
令和３年度使用特別支援教育用教科用図書 選定理由書 

種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

国語Ａ 

くまたんのはじめて

シリーズ 

よめるよよめるよ 

あいうえお 

小峰書店 

 こぐまのくまたんを主人公にして、挿絵を見ながら、五十音の

読み方を学習するよう考慮されている。 

 単文に即した場面を見開きで構成し、挿絵を見ながら言葉の指

導ができるよう配慮されている。絵は明るい色彩で描かれてお

り、興味・関心を高めるよう工夫されている。 

国語Ａ 

ジョイフルえほん 

傑作集 

りんごがドスーン 

 

 

文研出版 

見開きに真っ赤なりんごが描かれており、動物が次々に現れ

て、りんごを食べていく内容が面白く興味を引くよう考慮されて

いる。お話の展開を通して、物を食べるときの「むしゃむしゃ」

「ぽりぽり」などの言葉を学習することができるよう配慮されて

いる。 

図柄が単純化されており、子どもが集中して見ることができる

よう工夫されている。 

国語Ａ 

あっちゃんあがつく 

たべものあいうえお 

 

 

リーブル 

 「あっちゃんあがつくあいすくりーむ」からはじまり、濁音、

半濁音も含めて「ん」までの 69 音全てが見開き２ページで登場

する。巻末には、歌いながら遊べるように楽譜も付いており、大

人と子どもが一緒に楽しみながら、いろいろな食べ物の名称を覚

えることができるようになっている。 

自分の名前を入れて替え歌を作るなど、平仮名や言葉の習得に

も興味を広げていくことができる。 

国語Ａ 

あかね書房の学習え

ほん 

あそぼうあそぼうあ

いうえお 

あかね書房 

 「あ」から「ん」までの平仮名の読み方、書き方を理解するこ

とができるよう考慮されている。50音順に「あいうえおのうた」

が書かれており、興味・関心をもって学習できるよう配慮されて

いる。 

各ページに平仮名一文字を取り上げ、文字に関連した動物など

の絵が大きく描かれており，親しみやすいよう工夫されている。 

国語Ａ 

ひらがなカード 

くもん出版 

平仮名の清音 46 文字の読み方を学習するカードである。１枚

１枚のカードの表面には、大きな平仮名１文字が示され、裏面に

は、身近な言葉と平仮名が含まれる事柄や物の絵が描かれてい

る。絵は多色刷りで、子どもに興味・関心をもたせながら平仮名

を読む学習ができるよう工夫されている。 

１枚１枚が切り離されたカード式になっているため、子どもに

とって扱いやすく、大人と子どもが向かい合って一緒に使えるな

どの利点があり、楽しく学べるようになっている。 

国語Ａ 

音のでる知育絵本４ 

こえでおぼえるあい

うえおのほん 

ポプラ社 

カラフルなイラストと声の出る IC ボードが一体となってお

り、「聞いて・読んで・書いて・覚える」の発展的な構成となっ

ている。 

上部が絵本、下部が IC ボードとなっており、絵本には身近な

動物・植物・道具等の名称が取り上げられている。ボードの文字

キーを押すとその文字が発音され、目と耳で確認できるようにな

っている。何度も書くことができる「ひらがな書き順ノート」が

付いており、耳で聞いて目で探して手で書くという発達の段階に

対応した本である。打ち込んだ文字を記録させることやしりとり

遊びの機能が付いており、楽しみながら平仮名に触れることがで

きる。 

 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

国語Ｂ 

五味太郎のことばと 

かずの絵本 

ことばのあいうえお 

 

岩崎書店 

 １ページに平仮名の五十音を一文字ずつ取り上げ、五十音が語

頭にくる単語とその挿絵で構成されている。 

 子どもの生き生きとした表情と姿態をユーモラスに表現した

絵を通して、文字と子どもの行動が結び付くよう配慮されてい

る。 

文字の大きさは、大きくて見やすく、子どもの学習意欲が高ま

るよう工夫されている。 

国語Ｂ 

しりとりしましょ！ 

たべものあいうえお 

リーブル 

 見開き２ページの中に食べ物が３～５つ程度、しりとりの順に

並んで登場する。 

濁音、半濁音も含めて「あ」から「ん」までの 69 音のページ

で構成されていて、しりとり遊びをしながら、いろいろな食べ物

の名称を覚えることができるようになっている。 

単語はすべて平仮名で書かれているが、必要に応じて片仮名も

併記するなど、工夫されている。 

国語Ｂ 

木村裕一・しかけ絵

本１ 

みんなみんなみーつ

けた 

偕成社 

ライオンがねずみやしまうま、うさぎなどとかくれんぼをする

様子を短い文でまとめた「しかけ絵本」として構成されている。 

絵の一部が切り抜かれたり、隠されたりしており、中仕切りペ

ージを動かして友達を探すなど、興味・関心を高めることができ

るよう配慮されている。 

絵は、大きく描かれており、平仮名や簡単な文に興味を示し始

めた子どもの指導に適した工夫がなされている。 

国語Ｂ 

五味太郎・言葉図鑑

（１） 

うごきのことば 

 

偕成社 

前半は、見開きのページに遊園地や動物園などの絵が描かれ、

後半は、絵による動詞の辞書となっている。 

絵の全体を見て、何をしているところかを楽しみながら子ども

と話し合えるよう配慮されている。 

人の動作は、平仮名で表記されているなど、分かりやすく読め

るように工夫されている。 

国語Ｂ 

五味太郎・言葉図鑑

（10） 

なまえのことば 

偕成社 

 日常の生活の中で使われる名詞を取り上げ、それに関連する名

詞を加えて紹介されている。 

 植物、食べ物、色、動物、人の名前などいろいろな言葉を学べ

るよう配慮されている。 

 挿絵は子どもに親しみを感じさせるように工夫されている。 

国語Ｂ 

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） 

同成社 

文や文章の読みが、易から難へと構成されており、発達の段階

や指導の道筋を配慮した内容で構成されている。 

文字を覚え、文章を繰り返して読むことにより、言語の力が育

つよう配慮されている。                     

指導の展開、読ませ方、聞き方、答え方の参考例があるととも

に、親しみやすい挿絵であるなど、工夫されている。 

国語Ｂ 

スキンシップ絵本か

たかなアイウエオ ひさかた 

チャイルド 

片仮名文字とその読み方について、アイウエオ順に学習するよ

うに構成されている。見開きの左側のページには片仮名一文字が

大きく示され、右側のページにはその片仮名文字が含まれる身近

な物のイラストと名前が示されている。 

 イラストはカラフルで親しみやすく、本を繰り返し見せなが

ら、片仮名への興味や関心をもたせるように工夫されている。 

 

 

