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本資料の活用について 

 

 この資料は、本府の小学校（義務教育学校前期課程を含む。以下、小学校という。）・中学校（義

務教育学校後期課程を含む。以下、中学校という。）の特別支援学級及び特別支援学校の小・中学

部における使用教科書を採択するに当たって、学校教育法附則第９条に規定する教科用図書（以

下、附則第９条関係教科用図書という。）を選定する場合の参考事項を、大阪府教科用図書選定審

議会の答申に基づき作成したものである。 

  附則第９条関係教科用図書のうち、絵本等の一般図書を選定する場合には、原則として、本資

料に登載されている図書から行うものとする。 

  なお、この資料を活用するに当たっての留意事項は、次のとおりである。 

 

留意事項 
 

１．この資料においては、知的障がい教育の部と視覚障がい教育の部とに分けて、附則第９条

関係教科用図書を選定するに当たって、適切と考えられる一般図書（文部科学省検定教科書

及び文部科学省著作教科書以外の図書をいう。以下同じ。）を選んで調査し、その調査内容

を観点別に記述して選定の際の参考に供することとした。 
本資料の知的障がい教育の部に登載されている図書については、知的障がい教育（知的障

がいと他の障がいを併せ有する者に対する教育を含む）を行う場合に、児童生徒の障がいの

状況に応じ適切な図書を選定するものとする。 

知的障がいのない視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、病弱・身体虚弱、言語障がい、

自閉症・情緒障がい児童生徒に対する教育にあっては、文部科学省検定教科書又は文部科学

省著作教科書による教育が十分可能であると考えられるが、視覚障がい教育においては、児

童生徒の状況により点字版教科書や拡大教科書を使用することとなるため独立した部とし

た。 

２．この資料は、障がいの種別ごとに対応する教育内容を附則第９条に規定する教科用図書と

して適切なものを提示しているが、児童生徒の教科書の選定にあたっては、本資料のみでは

なく、文部科学省検定教科書及び文部科学省著作教科書を含め、全体的視点から選定するの

が望ましい。 
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《参考１》 

 
【採択の対象となる教科書】 

学校教育法第３４条第１項（同法第４９条、第６２条、第７０条第１項及び第８２条において

準用する場合を含む。以下同じ。）及び同法附則第９条に規定するものである。 

 

 

１．第３４条第１項教科用図書 

 

学校教育法第３４条第１項に定める教科書とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書（以

下、検定教科書という。）及び文部科学省が著作の名義を有する教科用図書（以下、文部科学省

著作教科書という。）である。 

   なお、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１３条第６項によれば、教科

書は文部科学大臣から送付される教科書目録に登載されたもののうちから採択しなければなら

ないと規定している。 

   教科書目録には、使用すべき学校及び使用すべき学年が定められている。 

   したがって、特別支援学級及び特別支援学校における教科書についても、教科書目録に定め

られた学校の、定められた学年の教科書を採択しなければならない。 

   ただし、小学校用及び中学校用の教科書については、すべての種目（教科用図書の教科ごと

に分類された単位をいう。以下同じ。）が検定教科書として発行されているが、特別支援学校用

の教科書については、一部の種目が文部科学省著作教科書として発行されているにすぎない。 

 

 

２．附則第９条関係教科用図書 

 

学校教育法附則第９条に規定する教科書は、大別して次のように分類できる。 
 
 （１） 検定教科書及び文部科学省著作教科書であっても、教科書目録で定められた学校の定

められた学年以外の児童生徒が使用する場合。 
 

（２）  検定教科書及び文部科学省著作教科書以外の一般図書（絵本等）を教科書として使用

する場合。 

         なお、前記の教科書を採択できるのは、次の三つの場合に限られる。 
ア 特別支援学校において、所定の（定められた学校の定められた学年の）検定教科書又

は文部科学省著作教科書がない場合（学校教育法施行規則第１３５条第２項） 

イ  特別支援学校の小学部又は中学部において複数の種類の障がいを併せ有する児童生徒

について特別の教育課程を実施し、検定教科書又は文部科学省著作教科書を使用するこ

とが適当でない場合（同法施行規則第１３１条第２項） 

ウ  小学校又は中学校の特別支援学級で、特別の教育課程を実施し、所定の（定められた

学校の定められた学年の）検定教科書を使用することが適当でない場合（同法施行規則

第１３９条） 
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《参考２》 

 

【教科書採択事務取扱いについて】 

 

１．小・中学校用教科書の採択 

 

（１）採択の原則 

 

採択替えの行われる教科書については、都道府県の教育委員会は十分な調査研究を行い、

選定資料の作成、配付等により市町村の教育委員会等の採択権者の行う採択事務に対し、適

切な指導、助言、援助を行い、市町村の教育委員会等は自ら十分な調査研究を行うとともに、

都道府県教育委員会の指導等により適切な教科書の採択を行う必要がある。 

 

（２）特別支援学級で使用する学校教育法附則第９条の規定による教科書の採択 

 

ア  採択の原則 

    小・中学校において、学校教育法附則第９条の規定による教科書の使用が認められるの

は、特別支援学級のみである。 

    学校教育法附則第９条、同法施行規則第１３９条規定により、小・中学校の特別支援学

級で特別の教育課程による場合において、教科により当該学年用の検定教科書を使用する

ことが適当でないときは、当該学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図

書を使用することができる。 

    この場合にも市町村の教育委員会及び国立、私立の小・中学校の校長は、都道府県教育

委員会の指導助言等により、十分な調査研究を行い、適切な教科書の採択に努めることが

必要である。 

    また、特別支援学級においても、検定教科書を使用する場合は、その採択地区内のもの

と同一のものの採択となる。 

 

イ  学校教育法附則第９条の規定による教科書を採択する場合の留意事項等 

 

① 小学校又は中学校における特別支援学級において特別の教育課程による場合は、特

別支援学校の学習指導要領を参考とすることとされており、この場合における教科書

の採択については、後述の「２特別支援学校用教科書の採択」の（２）及び（３）の

事項を参考に行う。 
 

    ② 特別の教育課程を編成し、教科により当該学年用の検定教科書を使用することが適

当でない場合には、原則として、下学年用の検定教科書又は特別支援学校用の文部科

学省著作教科書を採択することが望ましい。 
 
③ 知的障がい者のための特別支援学級における教科書の使用の形態は、次のとおりで

ある。 
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小・中学校(知的障がい特別支援学級) 

 
 
 
 
 

 
 
 
小学校の特別支援学級において特別支援学校用文部科学省著作教科書を使用する場

合は、特別支援学校小学部と同様の使用法を原則とし、中学部のものを小学校で使用

するような形態は、極めて軽度の知的障がい児童が在籍する学級等を除き、認められ

ない。 

        また、中学校の特別支援学級において下学年用として、小学校用の検定教科書を使

用する場合には、当該採択地区内の小学校で使用されている教科書と同一のものを使

用する。 
 

④ 下学年用の検定教科書を使用することが不適当な場合等にあっては、附則第９条関

係教科用図書（絵本等の一般図書）を採択することができる。この場合には、次の

事項に留意する必要がある。 
 

・児童生徒の障がいの種類・程度、能力・特性に最もふさわしい内容（文字、表現、

挿絵、取り扱う題材等）の図書が適切であること。 
・可能な限り体系的に編集されており、教科の目標に沿う内容を持つ図書が適切であ

ること（特定の題材又は一部の分野しか取り扱っていない参考書、図鑑類、問題集等

の図書は適切でない。）。 
・上学年で使用する図書や採択する他教科の図書との関連性も考慮すること。 
・価格については、前年度の実績を考慮するなど、高額なものに偏ることのないよう

にすること。 
・別途送付している文部科学省「一般図書契約一覧」を参考にしつつ、それ以外の図

書も含めて最も適切なものを採択すること。 
 

⑤ 小学校の特別支援学級において、特別支援学校（知的障がい教育）小学部の学習指

導要領に準じて教育課程を編成する場合に実施する「生活」の教科に係わる教科書に

ついては、２の（３）のカと同様に取り扱うことができる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

選定の順  ① 同学年の検定教科書 

② 下学年の検定教科書 

③ 特別支援学校用（小・中学部） 

文部科学省著作教科書 

④ 附則第９条関係教科用図書（絵本等の一般図書） 
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２．特別支援学校用教科書の採択 

 

（１）採択の原則 
   

ア  小・中学部用教科書の採択 
 

① 特別支援学校の小・中学部用教科書については、小・中学校用教科書と同様に採択

替えが行われる。したがって、採択替えのない年度にあっては、学校教育法附則第９

条の規定による教科書を除き、前年度採択した教科書と同一のものを採択しなければ

ならないこと。 
② 特別支援学校の小・中学部用教科書は、一部の教科について文部科学省著作教科書

が発行されているが、大部分の教科については文部科学省著作教科書も検定教科書も

発行されていないため、当該教科については、学校教育法附則第９条の規定による教

科書を採択することができる。また、複数の種類の障がいを併せ有する児童生徒につ

いて特別の教育課程による場合で文部科学省著作教科書を使用することが適当でない

場合には、当該学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科書を採択するこ

とができること。（学校教育法附則第９条、同法施行規則第１３１条第２項） 

     

    学校教育法附則第９条の規定による教科書については、毎年度採択替えを行うことがで

きるが、特別支援学校で使用する教科書については、一人ひとりの児童生徒の障がいの状

況に配慮した特別な教育課程による場合もあるため、採択に当たっては、都道府県立学校

の場合は都道府県の教育委員会が選定審議会の意見を聞いて、その他の場合は採択権者が

都道府県の教育委員会の指導、助言等を受けて、それぞれの十分な調査研究を行い、適切

な教科書を採択する必要がある。 

    

イ  高等部用教科書の採択 
 

    特別支援学校の高等部で使用する教科書については、現在のところ、文部科学省著作教

科書も検定教科書も発行されていないため、教育課程について十分検討のうえ、高等学校

用検定教科書等の適切な教科書を採択する必要がある。 

 

 

 （２）文部科学省著作教科書を採択する場合の留意事項等 

    

文部科学省著作教科書については、特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の学習指導

要領に規定するところにより特に必要があって、学年の目標・内容を下学年の目標・内容に

代える場合においては、当該児童生徒が属する学年よりも下の学年用の教科書を採択するこ

とが認められている。  
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（３）学校教育法附則第９条の規定による教科書を採択する場合の留意事項等 

  
ア 特別支援学校（知的障がい者を教育する場合を除く）の小・中学部における各教科の

目標及び各学年の目標、内容は小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領に示すもの

に準ずることとなっているため、小・中学部用教科書として学校教育法附則第９条の規

定による教科書を採択する場合は、検定教科書を採択することが望ましい。 
イ 視覚支援学校小学部及び中学部の弱視者の国語の教科については、児童生徒の状況に

応じて検定教科書もしくは文部科学省著作の点字版の教科書から採択することができる。 

ウ 視覚支援学校小学部及び中学部において文部科学省著作の点字版の教科書が発行され

ていない種目については、教科書として適切な点字版図書を採択することができる。 

エ 聴覚支援学校の小学部及び中学部の国語の教科については、文部科学省著作の「言語

指導」又は「言語」の教科書のほかに、小学校又は中学校用の国語の検定教科書（下学

年使用の場合は、小学部の低学年では絵本等）を併せて採択することができる。 

オ 特別支援学校において肢体不自由者を教育する場合、知的障がいのある者については、

学習指導要領により各教科の特例が定められ、その目標、内容は知的障がい者を教育す

る場合の各教科の目標、内容に準じたものであるため、この複数の種類の障がいを併せ

有する児童生徒に対する教科書の採択に当たっては、知的障がい者に対する教科書の採

択に準ずることが適当である。 

カ 知的障がい者を教育する特別支援学校等の小学部及び小学校特別支援学級の「生活」

の教科については、必ずしも１種目の教科書を限定することなく、「生活」の教科の内容

により、必要に応じ従前と同様に、教科の主たる教材として適切な教科書を採択するこ

とができる。 

キ 知的障がい者を教育する特別支援学校等において検定教科書の下学年用を使用するこ

とが不適当な場合等にあっては、絵本等の一般図書を採択することができる。この場合

には、採択に当たって、１の（２）のイの④に掲げた事項に留意する必要がある。 

 

 
（４）訪問学級における教科書の採択 

 

   児童生徒の心身の発達の状況、健康状態及び学習環境（病院・施設・家庭等）等の状況に

応じ、前述の各項のうち該当する項に示すところにより、最も適切な教科用図書を選定する

必要がある。 
 
 

 

《参考３》 

 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成２９年６月告示） 

   https://www.mext.go.jp/content/20200407-mxt_tokubetu01-100002983_1.pdf 
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知 的 障 が い 教 育 の 部  

 

知的障がいと他の障がいを併せ有する者に対する教育を含む 
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知的障がい教育の部 

（知的障がいと他の障がいを併せ有する者に対する教育を含む） 

  
 
   １．基本的な考え方 
 

（１） 特別支援学校及び特別支援学級においては、文部科学省著作教科書（特別支援学 
校用）又は部科学省検定教科書を使用する（下学年用の使用も含む）ことが適当 

でない場合には、下記２．に設ける基準によって選定した一般図書の中から適切 

な教科用図書を採択することができる。 
（２） 視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、病弱・身体虚弱、言語障がい、自閉症・ 

情緒障がいを主な障がいとする児童生徒のうち、知的障がいのあるものについて、 

効果的な教育を進めるため、上記（１）の採択方法をとることができる。 
 
    ２．選定に当たっての基準的事項 
 

○ 一人ひとりの児童生徒の障がいの状況、特性に適応していること。 

○ 系統性があり、年間を通じて学習できるものであること。 
○ 適切なさし絵、写真などを多く取り入れ、内容の理解を助けるため効果的に編集       
   されていること。 
○ 内容がよく精選され、しかも一部に偏ることなく、活用の度合いが高いこと。 

 
（１） 取扱い内容について 

特別支援学校（知的障がい教育）小学部・中学部学習指導要領に示されている 

各教科の目標が達成されやすい内容であること。 

（２） 人権の取扱いについて  

人権尊重についての配慮がなされていること。 

（３） 内容の程度について 

心身の発達の状況に適応し、できるだけ経験領域が広められ、身近な生活に関 

する内容が多く盛り込まれていること。 
（４） 組織・配列について 

さし絵、写真、図表等が豊富で親しみやすく、内容の理解を助けるように効果 

的に組織・配列されていること。 
（５） 分量について 

            年間の指導計画に応じて、全体の分量が適当であること。 
（６） 創意工夫について 

教科用図書としてみたとき、児童生徒の学習上、創意工夫がなされていること。 
（７） その他 
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     ３．知的障がいと他の障がいを併せ有する場合の選定における留意事項 
 

（１）視覚障がい 

・ 視力の程度や視知覚の発達や状況に適応していること。 

・ 触覚的、聴覚的な要素が含まれていること。 

・ 日常生活に関連した内容が配慮されていること。 

 
（２）聴覚障がい 

・ 視覚的に情報を獲得しやすいものや、音響的、音声的な要素が含まれていて多角 

的に活用できること。 

・ 日常生活に即応していること。 

 
（３）肢体不自由 

・ 日常生活の基本的動作の習慣に関する学習の内容が平易に記述されていること。 
・ 身近な動物、植物、自然などが親しみやすく描かれていること。 

 
（４）病弱・身体虚弱 

・ 児童生徒の病状や生活状況に合わせて、内容が精選されたものであること。 
・ 経験領域を広めるような内容が盛り込まれていること。 
・ 児童生徒の意欲的活動を促し、自学自習を進めやすい内容であること。 

 
（５）言語障がい 

        ・ 文章はリズミカルで、音声的要素を配慮したものであること。 
        ・ 身近な生活内容を通じて、効果的な言語習得ができるものであること。 
 

（６）自閉症・情緒障がい 

        ・ 実生活における具体的な人間関係の指導に活用できる内容であること。 
        ・ 内容がイメージ化しやすく、また行動化しやすいものであること。 
        ・ 日常生活の基本的事項が多く含まれているとともに、興味を発展させられるよ 

うなものであること。 

 

 

 

 

 



　［ 国 語 ］

発行者 01-1　あ か ね 書 房 01-1　あ か ね 書 房 01-1　あ か ね 書 房 01-1　あ か ね 書 房

書　名 もじのえほん もじのえほん けんちゃんとあそぼう３ 単行本さわってあそぼう

 かたかなアイウエオ かんじ(１) まねっこまねっこ ふわふわあひる

編著者名 やまもと　もりひさ ふなざき　よしひこ くろい　けん ヴァン　フリート

定　価 1,500円＋税 1,500円＋税 1,200円＋税 1,600円＋税

頁　数 （32ページ） （32ページ） （24ページ） （17ページ）

JANコード 9784251002044 9784251002051 9784251001139 9784251007711

取扱い内容

　50音が絵と単語、絵
と文で構成され、動物
を見ながらカタカナの
学習ができる内容であ
る。

　1年生の漢字を中心
に、漢字の成り立ちを
楽しい話と絵でわかり
やすく説明している。

　動物のまねを楽しみ
ながら、ことばの学習
ができる内容である。

　１ページに１つずつ
穴があり、そこに手触
りを楽しむことのでき
る素材が貼ってある。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　カタカナの基本的な
文字指導に適してい
る。

　単なる漢字学習では
なく、ストーリーと問
いかけ部分もあり、自
然に漢字の成り立ちに
ついて学習できる。

　短く平易な文の繰り
返しにより、ことばや
文字習得の基礎学習に
適している。

　イラストから連想す
るものを触ることで確
認することができる。

組織・配列

　50音順に、身近な絵
とリズミカルな文で配
列されている。

　漢字の成り立ちが分
かりやすく配列され、
さし絵と文章があって
いる。

　小さい動物から、順
に大きい動物が登場す
るよう編成され、次
ページを予測する内容
に配列されている。

　ひよこなど、親しみ
やすい題材を扱ってい
る。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　カラフルで楽しいさ
し絵が使われており、
厚紙に印刷され、造本
もしっかりしている。

　柔らかい色調の美し
いさし絵で、造本も
しっかりしている。

　親しみやすく、ポイ
ントをしぼったさし絵
により、内容が理解さ
れやすいよう工夫され
ている。

　本の大きさは小ぶり
で持ちやすく、触りや
すい。

その他
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　［ 国 語 ］

発行者 01-1　あ か ね 書 房 01-1　あ か ね 書 房 01-1　あ か ね 書 房 01-1 あかね書房

書　名 あかね書房の学習えほん うたってあそぼう１ うたってあそぼう２ たのしくおぼえる

あそぼうあそぼう
あいうえお

えかきうた（どうぶつ）
えかきうた

（むし・さかな）
あいうえおえほん

編著者名 村上　勉 たけい　しろう・作 たけい　しろう・作 いわいまき・作

かいち　とおる・絵 かいち　とおる・絵 かしわらあきお・絵

定　価 1,600円＋税 1,200円＋税 1,200円＋税 1,800円＋税

頁　数 （56ページ） （31ページ） （31ページ） (96ページ)

JANコード 9784251098092 9784251009715 9784251009722 9784251098757

取扱い内容

　ひらがなを歌に合わ
せて楽しく学習できる
ような内容となってい
る。

　子どもたちがよく
知っている動物を、歌
を歌いながら楽しく書
ける内容になってい
る。

　子どもたちがよく
知っている虫や海の生
物の魚などを、歌いな
がら楽しく書ける内容
である。

 50音がそれぞれに関連
した絵と短文で分かり
やすく学習できる内容
である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　ひらがなの導入期の
教材として適切であ
る。

　丸が３つと一本線だ
けで描ける、簡単なも
のから順に構成されて
いる。歌詞も分かりや
すく、書き方も単純な
ものを集めて、表現し
やすい。

　簡単に描けるものか
ら順に構成されてい
る。歌詞も分かりやす
く、描き方も単純なも
のが集められており、
表現しやすい。

 ひらがなの読み、書き
の学びはじめに適切で
ある。

組織・配列

　見開きの絵も大き
く、見やすいように配
列されている。

　絵と歌詞を対応さ
せ、分かりやすくなっ
ている。

　絵と歌詞を対応さ
せ、分かりやすくなっ
ている。

　50音順のひらがな１
文字と書き順が見開き
で大きく書かれてお
り、文字に対応した絵
と短文が配置されてい
る。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　リズミカルな文で構
成されており親しみや
すい。

　今、どの部分を書い
ているのか分かるよ
う、線の色に濃淡をつ
けている。挿絵は子ど
もたちが親しみを持て
るよう、楽しいものに
なっている。

　今、どの部分を書い
ているのか分かるよ
う、線の色に濃淡をつ
けている。挿絵は子ど
もたちが親しみを持て
るよう、楽しいものに
なっている。

　付属のシートを使用
すると絵からひらがな
一文字が出てくるしか
けとなっており、子ど
もの興味を引きやす
い。

その他

　しかけ絵本である。
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　［ 国 語 ］

発行者 02-1　岩　崎　書　店 02-1　岩　崎　書　店 02-1　岩　崎　書　店 02-1　岩　崎　書　店

書　名 五味太郎の
ことばとかずの絵本 えほん さんねん峠

五味太郎の
ことばとかずの絵本

いわさきよみきかせ2012

漢字の絵本 朝鮮のむかしばなし ことばのあいうえお
(どうぶつのおはなし)

りんごがひとつ

編著者名 五味　太郎 李　錦玉・作 五味　太郎 ふくだ　すぐる

朴　民宜・絵

定　価 1,300円＋税 1,200円＋税 1,300円＋税 1,300円＋税

頁　数 （48ページ） （28ページ） （48ページ） （32ページ）

JANコード 9784265903023 9784265910212 9784265903016 9784265034413

取扱い内容

　分かりやすい絵を用
いて漢字の学習ができ
るよう取り扱われてい
る。

　転ぶと３年しか生き
られないといわれる峠
道で、転んでしまった
おじいさんが少年の機
知で救われるという、
朝鮮の民話に題材を求
めた物語である。

　身近なものの名称
と、日常よく使うこと
ばから50音の学習がで
き、動作や発声へもつ
ながる内容である。

　ひとつのりんごをめ
ぐって、独り占めしよ
うとするサルとそれを
追いかける他の動物た
ちの姿がユーモラスに
描かれた作品である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　漢字を感覚的に学習
できるように工夫され
ていて、絵も簡潔で分
かりやすい。

　漢字にはすべてふり
かながつけられてお
り、読み聞かせや一人
読みにも適している。
リズミカルな文章表現
で、劇遊びなどにも発
展できる。

　日常生活の場面を愉
快なさし絵を用いて簡
単な言葉と対応させて
おり、文字習得の第一
歩に適切である。

　すべてひらかなの短
文で記されており、読
み聞かせや一人読みに
適している。

組織・配列

　小学校一年生程度の
漢字が配列されてい
る。

　見開きのページに大
きく挿絵を配置し、文
とよく対応している。

　50音順に、１ぺ一ジ
につき１字ずつ同パ
ターンで配列されてい
る。

　キリン、ライオン、
カバ、ゾウなど子ども
に親しみのある動物た
ちが表情豊かに表現さ
れており、心情の変化
がよく伝わる。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　カラフルで楽しいさ
し絵で、文字も大きく
分かりやすく、造本も
しっかりしている。

　チマ・チョゴリやパ
ジ・チョゴリなどの民
族衣装や朝鮮の古い農
村の情景などが色鮮や
かに描かれている。造
本もしっかりしてい
る。

　カラフルで楽しいさ
し絵が印刷され、造本
もしっかりしている。

　平面的な絵と、単純
なストーリー展開で、
子どもも感情移入しや
すい。造本もしっかり
している。

その他
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　［ 国 語 ］

発行者 02-1　岩　崎　書　店 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社

書　名 えほん・ワンダーランド8 日本の絵本 五味太郎・言葉図鑑（１） 五味太郎・言葉図鑑（２）

ともだちほしいな
おおかみくん

しりとりあいうえお うごきのことば ようすのことば

編著者名 さくら　ともこ・作 石津　ちひろ・文 五味　太郎 五味　太郎

いもと　ようこ・絵 はた　こうしろう・絵

定　価 1,300円＋税 1,000円＋税 1,400円＋税 1,400円＋税

頁　数 （32ページ） （48ページ） （36ページ） （36ページ）

JANコード 9784265011087 9784032031201 9784033430102 9784033430201

取扱い内容

　本当はとても寂しが
りやで心の優しいおお
かみが、森の動物たち
と仲良くなっていく物
語である。

　ひらがな50音を使っ
たしりとりの文になっ
ている。単語ではな
く、ユーモラスな文で
しりとりが続いてい
る。

　色々な場面のさし絵
を見ながら、動き、似
た意味、反対の意味等
を表すことばが増やせ
るよう取り扱われてい
る。

　12ヶ月の月ごとのさ
し絵を見ながら、動作
の仕方、もののありよ
う、その程度を表すこ
とばが増やせるよう取
り扱われている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　すべてひらかなの短
文で記されており、読
み聞かせや一人読みに
適している。

　ひらがなとカタカナ
表記。カタカナにはふ
りがながふられてい
る。リズミカルなこと
ばと、それに対応した
ユーモラスなさし絵で
読みやすい。

　日常生活の中で出て
くる動詞が学習できる
内容である。

　日常生活の中で出て
くる副詞が学習できる
内容である。

組織・配列

　ウサギ、ブタ、タヌ
キ、キツネなど子ども
に親しみのある動物た
ちが表情豊かに表現さ
れており、心情の変化
がよく伝わる。

　50音順にならんだし
りとりになっている。

　さし絵に対応してこ
とばが考えられるよう
に配列され、数多くの
場面の動詞が例示され
ている。

　さし絵に対応してこ
とばが考えられるよう
に配列され、数多くの
場面の副詞が例示され
ている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　造本がしっかりして
いる。

　カラフルで楽しい挿
絵が使用されており、
造本もしっかりしてい
る。

　楽しくカラフルなさ
し絵が鮮明に印刷され
インパクトがある。造
本もしっかりしてい
る。

　楽しくカラフルなさ
し絵が鮮明に印刷され
インパクトがある。造
本もしっかりしてい
る。

その他
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　［ 国 語 ］

発行者 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社

書　名 五味太郎・言葉図鑑（３） 五味太郎・言葉図鑑（４） 五味太郎・言葉図鑑（５） 五味太郎・言葉図鑑（６）

かざることば（Ａ） かざることば（Ｂ） つなぎのことば くらしのことば

編著者名 五味　太郎 五味　太郎 五味　太郎 五味　太郎

定　価 1,400円＋税 1,400円＋税 1,400円＋税 1,400円＋税

頁　数 （36ページ） （36ページ） （36ページ） （36ページ）

JANコード 9784033430300 9784033430409 9784033430508 9784033430607

取扱い内容

　日常生活に関連した
さし絵を見ながら、こ
とばや語いが増やせる
よう取り扱われてい
る。

　身の回りの生活の中
で見かける様々な様子
や人々の心の動きを表
すことばが増やせるよ
う取り扱われている。

　日常生活に関連した
さし絵を見ながら、助
詞の使い方が分かるよ
う取り扱われている。

　日常生活に関連した
さし絵を見ながら、こ
とばや語いが増やせる
よう取り扱われてい
る。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　ことば遊びを楽しみ
ながら、かざることば
が学習できる内容であ
る。

　日常生活の中で出て
くる形容動詞の学習が
できる内容である。

　いろいろな助詞を置
き換えて文づくりがで
きる内容である。

　あいさつの時に使う
ことばを中心に生活の
中での話しことばを学
習できる内容である。

組織・配列

　さし絵に対応して、
もののようすを表すこ
とばが考えられるよう
配列されている。

　さし絵に対応して言
葉が考えられるように
配列され、14種類の
「どんな・・・」で表
される場面を設定し、
それぞれ細かい例文を
あげている。

　さし絵に対応して、
目的に即した文づくり
ができるよう配列され
ている。

　さし絵に対応して、
ことばが考えられるよ
う配列されている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　楽しくカラフルなさ
し絵が鮮明に印刷され
インパクトがある。造
本もしっかりしてい
る。

　楽しくカラフルなさ
し絵が鮮明に印刷され
インパクトがある。造
本もしっかりしてい
る。

　楽しくカラフルなさ
し絵が鮮明に印刷され
インパクトがある。造
本もしっかりしてい
る。

　楽しくカラフルなさ
し絵が鮮明に印刷され
インパクトがある。造
本もしっかりしてい
る。

その他
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　［ 国 語 ］

発行者 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社

書　名 五味太郎・言葉図鑑（10） 五味太郎の絵本 五味太郎・しかけ絵本(１) あかちゃんのあそびえほん(１)

なまえのことば
わにさんどきっ

はいしゃさんどきっ
きいろいのはちょうちょ ごあいさつあそび

編著者名 五味　太郎 五味　太郎 五味　太郎 木村　裕一

定　価 1,400円＋税 1,000円＋税 1,000円＋税 680円＋税

頁　数 （36ページ） （32ページ） （36ページ） （29ページ）

JANコード 9784033431000 9784033303307 9784033380100 9784031310109

取扱い内容

　日常生活に関連した
さし絵を見ながら、も
のの名称や語いが増や
せるよう取り扱われて
いる。

　子どもにとって苦手
な「歯医者」を題材に
し、患者の気持ちと歯
医者の気持ちが同じこ
とばでそれぞれ表現さ
れた絵本である。

　きいろいちょうちょ
をつかまえてみると、
なぜか花だったり、ひ
よこだったり。失敗を
繰り返すもきいろい
ちょうちょを追い続け
る男の子の愉快な話で
ある。

　動物たちが次々にた
ずねてくる中で、「こ
んにちは」のあいさつ
がいえるように取り扱
われている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　ことばあそびを楽し
みながら、日常生活の
中での身近なものの部
分や名称を学習できる
内容である。

　同じ場面で、同じこ
とばがそれぞれの立場
で書かれてあり、双方
の気持ちを考えること
ができる。

　子どもの気持ちが短
い文でわかりやすく表
現され、ストーリーで
は想像力をかきたてる
内容である。

　ことばが出はじめた
段階の子どもの読み聞
かせに適し、楽しいあ
そびの感覚で、ことば
を育てる内容である。

組織・配列

　さし絵に対応して、
ものの名称が考えられ
るよう配列されてい
る。

　見開きで、わに（患
者）と歯医者の内言語
が同じことばで書かれ
ている。

　期待の気持ちと残念
な気持ちが交互に書か
れ、子どもの気持ちの
変化をうまくとらえて
いる。

　さし絵に対応して、
簡単なことばが繰り返
し配列されている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　楽しくカラフルなさ
し絵が鮮明に印刷され
インパクトがある。造
本もしっかりしてい
る。

　大きな挿絵で、患者
と医者の気持ちが表情
と共に分かりやすく描
かれ、子どもが親しみ
をもって読むことがで
きる。

　蝶の形の穴があけて
あり、はじめは蝶だと
思わせ、ページをめく
るとそれは蝶ではなく
意外なものであるとい
う楽しさがある。

　かわいいさし絵が印
刷され、しかけによる
場面の変化がことばと
うまく対応するよう工
夫されている。

その他

　しかけ絵本である。 　［生活］にも活用で
きる。
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　［ 国 語 ］

発行者 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社

書　名 あかちゃんのあそびえほん(２) あかちゃんのあそびえほん(３) あかちゃんのあそびえほん(６) エリック・カールの絵本

いないいないばああそび いただきますあそび いいおへんじできるかな
月ようびはなにたべる？
-アメリカのわらべうた

編著者名 木村　裕一 木村　裕一 木村　裕一 エリック　カール・絵

もり　ひさし・訳

定　価 680円＋税 680円＋税 680円＋税 1,200＋税

頁　数 （29ページ） （29ページ） （29ページ） （23ページ）

JANコード 9784031310208 9784031310307 9784031310604 9784033276007

取扱い内容

　親子の間で繰り返さ
れてきた「いないいな
いばあ」をゆかいな遊
びにし、ことばの学習
ができる内容である。

　動物たちのしぐさを
繰り返すうちに「いた
だきます」のことばが
学習できる内容であ
る。

　動物たちのユーモラ
スなさし絵を楽しみな
がら、ことばの学習が
できるよう取り扱われ
ている。

　アメリカのわらべ歌
を題材に、いろいろな
動物が各曜日に食べる
物を紹介しており、動
物・食べ物・曜日の名
前を学習できる内容で
ある。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　ことばが出はじめた
段階の子どもの読み聞
かせに適し、楽しいあ
そびの感覚で、ことば
を育てる内容である。

　ことばが出はじめた
段階の子どもの読み聞
かせに適し、楽しいあ
そびの感覚で、ことば
を育てる内容である。

　ことばが出はじめた
段階の子どもの読み聞
かせに適し、楽しいあ
そびの感覚で、ことば
を育てる内容である。

　短い文の応答や呼び
かけの繰り返しが、ほ
ぼひらがなとカタカナ
で書かれている。リズ
ミカルで、読み聞かせ
に適している。

組織・配列

　さし絵に対応して、
簡単なことばが繰り返
し配列されている。

　さし絵に対応して、
簡単なことばが繰り返
し配列されている。

　さし絵に対応して、
簡単なことばが繰り返
し配列されている。

　見開きでさし絵と文
が対応するように配列
されている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　かわいいさし絵が印
刷され、しかけによる
場面の変化がことばと
うまく対応するよう工
夫されている。

　かわいいさし絵が印
刷され、しかけによる
場面の変化がことばと
うまく対応するよう工
夫されている。

　かわいいさし絵が印
刷され、しかけによる
場面の変化がことばと
うまく対応するよう工
夫されている。

　色彩豊かで迫力ある
挿絵が、子どもの興味
をひきやすい。曜日の
名前は漢字だが、太字
で強調されている。

その他

　しかけ絵本である。 　［生活］にも活用で
きる。

　［生活］にも活用で
きる。

　[音楽]にも活用でき
る。
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　［ 国 語 ］

発行者 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社

書　名 エリック・カールの絵本 エリック・カールの絵本 はらぺこあおむし エリック・カールの絵本

ごきげんななめの
てんとうむし改訂大型版 はらぺこあおむし (ボードブック)

くまさんくまさん
なにみてるの？

編著者名 エリック　カール・作 エリック カール作・絵 エリックカール・作 エリック カール・絵

もり　ひさし・訳 もり　ひさし・訳 もりひさし・訳 ビル マーチン・文

定　価 1,500＋税 1,200円＋税 900円＋税 1,000円＋税

頁　数 （40ページ） （25ページ） （24ページ） （25ページ）

JANコード 9784034252901 9784033280103 9784032371109 9784032013306

取扱い内容

　てんとう虫が自分よ
り大きな生き物に次々
とけんかをしかけて
は、その場を去り、最
後は元の場所に帰って
くる。たくさんの虫や
動物の名前等を学習で
きる内容である。

　卵から蝶になるまで
の話を通して、生命の
美しさを学びながら、
ことばの学習ができる
内容である。

　卵から蝶になるまで
の話を通して、生命の
美しさを学びながら、
ことばの学習ができる
内容である。

　いろいろな動物が見
ているものを題材に、
身近な動物や、色の名
称等のことばが学習で
きる内容である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　文章はやや長いが、
ひらがな中心の平易な
ことばで書かれてい
る。繰り返しの流れ
で、子どもが次の展開
を予想しやすい。

　青虫の一生を通し
て、身近なことばや語
いを増やすことができ
る。読み聞かせに適し
ている。

　青虫の一生を通し
て、身近なことばや語
らいを増やすことがで
きる。

　ひらがなの短い文が
呼びかけと応答のくり
返しで展開され、リズ
ミカルな会話のやりと
りを楽しむことができ
る。

組織・配列

　見開きでさし絵と文が対
応している。最初と最後の
場面は見開きを大きく使っ
ているが、途中は小さな見
開きになっており、生き物
の大きさとページや字の大
きさが比例している。

　見開きでさし絵と簡
単な文がうまく対応す
るよう配列されてい
る。

　見開きでさし絵と簡
単な文がうまく対応す
るよう配列されてい
る。

 見開きいっぱいに大き
なさし絵と、簡単なこ
とばが繰り返し配列さ
れている。

分量 

　読み聞かせるには分
量は適当である。が、
子ども自身が読むには
やや多い。

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　てんとう虫が他の生
き物と会っている間、
お日さまが位置を変え
て表示され、時刻と太
陽の移動が一緒に確認
できる。

　カラフルなさし絵と
しかけのおもしろさ
で、子どもの興味・関
心をひきつけるよう工
夫されている。

　カラフルな挿絵と穴
等のしかけのおもしろ
さで、子どもの興味・
関心をひきつけるよう
な内容になっている。

　大きく、色彩の鮮明
なさし絵で、親しみや
すい。また、文中の色
の名前を太字で強調
し、子どもの注意をひ
きつけやすいものに
なっている。

その他

　しかけ絵本である。 　しかけ絵本である。 　あおむしが食べた後
には穴が空いているた
め、触っても楽しむこ
とができる。
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　［ 国 語 ］

発行者 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社

書　名 ノンタンあそぼうよ（８） ノンタンあそぼうよ（９） ノンタン ノンタンあそぼうよ（２）

ノンタン
あわぷくぷくぷぷぷう

ノンタンのたんじょうび
ノンタン・タータン

あそび図鑑
ノンタンおやすみなさい

編著者名 キヨノ　サチコ キヨノ　サチコ キヨノ　サチコ キヨノ　サチコ

定　価 600円＋税 600円＋税 1,400円＋税 600円＋税

頁　数 （32ページ） （32ページ） (64ページ) （32ページ）

JANコード 9784032170801 9784032170900 9784033250809 9784032170207

取扱い内容

　おふろに入るという
身近なできごとを題材
に取り上げ、ことばの
学習ができる内容であ
る。

　誕生日を題材に取り
上げ、ことばの学習が
できる内容となってい
る。

　たくさんの動物が登
場し、「遊び」を通し
て、ことばや数、英語
や手話などが学習でき
る絵本である。

　夜になって、眠りに
つくまでのできごとを
題材に取り上げ、こと
ばの学習ができる内容
である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　子どもがよく知って
いる動物を楽しく描
き、親しみやすい内容
で、読み聞かせに適し
ている。

　主人公のためにない
しょで誕生日の用意を
するほのぼのとした内
容で、読み聞かせに適
している。

　マッチングや線つな
ぎなどの学習活動を通
して目と手の協応動作
などができ、楽しく学
習することができる。

　登場する動物を変化
させ、親しみやすい内
容で、読み聞かせるの
に適している。

組織・配列

　さし絵を見て、簡単
なことばが考えられる
ような配列になってい
る。

　さし絵を見て、簡単
なことばが考えられる
ような配列になってい
る。

　各教科の内容が、順
序よく繰り返し配列さ
れている。

　さし絵を見て、簡単
なことばが考えられる
よう配列されている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は多いが、指導
者が各時間、適量を判
断し行うことができ
る。

　分量は適当である。

創意工夫

　分かりやすく楽しい
さし桧で鮮明に印刷さ
れ、造本もしっかりし
ている。

　分かりやすく楽しい
さし桧で鮮明に印刷さ
れ、造本もしっかりし
ている。

　かわいいさし絵で、
主人公たちと一緒に学
習できる絵本になって
いる。

　分かりやすく楽しい
さし絵で鮮明に印刷さ
れ、造本もしっかりし
ている。

その他

　［生活］にも活用で
きる

　他教科にも関連す
る。
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　［ 国 語 ］

発行者 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社

書　名 もりはおもしろランド１ ともだちだいすき（３） 日本むかし話 日本のむかし話

もりのゆうびんきょく ぼうしころころ おむすびころりん つるのおんがえし

編著者名 舟崎　靖子・作 山脇　恭・作 興田　準一・文 松谷　みよ子・文

舟崎　克彦・絵 末崎　茂樹・絵 渡辺　三郎・絵 いわさき　ちひろ・絵

定　価 800円＋税 1,000円＋税 1,200円＋税 1,200円＋税

頁　数 （32ページ） （24ページ） （32ページ） （32ページ）

JANコード 9784033131603 9784032211306 9784033031507 9784033030500

取扱い内容

　ハリネズミの郵便屋
さんが手紙を食べてし
まった失敗を解決する
話で、物語の先を想像
する力が育まれるよう
に取り扱われている。

　風に吹かれて飛んで
いった帽子をあっち
こっちと探しまわる話
で、一部にスポットを
あてながら探していく
内容である。

　物語や話に興味をも
たせ、登場人物の気持
ちなど話の中身につい
て考えさせるよう取り
扱われている。

　有名な民話を題材
に、やさしさや愛、約
束というものの厳しさ
を描いた悲しくも美し
い物語である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　ひらがなにカタカナ
混じりで書かれ、長め
の文章である。文と絵
によって場面を楽しみ
ながら読み聞かせるの
に適している。

　ひらがな中心の簡単
な文の繰り返しが多
く、子どもに問いかけ
ながら読みすすめてい
ける内容である。

　文章は少し長いが、
平易な内容がひらがな
で書かれている。読み
聞かせにも適してい
る。

　文章は長いが、平易
なひらがなで書かれて
いる。さし絵を見なが
らの読み聞かせにもよ
い。

組織・配列

　文とさし絵が半々
で、互いに内容を広げ
るようになっている。

　見開きで絵と文が読
みやすく配列されてい
る。

　昔話にふさわしいさ
し絵が文とよく対応
し、配列されている。

　さし絵が適切な場面
に配置されている。

分量 

　分量は読み聞かせる
には適当な量である
が、子どもが自分自身
で読むには多い。

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　主人公の動物が親し
みやすいデザインに
なっており、配色も美
しい。文も次の展開に
期待感が持続するよう
に工夫されている。

