
平成 29 年度使用特別支援学校小中学部及び 

小中学校特別支援学級教科用図書の採択について 

（学校教育法附則第９条教科用図書） 



科目 発行者 図書番号 一般図書名 希望理由

国語
あかね書
房 593 一年生の漢字えほん 楽しみながら絵と漢字を対応させることができ、漢字を視覚的に学習できるため。

国語
あかね書
房 A01 もじのえほん  あいうえお 平仮名が大きく書かれていて文字への関心を引き出すことができるため。

国語
あかね書
房 A02 もじのえほん  かたかなアイウエオ 絵が分かりやすく言葉の学習に使用すことができるため。

国語
あかね書
房 A04 もじのえほん  かんじ（２） 文章を読みながら、簡単な漢字を覚えることができるから。

国語 岩崎書店 646 五味太郎のことわざえほんシリーズ  ことわざ絵本 楽しく言葉遊びをしながら、言葉を覚えたりことわざの意味を理解できるため。

国語 岩崎書店 653 五味太郎のことわざえほんシリーズ  ことわざ絵本ＰＡＲＴ－２ 楽しく言葉遊びをしながら、言葉を覚えたりことわざの意味を理解できるため。

国語 絵本館 508 五味太郎の絵本  ことばのえほんあいうえお
ひらがなの認知を目標にに学習しているが、なかなか注目でいないため、絵と言葉の
マッチングで学習できるから。

国語 偕成社 524
めくったりひっぱったり・しかけえほん  おたんじょうびのメイシー
ちゃん

児童の発達段階に適切であるため。

国語 偕成社 527 日本の絵本  しりとりあいうえお 絵としりとりで楽しく本を読むことができるため。

国語 偕成社 530 日本の絵本  ピン・ポン・バス ”ピンポン”のフレーズを楽しみながら興味をもって物語を読み進めることができるため。

国語 偕成社 544 五味太郎・言葉図鑑（２）  ようすのことば 美しい絵柄で、子どもをひきつけられると思われるため。

国語 偕成社 545 五味太郎・言葉図鑑（４）  かざることば（Ｂ） 興味関心のあるタイトルで、楽しく学習ができると思われるので。

国語 偕成社 546 五味太郎・言葉図鑑（７）  たとえのことば 視覚的に理解しやすく、興味関心をひきつけやすいので。

国語 偕成社 547 五味太郎・言葉図鑑（８）  かくれたことば 視覚的に理解しやすく、興味関心をひきつけやすいので。

国語 偕成社 548 五味太郎・言葉図鑑（９）  しっぽのことば 感情移入しやすく、関心を持って黙読や音読に取り組めるため。

平成２９年度使用特別支援学校及び小中学校特別支援学級教科用図書採択希望一覧
（学校教育法附則第９条教科用図書）
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国語 偕成社 627 下村式となえて書く漢字ドリル  漢字練習ノート小学１年生新版 漢字に興味をもち、正確に視写して漢字を書くことができるようになるため。

国語 偕成社 633 下村式小学漢字学習辞典（第５版） 2年生程度の漢字を理解することができるため。

国語 偕成社 H01 日本むかし話  おむすびころりん 繰り返しのフレーズを楽しみながら物語を読み進めることができるため。

国語 偕成社 O05 五味太郎・言葉図鑑（５）  つなぎのことば 言葉に興味のある児童が楽しみながら繋ぎ言葉を学ぶことができるため。

国語 偕成社 T01 エリック・カールの絵本  はらぺこあおむし 親しみやすく、興味関心がひきつけられると思われたため。

国語 偕成社 T02 エリック・カールの絵本  うたがみえるきこえるよ 親しみやすく、興味関心がひきつけられるため。

国語 偕成社 T04 エリック・カールの絵本  くまさんくまさんなにみてるの？ 感情移入しやすく、関心を持って黙読や音読に取り組めるため。

国語 偕成社 T06
エリック・カールの絵本  月ようびはなにたべる？ーアメリカのわら
べうた

親しみやすく、興味関心がひきつけられるため。

国語 学研 002 レインボーことば絵じてん
身近な言葉が、わかりやすく絵つきで紹介されており、語彙を増やしながら文字を書いた
り読んだりする学習につなげることができるため。

国語 学研 525 多湖輝のＮＥＷ頭脳開発  ３歳ひらがな ひらがなの学習が児童のペースで進められると思ったため。

国語 学研 546 頭脳開発プラス  かいてけせるひらがな３・４歳 文字の学習に適しているため。

国語 学研 548 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぐるぐるかくほん 簡単に絵を完成させることができ、児童の関心や意欲を高める内容になっているため。

国語 学研 550 あそびのおうさまＢＯＯＫ  うれシールたのシール シールのペタペタする感じは、児童の大切な皮膚刺激となるため。

国語 学研 608 １０分で読めるお話  三年生 読解力の向上が図れるため。

国語 学研 619 低学年～中学年用  ４年生までに身につけたい言葉力１１００
身の回りの難しい言葉やなじみの少ない言葉の意味を正しく理解することにつなげられ
るため。

国語 学研 693 こどもずかん  ２さい～６さいあいうえおしましょ ひらがなの習得をしていくため。

国語 学研 712
自分学習シリーズ  国語力の基礎（改訂新版）書く力をつける小学
中学年用

言葉のルールなどを楽しみながら学べるから。
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国語 学研 721 調べて覚える５年の漢字辞典ドリル 調べ学習ができるから。

国語 学研 722 調べて覚える６年の漢字辞典ドリル 小学校高学年の漢字を習得するため。

国語 学研 753 やさしくまるごと中学国語 学習の遅れている単元を見直すことができるから。

国語 学研 772 たのしいしかけえほん  くだものさん 興味をもって見ることができるため。

国語 金の星社 550 あいうえおのえほん 自分で作った文章を音声で入力表出できる。

国語 金の星社 582 いもとようこ日本むかしばなし  おむすびころりん 読み聞かせを通じて言葉に触れることができるため。

国語 金の星社 652
ちびまる子ちゃんのはじめてのクッキングえほん  かんたん！たま
ごりょうり

食べ物や調理への関心が高いので、関心のある事柄から言語活動へとつなげたいた
め。

国語 くもん出版 515 書きかたカードカタカナ カタカナの練習のために繰り返し取り組めるため。

国語 くもん出版 516 書きかたカード漢字
漢字が大きな文字で書き順とともに表示されており、マーカーペンでなぞって漢字を覚え
ることができるため。

国語 くもん出版 518 漢字カード１集 カード学習が好きな児童にとって扱いやすく、繰り返し楽しめるため。

国語 くもん出版 522 カタカナカード 児童の発達段階にあっていて教科学習に相応しいため。

国語 くもん出版 523 ぶんカード１集 簡単な短い文を読むことで、楽しく言葉の学習を繰り返すことができるため。

国語 くもん出版 587 小学ドリル国語  １年生の言葉と文のきまり 生徒の発達段階にあっていて、取り組みやすい内容であるため。

国語 くもん出版 588 小学ドリル国語  ２年生の言葉と文のきまり
これまで学習してきた言葉や漢字を意味のあるつながりとして学習することができるた
め。

国語 くもん出版 589 小学ドリル国語  ３年生の言葉と文のきまり 生徒の発達段階にあっていて、取り組みやすい内容であるため。

国語 くもん出版 590 小学ドリル国語  ４年生の言葉と文のきまり 生徒の発達段階にあっていて、取り組みやすい内容であるため。

国語 くもん出版 591 小学ドリル国語  ５年生の言葉と文のきまり 言葉の力や読解力を身につけるため。
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国語 くもん出版 600 小学ドリル国語  ２年生のかん字 小学校低学年の漢字を習得するため。

国語 くもん出版 601 小学ドリル国語  ３年生の漢字 小学校中学年の漢字を習得するため。

国語 くもん出版 603 小学ドリル国語  ５年生の漢字 小学校高学年の漢字を習得するため。

国語 くもん出版 644 ことばと文ぽう集中  小学２年生 文法学習に適しているため。

国語 くもん出版 645 ことばと文ぽう集中学習  小学３年生 文法学習に適しているため。

国語 くもん出版 698 くろくまくんのことばえほん  うごきのことば
身近な動詞が文例で収録されている。声に出して読むことで楽しんで言葉を覚えることが
でき、学習に適切であるため。

国語 くもん出版 700 くろくまくんのことばえほん  なまえのことば 日常生活で身近にある物に関心をもちながら読むことへ発展させる学習ができるため。

国語 くもん出版 A01 もじ・ことば１  はじめてのひらがな１集
筆記具を使って書くことができるようになって、言葉の習得へつなげていくことができるた
め。

国語 くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード
身近にあるものから興味関心がひかれ親しみながら物の名前や平仮名を覚えることが
できるため。

国語 くもん出版 B07 生活図鑑カード  生活道具カード ものの名前を覚えるとともに言葉で相手に伝えるように学習することができるため。

国語 くもん出版 C01 書きかたカード「ひらがな」 読みの学習から、書きかたへ学習をさせたいため。

国語 グランまま 001 ぼくとわたしのせいかつえほん 身の回りのもののイラストが分かりやすく掲載されているから。

国語 グランまま 006 ことばえほん 絵と言葉が対応していて視覚的に見やすく言葉に関心を持つことができるため。

国語 講談社 527 ブルーナのアイディアブック  ミッフィーのあいうえお 親しみやすいイラストによって興味関心を促しながら５０音を学ぶことができるため。

国語 講談社 566 齋藤孝のイッキによめる！名作選  小学３年生新装版 長文をスムーズに読む練習として、実態にあった内容だから。

国語 講談社 822
講談社の年齢で選ぶ知育絵本  ４・５・６さいのきもちをつたえるこ
とばのえほん

コミュニケーションに必要な基本の言葉が理解できるため。

国語 講談社 828 齋藤孝のイッキによめる！音読名作選  小学１年生 長文をスムーズに読む練習として、実態にあった内容だから。
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国語 好学社 A01 レオ・レオニの絵本  スイミー 検定本国語の教科書に採用されている物語を知ることができる。

国語 こぐま社 564 おひさまあはは わかりやすい言葉とわかりやすい表情の絵の繰り返しで本に親しめるため。

国語 三省堂 507 三省堂ことばつかいかた絵じてん 絵を見ながら言葉の使い方を学ぶことができるため。

国語 三省堂 508 こどももののなまえ絵じてん
児童の発達の程度にあわせ、世の中にあるものとその名称を結びつけながら、語彙を増
やしていくために必要と考えられるから。

国語 三省堂 538 こどもマナーとけいご絵じてん 日常生活の場面ごとに解説がついており、具体的に分かりやすいため。

国語 小学館 538 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶせいかつ図鑑
実際に世の中にあるものを言葉と結び付けて覚え語彙を増やしていくために必要である
と考えられるため。

国語 小学館 560 ドラえもんの国語おもしろ攻略  歌って書ける小学漢字１００６
児童の発達状況に適しており、漢字について感心を持たせながら、指導していきたいた
め。

国語 小学館 609 チャレンジミッケ！１おもちゃばこ
物語を読んで写真の中から文章に出てきた言葉と同じものを探すことで言葉に対する興
味関心を引くことができるため。

国語 小学館 674 きむらゆういちのパッチン絵本  おいしいな！ 仕掛けを動かすことで絵本に注目し教員の話を聞いて物語をとらえることができるため。

国語 小学館 682 一日一話・読み聞かせ  おはなし３６６前巻
世界の名作や日本昔話について学び、１つの話しの長さが適当なため、かんたんな語句
や短い文を正しく読むことができるため。

国語 小学館 717 音とカードでおけいこ！  トーマスとあいうえお トーマスの声で楽しく平仮名の練習ができるため。

国語 小学館 723 ピタゴラスイッチこたつたこＤＶＤブック 回文を歌いながら言葉遊びを楽しめるため。

国語 小学館 748 マグネットシールえほん  おみせやさん 売り手と買い手になって、言葉でのやり取りが経験でき、シールなので、楽しく取り組めるため。

国語 ジュラ 005 かいてけしてまたかける  あいうえお 文字の形を覚えるため、視覚によって興味を持たせ繰り返し学習できるため。

国語
成美堂出
版 583 音のでる絵本  ひらがなかけたよ！ 音と見本を参考にしてひらがなの書き取りの練習ができるため。

国語
大日本絵
画 517 さわるしかけ絵本  さわってごらんピーターラビット 様々な素材の触感を味わいながら教員の話す物語を聞き親しむことができるため。

国語
大日本絵
画 661 おとがなるさわるしかけえほん  にぎやかペット！ 音の出る絵本の読み聞かせを聞き絵本に興味を持つことができるため。
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国語
太郎次郎
社 A03

漢字がたのしくなる本シリーズ  漢字がたのしくなる本ワーク３部首
あそび

漢字の部首の学習のため。

国語
太郎次郎
社 C03 子どもがしあげる手づくり絵本  あいうえおあそび上ひらがな５０音 文字に親しみをもちながらひらがなへの理解を深められるため。

国語 童心社 514 ピーマン村の絵本たち  おおきくなるっていうことは 絵本を読むことを通して文字の習得につなげることができるため。

国語 童心社 L06 ピーマン村の絵本たち  よーいどん！ 絵本の登場人物とのやりとりを楽しみながら言葉を通して読む楽しみを味わえるため。

国語 東京書店 515 ドアをあけたら 予想とは異なる展開で興味を引き、大人と一緒に絵本を楽しむことができるため。

国語 東京書店 519 ０さいからのにほんごえいごことば絵じてん
ものの名前や言葉などを音声と親しみやすい絵で教えてくれ、付属のタッチペンで楽しく
学習できるため。

国語 戸田デザイ 007 よみかた絵本 短い文章とイラストで構成されており、興味をもって文字の学習ができるため。

国語 戸田デザイ 501 カタカナえほん カタカナ習得にいかしたいから。

国語 同成社 502 ゆっくり学ぶ子のための  国語５ 漢字の読み書きを丁寧に指導する必要がある児童に適切であるため。

国語 同成社 505 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＤ  わり算 対象児童の発達段階に合っているため。

国語 同成社 A01
ゆっくり学ぶ子のための　「こくご」１（改訂版）  （ひらがなのことば・
文・文章の読み）

簡単な単語から、やや長い文章の読みまで段階的に学ぶことができるため。

国語 同成社 A02
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２（改訂版）  （かたかな・かん字の
読み書き）

かたかなや漢字の読み書きを段階的に学ぶことができるため。

国語 同成社 A03
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３（改訂版）  （文章を読む、作文・
詩を書く）

対象児童の発達段階にあわせ、文章を読んだり、作文や詩を書く学習に取り組めるた
め。

国語 同成社 A04 ゆっくり学ぶ子のための  国語４ 文章や作文、漢字等に触れることで、読み書きの仕方がさらにわかるようになるため。

国語 同成社 B01
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編１（改訂版）  （表象形成・音
韻形成・発声・発音）

単語についてその作りや成り立ちがイメージできるように描かれており、興味を引き出し
ながら簡単な言葉を話す力を身につけることができるため。

国語 同成社 B02
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編２（改訂版）  （ひらがなの
読み書き）

挿絵の多く入ったページを見ながらの学習を通して、文字に関心をもたせることができる
ため。

国語 東洋館 002 くらしに役立つ国語
人とのコミュニケーションをとるのが苦手な児童にとって、インタビューの仕方等実際に必
要な言語スキルを確実に身につけるため。
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国語 永岡書店 637 木のえほん  たべものだいすき 興味・関心の高い食べ物に関する教材であるため。

国語
日本教育
研 504 ひとりだちするための国語 生活に即した内容なので、自分の生活に役立てることができるため。

国語 ひかりのく 629 うごきのことばえじてん うごきのことばを学習中で絵とのマッチングで覚えることができるため。

国語 ひかりのく D01 ２０２シリーズ  たべもの２０２ 食べ物の写真を通して、ことば（語彙）をふやしたいから。

国語 評論社 505 さわってあそぶコロちゃんののうじょう
感触を楽しめる仕掛けがある本書を用いることで、視覚からだけでなく触覚からもイラス
トを楽しむことができるため。

国語 評論社 510 ずーっとずっとだいすきだよ お話を楽しみながら学習するため。

国語 ひさかた 533 スキンシップ絵本  漢字えほん 絵から漢字になるので分かりやすいため。

国語 ひさかた C04 スキンシップ絵本  かたかなアイウエオ 児童の学習ペースに合わせて、楽しく学習ができるため。

国語 ＰＨＰ 001 子どもの字がうまくなる練習ノート 文字を書く学習に活用できるため。

国語 福音館 509 幼児絵本シリーズ  きんぎょがにげた 繰り返しのストリーで分かりやすいから。

国語 福音館 599 こどものとも傑作集  そらまめくんのベッド 親しみやすいストリーで興味をもって読むことができるため。

国語 福音館 H13 こどものとも絵本  ぞうくんのさんぽ わかりやすいストーリーの繰り返しで、興味をもって物語に親しめるため。

国語 福音館 H21 ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐら 親しみやすいストリーで興味をもって読むことができるから。