 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

国語Ｂ 

五味太郎・言葉図鑑

（６） 

くらしのことば 偕成社 

くらしの言葉について、挨拶言葉を中心に日常生活の中で使わ

れている「おれいことば」などを集めている。 

日々の暮らしの中で、どのようなときに、どのような言葉を使

用するかが理解でき、人間関係を広げていくことができるよう配

慮されている。 

日常生活の指導で、生活に必要とされる言葉を選び、簡潔に学

習することができるよう工夫されている。 

国語Ｃ 

もじのえほん 

かんじ（１） 

あかね書房 

小学校１・２年生程度の配当漢字を中心に漢字の成立過程が物

語風に分かりやすく説明されている。 

 巻末に、それまで学習してきた漢字を用いた文章が出されてお

り、読み方について、自分で確かめることができるようになって

いる。 

 挿絵は、子どもたちの親しみやすい場面や動物などが、童画風

に描かれており、楽しみながら学習することができる。 

国語Ｃ 

もじのえほん 

かんじ（２） 
あかね書房 

小学校１・２年生程度の配当漢字を中心に、漢字のいろいろな

使われ方や読み方を、子どもたちの親しみやすい場面や動物など

童画風に描かれた挿絵と関連させて学習ができるように工夫さ

れている。 

 漢字の読みについては、音読みは青色、訓読みは赤色で表示

するなど工夫されている。 

国語Ｃ 

五味太郎のことばと 

かずの絵本 

漢字の絵本 

岩崎書店 

小学校１・２年生程度の配当漢字 122字が使われている。 

 挿絵は、子どもの行動や生活を中心に素材が取り上げられてお

り、例えば、女の子が花に水をやっている絵では、「水」「花」と

いうように、興味をもって楽しく漢字が学べるように工夫されて

いる。文字は、大きく見やすい。 

国語Ｃ 

五味太郎・言葉図鑑

（３） 

かざることば（A） 偕成社 

生活の様子や人々の心の動きを取り上げ、物の形やありさまを

表す 256語の形容詞が集められている。 

「やま」「おかあさん」などの言葉に対して、形容詞が集めら

れ、言葉の使い分け、言葉のもつ面白さを理解することができる

よう配慮されている。 

見開きに、子どもが親しみを感じるような挿絵が描かれるな

ど、工夫がされている。 

国語Ｃ 

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） 

同成社 

文章を読む力と書く力を身に付けることをねらいとした内容

で構成されている。 

文は８行から 20 行程度の長さであり、平仮名や漢字の読み書

きがある程度できる子どもに、内容の理解や表現力をさらに高

め、簡単な作文や詩を書くことを目的とする指導に適している。 

巻末には、ローマ字の指導もできるように２ページを充ててい

る。 

国語Ｃ 

ゆっくり学ぶ子のた

めの国語４ 

 同成社 

文学教材・説明文教材の読み、作文や詩の表現力の指導、聞く

力や話す力、言語や文法に関わる教材などを子どもの実態に応じ

て指導できるよう構成されている。 

内容として、詩、説明文、助詞、敬語、接続詞、作文、物語文、

伝記などが収められている。 

 文は、多いところで１ページ 15行程度であり、各ページに

は、簡単な絵が添えられている。 

 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

国語Ｃ 

くらしに役立つ国語 

 
東洋館 

「自己紹介をしよう」「電話を利用しよう」「手紙を書こう」な

どの生活に必要な知識・技能の習得を目指す章から、「俳句を作

ろう」「本に親しもう」といった余暇の充実をねらった章まであ

り、実用的な内容になっている。巻末には、資料として、履歴書

の書き方、住民票の申請の仕方なども載せられており、数学科や

社会科の教科書と併せて活用することも効果的である。 

国語Ｃ 

ひとりだちするため

の国語 

 
日本教育研

究出版 

「基礎を学ぼう」（基礎）と「国語力をつけよう」（応用）の２

部構成となっており、個々のニーズに応じて、どこからでも段階

的に学ぶことができるよう配慮されている。 

「聞く」「話す」「読む」「書く」を横断的に学ぶことで、会話

や読書、作文などに楽しく興味がもてるよう構成されている。 

文字の大きさ、余白、シンプルなイラスト、２色刷りなどを用

いて、見開き１ページに必要な内容が整理されている。 

国語・書写Ａ 

おけいこ 

はじめてのおけいこ 

 
くもん出版 

初めて鉛筆を持つ子どもが基本的な運筆力を身に付けるため

の学習帳であり、上から下に鉛筆を動かす練習から、曲線やジグ

ザグ、交差する線へと徐々にステップアップするよう配慮されて

いる。 

力の入れ方が身に付いていない子どもが、力を入れて書いたり

消しゴムで消したりしても破れにくい紙を使用するなど、工夫さ

れている。 

１ページずつ切り離して学習することができる。 

国語・書写Ａ 

書きかたカード 

「ひらがな」 

くもん出版 

平仮名の清音 46 文字の読み方、書き方を学習するため、１枚

のカードに平仮名が大きく一文字ずつ書かれており、書き順も示

されるなど、考慮されている。 

カードに書かれている平仮名をなぞる学習ができるように、書

き消しのできるマーカーペンが付いているなどの配慮がなされ

ている。 

各カードには、そのカードに書かれている平仮名が含まれる事

物の絵が描かれており、子どもに興味・関心をもたせる工夫がな

されている。 

国語・書写Ａ 

かいてけしてまたか

けるあいうえお 
ジュラ出版

局 

平仮名五十音を、楽しい絵と関連させながらマーカーペンでな

ぞり書きをしたり、穴埋めをしたりして学習できるように構成さ

れている。 

見開きページごとに物語性のある楽しい内容で興味・関心をも

つことができるよう配慮されている。 

マーカーペンを用いることで繰り返し学習できるようになっ

ており、平仮名を書く学習の導入に役立つよう工夫されている。 

国語・書写Ａ 

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） 

同成社 

文字は、清音、促音、拗音、濁音、半濁音などを身近な絵と関

連させて学習しやすいように構成されている。 

文字を書くための初期の段階として、線をなぞる、指先で道路

をなぞる、文字をなぞるなど、段階を追って学習できるよう配慮

されている。 

絵も鮮明で、子どもの理解を助けるよう工夫がされている。 

 

 

 

 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

国語・書写Ａ 

もじ・ことば１ 

はじめてのひらがな

１集 
くもん出版 

平仮名の読み書きに興味をもち始めた子どもが取り組みやす

いように、直線（縦線、横線、斜線）、曲線の線結びへと段階的

に教材が配列されている。 

平仮名は「し」「つ」など、一筆で書ける 10文字が選択され、

入門期の文字学習の教材として配慮されている。 

１枚ずつ切り離してカード化したり、新たな教材へ発展的に利

用したりすることができるよう工夫されている。 

１ページずつ切り離して学習することができる。 

国語・書写Ｂ 

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 

太郎次郎社

エディタス 

 子どもにとって親しみやすいイラストとリズミカルな文で構

成されている。 

 文字書き歌による平仮名の書き方など、子どもの発達の段階に

配慮しながら楽しく平仮名五十音が学習できるよう配慮されて

いる。 

 表情豊かな子どもや動植物の挿絵があり、色づかいも親しみや

すくなるよう工夫されている。 

国語・書写Ｂ 

もじ・ことば３ 

やさしいひらがな１

集 

 
くもん出版 

 平仮名の読み方、書き方を学習する学習帳であり、書きやすい

平仮名から順に学習できるよう編集されている。 

 各ページは、取り扱う文字と絵が多色刷りになっている。また、

太い線をなぞることから、自力書きへと、少しずつ難しくなる構

成になっており、繰り返し書いて、読み書きの力を定着させるこ

とができるようになっている。それぞれの平仮名の筆順も示され

ており、分かりやすく学習できるように工夫されている。 

１ページずつ切り離して学習することができる。 

国語・書写Ｂ 

もじ・ことば９ 

はじめてのカタカナ 
くもん出版 

片仮名の読み方、書き方を学習する学習帳であり、書きやすい

順に片仮名 46文字を練習できるよう編集されている。 

 各ページは、取り扱う文字と絵が多色刷りになっている。 

 片仮名の学習の土台となる、平仮名の読み書きの力を確認した

後、線結びをしながら、遊び感覚で片仮名の練習に入ることがで

きる。１ページずつ切り離して学習することができる。 

国語・書写Ｂ 

もじ・ことば 11 

はじめてのかん字 

くもん出版 

漢字の学習の導入段階の学習帳として、小学校 1年生の配当漢

字の中から、意味が分かりやすく書きやすい漢字 30 文字が編集

されている。 

挿絵や文の中に漢字を適切に配置し、効果的に漢字の学習がで

きるように配慮されている。 

巻末には漢字練習盤が付いており、子どもが興味をもって、繰

り返し練習できるように工夫されている。 

１ページずつ切り離して学習することができる。 

国語・書写Ｃ 

子どもの字がうまく

なる練習ノート 

ＰＨＰ研究

所 

学力の基礎となる「ひらがな」「カタカナ」「数字」「漢字」を

書き込み式で学習できる練習ノートである。基本は鉛筆書きの練

習をするためのものとなっている。 

構成は、ステップ１「鉛筆の持ち方と姿勢」、ステップ２「ひ

らがな」、ステップ３「数字とカタカナ」、ステップ４「漢字」の

段階的な４部構成となっている。 

各ステップは、解説が付記されていて、指導の観点が明確であ

る。 

 

 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

国語・書写Ｃ 

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 

太郎次郎社 

エディタス 

 山や月、魚、馬などの漢字について、漢字の成り立ちが分かる

ように編集したワークブックである。ワークブックを順に学習す

ることで、漢字の成り立ちや漢字一つ一つに音や意味があること

を理解できるよう配慮されている。 

 動物や場所を表す漢字、道具や数を表す漢字などが自然に習得

できるように工夫されている。  

国語・書写Ｃ 

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 

太郎次郎社 

エディタス 

「へん」と「つくり」からなる「あわせ漢字」が、どのように

できているかを説明しているので、漢字のもつ意味や筆順のほ

か、音読み、訓読みを併せて学習できる。 

 漢字の左下に数字やマークが付記され、どの学年で取り扱う漢

字であるかが一目で分かるようになっており、学習の順序性に配

慮して指導できるように工夫されている。 

国語・書写Ｃ 

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 

太郎次郎社 

エディタス 

漢字の意味と構造をつかむための手掛かりとなる 129 の部首

を取り上げ、漢字の仕組みを学習できるようにしたワークブック

である。 

 人の姿や手足などからできた部首、動物からできた部首、自然・

植物からできた部首、家や町からできた部首、道具からできた部

首、神や言葉からできた部首の仲間集めをしながら学ぶことがで

きる。 

 小学校３年生までの配当漢字を主に用い、漢字遊びやビンゴゲ

ーム、ジグソーパズル、神経衰弱遊びなどをしながら学習できる

工夫がされている。 

国語・書写Ｃ 

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） 

同成社 

片仮名、漢字の導入に適している本である。片仮名の導入には、

平仮名を手掛かりに子どもが興味をもって取り組めるように、平

仮名と似ている文字を指導するところから構成されている。 

また、漢字の導入には身体部位の名称や象形文字を取り上げて

おり、子どもと話し合いながら漢字への興味を高める工夫がなさ

れている。 

指導の展開や使用の仕方も示されており、挿絵も親しみやす

い。 

社会Ａ 

かばくん・くらしの

えほん２ 

かばくんのおかいも

の 

あかね書房 

お母さんのお手伝いをしながらいろいろな人と出会うという

内容の面白さが特徴である。 

お店で売っている品物や人との会話の仕方などを楽しく学ぶ

ことができるよう配慮されている。 

絵が分かりやすく、かばくんの表情もほのぼのとしており、子

どもたちが親しみやすいよう工夫されている。 

社会Ａ 

はっけんずかん 

のりもの 

改訂版 

学研プラス 

身近な乗り物のイラストや写真を多数掲載しており、子どもが

視覚的に理解しやすい内容となっている。 

絵本のしかけ扉を開くことで、絵が変わるだけでなく、より深

く学ぶための情報を見ることができるなど、子どもが興味・関心

をもって学習できるよう配慮されている。 

 

 

 

 

 

