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由

印

印

書体もフォントの大きさも大変見やすい。
1

01-1 あかね書房 I02

あかね書房の学習えほん

おかあさんだいすき１．２．３

楽しく絵を見ながら、かずの学習を進めることができる。
１０までの数の学習と、さらに発展的に２桁の数や足し算、引き算、割り算のゲームも紹介されている。
季節の移り変わりに沿って、身近な野の花と虫が鮮やかに描かれており、自然の美しさや変化が視覚的に分かりやすい。

2

02-1 岩崎書店

絵本図鑑シリーズ１２

F12 －野の花と虫たち－

のはらのずかん

幅広く植物や虫について描かれているため、自然について豊かに学ぶことができる。
書体もフォントの大きさも大変見やすい。

3

04-1 絵本館

D02 五味太郎の絵本 かずのえほん１・２・３ 楽しく絵を見ながら、かずの学習を進めることができる。
１０までの数の学習と、さらに発展的に２桁の数や足し算、引き算、割り算のゲームも紹介されている。
イラストが児童の興味を引くもので、「次は何の動物だろう」とわくわくしながら読みすすめることができる。

4

06-1 偕成社

L01 日本の絵本

１００かいだてのいえ

１から１００までの順序数に慣れ親しむことができる。
４７語のつなぎの言葉（助詞）と、それに合ったイラストが描かれており、言葉の続き方や意味がわかりやすい。

5

06-1 偕成社

O05 五味太郎・言葉図鑑５ つなぎのことば ページの中の話題で助詞の使い方が、三例ずつ具体的に整理されている。
文字に大きな丸ゴシック体が使用されており、読みやすい。
身近なあいさつ言葉を中心に、生活の中で使う言葉がたくさん紹介されている。

6

06-1 偕成社

O06 五味太郎・言葉図鑑６ くらしのことば 表情豊かなイラストとともに表現されており、興味を持って取り組みやすい。

7

06-1 偕成社

O10 五味太郎・言葉図鑑１０ なまえのことば 日常生活との関わりの中から、名前を学習することができる。

表情豊かな楽しい絵によって身近な事柄や物の名前の学習ができる。
文字とイラストが分かれており、コントラストがはっきりしている。
卵、幼虫、さなぎ、蝶へという変態が美しい色使いとお話でつづられていて、あおむしが蝶になるまでの過程がわかりやすい。

8

06-1 偕成社

T01 エリック・カールの絵本 はらぺこあおむし あおむしが食べた所の穴の後が、１，２，３と構成されており、指で触りながら楽しく数の学習ができる。

9

06-1 偕成社

T07

１ページに動物が１匹ずつ描かれていてわかりやすい。
エリック・カールの絵本

できるかな？－あたまからつまさきまで－

動物の動きも描かれているので、楽しんで学習に取り組むことができる。
たのしくまねっこあそびができる。あそびを通して学習を進めることができる。
身体を使った活動を通して擬態語などを知ることができる。

10 06-2 学研

G07 あそびのおうさまＢＯＯＫ はじめてぬるほん
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絵を通して手先を使った活動ができる。
11 06-2

学研

G08 あそびのおうさまＢＯＯＫ はじめてきるほん

12 06-2

学研

J04 ふしぎ・びっくり！？ こども図鑑 ８きせつ 生き物の飼育・観察や野菜などの栽培が説明されている。

写真・絵が豊富でわかりやすい。
季節の関連した行事やくらしや動植物を紹介し、学習意欲・生活意欲を高める内容である。
オムレツ、たまごやき等、簡単でおいしいたまご料理が１５種紹介されており、子どもの興味をひきやすい。
13 07-2

金の星社

F01 ひとりでできるもん！１ たのしいたまご料理 写真が大きく、完成のイメージをもたせやすい。
材料や作り方がイラストで描かれ、視覚的にとらえやすい。
料理の写真が大きく、わかりやすい。