　大きなさし絵で主人
公と一緒に考えながら
探していけるようにし
かけ絵本になってい
る。造本もしっかりし
ている。

　文字の大きさは適当
で、造本もしっかりし
ている。

　独特のやわらかい淡
い色彩のさし絵が美し
く印刷されている。

その他

　身近な仕事を学ぶの
にも適している。

　しかけ絵本である。
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　［ 国 語 ］

発行者 06-1　偕　成　社 07-2　金　の　星　社 07-2　金　の　星　社 07-2　金　の　星　社

書　名 むかし話えほん つみきでとんとん 新しいえほん こどものくに傑作絵本

ないたあかおに へんしんトンネル ふうせんまってー

編著者名 浜田　廣介・文 竹下　文子・文 あきやま　ただし 三好　碵也

池田　龍雄・絵 鈴木　まもる・絵

定　価 1,000円＋税 1,200円＋税 1,200円＋税 1,300円＋税

頁　数 （33ページ） （32ページ） （32ページ） （24ページ）

JANコード 9784033020204 9784323013657 9784323033495 9784323001937

取扱い内容

　物語や話に興味をも
たせ、登場人物の気持
ちなど話の中身につい
て考えさせるよう取り
扱われている。

　６人の子どもが積み
木をもって集まり、積
み木の国を作るストー
リーである。

　「かっぱ」がトンネルを
くぐると、「ぱかっ、ぱ
かっ」と走る馬になってで
てくる、というような展開
が次々と表れ、ことばのリ
ズムやことば遊びの面白さ
を楽しめる内容である。

　３匹のねこが組に
なって登場し、いろい
ろな体験をしていく楽
しい物語である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　文章は少し長いが、
平易なひらがなで書か
れている。読み聞かせ
にも適している。

　すべてひらがなの短
文で記されており、読
み聞かせや一人読みに
適している。

　ことばを理解し始め
た子どもの読み聞かせ
に適している。大きな
文字で書かれているの
で、声を出して読むの
も楽しめる。

　短い文なのでひらが
なの読みができる子ど
もに適している。

組織・配列

　昔話にふさわしいさ
し絵が文とよく対応
し、配列されている。

　パステルカラーの美
しい絵が画面全体に描
かれ、躍動感あふれる
表現になっている。文
章もリズミカルであ
る。

　ページをめくると、
変化したことばが表れ
る。リズミカルに読み
進めることができる。

　ストーリーにそって
短い文と絵が展開され
ていき、興味を引きつ
けるよう工夫されてい
る。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　文字の大きさは適当
で、造本もしっかりし
ている。

　造本はしっかりして
いる。

　楽しいカラフルな絵
と、表情のある大きな
文字が使用されてお
り、造本もしっかりし
ている。また、簡単な
ことばの繰り返しが面
白く、発語を促すこと
ができる。

　リズミカルな文章な
ので、暗唱や読み聞か
せにも適している。

その他

　積み木遊びの導入
（動機付け）などにも
活用できる。
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　［ 国 語 ］

発行者 07-2　金　の　星　社 08-1　く も ん 出 版 10-1　講　談　社 10-1　講　談　社 

書　名 金の星社の絵本 あいうえおべんとう 創作絵本 にじいろのさかな

そらとぶクレヨン もったいないばあさん しましまをたすける！

編著者名 竹下　文子・文 山岡　ひかる 真珠　まりこ マーカス　フィスター・作

鈴木　まもる・絵 谷川　俊太郎・訳

定　価 1,200円＋税 1,300円＋税 1,500円＋税 1,800円＋税

頁　数 （32ページ） （40ページ） （32ページ） （28ページ）

JANコード 9784323013688 9784774316154 9784061323049 9784062619691

取扱い内容

　何にでも絵の描ける
大きな空飛ぶクレヨン
に　またがって、６人
の子どもがいろいろな
絵を描くストーリーで
ある。

　50音１音ずつに食べ
物を当てはめ、行ごと
に１人ずつのお弁当を
完成させ、最後にみん
なでお弁当を食べると
いう内容である。

　子どもに「もったいな
い」と繰り返すおばあさ
ん。ただ口うるさいだけで
なく、再利用する方法も教
える。子どもに「もったい
ない」ことをしていない
か、考えさせられる題材で
ある。

　仲間はずれになり、
逃げ遅れサメに襲われ
たてしまったシマシマ
魚を助ける虹色魚の勇
気と優しさを描いた物
語である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　すべてひらがなの短
文で記されており、読
み聞かせや一人読みに
適している。

　食べ物の名称がすべ
てひらがなで表記され
ているが、必要に応じ
てカタカナが併記され
ている。次ページの挿
絵と見比べ、簡単に文
字の意味を想起するこ
とができる。

　すべてひらがなの短
文で表記されていて、
読み聞かせや一人読み
に適している。

　やや長文であるが、
平易なことばで表現さ
れており読み聞かせに
適している。

組織・配列

　パステルカラーの美
しい絵が画面全体に描
かれ、躍動感あふれる
表現になっている。文
章もリズミカルであ
る。

　見開きでさし絵とこ
とばを対応させてい
る。

　ストーリーにそっ
て、文と絵が対応して
展開している。

　さし絵と本文がうま
く対応している。カラ
フルな挿絵で子どもの
興味・関心を引き出す
ように工夫されてい
る。仲間はずれや友
情、勇気などについて
考えるきっかけを提供
している。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　造本はしっかりして
いる。

　はり絵風のさし絵で
食べ物が立体的に描か
れている。

　見開きでさし絵が大
きくて、登場人物の表
情が分かりやすい。

　魚のうろこに光が当
たるとキラキラ反射
し、本の形が魚の形に
なっていて、子どもの
興味をひくように工夫
されている。

その他

　図画の授業の導入
（動機付け）などにも
活用できる。

　[生活]にも活用でき
る。
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　［ 国 語 ］

発行者 10-1　講　談　社 10-2　好　学　社 10-4　こ　ぐ　ま　社 10-4　こ　ぐ　ま　社

書　名 あらしのよるに さかなはさかな こぐまちゃんえほん第1集 こぐまちゃんえほん第4集

かえるのまねをした
さかなのはなし

こぐまちゃんと
どうぶつえん

しろくまちゃんぱんかいに

編著者名 木村　裕一・作 レオ　レオニ・作 わかやま　けん わかやま　けん

あべ　弘士・絵 谷川　俊太郎・訳

定　価 1,000円＋税 1,456円＋税 800円＋税 800円＋税

頁　数 （48ページ） （32ページ） （22ページ） （22ページ）

JANコード 9784062528528 9784062618564 9784772100229 9784772100366

取扱い内容

　あらしのよるに出
会ったおおかみとやぎ
の友情物語。物語の先
を想像する力が育まれ
る内容である。

　友だちのカエルから地上
の様子を聞いて、憧れを抱
いた魚は、カエルの真似を
して池から飛び出てしま
う。息ができず気を失った
ところをカエルに助けられ
るという内容である。

　動物園を題材とし
て、簡単なストーリー
と絵で物語を楽しむ内
容である。

　お母さんと一緒に買い物
に出かけたしろくまちゃ
ん。目についたケーキを
買ってほしいとねだるが、
お母さんにだめと言われて
がっかり。辛抱するという
ことも大事だとわからせて
くれる内容である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　ひらがな、カタカナ
混じりで書かれた長め
の文章である。文と絵
によって場面を想像し
ながら読み聞かせるの
に適している。

　やや長文であるが、
平易なことばで表現さ
れており読み聞かせに
適している。

　子ども自身の知識や
経験を思い浮かべさせ
ながら、楽しく読み聞
かせるのに適してい
る。

　ひらがなが読めるよ
うになった段階での一
人読みに適している。

組織・配列

　ストーリーに沿っ
て、文と絵が対応して
展開している。

　さし絵と本文がうま
く対応している。カラ
フルな挿絵で子どもの
興味・関心を引き出す
ように工夫されてい
る。仲間はずれや友
情、勇気などについて
考えるきっかけを提供
している。

　見開きの半分をさし
絵にして文と対応させ
ている。

　各ページに大きなさ
し絵が描かれ、その下
部に１、２行程度の平
易な短文が配置されて
いる。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　ストーリーの展開を
期待しながら読み進め
るように工夫されてい
る。

　鳥や牛や人間の姿を、勝
手に頭の中で想像し思い描
く魚。その想像した姿はと
てもカラフルだが、どれも
みんな魚の形をしていると
いうユーモラスな表現で創
意工夫がなされている。

　絵が図案的で、子ど
もが親しみを感じるこ
とができる。

　造本がしっかりして
いる。絵は丸、楕円、
四角などの単純な図柄
の組み合わせで描かれ
ていて、子どもにも馴
染み深い。

その他
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　［ 国 語 ］

発行者 10-4　こ　ぐ　ま　社 10-4　こ　ぐ　ま　社 10-4　こ　ぐ　ま　社 10-4　こ　ぐ　ま　社

書　名 ことばあそびの絵本 こぐまちゃんえほん第2集 わらべうたえほん 馬場のぼるのえほん

ぶたたぬききつねねこ
こぐまちゃんの

みずあそび
ととけっこうよがあけた 11ぴきのねこ

編著者名 馬場　のぼる わかやま　けん こばやし　えみこ・案 馬場　のぼる

ましま　せつこ・絵

定　価 1,000円＋税 800円＋税 900円＋税 1,200円＋税

頁　数 （40ページ） （22ページ） （24ページ） （40ページ）

JANコード 9784772100601 9784772100274 9784772101776 9784772100045

取扱い内容

　ひらがなのしりとり
遊びを絵とともに楽し
めるようになってい
る。

　身近な遊びを題材に
した物語で、展開を楽
しみながらストーリー
を追うことができる。

　いつも早起きの雄鶏
が「ととけっこう　よ
があけた」と歌いなが
らみんなを起こして回
るという内容である。

　腹ぺこの１１ぴきの
ねこ達が繰り広げる愉
快な物語。最後のどん
でん返しが楽しい内容
である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　ひらがなを習得した
段階で、具体的な単語
との結びつきに発展さ
せるために適した内容
である。

　短い文と絵によって
場面を思い浮かべさせ
ながら、楽しく読み聞
かせるのに適してい
る。

　ひらがなが読めるよ
うになった段階での一
人読みに適している。
身近な家畜が登場する
ので泣き声を子どもに
真似させたり、発声の
練習などにも活用でき
る。

　物語に興味を持ち始
めた子どもへの読み聞
かせや、一人読みに適
している。

組織・配列

　リズム感のある文が
少しずつ形をかえて登
場し、１ページあたり
１文となっている。

　見開きの半分をさし
絵にして文と対応させ
ている。

　見開きページに大き
な挿絵が描かれ、それ
に対応して２～３行程
度の平易な短文が配置
されている。

　見開きで大きなさし
絵と文を対応させてい
る。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　絵がストーリー性を
持って配列されてお
り、期待感を持続させ
ることができる。

　絵が図案的で、子ど
もが親しみを感じるこ
とができる。

　造本がしっかりして
いる。

　楽しい絵と文で話の
世界に引き込まれてい
くよう工夫されてい
る。

その他

　劇化にも活用でき
る。
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　［ 国 語 ］

発行者 12-10　視覚デザイン研究所 20-1　童　心　社 20-1　童　心　社 20-1　童　心　社

書　名 かたちでおぼえる とことこえほん 14ひきのシリーズ 14ひきのシリーズ

あいうえお まるまるころころ 14ひきのあさごはん 14ひきのぴくにっく

編著者名 視覚デザイン研究所・作 得田　之久・文 いわむら　かずお いわむら　かずお

織茂　恭子・絵

定　価 1,700円＋税 800円＋税 1,200円＋税 1,200円＋税

頁　数 (48ページ) （28ページ） （32ページ） （32ページ）

JANコード 9784881082195 9784494003945 9784494006199 9784494006731

取扱い内容

　ひらがなの形を指で
なぞりながら、楽しく
書いて覚える内容に
なっている。

　色とりどりの丸が転
がっていくうちに、次
のページをめくると、
だんごやぶどうや青虫
などに変身する。こと
ばが繰り返しになって
いて、リズミカルに表
現されている。

　野ネズミ一家が朝ご
はんを作る話で、自然
の恵みの豊かさと、家
族の助け合いが分かる
内容である。

　野ネズミ一家がピク
ニックに出かける話
で、自然の豊かさや心
やさしさにあふれた内
容である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　ひらがなの導入期の
教材として適切であ
る。

　分かりやすい文と単
純な絵で、次の展開を
連想しやすい内容に
なっている。

　文体が短い話しこと
ばで、絵本を読み始め
た子どもに適してい
る。

　文体が短い話しこと
ばで、絵本を読み始め
た子どもに適してい
る。

組織・配列

　文字が１ページに一
文字ずつ、大きく配置
され、見やすく構成さ
れている。

　見開きでさし絵が大
きく、色も鮮明で見や
すい。

　絵が見開き全体に丁
寧に描かれており、下
欄に一行の文が示さ
れ、読みやすく配列さ
れている。

　絵が見開き全体に丁
寧に描かれており、下
欄に一行の文が示さ
れ、読みやすく配列さ
れている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　視覚的に鮮やかなイ
ラストの中に一文字が
挿入され、絵文字のよ
うになっており、子ど
もが興味を持って学習
できるように工夫され
ている。

　次の展開を想像しや
すいように、色やこと
ばが工夫されている。

　色調が淡く美しい。 　色調が淡く美しい。

その他

　50音を頭文字にした
簡単な文もついている
ので、［国語］にも活
用できる。
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　［ 国 語 ］

発行者 20-1　童　心　社 20-1　童　心　社 20-4　戸田デザイン研究室 27-3　ひ　さ　か　た

書　名 ピーマン村の絵本たち ピーマン村の絵本たち あいうえおえほん どうぞのいす

さつまのおいも
おおきくなるって

いうことは

編著者名 中川　ひろたか・文 中川　ひろたか・文 とだ　こうしろう 香山　美子・作

村上　康成・絵 村上　康成・絵 柿本　幸造・絵

定　価 1,300円＋税 1,300円＋税 1,800円＋税 1,000円＋税

頁　数 （32ページ） （32ページ） (94ページ) （32ページ）

JANコード 9784494005635 9784494005857 9784924710122 9784893252500

取扱い内容

　サツマイモが育ち収
穫され、子どものおな
かにおさまるまでの物
語である。

　子どもが成長してい
く過程を問いかけてい
きながら、入学・進級
を祝うという内容に
なっている。

　学ぶひらがなと、そ
の文字の入った身近な
ものの名前に親しむこ
とができる内容であ
る。

　ウサギがみんなのた
めに作った椅子に、動
物たちが次々とやって
きて、椅子にご馳走を
置いていく。登場する
動物とご馳走を変化さ
せ、親しみやすい内容
である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　文は短いがリズミカ
ルでユーモアがある。
おならがかわいらしく
表現されている。

　ひらがな・カタカナ
だけの簡単な表現と
なっており、読み聞か
せにも適している。

　ひらがなの導入期の
教材として適切であ
る。

　子どもがよく知って
いる動物を楽しく描
き、簡単なストーリー
で親しみやすい内容で
あり、読み聞かせに適
している。

組織・配列

　土の中、大空と、広
がりを感じることがで
きるイラストである。

　短く、平易な文で構
成されている。また、
見開きの絵も大きく見
やすい。

　カラフルでシンプル
な絵と大きめのひらが
なが見開きで対応する
ような形で、50音順に
配列されている。

　見開きで一つの場面
が構成されており、絵
が大きくて見やすい配
列となっている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　造本はしっかりして
おり、配色に落ち着き
がある。

　大きくて親しみやす
いさし絵である。

　身近な動物や野菜、
のりものなどをシンプ
ルな線とカラーで表現
されている。筆順も分
かりやすく示されてい
る。

　かわいい挿絵が大き
く描かれており、動物
の表情も分かりやす
い。また、次の展開に
期待感が持ちやすいよ
うに工夫されている。

その他

25



　［ 国 語 ］

発行者 27-1　ひ か り の く に 27-4　Ｐ　Ｈ　Ｐ 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館

書　名 指さし・指なぞり こんにちワニ 世界傑作絵本シリーズ ０.１.２.えほん

あいうえお てぶくろ てんてんてん

編著者名 うちやま　あきら・写真 中川　ひろたか・文 うちだ　りさこ・訳 わかやま　しずこ

こだいら　ひろみ・絵 村上　康成・絵

定　価 1,000円＋税 1,000円＋税 1,000円＋税 800円＋税

頁　数 (96ページ) （24ページ） （16ページ） （20ページ）

JANコード 9784564004933 9784569682037 9784834000504 9784834015362

取扱い内容

　学ぶひらがなと、そ
の文字の入った動物や
身近なものの名前に親
しむことができる内容
である。

　「こんにち　ワニ」
「いただきマスク」
「いないいない　ばあ
ちゃん」のように、あ
いさつ言ことば等のこ
とばあそびができる愉
快な絵本である。

　平易だが奇想天外な
話で、想像力を育むの
に適切な内容である。

　てんとうむしやかた
つむり等の身近な虫
を、リズミカルな繰り
返し音と絵で楽しめる
内容である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

 ひらがなの導入期の教
材として適切である。

　しゃれを扱う少し難
しい内容ではあるが、
リズミカルなことば
と、それに対応した
ユーモラスなさし絵
で、ことばあそびが楽
しめる内容となってい
る。

　物語に興味を持ちは
じめた子どもに、繰り
返し読み聞かせ、動作
化、劇化するのに適し
ている。

　単純な絵とリズミカ
ルな言葉で、絵本に興
味を持ち出した子ども
に適している。

組織・配列

　きれいな写真と大き
めのひらがなが見開き
で対応し、50音順に配
列されている。

　見開きで、一つのこ
とば遊びが完結し、さ
し絵が具体的でわかり
やすい。

　小さい動物から順に
大きい動物が登場する
配列になっている。

　見開きでさし絵と言
葉を対応させている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　きれいな写真やかわ
いいイラストがあり、
ことばに親しめる。ま
たひらがなを指なぞり
することで、形を捉え
やすい。

　ユーモラスで、分か
りやすいさし絵になっ
ている。次の展開に期
待感が持ちやすく工夫
されている。

　文とさし絵が適切で
ある。

　はっきりした色使い
で、単純化された絵が
親しみやすい。

その他
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　［ 国 語 ］

発行者 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館

書　名 幼児絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ こどものとも絵本
幼児絵本シリーズ
（くまくんの絵本)

きんぎょがにげた わにわにのごちそう ぞうくんのさんぽ どうすればいいのかな?

編著者名 五味　太郎 小風　さち・文 なかの　ひろたか わたなべ　しげお・文

山口　マオ・絵 おおとも　やすお・絵

定　価 900円＋税 900円＋税 900円＋税 900円＋税

頁　数 （24ページ） （24ページ） （28ページ） （24ページ）

JANコード 9784834008999 9784834022551 9784834005158 9784834007688

取扱い内容

　きんぎょばちから逃
げ出したきんぎょ。あ
ちらこちら、似たもの
の中に隠れながらたく
さんのきんぎょのいる
ところまで逃げていく
というお話である。

　台所にやってきたわ
にが、冷蔵庫の肉を見
つけ、自分で焼いて食
べる。わにらしいユ
ニークな擬音語を楽し
みながら、学習できる
内容である。

　ぞうが散歩に出か
け、いろいろな動物に
出会うという内容であ
る。

　絵を見ながら、着衣
の順序について学習で
きる内容である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　簡単なストーリー
で、子どもがよく知っ
ているきんぎょが楽し
く描かれている。

　楽しいストーリーの
展開が見られ、動作や
擬音語を真似ることば
あそびへとつなげるこ
とができる。

　子どもがよく知って
いる動物をユーモラス
に描き、親しみやすい
内容である。

　単純な絵と文章で分
かりやすく表されてお
り、読みのできる子ど
もに適している。

組織・配列

　さし絵に対して、簡
単な言葉が繰り返し配
列されている。

　見開きのページに大
きくさし絵を配置し、
文とよく対応してい
る。

　繰り返しの会話文を
楽しみながら次の段階
へ進めるよう配列され
ている。

　問いかけと答えが、
見開きごとに配列さ
れ、内容の理解を容易
にしている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　楽しい、カラフルな
挿絵が鮮明に印刷され
ている。また、周りと
同化しているものを見
つけ出す楽しさがあ
る。

　さし絵の中に身近な
物が多く含まれてお
り、物の名前を引き出
し、ことばの学習につ
なげやすい。

　絵の色彩が鮮明であ
り、文字も読みやす
い。

　絵の色彩が鮮明であ
り、文字も読みやす
い。

その他

　[生活]にも活用でき
る。
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　［ 国 語 ］

発行者 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館

書　名 ぐりとぐらの絵本 くまさんくまさん 日本傑作絵本シリーズ こどものとも絵本

ぐりとぐら おふろだいすき おおきなかぶ

編著者名 なかがわ　えりこ なかがわ　りえこ・作 松岡　享子・作 内田　莉莎子

やまわき　ゆりこ・絵 林　明子・絵

定　価 900円＋税 1,100円 1,300円＋税 900円＋税

頁　数 （28ページ） （32ページ） （40ページ） （28ページ）

JANコード 9784834000825 9784834012996 9784834008739 9784834000627

取扱い内容

　２匹の野ねずみが創
意工夫して、多くの友
だちと仲良くなるとい
う内容である。

　くまさんが朝起きてか
ら、顔を洗い、ご飯を食
べ、トイレに行き、勉強
し、赤ちゃんのお世話を
し、お料理し、片付けて、
洗濯しての一日の様子など
が、順番に絵と短い文で説
明されている。

　身近なテーマを扱い
ながら、想像の世界に
遊ぶことができる内容
である。

　次々に現れる人物や
動物を通して、かぶぬ
きの物語を楽しみなが
ら学習できる内容であ
る。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　親しみのわく主人公
と、楽しいストーリー
の展開、更に歯切れの
いい文で、読み聞かせ
にも適している。

　生活をさし絵と短い
文でリズミカルに説明
してある。

　絵本に興味を持ちは
じめた子どもや動物好
きの子どもに適してい
る。

　大きく描かれた絵を
みて、話し合いながら
学習するのに適してい
る。

組織・配列

　見開きで一場面を扱
い、文と絵もマッチし
ており、話の展開に期
待感が持てるよう配列
されている。

　見開きいっぱいに詳
しいさし絵と、簡単な
ことばが繰り返されて
いる。

　イメージを少しずつ
ふくらませていく展開
になっており、次を期
待させる配列になって
いる。

　文章にリズムがあ
り、反復することに
よって一層興味が持続
できるように組織され
ている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　絵が親しみやすく、
分かりやすい。

　分かりやすいさし絵
になっているので、手
順を真似ることができ
る。

　絵が鮮明で色調も美
しい。

　描画が単純化され、
色調も美しい。

その他

　［生活］にも活用で
きる。

　劇化にも活用でき
る。
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　［ 国 語 ］

発行者 28-4　文　化　出　版 28-6　文　研　出　版 28-6　文　研　出　版 28-4　文　化　出　版

書　名 どうぶつあれあれえほん
第4集

ジョイフルえほん傑作集 みるみる絵本
どうぶつあれあれえほん

第4集

たべたのだあれ りんごがドスーン もこ　もこ　もこ かくしたのだあれ

編著者名 五味　太郎 多田　ヒロシ たにがわ しゅんたろう・作 五味　太郎

もとなが　さだまさ・絵

定　価 600円＋税 1,100円＋税 1,300円＋税 600円＋税

頁　数 （24ページ） （28ページ） （29ページ） （24ページ）

JANコード 9784579400225 9784580815353 9784580813953 9784579400218

取扱い内容

　身近な食べ物を食べ
た動物を探し出す、遊
び感覚のある内容であ
る。

　一つの大きなりんご
をたくさんの動物がお
いしく食べていき、最
後は残ったリンゴの中
で、みんなが仲良く雨
宿りする物語である。

　擬態語と擬声語とそ
こから連想される抽象
的な絵で情景を表現し
た内容である。

　身近なものの名前を
繰り返して、絵の中か
らそのものを探し出す
遊びが取り扱われてい
る。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　同じことばの繰り返
しで、絵だけを見ても
理解できる。

　短い文で、リズミカ
ルに食べる音が歌のよ
うに表現されているの
で、親しみやすい

　さし絵を見ているだ
けで、子どもに動きや
ことばを呼び起こすよ
うな内容である。

　ことばや文字習得の
初期に適している。

組織・配列

　見開きで左ページに
質問、右ページに答え
があるよう配列されて
いる。

　大きなりんごが、
ページをめくるごとに
食べられていく様子に
焦点が絞られた構成で
ある。

　絵が見開きいっぱい
に美しい色彩で描かれ
ており、短いことばが
読みやすく配列されて
いる。

　見開きで、文と絵が
対応して見られるよう
になっている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　絵がカラフルで見や
すく、文字も大きく鮮
明である。

　ほのぼのとした画風
で、なおかつ読みやす
い。

　色彩の美しいさし絵
で、ことばからくるイ
メージがわきやすく、
見ているだけで動きを
誘うように描かれてい
る。造本もしっかりし
ている。

　はっきりした色づか
いの絵で、文字も大き
く鮮明である。

その他

　［生活］にも活用で
きる。
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　［ 国 語 ］

発行者 30-2　ポ　プ　ラ　社 30-2　ポ　プ　ラ　社 30-2　ポ　プ　ラ　社 30-2　ポ　プ　ラ　社

書　名 絵本の時間２３ えほんはともだち４０ ごんぎつね おはなし名作絵本4

おまえうまそうだな
せかいいちうつくしい

ぼくの村
てぶくろをかいに

編著者名 宮西　達也 小林　豊 新美　南吉 新美　南吉

定　価 1,200円＋税 1,200円＋税 1,000円＋税 1,000円＋税

頁　数 （40ページ） (41ペ－ジ） （32ページ） （36ページ）

JANコード 9784591076439 9784591041901 9784591005286 9784591005316

取扱い内容

　卵から生まれたばか
りのアンキロサウルス
の赤ちゃんを育てるこ
ととなったティラノサ
ウルスの優しさを描い
た話である。

　アフガニスタンの小
さな村に住むヤモ少年
が主人公。彼が、戦争
に行っている兄に代わ
り、初めて父と農作物
を売りにバザ－ルに出
かける。心温まる親子
関係や人々との交流が
すばらしい。

　物語や話に興味をも
たせ、登場人物の気持
ちなど話の中身につい
て考えさせるよう取り
扱われている。

　寒い冬に、きつねの
お母さんが、子ぎつね
を町までてぶくろをひ
とりで買いにいかせる
物語。きつねのお母さ
んの愛情が溢れる、心
が温かくなる内容であ
る。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　平易な文章で書かれ
ている。読み聞かせ、
一人読みに適してい
る。一見怖そうなティ
ラノサウルスだが、実
は心の優しい恐竜だっ
たことがよく伝わるよ
うに描かれている。

　文中「村」のみ漢字
だが、ふりかなが打た
れている。文章が少し
長いので、読み物とし
て扱うのがよい。

　小学校１年生程度の
漢字が使われている。
登場人物の行動は深い
感動をもたらす内容で
ある。

　小学校２年生程度の
漢字が使われている。
登場人物の行動は深い
感動をもたらす内容で
ある。

組織・配列

　絵と文がよく対応し
て配列されている。

　緑豊かな町村やバザ
－ルの様子、人々の服
装など、日本とは大き
く異なる風俗・文化が
パノラマように大きい
絵で描かれているの
で、それを見ているだ
けでも楽しい。

　見開きで大きいさし
絵を用い、絵と文を対
応させている。

　見開きで大きいさし
絵を用い、絵と文を対
応させている。

分量 

　分量は適当である。 　内容は難しくない
が、文章はやや長めで
ある。

　内容は難しくない
が、文章はやや長めで
ある。

　内容は難しくない
が、文章はやや長めで
ある。

創意工夫

　朱色を基調とした背
景画で原始時代の雰囲
気が示されている。

　どのペ－ジも色彩が美しく、
人々の表情が生き生きとしてい
る。それだけに最後のペ－ジに
絵がなく「この年のふゆ 村は
戦争で破壊され、いまはもうあ
りません。」のことばだけなの
が、戦争の悲惨さを強く訴え
る。

　印刷は鮮明で、造本
もしっかりしている。

　印刷は鮮明で、造本
もしっかりしている。

その他
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　［ 国 語 ］

発行者 30-2　ポ　プ　ラ　社 30-2　ポ　プ　ラ　社 30-2　ポ　プ　ラ　社 40-3　リ　ー　ブ　ル

書　名 りんごがたべたい
ねずみくん

ねずみくんのチョッキ くいしんぼうさぎ しりとりしましょ！

たべものあいうえお

編著者名 なかえ　よしを・作 なかえ　よしを・作 せな　けいこ さいとう　しのぶ

上野　紀子・絵 上野　紀子・絵

定　価 1,000円＋税 1,000円＋税 1,200円＋税 1,800＋税

頁　数 （32ページ） （32ページ） （32ページ） （142ページ）

JANコード 9784591004739 9784591004654 9784591083253 9784947581426

取扱い内容

　８匹の動物が特性を
生かしてリンゴを取っ
ていく平易な内容で、
繰り返しのある楽しい
内容である。

　ねずみ君のチョッキ
をだんだん大きな動物
が着ていくお話で、期
待感が持てるような内
容である。

　食いしん坊のウサギ
が太りすぎて地面に沈
んでしまい、地球を通
り抜けて反対側の国に
行ってしまったという
ストーリーである。

　擬人化されたカラフ
ルなイラストで、食べ
物のしりとりがどんど
んと続いていく内容で
ある。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　文字・単語から文へ
の段階の子どもが楽し
みながら文字学習がで
き、劇遊びにも適して
いる。

　一つの文が短く、会
話文が中心なのでひら
がな読みができる子ど
もに適している。

　ひらかなの平易な文
章で書かれている。読
み聞かせ、一人読みに
適している。「元の場
所に戻るにはどうした
らよいか」など、みん
なで意見を出し合った
り、考えたりできる。

　食べ物が擬人化さ
れ、しりとりで次々と
出てくる内容になって
いる。五十音だけでな
く、濁音、半濁音の
ページも掲載されてい
る。

組織・配列

　登場する動物によっ
て、繰り返しの文の一
部を変化させており、
全体によくまとまって
いる。

　見開きで一つの場面
が構成されており、絵
と文字の配列が楽し
い。

　絵と文がよく対応し
て配列されている。

　見開きで、しりとり
が続いている。ページ
の最後は次のひらがな
で終わり、次のページ
へとしりとりがどんど
ん続いている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　ページ数は多いが、
長く読み続けることが
できる。

創意工夫

　繊細な絵の感じがう
まく印刷で表現されて
おり、造本もしっかり
している。

　出てくる動物たちの
表情がユーモラスで楽
しい。

　さし絵は切り絵、ち
ぎり絵で描かれてお
り、親しみやすい。造
本もしっかりしてい
る。

　擬人化された食べ物
が次々と登場し、しり
とりの続きが気にな
り、自分もしりとりが
したくなるように工夫
されている。

その他

　リンゴが１個ずつ
減っていくので「か
ず」の学習もできる。
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　［ 国 語 ］

発行者 40-3　リ　ー　ブ　ル 66-20　玉川大学出版部 80-6　ほ　る　ぷ 70-12 東京書籍

書　名 おはなし３０
ねぇ、よんで！

あいうえおのえほん 声にだすことばえほん
目でみる

ことばのずかん

おしゃべりさん 吾輩は猫である

編著者名 さいとう　しのぶ 灰島　かり・文 夏目 漱石・文 齋藤 孝・編 おかべ　たかし・文

小中　大地・絵 武田 美穂・絵 やまで　たかし・写真

定　価 1,500＋税 1,300円＋税 1,200円＋税 1600円＋税

頁　数 （63ページ） (44ページ) （32ページ） （87ページ）

JANコード 9784947581389 9784472404450 9784593560516 9784487810000

取扱い内容

　身のまわりにある
色々なものが、表現豊
かにおしゃべりをして
いる内容が掲載されて
いる。

　ひらがなとその文字
の入ったことばが簡単
な　文にまとめられて
いる。ひらがなや身近
なものの名前に親しむ
ことができる内容であ
る。

　夏目漱石の「吾輩は
猫である」から猫の
ユーモラスな場面を抜
粋し、楽しみながら名
文に触れることができ
る内容である。

　ことばの由来や似て
いることばの違いなど
が、写真で分かりやす
く示された内容であ
る。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　短い文で、ことばに
興味が持てる内容であ
る。

　短いお話で、ひらが
なの文字やことばが学
ぶことができる。

　漢字にはすべてふり
がながつけられてお
り、読み聞かせや一人
よみに適している。

　ことばの意味が、写
真と共にわかりやすく
掲載されている。視覚
的に楽しくことばの学
習ができる内容であ
る。

組織・配列

　見開きで右頁に話、
左頁に話が創造できる
ような、挿絵が描かれ
ている。

　カラフルでかわいい
イラストと、ひらが
な、単語、文が見開き
で対応し、五十音順に
配列されている。

　絵と文がよく対応し
て配列されている。

　見開きでことばの意
味が、写真つきでわか
りやすく掲載されてい
る。「目でみること
ば」「かん字の形」
「にたものことば」の
３章構成である。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　ふだん話すことのな
い身の回りのものが主
人公となることで、子
どもたちの興味関心を
高める工夫がされてい
る。

　かわいいイラストが
親しみやすく、リズミ
カルな文で、ひらがな
が覚えやすい。

　猫の世界のおもしろ
さが、分かりやすいイ
ラストで描かれてお
り、親しみやすく工夫
されている。

　「うり二つ」の意味
を瓜の写真つきで説明
するなど、視覚的にわ
かりやすくことばの意
味が理解できるように
工夫されている。

その他
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　［ 国 語 ］

発行者 15-3　草 思 社 54-27　絵 本 塾 出 版 62-38　旬　報　社 84-5　明　治　書　院

書　名 子ども版　声に出して
読みたい日本語１ 下村式唱えて覚える ひらがなえほん 寺子屋シリーズ１３

どっどどどどうど
雨ニモマケズ（宮沢賢治） ひらがなあいうえお ありさん　あいうえお

親子で楽しむ
子どもひらがな塾

編著者名 齋藤　孝・編 下村　昇・作 堤　かなめ 岩瀬　崇

下田　昌克・絵 永井　郁子・絵

定　価 1,600+税 1,500円＋税 1,600円+税 1,500円＋税

頁　数 （32ページ） (56ページ) (108ページ) （63ページ）

JANコード 9784794213303 9784904716441 9784845113866 9784625624452

取扱い内容

　宮沢賢治の作品が一
部抜粋という形で紹介
されている。各物語と
も、人間の良心や、物
事の内面をよく見ると
いう一貫したテーマで
構成されている。

　運筆の動きを唱えな
がら書いて、ひらがな
を正しく書く練習をす
る内容になっている。

　「あ」から「ん」ま
でのひらがな一文字に
つき、書き順・挿絵付
きの用例（韻を踏んだ
三行詩）が載ってい
る。大きな文字を指で
なぞる練習ができる。

　ことわざを題材に、
文字を書く練習ができ
る内容である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　作品を音読すること
で、日本語のリズムを
感じことばに興味を持
つことのできる内容で
ある。

　ひらがなの読み書き
に興味を持ち始めた子
どもが、楽しく学習で
きる内容になってい
る。

　分かりやすいことば
遣いで、挿絵付きの用
例が掲載されている。
ひらがな学習の初期か
ら読み書きを獲得する
頃まで活用できる。

　ひらがなを書くため
に注意すべき点が示さ
れており、ひらがなを
書く練習がしやすい内
容になっている。

組織・配列

　見開きで一つの物語
を絵と対応させ、取り
扱っている。

　楽しいストーリーと
共に、50音のひらがな
が順番に登場するの
で、分かりやすい。

　１つのひらがなが、
表裏の１頁で掲載され
ている。表に大きくひ
らがなとさし絵、裏に
は三行詩とそのさし絵
が掲載されている。

　見開きの右頁にこと
わざと解説があり、左
頁で文字が練習できる
ようになっている。

分量 

　11の物語が掲載され
ているため、複数年継
続して使用できる分量
である。

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　動きのあるさし絵
で、子どもが物語に興
味を持つ内容である。

　動物が登場する色鮮
やかなさし絵で構成さ
れている。「はらい」
や「とめ」などを意識
させ、リズムよく唱え
ながら書くことで、正
しい書き順が習得でき
る。

　巻末にカタカナ対応
表と、三行詩をリズム
にのせて唱えるための
楽譜が掲載されてい
る。

　ことわざが分かりや
すい解説と親しみやす
いイラストで表現され
ている。文字の練習と
ともに、ことわざも覚
えることができる。

その他

　50音を頭文字にした
簡単な文が楽しいス
トーリーとしてつな
がっている。

　51音を頭文字にした
簡単な文が楽しいス
トーリーとしてつな
がっている。
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　［ 算数・数学 ］

発行者 01-1　あ か ね 書 房 01-1　あ か ね 書 房 01-1　あ か ね 書 房 01-1　あ か ね 書 房

書　名 あかね書房の学習えほん なぞなぞあなあきえほん２ 九九をとなえる王子さま
わかるわかる

じかんのえほん

おかあさんだいすき
１・２・３

かずのかくれんぼ

編著者名 村上　勉 たけい　しろう・作 はまの　ゆか
こくぼみゆき・作

しもだいらあきのり・絵

ふゆの　いちこ・絵 下山ワタル・デザイン

定　価 1,600円＋税 1,000円＋税 1,500円＋税 1,200円＋税

頁　数 (56ページ) （24ページ） （40ページ） （28ページ）

JANコード 9784251098122 9784251003126 9784251098658 9784251010001

取扱い内容

　１から10までの数の
順序と 数量が取り扱わ
れている。

　１から10までの数の
順序、数量、筆順が取
り扱われている

　算数の苦手な王子
が、まほうでかけ算を
消してしまった。なく
なった数字を取り戻す
ために、九九を唱える
物語である。

　時間を知るための道
具として時計があるこ
とや、暦に関する言
葉、表現について取り
扱っている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　数詞をとなえる初歩
段階の学習に適してい
る。10までの 数量も分
かりやすい。

　なぞなぞの答えとし
て、身近にあるものを
用いており、数への興
味づけとして適してい
る。

　かけ算の九九導入時
期の前後に、楽しみな
がら唱えて覚えること
ができる内容となって
いる。

　時計やカレンダーな
ど身近なものが取り上
げられており、時間や
暦の概念の導入に適し
ている

組織・配列

　さし絵によく知られ
ている動物が使われ、
子どもが興味を持てる
構成になっている。

　見開き２ページで、
数となぞなぞがあり、
次の見開き２ページで
数となぞなぞのこたえ
がある配列となってい
る。

　生活で必要なかけ算
を、物語を読み進めな
がら、１の段から９の
段まで、楽しく唱えて
覚えることができる内
容構成になっている。

　時計で表される時刻
から日、週、月など時
間の概念が順番に配列
されている。

分量 

 分量は適当である。  分量は適当である。  分量は適当である。  分量は適当である。

創意工夫

　ゆびで数字をなぞれ
るようにしたり、動物
の場面設定がおもしろ
く配列されたりしてい
る。

　数字や絵が、淡色系
のやさしい色づかいで
配色されている。答え
が一部見える、穴あき
ヒントがあるなど、工
夫されている。

　ストーリーの中に九
九を唱える場面があ
る。読者は、登場人物
になりかわり、自然と
興味を持って九九を覚
えることができる工夫
がされている。

　色彩豊かな絵と短い
ことばで、読み進めや
すい。

その他
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　［ 算数・数学 ］

発行者 02-1　岩  崎  書  店 02-1　岩  崎  書  店 04-1　絵　本　館 04-1　絵　本　館

書　名 五味太郎の
ことばとかずの絵本

五味太郎の
ことばとかずの絵本 五味太郎の絵本 五味太郎・創作絵本

かずの絵本 すうじの絵本 かずのえほん１・２・３ ふたりではんぶん

編著者名 五味　太郎 五味　太郎 五味　太郎 五味　太郎

定　価 1,300円＋税 1,300円＋税 1,300円＋税 1,200円＋税

頁　数 （32ページ） （32ページ） （48ページ） (24ページ)

JANコード 9784265012015 9784265012022 9784871100120 9784871100458

取扱い内容

　１から10までの数・
名数を取り扱ってい
る。

　生活の中で使われて
いるさまざまな数字に
ついて扱っている。

　１から10までの数を
中心に取り上げ、かぞ
えること、対応させる
こと、順序などを学習
させる内容である。

　「分ける」「半分」
の概念を仲良し２人
で、身近にあるものを
使ってくりひろげ、楽
しく学習できる内容で
ある。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　初歩的な数唱・名数
の学習に適している。

　数字が機能している
生活の風景について興
味をもたせる内容であ
る。

　１から１０までの数
を中心に量、順序につ
いて取り扱っている。

　数えて分けたり、は
さみで切ったりと、さ
まざまな「半分」を扱
い、日常生活場面で起
きうる例も多く、文も
簡潔でリズミカルであ
る。

組織・配列

　身近にあるものや生
き物をかぞえることに
よって１から10までの
数量概念の学習を行う
ことができる。

　家庭の中から戸外の
生活まで数字が機能し
ている風景を取り扱っ
ている。

　かぞえること、対応
させること、たし算な
どのゲームをするな
ど、テーマごとの配列
となっている。

　見開き２ページで問
題提起をし、次の２
ページで｢半分｣にする
展開で、リズミカルに
配列されている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　数に興味をもつ事が
できるように、かぞえ
る対象物が頁によって
変えられており、名数
の学習もできるように
考えられている。

