
平成３０年度　八王子市立小・中学校　特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）

小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

国語
　
世界傑作絵本シリーズ　ブレーメンのお
んがくたい

福音館書店

年老いた動物たちが、音楽家にな
ろうとブレーメンを目指して旅を
する途中で、力を合わせて泥棒を
家から追い出して、ともに暮らす
物語である。

物語の１場面を見開きで表し、
絵と文で構成されている。各場
面の文章量は適当である。

平仮名を主として表記し、片仮
名表記は地名、人名だけにして
いる。

大判で見やすい。
紙質は適当である。装丁も適当
である。

紙芝居や劇など多様な指導が考
えられる。

国語
１０分で読めるわらい話二年生

学研

なじみ深い日本のむかし話から世
界のわらい話まで、１３の短い話
が掲載されている。

数頁から１０頁程度の、話がシ
ンプルに並び、話の間に気持ち
をきりかえるような言葉あそび
が入っている。

ほぼ全頁に内容に即したイラス
トが挿入されており、話の理解
を助けている。漢字にはすべて
振り仮名が付いている。

Ａ６版サイズで児童が手にとっ
て読みやすいサイズである。

児童の興味を引く内容となって
おり意欲を喚起しやすい。また
毎日の音読にも適しており、語
彙や文脈の理解を広げたり、深
めたり、効果的に利用できる。

国語
１１ぴきのねこマラソン大会

こぐま社絵巻
き絵本

１１匹の猫が難コース、珍コース
でマラソン大会を行い、ゴールを
目指して力走する物語である。

１１匹の猫たちを含む２１匹の
ランナーたちが、１場面ごと１
回登場する構成になっている。

本はアコーディオン式に折り込
まれたパノラマ画面で、広げる
とマラソン大会のスタートから
ゴールまで一望できるように
なっている。
絵は全頁カラーである。

表紙は厚く、ビニールコーティ
ングされているため、丈夫であ
る。

「１１匹のねこ」のシリーズ本
であり、児童にとって馴染みが
あり、興味・関心がもてる。シ
リーズの他の本を紹介すること
で自ら学習を進めることも考え
られる。

国語 ３びきのかわいいオオカミ 冨山房

３匹のオオカミの兄弟が作った頑
丈な家を、おおブタが次々と壊し
てしまい、最後に作った花の壁の
家でおおブタが改心する物語であ
る。繰り返しと変化の楽しい絵本
である。

３匹のオオカミとおおブタとの
やりとりが繰り返される。文章
は１頁当たり最大１１行で１行
当たりの文字数は最大４０字程
度と読みごたえがある。

オオカミとブタを擬人化してお
り、落ち着いた色調で描かれて
いる。見開きの左右どちらか若
しくは両方の頁に文章が書かれ
ている。

紙質、装丁ともにしっかりして
おり、耐久性がある。

オオカミたちとおおブタの繰り
返されるやりとりが児童の興味
を引く。動物たちの心情を考え
させる読み取り学習や動作化な
ど多様な学習展開が考えられ
る。

国語 あいうえおうさま 理論社

平仮名五十音が、その文字からは
じまるリズミカルな文章と絵に
よって示されている。

１頁に１文字が対応している。 中心となる文字が大きく、分か
りやすく示されている。頁ごと
に文章を生かした挿絵が描かれ
ている。

紙質、装丁ともにしっかりして
おり、耐久性がある。

文字を学習し始めた段階の児童
に適切な教材である。挿絵と文
章がマッチングしており、多様
な学習計画が考えられる。

国語
あっちゃんあがつく　たべものあいうえ
お

リーブル

平仮名の五十音を１音ずつ示し、
「あっちゃんあがつくアイスク
リーム」のように、食べ物を使っ
て記載している。
身近な食べ物と関連付けながら、
平仮名を学習できるように工夫さ
れた内容である。

五十音を使用して作られた歌
と、それに対応する食べ物の絵
が擬人化して描かれている。

文字は大きく太めであり、分か
りやすい。表記は全て平仮名で
あり、片仮名で表記すべき食べ
物には小さく片仮名の表記がさ
れている。巻末の頁には、児童
用の目次が付いていて、文字を
すぐに探せるよう工夫されてい
る。

小さめで持ちやすく、装丁が丈
夫でしっかりしている。

絵は身近な食べ物に手足が付き
擬人化されているので親しみが
もてる。歌を口ずさむなど、楽
しみながら五十音を学ぶことが
できる。

国語 おしゃべりなたまごやき 福音館書店

卵焼き好きの王さまが散歩中に鶏
を逃がしてしまい、犯人捜しをす
るも見つからないまま夕食にな
り、目玉焼きにナイフを入れると
ふしぎな声が聞こえてくる物語で
ある。

見開き２頁に物語の展開に沿っ
て、文章と絵が配置されてい
る。文章は１頁当たり最大２３
行で、１行当たりの文字数は最
大４５文字程度である。

文字の大きさは１１ポイント
で、文章は横書きで、平仮名と
漢字で表記されている。

紙質はやや艶があり、厚みがあ
る。表紙は硬い紙で、製本は糸
かがりであり、十分な耐久性が
ある。

文字が多いため、読み取りなど
の学習のすすんだ児童に適して
いる。いたずら好きな王さまの
人間性にふれながら興味をもっ
て読める部分も多い。

国語
かこさとし　おはなしのほん⑧にんじん
ばたけのパピプペポ

偕成社

豚の親子や動物たちが登場し、最
後には、みんなが協力して立派な
人参畑を作る。物語の展開や協力
の様子が、会話や歌で表現されて
いる。

登場人物が多いが、親しみやす
い絵で物語の展開を追うことが
できる。２０匹の豚の兄弟の名
前に、パピプペポの音を使って
いる。

文字は平仮名が中心である。細
かい状況の変化に応じた挿絵が
配置されている。絵は細かい
が、大きな世界を感じさせる。

製本・装丁はしっかりしてい
る。扱いやすい大きさである。

会話の楽しさを活用した多様な
指導方法が可能である。
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小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

国語 くらしに役立つ国語 東洋館出版

自己紹介、手紙の書き方、メモの
取り方、電話やメールの利用とマ
ナー、辞書の活用方法、電気料金
の支払方法についての調べ学習
等、生活していく上で必要な知識
や技能、マナーについての内容が
具体的に扱われている。俳句や百
人一首など日本の文化に親しむ内
容も扱われている。

資料を含めて１６の単元で構成
されている。単元ごとに具体的
な事例等が示され、挿絵や写真
によりまとめられている。巻末
には資料として、履歴書、病
院、定期券申込書、住民票申請
書、納品書・請求書・領収書、
伝えられてきた文化、漢字表が
ある。

表題の文字は１８ポイント、本
文は１３ポイントで表記されて
いる。漢字が多く用いられ、一
部の漢字に振り仮名が付いてい
る。

紙質は適当である。大きさも持
ちやすく扱いやすい。

社会に出るために必要な知識
を、児童が体験的に学んでいく
ことができる。職業や進路の学
習でも活用できる。

国語
こどもかんじじてん

三省堂

小学校１年から３年までに習う漢
字が４４０字が掲載されている。

ページが学年ごとに色分けされ
ており、文字数も学年に応じて
変わっていて見やすい。

漢字の意味がイラスト化されて
いて分かりやすい。

丈夫な紙質である。 国語辞典よりも教科書に近い内
容であるため使いやすい。

国語 こどものとも傑作集　そらいろのたね 福音館書店

きつねと交換した種が大きな家に
なり、動物たちが次々とやって来
て住んでいると、きつねが取り戻
しに来るという物語である。

見開き２頁で１場面構成され、
絵と文字と分けて記載されてい
る。

絵は明るい色調で温かい。文字
は全て横書き平仮名で表記して
ある。

表紙、紙質、装丁ともにしっか
りしている。

交換した種が家に変わるという
発想や、だんだん大きくなって
いく展開が児童の興味を引き、
楽しめる。きつねや動物たちの
心情を考えさせるなど、多様な
学習が計画できる。

国語
こどものとも傑作集　ぶたぶたくんのお
かいもの

福音館書店

子ぶたのぶたぶた君を擬人化し、
一人でお使いに行く物語である。
パン屋、八百屋、お菓子屋等、身
近なお店でのやりとりが面白く、
児童にとって興味・関心がもてる
内容となっている。

見開き２頁で構成され、全頁２
０行で記載されている。

文字の大きさは１２ポイントと
なっており読みやすい。

表紙は、ハードカバーでしっか
りして耐久性がある。

買い物学習や生活体験をもとに
実感できる内容である。読み聞
かせ、パネルシアター、紙芝居
などの指導の工夫ができる。

国語 こども語源じてん 講談社

日常、使用されている言葉の中か
ら、疑問に思われる約６００語の
言葉を集め、その語源について解
説している本である。

紹介されている言葉は、五十音
順に配列されており調べやす
い。取り上げられている言葉に
は、意味、語源等の使い方欄が
設けてある。

見出しの言葉は２０ポイントで
ある。本文は１０．５ポイント
で表記されている。言葉の解説
には、絵、写真が用いられてい
る。

表紙はソフトカバーであるが、
装丁はしっかりしている。

一部、小学生が描いたイラスト
が取り上げられている。言葉の
語源についての内容は発達の段
階に応じて使用できる。

国語 ぞうのエルマー①　ぞうのエルマー ピーエル出版

パッチワーク色の象のエルマー
が、自分だけ違うことに悩み、仲
間と同じ体の色に変装する話であ
る。南国風の植物の中での動物た
ちの想像上の生活が描かれてい
る。

１５の場面全て見開き２頁で表
現 されている。文章は、見開
きごとに、３～１０行である。

ほとんど平仮名で表記されてい
る。主人公の名前や擬声、擬態
語などは片仮名で表記されてい
る。漢字には振り仮名が付いて
いる。

装丁はしっかりしており、表紙
はビニールコートが施されてい
て耐久性がある。

「ぞう」は親しみをもちやすい
対象であり、ストーリーも分か
りやすく、登場する動物や色を
用いた発問による授業構成が容
易である。文字が小さく、文章
量も多いので中学部での読みの
学習か、小学部での読み聞かせ
の学習教材として適している。
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平成３０年度　八王子市立小・中学校　特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）

小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

国語 どっちがへん？スペシャル 紀伊國屋

おえかきが大好きな「どっちく
ん」と「へんくん」の双子の兄弟
が主人公である。二人が描く絵に
ついて「どっちがへん？」の問い
に対して二つの絵の違いを見つけ
ていく内容である。

見開き２頁の左右頁にある絵を
見比べて、二つの絵の違う所を
見つけていく構成となってい
る。二つの絵の違いが、頁が進
むごとに細かくなり、違うとこ
ろの数が増えていく構成であ
る。

全頁カラーで、鮮やかな色彩で
ある。

紙質は光沢があり、厚い。表紙
はとても硬く、糸かがりで製本
してあるため、耐久性がある。

前半は背景をシンプルにして違
いを分かりやすく、後半は、頁
の中心にある大きな絵だけでな
く、背景にも違う所があり、難
易度が上がっていく。

国語 にじいろのさかな 講談社

にじいろのさかなは、世界で一番
美しいさかな、ひとりぼっちのさ
みしいさかなだった。ある日、に
じいろのさかなは、悩みをひとで
にうちあける物語である。

きれいな色遣いで文章も読みや
すい。いろいろな読み取り方が
出来る内容である。

ホログラムを用いて魚のうろこ
を表現している頁があり、鮮や
かな色彩の絵本である。

厚手の表紙で、紙質・装丁は
しっかりしている。

挿絵の美しい絵本で、道徳的な
メッセージも考えられる絵本で
ある。

国語 はなのみち 岩崎書店

秋から春へと季節が移り変わる中
で、主人公の熊が見つけた袋の中
身が明らかになる絵本である。最
後の頁の背景が地図のようになっ
ており、それぞれの場面の関係性
が分かるようになっている。

見開き２頁で１場面を構成し、
物語の展開に沿って、文章と絵
が配置されている。１頁当たり
文字数は最大２６文字で、文字
のない背景画のみの見開き頁も
ある。

全頁がカラーで、淡い色彩で手
書きの背景がある。

紙質は光沢がなく厚みがある。
表紙は硬い紙で、糸かがりで製
本してあり、耐久性がある。

文字数が少なく、平仮名を覚え
たての児童が自分で読み進める
ことができる教材である。

国語 半日村 岩崎書店

半日しか陽が当たらない寒い村
に、陽が当たるように一人の若者
が奮闘する物語である。

見開き２頁が１場面で、左右ど
ちらにも文章が書かれている。

初めて出てきた漢字には振り仮
名が付いている。文は分かち書
きになっており読みやすい。

表紙は硬い紙で、製本はのりと
じであり耐久性がある。

読み聞かせとしても活用でき
る。

国語 泣いた赤おに あすなろ書房

人間と仲良くなりたいと思ってい
る赤鬼のために、親友の青鬼はわ
ざと子どもを襲い、赤鬼に子ども
を助けさせる。その後、青鬼は赤
鬼のもとを去っていく物語であ
る。

大胆な画面構成で視覚に訴える
ことができる。文章量は適当で
ある。

漢字には振り仮名が付いてい
る。絵が親しみやすい。

表紙厚く、丈夫であり耐久性が
ある。

学芸会の劇にも活用できる。

国語 ひらがなえほん　ありさんあいうえお 旬報社

ひらがなが一文字ずつリズムのあ
る文章とともに学べるようになっ
ている。言葉に親しめる絵本。歌
も付いている。巻末にカタカナと
の対照表も付いている。

あから順番に並んでいる。かわ
いい挿絵とともに読みやすく覚
えやすい簡単な文章が付いてい
る。

丸い文字で書かれており、大き
く見やすい。

Ａ５サイズで厚手の表紙が付い
ている。机の上で広げるのに
ちょうどよい大きさである。

挿絵のかわいらしさとともにリ
ズム感がある文章で、児童に
とって親しみやすい。

国語 みるみる絵本　もこもこもこ 文研出版

盛り上がったり、伸びたりするな
どの様子を示す擬態語や擬音語の
連続を、抽象的な形の変化で表現
した内容の絵本である。

見開きに「もこ」「ぷう」「ぱ
ちん」などの擬態語や擬音語が
１～２語（文字数は０～１８文
字）示され、それに応じた絵が
描かれている。全体の分量は、
２９ページで適当である。

文字は２４ポイントで見やす
い。照明効果を活用した写真な
どの貼り絵による色彩の豊かな
画面である。

Ａ４変形判で、表紙は厚く、装
丁もしっかりしている。

読み聞かせの指導で、発語・発
声を促す活動や言葉と絵画制作
を合わせた絵本づくりなどの指
導の工夫ができる。

国語 ややこしや寿限無寿限無 草思社

場面により狂言・落語・短歌で江
戸時代までの語句や口調を使用
し、日本語のリズムや言葉遊びが
書かれている。

見開き２頁で１場面の構成に
なっている。

文字がはっきり、２６ポイント
で部分的にはさらに大きく示さ
れている。全ての漢字に振り仮
名が付いている。

表紙の紙は厚く、糸かがりで製
本されており、耐久性がある。

言葉の習得状況に応じて発声練
習としても活用できる。
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小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

国語 ゆっくり学ぶ子のための 「こくご」① 同成社

平仮名書きの単語とそれを示す挿
絵、主語・述語・接続語を含む短
文等、言葉や文字を理解する上で
必 要な基本的な内容が示されてい
る。

平仮名書きの単語から、物語文
まで系統的に学習できるよう配
列されているが、内容は盛り沢
山である。

文字も大きく読みやすいが、後
半に入ってくると文字も小さく
なってくる。挿絵も大きく親し
みやすい。指導者向けの指導の
ポイントが各所に示されてい
る。

紙質は適当である。本のサイズ
も児童が扱う大きさとして適当
である。装丁もしっかりしてい
る。

単語の理解から文や文章の理解
まで、系統的に構成されている
が、内容が多いので使い方に計
画性が必要である。児童の生活
に関連した素材 が取り上げら
れているので、親しみをもちな
がら学習できる。

国語 ゆっくり学ぶ子のための 「こくご」② 同成社

片仮名で表された単語や、片仮名
の使われた文が示されている。漢
数字や曜日等、生活でよく使う漢
字等、また、書き順も示されてい
る。

片仮名と簡単な漢字の基礎的な
使い方について、後半は、練習
帳の形式になっているので個別
指導にも効果的である。

挿絵は大きく分かりやすい。色
も親しみやすい。後半は練習帳
の形式になっているので個別指
導にも効果的である。指導者向
けの指導のポイントが各所に示
されている。

紙質は適当である。本のサイズ
も児童が扱う大きさとして適当
である。装丁もしっかりしてい
る。

片仮名についての基礎的な事柄
が 全て示されている。漢字に
ついては、生活に必要とされる
ものに絞ってあるので、数は少
ないが、文章の中での用例も示
されており、学習しやすくなっ
ている

国語 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」③ 同成社

説明的文章や会話を含んだ文章、
模範作文等が示されている。漢字
の音訓読みや対義語、動詞や形容
詞の例も示されている。丁寧語な
ど、日常生活で使う言葉の学習も
掲載されている。

説明的文章や文学的文章の間に
「ことばのべんきょう」として
言語事項に関する教材が配置さ
れている。

文字は大きく読みやすい。挿絵
も親しみやすく、見やすい。一
部三色刷りになっている。指導
者向けに、指導上の配慮事項や
指導法が、コラムで示されてい
る。

紙質は適当である。本のサイズ
も児童が扱う大きさとして適当
である。装丁もしっかりしてい
る。

身近な素材を使い、児童が親し
みやすい内容になっている。ま
た、児童にとって意欲が喚起さ
れる系統的に配置となってい
る。単文の読み書きができるよ
うになった児童の次の段階の教
材として効果的である。

国語 ゆっくり学ぶ子のための「国語」④ 同成社

物語・説明文・伝記などの長文や
詩の読解、接続詞や助詞などの使
い方の言葉の学習、丁寧語などの
言葉を豊かにする学習、漢字の学
習等の内容である。

説明的文章や文学的文章の間に
作文や詩の表現力の指導、聞く
力や話す力、また言語や文法に
かかわる教材が配置されてい
る。説明文、詩、物語文などま
んべんなく取り上げられてい
る。

文字は大きく読みやすい。挿絵
も親しみやすく、見やすい。物
語文は２ページほどで書かれて
いる。説明文は自分たちの身近
な生活場面を取り上げているの
で興味がもてる。

紙質は適当である。本のサイズ
も児童が扱う大きさとして適当
である。装丁もしっかりしてい
る。

身近な素材を使い、児童が親し
みやすい内容になっている。内
容が系統的に配置されている。
単文の読み書きができるように
なった児童が、次の段階として
簡単な文章の読み書きを始める
際に効果的である。

国語 ゆっくり学ぶ子のための「国語」⑤ 同成社

物語・説明文・伝記などの長文や
詩の読解や作文や詩を書く学習、
熟字訓などの言葉の学習、外来語
や慣用句などの言葉を豊かにする
学習、漢字の学習等の内容であ
る。

物語文、説明文、伝記などの長
文読解や作文や詩、俳句の表現
の学習内容である。英語学習の
入門ページもある。「ことばを
豊かに」として、言語事項に関
する教材が配置されている。

文字は大きく読みやすい。挿絵
も見やすく親しみやすい。一部
三色刷りになっている。

紙質は適当である。本のサイズ
も児童が扱う大きさとして適当
である。装丁もしっかりしてい
る。

指導展開の説明が各所にある。
内容に身近な素材を使い児童が
親しみやすい。また意欲的に学
習を進められるよう系統的に配
置されている。長文の読み書き
ができ、言語理解が進んだ児童
の発展的な課題が示されてい
る。

国語

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門
編①（表象形成・音韻形成・発声・発
音）

同成社

指差しができるよう、身近な物の
絵を集めてあったり、発音練習が
できるように、音の出る物や動物
等を例示してある。

前半は身近な物が約１００例示
されている。後半は発音指導の
教材として、音の出る物や動物
等が約２００例示されている。

絵は大きく親しみやすい。半分
程度がカラーの絵である。後半
は、絵で示した単語の音節数を
点で表して、発音練習に配慮し
ている。

紙質は適当である。本のサイズ
も児童が扱う大きさとして適当
である。装丁もしっかりしてい
る。

身近な物を素材にして、発声・
発語を系統的に指導できるよう
に構成されている。音声言語の
指導に効果的である。

国語
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門
編② （ひらがなの読み書き）

同成社

読みの指導として、五十音と促
音・拗音等が示されている。書く
指導としては、なぞり書きを扱っ
ている。

まず平仮名の読み方が挿絵とと
もに示され、次に、発音指導が
できるような単語の例がある。
書きではなぞり書きの教材が示
されている。文字は大きくはっ
きりしている。特に、後半の書
く練習の部分では、文字が大き
く分かりやすい。

字は大きくはっきりしている。
特に、後半の書く練習の所で
は、文字が大きく分かりやす
い。挿絵は親しみやすい。文字
の練習にも使える。

紙質は適当である。本のサイズ
も児童が扱う大きさとして適当
である。装丁もしっかりしてい
る。

平仮名が少し読めるようになっ
た児童が、語いを増やしたり促
音や拗 音等の学習をしたりす
るときによい。 また、平仮名
を書き始める時にも効果的であ
る。
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平成３０年度　八王子市立小・中学校　特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）

小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

国語 レインボーことば　絵じてん 学習研究社

文字を覚え始める幼児から小学生
までを対象にした国語辞典の体裁
であるが、各語について例文や絵
で意味を説明する辞典である。
ローマ字や簡単な英語も紹介され
ている。

見出し語について、平仮名と
絵、英単語、例文が付いてい
る。また、漢字の成り立ち、な
ぞなぞ、しりとりが、随所に記
載されている。

文字よりも絵の割合が多い。
絵は、全てカラーである。漢字
は、全てに振り仮名が振られて
いる。英単語の表記には、片仮
名で振り仮名が付いている。

表紙は厚紙で丈夫である。 絵が多く描かれているため、児
童が興味をもちやすい。５０音
順の表記や索引など、言語に親
しみやすい構成となっている。

国語
絵本・日本の童話名作選「手袋を買い
に」

偕成社

子ぎつねの心に生じる人間への思
い、純粋な子ぎつねと人間との交
流、それを知った母きつねの心情
の変化が読み取れる物語である。

見開き２頁で左が絵、右が文章
となっている。頁数は適当であ
る。

登場人物の気持ちを絵に表して
いる。また、雪をはじめとした
描写も美しい。漢字には振り仮
名が付いている。

紙質・装丁は適当である。 読み聞かせの学習にも活用でき
る。

国語 絵本・日本の童話名作選「ごんぎつね」 偕成社

悔恨の気持ちから、兵十に尽くす
ごんぎつねの心情と、それが通じ
合わない悲しさが、抒情豊かに描
かれた代表的な童話である。

見開き２頁で１場面を構成して
いる。左頁に絵、右頁に文章と
いう配列である。文章量は多
い。

日本画の画法を取り入れたよう
な描写で、抒情にあふれた絵で
あり、物語の世界をよく表して
いる。漢字は振り仮名が付いて
いる。文章の頁が縁取りされて
いて見やすい。