国語 福音館 H26 こどものとも絵本  おおきなかぶ
”うんとこしょ　どっこいしょ”の繰り返しなどのフレーズを楽しみながら絵本に親しめるた
め。

国語 文研出版 B05 みるみる絵本  もこもこもこ 絵と言葉がシンプルでわかりやすいから。

国語 フレーベル 502 アンパンマンとはじめよう！  ひらがなあいうえお
人気のキャラクターの絵などがカラーで見やすく、興味を持って取り組むことができるか
ら。

国語 フレーベル 531 アンパンマンのワークだいすき！  アンパンマンのあいうえお なじみのあることばで読んだり書いたりしようという興味が引き出せるため。
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国語 フレーベル 594 アンパンマンとはじめよう！  あいうえおカード キャラクターの絵があり、興味をもって５０音を学ぶことができるため。

国語 フレーベル 596 アンパンマンとはじめよう！  ぐるぐるぬりぬり
自由に筆記用具を使うことで、鉛筆やペンなどを使って書くことの態度を養うことができる
ため。

国語 フレーベル 696 おしゃべりアンパンマン  あいうえおであそぼう
身近な語句や聞き慣れた単語を繰り返し学習しながら文字に関心を持ち読ことができる
ため。

国語 ポプラ 522 音のでるたのしいおけいこえほん１  いえるかな？あいうえお
ボタンを押すと音と単語が聞こえて、本の文字とひらがなが覚えられるように工夫されて
いるから。

国語 ポプラ 550 音のでる知育絵本１５  こえでおぼえるごあいさつえほん ごあいさつの言葉が音で聞こえてきて、楽しく学べるため。

国語 ポプラ 555 音のでる知育絵本  わらべきみかの音のでることばえほん 音声を通して、楽しみながら言葉の知識を広げることができるため。

国語 ポプラ D05 ねずみくんの絵本１  ねずみくんのチョッキ 繰り返し読み聞かせを行うことによって、コミュニケーションを図ることができるため。

国語 ポプラ M01 うたってかいてけせるえほん１  音のでるえかきうた
音が鳴り、聴覚への刺激を楽しむことができる・描かれた絵を見て楽しみながら学習でき
るため。

国語 ポプラ P04 音のでる知育絵本４  こえでおぼえるあいうえおのほん 自分で操作をする楽しみを味わい、文字の音声に親しむこともできるため。

国語 民衆社 502 基礎学力アップ国語だいすき小学２年生 国語への興味関心を引き出し、自信を持って取り組むことができるから。

国語 エスコＲ 501 ソーシャルスキルトレーニング絵カード  １日の生活の絵カード 絵カードを通してスキルを身につけるため。

国語 旺文社 501 みておぼえる  はじめてのかんじ絵じてん 漢字の意味が絵で表されているので、意味がわかりやすいため。

国語 かもがわ 508
特別支援教育のカード教材  意味からおぼえる漢字イラストカード
２年生上

大好きなカードを使用して漢字を意味と一緒に覚えることができるから。

国語 喜楽研 508 くりかえし漢字練習プリント小学１年 繰り返しの漢字学習ができるから。

国語 喜楽研 509 くりかえし漢字練習プリント小学２年 一つの漢字を何度も取り上げているため、くり返し練習でき、習得できるため。

国語 喜楽研 526 くりかえし漢字練習プリント小学３年 一つの漢字を何度も取り上げているため、くり返し練習でき、習得できるため。

国語 喜楽研 527 くりかえし漢字練習プリント小学４年 一つの漢字を何度も取り上げているため、くり返し練習でき、習得できるため。
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国語 喜楽研 586
短文・長文・ＰＩＳＡ型の力がつく  まるごと読解力文学作品小学５
年

文章題も載っていて、児童の実態に合っていると思ったため。

国語 幻冬舎 504 わらべきみかのあいうえおカード カードを使用することで、効果が期待できるから。

国語 こばと 501 認知発達教材ステップアップ  マッチングⅠ（改訂版）
絵が多く具体的でわかりやすい。スモールステップの課題になっているので効率よく書字
の習得に繋がるため。

国語 こばと 502 認知発達教材ステップアップ  マッチングⅡ（改訂版）
身近なものの名称を理解し、ことばの概念形成に結びつけたり、ことばの発音に興味をも
たせたりできる構成になっているため。

国語 こばと 503 認知発達教材ステップアップ  ことば・もじ（改訂版） 児童の学習ペースに合わせて、言葉や文字の学習ができるため。

国語 こばと 504 認知発達教材ステップアップ  こくごⅠ（改訂版） 絵と言葉を併用しながら５０音を覚え、文字への興味関心を高めることができるため。

国語 こばと 505 認知発達教材ステップアップ  こくごⅡ（改訂版） 適切な言葉遣いや短文の読み取りを学習するため。

国語 こばと 507 認知発達教材ステップアップ  ことばのつかいかた（改訂版） 日常生活に活かし、書く力も高めることができるため。

国語 こばと 508 認知発達教材ジャンプアップ  ことば・もじ
絵と言葉のカードの両方を使いながら５０音を覚え、見て書く学習につなげることができ
るため。

国語 こばと 509 認知発達教材ジャンプアップ  こくごⅠ 助詞の使い方を指導していくため。

国語 こばと 510 認知発達教材ジャンプアップ  こくごⅡ
イラストやマス目を手掛かりにしながら、仲間わけや助詞などを学ぶことができ、話す力
を養うこともできるため。

国語 こばと 511 認知発達教材ジャンプアップ  ことばのつかいかた
自分の気持ちを話す学習や、経験したことを相手に分かるように伝える学習ができるか
ら。

国語 こばと 512 認知発達教材レベルアップ  漢字 スモールステップで簡単な漢字から繰り返し学習し身につけることができるため。

国語 こばと 517 認知発達教材レベルアップ  ことばのつかいかた上
正しい文法を身につけ、基本的な言葉の使い方や文書の表し方等を身につけさせたい
から。

国語 こばと 525
認知発達教材レベルアップ  集中力、注意力アップのためのトレー
ニングシート

ドリル形式で学習しやすい。ステップアップからの発展学習のため。

国語 こばと 530
認知発達教材レベルアップ  対人関係スキルアップのためのト
レーニングシート

対人関係を築いていくため上で必要なことがイラストとともに提示してあるためにわかり
やすい。相手の意図や気持ちを理解する学習に活用できるため。

国語 こばと 531 中学生のための国語 適切な表現や文章の読み取りを学習するため。
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国語 交通新聞 507 ＧＯＧＯ！プラレールかるた 乗り物と一緒に楽しく文字に触れることができるから。

国語 交通新聞 512 はらぺこあおむしエリック・カール  あいうえおカード
興味のあるイラストがついていて、視覚的に分かりやすく物の名前を理解することができ
るから。

国語 コスミック 506 ひとりでできるみんなできるたべものかるた 語彙を増やすことができるため。

国語 ジアース 502
すぐに使える学習シリーズ  特別支援のためのことばの学習第１
集

わかりやすいイラストで効果的にことばの学習ができるため。

国語
清風堂書
店 528 小学国語習熟プリント１年生 文章題の学習になれるため。

国語
清風堂書
店 529 小学国語習熟プリント２年生 読む、書くの学習に適しているため。

国語
清風堂書
店 530 小学国語習熟プリント３年生 生活に必要な基礎学力を定着させ、文章の読み取りを深められるため。

国語
清風堂書
店 531 小学国語習熟プリント４年生 文章を読んで理解する学習に適しているため。

国語
清風堂書
店 533 小学国語習熟プリント６年生 読解力の向上を目指すのに合っているため。

国語
清風堂書
店 640 国語読解習熟プリント小学５年生 対象生徒に合った漢字の学習ができるから。

国語
清風堂書
店 641 国語読解習熟プリント小学６年生 対象生徒に合った漢字の学習ができるから。

国語
玉川大学
出 508

絵解き図鑑こんなふうに作られる！  身のまわり６９品のできるま
で

生徒の好奇心を引き出しながら言葉の学習ができるため。

国語 文溪堂 501 バムとケロのにちようび お話を楽しみながら学習を深めるため。

国語 文理 513
わからないをわかるにかえる１  わからないをわかるにかえる中学
国語１～３年

身につけたい内容が網羅されている。多色で印刷されていて分かりやすいから。

国語 フォーラム 530 基礎・基本ことばの練習帳  小学校低学年１・２年生 助詞や二語文など文章の基本が学習でき児童の実態にあっているため。

国語 フォーラム 547 作文天国なぞりがきコース  小学低学年１・２・３年生 作文が苦手な児童に対して、なぞりがきでわかりやすく指導ができるため。

国語 フォーラム 551 作文天国なぞりがきコース  小学高学年４・５・６年生 作文が苦手な児童に対して、なぞりがきでわかりやすく指導ができるため。
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国語 ベネッセ 518
うたとえほんであそぼ！  １才からのからだあそびＢＯＯＫ　ＣＤつ
き

えほんへの関心を高めるため。

国語 ほるぷ 555 手であそぼう  ゆびであいうえお わかりやすい大きなイラストで指文字を学ぶことができるから。

国語 三起商行 549 ポカポカフレンズのことばえほん  こえであいうえお 「あいうえお」の声をきくことで、児童の発語への支援になるため。

国語 三起商行 576 ポカポカフレンズのカラオケえほん  にほんごでうたおう
楽しんで音楽を聴きマイクを用いて発声を意識しながら日本語を覚えることができるた
め。

国語 明治図書 501 グレーゾーンの子どもに対応した  作文ワーク初級編
文章を書くことがとても楽しみになっている児童である。小学校の間に文法などを身に着
けさせたいから。

国語 明治図書 520 読み書きが苦手な子どもへの＜漢字＞支援ワーク  １～３年編
漢字の読み、書字の苦手さ、不注意に対応したワークで、１年生の漢字を学習中の本児
童に適切だと考えられるから。

国語 明治図書 525 読み書きが苦手な子どもへの  〈基礎〉トレーニングワーク 読み書きが苦手な児童に対して、手本を使うことにより文字学習につなげたいため。

書写
あかね書
房 001 単行本  さわってあそぼうふわふわあひる 異素材が付けられているため，手指の感覚を高めることができるため。

書写
あかね書
房 A02 もじのえほん  かたかなアイウエオ リズミカルな文章とわかりやすいイラストで、片仮名に興味を持ちやすいため。

書写 偕成社 520
ひっぱったりうごかしたり・しかけえほん  メイシーちゃんおよぎに
ゆきます

引っ張るなどの動きを得ることによって、学習意欲を高めることができるから。

書写 偕成社 572 エリック・カールの絵本（音の出る絵本）  だんまりこおろぎ
色鮮やかな貼り絵で表現された絵本を見ることで感性を豊かにし文字に興味を持つこと
ができるから。

書写 偕成社 629 下村式となえて書く漢字ドリル  漢字練習ノート小学３年生新版 唱えて、覚えやすく工夫されており、練習量も、ちょうど良いから。

書写 偕成社 634 あそんで身につく日本語表現力（１）  声に出してあそぼう！ 声を出して遊びながら、正しい日本語を身に付けるため。

書写 偕成社 F01 エンバリーおじさんの絵かきえほん  しもんスタンプでかいてみよう 手や筆記具を使って描くことの楽しさを感じ書くことに興味関心を持つことができるため。

書写 偕成社 O01 五味太郎・言葉図鑑（１）  うごきのことば イラストで描かれているため、視覚的に学習効果があるため。

書写 偕成社 R01 あかちゃんのあそびえほん（１）  ごあいさつあそび 動物のイラストを見ながら、興味をもってあいさつの学習ができるため。

書写 学研 535 多湖輝のＮＥＷ頭脳開発  ６歳ことば・ぶん 語彙を増やすことができるため。
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書写 学研 537 多湖輝のＮＥＷ頭脳開発  ５～６歳ローマ字 ローマ字に興味がある児童が、書くことに抵抗感少なく取り組めると考えるため。

書写 学研 546 頭脳開発プラス  かいてけせるひらがな３・４歳 何度も書いたり消したりしながら、ひらがなのなぞり書きに取り組むことができるため。

書写 学研 548 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぐるぐるかくほん
ストーリーを楽しみながら様々な線を書くことで書くことに親しむ態度を育てることができ
るため。

書写 学研 558 おうさまのたからばこ  ふしぎなクレヨン １本のクレヨンに６色入っており、たくさんの色を一度に楽しむことができるため。

書写 学研 661 いっしょにあそぼ  しましまぐるぐる 色彩がはっきりしていて、視覚に訴えるのに有効な絵本であるため。

書写 学研 779 つなげてたのしいひらがなカード ひらがなに興味をもつことができるため。

書写 学研 878 学研ことばえじてん 言葉の説明の絵がかかれており、分かりやすいため。

書写 学研 G07 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん 筆記用具を使って書くことに親しむ姿勢を育てることができるため。

書写 金の星社 632 あいうえおかるた ひらがなに興味をもつことができるため。

書写 くもん出版 501 もじ・ことば２  はじめてのひらがな２集 書きやすい文字から順に、大きめの文字をなぞって練習できるから。

書写 くもん出版 516 書きかたカード漢字
何度も繰り返し漢字を書くことで、正しい書き順や字形を意識し、文字の習得につなげら
れるため。

書写 くもん出版 517 書きかたカードアルファベット
カード学習が好きな児童にとって、アルファベットにも興味をもち、繰り返しなぞり学習で
きるため。

書写 くもん出版 525 ゆびなぞりカードひらがな 凸凹をなぞりながら平仮名の形を確認することができるから。

書写 くもん出版 A01 もじ・ことば１  はじめてのひらがな１集 文字の形を正しく丁寧に書くために、なぞり書き等の練習が充実しているため。

書写 くもん出版 A03 もじ・ことば３  やさしいひらがな１集 なぞり書きから自力で書けるように、段階的に練習できるようになっているから。

書写 くもん出版 C01 書きかたカード「ひらがな」 文字学習への導入として，ペンを使い運筆練習ができるため。

書写 くもん出版 D01 ひらがなカード 身近な絵とともに平仮名の読みを学習できるため。
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書写 小峰書店 556 筆であそぼう書道入門２  さあ、筆で書いてみよう バランスのとれた字を書くため。

書写 小峰書店 557 筆であそぼう書道入門３  筆で挑戦！作品づくり 楽しく筆のはこびを学習できため。

書写 小学館 748 マグネットシールえほん  おみせやさん 買い物体験ができるため。

書写 ジュラ 002 ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん  あそぼ！ 楽しみながら書くことを経験し，ペンを持つことに慣れることができる。

書写 ジュラ 005 かいてけしてまたかける  あいうえお 児童の発達段階にあっていて教科学習に相応しいため。

書写 ジュラ 504 ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん  １・２・３ 全ページに何度でもペンで自由に書くことができ、書く意欲につながるため。

書写
成美堂出
版 558 書き込み式ボールペン字実用練習帳

手本となる字があること、なぞり書きやマスの中に線が引かれていて取り組みやすいた
め。

書写
成美堂出
版 583 音のでる絵本  ひらがなかけたよ！ 発音を確認して書くことができ文字への興味を広げることができるため。

書写
成美堂出
版 626 はじめてのえんぴつちょう２・３・４歳  らくがきあそび 筆記具に触れることができるため。

書写
成美堂出
版 646 はじめてのえんぴつちょう２・３・４歳  やさしいひらがな ひらがな練習の初歩として、ゆっくり取り組めるため。

書写
世界文化
社 556

なぞってらくらく３歳～６歳向き  １日３分でおえかきじょうずになる
本

絵をなぞることで、見ながら写して書くことの幅が広がるため。

書写
太郎次郎
社 A01

漢字がたのしくなる本シリーズ  漢字がたのしくなる本ワーク１基本
漢字あそび

身近で基本的な漢字が使われており、短い文を読んだり書いたりする力をつけることが
できるため。

書写
太郎次郎
社 A02

漢字がたのしくなる本シリーズ  漢字がたのしくなる本ワーク２あわ
せ漢字あそび

漢字を合わせて遊び楽しみながら漢字を覚えていくことができるから。

書写 チャイルド 001 ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
豊富な図柄で、大きく描かれた直線や曲線をなぞることで形を意識することができるた
め。

書写 童心社 H01 １４ひきのシリーズ  １４ひきのあさごはん 繰り返し読み聞かせを行うことによって、語彙力を増やすことができるため。

書写 東京書店 511 新装版にほんごえいごでなまえずかん 様々な言葉と絵を一緒におぼえることができると考えたため。

書写 戸田デザイ 003 あいうえおえほん 文字が大きくて見やすくなぞりがきや書き写すことが容易にできるため。
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書写 同成社 B02
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編２（改訂版）  （ひらがなの
読み書き）