 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

社会Ａ 

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 
ひかりのく

に 

日常生活の中で目にする『マーク』が、「まちでみるマーク」

「しょうひんについているマーク」「かいしゃのマーク」などに

分類され掲載されている。 

様々な施設のマーク、交通機関で目にするマークや道路標識な

どから、お菓子やおもちゃについているマーク、サッカーや野球

チームのマークなどまで、身近なマークが幅広く取り上げられて

いる。 

また、マークを中心に構成されていることから、文字が読めな

い子どもたちも興味をもって学習できるよう工夫されている。 

社会Ｂ 

めくって学べる  

しごと図鑑 

学研 

『しごと図鑑』では、社会科３年生～４年生の学習内容「はた

らく人と私たちの暮らし」「販売の仕事」「消防や警察署」などの

仕事や働くことに関する内容を多く含んでいる。 

また、どのページにも「めくり絵」が多くあり、楽しみながら

学習を進めることができるようになっている。現代風のイラスト

や内容が多く使われていて子どもたちも親しみやすいように工

夫されている。 

社会Ｂ 

絵でわかるこどもの

せいかつずかん③ 

おでかけのきほん 
合同出版 

日常生活を送る上で必要なソーシャルスキルのうち、「外出」

に関する手順やマナーについて、身だしなみ、持ち物、乗り物、

店など 20の場面ごとに説明されている。 

見開き２ページに、一つのテーマがまとめられており、けがを

したときや、外出先で迷子になったときの対処の仕方などが、イ

ラストと平仮名で具体的に分かりやすく示されている。 

社会Ｂ 

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 
合同出版 

日常生活を送る上で必要なソーシャルスキルのうち、「コミュ

ニケーション」に関するマナーや方法について、挨拶、約束、電

話など 20の場面ごとに説明されている。 

見開き２ページに、一つのテーマがまとめられており、我慢を

する場面や、友達との付き合い方などが、イラストと平仮名で具

体的に分かりやすく示されている。 

社会Ｂ 

北海道わくわく地図

えほん 

北海道新聞

社 

北海道の 14 支庁を紹介する絵本である。北海道に関する身近

な事柄についてもイラストを交えながら紹介している。漢字に振

り仮名も付いており、読み進めやすい。 

興味をもって、自分の住んでいる地域を知ることができる。 

社会Ｃ 

福音館の科学シリー

ズ 

ただいまお仕事中 
福音館書店 

見開きのページの「大きくなったらどんな仕事をしてみた

い？」を導入とし、やりたい仕事からどんな種類の仕事があるか、

知識を広げる構成になっている。 

どうやったらその仕事に就けるのか、仕事の内容は何か、どん

な人がその仕事に向いているのか、絵と質問形式で分かりやすく

解説している。 

将来のなりたい職業をイメージさせる教材として使用するこ

とができる。 

社会Ｃ 

しごとば 

ブロンズ新

社 

様々な仕事場がイラストで構成され、機械や細やかな道具、材

料の名称などが細かく掲載されている。 

仕事の内容や魅力、楽しみを理解しやすいよう、一つの仕事を

見開きで掲載するなど配慮されている。 

学習内容と身近な生活とを関連付けることができ、子どもの興

味・関心を高めるよう工夫されている。 

 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

社会Ｃ 

ひとりだちするため

のトラブル対策 

改訂版 

日本教育研

究出版 

現在社会的にも問題になっている SNS、ストーカー、詐欺など

の問題も取り扱っており、その回避方法や対処法などが具体的に

取り上げられている。 

事例が簡単な物語になっており、読み進めやすい。 

社会Ｃ 

たのしく読める日本

のすごい歴史人物伝 
高橋書店 

日本をまとめた最初の王・卑弥呼から、戦後の日本に勇気を与

えた物理学者・湯川秀樹まで、日本をつくった歴史人物の物語を、

年代順に分かりやすく挿絵付きで解説している。 

それぞれの人物の生き様から学びとれることを、メッセージの

形で紹介しており、子どもの興味・関心を高めるよう工夫されて

いる。 

社会Ｃ 

ちず＋ずかん＝ちず

かん 地図で学ぶ日

本の歴史人物 
平凡社 

卑弥呼から山中伸弥博士まで総勢 300 人の重要人物が掲載さ

れている。 

全国 47 都道府県にまつわる重要人物を通して、日本の歴史と

地図を学ぶことができるよう配慮されている。  

地図と図鑑を合わせた内容となっており、分かりやすく示され

ている。 

社会Ｃ 

くらしに役立つ社会 

東洋館 

「現代社会とわたしたち」「わたしたちのくらしと社会」「わた

したちのくらしと公共施設」「わたしたちのくらしと経済」「日本

の地理と歴史」の各章からなり、地理的分野、歴史的分野、公民

的分野すべてを網羅している。社会人になってからの職業や生

活、支援制度などの説明も加えられていて参考になる。 

社会・地図Ａ 

はじめての 47 都道

府県カード 

幻冬舎 

各都道府県の特徴などについて、遊びを通して学ぶことができ

るカードである。 

カードの表面には、「エイみたいな北海道」など都道府県の形

を生き物に見立てた図柄が描かれており、裏面には、各都道府県

の主な産業などのデータが載っている。 

調べ学習などの資料や日本に関する学習の導入として用いる

ことができるよう工夫されている。 

社会・地図Ｂ 

ドラえもんちずかん

１にっぽんちず 

小学館 

ドラえもんやその仲間達と一緒に、前半は日本全国８地域を巡

りながら、気候や自然、名所、特産品などを学び、後半は季節や

食べ物をテーマに地域の特色を知るよう構成されている。 

写真と絵が多く使用されており、説明は平仮名と片仮名で表記

されるなど、読むことにも配慮されている。 

各ページのクイズに回答することで、自ら調べたり、学習内容

を振り返ったりすることができるよう工夫されている。 

社会・地図Ｂ 

ドラえもんちずかん

２せかいちず 
小学館 

世界を６つの地域に分け、世界中の国名や暮らしなどが分かる

内容となっている。 

世界の料理や家、衣装などの特徴が、見開きページで学習でき

るよう配慮されている。 

各ページのクイズに回答することで、自ら調べたり、学習内容

を振り返ったりすることができるよう工夫されている。 

社会・地図Ｂ 

日本と世界のずかん 

チャイルド 

絵地図やイラストを使いながら、「身近な地域」「日本の各地方」

「世界のようす」についてまとめた図鑑である。 

文章も内容が分かりやすいように平易な表現で書かれている

とともに、各ページの情報も整理されており、視覚的に特徴を捉

えやすいよう工夫されている。 

 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

社会・地図Ｃ 

いちばんわかりやす

い小学生のための学

習 

日本地図帳 
成美堂出版 

日本の地理について８地方区分に分け、衛星写真や地域を紹介

した写真を多く使い、地形と自然、観光や産業の様子、代表的な

文化や近年の歴史などを解説している。 

 日本の農業、水産業、工業と貿易、エネルギー、情報革命につ

いてのデータをグラフと日本地図を使って分かりやすく表して

いる。 

見学旅行の際の調べ学習に活用することができる。 

漢字には全て振り仮名が付けられている。 

社会・地図Ｃ 

いちばんわかりやす

い小学生のための学

習 

世界地図帳 

成美堂出版 

 世界の様子をアジア、アフリカといった７つの地域に分けて、

衛星写真といくつかの国の特徴を表した写真や国旗を地図で示

している。 

また、各地域の歴史、文化、自然、経済、民族などの視点から

解説し、さらに世界の農業、林業、漁業、工業、資源とエネルギ

ーなどのデータについて、グラフを使って表している。 

漢字には全て振り仮名が付けられている。 

算数Ａ 

かずカード 

くもん出版 

１から 50の数を示した 50枚のカードで、カードの表面に「●

（ドット）」が描かれており、裏面には数字が書かれている。 

初めて数に触れる子どもに 50 まで数唱する力を育て、段階的

に数字の読みや量の関係を学習することができるよう配慮され

ている。 

「●」は白地にオレンジ色、数字は白地に黒で見やすく描かれ

るなど工夫されている。 

算数Ａ 

デコボコえほんかず

をかぞえよう！ 

小学館 

ページをめくるごとに描かれているものの数が１から順に増

えていき、最後は 10で終わる構成となっている。 

数えるものが同じ大きさの円形で飛び出ていたり、数字がへこ

んでいたりするため、指でなぞりながら数の学習ができるよう配

慮されている。 

本全体が厚手の紙で作られており、凸凹があるので、触って楽

しめるよう工夫されている。 

算数Ａ 

スキンシップ絵本 

かずのえほん 
ひさかたチ

ャイルド 

「かぞえよう」と「かんがえよう」の２部から構成されている。 

「かぞえよう」では１～20までの数について、数が生活の中で

どのように使われているかが分かるように配慮されている。 

「かんがえよう」では、大小や長短の比較、１対１の対応、集

合などの基礎の学習ができるよう工夫されている。 

算数Ａ 

単行本さわってあそ

ぼう 

ふわふわあひる あかね書房 

色、形、手ざわりを楽しみながら絵本をめくると、それが動物

の体の一部になっており、子どもが楽しめるよう考慮されてい

る。 

「ふわふわ」「ざらざら」など、手ざわりが分かる言葉を活用

するとともに、実際にその感触を実感したり、違いを感じたりし

ながら動物を数えることができるなど、数や形に興味をもてるよ

う工夫されている。 

算数Ａ 

こぐまちゃんえほん

別冊 

さよならさんかく 
こぐま社 

左ページは、「～は、なあに」の問い掛け、右ページは答えの

絵で、繰り返しの形式になるよう考慮されている。 

日常生活における身近な事物や色・形に対する関心を高められ

るよう配慮されている。 

問い掛けや答えの文章は、同じ音韻の反復でリズミカルであ

り、絵は、単純化されていて親しみやすいよう工夫されている。 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

算数Ｂ 

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） 

同成社 

算数の基礎的な概念を獲得できるよう、四つの単元で構成され

ている。 

 「量」の概念や「比較する力」「１対１対応」など、ゲームをし

ながら、遊びの中で学ぶことができるよう配慮されている。 

文字や絵が読みやすく、工夫されている。 

算数Ｂ 

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） 

同成社 

５までの数の世界を扱い、「ものの集まりの大きさ」として数

の意味と足し算の理解を図るよう構成されている。 

具体物から「数」へ結び付ける手段として、「タイル」を用い

るなど、配慮されている。 

文字や絵が読みやすく、工夫されている。 

算数Ｂ 

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） 

同成社 

６から２位数までの数と、１位数の足し算、引き算、時計の読

み方の理解を図るよう構成されている。 

算数の基礎的な概念を獲得することができるよう配慮されて

いる。 

図は大きく描かれ、また、説明文や問題文は短く、平仮名で書

かれるなど、工夫されている。 

算数Ｂ 

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） 

同成社 

２位数の足し算、引き算と単位についての理解を図るよう構成

されている。 

計算のドリルとして練習問題が設けられるなど、配慮されてい

る。 

文字や絵が読みやすく、数式にはタイルのイラストを用いるな

ど理解を促す工夫がされている。 

算数Ｂ 

三省堂 

こどもかずの絵じて

ん 

 

 

三省堂 

１～10までの数えること、集合、１対１対応、10までの合成・

分解の学習ができる。 

 子どもが興味をもてるようなカラーのイラストが掲載されて

おり、配慮されている。 

説明文や問題文は短く、平仮名で書かれ、片仮名には平仮名で

振り仮名が付けてあるなど、工夫されている。 

算数Ｂ 

１から 100 までの絵

本 戸田デザイ

ン研究室 

コアラたちが海や山でわんぱくな冒険を繰り広げる絵本であ

る。お話が進むにつれて、扱う数が増えていき、最後は 100まで

数えられる構成になっている。 

１から 100 までのそれぞれの数字に対応した数の事物や動物

が描かれ、100までの数概念について、数唱、数詞、数の合成、

分解など、様々な視点から指導できるよう工夫されている。 

算数Ｂ 

音の出る知育絵本 16  

とけいがよめるよう

になる！！ 

とけいくん 

ポプラ社 

時計の仕組みや時刻の読み方について、付属の時計教材を実際

に操作しながら学習することができる。 

左ページでは、時計の仕組みや時刻の読み方を説明している。

右ページでは、時計教材を配置し、操作ができるよう配慮されて

いる。 

時計教材には、音声で時刻を知らせる装置が付いており、楽し

みながら時計の学習ができるよう工夫されている。 

算数Ｃ 

さんすうだいすき 

あそぶ・つくる・しら

べる 

1年 

民衆社 

小学校１年生で学習する内容を、生活に密着した場面の中で解

決できるように構成されている。 

イラストや絵などが豊富に使われており、絵や半具体物を手が

かりに課題に取り組めるように配慮されている。 

文字や絵が読みやすいよう工夫されている。 

 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

算数Ｃ 

さんすうだいすき 

あそぶ・つくる・しら

べる ２年 

民衆社 

小学校２年生で学習する内容を、生活に密着した場面の中で課

題が解決できるような構成になっている。 

 課題を整理したり、手順を考えたりすることを中心にして学習

を進められる配慮がされている。 

文字や絵が見やすく、工夫されている。 

算数Ｃ 

スーパータイルのさ

んすう 

らくらく算数ブック

２ 

 