紙質、装丁は適当である。 読み聞かせにも活用できる。

国語
五味太郎　漢字の絵本

岩崎書店

小学校１・２年生の配当漢字を中
心として１２２文字が、絵ととも
に示されている。絵と漢字を対応
させながら、読み進める。

身近な「父・母」「東西南北」
まで意味と内容を示す絵を大き
く配置している。画数・筆順に
は触れていない。

字体は明朝体である。漢字すべ
てに振り仮名が付いている。色
彩豊かな絵が各頁書かれてい
る。全頁は４８頁である。

紙質は厚くて、耐久性がある。 漢字学習の入門期として活用で
きる。

国語
五味太郎・ことばあそびえほん３　いっ
ぽんばしわたる

絵本館

９種類の動物と、一人の子供が、
一本橋を渡る様子を、それぞれの
特性を踏まえながら、絵と言葉を
対応させて示している。

見開き２頁が１つの場面になっ
ており、左側が文章、右側が絵
になっている。最後は、絵のみ
になっている。

文は各頁９文字以内で手書き風
である。絵は緑青色をベースに
白黒の濃淡で表されている。

紙質・装丁とも適当である。児
童の手の大きさにふさわしい大
きさである。

言葉と動物の特徴を結び付け
て、言葉の意味を理解すること
ができる。

国語
五味太郎・言葉図鑑③かざることば
（Ａ）

偕成社

言葉の働きごとにまとめた「言葉
図鑑」シリーズの３作目である。
語彙が豊富で絵を楽しみながら言
葉のもつ楽しさを学習することが
できる。

１項目について、見開き２ペー
ジの構成になっている。巻頭に
「かざることば（形容詞）」の
索引がある。

文字は１３ポイントで表記され
る。文は２語文ですべて平仮名
である。全頁すべてが、カラー
である。

表紙は厚く、耐久性がある。 たくさんの形容詞の言葉に触れ
られ、その使い方・表現の仕方
を学びことができる。
イラストと形容詞の言葉がマッ
チングしているので分かりやす
い。

国語
小学館の子ども図鑑プレNEO楽しく遊ぶ学
ぶ　こくごの図鑑

小学館

「ぶんをつくる」「くらしとこと
ば」「もじであらわす」の三つの
内容が示されている。日常生活で
使用する言語表現が、絵とともに
具体的な表現例で示されている。

内容ごとに問題が記されてお
り、理解を深めながら、楽しく
学習できる。

児童が興味関心をもてるような
イラストや写真が多様されてお
り、楽しく学習できる。全てに
振り仮名が付いており読みやす
い。国語だが横書きが多い。

表紙は厚く固く、耐久性があ
る。紙質は光沢があり、厚みが
あり、丈夫である。

俳句、古文漢文やローマ字も含
み難易度が高い内容を含むた
め、学習のすすんだ児童に適し
ている。

国語
世界傑作絵本シリーズ三びきのやぎのが
らがらどん

福音館書店

同じ名前の３匹のやぎが、知恵を
絞って恐ろしいトロルをやっつ
け、山の草場にたどり着いて、太
ることができたというお話。

３匹のやぎのトロルとのやりと
りが繰り返される。展開は同じ
だが、それぞれ違いが あり変
化を楽しめる。

水性の荒々しいタッチの絵で動
きや表情が表現されている。登
場人物の大きさによって、擬声
語や、会話文の文字の大きさを
変えている。

大きめであるが、扱いやすい。
表紙、紙質、装丁ともにしっか
りしている。

展開が分かりやすく、繰り返し
の 面白さを味わわせる作品で
ある。一人読みの指導にも活用
できる。劇化、動作化など指導
の工夫ができる。
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平成３０年度　八王子市立小・中学校　特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）

小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

国語 創作絵本「おじさんのかさ」 講談社

傘を大切にするあまり、傘を使っ
たことのなかったおじさんが、雨
音の歌に気づき、傘をさす楽しさ
を知る物語である。

傘をささない場面が１３頁、雨
の中を楽しく歩くようになる場
面が１６頁、結末３頁の構成で
ある。全く文章のない、絵だけ
の頁もある。

濃い青の輪郭のおじさんは、存
在が強調されており、分かりや
すい。傘を開いた場面は特に印
象的に描かれている。文章は横
書き、平仮名である。

製本、装丁はしっかりしてい
る。扱いやすい大きさである。

分かりやすい文章や、見やすい
大きさの文字など、読みの教材
として活用できる。理解を助け
る大きな印象的な挿絵、児童に
とって身近である雨の日の経験
や、楽しい雨の歌（雨音）とと
もに、興味をもって読み進める
ことができる。

国語 日本傑作絵本シリーズ　スーホの白い馬 福音館書店

主人公のスーホが大切にしていた
白い馬が王様に奪われ、殺されて
しまう。悲しんだスーホは、死ん
だ白い馬の骨や皮を使って、美し
い音色を奏でる楽器を作り、皆の
気持ちを慰めるという物語であ
る。

物語の１場面を見開きで表して
いる。

文字は明朝体で表記され、大き
さは適当である。文章は、平仮
名、片仮名、漢字が盛り込まれ
ている。漢字には、振り仮名が
付いている。カラー印刷であ
る。

表紙は硬い紙で、糸かがりで製
本してあるため、十分な耐久性
がある。

主人公や周囲の人々の心情を考
えさせる学習も組み立てられ
る。

書写 もじのかたちをとらえるためのひらがな
れんしゅうちょう改訂版

ＮＰＯ法人
リヴォルヴ学
校教育研究所

形が似た文字ごとにやさしい平仮
名から書き込んで練習していく
ワーク式の内容である。

絵の中の点線をなぞることから
始め、白抜き文字、マスに書い
て練習と段階を踏んでいる。

平仮名の形を捉えられるような
イラストが描かれている。書き
順も無理なく覚えられる工夫が
されている。

表紙は耐久性があり、中は書き
込みやすい材質である。

マス目も大きく、書き込む量も
適切であるため平仮名を書くこ
とに興味をもち、学習意欲を引
き出すことができる。

書写 あいうえおえほん
戸田デザイン
研究室

五十音を１音ずつ、順に教科書体
で示し、その文字を語頭にもつ言
葉と絵が１例掲載されている。手
書き文字で筆順も示されている。

１音を、見開き２頁で示してい
る。右頁中央に１音を大きく示
し、筆順を添え、左に絵をデザ
イン化して言葉を添えた構成で
ある。

文字も絵も、大きく簡素で印象
的である。単純明快で、伸び伸
びとして、美しい文字絵本に
なっている。頁数が多く少し重
いが、開きやすく扱いやすい。
文字のなぞり書きもさせやす
い。

紙質、装丁ともにしっかりとし
ており耐久性がある。

文字と言葉を関連付けたり、文
字をなぞらせたりして、文字に
対する理解を深めるのに適した
本である。平仮名の書き方を１
文字ずつ正しく身に付けさせ、
美しい文字に対する感覚を養う
ことができる。

書写 カタカナえほん
戸田デザイン
研究室

片仮名を五十音順に取り上げてい
る。一つ一つの文字を語頭や語中
に使った単語とそのイラストを示
しながら、片仮名を学ぶ内容と
なっている。

見開き２頁で、一つの文字を取
り扱っている。見開きの左側頁
に大きなイラストと単語、右側
頁に片仮名一文字とその書き順
を示している。

イラストはカラーで、シンプル
な線を使用し、はっきりとした
色調である。片仮名の文字は、
右側頁に大きく表記されてい
る。

紙質は光沢がなく、厚い。表紙
は硬く、糸かがりで製本されて
いて十分な耐久性がある。

片仮名を使用した単語が、はっ
きりとした色調のイラストとと
もに示されていて分かりやす
い。書き順が示され、正しい書
き順を指導することができる。

書写 かたかなえほん アイウエオ あかね書房

片仮名五十音を、リズミカルな文
章と、親しみやすい挿絵で表現し
ている。外来語や擬声語を幅広く
取り上げている。

１頁又は見開き２頁に１文字の
割合で、片仮名とその文字が使
われている短文で構成されてい
る。表紙と裏表紙が、五十音表
となっている。

文中は、片仮名と平仮名で表記
されている。片仮名には全て平
仮名が振ってある。片仮名の筆
順が、水色の濃淡で示され分か
りやすい。

耐久性がある。扱いやすい大き
さである。

短くリズミカルな文章は、言葉
遊びとしても活用できる。言葉
のもつ楽しい響きを利用しなが
ら、片仮名に興味をもたせ、五
十音順に学習することができ
る。

書写 くもんの漢字集中学習小学２年生 くもん出版

小学校２年で学習する漢字を、漢
字のもっている特性に注目し、効
率的に覚えられるように、グルー
プ分けしている。また、一つ一つ
の漢字が楽しく覚えられるよう
に、漢字の成り立ちを説明してい
る。

漢字の特性である形・読み・意
味の三つの要素に注目し、効率
的に覚えられるようにしてい
る。

本文には、小学２年配当の漢字
が使用されている。一部の漢字
には、送り仮名が振られてい
る。

児童が持ち運びやすい大きさで
ある。

一つ一つの漢字は、「筆順を見
ながらの書き練習」→「基本的
な例文を使った読み書き練習」
→「ドリル」→「まとめドリ
ル」と無理なく練習していく構
成になっている。
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平成３０年度　八王子市立小・中学校　特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）

小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

書写 くもんの漢字集中学習小学３年生 くもん出版

小学校３年で学習する漢字を、漢
字のもっている特性に注目し、効
率的に覚えられるように、グルー
プ分けしている。また、一つ一つ
の漢字が楽しく覚えられるよう
に、漢字の成り立ちを説明してい
る。

漢字の特性である形・読み・意
味の三つの要素に注目し、効率
的に覚えられるようにしてい
る。

本文には、小学３年配当の漢字
が使用されている。一部の漢字
には、送り仮名が振られてい
る。

児童が持ち運びやすい大きさで
ある。

一つ一つの漢字は、「筆順を見
ながらの書き練習」→「基本的
な例文を使った読み書き練習」
→「ドリル」→「まとめドリ
ル」と無理なく練習していく構
成になっている。

書写 くもんの漢字集中学習小学５年生 くもん出版

小学校５年で学習する漢字を、漢
字のもっている特性に注目し、効
率的に覚えられるように、グルー
プ分けしている。また、一つ一つ
の漢字が楽しく覚えられるよう
に、漢字の成り立ちを説明してい
る。

漢字の特性である形・読み・意
味の三つの要素に注目し、効率
的に覚えられるようにしてい
る。

本文には、小学５年配当の漢字
が使用されている。一部の漢字
には、送り仮名が振られてい
る。

児童が持ち運びやすい大きさで
ある。

一つ一つの漢字は、「筆順を見
ながらの書き練習」→「基本的
な例文を使った読み書き練習」
→「ドリル」→「まとめドリ
ル」と無理なく練習していく構
成になっている。

書写 くもん式のひらがなカード くもん出版

平仮名五十音の清音を含む言葉を
一つずつ４６枚のカードに記載し
ている。 カードと同じＢ６サイズ
の｢ことばのえほん｣が付属してお
り、カードに記載されている以外
の言葉も扱っている。

カードの表面には平仮名の五十
音を含む言葉の絵が描かれ、さ
らに 英単語も書かれている。
裏面には平仮名が一文字大きく
記され、五十音の順に数字が振
られている。「ことばのえほ
ん」には、清音の入った四つの
言葉が記されている。

絵は見やすく、大きく描かれて
いる。裏面の文字の大きさは２
５０ポイントである。表面右隅
に英単語が小さく記されている
が、平仮名の学習という本来の
目的を考えれば問題とはならな
い。

大きさはＢ６サイズで持ちやす
く扱いやすい。カードは厚紙で
ある。付属の｢ことばのえほん｣
は、ステープラ２箇所止めの簡
易な装丁である。

絵を見ながら名称を言ったり文
字を読んだり複数の中から選択
したりなど、いろいろな活用が
期待できる。カード形式なの
で、組合わせなどの学習活動が
できる。 ｢ことばのえほん｣
は、カード以外の言葉を扱うの
に有効である。

書写
ことばをおぼえる本（かず、かたち・い
ろ あいうえお）

偕成社

五十音清音について、語頭音に関
連した文章と数や形、色に関わる
問題、クイズの内容になってい
る。訓読みを扱っている。

１頁１音で示している。同一頁
に、文字、数字、図などが含ま
れ、縦書き、横書きもあるが、
児童の実態に応じて活用するこ
とができる。

五十音の書き順が見やすく活用
しやすい。１頁の内容が豊富で
ある。問題文は全て平仮名で、
数字や片仮名には、平仮名が
振ってある。巻末に、大人向け
の解説が書かれている。

紙質、装丁ともにしっかりして
おり、表紙も厚く丈夫にできて
いる。扱いやすい大きさであ
る。

各頁に、様々な遊びを通して、
色、形、数を学んでいける方法
が描かれている。１頁の内容が
豊富なので、文字、色、数、形
など、学習の意図を明確にし
て、活用することが必要であ
る。

書写 スキンシップ絵本　かたかなアイウエオ
ひさかたチャ
イルド

片仮名五十音を一文字ずつ、平仮
名とともに順に示し、その文字を
語頭・語中に含む言葉と絵が大き
く例示されている。

見開きで一文字になっている。
右の頁には一つの文字だけが示
され、その絵が大きく描かれて
いる。９６頁であるが、見開き
一文字のため適当な分量であ
る。

絵はシンプルで、色遣いもはっ
きりしている。文字は３７０ポ
イントで大きく書かれている。

表紙は厚く、紙質、装丁ともに
耐久性がある。

取り扱われる言葉が身近なもの
が多く、児童にとって理解しや
すい。

書写 もじのえほん　かんじ① あかね書房

１、２年生の配当漢字に多い象形
文字、指示文字を中心に４１文字
の漢字のできる様子を物語として
描いている。訓読みを扱ってい
る。

漢字の起源を絵で示し、物語を
通して学べるように構成されて
いる。巻頭と巻末に挿絵一覧と
漢字に仮名を付けた一覧が掲載
されている。

漢字の成り立ちが絵で表してあ
り、中心になる文字が、ピンク
色の背景の中に浮き上がり、強
調されていて見やすい。巻末
に、大人向けの解説がある。

紙質、装丁ともにしっかりして
おり、表紙も厚く、丈夫にでき
ている。扱いやすい大きさであ
る。

それぞれの漢字のもつ意味を物
語を通して、興味がもてるよう
に説明されている。大きな挿絵
を活用して漢字の起源を印象付
けながら学習を進めていける。

書写 もじのえほん　かんじ② あかね書房

猫を主人公にして、６０文字の漢
字の音読み、訓読みの学習が、物
語を進めていくように展開されて
いる。

場面ごとに、漢字の音読み、訓
読みの学習が進められるように
構成されている。２～３文字に
１ページを当てている。

各ページの上部に、物語で扱っ
ている漢字が教科書体で大きく
表記されている。音読み訓読み
を色別に表示し、画数と筆順も
併せて表記されている。

紙質、装丁ともにしっかりして
おり、表紙も厚く、丈夫にでき
ている。扱いやすい大きさであ
る。

漢字には、いろいろな読み方が
あることを、一つの話の中で覚
えることができるよう工夫され
ている。漢字を覚えた児童がさ
らに理解を進めるのに役立つ。
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平成３０年度　八王子市立小・中学校　特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）

小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

書写 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」② 同成社

片仮名で表された単語や、片仮名
の使われた文が示されている。漢
数字や曜日等、生活でよく使う漢
字等、また、書き順も示されてい
る。

片仮名と簡単な漢字の基礎的な
使い方について、後半は、練習
帳の形式になっているので個別
指導にも効果的である。

挿絵は大きく分かりやすい。
色も親しみやすい。後半は練習
帳の形式になっているので個別
指導にも効果的である。 指導
者向けの指導のポイントが各所
に示されている。

紙質は適当であり、装丁もしっ
かりしている。

片仮名についての基礎的な事柄
が全て示されている。漢字につ
いては、生活に必要とされるも
のに絞ってあるので、数は少な
いが、文章の中での用例も示さ
れており、学習しやすくなって
いる。

書写 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」③ 同成社

説明的文章や会話を含んだ文章、
模範作文等が示されている。漢字
の音訓読みや対義語、動詞や形容
詞の例も示されている。

説明的文章や文学的文章の間に
「ことばのべんきょう」として
言語事項に関する教材が配置さ
れている。

文字は大きく読みやすい。挿絵
も親しみやすく、見やすい。一
部三色刷りになっている。指導
者向けに、指導上の配慮事項や
指導法が、コラムで示されてい
る。

紙質は適当である。扱いやすい
大きさである。装丁もしっかり
している。

身近な素材を使い、児童が親し
みやすい内容になっている。ま
た、児童が意欲的に先に進める
よう、内容が系統的に配置され
ている。単文の読み書きができ
るようになった児童が、次の段
階として簡単な文章の読み書き
を始める際に効果的である。

書写 らくがき絵本 あ・い・う・え・お ブロンズ新社

平仮名をただ書くだけでなく｢おど
ろくような｣｢いばりながら｣等 の
課題に従い、各頁に直接自分で文
字を書き込み、書く楽しさを学べ
る内容のらくがき絵本である。

前半には課題に沿って平仮名を
右頁に記入し、次は動物の絵か
ら名前の空いているところに平
仮名を書く頁があり、後半には
文字パズルや言葉を想像して書
く頁があるなどバラエティに富
んだ構成になっている。９０頁
あるが、書き込み部分が多いの
で適当な分量である。

平仮名五十音を書く部分では、
見開きのうち左頁に課題を表現
した人物が描かれ、右頁は文字
を自由に書き込めるよう白紙に
なっている。動物の名前を書き
込む部分は、１頁に動物の絵と
課題の文及び名前を書き込むマ
スが配置されている。全頁、色
は使われておらず、絵も線描き
である。

紙質は文字を書いたり、絵を描
いたりしやすい素材である。表
紙は薄いが装丁はしっかりして
いる。

書き込みをしていく本であるた
め、最後にその子だけの本にな
り、意欲が高められる。楽しく
生き生きと書くことに中心が置
かれ、書くことが好きになるよ
う配慮されている。児童の発達
段階に応じて難易度の違う課題
を選択できる。

書写
漢字がたのしくなる本　ワーク①基礎漢
字あそび

太郎次郎社

１０１の基本的な漢字の成り立ち
を図解するとともに、漢字が１０
種の画で構成されていることや書
き順を扱っている。

基本的な漢字の成り立ちや構成
を使って、クイズやパズル、か
るたなどの設問に答える形式で
ある。

絵を見れば漢字を想起できるよ
うに表され、表記方法もパタ－
ン化しないように、デザインが
工夫されている。

表紙が薄くて軽く、適度な厚さ
で手にとって見やすい。Ｂ５版
並製のため、児童が持ちやすい
サイズである。

漢字に興味をもち始めた児童の
学習に適している。文字と絵を
関連付けて、書き込む作業がい
くつも用意されており、基本の
漢字を習得することに効果的で
ある。

書写
漢字がたのしくなる本　ワーク②あわせ
漢字あそび

太郎次郎社

基本の１０１文字を部首とする
１２８文字の成り立ちや用例を示
すとともに、部首という考え方を
扱っている。

部首の性質ごとのイメージ分
類、組み合わせる際の変形、部
首の分類名や名称、組み合わさ
れた文字の意味の順で配列され
ている。

単色刷りではあるが、漢字の構
成や意味を理解する手だてとし
て絵を多用している。なぞり書
きの課題が１文字２つずつ用意
されている。

表紙が薄くて軽く、適度な厚さ
で手に とって見やすい。Ｂ５
版並製のため、児童が持ちやす
いサイズである。

漢字の成り立ちをのせ、漢字を
組み立てて説明しているので理
解しやすい。

書写
漢字がたのしくなる本　ワーク③部首あ
そび

太郎次郎社

漢字の部首１２９についてそれぞ
れの成り立ちと意味、部首ごとの
代表的な漢字（小学校３年まで）
を取り上げている。

部首の成り立ちを人の姿、体の
部分、動植物、社会、道具など
１１に分類し、身近なものから
順に配列している。

絵が多用され、漢字の意味をつ
かみやすいように配慮されてい
る。

表紙が薄くて軽く、適度な厚さ
で手にとって見やすい。Ｂ５版
並製のため、児童が持ちやすい
サイズである。

情報量が多く、文字の扱いに慣
れている児童向けの内容になっ
ている。

書写
漢字が楽しくなる本　ワーク④漢字の音
あそび

太郎次郎社

小学校３年生までの漢字を使い、
漢字の音遊びを通して、形声文字
の成り立ちに気付かせる内容に
なっている。

漢字の音読み、単音・長音・２
音等の分類演習、音と形の一致
と音の記号となる部首の位置、
音の変化で構成される。

文字がはっきりと表されてい
る。読みに重点を置くため絵は
少ない。

表紙が薄くて軽く、適度な厚さ
で手にとって見やすい。Ｂ５版
並製のため、児童が持ちやすい
サイズである。

取り扱う漢字の数が多いため、
児童の実態に応じた指導の工夫
ができる。
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平成３０年度　八王子市立小・中学校　特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）

小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

書写
五味太郎のことばとかずの絵本
ことばのあいうえお

岩崎書店

五十音が、行動や心情を表す言葉
と、その場面の絵で示されてい
る。場面の言葉の語頭音が平仮
名、片仮名、ローマ字、挿絵で示
されている。

五十音順に、１頁１音の場面で
構 成されている。表紙裏に五
十音表がある。

清音の紹介を名詞だけでなく、
日常の心情場面を通して行って
いる

児童に扱いやすい大きさであ
る。紙質、装丁ともに適当であ
る。

清音以外の表記が混在している
が、生活感覚にあふれた言葉絵
本である。経験を想起させた
り、場面の動作化を図ったりす
るなどの指導に、豊かな言語活
動を取り入れることができる。
「レコード」等、現在、日常的
には見ない物も取り上げられて
いるので 配慮が必要である。