　いろいろな生活の場
面を取り上げており、
興味をもちやすいよう
に工夫されている。

　ストーリーを展開さ
せる中で生活の中での
数にふれるように工夫
されている。

　絵も鮮明で、美し
く、楽しく読める。

その他

　［国語］にも活用で
きる。
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　［ 算数・数学 ］

発行者 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社

書　名 五味太郎ゲーム・ブック(３)
まついのりこ・

あかちゃんのほん３集（３） まついのりこ・数の絵本
エリック・カール

かずのほん

ためしてみよう
がんがえてみよう

おおきくなった！ はじめてのたしざん
１、２、３

どうぶつえんへ

編著者名 五味　太郎 まつい　のりこ まつい　のりこ エリック　カール

定　価 1,000円＋税 600円＋税 1,000円＋税 1,200円＋税

頁　数 （24ページ） （24ページ） （32ページ） (32ページ)

JANコード 9784032221305 9784031024907 9784033240602 9784032030105

取扱い内容

　同じ色と形の車を探
したり、条件に合うよ
うに道を進んだり、色
と形を使った暗号文、
立方体の展開を考えて
色を考えるなど、実際
に作って確かめること
もできる内容である。

　「おおきい」「ちい
さい」の概念を理解し
やすい内容である。

　たし算の導入段階に
ついて、具体的に学習
がすすめられるような
内容である。

　10までの数をとりあ
げている。動物の絵を
とおして数に興味を持
たせる内容である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　前半は絵を見て探す
ことが中心である。後
半は、順序良く考えた
り、こつこつ調べたり
して答えにたどり着く
達成感を味わうことが
できる内容が含まれて
いる。

　左ページと右ページ
の大きさの変化におど
ろき、楽しみながら大
小の概念を学習できる
内容である。

　５までのたし算を分
かりやすく取り扱って
いる。

　絵を見て、数字や数
量が分かるようになっ
ている。

組織・配列

　見開き２ページで、
大きな絵を見て、比べ
たり考えたりできる。
ページが進むにつれ
て、色の順番や色の点
数化などを考える内容
も出てくる。

　見開き２ページで、
小さいものが大きくな
ると、細かい部分も鮮
明になり大小の差が明
確になるように構成さ
れている。

　ストーリーを楽しみ
ながら段階をおって理
解できるよう配列され
ている。

　親しみのある動物た
ちが動物園に運ばれて
いくというストーリー
になっている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　独特のきれいな色使
いの絵本になってい
る。立方体の色を見つ
ける問題では、展開図
も描かれており、工作
につなげることもでき
る。

　小さいものが大きく
なる楽しさから最後の
「もっともっと大きく
なれ」のリズム感あふ
れる展開になってい
る。

　興味深く学習できる
よう、さし絵が工夫さ
れている。

　親しみやすい絵が鮮
明に印刷され、また配
色も興味深い。

その他
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　［ 算数・数学 ］

発行者 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 07-2　金  の  星  社

書　名 ノンタン・ボードブック せべまさゆきあそぶえほん 100かいだてのいえシリーズ あかちゃんとおかあさんの絵本

ノンタン１・２・３ かぞえてごらんぜんぶで100 100かいだてのいえ
ハティちゃんの
いち・に・さん

編著者名 キヨノ　サチコ せべ　まさゆき いわい　としお わらべ　きみか

定　価 600円＋税 1,100円＋税 1,200円＋税 780円＋税

頁　数 （16ページ） （24ページ） （32ページ） （21ページ）

JANコード 9784032173208 9784033306704 9784033315409 9784323001050

取扱い内容

　身近な物の絵と１か
ら10までを対応させて
学習する内容である。

　１から100までの数を
扱っている。身近な動
物や人、家、車がどの
ページにも100個描かれ
ていて、それを数える
内容である。

　１から100までの数を
扱っている。数字を階
数に対応させて、階が
上がると数が大きくな
ることが、絵で分かる
内容である。

　身近な事物と１から
10までの数を対応さ
せ、理解しやすい内容
を取り扱っている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　１から10までの身近
な物の絵をかぞえる初
歩の学習ができる内容
である。

　10個のまとまりが理
解しやすく描かれてい
て、10を超える数量概
念の導入に適してい
る。また呼び方の学習
もできる。

　１～10、11～20、21
～30…と10ずつの区切
りが理解しやすいよう
に描かれている。数の
大きさを高さに対応さ
せていて、数の大小関
係が分かりやすい。

　１から10までの数の
概念を具体的な事物と
の対応で理解しやすい
内容である。

組織・配列

　見開き２ページで１
つの数を扱って、鮮明
な絵で直感的に理解し
やすいよう構成されて
いる。

　見開き２ページで１
種類のものを扱ってい
る。

　ページをくるごと
に、数が10ずつ大きく
なる構成となってい
る。

　見開きの半分に数
字、半分にそれに対応
する数が見やすく配列
され、感覚的に理解し
やすくなっている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　さし絵が美しく、楽
しくことば遊びもでき
るように工夫されてい
る。

　次のページとのつな
がりをみつけたり、
キャラクターを探すク
イズがついていたりす
る。

　本が縦に開くように
できていて、次ページ
をくるときに期待感が
あり、興味を持って読
みすすめることができ
る。

　興味をひく色合い、
数字と具体物の数の対
応など、見やすいよう
に工夫されている。

その他
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　［ 算数・数学 ］

発行者 08-1　く も ん 出 版 08-1　く も ん 出 版 08-1　く も ん 出 版 08-1　く も ん 出 版

書　名 かずのえほん
いくつかな？

はとのクルックの
とけいえほん

くもんのはじめてのえほん１ くもんのはじめてのえほん３

１・２・３ おおきいちいさい

編著者名 谷川俊太郎・作 たちの　けいこ 本信　公久 ヒロナガ　シンイチ

堀内誠一・絵

定　価 1,000円＋税 1,400円＋税 500円＋税 500円＋税

頁　数 (24ページ) （25ページ） （22ページ） (22ページ)

JANコード 9784774317434 9784774304755 9784774300139 9784774300153

取扱い内容

　１から10までの数字
を数える物語である。

　朝６時から夜８時ま
でを、生活と結び付け
て学習する内容であ
る。

　身近な道具・食べ物・動
物の絵で、１から10までの
数字を学習させる内容であ
る。

　「大きい・小さい」
の概念を「ぼく」と
「おとうさん」の身近
な道具を使って、絵で
学習できる内容であ
る。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　10までの数の概念
を、具体物と対応させ
て学習できるように
なっている。

　正時、10分ごと、５
分ごと、１分ごとの時
刻の学習ができる。付
属の時計も、１分刻み
の数字が記入されてい
る。

　手のひらサイズの厚
い紙のカード感覚で使
える本で、数字と絵の
シンプルな本になって
いる。

　手のひらサイズの厚
い紙のカード感覚で使
える本で、ひらがなは
少し小さいが、左右頁
で同種の比較をするシ
ンプルな構成になって
いる。

組織・配列

　前半部分は物語性の
ある内容で、後半部分
は詩にシンプルなイラ
ストを合わせたものに
なっている。どちらも
１から順に具体物を数
えることができる。

　見開きの右下に時計
があり、生活を描いた
物語的配列になってい
る。

　見開き２ページで１
つの数を扱って、鮮明
な絵で直感的に理解し
やすいよう構成されて
いる。

　見開き２ページで同
種のものを扱い、左は
「おとうさん」の「大
きい」物、右は「ぼ
く」の｢小さい｣物で、
最後に２人で外出する
楽しい展開になってい
る。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　鮮やかな色合いで、
具体物を数えやすい。
言葉も短くリズミカル
で読みやすい。

　付属の時計は短針と
長針の色分けがされて
おり、それぞれが示す
同じ色の文字盤の数字
をよむと時刻がわか
る。長針が１分きざみ
で動き、時計のつくり
はしっかりしている。

　身近な物、鮮やかな
色で、子どもの興味を
ひくよう工夫されてい
る。

　おとうさんとおでか
けという目標で、身近
なものを使い、鮮明な
色で興味をひきやすく
工夫されている。

その他
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　［ 算数・数学 ］

発行者 10-1　講　談　社 10-1　講　談　社 10-1　講　談　社 10-1　講　談　社

書　名 ブルーナのアイディアブック ブルーナのアイディアブック 創作絵本 翻訳絵本

ミッフィーの１から10まで ミッフィーのいまなんじ かぞえてみよう せんをたどって

編著者名 ディック　ブルーナ ディック　ブルーナ 安野　光雅 ローラ ユンクヴィスト・作

　ふしみ　みさを・訳

定　価 850円＋税 850円＋税 1,600円＋税 1,500円＋税

頁　数 （20ページ） （20ページ） （28ページ） （25ページ）

JANコード 9784062618557 9784062618571 9784061272606 9784062830102

取扱い内容

　１から10までの量と
しての数を取り扱って
いる。

　朝の７時から夜の８
時までを生活と結びつ
けて取り扱っている。

　１から12までのもの
を、絵の中から「かぞ
える」内容である。

　絵の中から指示され
た具体物の個数を数え
る内容である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　身近な生活場面に関
連づけた具体物を用い
ており、数への興味づ
けに適している。

　正時の初歩的な導入
に適している。

　水彩風景画によって
構成されており、数だ
けでなく、集合、十進
法、季節の概念も含ま
れている。

　質問に出てくる具体
物の種類が多岐にわ
たっているので、物の
名前をある程度知って
いる子どもにとって、
興味をひく内容となっ
ている。

組織・配列

　簡明な分かりやすい
絵で構成されている。

　見開きの左に時計、
右にミッフィーの生活
を描いた物語的配列と
なっている。

　見開き２ページの水
彩風景画で、左右の両
端には「タイル」と
「数字」が書かれてい
る。

　見開き２ページで１
つの場面となるように
構成されている。１つ
の場面に物の数を尋ね
る質問が５つ例示され
ている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　インデックス形式を
採っており、目的の
ページを開きやすく
なっている。

　見やすい絵と短いこ
とばではっきりとした
印象を与えるように工
夫されている。

　数字以外、全く文字
のない絵本となってお
り、シンプルで分かり
やすい。四季の移り変
わりも楽しめる。

　場面ごとに背景の色
を変えているので、
ページをめくったとき
に場面が変わったこと
が分かりやすい。

その他
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　［ 算数・数学 ］

発行者 10-4　こ　ぐ　ま　社 10-4　こ　ぐ　ま　社 10-4　こ　ぐ　ま　社 10-5　小　峰　書　店

書　名 ぶうとぴょんのえほん こぐまちゃんえほん別冊 柳原良平のえほん くまたんのはじめてシリーズ

おんなじおんなじ さよならさんかく かおかおどんなかお
おいしいおいしい

１・２・３

編著者名 多田　ヒロシ わかやま　けん 柳原　良平 長野　博一

定　価 1,000円＋税 800円＋税 800円＋税 1,200円＋税

頁　数 (30ページ) （22ページ） (20ページ) （28ページ）

JANコード 9784772100090 9784772100526 9784772100908 9784338073028

取扱い内容

　同じ形や大きさを理
解できるように、具体
的に内容を取り扱って
いる。

　さんかく、しかく、
まる、白、赤、黄など
簡単な形と色を取り
扱っている。

　目、口、鼻の数と、
位置関係を取り扱って
おり、ボディーイメー
ジ作りができる内容で
ある。

　くまたんシリーズ
で、大好物の食べ物を
使って、１から10まで
の数を学習させる内容
である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　自分が身につけてい
るくつ、ぼうし等、身
近な物を取り上げてい
る。

　形、色を身近なこと
ばと結びつけながら、
豊かに連想させ導入す
るのに適している。

　顔の表情が示してあ
り、興味をひく内容と
なっている。

　くまといろいろな動
物たちが会食をすると
いう設定だが、説明文
はないので、子どもに
応じた使い方ができ
る。

組織・配列

　絵を中心にしている
ので、実物と対比させ
ることができ、比較し
やすい。

　形と色を交互に扱う
ことにより、違いを認
識させるようになって
いる。

　中心に顔が描かれて
おり、位置関係がとて
も分かりやすく、理解
しやすくなっている。

　見開き２ページで、
１つの数を同じ食べ物
の大きな絵で表し、数
字・数え方・読み方・
ゆびでの表し方を同じ
パターンで展開してい
る。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　動物が身につける物
等、興味をひく絵が描
かれていて、親しみや
すくなっている。

　「さよならさんか
く、またきてしかく」
の歌で連想を働かせな
がら学習を進めるよう
工夫されている。

　鏡を見ながら自分で
さわったり表情をまね
ることができ、子ども
の活動を引き出すよう
に工夫されている。

　淡彩の明るいトーン
の色づかいで、食べ物
もおいしそうに描か
れ、親しみやすい。仲
間のパーティーでしめ
くくっているのもよ
い。

その他
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　［ 算数・数学 ］

発行者 11-1　さえら 12-2　小　学　館 12-2　小　学　館 12-2　小　学　館

書　名 とことんやさしい算数使いか
たナビ＜１＞

デコボコえほん 21世紀幼稚園百科２ 21世紀幼稚園百科６

くらしにべんり!
数と計算

かずをかぞえよう！ とけいとじかん かずあそび１・２・３

編著者名 「算数使いかたナビ」編集委
員会

グザビエ・ドゥヌ 栗岩　英雄・監修 野田　一郎・監修

（編者）

定　価 2500円＋税 1,200円＋税 970円＋税　 970円＋税

頁　数 （39ページ） （20ページ） (30ページ) （32ページ）

JANコード 9784378024714 9784097265023 9784092240025 9784092240063

取扱い内容

　順序数や数の表し
方、初歩的な四則計
算、小数や分数につい
て、写真を使って解説
している。

　１から10までの数を
扱い、数に興味をもつ
ことができる内容と
なっている。

　正時、５分ごと、１
分ごとの時刻の学習
と、身の回りにあるい
ろいろな形や種類の時
計を知らせる内容であ
る。

　１から10までの数
を、事物の写真と対応
させて学習する内容で
ある。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　数と計算の基礎的な
内容について、日常生
活のどのような場面で
使われているのか写真
で解説し、基本的な意
味について学習できる
内容である。

　絵を見て、指でなぞ
りながら数を数えてい
くことで、数字を覚え
るのに適した内容であ
る。

　アナログ時計から、
砂時計、日時計、デジ
タル時計まで、また、
世界の時刻や午前・午
後などの時刻について
も幅広く取り扱ってい
る。

　身近な物を題材に取
り上げ、数への親しみ
を図るような内容であ
る。

組織・配列

　初歩的な四則計算、
小数、分数などについ
て、具体的な場面を
使って学習できる配列
である。

　見開き２ページで、
左のページは物の絵、
右ページは数字が載っ
ている。絵の中の丸が
いくつあるかを数えて
いく展開となってい
る。

　基本的に見開き２
ページで時刻の読み方
を学習したあと、次の
見開き２ページで復習
していく配列になって
いる。

　数の比較、数唱、順
序など様々な角度から
10までの数を学べるよ
うになっている。

分量 

　分量は適切である。 　分量は適切である。 　分量は適切である。 　分量は適切である。

創意工夫

　写真を多く使用して
解説してあるので、具
体的で分かりやすい。
生活場面と学習を結び
つけやすく、数を使う
便利さについても知る
ことができる内容であ
る。

　絵の中の丸が凸、数
字が凹で表され、手で
触れながら数を認識で
きる工夫がされてい
る。色彩鮮やかで子ど
もの興味をひきやす
い。

　カラフルな色使い
で、いろいろな時計で
時刻を示したり、１日
の時間の流れを熊のぬ
いぐるみを使って説明
したり、子どもの好奇
心を刺激するように
なっている。

　載っている物がすべ
て実物の写真なので、
具体物を目の前に置い
て学習している気持ち
になれる。

その他
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　［ 算数・数学 ］

発行者 12-2　小学館 20-1　童　心　社 20-1　童　心　社 20-4　戸田デザイン

書　名 アニメ超ひゃっか かずのほん１ かずのほん３ とけいのえほん

newドラえもん九九のうたCD
ブック

どっちがたくさん
０から10までの

たしざんひきざん

編著者名 藤子・F・不二雄 遠山　啓・監修 遠山　啓・監修 とだ　こうしろう

（キャラクター原作） 横田　昭次・絵 田畑　精一・絵

定　価 1000円＋税 1,300円＋税 1,300円＋税 1,500円＋税　

頁　数 （17ページ） （48ページ） （48ページ） （54ページ）

JANコード 9784097510154 9784494008018 9784494008032 9784924710405

取扱い内容

　一の段から順番に、
九九を使う場面や覚え
方を扱っている。

　講演や動物園など興
味を持ちやすい場面の
中で、数の多い少ない
を考えることができる
内容である。

　たし算、ひき算の初
歩を、具体物、半具体
物を通して分かりやす
く取り扱っている。

　午前１時から夜の12
時までの正時を中心
に、生活と結びつけな
がら取り扱っている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　かけ算の導入とし
て、楽しみながらかけ
算の意味を知ったり、
九九を覚えたりするこ
とができる内容であ
る。

　数を捉える前の段階
でも１対１対応によっ
て、数の多い少ないを
比べられる内容であ
る。

　０から10までの数概
念と数詞、たし算、ひ
き算の基本が理解でき
る内容である。

　正時の導入に適して
いる。発展として長針
について興味をもたせ
る内容も含んでいる。

組織・配列

　具体物を使って、一
の段から九の段までを
扱っており、楽しみな
がら九九を学習できる
配列である。

　場面ごとに１対１対
応を行う展開である。
後半では、３つ以上の
集団や、要素が多い集
団で比較するような、
難易度の高い場面も設
定されている。

　具体物、半具体物を
用いて段階をおって楽
しみながら理解できる
よう配列されている。

　短針の一周を見開き
で扱ったあと、長針の
一周についての学習へ
発展させている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　興味を持ちやすいイ
ラストで解説されてい
る。付属のCDや答え部
分を隠すことができる
シートを使って繰り返
し学習できるよう工夫
されている。

　身近な場面が取り上
げられ、親しみやすい
工夫がされている。１
対１対応を行う中で数
量概念を身に付けるこ
とができる。

　数に興味をもつこと
が、できるように、か
ぞえる対象物がページ
によって変えられてお
り、名数の学習もでき
るように考えられてい
る。

　はっきりとした絵で
わかりやすい。24時
制・５分単位の時刻が
よめるような工夫もな
されている。

その他
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　［ 算数・数学 ］

発行者 27-1　ひかりのくに 27-1　ひかりのくに 27-3　ひ　さ　か　た 27-3　ひ　さ　か　た

書　名 認識絵本５ 指さし・指なぞり ミーミとクークのえほん スキンシップ絵本

いくつかな １２３かず
ミーミとクークの

１・２・３
かずのえほん

編著者名 嘉村　苑子 写真　うちやま あきら わらべ　きみか わらべ　きみか

絵　おおた むつみ

定　価 1,200円＋税 1000円＋税 800円＋税 1,600円＋税

頁　数 （40ページ） (96ページ) （23ページ） （84ページ）

JANコード 9784564003929 9784564004957 9784893251206 9784893250797

取扱い内容

　親しみやすい動物や
日常生活でふれる事物
を取り上げ、10までの
数の合成・分解を扱っ
ている。

　登場する動物が１か
ら10までの数と対応す
ることができる内容で
ある。

　動物の絵を１から10
まで対応させて学習す
る内容である。

　1から100までと０の
数・名数を取り扱って
いる。身近な物の絵で1
対1対応や集合、比較を
学習できる内容であ
る。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　身近な物を題材に取
り上げて、数への親し
みを図るような内容で
ある。

　３までの数を動物の
種類を変えながら繰り
返し確かめ、しだいに
10までの数へと発展さ
せながら学習を進める
ことができる内容であ
る。

　１から10までの数を
動物の絵を数えること
で、数の基本概念が理
解できる内容である。

　初歩的な数唱・名数
から100・０の対応や集
合、高低・長短の比較
を学習できる内容であ
る。

組織・配列

　作業を通して、数へ
の興味をもたせ、数が
理解できるよう構成さ
れている。

　身近なよく知られて
いる動物の写真を用い
ることで、子どもが興
味を持って学習できる
構成である。

　ページが変わるごと
に動物の数が増える構
成になっている。

　具体物、半具体物を
用いて段階を追って理
解できるように配列さ
れている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　絵が親しみやすく、
印刷も美しい。

　指で数字をなぞるこ
とができるように陰影
をつけた大きな文字に
なっており、また動物
写真を指さしして数え
ることができるように
工夫されている。

　さし絵が工夫されて
いて、興味深く学習で
きるようになってい
る。

　興味深く学習できる
よう、さし絵が工夫さ
れている。

その他
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　［ 算数・数学 ］

発行者 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館

書　名 かがくのとも絵本 こどものとも絵本 安野光雅の絵本 ぐりとぐらの１・２・３

かずのほん くるまはいくつ
はじめてであう

すうがくの絵本２

編著者名 まつい　のり子・文 絵 渡辺　茂男 安野　光雅 なかがわ　りえこ・作

遠山　啓・監修 やまわき　ゆりこ・絵

定　価 900円＋税 900円＋税 1,600円+税 600円＋税

頁　数 (24ページ) （28ページ） （103ページ） （24ページ）

JANコード 9784834003215 9784834001105 9784834009095 9784834020083

取扱い内容

　森の動物を題材と
し、１対１対応や、数
の多少を量的に比較さ
せる内容である。

　車の絵をとおして、
形（まる・さんかく・
しかく）と１から10ま
での数を取り扱ってい
る。

　２つの物の関係性や
比較と、数量について
学習することができる
内容である。

　１から10までの数
と、ものによって数が
色々な呼び方になる内
容を扱っている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　数量概念の導入期の
子どもに適した内容で
ある。

　車や身近な物を題材
とし、興味を持ちやす
い内容である。

　イラストを見比べな
がら２つの物の関係性
について考えることが
できる内容である。ま
た、１から10までの数
の概念、連続量につい
ても取り扱っている。

　韻をふんだ４～５行
の短文で、数の呼び方
が示されている。

組織・配列

　各ページに動物の絵
が描かれ、対の概念が
理解できるように配列
されている。

　大きさ、形がとらえ
やすく、絵の位置、順
序も適当であり、工夫
された配列である。

　「ふしぎなきかい」
「くらべてかんがえ
る」「てんて
ん･･････」
「かずのだんご」
「みずをかぞえる」の
５つのテーマから構成
されている。

　見開きの左に絵、右
に文が書かれている。
「１」のページから始
まり、めくるごとに１
ずつ増えて「10」の
ページになる構成であ
る。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　水彩風の淡い色あい
を用いており、美し
い。

　図、絵の色合い、大
きさが適当であり、実
際に色紙を使って合わ
せることも可能であ
る。

　親しみやすいイラス
トが中心となって構成
されており、子どもの
興味関心を引きやすく
なっている。

　親しみやすい絵で楽
しく取り組むことがで
きる。13㎝×13㎝の小
型絵本である。

その他
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　［ 算数・数学 ］

発行者 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館

書　名 幼児絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ 0.1.2.えほん ブルーナの絵本

どうぶつのおかあさん とけいのほん２ おおきい　ちいさい まる､しかく､さんかく

編著者名 小森　厚 まつい　のりこ 元永　定正 ディック　ブルーナ・作

松岡　享子・訳

定　価 900円＋税 900円＋税 800円＋税 700円＋税

頁　数 (24ページ) （32ページ） （20ページ） (28ページ)

JANコード 9784834008517 9784834002560 9784834026818 9784834009590

取扱い内容

　５までの数を使っ
て、大きい小さいの比
較を取り扱った理解し
やすい内容である。

　時計の針を見なが
ら、分の単位を視覚的
にとらえ、何時何分ま
での時刻が学習できる
内容である。

　絵の大小を比較しな
がら「もの」の大きさ
に気づく構成である。

　形(まる・しかく・さ
んかく)について理解し
やすい内容である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　身近な動物を使っ
て、大きい小さいと、
５までの数が分かりや
すく示されている。

　「何分」のよみ方が
分かりやすく学習でき
る内容である。

　抽象的な絵を使用
し、いろいろな形の大
小を「おおきいちいさ
い」のくり返しの中で
描き、大きさが違って
も同じものであること
が強調されている。

　初めて形に興味を示
す子どもにとって、理
解しやすく、適切な内
容である。

組織・配列

　動物の親子のほのぼ
のとした愛情があふれ
る絵を用いて配列され
ている。

　長針のよみ方、短針
のよみ方、それらを合
わせて時刻のよみ方を
図と文字で説明した
後、自分で時刻をよむ
ページ配列になってい
る。

　大小の比較に焦点を
当てた、シンプルな構
造で分かりやすい。

　文章が少なく、形に
興味を持ち指導者が話
しかけながら教えるこ
とができる。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　身近な動物が写実的
に描かれていて、理解
しやすいように工夫さ
れている。

　「分」はどこから数
え始めるかや長針や短
針のよみ方の違いが丁
寧に説明されている。

　「これはなんだろ
う？」と、興味を引く
絵である。文字の大き
さも、大小の構成と
なっているため、関連
付けて指導しやすい。

　赤・青・黄・緑色
等、視覚的にとらえや
すいよう工夫されてい
る。

その他
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　［ 算数・数学 ］

発行者 28-8 フ レ ー ベ ル 30-2　ポ　プ　ラ　社　 30-2　ポ　プ　ラ　社　 30-2　ポ　プ　ラ　社　

書　名 アンパンマンとはじめよう！ 絵本・いつでもいっしょ２
さわって学ぼう点字の本１

さわってたのしむ
さわって学ぼう点字の本２

さわってたのしむ

アンパンマンと
げんきにあいさつ

どうぶつ なんびき？ 点字つきえほん１かず 点字つきえほん２かたち

編著者名 やなせ　たかし はた　こうしろう フラー　スター・作 フラー　スター・作

ジェンマ　ウェスティング・
絵

ジェンマ　ウェスティング・
絵

定　価 650円＋税 1,100円＋税 2,000円＋税 2,000円＋税

頁　数 （18ページ） (36ページ) （16ページ） （16ページ）

JANコード 9784577030387 9784591066218 9784591152508 9784591152515

取扱い内容

　朝の７時から夜の７
時までを登場人物たち
の生活と結びつけて取
り扱っている。

　１から10までと０の
数を取り扱っている。

　様々な素材で示され
た１から10までの対象
を指先で触れながら確
かめ、数に親しむ内容
である。また、文とと
もに点字も併記されて
いる。

　丸・三角・四角・
ハート・星の五つの形
を扱い、それぞれが型
抜きされていて、指先
で触れることにより、
形を意識できる内容で
ある。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　正時の初歩的な導入
に適している。

　動物の数を数えるこ
とで、数の導入に適し
た内容である。

　様々な素材に触れな
がら、楽しく１から10
の数を学べる内容であ
る。

　指先で抜き型に触れ
ながら、形の違いを意
識する内容である。

組織・配列

　アンパンマンとその
仲間たちの一日の生活
を通した物語的配列と
なっている。

　野原にやってくる身
近な動物が順に増えて
いく配列になってい
て、最後に動物がいな
くなって０を扱ってい
る。

　ページをめくるごと
に数がひとつずつ増え
ていく構成で、数は
様々な形や素材で表現
されており、数や量に
対する興味を引きつけ
る内容である。

　抜き型が丸からハー
ト、星へと変化してい
き，形に対する興味を
持ちやすい構成であ
る。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　短針を自由に動かす
ことができる時計が組
み込まれている。

　配色も鮮明で最後に
おばけが出るなどス
トーリー性もある。

　凸凹した質感や、
布、ビニールなど様々
な異なる素材を使用
し、指先で感触を確か
めながら数を学べるよ
うに工夫されている。

　ページが進むごとに
抜き型が大きくなって
いき、集中してなぞら
せるように工夫されて
いる。

その他

　点字絵本としても使
用できる。

　点字絵本としても使
用できる。
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　［ 算数・数学 ］

発行者 33-1　む　ぎ　書　房 33-1　む　ぎ　書　房 33-1　む　ぎ　書　房 72-31　日　本　図　書

書　名 わかるさんすう１ わかるさんすう２ わかるさんすう３ さんすうだいすき第９巻

はかってみよう

編著者名 遠山　啓・監修 遠山　啓・監修 遠山　啓・監修 遠山　啓

定　価 800円＋税 900円＋税 900円＋税 2,400円＋税

頁　数 （92ページ） （123ページ） （128ページ） （63ページ）

JANコード 9784838400287 9784838400294 9784838400300 9784284202244

取扱い内容

　「なかまあつめ」か
ら、「５までのか
ず」、「９までのたし
ざん・ひきざん」、
「くりあがり、くりさ
がりのあるたしざんひ
きざん」、「２けたの
たしざん・ひきざん」
までの内容を取り扱っ

　「３けたのかず」か
ら、「３けたのたしざ
ん・ひきざん」、「九
九」、「４けたのたし
ざん・ひきざん」、
「長さやかさの単位
cm、m、mm、dℓ」までの
内容を取り扱ってい
る。

　「かけ算、わり算」
から、「重さや長さの
単位 kg、km」「三角
形、四角形」、「時
間」、「角度」、「小
数」までの内容を取り
扱っている。

　身の回りにある色々
な具体物を、比べたり
測ったりしながら、測
定の基礎を育てる内容
である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　具体物、半具体物を
絵で示し説明されてい
る。

　具体物、半具体物を
絵で示し説明されてい
る。

　具体物、半具体物を
絵で示し説明されてい
る。

　「量」測定の導入時
期に、基礎となる感覚
を身につけられる内容
である。

組織・配列

　系統的に配列されて
いる。

　系統的に配列されて
いる。

　系統的に配列されて
いる。

　「量」・「長さ」の
感覚の基礎となる考え
方や概念が身につき、
計算の仕方が分かる構
成である。

分量 

　分量は適切である。 　分量は適切である。 　分量は適切である。 　分量は適切である。

創意工夫

　うすい冊子になって
いて、子どもにとって
使いやすい。

　うすい冊子になって
いて、子どもにとって
使いやすい。

　うすい冊子になって
いて、子どもにとって
使いやすい。

　日常生活で興味を引
く絵が描かれている。
読んでいくうちに量や
測定について興味がわ
いてくる内容である。

その他
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　［ 算数・数学 ］

発行者 60-29　交 通 新 聞 社 16-3　大日本絵画 16-3　大日本絵画 16-3　大日本絵画

書　名 100までかぞえる あなあきしかけえほん めくりしかけえほん めくりしかけえほん

でんしゃの１･２･３
10ぴきいもむし
だいこうしん

たのしいはじめての
さんすうのえほん

たのしいかずのえほん

編著者名 塩沢　沙織 デビー・ターベット
ジェシカ　グリーンウェル・

作
フェリシティ  ブルックス・

作
メリザンド　ラスリンガー・

絵
コリーヌ  ビットラー・絵

定　価 1,200円＋税 1700円＋税 1,600円＋税 １６００円＋税

頁　数 （96ページ） (22ページ) （16ページ） （16ページ）

JANコード 9784330545158 9784499281331 9784499288132 9784499285537

取扱い内容

　０の説明も含めた100
までの数や、数の大小
関係も取り扱われてい
る。

　１から10までの数を
扱い、登場するいもむ
しが10匹から１匹ずつ
順に減っていくストー
リーである。

　１～10までの数の数
え方から、足し算・引
き算までの内容を取り
扱っている。

　１から５までの数を
取り扱い、動物や食べ
物を数えることで、楽
しく数を学ぶことがで
きる内容である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　同じものを数えるだ
けでなく、同じ仲間を
数えたり駅で見かける
数字を探したりするこ
とで、様々な数の役割
に触れることができる
内容となっている。

　絵を見て指で触って
「いもむし」を確認し
ながら数を数えること
で、10までの数の概念
を具体物と対応させて
学習できる内容であ
る。

　数については、数量
と順序数を扱ってい
る。計算は、合計が10
までの足し算、１桁同
士の引き算ができるよ
うになる内容である。

　１から５の数を動物
や食べ物、身近な物を
題材として数えること
で、数の基本概念が理
解できる内容である。

組織・配列

　見開き２ページで、
左のページは物の絵、
右のページは数字が
載っている。絵の数を
数えていく展開とであ
る。

　立体のいもむしを繰
り返し触って確かめる
ことができる構成であ
る。

　見開きごとに数の基
礎から足し算・引き算
まで、段階的に学べる
ように配列されてい
る。

　１から５の数をひと
つずつ順に学んだ後、
復習として、同じ動物
や食物の絵をさがすク
イズが出される構成で
ある。

分量 

　分量は適切である。 　分量は適切である。 　分量は適切である。 　分量は適切である。

創意工夫

　カバーの裏にも数の
表が掲載されており、
活用できる。電車に関
係する写真、イラスト
が豊富に揃えられてお
り子どもの興味をひき
やすい。

　カラフルな色使いと
繰り返しの短い言葉で
楽しく言葉あそびがで
きるように工夫されて
いる。

　イラストが優しい
タッチで描かれており
見やすい。仕掛けをめ
くると答えが分かるよ
うになっており、子ど
もの学習意欲を高める
よう工夫されている。

　めくりを開けて数を
かぞえるなどのしかけ
があり、子どもの興
味・関心を引く内容で
ある。

その他

　しかけ絵本である。 　しかけ絵本である。 　しかけ絵本である。
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　［ 算数・数学 ］

発行者 78-12　文　渓　堂

書　名 まるさんかくぞう

編著者名 及川賢治、竹内繭子

定　価 860円＋税

頁　数 (20ページ)

JANコード 9784894235878

取扱い内容

 丸・三角・四角など簡
単な形を取り扱ってい
る。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

 形の弁別や仲間分けを
学習する導入に適して
いる。

組織・配列

 １ページに３つの形が
縦にならび、その形の
名前が上から順に文字
で表記されている。形
の名前と形を対応させ
ながら読むことができ
る。

分量 

　分量は適当である。

創意工夫

 「まる、さんかく、し
かく」だけでなく「ぞ
う、ふね、かお」など
がシンプルな形で描か
れて差し込まれてお
り、子どもの興味をひ
きやすい。

その他
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　［ 生 活 ］

発行者 01-1　あ か ね 書 房 01-1　あ か ね 書 房 01-1　あ か ね 書 房 01-1　あ か ね 書 房

書　名 からだが元気になる本１ からだが元気になる本２ からだのえほん４ ゆうたくんちのいばりいぬ４

けんこうをしる！
４つのひみつ

けんこうをつくる！
４つのヒント

からだにもしもし ゆうたとかぞく

編著者名 　植田　誠治・監修 植田　誠治・監修 七尾　純・作 きたやま　ようこ

オカダケイコ・絵 高藤　純子・絵 福田　岩緒・絵

定　価 3,000円＋税 3,000円＋税 1,300円＋税 800円＋税

頁　数 (48ページ) (48ページ) (32ページ) (24ページ)

JANコード 9784251066251 9784251066268 9784251002549 9784251000880

取扱い内容

  子どもの目線で、体
について知りたいこと
を、博士に質問する形
式で読み進めていくこ
とができる。体内の様
子をわかりやすいイラ
ストで説明している。

  子どもの目線で、元
気に過ごすための生活
習慣について、コーチ
に質問する形式で読み
進めていくことができ
る。活動の様子をわか
りやすいイラストで説
明している。

  子どもにとって身近
な体験を通して、自分
の体に関心を持つとと
もに、健康について考
えることができる内容
である。

  犬の目線を通して一
つの家族の構成を説明
している。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

  食べる、動く、排出
するなどの自分のから
だのはたらきについ
て、興味を持つことが
できる内容となってい
る。

  食べる、動く、休
む、清潔にするという
毎日の活動について、
興味を持つことができ
る内容となっている。

  健康の大切さと健康
診断の必要性が、理解
しやすくまとめられて
いる。

  家族の名前や性格を
紹介した後、ともにに
生活するようすを伝え
ている。

組織・配列

  見開きごとに、左上
部に質問、見開き全体
にそれに対する説明文
と大きなイラストとい
う配列が繰り返されて
いる。

  見開きごとに、左上
部に質問、見開き全体
にそれに対する説明文
と大きなイラストとい
う配列が繰り返されて
いる。

  健康診断の様子を展
開することにより、身
体の部位への認識が高
められるように配列さ
れている。

  見開きごとに分かり
やすい絵と文が配列さ
れている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　漢字にルビがふって
あり、イラストもカラ
フルで子どもの興味を
引くように工夫されて
いる。

　漢字にルビがふって
あり、イラストもカラ
フルで子どもの興味を
引くように工夫されて
いる。

　親しみやすい絵と文
で表現されている。

　絵も文章もシンプル
であり、分かりやすく
工夫されている。

その他

　［理科］にも活用で
きる。

　［保健体育］にも活
用できる。

　［保健体育］にも活
用できる。
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　［ 生 活 ］

発行者 01-1　あ か ね 書 房 01-1　あ か ね 書 房 01-1　あ か ね 書 房 02-1 岩崎書店

書　名 なぞなぞ あなあきえほん６ かばくん くらしのえほん１ かばくん くらしのえほん３ おもちゃのかたづけ

たべものの　かくれんぼ かばくんのいちにち かばくんのはるなつあきふゆ できるかな？

編著者名 たけい　しろう・作 ひろかわ　さえこ ひろかわ　さえこ 深見　春夫・作・絵

ふゆの　いちこ・絵 梶ヶ谷　陽子・監修

定　価 1,000円＋税 1,000円＋税 1,000円＋税 1,300円＋税

頁　数 （24ページ） (32ページ) (32ページ) （32ページ）

JANコード 9784251003164 9784251001214 9784251001238 9784265081493

取扱い内容

  食べ物の名前に関す
るなぞなぞを考えなが
ら読み進めることがで
きる内容である。

  家族や身近な人たち
とかかわり合いなが
ら、一日の生活の中で
必要な基本的生活習慣
が身につくような内容
である。

  一年の季節の流れや
それにともなう行事
を、子どもの興味・関
心が広がるように取り
上げている。

  片付けの苦手な子ど
もが魔法使いに玩具に
されることで、玩具の
気持ちを知り、片付け
のルールが学べる内容
である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

  食べ物の名前に関す
るなぞなぞで、ヒント
として、答えのはじめ
の1､2文字や、絵の一部
分が載せられている。
すべてひらがなで書か
れており、読みやす
い。

  一日の生活の流れを
分かりやすく絵で表し
ながら、興味・関心が
持てるように配慮され
ている。

  季節ごとの変化の様
子が分かりやすいさし
絵で説明されており、
子どもも楽しく体験で
きるよう配慮されてい
る。

　日常生活に必要な片
付けについて、平易な
言葉のやり取りで楽し
く学習できる内容であ
る。

組織・配列

  見開きのページに問
題が、次の見開きの
ページにその答えが書
かれており、わかりや
すい。

  朝起きてから、夜寝
るまでの一日の生活の
様子が、分かりやすく
さし絵で配列されてい
る。

  季節ごとに、自然、
行事、生活などが順序
よく配列されており、
一年の移り変わりが分
かりやすく配列されて
いる。

  見開きごとにストー
リーの展開があり、楽
しく読み進められるよ
う配列されている。

分量 

　28題のなぞなぞが書
かれている。

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

  ヒントとして開けら
れている穴が、ページ
をめくると答えの文字
にちょうど重なるよう
に作られており、絵や
ひらがなにも注目でき
るよう工夫されてい
る。

  さし絵が多く、いろ
いろな生活場面での様
子がくわしく描かれて
いる。

  楽しい行事や遊びを
通して自然に対する関
心が持てるように工夫
されている。

　身近な玩具を使った
ストーリー性のある内
容で、片付けることへ
の興味や、片付け方、
分類の仕方を学ぶこと
ができる。

その他

　［国語］にも活用で
きる。
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　［ 生 活 ］

発行者 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社

書　名 ノンタンぶらんこのせて エリック・カールの絵本 あかちゃんのあそびえほん(４) 子どもの生活（３）

しろくまくん
なにがきこえる？

ひとりでうんちできるかな
マナーをきちんと

おぼえよう！

編著者名 キヨノ　サチコ エリック カール・絵 きむら　ゆういち 浜田　恭子・構成　文

ビル マーチン・文おおつき
みずえ・訳

藤本　四郎・絵

定　価 600円＋税 1,100円＋税 680円＋税 1,200円＋税

頁　数 （32ページ） （25ページ） （29ページ） （31ページ）

JANコード 9784032170108 9784032024500 9784031310406 9784033361307

取扱い内容

  公園でのブランコ遊
びを通して、ルールを
守って友達と一緒に遊
ぶ楽しさが描かれてい
る。

  数多くの動物が取り
上げられており、動物
の鳴き声などを想像し
ながら読むことができ
る内容である。

  親しみやすい動物が
取り上げられ、排泄へ
の意識、関心を持つの
に適した内容である。

  日常生活の様々な場
面を取り上げ、基本的
な生活習慣を身につけ
られる内容である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

  子どもが実生活の中
で経験しそうな出来事
が、親しみやすい絵で
表現されている。

  リズム感のある単純
な文章の繰り返しで、
読みやすい内容となっ
ている。

  平易な文章で子ども
に分かりやすい内容に
なっている。

  日常生活の内容を取
り上げ、社会性を身に
つけられるよう配慮さ
れている。

組織・配列

  課題の発生とそれを
解決していく過程が分
かりやすく示されてい
る。

  見開きのページごと
に大きく一つの絵が描
かれており、見やすく
なっている。

  見開きごとに分かり
やすい絵と文が配列さ
れ、場面の展開も自然
である。

  親しみやすい絵で、
子どもの生活を通して
理解できるよう配慮さ
れている。

分量 

　分量は適当である。   分量は適当である。
12色の鮮やかなコラー
ジュで構成されてい
る。

　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

  場面や言葉のくり返
しでリズミカルにス
トーリーを展開し、子
どもの興味を引くよう
に工夫されている。

  次はどんな鳴き声か
考えながら読み進める
ことができるよう工夫
されている。

  ユーモラスな絵で親
しみやすいものになっ
ている 。また、排泄や
着脱等を通して子ども
たちが成就感を持つよ
う工夫されている。

  日常生活の中でのマ
ナーを、分かりやすい
文と絵で具体的な場面
と結びつけて学ぶよう
工夫されている。

その他

　［国語］にも活用で
きる。

　［国語］にも活用で
きる。

　しかけ絵本である。
［国語］［保健体育］
にも活用できる。
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　［ 生 活 ］