ひらがなを読んだり書いたりしながら段階的に学習ができるため。

書写 のら書店 001 はじめてのこうさくあそび 図書を通して達成感を感じて欲しいため。

書写 ひかりのく 002 どうようでおえかきできる  どうようＮＥＷ絵かきうたブック 歌に合わせて書けるため、書く意欲につながるため。

書写 評論社 507 さわってあそぶえほん  ちっちゃなウサちゃんおねんねよ 異素材が付けられているため，手指の感覚を高めることができるため。

書写 ＰＨＰ 001 子どもの字がうまくなる練習ノート ひらがな、かたかな、漢字の書き方の基礎が分かり、マス目の大きさも適当であるため。

書写 ＰＨＰ 633 ていねいに書くクセがつく子どものえんぴつ文字練習帳 ていねいに書くクセをつけるため。

書写 ブロンズ新 556 らくがき絵本五味太郎５０％ 絵を描きながら、身の回りにあるものの名前や人の動きなどの語彙を学習できるため。

書写 ブロンズ新 A02 らくがきえほんあ・い・う・え・お
手先が不器用な児童のために、指先の力をつけることで書字力の向上につなげられる
ため。

書写 フレーベル 502 アンパンマンとはじめよう！  ひらがなあいうえお
好きなキャラクターと一緒に声を出し平仮名や初語への興味関心意欲を高めることがで
きるため。

書写 フレーベル 538 アンパンマンのことばじてん 親しみがあるキャラクターのイラストに興味をもってことばに触れることができるため。

書写 フレーベル 596 アンパンマンとはじめよう！  ぐるぐるぬりぬり キャラクターに興味のある生徒が、手指の機能を向上させることに適しているため。

書写 フレーベル 612 アンパンマンとはじめよう！  おもしろあいうえお 興味のあるキャラクターで大きくてなぞりやすいひらがな練習ができるため。

書写 フレーベル 614 アンパンマンとはじめよう！  らくがきだいすき 自由にらくがきをしながら、楽しく書くことに慣れることができるため。

書写 フレーベル 696 おしゃべりアンパンマン  あいうえおであそぼう 文字と音の一致の学習ができるため。

書写 フレーベル 739 アンパンマンのあいうえおカード  たべもの ひらがなにふれながら、楽しく学習を進めることができるため。

書写 ポプラ 683 音のでる知育絵本２２  脳科学からうまれたにぎにぎえほん 色彩鮮やかな絵本を見ることで形や色、表し方の面白さに気づくことができるため。

書写 ポプラ M01 うたってかいてけせるえほん１  音のでるえかきうた 音楽を楽しみながら書写に取り組み、また何度も書いたり消したりできるため。
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書写 ポプラ P04 音のでる知育絵本４  こえでおぼえるあいうえおのほん 自分で操作をする楽しみを味わい、文字の音声に親しむこともできるため。

書写 民衆社 502 基礎学力アップ国語だいすき小学２年生 語彙力を増やすことができるため。

書写 理論社 A01 あいうえおうさま 同じ頭文字の単語が多く、語彙力を高め平仮名で書く学習につなげることができるため。

書写 かもがわ 501
特別支援教育のカード教材  意味からおぼえる漢字イラストカード
１年生

わかりやすいイラストと漢字がカード形式になっており視覚的に理解をすすめやすいか
ら。

書写 かもがわ 504
特別支援教育のカード教材  意味からおぼえる漢字イラストカード
３年生上

同音異句の漢字の違いが絵を見て分かりやすいため。

書写 かもがわ 508
特別支援教育のカード教材  意味からおぼえる漢字イラストカード
２年生上

同音異句の漢字の違いが絵を見て分かりやすいため。

書写 かもがわ 509
特別支援教育のカード教材  意味からおぼえる漢字イラストカード
２年生下

漢字が大きな文字で書き順とともに表示され、楽しみながら漢字を覚えることができるか
ら。

書写 幻冬舎 502 武田双雲水で書けるはじめてのお習字
水を使って何度も繰り返し書くことができる構成になっており、一文字ずつ大きく書かれて
いるため、文字の組み立てや形を意識する学習をすることができるため。

書写 こばと 501 認知発達教材ステップアップ  マッチングⅠ（改訂版）
易しい作業を通して物の形の弁別の力をつけることができ、文字学習の土台作りができ
るため。

書写 こばと 503 認知発達教材ステップアップ  ことば・もじ（改訂版）
絵と言葉のカードの両方を使うことで、文字への関心を高めたり、読もうとする興味をもた
せることができるため。

書写 こばと 508 認知発達教材ジャンプアップ  ことば・もじ 児童の学習ペースに合わせて、言葉や文字の学習ができるため。

書写 こばと 511 認知発達教材ジャンプアップ  ことばのつかいかた
集中力が途切れたり、注意がそがれたりするため、少しでもアップできるように使用して
いきたいため。

書写 こばと 533 えとことばのカード 絵と言葉が対応していて視覚的にも見やすく文字に対する興味関心を高められるから。

書写 交通新聞 510 おいしいあいうえお
食べ物の写真と一緒に名前や平仮名を見ることで文字を書く練習につなげることができ
る。

書写 ジアース 502
すぐに使える学習シリーズ  特別支援のためのことばの学習第１
集

数の学びの基本となる１から１０までを理解する力を身につけることができるため。

書写 フォーラム 528 基礎・基本ことばの練習帳  小学校中学年３・４年生 生徒の発達段階にあっていて、取り組みやすい内容であるため。

書写 フォーラム 530 基礎・基本ことばの練習帳  小学校低学年１・２年生 生徒の発達段階に合わせて取り組みやすい内容であるため。
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書写 フォーラム 547 作文天国なぞりがきコース  小学低学年１・２・３年生 生徒の発達段階にあわせることができ、取り組みやすい内容であるから。

書写 フォーラム 551 作文天国なぞりがきコース  小学高学年４・５・６年生 生徒の発達段階にあわせることができ、取り組みやすい内容であるから。

書写 三起商行 524 ミキハウス音でまなべるえほんずかん  みんなのおうち 音声と視覚を通して平仮名の形や音を意識することができるから。

書写 三起商行 533 ポカポカフレンズのおえかきえほん  まる・さんかく・しかく 歌に合わせて親しみながら筆記用具を使うことができるため。

書写 三起商行 551 ポカポカフレンズの音としかけのなが～いえほん  ゆうえんち 遊園地の世界を親しむことで想像力を養うことができるため。

算数（数学）
あかね書
房 503 ゆびにんぎょうえほん１  ３びきのちびくま 指人形をつけることで、興味をもって数の学習に取り組むことができるから。

算数（数学）
あかね書
房 526 なぞなぞあなあきえほん２  かずのかくれんぼ 視覚的にも楽しく読めて、教材として理解しやすいため。

算数（数学）
あかね書
房 B02 あかねえほんシリーズ  かたちのえほんまる・さんかく・しかくさん 形の理解、弁別を学ばせることができるため。

算数（数学） 岩崎書店 695 ペネロペいまなんじ？ 一日の時の移り変わりに気づき時計の暦の学習に活用することができるから。

算数（数学） 絵本館 526 まってるまってる 絵や色の使い方が良く、興味を持ちながら学習することができるため。

算数（数学） 絵本館 D02 五味太郎の絵本  かずのえほん１・２・３ 日常生活における初歩的な数量の処理や計算する力をつけることができるため。

算数（数学） 偕成社 533 日本の絵本  １００かいだてのいえ
ストーリー性があり、１０のまとまりを理解して、１００までの数について学習ができるた
め。

算数（数学） 偕成社 643 まついのりこ・数の絵本  九九のほんーたのしいかけざんー 楽しみながら掛け算を覚えることができるため。

算数（数学） 偕成社 651
よむ、かく、わかる！さんすう教室（１）  よむ、かく、わかる！さん
すう教室入門編

親しみやすく書かれており、関心を持って取り組めるため。

算数（数学） 偕成社 652
よむ、かく、わかる！さんすう教室（２）  よむ、かく、わかる！さん
すう教室初級編

基礎基本的な内容で、わかりやすく書かれているので、個別学習に適切であるため。

算数（数学） 偕成社 653
よむ、かく、わかる！さんすう教室（３）  よむ、かく、わかる！さん
すう教室中級編

絵をかく方法で、楽しみながら算数の文章題が解けるようにつくられている。文章題が課
題の本児童に適していると考えられるため。

算数（数学） 偕成社 654
よむ、かく、わかる！さんすう教室（４）  よむ、かく、わかる！さん
すう教室上級編

基礎基本的な内容で、わかりやすく書かれているので、個別学習に良いため。
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算数（数学） 偕成社 655
よむ、かく、わかる！さんすう教室（５）  よむ、かく、わかる！さん
すう教室最上級編

基礎基本的な内容で、わかりやすく書かれているので、個別学習に良いため。

算数（数学） 偕成社 A02 エリック・カールかずのほん  １，２，３どうぶつえんへ 親しみやすい動物を通して、数に興味を持つことができるため。

算数（数学） 偕成社 A04 ことばをおぼえる本  かず・かたち・いろあいうえお 数や形や色に興味をもつため。

算数（数学） 学研 531 多湖輝のＮＥＷ頭脳開発  ２歳かず 日常生活の初歩的な数量の処理や計算の学習につなげることができるため。

算数（数学） 学研 547 頭脳開発プラス  かいてけせるかず３歳・４歳 数の学習に適しているため。

算数（数学） 学研 676 学研版毎日のドリル  小学２年の数・りょう・図形新版 初歩的な数の概念や基本的な図形などが学習しやすく児童の実態にあっているため。

算数（数学） 学研 677 学研版毎日のドリル  小学３年の数・りょう・図形 ３桁以上の計算をゆっくりと指導をすることができるため。

算数（数学） 学研 692 こどもずかん  ３さい～７さいとけい英語つき 楽しく遊びながら時計が読めるようになるため。

算数（数学） 学研 754 やさしくまるごと中学数学 学習の遅れている単元を見直すことができるから。

算数（数学） 学研 806 さわって学べる算数図鑑 触ったりめくったりして、操作しながら算数の学習ができるため。

算数（数学） 学研 848 小６算数をひとつひとつわかりやすく。 小数について解りやすく書いてあるので、自習課題でも活用できるため。

算数（数学） 学研 859 小５算数をひとつひとつわかりやすく。 小数について解りやすく書いてあるので、自習課題でも活用できるため。

算数（数学） 金の星社 637 アニメおさるのジョージとけいえほん  いまなんじ？ 好きなキャラクターがついているので、興味をもって時計の学習に取り組めるため。

算数（数学） 金の星社 650 音のでるとけいえほん  いまなんじ？
自分で時計の針を動かしたり、音声が出たりするため、興味を持って取り組むことができ
るため。

算数（数学） 金の星社 B03
あかちゃんとおかあさんの絵本  ハティちゃんのまる・さんかく・し
かく

かたちの概念が学習できるため。

算数（数学） くもん出版 536 写真図鑑カード  はたらく自動車カード 好きな自動車カードを使うことで、興味をもって数の学習に取り組めるため。

算数（数学） くもん出版 556 かず・けいさん１  はじめてのすうじ 算数の学習の第１歩として数字にふれることができるため。
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算数（数学） くもん出版 557 かず・けいさん２  やさしいすうじ １～３０の数字の読み書きを学習し、数唱力と数書力を養うことができるため。

算数（数学） くもん出版 558 かず・けいさん３  すうじおけいこ １から１２０の数字を学習し、数の感覚を養うことができるため。

算数（数学） くもん出版 559 かず・けいさん４  はじめてのたしざん 対象児童の発達段階に合っているため。

算数（数学） くもん出版 566 かず・けいさん１１  とけいのおけいこ 時計を読むことができるようになり日常生活に生かしていくことができるようになるため。

算数（数学） くもん出版 613 小学ドリル算数  １年生のすう・りょう・ずけい 対象児童の発達段階に合っているため。

算数（数学） くもん出版 614 小学ドリル算数  ２年生の数・りょう・図形 計算力を楽しく身につけるため。

算数（数学） くもん出版 615 小学ドリル算数  ３年生の数・りょう・図形 計算力を楽しく身につけるため。

算数（数学） くもん出版 616 小学ドリル算数  ４年生の数・量・図形 継続した学習活動を行うことができるため。

算数（数学） くもん出版 617 小学ドリル算数  ５年生の数・量・図形 ステップアップしながら学習を進めることができるため。

算数（数学） くもん出版 618 小学ドリル算数  ６年生の数・量・図形 数学全般にわたって学習を進めることができるため。

算数（数学） くもん出版 668 いっきに極める算数（２）  小学２～４年のかけ算・わり算 対象生徒に必要な計算の力をつけられるため。

算数（数学） くもん出版 669 いっきに極める算数（３）  小学３～５年の小数の計算 算数の学習に適しているため。

算数（数学） くもん出版 672 くもんのらくらく算数シリーズ  小学１～３年の時こくと時間 対象生徒に必要な時計を見る力がつけられるから。

算数（数学） くもん出版 676 スタートでつまずかない中学数学計算 計算力を身につけさせるのに良いとおもわれたので。

算数（数学） くもん出版 679 くもんの中学基礎がため１００％  中１数学関数・図形編 中１レベルの数学を、解りやすく書いてあるので最適だと思われるため。

算数（数学） くもん出版 680 くもんの中学基礎がため１００％  中２数学計算・関数編 分かりやすい解説があり、書き込み式で系統的に学習できるため。

算数（数学） くもん出版 D02 とけいカード カード形式のため何時半、何時何分が分かりやすく読みやすいため。

18 / 51 ページ



算数（数学） くもん出版 D03 かずカード 数と数字のマッチングがしやすいため。

算数（数学） 国土社 547 かわりえ・えほん２  はじめてのかずあそび 数字に慣れるため。

算数（数学） こぐま社 C01 ぶうとぴょんの絵本  おんなじおんなじ 繰り返し「同じ」という言葉が出てくるため「同じ」という概念を学びやすいため。

算数（数学） 三省堂 A04 三省堂こどもかずの絵じてん
具体物を使って数の概念を獲得してきた児童に視覚的に数の大きさや変化を捉えさせる
のに良い教材であるから。

算数（数学） 小学館 536
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶかず・かたちの図
鑑

読書を楽しみながら数や形などについての知識を深めることができるから。

算数（数学） 小学館 598 陰山メソッド徹底反復計算プリント  小学校１～６年 計算の基礎を繰り返し練習することができるため。

算数（数学） 小学館 755 デコボコえほん  かずをかぞえよう！
数えるものが飛び出ていたり数字がへこんでいるので指でなぞりながら数や数字に親し
み身近にある具体物を数えることにつながるため。

算数（数学） 小学館 778 陰山メゾット徹底反復算数プリント  小学校１～６年 繰り返し学習ができるため。

算数（数学） 小学館 793 ドラえもんとおぼえよう！とけいのえほん
一日がストーリー仕立てになっており、毎時の学習や分単位の細かい学習もできるた
め。

算数（数学） 小学館 812 おはなしデコボコえほん  さんびきのこぶた 凸凹のある数字を触りながらお話を聞くことで数字に興味を持つことができるため。

算数（数学） 小学館 B02 ２１世紀幼稚園百科２  とけいとじかん 時間を、視覚を使って楽しみながら学習できるため。

算数（数学） 鈴木出版 A05 知育えほん  マークのずかん
駅やデパート等の日常生活の場面ごとに関連のある標識から図形の判別や分類、基本
的なことに関心を持つことができるため。

算数（数学）
大日本絵
画 565 あなあきしかけえほん  かわいいてんとうむし １０までの数を手で触りながら数えられ興味を向けやすいため。

算数（数学）
大日本絵
画 574 あなあきしかけえほん  ちいさなおたまじゃくし

実際に手で触れることができることやかわいらしい絵が描いてあることで、児童にとって
楽しめるものであるので。

算数（数学）
太郎次郎
社 510 スーパータイルのさんすう  らくらく算数ブック１

タイルの操作により、基礎的な計算の仕組みを量の変化としてとらえることができるた
め。

算数（数学） 童心社 A01 かずのほん１  どっちがたくさん 色彩がはっきりしていて見やすく、文字数も適量であるため。

算数（数学） 童心社 A02 かずのほん２  ０から１０まで 日常生活における初歩的な数量の処理や計算力を身につけさせるため。
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算数（数学） 童心社 H02 １４ひきのシリーズ  １４ひきのぴくにっく 数の認識ができる生徒にとって学習効果が期待できるため。

算数（数学） 戸田デザイ 002 １から１００までのえほん 児童の実態に合っているためわかりやすいので。

算数（数学） 戸田デザイ 009 とけいのえほん 一日の動きに合わせて時刻が分かりやすく掲載されているから。

算数（数学） 同成社 503
ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＡ  ２けたまでのたしざんひ
きざん

二桁の足し算、引き算を学習し数量の処理や計算力を身につけることができるため。

算数（数学） 同成社 504 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＣ  かけ算 かけ算、九九の習得に生かしていけるため。

算数（数学） 同成社 C01
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」１  （量概念の基礎、比較、なか
ま集め）

文字や数字を使って数の概念を学習するのが難しい児童が、絵を通して学ぶことができ
るため。

算数（数学） 同成社 C02
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」２  （１対１対応、１～５の数、５
までのたし算）

