


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 603 マナーと敬語完全マスター！１  学校のマナーと敬語 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

国語
あかね書
房 617 よめるよめるもじのえほん 言葉の習得に生かしていきたい

国語
あかね書
房 620 科学のアルバムかがやくいのち  アゲハチョウ

通常教科書では困難だが、興味のある昆虫の本から理科への関心が引き出せるように、
同一般図書を教科書として採用したい。

国語
あかね書
房 A01 もじのえほん  あいうえお

ひらがなが大きく書かれており、興味を引く絵と平易な文章がくりかえされているので、文
字への関心を高め、読もうとする力を引き出すことができる。

国語
あかね書
房 A02 もじのえほん  かたかなアイウエオ

リズミカルな文と視覚的に理解しやすい絵があるので、カタカナに興味を持ちやすく、文字
への関心を高め、読もうとする力を引き出すことができる。

国語 岩崎書店 734 ポップアップ絵本  星の王子さまコンパクト版
人の考え方などの理解が苦手で、心情を引き出したり、文章の面白さに関心がもてるよ
う、同一般図書を教科書として採用したい。

国語 岩崎書店 E01 五味太郎のことばとかずの絵本  漢字の絵本 絵を通して文字の素晴らしさがわかるから。

国語 岩崎書店 E03 五味太郎のことばとかずの絵本  ことばのあいうえお 慣れ親しんでいる言葉からひらがなを学ぶことができる。

国語 偕成社 582 五味太郎の絵本  どどどどど 絵本出てくる言葉遊びを通して興味を持って学習できる。

国語 偕成社 619 さわる絵本  新装版これ、なあに？ 手指で触れたものについて介助者とふれあいながら言葉の学習ができる。

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 本児の認知能力にあっていると考えられるため

国語 偕成社 628 下村式となえて書く漢字ドリル  漢字練習ノート小学２年生新版 個別学習に対応するため

国語 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 個別学習に対応するため

国語 偕成社 631 下村式となえて書く漢字ドリル  漢字練習ノート小学５年生新版
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 偕成社 632 下村式となえて書く漢字ドリル  漢字練習ノート小学６年生新版 個別学習に対応するため

国語 偕成社 633 下村式  小学漢字学習辞典（第５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。

平成３０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 A04 ことばをおぼえる本  かず・かたち・いろあいうえお
日常よく使う簡単な言葉なので、子どもが関心を持ちやすく、話す力や文字を書く力を高
められる。

国語 偕成社 H01 日本むかし話  おむすびころりん 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 偕成社 O01 五味太郎・言葉図鑑（１）  うごきのことば 動詞の学習につなげることができる。

国語 偕成社 O06 五味太郎・言葉図鑑（６）  くらしのことば 単語での発語がほとんどなため、語彙を増やしていきたい。

国語 偕成社 O10 五味太郎・言葉図鑑（１０）  なまえのことば 語彙を増やしたいので、色々な物の名前が載っているこの本で勉強したい。

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？ 担当する生徒の実態に合った教材のため

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

ストーリ展開の中で楽しみながらひらがなに親しむことができる。

国語 偕成社 W01 木村裕一・しかけ絵本（１）  みんなみんなみーつけた
かくれんぼを使ったストーリーの本ということでかくれんぼ遊びのルールの理解ができ、
動物や文字の興味を持てるから

国語 偕成社 Z01 子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー
簡単なイラストとと文で基本的なマナーが書かれている。見聞きしたことなどを簡単な言
葉で話したり短い文を書く学習ができる。

国語 学研 520 中学国語をひとつひとつわかりやすく。 個別学習に対応するため

国語 学研 521 中学国語の基礎知識をひとつひとつわかりやすく。
中学で学習する基礎的な内容を、ポイントを押さえて学習することで、理解しやすくするた
め。

国語 学研 560 あそびのおうさまＢＯＯＫ  うれシールたのシール
シールを使って想像力を働かせながら簡単な語句を正しく読んだりひらがな等を書く学習
につながる。

国語 学研 610 名作よんでよんで  おやすみ前のお話３６６話４冊入り 名作にふれることで、その後の生活を豊かにできるから。

国語 学研 622 １０分で読めるわらい話 楽しみながら読書に親しめる

国語 学研 637 自分学習  書く力をつける小学低学年用改訂新版 家庭での自習に適している

国語 学研 638 自分学習  書く力をつける小学中学年用改訂新版 本児の力を伸ばすのにちょうどよい内容と難易度だから。

国語 学研 658 小学生の新レインボー漢字読み書き辞典第５版
小学校で習得すべき漢字が全てのページでカラーで絵や分かりやすい記号と共にかいて
あり、見やすく引きやすいため。

国語 学研 665 学研ことばえじてん
わかりやすい言葉とイラストで、文字に関心をもち、読みの学習や簡単な語句を書く学習
につなげることができる。

国語 学研 680 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａ  くだものさん 食べ物をとおして興味をもって授業に取り組めるため
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国語 学研 720 毎日が楽しくなるきせつのお話３６６ 児童の実態に合わせた読み聞かせができる。

国語 学研 G09 あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん 鉛筆で書く前段階なので、運筆練習として取り組ませたい。

国語 金の星社 533
ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん１  ルールをまもろう！こうつう
あんぜん

絵がわかりやすくちびまるこちゃんが好きなこともあり選びました。

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 629 のりものしゃしん  あいうえおのえほん 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 金の星社 632 あいうえおかるた 担当する生徒の実態に合った教材のため

国語 金の星社 667 音のでる絵本  おとのでるどうぶつえほん 動物のイラストや音が関心をひき、意欲的に言葉を学ぶことができる。

国語 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くり返し練習できる。

国語 くもん出版 507 もじ・ことば９  はじめてのカタカナ カタカナの復習をして定着を図るため。

国語 くもん出版 508 もじ・ことば１０  カタカナおけいこ カタカナを覚え始めたので、スムーズに読んだり書いたりできるようになるため。

国語 くもん出版 510 生活図鑑カード  のりものカード 生徒の関心を引くものの単語から、言葉を増やすことができるため。

国語 くもん出版 515 書きかたカードカタカナ
カタカナが大きな文字と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練習する
ことができる

国語 くもん出版 523 ぶんカード１集 文章への理解を深めることができるため。

国語 くもん出版 524 ぶんカード２集 まだ発語がないため、一緒に読んで学習するための教材として選びました。

国語 くもん出版 525 ゆびなぞりカードひらがな 文字の形を指でなぞり、文字に対する興味関心を高めることができる。

国語 くもん出版 556 かず・けいさん１  はじめてのすうじ 担当する生徒の実態に合った教材のため

国語 くもん出版 582 くもんの辞典シリーズ  ことば絵じてん 日常の場面のイラストと共に単語が書いてあり、楽しく語彙を増やせられる。

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 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

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 児童の理解力に応じて、文章読解の学習を進めていきたいため。
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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 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

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 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

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 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

国語 くもん出版 592 小学ドリル国語  ６年生の言葉と文のきまり 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

国語 くもん出版 594 小学ドリル国語  ２年生の文章の読解 文章読解が苦手なので、簡単な問題で練習していく。

国語 くもん出版 596 小学ドリル国語  ４年生の文章の読解 個別学習に対応するため

国語 くもん出版 597 小学ドリル国語  ５年生の文章の読解 個別学習に対応するため

国語 くもん出版 600 小学ドリル国語  ２年生のかん字 ４年生の漢字学習が難しいので、２年生の漢字を復習し、漢字力をつける。

国語 くもん出版 601 小学ドリル国語  ３年生の漢字 ４、６年生の漢字学習が難しいので、３年生の漢字を復習し、漢字力をつける。

国語 くもん出版 605 小学ドリル国語  １年生のカタカナ カタカナを着実に習得できるようスモールステップで取り組みやすい内容になっている。

国語 くもん出版 609 小学ドリル国語  １年生のひらがな・カタカナのかきかた ひらがなを書くことが苦手なので定着を図る。

国語 くもん出版 646 ことばと文法集中学習  小学４年生 言葉の力や読解力を身につけるため

国語 くもん出版 647 ことばと文法集中学習  小学５年生 言葉の力や読解力を身につけるため

国語 くもん出版 666 いっきに極める国語（１）  小学１～３年の漢字 漢字に興味・関心が高い児童なので、得意な面を更に高めるため。

国語 くもん出版 689 ひらがなのおけいこえほん 簡単な文字からひらがなの練習ができ、生活場面の言葉に触れることができる。

国語 くもん出版 691
場面でわかる正しいことばつかいと敬語１  あいさつのことばと敬
語

生徒の学力に見合った学習が見込めるため

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 分かりやすいイラストを見ながらいろいろなものの名前を覚えていくのに適している。

国語 くもん出版 727 はじめてであうえほんシリーズ  おててたっち 絵本に触れながらお話を楽しむ

国語 くもん出版 A03 もじ・ことば３  やさしいひらがな１集 ひらがなの復習をして定着を図るため。
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国語 くもん出版 A11 もじ・ことば１１  はじめてのかん字 漢字の練習をわかりやすくしたいため。

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、興味関心が惹かれ親しみながら物の名前やひらがなを覚えること
ができる。

国語 くもん出版 B07 生活図鑑カード  生活道具カード 学力的にも、文字や言葉への興味関心がうすいためにも検定教科書使用が難しいため。

国語 くもん出版 C01 書きかたカード「ひらがな」 ひらがなを繰り返し練習し、定着を図るため。

国語 くもん出版 D01 ひらがなカード イラストなどを手掛かりにひらがなの習得を行うため

国語 グランまま 006 ことばえほん 絵と言葉を対応させながら理解する

国語 講談社 520 世界の絵本（新）  にじいろのさかな 美しい絵でカラフルに描かれ、内容もわかりやすい。音読学習にも有効である。

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 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 担当する生徒の実態に合った教材のため

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増補新装版
イラストがふんだんで、テーマ別に内容が整理されているので、ことばの使い方を学んで
いくのによいため。

国語 三省堂 508 こどももののなまえ絵じてん増補新装版
丁寧な説明やオールカラーで分かりやすいイラスト付きで、名前を覚えやすく物の絵を見
たいときにも使えるから。

国語 三省堂 511 三省堂こどもこくごじてん
通常教科書では困難だが、言葉に興味を持てるため自分で調べ学習の定着がはかれる
ように、同一般図書を教科書として採用したい。

国語 三省堂 537 こどもきせつのぎょうじ絵じてん増補新装版 学校で体験する行事がイラストで描いてあって身近に学べるから

国語 三省堂 538 こどもマナーとけいご絵じてん 本人の興味関心を満足させ、かつ、学級での学習活動に有効であるため

国語 小学館 537 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶこくごの図鑑 カラーのイラストがわかりやすく、国語の指導に生かしたい

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 歌を口ずさみながら楽しく漢字学習ができる。

国語 小学館 592 基礎学力向上プリント  徹底反復新漢字１００日プリント４年 漢字の習得をするため

国語 小学館 653 小学館の子ども辞典  小学館ことばのえじてん 語彙を獲得するためにこの本が児童の実態に合っていると考えるため。
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国語 小学館 658 ポケモンえいごじてん
児童が関心のあるイラストや英単語をみながら、物の名前などを学習することができるた
め。

国語 小学館 668 漢字部首カード＋部首でおぼえる漢字プリント  小学校１～６年 新しい覚え方で、身に着けられると思われるので

国語 小学館 682 一日一話・読み聞かせ  おはなし３６６前巻 簡単な語句や文を正しく読ませたいから

国語 小学館 708 ポケモンとえいかいわ
該当の児童はこのキャラクターが大好きなので、この本を使うことで学習意欲が湧くこと
が予想される。また、発音練習に役立てることができる。

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 親しみやすいスキャラクターと共に、ひらがなに触れる、興味を引き出すことができる。

国語 小学館 727 ＣＤつきおもしろ落語絵本  ごくらくらくご
言葉遊びやユーモア。声に出して心地いいリズムと会話のテンポなど日本語の楽しさが
含まれている。

国語 小学館 776 陰山メゾット徹底反復漢字プリント  小学校１～６年 漢字の習得をするため

国語 小学館 788 コんガらガっちどっちにすすむ？の本 楽しみながら読書に親しませたい。

国語 小学館 798 妖怪ウォッチひらがなカタカナかきかたブック  あいうえお 好きなキャラクターと一緒に学習すると、カタカナや平仮名の学習効率があがるため

国語 小学館 821 小学館の図鑑ＮＥＯ  魚ＤＶＤつき 児童の興味・関心の高い題材を扱って語彙を広げるため。

国語 ジュラ 005 かいてけしてまたかける  あいうえお
なぞり書きが少しできるようになったため、本書を使用してひらがな学習の繰り返し練習
をすることが有効である。

国語
成美堂出
版 516 ＣＤできく  よみきかせおはなし絵本１

絵本が好きな児童であるが読字が困難である。CD朗読で絵本の内容にも興味をもてるよ
うにしていきたい。

国語
成美堂出
版 535 ＣＤできく童謡つきよみきかせ絵本 音声による支援で児童の可能性を広げるため。

国語
成美堂出
版 583 音のでる絵本  ひらがなかけたよ！ 担当する生徒の実態に合った教材のため

国語
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

ひらがなの読みが上達しているが運筆に難しい児童が運筆に慣れるための手立てとして
活用するためにこの図書を希望します。

国語
太郎次郎
社 505 漢字がたのしくなる本シリーズ  新版１０１漢字カルタ 漢字の習得をするため

国語 童心社 L01 ピーマン村の絵本たち  さつまのおいも 大好きなおいもの絵本を通して、国語の表現力を学習することができるため。

国語 東京書店 511 新装版にほんごえいごでなまえずかん ペンでタッチすると名前が覚えられ、語彙を増やすことができる。

国語 東京書店 515 ドアをあけたら
ページをめくってドアを開けると動物が見えるという展開を期待を持って興味深くみること
ができる。
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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、タッチペンで楽しく学習でき
る。