書写
五味太郎のことばとかずの絵本
漢字の絵本

岩崎書店

小学校１、２年生の配当漢字を中
心にした１２２字が、絵とともに
示されている。絵と漢字を対応さ
せながら、意味内容に気付かせる
絵本である。

身近な「父・母」から「東・
西・南・北」まで、意味や内容
を示す絵を大きく配置してい
る。画数、筆順など属性につい
てはふれていない。

字体は明朝体である。漢字全部
に振り仮名が付けられている。
絵は表情豊かで美しい。各頁、
色彩豊かな絵が描かれており、
親しみやすい。

紙質は厚くて、耐久性がある。
装丁もしっかりしており、扱い
やすい大きさである。

文字を、絵とともにイメージし
て親しむ構成である。表意文字
としての特性のつかみやすい絵
本である。明朝体の書体は、大
きくて美しい。漢字学習の入門
期として活用できる。

書写
子どもがしあげる手づくり絵本　あいう
えおあそび（上）　ひらがな５０音

太郎次郎社

平仮名を書く準備としての線描
き、４８文字の書き方、ごく短い
文の視写、簡単な言葉づくり、言
葉遊びが取り上げられている。

平仮名が五十音順に配列され、
五十音表の行ごとに漢字練習と
言葉づくり、言葉あそびが配置
されている。

文字、絵の大きさが適当であ
る。親しみやすい２色刷りの挿
絵が配置されている。保護者向
けの活用の配慮点が書かれてい
る。

表紙が薄く軽いため持ちやす
い。

なぞり書き、言葉づくりなど指
導の工夫ができる・

書写
子どもがしあげる手づくり絵本　あいう
えおあそび（下）　かな文字へんしん術

太郎次郎社

平仮名の五十音表、濁音、促音、
長音、拗音、拗長音を中心に、短
文づくり、助詞、言葉あそびも示
されている。

五十音表、濁音、促音、長音、
拗音、拗長音の順に構成されて
いる。１頁１０問程度の問題に
なっている。

言葉に対応した挿絵がある。な
ぞる文字の大きさも適当であ
る。保護者向けに家庭学習をす
るに当たっての配慮点が書かれ
ている。

表紙が薄く軽いため持ちやす
い。

助詞や二語文程度の作文の課題
もある。

書写 小学ドリル国語　２年生のかん字 くもん出版

小学２年の教育漢字１６０字を
扱っている。書き順が示してあ
り、止めや払いとともに正しい書
き順を学ぶことができる。

２頁で１日分になっており、１
頁目では関連する文を用いて意
味や読み方を確認し、書き取り
の練習をする。２頁目では定着
のための読み、書きの練習問題
がある構成になっている。各課
で学ぶ進出漢字は３から４文字
である。

目次があり、巻頭には本書で学
ぶ漢字の一覧がある。

紙質は上質紙程度で、のりとじ
で製本してある。

新出漢字１文字に対しての練習
問題の量が少なく、集中が持続
しない児童でも取り組みやす
い。

書写 小学ドリル国語　３年生の漢字 くもん出版

小学３年の教育漢字２００字を
扱っている。書き順が示してあ
り、止めや払いとともに正しい書
き順を学ぶことができる。

２頁で１日分になっており、１
頁目では関連する文を用いて意
味や読み方を確認し、書き取り
の練習をする。２頁目では定着
のための読み、書きの練習問題
がある構成になっている。各課
で学ぶ進出漢字は５から６文字
である。

目次があり、巻頭には本書で学
ぶ漢字の一覧がある。

紙質は上質紙程度で、のりとじ
で製本してある。

新出漢字１文字に対しての練習
問題の量が少なく、集中が持続
しない児童でも取り組みやす
い。

書写 小学ドリル国語　５年生の漢字 くもん出版

小学５年の教育漢字１８５字を
扱っている。書き順が示してあ
り、止めや払いとともに正しい書
き順を学ぶことができる。

２頁で１日分になっており、１
頁目では関連する文を用いて意
味や読み方を確認し、書き取り
の練習をする。２頁目では定着
のための読み、書きの練習問題
がある構成になっている。各課
で学ぶ進出漢字は５から６文字
である。

目次があり、巻頭には本書で学
ぶ漢字の一覧がある。

紙質は上質紙程度で、のりとじ
で製本してある。

新出漢字１文字に対しての練習
問題の量が少なく、集中が持続
しない児童でも取り組みやす
い。
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平成３０年度　八王子市立小・中学校　特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）

小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

社会
隂山メソッド社会プリント徹底反復

小学館

地理・歴史・公民の３分野がまと
められている。音読するだけで基
礎的な用語や知識が身に付くよう
な構成となっている。

単元の要点が解説され、次頁に
理解度をすぐに確認できるワー
クがセットで掲載されている。
それぞれの分野の最後に基礎用
語を読み書きできる漢字プリン
トが付いている。

ワークの頁は書き込みやすい大
きさの括弧、漢字の頁は黒字、
薄字、空欄と３回練習できるマ
ス目となっている。

書き込むのに扱いやすい紙質で
ある。

文字数が多いので、児童の実態
に合わせた取捨選択等指導の配
慮は必要である。

社会
あたらしい のりものずかん④
東京パノラマたんけん

小峰書店

東京の２３の事項（土地、風景、
行事等）について、飛行船から見
た風景を中心に、挿絵と文章で表
されている。

飛行船が進んでいくコースに
従って、各頁が構成されてい
る。見開き２頁がひとまとまり
となった展開になっている。

見開き２頁に大きな挿絵を入れ
たり、４～５個の挿絵を入れた
り頁ごとに工夫が見られる。説
明は全て仮名で文頭の一字に色
を付けている。

表紙はビニールコーティングで
耐久性があり、しっかりしてい
る。紙質は良く、丈夫である。

東京を飛行船の上から描くとい
う、興味深い内容になってい
る。
必要に応じて、空以外の資料も
提供している。最新の東京につ
いての情報が加えてあり、東京
の変化も捉えることができる。
東京についての地理的な学習に
効果的に活用できる。

社会
いちばんわかりやすい小学生のための学
習世界地図帳

成美堂

世界地図や各国の国旗のほかに、
大陸ごとの地図がある。各国の地
域や自然、名所、産業などについ
て説明されている。巻末には各国
のカルタがついており、切り離し
て使えるようになっている。

各大陸ごとにカラーで見出しが
ついており、地図や地域につい
てまとめている。巻末には索引
があり、調べやすくなってい
る。

全ての漢字に振り仮名があり読
みやすい。全頁カラーで各国に
ついて説明をしている頁には写
真があり、児童が興味をもてる
ものになっている。

紙はやや厚く、コーティングさ
れている。

特筆なし

社会
キッズ・絵本シリーズ
日本がわかるちずのえほん改訂版

学研マーケ
ティング

４７の都道府県ごとの自然、農作
物及び建造物等の特色と山や川の
高さや長さの比較、米や卵の生産
量の比較を紹介している絵本であ
る。

前半は、各都道府県の地形や動
物、祭り等の特色が１項で構成
され、項の左上に都道府県の特
色が中央に都道府県の絵と生産
物等の絵が示されている。後半
は、日本国内の山川、建造物の
高さや長さ、米や卵の生産量の
比較等が見開き２項で示されて
いる。

全項カラーであり、見やすい。
絵なども入っていて分かりやす
い。

糸がかりで製本してあり耐久性
がある。

イラストが大きく見やすいの
で、児童の興味を引きやすい。

社会 くもんの生活図鑑　お店カード くもん出版

身近なお店・公共施設について紹
介されている。表に絵、裏にその
名前と解説が書かれている。

３１枚の絵カードで構成されて
いる。１つの店・公共施設で１
枚のカードが使われいる。

表はカラーのイラストである。
裏は５２ポイントで書かれてい
る。説明は１２ポイントで漢字
には振り仮名が付いている。

防水性があって、耐久性に優れ
ている。

特筆なし

社会 くらしに役立つ社会 東洋館出版

政治、経済、社会の仕組みや地
理、歴史の要点について様々な資
料を示しながら説明している。

政治、社会、経済、地理・歴史
の内容を各章に分けて説明して
いる。社会生活を営む上で必要
な項目を取り上げ、内容が豊富
である。

文字の大きさは少し小さめだ
が、行間があるので見やすい。
漢字は多いが振り仮名が付いて
いる。全頁黒と緑の二色刷りで
ある。

紙質は薄く、柔らかく、扱いや
すい。

日本各地の地理・歴史の頁は、
地方ごとに地理や歴史、各県の
様子を紹介してあり、調べ学習
ができる。

社会
せかいのこっきえほん（スキンシップ絵
本）

ひさかたチャ
イルド

アジア、オセアニアなど五つの地
域ごとに１９６の国名、国旗、挨
拶やその国の風物を紹介している
絵本である。

見開き２頁で示されている国と
１頁で示されている国がある。

各国の国旗と風物が絵で示して
あり、全項カラーである。

糸がかりで製本してあり耐久性
がある。

国旗のイラストが大きく分かり
やすいので、児童の興味を引き
やすい。
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平成３０年度　八王子市立小・中学校　特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）

小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

社会 でんしゃでいこう　でんしゃでかえろう
ひさかたチャ
イルド

電車に乗って、山の駅から終点の
海の駅まで旅行していく物語であ
る。読み進めていくと、季節の変
化や地域の場面を理解することが
できる。

全頁は２５頁である。読む分量
としては適当である。見開き２
頁で一場面を構成している。

文字は１６ポイントである。文
章は５文から１０文で書かれて
いる。

表紙は丈夫である。Ｂ５変形の
大きさである。児童が持ちやす
大きさである。

工夫されているところは前から
も後ろからも読めるようになっ
ている。地域の場面や季節の移
り変わりを学習する時に優れて
いる。

社会 ドラえもんちずかん１　にっぽんちず 小学館

ドラえもんのキャラクターと一緒
に日本の各地を巡りながら都道府
県名、地名、名所、人々のくらし
などを学ぶ内容である。

見開き２頁に１場面で、地方ご
との地図、名産、史跡そしてそ
の地方に関わるクイズがある。

写真やイラストが付いている。
文字は全て平仮名で表記され、
都道府県は赤文字、河川は青文
字と内容によって色を変えてい
る。

表紙は堅く、紙質、装丁ともに
じ耐久性がある。

ドラえもんのイラストで児童に
興味をもたせ、楽しく知識を得
ることができる。

社会
はじめてのちず１　ドラえもんのせいか
いちず

小学館

世界地図を学べる。世界の地理・
名前、産物などが地図とともに紹
介されている。ドラえもんのキャ
ラクターで説明が紹介されてい
る。

見開き２頁の構成となってい
る。世界地図と各州別の地図を
載せている。

本文は１４ポイント、解説は８
ポイントである。全頁が平仮名
と片仮名で書かれている。全頁
カラーである。

表紙は厚く、耐久性がある。 ドラえもんのキャラクターが親
しみやすく、興味をもって、世
界地図を学べる。国際的な
ニュースなどと関連付けて学習
を深めることができる。

社会
はじめてのちず２　ドラえもんのにほん
ちず

小学館

日本地図を学べる。日本の地理・
名前、産物などが地図とともに紹
介されている。ドラえもんのキャ
ラクターで説明が紹介されてい
る。

見開き２頁の構成となってい
る。日本地図と都道府県別の地
図を載せている。

本文は１４ポイント、解説は８
ポイントである。全頁が平仮名
と片仮名で書かれている。全頁
カラーである。

表紙は厚く、耐久性がある。 ドラえもんのキャラクターが親
しみやすく、興味をもって、日
本地図を学べる。国内のニュー
スなどと関連付けて学習を深め
ることができる。

社会
みぢかなかがくシリーズ町たんけん　は
たらく人みつけた

福音館書店

小学生が教師とともに町を探検
し、町並みや働く人々の様子を発
見していく内容となっている。

町全体があったり、細かいイラ
ストがあったり見やすい。学校
から不動様に行くまでの町並み
やそこで出会った人々の様子を
描くという構成になっている。

柔らかいタッチと色彩で絵が描
かれ、人々の会話は吹き出しで
表現されている。字は小さめ
で、漢字には全て振り仮名が付
いている。

紙質、装丁はしっかりしてい
る。サイズは少々大きめであ
る。

絵本のようになっている。

社会
みるずかん・かんじるずかん世界のあい
さつ

福音館書店

主人公が、世界旅行をするという
ストーリーで、世界の色々な国の
挨拶を漫画風の絵と文章で、説明
している。

２３の国や民族のあいさつをア
ジア、中近東、アフリカ、ヨー
ロッパ、アメリカの順で構成し
ている。

説明文の漢字には、すべて振り
仮名が付いている。

糸がかりで製本してあり耐久性
がある。

挨拶という行為をテーマに、世
界の人々の、多様性と異文化の
理解図りながら、挨拶の大切さ
を学習させるものとして適して
いる。

社会 絵で見る　日本の歴史 福音館書店

約１０万年前の旧石器時代から現
代までの人々の生活の様子を描い
た絵本である。この人は何をして
いるのだろうかと想像したり、歴
史的な特徴のある道具や出来事等
を探したりしながら、日本の歴史
の大きな流れを、視覚的に学べる
絵本である。

日本の旧石器時代から頁をめく
る度に、縄文から現代へと順に
時代が新しくなり、１ページず
つ時代が変化する構成で、３１
場面描かれている。巻末に各絵
の詳細な解説がある。

各時代の人々の生活の様子が見
開き２頁ずつ絵で描かれてい
る。文字の大きさは９ポイント
で表記されている。全頁カラー
印刷である。漢字には振り仮名
が付いている。頁の上段と下段
に白地の欄がある。上段に大き
な字で時代が分かる表記があ
る。下段には各時代の様子が短
文で説明してある。人々が何を
持っているのか、何をしている
のか等の時代の特徴が１つの絵
の中に詳細に描かれている。

紙質は、やや艶があり厚い。表
紙は硬い紙であり、糸かがりで
製本されているため、耐久性が
ある。

イラストが非常に詳細に描かれ
ていて、それぞれの時代の様子
が視覚的に分かりやすくなって
いる。戦いや火災等の絵も丁寧
に描かれている。
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平成３０年度　八王子市立小・中学校　特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）

小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

算数
　
ドラえもんの算数おもしろ攻略　分数・
小数がわかる   (改訂新版)

小学館

分数・小数の仕組みについて分か
りやすく説明してある本である。

児童の親しみある身近なキャラ
クターが説明していく構成であ
る。

漫画で示されている。 コンパクトな大きさで児童が扱
いやすい。紙質、装丁ともに適
当である。

キャラクターが説明をしている
ので、児童が興味を示し無理な
く算数の学習ができる。

算数
かぞえておぼえるかずのえほん

鈴木出版

身近な具体物を数える活動を通し
て、１～１００までの数について
学習する内容の絵本である。

１～２０までは一つずつ数えな
がら、２０からは１０のまとま
りを数えながら、１００までの
数を学習していく構成となって
いる。巻頭や巻末に、数字の練
習、１００までの数のまとめ、
助数詞・単位についての学習の
頁がある。

身近な具体物を分かりやすい絵
で表し、児童の興味・関心を引
きやすい。文章は、全て平仮
名・片仮名・アラビア数字で書
かれている。文字の大きさは、
２０ポイントである。

児童が持ち運びやすい大きさで
ある。装丁は、丈夫でしっかり
としている。

身近な具体物を数える活動を通
して、１～１００までの数につ
いて学習できる。

算数
隂山ドリル　初級算数　小学１年生

清風堂書店

学習指導要領を基に作られ、各単
元の基礎的な学習内容を学ぶこと
ができる。

単元ごとの始めのページに、分
かりやすい説明・工夫があり、
問題数が厳選されている。

はじめの問題は、うすい文字で
やり方を示しなぞるようにでき
ており、問題を解く上でのヒン
トとなっている。文章題では図
や絵が示されている。

短編綴じのＢ５サイズである。
扱いやすい紙質である。

ドリルの問題を使用しながら、
まず算数の基本を学ばせる。そ
の後、理解を深め、定着させる
ために繰り返し同様の問題を解
く学習方法を行うことで、無理
なく効果的な学習が期待でき
る。

算数
隂山ドリル　初級算数　小学２年生

清風堂書店

学習指導要領を基に作られ、各単
元の基礎的な学習内容を学ぶこと
ができる。

単元ごとの始めのページに、分
かりやすい説明・工夫があり、
問題数が厳選されている。

はじめの問題は、うすい文字で
やり方を示しなぞるようにでき
ており、問題を解く上でのヒン
トとなっている。文章題では図
や絵が示されている。

短編綴じのＢ５サイズである。
扱いやすい紙質である。

ドリルの問題を使用しながら、
まず算数の基本を学ばせる。そ
の後、理解を深め、定着させる
ために繰り返し同様の問題を解
く学習方法を行うことで、無理
なく効果的な学習が期待でき
る。

算数
隂山ドリル　初級算数　小学５年生

清風堂書店

学習指導要領を基に作られ、各単
元の基礎的な学習内容を学ぶこと
ができる。

単元ごとの始めのページに、分
かりやすい説明・工夫があり、
問題数が厳選されている。

はじめの問題は、うすい文字で
やり方を示しなぞるようにでき
ており、問題を解く上でのヒン
トとなっている。文章題では図
や絵が示されている。

短編綴じのＢ５サイズである。
扱いやすい紙質である。

ドリルの問題を使用しながら、
まず算数の基本を学ばせる。そ
の後、理解を深め、定着させる
ために繰り返し同様の問題を解
く学習方法を行うことで、無理
なく効果的な学習が期待でき
る。

算数 １から１００までのえほん
戸田デザイン
研究室

１から１００までの数について、
身近な物や動物の絵と、数字を示
し、集合数として理解を図る内容
である。

１から２０までは、一つずつ増
え、２０以上は１０ずつ増え、
１００までの数が示されてい
る。

絵は動物が中心となり、どの動
物も親しみやすく表情が豊かで
ある。

紙質、装丁ともしっかりしてい
る。

物語を楽しみながら、１から１
００までの数を学習できる。

算数
１分きざみで時計がよめる　はとのク
ルックのとけいえほん

くもん出版

親しみやすい動物を人間の生活に
例えて、朝６時から夜８時までと
いう生活時間の中で、生活の流れ
と時刻を対応させて学習できる絵
本である。

見開き２頁で構成している。前
半は○時、後半は○時○分とい
う時刻となり、時刻表示の仕方
は話が進むにつれて難しくなっ
ている。表紙を含めて、全ての
右頁が時計の大きさにくりぬい
てあり、読み進めながら時計を
操作して時刻の学習ができるよ
うになっている。

平仮名と片仮名で表記されてお
り、片仮名には振り仮名が付い
ている。全頁カラーである。実
際に針を動かせる時計の模型が
貼り付けられていて、どの頁で
も利用できるようになってい
る。

表紙は厚紙で、時計の模型も
しっかりしていて、針も操作し
やすい。やや大きく重めであ
る。

時刻・時間としての学習が困難
な場合には、一日の時の移り変
わりを理解させる学習としても
利用できる。
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平成３０年度　八王子市立小・中学校　特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）

小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

算数 くらしに役立つ数学 東洋館出版

基礎編として、数と計算、量と測
定、図形と面積・容積、時刻・時
間と速度などについて扱ってい
る。生活編として、自分の身の回
りのこと、毎日の生活のこと、余
暇のこと、暮らしのことについて
扱っており、数学的な知識や技能
が学習できる。

基礎編、生活編の２部構成に
なっている。生活編では生活に
即した内容や電卓の使い方など
もあり、生きていく上で役に立
つ内容になっている。

文字の大きさは１２ポイントで
ある。小学３年生以上の漢字に
振り仮名がついている。黒、青
の二色刷りである。問題と一緒
にイラストも掲載され、視覚に
より、理解できるような工夫が
ある。

紙質は適当であり、大きさも児
童にとって持ちやすく扱いやす
い。

具体的な内容を扱っているの
で、実際に買い物などの体験活
動と合わせて指導すると効果的
である。

算数
さんすうだいすき　あそぶ・つくる・し
らべる　小学校２年

民衆社

小学２年で学習する加法や減法、
乗法の概念と測定法が網羅され、
数唱や計算を通して学習する内容
となっている。

小学２年の内容が９章に分けて
残らず押さえられている。５章
の乗法については２０頁が配分
され、学習の難易度に応じて配
列されている。

買い物やお祭り等の身の回りに
あることがイラストで描かれて
いて親しみやすい。

紙質、装丁ともにしっかりして
いて、答えを書き込んだり図形
を描いたりする活動にも十分耐
えられる。

特筆なし

算数
さんすうだいすき　あそぶ・つくる・し
らべる小学校３年

民衆社

小学３年で学習する３桁の数の足
し算・引き算、掛け算（導入から
３桁×２桁）、割り算（導入から
３桁÷１桁）、分数、円、二等辺
三角形、単位（ｃｍ、ｍ、ｋｍ、
ｇ、ｋｇ、ｌ）、小数等につい
て、身近な活動を通して学習でき
る内容である。

内容のまとまりごとに、九つの
章と付録から構成され、それぞ
れの章は、更に３～６の節に分
けられている。一つ一つの問題
を、４人の子供が大人とのやり
とりの中で解法を考え、正解を
導き出していく構成となってい
る。本文には、小学３年配当程
度の漢字が使用されている。

一部の漢字には、振り仮名が振
られている。イラストが多く、
問題の解法が分かりやすく示さ
れている。全頁モノクロであ
る。文字の大きさは、１４ポイ
ントである。

適当である。 一つの問題に対して、複数の解
法を示している。一部の解法
は、検定済教科書等に示されて
いないものであるため、配慮が
必要である。

算数 すうじのおけいこえほん くもん出版

絵と文章を見ながら、１から２０
までの数字を学習していく内容で
ある。

１から２０までの数字を順番に
配列している。数字ごとに描か
れている絵は、その数字の形に
なっていて、「なににみえ
る？」という質問の答えとして
数字を連想できる。１頁に１つ
の数字を学習できる。

絵が多様されていて、数字に親
しみやすいように配慮されてい
る。絵は、学習する数字と同じ
形をしている。

紙質は厚くて、耐久性に富んで
いる。装丁もしっかりしてい
る。

数字を、絵とともに親しみやす
く学習できる構成である。何度
も消して書き直すことができ
る。数の入門期として活用でき
る。

算数
スーパータイルのさんすう１らくらく算
数ブック

太郎次郎社

多い少ない、５までの数、９まで
の数、９までのたしざん・ひきざ
ん、２けたの数、くりあがりのた
しざん・ひきざん、２けたの数の
たしざん・ひきざん等、小学１年
生程度の内容が学習できる。