１対１対応から５までの数や計算の基礎を段階を追って学ぶことができるため。

算数（数学） 同成社 C03
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」３  （６～９のたし算、ひき算、位
取り）

基本的なたしざん、ひきざんの基礎を学ぶことができ、日常生活における初歩的な数量
の学習につなげることができるため。

算数（数学） 同成社 C04
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」４  （くり上がり、くり下がり、２け
たの数の計算）

数が１０のまとまりを単位としてできていることを知り、生活の中で必要な計算をする力を
養えるため。

算数（数学） 同成社 C05
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５  （３けたの数の計算、かけ
算、わり算）

文章問題も取り入れて楽しく学べる構成で計算や数量について理解が深められるから。

算数（数学） 東洋館 003 くらしに役立つ数学 興味を持ちやすく、取り組みやすい内容になっているため。

算数（数学） 永岡書店 542 木製知育パズル  くだものトントン
２つに分ける、３つに分けることや、長さ、重さ等の感覚を体験的に学ぶことができるた
め。

算数（数学） 永岡書店 571
トミカとけいえほん  トミカといっしょにとけいのよみかたをおぼえよ
う！

興味のもてる題材で，時計の学習にも興味をもって取り組むことができるため。

算数（数学） 永岡書店 628 木のえほん  のりものパズル かたちの概念が学習できるので。

算数（数学） 永岡書店 646 マグネットブック  さかなつり 楽しみながら魚の数を数えたり、多少の学習につながるから。

算数（数学）
日本教育
研 A02 ひとりだちするための算数・数学

特に生活の中で必要となる算数、数学の知識や技能を最低限身につけなければならな
い児童にとって最低限の内容を確認するため。

算数（数学） ひかりのく B05 認識絵本５  いくつかな 「大小」「比較」などが絵で学習できるため。
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算数（数学） ひさかた B02 ミーミとクークのえほん  ミーミとクークの１・２・３ 身近にあるものを題材にし，絵で示してあるので，分かりやすいので。

算数（数学） ひさかた C05 スキンシップ絵本  かずのえほん 分かりやすい絵であるため，初歩的な数を認識する力を養うことができるから。

算数（数学） 福音館 501 ブルーナの絵本  まる、しかく、さんかく はっきりとした色で図形が描かれているため，形の弁別がしやすいため。

算数（数学） 福音館 601 安野光雅の絵本  はじめてであうすうがくの絵本３
基本的な図形についての理解を深められる。三角形や四角形の絵や図が分かりやすい
ので。

算数（数学） フレーベル 506 アンパンマンとはじめよう！  アンパンマンとげんきにあいさつ
親しめるキャラクターによって興味関心を促し時計の針を動かして学習することができる
ため。

算数（数学） フレーベル 513 とけいであそぼう  アンパンマンいまなんじ？ 針を動かしながら，時刻を読み取ることができるため。

算数（数学） フレーベル 534 アンパンマンのワークだいすき！  アンパンマンのかずあそび 人気のキャラクターの絵などがカラーで見やすく、学習意欲につながるため。

算数（数学） フレーベル 703 アンパンマンとはじめよう  いろ・かず１・２・３ 数の学習をするのに、わかりやすいイラストや絵になっているため。

算数（数学） ポプラ 537
おととあそぼうシリーズ２９  音と光でレジごっこ！おかいものレジ
スター

お買い物ごっこを通して、お金の計算や買い物学習が出来るため。

算数（数学） ポプラ 542 おととあそぼうシリーズ３６  たのしい！コンビニレジごっこ レジごっこを通してお金を使った学習を楽しみながら体験できるため。

算数（数学） ポプラ 544 音のでる知育絵本８  こえでおぼえる九九のほん 楽しみながら掛け算を覚えることができるため。

算数（数学） ポプラ 548 音のでる知育絵本１３  音がでる１０玉そろばんかずのおけいこ
そろばんを動かしながら、ものの数と数字を対応させ身近にある具体物を数えることがで
きるため。

算数（数学） ポプラ 641 やさい・くだものぴったりカード
野菜、果物の絵を、操作しながら完成さることで、形の違いや図形に興味をもつことが期
待されるため。

算数（数学） ポプラ P07 音のでる知育絵本７  こえでおぼえる１２３かずのほん 音声と数字の両方を使い，楽しみながら数を覚えることができるため。

算数（数学） ポプラ P16 音のでる知育絵本１６  とけいがよめるようになる！！とけいくん 時計に関心をもったり時計のつかいかたに慣れるため。

算数（数学） 民衆社 510 算数だいすきあそぶ・つくる・しらべる５年 興味関心のあることをもとに学習をすすめたいので。

算数（数学） 民衆社 529 算数あそびファックス資料集（改訂版）  小学校１・２年生 パズルと通して計算や考え方の習熟が図れるため。
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算数（数学） 民衆社 A02 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる２年 身近にあるものの重さや広さなどが分かり、比較する力を身につけることができるから。

算数（数学） みらい 506 特別支援教育はじめのいっぽ！  算数のじかん 日常生活に不可欠な題材を扱っているから。

算数（数学） 喜楽研 555 くりかえし算数文章題プリント３年改訂版
初歩的な数量の処理や計算、金銭や時計などの学習もでき児童の実態にあっているた
め。

算数（数学） 喜楽研 561 たのしくわかる算数基礎基本プリント  新課程２年 楽しみながら学習できるため。

算数（数学） 喜楽研 562 たのしくわかる算数基礎基本プリント  新課程３年 問題数が豊富で、大きな紙面で書きやすい。基礎基本を習得できると期待できるため。

算数（数学） 喜楽研 602 たのしくわかる算数基礎基本プリント  新課程１年 楽しみながら計算ができるため。

算数（数学） こばと 501 認知発達教材ステップアップ  マッチングⅠ（改訂版） シールマッチングでとりくみやすく形や色、数字などの学びを深めることができるため。

算数（数学） こばと 502 認知発達教材ステップアップ  マッチングⅡ（改訂版） 児童の学習ペースに合わせて、色や形の学習ができるため。

算数（数学） こばと 506 認知発達教材ステップアップ  さんすうⅠ（改訂版）
数と数字の対応から１０までの立式と計算までで構成されており、具体物を用いていて分
かりやすいため。

算数（数学） こばと 513 認知発達教材レベルアップ  しぜん（上） 対象児童の発達段階に合っているため。

算数（数学） こばと 519 認知発達教材ジャンプアップ  カレンダー・とけい・おかね
暦・時計・お金の使い方等が実生活を想定して構成されているため、生活に役立ち生き
る力につながるから。

算数（数学） こばと 520 認知発達教材ステップアップ  かず・すうじ（改訂版）
数量と数字の関係が学べる。絵が多く、身近な具体物を数えながら１から１０までの数字
の練習ができるため。

算数（数学） こばと 521 認知発達教材ジャンプアップ  かず・すうじ イラスト付きのドリルで興味を持って数学の学習ができるため。

算数（数学） こばと 522 認知発達教材レベルアップ  お金と時計の文章題
文章題のことばが、常での一般的な使われ方に近いものとなっており、お金や時計を
使ったやりとりの力を伸ばすことができるため。

算数（数学） こばと 523 認知発達教材ステップアップ  とけい・おかね（改訂版） 生活に必要な時計、お金についてわかりやすく学べるから。

算数（数学） こばと 525
認知発達教材レベルアップ  集中力、注意力アップのためのトレー
ニングシート

生活の中でいろいろなものに結びつけて数の学習をしていくのにあっているため。

算数（数学） こばと 528 認知発達教材ジャンプアップ  さんすうⅠ
生活と結びついた絵があり楽しみながら学習することができ、日常生活の初歩的な数量
の学習に興味をもたせられるからができるから。
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算数（数学） こばと 529 認知発達教材ジャンプアップ  さんすうⅡ 簡単な計算や数量についての学習を繰り返し行うことで定着を図ることができるから。

算数（数学） こばと 532 中学生のための数学 生活に即した題材が多くあるため。

算数（数学） こばと 538 認知発達教材ジャンプアップ  マッチングⅡ 児童の学習ペースに合わせて、数の学習ができるため。

算数（数学） コスミック 510 ふわふわかたはめえほん  まるまるなにかな？ 素材の感触や型にはまる感覚を楽しみながら色や形を学ぶことができるから。

算数（数学） コロロ発達 501 自閉症児のためのコミュニケーションワーク  いつどこだれ コミュニケーションを学び、算数の学習を進めていきたいので。

算数（数学） ジアース 505 すぐに使える学習シリーズ  特別支援のためのかずの学習第１集 数と言葉や数字をつなぐ意味を理解する力を身につけることができるため。

算数（数学） 数研出版 502 まなぼう！さんすう  低学年用上１年改訂版 小学校の学習に準じた数の学習を進めるため。

算数（数学） 数研出版 503 学ぼう！算数  低学年用下２年改訂版 小学校の学習に準じた数の学習を進めるため。

算数（数学） 数研出版 504 学ぼう！算数  中学年用上３年改訂版 小学校の学習に準じた数の学習を進めるため。

算数（数学） 数研出版 505 学ぼう！算数  中学年用下４年改訂版 小学校の学習に準じた数の学習を進めるため。

算数（数学） 数研出版 506 学ぼう！算数  高学年用上５年改訂版 小学校の学習に準じた数の学習を進めるため。

算数（数学） 数研出版 512 とけた！がふえるやさしい中１数学 ゆっくり進む生徒に合っているため。

算数（数学）
清風堂書
店 556 改訂版初級算数習熟プリント小学１年生 計算学習ができるため。

算数（数学）
清風堂書
店 557 改訂版初級算数習熟プリント小学３年生 生活に必要な基礎学力を定着させたいため。

算数（数学）
清風堂書
店 590 改訂版中級算数習熟プリント小学４年生 昨年度の初級に引き続き中級を学習したいため。

算数（数学）
清風堂書
店 603 陰山ドリル初級算数小学３年生 繰り返して計算力を伸ばすことができるため。

算数（数学）
清風堂書
店 611 改訂版上級算数習熟プリント小学２年生 計算などの基礎から応用までを学習できるので。
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算数（数学）
清風堂書
店 612 改訂版上級算数習熟プリント小学３年生 計算などの基礎から応用までを学習できるので。

算数（数学）
清風堂書
店 613 改訂版上級算数習熟プリント小学５年生 計算などの基礎から応用までを学習できるので。

算数（数学）
清風堂書
店 624 陰山ドリル初級算数小学５年生 繰り返し計算学習ができるから。

算数（数学）
清風堂書
店 625 算数が苦手な子どもへ個別支援プリントステップ１

幅広い算数の学習ができ、１ページの問題構成が取り組みやすいようになっているた
め。

算数（数学）
清風堂書
店 626 算数が苦手な子どもへ個別支援プリントステップ２ 生徒の発達段階にあっていて、取り組みやすい内容であるため。

算数（数学）
清風堂書
店 627 算数が苦手な子どもへ個別支援プリントステップ３ 生徒の発達段階にあっていて、取り組みやすい内容であるため。

算数（数学）
清風堂書
店 632 学力ドリル算数小学３年生（改訂新版） 計算学習を行うため。

算数（数学） ナガセ 507 はなまるリトル１ねんせいさんすう 視覚的に学習がしやすいため。

算数（数学） フォーラム 555 陰山プリント力のつく算数小学３年生 対象生徒に必要な計算の力をつけられるから。

算数（数学） フォーラム 564 とくいになる計算プリント小学２年生 書き込める枠もあり、児童が取り組みやすい内容になっているため。

算数（数学） 文英堂 505 シグマベスト  これでわかる算数小学５年 計算力が楽しく身につけられるため。

算数（数学） 文英堂 506 シグマベスト  これでわかる算数小学６年 計算力を楽しく身につけるため。

算数（数学） ベネッセ 524 たまひよおうた絵本ミニ  だいすきたべものうた
音楽を聞いて、たべものの数をかぞえながら楽しく数の学習に取り組むことができるか
ら。

算数（数学） ベネッセ 536
たまひよ音と光のずかん絵本  わんにゃんぱおーん！どうぶつな
きごえずかん

写真やイラストを見ながら同じ属性の動物を数えることができるから。

算数（数学） ベストセラ 503 おかねのきもち ストーリー性があり、お金の正しい使い方が分かる学習ができるため。

算数（数学） 三起商行 552 ポカポカフレンズのおしゃべりえほん  カチコチとけい
時計の模型が付属されており、また多くのパターンの音源も収録されており、効果的に時
間の学習ができるため。

算数（数学） 三起商行 560 ミキハウス音のでるおしごとえほん  レジスター 絵や音から楽しく金銭を扱うことができるため。

24 / 51 ページ



算数（数学） 明治図書 508 グレーゾーンの子どもに対応した  算数ワーク初級編２ たし算、ひき算のひっ算がっできるようになってきたので、九九の定着を図るため。

算数（数学） 明治図書 509 グレーゾーンの子どもに対応した  算数ワーク上級編１ 日常生活に不可欠な題材を扱っているから。

生活 偕成社 590 木村裕一・しかけ絵本（１２）  げんきにごあいさつ 「おはよう」や「おやすみ」などあいさつの学習ができるため。

生活 偕成社 R01 あかちゃんのあそびえほん（１）  ごあいさつあそび しかけ絵本であるため，興味をもってあいさつの学習ができるため。

生活 偕成社 R06 あかちゃんのあそびえほん（６）  いいおへんじできるかな しかけ絵本であるため，興味をもって返事の学習ができるため。

生活 学研 514 はっけんずかんプチ  すいぞくかん
仕掛けで表現されており身近な生き物の特徴や活動の様子に関心を持つことができるた
め。

生活 学研 799 音がでるしかけ図鑑  とび出す絵本　海のいきもの 音や仕掛けを楽しみながら海の生き物について学ぶことができるため。

生活 くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード 食べ物についての基礎知識を身につけることができるため。

生活 くもん出版 B02 生活図鑑カード  くだものやさいカード１集 身近にある果物や野菜の名前をカードを使用して繰り返し学習できるため。

生活 こぐま社 E01 こぐまちゃんえほん別冊  さよならさんかく あいさつの言葉に触れることができるため。

生活 三省堂 538 こどもマナーとけいご絵じてん
地域の人々とふれあい、教えてもらうことが増える生活において、マナーや敬語を、学ぶ
必要があるため。

生活 小学館 535
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯはるなつあきふゆ  楽しく遊ぶ学ぶ
きせつの図鑑

季節の変化を図鑑で視覚的に見ながらわかりやすく学習を進めることができるため。

生活 小学館 749 きむらゆういちのパッチン絵本  おおきくなったら
動物や虫の成長や変体する様子を見て身近な自然や生き物への興味を持つことができ
るため。

生活 小学館 771 マグネットえほん  たべもの ままごと遊びをしながら、興味をもって食育に取り組むことができるため。

生活
成美堂出
版 612 マグネットつきはじめてのにほんちず マグネットを貼ることで都道府県の形と位置を覚えることができるため。

生活
成美堂出
版 637 音と光のでる絵本  じどうしゃ レバーやボタンを操作し公共交通機関の利用の仕方の利用の仕方を学習できるから。

生活
大日本絵
画 605 さわるしかけえほん  へんてこりんなどうぶつたち 本の上下で異なる動物が現れる。色彩も豊かで皮膚刺激も楽しめるため。
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生活
大日本絵
画 683 パペットしかけえほん  ふわふわわんちゃん 動物の人形を使うことで、興味をもって日常生活の学習に取り組むことができるから。

生活 東京書店 508
わくわく音あそびえほん  たのしいのりものえほんでんしゃもくるま
ものりほうだい！

電車や車など身近な乗り物についてボタンやハンドルを操作しながら学ぶことができるた
め。

生活 永岡書店 535 マグネットおべんきょうシール  スーパーでおかいもの
身近な食べ物のマグネットシートで、買い物の手順を繰り返し学習することができるか
ら。

生活 永岡書店 558 こども写真ひゃっか  ＤＶＤ付きはたらくくるま大図鑑 写真やDVDから様々な車に興味を持ち生活の幅を広げることができるので。

生活 ひかりのく D01 ２０２シリーズ  たべもの２０２ 好きな食べ物や給食の食べ物を見つけながら、興味をもって食育に取り組めるため。

生活 ポプラ 526 おととあそぼうシリーズ９  どうぶつなんてなく？ 楽しみながら動物への関心を高めることができるため。

生活 ポプラ 531 おととあそぼうシリーズ２１  はみがきできるかな？
音と遊びながら歯磨きをすることで楽しく歯磨きをする習慣を身につけることができるた
め。

生活 ポプラ 538
おととあそぼうシリーズ３０  音と光でおりょうりごっこ！フライパン
でクッキング！

音と光の効果で料理をすることへの興味関心を促すことができるため。

生活 ポプラ 550 音のでる知育絵本１５  こえでおぼえるごあいさつえほん
かわいいイラストを使うことで、興味をもって日常生活の学習に取り組むことができるた
め。