国語 戸田デザイ 003 あいうえおえほん 担当する生徒の実態に合った教材のため

国語 戸田デザイ 007 よみかた絵本 リズムのあるわかりやすい短文を読むことで、文字に関心をもたせる。

国語 同成社 502 ゆっくり学ぶ子のための  国語５ 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）

段階を追って簡単な語句や短い文を正しく読む学習ができる。

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）

カタカナと漢字をワークブック的に書く学習を通して文字を正しく書く力を伸ばせるから

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）

漢字を含んだ単語や文章を正しく書けるようになるため。

国語 同成社 A04 ゆっくり学ぶ子のための  国語４
音と訓、動詞、形容詞、丁寧語、会話体、過去・現在・未来など子どもの段階に合った内
容の学習ができるから。

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）

発語、発音が効果的に学べる為

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）

文字の読み書きが少しずつできるようになってきているため、挿絵の入ったページを読ん
だり、文字を書いたりして、ひらがなの読み書きになれることができるため。

国語 東洋館 002 くらしに役立つ国語 生活に必要な国語の力を身につけることができる。

国語
日本教育
研 A01 ひとりだちするための国語 人の話を聞くこと、書くこと、伝えることなど日常生活に根ざした内容が学習できる

国語 ひかりのく D01 ２０２シリーズ  たべもの２０２
平仮名をやっと覚え、音韻も判別が曖昧なので興味のある食べ物を使い、単語の文字や
文字数を確認したい。、絵のインパクトと文字の表示位置が良いから。

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を用いることで、視覚だけでなく触覚からもイラストを楽し
むことができる。

国語 ひさかた 533 スキンシップ絵本  漢字えほん イラストを見て、楽しみながら文字を読む学習ができるため。

国語 ひさかた 595 さわってごらん！ふしぎなふしぎなまほうの木 職感覚を楽しみながら、お話の世界を楽しむ

国語 ひさかた C04 スキンシップ絵本  かたかなアイウエオ
本図書が、児童の障害の状態および発達の段階や特性等から見て適切な内容であるの
で希望する。

国語 ＰＨＰ 001 子どもの字がうまくなる練習ノート 担当する生徒の実態に合った教材のため

国語 福音館 509 幼児絵本シリーズ  きんぎょがにげた 繰り返しのストーリーのため分かりやすい。
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国語 福音館 599 こどものとも絵本  そらまめくんのベッド 親しみやすいストーリーのため興味をもって読むことができる。

国語 福音館 H21 ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐら 親しみやすいストーリーのため興味をもって読むことができる。

国語 福音館 H26 こどものとも絵本  おおきなかぶ 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 ブロンズ新 537 だるまさんが ストーリー展開の中で楽しみながらひらがなに親しむことができる。

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、興味をもって取り組むことができる。

国語 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 個人にあった学習内容であるため。

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 身近な語句や聞きなれた単語を繰り返し学習し、文字に関心を持つ。

国語 フレーベル 749 音のでるえほん  アンパンマンタッチえほん 発語がなく、文字の認識もないので、感覚遊びが主な学習となるから。

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 あいさつの言葉を音で聞くことで、児童の発語やコミュニケーションへの支援になる。

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 イラストがわかりやすく、楽しみながら語彙を増やせる。

国語 ポプラ 634 トミカ超図鑑 大好きな車の写真を楽しみながら文字に親しむ

国語 ポプラ 641 やさい・くだものぴったりカード 担当する生徒の実態に合った教材のため

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
ひらがなの発音がはっきりしない文字があるので正しい発音を聞いて楽しく学習するた
め。

国語 リーブル 001 あっちゃんあがつくたべものあいうえお 濁音、半濁音を含めたひらがなの学習に適しているため。

国語 えほんの杜 501 あいうえおゴリラ お話の世界を楽しむ

国語 旺文社 501 みておぼえる  はじめてのかんじ絵じてん 文字の読み書きの理解が進んできた。漢字にも興味関心が出て、漢字に親しませたい。

国語 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

漢字の意味が絵で表されているので、意味が分かりやすい。

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

国語 喜楽研 509 くりかえし漢字練習プリント小学２年 繰り返し学習ができる。
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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、
繰り返しの練習で習得できる。

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、
繰り返しの練習で習得できる。

国語 喜楽研 528 くりかえし漢字練習プリント小学５年
一つの漢字を何度も取り上げているため、
繰り返しの練習で習得できる。

国語 佼成出版 507 なにをたべてきたの？ 読み聞かせを楽しみながら、表情身振り音声や簡単な言葉で表現することができる。

国語 こばと 初級編ステップアップ　マッチングⅠ 文字学習や読み学習につながるような基本を指導をしていくため

国語 こばと 初級編ステップアップ　こくごⅠ 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から

国語 こばと 中級編ジャンプアップ　こくごⅡ イラストやマス目を手掛かりにして短い文を正しく読む力がつくことが期待できる。

国語 こばと 中級編ジャンプアップ　こくごⅢ 簡単な語句、文及び文章等を正しく読む力を身に着けさせるため

国語 こばと 初級編ステップアップ　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
から

国語 こばと 上級編レベルアップ　ことばのつかいかた 日常生活を意識化させ、コミュニケーションの意欲、レベルアップにつながる。

国語 こばと 上級編レベルアップ　しぜん 対象児童の発達段階に合っているため

国語 こばと 上級編レベルアップ　せいかつ
生活に関する事柄が、見やすい絵で描かれていて、児童が興味をもって学習に取り組む
ことができるから。

国語 こばと 中級編ジャンプアップ　集中力、注意力アップトレーニングシート 視覚的にも取りくみやすく、作業的にも同じことの繰り返しなので、注意力を伸ばす。

国語 こばと 上級編レベルアップ　対人関係スキルアップトレーニングシート 対人関係のスキルを身に付けたいという指導計画をもとに選びました。

国語 こばと 531 中学生のための国語
社会に巣立っていくためにかかせない常識問題が多く含まれ、興味を持って取り組める
学習内容、知識で構成されている。

国語 交通新聞 507 ＧＯＧＯ！プラレールかるた かるたを通して言葉や文字に興味を持つことができる。

国語 交通新聞 508 しゅっぱつしんこう！鉄道かるた 楽しみながら文字に親しみ、友達と一緒に学習することで相手意識も育てたい。

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 かるた遊びを通して文字に親しむ

国語
新星出版
社 514 考える力を伸ばす！心を育てる！  読み聞かせ３６６話

長文を聞いたり、読んだりすることが、まだ難しいため、短文の読み聞かせを日々の授業
に取り入れたい。
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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 学校でのできごとなどを自分の言葉で報告できる力をつけさせたいから

国語
清風堂書
店 529 小学国語習熟プリント２年生 学年ごとに対応して、基礎学力をつけやすいので

国語
清風堂書
店 530 小学国語習熟プリント３年生 文章の読解能力を高める。

国語
清風堂書
店 531 小学国語習熟プリント４年生 文章の読解能力を高める。

国語
清風堂書
店 532 小学国語習熟プリント５年生 学年ごとに対応して、基礎学力をつけやすいので

国語
清風堂書
店 605 国語読解習熟プリント小学３年生 初歩的な読解力を身に着けるには、最適だと思おわれるので

国語
清風堂書
店 607 国語読解習熟プリント小学２年生 読解力向上を図ることができる。

国語
清風堂書
店 618 リズムでおぼえる漢字学習小学校全学年 新しい覚え方で、身に着けられると思われるので

国語
清風堂書
店 649 国語読解習熟プリント小学４年生 読解力向上を図ることができる。

国語 創拓社 501
小学生のための日本一わかりやすい  国語の読解力のまつがく式
授業

読解力をつけるのに適している

国語 増進堂 542 自由自在小学高学年国語 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

国語 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 ＳＳＴの学習に有効と思われるため

国語 東京書籍 517 目でみることばのずかん
｢ウリふたつ」などの言葉を写真でウリを二つ並べて、「そっくりでしょう？」のように説明し
ている。写真を使い内容が分かりやすいから

国語 日本図書 506 こくごだいすき  第６巻さくぶんのほん 児童の理解力に応じて、作文作りの学習を進めていきたいため。

国語 パイインタ 519 らくがきだいすきかいてみよう 担当する生徒の実態に合った教材のため

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
学力的に検定教科書より、この一般図書の使用が適切なため。視覚・聴覚があまり効か
ないため。

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 ひらがなの音を鳴らせてくれることで、児童の関心や意欲を高める内容になっている。

国語 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 ボタンを押すと音が鳴り、自然と言葉にふれることができる。

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 好きな歌を通して、日本語に触れることができる。
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国語 光村教育 501 語彙を広げる！書いて、話して、伝わることば１巻 語彙力、説明力を高めることができる。

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 漢字がわかりやすく出ているので、苦手な子にもわかりやすい。

国語 明治図書 528 １５分で国語力アップ！  小学校国語科面白ワーク６０ 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

国語 メイツ出版 520
小学生の漢字１００６字書き取りドリル  中学生に上がる前に完全
マスター

漢字パズルや反意語、熟語、ことわざなどの問題もある。繰り返し学習できる。

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。

書写
あかね書
房 A02 もじのえほん  かたかなアイウエオ カタカナに親しみやすい内容である。

書写 岩崎書店 E05 五味太郎のことばとかずの絵本  すうじの絵本 五味太郎の本をいつも見ていることから興味を持って学習できると考え選びました。

書写 偕成社 565 エリック・カールの絵本  パパ、お月さまとって！ 好きな絵本を視写するのが好きなので、書写用に使用するために選びました。

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 書写の学習に生かしていきたい

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、興味をもっておはようということばを文字にする。

書写 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 ストーリー展開の中で楽しみながら、いろいろな筆記用語を使って書くことができる。

書写 学研 559 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぐるぐるかくほん
児童が鉛筆やクレヨンを使って描くことが好きなので、意欲的に学習への取り組みが期待
できる。

書写 学研 610 名作よんでよんで  おやすみ前のお話３６６話４冊入り
読むことが好きな児童が楽しく読み、そのお話の一部を丁寧に視写する学習に適してい
ると思うため。

書写 学研 665 学研ことばえじてん 言葉の使い方が理解できていないのでイラストで分かりやすいから

書写 学研 707 ４年生までに身につけたい言葉力１１００ 言葉を理解し抵抗なく文字を書いてほしいから

書写 学研 G07 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん 筆圧を上げ、書字の指導につなげたい。

書写 学研 G09 あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん 筆圧が弱い児童のために、指先の力をつけることで、書字力の向上につなげる。

書写 金の星社 689 ＮＨＫノージーのひらめき工房  ノージーのひまつぶしブック 書くことに慣れる

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 運筆練習の他、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。
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書写 くもん出版 515 書きかたカードカタカナ
何度も繰り返して書いては消せるホワイトボード式のカードで、筆順も色分けされている
ので書きやすいから。

書写 くもん出版 516 書きかたカード漢字
何度も繰り返して書いては消せるホワイトボード式のカードで、筆順も色分けされている
ので書きやすいから。

書写 くもん出版 522 カタカナカード カタカナについて視覚的に理解する

書写 くもん出版 523 ぶんカード１集 文章をかく際の手掛かりにする

書写 くもん出版 525 ゆびなぞりカードひらがな 文字の形を指でなぞり、指先に刺激を与えて感覚と視覚を通して文字を学ぶため

書写 くもん出版 689 ひらがなのおけいこえほん
書いたり消したりして何度もひらがなの練習ができる。簡単な文字から練習が始められる
ようになっている。

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 書くこと自体に困難があるため運筆などが付いたドリルを使って学習していく。

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、ペンを使った運筆練習ができる。

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 バランスのとれた字を書くため

書写 三省堂 506 三省堂こどもことば絵じてん増補新装版
言葉を増やすことが課題の児童のために多くの言葉を収容している本書が適しており、
書字の練習にもかつようできるため

書写 小学館 798 妖怪ウォッチひらがなカタカナかきかたブック  あいうえお キャラクターを楽しみながら文字を学習する

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！ 楽しみながら書く経験ができ、ペンを持つことに慣れることができる。

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。

書写
成美堂出
版 583 音のでる絵本  ひらがなかけたよ！ 歌に合わせて書けるため、書く意欲につながる。

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

漢字がわかりやすく出ているので、楽しく漢字を学べる。

書写 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 ペンを使いことばをなぞることで、書く意欲につながる。

書写 戸田デザイ 003 あいうえおえほん ひらがなの書き順が、見やすく丁寧に書いてあり、分かりやすい。

書写 戸田デザイ 501 カタカナえほん 書写の学習に生かしていきたい
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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）

ひらがなの筆順や形などがよくわかる為

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 音楽に合わせて書くことで楽しく書写ができるため。

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。

書写 ひさかた C04 スキンシップ絵本  かたかなアイウエオ 児童が関心のあるイラストをみながら、カタカナを学習す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 字形を整えるのに有効である。

書写 ブロンズ新 556 らくがき絵本五味太郎５０％ 落書きをしながら読み進めていく構成になっており、楽しみながら字を書くことができる。

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声を出し、ひらがなや発語への興味関心意欲を高める。

書写 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 カードを手で持ったり、触れたりしながら、文字に興味関心を持つことができる。

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
自由に描いたり塗ったりしてページを完成させる構成になっており、文字を書く基礎を学
ぶことができる。

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 自由に落書きしながら、楽しく書くことになれることができる。

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 音と文字をマッチングさせることにより楽しくひらがなの形をおぼえていくことができる。

書写 ポプラ 600 まるまるまるのほん 絵本にある丸をゆびでなぞったり、線をなぞったりして書くことにつなげる。

書写 ポプラ 675 こえでおぼえるトーマスあいうえお 音を通して、言葉や文字に関心を持つことができる。

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 付属の人形を触ることで音が鳴るなど、手指の感覚を高めることができる。

書写 ポプラ 700 すいぞくかんぴったりカード 絵合わせを楽しみながら文字に親しむ

書写 ポプラ 723 ポプラ社の知育ドリルぜんぶできちゃうシリーズ  せんをかこう１ 文字を書くステップとして

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 楽しみながらペンを持って書く経験ができる。

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 ５０音や文字の読み書きに関心をもたせるため。

書写 リーブル 001 あっちゃんあがつくたべものあいうえお 言葉遊びを通して楽しく学ぶことができると思い選びました。
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書写 えほんの杜 501 あいうえおゴリラ ゴリラのキャラクターと楽しみながら、「あいうえお」の文字を学ぶことができる。