タイルを通して数との出会いを
学ぶ。タイルを通して１０進位
取りを学べるようになってい
る。

色使いが単元ごとに決まってい
る。挿絵も分かりやすく、色塗
りなどもできる。

厚手の紙を使っているので、直
接書き込みしやすい。

入門期の数と計算の意味が分か
りやすい。いつも使用している
タイルでの学習がしやすい。

算数
スーパータイルのさんすう２らくらく算
数ブック

太郎次郎社

３けたの数、３けたのたし算・ひ
き算、４けたの数、水のかさ、長
さ、かけ算、たし算・ひき算の文
章題等、小学２年生程度の内容が
学習できる。

３・４けたの加法減法、かけ算
九九が挿絵に色を塗ったりしな
がら視覚的に分かりやすくでき
ている。身近なものから、しく
みと便利さを理解できるように
している。

色使いが単元ごとに決まってい
る。挿絵も分かりやすく、色塗
りなどもできる。

厚手の紙を使っているので、直
接書き込みしやすい。

入門期の数・量と計算の意味が
分かりやすい。
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平成３０年度　八王子市立小・中学校　特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）

小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

算数 できるできる算数練習帳２年 桐書房

小学２年で学習する２桁の数の足
し算・引き算、掛け算、時計、計
算のくふう等について、系統的に
学習できる内容である。

内容のまとまりごとに、１３章
から構成されている。見開き２
頁で基礎から発展までがまと
まっており、各単元の内容を順
序よく学習できる。

本文には小学２年配当程度の漢
字が使用されている。イラスト
が多く、問題を解く糸口となる
ヒントが随所に見られる。

大きさはＢ５で、児童が持ち運
び、扱いやすい大きさである。

練習問題の量が豊富である。

算数 できるできる算数練習帳３年 桐書房

小学３年で学習する３桁の数の足
し算・引き算、掛け算、割り算、
かさ、ながさ、三角形と四角形等
について、系統的に学習できるな
いようである。

内容のまとまりごとに、１８章
から構成されている。見開き２
頁で基礎から発展までがまと
まっており、各単元の内容を順
序よく学習できる。

本文には小学３年配当程度の漢
字が使用されている。イラスト
が多く、問題を解く糸口となる
ヒントが随所に見られる。

大きさはＢ５で、児童が持ち運
びやすく、扱いやすい大きさで
ある。

練習問題の量が豊富である。

算数 まなぼう！　算数低学年用上 数研出版

９までの数、９までのたしざん・
ひきざん、２けたの数、くりあが
りのたしざん・ひきざん、２けた
の数のたしざん・ひきざん等、小
学１年生程度の内容が学習でき
る。

１５の章から構成されていて、
各章は例題と練習問題が絵や図
を使って説明されている。解法
についても絵や図を使った説明
がある。

全頁がカラー印刷されており、
小学２年配当程度の漢字が使用
されている。一部の漢字には振
り仮名が振られている。

大きさはＢ５で、児童が持ち運
び、扱いやすい大きさである。

例題・練習問題の数が多く、各
単元の内容を系統的に学習する
ことができる。

算数 もしも日本人がみんな米つぶだったら 講談社

御飯、米粒を数えたり、計量した
りしながら、１億までの数を学習
する内容の絵本である。

米１０００粒で２０ｇ、米１合
で８０００粒を基準に、茶碗１
杯、２㎏、１俵と段階を追って
大きな数について学習を進める
構成となっている。

分かりやすい絵と、米の写真を
使って、大きな数や量が理解し
やすい。本文の漢字の一部に
は、振り仮名が振られている。
文字の大きさは、１１ポイント
である。

児童が持ち運びやすい大きさで
ある。

身近な米・御飯を用いて、１億
までの大きな数について、体感
的に学習することができる。
「合」「升」「斗」「俵」等、
日本の伝統的な単位についても
取り上げている。

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

同成社

比較や分類、弁別、仲間集めなど
数の概念を獲得する前段階に必 要
な、物の見方、考え方を形成する
内容である。

「量概念の基礎」「分類」「弁
別」「仲間集め」「ゲーム」の
内容で構成され、分類では、形
の弁別も扱うなど、幅広く題材
を選んでいる。

導入部分はカラーで身近なもの
が大きく描かれている。各頁に
は、「指導の展開」が注釈とし
て載っており、指導上参考にな
る。色を塗ったり書き込みがで
きるよう工夫されている。

紙質・装丁とも教科用図書とし
ては適当である。

量の概念の基礎、比較、弁別、
仲間集め等の内容について、大
きな絵と短い文章で丁寧に扱わ
れている。数の基礎的な概念を
獲得させる段階の児童の指導に
適する。

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

同成社

５までの数について「1対1対応」
「具体物を数字に置き換える」
「数の順序」「足し算」につい
て、 図、文字、記号等を用いて示
している。

「具体的操作による１対１対
応」から始まり、半具体物操作
へと移行 していく構成であ
る。１頁に載せてある課題数も
適切である。

絵は身近なもの、食べ物取り上
げて、一部はカラーである。文
字は、平仮名、片仮名、数字で
ある。各頁に「指導の展開」が
載っている。

紙質・装丁ともしっかりしてい
て、耐久性に優れている。大き
さはＢ５で扱いやすい。

５までの数について、具体物か
ら半具体物を経て、数字に置き
換えまでの過程が、丁寧に扱わ
れていて、数の概念を具体物を
イメージしながら、理解できる
ように配慮されている。数の導
入段階の学習に適している。

算数
ゆっくり学ぶ子のための 「さんすう」③
（６～９までのたし算、 ひき算、位取
り）

同成社

６から２桁まで、１桁のたし算・
引き算、時計の読み方につい て、
図・文字・記号を用いて示してい
る。

数字を書く色を塗るなどの問題
もある。時計の読み方は 長針
は全て「１２」を指しているた
め、１時間単位の読み方に限定
される。

絵は身近なもの、食べ物取り上
げ、一部はカラーである。文字
は、平仮名、片仮名、数字であ
る。ほとんどの頁に「指導の展
開」が載っている。

紙質・装丁ともしっかりしてい
て、耐久性に優れている。大き
さはＢ５で扱いやすい。

６～１０までの数を、５のまと
まりを基にした考え方で説明し
ている。練習問題も適当な分量
で載っており、本に書き込める
ようになっている。 足し算・
引き算の導入の段階の指導に適
している。
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平成３０年度　八王子市立小・中学校　特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）

小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

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

同成社

繰り上がりのあるたし算、繰り下
がりのある引き算を中心に、２桁
の足し算・引き算・単位につい
て、図・文字・記号を用いて示し
ている

例題、練習問題の分量も多く
載っている。「さんすうの窓」
も、興味のあるコーナーになっ
ている。

絵は身近なもの、食べ物取り上
げ、一部はカラーである。文字
は、平仮名、片仮名、数字であ
る。 ほとんどの頁に「指導の
展開」が載っている。

紙質・装丁ともしっかりしてい
て、耐久性に優れている。大き
さはＢ５で扱いやすい。

繰り上がり繰り下がりの計算に
ついて、常にタイルを操作し、
確かめた上で筆算を行うなど、
理解を確実にしようと、丁寧に
説明している。「さんすうの
窓」がワンポイントアドバイス
になっている。

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

同成社

３桁の数と、その足し算 ・引き
算、お金の計算、掛け算・割り算
の入門、単位の換算について図・
文 字・記号を用いて示している。

各単元は、タイル操作、筆算、
文章題の構成になっている。
「ことばをゆたかに」のコー
ナーも参考になる。

絵は身近な生活場面を取り上
げ、一部はカラーである。文字
は、漢字、平仮名、片仮名、
数字である。 教師にとっては
「指導の展開」が参考になり、
使いやすい。

紙質・装丁ともしっかりしてい
て 耐久性に優れている。大き
さはＢ５で扱いやすい。

３桁の数とその足し算・引き
算、 お金の計算、掛け算・割
り算の入門、単位の換算につい
て、丁寧に説明している。「さ
んすうの窓」や「ことばをゆた
かに」のコーナーも活用でき
る。

算数 らくらく算数ブック③ 太郎次郎社

掛け算、重さ、割り算、少数、長
さ、大きな数を図やイラスト、補
足説明を見ながら学ぶ。

見開き２ページで、上３分の２
が図や絵で説明があり、下３分
の１に問題が記載されている。

絵や図で考え方が記載してある
ので理解しやすい。

Ｂ５版並の大きさである。児童
にとって取り扱いやすい大きさ
である。

特筆なし

算数 わかるさんすう　１ むぎ書房

１桁から２桁の数の集合数、合成
や分解について理解させる内容で
ある。

目次があり、仲間集めから２桁
のたし算、引き算まで系統的に
内容が示されている。

数字の横にタイルが書かれてい
て分かりやすい。ゲームもあ
り、準備や遊び方がのっていて
分かりやすい。

表紙は、丈夫でしっかりした紙
できている。Ｂ５で扱いやす
い。

タイルを用いて、系統的に概念
形成を図っているので、計算の
やり方を理解させるこのに適し
ている。

算数 わかるさんすう　２ むぎ書房

小学校学習指導要領「算数」の２
年から３年に示された内容のう
ち、３桁・４桁の数とその足し
算・引き算、かさ、長さ、掛け算
九九等について、系統的に学習で
きる内容である。

内容のまとまりごとに、１３章
から構成されている。それぞれ
の章は、いくつかの例題と練習
問題、まとめの問題から構成さ
れている。

本文には、小学２年配当程度の
漢字が使用されている。一部の
漢字には、振り仮名が振られて
いる。全頁モノクロである。イ
ラストは、例題等の解法の説明
に必要な最小限のものに限られ
ている。

児童が持ち運びやすい大きさで
ある。

「数と計算」の領域の内容で
は、全ての章を通して、タイル
を用いて系統立てた説明をして
いる。練習問題、まとめの問題
の量が多い。

算数
絵本・いつでもいっしょ２　どうぶつな
んびき

ポプラ社

野原に次々に現れるキリンや虎な
ど１０種類の身近な動物を使い、
１から１０までの数について説明
している内容の絵本である。

見開き２頁に１場面で、片面に
数字と説明文、もう一方にその
数だけ動物が描かれている。全
体の分量も３７頁で適当であ
る。

場面ごとに頁の色が変わり、ま
た、文章と動物の数を対応させ
るなど視覚的に捉えやすくして
いる。また、数字や片仮名に平
仮名で振り仮名が付いている。

表紙は、丈夫で本文の紙質、装
丁ともにしっかりしている。Ｂ
５変形で、児童が持ちやすく扱
いやすい大きさである。

数の理解の導入を学習するのに
適している。動物が登場する物
語性もあり楽しく、学習でき
る。数の基礎的な概念を獲得す
る段階の児童には、適当であ
る。

算数 学ぼう！さんすう中学年用上 数研出版

掛け算、大きな数、重さ、図形、
時刻と中学年で学習する内容を幅
広く扱っている。

イラストなどが多く使われてい
て、視覚的にわかりやすい。

例題も載っているので、ワーク
としても利用できる。

しっかりした作りで耐久性が高
い。

特筆なし
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平成３０年度　八王子市立小・中学校　特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）

小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

算数
五味太郎のことばとかずの絵本
すうじの絵本

岩崎書店

身近な生活の場面が描かれてい
る。（時間・温度・重さ・電話番
号・値段・住所・サイズ・計算
等）

問題場面が描かれていて、見開
き２頁で構成されている。

絵はすべての頁でカラーであ
る。各場面での数字の使われ方
がよい。

耐久性がある。大きさも適切
で、扱いやすい。

身近な生活の場面での数字の機
能が描かれているので、自分の
生活と結び付けやすく数につい
ての興味を広げることができ
る。

算数
算数たんけん（６）　３けた４けたのた
しざんひきざん

偕成社

物語を読み進めながら、数をタイ
ルに置き換えて、３桁の数、３
桁・４桁の加算、減算を学習して
いく内容である。

前半は、３桁・４桁の数、３桁
の加算、後半が３桁の減算、４
桁の減算、４桁の加算について
説明している。見開き２頁を１
場面とし、指導者向けに教え方
や内容を説明している頁が２３
頁ある。表紙の裏に、目次があ
る。

絵はカラーである。横書きを基
本としているが、斜めや波のよ
うに配置した表記もある。漢字
のほとんどにふりがながある。

紙質は光沢がなく、厚みがあ
る。表紙は硬い紙で、のりでと
じてあり、耐久性がある。短辺
とじで見開きである。

保護者向けに、学習内容や目的
が記載されている頁が２３頁あ
る。表や絵、吹き出しが重なっ
ている頁があり、絵やせりふ、
計算問題の配置が多様である。

算数
算数たんけん（９）　大きな数でわるわ
り算

偕成社

物語を読み進めながら、物をタイ
ルに置き換えて、３桁を１桁の数
で割る除算から、６桁の数を４桁
の数で割る除算までを学習する内
容である。

除算の筆算について、３桁÷１
桁、２桁÷２桁、３桁÷２桁、
４桁÷３桁、６桁÷４桁の順番
に説明している。見開き２頁を
１場面とし、指導者向けに教え
方や内容を説明している頁が６
頁ある。

指導者向けが８．５ポイント、
児童向けが９．５、１４、６、
１８、２２ポイントの丸ゴシッ
ク体である。絵はカラーであ
る。横書きを基本としている
が、斜めや波のように配置した
表記もある。

紙質は光沢がなく、厚みがあ
る。表紙は硬い紙で、のりでと
じてあり、耐久性がある。短辺
とじで見開きである。

保護者向けに、学習の内容や目
的が記載されている頁が６頁あ
る。表や絵、吹き出しが重なっ
ている頁があり、絵やせりふ、
計算問題の配置が多様である。

算数 小学校６年分やさしくわかる算数図鑑 成美堂出版

第一章数と計算、第二章平面図
形・立体図形、第三章表とグラフ
の内容が扱われている。

小学校６年間の算数の内容につ
いて図や表を多く利用し、視覚
的に分かりやすい内容である。

カラーで図を多く用い視覚的に
わかりやすく描かれている。

児童が持ち運びやすい大きさ
で、丈夫である。

特筆なし

理科
ふしぎ・びっくり!?　こども図鑑９　く
さばな

学研マーケ
ティング

庭や野山に見られる植物等を「花
だんの草花」「野山の草花」「く
だもの・野さい」の４分野に分け
て紹介している。いろいろな植物
の生態や仕組みなどを、写真や絵
によって説明した図鑑である。

巻頭に図鑑の使い方を説明した
頁がある。

全頁カラー印刷である。植物の
仕組みなどを写真やイラストで
紹介している。漢字には振り仮
名が付いている。

表紙は硬く、糸かがりで製本さ
れているため、十分な耐久性が
ある。

植物の不思議に答えるページに
続いて、その不思議に関連する
他の植物が紹介されている。巻
末に「そだててみよう」が載っ
ている。植物を自分たちで育て
ていこうという気持ちを喚起す
ることができる。

理科
ふしぎ・びっくり!?　こども図鑑９　ち
きゅう

学研マーケ
ティング

地球や宇宙、天気のことを「ち
きゅうと星」「ちきゅうの中」
「大むかしの生きもの」「天気」
の４分野に分けて紹介している。
いろいろな地球や宇宙のことなど
を、写真や絵で説明した図鑑であ
る。

分類ごとに、植物の仕組みなど
がＱ＆Ａ形式で紹介されてい
る。構成は見開き２頁である。

文字の大きさは、全体的に大き
く見やすい。全頁カラー印刷で
ある。地球や宇宙の現象などが
写真やイラストで紹介してい
る。漢字には振り仮名が付いて
いる。

紙質は光沢があり、十分な厚み
がある。表紙は硬く、糸かがり
で製本されているため、十分な
耐久性がある。

天気や地球の事象などについて
写真や絵で掲載しているので、
児童が見やすく興味を引きやす
い。巻末に索引が載っているた
め、調べ学習に用いたり、図鑑
等の使い方の指導も行うことが
できる。

理科
ふしぎをためす　かがく図鑑　かがくあ
そび

フレーベル館

水、色、空気、音、鏡・レンズ、
静電気・電池、磁石等の身近なも
のをテーマに取り上げ、目で見て
わかる実験や工作的な内容、観察
の方法や探し方、作り方等を数多
く紹介している。図鑑の使い方が
分かりやすく書かれている本であ
る。

大きく６つのテーマで構成され
ている。トピックスを１～２頁
でまとめられている。巻末に全
国の科学博物館が紹介されてい
る。

文字の大きさは、本文が１２ポ
イント、説明文が９ポイントで
ある。漢字には全て振り仮名が
付いている。全頁カラーであ
り、写真や絵（イラスト）を多
く使用し、遊びや観察の方法な
ど分かりやすく説明している。

表紙は厚紙で、コーティングさ
れている。

頁の下に安全面での配慮事項を
記載している。自分で自然観察
ができるように具体的なノート
の取り方を紹介しており、自由
研究にも活用できる。
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平成３０年度　八王子市立小・中学校　特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）

小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

理科
フレーベル館の図鑑NATURAふしぎをため
すかがく図鑑（２）しぜんあそび

フレーベル館

身近な草花、木、川・海、雨・雪
などの内容を扱っている。それぞ
れに関わる遊び、観察、工作の方
法を写真やイラスト、解説文で紹
介されている。

７章で構成されている。遊び、
工作、観察のテーマが、見開き
２～８頁で構成されている。巻
頭に本書の活用方法の記載があ
る。

文字の大きさは、大見出しが３
６～４８ポイント、小見出しが
１４～１８ポイント、説明文が
８～１０．５ポイントで示され
ており読みやすい。全頁カラー
で、写真やイラストが多く使用
されている。また、全ての漢字
に振り仮名が付いている。

表紙は硬い紙、表紙以外の紙も
厚みがある。また、糸かがりで
製本されているため、耐久性が
る。

安全面の配慮事項が記載されて
いる。

理科 科学シリーズ　校庭の雑草 福音館書店

身近な雑草について葉や花の形の
特徴をまとめて紹介した本であ
る。

全編見開き２頁で構成されてい
る。巻末に索引があり、知りた
い草花について調べられるよう
になっている。

文字の大きさは１３ポイントで
ある。全頁カラー印刷である。
植物名は９ポイントの文字であ
る。

十分な耐久性がある。表紙は固
い紙である。

全頁詳細なイラストで描かれて
いるために、分かりやすい本に
なっている。

理科 楽しく遊ぶ学ぶ　不思議の図鑑 小学館

毎日の生活の中で「不思議だな」
と思うことをイラストや絵で解説
している。

生き物や自然、体などのジャン
ルごとに分かれているので理解
しやすい。

絵やイラストが多く見やすい。 耐久性がある。 特筆なし

理科 子どものずかん　季節と自然 小学館

自然の分野ごとに四季の変化が示
されている。

季節の様子を文字、イラスト、
写真とで構成されている。

吹き出しを効果的に使ってい
る。

製本は適当である。 特筆なし

理科 実験おもしろ大百科 学研教育出版

すぐにためせる簡単な実験から手
品・工作・料理・動物の観察・理
科実験等多様な実験が掲載されて
いる。

見開き１頁に一つの実験が紹介
され、実験の種類ごとに色で分
別されている。

実験の様子や方法が写真やイラ
ストで示され、実験結果やその
理由なども示されており、実験
への意欲をもちやすい。

表紙は厚く紙質もよく装丁も
しっかりしている。４００頁あ
り、厚みがある。

巻末には工作用の型紙が添付さ
れていたり、自由研究のまとめ
方も示されていたりと工夫が凝
らされている。

理科 小学館の図鑑ＮＥＯ　飼育と観察 小学館

虫、水生生物、鳥、小動物の飼育
や観察方法、植物の栽培や観察の
方法を、写真、イラスト、解説文
で詳しく記載した図鑑である。

虫、水生生物、鳥、小動物、植
物の飼育や栽培・観察の方法を
種類ごとに１～４項で説明して
いる。

ほとんどの項がカラーで見やす
い。

耐久性がある。 季節、動植物種を問わず、一年
間使用できる。

理科 小学館の図鑑NEO＋もっとくらべる図鑑 小学館

動物や建物、天体などの大きさ、
服装、食べ物、動物の行動や能
力、時間の流れ、場所の違いを比
べながら、物の概念や属性などを
学習する。

「大きさ」、「行動や能力」、
「時間の流れ」、「場所の違
い」それぞれによる比較を４章
で構成している。スケール感や
時間の流れを感じやすくする工
夫として観音開きの頁がある。

見出しは４０ポイント、本文は
１２～１６ポイントで示され見
やすい。全頁カラーで、写真や
写実的なイラストが使用されて
いる。

表紙は硬く、表紙以外の紙も厚
い。糸かがりで製本されている
ため耐久性がある。

写真やイラストなどにより比較
がしやすく、あわせて生態系も
理解しやすい。

17



平成３０年度　八王子市立小・中学校　特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）

小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

理科
小学理科か・ん・ぺ・き新しい教養のた
めの理科　基礎編

誠文堂新光社

昆虫や動物、植物の様子、気象や
星空の観察、身近な物でできてい
る実験が記載されている。

「生命の世界」、「地球と宇
宙」、「身の回りの科学」の３
部で構成されている。１つのト
ピックスを１～２頁でまとめて
いる。

難しい漢字には振り仮名が付い
ている。写真やイラスト、グラ
フ等が多数使用されている。

表紙はコーティングされてい
る。

身近な物を扱った簡単な実験
や、自然現象、生活の中で行っ
ていることに関する説明があ
る。

理科 虫たちのふしぎ 福音館書店

昆虫やクモ類等の虫を、「あた
ま」「くち」「おしり」等の部位
に着目して、紹介している写真集
である。写真の１枚１枚に解説文
が付いている。

虫を「あたま」「くち」「あ
し」「はね」「おしり」等の身
体の部位に焦点を当て、児童の
興味・関心を強く引く接写した
写真で紹介していく構成となっ
ている。

１～８枚の写真が各頁一杯に掲
載され、それぞれに解説文が付
いている。漢字には振り仮名が
振られている。解説文の文字は
主に８ポイントである。目次
は、器官名を色分けして記載し
てあり見やすい。索引は、昆虫
名及び撮影場所や撮影月も表記
されている。