 

太郎次郎社

エディタス 

小学校１年生から２年生まで学習する内容のうち、３、４位数

とその足し算や引き算及び文章題を扱っている。タイルを使って

数を量として表すことで、10 進法の仕組みや桁も見て分かりや

すくなっている。 

また、かけ算や量、長さの計算も扱い、図や動物のキャラクタ

ーによって丁寧に解説されている。 

算数Ｃ 

ゆっくり 

ていねいに学べる 

どの子も 

わかる算数プリント 

３－１ 

 

喜楽研 

小学校２年生から３年生で学習する内容のうち、かけ算、時こ

くと時間、長さ（㎞）、わり算、３・４桁の足し算と引き算の筆

算、大きい数のしくみ（一億まで）を扱っているワークブックで

ある。 

単元が細かく分類されており、平易な問題から掲載されてい

る。 

１ページの問題数が適量で、手本や補助記号、ヒントの言葉が

書かれており、計算の仕組みや考え方が理解できるよう工夫され

ている。 

算数Ｃ 

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） 

同成社 

 

３桁の数とその計算、お金の計算、かけ算、わり算の入門、単

位の換算の内容で構成されている。 

算数の基礎的な概念を獲得することができるよう、「かんがえ

てみよう」「あたらしいけいさん」の二つの単元で構成するなど、

配慮されている。 

文字が読みやすく、工夫されている。 

算数Ｃ 

くらしに役立つ数学 

東洋館 

学習してきたことの復習を中心とした「基礎編」と、暮らしな

どを取り上げた「生活編」に分かれている。 

数の計算では、電卓の積極的な利用を図っている。生活編では、

直接生活に結び付く「衣類の購入」や「外出」などのテーマを扱

っており、数学の知識や技能をより実際の生活に生かせるよう配

慮されている。 

全編２色刷りで、比較的文字も大きく見やすいなど、工夫され

ている。 

算数Ｃ 

ひとりだちするため

の算数・数学 

日本教育研

究出版 

「基礎を学ぼう」（基礎）と「生活シーンで学ぼう」（応用）の

２部構成となっている。 

「基礎」では、「重さと量」や「長さ」などについて扱い、電卓

を活用した指導もできるよう工夫されている。 

「応用」では、「買い物」や「外出」などの具体的な場面で算数

の知識や技能を生かすことができるよう配慮されている。 

文字は比較的大きく、イラストも多いほか、発展的な内容のコ

ラムを掲載するなど、内容面においても工夫されている。 

 

 

 

 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

算数Ｃ 

さわって学べる 

算数図鑑 

 

 

 

学研プラス 

足し算、かけ算、分数、図形や立体に関することを、しかけを

通して直感的に感じられるように構成されている。 

動かす・開ける・組み立てるなどの操作を通して、数や図形が

どのようなものなのかを実感できるように工夫されている。 

全ての漢字には振り仮名が付けられているなど、配慮されてい

る。 

 

理科Ａ 

エリック・カールの

絵本 

はらぺこあおむし 偕成社 

 日曜日から一週間の時間の推移に沿って物語が進み、その間の

変化を的確につかむことができる。 

 青虫の生活を通して、生きものが成長する過程を学ぶことがで

きる。 

 短い文章とカラフルな絵で子どもの興味を引き付ける工夫が

されている。 

 

理科Ａ 

ほんとのおおきさ動

物園 
学研プラス 

20 種の動物が実物大の写真で示されており、頭部の大きさや

毛並みなどが分かりやすく示されている。 

動物の特色が右ページに規則正しく掲載されているため分か

りやすく、他の動物とも比較して特色をつかむことができる。 

解説文の漢字には振り仮名が付けられており、平易な文で示さ

れている。 

理科Ａ 

生活図鑑カードくだ

もの 

やさいカード１集 くもん出版 

いちごやバナナ、大根、トマトといった生活に身近な果物や野

菜 31点について説明するカード形式の図鑑である。 

カードの表面には絵が描かれ、裏面には名前とその特徴や食べ

方など簡単な説明が書かれている。 

果物や野菜の絵を言葉や文字と対応させることで、果物や野菜

への興味・関心を育てながら、言葉や知識を広げることができる。 

 

理科Ａ 

こ ど も の ず か ん

Mio12 

きせつとしぜん 

 

ひかりのく

に 

四季折々の自然の中での動物や昆虫の暮らしについて、生態が

理解できるように写真と絵を使って解説している。 

イラストはカラーで、全ての漢字に振り仮名が付けられてい

る。ところどころ、季節に関わるクイズ欄があり、子どもの学ぶ

意欲を喚起させる配慮がある。 

 

理科Ａ 

幼児絵本シリーズ 

やさいのおなか 

福音館書店 

野菜の断面図と名称を結び付けることで、身近な植物に対する

興味や関心が高まるよう構成されている。 

挿絵は、大きく、実物に近いような細かさと色合いで描かれて

いるなど配慮されている。 

イラストはカラーで、子どもの興味・関心を高めるよう工夫さ

れている。 

 

理科Ｂ 

写真でわかるなぜな

に１ 

どうぶつ 
世界文化社 

「きりんのくびはなぜながいの？」「犬はなぜしっぽをふる

の？」など、子どもたちから寄せられた様々な疑問に答える科学

絵本である。 

23種類の動物に関するいくつかの Q＆Aで構成されており、見

開き１ページに１種類の動物が紹介されている。 

写真やイラストが多く使われているため、動物の特徴が視覚的

にも分かりやすい。 

 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

理科Ｂ 

りかのこうさく１ね

んせい 
小峰書店 

写真や絵を主体に、簡単なコメントの解説により、楽しく学習

を進めることができるよう構成されている。 

実際に工作することにより、発展的に学習できるよう配慮され

ている。 

主に平仮名を用いながら平易な用語で書かれており、工夫され

ている。 

理科Ｂ 

ふしぎ・びっくり!? 

こども図鑑８ 

きせつ 

学研プラス 

四季折々の動物、植物、昆虫、季節ごとの日本の行事、習慣に

ついて、豊富な写真やイラストで紹介されている。 

それぞれの季節の章の終わりには、その季節に関連したクイズ

や「ふしぎ・びっくり・おもしろ」のページが収録されており、

様々な知識が身に付くよう構成されている。 

理科Ｂ 

フレーベル館の図鑑

ナチュラ 

ふしぎをためす図鑑 

しょくぶつのさいば

い 

フレーベル

館 

「春から夏にうえる草花」や「秋にうえる草花」及び「やさい」

の３章に加え、「もっと楽しくなる！植物の栽培」で構成されて

おり、全体を通じて絵や写真を多用し、植物の姿が分かりやすく

紹介されている。 

 種をまいたり苗を植えたりする時期や花の咲く時期、実のなる

時期が分かるように｢さいばいカレンダー」が掲載されており、

植物を実際に栽培する際の目安になる。 

種や球根の形、植物の名前や高さ、植物のおもしろい話などの

コーナーもあり、子どもの興味・関心を引き出すのに役立つ内容

となっている。 

理科Ｂ 

フレーベル館の図鑑

ナチュラ 

ふしぎをためす図鑑 

いきもののしいく 

フレーベル

館 

「こん虫」や「水の生きもの」、「どうぶつ」及び「鳥」の飼い

方の４章に加え、「もっと楽しくなる！生きもの飼育」で構成さ

れている。 

生き物の特徴、観察・飼育の仕方などが、写真やリアリティー

のあるイラストの図解により分かりやすくまとめてある。関連す

るいきものの豆知識のコラムや、自然生活環境に目を向けられる

ような特設ページが掲載されるなど、さらなる興味が引き出され

るよう工夫されている。 

理科Ｂ 

あそびのおうさまず

かん１ 

からだ増補改訂 
学研プラス 

体と健康をテーマに、体の中の仕組みや働きについて分かりや

すく説明している。 

 両面いっぱいの絵と解説文で体の仕組みや働き、病気との関連

について紹介されており、興味・関心がもてるよう配慮されてい

る。 

体について、写真で動物と比較することにより、自分の体につ

いて知ったり、健康への関心を高めたりすることができるよう工

夫されている。 

理科Ｃ 

フレーベル館の図鑑

ナチュラ 

ひとのからだ 

 

フレーベル

館 

「うごく」や「食べる」、「いきをする」、「どきどきする」、「か

んじる」及び「うまれる」で構成されている。 

骨や筋肉、心臓や肺、脳や神経系など人の体の特徴や機能を大

きな絵と写真を使って解説しているなど、配慮されている。 

イラストはカラーで、全ての漢字に振り仮名が付けられ、人の

体に関わるコラム欄があり、学ぶ意欲を高めるよう工夫されてい

る。 

 

 

 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

理科Ｃ 

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 

フレーベル

館 

「光」や「水」、「空気」、「目と耳」、「じしゃくと電気」及び「う

ごきや温度」の「かがくあそび」という６章に加え、「もっと楽

しくなる化学遊び」で構成されている。 

 物にはいろいろな性質があることや、身近で様々な現象が起こ

ることについて、容易に入手できる材料を使って目で見て分かる

実験が紹介されている。 

作り方や実験の方法がイラストと文章で説明されており、実際

に試してみる上で参考になる。いろいろな方法を試すことによ

り、自分で考えたり、工夫したりすることができるようになって

いる。 

理科Ｃ 

フレーベル館の図鑑 

ナチュラ 

はるなつあきふゆ 
フレーベル

館 

春夏秋冬の自然や暮らしについて、大きな絵と写真を使って解

説している。 

 「自然」では草花や動物などについて解説しており、「暮らし」

では季節毎の行事や食べ物について説明している。 

 季節に関わるコラム欄があり、学ぶ意欲を高めるとともに、イ

ラストはカラーで、漢字に振り仮名が付けられているなど、分か

りやすく工夫されている。 

理科Ｃ 

ふ し ぎ ・ び っ く

り！？こども図鑑 

９ 

ちきゅう 

学研プラス 

地球や宇宙、大昔の生き物、地球の天気について、見開きでイ

ラストや写真を中心に説明している。 

随所にコラムやクイズが載っており、興味・関心、発達の段階

に応じて内容を深めたり広げたりすることができるよう、配慮さ

れている。 

イラストや写真はカラーで見やすく、漢字には全て振り仮名が

付けられている。 

理科Ｃ 

米村でんじろうの

DVD でわかるおもし

ろ実験！！ 
講談社 

家庭や学校で用意しやすい材料を使った実験を紹介している。 

「キッチン編」「リビング編」など５部で構成されており、身

近な生活場面を取り上げているため、子どもが興味・関心をもち

やすい。 

実験の方法が、イラストと文章で説明されており、分かりやす

く工夫されている。 

理科Ｃ 

くらしに役立つ理科 

東洋館 

健康や暮らし・自然などについて、身近な生活や事柄を中心に

説明している。 

基本的な内容を中心に構成されているが、発展的な内容も掲載

し、子どもの習熟度や興味・関心に応じて学べる内容である。 

図や写真を多数使い、分かりやすく学べるよう工夫されてい

る。 

音楽Ａ 

あそびうた 

のほん 

CDつき 

ひかりのく

に 

「チューリップ」「おばけなんてないさ」「ふしぎなポケット」

など、12曲の童謡が収められている。 

見開きで曲をテーマにした親しみやすい大きな挿絵と、曲に合

わせて、子どもと大人が一緒に行える手遊びの手順が描かれてお

り、指導者用に楽譜も付いているなど、配慮されている。 

絵や文字が読みやすく、工夫されている。 

 