14 07-2 金の星社

F04

ひとりでできるもん！４

うれしいごはん、パン、めん料理

主食の調理法が、イラストや写真でわかりやすく紹介されており、作ってみたい、食べてみたいという意欲を引き出すことができる。

おかしの写真が大きくのっていて、子どもの興味をひきやすい。 １６種の簡単に作れるお菓子が紹介されている。
15 07-2 金の星社

F05 ひとりでできるもん！５ すてきなおかし作り 身近な材料を使ったおかしのつくり方がイラストで描かれ、視覚的にわかりやすい。
作ってみたい、食べてみたいという意欲を引き出しやすい。
書くときのスタートとゴールが、分かりやすいマークで示されている。

16 08-1 くもん出版 A03 もじ・ことば３ やさしいひらがな１集 楽しいイラストがついた書き込み式のワークになっているので、やる気を持たせられる。

少しずつステップアップさせる構成になっており、無理なく進めていくことができる。
17 08-1 くもん出版 A11

もじ・ことば1１

はじめてのかん字

繰り返し練習する構成になっており、定着に役立つ。
身近な食べ物が実物そっくりに描かれているのでわかりやすい。

18 08-1 くもん出版 B01

生活図鑑カード

19 08-1 くもん出版 B02

生活図鑑カード

20 08-1 くもん出版 B06

生活図鑑カード

たべものカード

カード式になっているので、必要に応じていろいろな使い方ができる。
身近な果物や野菜が一枚ずつのカードに本物そっくりに描かれていて、わかりやすい。

くだものやさいカード１集

果物や野菜の名前を覚えたり読んだりしていく中で、文字や言葉への関心を高められる。
身近な店や公共施設が取り上げられており、親しみやすい。

お店カード

一枚ずつのカードに詳しく描かれており、わかりやすい。
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21 08-1 くもん出版 B07

図書名
生活図鑑カード

採 択 理
身近な道具が本物そっくりに描かれていて、わかりやすい。

生活道具カード

由

印

印

道具の名前を読むことで文字に親しみ、言葉への関心を高めることができる。
何度も書いたり消したりすることができるため、遊び感覚で楽しみながらひらがなを学習することができる。

22 08-1 くもん出版 C01

書きかたカード「ひらがな」

繰り返して書く練習が行えるため、ひらがな１文字１文字をしっかりと定着をさせるのに適している。
カードの裏面に、その文字から始まる身近な物のイラストが描かれており、文字と言葉を対応させながら楽しく学習することができる。

23 08-1 くもん出版 D01

ひらがなカード

カード式なので、提示したり選んだりなど、いろいろな使い方ができる。
赤と青で色分けされた短針と長針の組み合わせでわかりやすく、基本的な時刻の読み方をくり返し学習できる。

24 08-1 くもん出版 D02

とけいカード

裏面に時刻の読み方（漢字・ひらがな）とデジタル表示が書かれており、読み方とアナログ・デジタルを対応させながら学習ができる。

挨拶などの言い方が場面と一緒に書かれているのでわかりやすい。
講談社の年齢で選ぶ知育絵本
４・５・６さいのきもちをつたえることばのえほん

25 10-1 講談社

E01

26 10-8 合同出版

絵でわかるこどものせいかつずかん１
B01
カラーイラストで描かれた生活動作を自分の生活経験と重ね合わせて見ることによって、楽しく習得することができる。
みのまわりのきほん

27 12-2 小学館

B02 ２１世紀幼稚園百科２ とけいとじかん 時刻（何時何分）をわかりやすく説明しているので、時計の読み方の練習に役立つ。

挨拶や学校で必要な日常の言葉が取り上げてあり、コミュニケーション力を養うことができる。
言葉で伝えるだけではわからない日常生活の様々な事柄をイラストで分かりやすく描かれているため、視覚的にとらえやすい。

身近なところにある時計や珍しい時計をたくさん使っており、興味を持ちやすい。

写真が豊富に使われ楽しく見ることができる。
28 12-2 小学館

B06 ２１世紀幼稚園百科６ かずあそび１・２・３ ものを集まりとしてみる数の大小、順序などの１０までの概数を理解できる。
１００までの数を数えやすいように色や並べ方を分けている。
イラストと写真が満載の日本地図絵本であり、視覚的に分かりやい。