書写 幻冬舎 502 武田双雲水で書けるはじめてのお習字かん字
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いて、一文字ずつ大きく書かれて
いて使いやすい。

書写 幻冬舎 512 武田双雲水で書けるはじめてのお習字
まずは筆になれることから始めていく。何度でも書けて、服も汚れないので、気軽に取り
組みやすい。

書写 こばと 初級編ステップアップ　ことば・もじ
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
せることができるから

書写 こばと 初級編ステップアップ　こくごⅡ
カラーでわかりやすく描かれていて、カタカナの読みと書字の学習に興味をもって取り組
めると考える。

書写 こばと 上級編レベルアップ　漢字 書き順を意識させ、文字の習得をさせたい。

書写 こばと 上級編レベルアップ　せいかつ
生活に関する事柄が、見やすい絵で描かれていて、児童が興味をもちやすい。また、児
童の学習課題に適しているから。

書写 交通新聞 510 おいしいあいうえお ひらがなに楽しみながら親しむ

書写 パイインタ 506 はじめてのあいうえおえほん ひらがながわかりやすく載っていて、文字を書く学習につなげることができる。

書写 三起商行 525 ミキハウスたのしい音あそびえほん  ゆかいなどうぶつえん 音を出して遊びながら、文字を学ぶことができる。

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 書くことに親しむ態度を育てることができる。

書写 リヴォル 501 もじのかたちをとらえるための  ひらがなれんしゅうちょう改訂版 形を意識して練習できる構成になっていて、文字を連想させるイラストが載っている。

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、興味を持って数の学習に取り組むことができる。

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 形の学習に使いたい

算数（数学） 岩崎書店 E04 五味太郎のことばとかずの絵本  かずの絵本
五味太郎の独特の絵が気に入っているため数字にも興味を持って学習できると考え選び
ました。

算数（数学） 岩崎書店 E05 五味太郎のことばとかずの絵本  すうじの絵本 日常生活で目にする数字に親しむ

算数（数学） 偕成社 504 五味太郎ゲーム・ブック（１）  さがしてみようみつけてみよう
ゲーム形式でものを見分けたり分類したりする作業を通して、図形等に関する力を身につ
けさせる。

算数（数学） 偕成社 573
エリック・カールの絵本（音の出る絵本）  １０このちいさなおもちゃ
のあひる

音が出ることで内容に興味が持ちやすく、比較的容易に10までの数を数える練習ができ
るため。

算数（数学） 偕成社 647 算数たんけん（４）  くりあがりくりさがり２けたのたしざんひきざん 児童の理解に応じて、計算練習を進めていきたいため。
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算数（数学） 偕成社 649 算数たんけん（８）  大きな数のかけ算 九九を覚えた次のステップとして適している

算数（数学） 偕成社 650 算数たんけん（９）  大きな数でわるわり算 3年生程度の計算学習に取り組ませたい

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

担当する生徒の実態に合った教材のため

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

10までの数のたし算、ひき算を定着させるため、本書を使用して絵を描く作業などを取り
入れた個に応じた学習を進めたい。

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 和や図形に親しむ

算数（数学） 偕成社 L01 日本の絵本  １００かいだてのいえ 各階ごとにストーリーがあり、楽しみながら数を数えていくことができる。

算数（数学） 学研 525 中学数学の解き方をひとつひとつわかりやすく。
中学で学習する基礎的な内容を、ポイントを押さえて、また自主的に学習できるテキスト
を活用することで、理解しやすくするため。

算数（数学） 学研 555 毎日のドリル  小学３年の数・りょう・図形 児童の理解に応じて、数量等の学習を進めていきたいため。

算数（数学） 学研 708 宮本算数教室の教材  賢くなるパズル入門編 解けた時の達成感が学習の楽しさにつながるため。

算数（数学） 学研 709 さわって学べる算数図鑑 五感を使って算数の基礎基本を学ばせるため。

算数（数学） 金の星社 650 音のでるとけいえほん  いまなんじ？
時計の針を動かしボタンを押すと音声が出るため、楽しみながら時計に関心をもつことが
できる。

算数（数学） くもん出版 549 くもんのはじめてのえほん１  １・２・３ 数字の基本概念を学ぶ

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 数字がよめるが、まだ書けないので、書けるようになるために有効であると期待できる。

算数（数学） くもん出版 557 かず・けいさん２  やさしいすうじ 数字のなぞり書きを行い、数字に親しむことができる

算数（数学） くもん出版 558 かず・けいさん３  すうじおけいこ
数字に興味、関心が高く意欲的に学習に取り組んでいるが、数字と数量のマッチングが
難しい児童の学習支援として活用したいためこの図書を希望します。

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 児童の発達段階からみて、一般図書の方が適しているため

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
見通しを持って生活をするために必要な時計を,分刻みで読めるスキルを身に着けること
ができると期待できる

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 ２年生の算数学習が難しいので、１年生の学習に取り組むため。

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 ４年生の算数学習が難しいので、２年生の復習をして基礎を固めるため。
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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 ４、６年生の算数学習が難しいので、３年生の学習を復習して基礎を固めるため。。

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 児童の理解に応じて、数量等の学習を進めていきたいため。

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 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

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 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

算数（数学） くもん出版 621 小学ドリル算数  ３年生の文章題 計算力を身につけるため

算数（数学） くもん出版 622 小学ドリル算数  ４年生の文章題 計算力を身につけるため

算数（数学） くもん出版 623 小学ドリル算数  学力チェック算数３年生 ６年生の算数学習が難しいので、３年生の学習を復習をして基礎を固めるため。

算数（数学） くもん出版 624 小学ドリル算数  学力チェックテスト算数５年生 計算力を身につけるため

算数（数学） くもん出版 626 小学ドリル算数計算  １年生のひきざん 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 662 けいさん集中がくしゅう小学１年生 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

算数（数学） くもん出版 663 算数計算集中がくしゅう小学２年生 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

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 計算力を身につけるため

算数（数学） くもん出版 671 いっきに極める算数（５）  小学３～６年の図形と面積・体積
通常教科書では困難だが、数学への関心が引き出せるように、同一般図書を教科書とし
て採用したい。

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 イラストがわかりやすい

算数（数学） くもん出版 688 すうじのおけいこえほん 数字を書いたり基本概念を学習する

算数（数学） くもん出版 717 くろくまくんのかずあそび・すごろくえほん 楽しみながら、数の学習をさせたい。

算数（数学） くもん出版 725 写真図鑑カード  電車・地下鉄カード 興味のあるカードを用いて、物の数を数えることに関心を持つことができる。

算数（数学） くもん出版 736 小学ドリル算数  学力チェックテスト算数４年生 計算力を身につけるため

算数（数学） くもん出版 D02 とけいカード 大好きなカードを使って時計の学習ができる。

16 / 49 ページ



算数（数学） くもん出版 D03 かずカード 色彩がはっきりしていて見やすく、文字数も適量である。

算数（数学） くもん出版 E01 はとのクルックのとけいえほん 時計が読めないため、自分で読めるように、時計学習の教材を保護者が希望している。

算数（数学） 講談社 761 りんごはいくつ？
仕掛けのページをめくるたびに動物たちが登場し減っていくリンゴの数を数えながら楽しく
学習ができる。

算数（数学） 三省堂 A04 三省堂こどもかずの絵じてん
１ケタから２ケタの数や時計等、豊富な内容が掲載されており、イラストが多いので、楽し
みながら金銭、時計等の使い方に慣れることができる。

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

視覚的な教材を通して数の基礎基本を身に着けるため。

算数（数学） 小学館 570 ドラえもんの算数おもしろ攻略  たしざん・ひきざん（改訂新版）
通常教科書では困難だが、数学への関心が引き出せるように、同一般図書を教科書とし
て採用したい。

算数（数学） 小学館 573 ドラえもんの算数おもしろ攻略  図形がわかる（改訂新版） 児童が苦手な図形領域の学習を進めることができる。

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。

算数（数学） 小学館 694 トミカ・プラレールやさしいかずかたち
普段の生活で、トミカやプラレールを好んで遊ぶ児童が多くおり、学習に意欲が向きにくい児童も、簡
単な数学的学習に親しむを持ち、学習に取り組めるようにするため、この図書を希望します。

算数（数学） 小学館 718 トーマスいろ・かたち 好きなキャラクターと一緒に学習すると、効率があがるため

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 算数の基礎を繰り返し練習することができる。

算数（数学） 小学館 804 ｎｅｗドラえもん九九のうたＣＤブック 音声による支援で児童の可能性を広げるため。

算数（数学） 小学館 851 自然の中でかず・かたち遊び  かずの冒険地底編 いろいろなことに興味があるので、興味関心から数概念形成へとつなげていきたい。

算数（数学） 小学館 853 基礎学力向上プリント  徹底反復新計算さかのぼりプリント４年 家庭での自習に適している

算数（数学） 小学館 Z01 デコボコえほん  かずをかぞえよう！ 数字をデコボコの物を用いて分かりやすく教えてくれる。

算数（数学） ジュラ 001 プータンいまなんじ？
ストーリーにそって実際に時計の針を動かす構成になっており、時計に関心を持つことが
できるから。

算数（数学）
成美堂出
版 613 わくわくコンビニあそびレジスター 買い物経験が少ないので、授業の中でも実践に近い形で学習を進めたい。

算数（数学）
成美堂出
版 672 小学校６年分やさしくわかる算数図鑑 児童の得意、不得意な領域を選んで少しずつ学習すろことができる。

算数（数学）
世界文化
社 554 うたっておぼえる九九のえほん（ＣＤ付き） 音声による支援で九九の習得を図るため。
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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 立体的なてんとう虫とわかりやすい構成されており、初歩的な数量を学ぶことができる。

算数（数学）
大日本絵
画 617 めくりしかけえほん  はこのなかにはなんびきいるの？ 虫の数を数える楽しさを知る

算数（数学） 童心社 556 とことこえほん  まるまるころころ 図形に親しむ

算数（数学） 童心社 A01 かずのほん１  どっちがたくさん どっちが多い、少ないの学習に取り組もうとしている段階でしたので選ばせて頂きました。

算数（数学） 童心社 A03 かずのほん３  ０から１０までのたしざんひきざん 絵本の絵を数えながら、足し算や引き算の学習をすることができる

算数（数学） 戸田デザイ 002 １から１００までのえほん 日常生活における初歩的な数量の処理や計算をする力を身につけることができるから。

算数（数学） 戸田デザイ 005 にっぽんちず絵本
県名に興味があり、４月から日本地図を使って数と位置の表し方を学習している。色遣い
と境界線がはっきりしているので位置の把握や数得る際に分かりやすい。

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

足し算、引き算の理解を進めたい。位の意味を理解させたい。

算数（数学） 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 わり算の習得に生かしていきたい

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）

量の概念や比較、弁別など基本的な算数学習を身につけることができる。

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から５までの数の概念の形成に役立つことが期待されるため。

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）

１けたのたしざん、ひきざんの基本的な理解を深め、初歩的な計算の学習をすることがで
きる

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）

わかりやすい説明と練習問題、簡単なお金の計算、くり上がり、くり下がりのある計算の
仕組みの理解を深める内容構成になっている。

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）

３ケタの数の計算力をつけるため

算数（数学） 東洋館 003 くらしに役立つ数学 電卓などを使って学習し、より実生活で生かせる算数を学び自立につなげていく。

算数（数学） 永岡書店 628 木のえほん  のりものパズル パズルを通して、形をとらえたり違いを知ったりすることができる

算数（数学） 永岡書店 646 マグネットブック  さかなつり
学力的に検定教科書より、この一般図書の使用が適切なため。視覚・聴覚があまり効か
ないため。

算数（数学） 永岡書店 677 やさしくまなべるすうじドリル １１以降の数の概念を理解してほしい。

算数（数学） ナツメ社 524 算数なるほど大図鑑
通常教科書では困難だが、数学への関心が引き出せるように、同一般図書を教科書とし
て採用したい。
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算数（数学）
日本教育
研 A02 ひとりだちするための算数・数学

四則演算、時計等、一通り学習済みなので、それらを総合的に活用し、生活に生かせる
ようにするために適していると思われる。

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。

算数（数学） ひさかた C05 スキンシップ絵本  かずのえほん 動物のイラストとともに数の基礎学習をすることができる。

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。

算数（数学） 福音館 532 幼児絵本シリーズ  とけいのほん１
本図書が、児童の障害の状態および発達の段階や特性等から見て適切な内容であるの
で希望する。

算数（数学） 福音館 I01 安野光雅の絵本  はじめてであうすうがくの絵本１ 絵本で学習することで、興味や関心を持てるので選びました。

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、時刻を読み取る学習ができる。

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。

算数（数学） フレーベル 609 アンパンマンとはじめよう！  いろ・かず・かたちカード カードを手で持ったり、触れたりしながら、色数形に興味関心を持つことができる

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 個人にあった学習内容であるため。

算数（数学） フレーベル 730 おしえて！アンパンマンとけい 好きなキャラクターのイラストが載っていて、意欲的に数字に触れられるため

算数（数学） フレーベル 738 アンパンマンのおしゃべりとけい 音声が出ることで、より興味をもつことができるため

算数（数学） フレーベル 753 アンパンマンのワークだいすき！  アンパンマンのもじとかず アンパンマンという親しみやすいキャラクターが多数登場し、学習しやすい。

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

お買いものごっこを通して、お金の計算や買い物学習ができる。

算数（数学） 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 タンバリンをたたく数をかぞえたり数唱することにより算数の学習ができる。

算数（数学） ポプラ 591 プラレールサウンドデラックス 児童が関心のあるものを生かして数の学習をす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 野菜や果物に興味があり、カード遊びを通して様々な形に親しむことができる。