 

 

 

 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

音楽Ａ 

きいてうたって 24

曲どうよううたのえ

ほん 永岡書店 

「もりのくまさん」「となりのトトロ」など人気の歌とカラオケ

が 24 曲収められている。４曲は、「Happy Birthday to You」

「Twinkle, Twinkle, Little Star」などの英語の歌も入ってい

る。効果音ボタンを押して、遊びながら歌うことができる。 

見開きで曲をテーマにした親しみやすい大きな挿絵と、英語の

歌にはカタカナで発音が表記されているなど、配慮されている。

絵や文字が読みやすく、工夫されている。 

音楽Ａ 

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 

ポプラ社 

「アイアイ」「いぬのおまわりさん」「もりのくまさん」など、

22曲の童謡が収められている。 

お手本の歌を聴いたり、メロディーに合わせて歌ったりするこ

とができ、段階的な活用ができるよう配慮されている。 

曲名が示された絵ボタンを押すと、歌詞入りと伴奏のみの両方

の演奏を聴くことができるなど、興味・関心を高めるよう工夫さ

れている。 

音楽Ｂ 

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 
ひかりのく

に 

「どんぐりころころ」「きらきらぼし」「おんまはみんな」など、

大人から子どもまで伴奏がなくても一緒に歌える歌 45 曲が選曲

されている。 

ラクラクコース、ルンルンコース、トライトライコースに分か

れており、ラクラクコースは○や△などの形や線で簡単にお絵描

きができる内容になっている。 

付録として、座ったまま手や足、体を使って遊べるよう、簡単

な遊び方も紹介されており、学習活動に広がりをもたせることが

できる。 

音楽Ｂ 

きらきらひかる！ピ

アノえほん 

コスミック

出版 

 「きらきらぼし」「メリーさんのひつじ」などの童謡２１曲、

「エリーゼのために」などの観賞用オルゴールモード９曲の全３

０曲収められている。 

音色は、ピアノをはじめ、「木琴」「ドレミ（人の声）」「動物の

鳴き声ミックス」など 10 種類あり、子どもが弾いたり聴いたり

楽しみながら取り組むことができる。速度変速機能（５段階）が

付いており、ゆっくり練習することができる。楽譜が読めなくて

も、色の識別で弾くことができるよう配慮されている。太鼓のよ

うに叩いて楽しめるリズムボタンもある。開きで楽しい絵と楽譜

が一緒に収められており、工夫されている。 

音楽Ｂ 

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 

成美堂出版 

「なべなべそこぬけ」「春の小川」「手をたたきましょう」など、

40曲の童謡が収められている。 

付属 DVDで手本の演奏に触れたり、楽譜の上に表示された指番

号や色シールを手掛かりにしたりすることで、楽譜や文字を読む

ことができなくても演奏できるよう配慮されている。 

また、音符や記号の読み方についても分かりやすく記載され、

工夫されている。 

音楽Ｃ 

DVD でひける！はじ

めてのピアノえほん

２ 

たのしいピアノのう

た 

成美堂出版 

童謡、合唱、アニメの主題歌、クラシックなど、28曲が収めら

れている。 

付属 DVDで手本の演奏に触れたり、楽譜の上に表示された指番

号や色シールを手掛かりにしたりすることで、楽譜や文字を読む

ことができなくても演奏できるよう配慮されている。 

縦書きの歌詞カードも掲載されており、歌唱指導にも活用でき

るよう工夫されている。 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

音楽Ｃ 

５訂版 

歌はともだち 

教育芸術社 

古くから歌い継がれてきた歌から、現代的な歌まで 145曲掲載

されている。 

全曲、主旋律とコード進行、歌詞が掲載され、理解の程度や発

達の段階に応じて、歌唱やリズム打ち、器楽演奏など、様々な方

法で音楽に親しむことができるよう工夫されている。 

五十音順の目次の他、行事や活動場面ごとに整理された目次も

あり、学校行事や学級活動にも活用できるよう工夫されている。 

音楽Ｃ 

CD付き 

楽器カード 

くもん出版 

オーケストラで使われている楽器 25 種類と和楽器６種類の、

合わせて 31 種類の楽器について説明する写真カード式図鑑であ

る。 

 表面には様々な楽器の写真、裏面には楽器の名前とその特徴が

簡単に説明されている。 

付属の CD は楽器の音色を知る「独奏」とその楽器がオーケス

トラなどで、どのように演奏されているかを感じる「合奏」が収

録されている。 

図画工作・美術Ａ 

クーとマーのおぼえ

るえほん１ 

ぼくのいろなあに 
ポプラ社 

子どもにとって親しみやすいキャラクターとイラストで描か

れている。主人公のこぐまが出かける際の衣服について描かれて

おり、絵本を読みながら色の名前に親しめるよう構成されてい

る。 

日常生活の基本である着替えの活動を通して、それぞれの衣服

とその色の名前が覚えられるように工夫されている。 

図画工作・美術Ａ 

ぴんきいしろっぷち

ゃんのらくがきえほ

ん 

あそぼ！ 

ジュラ出版

局 

見開きで一つの絵になっており、各ページにかわいい子ぶた、

子ねこ、子うさぎが描かれている。 

指導者が絵本を読み聞かせる中で、子どもが絵本に描き加えな

がら学習できるよう配慮されている。 

付属のペンで描いた絵は、消して何度でも描くことができ、子

どもの新しいイメージを導くことができるよう工夫されている。 

図画工作・美術Ａ 

あそびのおうさま

BOOK 

はって 
学研プラス 

巻頭に使い方の説明があり、個々の創造力に応じて自由（切る・

やぶる・折るなど）に使うことができる。 

線や図を意識して、手でちぎる・はさみで切ることから始まり、

次に自分で描いた絵を切ったり貼ったりすることを通して、子ど

ものイメージや創造力を広げ、個性を発揮できるよう配慮されて

いる。絵や色彩も鮮明であり、工夫されている。 

図画工作・美術Ａ 

あそびのおうさま

BOOK 

どんどんぬるほん 
学研プラス 

動物、植物、乗り物などの身近な事物や様々な図形が、見開き

で配置されており、直接描いたり塗ったりすることができる。 

指示に従って描いたり、思い思いのイメージで塗ったり、貼っ

たりすることができるよう配慮されている。 

絵はシンプルで大きく、落ち着いた色調であり、発想を豊かに

して、色を塗ることができるよう工夫されている。 

図画工作・美術Ａ 

あそびのおうさま

BOOK 

ぬって 学研プラス 

 好きな色を思い思いに塗って自由に表現できるように構成さ

れており、子どもが創造性を発揮できるように考慮されている。 

 ほとんどが見開きで構成されており、大きく自由に表現できる

ように配慮されている。 

 絵はシンプルで大きく、カラーページが多用されるとともに明

るい色調であり、発想を豊かにして色を塗ることができるよう工

夫されている。 

 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

図画工作・美術Ｂ 

あそびの絵本 

えのぐあそび 

岩崎書店 

絵の具の使い方の多様な方法を試させることによって、材料の

性質を自然に理解させ、楽しく遊びながら表現力や創造力を高め

ることができる内容である。 

見開き２ページに、絵の具の特徴を 13種類例示している。絵、

図ともに分かりやすく、各見開きページのテーマの文字は大き

い。解説は平易な文章で書かれている。 

発達の段階に応じて絵の具遊びの楽しさを経験させることが

でき、さらに工夫した遊びへと発展させることができる。 

図画工作・美術Ｂ 

あそびのひろば４ 

はりえあそび 
ポプラ社 

紙による貼り絵を基本として、貼り絵の素材をストロー、ボタ

ン、ビニールひもなどへ発展させている。 

平面や立体の作品を扱っており、素材の変化による作品の特徴

について理解できるよう配慮されている。 

作品は見開きで掲載されており、それぞれに材料、制作順序、

留意点を記述しているなど、工夫されている。 

図画工作・美術Ｂ 

はじめてのこうさく

あそび 

のら書店 

紙やフェルト、石などの身近な素材を使った簡単な飾りや版

画・絵などの作り方を紹介している。 

 身近な材料を扱うとともに、絵や実際の作品見本などの写真を

多く用いて、少ない工程と簡単な文で説明することなど、子ども

が理解できるよう配慮されている。 

 実際に子どもが作った作品を見本としてカラー写真で大きく

示し、子どもが仕上がりを意識できるよう工夫されている。 

図画工作・美術Ｂ 

ペーパーランド３ 

とびだすカード 
ポプラ社 

 作品には、卵形のカードを開くと鳥に変わるカード、トラの口

がパクパク動くカードなど動物をテーマにし、折り紙や切り紙の

要素が入っている。 

 見開き２ページに完成作品や作り方の手順などが記載されて

いる。 

文字は鮮明で色彩が鮮やかである。 

図画工作・美術Ｂ 

あそびのおうさまず

かん 12 

リサイクルこうさく 

増補改訂 

学研プラス 

ペットボトルや新聞紙など、子どもが生活する中で目にするこ

とが多い日用品を材料とした工作が紹介されている。 

材料や完成作品は写真で、作り方は文字と絵で順序立てて示さ

れている。 

のりやはさみなどの道具の使い方のコツやリサイクルの方法

にも触れられており、さまざまな場面で活用できるよう工夫され

ている。 

図画工作・美術Ｃ 

福音館の化学シリー

ズ 

あそびのレシピ 
福音館書店 

身の回りや自然の中、画材店などにある素材を用いて、27の作

品の作り方や遊び方が紹介されている。 

「つくりかたのヒント」について説明が紹介され、見開きペー

ジに完成作品を写真で示すなど、配慮されている。 

作り方や使用する道具などについて、豊富なイラストを用いて

分かりやすく説明されるなど、工夫されている。 

図画工作・美術Ｃ 

作ってみよう！ 