生活 ポプラ 552 音のでる知育絵本１７  脳科学からうまれたあなぽこえほん スイッチを押して遊びながら身の回りの生活音に触れることができるから。

生活 ポプラ 589 しんごうピカピカサイレンピーポー 自主登校に向け楽しく交通ルールを学ぶことができるため。

生活 ポプラ 633 マグネットドールハウス マグネットを操作して身近な生活道具の用途を学ぶことができるため。

生活 三起商行 563 ポカポカフレンズのしかけと音のえほん  だ～れかな？いきもの 音や絵本の仕掛けを楽しみながら生き物に親しみ興味を持つことができるため。

生活 三起商行 564 ポカポカフレンズのしかけと音のえほん  なにしてるの？せいかつ 生活のいろいろな場面を音と絵で楽しく学べるので。

生活 三起商行 586 てざわりえほん  サファリへいこう！ 動物のイラストを見ながら素材の触感を楽しみ生き物に興味を持つことができるため。

社会
あかね書
房 583 記号のポケット図鑑２  乗り物・施設・用品・しるし・文字 公共施設や公共物の利用について学ぶことができるため。

社会
あかね書
房 607 世界の国旗・クイズ図鑑 視覚的に理解しやすく、興味関心をひきつけやすいので。
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社会 岩崎書店 508 ペネロペしかけえほん６  ペネロペうみであそぶ 対象児童が登場人物を好んでみているため。

社会 岩崎書店 689 どこにいる？だれがいる？さがせ！日本の歴史 ゲームを通して昔のくらしのイラストを見て覚えることができるため。

社会 偕成社 Q03 子どもの生活（３）  マナーをきちんとおぼえよう！
親しみやすい絵と理解しやすい構成で日常生活に必要なきまりやマナーが書かれてい
るから。

社会 偕成社 S01 安全のしつけ絵本（１）  きをつけようね
交通ルールを楽しみながら身につけ、公共施設や公共物等の働きを学ぶことができるた
め。

社会 偕成社 Z03 子どものマナー図鑑（３）  でかけるときのマナー 生活に深い公共施設や公共物等の働きを学ぶことができるため。

社会 学研 598 キッズ・えほんシリーズ  日本がわかるちずのえほん改訂版 楽しみながら日本の国土について学べるため。

社会 学研 630 地図記号かるた 地図記号を学習するため。

社会 学研 631
真の学力がつくシリーズ  小学生のための考える社会科日本の歴
史

歴史についてわかりやすく書いてあるから。

社会 学研 641 中学歴史をひとつひとつわかりやすく。
図表やわかりしやすい解説と書き込み式の練習問題にまとめてあり、歴史分野の基礎
が学習できるため。

社会 学研 642 中学公民をひとつひとつわかりやすく。 社会についてわかりやすく書いてあるため。

社会 学研 695 ふれあいこどもずかん  せいかつこどもずかん衣食住 日常生活に必要な簡単なきまりやマナーが分かりそれらを学ぶことができるため。

社会 学研 727 めくってはっけん！せかいちずえほん
関心がようやく世界の国々に向かい始めた児童に、より興味を高められる教材であるた
め。

社会 学研 735
学研のまるごとシリーズ増補改訂版  年代早覚え日本史まんが年
表

漫画なので取り組みやすく歴史のポイントを押さえられるため。

社会 学研 C03 はっけんずかん  のりもの改訂版 いろいろな乗り物のひみつが詰まっているため。

社会 金の星社 656 はじめての絵本たいむ  いろ
友達よりはゆっくりと成長している児童が日本の地図にようやく関心を示すようになり、こ
の興味を持続させていくのに良い教材であるから。

社会 くもん出版 511 生活図鑑カード  マーク標識カード１集 カード学習が好きな児童にとって、社会で学ぶ標識を理解しやすいため。

社会 くもん出版 529 日本地図カード 日本の都道府県をカードを使用して楽しみながら学習できるため。
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社会 くもん出版 536 写真図鑑カード  はたらく自動車カード 公共交通機関や公共施設の働きや利用の方法について学ぶことができるため。

社会 くもん出版 582 くもんの辞典シリーズ  ことば絵じてん 対象児童の発達段階に合っているため。

社会 くもん出版 B06 生活図鑑カード  お店カード 生活に必要なお店の名前を、分かりやすいイラストで確認しやすいため。

社会 くもん出版 B07 生活図鑑カード  生活道具カード
カードになっているため注目しやすく日常生活に必要なものの名前を覚えることができる
ため。

社会 講談社 808 新幹線のたび  はやぶさ・のぞみ・さくらで日本横断
新幹線に乗って青森から鹿児島までを旅する親子の視点を通して、日本の地形や特色
について知ることができるため。

社会 国土社 544 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（３）  地域・社会生活編 身近な公共物や、公共施設でのマナーをみにつけさせたいので。

社会 国土社 545 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（４）  人間関係編 絵を見てマナーを覚えることができるため。

社会 合同出版 502 子どもとマスターする４９の生活技術  イラスト版子どものマナー 社会生活の基本的なことをを学べるため。

社会 合同出版 529 絵でわかるこどものせいかつずかん４  おつきあいのきほん 視覚優位な児童に対して、対コミュニケーション能力を高めるため。

社会 合同出版 530 絵でわかるこどものせいかつずかん１  みのまわりのきほん
日常生活で親しみのあるイラストが多用されており語彙を高める学習につなげられるか
ら。

社会 合同出版 531 絵でわかるこどものせいかつずかん２  しょくじのきほん 社会生活の基本てきなことをを学べるため。

社会 合同出版 A01 子どもとマスターする４９の生活技術  イラスト版手のしごと
社会生活の中で必要な日常の生活技術がイラストとわかりやすい説明文で記されている
から。

社会 三省堂 537 こどもきせつのぎょうじ絵じてん増補新装版
わかりやすい絵で季節と結びつけながら職業生活や家庭生活について学ぶことができる
ため。

社会 小学館 503 ドラえもんちずかん１  にっぽんちず 社会科というものを地図を通して楽しめるため。

社会 小学館 504 ドラえもんちずかん２  せかいちず 写真やイラストが多く、さまざまな国やはたらく人々の仕事について学習できるので。

社会 小学館 523 小学館の図鑑ＮＥＯ  乗りもの改訂版 様々な乗り物が掲載されており、学習から余暇まで幅広く使用できるため。

社会 小学館 538 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶせいかつ図鑑
着替え、ひも結びなどの基本的な生活技術が写真やイラストで分かりやすく示されてお
り、主体的に日常生活に必要な生活技術を身につけられる内容であるため。
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社会 小学館 564
ドラえもんの社会科おもしろ攻略  日本各地の自然とくらし（改訂新
版）

イラストや写真が多く、日本の自然やくらしの出来事に関心をもつことができるから。

社会 小学館 584 ２１世紀こども百科歴史館＜増補版＞ 視覚的な情報による歴史の学習をさせたいため。

社会 小学館 586 ２１世紀こども地図館 視覚的な情報による地理の学習をさせたいため。

社会 小学館 645 きっずジャポニカ学習ドリル  書いて覚える日本の都道府県 書き込みながら日本の地理の理解が深まるから。

社会 小学館 748 マグネットシールえほん  おみせやさん 買い物に興味を持つことができるため。

社会 小学館 771 マグネットえほん  たべもの 買い物に興味をもつことができるため。

社会 小学館 790 とってもだいすきドラえもん 生徒の興味にあっていて、楽しみながら学習する手立てとなる。

社会 小学館 819 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶにっぽんの図鑑 イラストや写真を使い身近なテーマで日本のことがわかりいため。

社会 育成会 506 自立生活ハンドブック１１  ひとりだち（改訂版） 卒業後の自立に向けた内容をしっかり網羅しているため。

社会
成美堂出
版 612 マグネットつきはじめてのにほんちず 世界各国や日本の地域の様子などに関心をもつ。

社会
成美堂出
版 613 わくわくコンビニあそびレジスター レジスターの仕掛けを操作しながら買い物に興味をもつことができる。

社会
成美堂出
版 634 日本一周！鉄道大百科 興味のある鉄道を通して、日本について学習できるため。

社会
大日本絵
画 517 さわるしかけ絵本  さわってごらんピーターラビット

親しみやすいキャラクターの絵や奇麗な写真を見ながら、様々な地域の様子を学ぶこと
ができるため。

社会
大日本絵
画 709 マグネットしかけえほん  はたらくおおきなくるま 車のマグネットを町の挿絵の中に置くことで、意欲的に学習できる。

社会 チャイルド 508 新版のりものいっぱい図鑑  いろいろ５０１台 児童の興味が持てる乗り物の本から身の回りの世界を広げたいため。

社会 東京書店 508
わくわく音あそびえほん  たのしいのりものえほんでんしゃもくるま
ものりほうだい！

運転台が付いており、実際に動かすような感覚で、興味をもってルールを学ぶことができ
るため。

社会 戸田デザイ 005 にっぽんちず絵本 地理には興味があるが、通常の教科書では学習がむずかしいため。
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社会 東洋館 001 くらしに役立つ社会 身近な社会的な資源に興味をもてるようにするため。

社会 永岡書店 535 マグネットおべんきょうシール  スーパーでおかいもの
魚や肉など身近な食べ物がマグネットシールになっていて、繰り返し売り手と買い手にな
りきって学習ができるため。

社会 永岡書店 560 おかいものできるかな？  遊んで覚える！たのしい知育マグネット
マグネットを動かして遊びながら、スーパーで売られているものの名前を覚えることがで
きるため。

社会 ナツメ社 001 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん それぞれの生活場面にあった行動が示されていて、望ましい社会人の学びとなるため。

社会 ナツメ社 516 特別支援教育をサポートする  図解よくわかるＳＳＴ実例集 生徒の発達段階にあった内容の教材である。

社会
日本教育
研 505 ひとりだちするための  ビジネスマナー＆コミュニケーション 自立するために必要な事柄が、解りやすく書いてあるので最適である。

社会 ひかりのく 625 辞書びきえほん国旗 最近国旗に興味を持っていて、国旗と地図をマッチングしながら学習できる。

社会 ひかりのく D01 ２０２シリーズ  たべもの２０２ 身近にある食べ物に興味をもつことができるため。

社会 ひさかた 507 せかいのこっきえほん 児童にあった情報量で、国旗を学習することができるため。

社会 ひさかた 509 スキンシップ絵本  にっぽんのちずえほん 興味が持てる事柄が日本地図と共にシンプルな絵とひらがなで紹介されているため。

社会 ひさかた D01 ロングセラー絵本  でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
公共施設や公共物等の働きがわかり、それらを利用する学習につなげることができるた
め。

社会 福音館 574 福音館の科学シリーズ  絵で見る日本の歴史
絵で細かく表現されていて、昔の人々の服装、職業、出来事を楽しく学習することができ
る。

社会 福音館 G08 福音館の科学シリーズ  どうぶつえんガイド 本書を使うことで語彙を増やすことができるため。

社会 ブロンズ新 556 らくがき絵本五味太郎５０％
いろいろな日常生活の場面が描かれていて、絵を描きながら暮らしについて学習できる
ため。

社会 ブロンズ新 C01 しごとば
仕事の現場が絵本になっており、イラストや写真から職業についての理解が進む。仕事
のつながりについてもわかるため。

社会 フレーベル 520 アンパンマンとシールであそぼう！  たのしいおかいもの 児童の発達段階にあっていて教科学習に相応しいので。

社会 フレーベル 667 にぎやかアンパンマンいえのおと 身近な生活の音に興味をもつことができるため。
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社会 フレーベル 671 アンパンマンマグネットえほん４  おかいものへいこう！ 親しみのあるキャラクターで楽しみながら、おかいもの学習ができるから。

社会 フレーベル 671 アンパンマンマグネットえほん４  おかいものへいこう！ いろいろなお店を知ることができるため。

社会 フレーベル G12 フレーベル館の図鑑ナチュラ  はるなつあきふゆ 季節ごとの社会の様子の移り変わりが、行事や遊びの写真を通してよくわかるから。

社会 平凡社 505 新訂第３版ジュニア地図帳こども歴史の旅 歴史と地理の両方をわかりやすく学べるから。

社会 平凡社 B02 新版はじめましてにほんちず 楽しみながら日本の国土について学べるため。

社会 ポプラ 506 音のでる絵本シリーズ３１  でんしゃでゴーゴーぼくはうんてんし
発車ベルやドアの開閉音など本物の電車のような音が出て、電車について興味をもって
学習することができるから。

社会 ポプラ 528 おととあそぼうシリーズ１０  のりものどんなおと？ 音とともにのりものを知る学習が行うことができるため。

社会 ポプラ 542 おととあそぼうシリーズ３６  たのしい！コンビニレジごっこ 買い物を通じて社会のしくみに触れられるため。

社会 ポプラ 574 きかんしゃトーマスのことばえほん 認知の発達段階が未熟な児童生徒は、絵や色のはっきりした絵本を好むため。

社会 ポプラ 589 しんごうピカピカサイレンピーポー 身近な地域の道路等での交通マナーや決まりを理解することができるため。

社会 ポプラ 632 ふわふわトイブック４  のりものぴったりふわふわパズル 身近にある乗り物に興味をもつことができるため。

社会 こばと 501 認知発達教材ステップアップ  マッチングⅠ（改訂版） マッチングの学習に適しているから。

社会 こばと 535 中学生のための生活・社会 生活に関連した社会的知識理解を身につけるため。

社会 主婦と生活 511 都道府県地理カード改訂版 47都道府県について興味をもち、楽しみながら学習に取り組んでいくため。

社会
清風堂書
店 638 社会習熟プリント白地図小学４～６年生 色をぬって確認することができるため。

社会 正進社 509 伝え合う能力が伸びる音声言語教材  話す・聞くスキル改訂版２ 生徒の実態に合い、伸ばしたい力を身に付けるのに適している教材であるため。

社会 草思社 515 みんなのためのルールブック  あたりまえだけど、とても大切なこと 生徒の発達段階にあった内容の教材である。
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社会
玉川大学
出 508

絵解き図鑑こんなふうに作られる！  身のまわり６９品のできるま
で

身の回りにあるものがどのようにして作られるかを知って、興味を持たせたいため。

社会 パイインタ 513 写真で知る！びっくり世界一
世界に興味をもっている児童が、美しい風景や驚きの写真をみることで、より興味深く読
むことができるため。

社会 文英堂 533 シグマベスト  小学４年生までに覚えたい日本の都道府県 地図の読み方、使い方がわかりやすく解説されているため。

社会 三起商行 560 ミキハウス音のでるおしごとえほん  レジスター
音を聞いたり、実際にレジを押すことができたりするので、児童が興味を持って取り組む
ことができるため。

社会 三起商行 560 ミキハウス音のでるおしごとえほん  レジスター
音を聞いたり、実際にレジを押すことができたりするので、児童が興味をもって取り組む
ことができるため。

地図 学研 598 キッズ・えほんシリーズ  日本がわかるちずのえほん改訂版 楽しい絵で日本の都道府県の特徴に触れられるため。

地図 学研 627 学習関連単品  読んで見て楽しむ日本地図帳増補改訂版 イラストがわかりやすいため。

地図 学研 632 小学全学年都道府県に強くなる  はじめての日本地図ドリル 都道府県について学習しやすいため。

地図 学研 697 ＮＥＷ日本列島ジグソー ゲーム感覚で楽しく学ぶことができるため。

地図 学研 726 めくってはっけん！にほんちずえほん しかけをめくり、楽しんで地図の学習ができるから。

地図 学研 727 めくってはっけん！せかいちずえほん
仕掛けをめくるとイラストが出てくる仕掛けがあるので、繰り返し、楽しんで読むことがで
きるため。

地図 金の星社 603 はじめてのちずえほん  たべものちずのえほん 食べ物を通して地図に興味を持つことができるため。

地図 金の星社 604 はじめてのちずえほん  にほんちずのえほん
シンプルでわかりやすいイラストがついていて初めての地図学習に大変有効であるた
め。

地図 くもん出版 529 日本地図カード カード学習が好きな児童にとって、日本の各都道府県が分かりやすく学べるため。

地図 講談社 808 新幹線のたび  はやぶさ・のぞみ・さくらで日本横断
新幹線に乗って青森から鹿児島までを旅する親子の視点を通して、日本の地形や特色
について知ることができるので。

地図 小学館 503 ドラえもんちずかん１  にっぽんちず なじみのあるキャラクターできっかけに地図に興味をもち学習することができるため。

地図 小学館 506 はじめてちずかん５  ドラえもんのせかいのこっき 鮮やかな色彩を見て楽しむだけでなく、まねをして色塗りをするなど活動に反映できる。
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地図
成美堂出
版 612 マグネットつきはじめてのにほんちず