児童が持ち運びやすい。表紙が
しっかりしており、本文の頁も
厚めの紙で、扱いやすい。

写真が大きく、児童の興味を引
き、虫の身体のつくりや生態に
ついて学習することができる。
索引が見やすく、調べ学習にも
適している。

理科 野の草花 福音館書店

道端の草花を紹介している。 道端に咲いている草花を季節ご
とに分類されている。

絵が効果的に描かれている。 表紙は厚く、耐久性がある。 実際に調査するときに活用でき
る。

理科 幼児絵本シリーズ　やさいのおなか 福音館書店

身近な１１個の野菜を題材にして
いる。最初の頁で野菜の断面図を
示し、興味・関心を高めていける
本である。

１つの野菜について４頁が使用
されている。白黒で書かれた断
面図、カラーの断面図、野菜の
全体図が順に配列されている。

野菜の絵が１頁の大部分をしめ
る。

紙質が適当である。 特筆なし

音楽
１０人＋１人の絵本作家オリジナルソン
グ集歌のパレット

偕成社

動物や食べ物、生活を歌った１０
人 の作詞者による曲を２０曲紹介
してい る。

見開き２頁又は３頁で１曲紹介
されている。 どの曲も、題、
歌詞、楽譜、挿絵 で構成され
ている。曲数が２０曲と多い。
全体の分量は４７頁で適当であ
る。

挿絵が作詞者によるもので、頁
ごとに各曲の雰囲気をうまく表
している。文字の大きさは１２
ポイントで、歌詞に擬音語が多
く使われており、楽しく親しみ
やすい。曲に使用されている和
音も美しい。目次にも曲それぞ
れに挿絵がある。

表紙、紙質、装丁ともしっかり
しており、十分に耐久性があ
る。

伴奏譜付きで２０曲紹介されて
いる。曲は、児童の興味を引く
内容である。指導者が音楽の学
習で活用することができる。

音楽 うたえほん グランまま

児童が親しみやすい、平易な歌詞
の童歌や童謡など２６曲が紹介さ
れている。

見開き２頁で、左頁に歌詞と楽
譜、右頁に挿絵で紹介されてい
る曲が２２曲、１頁に歌詞、楽
譜、挿絵で紹介されている曲が
４曲である。

歌詞は、平仮名と片仮名表記で
あり、楽譜は主旋律のみが記載
されている。挿絵はカラーで、
幼児から低学年向きの描き方で
ある。

表紙が厚紙で、装丁はしっかり
している。耐久性がある。

普段から、家庭などで慣れ親し
んでいる曲が中心である。
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平成３０年度　八王子市立小・中学校　特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）

小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

音楽 うたえほんⅡ グランまま

低学年から中学年の児童が親しん
でいる曲が、２８曲紹介されてい
る。

見開き２頁で、左側の頁に歌詞
と楽譜、右側の頁に挿絵の構成
を基本としている。目次があ
る。

歌詞は、平仮名と片仮名表記で
あり、楽譜は主旋律のみが記載
されている。挿絵はカラーで、
低学年向きの描き方である。

表紙が厚紙で、装丁はしっかり
している。耐久性がある。

普段から、家庭などで慣れ親し
んでいる曲が中心である。

音楽 うたえほんⅢ グランまま

日本や世界の童謡や民謡が２６曲
紹介されている。幅広いジャンル
から選曲されている。

見開き２頁で、左側の頁に歌詞
と楽譜、右側の頁に挿絵の構成
を基本としている。目次があ
る。

漢字には振り仮名が付いてい
る。全頁カラー印刷である。水
彩画で、曲の印象に合わせたイ
ラストや情景が描かれている。

表紙は硬い紙であり、糸かがり
で製本しているため、耐久性が
ある。

楽譜に付いている歌詞の文字の
大きさが、７．５ポイントであ
る。

音楽
ソプラノリコーダーでスタジオジブリア
ニメ・ベスト

ドレミ楽譜出
版社

スタジオジブリの曲がリコーダー
で吹ける。

メジャーなジブリ作品の曲が掲
載されていて、児童の興味を引
く。

音符には階名が記載されてお
り、簡単なメロディと原曲どお
りの楽譜と２種類があり、児童
の実態に応じた選択ができるよ
うになっている。

耐久性がある。 発表会等にも活用できる。

音楽
どうようでおえかきできる！どうようＮ
ＥＷ絵かきうたブック

ひかりのくに

童謡や身近な題材の子どものうた
を絵描きうたが掲載されている。
３段階の難易度を設定している。

４５曲掲載している。そのうち
３２曲は楽譜が付いている。見
開き２頁に１～２曲を掲載して
いる。指導者（保護者）向けの
説明がある。

全頁３色刷りである。歌詞は全
て平仮名で記載されている。

表紙はカバー付き、紙質は厚
く、耐久性がある。

絵にも興味・関心をもたせる工
夫が考えられるため、図画工作
の授業でも活用できる。

音楽 やさしいことばのうたとあそび
ドレミ楽譜出
版社

「うたあそび」「生活あそびう
た」「行事うた」「わらべうた」
「季節のうた」が紹介されてい
る。

「こどもうた」は月ごとに紹介
されている。月の行事や季節感
にあった歌が選曲されやすいよ
うに構成されている。

楽器の他に、歌詞のみが表記さ
れている。目次は大きく見やす
い。索引があり、歌を探せやす
いようになっている。

製本の関係で開いてもすぐに閉
じてしまう。

身近な歌が数多く紹介されてい
る。童話の遊び方も、丁寧に解
説されている。

音楽 歌はともだち 教育芸術社

童謡やアニメソング、合唱曲など
幅広いジャンルの歌唱曲を、１４
５曲紹介している歌集である。児
童に親しみのある曲を多く紹介し
ている。

１曲を１頁、又は２頁で紹介し
ている。歌詞、楽譜、コード進
行、音楽記号、挿絵（一部の
曲）で紹介している。

難しい漢字や英語を用いた曲名
には、振り仮名が付いている。
歌詞は平仮名、片仮名、英語で
表記している。写真、挿絵はカ
ラーで、曲のイメージに合わせ
たものを使用している。

表紙は艶があり、やや厚みがあ
るがやわらかい。

学校行事や季節にちなんだ歌唱
曲を多く紹介しており、授業で
活用しやすい。

音楽 改訂　新版　どうよう絵本① ひかりの国

動物、植物、日常生活の内容を中
心に、児童の親しみやすい童謡が
掲載されている。

基本的には見開き２頁で１曲を
掲載している。全２２曲掲載。

基本的には歌詞は平仮名で記載
している。片仮名の歌詞には平
仮名が振ってある。挿絵がつい
ていて、歌詞の内容をイメージ
しやすい。

表紙は厚く、装丁も適当である。楽譜にはコードが併記されてい
る。巻末にコード表がある。
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平成３０年度　八王子市立小・中学校　特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）

小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

音楽 楽しいいピアノのうた 成美堂

人気の童謡、アニメ、クラシック
が掲載されているピアノ曲集

イラストと楽譜で見開き１曲の
構成になっている。

鍵盤の図が記載されている。音
符に階名が記載されている。

製本はしっかりしており、耐久
性がある。

指導者が指導しやすい構成と
なっている。

音楽 保育名歌こどものうた１００選
ドレミ楽譜出
版社

古くから親しまれてきた歌から、
新しい子どもの歌まで、１００曲
を幅広く紹介している。

１００曲が、それぞれ簡単な伴
奏楽譜とともに紹介され、後半
には、歌詞が縦書きで載ってい
る。巻末には索引もある。

伴奏譜は簡単なものであり、伴
奏をしながら、伴奏者もともに
歌うことができる。楽譜の下
に、何頁に歌詞が出ているかが
記され、巻末には五十音順の索
引がある。

表装は厚めで、装丁はしっかり
としている。

特筆なし

図画工作
ウォーリーをさがせ！THE COLOURING
BOOK ぬりえブック　脳イキイキ　ぬって
さがして

フレーベル館

「ウォーリーを探せ」が白黒の塗
り絵になった絵本である。

見開き２頁ごとに世界が変わ
る。ウォーリーを探しながら。
その景色や世界観を想像し色を
塗る構成になっている。

色を塗る部分が細かく設定して
ある。

表紙が柔らかい紙質のため、色
塗りの作業に適している。

色を塗る部分が細かいため、手
先の訓練や色彩感覚の向上に効
果的である。

図画工作 ノージーのひらめき工房レッツ！ひらめ
き工作ブック

ＮＨＫ出版

「きょうりゅう」「パフェ」「ダ
イオウイカ」「紙コップフラ
ワー」「ダーツ」など、自分のア
イデアあふれる工作が楽しめる
本。

「おる」「ちぎる」などの基本
スキルでつくる工作、「はさ
み」や「のり」を使う工作が段
階ごとに配列されている。

実際に作っている様子がカラー
写真で大きく掲載され、視覚的
に作り方が分かり、コツもつか
みやすい。

カラーで変形Ａ４版、５６ペー
ジである。扱いやすい紙質であ
る。

別丁抜き工作４枚付き、自分の
作品を飾れるページも収載され
ており、自分なりのアイディ
ア、創作意欲を高めることがで
きる。工作遊びを通し、表した
いことを見付けたり表し方を考
えたりするなどの表現力を高め
ることができる。

図画工作
Do!図鑑シリーズ工作図鑑

福音館書店

伝承玩具から、創作玩具まで、挿
絵入りで取り上げ、作品例、道具
の使い方、作り方に分けて簡潔に
説明してある。

使う道具別に、手・はさみ等、
大きく１０項目に分けて構成し
ている。さらに、その作り方の
難易度をＡからＤまでに分け、
配列している。

道具の表示や材料の表示は、分
かりやすい絵で示し、作り方だ
けでなく、遊び方まで紹介して
いる。

２６０種３８４頁と、分厚い本
である。大きさもＢ５判で手頃
である。

幅広い工作が、分かりやすく
載っていて、年間を通して活用
できる。

図画工作 あそびのおうさまＢＯＯＫ　きって 学習研究社

自由な発想で思い思いページを
切ったり破いたりして１冊の本を
完成させる。

切って遊べるように工夫された
本である。自分のイメージで工
夫できるように作られている。

絵はかわいらしいものが多い
が、様々なシーンを盛り込んで
いる。

性質上紙は破りやすいものに
なっている。

はさみを楽しく使える工夫があ
る。

図画工作
あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてき
るほん

学習研究社

自由な発想で思い思いページを
切ったり破いたりして２冊の本を
完成させる。「きって」の初歩版
である。

切って遊べるように工夫された
本である。自分のイメージで工
夫できるように作られている。

絵はかわいらしいものが多い
が、様々なシーンを盛り込んで
いる。

性質上紙は破りやすいものに
なっている。

はさみを楽しく使える工夫があ
る。
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平成３０年度　八王子市立小・中学校　特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）

小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

図画工作 あそびの絵本⑥　　　ねんどあそび 岩崎書店

粘土の基本的な扱い方と、飾るも
の、実用できるもの、音の鳴るも
の等のつくり方が、簡潔に説明さ
れている。

はじめに、粘土の扱い方が示さ
れ、平面的な作品から立体的な
作品へと、分かりやすい順序で
説明されている。見開きで示さ
れ扱いやすい。

それぞれの作品の作り方が、分
かりやすい挿絵で、順番を追っ
て説明されている。文字は全て
仮名で示されている。

表紙は、厚手の紙で丈夫であ
る。本文の紙質も、厚手でしっ
かりとして扱いやすい。

挿絵が大胆で児童が興味を示し
やすくなっている。細部の細工
よりも、大きく造形性を捉えて
おり、伸び伸びとした活動がで
きる。各作品の基本色が、自然
な形で変化させてあり見やす
い。

図画工作 あそびの絵本⑦　クレヨンあそび 岩崎書店

クレヨンの描き方、使い方の基本
的な方法が、児童に分かりやすく
示されている。児童の気持ちに
なった言葉が簡潔に示されてい
る。

はじめにクレヨンの基本的な使
い方を示している。頁が進むに
つれて、技法等が組み合わされ
ていく。

１３項目から構成されている。
各項目のねらいが偶数頁の右側
に簡潔に示されている。

厚手の表装で耐久性がある。各
頁の余白も十分にある。

児童がすぐにやってみたいと思
う内容が記載されている。

図画工作 あそびの絵本⑰　えのぐあそび 岩崎書店

絵の具のいろいろな使い方によっ
て、表現の感じが変わることが、
分かりやすく説明されている。

基本的な絵の具の扱い方が示さ
れている。また、各項目で絵の
具を使った簡単な表現方法が記
載されている。

全頁カラーで記載されている。
様々な風合いなども分かりやす
い。挿絵も楽しい絵を採用して
いる。児童が使用しやすい大き
さ、厚さとなっている。

装丁が適当である。 児童の気持ちになった言葉で書
かれている。

図画工作
かがくのとも絵本かみであそぼうきる・
おる

福音館書店

切る、折ることでできる紙工作の
面白さを、６種類の作品で紹介し
ている。どの作品にも「かたち
ページ」という実物大の見本が付
いている。

紙工作の工程の順に、作品紹介
をしている。頁数も作品の数も
適切である。

図と絵が、分かりやすく配列さ
れている。「かたちページ」は
モノクロにしてあるなど、見て
分かりやすい編集がなされてい
る。

装丁はきれいでしっかりしてい
る。大きさも手頃で、紙を当て
てなぞるなどの作業がしやす
い。

児童が興味をもつ工作が、切
る、折るといった、易しい作り
方で紹介されている。画面構成
も、バラエティーに富んでいて
見やすい。

図画工作 きったりはったりおりがみおもちゃの本 毎日新聞社

野菜、ケーキ、魚、花、動物など
を折り紙で作る方法（３０種類）
が説明している内容である。

１種類１～３頁で構成され、手
順に沿った写真が並び、写真の
下に折り方が短い文章で書かれ
ている。

写真はカラーで掲載され、折り
線は点線で、切り線は実線と
なっている。文字は平仮名・片
仮名で表記されている。

紙質、装丁ともにしっかりして
いる。

図工の時間だけでなく、生活単
元学習での飾り作りや休み時間
での遊びにも活用できる。

図画工作
たのしい工作教室　たのしいこうさく
きょうしつ①

さ・え・ら書
房

身近にある材料を使用した工作集
である。身に付けたり、部屋に
飾ったり、遊んだりできる２０種
の紙工作等の作品が紹介されてい
る。

紹介している作品は、作る工程
が簡単で、短時間でできるもの
である。各作品は、見開き２頁
で構成している。

作品の実物を写真で示し、作成
方法を絵で紹介している。説明
文は平仮名、片仮名で表記し、
片仮名には、振り仮名が振って
ある。文字の大きさは１６ポイ
ントである。目次は絵と文字の
カード形式で、児童が選択でき
るように工夫されている。

表紙は厚く耐久性があり、本文
の紙質もしっかりしている。

身近な材料を使用し、手軽に作
成ができ、作って遊ぶことがで
きるものも多く含まれている。

図画工作
たのしい紙こうさく７　紙でつくるカー
ドポスター

小峰書店

厚紙や画用紙を切り抜いて、飛び
出すカードや動くカードを作る方
法が２８種類紹介されている本で
ある。行事に関連したポスターの
デザイン例も紹介されている。

１作品につき、１頁で作り方を
説明する構成である。作り方
は、２～５工程程度にまとめら
れており、イラストと簡潔な説
明文が付いている。巻頭に目次
がある。索引はない。

本文の文字の大きさは、１０ポ
イントである。漢字には全て振
り仮名が付いている。カラーと
２色刷の頁とが、見開きで交互
に配置されている。鳥のキャラ
クターと吹き出しで、制作のポ
イントや作品の説明がされてい
る。

紙質はやや艶があり、厚みがあ
る。表紙は硬い紙で、糸かがり
で製本してあるため、十分な耐
久性がある。

紙、はさみ、筆記用具など、比
較的準備しやすい道具と材料で
作ることができる作品が紹介さ
れている。
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平成３０年度　八王子市立小・中学校　特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）

小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

図画工作 たのしい図画工作９　うごくおもちゃ 国土社

身近にある材料を使って、様々な
動く玩具が紹介されている。簡単
な作り方の物が選ばれ、動かして
遊ぶ方法も説明されている。

一つの玩具について見開き２頁
の構成になっている。１６項
目、１８種類の動く玩具を扱っ
ている。

文字の大きさは１２ポイントで
表記されている。漢字に振り仮
名が付いている。全頁カラーで
ある。一つ一つの写真は大きく
て見やすい。

表紙は厚手でコーティングされ
ており、耐久性がある。

一つのテーマについて、多様な
完成例が示されているので、児
童の創作意欲を喚起させる内容
である。

図画工作
たのしい図画工作１６　ちぎり紙・きり
紙・はり絵

国土社

色紙、毛糸、落ち葉など身近な素
地を使ったちぎり絵、切り絵、貼
り絵について作り方と作品を紹介
している。

一つのテーマについて見開き２
頁の構成になっている。ちぎり
紙について６頁、切り紙につい
て６頁、貼り絵について１９頁
で構成されている。

本文の文字の大きさは１２ポイ
ントである。説明文は短い文で
あり、漢字には振り仮名が付い
ている。全頁カラー印刷であ
る。

紙質は光沢があり、厚みがあ
る。表紙は硬い紙であり、糸か
がりで製本してあるため、耐久
性がある。

児童が興味をもつ造形活動が、
切る、折る、貼るなどの工程で
紹介されている。

図画工作 はじめてのこうさくあそび のら書店

平面、立体、空間において、作品
作りのアイディアやヒントが示さ
れている。紹介されている作品
は、身近にある素材や画材を用い
て作るものである。

「えをかく」｢かみでつくる」｢
ぬのでつくる」など、作る活動
別に項目立てられている構成で
ある。

平仮名と片仮名で表記されてい
る。簡潔な文章である。作る活
動の手順に番号が振ってあり、
手順に沿った挿絵が描かれてい
るので、理解しやすい。

厚手の表装であり中の紙質も適
当である。しっかりした装丁で
耐久性がある。

取り上げている作品の内容は、
後半になると複雑な手順のもの
が多くなるので、配慮が必要で
ある。

図画工作 はりえあそび ポプラ社

色紙・毛糸・ボタンやはっぱを
使って様々なはり絵作品を作る内
容である。

簡単なものから、いろいろな材
料を組み合わせたものまでバラ
エティ豊かで、個々の発達に応
じた提示の仕方が可能である。

作り方の解説も分かりやすい。 装丁はしっかりしている。本を
開いて見ながら、作品を作って
いくことができる。

色鮮やかな貼り絵の作品が大き
く掲載され、児童の創作意欲を
かき立てる構成になっている。
素材も身の回りのものを使い、
取り組みやすい。

図画工作 作ってみよう！リサイクル工作６８ 成美堂出版

身近にある素材を使ってできる工
作が紹介されている。

６８作品の工作が掲載されてい
る。作り方と遊び方の構成に
なっている。

写真はカラーで掲載している。
使い方や作り方が詳しく説明さ
れている。文字数は適当であ
る。写真と図が記載されてお
り、児童にとって分かりやすい
示し方となっている。

製本は適当である。 特筆なし

図画工作 親子でいっしょにあそぼう！おりがみ 高橋書店

遊べるおりがみや動物のおりが
み、完成したおりがみを別の作品
に早変わりさせる変身おりがみ、
からくりおりがみ、切り紙などの
作品の作り方を詳しく紹介してい
る。

１１８作品が掲載されている。
難易度が星０～３個で表示され
ている。作品によって、使う道
具（のり、はさみ、テープ等）
が表記されている。

写真はカラーで掲載され、折り
線は点線で、切り線は実線でか
かれている。文字は平仮名・片
仮名で表記されている。漢字に
は平仮名で振り仮名が付いてい
る。

紙質、装丁ともにしっかりして
いる。

図工の時間だけでなく、生活単
元学習での飾り作りや休み時間
での遊びにも活用できる。

図画工作 親子でつくろう！遊べるおりがみ 成美堂

簡単な折り紙の折り方が紹介され
ている。

１２３作品が掲載されている。 カラーで折り方が記載されてい
る。写真も鮮明である。

紙質がしっかりしており耐久性
がある。

写真が美しいため、児童の「作
りたい」という意欲の向上の一
助となる可能性がある。

家庭 こどもがつくるたのしいお料理 婦人之友社

卵、肉・魚、野菜、ソース、汁
物、ごはん・麺類で構成されてい
る。１０歳から１３歳までの子ど
もが、実際に作った調理を中心に
編集している。

１種類の調理を、見開き２頁に
まとめているものが多い。作業
手順は文章を中心とし、挿絵で
補っている。　材料は４人分を
基本としている。

縦書きで編集され、材料の分量
は、横書きで枠囲いされてい
る。１色刷りが中心だが、部分
的に２色刷りを用いている。

表紙はビニールコーティングさ
れている。

実際に子どもが調理した献立で
構成されており、子どもが気が
付いたり工夫したりしたポイン
トが示されている。口絵の調理
例は、カラー写真である。
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平成３０年度　八王子市立小・中学校　特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）

小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

家庭
子どものマナー図鑑　ふだんの生活マ
ナー

偕成社

基本的なマナーについてイラスト
を活用して、説明している本であ
る。覚えておきたい基本的なマ
ナーを楽しく分かりやすく教えて
いる。

全頁は３１頁である。各項目は
１頁か見開き頁になっている。
基本的なマナーについて学べる
ように構成されている。

各頁の文字の大きさは８ポイン
トで、絵は小さい。漢字には、
振り仮名がついている。

防水性のある表紙である。各頁
の紙質は厚く使いやすい

外出時の基本的なマナーについ
て学習できるようになってい
る。イラストはカラーで、キャ
ラクターを用いている。

家庭 新こどもクッキング
女子栄養大学
出版部

１００品以上が掲載されている。
主に、パーティー料理、お菓子、
行事食が掲載されている。

巻頭に目次、巻末に料理に関す
る用語、用具の説明、栄養につ
いての説明が書かれている。

写真は料理品を使われている。
調理手順は、挿絵で表してい
る。索引が付いている。

紙質は適当である。 作り方の手順は、挿絵で表され
ている。

家庭 生活図鑑『生きる力』を楽しくみがく 福音館書店

職業生活や社会生活に必要な基礎
的な知識や技能を「衣・食・住」
の項目に分類し、文字とイラスト
で説明している。

一つのテーマに対し基本的に見
開き２頁で構成している。目次
があり、「衣・食・住」の大項
目で分類されている。巻末に、
五十音順に、本の中で出ている
言葉を索引できるようになって
いる。

手順の説明には、多くのイラス
トが使われている。本文の文字
の大きさは、９ポイントであ
り、漢字には振り仮名が付いて
いる。

表紙は光沢がある厚紙である。
紙質は柔らかく、のりとじで製
本してある。

生活のあらゆる場面で必要とさ
れる知識や技能がこの本の中で
示されている。説明文とともに
イラストが付いているので分か
りやすい。

家庭 昼ご飯を作ろう 偕成社

手早く作れるメニューが紹介され
いる。

２５種類の調理が掲載されてい
る。炒め物など基本的な作り方
が学べる。

イラストが多く見やすい。 耐久性がある。 特筆なし

保健
図鑑NATURAたべもの

フレーベル館

児童にとって最も身近な食べ物
を、野菜、果物、肉、魚、調味料
などに分け、特徴や体への働きな
どの情報とともに紹介されてい
る。

種類ごとに色分けして分類され
ている。

ほぼ全頁カラーの写真やイラス
トで見やすい。

表紙はハードカバーで、耐久性
がある。製本・装丁はしっかり
している。重厚感はある。

食べ物の働きや、ミニ知識（料
理・観察、食べ物を取り巻く自
然環境について）も、一緒に学
ぶことができる。

保健
〔改訂新版〕イラスト版からだのつかい
方・ととのえ方子どもとマスターする４
５の操作法

合同出版

日常動作や基本的な運動につい
て、正しい例と悪い例を分かりや
すくイラストを使って説明してい
る。

全４章で構成され、４５の動き
を説明している。

全項、黒１色刷りである。 紙質は薄く、柔らかい。 すべての動きについて、具体的
なポイントを示した分かりやす
い挿絵と詳細な説明がついてい
るので実際に活用しやすい。