リサイクル工作 68 

成美堂出版 

 リサイクル工作が、ペットボトルや牛乳パックなどの素材ごと

に整理され、子どもが自らの興味・関心に応じて選択しやすい構

成となっている。 

 遊び方が最初に示され、意欲を喚起するとともに、用意するも

のや作業工程が視覚的に分かりやすく表示され、見通しをもって

学習に取り組めるよう配慮されている。 

絵や色彩が鮮明であり、工夫されている。 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

図画工作・美術Ｃ 

Do!図鑑シリーズ 

工作図鑑 
福音館書店 

おもちゃの作り方と遊び方を紹介し、使用する道具の種類別に

作るおもちゃが分けられるよう構成されている。 

各項目には、完成図、道具、材料、作り方、遊び方をイラスト

で具体的に示すなど、配慮されている。 

工作の難易度が示されており、次第に複雑な工作に挑戦できる

よう工夫されている。 

図画工作・美術Ｃ 

あーとぶっく 

ひらめき美術館第１

館 
小学館 

著名な画家の絵画や彫刻について、テーマに沿って分かりやす

く解説されている。 

 語りかけるような文章と手書き風の文字から、作品を身近に感

じ、自分自身の生活経験と結び付けながら鑑賞できるよう配慮さ

れている。 

説明文は、ポイントとなる言葉が朱書きされていたり、全ての

漢字には振り仮名が付けられていたりするなど、工夫されてい

る。 

図画工作・美術Ｃ 

あーとぶっく 

ひらめき美術館第２

館 
小学館 

著名な画家が描いた絵画や彫刻について、分かりやすい言葉や

興味・関心を広げるような説明文で記述されている。 

また、コラムが設けられており、理解しやすいように配慮され

ている。 

説明文は、ポイントとなる言葉が朱書きされていたり、全ての

漢字には振り仮名が付けられていたりするなど工夫されている。 

図画工作・美術Ｃ 

だれでもアーティス

ト 

岩波書店 

古今東西の有名な作家の絵や彫刻を取り上げ、作家については

振り仮名付きの解説が記述されている。 

作家の技法やテーマを参考に実際に作品を作る材料や手順に

ついて写真を使いながら具体的に記載されており、分かりやすい

内容となっている。 

版画、コラージュ、モザイク、粘土細工、パステルなど、いろ

いろな題材が表記されている。鑑賞と造形のどちらにも活用でき

るよう工夫されている。 

保健体育Ａ 

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？ 

金の星社 

元気な体の仕組みや不思議なことについて、質問形式でイラス

トを使って紹介した絵本である。 

体のいろいろなところの名前や、男の子・女の子の違いから始

まり、質問に対して、その理由を適切に説明するなど、分かりや

すいよう配慮されている。 

文字が読みやすく、工夫されている。 

保健体育Ａ 

やさしいからだのえ

ほん２ 

うんちはどうしてで

るの？ 

金の星社 

食べ物を食べてからトイレに行くまでの、おなかの中の様子に

ついて、親しみやすいイラストと平仮名文で分かりやすく説明さ

れている。 

大きくて色彩豊富なイラストが全ページに描かれ、よく噛むこ

との大切さやトイレを我慢してはいけないといった日常生活で

大切な事柄についても触れられている。 

保健体育Ａ 

やさしいからだのえ

ほん４ 

むしばはどうしてで

きるの？ 

金の星社 

親しみやすいイラストと平仮名文で、分かりやすく順を追って

説明されている。 

所々に子どもが歯を磨いている写真などが用いられ、親近感を

もたせることができるよう配慮されている。 

イラストは、色彩豊富でページいっぱいを使って描かれている

ので見やすく、工夫されている。 

 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

保健体育Ｂ 

かがくのとも絵本 

きゅうきゅうばこ 

新版 
福音館書店 

けがや足のしびれなど身体の具合が悪い時に、どのように手当

てをするかについて学習できる内容となっている。 

 巻末には資料として「お母さんが読むページ」が加えられてお

り、指導する際の参考にできるよう配慮されている。 

 文字は、平仮名と片仮名で書かれており、読みやすく、工夫さ

れている。 

保健体育Ｂ 

こどもずかん Mio９ 

ひとのからだ 

ひかりのく

に 

人の体の骨・手足・関節・筋肉・内臓・血液・目・耳・口・脳

について、それぞれ見開きでイラストと写真を中心に説明してい

る。 

随所にコラムが設けられており、興味や関心、発達の段階に応

じて内容を深めたり、広げたりすることができるよう配慮されて

いる。 

全ての漢字には振り仮名が付けられているなど、工夫されてい

る。 

保健体育Ｂ 

かがくのえほん か

らだのふしぎ 文研出版 

「おなかがすくと、どうしておなかがなるの？」「めはどうし

てふたつあるの？」など、人の体に関する疑問とそれに対する答

えを楽しいイラストとともに解説されている。 

 全ての漢字には振り仮名が付けられており、イラストも大きく

分かりやすい。 

保健体育Ｂ 

小学館の子ども図鑑

プレ NEO 楽しく遊

ぶ学ぶ げんきの図

鑑 

小学館 

「からだをうごかす（遊び・うんどう）」「からだをつくる（食

事）」「げんきにくらす（生活）」「からだをまもる（病気・けがの

よぼうと手当）」の四つのテーマに分けて、運動や健康などにつ

いて解説している。 

イラストや写真がふんだんに使われており、分かりやすい内容

になっている。全ての漢字には振り仮名が付けられている。 

保健体育Ｃ 

改訂新版 

体験を広げるこども

のずかん９ 

からだとけんこう 

ひかりのく

に 

体の仕組みや働き、食べ物と栄養、命の誕生と成長、心の健康

などについて分かりやすく解説されている。 

 挿絵や写真が豊富で、見やすく楽しい構成になっている。 

随所にコラムが設けられており、解説文も分かりやすく、興味・

関心、発達の段階に応じて理解を深めることができるよう工夫さ

れている。 

保健体育Ｃ 

ニューワイド学研の

図鑑 増補改訂 人

のからだ 

 

学研プラス 

「からだのつくり」では、全身の構造と各部位（器官や神経）

の説明がなされ、「成長と健康」では免疫や病気のことなどにつ

いて説明されている。 

写真や図が多く用いられ、興味・関心を高めるよう配慮されて

いる。 

解説文の全ての漢字には振り仮名が付けられているなど、工夫

されている。 

保健体育Ｃ 

運動が得意になる 43

の基本レッスン イ

ラスト版 体育のコ

ツ 

合同出版 

体育の中で取り扱う実技内容について、分かりやすいイラスト

を使いながら解説が細かくされている。 

内容は走り方から水泳、鉄棒、跳び箱など多岐に渡っているの

で、練習の参考になるような場面が多く取り扱われている。 

取り扱う練習項目が見開きページで構成されている。 

 

 

 

 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

保健体育Ｃ 

くらしに役立つ保健

体育 
東洋館 

様々なスポーツのルールや習得法を紹介することで運動をす

ることの大切さが理解できるように構成されている。 

また、心と体の発達についてや、けがや病気に対する処置法な

ども解説されている。 

生涯を通して心身ともに健康なくらしを送るために必要な知

識を学ぶことができる。 

保健体育Ｃ 

大切な 

からだ・こころ 少年写真新

聞社 

思春期を迎えると、体と心はどのように変わっていくのか、分

かりやすい挿絵を交えながら平易な文章で解説している。 

子どもの不安や悩み、疑問などに答えていおり、性についても

基礎的なことが記されている。一人の大切な人間として、自他の

存在に改めて気付くことができる内容となっている。全ての漢字

には振り仮名が付けられている。 

家庭 技術・家庭Ａ 

こどものずかん

Mio10 

たべもの 
ひかりのく

に 

 子どもの身近な食べ物について、「なにができるのかな？」と

分かりやすく写真で示している。 

「たまごでできたたべもの」「むぎでできたたべもの」など、

たくさんの食べ物が豊富な写真で紹介され、分かりやすく工夫さ

れている。 

絵は、鮮明ではっきり見分けが付き、興味が高まるよう工夫さ

れている。 

家庭 技術・家庭Ａ 

げんきをつくる食育

えほん１ たべるの

だいすき! 
金の星社 

食べ物を「あか、みどり、きいろ、しろ」の各栄養素で分け、

それぞれが体をつくる上でどのような役割を果たしているのか

を紹介し、食べることが楽しくなるようなイラストで構成されて

いる。 

子どもたち自身が楽しく本を見ながら、バランスのとれた食事

を考えられるように工夫されている。 

家庭 技術・家庭Ａ 

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 
合同出版 

日常生活を送る上で必要なソーシャルスキルのうち、食事に関

する基本動作やマナー、子どもにもできる台所のお手伝いについ

て、20の場面ごとに説明されている。 

 見開き２ページに、一つのテーマがまとめられており、困った

時の対処の仕方について、イラストと平仮名で分かりやすく示さ

れている。 

家庭 技術・家庭Ｂ 

家庭科の教科書 小

学校低学年～高学年

用 
山と渓谷社 

 家庭科の内容を３章（食編、衣編、住編）に分け、それぞれの

基本的な内容から応用まで写真やイラストを中心に説明してい

る。 

食編では、包丁の種類・持ち方・置き方・渡し方からハンバー

グや手打ちうどんの調理方法まで掲載されている。 

書名に「小学校低学年～」の表示があるが、説明文の漢字には

振り仮名が付いていないため、少なくとも小学校中学年以上の漢

字が分かる必要がある。 

家庭 技術・家庭Ｂ 

おてつだいの絵本 
金の星社 

お手伝いの内容がイラストや簡単な言葉で説明されている。 

 将来の自立した生活を目指す上で必要なお手伝いの基本的な

やり方を、具体的な言葉や手順で示しており、分かりやすく工夫

されている。 

 

 

 