発行者 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社

書　名 木村裕一・しかけ絵本（１） 木村裕一・しかけ絵本（８）
木村裕一・しかけ

（１２）
はじめてよむ絵本(６)

みんなみんなみーつけた がんばれはぶらしハーマン げんきにごあいさつ ちょっと入れて

編著者名 木村　裕一・作 木村　裕一・作 木村　裕一・作 さとう　わきこ

黒井　健・絵 田中　四郎・絵 田中　四郎・絵

定　価 1,100円＋税 1,000円＋税 1,200円＋税 1,200円＋税

頁　数 （24ページ） （24ページ） （36ぺージ） （40ページ）

JANコード 9784033400105 9784033400808 9784033401201 9784032400601

取扱い内容

  親しみやすい動物を
取り上げ、かくれんぼ
遊びの話を楽しく読み
進められる内容であ
る。

  子どもが歯磨きの大
切さを認識しやすいよ
うに、わかりやすく描
かれている。比喩的に
歯磨きをとらえてお
り、親しみやすい内容
となっている。

  一日の生活の様々な
場面に必要なあいさつ
言葉が身につけられる
内容である。しかけも
楽しむことができる。

  次々動物が木陰に入
れて欲しいと来るのを
「いいよいいよ」とお
ばあちゃんが入れてあ
げ、最後は自分が飛び
出してしまい、その後
の結末がユーモラスな
内容である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　遊びや言語表現への
関心を高めるよう配慮
されている。

　身近な題材を、ヒー
ローという比喩的な素
材を用いることで、子
どもが認識しやすい内
容となっている。

　子どもが実生活の中
で経験しそうな場面を
取り上げ、親しみやす
い絵で表現されてい
る。

　見開き一面の大きな
挿絵になっており、大
きめの文字でやさしい
文体になっている。

組織・配列

  かくれんぼ遊びの様
子が理解しやすいよう
に配列されている。

  顔が大きく書かれて
いるページが多く、ま
たその表情に変化があ
り、飽きのこない配列
となっている。絵も明
るくはっきりとしてい
る。

  見開きのページごと
に一つのあいさつ言葉
が取り上げられ分かり
やすく配列されてい
る。

  繰り返しの場面の中
に少しずつ変化があ
る。挿絵とそれに対応
している会話のニュア
ンスの変化を楽しみな
がら学習できる。

分量 

　分量は適当である。   1ページあたり10行程
度の文で書かれてい
る。

　分量は適当である。   ページ数は多いが文
章量が少なく、同じ調
子で繰り返しの会話文
が続き、読みやすい。

創意工夫

  穴あけや切りぬきの
工夫がなされており、
楽しく学習できるよう
になっている。

  しかけ絵本として、
随所にのぞき窓があ
り、子どもの興味を喚
起しやすい。

  扉を開けることで、
具体的な場面がイメー
ジでき、あいさつこと
ばを太字にし強調して
示されている。

  字が大きく、ひらが
なを覚えた子どもが一
人で読めるよう工夫さ
れている。

その他

　しかけ絵本である。 　［保健体育］にも活
用できる。　しかけ絵
本である。

　しかけ絵本である。
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　［ 生 活 ］

発行者 06-1　偕　成　社 06-1 偕成社 07-2　金　の　星　社 07-2 金の星社

書　名 日本の絵本 あかちゃんのあそびえほん15
１ねんせいの

せいかつえじてん
やさしくわかるぼうさい・

ぼうはんのえほん

はけたよはけたよ てあらいできるかな こうつうあんぜんどうするの？

編著者名 かんざわ　としこ・文 きむら　ゆういち WILLこども知育研究所 国崎　信江・監修

にしまき　かやこ・絵 編・著 せべ　まさゆき・絵

定　価 1,000円＋税 700円＋税 1,500円＋税 1,300円＋税

頁　数 （32ページ） （28ページ） (47ページ） （32ページ）

JANコード 9784032040302 9784031311502 9784323073743 978432303035642

取扱い内容

  パンツを一人ではけ
ない主人公が、動物た
ちとの出会いを動機付
けにし、一人ではける
ようになるまでの過程
を書いた内容である。

  子どもに馴染みのあ
るキャラクターを通し
て、手の洗い方が楽し
く学べる内容である。

  小学校１年生になる
前、なった後の子ども
に向けて様々な生活習
慣やマナー、ルールな
どが紹介されている。

  横断歩道の渡り方、
信号機の見方、道路遊
びの危険性、自転車の
乗り方等が示されてい
る。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

  一人でパンツ・ズボ
ンをはけるようになる
という身近なことがら
が動物たちとの出会い
を交え、楽しく描かれ
ている。

　簡単なことばの繰り
返しで、わかりやすい
内容である。

  家、学校、公共の場
などで、できるとよい
生活習慣やマナー、
ルールなどが、わかり
やすい絵で解説されて
いる。

　 一つひとつの交通
ルールがイラストで示
され、どう行動すれば
よいかが短文で説明さ
れている。

組織・配列

　見開きごとにストー
リーの展開があり、楽
しく読み進められるよ
うに配列されている。

　ページをめくると、
登場人物がシンプルか
つ大きなイラストで手
を洗っている様子が描
かれている。

　それぞれの場面での
生活習慣やマナー、
ルールなどがよくわか
るようにイラストや簡
潔な文で構成されてい
る。

 　交通安全にかかわる
１つの題材に対して、
見開き２ページ程度を
使ってイラストや短文
でわかりやすく示され
ている。

分量 

　見開きに平均55文字
程度で書かれている。

　見開きに平均55文字
程度で書かれている。

　見開きに平均55文字
程度で書かれている。

　見開きに平均55文字
程度で書かれている。

創意工夫

　パステル調の優しい
色合いで見開き一面に
大きく挿絵が描かれて
おり、文体もリズミカ
ルでやさしく読みやす
い。

　手を洗っている様子
がしかけ絵本でわかり
やすく示されている。

　良い例、悪い例の比
較ができ、具体的に学
べるようになってい
る。

　子どもの視点で交通
安全を意識できるよう
に分かりやすく描かれ
ている。

その他

　しかけ絵本である。
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　［ 生 活 ］

発行者 10-4　こ　ぐ　ま　社 10-4　こ　ぐ　ま　社 10-4　こ　ぐ　ま　社 10-8　合　同　出　版

書　名 こぐまちゃんえほん第４集 柳原良平のえほん こぐまちゃんえほん第３集
絵でわかる

こどものせいかつずかん２

こぐまちゃんのどろあそび おうちのともだち
しろくまちゃんの

ほっとけーき
しょくじのきほん

編著者名 わかやま　けん 柳原　良平 わかやま　けん こどもの生活科学研究会

定　価 800円＋税 900円＋税 800円＋税 1,400円＋税

頁　数  (22ページ) （24ページ）  (22ページ) (45ページ)

JANコード 9784772100359 9784772101806 9784772100311 9784772610773

取扱い内容

　子どもの好きな泥遊
びを通して、けんかや
仲直りをする様子を描
いている。

　日頃使っていたり見
ていたりしている身近
な生活用具がわかりや
すいイラストで紹介さ
れている。

　ホットケーキを作る
過程をたどりながら、
子どもと一緒に楽しめ
る内容である。

　20の場面にわけて、
食事についての基本動
作やマナーについての
動作を、イラストを多
く使用し、わかりやす
く説明されている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　実生活の中で経験し
そうな場面が親しみや
すい絵で表現されてい
る。

　イラストがシンプル
で見やすいので、読み
進めやすい内容であ
る。

　ホットケーキ作りの
中で、子どもが経験し
そうな場面が、分かり
やすく楽しい絵と文章
で描かれている。

　実生活の中で経験し
そうな場面が親しみや
すい絵で表現されてい
る。

組織・配列

　課題の発生とそれを
解決し、共に遊ぶ楽し
さが分かりやすく示さ
れている。

　文章とイラストがわ
かりやすく配列されて
いる。

　子どもが自分でホッ
トケーキを作ることが
できるようにその手順
を示している。

　課題の発生とそれを
解決し、共に遊ぶ楽し
さが分かりやすく示さ
れている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　リズミカルな言葉と
簡潔な絵で、子どもの
興味を引きやすいよう
工夫されている。

　日常生活で使われて
いる生活用具がわかり
やすく紹介されてい
る。

　絵と文章で作り方が
分かりやすくていねい
に描かれている。

　リズミカルな言葉と
簡潔な絵で、子どもの
興味を引きやすいよう
工夫されている。

その他

　［家庭］にも利用で
きる。

　［家庭］にも利用で
きる。
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　［ 生 活 ］

発行者 14-5 世界文化社 27-1　ひ か り の く に 27-1　ひ か り の く に 27-1　ひ か り の く に

書　名 ユーモアせいかつ絵本
改訂新版

体験を広げるこどものずかん８
ゆっくの

こんなときってなんていう？ こどものずかんＭｉｏ７

てあらいあらいくん あそびのずかん おそとであそぼう くさばな・き

編著者名 中川　ひろたか・文 牧野　公夫 たかてら　かよ・文 加藤　典康

serico・絵 さこ　ももみ・絵

定　価 1,200円＋税 1,000円＋税 600円＋税 762円＋税

頁　数 （32ページ） （64ページ） （20ページ） （64ページ）

JANコード 9784418208166 9784564200786 9784564242526 9784564200878

取扱い内容

　日常生活の中で手洗
いを欠かさないあらい
ぐまと他の動物の手を
見比べ、目に見えない
ばい菌の存在と手洗い
の大切さがわかる内容
である。

　石や水、光、音、風
などを利用して遊んだ
り、作ったりする中
で、創造力を育てる内
容である。

　外で遊ぶときに必要
な挨拶を紹介してい
る。場面ごとに掲載さ
れており、理解しやす
いものとなっている。

　１年の季節の移り変
わりの中で、どのよう
な草花や木が生育して
いるのかを理解するこ
とができる内容となっ
ている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　簡単なストーリー展
開がわかりやすい文章
と、清潔をイメージさ
せる配色の親しみやす
い絵で表現されてい
る。

　簡単に制作でき、遊
ぶ体験が広げられると
ともに、自然への認識
が深まるように配慮さ
れている。

　集団で遊び始めた子
どもに適した程度と
なっている。

　数多くの草花の写真
や絵が載せられてい
る。草花や木の実を
使った遊びも紹介され
ている。漢字にはすべ
てふりがながふってあ
る。

組織・配列

 　主人公が、生活の中
で手を洗う場面と、ば
い菌の存在に気づき、
手洗いの大切さを知る
場面の大きく分けて２
つの場面で構成されて
いる。

　自然のいろいろな力
を利用して遊ぶ方法
が、分かりやすく配列
されている。

　見開きで一つひとつ
の挨拶を載せているた
め、独立した学習が可
能となっている。

　季節ごとに、草花や
木の写真、それに併せ
て虫などの写真が順序
良く配列されている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　10種類の挨拶が書か
れている。

　写真や絵が豊富で、
細かく詳しい文章も載
せられている。見てい
るだけでも楽しめる構
成である。

創意工夫

　「手洗いソング」の
楽譜が巻末に掲載され
ている。手洗いの場面
が擬音語を使って繰り
返し示されており、子
どもが楽しくまねしや
すいように工夫してい
る。

　楽しく遊ぶ中で、自
然への興味・関心が引
き出されるように工夫
されている。

　左の説明は小さな
字、右の挨拶は大きな
字で書かれており、学
習しやすい工夫がなさ
れている。

　写真、イラストが多
く、草花や木に対する
関心が持てるように工
夫されている。

その他

　［理科］にも活用で
きる。

　読み聞かせに適して
いる。

　［理科］にも活用で
きる。
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　［ 生 活 ］

発行者 27-1　ひ か り の く に 27-2　評　論　社 27-3 ひさかたチャイルド 27-3 ひさかたチャイルド

書　名 こどものずかんＭｉｏ12 しかけ絵本の本棚 ねこのピート しぜんにタッチ！シリーズ

きせつとしぜん コロちゃんはどこ？ はじめてのがっこう おこめができた！

編著者名 加藤　典康 エリック　ヒル
エリック・リトウィン・作
ジェームス・ディーン・絵

中川　孝俊・監修

大友　剛・訳
長谷川　義史・文字画

定　価 762円＋税 1,200円＋税 1,300円＋税 1,200円＋税

頁　数 （64ページ） (23ページ) (32ページ) （28ページ）

JANコード 9784564200922 9784566002067 9784865490596 9784893253897

取扱い内容

　一年の季節の流れ
を、動物や鳥、虫など
の生活を通して学ぶこ
とができる内容であ
る。

　身の回りのものを取
り上げ、人の行動や、
やさしさを知ることが
できる内容である。子
犬をさがす過程を、親
しみやすい動物や、生
活道具を次々に登場さ
せることで、楽しく描
いている。

　初めて経験する学校
生活を取りあげた絵本
である。

　田植えの前の段階か
ら、お米ができるまで
を、豊富な写真で紹介
されている。身近なお
米を通じ、、自然との
かかわりについて関心
を深めることができる
内容である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　数多くの風景の写
真、草花・虫などの写
真・絵が載せられてい
る。季節と併せて、動
物などの暮らしも学ぶ
ことができる。漢字に
はすべてふりがなが
ふってある。

　日常生活に必要なも
のについて、平易な言
葉のやりとりを通し
て、楽しく学習できる
ようになっている。 か
くれんぼ遊びにつなが
りそうな家の中のかく
れ場所探しや言葉のや
りとりを取り扱ってい

　1日の流れや活動が歌
に合わせて示されてお
り、興味をもって学習
できる内容である。

　日頃、食べているご
飯がどのように作られ
ているのか、分かりや
すい内容になってい
る。

組織・配列

　季節ごとに、風景の
写真と併せて、動物・
虫などの活動が順序良
く配列されている。

　文字が大きく、親し
みやすい配列になって
いる。 見開きごとに新
しいかくれ場所とその
中から出てくる動物と
のやりとりが描かれて
いる。

　ストーリーの見開き
ページと歌の見開き
ページが交互に展開さ
れている。

　生長する過程や集
まってくる虫、風景
が、季節が進むごとに
まとめられている。

分量 

　写真や絵が豊富で、
細かく詳しい文章も載
せられている。見てい
るだけでも楽しめる構
成である。

　写真や絵が豊富で、
細かく詳しい文章も載
せられている。見てい
るだけでも楽しめる構
成である。

　写真や絵が豊富で、
細かく詳しい文章も載
せられている。見てい
るだけでも楽しめる構
成である。

　分量は適当である。

創意工夫

　写真、イラストが多
く、自然に対する関心
が持てるように工夫さ
れている。

　家のとびらや、引き
出しなどを開けるしか
けを使い、楽しく学習
できるように工夫され
ている。

　実際に歌ったり、こ
とばの掛け合いの中
で、楽しむことができ
る工夫がされている。

　連続写真やワイド
ページなどをおりま
ぜ、興味をひくように
工夫されている。

その他

　［理科］にも活用で
きる。

　しかけ絵本である。
［国語］にも活用でき
る。

　［理科］にも活用で
きる。
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　［ 生 活 ］

発行者 27-3 ひさかたチャイルド 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館

書　名 しぜんにタッチ！シリーズ どうやってねるのかな 幼児絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ

ぎゅうにゅうだいへんしん！
（くまくんの絵本）

おふろだ！おふろだ！
たまごのあかちゃん

編著者名 中山　章子・監修 やぶうち　まさゆき わたなべ　しげお・文 かんざわ　としこ・文

おおとも　やすお・絵 やぎゅう げんいちろう・絵

定　価 1,200円＋税 857円＋税 900円＋税 900円＋税

頁　数 （28ページ） （32ページ） （24ページ） （24ページ）

JANコード 9784893253828 9784834001525 9784834000658 9784834011920

取扱い内容

　牛から搾られた牛乳
が、クリームやバター
になるまでを、豊富な
写真で紹介されてい
る。身近な牛乳を通
じ、自然とのかかわり
について関心を深める
ことができる内容であ
る。

　身近な動物が登場
し、どのように寝てい
るのかがわかりやすい
イラストで紹介されて
いる。

　日常生活における入
浴の様子を、親子のほ
のぼのとした雰囲気を
通して取り扱った内容
である。

　親しみやすい動物を
とりあげ、たまごから
生まれる驚きを表現し
ている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　身近な食品の成り立
ちを知ることで、食へ
の関心が深まる内容で
ある。

　かわいい動物たちの
イラストがわかりやす
く、注目しやすい内容
になっている。

　衣服の着脱、入浴の
仕方、入浴後のくつろ
ぎなどが、分かりやす
く絵で表されている。

　分かりやすい絵とリ
ズミカルな文章でまと
められている。

組織・配列

　日頃、口にしている
食品が一つずつ紹介さ
れている。

　１匹の動物について
見開き２ページで紹介
されている。ページを
めくると２ページめに
寝た姿が描かれ、わか
りやすく美しい。

　絵と簡潔な文を対応
させながら、入浴の順
序にそって配列されて
いる。

　くり返しの中で動物
の色や、数や大きさの
変化に気づくように
なっている。

分量 

　分量は適当である。 　イラストが多く、読
みやすい分量である。

　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　牛乳から食品に変化
していく様子が、順番
に写真で紹介されてい
る。

　文もイラストもシン
プルな構成になってお
り、読み進めやすい。

　落ち着いた色彩で、
文字が大きく、視覚に
うったえるよう工夫さ
れている。

　場面ごとに子どもが
予想し、期待を抱くよ
うな工夫がなされてい
る。

その他

[保健体育]にも活用で
きる。
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　［ 生 活 ］

発行者 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館 30-2　ポ　プ　ラ　社

書　名 かがくのとも絵本 ばばばあちゃんの絵本 幼児絵本シリーズ あまがえる先生

やさいでぺったん
ばばばあちゃんの
やきいもたいかい

くだもの １ねんずかん

編著者名 よしだ　きみまろ さとう　わきこ 平山　和子 まつおか　たつひで

定　価 900円＋税 900円＋税 900円＋税 1,300円＋税

頁　数 （28ページ） （28ページ） （24ページ） (32ページ)

JANコード 9784834012118 9784834017106 9784834008531 9784591139073

取扱い内容

　身近な野菜を輪切り
にして型押しを楽しむ
内容である。

　ばばばあちゃんと子
どもたちがはっぱを集
め、やきいもを作る様
子が描かれている。さ
つまいもだけでなく、
いろいろなおやつや果
物なども焼いてみるお
もしろさもある。

　身近な果物を取り上
げた親しみやすい絵本
である。

　野山の１年間の自然
の変化や、その季節の
植物や動物、特に昆虫
などの名前と特徴を知
ることができる。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　カレー作りをきっか
けに野菜の切り口のお
もしろさを発見して楽
しみ、他の野菜にも発
展させている。

　全てひらがな・カタ
カナで書かれている。
子どもたちの大好きな
おかしがたくさん出て
きて親しみやすい。

　果物の丸ごとの形と
切り分けた形が分かり
やすく表現されてい
る。

　動植物の名前や特徴
が、丁寧に描かれて、
細かな違いもよくわか
る内容となっている。
「かんさつ画のかきか
た」のような具体的な
活動もあり、学習内容
に適している。

組織・配列

　野菜の切り口を利用
して型押し遊びの方法
が分かりやすく配列さ
れている。

　ばばばあちゃんの楽
しい絵が、見開きの
ページいっぱいに描か
れている。ふきだしの
形で、登場人物のこと
ばが表記されている。

　見開きごとに果物の
丸ごとの形と切り分け
た形が対比して描かれ
ている。

　野山の全体像のペー
ジと、個々の動植物を
図鑑のように丁寧に描
かれたページとが交互
に描かれている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　子どもの自由な発想
で遊びが広がっていく
様子が描かれている。

　やきいもの作り方の
ほかに、じゃがいもの
パンケーキや干しいも
の作り方も説明されて
いる。

　美しい絵で目の前に
差し出されたようにリ
アルに描かれている。

　漢字にルビがふって
あり、イラストもカラ
フルである。昆虫など
の仲間が大きさごとに
示されて、子どもの興
味を引くように工夫さ
れている。

その他

　［図工・美術］［理
科］にも活用できる。

　［理科］にも活用で
きる。
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　［ 生 活 ］

発行者 51-4 アリス館 51-4 アリス館 51-4 アリス館 60-29 ひさかたチャイルド

書　名 はみがきれっしゃ
うららちゃんの

のりものえほん１
はじめての

手づくり科学あそび③
サンドイッチでんしゃ

しゅっぱつしんこう でんしゃにのって かぜ・くうき・みずであそぼ

編著者名 くぼ　まちこ とよた かずひこ 塩見 啓一・監修 いりやま さとし

西　博志・著

定　価 1,000円＋税 1,300円＋税 1,500円＋税 1,000円+税

頁　数 （24ページ） （36ページ） （48ページ） （20ページ）

JANコード 9784752006893 9784752000839 9784752006978 9784865492354

取扱い内容

　はみがきの大切さが
わかりやすい言葉と柔
らかいタッチの絵で表
現されている。

　主人公の女の子が一
人で電車に乗っておば
あちゃんに会いに行く
物語で、途中、様々な
動物が登場する。乗り
物に乗ってお出かけす
るのが楽しくなる内容
である。

　風車、空気砲、噴水
などのおもちゃ作りを
通して、自然に親しみ
ながら科学のおもしろ
さが学べる内容であ
る。

　パンの車両に野菜が
順番に形を変え、挟ま
り、サンドイッチの電
車になる楽しいストー
リーで、野菜など身近
な食べ物に興味を持つ
ことができる内容であ
る。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　リズム感のある繰り
返しの言葉で楽しく読
むことができる内容で
ある。

　停車する駅ごとに異
なる動物が乗車してく
るという、簡単な繰り
返しのある物語であ
る。シンプルな絵で見
やすくなっている。

　身近な材料で簡単に
制作できるように配慮
されている。

　分かりやすい簡単な
言葉が繰り返し示され
ている。

組織・配列

　見開きごとに口の中
の様子が大きく描かれ
ており、ページを進む
ごとに歯磨きの順番が
わかるような構成であ
る。

　見開きごとに大きな
絵が描かれ、リズム感
のある簡単な文章で構
成されている。

　大きな写真や挿絵が
わかりやすく配列さ
れ、簡潔な文で説明さ
れている。

　見開きごとに大きく
カラフルな絵が描か
れ、興味を引きやすい
ように配列されてい
る。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　イラストが多く、読
みすい分量である。

創意工夫

　列車に見立てた歯ブ
ラシで口の中の食べ残
しを取り除く内容に
なっており、興味がわ
くように工夫されてい
る。

　ページが進み動物が
増えるにつれ、徐々に
画面いっぱいに登場人
物が描かれ、車内がに
ぎやかになっていく様
子が分かり、期待感が
持てるように工夫され
ている。

　おもちゃを作った
り、遊んだりする際の
ポイントがわかりやす
く示してあり、楽しく
学習できるように工夫
されている。

　「せーの」の掛け声
でページをめくると野
菜が変身し、次への期
待感が持てるように工
夫されている。

その他

　「保健体育」にも活
用できる。

　「理科」にも活用で
きる。
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　［ 生 活 ］

発行者 66-11　大 日 本 図 書

書　名 ともだちのつくりかた

編著者名 たかいよしかず　作・絵

定　価 1,400円＋税

頁　数 (34ページ）

JANコード 9784477030326

取扱い内容

　ともだちをつくるた
めには、人との関わり
をとおして、相手を理
解し、自分を知ること
が大切であることを取
りあげた内容である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　ともだちをつくる方
法の他に、人間関係の
基本的なルールも学ぶ
ことができる内容であ
る。

組織・配列

　本の中で、ゲームを
楽しみながらコミュニ
ケーションを学ぶこと
ができるようになって
いる。

分量 

　イラストが多く、読
みすい分量である。

創意工夫

　巻末のページはワー
クシートとして活用で
きる。やさしい言葉と
わかりやすく楽しい絵
が豊富に用いられてい
る。

その他

　［道徳］にも活用で
きる。
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　［ 社 会 ］

発行者 01-1　あ か ね 書 房 01-1　あ か ね 書 房 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社

書　名 くりのきえんのおともだち２ かばくん・くらしのえほん２
とびだす・ひろがる！

えほんシリーズ
のりものくらべ（２）

　あしたえんそくだから かばくんのおかいもの
とびだす・ひろがる！

のりものえほん
くらしをまもる車

編著者名 守屋　正恵 ひろかわ　さえこ 古川　正和・作 構成 相馬　仁・監

本信　公久・絵

定　価 1,200円＋税 1,000円＋税 1,100円＋税 2,800円＋税

頁　数 （32ページ） （32ページ） (24ページ) (40ページ)

JANコード 9784251006028 9784251001221 9784031270403 9784034147207

取扱い内容

　みんなで遠足に行っ
て、楽しい一日を過ご
したことが分かりやす
く描かれている。

　お母さんとの買い物
を通して、身近な店と
品物を紹介しつつ、
「お手伝い」の大変さ
と喜びが描かれてい
る。

　清掃車・フォークリ
フト・トラック・飛行
機等の乗り物がイラス
トで分かりやすく紹介
されている。

　くらしの中で活躍す
る車が、写真と解説付
きで紹介されている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　遠足という身近な行
事を取り上げ、親しみ
やすくまとめている。

　子どもが実生活の中
で経験しそうな場面
が、親しみやすい絵で
表現されている。身近
な商品が多く描かれて
いる。

　それぞれの乗り物が
分かりやすい絵で表現
され、役割も理解しや
すい。

　子どもが実生活の中
で見たことのある車
が、大きな写真と解説
付きでわかりやすく紹
介されている。

組織・配列

　見開きで動物を主人
公とした構成になって
おり、興味・関心をひ
くよう展開されてい
る。

　身近な店や品物が、
分かりやすく配列さ
れ、文章も簡潔であ
る。

　おりこみを広げると
大きく広がり、乗り物
の特徴がよく分かるよ
うに描かれている。

　車ごとに詳しい写真
と解説がついており、
わかりやすく見やすい
よう配列されている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　動物の絵が単純化さ
れ分かりやすく表現さ
れている。

　代表的な店や品物を
取り上げ登場してくる
動物の表情が温かく描
かれている。絵が簡潔
で見やすい。

　しかけ絵本になって
いて、興味を引くよう
に工夫されている。

　見開きで写真が載っ
ていたり、クイズ形式
になっていたりと、興
味・関心を引くよう工
夫されている。車ごと
に紹介したまとめも見
やすく、分かりやす
い。

その他

　［国語］にも活用で
きる。

　［生活］［家庭］に
も活用できる。

　それぞれの乗り物に
英単語がつけられてい
る。
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　［ 社 会 ］

発行者 07-2　金　の　星　社 10-1　講　談　社 12-2　小　学　館 17-1 チャイルド本社

書　名 のりものしゃしん かっくん
きっず

ジャポニカ･セレクション
日本と世界のずかん

あいうえおのえほん
「どうしてぼくだけ

しかくいの?」
10才までに知っておきたい日本ま

るごとガイドブック

編著者名 よこた　きよし クリスチャン メルベイユ・文 池上　彰・監修 井田　仁康・総監督

ジョス ゴフィン・絵
 乙武　洋匡・訳

定　価 1,700円＋税 1,500円＋税 1,500円＋税 1,600円＋税

頁　数 (94ページ) （26ページ） (128ページ) （88ページ）

JANコード 9784323035536 9784061892125 9784092271586 9784805449844

取扱い内容

　50音の一文字ずつに
対応したのりものが見
開きで紹介されてい
る。

　まんまる家族の中に
しかくい子どもが生ま
れる。友だちとの違い
を認められ楽しく過ご
すまでを描いている。

　地理・歴史・文化・
社会・経済などわかり
やすいイラストで解説
されており、時事問題
も取り扱われている。

　日本と世界の国々の
違いについて、イラス
トや写真を使って、自
然や文化など様々な観
点から分かりやすく図
解されている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　馴染みのある乗物が
多く、大きなカラー写
真で紹介されている。
すべてひらがなで表記
されている。文字は大
きく、見やすくわかり
やすい構成である。

　一人ひとりが違って
個性があることを訴え
ている。互いの良い点
を認め合うことの大切
さを考える内容であ
る。絵もストーリーも
シンプルで分かりやす
い。

　平易な文章で、昔の
ことから最新の時事問
題まで、全部で56の項
目を分かりやすく取り
あげた内容である。

  写真や親しみやすい
イラストを使って、自
然や地理、言語や生活
習慣など日本と世界の
国々の特徴が示されて
いる。

組織・配列

　見開きの右ページに
写真と短文での説明が
あり、左ページに大き
くひらがなが記載され
ている。また、書き順
も記載されている。

　かっくんが生まれて
から、互いの良い点を
認め合うまでを分かり
やすく描いている。

　「地理・自然」「歴
史・文化」「政治・経
済」「社会・科学」の
分野に分けられてい
る。見開きで一つの
テーマが紹介されてい
る。

  テーマごとに1～2
ページにまとめられて
いて、分かりやすく配
列されている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　ひらがなの学習もで
きるように、50音順に
配列されている。

　一人ひとりが違うこ
とを認めあうことの大
切さを柔らかいタッチ
のやさしいストーリー
の中で考えられるよう
に工夫されている。

　クイズや「考えてみ
よう」があり、子ども
が自ら考えることがで
きるようになってい
る。

  それぞれのテーマご
とに親近感がわくイラ
ストが描かれ、興味や
関心をもつことができ
る。

その他

　［国語］にも活用で
きる。
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　［ 社 会 ］

発行者 20-4　戸田デザイン 20-4　戸田デザイン 27-1　ひかりのくに 27-2  評　論　社

書　名 にっぽんちず絵本 せかいちず絵本 こどものずかんＭｉｏ11
ふしぎだな？

しらないこといっぱい

やさい・くだもの
ピチャン、ポチャン、

ザブーン！水ってふしぎ！

編著者名 とだ　こうしろう とだ　こうしろう 加藤　典康
マイク マニング、ブライタ

グランストローム・作

せな　あいこ・訳

定　価 1,800円＋税 1,800円＋税 762円＋税 1,300円＋税

頁　数 （50ページ） （50ページ） (64ページ) （32ページ）

JANコード 9784924710344 9784924710375 9784564200915 9784566006720

取扱い内容

　日本の地図が地方別
にカラーで描かれてい
て、川、山、道路、線
路などの比較表があ
り、分かりやすい。

　世界の地図が地域別
にカラーで描かれてい
て、山、川、湖、海、
時差の説明もあり、分
かりやすい。

　たくさんの身近な野
菜・果物について、写
真や図を用い、種類ご
とに分けて分かりやす
く紹介している。

　水がどこから来てど
こに行くのか。海から
始まり、雨、川、下水
などについてふれ分か
りやすく描いている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　日本の特徴が分かる
ように表現され、字も
読みやすく絵の大きさ
も適当である。

　世界の各地域の特徴
が分かるように表現さ
れ、字も読みやすく絵
の大きさも適当であ
る。

　子どものイラストと
ふきだし、ひらがな表
記が主で、わかりやす
い説明になっている

　「水」というテーマ
は難しい題材である
が、生活の中の水とい
う視点で描かれていて
分かりやすい。

組織・配列

　まず地球、日本、地
方と順を追って説明さ
れている。

　世界各地域について
順を追って説明されて
いる。

　季節ごとや葉や根な
どの食べる部分ごとに
それぞれ豊富なカラー
写真で興味を持ちやす
いよう紹介している。

　海から始まり、雨、
川、生活用水、下水そ
して海へと帰っていく
という水の旅が流れに
添って描かれている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　絵がシンプルでカ
ラー区分されていて見
やすい。

　絵がシンプルでカ
ラー区分されていて見
やすい。

　カラー写真・絵が豊
富である。クイズ形式
などを用いて興味･関心
をひきやすいよう工夫
されている。

　少年と犬をストー
リーの中心とすること
で、より身近に感じる
ように工夫されてい
る。

その他
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　［ 社 会 ］

発行者 27-4 PHP研究所 40-1　理　論　社 27-2　評　論　社 27-3　ひ　さ　か　た

書　名 みんなの防災えほん だじゃれ日本一周 ピーター・スピアーの絵本１ でんしゃでいこう

せかいのひとびと でんしゃでかえろう

編著者名 山村　武彦・監修 長谷川　義史 ピーター スピアー・文 絵 間瀬　なおかた

YUU・絵 松川　真弓・訳

定　価 1,600円＋税 1,300円＋税 1,500円＋税 1,200円＋税

頁　数 （39ページ） （48ページ） (41ページ) （24ページ）

JANコード 9784569786865 9784652040850 9784566002470 9784893254894

取扱い内容

　地震や台風、大雪な
ど身近な自然災害を題
材としている。様々な
場面での防災方法につ
いて、イラストで紹介
されている。

　47都道府県にだじゃ
れを用いて、リズミカ
ルに都道府県を学習で
きる内容である。ま
た、各都道府県の名産
物や観光地などについ
ても、イラストで描か
れている。

　世界中には自分たち
の知らない様々な人々
がいる。そこに住み、
働き、遊び、生活して
いる様子が明るく柔ら
かいタッチのイラスト
で描かれている。

　季節の移り変わりと
山から海への電車の旅
が、イラストと文で描
かれている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

  イラストが多く、漢
字にはふり仮名が表記
されている。災害が起
きたときの対応や、家
庭や学校での備えにつ
いて考えることができ
る題材である。

　短くリズミカルな言
葉で構成されている。

　人種や文化、生活様
式、風習など世界中で
いろいろな人々がいろ
いろな暮らしをしてい
ることに気づかせ、そ
の多様性をみとめ合う
ことの大切さを知らせ
る内容である。

　山や海の村の様子や
四季の変化が丁寧なイ
ラストとリズミカルな
文で表現されている。

組織・配列

  地震、台風、大雨、
大雪、竜巻などの自然
災害が起こす被害や、
それを防ぐための備え
について具体例を交え
ながら紹介されてい
る。

　1ページに大きなさし
絵と一つの都道府県の
だじゃれを対応させて
いる。

　広く地球の全体に暮
らす人々の多様性が、
偏りなくバランスよく
配列されている。

　ページをめくる度に
季節と風景が変わり、
季節の移り変わりがよ
く理解できるような構
成になっている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

  危険なポイントは赤
字で表記されているた
め、印象に残りやすい
工夫がされている。

　長谷川義史のユーモ
ラスな絵とダジャレ
で、都道府県を通じて
楽しくことばを学ぶこ
とができるよう工夫さ
れている。

　生活や文化の違いな
ども取り上げている。
また生活用品や衣服の
違い、文字の違い、手
話サインの違いなど、
様々な側面から違いを
とらえている。

　電車がトンネルを抜
けると景色が変わり興
味を引くような工夫が
されている。また、前
からもでも後ろからで
も読める工夫がされて
いる。

その他
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　［ 社 会 ］

発行者 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館

書　名 こどものとも絵本 福音館の科学シリーズ 福音館の科学シリーズ 福音館の科学シリーズ

しょうぼうじどうしゃじぷた ただいまお仕事中 ぼくらの地図旅行 絵で見る日本の歴史

編著者名 渡辺　茂男・作 おち　とよこ・文 那須　正幹・文 西村　繁男

山本　忠敬・絵 秋山　とも子・絵 西村　繁男・絵

定　価 900円＋税 1,500円＋税 1,900円＋税 2,300円＋税

頁　数 (28ページ) (72ページ) （56ページ） （80ページ）

JANコード 9784834000603 9784834016161 9784834008265 9784834002263

取扱い内容

　消防署にある車の種
類や消防署の仕事、そ
こで働く人々のようす
がまとめられている。

　28種類という多種に
及ぶ職業について、ど
うしたらなれるか・適
性など、インタビュー
形式を交えて詳しく紹
介している。

　実際の風景と地図記
号を対応させて描いて
いるので分かりやす
い。

　文章だけの記述では
理解されにくい日本の
歴史を分かりやすく解
説し図解している。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　消防自動車を擬人的
に表現し、それぞれの
特色やはたらきが理解
しやすい内容である。

　文字は多いが、漢字
にふりがなをふって
あって読みやすい。

　立体を平面に表す地
図への導入として、指
導するのに適切であ
る。

　絵を見るだけで時代
の特徴をとらえられる
ように工夫されてい
る。

組織・配列

　各種の消防自動車や
消防署員のはたらき
が、いろいろな状況と
ともに分かりやすく配
列されている。

　各職種の人が質問に
答える形式や、場面ご
との絵と解説文で、仕
事内容を詳しく説明し
ている。

　実際の風景と地図記
号が見開きでみること
ができるようになって
いる。

　古い時代順に現代ま
で配列されていて分か
りやすい。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　身近な消防自動車を
素材に取り上げ、興
味・関心をもたせる内
容である。

　さし絵が多く、具体
的でわかりやすい。
「資格」についての説
明もある。

　絵が分かりやすく描
かれている。ストー
リーに添って景色が展
開されているので子ど
もの興味を引きやす
い。

　それぞれの時代の住
居や服装など人々の暮
らしの様子が細かく描
かれている。

その他

　［職業］にも活用で
きる。
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　［ 社 会 ］

発行者 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館

書　名 写真記シリーズ こどものとも絵本 こどものとも絵本 みぢかなかがくシリーズ

食べもの記 はじめてのおつかい たろうのおでかけ 町たんけん

編著者名 森枝　卓士 筒井　頼子・作 村上　桂子・作 秋山　とも子

林　明子・絵 堀内　誠一・絵

定　価 3,400円＋税 900円＋税 900円＋税 1,200円＋税

頁　数 （204ページ） （32ページ） (28ページ) （40ページ）

JANコード 9784834017403 9784834005257 9784834000634 9784834014143

取扱い内容

　世界各地の「食の文
化」が紹介された写真
記録集である。

　日常生活の中での
「おつかい」を取り上
げて短い物語に仕上げ
ている。

　歩行者として守るべ
き交通ルールを物語の
中で平易に説明してい
る。

　町を探検して見つけ
たいろいろな店や働く
人々のようすをくわし
く紹介している。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　世界各地の食材、料
理、食事の様子などが
豊富で鮮明な写真で紹
介され、ページをめく
りながら食の世界旅行
を楽しめる内容であ
る。

　家族について気づき
はじめた段階の子ども
が、「おつかい」をと
おして家族の一員とし
ての役割に気づく内容
である。

　物語の形式をとり、
平易な文章で、守るべ
きルールとその理由を
分かりやすく示してい
る。

　町にある店や、通り
で働いている人々、生
活している人々のよう
すが分かりやすいイラ
ストで表現されてい
る。

組織・配列

　世界中の「食の文
化」の豊かさや多様性
や違いを実感できるよ
うに構成されている。

　仕事を頼まれた子ど
もが町に出て、いろい
ろなことを体験しなが
らやり遂げるまでを描
いている。

　主人公が家を出て、
友だちの家に着くまで
のいろいろな場面を取
り上げている。

　働く人を見つける探
検の中でどんな人々が
働いているか発見でき
るような構成である。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　市場の風景や台所の
様子、食卓の風景もリ
アルに紹介されてお
り、興味や関心をもた
せるよう工夫されてい
る。

　子どもの視線で回り
のようすが丁寧に描か
れ、身近な題材で共感
が得やすいよう工夫さ
れている。

　リズミカルな文章表
現に加え、絵に動物た
ちを登場させるなど読
んで楽しめるように工
夫されている。

　「ふきだし」を使っ
て登場人物にせりふを
つけ、町に住む人々の
生き生きした声がきこ
えてくるように工夫さ
れている。

その他

　[職業]にも活用でき
る。

67



　［ 社 会 ］

発行者 28-1　福　音　館 28-3 ブロンズ新社 29-1　平　凡　社 40-3　リ　ー　ブ　ル

書　名 みぢかなかがくシリーズ へいわってすてきだね
ちず+ずかん=ちずかん

シリーズ①
おみせやさんで
くださいな！

町の水族館・町の植物園 食べもの日本地図鑑

編著者名 小林　亜里・文 安里有生・詩 小泉　武夫・監修 さいとう　しのぶ

三柴　啓子・絵 　長谷川義史・絵

定　価 1,300円＋税 1,400円＋税 1,900円＋税 1,800円＋税

頁　数 (56ページ) (32ページ） (72ページ) （144ページ）

JANコード 9784834013405 9784893095879 9784582407396 9784947581846

取扱い内容

　子どもが日常の生活
の中で触れることの多
い、魚屋と八百屋の様
子を精密な絵によっ
て、分かりやすく描い
ている。

　沖縄の小学生の詩を
もとにした絵本で、平
和の尊さを感じること
ができる内容である。

　農産物別に生産地を
ベスト10で発表し、都
道府県別に特産物を紹
介するなど、食べもの
を中心として各都道府
県を紹介している

　パン屋、豆腐屋、花
屋など身近にある店が
多く描かれており、た
くさんの種類の品物が
イラストで紹介されて
いる。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　魚の名前や扱い方、
旬の野菜の種類や料理
方法などが、実生活に
即した形で説明されて
いる。