保健 ２１世紀幼稚園百科１１からだのふしぎ 小学館

身体部位の名称、消化器・循環
器・骨と筋肉の仕組みや健康な体
作りについて、写真や模型を提示
し、具体的に説明している図鑑で
ある。

身体の各器官について、見開き
で１４のテーマについて見やす
く構成されている。身体の部分
について幅広く解説されてい
る。

写真、模型での図示など、身体
の部分を焦点化し分かりやすく
表現されている。細かい文字で
説明されている箇所もいくつか
見られる。各頁の下に詳細な説
明や補助資料が記載され、指導
上の参考になる。

紙質が厚く、耐久性がある。 この図鑑では必要な事柄や身体
器官を、児童の実態に応じて取
り出して指導することによっ
て、興味・関心を引き出すこと
が可能である。

保健 かがくのとも傑作集　きゅうきゅうばこ 福音館書店

毎日の生活の中で、起こりやすい
火傷、擦り傷、鼻血など１２項目
について、応急処置を具体的に説
明している。

一つの項目について、応急処置
を分かりやすく、見開きで説明
している。

文字も大きく読みやすい。 表紙の装丁がしっかりしてい
る。

内容、表現等、児童の興味を引
きやすい。
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小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

保健
かこさとし　からだの本２　たべものの
たび

童心社

食べ物を口から食べて排泄するま
での場面を描いている絵本であ
る。擬人化した食べ物が体内に入
り、旅をしながら、それぞれの働
きを説明している。

消化器の働きがいくつかの場面
で描かれており、１つの場面に
ついて見開きの頁の構成になっ
ている。

文字の大きさは１３ポイントで
書かれている。全頁カラー印刷
でされている。本文は平仮名と
片仮名で表記されている。

表紙はカバー付き、紙質は厚
く、耐久性がある。

食べ物の擬人化や比喩的な表現
があり、配慮が必要である。

保健
からだだいすきえほん４かぜにまける
な！

学研

かぜをひくのはどうしてなのか、
かぜをひかないようにするにはど
うすればよいかを、教える絵本で
ある。

かぜのひき始めから症状の変化
など解説している。また健康に
対する注意を引き付けることが
できるものである。

絵は色使いがきれいで、文字も
大きい。児童に話しかける言葉
遣いである。

厚手の表紙、Ａ４変形の大き
さ。紙質も適当である。

自分の体に注意を向け、風邪を
ひかないように大切にすること
を学べる。

保健
からだのえほん⑦　なみだくんありがと
う

あかね書房

目にごみが入ったときや悲しいと
き、どうして涙が出るのかなど、
涙の働きについて、涙を擬人化
し、説明役として進められてい
る。

公園で遊んでいる子どもの目に
ごみが入り、涙が出たことに始
まり、その涙が説明役として構
成されている。

目にごみが入っても、こすらな
いような注意事項や、涙がごみ
を流し出すなど、涙の働きが、
具体的に説明されていて分かり
やすい。

Ｂ５判でまとめられ、装丁も
しっかりしている。

会話形式の、易しい文章で展開
している。涙が悲しいときや、
くやしいときなども出ること
を、具体的な事例を挙げて、涙
の働きや不思議さについて理解
できるように工夫している。

保健 こんなときどうするの 偕成社

いろいろなケガに対する対処の仕
方が示されている。

全３１頁で、事故やケガの処置
が頁ごとに掲載されている。

イラストが見やすい。文字数は
適当である。

紙質は丈夫で耐久性がある。 特筆なし

保健
子どもの健康を考える絵本④　からだが
すきな　たべものなあに

偕成社

児童が好きそうな食べ物の話から
始まり、体の成長や健康維持に必
要な、栄養素について示してい
る。

口が好きな食べ物と、体に必要
な食べ物の違いを示し、健康な
体を作るには三つの栄養素をバ
ランスよくとる必要があること
を示している。

赤、黄色、緑の栄養素が含まれ
ている食べ物が、カラーの絵で
示してあり、児童にも理解しや
すい。大人に対しての解説もあ
る。

Ｂ５判でまとめられていて、装
丁もしっかりしている。

食品の絵を多く掲載して、児童
の興味をひきやすい。また、好
きな食べ物ばかり食べるのでは
なく、基本的な栄養の知識を理
解させるとともに、栄養的にバ
ランスのとれた食生活が、大切
であることを示している。大人
と一緒に読める工夫もされてい
る。

保健
子どもの生活⑥　じょうぶなからだにな
れるよ

偕成社

入浴の仕方や風邪、けがをした時
の対処の仕方、日常生活の中での
健康作りのための、体のより良い
動かし方を、絵と文章で示してい
る。

日常生活の中で、健康作りのた
め、気を付けたい内容が、項目
ごとに見開きで示されている。
また、良い例、悪い例が具体的
に示されている。

文章は、漢字に全て仮名が振っ
てある。絵も大きく色彩も豊か
で、文章と調和がよくとれてい
る。

Ｂ５判で、装丁はしっかりして
いる。また、紙質も良く、本の
大きさも適切で扱いやすい。

健康づくりは、日常生活の中で
効果的にできることや、健康の
自己診断の方法や病気、けがへ
の対処等が、具体的に書かれて
いる。

保健 丈夫な体になろう 偕成社

自分の体の仕組みを知り健やかな
体作りを目指している。

児童の日常生活の体験から体の
仕組みを考えられる

イラストが見やすい。文字も読
みやすい。

耐久性がある。 特筆なし
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小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

保健 体育の教科書　小学校低学年～高学年用 山と渓谷社

小学校の体育で行う基本的な運動
の効果的な練習方法を、写真を活
用して簡潔に示している。学習指
導要領での位置付け、習得の目安
になる時間、難易度も示されてい
る。

低学年編、中学年、高学年編、
応用編、運動能力をのばすポイ
ントの５章構成である。

全項カラーである。 紙質は薄く、柔らかい。 小学生を対象とした図書である
ため、使用に際しては発達の状
況に応じた配慮が必要である。

保健 知識の絵本３　 ひとのからだ 岩崎書店

人の体について、生命の誕生から
大人への身体の成長、男女や大人
と子どもの身体の違い及び消化
器、循環器等機能等について説明
している。

身体の発達に関して、触れられ
ている。一年間で取り扱うので
適量である。

挿絵と文章が中心であるが、内
臓や骨については、レントゲン
写真を使っている。全文、平仮
名での表記である。

Ａ４変形判で、装丁はしっかり
している。表紙は厚く、糸でと
じられている。耐久性がある。

体の発達について、前半で触れ
られ、後半は、内臓、筋肉など
の機能について触れられてい
る。

生活
ビジュアル図鑑日本の歴史

学研プラス

古代から近現代までの日本の歴史
を写真を豊富に掲載さいた図鑑で
ある。

日本の石器時代から近現代まで
時代を順におって掲載してい
る。

写真が大きくて見やすい。全
ページカラー印刷されている。

表紙は硬い紙であり、糸かがり
で製本されているため耐久性が
ある。

特筆なし

生活 ひろってうれしい　知ってたのしい
どんぐりノート

文化出版局

身近などんぐり及び葉や木の特徴
などがが写真・イラスト・文章で
表されている。

見開き２ページに各１種類のど
んぐりが掲載されている。中央
に大きく葉の写真があり、葉の
形から実際の木を見付けやす
い。巻末にはどんぐり工作やど
んぐりを使った調理も掲載して
いる。

全編カラーで実物に即した色合
いになっている。

装丁、製本ともしっかりしてお
り、丈夫である。

どんぐりにまつわる歴史や動
物・虫との関係似たどんぐりの
比較など、低学年児童～高学年
まで発達段階に幅広く対応した
内容となっており、学習の広が
りが期待できる。

生活 町の水族館・町の植物園さかなやさんと
やおやさん

福音館書店

魚屋や八百屋の様子を通して、季
節の食材や身近な店の様子を描い
ている絵本である。京都の町の魚
屋、八百屋を取材して作られてい
る。絵は実物に即して描かれ、児
童が身近な魚や野菜を通して名前
や特徴を知り、興味・関心を深め
られるようになっている。

店頭に魚や野菜が並んでいる場
面から、調理までの流れを見開
き２頁で構成している。

本文の文字の大きさは１１ポイ
ントである。全頁カラーであ
り、絵も実物に即して忠実に描
かれている。文は会話形式で、
ほとんど平仮名と片仮名で書か
れている。漢字には振り仮名が
付いている。

表紙は厚く、コーティングされ
ている。

特筆なし

生活
日本がわかる ちずのえほん改訂版

学研プラス

４７の都道府県ごとの自然、農作
物及び建造物等の特色と山や川の
高さや長さの比較、米や卵の生産
量の比較を紹介している内容であ
る。

前半は、各都道府県の地形や動
物、祭り等の特色が１頁で構成
され、頁の左上に都道府県の特
色が、中央に都道府県の絵と生
産物等の絵が示されている。後
半は、日本国内の山川、建造物
の高さや長さ、米や卵の生産量
の比較等が見開き２頁で示され
ている。

各項に挿絵又は図があり、全頁
カラーである。

耐久性がある。 イラストが大きく見やすいの
で、児童の興味を引きやすい。
各都道府県の特色等が分かりや
すく挿絵で紹介され、実際に活
用しやすい。イラストが大きく
見やすいので、児童の興味を引
きやすい。

生活 ２０２シリーズ　　　たべもの２０２ ひかりのくに

２０２種類の食べ物の名前と五十
音の平仮名、片仮名、書き順、ク
イズなどを絵と文で示している。

五十音順に、平仮名とその書き
順、片仮名が示され、その字を
使った食べ物が示され、平仮名
とともに、食べ物の名称を学習
する構成である。

食べ物は、日常的な食品のカ
ラー写真を使用している。見出
しの文字は大きく、書き順や片
仮名も同時に示している。見開
き２頁を２～３段に分けて使っ
ている。

表紙は固く、紙質も厚く、装丁
もしっかりしている。

２０２種類の食べ物は、家庭の
食卓や給食でよく出されるもの
であり、児童が親しみやすい。
食べ物のカラー写真が鮮やか
で、楽しく意欲的に学習を進め
るのに効果的である。
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小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

生活
Ｈ２６　こどものとも絵本　おおきなか
ぶ

福音館書店

大きく育って抜けないかぶを、み
んなで協力して抜くまでの様子
を、リズム感あふれる表現で描い
た作品である。

登場人物が増えていく様子が、
展開に従って、絵と文章で分か
りやすく示されている。

身近な家族の名称、親しみやす
い動物を登場させ、繰り返し表
現で力を込める様子や、かぶが
抜けない様子を描いている。

装丁はしっかりしており、耐久
性がある。

単純な動作の繰り返しで、音読
や身体表現を伴う学習に適して
いる。次第に登場人物が増え、
展開を創造する喜びを味わわせ
る上で効果的である。

生活
あそびのおうさまずかん　くさばな　増
補改訂

学習研究社

季節ごとに咲く草花を紹介してい
る。巻頭にクイズが掲載されてい
る。草花あそびや花言葉のページ
もあり、知識とあそびが詰まった
図鑑である。

見開き２ページに草花の写真が
季節ごとに掲載されている。

文字は平仮名、片仮名（片仮名
には平仮名の振り仮名が付いて
いる。）で表記されている。

紙質は厚めで、しっかりしてい
る。

絵や写真で、花や葉の部分が大
きく表現されていて、細かい部
分に注目させることができる。

生活
あそびのおうさまずかん　むし　増補改
訂

学習研究社

チョウ、カブトムシ、バッタ、ダ
ンゴムシなど、４００種類を超え
る虫たちを実物大の写真で紹介し
ている。巻頭に虫のおもしろクイ
ズが掲載されている。

見開き２ページにチョウ、カブ
トムシ、バッタなど、虫の写真
が種類ごとに掲載されている。

文字は平仮名、片仮名（片仮名
には平仮名の振り仮名が付いて
いる）で表記されている。

紙質は厚めで、しっかりしてい
る。

カラーで、実物大の写真なの
で、大きさの比較がしやすい。

生活
アンパンマンのおはなしでてこい５　ア
ンパンマンとはみがきやま

フレーベル館

アンパンマンやハミガキマンの
キャラクターを通して、虫歯予防
のためには、歯磨きが大切である
ことを教える内容である。

最初は、ムシバキンマンが優勢
であるが、最後はアンパンマン
の助けを借りて、ハミガキマン
が、はみがきやまをきれいにす
る物語である。

文章は、会話文が多く、キャラ
クターの行動が、分かりやすく
書かれている。片仮名には、平
仮名が振ってある。

表紙は丈夫で、装丁もしっかり
している。小型で軽く、扱いや
すい。

虫歯菌が怖いこと、歯磨きの大
切なことを、児童に馴染みのあ
るキャラクターを通して楽しく
表現している。簡単なストー
リーなので、繰り返し読み聞か
せて、楽しく歯磨き指導ができ
る。

生活
いちばんわかりやすい　小学生のための
学習世界地図帳

成美堂

世界各地の地理、見どころ、産物
などの特色を地図とともに紹介し
ている。

全項目について見開き２ページ
で世界各地の特色を示す構成に
なっている。

文字の大きさは１１ポイント、
解説は９ポイントで表記されて
いる。漢字には振り仮名が付い
ている。全ページカラーであ
る。

しっかりした装丁で、表紙、紙
質ともに丈夫で耐久性がある。

写真が豊富で理解の助けにな
る。世界の国々かるたがついて
おり、楽しく学習を進めること
ができる。

生活
いちばんわかりやすい　小学生のための
学習日本地図帳

成美堂

日本の各地方の地理、見どころ、
産物などの特色を地図とともに紹
介している。

全項目について見開き２ページ
で、日本各地の特色について示
す構成になっている。

文字の大きさは１１ポイント、
解説の文字は９ポイントであ
る。全ページカラーである。漢
字には振り仮名が付いている。

しっかりした装丁で、表紙、紙
質ともに丈夫で耐久性がある。

写真が豊富で理解の助けにな
る。４７都道府県かるたがつい
ており、楽しく学習を進めるこ
とができる。

生活
イラスト版　気持ちの伝え方　コミュニ
ケーションに自信がつく　４４のトレー
ニング

合同出版

６章にわたり「きっかけをつくる
トレーニング」など、児童が「こ
んなときになんて言うんだろ
う？」と思ったときに、すぐに使
えるよう４４の実践的な例を挙げ
て説明している。

「知っている人にあったとき」
など４４の実践的な例が２頁で
説明されている。さらに各実践
例ごとに左頁に代表的な対処法
が示され、右頁では「ワーク」
として「こんなときはどんなあ
いさつをしてるかな？」など応
用的な対処法等が示されてい
る。

字は１２ポイントで表記されて
いる。全実践例に状況を図示す
る挿絵がある全頁黒一色印刷で
ある。漢字には振り仮名が付い
ている。

紙質は薄く、表紙は柔らかい。
のりとじで製本してある。

「ワーク」では応用的な対処法
について問題が設定され、図書
の使用者が直接解答を書き込め
るようになっている。様々な場
面における実践的な対処法を学
ぶことができ、実際の場面で活
用しやすい。
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小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

生活
イラスト版　子どものソーシャルスキル
友だち関係に勇気と自信がつく　４２の
メソッド

合同出版

７章にわたり、「きっかけをつか
みたいとき」や「じぶんの気持ち
や考えを伝えたい」など、４２の
状況ごとに友だちと関係を築くた
めに身に付けたいソーシャルスキ
ルについて説明している。

「朝、友だちに会ったとき」な
ど４２場面がそれぞれ２頁で示
されている。左頁にその状況に
直面した子供の心情を想定した
記述と、当該のソーシャルスキ
ルを身に付ける利点が示されて
いる。右頁には具体的な対処法
が示されている。

見出しは３６ポイントで、主要
な文字は１０ポイントで表記さ
れている。全頁に状況を図示す
る挿絵がある。全頁黒一色印刷
である。

紙質は薄く、表紙は柔らかい。
のりとじで製本してある。

各状況の対処について「身につ
けたいソーシャルスキル」とし
て、示されている。具体的なポ
イントについて示した分かりや
すい挿絵と、詳細の手順を示し
た説明が付いているので実際に
活用しやすい。

生活
かいかたそだてかたずかん④　やさいの
うえかたそだてかた

岩崎書店

２４種類の身近な野菜を選び、そ
の種まきの仕方から収穫の仕方ま
で、順序よく説明されている。最
後には、野菜作りの基本をまとめ
てある。

２４種類の野菜を「実を食べる
野菜」「根を食べる野菜」「葉
を食べる野菜」に分け一つの野
菜につき１～２頁にまとめて説
明されている。

カラーの絵と説明文とで構成さ
れている。説明文の漢字には全
て振り仮名が振ってある。種ま
きや収穫の時期はグラフで説明
されている。野菜の絵で目次が
書かれており、目的の野菜を探
しやすい。

表紙は厚く、紙質も適当で装丁
はしっかりしている。

適度に写実的な挿絵によって、
野菜が植えられ育つ様子が児童
にとってイメージしやすく野菜
作りへの興味・関心を高める内
容である。説明も詳しすぎず、
適度で扱いやすい。

生活
かがくのとも傑作集　しゃぼんだまとあ
そぼう

福音館書店

ストローや台所の道具を使った、
大小のしゃぼん玉の作り方を写真
と絵が混じった文章で示してい
る。

見開き２頁で一つの内容を示し
ている。しゃぼん玉の作るのに
必要なものと飛ばし方のこつを
紹介している。

すべてカラー写真で、大きな文
字で、見出しがついている。平
仮名と片仮名の振り仮名の付い
た絵文字で表現されている。

表紙は丈夫で、紙質もよく装丁
もしっかりしている。

大小様々なしゃぼん玉の作り方
を、分かりやすく解説してい
る。興味をひきやすい写真であ
る。

生活
かがくのとも傑作集　ばばばあちゃんや
きいもたいかい

福音館書店

おばあちゃんが、枯れ葉を集めて
たき火を起こし、子どもと一緒
に、いもやリンゴ、お菓子などを
焼いたり、いもからお菓子を作っ
たりしていく内容の絵本である。

見開きに１頁の絵があり、頁の
下に白いスペースが設けられ２
行～３行の横書きの文章が記載
されている。絵にはおばあちゃ
んや子どもの言葉の吹き出しが
ある。全体の分量は２８頁で適
当である。

文章は、平仮名と片仮名で表記
され、短く平易である。文字
は、文章が１２ポイント、吹き
出しが１０ポイントである。絵
は、子どもたちやおばあちゃん
の表情が暖かく楽しく描かれ、
晩秋の風景が分かりやすく表現
されている。

大きさはＡ４変形で表紙は厚く
丈夫である。紙質は適当であ
る。装丁もしっかりしている。

子どもたちは、リンゴ、バナ
ナ、お菓子などを焼いて、食べ
てみるなどの実験を通して、変
化を確かめる学習等に活用でき
る。 また、干し芋、じゃがい
もパンケーキなどを作り、残っ
た食べ物は 木につるして鳥に
あげるなど、たき 火を通した
広がりのある活動で活用でき
る。

生活
かばくん・くらしの絵本1　かばくんのい
ちにち

あかね書房

着替えや食事、遊びなど、かばの
行動を通して、子どもの一日の生
活の様子や物の名称などを扱って
いる。

一日の生活時間に沿って、内容
が構成されている。右ページに
文と絵、左ページに関連する絵
が描かれている。

絵の色使いが、淡い色で見やす
く、実際の物に忠実に描かれて
いる。「トイレ」などは片仮名
で書かれている。

表紙は丈夫で、紙質も厚くて扱
いやすい。装丁もしっかりして
いて、大きさも適当である。

一日の生活の流れを通して描か
れているため、食事や遊びな
ど、内容を絞った扱いが可能で
ある。また、絵だけに注目する
ことで、物の弁別等にも活用で
きる。

生活 からだのえほん２　すっきりうんち あかね書房

主人公の男の子がうんちをする話
を通して、食べ物の消化や体の成
長、よく噛んで好き嫌いをしない
ことの大切さ等について、絵と文
で分かりやすく説明している絵本
である。

男の子がトイレに駆け込む場面
に始まり、食事の風景などの絵
が見開きに描かれている。見開
きの左頁に横書きで数行の文章
が記載されている。全体の分量
は２８頁で適当である。

文字は、１８ポイントで、全て
平仮名で表記してある。絵は、
自然な淡い色調で描かれてい
て、見た目にもやさしい。

大きさはＢ５で、表紙は厚く丈
夫である。紙質も適当で、装丁
もしっかりしている。

両側折り込みの頁があり、低学
年の児童と等身大に近い大きさ
で胃や腸などの絵が描かれてい
る。その中に食べ物が消化され
ていく様子が分りやすく描か
れ、体の仕組みや消化について
イメージをもてるようになって
いる。
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小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

生活
げんきをつくる食育えほん１　たべるの
だいすき！－みんなげんき－

金の星社

食物を、栄養バランスや食事の形
態から４色に分けて分かりやすく
説明している絵本である。食べた
ものがどのように消化されていく
かについても説明されている。

見開き２頁で絵と簡潔な文章で
食物について説明している。

平仮名と片仮名で表記されてお
り、片仮名には全て振り仮名が
付いている。重要な個所やキー
ワードは、文字の大きさや、吹
き出しで強調して示している。

表紙は硬い紙で、糸かがりで製
本してあるため、十分な耐久性
がある。

食事や食品の絵が多く掲載され
ており、児童が興味・関心を
もって読むことができる。

生活
げんきをつくる食育えほん２　じょうぶ
なからだをつくるたべもの　－あかのえ
いようのなかまたち－

金の星社

食物を四つの色に分類し、「あ
か」に分類される魚や肉、豆など
の丈夫な体を作る食物について説
明している。一般的な加工品や身
近なメニューを分かりやすく説明
した絵本である。