 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

家庭 技術・家庭Ｂ 

子どもの生きる力を

育てる 

せいかつの絵じてん ナツメ社 

 「食べる」「きる」「くらす」「くらしを楽しむ」の分類で、

生活に身近な事柄を見開きで絵や写真が掲載されている。 

 生活ですぐに活用できるような事柄が取り上げられており、物

事の取扱い方や作業の手順等が理解しやすいよう配慮されてい

る。 

 絵や写真がカラーで見やすく配置されるとともに、全ての漢字

に振り仮名が振られているなど、工夫されている。 

家庭 技術・家庭Ｃ 

かいかたそだてかた

ずかん４ やさいの

うえかたそだてかた 
岩崎書店 

24種類の野菜の育て方について、種蒔きから収穫の時期まで、

イラスト付きで詳しく説明されている。 

野菜づくりの基本が、「実をたべる」「根をたべる」「葉をたべ

る」野菜に分類されている。 

野菜の成長の過程や特徴が一目で分かり、園芸作業で初めて野

菜を作る子どもにも分かりやすく表現されている。 

家庭 技術・家庭Ｃ 

ひとりだちするため

の調理学習 
日本教育研

究出版 

 「調理をはじめる前の学習」「かんたん調理」「おやつ作り」「栄

養バランスを考えた食事」など６つの章立てで、ただのレシピ本

ではなく、調理学習をする意味や楽しみ、自分での料理習慣が身

につくように構成された学習としての調理本テキストである。 

 フルカラーでイラストが多く、野菜の切り方や手順などが詳し

く解説されている。また、全ての漢字には振り仮名が付けられて

おり、子どもたちが日常生活の場面でも活用しやい。 

家庭 技術・家庭Ｃ 

たのしい家庭科 

わたしのくらしに生

かす 
開隆堂 

「衣服とその着方」や「食事や調理」及び「住まいやくらし方」

について、実際の場面ごとに 15 の章に分けて書かれている。中

には、高齢者との関わり方やおしゃれの仕方などの学習も取り入

れられている。フルカラーのイラスト・写真が多く使われている

他、全ての漢字には振り仮名が付けられており、分かりやすく説

明されている。 

自らの考えや振り返り等を記入できるような工夫がされてい

る。 

家庭 技術・家庭Ｃ 

たのしい職業科 

わたしの夢につなが

る 
開隆堂 

「自分の将来」や「自立」及び「職業」について、15の章に分

けて書かれている。 

工具や調理用具、事務用品及びタブレット端末などの使い方、

清掃や園芸などの手順、現場実習の流れなどが、フルカラーのイ

ラスト・写真を使って分かりやすく説明されている。また、全て

の漢字には振り仮名が付けられている。 

自らの考えや振り返り等を記入できるような工夫がされてい

る。 

家庭 技術・家庭Ｃ 

くらしに役立つ家庭 

東洋館 

「家族」「食事と健康」「被服」「安全で快適な住まい」の章立

てで構成されている。 

家庭や社会での自分の役割を考え、卒業後、社会の一員として

主体的に生きていくために必要な基礎知識が学べる内容である。   

写真やイラストを多数使い、分かりやすく学べるよう工夫され

ている。 

 

 

 

 

 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

外国語Ａ 

ABCえほん 

戸田デザイ

ン研究室 

アルファベットの１文字が、見開きの形で掲載されており、右

ページには、アルファベットの大文字と小文字が対になって順に

配列され、左ページには、そのアルファベットを頭文字とする単

語と絵が示されている。 

英単語の発音は片仮名で、その意味は平仮名で記述されてい

る。 

巻末には、アルファベットとともにいろいろな英単語が掲載さ

れており、子どもの興味に応じ、発展的な学習もできるように配

慮されている。 

外国語Ａ 

和英えほん 

戸田デザイ

ン研究室 

 動物や文房具、食べ物、色など簡単な単語を五十音順に配列し、

これに対応する英単語がアルファベットと片仮名の発音表記で

書かれている。 

 初めて英語に出会う人に親しみやすく、分かりやすいように、

発音は片仮名で書かれ、強く発音する部分は太いゴシック体で書

かれている。 

 中仕切りページを動かすことで、英語と日本語訳を一目で見る

ことができるように構成されている。 

外国語Ａ 

見て聞いて覚える！

はじめてのえいごお

しゃべりえほん 

 

永岡書店 

 絵本に示された番号を押すと単語とフレーズの発音が聞くこ

とができる。カラフルなアルファベット表が付いている。 

 「からだのなまえ」、「いろ」、「すうじ」、「あいさつ」などの内

容が収められている。 

 初めて英語を学ぶ子どもにとって分かりやすい内容である。 

外国語Ｂ 

親子でうたう英語う

たの絵じてん 

CDつき 
三省堂 

 子どもがイメージしやすいイラストと、英語の歌詞に、日本語

訳が掲載されている。 

 「きらきら星」や「ドレミのうた」など、身近な歌を 25 曲取

り上げ、子どもが興味・関心をもてるよう配慮されている。 

 英語の歌を通じて英語への興味を抱き、英語の発音に対する感

覚が身に付くよう工夫されている。 

外国語Ｂ 

はじめてのえいご 

ことばのえじてん 
世界文化社 

 「新しい町に引越し」「私たちの家族・台所で」「私たちの好き

な食べ物」「動物園へ行こう」など 13項目に分類されている。ア

メリカの日常生活を楽しく描いたお話仕立ての絵本で、約 500の

身近な英単語を収録している。 

絵本を読みながら知らず知らずのうちに英語に親しめる仕掛

けとなっている。 

外国語Ｂ 

こどもものしりずか

ん 

これなあに？ 
永岡書店 

「たべもの」「だいどころのもの」「みのまわりのもの」「はた

らくひと」など、14項目に分類された身の回りの物が、約 350点

掲載されている。片仮名・英語には平仮名が付けられており、読

みやすく工夫されている。 

 また、イラストと対比しながら物の名前を覚えることができる

よう工夫されている。 

外国語Ｃ 

CDつき 

楽しく歌える英語の

うた 成美堂書店 

なじみ深い英語の歌が、「やさしい童謡」「英語で歌おう」「歌

に合わせて手あそびしよう」「みんなで楽しくあそぼう」「クリス

マスの歌」の五つのテーマで全 29曲掲載されている。 

 各曲に合わせたイラストと英語・日本語訳両方の歌詞と楽譜が

掲載されている。 

付属 CD を聴きながら一緒に歌うなど、楽しみながら英語の学習

ができる。 



 

種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

外国語Ｃ 

CDつき小学生の英語

レッスン 

絵でみて学ぼう英会

話 

成美堂出版 

 日常生活の英語を分かりやすくカラーイラストで説明してい

る。 

 全ての会話文には発音の手引きとして片仮名で読み方を示し、

分かりやすく学べるよう配慮がなされている。 

 巻末には、英語と日本語の両方から引ける索引があるなど、使

いやすい工夫がされている。 

外国語Ｃ 

レインボー 

ことば絵じてん 
学研 

 身近な言葉や文字に着目し、絵を見ながら英語と日本語訳との

関連や世界観が広がっていく構成となっている。 

 英語には、イラストと片仮名の発音が付けられている。その他

に、反対語、対語、関連語なども載せられている。 

 英語への興味・関心を引き出す工夫がされており、文字や言葉

への総合的な指導が可能である。 

外国語Ｃ 

Learning World①

WORKBOOK 
アプリコッ

ト出版 

 アルファベットを書き写すページでは、書き順が分りやすく示

されている。語彙や文章を四線上に書き写す問題がある。 

 色塗りや、点結びの活動を通して色や数字動物、食べ物などの

単語を覚えたりすることができる。 

 すべて英語の表記となっているが、イラストが多く、授業の中

で教師の発問と合わせて活用することにより、英語への興味、関

心を広げることができる内容となっている。 

外国語Ａ 

生活図鑑カード 

お店カード 

くもん出版 

郵便局などの公共施設や店、レストランなど、子どもの生活に

身近な施設など 31 点について説明するカード形式の図鑑であ

る。 

カードの表面は各施設での様子が分かる絵が描かれ、裏面には

施設の役割や買い物の仕方などの簡単な説明が書かれている。 

施設の絵と文字や言葉を対応させるなど、身近にある店や公共

施設への関心を育てながら、言葉や生活知識を広げることができ

る。 

生活Ａ 

生活図鑑カード 

たべものカード 
くもん出版 

子どもの身近な食べ物 31 品の写真や絵カードであり、食べ物

の名前や作り方や材料、由来なども掲載されている。 

一品ずつのカードを使い、食べ物への興味や関心をもたせるこ

とができるなど、工夫されている。 

生活Ａ 

生活図鑑カード 

生活道具カード 
くもん出版 

コップやはさみなど、家庭にある身近な道具 31 点のカードで

あり、カードの表面に絵が描かれており、裏面にはその名称と使

用目的や特色など分かりやすい説明が書かれている。 

国語など、他の教科の学習においても幅広く活用することがで

きる内容となっている。 

漢字には振り仮名が付けられているなど、工夫されている。 

生活Ｂ 

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 
合同出版 

日常生活を送る上で必要なスキルのうち、主に家の中での生活

習慣に関する動作について、着替えやトイレなどの 20 の場面ご

とに説明されている。 

見開き２ページに、一つのテーマがまとめられており、マナー

や作法について、手順を追ってイラストと平仮名で分かりやすく

示されている。 

 

 

 



 

種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

生活Ｂ 

新装版 

KIDS21 12 

たべものひゃっか 

 

ひかりのく

に 

家庭などでよく食べる野菜や肉、果物などを中心に、いろいろ

な料理や店などを、写真やイラストで分かりやすく紹介する内容

となっている。 

食べ物と人の体との関係や、店と食べ物のつながりなどについ

て解説されており、たくさんの絵や写真を通して食べ物などの初

歩的な知識が身に付くよう工夫されている。 

生活Ｂ 

こどもものしりずか

ん 
永岡書店 

「やさい」「くだもの」「どうぶつ」「のりもの」など、18項目

に分類された身の回りの物が、約 300点掲載されている。 

 イラストと言葉を合致させながら物の名前を覚え、仲間分けも

学習できるよう工夫されている。 

また、片仮名・英語には平仮名が付けられており、読みやすく

工夫されている。 

生活Ｃ 

子どものマナー図鑑

（１） 

ふだんの生活マナー 
偕成社 

日常生活を送るうえで必要となる基本的なマナーについてイ

ラストを使って説明されている。 

場面ごとに、見開きあるいは１ページで、分かりやすい絵と文

で説明されているなど、配慮されている。 

説明文は、簡潔で漢字に振り仮名が付けられていて読みやすい

など、工夫されている。 

生活Ｃ 

福音館の科学シリー

ズ 

どうぶつえんガイド 

福音館書店 

動物園にいる 39種の動物が、見開きで説明されている。 

各ページの構成は、動物が大きく描かれており、「ゴリラはや

さしいちからもち」「リスはちょきんがすき」など、見出しが動

物の特徴を表すなど、配慮されている。 

文字や絵が読みやすいよう工夫されている。 

生活Ｃ 

こどもきせつのぎょ

うじ絵じてん 

 

第２版小型版 

三省堂 

１月から 12 月までの年中行事や記念日の由来と歴史などを色

彩豊かな挿絵と簡単な説明文で分かりやすく学べるよう構成さ

れている。季節の行事の過ごし方等について理解を深めるだけで

なく、季節の料理や工作、自然遊び等も掲載されており、様々な

学習で幅広く活用することができる。説明文は平仮名で平易な表

現で書かれており、子どもが分かりやすいよう工夫されている。 

生活Ｃ 

ひとりでできる手づ

くりＢＯＸ 

しぜんで工作しよう 

 