何度も繰り返しマグネットを貼って、都道府県の形を視覚的に学習することができるか
ら。

地図 戸田デザイ 005 にっぽんちず絵本 すべてひらがなで書かれており、使用する児童も読むことができる地図帳のため。

地図 永岡書店 535 マグネットおべんきょうシール  スーパーでおかいもの 物の位置の認知を興味のある食べ物（スーパー）を通して学ばせたいので。

地図 永岡書店 568 日本地図パズル＆ゲーム ゲームを通して日本の地図を詳しく覚えることができるため。

地図 平凡社 B02 新版はじめましてにほんちず 楽しみながら日本の国土について学べるため。

地図 ポプラ 553 音のでる知育絵本１８  音のでるはじめてのせかいちず 自分で操作することによって音を出し、楽しみながら地図に親しむことができるため。

地図 主婦と生活 511 都道府県地理カード改訂版 日本の地理について理解しやすいため。

理科 岩崎書店 713 バリアフリーえほん  さわってごらんだれのかお？ 絵や本の内容が子どもの発達段階にあっている。

理科 岩崎書店 F08 絵本図鑑シリーズ８  やさいのずかん 身の回りの野菜を知ることで、生活に役立てることができるため。

理科 偕成社 658 星が光る  星座早見図鑑 星についてわかりやすく学習できるので。

理科 偕成社 667 ちょこっとできるびっくりあそび２  空気のふしぎあそび 楽しく実験ができるため。

理科 偕成社 668 ちょっこっとできるびっくりあそび３  重さのふしぎあそび 楽しく実験ができるため。

理科 偕成社 T01 エリック・カールの絵本  はらぺこあおむし 曜日やものの名前を覚える学習に本書が有効であるため。

理科 偕成社 T07 エリック・カールの絵本  できるかな？－あたまからつまさきまで－ 鮮やかな色と注目しやすい大きな絵で動物や動物の特徴が書かれているため。

理科 学研 504 ジュニア学研の図鑑  人のからだ 自分の体について正しい知識を身につけさせたいため。

理科 学研 517 はっけんずかんプチ  たべもの 生徒の興味にあっていて、日常生活にも活かせる教材であるので。

理科 学研 556 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑５  からだ 人の体のしくみを理解できるため。
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理科 学研 561 ニューワイド学研の図鑑３  増補改訂動物 生徒が興味関心を示す動物の写真やイラストが紹介されているから。

理科 学研 562 ニューワイド学研の図鑑４  増補改訂魚 美しい挿絵が多く、見ているだけでも理科的なことに興味関心がわいてくるので。

理科 学研 564 ニューワイド学研の図鑑６  増補改訂鳥 美しい挿絵が多く、見ているだけでも理科的なことに興味関心がわいてくるので。

理科 学研 565 ニューワイド学研の図鑑７  増補改訂宇宙 宇宙についてわかりやすく学習できるので。

理科 学研 566 ニューワイド学研の図鑑８  増補改訂恐竜 恐竜についてわかりやすく学習できるため。

理科 学研 572 ニューワイド学研の図鑑１７  実験・自由研究 生徒の興味関心を高め、理科への学習意欲につながるので。

理科 学研 575 ニューワイド学研の図鑑Ⅰ  なぜ？の図鑑 身近な疑問を写真や図解で分かりやすく興味をもてるため。

理科 学研 592 もっと！ほんとのおおきさ動物園 動物の実際の大きさを視覚的に感じることができ，興味をもって学習できるため。

理科 学研 593 ほんとのおおきさ水族館 皆で楽しみながら学ぶことができるため。

理科 学研 709 実験おもしろ大百科 楽しく実験を行いながら学習ができるため。

理科 学研 849 小５理科をひとつひとつわかりやすく。 小学校の復習に適しているから。

理科 学研 J04 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑８  きせつ 季節の概念が視覚的にわかるため。

理科 学研 N01 ほんとのおおきさ動物園
動物の特徴をイラストや文字を使ってわかりやすく説明して身近な生物の特徴、活動の
様子を学ぶことができるから。

理科 金の星社 619
ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん４  どうしたらいいの？じしん・
かじ

避難訓練について、興味を持って安全について学習ができるため。

理科 くもん出版 544 自然図鑑カード  こん虫カード 昆虫の学習を始める３年生にとって、興味をもちやすいため。

理科 くもん出版 545 自然図鑑カード  動物カード
写真カードによって動物の種類や特徴を学ぶことができるので、カードを使って教師や友
達と遊び、自然や生き物に興味や関心をもつことができるため。

理科 くもん出版 546 自然図鑑カード  花と木カード
植物に興味をもち始めた児童にとって、様々な植物の名前があることに興味をもてるか
ら。
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理科 くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード 身近にある食べ物に興味をもつことができるため。

理科 くもん出版 B02 生活図鑑カード  くだものやさいカード１集 身近にある食べ物に興味をもつことができるため。

理科 くもん出版 B07 生活図鑑カード  生活道具カード 実生活に使用する道具の使い方を通して身の回りのことを学べるため。

理科 グランまま 001 ぼくとわたしのせいかつえほん 分かりやすい絵とともに、生活にかかわる事象を学ぶことができるため。

理科 講談社 795 講談社の動く図鑑ワンダーＭＯＶＥ  生きもののふしぎ 生き物について楽しく学習ができるため。

理科 講談社 797 講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ  動物新訂版１１１分ＤＶＤつき
DVDを見ながら、本を見ることで動く映像を思い浮かべながら興味を持って学ぶことがで
きるため。

理科 小峰書店 B01 りかのこうさく１ねんせい 身近な素材を使うことで、自然に親しみながら楽しく学習に取り組んでいくため。

理科 合同出版 505 子どもとマスターする３７の調理の知識  イラスト版台所のしごと
調理とあるが、○と○を混ぜると新しいものになるという化学的な変化を食材を通してわ
かりやすく実験できるので本児にピッタリである。

理科 三省堂 506 三省堂こどもことば絵じてん 言葉の学習を行うことができるため。

理科 小学館 519 小学館の図鑑ＮＥＯ  地球 写真や絵が多く、生徒の興味を引くから。

理科 小学館 525 小学館の図鑑ＮＥＯ  野菜と果物 身近な植物なので興味を持ちやすいため。

理科 小学館 526 図鑑ＮＥＯの本物の大きさ絵本  原寸大どうぶつ館 実物の大きさの生き物が載っており、興味を持って生物の学習ができる。

理科 小学館 527 図鑑ＮＥＯの本物の大きさ絵本  原寸大すいぞく館 実物の大きさの海の生き物がのっており、興味を持って生物の学習ができる。

理科 小学館 538 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶせいかつ図鑑 日常生活での基礎的な事項をわかりやすいイラストと写真で学ぶことができるため。

理科 小学館 575 ドラえもんの理科おもしろ攻略  理科実験Ｑ＆Ａ 楽しく実験を行いながら学習ができるため。

理科 小学館 576 ドラえもんの理科おもしろ攻略  力と電気・音・光がわかる 効率よく理科の学習ができるため。

理科 小学館 590 ２１世紀こども百科食べ物館 食べ物について知ることができるため。
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理科 小学館 641
きっずジャポニカ・セレクション  １０才までにやってみようかんたん
ワクワク理科あそび

遊びを通して理科を学べるため。

理科 小学館 666 名探偵コナン理科ファイル  昆虫の秘密 生徒の興味にあっていて、楽しみながら学習する手立てとなる。

理科 小学館 735 小学館の図鑑ＮＥＯ  動物ＤＶＤつき 映像があることで、より興味をもって学習に取り組めるため。

理科 小学館 746 ピタゴラ装置ＤＶＤブック２ さまざまな仕掛けを見ることで装置の作り方や連動した動きに興味がもてるため。

理科 小学館 749 きむらゆういちのパッチン絵本  おおきくなったら 児童の興味関心に合っていて、教科の内容を学習できると思われるため。

理科 ジュラ 503 シールであそぼう！  プータンのすいぞくかん 身近な生物の特徴、その成長及び活動の様子に関心をもつことができるため。

理科
成美堂出
版 631 音と光のでる絵本  くるっ！がちゃり！かぎあそびハウス 自分で動かし、開けることでの変化を楽しむとともに手先の訓練にもつながるため。

理科
世界文化
社 A01 写真でわかるなぜなに１  どうぶつ 視覚的に興味をもって，身近な動物について知ることができるため。

理科
大日本絵
画 565 あなあきしかけえほん  かわいいてんとうむし

理解の遅い児童にとっても、身近な虫の特徴や活動の様子について知ることができるた
め。

理科
大日本絵
画 626 音のでるしかけえほん  野生動物の声 写真が多くわかりやすく、操作ボタンが押しやすく、学習意欲につながるため。

理科
大日本絵
画 635 音のでるとびだししかけえほん  動物の鳴き声ジャングル 色と音が多様されており、学習を充実させやすい。

理科
大日本絵
画 649 究極の科学しかけえほん  昆虫のなかま 興味のある昆虫をリアルな立体としてみることができるため。

理科 童心社 514 ピーマン村の絵本たち  おおきくなるっていうことは
子どもの成長にまつわる身近な内容がわかりやすいイラストとで描かれ学びやすいた
め。

理科 東洋館 004 くらしに役立つ理科 生活に関連した理科の知識理解を身につけるため。

理科 永岡書店 596 知育かるた  都道府県かるた 楽しみながら、興味関心を持って活動ができると思われるため。

理科 永岡書店 637 木のえほん  たべものだいすき
パズル遊びを通して、たべものに親しむことができる。また、手先の器用さ、想像力がや
しなえる内容になっているため。

理科 永岡書店 667 なぜ？ど～して？科学の図鑑 身近な疑問を写真や図解で分かりやすく興味をもてるため。
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理科 ナツメ社 001 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん
生きる力を育てるために。さまざまな観点から生活を捉えて、解りやすく解説しているた
め。

理科 ひかりのく 638 こどものずかんＭｉｏ１  むし 身近な虫の写真がわかりやすく説明されていて関心をもちやすい。

理科 ひかりのく C09 こどものずかんＭｉｏ９  ひとのからだ 人体の仕組がイラストで描かれておりわかりやすいため。

理科 ひかりのく D01 ２０２シリーズ  たべもの２０２ 身近な食べ物がわかりやすく描かれ、注目しやすいため。

理科 ひかりのく I08 改訂新版体験を広げるこどものずかん８  あそびのずかん 児童の発達段階と興味関心にあっていて、教科指導に適していると思われる。

理科 評論社 536
児童図書館・絵本の部屋  ピチャン、ポチャン、ザブーン！－水っ
てふしぎ！－

水に興味をもつことができるため。

理科 福音館 545 かがくのとも絵本  あしたのてんきははれ？くもり？あめ？ 天気に興味をもつことができるため。

理科 福音館 599 こどものとも傑作集  そらまめくんのベッド 理科的な観察力をもってストーリーが展開されており、楽しく読めるため。

理科 福音館 600 こどものとも傑作集  そらまめくんとめだかのこ 理科的な観察力をもってストーリーが展開されており、楽しく読めるので。

理科 福音館 E02 かがくのとも絵本  たべられるしょくぶつ 植物に興味関心をもち、調理実習に結び付けていきたいと考えるので。

理科 福音館 E19 かがくのとも絵本  平野レミのおりょうりブック 調理を通して、楽しく生活の力がつくことをねらいたいので。

理科 文研出版 A16 ジョイフルえほん傑作集  りんごがドスーン 本を通してコミュニケーションを図ることができるため。

理科 フレーベル 564 フレーベル館の図鑑ナチュラ  さかなとみずのいきもの 理科の指導に適しているため。

理科 フレーベル 697
フレーベル館の図鑑ナチュラ  ふしぎをためす図鑑（１）かがくあそ
び

水、色、空気、音などの科学的な遊びが紹介されており、科学についての初歩的な知識
をもつことができるため。

理科 フレーベル D02 ふしぎをためすかがく図鑑  しょくぶつのさいばい 身近な植物について視覚的に理解を深めることができるため。

理科 フレーベル D03 ふしぎをためすかがく図鑑  かがくあそび
家庭にあるものや身近な材料を使ってできる実験が写真とイラストで分かりやすく紹介さ
れていて科学に対する関心を高める内容だから。

理科 フレーベル D04 ふしぎをためすかがく図鑑  しぜんあそび
身近な動植物、空気や水など遊びを通して興味が持てるようになる。自然の事物や現象
についての興味を持たせることができる内容だから。

37 / 51 ページ



理科 フレーベル G09 フレーベル館の図鑑ナチュラ  ひとのからだ
食べ物を食べた後、どこを通るのかという興味と通し、ヒトの体の仕組みに関心を持たせ
たいから。

理科 フレーベル G12 フレーベル館の図鑑ナチュラ  はるなつあきふゆ
春夏秋冬の季節ごとの自然や行事、遊び等が写真とともに紹介されており、四季の様子
や地域の様子に興味をもつことができるから。

理科 ポプラ 526 おととあそぼうシリーズ９  どうぶつなんてなく？
ボタンの操作により、さまざまな動物の鳴き声を学べ、楽しみながら動物への関心をたか
めることができるため。

理科 ポプラ 590 うんてんできるよ！バスでゴー！ゴー！ バスのしくみから科学に触れることができるため。

理科 教育画劇 512 つくってまなぼう！理科のマジック３ 写真が載っていて、視覚的にわかりやすく実践的な内容のため。

理科 こばと 514 認知発達教材レベルアップ  しぜん（下） 身近な自然に関連した理科の学習を進めるため。

理科 こばと 515 認知発達教材レベルアップ  せいかつ（上）
生活に関する事柄が見やすい絵でかかれていて、児童が興味をもって学習に取り組め
るため。

理科 こばと 537 中学生のための自然・理科 生活に関連した理科の知識理解を身につけるため。

理科 主婦の友 518 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨぷれいぶっく 身近な動物に興味をもつことができるため。

理科 秀学社 507 ＷＡＴＣＨ２ 身近な生物の特徴、その成長及び活動の様子に関心を持つことができるため。

理科 主婦と生活 504
米村でんじろう先生のスーパー個人授業  すごい！うちでもこんな
実験ができるんだ！

楽しい実験をすることで理科に興味を持てるようにするため。

理科 主婦と生活 510 生活シリーズ  ふしぎ！なぜ？大図鑑（いきもの編）新版
支援級に在籍している生徒で、現在の学習進度が通常級で使用している教科書と違うた
め。

理科
誠文堂新
光 512 作って遊ぶ切り絵の動物園・水族館 手作業を入れていくことで学習を深められるため。

理科 増進堂 523 小学理科まとめノート 図解があり、基礎的な自然の事物・現象について書き込み式で学習できるので。

理科 日本図書 516 人体キャラクター図鑑 身体の仕組みや働きを、児童が興味をもちやすいキャラクターで描かれているため。

理科 パイインタ 517 はじめてのからだえほん
体の仕組みを楽しみながら理解したり、各器官のつくりや働きに関心をもつことができる
ので。

理科 三起商行 503 ブラウンベアファミリーのひっぱってなーんだ？  かたち 動物に興味をもつことができるため。
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理科 三起商行 563 ポカポカフレンズのしかけと音のえほん  だ～れかな？いきもの しかけと音で、児童の生き物に対する理解を促すことができるため。

理科 メイツ出版 511 子どもが「理科大好き」になる！　小学生の理科がわかる本 理科に興味を持たせることができるため。

図工（美術）
あかね書
房 001 単行本  さわってあそぼうふわふわあひる

かわいいあひるのさまざまな素材に触れることで、色や形、感触を味わうことができ、身
近な素材の造形あそびへの意欲を高めることができるため。

図工（美術） 偕成社 626 あっ！とおどろくしかけえほん  おめんです ”いないいないばあ”を楽しみながら、いろいろな表情のおめんを作ることができるため。

図工（美術） 偕成社 664 はじめての手芸シリーズ（１）  へんしん糸・ひも・布
布等を使って物を作り表現することは好きだが、具体的に表現する方法をたくさん知らな
い児童にとって、参考となる教材であるから。

図工（美術） 偕成社 T02 エリック・カールの絵本  うたがみえるきこえるよ 絵の表現や造形遊びの形や色、表し方の面白さに気づくことができるため。

図工（美術） 偕成社 T03
エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）  わたしだけのはらぺこあお
むし

色遊びを楽しみながら学習ができるため。

図工（美術） 偕成社 T05 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）  ごちゃまぜカメレオン
色鮮やかな絵本を見たり実際に色を塗ることにより造形への意欲を高めることができる
ため。

図工（美術） 学研 548 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぐるぐるかくほん クレヨンのつかいかたに慣れることができるため。

図工（美術） 学研 550 あそびのおうさまＢＯＯＫ  うれシールたのシール
創意工夫しながらシールを貼ることで子どもの発想や構想する力を高めることができるた
め。

図工（美術） 学研 554 あそびのおうさまＢＯＯＫおうさまのたからばこ  スタンプポン
いろいろな形にふれながら、スタンプを押して、表現する楽しさを味わうことができるた
め。

図工（美術） 学研 558 おうさまのたからばこ  ふしぎなクレヨン
色が変化する不思議なクレヨンを通して様々な色彩に興味を持ちながら表現することが
できるため。

図工（美術） 学研 880 学研の図鑑ＬＩＶＥトレペでうつし絵  お絵かきブック昆虫 興味のある昆虫の移し絵をやることで、絵画表現に関心をもつことができるため。

図工（美術） 学研 G07 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん 自由にぬれるスペースがあり，児童の活動を広げることができるため。