  沖縄の自然をモチー
フとした詩と絵を通し
て、小学生をはじめ幅
広く考えることができ
る内容である。

　各地の特徴が短い文
でまとめられているの
で分かりやすく、都道
府県の特産物を学習す
るのに適している。

　子どもが実生活の中
で目にする品物が親し
みやすい絵で描かれて
いる。

組織・配列

　魚屋と八百屋のそれ
ぞれの店の様子、商店
街の全体像、おせち料
理などの伝統的な食文
化も紹介されている。

  見開きごとに、詩の
一文とそれに対応した
絵で構成されている。

　各ページに写真や
絵、表を取り入れ、各
都道府県を１ページに
２つずつ上下に配列し
ているので見やすい。

　見開きのページで店
の中の様子や品物のイ
ラストが鮮やかに描か
れている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　関西地方の方言によ
る子どもと店の人の会
話文が親しみやすく、
吹き出し入りで買い物
の場面がリアルに描か
れている。

  絵や色調から平和の
尊さと戦争のおそろし
さが感じられるように
なっている。

　カラー写真・絵が豊
富である。身近な「食
べもの」を題材として
いるので、子どもの興
味・関心を引きやす
い。

　繰り返し登場するお
買い物の文章は、リズ
ムよく書かれており楽
しんで読み進めること
ができるよう工夫され
ている。

その他

　[道徳]にも活用でき
る。

　［家庭］にも活用で
きる。
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　［ 社 会 ］

発行者 76-16　パイインタ 77-13　B　Ⅼ　出　版 70-33　東 京 堂 出 版

書　名 世界とであう　えほん
おじいちゃんの
おじいちゃんの はれるんのぼうさい教室

おじいちゃんの
おじいちゃん

編著者名 辻原　康夫・監修 長谷川　義史 堀江　譲

定　価 1,800円＋税 1,400円＋税 1,300円＋税

頁　数 (48ページ) （40ページ） (110ページ)

JANコード 9784756242853 9784892387708 9784490209099

取扱い内容

　世界の様々な国の
人々の暮らしや文化、
慣習などが多数紹介さ
れている。

　現在の自分を起点に
して時をどんどんさか
のぼることにより、時
代の移り変わりが分か
りやすく描かれてい
る。

　「雷」「大雨」「大
地震」などの自然災害
や「ＰＭ2.5」「熱中
症」などについて、分
かりやすく説明されて
いる。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　子どもにとって身近
な内容が多数掲載され
ており、世界のさまざ
まな地域の暮らしを学
ぶのに適している。

　ほのぼのとした絵で
父、祖父、祖祖父と、
時代がつながっている
ことに興味を持たせる
内容である。

　災害の様子、予測さ
れる危険、身の守り方
について、シンプルな
イラストと短い文章で
説明されている。

組織・配列

　見開きページで一つ
の内容がまとめられて
いる。

　現代から過去の原始
時代までさかのぼって
いて工夫が多く読みや
すい。服装やまわりの
様子で時代の特徴が一
目で分かるように構成
されている。

　災害の怖さだけでな
く、非常時に何に気を
付け、どう動けばよい
のかが、自分がいる場
所別に説明されてい
る。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　造本がしっかりして
いる。色鮮やかな親し
みやすい絵で、自分の
生活と関連づけながら
世界の人々への興味を
もつことができる。

　見開きの左ページに
文字、右ページに絵が
描かれているので対応
していて分かりやす
い。

　クイズ形式にするこ
とで、興味をもって考
えることができるよう
に工夫されている。

その他

　［道徳］にも活用で
きる。
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　［ 理 科 ］

発行者 01-1　あ か ね 書 房 02-1　岩　崎　書　店 02-1　岩　崎　書　店 02-1　岩　崎　書　店

書　名 科学のアルバム 知識の絵本 かいかたそだてかたずかん４ 絵本図鑑シリーズ８

惑星をみよう ひとのからだ
やさいのうえかた・

そだてかた
やさいのずかん

編著者名 藤井　旭 毛利　子来・著 小宮山　洋夫 小宮山　洋夫

帆足　次郎・絵

定　価 1,500円＋税 1,300円＋税 1,500円＋税 1,500円＋税

頁　数 (54ページ) (32ページ) (48ページ) (40ページ)

JANコード 9784251033284 9784265913039 9784265059041 9784265029082

取扱い内容

  太陽系の惑星につい
て、写真を中心に分か
りやすく紹介されてい
る。

  ヒトの体の成長のよ
うすと体の各器官のし
くみ、はたらきを説明
している。

  身近な野菜の植え
方、育て方が絵を中心
に丁寧に紹介されてい
る。

  季節にそって作られ
る野菜のすがたを親し
みやすい絵で表現して
いる。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　簡潔な説明と豊富な
写真により、親しみや
すく分かりやすい内容
である。漢字には、す
べてふりがながふられ
ている。

  絵による描写が親し
みやすく分かりやす
い。

  細やかな絵による描
写に加えて、適切な解
説があるのでさらに理
解しやすい。漢字には
すべてふりがながふら
れている。

  誰もがよく知ってい
る野菜が季節ごとにま
とめられていて、分か
りやすい。

組織・配列

  太陽に近い順に惑星
が配列され、その特徴
が簡潔にまとめられて
いる。

  家族、ヒトの成長、
男女のちがい、老化、
そして各器官の順に配
列されている。

  「実」「根」「葉」
と食べる部分別に野菜
が分けられている。種
まき、苗つくりから収
穫までが、順を追って
分かりやすく配列され
ている。

  種子・葉・根の育つ
ようすが季節にそっ
て、分かりやすく配列
されている。

分量 

　分量は適当である。   ページごとの内容が
きわめて豊富である。

  24種類の野菜の植え
方、育て方を紹介して
いる。

  ページ数は適当で、
内容も豊富である。

創意工夫

  写真は鮮明で美し
く、見やすいように工
夫されている。惑星の
観察の仕方や、望遠鏡
の選び方などについて
も説明されている。

  ヒトの体の生物学的
理解にとどまらず、
「人間の大切さ」を気
づかせるよう配慮され
ている。

  絵がたいへん美し
く、鮮明で細やかであ
る。身近な場所で取り
組めるよう、プラン
ターや発泡スチロール
の箱を利用した栽培方
法も説明されている。

  やさしい色使いの絵
であり、たいへん美し
く鮮明である。

その他

　［保健体育］にも活
用できる。
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　［ 理 科 ］

発行者 02-1　岩　崎　書　店 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-2　学　　研

書　名 絵本図鑑シリーズ12
ちょこっとできる
びっくりあそび１

ちょこっとできる
びっくりあそび３

ほんとのおおきさ

のはらのずかん
－野の花と虫たち－

　水のふしぎあそび 　重さのふしぎあそび ほんとのおおきさ動物園

編著者名 長谷川　哲雄 立花　愛子 立花　愛子 小宮　輝之・監修

佐々木　伸 佐々木　伸

定　価 1,500円＋税 1,600円＋税 1,600円＋税 1,500円＋税

頁　数 (48ページ) （32ページ） （32ページ） （48ページ）

JANコード 9784265029129 9784034285503 9784034285701 9784052029301

取扱い内容

  身近な所にはえてい
る植物を、そこに見ら
れる昆虫などもあわせ
て、美しい絵で紹介し
ている。

  身近にある水をテー
マにした不思議や遊び
を分かりやすく紹介し
ている。

  身近であるが、難し
いイメージのある重さ
について遊びをとおし
て、楽しく、分かりや
すく紹介している。

  全国の動物園で見る
ことのできる動物が、
実物大の鮮明な写真で
掲載されている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

  よく知られている草
花を中心に扱い、分か
りやすい。

  遊びをとおして楽し
みながら、水の力を学
ぶことができる内容で
ある。

  「重さ」を考えた
り、「重さ」の力を
使って遊びながら学ぶ
ことができる内容であ
る。

  インパクトのある動
物の表情が臨場感あふ
れる写真で捉えられて
おり、幅広く楽しめる
内容である。漢字には
すべてフリガナがふら
れている。

組織・配列

  季節や場所ごとに見
られる草花の順に配列
されている。

  水の不思議を感じや
すくできるように、10
数個のテーマで配列さ
れている。１つのテー
マごとに見開きで完結
しているので、分かり
やすい構成になってい
る。

  重さについての不思
議を感じやすくできる
ように、10数個のテー
マで配列されている。
１つのテーマごとに見
開きで完結しているの
で、分かりやすい構成
になっている。

  見開きのページに１
種類ずつ実物大の写真
が載せられており、併
せてその動物の情報や
特徴が説明されてい
る。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。   大判サイズ（37cm×
21cm）の絵本で20種類
の動物が紹介されてい
る。

創意工夫

　絵の色彩が美しい。   身近な水をテーマに
しており、興味関心が
持ちやすい。遊びがと
てもシンプルで取り組
みやすくなっている。

  身近な重さをテーマ
にしている。子どもた
ちが興味・関心をもっ
て取り組めるよう写真
を中心に掲載されてい
る。遊びがとてもシン
プルで取り組みやすく
なっている。

  身体の部分を実物大
で捉えた写真は迫力が
あり、折りたたみの
ページを開くことで、
本当の大きさをより実
感できるように工夫さ
れている。

その他

　[生活][図工・美術]
にも活用できる。

　［図工・美術］［生
活］にも活用できる。
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　［ 理 科 ］

発行者 06-2　学　　研 10-1　講　談　社 10-1　講　談　社 10-4　こ　ぐ　ま　社

書　名 ほんとのおおきさもっと！
米村でんじろうの

DVDでわかる 講談社の動く図鑑MOVE 柳原良平のえほん

ほんとのおおきさ動物園 おもしろ実験！！ 星と星座 やさいだいすき

編著者名 小宮　輝之・監修 米村　でんじろう・監修 渡部　潤一・監修 柳原　良平

定　価 1,500円＋税 1,600円＋税 2,000円＋税 900円＋税

頁　数 （41ページ） （95ページ） （175ページ） (24ページ)

JANコード 9784052030543 9784062138154 9784062194877 9784772101721

取扱い内容

  全国の動物園で見る
ことのできる動物が、
実物大の鮮明な写真で
掲載されている。

  生活の中にあるおも
しろい実験が、分かり
やすく紹介されてい
る。

  実際の星座を観察す
るために、主な星座の
探し方や星座にまつわ
る神話が分かりやすく
紹介されている。

  身近な野菜が、鮮明
で簡潔に紹介されてい
る。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

  インパクトのある動
物の表情が、質感と迫
力あふれる写真で捉え
られており、幅広く楽
しめる内容である。漢
字にはすべてフリガナ
がふられている。

  一つひとつに科学的
な解説が添えられてい
るが、絵や図が豊富で
漫画も取り上げられて
おり、親しみやすい。
漢字にはすべてふりが
ながふられている。

  簡潔な説明と豊富な
写真や絵により親しみ
やすく分かりやすい内
容である。
漢字にはすべてふりが
ながふられている。

  絵がはっきりしてい
て、野菜の特徴をとら
えやすい。

組織・配列

  それぞれの動物に
『よく見てさがそう』
という観察のポイント
が添えられ、動物の大
きさだけでなく、細部
にも気づかせるよう配
慮されている

  キッチン、風呂、リ
ビングなど日常生活の
場面別に実験がまとめ
られている。材料や手
順が、漫画や絵で順次
分かりやすく示されて
いる。

  季節の星空や星の種
類ごとに配列されてい
る。

  身近な野菜を、１
ページにひとつと限定
して見やすく、また親
しみやすい絵で構成さ
れている。

分量 

  大判サイズ（37cm×
21cm）の絵本で、19種
類の動物を紹介されて
いる。

　分量は適当である。   内容は極めて豊富で
ある。複数年使用に適
している。

　分量は豊富である。

創意工夫

  折りたたみページを
たてよこに開くことで
ライオンの仔どもと成
獣を比較したページな
ど、大きさの違いが一
目で理解できるように
工夫されている

  付録のDVDを活用する
ことにより、映像を通
して実験に興味をもた
せながら取り組めるよ
うに工夫されている。

　美しい写真と絵が分
かりやすく配置されて
おり、見開き２ページ
で一つのテーマが完了
するように工夫されて
いる。

  形・数・色なども学
習できるように、工夫
されている。

その他

　DVDと星座早見盤が付
いている。
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　［ 理 科 ］

発行者 10-5　小　峰　書　店 10-5　小　峰　書　店 12-2　小　学　館 17-1　チ ャ イ ル ド

書　名 恐竜あいうえお みずとはなんじゃ？ 小学館の図鑑NEO おさんぽ図鑑シリーズ

地球 みぢかな やってみよう図鑑

編著者名 黒川　みつひろ かこ　さとし・作 丸山　茂徳・監修 大久保　茂徳

鈴木　まもる・絵

定　価 1,300円＋税 1,500円＋税 2,000円＋税 1,300円＋税

頁　数 （47ページ） (32ページ) （184ページ） （120ページ）

JANコード 9784338173063 9784338081610 9784092172104 9784805443040

取扱い内容

  名前が50音のすべて
から始まる恐竜が、カ
ラフルで迫力ある絵で
紹介されている。

  身のまわりの水につ
いて、絵で分かりやす
く紹介されている。

  地球46億年の歴史を
振り返り、地球が引き
起こす様々な現象の仕
組みについて分かりや
すく紹介されている。

  身近な野原や空き
地、家や庭にあるもの
を使った観察などを紹
介している。自然のも
の、人工物などに触れ
ることで、体験をとお
して学べるような内容
である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

  絵による描写が美し
く細やかで親しみやす
い。恐竜の情報や名前
の由来などにも触れら
れている。

　日常の生活場面など
を分かりやすい絵で描
写されている。

  簡潔な説明と豊富な
写真や絵により親しみ
やすく分かりやすい内
容である。
漢字にはすべてふりが
ながふられている。

  身近な植物、生き
物、石、人工物の形な
ど、興味関心を持つこ
とができる内容になっ
ている。

組織・配列

  「ア」ロサウルスか
ら「ワ」ンナノサウル
スまで、45の恐竜が50
音順に配列されてい
る。

  水の役割や性質、大
切さが親しみやすい絵
で示されている。

  地球の歴史、海、大
陸、天気、気候、岩
石、地震、火山などの
章ごとに配列、見開き
ごとにひとつのテーマ
が完結されている。

  身近な植物、生き
物、石、人工物の形な
ど、テーマごとに見開
きで完結しているた
め、分かりやすい構成
になっている。

分量 

 分量は適当である。  分量は適当である。   内容は極めて豊富で
ある。複数年使用に適
している。

分量は豊富である。

創意工夫

  あ行からわ行まです
べて揃っており、恐竜
の名前とともに「ひら
がな50音」を学ぶこと
ができ、ことばの学習
としても楽しめるよう
に工夫されている。

　絵が美しく鮮明で興
味・関心を持ちやすい
ように工夫されてい
る。

　美しい写真と絵が分
かりやすく配置されて
おり、興味・関心を持
ちやすいように工夫さ
れている。

  お散歩しながら利用
できる。植物、昆虫、
水、空など、身の回り
の自然に興味を持って
取り組みやすくなって
いる。

その他

　[生活]にも活用でき
る。
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　［ 理 科 ］

発行者 21-1　永　岡　書　店 27-1　ひ か り の く に 27-1　ひ か り の く に 27-1　ひ か り の く に

書　名 なぜ？ど～して？図鑑 はじめてのずかん４ 改訂版
いきもののくらしとかいかた１

こどもずかんＭｉｏ３

やさいとくだもの  むしくらしとかいかた いけ・かわのいきもの

編著者名 永岡　修一 荒西　能久 阪口　浩平・監修 岡本　健

加藤　典康

定　価 1,200円＋税 800円＋税 800円＋税 762円＋税

頁　数 (127ページ) (55ページ) （95ページ） （64ページ）

JANコード 9784522430484 9784564201288 9784564203039 9784564200830

取扱い内容

  身のまわりの不思議
について写真と絵で紹
介されている。

  野菜や果物の種類と
つくり方、農家の仕事
のようすなど野菜や果
物について幅広く紹介
している。

  身近に見つけること
のできる昆虫を中心
に、自然の中での様子
やまた飼い方を分かり
やすくまとめている。

  池や川に住む生き物
の種類や生活、育ち方
を分かりやすく紹介し
ている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

  子どもたちが抱く身
近な疑問について、写
真やイラストなどで分
かりやすく解説されて
いる。

  野菜や果物の種類は
絵で紹介され、後半の
農家の仕事のようすな
ども分かりやすくまと
められている。

  絵や写真が豊富で、
親しみやすく分かりや
すい。

  写真やイラストを
使って見やすく配置さ
れており、分かりやす
い。漢字にはすべてフ
リガナがふられてい
る。

組織・配列

  生物・科学・自然・
乗り物・人体の５ジャ
ンルに分けて示されて
いる。

  出回る季節順に果物
を並べ、野菜は主に食
べる部分で分類されて
いる。

  「ちょうのなかま」
「とんぼのなかま」な
ど種類別に表示され、
分りやすい。

  水辺の生き物が種類
別にトピックスと図鑑
の両方にまとめられ、
生態の特徴と知識が読
みやすく配列されてい
る。

分量 

  分量は豊富である。
複数年使用に適してい
る。

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　写真やイラストが多
く、興味・関心を持ち
やすいように工夫され
ている。

　絵は淡白な色彩で美
しく分かりやすいよう
に工夫されている。

　絵や写真は鮮明で美
しく見やすいように工
夫されている。

　代表的な水辺の生き
物を例にとり、その育
ち方や飼育方法にもふ
れることで、興味をも
たせるように工夫され
ている。

その他

　[図工・美術]にも活
用できる。

[生活]にも活用でき
る。
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　［ 理 科 ］

発行者 27-1　ひ か り の く に 27-1　ひ か り の く に 27-1　ひ か り の く に 27-1　ひ か り の く に

書　名 こどもずかんＭｉｏ４ こどものずかんＭｉｏ８ こどもずかんＭｉｏ９
改訂新版

体験を広げるこどものずかん１

うみのいきもの いきもののかいかた ひとのからだ 　どうぶつえん

編著者名 牧野　公夫 加藤　典康 岡本　健 樽本　勲

加藤　典康 宮下　実

定　価 762円＋税 762円＋税 762円＋税 1,000円＋税

頁　数 （64ページ） （64ページ） （64ページ） (63ページ)

JANコード 9784564200847 9784564200885 9784564200892 9784564200717

取扱い内容

  海に住むたくさんの
生き物をカラフルな絵
や鮮明な写真で興味深
く紹介している。

  虫や魚、小動物など
の身近な生き物の飼い
方を理解することがで
きる内容となってい
る。

  ヒトの身体の骨格、
内臓、諸器官の名称や
形態、位置とその働き
やしくみについて分か
りやすく紹介してい
る。

  動物園で飼われてい
る動物の生活の様子や
飼育係の人々の世話の
様子を紹介している。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

  分かりやすい写真や
絵で表現されている。
漢字にはすべてフリガ
ナがふられている。

  観賞魚、淡水に住む
生き物・虫・ハムス
ターやウサギ・犬・猫
などのペットの飼い方
が取り扱われている。
漢字にはすべてフリガ
ナがふられている。

  日常的な「人の動
き」を写真やイラスト
で説明し、親しみやす
い内容になっている。
漢字にはすべてフリガ
ナがふられている。

  代表的な動物園の動
物のようすが、絵や写
真で表現されており分
かりやすい。

組織・配列

  海に暮らす生き物が
種類別にトピックスと
図鑑の両方にまとめら
れ、生態の特徴と知識
が読みやすく配列され
ている。

  写真やイラストが大
きく描かれていて、見
やすい構成となってお
り、見ているだけでも
楽しめる。

  身体の全体から部分
に視点が移るように、
分かりやすく興味深く
配列されている

  飼育されている代表
的な動物とその仲間に
ついて系統的に配列さ
れている。

分量 

  種類ごとに紹介され
ている生き物の数は豊
富である。

  写真や絵が豊富で細
かく、詳しい文章も載
せられている。

　分量は適当である。   代表的なものが取り
上げられていて、分量
は適当である。

創意工夫

  見開き４ページのパ
ノラマページを使用し
てくじらの大きさを表
すなど、表現が工夫さ
れている。イラストと
写真がリズム良く配置
されている。

  写真、イラストが多
く、また、虫かごや水
槽の準備の仕方も書か
れていて、生き物の飼
育について興味が持て
るように工夫されてい
る。

  身体の部分を実物大
で捉えた写真は迫力が
あり、折りたたみの
ページを開くことで、
本当の大きさをより実
感できるように工夫さ
れている。

  動物園での食事の様
子を入れることによ
り、興味・関心をもち
やすいように工夫され
ている。

その他

　［生活］にも活用で
きる。

　［保健体育］にも活
用できる
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　［ 理 科 ］

発行者 27-1　ひ か り の く に 27-1　ひ か り の く に 27-3　ひ　さ　か　た 28-1　福　音　館

書　名 改訂新版
体験を広げるこどものずかん４

改訂新版体験を広げる
こどものずかん９ さわってごらん！ みぢかなかがくシリーズ

はなとやさい・くだもの からだとけんこう よるの星 地球はえらい

編著者名 山田　朋重 頼藤　和寛 クリスティ・マシソン・作 香原　知志・文

大友　剛・訳 松岡　達英・絵

定　価 1,000円＋税 1,000円＋税 1,300円＋税 1,300円＋税

頁　数 (63ページ) (63ページ) (40ページ) （48ページ）

JANコード 9784564200748 9784564200793 9784865490770 9784834013764

取扱い内容

  身近な植物を写真や
絵で示し理解しやす
く、興味をもつことが
できるよう取り扱われ
ている。

  からだの仕組みにつ
いて興味関心を持たせ
る内容となっている。

　一晩のうちに移り変
わりゆく夜空の星を物
語の中で学べる内容で
ある。

 

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

  身近な野菜や草花を
絵や写真を用いて分か
りやすく表現してい
る。

  からだの全体や各部
分が分かりやすく模式
図で描かれている。

　夜の星の動きが物語
の中で分かりやすく表
現されている。

  分かりやすい絵に加
えて適切な解説がある
のでさらに理解しやす
い。

組織・配列

  季節の植物が順序良
く配列されている。

  体の名称やその働き
について具体的に順序
よく配列さている。

　文字は少なく、絵や
イラストで表現されて
いる。

  地球の誕生や生物の
進化について順序を
追って構成されてい
る。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

  色彩が鮮明で絵が美
しい。

  適度に写真や絵があ
り、視覚的にも容易に
理解できるように工夫
されている。

　絵が鮮やかに表現さ
れており親しみやす
い。

  絵が大きく模式的に
描かれているので興味
をもって見やすい。

その他

　［保健体育］にも活
用できる。
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　［ 理 科 ］

発行者 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館

書　名 かがくのほん
夏の虫・夏の花

世界の傑作絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ

645種の
身近な生きものの世界

しずくのぼうけん やさい やさいのおなか

編著者名 奥本　大三郎・文
マリア・テルリコフスカ・作

ボフダン・ブテンコ・絵
平山　和子 きうち　かつ

たかはし　きよし・絵 うちだ　りさこ・訳

定　価 1,500円＋税 900円＋税 900円＋税 1,000円＋税

頁　数 (40ページ) (24ページ)  (24ページ) (48ページ)

JANコード 9784834006810 9784834002089 9784834009002 9784834014389

取扱い内容

  夏の季節にみられる
さまざまな種類の虫を
中心に、細やかな美し
い絵で紹介している。

　気温や場所によって
変化する水の三態につ
いて、絵と文で分かり
やすく紹介されてい
る。

  身近にある野菜を大
きな絵で示し、興味を
もたせるような内容と
なっている。

  身近にある野菜の断
面を切り絵風のモノク
ロやカラーで表現して
いる。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

  絵による描写が細や
かで、親しみやすく分
りやすい。

　親しみやすく分かり
やすい絵で描写されて
いる。

  視覚的な内容となっ
ており、分かりやす
い。

  視覚的な内容となっ
ており、分かりやす
い。

組織・配列

  夏にみられる虫が種
類別にまとめて配列さ
れている。

　主人公である水の
「しずく」が冒険する
物語に沿って、水の三
態が親しみやすい絵で
示されている。

  誰もがよく知ってい
る野菜を、親しみやす
い絵で構成している。

  誰もがよく知ってい
る野菜を断面図から興
味をもつように構成さ
れている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。   代表的なものが取り
上げられていて分量は
適当である。

創意工夫

  ひとつの虫について
たくさんの種類が描か
れている。

　絵が大きく分かりや
すく描かれている。

  絵が美しく鮮明であ
る。

  絵が大きく鮮明であ
り、クイズ形式を用い
て興味をもたせるよう
にしている。

その他

　［生活］にも活用で
きる。

　［生活］にも活用で
きる。
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　［ 理 科 ］

発行者 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館

書　名 幼児絵本シリーズ 福音館の科学シリーズ 福音館の科学シリーズ 福音館の科学シリーズ

くだものなんだ 道ばたの四季 植物あそび 校庭のざっ草

編著者名 きうち　かつ 岡部　牧夫・文 ながた　はるみ 有沢　重雄・作

たかはし　きよし・絵 松岡　真澄・絵

定　価 1,000円＋税 1,500円＋税 1,600円＋税 1,500円＋税

頁　数 (48ページ) (48ページ) （88ページ） (47ページ)

JANコード 9784834022704 9784834009736 9784834014891 9784834022872

取扱い内容

  身近な果物が、モノ
クロとカラーで、外観
と断面の両方から紹介
されている。

  四季を通じ移り変
わっていく草花や虫・
鳥などのようすを、絵
を中心に細やかに表現
している。

  身近な植物を使って
いろいろな遊び方が紹
介されている。

  校庭に生えている身
近な雑草が、美しい絵
を中心に紹介されてい
る。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

  すべてひらがなで書
かれており、シンプル
な絵で表現され、視覚
的に分かりやすい内容
になっている。

  絵による描写が細や
かで親しみやすく、分
かりやすい。

  絵による描写が親し
みやすく、説明文もよ
りわかりやすい内容と
なっている。

  絵による描写が細や
かで、親しみやすく分
かりやすい。漢字には
すべてふりがながふら
れている。

組織・配列

  いろいろな果物が、
同じパターンで紹介さ
れており、リズミカル
に構成されている。

  春から順に、季節の
移り変わっていくよう
すを、精密な絵と端的
な文で順序よく表現し
ている。

  誰もがよく知ってい
る植物が親しみやすい
絵で示されている。

  季節ごとに分かれ、
種類や特性別に見開き
１ページにまとめて分
類されている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

  断面図に意外性があ
り、興味をもって読み
進められるように、ク
イズ形式になってい
る。

  絵がたいへん美しく
鮮明で、親しみやすい
ように工夫されてい
る。

  身近な植物に関心が
持てるように絵が工夫
されている。

  校庭という身近な場
所で目にする草花が、
様々な特徴ごとにまと
められ、調べやすく
なっている。

その他
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　［ 理 科 ］

発行者 28-1　福　音　館 28-1　福　音　館 28-4　文 化 出 版 局 51-4　ア　リ　ス　館

書　名 福音館の科学シリーズ かがくのとも絵本 これしってるよ
はじめての

手づくり科学あそび１

地球 たべられるしょくぶつ どうぶつ ゴム・ばね・おもりであそぼ

編著者名 加古　里子 森谷　憲・文 多田　ヒロシ 塩見　啓一・監修

寺島　龍一・絵 西　博志・著

定　価 1,500円＋税 900円＋税 800円＋税 1,500円＋税

頁　数 (56ページ) （24ページ） (24ページ) (48ページ)

JANコード 9784834004458 9784834003161 9784579400119 9784752006794

取扱い内容

  畑・森・都市などさ
まざまな場所での、地
上とその地下の様子を
親しみやすい絵で表し
ている。

  身近な植物(野菜)の
育つ様子が、見やすく
分かりやすく、表現さ
れている。

  子どもたちが良く
知っている動物が取り
扱われている。

　身近な材料を使った
工作と遊びを通して、
楽しく科学を学ぶこと
ができる内容である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

  細かいながらも、や
さしく表された絵は、
その場所の様子をとら
えやすい。

  絵による描写が細や
かで、とらえやすい。
また、説明文からも内
容を深めることができ
る。

　文字は使われていな
いが、絵は明確で、子
どもの興味や関心をひ
きつけ、内容は分かり
やすい。

　分かりやすい絵や写
真で、ゴム・ばね・お
もりを扱った遊びが紹
介されている。

組織・配列

  身近な生活の場か
ら、しだいに広がりを
もった場所へと配列さ
れている。

  種から植物が育つ様
子が、順を追って分か
りやすく配列されてい
る。

  個々の動物のいろい
ろな姿が興味深く配さ
れている。

　複数のあそび（実
験）が、テーマごとに
まとめられている。

分量 

  ページ数は適当で、
内容は豊富である。

  ページ数は適当で、
内容は豊富である。

　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

  徐々に大きな自然を
とらえられるように工
夫されている。

  解説文と絵の配列が
一定で分かりやすい。

  絵は明確で美しく、
子どもの興味や関心を
引きつけるように工夫
されている。

　興味関心を広げられ
るよう、実験のヒント
や疑問に対する説明が
記載されている。

その他

　 [生活]にも活用でき
る。
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　［ 理 科 ］

発行者 52-5　一　声　社 52-7　い　か　だ　社 52-7　い　か　だ　社 72-8　日　東　書　院

書　名 コピーしてすぐ作れるおも
ちゃ

遊ブックス 科学で遊ぼ 100円ショップで でんじろう先生の

まわる！とぶ！すべる！おも
ちゃ

おもしろ実験ランド わくわく科学実験 わくわく科学実験

編著者名 芳賀　哲 江川　多喜雄・著 青野　裕幸 米村　でんじろう

木村　研・絵

定　価 1,500円＋税 1,800円＋税 1,400円＋税 3,400円＋税

頁　数 (80ページ) （198ページ） (63ページ) (245ページ)

JANコード 9784870772601 9784870510449 9784870514546 9784528020092

取扱い内容

　工作・遊びを通し
て、科学的な内容を身
に付けることができる
内容である。

  日常の科学の疑問に
ついてクイズのように
問題といくつかの答え
を出し、どの答えが正
しいのか考え、その中
から実験をして正しい
答えを見つける形を
とっている。

　手軽に手に入る身近
な素材を使った実験が
分かりやすく紹介され
ている。

 身のまわりの理科に関
する内容を、身近なも
ので行える実験を通し
て、分かりやすく紹介
されている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　イラストや実物の写
真が添えられており、
分かりやすく親しみや
すい。
漢字にはすべてふりが
ながふられている。

  実験のやり方が図や
イラストで示され、分
かりやすく説明されて
いる。

　100円ショップで買え
る素材や家にあるもの
でできる実験が取り上
げられている。
漢字にはすべてふりが
ながふられている。

　一つひとつに科学的
な解説が添えられてお
り、写真やイラストが
豊富で親しみやすい。
漢字にはすべてふりが
ながふられている。

組織・配列

　工作する際、比較的
容易なものから、やや
難解なものまで幅広く
適切に配列されてい
る。

  「重さと体積の実
験」「燃焼や酸の実
験」「生物の実験」な
ど分野別にまとめられ
ている。

　物理・化学・生物・
地学それぞれの分野別
に実験がまとめられて
いる。

　単元ごとに実験がま
とめられており、材料
や手順も写真やイラス
トで順次分かりやすく
示されている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は豊富である。
複数年使用に適してい
る。

　内容は極めて豊富で
ある。複数年使用に適
している。

創意工夫

　工作の図が分かりや
すく描かれているので
使用しやすい。

  実験材料は日常にあ
るものを中心に身近な
ものがとり扱われてい
る。

　写真やイラストが多
く、興味・関心を持ち
やすいように工夫され
ている。

　それぞれの単元にあ
るコラムが秀逸で、実
験に興味を持たせなが
ら取り組めるよう工夫
されている。

その他

 　[図工・美術]にも活
用できる。
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　［ 理 科 ］

発行者 76-16　パ イ イ ン タ

書　名 はじめてのてんきえほん

編著者名 武田　康男・監修

てづか　あけみ　・絵
村田　弘子　　・文

定　価 1,800円＋税

頁　数 （48ページ）

JANコード 9784756243690

取扱い内容

　天気について、空の
不思議や子どもが疑問
を抱く事柄が分かりや
すく紹介されている。

 

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　簡潔な説明と可愛ら
しい絵により親しみや
すく分かりやすい内容
である。
漢字にはすべてふりが
ながふられている。

組織・配列

　雲、雨、風、雪、台
風、オーロラ、天気予
報、天気図などの章ご
とに配列されている。

分量 

　分量は適当である。

創意工夫

　子どもが抱く天気の
不思議や疑問につい
て、親しみやすい絵と
簡潔な説明で答えてお
り、わかりやすい。

その他
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　［ 音 楽 ］

発行者 01-1　あ か ね 書 房 06-1　偕　成　社 06-2　学　　研 08-2　グ ラ ン ま ま

書　名 あかねえほんシリーズ エリック・カールの絵本 CDつきえほん うたえほん

えほんえかきうた うたがみえるきこえるよ はじめての英語の歌

編著者名 やなせ　たかし エリック　カール 大野　恵美・監修 つちだ　よしはる・絵

定　価 1,500円＋税 1,400円＋税 1,500円＋税 1,500円＋税

頁　数 （32ページ） （28ページ） （95ページ） (48ページ)

JANコード 9784251002075 9784033271705 9784052025594 9784906195114

取扱い内容

　親しみやすい動物な
どを取り上げた創作絵
かき歌で構成されてい
る。

　真っ黒な背景からバ
イオリニストが登場
し、カラフルな音楽の
世界を色彩豊かに表現
している。音楽を視覚
的に表現した内容であ
る。

　楽しく歌いながら遊
んだり英語に親しみを
持ったりできる曲が多
く取り上げられてい
る。

　親しみやすい挿し絵
で広く知られている童
謡、唱歌、わらべ歌が
取り上げられている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　自分でいろいろなメ
ロディーをつけて、歌
いながら描ける内容に
なっている。

　音楽鑑賞の際に、音
楽を聴きながらこの図
書を開くと音楽のイ
メージを視覚的に捉え
ることができる絵本で
ある。

　日本語でもよく知ら
れている曲や遊び歌、
物語風の曲があり、親
しみやすい。

　それぞれの曲のイ
メージがふくらむ親し
みやすいさし絵を見な
がら、歌を学習できる
ように構成されてい
る。

組織・配列

　絵かき歌を集めて、
ひとつの物語に構成さ
れている。

　バイオリニストが登
場し、コンサートのは
じめから終わりまでを
カラフルな貼り絵に
よって表現している。

　１曲ごとにさし絵が
異なり、親しみやすい
構成である。英語の歌
詞、楽譜、日本語訳が
載っている。

　１曲ごとの楽譜、歌
詞、さし絵が付けられ
ている。

分量 

　16種類の絵かき歌か
らなっている。

　文字や楽譜はない
が、音楽的なストー
リー性のイメージでき
る絵本である

　全41曲からなってお
り、分量は適当であ
る。ＣＤでも聞くこと
ができる。

　全26曲からなってい
る。

創意工夫

　読むこと、絵を描く
こと、歌うことが、楽
しく学習できるように
工夫されている。

　抽象的な絵でさまざ
まな音楽を、聴く人に
よって多種多様に想像
できるような工夫がさ
れている。

　遊び歌の場合は図説
で遊び方が載ってい
る。歌が季節ごとに分
類されており、曲ごと
のコメントもあり取組
みやすい。

　題名、歌詞が読みや
すいように漢字は使用
されていない。

その他

　［国語］にも活用で
きる。

　［図工・美術］にも
活用できる。

　[外国語]にも活用で
きる。
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　［ 音 楽 ］

発行者 08-2　グ ラ ン ま ま 10-1　講　談　社 10-1　講　談　社 10-4　こ　ぐ　ま　社

書　名 うたえほんⅡ 創作絵本　歌の絵本1 創作絵本　歌の絵本２
おかあさんと子どもの

あそびうた

―日本の唱歌より― ―世界の唱歌より― あがりめさがりめ

編著者名 つちだ　よしはる・絵 芥川　也寸志・編 芥川　也寸志・編 ましま　せつこ・絵

安野　光雅・絵 安野　光雅・絵

定　価 1,500円＋税 1,700円＋税 1,700円＋税 1,200円＋税

頁　数 (48ページ) （39ページ） （40ページ） （32ページ）

JANコード 9784906195152 9784061272705 9784061275423 9784772101196

取扱い内容

　親しみやすい挿し絵
で広く知られている童
謡、唱歌、わらべ歌が
取り上げられている。

　今も歌い継がれてい
る唱歌を詩情あふれる
絵や切り絵を見ながら
歌ったり鑑賞できたり
する内容である。

　広く親しまれている
世界の唱歌を詩情あふ
れる絵や切り絵を見な
がら歌ったり鑑賞でき
たりする内容である。

　親しみやすい平易な
わらべ歌が数多く取り
上げられている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　それぞれの曲のイ
メージがふくらむ親し
みやすいさし絵を見な
がら、歌を学習できる
ように構成されてい
る。

　生活になじんだやさ
しい歌や、昔懐かしい
歌など幅広く取り上げ
られている。

　日本の生活の中にと
け込んでいる歌や、昔
懐かしい歌など幅広く
取り上げられている。

　生活になじんだやさ
しい手遊び歌や、身体
を使って遊べるわらべ
歌が取り上げられてい
る。

組織・配列

　１曲ごとの楽譜、歌
詞、さし絵が付けられ
ている。

　四季の歌が順を追っ
て配列され、季節や自
然に合わせて選曲する
ことができる。巻末に
楽譜が付けられてい
る。

　季節感が味わえるよ
う配列されている。巻
末に楽譜が付けられて
いる。

　１曲ごとに、イメー
ジが深まるようなさし
絵が配列されている。

分量 

　全28曲からなってい
る。

　全32曲からなってい
る。

　全32曲からなってい
る。

　全15曲からなってい
る。

創意工夫

　題名、歌詞が読みや
すいように漢字は使用
されていない。

　日本の唱歌の良さ
を、絵によって、見る
人の視覚に訴えてい
る。

　ページをめくるごと
に美しい外国の街や田
園風景の季節の移り変
わりが楽しめる。

　付録に参考楽譜集が
ついており、取り組み
やすい。

その他
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　［ 音 楽 ］

発行者 10-4　こ　ぐ　ま　社 10-4　こ　ぐ　ま　社 13-2　鈴　木　出　版 16-3 大日本絵画

書　名 おかあさんと子どもの
あそびうた

たのしいうたの絵本
歌でおぼえる手話

ソングブック
おとがなる

しかけえほん

あんたがたどこさ いっしょにうたって！ -ともだちになるために- はじめてのオーケストラ

編著者名 ましま　せつこ・絵 ましま　せつこ・絵 新沢　としひこ
サム　ダブリン・文

ショーン　ロングクロフト・

他2名 みた　かよこ・訳

定　価 1,200円＋税 1,400円＋税 1,800円＋税 2,000円＋税

頁　数 （32ページ） （48ページ） （95ページ） （10ページ）

JANコード 9784772101370 9784772101554 9784790271611 9784499286800

取扱い内容

　親しみやすい平易な
わらべ歌が数多く取り
上げられている。

　子どもによく歌われ
てきた歌が取り上げら
れている。

　手話の簡単な説明が
あり、児童生徒にも理
解しやすい身近な手話
を多く含む歌を載せて
いる。

  オーケストラの楽器
をイラストで紹介し、
楽器の音をデジタル音
源で聞くことができ
る。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　生活になじんだやさ
しい手遊び歌や、身体
を使って遊ぶわらべ歌
のほかに、楽しい唱え
ことばも取り上げられ
ている。

　覚えやすく子どもの
歌として定着している
歌で構成されている。

　挨拶や身体遊び、元
気になる歌など、親し
みやすい曲が取り上げ
られている。

　演奏者や楽器につい
て簡潔な文で説明され
ている。オーケストラ
の各楽器の役割につい
ても分かりやすく説明
されている。

組織・配列

　１曲ごとに、イメー
ジが深まるようなさし
絵が配列されている。

　各曲ともさし絵と楽
譜がつけられている。

　それぞれの曲におい
て上手に表現できるポ
イントや手話の意味な
どを載せている。

  オーケストラの構成
（木管楽器、弦楽器、
金管楽器、指揮者)や音
合わせなどの練習の風
景が描かれている。ブ
ラームス「ハンガリー
舞曲第５番」の一部が
収録されている。

分量 

　全15曲からなってい
る。

　全29曲からなってい
る。

　全13曲からなってお
り、　分量は適当であ
る。

　オーケストラについ
て、楽器の種類やパー
トの役割について理解
するのに適した分量で
ある。

創意工夫

　付録に参考楽譜集が
ついており、取り組み
やすい。

　四季の行事などにふ
さわしい歌が取り上げ
られている。

　特別付録として「指
文字あいうえお」「手
話イラストさくいん
100」が載っており、指
導に役立つ。

　各ページにあるボタ
ンを押すと、デジタル
音源でメロディが流れ
て、各楽器の音が聴け
るようになっている。
オーケストラについて
楽しく学べるよう工夫
されている。