29 12-2 小学館

C01 ドラえもんちずかん１

にっぽんちず 児童が好きなキャラクターと一緒に日本の各地方をめぐりながら、都道府県名、地名、人々の暮らし、名所などを知ることができる。
郷土料理や鉄道、動物、四季の様子などのページもあり、楽しみながら日本のことを学ぶことができる。
左ページに単純化されたわかりやすい絵と右ページに大きく見やすいひらがなで構成されている。

30 20-4 戸田デザイン 003

あいうえおえほん

ひらがなが一文字ずつ１ページに大きく書かれておりなぞり書きにも活用できる。
ひらがなの書き順も示されていて、正しく書く力が身につく。
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地方ごとの特徴がわかりやすく書かれている。
31 20-4 戸田デザイン 005

にっぽんちず絵本

32 20-4 戸田デザイン 006

せかいちず絵本

33 20-5 同成社

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

全文ひらがな表記で、絵の色彩がはっきりしており見やすい。
絵や色彩が鮮明で見やすく、文字も大きく読みやすい。
世界の国の特徴、文化、生活などの様々な情報が楽しく描かれている。
文字が大きく、行間も広くとってあり、文章が簡潔である。

A01

それぞれの教材文で文法的な事項が学習できる。
言語力を深め、読みの力を伸ばすために発問や指導のポイントが書かれているので、授業に活用しやすい。
かたかなと漢字の学習の導入に使いやすい工夫がされている。点線をなぞって書き込めるページもある。

34 20-5 同成社

A02

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

文字、単語、文へと段階的に学習を進められるように配列されている。
漢字の成り立ちも楽しく学べる。数字の読み方も丁寧に扱っている。
基本文型が繰り返し使われており、学習内容が分かりやすい。

35 20-5 同成社

A03

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

読む力と書く力を着実に身につけるため、学校や家庭の身近な生活を題材にした文章が、段階的に配列されている。
課題にそって、自分で答えを考え、語彙が増えるように工夫されている。
語や文法にかかわる教材を、子どもの言語的実態に応じて指導できるよう構成されている。

36 20-5 同成社

A04 ゆっくり学ぶ子のための

国語４

文学教材がとりあげられている。説明文教材で読みや作文や詩の表現力を身につけることができる。
聞く力や話す力を身につけることができる教材や、言語や文法にかかわる教材が取り上げられている。

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編１

37 20-5 同成社

B01 （改訂版）
（表現形成・言語形成・発声・発音）

38 20-5 同成社

I06

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

C01

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」１
（量概念の基礎、比較、なかま集め）

C02

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

少しことばの出かかった段階から指導ができる。
簡単な単語・文章の読み、語彙をふやす訓練ができる。やや長い文章の読みを学習することができる。
豊富なカラーページに絵を入れて理解の助けとなるよう配慮されている。
ひらがなの読み書きができるように工夫されている。
単語が書けるようになる段階まで到達できる教材が取り上げられている。
「触る」「見る」「話す」等の操作活動を展開することで、量の概念を理解できる。

39 20-5 同成社

身近な具体物の絵から、比較・弁別など算数学習に必要な基礎的な力を養うことができる。
「触る」「見る」「話す」等の操作を通して、５までの数概念を理解できる。

40 20-5 同成社

文字が大きく、図表も見やすい。
具体物から量や数概念に抽象化できるよう配慮されている。
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ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」３

41 20-5 同成社

C03 （６～９のたし算、ひき算、位取り）

42 20-5 同成社

C04 （くり上がり、くり下がり、２けたの数の計

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」４
算）

印

採 択 理 由
６～９のたし算、ひき算や位取りについて、細かいステップで学習できるようになっている。

印

具体物からタイルを操作することと、数概念の抽象化に重点がおかれていて理解できるよう配慮されている。
くり上がり・くり下がりのあるたし算・ひき算を具体物からの操作を通して理解できるよう配慮されている。
身近なものの量について、単位の表し方が理解できる。
字が大きく見やすい。