図工（美術） 学研 G08 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん 切る活動を通して，自由な工作ができるため。

図工（美術） 学研 G09 あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん 塗る活動を中心に自由に絵を描くことができるため。

図工（美術） 学研 O02 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって
カラフルな色彩を観賞しながら切る・貼る・構成することで造形的感覚を養うことができ
る。
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図工（美術） 金の星社 636 ＮＨＫ・ひとりでできるもん！  リサイクルでつくっちゃおう
交流級の総合的な学習の時間に環境の学習をしてきた児童に、リサイクルの意味を考
えさせると同時に工作の参考となる教材であるから。

図工（美術） くもん出版 576 こうさく１  はじめてのはさみ はさみの使い方を練習する児童にとって、簡単で興味のもてる絵になっている。

図工（美術） くもん出版 579 こうさく４  かみこうさくあそび はさみが使えるようになってきた本児にとって、次のかんたんな工作に親しみやすい。

図工（美術） くもん出版 697 はさみとのりでチョキチョキ・ぺたぺた はさみの使い方を習得することができるため。

図工（美術） 講談社 520 世界の絵本（新）  にじいろのさかな
絵本の技法を自分の創作活動に取り入れて、表現する世界を広げさせるのに良い教材
であり、鑑賞の対象ともなり得るから。

図工（美術） 国土社 B16 たのしい図画工作１６  ちぎり紙・きり紙・はり絵
線画を主な創作の手段として用いている児童に、切ったり貼ったりすることで創作する活
動を体験させ、表現の方法を広げさせていくため。

図工（美術） 小学館 507 あーとぶっく１  ゴッホの絵本－うずまきぐるぐる－ うずまきを見て楽しい絵をかく学習ができるため。

図工（美術） 小学館 747 ピタゴラ装置ＤＶＤブック３
玉が転がりながら滑り降りる装置を見ることで、楽しみながら物が転がる仕組みに興味
が持てるため。

図工（美術）
成美堂出
版 584 みんなであそぼう！ＣＤつき絵かきうた

形をかく事に苦手意識を持っている児童に、歌の歌詞の通りにかくことのできる絵かき歌
をきっかけとして表現の楽しみを感じさせるため。

図工（美術）
成美堂出
版 631 音と光のでる絵本  くるっ！がちゃり！かぎあそびハウス 指先の巧緻性を高めるため。

図工（美術）
世界文化
社 556

なぞってらくらく３歳～６歳向き  １日３分でおえかきじょうずになる
本

絵をなぞることで、簡単な絵を描くことに興味をもちやすいため。

図工（美術）
大日本絵
画 661 おとがなるさわるしかけえほん  にぎやかペット！ 色彩豊かな仕掛けにより楽しみながら色彩や造形活動への関心へとつながるため。

図工（美術）
大日本絵
画 676 しかけえほん  いろいろきしゃぽっぽ ページをめくる度に色が増えるリボンの仕掛けによって楽しみながら色彩が学べる。

図工（美術） チャイルド 001 ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ 生徒が絵を描く際に想像力を膨らませることができるため。

図工（美術） 永岡書店 646 マグネットブック  さかなつり
魚がひもにくっつく振動を感じ楽しめる。座位をとって覚醒を持続させないとできないため
意欲につながるとおもわれるため。

図工（美術） ナツメ社 518 母と子でたのしく遊べるかんたんおりがみ 折り紙を楽しみながら学習ができるため。

図工（美術） 福音館 E15 かがくのとも絵本  かみであそぼうきる・おる 紙を工夫して切る・折ることでハサミの使い方手先の使い方がさらに上手になる。
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図工（美術） ブロンズ新 556 らくがき絵本五味太郎５０％ 未完成の部分を書き足すことで、描画の達成感を味わうことができるため。

図工（美術） フレーベル 501 アンパンマンとはじめよう！  びりびりちょきちょき はさみの使い方を練習することができるため。

図工（美術） フレーベル 596 アンパンマンとはじめよう！  ぐるぐるぬりぬり 自由に書いたり，塗ったりして楽しみながら学習ができるため。

図工（美術） フレーベル 614 アンパンマンとはじめよう！  らくがきだいすき ○△□など身の回りにある物に自由に描くことで想像力と創作力を高めることができる。

図工（美術） ポプラ 681 リサイクル工作であそぼう！手づくりおもちゃ２００　１  うごかす 指先の訓練の為に、本人の興味を持って取り組めるため。

図工（美術） ポプラ 683 音のでる知育絵本２２  脳科学からうまれたにぎにぎえほん 色彩鮮やかな絵本を見ることで形や色、表し方の面白さに気づくことができるため。

図工（美術） ポプラ 708 ぺたぺたチャンピオン！１  シールブック１０００ちえのおけいこ 楽しみながら物の名前を知ることができるため。

図工（美術） ポプラ A04 あそびのひろば４  はりえあそび 身近な材料を使って描いたり作ったり飾ったりすることができる。

図工（美術） ポプラ C08 ペーパーランド８  おりがみえあそび 折ることの楽しさを味わうことができるため。

図工（美術） ポプラ M01 うたってかいてけせるえほん１  音のでるえかきうた 歌とメロディに合わせて描画できるため。

図工（美術） 山と渓谷社 502 図工の教科書小学校低学年～高学年用 美術の授業の副教材として使用できる内容である。

図工（美術） いかだ社 511 海の工作図鑑  貝・石・砂・海草・草花でつくる 生徒の興味にあっていて、楽しく学習できる教材である。

図工（美術） いかだ社 514 森の工作図鑑ｖｏｌ．２  落ち葉 生徒の興味にあっていて、楽しく学習できる教材である。

図工（美術） 河出新社 505 大人の塗り絵  鉄道のある風景編 生徒の興味に合っていて、表現力を高めたり、集中力を高めるのに効果的である。

図工（美術） 河出新社 506 大人の塗り絵  京都の風景編 生徒の興味に合っていて、表現力を高めたり、集中力を高めるのに効果的である。

図工（美術） 河出新社 508 大人の塗り絵  日本の世界遺産編 生徒の興味に合っていて、表現力を高めたり、集中力を高めるのに効果的である。

図工（美術） コクヨ 502 かおノート 顔のパーツを貼りながら顔の形を学ぶことができる。
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図工（美術） コクヨ 503 ジャバラワークブック シールを貼ったり、色を塗ったりしながら楽しんで学習をするため。

図工（美術） コクヨ 511 かおノート２
顔のパーツがシールになっているため、それぞれの個性を生かした表現をすることがで
きるため。

図工（美術） コクヨ 516 あーんあーんあーん シールで作品を作る楽しさを味わうことができる。

図工（美術） 主婦の友 518 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨぷれいぶっく さまざまな素材に触れることで、色や形、感触を認識できるため。

図工（美術） 秀学社 503 美術資料  神奈川の美術 美術の分野で参考になるため。

図工（美術） 秀学社 507 ＷＡＴＣＨ２ 工作活動を楽しむことができる。

図工（美術） ヴォーグ社 514 かわいい切り紙ＢＯＯＫ 線の通りにハサミで切る練習ができ、興味を引く作品が出来上がるから。

図工（美術） 三起商行 533 ポカポカフレンズのおえかきえほん  まる・さんかく・しかく 楽しみながら絵本に直接かき込めるため、形の概念を捉えることができるため。

図工（美術） 三起商行 546 ポカポカフレンズのおえかきえほん  にこにこ・くるくる 描きたいものを自由に描いたり歌を聴いたりしながら表現活動ができる。

図工（美術） ロクリン社 501 名画で遊ぶあそびじゅつ！  世界をぐるりと美術鑑賞 鑑賞の意識を育てるのに適しているから。

保健（体育）
あかね書
房 G04 からだのえほん４  からだにもしもし

初めて学習する保健分野の内容をより分かりやすく解説している教材であるので、ゆっく
りと学ぶのに良いと考えられるため。

保健（体育） 偕成社 554 あかちゃんのあそびえほん（９）  はみがきあそび 歯磨きに興味をもことで学びを深められるため。

保健（体育） 偕成社 608 ２才からのあそびえほん  はみがきはみがき 歯磨きに興味をもことで学びを深められるため。

保健（体育） 偕成社 R04 あかちゃんのあそびえほん（４）  ひとりでうんちできるかな
しかけの絵を見たり操作したりしながら排泄について知り、健康の保持増進について学
ぶことができる。

保健（体育） 学研 515 はっけんずかんプチ  からだ 身体や顔の名称、食べたものがどうなるかなどに興味がもてるため。

保健（体育） 学研 728 どんどんめくってはっけん  からだのふしぎ しかけをめくり、楽しんで身体のしくみについて学ぶことができるため。

保健（体育） 学研 L12 ニューワイド学研の図鑑  増補改訂人のからだ 保健の教科書として、体のつくりがわかりやすく説明されている。
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保健（体育） 金の星社 E01 やさしいからだのえほん１  からだのなかはどうなっているの？ 分かりやすい絵であるため，体の仕組みに興味をもって学習することができるため。

保健（体育） 金の星社 J04 やさしいからだのえほん４  むしばはどうしてできるの？ 大きな写真などで、正しい歯磨きの仕方を学べるから。

保健（体育） 金の星社 K01 げんきをつくる食育えほん１  たべるのだいすき！
栄養素を色分けするなど、わかりやすい構成で、食べ物と体の関係性を学習することが
できるため。

保健（体育） 小学館 749 きむらゆういちのパッチン絵本  おおきくなったら
スライドさせ中から絵が出る仕掛けを操作することで生き物の成長への興味を持つこと
ができるため。

保健（体育）
大日本絵
画 580 つまみひきしかけえほん  ぴょんたのたいそう 本にでてくるかえるに興味を示しているので。

保健（体育）
大日本絵
画 681 しかけえほん  はみがきしましょ 動物の歯磨きを手伝うことで自分の歯もきれいに磨くことができる。

保健（体育） 永岡書店 634 マグネットえほん  体のしくみ 体の部位のマグネットを使ってからだの学習に取り組むことができるため。

保健（体育） ひかりのく C09 こどものずかんＭｉｏ９  ひとのからだ 分かりやすいイラストとともに人の体について学ぶことができるため。

保健（体育） 評論社 B25 しかけ絵本の本棚  からだのなかとそと
自分と他者の境界を持つことが難しい児童にとって、体の仕組みを学ぶと同時にかかわ
り方についても考えさせる教材として使えるため。

保健（体育） ひさかた A01 あかちゃんのための絵本  はみがきしゅわしゅわ 歯を磨くことに興味をもち意欲的に取り組むことができるため。

保健（体育） ＰＨＰ 613 ふしぎがいっぱい！いのちの図鑑 様々な生物との関わりあいが分かりやすく興味をもてるため。

保健（体育） 福音館 559 かがくのとも絵本  からだのみなさん 体の名前を絵本で覚えるため。

保健（体育） フレーベル 737 アンパンマンチャレンジポップ１  いちにのはみがき
歯磨きをいつするのかしないとどうなるのかを親しみやすいイラストで学ぶことができる
ので。

保健（体育） フレーベル G09 フレーベル館の図鑑ナチュラ  ひとのからだ イラストや写真がわかりやすく、身体への関心を持つことができるため。

保健（体育） ポプラ 531 おととあそぼうシリーズ２１  はみがきできるかな？ 歯磨きに興味をもつことができるため。

保健（体育） ポプラ 618 からだのふしぎがとびだすよ！ポップアップ人体えほん 様々な仕掛けがあって興味を持って体について学ぶことができるため。

保健（体育） 山と渓谷社 504 体育の教科書小学校低学年～高学年用 個人のペースでゆっくり理解しながら進めるため。
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保健（体育）
大日本図
書 505 図説新中学校体育実技 保健体育の分野で参考になるため。

保健（体育） ニュハウス 501
親子で遊べる知育絵本シリーズ１  はみがきじょうずにできるか
な？

動作を伴って本を読むことで歯磨きへの関心や健康意識を高めることができるため。

保健（体育） ニュハウス 502 音の出る絵本  はじめてのリトミックダンスえほん 音の出る絵本と体操の絵本・DVD付きでDVDを見ながら楽しく体操ができる。

保健（体育） 三起商行 538 ミキハウス音でまなべるえほんずかん  みんなのからだ 音に興味を持ちながら、身体の各部の名称を覚えることができるから。

保健（体育） 三起商行 541 ポカポカフレンズのえほんずかん  たべもの いろいろな食べ物に親しみ興味を持つことができる。

保健（体育） 三起商行 556 ポカポカフレンズのソフトパズル  つなげてたべもの
シート同士をつなげて食べ物を完成させることで自らの健康の増進について学ぶことが
できる。

家庭（職業）
あかね書
房 502 えほん、よんで！２  おいしいおとなあに？

ベッドの上で読み聞かせできる・本に出てくる擬音語の実際の音を聞かせて楽しむことが
できる。

家庭（職業）
あかね書
房 544

つくりたい！食べたい！料理大百科４  あまくておいしいお菓子が
いっぱい

メニューや手順が写真でわかりやすく載っているため。また、調理への関心や意欲が持
てるため。

家庭（職業） 偕成社 591
坂本廣子のひとりでクッキング（３）  ばんごはんつくろう！（和食
編）

自炊に向けた簡単なレシピが多数例示されているから。

家庭（職業） 金の星社 536 ひとりでできるもん！２  おいしい肉、まめ、魚料理 本年度からのスモールステップアップにつなげることができる。

家庭（職業） 金の星社 651
社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちの  しごと場２つくる
しごと・売るしごと

さまざまな仕事の仕組みについて学ぶことができる。

家庭（職業） 金の星社 F05 ひとりでできるもん！５  すてきなおかし作り 視覚的に分かりやすく、生徒が調理に関心を持って学習することができる。

家庭（職業） くもん出版 700 くろくまくんのことばえほん  なまえのことば 児童の興味関心に合っていて、教科の内容を学習できるため。

家庭（職業） 小学館 525 小学館の図鑑ＮＥＯ  野菜と果物 生徒の興味にあっていて、日常生活にも活かせる教材であるため。

家庭（職業）
女子栄養
大 001 新・こどもクッキング

イラストや写真を見て家庭生活に必要な食事や調理に関する基礎的な知識と技能を身
につけられるから。

家庭（職業） 育成会 A05 自立生活ハンドブック５  ぼなぺてぃどうぞめしあがれ 文字よりも視覚的な写真が多くてわかりやすい。

家庭（職業）
大日本絵
画 517 さわるしかけ絵本  さわってごらんピーターラビット しかけ絵本により、毎日の学習で楽しく取り組むことができるため。
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家庭（職業） 永岡書店 579 ホットケーキミックスでおいしいお菓子 生徒の興味にあっていて、日常生活にも活かせる教材である。

家庭（職業） ナツメ社 001 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん
絵と文、イラストで身近な家庭生活について詳しく紹介されており、実生活に役立てること
ができるため。

家庭（職業） ひかりのく C10 こどものずかんＭｉｏ１０  たべもの 写真が大きく分かりやすい表記の仕方で興味をもって学習することができるため。

家庭（職業） ひかりのく D01 ２０２シリーズ  たべもの２０２ 日常生活にも活かせる教材であるため。

家庭（職業） ひかりのく K09 新装版ＫＩＤＳ２１１２  たべものひゃっか たくさんの食べ物の写真があり、さまざまな食材や料理について学ぶことができるため。

家庭（職業） 評論社 A01 スカーリーおじさんの  はたらく人たち
生徒が興味を持ちやすいイラストで、社会の様子や働き、移り変わりについて関心を持っ
て学ぶことができるから。

家庭（職業） ポプラ 538
おととあそぼうシリーズ３０  音と光でおりょうりごっこ！フライパン
でクッキング！

食の関心を高めることができるため。

家庭（職業）
共同通信
社 501 ひとりでお弁当を作ろう 興味を持ちやすく、日常生活にも活かせる教材である。

家庭（職業） ジアース 503 ひとりでできちゃった！クッキング 家庭生活に必要な食事や調理に関する基礎的な知識と技能を身につけることができる。

家庭（職業） 扶桑社 503 覚えておきたい！料理の基本１２３ 生徒の興味にあっていて、日常生活にも活かせる教材である。

家庭（職業） 三起商行 550 ポカポカフレンズのおしゃべりえほん  もしもしでんわ 音に興味を持ちながら、電話の体験の学習ができる。

技術（家庭） 偕成社 663
五感と食の絵本（２）  め・みみ・はな・くち・ゆびであじわうお料理
絵本

身近な食材や料理について視覚的に分かりやすく理解することができる。

技術（家庭） くもん出版 B02 生活図鑑カード  くだものやさいカード１集 家庭生活における食生活の学習などに役立つため。

技術（家庭） くもん出版 B06 生活図鑑カード  お店カード 買い物学習を行うことができるため。

技術（家庭） 合同出版 502 子どもとマスターする４９の生活技術  イラスト版子どものマナー イラスト付きで興味を持って生活技術について学ぶことができるため。

技術（家庭） 育成会 506 自立生活ハンドブック１１  ひとりだち（改訂版） 将来の自立のための学習が必要なため。

技術（家庭） 永岡書店 629 パノラマ知育マグネットブック  おりょうりいっぱいレストラン 和・洋・中、飲み物、スイーツのマグネットを使い食べ物に興味をもって学習ができる。
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技術（家庭） ナツメ社 001 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん 写真で分かりやすく家庭科で使える身近な動作などについて詳しく説明されているため。