算数（数学） ポプラ 667
おととあそぼうシリーズ４１  新装版おとがでるどうぶつ・のりものず
かん

身近な動物や乗り物をかぞえるのに音が出ることで学習の助けになる。

算数（数学） ポプラ 724 音のでる知育絵本２５  脳科学からうまれたかおたっちえほん 発語がなく、文字の認識もないので、感覚遊びが主な学習となるから。
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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。

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 楽しく、わかりやす時計が読めるようにするため。

算数（数学） えほんの杜 502 いろいろばあ
三色の分かりやすい絵で色の特徴が分かりやすく、見分けたり分類したりする学習につ
なげることができる。

算数（数学） 金園社 513 えんぴつ時計のおべんきょう ゆっくり進む生徒にあっている。

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 ３年生の算数の基本的な問題がわかりやすく載っていて使いやすい。

算数（数学） 喜楽研 633 教科書がっちり算数プリント  基礎編１年
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か
ら。

算数（数学） こばと 初級編ステップアップ　マッチングⅠ
初歩的な数量の処理を学ばせたい。また、書字が困難な児童なのでシールのマッチング
が効果的であるから。

算数（数学） こばと 初級編ステップアップ　マッチングⅡ
色、形の仲間分け、同じ違う、関係あるものなどがマッチングで学習できるのでわかりや
すい。

算数（数学） こばと 初級編ステップアップ　さんすうⅠ
数と数字の対応から１０までの足し算、引き算の立式と計算までで構成されていて日常生
活における初歩的な数量の処理や計算を学べる。

算数（数学） こばと 上級編レベルアップ　しぜん
身近な自然に関する事柄が、見やすい絵で表されていて学習に取り組みやすい。また、
初歩的な仲間分けの概念を高めるなど児童の学習課題に適しているから。

算数（数学） こばと 初級編ステップアップ　かず・すうじ 一桁の数の数列や大小関係についての理解を進めたい。

算数（数学） こばと 上級編レベルアップ　お金と時計の文章題 お金や時計を使ったやりとりの理解を深めることができるように指導していくため

算数（数学） こばと 中級編ジャンプアップ　カレンダー・とけい・おかね 時計とお金の概念を基本から学べる。

算数（数学） こばと 中級編ジャンプアップ　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
社会に巣立っていくためにかかせない常識問題が多く含まれ、興味を持って取り組める
学習内容、知識で構成されている。

算数（数学） 交通新聞 516 １００までかぞえるでんしゃの１・２・３ 児童の発達段階からみて、一般図書の方が適しているため

算数（数学） 交通新聞 518 はらぺこあおむしエリック・カール  マグネットあそび 色や種類で分類すること、仲間分けを学習させたい。

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 本人の障害の適正にあった活動を企画するための一助とするため

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
数量の学習の基礎が学べるようスモールステップの内容になっていて、かつワーク式で
取り組みやすい。
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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 学年ごとに対応して、基礎学力をつけやすいので

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 計算の基礎から応用までを学習できる。

算数（数学）
清風堂書
店 558 改訂版初級算数習熟プリント小学４年生 計算の基礎から応用までを学習できる。

算数（数学）
清風堂書
店 561

単元別まるわかり！シリーズ  たし算ひき算習熟プリント小学校１
～４年生用

四則計算を効率的に身につけやすいと思われるので

算数（数学）
清風堂書
店 562

単元別まるわかり！シリーズ  わり算習熟プリント小学校３～５年
生用

児童の理解に応じて、わりざんの練習を進めていきたいため。

算数（数学）
清風堂書
店 566 改訂版初級算数習熟プリント小学５年生 計算の基礎から応用までを学習できる。

算数（数学）
清風堂書
店 568 改訂版初級算数習熟プリント小学２年生 計算の基礎から応用までを学習できる。

算数（数学）
清風堂書
店 569 改訂版初級算数習熟プリント小学６年生 学年ごとに対応して、基礎学力をつけやすいので

算数（数学）
清風堂書
店 575

単元別まるわかり！シリーズ  図形・作図習熟プリント＜小学校全
学年＞

図形の学習を重点的に学ばせたいので

算数（数学）
清風堂書
店 578 改訂版中級算数習熟プリント小学３年生 生徒のレベルにあっている。

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 生徒が無理なく進められる課題設定である。

算数（数学）
清風堂書
店 602 陰山ドリル初級算数小学２年生 繰り返し学習ができる。

算数（数学）
清風堂書
店 604 陰山ドリル初級算数小学４年生 生徒にあった学習ができる。

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） ３年生の算数の基本的な問題がわかりやすく載っていて使いやすい。

算数（数学）
玉川大学
出 503 かずをかぞえる 指や図、絵で数を学ぶことができる。

算数（数学） 西村書店 506 １２３かずのえほん 担当する生徒の実態に合った教材のため

算数（数学） 文溪堂 544
小学生からの知っておきたい「お金」のすべて１  お金ってなんだろ
う？

通常教科書では困難だが、お金の学習から関心を引き出せるように、同一般図書を教科
書として採用したい。

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

動物の鳴き声を聞きながら、動物を数えるなど数に親しむことができる

算数（数学） ベストセラ 503 おかねのきもち 算数の学習でおかねの学習をしていて、興味や関心が広がったらと思い選びました。
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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 実際に時計の針を動かしながら時刻を確認することで、時計の学習をすることができる。

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 関心のあるレジスターを使って、お買い物学習に取り組むことができる。

算数（数学） 明治図書 506 グレーゾーンの子どもに対応した  算数ワーク中級編１ 九九の定着から、さらにわり算の力をつけるため

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。

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。

生活 学研 730 ひらがなどうぶつえあわせかるた
動物の絵合わせゲームを行い、リズムのある文を読み聞かせることで、ひらがなへの理
解を高める。

生活 くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード
さまざまなたべものカードをつかって、身近な食べ物の名前を知ったり、買い物学習をした
りする。

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 野菜や果実の名前や特徴を覚える

生活 合同出版 B01 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 身の回りの基本的なマナーについて文字とイラストでわかりやすく説明されているから。

生活
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 手指の微細な動きを引き出す

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！

救急車やパトカーなど、生活に身近な乗り物の音や形を学ぶことができる。

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？ 動物の鳴き声をきっかけに、生き物や自然に興味を持つことができる。

生活 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

楽しい音ときれいな光が出て自分で操作を楽しみながら買い物の仕組みを知り買い物
ごっこを楽しめる。

生活 ポプラ 641 やさい・くだものぴったりカード 野菜や果物の名前を覚える

生活 ポプラ 735 音のでる知育絵本２３  ピカピカブッブー！のりもののろう！ 学力的にも、文字や言葉への興味関心がうすいためにも検定教科書使用が難しいため。

生活 主婦の友 518 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨぷれいぶっく いろいろな感触に触れる体験を学習する。

生活 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

学力的に検定教科書より、この一般図書の使用が適切なため。視覚・聴覚があまり効か
ないため。

社会
あかね書
房 573 記号のポケット図鑑１  人・動物・植物・自然・食べ物

生活の中で見かけるマークや標識の名前や役割を知り、生活に役立てながらルールやマ
ナーを学ぶ。

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

暮らしの中のいろいろな標識やシンボルマークなどに興味を持ち、世の中の仕組みの一
端を知ることができる。
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社会
あかね書
房 H02 かばくん・くらしのえほん２  かばくんのおかいもの 買い物を扱うことで、社会、算数を合同で学習していく。

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 ゲームを楽しむ中で、歴史に興味を持つきっかけになるから。

社会 岩崎書店 728
新版修学旅行で行ってみたい日本の世界遺産（２）  京都の世界遺
産

修学旅行事前学習等に活用できる。

社会 偕成社 620 さわる絵本  新装版ちびまるのぼうけん 絵本にさわってしたしみながらいろいろな冒険にふれることができる。

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
外出時のマナーが挿し絵や説明で分かりやすく解説されており、ひとりで出掛けるときの
マナーについて学ぶことができる。

社会 学研 509 めくってはっけんにほんちずえほん 担当する生徒の実態にあった教材のため

社会 学研 528 中学公民をひとつひとつわかりやすく。
図表やわかりやすい解説と書き込み式の練習問題にまとめてあり、公民分野の基礎学
習ができる。

社会 学研 545 やさしくまるごと中学社会
中学で学習する基礎的な内容を、ポイントを押さえて、また自主的に学習できるテキスト
を活用することで、　　理解しやすくするため。

社会 学研 589 ニューワイド学研の図鑑１５  増補改訂自動車・飛行機 社会的な事象にからめながら、興味関心を持ってひきつけることができるので

社会 学研 606 ほんとのおおきさ水族館 水族館という場所をきっかけに、様々な施設に興味関心をもつことができる。

社会 学研 643 社会科常識シリーズ  日本歴史人物要点かるた 楽しみながら、興味を持ってくれるきっかけとなるので

社会 学研 666 読んで見て楽しむ日本地図帳増補改訂版 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

社会 学研 667 読んで見て楽しむ世界地図帳増補改訂版 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

社会 学研 668 絵を見て学ぶ  わくわくする日本の地図 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

社会 学研 676 いっしょにあそぼ  ぬのひもえほんしましまぐるぐる 手先を使った活動を通していろいろな仕事に興味を持つ

社会 学研 691 小学パーフェクトコース  ？に答える！小学社会 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

社会 学研 710
陰山英男の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

歴史に興味がある生徒に適している

社会 学研 717 日本の鉄道大図鑑１１００ＤＶＤ２枚つき 生活に身近な鉄道の教材を通して公共交通機関に関する知識を深めることができる。

社会 学研 722 歌ってみるみる覚えるＣＤつき  都道府県 好きな音楽に合わせて楽しく都道府県について学習し、覚えることができる。
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社会 学研 727 ＮＥＷ日本列島ジグソー 担当する生徒の実態にあった教材のため

社会 学研 C03 はっけんずかん  のりもの改訂版 働く乗り物を通して、社会とのつながりを感じさせたい

社会 学研 J04 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑８  きせつ 日本の四季に合わせた行事がわかりやすく載っていて生活単元学習で活用したいため

社会 金の星社 533
ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん１  ルールをまもろう！こうつう
あんぜん

交通安全ルールをキャラクターを使用して分かりやすく示しており、交通ルールを学習し
やすいため。

社会 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

防災時の避難方法を知る

社会 金の星社 657 音のでる絵本  おとのでるのりものえほん
はっきりとした絵と車の音がするしかけにより、視覚が弱い児童も乗り物の学習をすること
ができる。

社会 金の星社 690 マグネットパズルにほんちず 遊びながら日本の地理に親しめる

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
歩行者として交通安全に関するマナーを学び、実際の生活場面で生かせるよう学習す
る。

社会 くもん出版 529 日本地図カード 担当する生徒の実態にあった教材のため

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 生活に身近なイラストが多数あり、日常生活の基本語が多く収録されている。

社会 くもん出版 583 まんが歴史年表大事典 歴史についてわかりやすく書いてある

社会 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
日常生活に身近なものの名前を通して、身の回りの物に目を向けながら社会性につなげ
たい。

社会 くもん出版 731 社会集中学習小学５年生 社会についてわかりやすく書いてある

社会 くもん出版 B06 生活図鑑カード  お店カード
店員が客と会話をしている様子などが描かれていて、日常生活で経験する社会の出来事
に興味や関心をもつことができる。

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、日常生活に必要な物の名前を覚えることができる。

社会 グランまま 001 ぼくとわたしのせいかつえほん 生活用品や食べ物を通して、住まいや暮らしにかかわる基本的な知識を身につけるため

社会 講談社 792 のりもの大集合１０００！ＤＶＤつき 発語がなく、文字の認識もないので、感覚遊びが主な学習となるから。

社会 講談社 808 ＤＸ版新幹線のたび  はやぶさ・のぞみ・さくらで日本横断 好きな電車に絡めて日本地図にふれてほしいから

社会 講談社 856 こどもせいかつ百科 日常生活で必要なマナーについて、カラーのイラストでわかりやすく描かれているから。
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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 社会生活におけるマナーを覚えてほしいから

社会 小峰書店 569
キャリア教育に役立つたくさんの仕事・たくさんの未来  ３まちの仕
事を調べよう

生徒の学力に見合った学習が見込めるため

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 本人の興味を満たしながら、学習活動に取り組めると期待できるため

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 日常生活にいかせるため

社会 合同出版 B01 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
生活に関する事柄が、見やすい絵で描かれていて、児童が興味をもちやすい。また、児
童の学習課題に適しているから。

社会 三省堂 508 こどももののなまえ絵じてん増補新装版 日常生活や社会生活の中で出てくる物の名前を覚えることができる。

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
四季の行事や身の回りの出来事や生活に興味をもちながら家族の役割や地域の様子を
学習できるため。

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。

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
基本的な生活技術を身につけるための手順がイラストや写真でわかりやすく示されてお
り、日常生活に必要な身辺処理などの学習につなげることができる。

社会 小学館 555 にっぽん探検大図鑑  ＮＩＰＰＯＮ－ＰＡＬ 日本各地のくらしやくらしに役立つ社会科の学習をすることができる。

社会 小学館 584 ２１世紀こども百科歴史館＜増補版＞ 視覚的に理解していく学習をしたいため

社会 小学館 586 ２１世紀こども地図館 日本や世界のことを視覚的に理解させたいため

社会 小学館 736 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶよのなかの図鑑
図鑑が大好きで良く見ていることから、世の中のことに興味を持って生活するための教材
として選びました。

社会 小学館 748 マグネットシールえほん  おみせやさん お店の様子を知る

社会 小学館 777 陰山メゾット徹底反復社会プリント  小学校３～６年 社会常識を身につけるため

社会 小学館 787 デコボコえほん  のりもの 手触りのいい素材を通して本の内容や乗り物の対して興味を持つことができる。

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
学年の社会科の学習を理解するのは難しい児童が、自分の興味に応じてページをめく
り、自国の様子について知ることができるため。