43 20-5 同成社

C05

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５
（３けたの数の計算、かけ算、わり算）

絵や図で説明がしてあり、視覚的に分かり易いので、３けたの数の計算や九九、わり算の導入学習に適している。
単位の換算を学習できる。
社会のしくみや公共交通機関の利用方法など、豊かな社会生活を送るための基本的な生活力を身に付けることができる。

44 20-7

東洋館出版社

001 くらしに役立つ社会
見やすい文字の大きさと学習の進めやすいやり方と手本が示されている。

45 20-7 東洋館出版社 002

くらしに役立つ国語

自己紹介や電話のかけ方等を通して表現力を養う内容や、履歴書等の書き方の掲載もあり、生活に対応できる内容となっている。

社会生活を送るための国語力を身につけることができる。
数学的な思考をイラストで表されており、数字だけではイメージしにくい数の概念に対する理解を深めやすい。
46 20-7 東洋館出版社 003

くらしに役立つ数学

47 22-3 日本教育研 A02

ひとりだちするための算数・数学

数学の授業と並行して生活単元学習や自立活動の時間でも活用することができ、学習した事を日常生活に活かすことができる。

身近な数学の内容となっており、生活にすぐに活かすことのできる内容となっている。
計算の能力よりも、生活で活用ができる考え方を学ぶことができる。
曲に合わせた体の動かし方など、イラストで具体的に示されている。
48 27-1 ひかりのくに 001

たのしいてあそびうたえほん

49 28-1 福音館

福音館の科学シリーズ

歌に合わせて身体を動かすことで、身体機能の向上を図ることができる。
絵に合わせて地図記号が配列されており、とてもわかりやすい。

G05

ぼくらの地図旅行

市街地から海岸、山間部など多様な生活の様子がわかりやすく表現されている。
「うんとこしょ

50 28-1 福音館

H26 こどものとも絵本

おおきなかぶ

どっこいしょ」等の言葉が繰り返し使われ、楽しみながら登場人物や物語の筋を理解することができる。

模倣遊び、劇化など幅広く活用でき、国語的な学習を総合的に深められる。
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51 28-1 福音館

M06

印

図書名

図書コード

みぢかなかがくシリーズ
－はたらく人みつけた－

採 択 理 由
町の様子が細部にわたって描かれており、いろいろな発見ができるように工夫されている。
町たんけん

印

登場人物に吹き出しが入れられており、町に住む人たちの生き生きとした姿がイメージしやすい。
いろいろな職業が絵を見てわかる。
様々な仕事について見て知ることができる。

52 28-3 ブロンズ新 C01

しごとば
写真やイラストが多く掲載されており、本と実物を見比べながら学習を進めることができる。

ふしぎをためすかがく図鑑
53 28-8 フレーベル D03
かがくあそび

身の回りにあるものを使った実験が多く取り上げられているため、理科を身近な物と考え興味関心を深めることができる。

都道府県名や都道府県庁所在地名がひらがなで記載されており、各地方の産物や名所がイラストで描かれているので親しみやすい。

54 29-1 平凡社

B02 新版はじめましてにほんちず

55 30-2 ポプラ社

音のでる知育絵本４
P04
あいうえおのほん

日本を７つの地方と南の島々に分けて、見開きで地図を載せてあり、「日本」をイメージしやすい。
大きな文字とイラストが入っており理解しやすい。

こえでおぼえる

クイズを楽しめる等楽しく学習を進められる工夫がされている。
声がでるので、音の違いを含め聞き取る練習ができる。
２年生の算数の内容が分かりやすく説明されている。

56 32-1 民衆社

さんすうだいすき
A02
あそぶ・つくる・しらべる２年

57 11-4 三省堂

511

58 11-4 三省堂

こどもマナーとけいご絵じてん
A05
(9784385143101)