その他
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　［ 音 楽 ］

発行者 17-1　チ ャ イ ル ド 17-1　チ ャ イ ル ド 25-1　の　ら　書　店 27-1　ひかりのくに

書　名 ポケットブックス
たにぞうの

元気がイチバン！
わらべうたで

あそびましょ！
手あそび指あそび

ケロポンズのあそびうた
同好会 あそびうた 歌あそびブック１

編著者名 ケロポンズ 谷口　國博 さいとう　しのぶ 鈴木　みゆき

定　価 2,200円＋税 1,600円＋税 1,300円＋税 1,800円＋税

頁　数 (55ページ) (55ページ) (24ページ) （79ページ）

JANコード 9784805402009 9784805402160 9784905015116 9784564602290

取扱い内容

　まねっこあそびやリ
ズムにのった言葉あそ
び、盆踊りのような音
頭など、バラエティに
富んだあそび歌を詰め
込んだ一冊である。

　児童生徒の想像力を
広げるオリジナルのあ
そび歌が多く扱われて
いる。

　簡潔で理解しやすい
お話に沿って、童歌が
次々と出てくる内容で
ある。よく知られてい
て親しみやすい童歌が
取りあげられている。

　「てをたたきましょう」
や「どんぐりころころ」、
「ロンドンばし」や「げん
こつやまのたぬきさん」な
ど、子どもが自ら体を使っ
て歌いながら楽しく表現で
きるような歌がとりあげら
れている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　アップテンポで明る
い曲が多い。ダンスの
イラストは分かりやす
く、付属のＣＤを使う
と歌とダンスを楽しむ
ことができる。

　短い手遊び歌から長
い歌まであり、幅広い
場面で楽しむことがで
きる。音楽を通して友
だちや親子でふれあい
遊びのできる内容と
なっている。

　主人公の男の子が
次々と新しい登場人物
に出会い、童歌で一緒
に遊ぶという展開であ
る。登場人物によって
童歌の遊び方も紹介さ
れているため、活用し
やすい。

　歌う楽しさや簡単な
身体表現が学習できる
ように配慮されてい
る。

組織・配列

　ＣＤに加えて、１曲
ごとに楽譜・歌詞が掲
載され、ダンスも絵で
説明されている。

　ＣＤに加えて、１曲
ごとに楽譜・歌詞が掲
載されており、ダンス
も絵で説明されてい
る。季節に応じた歌や
ダンスも数曲取り上げ
られている。

　お話が展開される
ページ、童歌のページ
が交互に構成されてい
る。表紙裏・裏表紙裏
には童歌のメロディー
譜がイラストとともに
書かれている。

　１曲ごとに楽譜と２
種類の遊び方が載せら
れている。

分量 

　全13曲から構成され
ている。

　全18曲から構成され
ている。

　一つのお話の中に７
曲の童歌が組み込まれ
ている。

　全20曲からなってい
る。

創意工夫

　それぞれの歌ごとに
活用するためのバリ
エーションが書かれて
おり、同じ歌であって
も各々の発想で活動の
幅を広げることができ
る。

　歌に合わせた手遊び
やダンスのイラストが
分かりやすく描かれて
おり、付属のCDと合わ
せて活用しやすい内容
となっている。

　人物やモノが道しる
べとなり、童歌の内容
をイメージしやすい工
夫がされている。お話
が展開されるページと
童歌のページで背景色
が異なり、わかりやす
い。

　誕生会、発表会、運
動会などにも役立つ曲
がある。

その他

　オーケストラについ
ての紹介的な内容のた
め楽譜はない。コラム
で、０歳児から３歳児
までの音とのかかわり
についてもふれられて
いる。
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　［ 音 楽 ］

発行者 27-1　ひかりのくに 27-1　ひかりのくに 27-1　ひかりのくに 27-1　ひかりのくに

書　名 改訂新版 改訂新版 改訂新版 改訂新版

どうようえほん１ どうようえほん２ どうようえほん３ どうようえほん４

編著者名 岡本　健 岡本　健 岡本　健 岡本　健

定　価 1,000円＋税 1,000円＋税 1,000円＋税 1,000円＋税

頁　数 （47ページ） （47ページ） （47ページ） （47ページ）

JANコード 9784564003653 9784564003660 9784564003677 9784564003684

取扱い内容

　変化に富んだ挿し絵
で、「チューリップ」
や「あめふりくまの
こ」、「どんぐりころ
ころ」など親しみやす
い楽しい歌が数多く取
り上げられている。

　変化に富んだ挿し絵
で、「たんじょうびの
うた」や「おもちゃの
マーチ」、「おなかの
へるうた」など親しみ
やすい楽しい歌が数多
く取り上げられてい
る。

　変化に富んだ挿し絵
で、「いぬのおまわり
さん」や「むすんでひ
らいて」、「てのひら
をたいように」など親
しみやすい楽しい歌が
数多く取り上げられて
いる。

　変化に富んだ挿し絵
で、「おもちゃのチャ
チャチャ」や「とん
でったバナナ」、「ア
イアイ」など親しみや
すい楽しい歌が数多く
取り上げられている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　「ロンドンばしがお
ちる」などの手あそび
うたや、「ひらいたひ
らいた」などのわらべ
うたから、「しあわせ
ならてをたたこう」な
どの外国民謡まで、広
い範囲にわたって学習
できるように配慮され

　「ひげじいさん」な
どの手あそびうたや、
「はとぽっぽ」などの
文部省唱歌から、「も
りのくまさん」「メ
リーさんのひつじ」な
どの外国民謡まで、広
い範囲にわたって学習
できるように配慮され

　「きたかぜこぞうの
かんたろう」などの手
あそびうたや、「おべ
んとうばこのうた」な
どのわらべうたから、
「クラリネットこわし
ちゃった」などの外国
民謡まで広い範囲にわ
たって学習できるよう

　「おてらのおしょう
さん」などの手あそび
うたや「あかとんぼ」
などの唱歌から、「キ
ラキラぼし」や「ちょ
うちょ」などの外国民
謡まで、広い範囲にわ
たって学習できるよう
に配慮されている。

組織・配列

　１曲ごとにコード伴
奏つきの楽譜がつけら
れている。

　２曲ごとにコード伴
奏つきの楽譜がつけら
れている。

　３曲ごとにコード伴
奏つきの楽譜がつけら
れている。

　４曲ごとにコード伴
奏つきの楽譜がつけら
れている。

分量 

　「おうま」や「ぶん
ぶんぶん」「せんろは
つづくよどこまでも」
や
「かえるのうた」、
「ドレミのうた」を含
む全22曲からなってい
る。

　「うみ」や「ゆうや
けこやけ」、「はるよ
こい」や「おもいでの
アルバム」、「ちいさ
いあきみつけた」を含
む全23曲からなってい
る。

　「てるてるぼうず」
や「やまのおんが
か」、「ぞうさん」や
「コンコンクシャンの
うた」、「ゆき」を含
む全22曲からなってい
る。

　「おかあさん」や
「めだかのがっこ
う」、
「やぎさんゆうびん」
や「とんぼのめが
ね」、「おはながわ
らった」を含む全23曲
からなっている。

創意工夫

　巻末に、よく使われ
ているコードと鍵盤図
が記載されていて、音
階の練習ができるよう
に工夫されている。

　巻末に、よく使われ
ているコードと鍵盤図
が記載されていて、音
階の練習ができるよう
に工夫されている。

　巻末に、よく使われ
ているコードと鍵盤図
が記載されていて、音
階の練習ができるよう
に工夫されている。

　巻末に、よく使われ
ているコードと鍵盤図
が記載されていて、音
階の練習ができるよう
に工夫されている。

その他
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　［ 音 楽 ］

発行者 27-1　ひかりのくに 27-1　ひかりのくに 28-1　福　音　館 51-4　ア　リ　ス　館

書　名 たのしい どうようでおえかきできる 日本傑作絵本シリーズ うたってあそぼ４

てあそびうたえほん
どうようNEW

絵かきうたブック
みんなであそぶ わらべうた いっぽんばし　にほんばし

編著者名 岡本　健 清水　玲子・監修 近藤　信子 中川　ひろたか

門山　恭子・作 絵

定　価 1,280円＋税 1,800円＋税 1,300円＋税 1,200円＋税

頁　数 （63ページ） （79ページ） （40ページ） (24ページ)

JANコード 9784564003646 9784564602313 9784834014020 9784752002826

取扱い内容

　楽しい絵で身近な親
しみやすい童謡やわら
べ歌が取り上げられて
いる。

　親しみやすい童謡か
らクラシックの曲まで
歌に合わせて絵の形を
作り、絵心の基本を育
てる。

　絵本仕立てになって
おり、わらべ歌とその
曲を使った遊び方が絵
と言葉で描かれてい
る。

　手あそび歌で親しま
れている「いっぽんば
し　にほんばし」がス
トーリーとともに歌を
楽しむことができる絵
本として表現されてい
る。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　歌う楽しさや簡単な
リズム遊びが学習でき
るように配慮されてい
る。

　絵かきうたの内容が
段階別に構成されてい
る。

　すぐに覚えられるよ
うなとても短いわらべ
歌を絵と楽譜で紹介し
てあり視覚的にも楽し
める内容である。

　話の展開に合わせ、
それぞれの場面で短い
歌がメロディ譜ととも
に書かれている。

組織・配列

　１曲ごとに楽譜と手
遊びがつけられてい
る。

　楽しい題が設定さ
れ、１曲ずつ違った絵
描きうたで構成されて
いる。

　短い楽譜とその曲を
使った遊び方が説明し
てあり、子どもが楽し
そうにその曲で遊んで
いる様子を絵で描いて
いる。

　ひとつの話が最後に
楽譜つきの１曲の歌と
してまとめられてい
る。

分量 

　全31曲からなってい
る。

　全45曲からなってい
る。

　全11曲からなってい
る。

　ひとつの物語が１曲
の歌になっており、そ
れらの場面を歌い楽し
みながら進めるには、
分量は適当である。

創意工夫

　よく知られた遊び歌
を楽しく覚えられるよ
うにイラストやメロ
ディー譜をつけるなど
の工夫がされている。

　なじみのある絵かき
うた以外にもクラシッ
ク曲のメロディーに合
わせて描くという新し
い工夫がされている。

　日本の風景とその中
で遊ぶ子どもがたくさ
ん描かれており季節感
やわらべうたのなつか
しい雰囲気を歌と絵に
よって楽しむことがで
きるように工夫されて
いる。

　絵が色彩豊かに描か
れており、情景を思い
浮かべながら歌うこと
ができる。

その他

　［国語］にも活用で
きる。
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　［ 音 楽 ］

発行者 56-3　カ ワ イ 出 版 67-3　汐文社 76-13　ハッピーオウル社 78-34　プレジデント社

書　名 ぼくと楽器はくぶつかん 和楽器にチャレンジ！ 12か月のうたのえほん
CD付き名曲を

聴きながら旅する

１和太鼓を打ってみよう オーケストラの絵本

編著者名 アンドレア ホイヤー・絵 文 坪能　由紀子・監修 あべ　ななえ ロバート・レヴァイン

宮原　峠子・訳 現代邦楽研究所・編／著 たかはし　けい　訳

定　価 1,600円＋税 2,000円＋税 1,800円＋税 2,500＋税

頁　数 （24ページ） （47ページ） (64ページ) （96ページ）

JANコード 9784760947133 9784811374420 9784902528268 9784833420730

取扱い内容

　いろいろな楽器の紹
介がされている。身の
回りにありそうなもの
が楽器として取り上げ
られ、楽器に対する関
心を高める内容となっ
ている

  太鼓の構造、太鼓を
打つ際の準備の仕方や
持ち方・構え方、基本
の打ち方について分か
りやすく説明されてい
る。

　誰もが知っている四
季の童謡が、多く取り
扱われている。

　有名なクラシック曲
を紹介している。楽器
に加え、作曲家につい
ても紹介されており、
興味を持ちやすい内容
である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　お話の内容も難しい
楽器の説明などはな
く、簡潔に書かれてい
る。

　写真やイラストが多
く掲載されているため
分かりやすい。難しい
漢字にはふりがながふ
られている。

　温かみのあるカラフ
ルな挿絵が描かれてお
り、絵本と歌を同時に
楽しむことができる内
容になっている。それ
ぞれの歌にメロディ譜
がついている。

　幅広い年代層に親し
みやすいように書かれ
ている。

組織・配列

　一般的なクラシック
西洋楽器だけでなく身
近にあるような楽器も
たくさん描かれてい
る。

　太鼓の種類やルー
ツ、演奏方法などが、
章ごとに分かりやすく
配列されている。

　「春のうた」「夏の
うた」「秋のうた」
「冬のうた」と四季に
分けて構成されてい
る。

　内容に沿ってⅠとⅡ
に分けられている。説
明文にはふり仮名がふ
られている。

分量 

　楽器に対する興味・
関心を高めるのに適し
た分量である。

　６章、47ページにま
とめられており、太鼓
の知識・技術の習得に
適した分量である。

　春の歌９曲、夏の歌
９曲、秋の歌10曲、冬
の歌10曲の全38曲から
構成されている。

　オーケストラに関わ
る音楽的な知識が簡潔
に表され、理解しやす
い量である。

創意工夫

　手作り楽器のヒント
になるような絵がたく
さん描かれており楽器
を身近に感じるように
工夫されている。

　イラストや写真が分
かりやすく掲載されて
おり、視覚的にも興味
が持てるように工夫さ
れている。

　挿絵をもとに四季の
移り変わりや日本の伝
統的な行事に親しむこ
とができる。

　個々の楽器につい
て、１ページに１台の
楽器を写真（イラス
ト）で紹介し、細部ま
で分かるように工夫さ
れている。

その他

　楽器についての紹介
的な内容のため楽譜は
ない。

　ＣＤ付き（全37曲）
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　［ 道 徳 ］

発行者 01-1　あ か ね 書 房 01-1　あ か ね 書 房 01-1　あ か ね 書 房 06-1　偕　成　社

書　名 マナーと敬語
完全マスター！

マナーと敬語
完全マスター！

マナーと敬語
完全マスター！

あかちゃんの
あそびえほん（10）

１　学校のマナーと敬語 ２　家のマナーと敬語 ３　町のマナーと敬語 おきがえあそび

編著者名 親野　智可等・監修 親野　智可等・監修 親野　智可等・監修 木村　裕一

オオノ　マサフミ・絵 オオノ　マサフミ・絵 オオノマサフミ・絵

定　価 3,000円＋税 3,000円＋税 3,000円＋税 700円＋税

頁　数 （48ページ） （48ページ） （48ページ） (36ページ)

JANコード 9784251084682 9784251084699 9784251084705 9784031311007

取扱い内容

　授業中や休み時間な
ど、学校生活での良い
マナーと悪いマナーを
紹介している。敬語に
ついては、場面に応じ
た具体的な言い方が掲
載されている。

　登校までの流れや留
守番など、家の生活で
の良いマナーと悪いマ
ナーを紹介している。
敬語については、場面
に応じた具体的な言い
方が掲載されている。

　バスや電車、買い物
など、社会での良いマ
ナーと悪いマナーを紹
介している。敬語につ
いては、場面に応じた
具体的な言い方が掲載
されている。

　主題である着替えを
通して、子どもに「自
分でできることは自分
でする」という気持ち
を育むことができる内
容になっている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　日常生活に役立つ実
用的な事柄が多く、イ
ラストを用いて説明さ
れていて分かりやすい
内容になっている。

　日常生活に役立つ実
用的な事柄が多く、イ
ラストを用いて説明さ
れていて分かりやすい
内容になっている。

　日常生活に役立つ実
用的な事柄が多く、イ
ラストを用いて説明さ
れていて分かりやすい
内容になっている。

　着替えが上手にでき
るようになった時の喜
びや達成感が、子ども
にも伝わる描写となっ
ており、自分も頑張ろ
うと思える内容になっ
ている。

組織・配列

　見開きのページに具
体的な場面設定がされ
たクイズ形式のイラス
トが書かれており、次
項に良いマナーと悪い
マナーの解説が掲載さ
れている。

　見開きのページに具
体的な場面設定がされ
たクイズ形式のイラス
トが書かれており、次
項に良いマナーと悪い
マナーの解説が掲載さ
れている。

　見開きのページに具
体的な場面設定がされ
たクイズ形式のイラス
トが書かれており、次
項に良いマナーと悪い
マナーの解説が掲載さ
れている。

　主人公や登場動物た
ちの姿を通して、一人
で着替えられるように
なるプロセスが、分か
りやすく示されてい
る。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　クイズを交えて興味
を引きつけるように工
夫されている。日常生
活で体験するできごと
を具体的に掲載してお
り、イメージを持ちや
すい。

　クイズを交えて興味
を引きつけるように工
夫されている。日常生
活で体験するできごと
を具体的に掲載してお
り、イメージを持ちや
すい。

　クイズを交えて興味
を引きつけるように工
夫されている。日常生
活で体験するできごと
を具体的に掲載してお
り、イメージを持ちや
すい。

　親しみやすいイラス
トが掲載され、しかけ
による場面の変化など
も工夫され描かれてい
る。

その他

〔生活〕にも活用でき
る。
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　［ 道 徳 ］

発行者 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 07-2　金　の　星　社 07-2 金の星社

書　名 五味太郎の絵本 「おれたち、ともだち！」絵本 おてつだいの絵本 おもいやりの絵本

どいてよへびくん ともだちや みんなのきもちがわかるかな？

編著者名 五味太郎 内田　麟太郎・作 辰巳　渚・作 WILLこども知育研究所

降矢　なな・絵 すみもと　ななみ・絵 すみもと　ななみ・絵

定　価 800円＋税 1,000円＋税 1,400円＋税 1,500円＋税

頁　数 （24ページ） （32ページ） （48ページ） （47ページ）

JANコード 9784032272604 9784032048902 9784323031422 9784323073910

取扱い内容

  他者とは何か、他者
との関わりとは何かを
シンプルなかたちで表
現し、読み手がいろい
ろと考えたり気付いた
りできる内容である。

　友だちとは何か、友
だちの大切さに気づく
ことができる内容に
なっている。

　掃除や洗濯、食事の
準備など、お手伝いの
方法を、イラストで楽
しく紹介している。

 「おもいやり」の心を
持つための、「想像
力」「観察力」「気づ
きの力」を養う内容で
ある。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

  女の子とへびくんの
微妙な関係を、シンプ
ルな言葉と絵で繰り返
し分かりやすく描いて
いる。

　平仮名で書かれた文
章とともに、登場する
動物たちが表情豊かに
描かれているため、心
情を読み取りやすい。

　お手伝いの方法がイ
ラストで詳しく描かれ
ているため、子どもが
イメージを持ちやす
い。

  相手の気持ちを想像
したり、状況の変化を
予想したりできるよ
う、人との関わりや
様々な場面での心の動
きを分かりやすく示し
ている。

組織・配列

  絵と言葉で見開きご
とに一つの具体的な場
面が描かれており、見
やすく配置されてい
る。

　色彩のはっきりとし
たイラストと本文が対
応しており、見やすい
配列となっている。

　「やってみたいお手
伝い探し」から始まる
楽しい構成で、日常の
お手伝いの方法がテー
マ別に細かく書かれて
いる。

　見開きごとに項目立
てされており、イラス
トや文を読みながら順
を追って理解していく
ことができるように構
成されている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　登場人物の表情や様
子が分かりやすく描か
れており、子どもの似
たような生活経験と繋
げながら読み進めるこ
とができる。

　見開きいっぱいにオ
オカミの顔のアップが
描かれた場面など、展
開に応じて子どもの興
味を引く工夫がされて
いる。

　イラストに加え、お
手伝いの前に「おやく
そく」として、５つの
ルールを提示している
ところも、子どもに
とって分かりやすい。

　「かぞく」「友だ
ち」「みんな」の３章
に分けて、様々な人と
の関わりや、場面を想
定し、心の動きのプロ
セスをイラストや言葉
で分かりやすく示して
いる。

その他

　〔国語〕にも活用で
きる。
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　［ 道 徳 ］

発行者 10-1　講　談　社 10-1　講　談　社 10-3　国　土　社 10-3　国　土　社

書　名 翻訳絵本たいせつなあなたへ せんそうしない
ルールとマナーを学ぶ
子ども生活図鑑 （１）

ルールとマナーを学ぶ
子ども生活図鑑　（２）

あなたがうまれるまでのこと 家庭生活編 学校生活編

編著者名 サンドラ・ポワロ＝シェリ
フ・作

たにかわ しゅんたろう・文 子どもの生活を考える会 子どもの生活を考える会

おーなり 由子・訳 えがしら　みちこ・絵

定　価 1,200円＋税 1,300円＋税 3,000円+税 3,000円+税

頁　数 （28ページ） 　　　　（26ページ） （32ページ） （31ページ）

JANコード 9784062830515 9784062195492 9784337170018 9784337170025

取扱い内容

　赤ちゃんの誕生を待
つ両親の気持ちと出産
までの時間を、動物の
親子の様子に例えて表
現した内容となってい
る。

　身近な生活の中で存
在するものを比較しな
がら、平和への思いを
描いている絵本であ
る。

　朝起きてから夜寝る
までの、家庭で身につ
けたい毎日の生活の
ルールやマナーを取り
上げている。

　家から学校、学校か
ら家までの交通ルール
や、授業中・休み時
間・給食時間など学校
生活のルールやマナー
を取り上げている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　読み手に語りかける
ような文章表現になっ
ているため、子どもに
も親しみやすい。

　戦争と平和について
考えることができる内
容となっている。

　普段の生活を振り返
り、場面ごとに身につ
けてほしいルールやマ
ナー、よりよい生活の
ためのヒントなどがわ
かりやすくイラストで
紹介されている。

　普段の生活を振り返
り、場面ごとに身につ
けてほしいルールやマ
ナー、よりよい生活の
ためのヒントなどがわ
かりやすくイラストで
紹介されている。

組織・配列

　動物たちのイラスト
によって、内容が視覚
的にも理解しやすい構
成となっている。

　書名の『せんそうし
ない』が繰り返し使わ
れ、自然と戦争反対へ
の思いが伝わる構成と
なっている。

　見開きごとに項目立
てされており、イラス
トや文を読みながら順
を追って理解していく
ことができるように構
成されている。

　見開きごとに項目立
てされており、イラス
トや文を読みながら順
を追って理解していく
ことができるように構
成されている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　地面がだんだんと大
きくなっていく様子が
描かれているが、絵本
の最後でそれが母親の
お腹であったというこ
とに気づくような工夫
がなされている。

　優しく、淡い色合い
の絵で描かれている。
手触りのいい、柔らか
い紙が使われているの
で本がめくりやすい。

　家庭生活を基盤に、
さらに生活場面が広
がっていくことを、子
どもが想像できるよう
な工夫がなされてい
る。

　学校のきまりや各時
間の過ごし方、交通
ルールについて、一日
の流れで学習できるよ
う工夫されている。

その他

　〔生活〕にも活用で
きる。

　〔生活〕にも活用で
きる。
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　［ 道 徳 ］

発行者 10-3　国　土　社 10-3　国　土　社 10-8　合　同　出　版　 10-8　合　同　出　版

書　名 ルールとマナーを学ぶ
子ども生活図鑑 （３）

ルールとマナーを学ぶ
子ども生活図鑑　（４）

絵でわかる
こどものせいかつずかん１

絵でわかる
こどものせいかつずかん３

地域・社会生活編 人間関係編 みのまわりのきほん おでかけのきほん

編著者名 子どもの生活を考える会 子どもの生活を考える会 こどもの生活科学研究会 こどもの生活科学研究会

定　価 3,000円+税 3,000円+税 1,400＋税 1,400＋税

頁　数 （32ページ） （32ページ） （48ページ） （48ページ）

JANコード 9784337170032 9784337170049 9784772610766 9784772610780

取扱い内容

　外での食事や出かけ
る時、電車やバスなど
の乗り物に乗る時な
ど、地域や社会での
ルールやマナーを取り
上げている。

　あいさつや、さまざ
まな年代の人や友だち
とのつきあい方、メー
ルや電話、手紙などで
のコミュニケーション
のとり方についての
ルールやマナーを取り
上げている。

　20の場面にわけて、
生活習慣に関する動作
を紹介している。

　20の場面にわけて、
日常生活で欠かせない
行動や注意点を紹介し
ている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　見開きごとに項目立
てされており、イラス
トや文を読みながら順
を追って理解していく
ことができるように構
成されている。

　普段の生活を振り返
り、場面ごとに身につ
けてほしいルールやマ
ナー、よりよい生活の
ためのヒントなどがわ
かりやすくイラストで
紹介されている。

　朝起きてから寝るま
での、主に家の中での
生活習慣に関する動作
を学び、社会生活能力
を育てることができる
内容になっている。

　子どもが外出する時
に身に着けておいて欲
しい行動や注意点が記
載され、自立心を高め
ることができる内容に
なっている。

組織・配列

　見開きごとに項目立
てされており、イラス
トや文を読みながら順
を追って理解していく
ことができるように構
成されている。

　見開きごとに項目立
てされており、イラス
トや文を読みながら順
を追って理解していく
ことができるように構
成されている。

　見開きで一つの動作
を取り上げ、豊富なイ
ラストを用いて説明し
ている。

　見開きで一つの動作
を取り上げ、豊富なイ
ラストを用いて説明し
ている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　通学や校外学習、修
学旅行などでの施設や
交通手段としての公共
交通機関の利用につい
て、手順を追って学習
できるよう工夫されて
いる。

　あいさつや友だちを
含むいろいろな人との
つきあい方について、
想定される場面を設け
るなど工夫がされてい
る。

　学校での学習を始
め、家庭での指導や校
外学習においても応用
できる内容となってい
る。

　学校での学習を始
め、家庭での指導や校
外学習においても応用
できる内容となってい
る。

その他

　〔生活〕にも活用で
きる。

　〔生活〕にも活用で
きる。

　〔生活〕にも活用で
きる。

　〔生活〕にも活用で
きる。
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　［ 道 徳 ］

発行者 10-8　合　同　出　版 12-2　小　学　館 27-2　評　論　社 27-2　評　論　社

書　名 絵でわかる
こどものせいかつずかん４

おひさまのほん ずーっと　ずっと 児童図書館・絵本の部屋

おつきあいのきほん おさわがせフンガくん だいすきだよ だいすきだよ ぼくのともだち

編著者名 こどもの生活科学研究会 国松　エリカ・作 ハンス・ウィルヘルム・作・絵 マラキー・ドイル・文

久山　太市・訳
スティーブン・ランバード・絵　まつか

わ まゆみ・訳

定　価 1,400＋税 1,300円＋税 1,200円＋税 1,400円＋税

頁　数 （48ページ） (32ページ) (32ページ) （32ページ）

JANコード 9784772610797 9784097265214 9784566002760 9784566001749

取扱い内容

　20の場面にわけて、
周りの人との関わりに
ついての基本を紹介し
ている。

　登場動物が引き起こ
す様々な騒動を基軸
に、周りの仲間たちの
様子や心情の変化など
が描かれている。

　思いをことばで伝え
ることや生命あるもの
を尊ぶことの大切さに
ついて学習できる内容
になっている。

　動物とのふれ合いを
通した、主人公の心の
成長を描いている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　家族や友だち、先生
をはじめとして、いろ
いろな人たちと仲良く
するにはどうすればよ
いかを学ぶのに適して
いる。

　わがままですぐにへ
そを曲げてしまう子ど
もと、時には厳しく、
そしてやさしく見つめ
るお母さんとの親子愛
が感じられる内容に
なっている。

　ペットの犬へよせる
深い愛情を描き、心か
らの愛を相手に告げ知
らせることの大切さ、
素晴らしさを伝える内
容になっている。

　動物との出会いや触
れ合い、友情が描かれ
ており、視点を少し変
えただけで、同じこと
でも違う捉え方ができ
ることを伝える内容に
なっている。

組織・配列

　見開きでひとつの動
作を取り上げ、豊富な
イラストを用いて説明
している。

　５つの短編の物語が
１冊の本にまとめられ
ている。

　主人公と動物がとも
に成長する過程を軸に
物語が展開され、分か
りやすく描かれてい
る。

　見開きごとに場面が
変わり、主人公の心情
の変化もとらえやすい
構成になっている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　学校での学習を始
め、家庭での指導や校
外学習においても応用
できる内容となってい
る。

　登場動物が擬人化さ
れており、表情などが
分かりやすく描かれて
いる。

　自分の大切な存在に
思いを巡らせて読むこ
とができるように工夫
されている。

　全編にわたって、イ
ラストはシンプルな線
で描かれており、主人
公や登場動物などの表
情が伝わるよう工夫さ
れている。

その他

　〔生活〕にも活用で
きる。
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　［ 道 徳 ］

発行者 27-2　評　論　社 27-4　Ｐ　Ｈ　Ｐ 28-1　福　音　館 28-3　ブロンズ新社

書　名 児童図書館・絵本の部屋 こころのふしぎ ぐりとぐらの絵本 挨拶絵本

デイビッドが
やっちゃった！

たんけんえほん ぐりとぐらの１ねんかん

編著者名 デイビッド　シャノン・作 平木　典子・監修 中川　李枝子・作 五味　太郎

小川　仁央・訳 山脇　百合子・絵

定　価 1,300円＋税 1,600円＋税 1,300円＋税 1,400円＋税

頁　数 (32ページ) (48ページ) （28ページ） (32ページ)

JANコード 9784566007987 9784569785752 9784834014655 9784893094926

取扱い内容

　日常の中で子どもが
行いがちなイタズラの
挿絵と、その言い分で
構成された内容であ
る。

　他人を思いやること
や、自分の心との向き
合い方などについて学
習できる内容である。

　登場動物たちが織り
成す一年間の営みを、
リズミカルな文と親し
みやすいイラストで紹
介している。

　場面に応じた挨拶に
ついて学習できる内容
である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　子どもが行いがちな
イタズラがページ全面
に生き生きとした芸術
的な絵で大きく描かれ
ている。謝ることの大
切さを学ぶことができ
る内容になっている。

　イラストを使い、人
とのつきあい方につい
て、分かりやすく説明
されている。

　季節のかわりを感じ
とり、身近な自然に親
しみながら優しい心を
育てることができる内
容になっている。

　場面や状況に合わせ
てどのような挨拶をす
ればよいのかを、段階
的に考えられるように
なっている。

組織・配列

　見開きごとにひとつ
のイタズラが描かれて
おり一場面完結してい
る。自分のイタズラを
反省して母親に慰めら
れる様子が描かれてい
る。

　見開きごとにひとつ
の具体的な場面が描か
れており、見やすく配
列されている。

　登場動物の季節感あ
ふれる生活の様子を描
いたイラストに、リズ
ミカルな文が添えら
れ、月ごとにまとめら
れている。

　挨拶を必要とする
様々な場面について、1
ページに分かりやすく
配置されている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　最終的にイタズラを
謝ることができ、母親
から慰められて安心し
て眠る主人公の気持ち
に共感できるよう描か
れている。

　大きくて分かりやす
いイラストが多用され
ていて、視覚的に理解
しやすい内容になって
いる。

　見開きごとに各月の
行事が分かりやすく示
され、子どもが興味・
関心を持てるよう工夫
されている。

　前半部は、あいさつ
の基本的な例が示され
ている。後半部は答え
を用意せず、それぞれ
の場面でどのように挨
拶するかを子どもが考
えられるよう工夫され
ている。

その他

　〔生活〕にも活用で
きる。
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　［ 道 徳 ］

発行者 28-3　ブロンズ新社 28-3 ブロンズ新社 28-3　ブロンズ新社 30-2　ポ　プ　ラ　社

書　名 ぼくのニセモノをつくるには りんごかもしれない このあとどうしちゃおう からだとこころのえほん２

けんかのきもち

編著者名 ヨシタケ　シンスケ ヨシタケ　シンスケ ヨシタケ　シンスケ 柴田　愛子・文

伊藤　秀男・絵

定　価 1,400円＋税 1,400円＋税 1,400円＋税 1,200円＋税

頁　数 (32ページ) (32ページ) （32ページ） (32ページ)

JANコード 9784893095916 9784893095626 9784893096173 9784591070444

取扱い内容

　自分自身を様々な角
度から見つめること
で、自分とは何かを考
えられる内容となって
いる。

　りんごというモチー
フを通して、物事の多
様な側面について考え
られる内容になってい
る。

　亡くなった祖父が遺
したノートを題材にし
て、今をどう生きるか
を考えられる内容に
なっている。

　友だちとのけんかを
題材にし、その時の気
持ちを物語の主人公を
通して考えることがで
きる内容である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　自分自身について多
角的に考えられるよう
に、多くの例が掲載さ
れている。

　ひとつのりんごをめ
ぐって繰り広げられる
世界観の中で、楽しみ
ながら多様な考え方を
持つことについて学ぶ
ことができる。

　親しみやすいイラス
トとともに多くの例が
掲載されており、人の
一生について考えられ
るようになっている。

　全編にわたって平仮
名で書かれ、友だちと
けんかをした主人公の
気持ちの変化につい
て、共感しながら読む
ことができる。

組織・配列

　自分自身の特徴につ
いて、豊富なイラスト
を使用して配列されて
いる。

　豊富なイラストを使
用し、子どものイメー
ジを膨らませながら、
話が展開していく配列
となっている。

　祖父の考えに触れな
がら、次第に自分自身
のことについて考えら
れるように配列されて
いる。

　一人称で書かれてお
り、主人公の気持ちが
ストレートに伝わって
くるよう構成されてい
る。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　自分のニセモノを作
るというストーリー
で、興味関心を持って
自分自身について考え
られるよう工夫されて
いる。

　「かもしれない」と
いうことばを用いるこ
とによって、子どもの
発想力を高めながら物
事の多様性について考
える工夫がなされてい
る。

　ユーモラスなイラス
トと話の展開によっ
て、自分の生き方につ
いて楽しみながら考え
られるよう工夫されて
いる。

　主人公の表情が大き
く描かれている場面が
多くあり、印象に残り
やすい構成となってい
る。

その他
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　［ 道 徳 ］

発行者 77-22 ビジネス社 77-22 ビジネス社 67-6　中 央 法 規 出 版 82-4　光　村　教　育

書　名 キミたちはどう生きるか？ キミたちはどう学ぶか？ 「働く」の教科書 おんなじ、おんなじ！

こどものための道徳生き方編 こどものための道徳学び方編
15人の先輩と

やりたい仕事をみつけよう！ でも、ちょっとちがう！

編著者名 齋藤　孝 齋藤　孝 菊池　一文・監修
ジェニー・スー・コステキ＝

ショー・作

かたおか　もえこ・絵 かたおか　もえこ・絵
全日本手をつなぐ育成会・編

集
宮坂　宏美・訳

定　価 1,350円＋税 1,350円＋税 1,500円＋税 1,500＋税

頁　数 （127ページ） （127ページ） (104ページ) （33ページ）

JANコード 9784828420110 9784828420134 9784805837894 9784895728317

取扱い内容

  日常生活で直面する
問題を取り上げ、社会
で生き抜くための考え
る力を身につける内容
である。

  学校生活で起こる疑
問をひとつずつテーマ
として取り上げ、“気
づき”によって自分の
考えを養う内容であ
る。

　障がいのある人が
様々な分野で活躍する
姿が紹介されており、
将来の生き方について
考えることができる内
容となっている。

　異なる国の子ども同
士で文通をする設定で
ある。住んでいる町や
通学バス、文字などを
対比させることによっ
て、他国の文化への理
解を深められる内容に
なっている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

  漢字にはすべてルビ
が振られており、日常
生活で浮かぶ20の疑問
をテーマに、話し合い
の流れや、考え方のヒ
ントが分かりやすく記
述されている。

  漢字にはすべてルビ
が振られており、日常
生活で浮かぶ21の疑問
をテーマに、話し合い
の流れや、考え方のヒ
ントが分かりやすく記
述されている。

　働くことに対するそ
れぞれ思いや目標が描
かれており、働くこと
の大切さ、充実感や意
義を感じることができ
る内容になっている。

　他国の人々のくらし
や文化がイラストや文
章で分かりやすく表現
されており、子どもが
イメージを膨らませや
すい。

組織・配列

  ひとつの疑問に対し
て積極的に考えるため
の「Ａ」「Ｂ」２つの
考え方を見開きで提示
し、そのテーマについ
て登場人物と先生が議
論していく構成であ
る。

  ひとつの疑問に対し
て積極的に考えるため
の「Ａ」「Ｂ」３つの
考え方を見開きで提示
し、そのテーマについ
て登場人物と先生が議
論していく構成であ
る。

　仕事内容と職場での
一日の過ごし方、本人
と上司へのインタ
ビューで構成されてい
る。

　見開きの場面ごと
に、同じパターンが繰
り返されていて、子ど
もの予測が立てやすい
ように配列されてい
る。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　ひとつのテーマに対
して２つの考え方を提
示し、議論を通してア
クティブ・ラーニング
のような学習ができる
よう工夫されている。

　ひとつのテーマに対
して３つの考え方を提
示し、議論を通してア
クティブ・ラーニング
のような学習ができる
よう工夫されている。

　企業就労する先輩た
ちへインタビューした
内容が綴られており、
子どもたちが働くこと
について興味を持ちや
すいように工夫されて
いる。

　リズミカルな文章と
それに対応した豊富な
イラストで、他国の文
化への興味・関心が引
き出されるように工夫
されている。

その他

　〔職業〕にも活用で
きる。
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　［道徳］

発行者 06-2　学　研

書　名 絵本単品

ええところ

編著者名 くすのきしげのり・作

ふるしょうようこ・絵

定　価 1,300円＋税

頁　数 （32ページ）

JANコード 9784052034770

1

取扱い
内容

「ええところがない」
と悩む主人公が、友だ
ちとの関わりによって
今まで気づかなかった
自分のええところを知
る。人のええところを
考えるきっかけとなる
題材である。

2

人権の
取扱い

人権尊重の観点からみ
て内容や表現が適切に
取り扱われている。

3

内容の
程度

主人公の語りに沿っ
て、物語が展開されて
おり、共感しながら読
むことができる。また
表情のイラストも大き
く、主人公の気もちの
変化がわかりやすい。

4

組織
・

配列

やわらかい色使いで、
また主人公の気持ちに
よって背景色を変えて
いることから、子ども
がイメージしやすい。
見開きごとに場面が展
開されており、すっき
りとして読みやすい。

5

分量

分量は適当である。

6

創意
工夫

自分のいいところを見
つけてもらったり、他
者の良いところを見つ
けたりする学習につな
げることができる。

7

その他

最後には、「よい子の
石」の紹介があり、そ
の中で、「よい子の
石」は、主人公だけで
なく、ええところを見
つけた友だちももらえ
るということに気づか
せている。
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　［ 保健体育 ］

発行者 01-1　あ か ね 書 房 01-1　あ か ね 書 房 02-1　岩  崎  書  店 06-1　偕　成　社

書　名 からだのえほん２ からだが元気になる本３ ピーマンマンとかぜひきキン 赤ちゃん版ノンタン (８)

すっきりうんち
けんこうをまもる！

３つのポイント
ノンタンはみがきはーみー

編著者名 七尾　純 ・作 植田　誠治・監修 さくら　ともこ・作 キヨノ　サチコ

守矢　るり・絵 なかさこ　かずひこ！・絵 中村　景児・絵

定　価 1,300円＋税 3,000円+税 1,300円＋税 600円＋税

頁　数 (32ページ) （48ページ） (32ベージ) （24ページ）

JANコード 9784251002525 9784251066275 9784265034352 9784031280808

取扱い内容

　食事と排便の関係を
分かりやすく説明して
いる。

　体を守るためのポイ
ントを３つにしぼりわ
かりやすく説明してい
る。

　ピーマンマンが正義
の味方となって活躍
し、風邪ひき菌をやっ
つける内容である。

　歯磨きの習慣を身に
つけるための絵本であ
る。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　美しいイラストでと
ても分かりやすい内容
である。

　様々な視点からみた
健康についての内容が
質問と解説の形で取り
上げられている。

　シンプルな内容で健
康作りや食育への意識
づけがしやすい内容に
なっている。

　キャラクターを使っ
て、簡単に分かりやす
く歯磨きの楽しさを説
明している。

組織・配列

　排便の大切さ、よい
食事、食べ方がわかる
構成となっている。

　病気やけがなどにつ
いて、テーマごとにわ
かりやすい構成となっ
ている。

　身近な生活場面が配
列され理解しやすい構
成である。

　たくさんの動物たち
が楽しく歯磨きをする
場面で構成されてい
る。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　ほのぼのとしたイラ
ストで子どもの興味を
ひくように工夫されて
いる。

　わかりやすいイラス
トとマークによって、
視覚的に理解しやす
く、興味関心が持てる
ように工夫されてい
る。

　色使いが鮮明で楽し
く読めるよう工夫され
ている。

　歯磨きの楽しさを数
え歌調に表現してい
る。

その他

　巻末に保護者向けの
解説がついている。

　［生活］にも活用で
きる。
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　［ 保健体育 ］

発行者 06-1　偕　成　社 06-2　学　研 07-2　金　の　星　社 07-2　金　の　星　社

書　名 子どもの生活(６) あそびのおうさまずかん
ちびまる子ちゃんの
あんぜんえほん３

やさしいからだのえほん１

じょうぶなからだに
なれるよ！

からだ　増補改訂
ほら､あぶないよ!