社会 小学館 861 ドラえもんの社会科おもしろ攻略  世界の国旗がわかる イラストがわかりやすい

社会 小学館 C01 ドラえもんちずかん１  にっぽんちず
子どもが大好きなドラえもんがナビゲーターなので読みたがるから。また地方ごとの特徴
がイラストで分かりやすく表されているから。
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社会 鈴木出版 A05 知育えほん  マークのずかん 身近な標識やマークに関心をもつことができる。

社会
成美堂出
版 573 ＤＶＤ付きはたらく自動車スーパー大百科 音声による支援で児童の可能性を広げるため。

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 マグネットを操作する活動を通して、都道府県の形や位置に興味をもたせる。

社会
成美堂出
版 634 日本一周！鉄道大百科 担当する生徒の実態にあった教材のため

社会
成美堂出
版 637 音と光のでる絵本  じどうしゃ 音を聞くことで乗り物を意識し、理解することにつながる。

社会
成美堂出
版 654 音と光のでる絵本  もりのレストラン お店の様子を知る

社会
世界文化
社 599 完全版こども歴史新聞 歴史についてわかりやすく書いてある

社会
世界文化
社 603 完全版こども歴史人物新聞 歴史についてわかりやすく書いてある

社会 チャイルド 537 チャイルドブックこども百科  くらしとぎょうじのせいかつ図鑑 挿絵や写真に興味をしめしたこともあり選びました。

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！

乗り物が好きな児童にとって、わくわくしながら学習できる。

社会 東京書店 510 わくわく音あそびえほん  おしゃべりスマホ 音の出る教材を使うことで、楽しく学習に取り組むことができるため

社会 戸田デザイ 005 にっぽんちず絵本 担当する生徒の実態にあった教材のため

社会 東洋館 001 くらしに役立つ社会
社会の学習内容を理解することが難しい児童が多くおり、身近なことから学習に少しでも
親しみを持てる手だてとして活用したいため、この図書を希望します。

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
品物の名前を覚えたり仲間わけをし、買い物をするときの言葉の練習ややり取りの学習
につなげる。

社会 永岡書店 541 木製知育パズル  たのしいにっぽんちず 児童が関心のあるパズルをしながら、地図を学習することができるため。

社会 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
大好きな車のDVDを通して働く車に興味をもち校外学習などの事前学習に意欲的に取り
組むことができる。

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
魚や肉がパーツごとにマグネットになっていて貼ったりはがしたりしながら楽しんで買い物
学習ができる。

社会 永岡書店 596 知育かるた  都道府県かるた 担当する生徒の実態に合った教材のため

社会 永岡書店 679 めざせ鉄道博士！日本全国鉄道路線地図 生徒の学力に見合った学習が見込めるため
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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 児童の興味関心等の実態に合っているため

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 社会についてわかりやすく書いてある

社会 ひかりのく 003 マナーやルールがどんどんわかる！  みぢかなマーク新装改訂版
親しみやすいキャラクターとともに街の中の身近なマークを探しにいく構成になっているた
め社会生活にはいろいろなきまりがあることを知ることができる。

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。

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 歴史に興味をもっているのでマンガだとより分かりやすいと思うから

社会 福音館 G10 福音館の科学シリーズ  ただいまお仕事中
日常生活で経験する社会の出来事に興味や関心をもち、生産、消費等の経済活動に関
する初歩的な事柄を理解するため。

社会 福音館 M06 みぢかなかがくシリーズ  町たんけん 自分と社会との関わりに気付くことができるから。

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。

社会 ブロンズ新 564 あつまれ！全日本ごとうちグルメさん 興味のある食という分野から学習を広げていくため

社会 ブロンズ新 C01 しごとば 児童の興味関心等の実態に合っているため

社会
文化出版
局 526 これしってるよ  みぢかなもの わかりやすい絵とともに、みぢかなものを知る学習に使うことができる

社会 福村出版 A05 シリーズ生活を学ぶ５  遠くへ行きたいな
道の歩き方やバスや電車の利用の仕方などいろいろな社会の様子がわかりやすく書い
てあることから、興味関心が広がると思い選びました。

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。

社会 フレーベル 681 にぎやかアンパンマンまちのおと 町にある建物や音に興味をもつ

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 515 ちず＋ずかん＝ちずかん  地図で学ぶ日本の歴史人物 歴史上の人物に興味を持たせる

社会 平凡社 B02 新版はじめましてにほんちず 担当する生徒の実態にあった教材のため

社会 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？
ボタンを押し動物の鳴き声を聞くことをきっかけに、社会のいろいろな場所を知ることがで
きる。

社会 ポプラ 585 のびのび総合知育絵本１５  新装版わらべきみかのことばえほん 日常生活と単語を関連させて学ぶことができる
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社会 ポプラ 591 プラレールサウンドデラックス
駅のアナウンスや電車の音が流れることで、興味をもって鉄道や電車についての学習が
できる。

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 ふわふわした手触りで心地よい感触を体験でき、様々な乗り物を知ることができる。

社会 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 身の回りの生活について学んでいきたい。

社会 旺文社 550 キソからわかる特別授業  とってもやさしい中学公民新装版 社会についてわかりやすく書いてある

社会 旺文社 554 学校では教えてくれない大切なこと（１）  整理整頓 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

社会 旺文社 555
学校では教えてくれない大切なこと（２）  友だち関係（自分と仲良
く）

生徒の学力に見合った学習が見込めるため

社会 かもがわ 506
あたまと心で考えようＳＳＴワークシート  自己認知・コミュニケー
ションスキル編

マナーやルールだけでなく人を理解し自分で伝える力をつけてほしいから

社会 こばと 上級編レベルアップ　せいかつ 社会的な事象に関する学習に向け、身近な生活に関わる内容の理解を進めるため。

社会 主婦と生活 521 日本歴史カード カードゲームで歴史に触れられるから

社会 草思社 509 考える力がつく  子ども地図帳＜世界＞ 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

社会 草思社 513 考える力がつく子ども地図帳＜日本＞ 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

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 ＳＳＴの学習に有効と思われるため

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

身の回りのものができるまでの過程が興味深く学べる。

社会 帝国書院 502 最新基本地図世界・日本２０１６ 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

社会 文溪堂 544
小学生からの知っておきたい「お金」のすべて１  お金ってなんだろ
う？

生徒の学力に見合った学習が見込めるため

社会 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 音や仕掛けで自分の暮らしに興味をもつことができる。

社会 三起商行 570 ミキハウス音のでるおしごとえほん  くるま 音を楽しみながら、身近なものに対する関心を持つことができる。

社会 三起商行 587 ポカポカフレンズ音のでるパズル絵本  のりものプップー パズルを通して、身近な乗り物について知ることができる。

社会 三起商行 592 ミキハウス音のでるおしごとえほん  キッチン 調理用具や食材の名前を通して、暮らしに興味を持つことができる。
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社会 三起商行 595 てざわりえほん  うみへいこう 海に関連した乗り物などを学び社会に興味を持つことができる。

社会 三起商行 598 ミキハウスの絵本  パズルえほんにほんちず 担当する生徒の実態にあった教材のため

地図 学研 509 めくってはっけんにほんちずえほん めくることで、興味関心をひき、地図を楽しく学ぶことができる。

地図 学研 563 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
『日本はどんな形？」等の基本的な特徴を「形と位置」という地図の特徴を生かして楽しく
分かりやすく紹介している本だから。

地図 学研 717 日本の鉄道大図鑑１１００ＤＶＤ２枚つき
興味のある鉄道の名前を読んだりDVDを見たりしながら、都道府県の名前にふれること
ができる。

地図 学研 727 ＮＥＷ日本列島ジグソー パズルの操作を通して楽しく日本列島について知ることができる。

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 身近な食べ物に興味を持たせ、意欲的に地図に触れることができる。

地図 金の星社 690 マグネットパズルにほんちず パズルを通して、触覚や視覚から日本の土地の形を知ることができる。

地図 講談社 808 ＤＸ版新幹線のたび  はやぶさ・のぞみ・さくらで日本横断 好きな電車を使って日本のいろんな所を学べるから

地図 小学館 C01 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をきっかけに、地図に興味をもち学習することができる。

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 マグネットでパズル感覚で楽しみながら日本地図を学習したい

地図
成美堂出
版 634 日本一周！鉄道大百科 電車とともに、地域に興味がもてるため。

地図
世界文化
社 559 はじめての日本地図絵本 CDつきで歌って覚えられそうである。

地図 戸田デザイ 005 にっぽんちず絵本 地図と共に名所や特産物のイラストが載っており、地図に親しみやすい。

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 生活や身の回りのごっこ遊びを通して取り組むことができる。

地図 ひかりのく 601 辞書びきえほん日本地図 イラストがわかりやすい

地図 ひかりのく 614 辞書びきえほん世界地図 イラストがわかりやすい

地図 平凡社 501 わくわく子ども地図絵本  ピーピをさがして 絵本を読み進めながら、いろいろな地域について知ることができる。

理科
あかね書
房 535 からだのえほん６  せなかをぴん

本図書が、児童の障害の状態および発達の段階や特性等から見て適切な内容であるの
で希望する。
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理科
あかね書
房 553 あかね・新えほんシリーズ３１  はる・なつ・あき・ふゆこれなあに イラストを使って、学習していくことで実生活につなげていきたい。

理科
あかね書
房

からだが元気になる本　②けんこうをつくる！４つのヒント
生活（理科・心と体）の学習で、自分の身体について学習します。中１・２年時には基礎を学びました。中３年時に発展的な学習につな
げたいと思い、こちらの本が学年の生徒の実態に合い、イラスト入りでわかりやすかったので、選ばせていただきました。

理科 偕成社 677 理科に役立つ本  生きものつかまえたらどうする？
通常教科書では困難だが、興味のある生きものの本から理科への関心が引き出せるよう
に、同一般図書を教科書として採用したい。

理科 偕成社 T01 エリック・カールの絵本  はらぺこあおむし あおむしが成長する様子に興味をもち、生き物の成長につなげることができるため。

理科 学研 502 はっけんずかん  うみ 図鑑を見て海の生き物を知ることができる

理科 学研 503 はっけんずかん  しょくぶつ 図鑑を見ていろいろな植物を知ることができる

理科 学研 505 はっけんずかん  たべもの いろいろな食べ物から植物に興味を持つ

理科 学研 507 はっけんずかんプチ  どうぶつえん 様々な生き物に興味を持つことができる

理科 学研 510 どんどんめくってはっけんからだのふしぎ
友だちのおなかにパンチしてしまったりする児童が、体の中には大事なものがいっぱいで
あると考えられると判断するため。

理科 学研 546 やさしくまるごと中学理科
中学で学習する基礎的な内容を、ポイントを押さえて、また自主的に学習できるテキスト
を活用することで、理解しやすくするため。

理科 学研 578 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑７  どうぶつ 絵と文字を一緒に見れる。楽しみながら学習ができる。

理科 学研 579 ニューワイド学研の図鑑１  増補改訂昆虫 楽しみながら、興味を持ってくれるきっかけとなるので

理科 学研 580 ニューワイド学研の図鑑２  増補改訂植物 楽しみながら、興味を持ってくれるきっかけとなるので

理科 学研 581 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 582 ニューワイド学研の図鑑４  増補改訂魚 楽しみながら、興味を持ってくれるきっかけとなるので

理科 学研 583 ニューワイド学研の図鑑５  花 楽しみながら、興味を持ってくれるきっかけとなるので

理科 学研 584 ニューワイド学研の図鑑６  増補改訂鳥 楽しみながら、興味を持ってくれるきっかけとなるので

理科 学研 586 ニューワイド学研の図鑑８  増補改訂恐竜 楽しみながら、興味を持ってくれるきっかけとなるので

理科 学研 594 学研の図鑑ＬＩＶＥ１  昆虫
児童に迫力あるイラストや写真で資料を見せることができるほか、タブレットＰＣ等で映像
も見れるので、興味をさらに深められると考えられるため。
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理科 学研 597 学研の図鑑ＬＩＶＥ９  人体 理科の授業で体のしくみについて学習するため

理科 学研 603 動物バトル図鑑ＤＶＤつき
通常教科書では困難だが、興味のある動物の本から理科への関心が引き出せるように、
同一般図書を教科書として採用したい。

理科 学研 605 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。

理科 学研 629 ふしぎこどもずかん科学 自然科学に関する情報を写真や図などを通して学べるようにしたい。

理科 学研 J04 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑８  きせつ 担当する生徒の実態にあった教材のため

理科 学研 N01 ほんとのおおきさ動物園 興味のある動物を、より幅広くより深く学習することができる。

理科 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？ からだのしくみを知る

理科 くもん出版 514 生活図鑑カード  くだものやさいカード（２集） 絵カードで学習をすると、喜んで取り組む。

理科 くもん出版 546 自然図鑑カード  花と木カード 植物に興味を持たせ、名前や大まかなイメージを持たせたい。

理科 くもん出版 659 理科集中学習  小学３年生 効率よく理科の学習ができる

理科 くもん出版 660 理科集中学習  小学４年生 効率よく理科の学習ができる

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。

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。

理科 講談社 001 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！
映像教材を通して、より多くの実験を知ることにより、自然の事物や現象に関心を高める
ことができる。

理科 講談社 789 講談社の動く図鑑ワンダーＭＯＶＥ  大自然のふしぎ 児童の興味・関心の高い題材を扱って科学的な関心を高めるため。

理科 小峰書店 514 たのしい野菜づくり育てて食べよう１０  すぐできるかんたん野菜 畑作業を行っているが、野菜が育つ様子や育てた野菜を食す学習をするため。

理科 小峰書店 B01 りかのこうさく１ねんせい 工作に興味をもち自然のものを使っている物が多いから

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 障害の状況に合わせながら、社会生活に必要な事柄を学ぶことができるため

理科 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 担当する生徒の実態に合った教材のため
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理科 三省堂 506 三省堂こどもことば絵じてん増補新装版 言葉と経験が結びつきやすいように子供に身近なイラストが出ていてわかりやすい。

理科 三省堂 537 こどもきせつのぎょうじ絵じてん増補新装版
四季だけでなく日ごと植物や行事や言い伝えなどがカラーのイラスト付きで表されていて
分かりやすいから。