調べやすく、言葉の意味がイラストもあり、分かりやすい。
こどもこくごじてん
(9784385143002)
子どもの生活に密着したテーマをとりあげ、家庭・学校・公共の場所など日常生活の場面ごとに解説を加えてある。
楽しいイラストによる図解と、ふりがなつきの丁寧な説明で、楽しく学べる。
最新の敬語解説がついている。
様々な職業がイラストで、紹介され、また一つひとつ説明が簡潔にあるため、こどもたちにとってイメージがしやすい。
59 17-1 チャイルド 552

60 32-1 民衆社

なりたい！わくわく！おしごとずかん
(9784805444832)

さんすうだいすき
508 あそぶ・つくる・しらべる３年
(9784838307524)

３年生の算数の内容が分かりやすく説明されている。
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20-7 東洋館出版社 002 くらしに役立つ国語

採 択 理 由
見やすい文字の大きさと学習の進めやすいやり方と手本が示されている。

印

印

自己紹介や電話のかけ方等を通して表現力を養う内容や、履歴書等の書き方の掲載もあり、生活に対応できる内容となっている。

社会生活を送るための国語力を身につけることができる。
字が大きく量も少なめで、解説も分かりやすく書かれており、数学が苦手な生徒の学習指導に使いやすいため。
2

05-3 旺文社

505 とってもやさしい中１数学三訂版
文字、絵、色づかいとも鮮明でわかりやすい。

3

20-4 戸田デザイン 001 和英えほん

和英辞典の形式で、身近なことばが取り上げられている。
一つ一つのことばに絵があり、日本語と英語を結びつけやすい。
料理の写真が大きく、わかりやすい。

4

07-2 金の星社

ひとりでできるもん！４
F04
うれしいごはん、パン、めん料理

主食の調理法が、イラストや写真でわかりやすく紹介されており、作ってみたい、食べてみたいという意欲を引き出すことができる。
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01-1 あかね書房 I01

あかね書房の学習えほん あそぼうあそぼう あいうえお

採 択 理 由
発音がカタカナ文字で書き表されており、簡単に発音することができる。

印

印

絵に表情があり、楽しく学習に取り組める。
初歩的な英会話が取り上げられており、学習に取り組みやすい。
書体もフォントの大きさも大変見やすい。

02-1 岩崎書店

E02 五味太郎のことばとかずの絵本 絵本ＡＢＣ 英単語の読み方がカタカナで表記されており、視覚的に発音を理解することができる。
日常生活で必要なことや身近なことが題材として取り上げられており、実体験と結びつけて学習が進められる。
文字、絵、色づかいとも鮮明でわかりやすい。

20-4 戸田デザイン 001 和英えほん

和英辞典の形式で、身近なことばが取り上げられている。
一つ一つのことばに絵があり、日本語と英語を結びつけやすい。
見やすい文字の大きさと学習の進めやすいやり方と手本が示されている。

20-7

東洋館出版社

002 くらしに役立つ国語

自己紹介や電話のかけ方等を通して表現力を養う内容や、履歴書等の書き方の掲載もあり、生活に対応できる内容となっている。

社会生活を送るための国語力を身につけることができる。
見やすい文字の大きさと学習の進めやすいやり方と手本が示されている。
20-7 東洋館出版社 003 くらしに役立つ数学

生活に必要な数学的な要素が含まれている。
学習する分野ごとに分かれており、学習の際に視覚的に見通しがもちやすい。

20-7 東洋館出版社 004 くらしに役立つ理科

また、生活に活かせる理科の知識が学べる内容である。
書き込み式で使いやすい。

22-3 日本教育研 A01 ひとりだちするための国語

生活していくうえで必要な国語を学ぶことができる。
基礎項目と応用力を身につける項目の２段構成により、コミュニケーション能力の定着をはかることができる。
イラストが多く描かれており、文字での説明は比較的少ない。視覚優位の生徒にとっては、図鑑のように実物と見比べて使うことができる。

28-1 福音館

G01 福音館の科学シリーズ 昆虫

色鮮やかに描かれており、季節ごとや種類ごとに分かれているため、フィールドワークにおいて調べやすい構成となっている。
イラストが多く取り入れられており、１つ１つがとても細かく、地球上の因果関係をより多く伝えることができる教材である。