見開き２頁を１場面として、魚
や肉、豆等の食物を、絵と簡潔
な文章で説明している。

平仮名と片仮名で表記されてお
り、片仮名には全て振り仮名が
付いている。全頁カラー印刷で
ある。

紙質はやや艶があり、厚みがあ
る。表紙は硬く、糸かがりで製
本しており、耐久性がある。

一般的な魚の種類や豚、牛、鶏
の絵を多く掲載しており、児童
が興味・関心をもって読んだ
り、見たりすることができる。

生活 こどもがつくるたのしいお料理 婦人之友社

卵、肉・魚、野菜、ソース、汁
物、ごはん・麺類で構成されてい
る。１０歳から１３歳の子ども
が、実際に作った調理を中心に編
集している。

１種類の調理を、見開き２頁に
まとめているものが多い。作業
手順は文章を中心とし、挿絵で
補っている。材料は４人分を基
本としている。

縦書きで編集され、材料の分量
は、横書きで枠囲いされてい
る。１色刷りが中心だが、部分
的に２色刷りを用いている。漢
字に振り仮名はない。

表紙はビニールコーティングさ
れている。

実際に子どもが調理した献立で
構成されており、子どもが気が
付いたり工夫したりしたポイン
トが示されている。口絵の調理
例は、カラー写真である。

生活 こどものずかんMio1　たべもの ひかりのくに

ごはん、パン、たまご、牛乳、砂
糖、大豆など、児童の身近な食品
を幅広く紹介している。

各項目について、見開き２頁で
構成されている。全頁カラー
で、写真やイラストが大きく
載っており、児童の興味・関心
を引く内容である。

文字の大きさは１４ポイントで
表記されている。基本的には、
平仮名、片仮名表記だが、漢字
にはすべて振り仮名が付いてい
る。

表紙、紙質ともに丈夫で耐久性
がある。

パノラマワイドの頁や、パズ
ル、クイズの頁などもあり、児
童が楽しく読めるよう工夫され
ている。

生活 こどものずかんMio12　季節と自然 ひかりのくに

季節ごとに野や山、水辺にいる生
き物たちを項目ごとに紹介してい
る。

各項目について、見開き２頁の
拘泥に全体を冬、春、夏秋の順
で配列し、季節の変化を示して
いる。

平仮名、片仮名表記で、漢字に
は振り仮名が付いている。

表紙、紙質ともにに丈夫で耐久
性がある。

子どもや動物などのイラストを
使用して、児童の興味を引きや
すい工夫をしている。

生活 こどもマナーとけいご絵じてん 三省堂

家庭・学校・公共の場などの場面
でのマナーと敬語について、イラ
ストと文章で解説している。

一つのテーマについて見開き２
頁の構成で、イラストを使い説
明がされている。各テーマの内
容について大人への補足説明も
ついている。

全頁カラーである。表記は漢字
と平仮名を使い、漢字には振り
仮名が付いている。頁によって
イラストのタッチが異なる。

表紙はやや硬い紙である。製本
はのりとじである。耐久性があ
る。

章末ごとに発展的な学習をでき
る頁がある。イラストが豊富に
使われており、児童がイメージ
しやすい内容である。

生活
シリーズ生活を学ぶ①　つくって食べよ
う

福村出版

３６種類の身近な料理の作り方
と、料理をするのに必要な知識
が、簡単な文章と絵で説明してあ
る。

見開き２ページで、一つの料理
の作り方が説明してある。身支
度、道具や食器、食品の保存方
法についても、分かりやすく解
説している。

材料の分量や切り方が図解され
ている。絵と文字は、全て３色
でまとめられている。漢字には
仮名が振ってある。料理をしな
がらでも、使えるようになって
いる。

表紙は厚くて丈夫である。紙
質、装丁ともしっかりしてい
る。

日常的によくある３６種類の料
理の作り方が、簡単な絵と文章
で分かりやすく解説されてい
る。学校や家庭での調理の時間
に、実際に使える内容になって
いる。
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小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

生活
シリーズ生活を学ぶ⑤　遠くへ行きたい
な

福村出版

交通ルールからホテルの利用の仕
方まで、学校以外の場所に外出し
た時に必要な知識を、３０項目に
わたり、詳細な絵と文で説明して
いる。

基本的なルールから、楽しく過
ごすために必要な事項まで、広
範囲にわたって項目が考えられ
ている。

３色刷りで、絵と文章が分かり
やすく配色されている。漢字に
は、全て仮名が振ってある。

表紙は固くて丈夫である。装丁
もしっかりしている。

地域生活における基本的なルー
ルから、楽しい余暇の過ごし方
まで、簡単な絵と文で分かりや
すく説明している。積極的な社
会参加を促す内容となってい
る。学校においても、家庭にお
いても利用できる。

生活 せかいちず絵本
戸田デザイン
研究室

世界を七つの地域に分け、国名
や、地理的特徴を挿絵と文章で説
明し、後半は山・川・海・鉄道・
動物などの項目ごとに説明してあ
る。

初め、地球が宇宙の一つの星で
あることが示され、次に地球全
体、七つの地域と統一的に構成
されている。一地域見開き２頁
に収まっている。

代表的な国名や地形が図解さ
れ、基本的事項の学習が容易で
ある。文章は全て仮名表記で、
大きめの文字とカラーの挿絵は
分かりやすい。

紙質は適当で、水をはじく。コ
ンパクトな大きさで、装丁も
しっかりしていて、使いやす
い。

観光案内図のような地方の簡略
な絵地図の上に、国々の名前と
山・河川・特産物の挿絵があ
る。後半は、山の高さ比べや交
通網を簡略な絵で説明してあ
る。

生活 そだててあそぼう９　ダイズの絵本
農山漁村文化
協会

ダイズの栽培を中心に、ダイズの
特徴や歴史、品種、栽培方法、食
べ方等について書かれた絵本であ
る。

ダイズについての１５個テーマ
が、見開き２頁で構成されてい
る。巻末にさらに詳しい解説が
４頁ある。

解説文の文字は９～１２ポイン
トで、９ポイントが多い。カ
ラーと２色刷りの見開き頁を交
互配置している。漢字にふりが
ながついている。デフォルメさ
れたイラストと一部は写真が使
われている。

紙はやや厚く、光沢はない。表
紙は硬い紙で、糊とじである。

内容が、ダイズの調理方法、世
界での活用のされ方など、多岐
にわたっている。また、ダイズ
を通して。植物の成長を理解で
きる。

生活 ドラえもんちずかん１にっぽんちず 小学館

日本の各地方の名所などを地図と
共に紹介している。全項にわた
り、挿絵にドラえもんのキャラク
ターを載せている。

見開き２頁の中央に、日本地図
や各地方別の地図を載せ、国内
各地の特色について示す構成に
なっている。

本文の文字の大きさは１４ポイ
ント、解説の文字は８ポイント
である。全て平仮名と片仮名で
表記している。全頁カラーであ
る。各テーマの理解を補う４コ
ママンガがあり、児童が学習に
興味をもちやすくなるよう工夫
している。

表紙は厚く、コーティングされ
ており耐久性がある。

名所や名物についての写真やイ
ラストが豊富であり、国内の
ニュース等と関連付けて学習を
深めることができる。

生活 にっぽんちず絵本
戸田デザイン
研究室

日本列島を、北海道から沖縄まで
８地方に分け、挿絵と文章で説明
し、後半は山・川・道路・鉄道・
動物などの項目ごとに説明してあ
る。

初め、日本が世界の国々の中の
一つであることが示され、次に
国土、各地方と統一的に構成さ
れている。一地方が見開き２頁
に収まっている。目次はない。

都道府県名が各地方別に図解さ
れ学習しやすい。文章は全て仮
名で表記されている。挿絵はカ
ラーの簡略な絵で分かりやす
い。

紙質が適当であり、水をはじく
仕様である。コンパクトな大き
さで、装丁もしっかりしてい
て、使いやすい。

観光案内図のような地方の簡略
な絵地図の上に、都道府県名と
山・河川・特産物の挿絵があ
る。後半は、山の高さ比べや交
通網を簡略な絵で説明してあ
る。

生活 ねずみさんのながいパン こぐま社

主人公のねずみが長いパンを持っ
て、ゾウ、ライオンなどの家族が
食事をしているところを通り、最
後に自分の家に着いて、家族で食
事をする内容の絵本である。

見開きの左頁に走っているねず
み、右頁に動物を連想させる家
の絵があり、次の頁をめくる
と、動物が家族で食事をしてい
る絵が見開きになっている構成
である。全体の分量は２２頁で
適当である。

文字は、２０ポイントで、平仮
名と片仮名で表記してある。短
く平易な文章が分かち書きで表
記され、分かりやすい。絵は、
温かく分かりやすい色合いで、
動物たちの表情も優しい。

小型で薄く（Ｂ５変形２２
Ｐ）、低学年の児童にも扱いや
すい。表紙は厚く丈夫である。
紙質も良く、装丁もしっかりし
ている。

児童が親しみのもてる動物たち
を取り上げ、家族が和やかに食
事をしている風景が描かれてい
る。食事についての学習に活用
できる。

生活
はじめてのキッチン小学生からおとなま
で。

文化出版局

ハンバーグ、カレー、サンドイッ
チ等の児童が好む献立を中心に、
作り方と楽しい工夫の仕方につい
て説明している。ドレッシングや
おにぎりの具の種類など新しい感
覚のものも紹介されてる。

一つのテーマについて見開き２
頁の構成である。作り方の手順
の配列は不統一で頁によって縦
組と横組がある。１１項目の調
理方法が掲載されている。

文字の大きさは９ポイントで表
記されており、小さい。漢字に
振り仮名は付いていない。全頁
カラーで、材料や作り方等に多
くの写真が掲載されている。

表紙はコーティングされてい
る。

写真を多用しており、初めて作
る。料理に対する意欲が高ま
る。
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小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

生活 はじめましてせかいちず 平凡社

世界地図を、アジア、ヨーロッパ
等八つに分け、国名、海や山の名
称、特産物、産業、服装などを、
具体的な絵と文章で説明してい
る。

日本を最初に説明し、アジア、
ヨーロッパ、アフリカ、アメリ
カ、オセアニア等の順番で配列
し、各地域ごとに見開き２頁で
構成している。

地図は、平野、山、海で大まか
に色分けされている。挿絵は、
大小様々で輪郭もはっきりして
いる。文字はすべて平仮名と数
字表記である。

紙質が適当であり、水をはじく
仕様である。装丁もしっかりし
ていて、使いやすい。

世界各地の特徴がよく表れてい
る。動きのある挿絵と、簡潔な
文章で分かりやすい。よく聞く
ような国名や言葉を、地図の中
から探し出すクイズも設定され
ており、児童が興味をもちやす
い。

生活 ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも 童心社

土の中で食事、体力作りなどをし
ていたさつまいもが、子どもたち
との綱引きで負け、引き抜かれ
て、焼き芋となり、食べられる内
容の絵本である。

話の展開に沿って、１頁か見開
きの絵があり、頁の上か下の端
に一行の短い文がある。

さつまいもの土の中の生活、子
どもたちとの綱引き、焼き芋作
りなどの内容ごとに色調を統一
してあり、話の流れが分かりや
すい。

紙質は適当である、装丁もしっ
かりしている。

さつまいもの栽培、収穫、焼き
芋作りなどに関する内容が、楽
しくて親しみをもてるように描
いてある。

生活
ひとりでできるもん！４うれしいごは
ん、パン、めん料理

金の星社

ごはんの料理６種類、パンの料理
３種類、麺の料理５種類の作り方
を簡潔に説明している。

ごはん、パン、麺の基礎的な知
識の解説とともに、それぞれを
使った料理の材料、調理の手順
等が示されている。

見開き２頁を使って、一つの料
理の完成写真をカラーで大きく
掲載している。調理の手順の説
明文の文字や絵、写真が小さ
い。

防水性のある表紙で、各頁の紙
質は厚い。装丁もしっかりして
いる。

児童に親しみのある、ごはん、
パン、麺を使った料理の写真が
カラーで大きく掲載され、児童
の興味・関心を高める内容と
なっている。簡単な文や記号が
理解できれば、調理の基本的な
学習ができる。

生活
ふしぎをためすかがく図鑑  かがくあそ
び

フレーベル館

水、色、空気、音、鏡・レンズ、
静電気・電池、磁石等の身近な物
をテーマに取り上げ、目で見て分
かる実験や工作的な内容を数多く
紹介している。

大きく六つのテーマで構成し、
一つのトピックスを１～２頁で
まとめている。身近な題材を
使って実際に遊んだり、実験し
たりする等の活動を通して学習
する内容になっている。巻末に
全国の科学博物館が紹介されて
いる。

文字の大きさは、本文が１２ポ
イント、説明文が９ポイントで
ある。漢字には全て振り仮名が
付いている。全頁カラーで、写
真や絵（イラスト）を多く使用
し、実験の方法などを分かりや
すく説明している。

表紙は厚紙で、コーテングされ
ている。

実験方法など具体的に表記さ
れ、注意事項も記載されている
ため、実験を行う際に活用でき
る。

生活
ふしぎをためすかがく図鑑  しぜんあそ
び

フレーベル館

草や花、生き物、川や海、雲・
風・雪などの身近なものについ
て、それらの観察の方法や探し方
や作り方等の内容を数多く紹介し
ている。

大きく４つのテーマで構成し、
一つのトピックスを１～２頁で
まとめている。身近な題材を
使って実際に遊んだり、作った
りする等、活動を通して学習す
る内容になっている。

文字の大きさは、本文が１２ポ
イント、説明文が９ポイントで
ある。漢字には全て振り仮名が
付いている。全頁カラーであ
り、写真や絵（イラスト）を多
く使用し、遊びや観察の方法な
ど分かりやすく説明している。

表紙は厚紙で、コーテングされ
ている。

頁の下に安全面での配慮事項を
記載している。自分で自然観察
ができるように具体的なノート
の取り方を紹介しており、自由
研究にも活用できる。

生活
ふしぎをためす図鑑（４）いきもののし
いく

フレーベル館

昆虫、水の生きもの、動物、鳥の
育て方をカテゴリーごとに紹介し
ている。

１頁または見開き２頁で1つの
生き物について解説している。

大きなイラストや写真で、分か
りやすく飼い方の説明が書かれ
ている。漢字には振り仮名が付
いている。

表紙、紙質ともに厚く、耐久性
がある。

特筆なし

生活
フレーベル館のＮＡＴＵＲＡ　ふしぎた
しかめ図鑑（２）しぜんあそび

フレーベル館

身近な草花、木、川、海などの身
近なものを扱う。それぞれの遊
び、観察、工作の方法を、写真や
イラスト、解説文で詳しく紹介し
ている。

７章で章立てされており、遊
び、工作、観察のテーマが、見
開き２～８頁で構成されてい
る。巻頭に使い方を説明した頁
がある。

文字の大きさは、解説文が８～
１０．５ポイント、大見出しが
３６～４８ポイント、小見出し
が１４～１８ポイントである。
本編は全頁カラー、巻末の情報
の頁は赤・黒の２色刷りであ
る。漢字には全て振り仮名が振
られている。写真やイラストを
多く使用し、分かりやすく説明
している。

紙は厚みがあり、コーティング
されている。表紙は硬い紙であ
り、糸かがりで製本されている
ため、耐久性がある。

頁下部に、安全面での配慮事項
などが記載されている。春夏秋
冬それぞれに合った題材が網羅
されている。
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小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

生活 ぼくとわたしのせいかつえほん グランまま社

児童の身近にある物１８８種類が
その名前と絵で簡潔に示されてい
る。

家族、生活用品、食べ物、衣類
玩具、乗物、動物などが取り上
げられ、１頁に４つずつ載せら
れている。

絵は淡い色彩で描かれ、親しみ
やすい。平仮名と片仮名で示さ
れている。

製本がしっかりしている。紙質
が適当であり、水をはじく加工
がしてある。読み聞かせに適当
な大きさであ製本がしっかりし
ている。読み聞かせに適当な大
きさである。

身近な物が簡潔に示されてお
り、応用範囲の広い構成となっ
ている。楽しく遊びながら、物
の名前を見付けていくことがで
きる教材である。

生活
みぢかなかがくシリーズ町たんけん　は
たらく人みつけた

福音館書店

小学生が教師とともに町を探検
し、町並みや働く人々の様子を発
見していく内容となっている。

見開き２頁を１場面とし、学校
から不動様に行くまでの町並や
そこで出会った人々の様子を描
くという構成になっている。

柔らかいタッチと色彩で絵が描
かれ、人々の会話は吹き出しで
表現されている。字は小さめ
で、漢字には全て振り仮名が付
いている。

紙質、装丁ともにしっかりして
いる。少々大きめだが軽いので
扱いやすい。

同じ地域のイラストを次頁では
拡大したり、働く人をピック
アップして描くなど、よく工夫
されている。人々の声を漫画の
ように吹き出しを使って描いて
おり、児童の興味・関心を引き
出す構成になっている。

生活
やさしいからだのえほん①からだのなか
はどうなっているの？

金の星社

人間の体について、基本的な生理
現象を取り上げ、その仕組みを、
各器官の名称や働きに触れて、説
明している。

体の働きに関わる問題を提起
し、それに答える展開の形式を
取って、骨格、循環器などの説
明を行っている。

見開き２頁を１内容とし、大き
く、楽しいイラストが用いら
れ、見出しを追うことで内容が
つかめる。　短い平仮名の説明
文である。

紙質は適当であり、大きな判
で、厚い表紙の丈夫な装丁に
なっている。

基本的な体の仕組みや生理現象
について、分かりやすくイラス
トを活用して、解説してある。
児童の素朴な疑問等に答えなが
ら、学習を進めることができる
工夫がある。体の仕組みや働き
を学習する導入や解説書とし
て、活用できる。

生活
やさしいからだのえほん④むしばはどう
してできるの？

金の星社

虫歯の原因や進行の過程を確かめ
ながら、虫歯予防の意味や、歯磨
きの正しい方法、バランスの良い
食生活について平易に説明してい
る。

前半、歯の仕組みを説明し続い
て、虫歯のでき方、進行、虫歯
予防の方法という展開である。
虫歯に関する頁が多い。

見出し文字が大きく、内容を的
確に捉えている。写真とイラス
トが組み合わされて用いられて
いる。短い平仮名の説明文であ
る。

紙質が適当であり、大きな判
で、厚い表紙の丈夫な装丁に
なっている。

歯のつくりや、虫歯の予防につ
いて、児童に考えさせるような
話の展開により、興味をもっ
て、知識や習慣が身に付くよう
になっており、体のつくりや仕
組みの学習ばかりでなく、口腔
歯科衛生の指導にも活用でき
る。

生活 挨拶絵本 ブロンズ新社

挨拶が必要な場面や挨拶の言葉に
ついて説明するとともに、様々な
場 面に合わせた挨拶の言葉を考え
させる絵本である。

前半は、場面に応じた挨拶の言
葉を学び、後半は示された場面
でどんな挨拶の言葉がふさわし
いかを考えさせるという構成に
なっている。

文字の大きさは２０ポイントで
表記 されている。全頁カラー
印刷である。漢字に振り仮名が
ついている。青い服の男児の
キャラクターが、挨拶や絵の説
明などの進行役を務める。

紙質はやや艶があり、厚い。表
紙は硬く、糸かがりで製本され
ているため、耐久性がある。

イラストが親しみやすく描か
れ、児童の興味・関心の向上の
一助となる可能性がある。

生活 家庭科の教科書小学校低学年～高学年 山と渓谷社

家庭科の授業で習う衣食住の基礎
的内容を、写真やイラストを活用
して手順を簡潔に示している。学
習指導要領での位置づけ、活動の
目安になる時間や難易度も示され
ている。

食編・衣編・住編の３章構成で
ある。食編に１７項目、衣編に
１７項目、住編に１２項目で、
内容が説明されている。ほとん
どの項目が見開きで完結する構
成になっている。

説明文は９．５ポイントであ
る。漢字に振り仮名は付いてい
ない。全頁カラーである。写真
又はイラストを多く掲載してい
る。

紙質は薄く、柔らかい。表紙は
柔らかい紙であり、のりとじで
製本してある。

基本的な家事を中心に分かりや
すくまとめられている。写真や
イラストが大きく見やすいの
で、児童の興味を引きやすい。
活動のポイントが枠囲みで示さ
れており、分かりやすい。

生活 絵本図鑑シリーズ⑧やさいのずかん 岩崎書店

多くの種類の野菜を種子、芽、
葉、果実、根の部位にまとめ、説
明している。食用部位や畑での野
菜の栽培の様子も取り上げてい
る。

各季節ごとの野菜の特徴を見開
き２頁の単位で取上げ、写実的
な絵で説明している。

特徴を捉えやすい挿絵で示して
ある。野菜の名前は、片仮名で
記述し、説明はまとめて記述し
てある。巻末には、作物ごとの
索引と解説が掲載されている。

大きな判で、丈夫な装丁になっ
ている。

取り上げている野菜の種類が多
く、簡潔な説明がなされている
ので、実物の野菜を見ながら、
部位の確認や分類を学習などで
活用しやすい。観察や野外活動
でも使用できる教材である。
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小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

生活 牛乳パックの実験
さ・え・ら書
房

牛乳パックを利用し、簡単な実験
やおもちゃ作りを１５種類紹介し
た本である。

一つの実験などについて、大き
な文字に赤の網掛けで目立つよ
うに標記し、イラストを入れて
ある。作り方・手順等につい
て、簡単に図解してある。一つ
の実験につき、４～８頁程度で
構成されている。

漢字には部分的に送り仮名が付
いている。キャラクターが実験
等を進行し、使い方や作り方が
分かりやすく解説している。

耐久性がある。 火を使う実験が含まれている。
やけどの危険があるため、指導
を行う場合には十分な配慮が必
要である。

生活
坂本廣子のひとりでクッキング（1）　朝
ごはんつくろう

偕成社

簡単な朝ごはんを題材にしてい
る。主食にごはんとパンを用い、
鶏卵を用いた調理を中心に扱って
いる。

事前の準備、調理作業、後片付
けを挿絵を中心として、写真も
入れながら構成している。１種
類の調理は、見開き２ページあ
る。

出来上がった調理は写真で、作
業の過程は挿絵を中心に構成さ
れている。応用調理についても
触れている。漢字には振り仮名
がある。目次は、和風の調理と
洋風の調理が、対比できるよう
に工夫してある。

装丁はしっかりしている。紙質
は厚く扱いやすい。

基本的な調理作業を中心として
まとめられている。主食の米、
パン、副食の例（鶏卵）を中心
として構成されているが、魚、
肉、野菜の組み合わせについて
も触れている。動物のキャラク
ターが解説しており、児童の興
味を引く構成である。

生活
子どもとマスターする４９の生活技術
イラスト版手のしごと

合同出版

リンゴの皮をむく、洋服をたた
む、定規で線を引く等の日常生活
における４９の手作業を４項目に
分け、手作業一つ一つに応じたア
ドバイスと手順を追った動作のポ
イントを紹介している。