理科 小学館 516 小学館の図鑑ＮＥＯ  大むかしの生物
通常教科書では困難だが、興味のある古代生物の図鑑から理科への関心を引き出せる
ように、同一般図書を教科書として採用したい。

理科 小学館 520 小学館の図鑑ＮＥＯ  科学の実験 児童が興味をもっている理科についての知識を得ることができる。

理科 小学館 530 小学館の図鑑ＮＥＯぷらす  もっとくらべる図鑑 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

理科 小学館 541 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶくふうの図鑑 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

理科 小学館 554 いきもの探検大図鑑  ＮＡＴＵＲＥ－ＰＡＬ 理科の学習に興味をもてるいきものについて詳しくしることができる。

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 楽しく実験ができる

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 楽しく実験ができる

理科 小学館 577
ドラえもんの理科おもしろ攻略  生物（植物・昆虫・動物）がよくわか
る

いろいろなことに興味があるので、興味関心から知識定着へとつなげていきたい。

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

昆虫等の生き物の飼育に興味を持つ児童がいるので、理科の学習に対しさらに関心を持
たせるためにこの図書を希望します。

理科 小学館 643
きっずジャポニカ・セレクション  １０才までに知りたい！なぜ？どう
して？科学のふしぎ

生徒の学力に見合った学習が見込めるため

理科 小学館 648
きっずジャポニカ・セレクション  １２才までにやってみよう発見いっ
ぱい理科実験

生徒の学力に見合った学習が見込めるため

理科 小学館 677 いただきまーす！シリーズ  おにぎりくん ものの変化の様子を楽しむ

理科 小学館 724 ピタゴラ装置ＤＶＤブック１
通常教科書では困難だが、理科への関心が引き出せるように、同一般図書を教科書とし
て採用したい。

理科 小学館 735 小学館の図鑑ＮＥＯ  動物ＤＶＤつき 音声による支援で児童の可能性を広げるため。

理科 小学館 736 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶよのなかの図鑑 日常生活に関係の深い事物についての知識を深めたいから

理科 小学館 746 ピタゴラ装置ＤＶＤブック２ 様々な装置が登場し、楽しく視聴することができ、装置に対して興味を持つことができる。

理科 小学館 813 デコボコえほん  どうぶつ さわりながら動物のことを学習することができる
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理科 小学館 821 小学館の図鑑ＮＥＯ  魚ＤＶＤつき 児童の好きな魚がたくさんのっているので、興味をもち、集中して取り組むことができる。

理科 小学館 837 小学館の図鑑ＮＥＯぷらす  くらべる図鑑新版
身のまわりのものについて、大きさの違い等を意識することで、観察の視点や力を養うた
め。

理科 小学館 850 こども大百科キッズペディアスペシャル  世界の生き物大図解 調べ学習に使える。

理科
女子栄養
大 001 新・こどもクッキング

学校でも料理クラブに入り毎回楽しみにしていることや、食べることにも興味があることか
ら選びました。

理科
成美堂出
版 642 中学生理科の自由研究パーフェクト 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

理科
成美堂出
版 659 動く！遊べる！  小学生のおもしろ工作 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

理科
世界文化
社 508 写真でわかるなぜなに４  しょくぶつ

写真や絵で植物の育て方や成長過程が示されており、栽培時に植物の成長の見通しを
持たせるなど自然や生き物への興味や関心を深めることができる。

理科
世界文化
社 A01 写真でわかるなぜなに１  どうぶつ 写真を見ることで、身近な動物についてより詳しく知ることができる。

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い。操作ボタンが押しやすく、学習意欲につながる。

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 動物の特徴や鳴き声を覚える

理科
大日本絵
画 716 科学しかけえほんシリーズ  海洋探検 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

理科 童心社 542 おかあさんとみる性の本  わたしのはなし 分かりやすい挿し絵をを見ながら思春期の体について学ぶことができる。

理科 東洋館 004 くらしに役立つ理科 生活に関連付けてあり、理解しやすそうだと思うから

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。

理科 永岡書店 667 なぜ？ど～して？科学の図鑑 視覚的に学習できる。

理科 ひかりのく 548 こどものずかんＭｉｏ１１  やさい・くだもの
身近な自然に関する事柄が、見やすい絵で表されていて学習に取り組みやすい。また、
初歩的な仲間分けの概念を高めるなど児童の学習課題に適しているから。

理科 ひかりのく C09 こどものずかんＭｉｏ９  ひとのからだ 視覚的な教材で身体に関して興味がもてるため

理科 ひかりのく C12 こどものずかんＭｉｏ１２  きせつとしぜん 身の回りの自然に興味を持たせ、理科学習につなげたい

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。
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理科 ひかりのく I01 改訂新版体験を広げるこどものずかん１  どうぶつえん
様々な動物がイラストで描かれている。身近な動物を学ぶことで、自然の事物・現象に関
心がもてる。

理科 ひかりのく I04 改訂新版体験を広げるこどものずかん４  はなとやさい・くだもの
身近な自然の事物・現象に興味や関心を深め、その特徴や変化の様子を知ることができ
るから。

理科 ひかりのく K09 新装版ＫＩＤＳ２１１２  たべものひゃっか 野菜や果実を知る

理科 福音館 G08 福音館の科学シリーズ  どうぶつえんガイド
日々の中で一番好きな物が動物なので、その動物をみて落ち着いいて座って学習できた
らと思い選びました。

理科 福音館 G09 福音館の科学シリーズ  あそびのレシピ 担当する生徒の実態にあった教材のため

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 担当する生徒の実態に合った教材のため

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
科学的な遊びで楽しく理科の学習ができるから。機械や器具の扱いなどの初歩的な知識
についても身に付けさせたいと考えるため。

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
学年配当の教科書をつかっての学習は難しいが、、科学に興味をもっている児童に適し
た自然遊びが紹介されているため。

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
理科的な内容の中でも、健康で安全な生活や衛生面での身辺自立についての学習につ
なげるため。

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、遊びなどが写真で紹介され、身近な自然や生き物
への興味・関心を高めたり、体験的な学習につなげることはできる。

理科 ポプラ 519 クーとマーのおぼえるえほん３  ぼくのからだここなあに 自分のからだに興味をもつ

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？ ボタン操作で音が鳴り、様々な動物の鳴き声を知ることができるため。

理科 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

お買い物ごっこをすることを通して、学習に関心がもてたり、言葉でのやりとりが身につく
ことをねらっているため

理科 ポプラ 620
育てよう！食べよう！野菜づくりの本４  実を食べる野菜トマト・な
す・ゴーヤ

現在取り組んでいる学習を関係し、本人が興味も持っているため

理科 ポプラ 641 やさい・くだものぴったりカード 絵カードを使用して身近な野菜やくだものの名前を覚えることができるため。

理科 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 シールを貼ったりはがしたりする活動を通して、想像力を広げ、楽しみながら学習できる。

理科 朝日出版 502 旭山動物園写真集  泳ぐペンギンとアザラシＤＶＤ付き 表情の豊かな動物の写真の他にＤＶＤも付いていてリアルに動物に触れることができる。

理科 いかだ社 501 遊ブックス  科学で遊ぼおもしろ実験ランド 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

理科 喜楽研 609 コピーしてすぐ使える（改訂版）  まるごと宿題４年（１） 生徒の学力に見合った学習が見込めるため
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理科
技術評論
社 505 基礎からしっかりわかるカンペキ！小学理科 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

理科 こばと 上級編レベルアップ　しぜん
動物の名前、食べ物、鳥、虫など、自然にかかわる物の名前を覚える工夫がたくさんある
ので、楽しんで取り組めると考える。

理科 こばと 上級編レベルアップ　せいかつ 対象児童の発達段階に合っているため

理科 主婦の友 518 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨぷれいぶっく カラフルな色と手触りから、動物の特徴を学ぶため

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！

本人の興味関心を満足させ、かつ、学級での学習活動に有効であるため

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 絵が大きくわかりやすいので授業で生徒が模倣などしやすい

理科
誠文堂新
光 506 新しい教養のための理科  基礎編 図表や写真があり、わかりやすい。

理科
誠文堂新
光

タカラガイ－生きている海の宝石　日本と世界のタカラガイ２０７種
（ﾈｲﾁｬｰｳｫｯﾁﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ）

児童の興味関心と非常に一致しており、自ら本を開いて調べ学習に取り組む意欲や、友
達に伝えてみたいという意欲につながると考えられる。

理科 東京書籍 511 旭山動物園ＡＲどうぶつ図鑑 担当する生徒の実態にあった教材のため

理科 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 担当する生徒の実態にあった教材のため

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
しかけを引っ張ると生き物の姿が現れ、鳴き声がする構成になっており楽しみながら生き
物の特徴を学習できるから。

理科 三起商行 586 てざわりえほん  サファリへいこう！ うさふさの毛やゴツゴツした質感などの感触刺激とともに動物を知ることができる。

理科 みくに出版 506 目で見る理科資料集小学校低学年用 写真や詳しい図が多く楽しみながら理科の学習に取り組める

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 小学校の理科の復習に適している

家庭
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、調理への関心や意欲がもてる。

家庭 偕成社 615
とびだす・ひろがる！えほんシリーズ  とびだす・ひろがる！たべも
のえほん

食べ物の形や名前を覚える

家庭 金の星社 530 げんきをつくる食育えほん２  じょうぶなからだをつくるたべもの イラストにて様々な食べ物を見て、学習していく。

家庭 金の星社 F01 ひとりでできるもん！１  たのしいたまご料理 食べ物に興味をもつ

家庭 金の星社 F04 ひとりでできるもん！４  うれしいごはん、パン、めん料理 写真が多く、分かりやすい内容なので、家庭での実生活につなげることができる。
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家庭 金の星社 F06 ひとりでできるもん！６  だいすきおやつ作り 調理のしかたを知る

家庭 こぐま社 B05 こぐまちゃんえほん第３集  しろくまちゃんのほっとけーき 絵本を通して、調理に関心を持つことができる。

家庭 合同出版 B01 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 身近な生活場面や、基本的な生活動作が親しみやすいイラストで描かれているから。

家庭 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 生活技術を身に着ける手順が写真やイラストで分かりやすく学べるから

家庭
女子栄養
大 001 新・こどもクッキング 本人の能力にあった活動を企画できると考えられるため

家庭
成美堂出
版 613 わくわくコンビニあそびレジスター 楽しく買い物学習をする

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
身近な生活、身の回りの自立、料理などについて絵で分かりやすく学習し、興味をもつこ
とができる。

家庭 ひさかた 544 おべんとうバス 大好きなおべんとうの絵本を通していろいろな食べ物に興味をもつことができる。

家庭 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 火を使ったり包丁を使ったりせずに調理できるレシピが該当児童に向いているため。

家庭 山と溪谷社 001 家庭科の教科書小学校低学年～高学年用
本図書が、児童の障害の状態および発達の段階や特性等から見て適切な内容であるの
で希望する。

家庭 群羊社 501 実物大そのまんま料理カード第１集  手軽な食事編改訂版 調理にかかわる作業に関心を深めたいから

家庭 ジアース 503 ひとりでできちゃった！クッキング 障害の状況に合わせながら、社会生活に必要な事柄を学ぶことができるため

技術・家庭 くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード
簡単な調理の方法や食べ物のイラストや写真が掲載されており、調理に対して関心を持
ち、食べ物についての基礎的な知識を身に着けられる。

技術・家庭 くもん出版 B06 生活図鑑カード  お店カード
身近な店の絵を手がかりとして、仕事の種類や身近な物の名称や使い方等がわかる構
成になっており、実生活の体験と結び付けて学ぶことができる。

技術・家庭 こぐま社 B05 こぐまちゃんえほん第３集  しろくまちゃんのほっとけーき
ホットケーキを作る面白さがシンプルに描かれており、調理や家庭生活について関心を持
つことができる。

技術・家庭 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 米とぎや缶の開け方などイラストで分かりやすいから

技術・家庭 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 基本的な生活技術の自立に向けマスターしたいから

技術・家庭 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。

技術・家庭 婦人之友 001 こどもがつくるたのしいお料理 簡単な料理をわかりやすく解説している
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技術・家庭
共同通信
社 501 ひとりでお弁当を作ろう 自立に向けた料理の学習に適している

技術・家庭 ジアース 503 ひとりでできちゃった！クッキング
料理の過程をすべて写真で紹介し、使用する道具や温度・時間をアイコンで示すなど、視
覚で理解がしやすく、自分で調理をする意欲を育てることができる。

技術・家庭 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 絵本の登場人物と楽しく話をしながら電話の使い方を学ぶことができる。

技術・家庭 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 生活に即した音と絵で家庭生活を学習することができる。

職業・家庭 学研 573 あそびのおうさまずかん７  たべもの増補改訂 担当する生徒の実態に合った教材のため

職業・家庭 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 調理実習で取り組めるようなメニューが多いため

職業・家庭 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

担当する生徒の実態に合うため

職業・家庭 金の星社 F01 ひとりでできるもん！１  たのしいたまご料理 担当する生徒の実態に合った教材のため

職業・家庭 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。

職業・家庭 金の星社 F06 ひとりでできるもん！６  だいすきおやつ作り 担当する生徒の実態に合った教材のため

職業・家庭 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！ 調理実習で取り組めるようなメニューが多いため

職業・家庭 小学館 748 マグネットシールえほん  おみせやさん 色々な食べ物を手に取りながらお店屋さんでの買い物のやり取りができるため。

職業・家庭 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 調理実習で取り組めるようなメニューが多いため

職業・家庭 永岡書店 579 ホットケーキミックスでおいしいお菓子 担当生徒の実態の合っているため

職業・家庭 ひかりのく K09 新装版ＫＩＤＳ２１１２  たべものひゃっか 様々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。