けが･やけど
からだのなかは

どうなっていてるの？

編著者名 藤森　弘・構成 文 絵本 教育書編集室・編 さくら　ももこ せべ　まさゆき

峰村　りょうじ・絵

定　価 1,200円＋税 780円＋税 1,100円＋税 1,200円＋税

頁　数 （31ページ） （72ページ） (29ページ) （28ページ）

JANコード 9784033361604 9784052043352 9784323031736 9784323023113

取扱い内容

　健康を維持するため
に必要な知識がわかり
やすく説明されてい
る。

　体の仕組みや働きに
ついて、イラストや写
真を使ってわかりやす
く説明している。

　けがややけどをしな
いように気をつけるこ
とや、けがややけどを
した時にはどうしたら
よいか、ちびまる子
ちゃんと一緒に考えて
いく内容である。

　体の中の仕組みや働
きについて、分かりや
すいイラストで説明さ
れている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　病気や怪我の予防方
法、身体の仕組み、規
則正しい生活習慣の大
切さなど様々な健康に
関する知識が、挿絵と
簡単な文章でまとめら
れている。

　初めて図鑑を読む子
どもにもわかりやすい
ように、体の各部位の
名前や働きを紹介して
いる。

　子どもの興味を引く
キャラクターで、アニ
メ漫画風に分かりやす
く描かれている。

　ユーモアのある大き
く描かれたイラスト
で、人の体の仕組みに
ついて子どもの興味を
ひく内容になってい
る。

組織・配列

　見開きのページごと
にひとつの話題が取り
上げられている。

　見開きごとにひとつ
のテーマというわかり
やすい構成になってい
る。

　身近に起こりそうな
場面の構成になってい
る。

　体の仕組みについて
の疑問に答える形で、
分かりやすく構成され
ている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　子どもが実生活の中
で経験しそうな場面を
取り上げており、興味
を持ちやすいよう工夫
されている。

　目の錯覚を利用した
クイズや、体にまつわ
る疑問に答えるコー
ナーがあり、楽しみな
がら知ることができ
る。

　親しみやすいイラス
トで興味をひきやす
い。

　大きく描かれたイラ
ストとひらがなの文字
で、理解しやすいよう
に工夫されている。

その他

　［理科］にも活用で
きる。

　「おうちの方へ」の
後述があり活用しやす
い。
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　［ 保健体育 ］

発行者 07-2　金　の　星　社 07-2　金　の　星　社 07-2　金　の　星　社 07-2　金　の　星　社

書　名 やさしいからだのえほん４ やさしいからだのえほん５ げんきをつくる食育えほん2 げんきをつくる食育えほん3

むしばはどうしてできるの? ちはどうしてながれるの？
じょうぶな

からだをつくるたべもの
びょうきから

まもってくれるたべもの

編著者名 小野　芳明・監修 山下　眞一・指導 吉田　隆子・作 吉田　隆子・作

せべ　まさゆき・絵 せべ　まさゆき・絵 せべ　まさゆき・絵 せべ　まさゆき・絵

定　価 1,200円＋税 1,200円＋税 1,300円＋税 1,300円＋税

頁　数 （28ページ） （28ページ） (32ページ) (32ページ)

JANコード 9784323023144 9784323023151 9784323030029 9784323030036

取扱い内容

　虫歯ができる原因や
予防の方法が子どもの
興味をひくイラストを
通して分かりやすく説
明されている。

　血液や心臓の仕組み
や働きについて説明さ
れている。

　肉や魚、豆など、体
の血や肉を作る食べ物
を楽しく紹介してい
る。

　野菜や海藻など、体
調を整え健康なうんち
が出るのを助ける食べ
物を楽しく紹介してい
る。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　虫歯をなくそうとい
う気持ちが育つよう
に、写真をおりまぜ色
彩もカラフルで、楽し
く学習できる内容と
なっている。

　大きく描かれたイラ
ストで体内を想像でき
る内容となっている。
血液の働きについて詳
しく書かれている。

　イラストや文字が大
きくて見やすいので、
理解しやすい内容であ
る。

　イラストや文字が大
きくて見やすいので、
理解しやすい内容であ
る。

組織・配列

　虫歯のできる原因や
予防の仕方がよくわか
るような構成になって
いる。

　日常的な場面から、
血液の流れを意識させ
る構成になっている。

　体の血や肉を作る食
べ物を、魚・肉類・豆
と順に配列されてい
る。

　体調を整える野菜や
海藻類が、季節ごとに
分けて順に配列されて
いる。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適量である。 　分量は適量である。

創意工夫

　カラフルなイラスト
で虫歯に対して関心が
持てるように工夫され
ている。

　大きなイラストや色
文字を使い血液の流れ
に関心が持てるように
工夫されている。

　興味・関心が持てる
ように文字の大きさや
イラストの配色に工夫
している。

　興味・関心が持てる
ように文字の大きさや
イラストの配色に工夫
している。

その他

　［理科］にも活用で
きる。

　［生活］［家庭］に
も活用できる。

　［生活］［家庭］に
も活用できる。
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　［ 保健体育 ］

発行者 07-2　金　の　星　社 08-1　く も ん 出 版 08-1　く も ん 出 版 08-1　く も ん 出 版

書　名 やさしくわかるびょうきの
えほん

くろくまくん くろくまくん ひかりではっけんみえた！

どうしてかぜをひくの？
インフルエンザになるの？ ぴかぴかはみがき おふろでさっぱり からだのなか

編著者名 清水直樹・清水さゆり・監修 たかい　よしかず たかい　よしかず キャロン・ブラウン・作

せべ　まさゆき・絵 レイチャル・サンダーズ・絵

定　価 1,300円＋税 800円+税 800円+税 1,400円＋税

頁　数 (32ページ) （24ページ） （24ページ） (36ページ)

JANコード 9784323035710 9784774322643 9784774324296 9784774327419

取扱い内容

  身近な病気の症状や
原因、予防法などをわ
かりやすく説明してい
る。

　たくさんの動物が、
楽しく歯磨きをするよ
うすが描かれ、子ども
が進んで歯磨きがした
くなる内容である。

　たくさんの動物が、
楽しく入浴しており、
子どもが進んで入浴し
たくなる内容である。

  からだに関する疑問
について、からだの中
を表した絵でわかりや
すく説明している。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

  自分のからだへの興
味関心を深めながら、
病気やかぜについて楽
しく学べる内容であ
る。

　親しみやすい動物が
多く登場することで興
味をひき、楽しく歯磨
きができる内容になっ
ている。

　親しみやすい動物が
多く登場することで興
味をひき、楽しく入浴
ができる内容になって
いる。

  ページの裏からライ
トを当てるとからだの
内部が浮かび上がる作
りになっており、から
だの仕組みがわかりや
すい内容である。

組織・配列

  かぜとインフルエン
ザの違いなど、身近な
病気について理解しや
すい内容である。

　鮮やかな色使いのイ
ラストと、リズミカル
な文章でわかりやすく
構成されている。

　鮮やかな色使いのイ
ラストと、リズミカル
な文章でわかりやすく
構成されている。

  からだの中の不思議
について、自分で答え
を発見しながら読み進
めていく内容である。

分量 

　分量は適量である。 　分量は適量である。 　分量は適量である。 　分量は適量である。

創意工夫

　カラフルなイラスト
で病気について視覚的
に理解ができ、病気の
予防を実践できるよう
に工夫されている。

　歯磨きの手順がリズ
ミカルに書かれてお
り、歯磨きに興味を
持ってが楽しく取り組
めるように工夫されて
いる。

　お風呂の手順がリズ
ミカルに書かれてお
り、入浴に興味を持て
るよう工夫されてい
る。

　ページの裏から光を
当てるとからだの内部
が浮かび上がるよう工
夫されており、からだ
のしくみについて興味
関心を持ちながら読み
進めることができる。

その他

　[生活]にも活用でき
る。

　[生活]にも活用でき
る。
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　［ 保健体育 ］

発行者 10-4　こ　ぐ　ま　社 10-8　合　同　出　版 11-4　三　省　堂 20-1　童　心　社

書　名 絵巻きえほん
運動が得意になる43の

基本レッスン こどもスポーツ絵じてん ピーマン村の絵本たち

11ぴきのねこマラソン大会 イラスト版体育のコツ よーいどん！

編著者名 馬場　のぼる 山本　豪 三省堂編集所 中川　ひろたか・文

村上　康成・絵

定　価 2,000円＋税 1,600円＋税 2400＋税 1,300円＋税

頁　数 (アコーディオン式) （111ページ） (152ページ) （32ページ）

JANコード 9784772101103 9784772603669 9784385143293 9784494005840

取扱い内容

　子どもが興味を持つ
動物を 登場させて、マ
ラソン大会を分かりや
すく説明している。

　走り、縄跳び、鉄
棒、マット、跳び箱、
水泳、ウォーミング
アップとクールダウン
などについてイラスト
を多用して解説されて
いる。

  イラストを田泓し、
分かりやすく説明して
いる。

　運動会で行われる楽
しい種目を分かりやす
く説明している。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　ストーリーを楽しみ
ながら走ることへの興
味をひく内容となって
いる。

　イラストによる動き
のポイントの説明が、
丁寧でわかりやすい。
各種目について基本か
ら解説されている。

　スポーツに関するこ
とばやルールを学びな
がら、互いに認め合う
ことに大切さに気づく
内容になっている。

　親しみやすい絵が多
く使われていて分かり
やすい内容になってい
る。

組織・配列

　マラソン大会のス
タートからゴールまで
を楽しく学習できるよ
う１枚の絵で構成され
ている。

　走る、縄跳び、鉄
棒、マット、跳び箱、
水泳、ウォーミング
アップとクールダウン
などの各項目について
ポイントを明示しなが
ら基本から順序だてて
配列されている。

　６章構成となってお
り、１章は「体を動か
すこと」について説明
されている。２～６章
は陸上、水のスポー
ツ、球技など分類ごと
に競技の説明がされて
いる。

　運動会で行われる楽
しい種目を順に配列し
ている。

分量 

　分量は適量である。 　分量は適量である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　１枚の絵がアコー
ディオン式に折りたた
まれたユニークな形式
で、興味をひくよう工
夫されている。

　大きくてわかりやす
いイラストが多用され
ていて、視覚的に理解
しやすい内容になって
いる。

　精緻なイラストで協
議内容や身体動作をイ
メージしやすい工夫が
されている。

　親しみのある動物た
ちの応援を交えて、子
どもたちの興味をひく
ような工夫がされてい
る。

その他

　［国語］［生活］に
も活用できる。

　[国語]にも活用でき
る。
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　［ 保健体育 ］

発行者 20-1　童　心　社 27-3　ひ　さ　か　た 27-3　ひ　さ　か　た 28-3　ブ ロ ン ズ 新 社

書　名 ももんちゃんあそぼう カルちゃんエルくんシリーズ どうなってるの？ あぶないよ！

ごくらくももんちゃん
カルちゃんエルくん

あついあつい
からだのなか

編著者名 とよた　かずひこ いわむら　かずお
ケイティ・ディンズ・文

コリン・キング・絵
フランチェスコ ピトー・文

福本　友美子・訳
ベルナデット ジェルベ・絵　栗栖　カ

イ・訳

定　価 800円＋税 1,000円＋税 1,800円＋税 1,500円＋税

頁　数 （24ページ） （40ページ） （15ページ） （74ページ）

JANコード 9784494001415 9784893256041 9784893258861 9784893092458

取扱い内容

　次々と登場するキャ
ラクターが気持ちよさ
そうに入浴する様子が
描かれている。

　体温調節や自分で自
分の生活を快適にして
いく工夫を、親しみや
すいカエルの生活を通
して美しく描かれてい
る。

  からだの仕組みを分
かりやすいイラストで
表現している。

　子どもたちが安全な
生活を送る上で気をつ
けてほしい日常の場面
が分かりやすく取り上
げられている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　リズム感のある簡単
な文章とやさしい絵で
表現されており、入浴
が楽しくなる内容と
なっている。

　簡単な１行文と自然
界の写実的な絵の中
を、すずしさを求めて
カエルが飛び跳ねてい
くおだやかな内容であ
る。

  からだの内部のイラ
ストが色鮮やかに表現
されており、視覚的に
わかりやすい。

　簡潔なひらがなカタ
カナ文と絵で理解しや
すい内容となってい
る。

組織・配列

　見開きごとに１つの
場面が描かれており、
見やすくなっている。

　ページを追うごとに
異なった場面になり、
小さなカエルと一緒に
なって行動していくよ
うな興味をひく構成に
なっている。

  からだの外見的な部
分から始まり、各器官
の働きへと系統立てて
構成されている。

　見開きがひとつの具
体的な場面で構成・配
列されている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　イラストや色がやさ
しい。同じせりふの繰
り返しで、親しみやす
く工夫されている

　絵が暖色から寒色へ
とお話に沿って変化
し、主人公の気持ちと
読者が一緒になれるよ
うに工夫されている。

　筋肉や骨の内部を紙
をめくって確認できる
ようになっており、興
味関心を持ちながら読
み進められるよう工夫
がされている。

　たくさんの場面が想
定されており、いくつ
も思い当たることが出
てきて、興味をひくよ
うに工夫されている。

その他

　[生活]にも活用でき
る。
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　［ 保健体育 ］

発行者 80-6　ほ　る　ぷ

書　名 うんぴ・うんにょ・
うんち・うんご

　-うんこのえほん-

編著者名 村上　八千世・文

せべ　まさゆき・絵

定　価 1,200円+税

頁　数 （32ページ）

JANコード 9784593593521

取扱い内容

　排便の大切さと後始
末や手洗いについてわ
かりやすく説明されて
いる。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　楽しいネーミングと
イラストで興味が持て
るよう工夫されてお
り、健康と排泄につい
て学ぶことができる内
容になっている。

組織・配列

　便の種類、健康や食
べ物との関係、後始末
についてなど、わかり
やすい構成になってい
る。

分量 

　分量は適当である。

創意工夫

　排便がプラスのイ
メージになるようなか
わいいネーミングで、
興味をひく内容となっ
ている。

その他

　巻末に保護者向けの
開設がついている。
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　［ 外国語 ］

発行者 02-1　岩  崎  書  店 05-3 旺文社 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社

書　名 五味太郎の
ことばとかずの絵本

小学生のための エリック・カールの絵本 エリック・カールの

絵本ＡＢＣ
聞ける！話せる！

英語辞典
英語でも読める

はらぺこあおむし
えいごがいっぱい

編著者名 五味　太郎 生駒　大壱：発行者 エリック　カール エリック・カール

石原　真弓：監修

定　価 1,200円＋税 1,900円＋税 1,600円＋税 1,800円＋税

頁　数 （48ページ） （287ページ） （16ページ） （61ページ）

JANコード 9784265903054 9784010752746 9784033283203 9784033485003

取扱い内容

　日常生活に身近なア
ルファベットや英語を
取り上げ、興味深く学
習できる内容となって
いる。

  日常生活、文化に密
着した単語、表現が豊
富に取り扱われてい
る。

　小さなあおむしがい
ろんな物を食べて、
ちょうになるまでを描
いたストーリー（絵
本）である。

　身のまわりのものや
生き物など200以上の絵
に、ふりがな付きの英
語と、ひらがな・カタ
カナの日本語が併記さ
れている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　絵と対応しながらア
ルファベットの形に親
しむことができ、英単
語が理解できる内容に
なっている。

  生活の身近な場面で
使われる語句や表現が
カラーの分かりやすい
イラストで示されてい
る。

　簡単な英単語から、
中１程度のＳＶＯの基
本文型まで取り扱われ
ている。

　動物、虫、食べ物、
乗り物など、200以上の
英単語を取り扱われて
いる。

組織・配列

身近な英語のイニシャ
ルや略語を取り上げ、
アルファベットをス
ムーズに学習できるよ
う配列されている。

 「自己紹介」「学校
で」「家で」「12歳だ
よ」「赤色が好き」な
ど59場面に分かれてい
る。

　ストーリーに沿って
様々な英単語（数、曜
日、果物、食べ物な
ど）が出てくる。

　見開きでひとつの
テーマを取り扱ってお
り、テーマに対応し、
複数の英単語が掲載さ
れている。

分量 

　１ページに２単語程
度、合計約1000語が収
められている。

 １ページに5～20の英
単語や文章が掲載され
ている。

　登場する英単語の分
量は多くはないが、数
や曜日など厳選されて
いる。

　見開きごとに５～10
語程度の英単語が掲載
されている。

創意工夫

　文字がゴシック体で
大きく、イラストもシ
ンプルで見やすく工夫
されており、色合いも
美しい。

　例文の一部分を他の
英単語に入れ替えるこ
とで、すぐに文章を構
成することができるよ
うになっている。

　色彩が豊かで、あお
むしの成長を感じなが
ら、数や曜日などを学
べるようになってい
る。

　鮮やかな絵をふんだ
んに使って構成されて
いる。

その他

　紙質もよく、造本は
堅牢である。

　二次元コードを読み
取ることで音声を聞く
ことができる。

　あおむしが食べた果
物のイラストには穴が
開いていて、指を通し
たり、あおむしのぬい
ぐるみを通すことで、
ストーリーをより身近
に感じることができ
る。

　紙質が良く、印刷は
多色刷りで鮮明であ
る。視覚的にも楽しめ
る構成になっている。
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　［ 外国語 ］

発行者 06-1　偕　成　社 08-1　く も ん 出 版 10-1　講　談　社 10-1　講　談　社

書　名 エリック・カールの絵本
英語でよめる

CD付子どもとたのしむ
はじめてのえいご

えほん百科シリーズ
ふりがなではなそう！

えいごえほん百科

くまさんくまさん
なにみてるの？

えほん　にほんのおはなし1 えいごえほん Hello！ スタート

編著者名 エリック・カール 深山 さくら 下　薫：監修 石毛　隆史：監修

大門　久美子：編集・構成

定　価 1,400円＋税 1,200円+税 1,600円＋税 1,600円＋税

頁　数 （25ページ） （48ページ） （46ページ） （96ページ）

JANコード 9784032015607 9784774324845 9784065247969 9784065136584

取扱い内容

　子どもたちが動物に
定型文で問いかけたこ
とに対し、動物たちが
定型文で回答する内
容。

　よく知られている日
本の昔話を、やさしい
英語と日本語で３話、
また英語のうたを３曲
取り上げている。

  身近な英単語を、大
きなふりがなとともに
学習できる。ふりがな
を読むだけで英語の発
音に慣れ親しむことが
できる。

  日常生活・文化に密
着した英単語・表現が
非常に豊富に使われて
いる。
色彩豊かなイラストで
掲載しているので楽し
く学習できる。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　「What do you
see?」（何みてる
の？）の定型文が繰り
返されるので、リズミ
カルで覚えやすい。

　全編がやさしい英
文、カタカナ読み、日
本語訳で３話掲載され
ている。CDを活用し
て、ネイティブの発音
にも親しむことができ
る。読み聞かせにも活
用できる。

  動物や色など、日常
生活や身近な場面にお
ける英単語やフレーズ
が紹介されている。

  身近な動物・乗り
物・食べ物の英単語
や、挨拶などの日常的
によく使う簡単なフ
レーズが紹介されてい
る。

組織・配列

　見開きで動物のイラ
ストが一つ掲載されて
おり、ページごとに
色・種類の違った動物
が登場する。

　昔話３話とその間に
やさしい英語の歌が配
列されている。「もも
たろう」「さるかに
がっせん」「かさじぞ
う」

  朝、昼、夜の一日の
流れと、数や色などの
基本的な英単語で構成
されている。

  生活・文化に密着し
た18のテーマを設け、
イラストや写真と共に
英単語と日本語訳を表
記している。簡単な会
話文は、絵本のように
楽しめる構成である。

分量 

　ストーリーに沿っ
て、９種類の動物と色
の英単語が出てくる。

　１話15ページ程度。
歌１曲１ページ。

  見開きで会話文が２
～４文、英単語が10語
前後、挿絵とともに掲
載されている。

　日常に関連する約250
の英単語が掲載されて
いる。それらを用いた
会話表現も随所に取り
上げられている。

創意工夫

　色彩が豊かで美し
い。
見開き全面に大きなイ
ラストがあるので、分
かりやすく、注目しや
すい。

　絵本形式でイラスト
も多く、美しくデザイ
ンされている。ＣＤ付
きでネイティブの発音
にも親しめる。

　大きく読みやすいふ
りがなが振られてい
る。また、内容に沿っ
た色彩豊かで大きなイ
ラストが使われてい
る。

　色彩が豊かで美し
い。
見開き全面に大きなイ
ラストがあるので、分
かりやすく、注目しや
すい。

その他

　紙質が良く、印刷は
多色刷りで鮮明であ
る。視覚的にも楽しめ
る構成になっている

　堅牢な表装で手に取
り易く、紙質も上質で
ある。印刷はカラフル
で鮮明である。視覚的
に楽しめる構成になっ
ている。

　二次元コードを読み
込むことで、英語の発
音を聞いたり、動画を
視聴したりすることが
できるようになってい
る。

　二次元コードを読み
込むことで、ＰＣやス
マートフォンなどから
ネイティブスピーカー
の発音を聞ける。
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　［ 外国語 ］

発行者 10-1　講談社 11-4　三　省　堂 11-4　三　省　堂 11-4　三　省　堂

書　名 えいごえほん百科 親子でうたう 英語で読み聞かせ 英語で読み聞かせ

ジャンプ 英語うたの絵じてん
せかいのおはなし（１）

CD付
せかいのおはなし（２）

ＣＤ付

編著者名 石毛　隆史：監修 三省堂編修所・編
ジェリー ソーレス、

久野 レイ・文
ジェリー ソーレス、

久野 レイ・文

三省堂編修所•編 三省堂編修所•編

定　価 1,600円＋税 1,700円＋税 2,000円＋税 2,000円＋税

頁　数 （96ページ） （47ページ） （80ページ） （80ページ）

JANコード 9784065136850 9784385158891 9784385361611 9784385361628

取扱い内容

  日常生活・文化に密
着した英単語・表現が
非常に豊富に使われて
いる。
色彩豊かなイラストで
掲載しているので楽し
く学習できる。

　マザーグース、クリ
スマスソング、民謡、
あそびうた等が、カラ
フルな絵と日本語訳と
共が取りかわれてい
る。

　「ブレーメンの音楽
隊」「北風と太陽」
「はだかの王さま」
「ライオンとねずみ」
「みにくいあひるの
子」の５話が取り扱わ
れている。

　「３匹のくま」
「金のおの・銀のおの」
「おおかみと７匹の子ヤ
ギ」
「いなかのねずみと町のね
ずみ」
「ジャックと豆の木」の５
話が収録されている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

  「どの教科がす
き？」や「これは誰の
もの？」などの、学校
で使う身近な会話や、
季節や行事などをテー
マごとに紹介されてい
る。「スタート」本よ
りも少しレベルアップ
した内容である。

　「きらきら星」や
「メリーさんのひつ
じ」等の動揺やあそび
うたに加え、カント
リーロードやスタンド•
バイ•ミー等の曲も取り
扱われている。

　絵本の感覚で見るこ
とができ、それぞれの
英文の下には日本語訳
が書かれている。

　絵本の感覚で見るこ
とができ、それぞれの
英文の下には日本語訳
が書かれている。

組織・配列

  生活・文化に密着し
た18のテーマを設け、
イラストや写真と共に
英単語と日本語訳を表
記している。簡単な会
話文は、絵本のように
楽しめる構成である。

　それぞれの曲に、楽
しい絵と日本語訳が収
録されている。あそび
うたには振り付けが分
かり易い絵で紹介され
ている。

　一つのお話ごとにリ
スニングやゲームなど
のアクティビティが掲
載されている。

　一つのお話ごとにリ
スニングやゲームなど
のアクティビティが掲
載されている。

分量 

　日常に関連する約250
の英単語が掲載されて
いる。それらを用いた
会話表現も随所に取り
上げられている。

　全25曲が掲載されて
いる。

　世界の昔話５話が収
録　されている。読み
聞かせＣＤ１枚が付い
ている。

　世界の昔話５話が収
録されている。読み聞
かせＣＤ１枚が付いて
いる。

創意工夫

　色彩が豊かで美し
い。
見開き全面に大きなイ
ラストがあるので、分
かりやすく、注目しや
すい。

　曲の背景や歴史、ま
た、遊び方などのアド
バイスも収録されてい
る。様々なジャンルの
曲が取り扱われてお
り、幅広い年齢層を対
象にした選曲になって
いる。

　話ごとに絵のタッチ
が異なり、カラフルで
興味深い。英文のすぐ
下に日本語訳が載って
いるために分かり易
い。アクティビティも
活用できる。

　話ごとに絵のタッチ
が異なり、カラフルで
興味深い。英文のすぐ
下に日本語訳が載って
いるために分かり易
い。アクティビティも
活用できる。

その他

　二次元コードを読み
込むことで、ＰＣやス
マートフォンなどから
ネイティブスピーカー
の発音を聞ける。

　印刷は多色刷り、鮮
明で紙質もよい。ＣＤ
が付いている。

　印刷は多色刷り、鮮
明で紙質もよい。

　印刷は多色刷り、鮮
明で紙質もよい。
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　［ 外国語 ］

発行者 11-4 三省堂 11-4 三省堂 12-2　小　学　館 12-2 小学館

書　名 ARで英語が聞ける ARで英語が聞ける ポケモンえいごじてん ドラえもん

英語もののなまえ
絵じてん

はじめての
英語絵じてん

えいかいわえほん

編著者名 三省堂編修所：編集 三省堂編修所：編集 ウィン　グン・監修
宮下いづみ：監修

藤子・Ｆ・不二雄：原作

むぎわらしんたろう：画

定　価 2,400円＋税 2,200円＋税 1,300円＋税 1,000円＋税

頁　数 （143ページ） （95ページ） （92ページ） （35ページ）

JANコード 9784385143316 9784385143309 9784095108506 9784097251439

取扱い内容

　色彩豊かな絵で、日
常生活の英単語が興味
深く学習できる内容と
して取り扱われてい
る。

　色彩豊かな絵で、日
常生活の英単語が興味
深く学習できる内容と
して取り扱われてい
る。

　「ポケモン」のキャ
ラクターが各ページに
出てくる楽しい内容と
なっている。

  「ドラえもん」の
キャラクターがあいさ
つをはじめ一日の流れ
に沿った会話が取り扱
われている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　子どもの生活により
そったテーマや場面別
に構成されている。子
どもたちの好奇心を刺
激しながら楽しく学ぶ
ことができる。

　子どもの生活により
そったテーマや場面別
に構成されている。子
どもたちの好奇心を刺
激しながら楽しく学ぶ
ことができる。

　英語の基礎であるア
ルファベットから始ま
り、身近な英単語や、
簡単な挨拶•会話表現が
網羅されている。

  簡単ですぐに使える
英語のあいさつや日常
生活でよく使う表現な
どが掲載されている。

組織・配列

　見開きでひとつの
テーマが取り扱われて
いる。英単語は日本語
の意味と発音とがセッ
トになって表記されて
いる。

　見開きでひとつの
テーマが取り扱われて
いる。英単語は日本語
の意味と発音とがセッ
トになって表記されて
いる。発音の仕方はす
べてひらがな表記であ
る。

　アルファベット、数
字、色、時間、からだ
の名前、気分や行動、
曜日や月、図形、方向
と方角、家族、国名な
どの単語に加え、会話
練習ができる構成に
なっている。

  １ページにつき１場
面の会話文が絵と共に
表記されている。

分量 

　１冊に約1200語程度
の単語や会話表現が掲
載されている。

　食べ物、身体の部分、公
園の遊具や動物など、生活
の中にあるものの英単語や
フレーズが約350語、ABCや
クリスマスなど、親しみや
すい歌が7曲、それぞれ掲
載されている。

　１ページあたり２〜
３の英単語や会話表現
が表記されている。

  延べ36の会話文が掲
載されている。

創意工夫

　ＡＲの機能を使って
絵をカメラにかざす
と、ネイティブの英語
発音を聞くことができ
る。

　ＡＲの機能を使って
絵をカメラにかざす
と、ネイティブの英語
発音を聞くことができ
る。

　親しみのあるキャラ
クターのイラストによ
り、興味をもって学習
できる。

  色彩が豊かで美し
い。
見開き全面に大きなイ
ラストがあるので、分
かりやすく、注目しや
すい。

その他

　ＡＲのアプリを活用
すれば絵からすぐに英
語音声を得られる。専
用のアプリ（無料）を
ダウンロードする必要
がある。

　ＡＲのアプリを活用
すれば絵からすぐに英
語音声を得られる。専
用のアプリ（無料）を
ダウンロードする必要
がある。

　紙質は丈夫で、造本
はリングノート形式で
ある。

  二次元コードを読み
込むことで、英語・日
本語の音声が聞ける。
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　［ 外国語 ］

発行者 12-2 小学館 20-4　戸田デザイン 25-1 のら書店 76-16　パ イ イ ン タ

書　名 ドラえもん  ＡＢＣえほん どうぶつABCえほん はじめてのえいごで

ABCえほん おしゃべりえほん

編著者名 宮下いづみ：監修
藤子・Ｆ・不二雄：原作 とだ　こうしろう 安江　リエ：文 外山　節子・監修

むぎわらしんたろう：画 降矢　なな：絵

定　価 1,000円＋税 1,700円＋税 1,500円＋税 2,000円+税

頁　数 （35ページ） （62ページ） （56ページ） （46ページ）

JANコード 9784097251446 9784924710313 9784905015437 9784756240484

取扱い内容

　英語の入口となるア
ルファベットが紹介さ
れている。「ドラえも
ん」のキャラクターが
各ページに出てくる楽
しい内容である。

　アルファベットの大
文字・小文字と、それ
らをが最初にくる身近
な単語とともに学べる
内容である。

　色彩豊かな動物のイ
ラストと言葉がふんだ
んに使われている。１
ページごとにストー
リーがあり、想像力が
刺激される一冊であ
る。

　日常的に使う英会話
や季節に関わる英単語
を色彩豊かなイラスト
で掲載している。ネイ
ティブが実際に使って
いるショートフレーズ
を多彩に取り上げてい
る。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

 　絵と対応しながら、
アルファベットの形に
親しむことができる。

　アルファベットに親
しむことができる内容
である。

　子どもに身近な言葉
を、楽しい絵と文で味
わうことができる。

　カラーイラストと顔
アイコンで場面がよく
わかる。簡単に話せる
会話文を短い文で表現
している。入門期から
幅広く活用できる。

組織・配列

　見開きで２文字のア
ルファベットの説明が
丁寧にされた後、色、
数字、形などの英単語
も取り扱われている。

　それぞれのアルファ
ベットに身近な単語が
１語ずつ示されてい
る。

　英文が読みやすいよ
うに、日本語が邪魔を
することなくレイアウ
トされている。

　あいさつ、暦、場
所、感情など日常よく
使われる親しみやすい
言葉や会話を日本語と
英語で一緒に表記して
いる。

分量 

　Ａ～Ｚのアルファ
ベットにそれぞれ英単
語が２～３語ほど掲載
されている。

　アルファベットの大
文字・小文字と52の単
語が収められている。

　見開きでアルファ
ベットが１つずつ、身
近な英単語と簡単で読
みやすい文章と共に掲
載されている。

　１ページに５～10程
度の英単語や英会話が
24場面。

創意工夫

　親しみのあるキャラ
クターの色彩豊かな挿
絵が数多く載せられ、
絵本としても楽しく興
味を持って読むことが
できる。

　親しみやすい絵が豊
富に収められている。

　詩のような楽しい文
と、ユーモアたっぷり
の絵本を味わうことが
できる。

　正しい音声発音を収
録した音声ＣＤで興味
関心を持ち、ネイティ
ブの英語に触れること
ができる。

その他

　二次元コードを読み
込むことで、英語・日
本語の音声が聞ける。
アルファベットに関す
る歌も２曲収録されて
いる。

　印刷も鮮明であり、
筆記体も取り扱われて
いる。

　印刷は多色刷りで鮮
明である。紙質もよ
い。

　印刷は多色刷りで鮮
明である。紙質もよ
い。
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　［ 外国語 ］

発行者 82-4 光村教育図書 83-3　む　さ　し 83-3　む　さ　し 52-2　岩波書店

書　名 英語で学び、考える
今日は何の日

はじめてまなぶたのしい英語 ちるどれんずりーだ 大型絵本

around the world
世界のトピック4月5月6月

はじめての英語 ひとまねこざるのABC

編著者名 町田　淳子：著 小森　朝子 三島　都志彦 H.A.レイ：文

山下　明生：絵

定　価 2,800円＋税 800円＋税 850円＋税 1,600円＋税

頁　数 （47ページ） （95ページ） （96ページ） （72ページ）

JANコード 9784895729581 9784838506927 9784838500710 9784001106169

取扱い内容

　４月～６月の世界中
の記念日を写真やイラ
ストとともにまとめて
いる。

　日常よく使われる英
単語と基本文型を中心
にして、基礎的な学習
ができる内容が取り扱
われている。

　日常よく使われる英
単語と基本文型を中心
にして、基礎的な学習
ができる内容が取り扱
われている。

  物語を通してアル
ファベットの大文字と
小文字を学習する内容
である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　各月のカレンダー、
記念日の名称とその記
念日に関連する英単語
や質問、より理解を深
めるためのコラムで構
成されている。

　身近な英単語と、そ
れらを使った基本文型
を中心にした内容と
なっている。

　中１程度の内容か
ら、基本文型を中心に
選んだ構成となってい
る。

　日本語で物語が進め
られていき、その中で
ポイントとなる英単語
が随所に散りばめられ
ている。

組織・配列

  記念日の日付の順番
に並んでいる。見開き
２ページで１つの記念
日を取り扱われてい
る。

  左ページに文型、右
ページに関連した基本
単語が配列され、両
ページを対照しながら
学習できる。

  上段に英単語、下段
に基本文型を置く配列
になっている。

　Ａ～Ｚのアルファ
ベットで始まる英単語
が物語の場面に沿っ
て、楽しい挿し絵とと
もに示されている。

分量 

  見開きで記念日に関
連する英単語が10語前
後と記念日に関連する
質問や提案の英文が１
文、イラスト等ととも
に掲載されている。

　日常生活で用いられ
る95の基本文型と150の
基本単語が収められて
いる。

　１ページに１単語
（単複両形）で79語、
基本文型（２文ずつ）
が収められている。

　１ページにつきアル
ファベットが１文字ず
つ、英単語は１～10程
度収められている。

創意工夫

　英単語や英文にはす
べてふりがながついて
いる。また、本書の冒
頭に、英語独特の発音
について紹介するペー
ジがある。

  絵を見て楽しみなが
ら学習できるように作
られているので、絵か
らも内容が理解でき
る。

  単複両形を取り入
れ、比較できるよう工
夫されているととも
に、文字も大きく見や
すい。

　子どもたちに人気の
キャラクターがアル
ファベットを学習する
ストーリーになってい
て親しみやすい。

その他

　紙質が良く、印刷は
多色刷りで鮮明であ
る。

  四本線つきの自由練
習用ノート（16ペー
ジ）がある。

  印刷は鮮明で、さし
絵が親しみやすい。

　アルファベットの形
が各英単語のイラスト
にはめ込まれていて、
絵を見るだけでも学習
できる。
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　［ 職業・家庭（家庭分野） ］

発行者 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-1　偕成社

書　名 坂本廣子の
ひとりでクッキング(１)

坂本廣子の
ひとりでクッキング(７)

子どもの健康を考える絵本
(４)

日本の絵本

　朝ごはんつくろう！ 　おべんとうつくろう！
からだがすきなたべもの

なあに？
いちばんはじめの

マナーえほん

編著者名 坂本　廣子・著 坂本　廣子・著 安藤　節子・文 峯村　良子

まつもと　きなこ・絵 まつもと　きなこ・絵 中川　幸子・絵

定　価 1,400円＋税 1,400円＋税 1,200円＋税 1,300円＋税

頁　数 （32ページ） （32ページ） （32ページ） （32ページ）

JANコード 9784034281109 9784034281703 9784033360409 9784032350401

取扱い内容

　料理を始める前の準
備や注意事項、朝食で
よく食べる簡単な料理
の作り方、後片付けの
仕方などが絵と平易な
文章でわかりやすく書
かれており、日常生活
に生かせる内容となっ
ている。

　料理を始める前の準
備や注意事項、お弁当
でよく食べる簡単な料
理の作り方、後片付け
の仕方などが絵と平易
な文章でわかりやすく
書かれており、日常生
活に生かせる内容と
なっている。

　子どもが栄養の基本
的な知識を理解し、自
分のからだについて学
習ができる内容であ
る。

 生活するうえで知って
おきたい基本的なマ
ナーについて、絵本を
読みながら楽しく学べ
る内容である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　日常よく見かける料
理がほとんどであり、
興味をもって学習でき
るようになっている。
また、平易な絵と文章
で書かれているので分
かりやすい。

　日常よく見かける料
理がほとんどであり、
興味をもって学習でき
るようになっている。
また、平易な絵と文章
で書かれているので分
かりやすい。

　あか、き、みどりの
三つの食品群につい
て、さし絵とひらがな
の文を用いて、子ども
にも分かりやすく解説
している。

　生活の中のさまざま
な場面におけるマナー
について、平易な文章
とイラストでわかりや
すく説明されている。

組織・配列

　料理を始める前の約
束事、ご飯の炊き方、
身近な料理の作り方、
後片付けの仕方がわか
りやすく配列されてい
る。

　料理を始める前の約
束事、ご飯の炊き方、
身近な料理の作り方、
後片付けの仕方がわか
りやすく配列されてい
る。

　見開きページでさし
絵が全体の２／３くら
いを占め、容易に内容
が理解できるよう配慮
されている。

  見開きで１つのテー
マについて書かれてい
る。文章とイラストが
見やすく表記されてい
る。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。  　分量は適当である。

創意工夫

　作業手順が絵で描か
れ番号順に囲んである
ので、理解しやすく
なっている。準備、後
片付けの仕方もわかり
やすく図説されてい
る。

　作業手順が絵で描か
れ番号順に囲んである
ので、理解しやすく
なっている。準備、後
片付けの仕方もわかり
やすく図説されてい
る。

　絵がとてもわかりや
すく栄養について興味
を持つように工夫され
ている。

　かわいらしいイラス
トで、子どもたちが興
味を持つように工夫さ
れている。

その他
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　［ 職業・家庭（家庭分野） ］

発行者 06-2　学　研 07-2　金　の　星　社 07-2　金　の　星　社 07-2　金　の　星　社

書　名 改訂版 ひとりでできるもん！4 ただしいもちかたの絵本 げんきをつくる食育えほん１

家庭科の基本
うれしいごはん、
パン、めん料理

たべるのだいすき！

編著者名 流田　直・監修 平本　ふく子・監修 WILLこども知育研究所・編著 吉田　隆子・作

田中京子　亀井裕子　勝田映
子

すみもと　ななみ・絵 せべ　まさゆき・絵

定　価 1,800円＋税 1,960円＋税 1,500円＋税 1,300円＋税

頁　数 (160ページ) (40ページ) (48ページ) (32ページ)

JANコード 9784058011102 9784323020440 9784323073736 9784323030012

取扱い内容

 　小学校家庭科で習う
「衣・食・住」の基礎
的・基本的な知識や技
術をわかりやすく解説
しており、実習の基本
を学べる内容である。

　ごはんの炊き方、お
にぎり、サンドイッ
チ、ラーメン、うどん
など、主食の中でも基
本的なものを選んでそ
の作り方を紹介してい
る。

  はしやえんぴつ、歯
ブラシ、雑巾など29項
目の正しい持ち方が、
イラストと文でわかり
やすく説明されている
内容である。

　食べ物が人間の体に
どのように影響を及ぼ
すのかが、きれいなイ
ラストと平易な文章で
書かれ分かりやすい内
容となっている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　生活技術の知恵と技
が、写真とイラストで
わかりやすく説明され
ている。

　材料、手順が絵で説
明してありわかりやす
い内容になっている。

　イラストは丁寧に描
かれ、ひらがなとカタ
カナのみの平易な文章
でわかりやすく書かれ
ている。

　赤、黄、緑、白の食
品群について大きなイ
ラストと短い文章で子
どもたちに分かりやす
く示している。

組織・配列

 「食・衣・住」の順番
に、知識や技能の作業
手順などがわかりやす
く掲載されている。

　作品を見開きページ
で紹介しており、写真
は大きく絵も見やすく
配列されている。

　「しょくじ・りょう
り」「あそび・まな
び」「くらし」の３分
野に分かれており、そ
れぞれの道具の持ち
方、使い方がわかりや
すく説明されている。

　項目についてページ
ごとに的確に分かりや
すく配列されている。

分量 

 　分量は適当である。  　分量は適当である。  　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

  実習時の準備や後片
付けの仕方もわかりや
すく図説されており、
また、実習例も多く提
示されている。

　副食との組み合わせ
についてもふれてお
り、献立作りの導入に
も使える。

  間違った持ち方の例
や、ものを上手に持
ち、扱えるようになる
ための遊びも載ってお
り、わかりやすいよう
工夫されている。

　かわいらしい絵で、
子どもたちが興味を持
つように工夫されてい
る。

その他

［保健体育］にも活用
できる。
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　［ 職業・家庭（家庭分野） ］

発行者 10-3　国　土　社 10-5　小　峰　書　店 27-1　ひかりのくに 28-1　福　音　館

書　名 はじめてでもかんたん！ かんたん手芸７ こどものずかんMio１０ かがくのとも絵本

日本の料理 なるほど！手芸大じてん たべもの
平野レミの

おりょうりブック

編著者名 中津川　かおり 渡部　のり子、中根　会美 牧野　公夫 平野　レミ・文

高井　希 和田 唱　 和田 率・絵

定　価 3,000円＋税 2,600円+税 762円＋税 900円＋税

頁　数 （47ページ） (36ページ) (64ページ) (28ページ)

JANコード 9784337280014 9784338279079 9784564200908 9784834011852

取扱い内容

　和食の基本的な作り
方と知識が学べる内容
である。

　さいほう道具や縫い
方、ミシンの使い方な
どが分かりやすい文章
と見やすい写真によっ
て紹介されている。

　いろいろな食材やそ
れを利用した料理が紹
介されていて興味・関
心を促すのに適切な内
容となっている。

　火も包丁も使わずに
ご飯の上にかけるふり
かけ作り、身近な材料
を使ったオープンサン
ド作りなど、初めて調
理するという段階の学
習に生かせる内容であ
る。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　和食の基本の作り方
とレシピを紹介してい
る。写真が多く、平易
な文章で書かれてい
る。