岩崎書店 

木の枝や葉、石ころや砂などの自然にあるものを使った作品や

簡単なゲームの作り方について、絵やイラスト、写真を中心に簡

単な文で紹介されている。 

子どもが興味をもちやすく身近なものが取り上げられ、作り方

も番号順に、分かりやすく示されているなど、配慮されている。 

道徳Ａ 

こどものとも絵本 

ぞうくんのさんぽ 

福音館書店 

天気の良い日に「ぞう」が散歩に出かけ、道で出会った「かば」

と「わに」などを順に背中に乗せて力を発揮するが、最後に池の

中に落ちてしまい、笑い合うという内容である。共に活動する楽

しさを感じることができるよう考慮されている。 

親しみのある動物が登場し、内容も明快で、挿絵の色彩も自然

で明るく、子どもが親しみをもてるよう配慮されている。 

レタリングの文字も見やすく、楽しく学習できるよう工夫され

ている。 

 

 

 

 



 

種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

道徳Ａ 

ノンタンあそぼうよ

(1) 

ノンタンぶらんこの

せて 

偕成社 

「10までかぞえたら、かわる」と言ったノンタンと友達の関

わりを通して、約束や友達の大切さを学ぶ物語として構成されて

いる。 

10までをノンタンたちが数える場面を通して、10までの数唱

も学べるよう配慮されている。 

挿絵やリズムのある文章を通して、楽しく学ぶことができるよ

う工夫されている。 

道徳Ａ 

あかちゃんのあそび

えほん(1) 

ごあいさつあそび 偕成社 

４コマの構成ごとに動物が登場し、挨拶をする物語として構成

されている。 

本を縦にめくる形となっており、中仕切りページを動かすこと

により、深々と頭を下げる動作を具体的に見られるよう配慮され

ている。 

動物の動きや表情が非常にユーモラスで、子どもがページをめ

くるのに合わせて、楽しく挨拶ができるように工夫されている。 

道徳Ａ 

ぴよちゃん絵本  

ぴよちゃんとひまわ

り 
学研プラス 

ぴよちゃんという好奇心の強いひよこの視点を通して、太陽に

向かって元気よく花開く生命の象徴と言うべきひまわりの一生

を見つめる話で構成されている。 

ひよこの喜びや驚き、悲しみを、自らの飼育・栽培体験につな

げるなど、命を慈しむ心を育んでいけるよう配慮されている。 

ひまわりの成長過程、ひよこの気持ちなどがやさしい色彩の美

しい挿絵によって分かりやすく表現されており、興味・関心を高

められるよう工夫されている。 

道徳Ａ 

どうぞの 

いす ひさかた 

チャイルド 

うさぎさんが作った小さな椅子から「おいしい」と「うれしい」

のバトンが繋がっていくようなお話である。 

「どうぞ」の言葉をきっかけに、感謝する気持ちを表す様子を、

動物たちの表情や行動から分かるよう構成されている。 

 子どもたちに馴染みのある動物や木の実などの食べ物などに

より、関心が高まるよう工夫されている。 

道徳Ｂ 

木村裕一・しかけ絵

本（12）  

げんきにごあいさつ 偕成社 

主人公のうさたが様々な動物たちと挨拶を繰り返すことによ

り、自ら挨拶しようとする態度が見に付いていくお話である。 

仕掛けの扉を開けると、挨拶の文字が太字で書かれており、ど

のようなときに使い、どのように受け答えするのかが分かりやす

いよう配慮されている。 

明るい色彩で描かれた絵や、扉の仕掛けを開閉することで、興

味を引き付けられるよう工夫されている。 

道徳Ｂ 

日本傑作絵本シリー

ズ 

ドオン！ 

 

 

 

 

福音館書店 

鬼の子と人間が出会い、太鼓を叩きながら、最後には大勢の人

間と鬼が集まって太鼓を一緒に叩き合うことで、お互いの思いが

通じ合う大切さを感じることができる内容となっている。 

太鼓の音が徐々ににぎやかになっていくなど、子どもの気持ち

が持続するよう配慮されている。 

文章は、平仮名と片仮名の文字で書かれ、絵はユニークであり、

自分で読んでも、読み聞かせてもらっても、楽しむことができる

よう工夫されている。 

 

 

 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

道徳Ｂ 

安全のしつけ絵本

（１） 

きをつけようね 偕成社 

子どもの日常生活の中で、交通における危険な行為を七つ取り

上げた構成となっている。 

中仕切りページを設け、それをめくることにより、場面転換の

効果が図られており、時間的経過と意外性を感じられるように配

慮されている。 

絵や色彩が全体的にはっきりしており、子どもにとって見やす

く工夫されている。 

道徳Ｂ 

いいこって 

どんなこ？ 

富山房 

子うさぎのバニーとママの対話形式で話が進み、「ねえ、おか

あさん、いいこって どんなこ？」など、バニーぼうやが次々と

尋ねる質問に、お母さんが優しく答える形で構成されている。   

「無理にいい子になろうとしなくても、あなたはあなたのまま

でいい。」ありのままの姿を肯定することの大切さが、短い文章

の中に示されている。 

文字は全て平仮名で書かれている。挿絵は子どもたちの親しみ

やすい場面や動物などが、擬人化されて描かれている。 

道徳Ｂ 

わたしのあかちゃん 

福音館書店 

生まれたての赤ちゃんが数日間で成長する様子や、お母さんの

感情が見開きで描かれている。また、赤ちゃんとお母さんの姿が

優しい色彩で表現されており、絵に合わせた様子をわかりやすい

文章で書かれている。全文、平仮名で書かれている。 

「家族愛」、「生命の尊さ」につながる内容になっている。 

お母さんと赤ちゃんの両方の様子が絵や言葉で学べるように

工夫されている。 

道徳Ｂ 

きもちをつたえるこ

とばのえほん 

講談社 

家庭や学校生活で役立つものを、「あいさつのことば」や「お

もいやりのことば」、「きもちをあらわすことば」及び「そのほか

のことば」の 4 つのテーマ別にまとめている。一日の生活の中で

使う「気持ちを伝える言葉」をお話で疑似体験でき、コミュニケ

ーションの力が養える。  

平仮名と片仮名（ルビ付き）で綴られたオムニバス形式であり、

読みやすい。 

道徳Ｃ 

ピーター・スピア―

の絵本１ 

せかいのひとびと 

評論社 

世界の人々の肌の色、目や鼻の形、風俗、習慣、行事、文化、

文字、宗教などを対比して平易に紹介されている。 

みんな地球に一緒に暮らしている人間として、大切な命をもっ

ているというテーマの一貫性がある。 

文字や絵なども分かりやすいよう工夫されている。 

道徳Ｃ 

たいせつなこと 

フレーベル

館 

優しく美しい絵と、丁寧できれいな言葉が心地よく、言葉の意

味や世界観をじっくり味わいながら読むことができるよう工夫

されている。 

最後の一文「あなたにとってたいせつなのはあなたがあなたで

あること」と手書きで書かれている。ありのままのあなたでいれ

ばいいんだよとあらためて自分という存在の大切さに気付くこ

とができるよう配慮されている。 

子どもたちが成長する中で、壁にぶつかったとき、自分を見失

いそうになったときに心の支えとなる本である。 

 

 

 

 



種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

道徳Ｃ 

日本の童話名作選 

蜘蛛の糸 

偕成社 

カンダタは現世では大泥棒だったのだが、一度だけ小さな蜘蛛

を踏み殺すのをやめたことがある。この小さな善行ゆえに、お釈

迦様は蜘蛛の糸を地獄に垂らすが、そこにたくさんの罪人が押し

寄せて来て糸が切れそうになる。 

もし、カンダタが利己心をむき出しにせず、他人のことを考え

ることができていたらと相手への思いやりについて考えること

ができる内容である。 

絵は、黄色と白を中心として描かれる極楽と、赤と黒を中心と

して描かれる地獄が視覚的に対比されており、工夫されている。 

道徳Ｃ 

よみきかせえほん 

日本と世界の昔ばな

し 成美堂出版 

ももたろうやマッチ売りの少女など、日本と世界の厳選された

１２話が綴られている。物語に触れることで、自分や他人の気持

ちを理解したり伝えたりする感情を育むことができる内容にな

っている。 

文末には、「このお話しで伝えたいこと」が記載されており、

指導の参考となる。 

漢字には全て振り仮名が付けられている。 

道徳Ｃ 

心やさしく 

賢い子に育つみじか

い 

おはなし 

３６６ 

小学館 

１年の暦に合わせた、昔話や物語、歌・詩、神話、伝統、行事、

知識及び不思議の９つのジャンルから 366 のお話が集められて

いる。物語から学ぶ教訓、子どもたちに培ってほしい感性など、

それぞれのお話の中でメッセージとして分かりやすく紹介して

いる。 

挿絵が豊富で親しみやすく、全ての漢字に振り仮名がふってあ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



市立高等支援学校用一般図書 

□市立札幌みなみの杜高等支援学校用教科用図書 

種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

職業 

見てわかるビジネス

マナー集 

ジアース教

育新社 

 社会人として、また、就労の継続を目指して、基本的なビジネ

スマナーを学ぶことができる内容になっている。 

生徒自身が内容を理解し、実行しやすいよう分かりやすい言葉

とイラストが多く使われるなど、工夫されている。 

情報 

見てわかる情報モラ

ル第３版 

日本文教出

版 

 基礎的基本的な情報モラルに関する事項に加え、生徒が陥りや

すい事例を項目毎に分けて分りやすく解説されている。 

各事例がカラーの４コマ漫画で取り上げられているなど、生徒が

興味を引きやすい構成になっている。 

□市立札幌豊明高等支援学校用教科用図書 

種目・図書名 発 行 者 選 定 理 由 

職業 

ひとりだちするため

の進路学習 

日本教育研

究出版 

 就労に向けた基礎的な知識や技能を身に付けることができる

よう、「働くこと」や「働くために」、「社会人になる」などの６つ

の章で構成されている。４色カラーで見やすく、考えながら記入

できる箇所もあり、実践的な内容となっている。 

情報 

実技で学ぶ情報モラ

ル 
日本情報処

理検定協会 

身近な出来事から起きる情報モラルの問題について、パソコン

のタイピングトレーニングをしながら、て学ぶことができる仕様

になっており、実践的な内容となっている。取り扱っている出来

事の場面については、豊富なイラストにより解説しており、状況

を理解しやすい構成となっている。 

音楽 

いきいきリコーダー 
全音楽譜出

版社 

リコーダーの指使いを、やさしい音域から難しい低音域まで練

習曲をこなしながら覚え、段階的に上達することができる曲集で

ある。楽曲の難易度を配慮して配列されており、説明もわかりや

すい。世界の音楽など色々な曲を通して、興味関心を広げたり、

豊かな表現を楽しんだりすることができる。 

 

 

 