職業・家庭 ポプラ 591 プラレールサウンドデラックス 担当する生徒の実態に合った教材のため

職業・家庭 ポプラ 735 音のでる知育絵本２３  ピカピカブッブー！のりもののろう！ 担当する生徒の実態に合った教材のため

音楽
あかね書
房 E03 けんちゃんとあそぼう３  まねっこまねっこ 真似しながら音楽を楽しむ

音楽 学研 688 てあそびおうたえほん  てとてであそぼう！ひげじいさん 手遊びしながら歌を楽しむ
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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 リズムの遊びや簡単な合奏をすることを通して演奏の楽しさを知る

音楽 金の星社 673 ひとりでひけた！  たのしくレッスン！ピアノえほん 発語がなく、文字の認識もないので、感覚遊びが主な学習となるから。

音楽 金の星社 681 音のでる絵本  おとのでる♪てあそびうたえほん 担当する生徒が興味をもって授業に取り組めるため

音楽 教　芸 513 ＭＹＳＯＮＧ  クラス合唱用５訂版 音楽の分野で参考になる

音楽 くもん出版 684 ＣＤ付き童謡カード第１集
わかりやすい絵と大きな文字の歌詞カードがついているので見ながらCDに合わせて歌う
ことができる。

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 手話は好きな活動なので、既習以外にたくさんの曲を取り入れたい。

音楽
成美堂出
版 585 ＣＤ付すぐ覚えられるわらべうたあそび

発語はないのですが、CDで音楽を楽しむことが多いので音楽の授業に取り入れようと思
い選びました。

音楽
成美堂出
版 600 音のでる絵本  ひいてたのしい！いろんなピアノ

童謡からアニメの曲までたくさん入っていて、ピアノを含めた４つの音色のボタンがついて
いる。いろいろな曲と音色を楽しみながら弾くことができる。

音楽
成美堂出
版 623

ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん１  たのしいピアノのおけ
いこ

童謡などの曲の見やすい楽譜が多く収録されており、鍵盤楽器を弾きながら楽譜の読み
方を楽しく学ぶことができる。

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

歌や、打楽器に興味を持っているので、さらに楽しんで音楽に取り組める手だての一つと
して活用するためにこの図書を希望します。

音楽
成美堂出
版 B01 音と光のでる絵本  たのしいどうよう 音の出る仕掛けを自分で操作し、いろいろな音を鳴らして音楽に親しむため

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 四季のいろいろな童謡をききながら、ピアノに触れて音楽遊びができるため。

音楽 ドレミ楽譜 502 しってるきょくでどんどんひける  ピアノひけるよ！ジュニア３ 音楽の分野で参考になる

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、太鼓をたたくことができる。

音楽 東京書店 512 わくわく音あそびえほん  みんなのおうたえほん 音とともにたくさんの歌を覚えることができるため

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。

音楽 東京書店 521 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！
リズムに合わせて太鼓を叩くとLEDの花火が上がる仕掛け絵本になっているのでリズム
打ちなどの音楽活動につなげていくことができる。

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 鍵盤ハ－モニカの演奏が苦手なため、やさしい曲で演奏できる楽しさを味わうため。

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。
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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、いろいろな歌に親しむことができる。

音楽 永岡書店 514 ＤＶＤとイラストでよくわかる！手あそびうたブック 手遊び歌を覚えることで手がもっと動いてほしいから

音楽 永岡書店 583 トントンたいこリズムえほん バチを使って自分で太鼓の音を出すことで、楽しく音楽に触れることができる。

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 絵描き歌で童謡に親しむ

音楽 ひかりのく F01 改訂新版どうようえほん１ 好きな音や音楽を聴いて楽しんだり、体を動かす学習につなげることができる

音楽 ひかりのく F03 改訂新版どうようえほん３ 好きな歌や易しい旋律の一部分を楽しむ歌う学習につなげることができる

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

手指を操作しながら、いろいろな歌に親しむことができる。

音楽 フレーベル 708 アンパンマンピアノえほん さまざまな音を聴きながら音楽を楽しんで学習することができる。

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 木琴を叩くことを通して音楽の楽しみを知ることができる

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

手遊び歌の音楽を親しんで聞いたり歌ったりすることができる

音楽 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 好きな音や音楽を聴いて楽しむことができるため。

音楽 ポプラ 591 プラレールサウンドデラックス 色々な音への興味を広げる

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 ディズニーの曲に親しんで聞いたり、キャラクター絵本を見たりして楽しむことができる

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 鍵盤ハーモニカの演奏が難しいので、打楽器で楽しく演奏ができるようにするため。

音楽 ポプラ 661
おととあそぼうシリーズ３９  じぶんでひけたよ！メロディーピアノえ
ほん

鍵盤ハ－モニカの演奏が苦手なため、自分で演奏できる楽しさを味わうため。

音楽 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 うたやリズムを楽しむ

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 障害特性上の不器用さがあるので、本書でトレーニングをしたい。

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
親しみやすい曲に合わせて打楽器などを使ってリズム遊びや簡単な合奏をする学習につ
なげることができる。

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、いろいろな歌に親しむことができる。
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音楽 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 発語があまりないのですが、音声で聞き取って理解はできることから選びました。

音楽 音楽センタ 507 クラスでうたうこどものうたＣＤブック  ベスト１ 音声による支援で児童の可能性を広げるため。

音楽 音楽センタ 508 ＣＤブックはじめての手話ソング１てのひらにうたをのせて ＣＤに合わせて歌や手話を練習することができ、音楽に対する興味を深めやすいから。

音楽 音楽センタ 519 クラスでうたうこどもうたＣＤブック  ベスト４ 多くの楽曲に触れるため

音楽 音楽センタ 527 手話でうたうこどものうたベスト 音楽の分野で参考になる

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 本人の能力にあった活動を企画できると考えられるため

音楽 コスミック 501 たのしくうたおうどうようえほん 担当する生徒の実態に合うため

音楽 コスミック 503 ひかりのガイドつきピアノえほん 鍵盤が大きく操作がしやすいため、演奏意欲をもつことができる。

音楽 コスミック 507 いっぱいうたおう！どうようえほん 生徒が興味をもって音楽に親しめるため

音楽 コスミック 508 たのしい！カラオケピアノえほん
ピアノ音以外にも水琴、フルートなどの音が出せ興味を持ちやすい。様々な曲が収録され
ている。

音楽 デプロ 502 こどもの器楽合奏ポップス４
最近のホップス曲が好きなので、好きな曲の演奏を行いながら、たくさんの楽器に触れさ
せたい。

音楽 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 体を動かすのが好きなため、リズムを感じて表現することが最適であると考えた。

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 太鼓を叩いてリズム感を養うことができる

音楽 民音 501 クラシック名曲えほん 物語を聞きながらクラッシックに自然に親しんでほしいから

音楽 三起商行 505 オルゴール音のおうたえほん  いっしょにおやすみ 馴染みのある曲を親しみながら聞くことができる

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
親しみやすい楽曲が数多く収録されており、付属の太鼓をバチで叩いて鳴らすことで、楽
器に親しむことができる。

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 ピアノの鍵盤を押しながら音を出したり音楽に親しんだりできる

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 木琴のおとを通して、音楽のあたたかさや楽しさについて触れることができる。

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 歌を聴きながらマイクで歌うことによって歌詞を覚えることができる
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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

本人の適正にあった活動を企画できると考えられるため

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。

器楽合奏 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 生徒が器楽に楽しく興味を持てるため

器楽合奏 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
メロディを流すと、鍵盤の上のライトが光って、叩くところを教えてくれる。３種類に音色を
変えられる。

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 様々な素材や形に触れ、身近な素材の造形遊びへの意欲を高めることができる。

図工（美術）
あかね書
房 506 うたってあそぼう１  えかきうた（どうぶつ） 興味のある歌を歌いながら、絵を描くことで線描に関心をもつことができる。

図工（美術）
あかね書
房 594 トリックアート図鑑  ペーパークラフトふしぎの館 興味を持って意欲的に取り組めるから。

図工（美術）
あかね書
房 615 トリックアート図鑑３  作ってふしぎ！？トリックアート工作

通常教科書では困難だが、トリックアートの本から美術への関心が引き出せるように、同
一般図書を教科書として採用したい。

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

視覚的に自分の本づくりを行い、色や形の面白さを感じられるようにするため

図工（美術） 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

鮮やかな色の挿絵を見て色彩に興味を持つことができる。

図工（美術） 学研 560 あそびのおうさまＢＯＯＫ  うれシールたのシール シールを貼る、はがすことで、手指操作を学習することができる。

図工（美術） 学研 561 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 形のスタンプを使って、描くことができる

図工（美術） 学研 562 おうさまのたからばこ  ふしぎなクレヨン
角度によっていろいろな色が出るクレヨンが付属していて色を楽しみながら運筆を学べ
る。

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。

図工（美術） 学研 G08 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん
ページを切ったりちぎったりする活動を通して作品を完成させることができ、造形活動を楽
しむことができる。

図工（美術） 学研 G09 あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん 描いたり、作ったり、飾ったりすることに興味がもてるから。

図工（美術） 学研 N01 ほんとのおおきさ動物園 なかなか見に行くことができない動物を見ながら絵を描くことができる。

図工（美術） 学研 O01 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって
らくがきやぬりえを自由に楽しく塗ることで、描くことに興味をもってとりくめるような工夫が
されているため。
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図工（美術） 学研 O02 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって
動物や食べ物など児童が興味をもてる絵に、紙をちぎったりハサミで切ったりして楽しく手
指操作ができる。

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
このシリーズは手順が分かりやすいようで高学年になっても好んで読む子が多い。絵が
多く、説明も簡易で分かりやすいから。

図工（美術） 金の星社 667 音のでる絵本  おとのでるどうぶつえほん さまざまな動物の声を聞きどんな動物なのか想像して表現する学習ができる。

図工（美術） くもん出版 570 めいろ１  はじめてのめいろ１集 迷路を楽しみながら色塗りする

図工（美術） くもん出版 576 こうさく１  はじめてのはさみ はさみで切ることの楽しさを味わうことができる。

図工（美術） 好学社 504 レオ・レオニの絵本  じぶんだけのいろ お話を読みながら、自然に色を知ることができる。

図工（美術） 国土社 B09 たのしい図画工作９  うごくおもちゃ 表現力、鑑賞力を養いたいから

図工（美術） 小学館 756 デコボコえほん  あかあおきいろ
デコボコ飛び出していて、触って感じながら絵本を楽しみ造形活動への関心へとつなげ
る。

図工（美術）
世界文化
社 556 １日３分でおえかきじょうずになる本 生徒が興味をもって美術の授業に取り組めるため

図工（美術）
大日本絵
画 627 しかけえほん  スウィング！ ページをめくりながら、物の形に気づいたり興味を持ったりすることができる。

図工（美術） チャイルド 001 ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ 色彩豊かなイラストで興味を引き出す

図工（美術） 東京書店 001 やさしくおれるたのしいおりがみ 工作活動を楽しむことができる

図工（美術） 永岡書店 618 木のえほん  どうぶつパズル 木の感触を味わいながら、楽しく動物のパズルげできる。

図工（美術） 永岡書店 640 知育ドリル  やさしいおえかきブック３～６歳 手本をみながら絵を描く

図工（美術） ナツメ社 507 写して切るだけ！かんたん！  ミラクルかわいい女の子の切り紙 指先の巧緻性を高める訓練としてはさみを使せたいから

図工（美術） ナツメ社 508 写して切るだけ！かんたん！  ワクワクかっこいい男の子の切り紙 指先の巧緻性を高める訓練としてはさみを使せたいから

図工（美術） ＰＨＰ 629 かんたん！遊べる！ビックリ工作 自分で作る楽しさをスモールステップで味わわせたい。

図工（美術） ブロンズ新 501 らくがき絵本ＰＡＲＴ２五味太郎２５％ 想像して描くことは苦手な部分もあるので、本を基にして想像力を膨らませたい。

図工（美術） ブロンズ新 556 らくがき絵本五味太郎５０％
クレパスやマジック等を使って自由に描くことにより、表現する楽しさを感じたり、書く練習
につなげたりすることができる。
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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 興味のあるキャラクター絵本を通して楽しく造形をすることができる。

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 自由に描いたり、塗ったりして活動を楽しむことができる。

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 自由に書くことで、落書きやぬりえに興味をもってとりくむことができる。

図工（美術） ポプラ 645 いろいろいろのほん 造形遊びや表し方の楽しさに気づくことができる。

図工（美術） 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
マラカスを握ったり、ふったりする動作を繰り返すことで図工の作品づくりにつなげること
ができる。

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
学力的に検定教科書より、この一般図書の使用が適切なため。視覚・聴覚があまり効か
ないため。

図工（美術） ポプラ 715 つんでならべてちえキューブ 発語がなく、文字の認識もないので、感覚遊びが主な学習となるから。

図工（美術） ポプラ 738 リサイクル工作であそぼう手づくりおもちゃ２００  音をだす 音を出す教材を一緒に考えるために適していると考えるから。

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 音を出して、絵を描くことで意欲的に学習することができる。

図工（美術） 民衆社 522 リサイクル工作アイデアＢＯＯＫ 工作活動を楽しむことができる

図工（美術） 岩波書店 501 だれでもアーティスト 美術の分野で参考にするため

図工（美術） 河出新社 506 大人の塗り絵  京都の風景編 本人の興味を満たしながら、学習活動に取り組めると期待できるため

図工（美術） コスミック 511 たのしくこうさく！  きってはってぬってぶっく
工作が好きなので、かわいい絵柄で、いろいろ試せる本書は楽しく取り組むことができる
と期待できる。

図工（美術） コクヨ 502 かおノート
たくさんの種類のパーツの中から自分で選んで自由にシールを貼ることができ、楽しく顔
をデザインできる。

図工（美術） コクヨ 512 おえかきブックー子どもが描く思い出絵本ー 絵をかいたり、描いた絵を振り返ったりしながら、造形や鑑賞に関心を持つことができる。

図工（美術） コクヨ 518 コラージュアートブック コラージュパーツが豊富にあり、個性を生かした表現ができる。

図工（美術） 主婦の友 518 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨぷれいぶっく 色や形に親しむ

図工（美術） ジアース 503 ひとりでできちゃった！クッキング
通常教科書では困難だが、興味のあるクッキングの本から美術への関心が引き出せるよ
うに、同一般図書を教科書として採用したい。