　なみぬいの行程やボ
タンの付け方などが写
真またはイラストで説
明している。

　子どもの好きな料理
が豊富な写真や絵でわ
かりやすく説明されて
おり、興味をひく内容
になっている。

　ひらがなとカタカナ
だけの平易な文章でわ
かりやすく書かれてい
る。挿絵も単純明快に
描かれており、取り組
みやすい。

組織・配列

　完成した料理の写真
が１ページ使って紹介
されている。また、作
業手順が、数字で順番
が書かれており、写真
と説明文が併記されて
いる。

　作業手順が分かりや
すく構成されている。

　材料別に料理が分け
られており料理の完成
写真と手順が見開き
ページに載っていて一
目でわかるように配列
されている。

　それぞれの項目につ
いて１～３ページず
つ、わかりやすく配列
されている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　和食の基本的な知識
を得ることができる
コーナーが設けられて
いる。

　フェルトや毛糸、
モールなど扱いやすい
材料を使った作品も紹
介されている。

　クイズやパズルも掲
載しており、楽しく学
習が進めていけるよう
に工夫されている。

　絵が大きく手順がわ
かりやすく配列されて
いる。

その他
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　［ 職業・家庭（家庭分野） ］

発行者 28-1　福　音　館 36-1　山と渓谷社 40-3　リ　ー　ブ　ル 56-7　河出書房新社

書　名 じぶんでつくろう 家庭科の教科書 あっちゃん　あがつく はじめて絵本

こどものしゅげい 小学校低学年～高学年用 たべものあいうえお たのしいおりょうり

編著者名 大月　ヒロ子・作 監修者　丹伊田弓子著者 さいとう　しのぶ・作 おおで　ゆかこ・絵

木村　愛・絵 著者　楠田恵子 みね　よう・原案 福田　淳子・監修

定　価 1,300円＋税 1,800円＋税 1,800円＋税 1,600円+税

頁　数 （120ページ） 143ページ （144ページ） （48ページ）

JANコード 9784834080247 9784635130011 9784947581266 9784309283647

取扱い内容

　針やミシンを使わ
ず、身近な材料と道具
を使った作品づくりが
できる内容である。

 　初めて家庭科を学ぶ
生徒たちに向けて、衣
食住の基礎的な知識と
技術が学べる内容であ
る。

　様々な食べ物のイラ
ストを通して、食べ物
に興味を持てる内容で
ある。

　料理を始める前の道
具の使い方から始ま
り、日常の料理から行
事のときに挑戦したい
料理の仕方まで発展し
た内容になっている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　針や編み棒などを使
わずに、指輪、ネック
レス、コースターマフ
ラーなどを作ることが
できる内容になってい
る。

　生活する上での基本
となる内容から学べ
る。手順なども写真と
文章を使って詳しく説
明されているので分か
りやすい。

　「あ」から「ん」ま
で、濁音、半濁音も含
めて69音全てが登場す
る食べものの名前の絵
本。「ことばあそび」
もできる。

　優しい色使いのイラ
ストと説明が併記され
ている。

組織・配列

　完成品を写真で見る
ことで期待感がもて
る。また、作業手順
が、数字で順番が書か
れており、イラストと
説明文が併記されてい
る。

　衣食住の3章に分か
れ、調理なども見開き1
ページで完成できるよ
うになっている。

　見開きページで、左
ページに言葉、右ペー
ジにイラストが配列さ
れている。

　短い文章とイラスト
で作業手順が書かれて
いる。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 分量は適当である。

創意工夫

　古着等を使ったリサ
イクルの観点も取り入
れている。

　各章の初めに提案す
る内容が端的にまとめ
てある。大人になって
自分のことが自分でで
きるようになるまでの
手助けをする教科書と
いうコンセプトの元、
編纂されている。

　色づかいが優しい絵
で、身近な食べものが
多い。子どもたちが親
しみやすい絵で描かれ
ており、３行でリズム
よく読める。

　動物のキャラクター
が料理を紹介してい
る。

その他

　[図工・美術]にも活
用できる。

　小学校低学年程度の
漢字を使った文章に
なっている。ルビはな
いが、写真を見るだけ
でも内容を理解するこ
とができる。

　[国語]にも活用でき
る。
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　［ 職業・家庭（家庭分野） ］

発行者 67-3　汐文社 06-4　開隆堂出版 07-5　教　育　画　劇 76-4　白　泉　社

書　名 今日からやろう
お手伝いはわたしの仕事

職業・家庭
たのしい家庭科 つくってたべよう！

なにからできているでしょー
か？

３ 身だしなみ編 わたしのくらしに生かす お料理マジック２

編著者名 寺西　恵里子 全国特別支援教育 村上　祥子 大森　裕子

知的障害教育研究会

定　価 2,300円＋税 1,800円＋税 1,500円＋税 1,000円+税

頁　数 （31ページ） 63ページ （64ページ） （24ページ）

JANコード 9784811326689 9784304042133 9784774606989 9784592761686

取扱い内容

 　手伝いを楽しく続け
ることができるよう
に、お手伝いのやり方
やポイントを丁寧に紹
介している。

　知的障がいの生徒に
適した教科書。衣食
住、保育の分野につい
て、自立に向けて取り
組める内容である。

　子どもにとって身近
な食品の作り方が分か
りやすく楽しく説明さ
れており、料理への興
味、関心を高め、意欲
的な活動を促すのに適
切な内容である

　おにぎりやラーメン
など、日常でよく食べ
られるものがどのよう
な食材を使って作られ
ているのかが分かる内
容になっている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　洗濯、靴洗い、衣替
えなど、身だしなみに
関するお手伝いについ
て、写真を用いてわか
りやすく説明されてい
る。

　図や絵、ルビ付きの
平易な文章で構成され
ているので読みやす
い。生徒自身をイメー
ジしたイラストに吹き
出しが添えられている
ので考えるポイントな
どが分かりやすい。

　子どもに人気のある
ものを選んでおり、分
かりやすい絵と写真で
説明されている。

　大きなイラストとと
もに食材の名前がシン
プルに書かれており、
身近な食べ物について
知ることができる内容
になっている。

組織・配列

  テーマごとに作業手
順がていねいに紹介さ
れている。写真と文章
の併記でわかりやすく
構成されている。

　15項目に分かれ、番
号が振ってあるので順
に取り組める。ワーク
形式で、単元の終わり
には『学習のふり返
り』ができるように
なっている。

　１品につき２～４
ページに写真と絵で材
料と料理のプロセスが
分かりやすく配列され
ている。

　見開きページで一つ
の料理が描かれ、次の
見開きページでそれぞ
れの食材が大きく描か
れているので分かりや
すい。

分量 

分量は適当である。 分量は適当である。 分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

  お手伝いチェックリ
ストや収納グッズの作
り方なども紹介されて
いて、活用しやすいよ
うに工夫されている。

　生活していく上で必
要な知識・技能をこの
教科書で取り組むこと
で身につけることがで
きる。自分の将来を考
える内容も扱ってい
る。学習指導要領に
沿った授業展開が可
能。

　調理のプロセス、ポ
イント、素材の変化が
写真と絵で分かりやす
く説明され、活用しや
すいように工夫されて
いる。

　料理に使われている
食材ひとつひとつをて
いねいに取りあげて紹
介している。

その他

115



　［ 職業・家庭（家庭分野） ］

発行者 76-4　白　泉　社 72‐8　日東書院

書　名 しばわんこと楽しく学ぼう
ひとりで作って、みんなで食べ

よ！はじめてのごはん

和のせいかつ

編著者名 絵と文 阪下　千恵

川浦　良枝

定　価 1,400円＋税 1,200円＋税

頁　数 55ページ (80ページ) 

JANコード 9784592762423 9784528022515

取扱い内容

　衣食住にまつわる和
の暮らしについて、し
ばわんこと一緒に楽し
く学べる内容である。

　家庭で簡単に作るこ
とができる料理のレシ
ピが多く掲載されてい
る。手順だけでなく、
調理器具の使い方や片
付け方などの手順も書
かれている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　生活で使う道具、掃
除や衣服の扱い、お茶
の入れ方や簡単な弁当
の作り方などが、見て
いるだけで楽しくなる
イラストとともに簡単
な言葉で説明されてい
る。

　調理の手順や道具の
使い方が写真で分かり
やすく示されている。

組織・配列

　イラスト中心の構成
で、料理や掃除の手順
なども順を追ってイラ
ストで理解できる。ま
た、食材や道具の名前
などもイラストを見な
がら学ぶことができ
る。

　簡単に作ることでき
る料理やフライパンで
作る料理、トースター
で作る料理、食材をた
くさん使った料理の４
つの項目に分けて紹介
されている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　生活にまつわること
として、昔の遊びや、
12か月の季節の行事に
ついても紹介されてい
る。一冊で生活全般の
ことについて楽しく知
ることができる。

  色鮮やかに盛り付け
られた料理が大きな写
真で掲載されているの
で、調理意欲を掻き立
てたり、見て楽しんだ
りすることができる工
夫が施されている。

その他
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［ 職業・家庭（職業分野）］

発行者 02-1　岩崎書店 06-2　学研 06-2　学研 11-4　三省堂

書　名 プログラミングに
ついて調べよう

名人はっけん！
まちたんけん（３）

名人はっけん！
まちたんけん（４）

こどもしごと絵じてん

くらしをささえる人 まもるひと

編著者名 曽木　誠・監修 鎌田　和宏 鎌田　和宏 三省堂編集所

定　価 3600＋税  2,800円＋税  2,800円＋税 2,400＋税

頁　数 (63ページ) （47ページ） （48ページ） （147ページ）

JANコード 978465084470 9784055012874 9784055012881 9784385143262

取扱い内容

　コンピューターの仕
組みとともに、それを
動かしているプログラ
ミングについても解説
している。

　駅や病院など、くら
しを支える身近な仕事
について写真を使って
分かりやすく説明して
いる。

　消防署や交番、病院
など生活する中で安全
や暮らしを守ってくれ
る人の仕事について写
真を使って分かりやす
く説明している。

　社会の様々な仕事に
ついてその概要をイラ
ストと共に分かりやす
く紹介している。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　ショート漫画やイラ
スト、写真でコン
ピューターの仕組みや
プログラミングについ
て、基礎的な内容でわ
かりやすく解説されて
いる。

　身近な職業について
写真とともに分かりや
すい説明文で学ぶこと
ができる内容である。

　身近な職業について
写真とともに分かりや
すい説明文で学ぶこと
ができる内容である。

　子どもに人気の仕事
など約300種類の仕事を
分かりやすく説明して
いる内容である。

組織・配列

　コンピューターの働
きを中心に、スマホ・
タブレットとアプリの
関係や、プログラミン
グ言語などの専門的な
分野や言葉について学
ぶことができるように
配列されている。

　それぞれの仕事に就
く人の１日の様子を時
系列で分かりやすく紹
介している。

　それぞれの仕事に就
く人の２日の様子を時
系列で分かりやすく紹
介している。

　イラストと説明文を
バランスよく配列し、
分かりやすくまとめら
れている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　ページ数は多いが取
り扱い内容は適当であ
る。

創意工夫

　プログラミングにつ
いての内容がテーマご
とに整理されている。
見開きごとにＱ＆Ａで
解説されており、内容
を読み進めることで学
ぶことができるよう工
夫されている。

　写真とイラスト、吹
き出しを使って楽しく
読み進めることができ
るように工夫してい
る。

　写真とイラスト、吹
き出しを使って楽しく
読み進めることができ
るように工夫してい
る。

　その仕事にかかわる
道具や言葉、他の仕事
との関連など、図を
使って示されており、
理解しやすい。

その他
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［ 職業・家庭（職業分野）］

発行者 17-1　チ ャ イ ル ド 27-3　ひさかたチャイルド 28-1　福 音 館 書 店 28-1　福　音　館

書　名 みんな大好き！
お店やさんごっこ

しぜんにタッチ！ DO!図鑑シリーズ工作図鑑 福音館の科学シリーズ

かんたんアイテム150 やさいはいきている ただいまお仕事中

編著者名 いしかわ　まりこ 藤田　智・監修 木内　勝・作 おち　とよこ・文

木内　勝　田中　皓也・絵 秋山　とも子・絵

定　価 2,200円＋税 1,200円＋税 1,600円＋税 1,500円＋税

頁　数 （88ページ） （24ページ） （384ページ） (72ページ)

JANコード 9784805401071 9784893250636 9784834007244 9784834016161

取扱い内容

　簡単に作れるお店や
さんグッズやコス
チュームの作り方が紹
介されている。

　身近な野菜の切れ端
を育ててみたらどうな
るか、写真で分かりや
すく説明されている。

　伝承の手作りおも
ちゃから創作の手作り
おもちゃまで、170種類
以上が紹介されてい
る。

　時代によって仕事の
種類が変わっていくこ
とについて学習できる
内容である。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　身近な材料で子ども
たちが作品を作り、お
店やさんごっこができ
るように工夫された内
容になっている。

　写真で自然とふれあ
い、身近な野菜の生命
力を感じられる内容に
なっている。

　大部分の工作が見開
き２ページにおさめら
れており、はさみ、か
なづち、のこぎり、ペ
ンチなど様々な道具の
使い方を覚えながら楽
しくおもちゃ作りに取
り組むことができる内
容になっている。

　28種類の職業につい
て紹介している。

組織・配列

　お店で売る品物をは
じめ、コスチュームや
レジスターなど楽しい
アイテム150点以上が収
録されている。

　育っていく過程が写
真で順序よく並べられ
ている。

　作り方が順を追って
絵で説明されている。

　見開きページで一つ
の職業について紹介し
てあり、絵を見て仕事
の内容を想像できるよ
うに構成されている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　お店やさんごっこを
している様子や商品の
写真があり、子どもた
ちが興味関心を持てる
ように工夫されてい
る。

　切れ端が再び実っ
て、新しい命が誕生す
るまでを取りあげてお
り、生命力が感じられ
るようにまとめられて
いる。

　身近な材料を取り
扱っており、子どもた
ちの興味を引きやす
い。また、道具の使い
方も丁寧に書かれてい
る。

　時代とともに新しく
加わった仕事や名称の
変わった仕事について
も触れられている。

その他

　[図工・美術]にも活
用できる。

　［生活］［理科］に
も活用できる。

　[図工・美術]にも活
用できる。
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［ 職業・家庭（職業分野）］

発行者 28-3 ブロンズ新社 28-8　フレーベル館 28-8　フレーベル館 28-8　フレーベル館

書　名 もっとしごとば ICTで生活科 ICTで生活科 ICTで生活科

デジタルツールで
はっぴょうしよう！①

デジタルツールで
はっぴょうしよう！②

デジタルツールで
はっぴょうしよう！⓷

編著者名 鈴木　のりたけ 近畿大学附属小学校/ 近畿大学附属小学校/ 近畿大学附属小学校/

郡山ザベリオ学園小学校/
森村学園初等部・協力

郡山ザベリオ学園小学校/
森村学園初等部・協力

郡山ザベリオ学園小学校/
森村学園初等部・協力

定　価 1,700円＋税 3000＋税 3000＋税 3000＋税

頁　数 （40ページ） (32ページ) (32ページ) (32ページ)

JANコード 9784893095831 9784577049914 9784577049921 9784577049938

取扱い内容

　人気のある仕事から
花火師などのめずらし
い仕事まで９種類の仕
事の内容が紹介されて
おり、働くことに関心
をもてるような内容で
ある。

　デジタルツールを
使った発表を通して、
ICT機器の操作方法や活
用の事例、方法などを
紹介している。

　デジタルツールを
使った発表を通して、
ICT機器の操作方法や活
用の事例、方法などを
紹介している。

　デジタルツールを
使った発表を通して、
ICT機器の操作方法や活
用の事例、方法などを
紹介している。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

  いろいろな仕事場の
様子を詳細に説明して
いる。イラストが多く
用いられていて興味を
引く内容である。

　タブレットの使い
方、カメラアプリを
使っての加工・編集に
ついて、写真やイラス
トで、分かりやすく説
明されている。

　タブレットで記録し
た素材を使ったWebペー
ジやアプリ、動画での
編集などについて、写
真やイラストで、分か
りやすく説明されてい
る。

　これまで学んできた
内容を生かした発表資
料の作り方や、イン
ターネットを使っての
意見交換のポイントに
ついて、写真やイラス
トで、分かりやすく説
明されている。

組織・配列

  見開きの大きなイラ
ストで仕事場を紹介し
ている。

　紹介されている各発
表から、それぞれ違っ
たICT機器やアプリの使
い方、加工・編集など
を学ぶことができるよ
うに配列されている。

　紹介されている各発
表から、それぞれ違っ
たICT機器やアプリの使
い方、加工・編集など
を学ぶことができるよ
うに配列されている。

　紹介されている各発
表から、それぞれ違っ
たICT機器やアプリの使
い方、加工・編集など
を学ぶことができるよ
うに配列されている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

  細部まで書き込まれ
た仕事場のイラストが
子どもの興味をひきや
すい。

　発表準備から発表当
日までが３つの手順で
示されており、手順を
追ってICT機器やアプリ
の使い方、論理的な資
料の作成の基礎を学ぶ
ことができるよう工夫
されている。

　発表準備から発表当
日までが４つの手順で
示されており、手順を
追ってICT機器やアプリ
の使い方、論理的な資
料の作成の基礎を学ぶ
ことができるよう工夫
されている。

　発表準備から発表当
日までが５つの手順で
示されており、手順を
追ってICT機器やアプリ
の使い方、論理的な資
料の作成の基礎を学ぶ
ことができるよう工夫
されている。

その他

　［生活］にも活用で
きる。

　［生活］にも活用で
きる。

　［生活］にも活用で
きる。
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［ 職業・家庭（職業分野）］

発行者 52-1　家 の 光 協 会 63-16 スタタック

書　名 野菜づくり 絵で身につく

畑の教科書
はじめての子ども

マナーずかん

編著者名 板木　利隆 田中　ゆりこ

川城　英夫　監修

定　価 1,400円＋税 2,500円＋税

頁　数 （95ページ） （200ページ）　

JANコード 9784259518318 9784883938773

取扱い内容

　野菜づくりについて
基本的なことが紹介さ
れている。

　食事マナーやおでか
けのマナーなど、身に
付けたいマナーを分か
りやすく説明してい
る。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　作付け計画から収穫
後の片づけと手入れま
で、一連の流れが丁寧
に書かれている。

　良い例・悪い例を具
体的に示しており、す
ぐに生活の中で活かせ
る内容である。

組織・配列

　作業別に章立てされ
ており、栽培方法や育
て方等のポイントが分
かりやすく書かれてい
る。

　８種類のテーマに分
かれ、イラストとやさ
しい解説で構成されて
いる。

分量 

　分量は適当である。 　ページ数は多いが、
取り扱い内容は適当で
ある。

創意工夫

　写真やイラストが豊
富で理解しやすい。

　イラストと写真、そ
して読みやすい見出し
などでわかりやすくマ
ナーを学ぶことができ
るよう工夫している。

その他

　[生活][道徳]にも活
用できる。
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　［ 図工・美術 ］

発行者 02-1　岩　崎　書　店 02-1　岩　崎　書　店 02-1　岩　崎　書　店 02-1　岩　崎　書　店

書　名 あそびの絵本 あそびの絵本 あそびの絵本 あそびの絵本

ねんどあそび クレヨンあそび 紙ねんどあそび えのぐあそび

編著者名 長島 克夫  高橋 透 長島　克夫 村上　幸雄・作 長島　克夫

新坂 和男・作 絵 久保　たかし・絵

定　価 1,400円＋税 1,300円＋税 1,300円＋税 1,300円＋税

頁　数 （28ページ） （28ページ） （28ページ） （28ページ）

JANコード 9784265912063 9784265912070 9784265912087 9784265912179

取扱い内容

　板づくり、ひもづく
りの基本的な説明か
ら、それらを生かした
作品が取り上げられて
いる。

　クレヨンを初めて持
ち子どもでも、楽しみ
ながら描き方の学習が
できる内容になってい
る。

　紙ねんどを使った遊
び方が分かりやすく説
明されている。

　絵の具を使って、色
の変化を楽しみながら
学習できる内容になっ
ている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　ねんどの扱い方と
色々な技法をわかりや
すく絵で示し、順序立
てた説明がされてい
る。

　クレヨンの基本的な
技法が、学習できるよ
うに工夫されている。

　紙ねんどの作品をも
とにして、手を使った
遊びに発展できるよう
に説明がされている。

　絵の具の基本的な技
法について学習できる
ように説明されてい
る。

組織・配列

　平面的な作り方から
立体的な作り方の配列
になっている。

　13種の様々な表現が
紹介されている。

　紙ねんどの作り方
や、それを用いた様々
な作品を取り上げて、
実際に試したくなるよ
うに工夫された構成に
なっている。

　13種の様々な表現が
紹介されている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　見出しが分かりやす
く、興味を引くように
工夫されている。

　印刷は鮮明で、造本
も堅牢である。見出し
が分かりやすく工夫さ
れている。

　見出しが分かりやす
く、興味を引くように
工夫されている。

　印刷は鮮明で、造本
も堅牢である。見出し
が分かりやすく工夫さ
れている。

その他
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　［ 図工・美術 ］

発行者 06-1　偕　成　社 06-1　偕　成　社 06-2　学　　研 10-2　好　学　社

書　名 エリック・カールの絵本 かこさとし いっしょにあそぼ レオ・レオニの絵本

とうさんはタツノオトシゴ うつくしい絵 しましまぐるぐる じぶんだけのいろ

編著者名 エリック　カール かこ　さとし 柏原　晃夫 レオ＝レオニ・作

谷川　俊太郎・訳

定　価 1,500円＋税 1,400円＋税 880円＋税 1,068円＋税

頁　数 （25ページ） （32ページ） (24ページ) (32ページ)

JANコード 9784033279800 9784034170106 9784052031113 9784769020080

取扱い内容

　海の中で主人公がさ
まざまな魚と出会う様
子が描かれている。読
みながら色彩の美しさ
や不思議さを見て学べ
る内容になっている。

　世界の名画を通して
「美しい絵とは何か」
「なぜ美しいのか」を
考えながら鑑賞してい
く内容になっている。

　身近な食べ物や動物
を通して、「しまし
ま」「ぐるぐる」の２
種類の線について、楽
しみながら学習できる
内容になっている。

　主人公が自分だけの
色や模様を探す様子が
描かれている。読みな
がら、色彩の美しさを
見て学べる内容になっ
ている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　味わいのある色彩
を、親しみやすく鑑賞
できる内容になってい
る。

　名画を鑑賞する際の
ヒントが大変わかりや
すく示されている。

　見やすいようにコン
トラストの強い配色で
描かれた線や形を、楽
しみながら鑑賞できる
内容になっている。

　味わいのある色彩
を、親しみやすく鑑賞
できる内容になってい
る。

組織・配列

　ページごとに種類の
違う彩色の絵が配置さ
れている。

　有名な５人の画家と
その代表的な作品につ
いて、順に紹介されて
いる。

　ページをめくると、
親しみやすいイラスト
とともに、直線・曲線
が交互に描かれた構成
になっている。

　ページごとに種類の
違う色彩の絵が配置さ
れている。

分量 

　色彩の美しさ、不思
議さが描かれており、
分量は適当である。

　分量は適当である。 　イラストが分かりや
すく、学習するのに分
量は適当である。

　色彩の美しさが描か
れており、分量は適当
である。

創意工夫

　さまざまな魚の海中
での生活と色彩との関
係が、透明シートも
使って表現され、自然
と色彩に興味が持てる
ように工夫されてい
る。

　画家の人間像にも焦
点をあてて、いっそう
親しみやすく、わかり
やすい作品の解説がな
されている。

　文字はできるだけ少
なくし、見て楽しめる
ように工夫されてい
る。

　１種の動物に焦点が
当てられ、色彩の変化
について楽しめるよう
に工夫されている。ま
た、読んだ後には実際
に制作につなげられる
内容になっている。

その他
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　［ 図工・美術 ］

発行者 10-3　国　土　社 10-3　国　土　社 11-1　さ　え　ら 12-2　小　学　館

書　名 たのしい図画工作14 たのしい図画工作16 たのしい工作教室 あーとぶっく

こすりだし・すりだし ちぎり紙・きり紙・はり絵
たのしいこうさく

きょうしつ１ ひらめき美術館第１館

編著者名 羽場　徳蔵 羽場　徳蔵 渡辺 俊夫　 土井 正光 結城　昌子

こやま　きょうへい・著

定　価 2,000円＋税 2,000円＋税 1,300円＋税 1,750円＋税

頁　数 （32ページ） （32ページ） （47ページ） (64ページ)

JANコード 9784337094147 9784337094161 9784378012018 9784097272311

取扱い内容

　フロッタージュの基
本的技法とともに、す
ぐれた作品が紹介され
て見て楽しめる内容に
なっている。

　紙を素材に、ちぎ
る・きる・はるの活動
を通して造形への関心
を深める内容になって
いる。

　身近にある素材を
使って、作って遊べる
工作を紹介した内容に
なっている。

　有名な絵画や彫刻作
品を取り上げ、親しみ
やすく鑑賞できる内容
になっている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　基本的な技法の数々
が、身の回りのいろい
ろな素材を用いて分か
りやすく説明されてい
る。

　紙の造形でのもっと
も基本的な内容から応
用へと興味・関心に合
わせて選べるよう工夫
されている。

　簡単な道具立てと作
業手順で制作できるよ
うに分かりやすく説明
されている。

　一人ひとりの感じ方
を尊重し、誰もが興味
を持って鑑賞できるよ
うに工夫されている。

組織・配列

　こすりだしの初歩か
らはり絵への応用、す
りだしへと発展性のあ
る配列となっている。

　基本的な技法を中心
に発展させた表現ま
で、楽しい作品が取り
上げられている。

　6種類の作品が紹介さ
れており、さまざまな
楽しみ方ができるよう
に構成されている。

　見開きページを美術
館の展示室に見立て
て、様々な作品が紹介
されている。

分量 

　分量は適当である。 　それぞれの題材につ
いて、数種類の作品例
が示されており、分量
も適当である。

　素材を選択して指導
できる内容になってお
り、分量も適切であ
る。

　図解が分かりやす
く、コメントも楽しめ
る内容であり、学習す
るのに分量は適当であ
る。

創意工夫

　多くの作品例が紹介
されており、見て楽し
めるように工夫されて
いる。

　作品例が多く、印刷
が鮮明なため興味を引
きやすい。造本も堅牢
である。

　遊び方についても図
解されており、楽しめ
る工夫がなされてい
る。

　読む人に問いかけた
り、考えさせたり、発
想をふくらませて鑑賞
できるよう工夫されて
いる。自らも画家の気
持ちになり創作活動を
楽しむことができる工
夫されている。

その他
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　［ 図工・美術 ］

発行者 12-2　小　学　館 12-2　小　学　館 17-1　チ ャ イ ル ド 17-1　チ ャ イ ル ド

書　名 あーとぶっく あーとぶっく ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ
つくろう！あそぼう！
身近な素材を生かす

ひらめき美術館第２館 ひらめき美術館第３館 わくわくワークショップ 手作りおもちゃとプレゼント

編著者名 結城　昌子 結城　昌子 ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ 中川　真由子

定　価 1,750円＋税 1,750円＋税 1,800円＋税 1,800円＋税

頁　数 （64ページ） (60ページ) （86ページ） （109ページ）

JANコード 9784097272328 9784097273837 9784805402191 9784805400074

取扱い内容

　有名な絵画や彫刻作
品を取り上げ、親しみ
やすく鑑賞できる内容
になっている。

　有名な絵画や彫刻作
品を取り上げ、親しみ
やすく鑑賞できる内容
になっている。

　海やおばけ、はたけ
や街など親しみやすい
題材で身近な材料を
使って楽しく制作でき
る内容になっている。

　牛乳パックやペット
ボトル、段ボールなど
の身近にある素材を
使って簡単に作ること
のできる作品が取り扱
われている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　一人ひとりの感じ方
を尊重し、誰もが興味
を持って鑑賞できるよ
うに工夫されている。

　一人ひとりの感じ方
を尊重し、誰もが興味
を持って鑑賞できるよ
うに工夫されている。

　作り方や完成品が写
真で分かりやすく説明
されている。

　切る、貼る、飾り付
けをするなど、簡単な
手順の作品が多く、自
分で作品をつくる楽し
さが味わうことができ
る内容となっている。

組織・配列

　見開きページを美術
館の展示室に見立て
て、様々な作品が紹介
されている。

　見開きページを美術
館の展示室に見立て
て、様々な作品が紹介
されている。

　７種類の作品が、作
り方から完成後の活動
まで写真と楽しいコメ
ントが章ごとで紹介さ
れている。

　「ゲームであそぼ
う」「変身しちゃお
う」「楽しい行事」な
ど、テーマごとに６章
で構成されている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　構成の工夫により、
豊かに発想をふくらま
せて作品を鑑賞できる
ようになっている。自
らも画家の気分になり
創作活動を楽しめるよ
うな工夫がなされてい
る。

　作者の意図や作品が
作られた背景について
紹介され、興味を持っ
て鑑賞できるよう工夫
されている。

　カラー写真でわかり
やすく多くの作品が紹
介されており、見てい
るだけでも制作意欲を
掻き立てられるような
工夫がされている。

　作り方とともに遊び
方や使い方が写真やイ
ラストで分かりやすく
説明されている。

その他
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　［ 図工・美術 ］

発行者 17-1　チ ャ イ ル ド 20-1 童心社 20-1　童心社 25-1　の　ら　書　店

書　名 手作りおもちゃアイデア集 絵本・ことばのひろば 絵本・ことばのひろば はじめてのこうさくあそび

素材を生かす
くろくんと

ちいさいしろくん
くれよんのくろくん

編著者名 立花　愛子 なかや　みわ なかや　みわ ノニノコ

定　価 1,800円＋税 1200＋税 1200＋税 1,500円＋税

頁　数 （112ページ） (32ページ) (32ページ) (62ページ)

JANコード 9784805400326 9784494015542 9784494008926 9784931129221

取扱い内容

　空き容器や紙など、
身近な素材を使って、
おもちゃを作る方法が
取りあげられている。

　絵本で登場するクレ
ヨンたちが、異なる色
との出会いや別れを通
して、他の色だけが持
つ良さや仲間と一緒に
描くことの楽しさを技
法と共に紹介してい
る。

　絵本で登場するクレ
ヨンたちが、異なる色
との出会いや別れを通
して、他の色だけが持
つ良さや仲間と一緒に
描くことの楽しさを技
法と共に紹介してい
る。

　絵を描くコツ、版を
楽しむコツ、針と糸で
縫うコツ、手を動かし
て物を作ることの楽し
さが紹介されている。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　子どもたちが楽しみ
ながら、おもちゃ作り
を理解できる内容と
なっている。

　絵本を読み進めると
絵の具やクレヨンを
使った制作について学
習することができるよ
うになっている。

　絵本を読み進めると
スクラッチの技法の手
順について学習するこ
とができるようになっ
ている。

　作品は「絵・プリン
ト・紙・おもちゃ・飾
り・布」の６項目に分
けられ、写真やイラス
トで誰にでも分かりや
すく説明されている。

組織・配列

　完成品の写真と共に
作り方の手順が分かり
やすく説明されてい
る。

　擬人化されたクレヨ
ンや身近な画材、筆記
用具のキャラクターた
ちが登場する話になっ
ている。

　各色の特徴に触れな
がら、描くことの楽し
さを見て感じることが
できるよう配列されて
いる。

　作品に使う材料や道
具が、それぞれのペー
ジ右上に書かれてお
り、必要な情報が見つ
けやすいように工夫さ
れている。

分量 

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。 　１つの作品が見開き
ページで示されてお
り、分量は適当であ
る。

創意工夫

　完成品で遊んでいる
写真があり、興味関心
をもって作品作りに取
り組めるよう工夫され
ている。

　絵本のわかりやすい
話で興味を引くように
工夫されている。

　１ページ１色で描か
れていたり、色鮮やか
な１枚の絵となるよう
色を合わせたりしなが
ら、色の特徴や使い方
がわかるよう工夫され
ている。

　６項目ごとに色分け
されており、作りたい
物が探しやすいよう工
夫されている。作品例
の背景は色無地、説明
文の背景は白無地で説
明文が読みやすいよう
に配慮されている。

その他

　［道徳］にも活用で
きる。

　［道徳］にも活用で
きる。
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　［ 図工・美術 ］

発行者 28-1　福　音　館 30-2　ポ　プ　ラ　社 30-2　ポ　プ　ラ　社 53-5　W A V E 出 版

書　名 かがくのとも絵本
やってみよう！ブック（１）

はじめてのこうさく リサイクル工作であそぼう！
さわこさんと

ハッポゥくんの

しんぶんしでつくろう
ちぎる・まるめる・おる・かく・

きる
手づくりおもちゃ200

７自然であそぶ
はじめての工作

編著者名 よしだ　きみまろ まるばやし　さわこ 奥山　英治 まるばやし　さわこ

ハッポゥくん

定　価 900円＋税 1,200円＋税 2,850円＋税 1,500円＋税

頁　数 （28ページ） (127ページ) （47ページ） (95ページ)

JANコード 9784834010510 9784591145371 9784591138175 9784872906561

取扱い内容

　新聞紙を使って、ち
ぎる・丸める・貼り付
ける等、創造性を生か
した遊び方が取り上げ
られている。

　ものづくりの基本を
学び、ものを作ること
の驚きや喜び、豊かな
想像力を養う内容に
なっている。

　木の実や竹、枯れ
葉、木の枝等の自然に
あるものを材料にし
て、おもちゃの作り方
が分かりやすく説明さ
れている。

　紙やダンボールなど
身近にある様々な材料
をおもちゃに変身す
る。ものは買うだけで
なく、作れることに気
づく内容になってい
る。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　からだ全体を使って
行う造形遊びの内容が
分かりやすく紹介され
ている。

　材料や作り方、完成
作品が写真や図で分か
りやすく説明され、型
紙に従って簡単に制作
できるように工夫され
ている。

　使う工具やポイント
がまとめられており、
分かりやすい内容と
なっている。

　用意する道具や材料
が太字で示され、写真
や図解で順を追って分
かりやすく説明されて
いる。

組織・配列

　ちぎる・まるめる等
の活動から簡単な道具
を使ったものまで、楽
しく学べるように工夫
されている。

　「ちぎる、まるめ
る、おる、かく、き
る」の活動が簡単なも
のから順に紹介されて
いる。

　完成したおもちゃが
写真やイラストで載せ
られており、見やすい
ように配列されてい
る。

　34種類の様々な作品
が紹介されており、作
り方のアドバイスやポ
イント、遊び方などが
分かりやすく紹介され
ている。

分量 

　分量は適当である。 　身近にある手に入り
やすい材料を使った作
品例が示されており、
分量は適当である。

　分量は適当である。 　身近な道具や材料を
使った作品例が示され
ており、分量は適当で
ある。

創意工夫

　文字を少なくし、絵
で内容やイメージを分
かりやすくする工夫が
されている。

　食べ物や動物など、
子どもが興味を持つこ
とができるように工夫
されており、写真やひ
らがなの文章で分かり
やすく説明されてい
る。

　作品の工作時間や難
しさが見やすいように
３段階の星で表してい
る。

　作品例はカラフル、
写真は大きく鮮明に印
刷されている。作品の
遊び方も紹介されてお
り、創作意欲をかきた
てる工夫がされてい
る。

その他

　［生活］にも活用で
きる。
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　［ 図工・美術 ］

発行者 30-2　ポ　プ　ラ　社 52-2　岩波書店 14-4　成 美 堂 出 版 55-19　大泉書店

書　名 いろいろいろのほん だれでもアーティスト 作ってみよう！ ひとりでおれる

リサイクル工作68 だいすき！おりがみ

編著者名 エルヴェ　テュレ・作 結城　昌子 近藤　芳弘 本郷折紙研究会・編

谷川　俊太郎・訳

定　価 1,300円＋税 2000＋税 900円＋税 780円＋税

頁　数 (64ページ) (80ページ) （143ページ） （96ページ）

JANコード 9784591139790 9784001112351 9784415014371 9784278083309

取扱い内容

　実際に指や手で絵の
具を触っているかのよ
うに、色の不思議、色
の楽しさを体感できる
ような内容になってい
る。

　旧石器時代の洞窟壁
画からポップアートま
で、幅広い美術表現の
制作方法を写真や文章
で分かりやすく紹介し
ている。

　身近にあるリサイク
ル素材を使って、楽し
い作品やおもちゃを作
る方法が取り上げられ
ている。

　遊んだり、飾ったり
することができる作品
など、子どもが一人で
折ることができる折り
紙が多数紹介されてい
る。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　色の混色を、実際の
絵の具を使って、親し
みやすく鑑賞できる内
容になっている。

　身近な画材や材料を
使って、作品を模倣す
ることができるような
説明がされている。

　子どもたちが楽しく
取り組み、身近な作品
を作ることができる内
容になっている。

　花果、物、動物、虫
などに加え、使う・飾
る・遊べる作品を折る
ことができる内容であ
る。

組織・配列

　ページごとに混色に
ついて描かれ、絵の具
について様々な楽しみ
方が分かりやすく構成
されている。

　１つの作品に対して
４～６ページを使って
写真や大きな文字で制
作のポイントが説明さ
れている。

　イラストや写真を豊
富に使い、作品のイ
メージや作業の内容が
わかりやすくまとめら
れている。

　５つのテーマで折り
方がわかりやすく配列
されている。

分量 

　色彩の美しさ、不思
議さが描かれており、
学習するのに分量は適
当である。

　分量は適当である。 　分量は適当である。 　分量は適当である。

創意工夫

　色彩の変化につい
て、文字による表現で
はなく、写真を見なが
ら楽しむことができる
ように工夫されてい
る。

　昔の作品を現代的な
材料を使ってアレンジ
した作り方が紹介され
ていて、作品に親しみ
を感じることができる
ように工夫されてい
る。

　利用する素材別に作
品の項目が分かりやす
くまとめられている。

　カラーの写真とイラ
ストで、折り方や完成
をイメージしながら折
り進めることができる
よう工夫されている。

その他

　［生活］にも活用で
きる。
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　［ 図工・美術 ］

発行者 日本文教出版 80-12　保育社

書　名 つくる・見る・学ぶ
アートって何だろう

美術の基本 初めてアートに出会う本

編著者名 京都市立芸術大学美術教育 中島 裕司

研究会 日本文教出版編集部

定　価 1800＋税 3,000円＋税

頁　数 (165ページ) （95ページ）

JANコード 9784536649995 9784586086337

取扱い内容

　絵画、版画、彫刻、
デザイン、工芸、映像
メディアなどの制作方
法や美術作品が紹介さ
れている。

　誰もが知る画家を中
心に色や分野、表現方
法などに分けて作品を
紹介している。

人権の取扱い

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

　人権尊重の観点から
みて内容や表現が適切
に取り扱われている。

内容の程度

　写真や文章で、作品
制作の説明がされてい
る。

　洞窟壁画から現代の
グラフィティーまでの
作品について、時代を
追って学ぶことができ
る内容である。

組織・配列

　作品の制作方法や鑑
賞、美術史（年表）に
ついての内容が取り上
げられている。

　美術作品とともに、
使用されている道具や
材料、表現方法も学べ
るように構成されてい
る。

分量 

　幅広いジャンルの中
から選択して指導がで
きるようになってお
り、分量も適切であ
る。

　幅広いジャンルの中
から選択して指導がで
きるようになってお
り、分量も適切であ
る。

創意工夫

　作品例が多く、印刷
が鮮明である。

　作品にまつわる質問
が出されるなど、楽し
みながら学べるように
工夫されている。

その他

　[道徳]にも活用でき
る。
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  視覚障がい教育の部 
 
１． 基本的な考え方 

（１） 視覚特別支援学校 
○盲 学 級   当該学年用の文部科学省著作教科書（点字版）を採択する

こと。ただし、前記教科書が発行されていない種目について

は、教科書として適切な点字版図書を採択すること。 
 

○弱 視 学 級   当該学年用の文部科学省検定教科書を採択すること。ただし、

個々の状況に応じて、教科書として適切な一般図書（拡大教

科書を含む）を採択すること。（なお、小学部及び中学部の

国語の教科の教科書については、検定教科書のほかに、文部

科学省著作の点字版の教科書を採択することができる。） 

 
○重複障がい学級   個々の発達の状況に応じた文部科学省検定教科書、文部科学

省著作教科書（点字版、特別支援学校知的障がい教育用を含む）

又は教科書として適切な点字版図書、一般図書（拡大教科書

を含む）を採択すること。 

 
     （２）小・中学校 
          ○弱 視 学 級   当該採択地区内の小・中学校で使用されている教科書（点

字版を含む）と同一のものを使用すること。ただし、個々の

状況に応じて、教科書として適切な一般図書（拡大教科書を

含む）を採択すること。 

   
２．選定に当たっての基準的事項 

 
     （１）児童生徒の発達の状況に適応していること。 
     （２）教材の内容が系統的であること。 
     （３）人権尊重についての配慮がなされていること。 
     （４）内容が特定の題材又は一部の分野に偏っていないこと。 
     （５）さし絵等の内容が適当で鮮明であること。 
     （６）文字の大きさ、字間、行間等が適切で見やすく、文の長さが適当であること。 
     （７）活用の度合いが高いこと。 
     （８）造本が堅牢で、長期の使用に耐えるものであること。 
     （９）価格が適当であること。 

 

＊ 点字版教科書は、特別支援学校用（小・中学部）教科書目録の小学部視覚障害者用 

［点字版］及び中学部視覚障害者用［点字版］を参照してください。 

＊ 拡大教科書は、小学校用教科書目録及び中学校用教科書目録を参照してください。 

（一覧の教科書の記号・番号欄に「※」のあるものは拡大教科書の発行予定がある 

ことを示しています。） 
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