食生活、衣生活、住生活、勉
強・遊びの４項目について合計
４９の下位項目を設定してい
る。各項目は見開き２頁又は４
頁で簡潔に説明されている。

本の大きさはＢ５判で、文字は
１１ポイントである。漢字には
振り仮名が振っていないが、具
体的な写真、イラスト、図で動
作のポイントなどが分かりやす
く説明してある。

表紙は厚く丈夫である。紙質、
装丁もしっかりしている。

家庭生活、学校生活で必要な生
活技術について分かりやすく整
理されている。

生活
子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生
活のマナー

偕成社

児童の生活全般にわたって基本的
なマナーについてイラストを活用
して説明している本である。

日常生活を１６の項目に整理し
て、基本的なマナーについて学
べるように構成されている。各
項目は、１頁か見開きの２頁で
説明している。全体の分量は３
１頁で適当である。

イラストに付記されている説明
の文章は、児童に話しかけるよ
うな表現で、詳細に説明してい
る。各頁の説明文の文字の大き
さは、８ポイントで、絵は小さ
い。漢字には、振り仮名が付い
ている。

防水性のある表紙で、各頁の紙
質は厚く、装丁もしっかりして
いる。

児童の生活全般にわたって具体
的な項目を取り上げて、基本的
なマナーについて学習できるよ
うになっている。イラストは、
カラーで、親しみやすい表記に
なっている。生活の流れ、活動
に沿って順番に説明されている
ため、分かりやすい。

生活
子どものマナー図鑑（３）　でかけると
きのマナー

偕成社

自転車の乗り方や、電車の中での
マナー、公共施設や遊園地、ホテ
ルなどでのマナーについて具体的
な場面やイラストを活用して説明
している図鑑である。

外出先や利用交通機関等を２０
の項目に整理して、基本的な外
出時のマナーについて学べるよ
うに構成している。各項目は、
１ページか見開きの２ページで
説明している。全体の分量は３
１ページで適当である。

イラストに付記されている説明
の文章は、児童に話しかけるよ
うな表現で、詳細に説明してい
る。それぞれの内容ごとに囲み
で区切り、説明している。漢字
には、振り仮名が付いている。
各ページの説明文の文字の大き
さは８ポイントで、絵は小さ
い。

防水性のある表紙で、各頁の紙
質は厚く、装丁もしっかりして
いる。

外出時の基本的なマナーについ
て学習できるようになってい
る。実際に出かけていく可能性
がある外出先や外出方法につい
て多く取り上げ、様々な場面で
活用できるようにしている。イ
ラストはカラーで、キャラク
ターを用いて親しみやすい表記
になっている。

生活
子どものマナー図鑑（４）
おつきあいのマナー

偕成社

暮らしの中で接する家族・学校・
地域などの人とのマナーについて
具体的に示している。

１９の項目を掲載してある。１
つの項目について見開き２頁で
説明している。

全頁カラーである。漢字には振
り仮名が付いている。イラスト
がたくさん使用されている。

紙質はややつやがある。表紙は
硬く、糸かがりで製本してあ
り、耐久性がある。

社会のマナーやルールを学習す
る教材としても活用できる。
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小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

生活 子どものマナー図鑑２食事のマナー 偕成社

家庭での普段の食事、ファミリー
レストラン・中華料理店等の場面
を用いながら、食事の基本的なマ
ナーについてイラストを活用して
説明している。

食事のマナーについて、箸の持
ち方等の基本的な事柄と、レス
トラン等でのテーブルマナーと
で構成している。各項目は、１
頁か見開きの２頁で説明してい
る。全体の分量は３１頁で適当
である。

イラストに付記されている説明
の文章は、児童に話し掛けるよ
うな表現で、詳細に説明してい
る。それぞれの内容ごとに囲み
で区切り、説明している。漢字
には、振り仮名が付いている。
各頁の説明文の文字の大きさ
は、８ポイントである。

防水性のある表紙で、各頁の紙
質は厚く、装丁もしっかりして
いる。

食事の基本的なマナーについて
学習できるようになっている。
普段の家庭の食事場面の他に、
ファミリーレストラン・中華料
理店等の食事場面を多く取り上
げ、様々な場面で活用できるよ
うにしている。イラストはカ
ラーのキャラクターを用い、親
しみやすくしている。

生活
子どもの健康を考える絵本（５）　こん
なときどうするの？

偕成社

具体的にけがや具合の悪い場合な
どを示し、イラストを活用しなが
ら「自分の体は自分で守る」手だ
てを説明している本である。

具合の悪い場合をさらに細かく
取り上げて、対処の仕方を説明
している。

本文は平仮名で説明されていて
分かりやすい。保護者向けの
コーナーもあり保護者にとって
も救急医学入門となる。漢字の
説明の箇所には振り仮名が振ら
れている。絵も身近な物事を描
いており、分かりやすい。

表紙は厚くて丈夫である。紙
質、装丁ともしっかりしてい
る。

具体例が多く、また身近である
ため、理解しやすく、活用しや
すいと思われる。大人と一緒に
読める工夫もされている。

生活
子どもの生活（３）マナーをきちんとお
ぼえよう

偕成社

食事のマナー、トイレの使い方、
電話の掛け方など、日常生活の中
で指導する。基本的な生活習慣の
内容を示している。

食事のマナー、手足の洗い方、
話の聞き方などが１項目ずつ見
開きになっている。

正しい方法が図解されており絵
には説明がついている。

紙質は適当である。装丁もしっ
かりしている。

日常的で、基本的な生活習慣の
形成に役立つ教材である。

生活 辞書びきえほん　世界地図 ひかりのくに

一つ一つの国の説明や特産物、世
界遺産等が写真やイラストで説明
されている。

辞書のように１つ１つの国が、
５０音で記載されている。本書
の使い方が写真やイラストを交
えて描かれている。児童が調べ
学習をする際、索引を見ながら
調べることができるため、調べ
やすい。

本書の使い方が写真やイラスト
を交えて描かれている。

表紙は硬く耐久性がある。 特筆なし

生活 辞書びきえほん　日本地図 ひかりのくに

日本の各都道府県の様子を、カラ
フルな地図や楽しい絵、たくさん
の写真を使って紹介している。前
半は各県の地図をあいうえお順に
掲載してあり、後半は、地図に出
てくることばを詳しく説明してあ
り、調べたいことがさらに広がる
ような構成になっている。

辞書のように１つ１つの都道府
県が記載されている。本書の使
い方が写真やイラストを交えて
描かれている。児童が調べ学習
をする際、索引を見ながら調べ
ることができるため、調べやす
い。

本書の使い方が写真やイラスト
を交えて描かれている。

表紙は硬く耐久性がある。 特筆なし

生活
小学館の図鑑　ＮＥＯ＋ぷらす　もっと
くらべる図鑑

小学館

動物や建物、天体などの大きさ、
服装、食べ物、動物の行動や能
力、時間の流れ、場所の違いを比
べながら、物の概念や属性などを
学習することができる。

大きさ、行動や能力、時間の流
れ、場所の違い、それぞれによ
る比較を四章で構成している。
観音開きになっている頁があ
り、スケール感や時間の流れを
感じることができる。

イラストは写実的であり、色も
実物に近い配色となっている。

表紙の紙は硬く、紙質は厚い。
糸かがりで製本されているた
め、耐久性がある。

写真やイラストで、比較が分か
りやすく記載されている。様々
な比較を通して、動物の生態を
理解できる。
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小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

生活 小学館の図鑑NEOPOCKET「水辺の生き物」 小学館

池や川、田んぼなどの淡水にすむ
生物を採り上げた図鑑。フィール
ドを、「池・沼・湖・水田」「川
の上流」「中流」「下流」「河口
と汽水域」「琵琶湖」「北の水
辺」「南の水辺」「しめった場
所」の９つに分け、それぞれの場
所で出会える生物を、掲載・紹介
している。

生き物の生息地域で分けられて
いるので、調べやすくなってい
る。

カラー画像が多く、生き物の特
徴がわかるよう、情報がまとめ
られている。

持ち運びに便利なポケットサイ
ズである。

特筆なし

生活 小学館の図鑑ＮＥＯ動物館 小学館

原寸大の動物の写真が掲載されて
いる。児童に人気がある動物が本
物の大きさで写真が掲載されてお
り、毛の一本一本や皮膚の質感ま
で分かる絵本となっている。

全４８頁。見開きや綴じ込みで
写真と説明が掲載されている構
成である。

文字数、文字の大きさは適当で
ある。写真を見ながら児童に
「気付き」を促せる表記であ
る。

表紙が厚く、耐久性がある。 実際の大きさで写真が掲載され
ているので児童がイメージしや
すく調べもの学習につながる。

生活 心をそだてる子ども歳時記１２か月 講談社

日本各地の年中行事や暮らしを紹
介する本である。月ごとに、月の
名前と由来や異名、月にふさわし
い俳句・詩、扉絵、食べ物や道具
を紹介したコラムなどを掲載して
いる。

各月の異名、俳句、詩を見開き
２頁で、行事と暮らしを４頁で
紹介するなどの構成になってい
る。

本文の文字は９ポイントであ
る。漢字には振り仮名が付いて
いる。全頁カラーである。写真
や絵図等の視覚的資料が豊富で
ある。

表紙、中頁ともに厚みがある
が、紙質が柔らかいため扱いや
すい。　表紙はコーティングさ
れている。

日本各地の年中行事や暮らしに
ついての説明が細かく、指導に
当たっては、活用する内容を絞
るなどの配慮を要する。

生活 新・こどもクッキング
女子栄養大学
出版部

簡単な調理から、パーティー料
理、お菓子、行事食と、１００品
以上掲載されている。調理に関す
る用語・用具、栄養について解説
している。

見開きでそれぞれの料理レシピ
が書かれている。

調理の手順がイラストで描かれ
ている。

厚紙で丈夫に作られている。 基本的な調理技能については、
子どもが調理している写真を段
階的に配置し、参考になる。作
り方の手順は、挿絵で表されて
いるが、順序がはっきりしない
ところがある。

生活 新版はじめましてせかいちず 平凡社

世界の各大陸の地図が載ってお
り、見やすい。

日本地図や大陸ごとの地図が描
いてある。

漢字や片仮名は使用しておら
ず、すべて平仮名や片仮名で書
かれている。

とても大きく、厚紙で丈夫に作
られている。

世界各地の特徴がよく表れてい
る、動きのある挿絵と、簡潔な
文章で分かりやすい。よく聞く
ような国名や言葉を、地図の中
から探し出すクイズも設定され
ており、児童が興味をもちやす
い。

生活
親子で楽しんで驚いて身につく！　こど
もせいかつ百科

講談社

家庭や学校における生活習慣やマ
ナーについて、「あさ」「ひる」
「よる」「学校せいかつ」の場面
ごとに説明している。

一つのマナーやルールについて
見開き２頁で取り上げている。
見出しの内容について、吹き出
しで問題提起してから、具体的
な所作やマナーを説明してい
る。

全頁カラー印刷である。文字の
大きさは見出しが２０ポイン
ト、説明文が１３ポイントであ
り、本文は全て平仮名表記の分
かち書きである。手順や方法は
イラストで具体的に説明してい
る。

表紙は光沢のあるやや厚い紙
で、中の紙質も適当であり、
しっかりしている。

見開きごとに「おうちのかた
へ」の記載があり、準備物や指
導の工夫等が書かれている。

生活 図鑑NATURA　はるなつあきふゆ フレーベル館

日本の四季を自然、行事、食べ物
などの観点から説明している。写
真やイラストをのせて四季の様子
を分かりやすく説明している。

全項目について見開き２ページ
の構成になっている。

文字の大きさは１２ポイントで
表記されている。難しい言葉は
平仮名で書かれており、漢字に
は振り仮名が付いている。全
ページカラーである。

厚手の装丁で、表紙、紙質とも
に丈夫で耐久性がある。

内容を理解しやすくするため
に、図解やイラストが豊富に使
われている。

34



平成３０年度　八王子市立小・中学校　特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）

小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

生活 知識の絵本３　ひとのからだ 岩崎書店

人の体について、生命の誕生から
大人への身体の成長、男女や大人
と子どもの身体の違い、消化器、
循環器機能等について説明してい
る。

身体の発達に関して、触れられ
ている。一年間で取り扱うので
適量である。

挿絵と文章が中心であるが、内
臓や骨については、レントゲン
写真を使っている。全文、平仮
名での表記である。

Ａ４変形判で、装丁はしっかり
している。表紙は厚く、糸でと
じられている。中紙も厚みがあ
り、耐久性がある。

体の発達について、前半で触れ
られ、後半は、内臓、筋肉など
の機能について触れられてい
る。

生活
日本傑作絵本シリーズ　ぐりとぐらの１
ねんかん

福音館書店

主人公のぐりとぐらの１年間の生
活を月を追って紹介する絵本であ
る。季節の変化と生活について、
児童に人気のキャラクターを通し
て親しみやすく学ぶことのできる
内容である。

見開きで左側に絵、右側に本文
という構成になっている。本全
体で統一されているので、読み
やすい。

本文には平仮名、片仮名、漢字
が用いられ、漢字には振り仮名
が付いている。絵も身近な物事
を描いており、分かりやすい。

少し大きいが装丁がしっかりし
ていて紙質も耐久性がある。

基礎的な数字や簡単な漢字等も
扱っている。

道徳
ユーモアを楽しむ心が育つお話

主婦の友社

人とのコミュニケ－ションを知る
上で、落語や神話など大切なお話
が豊富に掲載されている。

１日１話お話が用意されてい
る。

色彩は、文字と地とのコントラ
ストがありみやすい。また、漢
字に平仮名で振り仮名がついて
いる。場面の特徴を捉えやすい
挿絵がある。

大きな判で、丈夫な装丁になっ
ている。

特筆なし

道徳
未来へ向かう心が育つお話

主婦の友社

世界の昔話や童話など様々なジャ
ンルのお話が豊富にわかりやすく
掲載されている。

１日１話お話が用意されてい
る。

色彩は、文字と地とのコントラ
ストがありみやすい。また、漢
字に平仮名で振り仮名がついて
いる。場面の特徴を捉えやすい
挿絵がある。

大きな判で、丈夫な装丁になっ
ている。

特筆なし

道徳
命を感じる心が育つお話

主婦の友社

詩や短歌など声に出して読みやす
い文章が豊富に掲載されている。

１日１話お話が用意されてい
る。

色彩は、文字と地とのコントラ
ストがありみやすい。また、漢
字に平仮名で振り仮名がついて
いる。場面の特徴を捉えやすい
挿絵がある。

大きな判で、丈夫な装丁になっ
ている。

特筆なし

道徳
４．５．６．さいのきもちをつたえる
ことばのえほん

講談社

１日の生活の中で使う挨拶や、相
手に気持ちを伝える言葉につい
て、説明や物語を絵と文で示して
ある。

全３章において、見開き２頁
で、１６事例を紹介している。
目次と索引がある。

本文の文字の大きさは、１７ポ
イントで表記している。平仮名
と片仮名で表記し、片仮名には
振り仮名が付いている。全頁カ
ラー印刷で、説明や物語によっ
て、イラストの作風が異なる。

表紙はとても硬く、糸かがりで
製本しているため、耐久性があ
る。

「自分の気持ちを言葉で相手に
伝えること」をテーマとした内
容である。礼儀を中心に、親切
さや思いやり、友情などについ
て学ぶことができる。

道徳
おひさまセレクション　勇気をくれるお
はなし１６話

小学館

友情、家族、勇気、希望等をテー
マに、１６話の物語が集録された
絵本である。それぞれの話で作者
が異なるため、バラエティーに富
んだ内容になっている。外国の民
話やイソップ物語も集録されてい
る。

全１６話で、１話を４頁から８
頁で構成している。文字数は、
最も多い頁で１９３文字であ
る。

本文の文字の大きさは、１２ポ
イントから１４ポイントで表記
している。全て平仮名で表記し
ている。全頁カラー印刷で、１
話ごとにイラストの作者が異な
るため、絵の色彩や描き方が異
なっている。

表紙はやや厚く、のりとじで製
本している。

物語によって、テーマが異なる
ため、友情や思いやり、生命の
尊さなど、様々な内容につい
て、学習することができる。

道徳 たいせつなこと フレーベル館

植物や食べ物、道具、自然など、
身近な物や事象について、それぞ
れの特徴や様子、役割を説明し、
ありのままの姿の良さや自己を肯
定することへの気付きを促す内容
である。

見開き２頁を１場面として、１
１場面で構成している。頁に
よって文字の量に違いがある
が、１行１６文字、１０行程度
である。

本文の文字の大きさは、１２ポ
イントで表記されている。文字
は全て平仮名で表記され、分か
ち書きである。全頁カラー印刷
である。

表紙は硬く、のりとじで製本さ
れてる。

物語を通して、自己を見つめ、
自己の特徴に気付き、個性を大
切にすることについて学習する
ことができる。
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小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

道徳
ノンタンシリーズ
「ノンたん　いもうといいな」

偕成社

主人公ノンタンを中心に問題が起
き、解決していくストーリー構成
である。「家族の愛」について考
える内容である。

１つの文章が短くまとまってい
る。

挿絵も親しみやすく、児童が日
常の生活を振り返りやすい内容
になっている。

耐久性がある。 特筆なし

道徳
ノンタンシリーズ
「ノンタン　ぶらんこにのせて」

偕成社

主人公ノンタンを中心に問題が起
き、解決していくストーリー構成
である。「親切」「思いやり」に
ついて考える内容である。

１つの文章が短くまとまってい
る。

挿絵も親しみやすく、児童が日
常の生活を振り返りやすい内容
になっている。

耐久性がある。 特筆なし

道徳 ぴよちゃんとひまわり 学研

主人公のひよこがひまわりを育て
る経験を通して、ひまわりとの友
情を育むと同時に、自然の不思議
や面白さ、生命の尊さに気付く物
語である。

見開き２頁を１場面として、
１５場面で構成されている。ひ
まわりの生長とともに季節が移
り変わりながら物語が展開する
構成である。

ほぼ平仮名で、主人公の鳴き声
のみ片仮名で表記している。全
頁カラー印刷であり、水彩画の
ようなやわらかいタッチで描か
れている。

紙質に艶はなく、やや厚い。表
紙はとても硬い。糸かがりで製
本しているため、耐久性があ
る。

物語を通して、身近な物への親
しみや思いやり、自然のすばら
しさや生命の尊さについて学習
することができる。１４頁に、
ひまわりの花が開くしかけがあ
り、児童の興味・関心を引きや
すい。

道徳 ふわふわちゃん　おでかけこんにちは 教育画劇

ふわふわちゃんが様々な動物や植
物と挨拶を交わしながら、楽しそ
うに関わっている様子について、
単純な絵と文で分かりやすく描い
た絵本である。

見開き２頁で、１３場面で構成
している。主人公が、動物や植
物と挨拶をする場面の繰り返し
で構成している。

文章は、最大で３語文で、平仮
名と片仮名で表記している。全
頁カラー印刷で、色彩はやわら
かく、水彩画のようなタッチで
描かれている。

表紙はとても硬く、糸かがりで
製本しており、耐久性がある。

挨拶の大切さや関係づくりの
きっかけになることについて、
学習することができる。

道徳 マナーと敬語の絵辞典 三省堂

身の回りのマナーや敬語の使い方
をイラストで分かりやすく学ぶこ
とができる。

あいさつから始まり、学校生活
などの児童の身の回りの生活に
密着した内容構成になっている

イラストが多く分かりやすい。 耐久性がある。 特筆なし

道徳 マナーをきちんと覚えよう 偕成社

食事のマナー、トイレの使い方、
電話のかけ方など、日常生活の中
で指導する。基本的な生活習慣の
内容を示している。

食事のマナー、手足の洗い方、
お風呂の入り方、話の仕方など
が、１項目ずつ見開きで取り上
げられている。

正しい方法が図解されており、
挿絵には説明が付いている。

紙質は適当である。装丁もしっ
かりしている。

日常的で、基本的な生活習慣の
形成に役立つ教材である。

道徳 みんなぜんぶいろんな ブロンズ新社

いろいろな形の物や生きものが出
てくるが、みんなひとまとめの同
じ用途の物やいきものであること
をきれいな写真で述べている。そ
こからいろんな、ぜんぶ、みん
な、おなじ命であることを伝え
る。

初めに出てくるものは６頁にわ
たって写真で様々なものを紹介
しているが、徐々に頁数が減っ
て勢いを感じさせている。

鮮明な写真で見やすく、引き込
まれる。

厚手の表紙、Ｂ５大の大きさ。
紙質も適当である。

特筆なし

道徳 もりのともだち 冨山房

隣同士で家を作ったうさぎときつ
ねであったが、ある時、きつねが
うさぎの家を奪ってしまう。困っ
て泣いているうさぎのために、森
の動物たちがうさぎの家を取り返
そうと奮闘する物語である。

見開き２頁を１場面として、１
５場面で構成されている。

本文の文字の大きさは、１１ポ
イントでほぼ平仮名で表記して
いる。

表紙は硬く、のりとじで製本し
ている。

物語を通して、善悪の判断や正
義、友情について学習すること
ができる。
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小学校

種目 書名 発行者名 1　内容
２－（１）

全体の構成や各項目の配列
２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３　その他

道徳 学校では教えてくれない大切なこと②友
達関係～自分と仲良く～

旺文社

人との関わりをよくするために
は、まず自分のことを知り、自分
を好きになることが大切であると
いうことについて、漫画やイラス
トで説明している。

全５章において、１９事例を紹
介している。見開き２頁を１事
例とし、一つの事柄について、
漫画で説明した後、その内容に
対する対処方法や、別の事例な
どを紹介する構成になってい
る。

文字の大きさは６．５ポイント
から１２ポイントで表記され、
漢字には振り仮名がついてい
る。全頁カラー印刷である。

表紙はやや硬い紙でのりとじで
製本している。

日常生活における友達との様々
な場面が想定されており、相手
の気持ちの理解や困ったときの
対処法などを学習することがで
きる。

道徳
学校では教えてくれない大切なこと⑥友
達関係～気持ちの伝え方～

旺文社

友達関係における、状況に応じた
気持ちの理解やふさわしい気持ち
の伝え方について、漫画やイラス
トで説明している。

頁によって、文字の量に違いが
あるが、最大で１行２１文字、
２１行である。

漢字には振り仮名が付いてい
る。全頁カラー印刷である。

表紙はやや硬い紙で、のりとじ
で製本している。

日常生活における友達との様々
な場面が想定されており、相手
の気持ちの理解や困ったときの
対処法などを学習することがで
きる。
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