図工（美術） 西村書店 505 直感こども美術館  見てごらん！名画だよ 視覚を養って、ものを作る、絵を描く気持ちを育てたい
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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 マーカーペンで何度も書いて、繰り返し学習することができる。

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 絵描き歌に合わせて、楽しみながら描画活動ができる。

図工（美術） ロンパーズ 501
ふわふわぬのブックシリーズ  Ｂａｂｙ’ｓＢｏｏｋはじめてのほん（おひ
さま）

いろいろな感触の布に触れることで興味を持って学ぶことができる。

図工（美術）
日点（一
般） 009 ふれる世界の名画集 美術の感性を磨くため

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

お医者さんとのやりとりがわかりやすく描かれているため健康や体力の向上の大切さを
まなべるため。

保健（体育） 岩崎書店 698 ドキドキちょうしんきセット 遊びながら、人の体の仕組みのついて学習できる。

保健（体育） 岩崎書店 700 めくってわかる！ひとのからだ 体の仕組みがわかりけがのない生活を学んでほしいから

保健（体育） 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－ 絵本を読み進めながら、体のいろいろな部分をしり、動かすことができる。

保健（体育） 学研 510 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。

保健（体育） 学研 725 ＤＶＤ＆完全ビジュアルすべての子どもが必ずできる  体育の基本 保健体育の分野で参考にするため

保健（体育） 学研 I01 あそびのおうさまずかん１  からだ増補改訂
体の各部位の名前や働きがデフォルメされたイラストで表されていて分かりやすく、クイズ
もあっておもしろいから。

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？ 人体のしくみを学びながら、食べる・排泄・運動などへの理解や関心につなげたい。

保健（体育） 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
基本的な生活習慣を身につける内容となっており、健康的な生活に役立てていくことがで
きる。

保健（体育）
成美堂出
版 625 ラクラク楽しい家事の基本大事典改訂版

家庭科学習の理解が難しいため、普段の生活と関連付けつつ、楽しんで学習に取り組む
手立てとして活用するためこの図書を希望します。

保健（体育）
成美堂出
版 644 ちょうしんきつきからだずかん 聴診器という具体物を使用することで、体のふしぎについて興味をもつことができる。

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 自分の発育や健康、安全に関する初歩的な事物に関心をもってほしいから

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 興味をもって授業に取り組めるため

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 歯を磨くことに関心をもち、意欲的に取り組むことができる。

保健（体育） 福音館 E16 かがくのとも絵本  みんなうんち 食べ物が体の中で変化していく様子を楽しむ
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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、体への関心をもつことができる。

保健（体育）
少年写真
新 509 ドキドキワクワク性教育（４）  男の子が大人になるとき 少しずつ変化していくからだに上手に向き合っていけるようにしたい。

保健（体育）
大日本図
書 505 図説新中学校体育実技 イラストや写真が見やすく、生徒の興味関心を引くから。

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？

絵本を通して、歯を磨くことの大切さを知る。

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
ボタンを押すと体の名称が音声で流れる構成になっており、目、頭、耳、鼻、口など自分
の体の名称を学ぶことができる。

道徳
あかね書
房 H01 かばくん・くらしのえほん１  かばくんのいちにち

親しみのある一日の生活が描かれており、家庭で安心して生活できる事の心地よさに気
づき、できる事に努力する姿勢や希望をもつ事ができる。

道徳 偕成社 508 ノンタンあそぼうよ（３）  あかんべノンタン ノンタンを通じて、友達とのかかわり方を学ぶことができる。

道徳 偕成社 511 ノンタンあそぼうよ（９）  ノンタンのたんじょうび ノンタンを通じて、人を喜ばせる心を育てることができる。

道徳 偕成社 512 ノンタンあそぼうよ（１０）  ノンタンボールまてまてまて ノンタンを通じて、自分の世界を広げていくことができる。

道徳 偕成社 513 ノンタンあそぼうよ（１２）  ノンタンこちょこちょこちょ ノンタンを通じて、友達との触れ合いをおぼえることができる。

道徳 偕成社 590 木村裕一・しかけ絵本（１２）  げんきにごあいさつ あいさつの言葉を知る

道徳 偕成社 D01 ノンタンあそぼうよ（１）  ノンタンぶらんこのせて 親しみやすいキャラクターと共に、ルールや順番に気付かせることができる。

道徳 偕成社 D08 ノンタンあそぼうよ（８）  ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう ノンタンを通じて、身だしなみを整えることを学ぶことができる。

道徳 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 あいさつのことばを覚える

道徳 偕成社 T01 エリック・カールの絵本  はらぺこあおむし
色鮮やかな絵であおむしが自然の中で成長していく様子が描かれていることから、自然
に興味をもち、大切にする気持ちを養うことができる。

道徳 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－
様々な動物の個性的な動きが描かれていることから違いを理解したり自分の良さに気づ
いたりして自分を大切に思う気持ちを養うことができる。

道徳 学研 694 たべものくらべっこえほん 食べ物を大切にする心を育む

道徳 金の星社 621 はじめての絵本たいむ  あいさつ あいさつの種類と仕方を覚える

道徳 金の星社 657 音のでる絵本  おとのでるのりものえほん 日常聞く音を通して、世の中の動きを知り人とのつながりや社会参画の精神を育む
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道徳 くもん出版 536 写真図鑑カード  はたらく自動車カード
働く色々な車があり、それぞれの役割を知ることで、感謝や文化の尊重、勤労の精神を育
む。

道徳 くもん出版 684 ＣＤ付き童謡カード第１集 発語がなく、文字の認識もないので、感覚遊びが主な学習となるから。

道徳 こぐま社 B01 こぐまちゃんえほん第１集  こぐまちゃんおはよう 日常生活に必要なあいさつについて学ぶため

道徳 こぐま社 G01 かおかおどんなかお
表情や感情理解を促すための様々な顔の表情がわかりやすくえがかれている。対人関
係の基礎や集団参加、身近な人への挨拶の習慣等を身に付けられる。

道徳 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 マナーについて知る

道徳 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 絵本を楽しみながら興味を持って成長の様子や気持ちの学習ができる。

道徳
成美堂出
版 535 ＣＤできく童謡つきよみきかせ絵本

いろいろなお話しに親しみながら思いやりや生命の尊さ、家族や友人の大切さについて
学ぶことができる。

道徳
成美堂出
版 613 わくわくコンビニあそびレジスター レジスターの模型を楽しく使い仕事に親しむことで、勤労の精神を学ぶ。

道徳
大日本絵
画 538 つまみひきしかけえほん  しあわせならてをたたこう しあわせに生きることのすばらしさを知る

道徳 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
画像を見ることでいままで挑戦してこなかったことについて興味をもち、できるようになる
ことを増やすきっかけにしたい

道徳 評論社 510 ずーっとずっとだいすきだよ 生き物を大切にすることを学ぶ

道徳 福音館 599 こどものとも絵本  そらまめくんのベッド
物語を通して、主人公や、友達の思いの変化に触れながら、他者を思いやる気持ちや寛
容な態度を養うことができる。

道徳 福音館 636 いやだいやだの絵本  いやだいやだ 自己表出や自己コントロールの仕方を学ぶ

道徳 福音館 H13 こどものとも絵本  ぞうくんのさんぽ
動物たちの散歩をめぐるやりとりを通して、友達を思いやる気持ちや、親切にする態度を
養うことができる。

道徳 ブロンズ新 558 おしくら・まんじゅう
昔遊び「おしくらまんじゅう」の言葉のリズムにのって話が展開されており、楽しみながら日
本の文化に触れ親しむことができる。

道徳 フレーベル 750 アンパンマンとできるかな？１  あいさつできるかな？ 対人関係において、学習を深めていくため

道徳 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

レジスターの模型を楽しく使い仕事に親しむことで、勤労の精神や家族愛を育む。

道徳 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 いろいろな動物のあいさつを楽しみながら、あいさつの表現に親しむことができるため。

道徳 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

童謡の歌を聞くことでいろいろな物語にふれることができる。
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道徳 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 音と時計の模型を使い、時間に触れ、節度、礼儀、公共の精神を育む。

道徳 高橋書店 514 こころのふしぎ  なぜ？どうして？
感情や命、友達との関わり方、ルールについての内容で構成されているため、集団活動
に参加したり、社会生活に必要な知識等を学ぶことができる。

道徳 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 楽しい仕掛けをと音とで、身の回りの仕事を知り、家族愛や家庭生活の充実を図る。

外国語
あかね書
房 602 あかね書房の学習えほん  えいご絵じてん１２３ 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

外国語
あかね書
房 I06 あかね書房の学習えほん  えいごえほんぞうさんのピクニック 発音をカタカナにしてあり理解しやすそう

外国語 学研 547 やさしくまるごと中学英語
中学で学習する基礎的な内容を、ポイントを押さえて、また自主的に学習できるテキスト
を活用することで、理解しやすくするため。

外国語 学研 650 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 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

外国語 学研 651 小学生の英語ドリル２  覚えておきたい英単語４８０改訂版 身近な英単語を学習させたいから

外国語 学研 654 絵でわかる小学生の英単語ＣＤつき 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

外国語 学研 662 レインボー英和・和英辞典改訂第３版 カラー版の辞書を身近に活用することで、英語の学習に親しみやすくするため。

外国語 学研 663 レインボー英会話辞典改訂第３版
イラスト表記により見やすくできており、わかりやすく
英会話の学習に用いることができる。

外国語 学研 715 ２週間でさきどり完成！  中学英語スタートＢＯＯＫ
日常生活で見聞きする英語をイラストとともに示されて、興味や関心を持つことができる。
また、書く練習がたくさんある。

外国語 金の星社 551 ＡＢＣのえほん
英語の基礎が定着していないため、ＡＢＣを定着させるために、同一般図書を教科書とし
て活用したい。

外国語 くもん出版 538 ＣＤ付き英語カードあいさつと話しことば編 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

外国語 くもん出版 539 ＣＤ付き英語カード家の中のもの編 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

外国語 くもん出版 540 ＣＤ付き英語カード町の中のもの編 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

外国語 くもん出版 541 ＣＤ付き英語カードたべもの編 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

外国語 くもん出版 542 ＣＤ付き英語カードたのしい会話編 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

外国語 くもん出版 543 ＣＤ付き英語カードおでかけの会話編 生徒の学力に見合った学習が見込めるため
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外国語 くもん出版 634 小学ドリル英語  アルファベットとローマ字
英語の基礎が定着していないため、ＡＢＣを定着させるために、同一般図書を教科書とし
て活用したい。

外国語 くもん出版 635 小学ドリル英語  たのしい英単語 基礎基本のドリルとして活用したい

外国語 くもん出版 636 小学ドリル英語  やさしい英語入門 基礎基本のドリルとして活用したい

外国語 くもん出版 739 ＣＤ付き英語カードどうぶつ編 興味を引き付けながら、楽しく取り組めると思われる

外国語 三省堂 516 英語のゲーム音であそぼう
英語の活動はゲームを取り入れたものは意欲的に取り組めるので、意欲的に活動できる
ようにするため。

外国語 三省堂 530 英語で読み聞かせせかいのおはなし（１）ＣＤ付 音声をテキストで楽しく学習できる

外国語 三省堂 536 キッズクラウン和英辞典 調べ学習に使える。

外国語 小学館 658 ポケモンえいごじてん 惹きやすく、楽しみながら活用できると思われる

外国語 小学館 659 ドラえもん英語図解辞典
通常教科書では困難だが、外国語への興味を持てるため自分で調べ学習の定着がはか
れるように、同一般図書を教科書として採用したい。

外国語 小学館 763 ドラえもん英語おもしろ攻略  ゼロから始める英語 惹きやすく、楽しみながら活用できると思われる

外国語 小学館 857 えいごおはなし絵本１  日本と世界のおはなし８話 興味を持って、取り組める導入としてふさわしいと思うので

外国語
成美堂出
版 005 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

外国語 ポプラ 530 おととあそぼうシリーズ２０  えいごのおうたえほん
通常教科書では困難だが、英語の歌から外国語への関心を引き出せるように、同一般図
書を教科書として採用したい。

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 生徒たちの興味関心のある食をテーマに学習を進められると期待できるため

外国語 民衆社 521 きいて，しゃべって，おぼえる英語ＣＤカードつき 聞きながら英語の学習を楽しめる

外国語 アルク 502
子ども英語ＢＯＯＫＳ  教室ですぐに役立つ「英語ワークシート＆ク
ラフト集」

英語に苦手意識を持っているので、楽しく学習を進めるため。

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 本人の興味関心を満足させ、かつ、学級での学習活動に有効であるため

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
学級で取り組んでいる調理活動などにより主体的に取り組む一助となると考えられるた
め

外国語 こばと 536 中学生のためのローマ字・英語 ローマ字の学習を通して、アルファベットに親しむようになるため。
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外国語 弘文社 501 小学生の英語シリーズ  小学生のよくわかる英語英語であそぼう 生徒の学力に見合った学習が見込めるため

外国語 増進堂 514 ヘボン式ローマ字練習ノート 英語の基礎の習得のため

外国語 創英社 502 ＮｅｗＡＢＣｏｆＥＮＧＬＩＳＨ  基本編 英語の基礎の学習に適している

外国語 東京書籍 506 Ｈｉ，ｆｒｉｅｎｄｓ！〈１〉 英語の基礎の習得のため

外国語 東京書籍 516 Ｈｉ，ｆｒｉｅｎｄｓ！１＆２英語絵ノート  コンプリートＢＯＸ 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！ 音楽で楽しく英語を学ぶため

外国語 文英堂 545 シグマベスト  これでわかる英語小学５年改訂版
通常教科書では困難だが、英語への関心が引き出せるように、同一般図書を教科書とし
て採用したい。

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 506 英語でたのしく  ＷＥＥＮＪＯＹＥＮＧＬＩＳＨ 英語には興味をもっているので簡単な会話をつながていきたい

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 これまでの学習をより生活の場に生かしていくかを具体的に学ぶことができるため

※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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