28-1 福音館

G03 福音館の科学シリーズ 地球

視覚優位の生徒が興味を持つことができる教材である。
写真や図ではなく、挿絵が用いられており、絵本を読む感覚で学習に取り組むことができる。

28-7 福村出版

A06 シリーズ生活を学ぶ６ わたしたちのからだ 学習に苦手意識のある生徒にとっても取り組みやすくなっている。
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三省堂

こどもマナーとけいご絵じてん
(9784385143101)

同成社

ゆっくり学ぶ子のための 国語５
(9784886213174)

印

印

採 択 理 由
生活に密着したテーマをとりあげ、日常生活の場面ごとに解説を加えた、マナーと敬語が学べる教材である。
見開き全面を使ったイラストによる図解、ふりがなつきの丁寧な説明で、楽しく学べることができる。
生活に必要な知識・感覚を身につけることができる。
語彙を広げ、より豊かなことばの使い方を身につけることができる。
初歩的な英単語も学習することができる。

ディスカ
ヴァー・
トゥエンティワ
ン

「絵を見て文章にする」練習や「文章を読んで絵に描く」練習がメインになっているこの本は、聴覚障害の生徒にとって分かりやすい。
国語が得意科目になる「お絵かき」トレー
ニング
大変興味が持てる内容が豊富に織り込まれている。
（9784799320167）

実教出版

コミュニケーション・スキル
(9784407315721)

日本情報
処理検定
協会

日本語ワープロ検定試験
模擬問題集３・４級編

日本情報
処理検定
協会

日本語ワープロ検定試験
模擬問題集２・準２級編

日本情報
処理検定
協会

日本語ワープロ検定試験
模擬問題集１・準１級編

日本情報
処理検定
協会

日本語ワープロ検定試験
模擬問題集初段編

日本情報
処理検定
協会

プレゼンテーション作成検定
試験 模擬問題集３・４級編

日本情報
処理検定
協会

プレゼンテーション作成検定
試験 模擬問題集１・２級編

ひと目でわかるイラストが入っていて分かりやすい。
ビジネスマナー、コミュニケーション能力などを育成することができる。
実習を行う際に、よく利用される機能や、よく利用される単語などが細かい解説とともに配置されており、本校の生徒の実態に合った内容となっている。

社会一般で利用さるような定型書式の課題が多く用意されており卒業後にも役立つ内容となっている。
実習を行う際に、よく利用される機能や、よく利用される単語などが細かい解説とともに配置されており、本校の生徒の実態に合った内容となっている。

社会一般で利用さるような定型書式の課題が多く用意されており卒業後にも役立つ内容となっている。
実習を行う際に、よく利用される機能や、よく利用される単語などが細かい解説とともに配置されており、本校の生徒の実態に合った内容となっている。

社会一般で利用さるような定型書式の課題が多く用意されており卒業後にも役立つ内容となっている。
実習を行う際に、よく利用される機能や、よく利用される単語などが細かい解説とともに配置されており、本校の生徒の実態に合った内容となっている。

社会一般で利用さるような定型書式の課題が多く用意されており卒業後にも役立つ内容となっている。
実習を行う際に、よく利用される機能や、よく利用される単語などが細かい解説とともに配置されており、本校の生徒の実態に合った内容となっている。

社会一般で利用できるようなプレゼンソフトの構成が網羅されており卒業後にも役立つ内容となっている。
実習を行う際に、よく利用される機能や、よく利用される単語などが細かい解説とともに配置されており、本校の生徒の実態に合った内容となっている。

社会一般で利用できるようなプレゼンソフトの構成が網羅されており卒業後にも役立つ内容となっている。
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No

発行者コード

発行者名
日本情報
処理検定
協会

図書コード

図書名

採

択

理

由

印

印

実習を行う際に、よく利用される機能や、よく利用される単語などが細かい解説とともに配置されており、本校の生徒の実態に合った内容となっている。

ホームページ作成検定試験
模擬問題集２級編

ウェブページを作成する際に、よく利用されるようなレイアウトやページ構成が問題や解説にのっており卒業後も役立つ内容となっている。