技術（家庭） ひかりのく C10 こどものずかんＭｉｏ１０  たべもの 家庭生活で必要な食事調理に関することがみにつくため。

技術（家庭） ひかりのく K09 新装版ＫＩＤＳ２１１２  たべものひゃっか さまざまな食材や調理に関する知識を、絵やイラストを通して学ぶことができるから。

技術（家庭） ニュハウス 501
親子で遊べる知育絵本シリーズ１  はみがきじょうずにできるか
な？

付属しているマジックペンと歯ブラシを使い絵本を使うことで、歯磨きへの興味関心を高
めることができるため。

技術（家庭） ベストセラ 503 おかねのきもち お金の役割や大切さをストーリーをとおしてわかるため。

音楽 学研 666 歌でおぼえるらくらくイングリッシュ  はじめての英語の歌ＣＤ付 好きな英語の歌詞に触れながら様々な音楽に触れることができるため。

音楽 学研 685 てあそびおうたえほん  てとてであそぼう！ひげじいさん 歌ったり、リズムをとったりしながら音楽に合わせて簡単な身体表現をすることができる。

音楽 学研 686 てあそびおうたえほん  てとてでおどろう！あたまかたひざポン 担任と関わりながら歌に親しむことができるため。

音楽 金の星社 607 うたってたたこう！  リズムあそびどうようえほん 音楽の効果音に興味を持ちながら太鼓をたたくことができる。

音楽 くもん出版 537 ＣＤ付き英語のうたカード 英語の歌に対する興味を広げるため。

音楽 くもん出版 599 小学ドリル国語  １年生のかん字
歌うことに興味を持っている児童がCDを使って自分でも学習に取り組める教材であり、さ
らに英語への関心も高められると考えられるから。

音楽 くもん出版 684 ＣＤ付き童謡カード第１集 音楽と絵カードからのマッチングにも活用できるため。

音楽 くもん出版 G03 ＣＤ付き  楽器カード カードを見ながらCDでその楽器の音を聞くことができるため。

音楽 鈴木出版 502 歌でおぼえる手話ソングブック  －ともだちになるために－ 言葉の意味を手話の動きを通して、音楽を楽しむことができるため。

音楽 鈴木出版 503 歌でおぼえる手話ソングブック２  きみとぼくのラララ
身体表現を好む児童にとって手話ソングは絶好の教材であると考えられるため、より多く
の楽曲に触れさせるため。

音楽
成美堂出
版 005 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた 実際にＣＤを手本にしながら音楽の美しさを鑑賞することができる。

音楽
成美堂出
版 535 ＣＤできく童謡つきよみきかせ絵本

特に童謡を聞くことが少なかった児童に物語の世界と絡めて歌を聞かせて、より深く物語
の世界に浸らせることもできるため。
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音楽
成美堂出
版 554 たのしくおどろう！ＤＶＤつき手あそびうた

音と絵が結びついているため解りやすく、できることを増やし、自己肯定感を高めていく
のに適しているため。

音楽
成美堂出
版 663 音と光のでる絵本  ならしてあそぼう！どうようタンバリン 自分で選んだ音楽に合わせて、タンバリンを叩いて演奏を楽しむことができるため。

音楽
成美堂出
版 B01 音と光のでる絵本  たのしいどうよう

音の出る仕掛けになっていて、自分で操作して歌詞やメロディーを聴いたり、いろいろな
楽器の音を鳴らしたりできるから。

音楽
大日本絵
画 626 音のでるしかけえほん  野生動物の声 音の出る本に興味を示し、集中して学習している。

音楽
大日本絵
画 A01 メロディーえほん  ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月 季節や行事の童謡に触れ、簡易なピアノに接するため。

音楽 東京書店 503 わくわく音あそびえほん  新装版ドンドコドンドンたいこであそぼ 親しみやすい曲に合わせて、木琴をたたくことができるため。

音楽 東京書店 518 わくわく音あそびえほん  すてきなおうたえほん 曲に合わせた効果音が出せ、演奏を楽しむことができるため。

音楽 東京書店 A01 わくわく音あそびえほん  ヒュルヒュルドカーンおまつりたいこ！ 曲に合わせて太鼓をたたくことで楽器に対する興味やリズム感を養うことができるため。

音楽 永岡書店 004 ママとうたおう  やさしいメロディーピアノ 手指を操作しながら，いろいろな歌を親しむことができるため。

音楽 永岡書店 007 お手本のうた付き！  どうよううたのえほん 音の出るおもちゃで遊ぶ学習や楽しく歌う学習につなげることができるため。

音楽 永岡書店 009 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２ 手指を操作しながら，いろいろな歌を親しむことができる。

音楽 永岡書店 012
リズムにあわせて、うたいながら、たたこう！  たいこでドン！ド
ン！スペシャル

音楽に親しみながらリズム感を養うことができるから。

音楽 ひかりのく 002 どうようでおえかきできる  どうようＮＥＷ絵かきうたブック 歌って書く楽しさを味わうことができるため。

音楽 ひかりのく 012 手あそび指あそび歌あそびブック１ 親しみやすい曲で楽しく身体表現ができるだろうから。

音楽 ひかりのく 013 あそびうたのほんＣＤつき
なじみのある曲が多数入っている。CDで手遊びができ、先生と一緒に音楽に合わせて動
かす楽しさを経験できるため。

音楽 ひかりのく 670
０・１・２さいのえほん  たたいてはずんでゆびあそぶっくぽんぽん
ぽん

指を動かしてリズム遊びに親しむため。

音楽 フレーベル 679
アンパンマンリズムえほん  アンパンマンといっしょにがっきであそ
ぼう

自分でスイッチを押して好きな曲を選び、いろいろな音楽を楽しむことができる。
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音楽 ポプラ 506 音のでる絵本シリーズ３１  でんしゃでゴーゴーぼくはうんてんし
扱いやすい打楽器等で色々な音を鳴らすことができ、楽しみながら音楽の学習ができる
ため。

音楽 ポプラ 525 おととあそぼうシリーズ５  どうようクラシック名曲ピアノえほん 楽譜が読めなくても弾ける工夫がされていて音楽に取り組みやすいため。

音楽 ポプラ 527 おととあそぼうシリーズ１１  どうようもっきんえほん 馴染みのある童謡を聴きながら木琴を叩いて演奏することができる。

音楽 ポプラ 532 おととあそぼうシリーズ２２  はじめてもっきんえほんプチ 楽器を叩いて音を出したりいろいろな音を楽しんだりすることができるため。

音楽 ポプラ 539
おととあそぼうシリーズ３１  おてほんのうたがながれるてあそびう
たえほん

お手本を見ながら手遊びができる。

音楽 ポプラ 543
おととあそぼうシリーズ３７  こころをそだてる春夏秋冬きせつのう
た

自分で好きな曲を選んだり、付属のマイクで歌ったり音楽に興味・関心を持てるため。

音楽 ポプラ 553 音のでる知育絵本１８  音のでるはじめてのせかいちず 地図に関心が高いので、国歌に興味をもち歌うことに取り組めるため。

音楽 ポプラ 557 ふりふりたんたん音のでる楽器絵本２  タン！タタン！タンバリン リズム遊びや簡単な合奏をするため。

音楽 ポプラ 558
ふりふりたんたん音のでる楽器絵本５  ミッキーのタンバリンえほ
ん

タンバリン型のモジュールを叩いたり振ったりしながらリズム遊びや簡単な合奏をするこ
とができるため。

音楽 ポプラ 575 トーマスタンバリンえほん 楽しくタンバリンをたたいて学習できるため。

音楽 ポプラ 625 ディズニープリンセスロマンチックメロディえほん ディズニーの曲を親しんで聴いたり歌ったりすることができる。

音楽 ポプラ 658 ふりふりたんたん音のでる楽器絵本８  ミッキーのマラカス
メロディーに合わせてマラカスを振ると音が出るので、楽しみながらリズム遊びができる
ため。

音楽 ポプラ M01 うたってかいてけせるえほん１  音のでるえかきうた 曲に合わせて歌う楽しさを味わい、リズムに合わせて身体表現の学習ができるため。

音楽 ポプラ O07 おととあそぼうシリーズ７  ドン！ドコ！ドン！たいこ 音楽に親しみながらリズム感を養うことができるため。

音楽 ポプラ O33
おととあそぼうシリーズ３３  新装版おてほんのうたがながれるどう
ようえほん

手指を操作しながら，いろいろな歌を親しむことができるため。

音楽 ポプラ P16 音のでる知育絵本１６  とけいがよめるようになる！！とけいくん 楽しく遊びながら時計が読めるようになるため。

音楽 Ｋ・Ｍ・Ｐ 501 ドレミファソラシド８つの音で弾けるやさしいメロディ 生徒の興味にあっていて、楽しく学習できる教材である。
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音楽 Ｋ・Ｍ・Ｐ 502 スーパーやさしく弾けちゃうピアノ！！  最初に弾きたい名曲編 生徒の興味にあっていて、楽しく学習できる教材である。

音楽 コスミック 503 ひかりのガイドつきピアノえほん
鍵盤を実際に触ることができたり、光を見たりすることで、児童が楽しく学習することがで
きるため。

音楽 コスミック 507 いっぱいうたおう！どうようえほん ボタンを押すことで音楽を流すことができ、歌詞を見ながら歌うことができる。

音楽 コスミック 508 たのしい！カラオケピアノえほん
操作しやすいキーボードで楽しんで演奏したり、マイクで歌ったりして音楽をたのしむこと
ができるため。

音楽 デプロ 504 超・簡単ピアノ初心者ベスト１００曲集 音楽の分野で参考になるため。

音楽 ベネッセ 541 たまひよ楽器あそび絵本ミニ  たんたんたのしいタンバリン 楽器を通して音に親しむことができる。

音楽 ベネッセ 558 たまひよ楽器あそび絵本  おつきさま・おほしさまなかよしマラカス 打楽器を打ってリズム遊びや合奏を楽しむことができるため。

音楽 ベネッセ 559 たまひよ楽器あそび絵本  だいすきピアノえほん 好きな動揺が聞け、簡単なピアノの旋律に関心がもてるため。

音楽 ベネッセ 560 たまひよ楽器あそび絵本  ぴかぴか＆おしゃべりたのしいたいこ
太鼓を叩くと、音や光を出すことができる。太鼓を叩いて音を出す楽しさや音楽に合わせ
て簡単なリズム打ちの学習ができる。

音楽 三起商行 526 ポカポカフレンズのおんがくえほん  たいこ 自由に太鼓をたたきながら、いろいろな音楽を楽しむことができるため。

音楽 三起商行 530 ポカポカフレンズのおんがくえほん  ピアノ 実際に音を鳴らしながら音階に触れることができるため。

音楽 三起商行 571 ポカポカフレンズのおんがくえほん  もっきん 音階が視覚的に分かりやすく楽器の演奏の導入として使用することができるため。

音楽 三起商行 576 ポカポカフレンズのカラオケえほん  にほんごでうたおう 曲に合わせて声を出したり歌ったりして楽しみながら学習できるため。

音楽 明治図書 521
”体を楽器”にした音楽表現  リズム＆ゲームにどっぷり！リトミッ
ク７７選

音楽の分野で参考になるため。

器楽合奏
成美堂出
版 566 音と光のでる絵本  たたいてたのしい！たいこのうた 太鼓をたたくと光るので、視覚的にも楽しめる内容となっている。

器楽合奏
成美堂出
版 B01 音と光のでる絵本  たのしいどうよう 光るのが視覚的にも音やリズムを楽しめるため。

器楽合奏 東京書店 A01 わくわく音あそびえほん  ヒュルヒュルドカーンおまつりたいこ！ 曲に合わせて太鼓をたたくことで楽器に対する興味やリズム感を養うことができる。
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器楽合奏 永岡書店 012
リズムにあわせて、うたいながら、たたこう！  たいこでドン！ド
ン！スペシャル

自分で太鼓をたたいて音を出すことにより、音楽を楽しむことができるため。

器楽合奏 ポプラ 658 ふりふりたんたん音のでる楽器絵本８  ミッキーのマラカス
好きなキャラクターで興味を引ける、自分の手を動かすと音が鳴るという関連を感じるこ
とができるため。

外国語 学研 590 レインボー英和・和英辞典改訂第３版
イラスト表記など見やすくできており、身近な英単語を自分で調べながら楽しく学習でき
るため。

外国語 学研 729
改訂版小学生の英語ドリル（１）  アルファベット・ローマ字・フォニッ
クス

基本的なアルファベットの習熟に最適だと思われるので。

外国語 学研 756 やさしくまるごと中学英語 学習の遅れている単元を見直すことができるから。

外国語 学研 801 しゃべって覚える小学生の英会話  Ｔａｌｋｉｎｇ　Ｔｉｍｅ１ 英語を話すことが楽しくなる内容だから。

外国語 学研 830 小学生の英語ドリル（３）  覚えておきたい英語の文　改訂版 簡単な英文を精査しているから。

外国語 くもん出版 673 くもんの小学基礎英語  たのしく学べる英語の文 日常生活で見聞きする英語をイラストと共に示されて、興味や関心を持つことができる。

外国語 三省堂 516 英語のゲーム音であそぼう ゲームを取り入れた展開で、興味関心が引き付けられるのでふさわしいため。

外国語 三省堂 517 英語のゲーム文字であそぼう ゲームを取り入れた展開で、興味関心が引き付けられるのでふさわしいため。

外国語 三省堂 536 キッズクラウン和英辞典 調べ学習をはじめとして、学習に使用することができるから。

外国語 小学館 709 リズムで身につく小学生の入門英語 リズムで英語が身につき、導入としてふさわしいため。

外国語 小学館 804 ｎｅｗドラえもん九九のうたＣＤブック 音声をテキストで楽しく学習できるため。

外国語 福音館 602 安野光雅の絵本  ＡＢＣの本 美しい挿絵で、興味をもって眺めてもらえから。

外国語 ポプラ 628 ディズニーのえいごのほん１４  こえでおぼえるミッキーのＡＢＣ 英語の基礎の習得のため。

外国語 ポプラ 711 ディズニーのえいごのほん１０  ディズニーのえいごのおうた 音声をテキストで楽しく学習できるので。

外国語 アルク 508 子ども英語ＢＯＯＫＳ  英語の絵カード＆ゲーム集１ カードを使う進め方により、より興味をもってとりくむと思われるので。

50 / 51 ページ



外国語 アルク 509 子ども英語ＢＯＯＫＳ  英語の絵カード＆ゲーム集２ カードを使う進め方により、より興味をもってとりくむと思われるので。

外国語 アルク 511 えいご学習ドリル  みのまわりの英単語 生徒の発達段階にあっていて、取り組みやすい内容であるため。

外国語 アルク 513 みんなのえいご日記ドリル 生徒の興味関心を高め、英語への学習意欲につなげることができるため。

外国語 ｍｐｉ 503 英会話たいそうカードブック１ カードを使う進め方により、より興味をもってとりくむと思われるので。

外国語 ｍｐｉ 504 バナナじゃなくてｂａｎａｎａチャンツ 生徒の興味にあっていて、楽しみながら学習する手立てとなる。

外国語 ｍｐｉ 510 もっと英会話たいそう 生徒の興味にあっていて、楽しく学習できる教材である。

外国語 ｍｐｉ 513 子供のための英語で自己表現ワーク１ 生徒の発達段階にあっていて、取り組みやすい内容である。

外国語 こばと 536 中学生のためのローマ字・英語 わかりやすい繰り返しの学習でローマ字を習得するため。

外国語 Ｚ会 501 Ｚ会小学英語シリ－ズ  英語ワ－クブック５年生用 家庭で一人でも学習を進められるから。

外国語 創英社 501 ＮｅｗＡＢＣｏｆＥＮＧＬＩＳＨ  単語編 英語の基礎の習得のため。

外国語 創英社 503 ＮｅｗＡＢＣｏｆＥＮＧＬＩＳＨ  会話編新装改訂新版 英語の基礎の習得のため。

外国語 ＮＨＫ出版 547 ＮＨＫＣＤＢＯＯＫ  チャンツでノリノリ英語楽習！ 楽しく英語を学習させたいため。

外国語 三起商行 544 ポカポカフレンズのことばえほん  こえでＡ★Ｂ★Ｃ ＡＢＣや英単語を音声と音楽と絵で楽しく学べる。

外国語 むさし 512 ローマ字トレーニング  ローマ字ポスター付き 英語の基礎の習得のため。

※下学年使用の検定済教科書及び拡大教科書、点字教科書を含む
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