種目

国語

国語

国語

国語

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

世界傑作絵本シリーズ
ブレーメンのおんがくたい

３びきのかわいいオオカミ

あっちゃんあがつく たべものあいうえお

くらしに役立つ 国語

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

発行者名

1 内容

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
平仮名を主として表記し、 大判で見やすい。
表し、絵と文で構成されて
紙芝居や劇など多様な指
片仮名表記は地名、人名 紙質は適当である。装丁
いる。各場面の文章量は
導が考えられる。
だけにしている。
も適当である。
適当である。

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。

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。

文字は大きく太めであり、
分かりやすい。表記は全
絵は身近な食べ物に手足
て平仮名であり、片仮名
五十音を使用して作られ
が付き擬人化されている
で表記すべき食べ物には 小さめで持ちやすく、装丁
た歌と、それに対応する
ので親しみがもてる。歌を
小さく片仮名の表記がさ が丈夫でしっかりしてい
食べ物の絵が擬人化して
口ずさむなど、楽しみなが
れている。巻末の頁に
る。
描かれている。
ら五十音を学ぶことがで
は、児童用の目次が付い
きる。
ていて、文字をすぐに探
せるよう工夫されている。

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。

1

3

その他

オオカミたちとおおブタの
オオカミとブタを擬人化し
繰り返されるやりとりが児
ており、落ち着いた色調で
童の興味を引く。動物たち
描かれている。見開きの 紙質、装丁ともにしっかり
の心情を考えさせる読み
左右どちらか若しくは両方 しており、耐久性がある。
取り学習や動作化など多
の頁に文章が書かれてい
様な学習展開が考えられ
る。
る。

表題の文字は１８ポイン
ト、本文は１３ポイントで表 紙質は適当である。大き
記されている。漢字が多く さも持ちやすく扱いやす
用いられ、一部の漢字に い。
振り仮名が付いている。

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。

種目

国語

国語

国語

国語

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

こども語源じてん

ぞうのエルマー① ぞうのエルマー

どっちがへん？ スペシャル

世界の絵本（新） にじいろのさかな

発行者名

1 内容

2－（1）
全体の構成や各項
目の配列

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。

ピーエル出版

2－（2）
表記・表現

2－（3）
製本の仕方や耐久
性等

3

その他

見出しの言葉は２０ポイン
一部、小学生が描いたイ
トである。本文は１０．５ポ 表紙はソフトカバーである ラストが取り上げられてい
イントで表記されている。 が、装丁はしっかりしてい る。言葉の語源について
言葉の解説には、絵、写 る。
の内容は発達の段階に
真が用いられている。
応じて使用できる。

「ぞう」は親しみをもちやす
い対象であり、ストーリー
パッチワーク色の象のエ
１５の場面全て見開き２頁 ほとんど平仮名で表記さ
も分かりやすく、登場する
ルマーが、自分だけ違うこ
装丁はしっかりしており、
で表現されている。文章 れている。主人公の名前
動物や色を用いた発問に
とに悩み、仲間と同じ体の
表紙はビニールコートが
は、見開きごとに、３～１０ や擬声、擬態語などは片
よる授業構成が容易であ
色に変装する話である。
施されていて耐久性があ
行である。
仮名で表記されている。
る。文字が小さく、文章量
南国風の植物の中での動
る。
漢字には振り仮名が付い
も多いので中学部での読
物たちの想像上の生活が
ている。
みの学習か、小学部での
描かれている。
読み聞かせの学習教材と
して適している。

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 全頁カラーで、鮮やかな
絵の違いが、頁が進むご 色彩である。
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。

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。

2

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。

ホログラムを用いて魚の
うろこを表現している頁が 厚手の表紙で、紙質・装
あり、鮮やかな色彩の絵 丁はしっかりしている。
本である。

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。

種目

国語

国語

国語

国語

国語

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

創作絵本３６
半日村

ありさんあいうえおひらがなえほん

みるみる絵本 もこもこもこ

子ども版 声に出して読みたい日本語５
ややこしや 寿限無 寿限無

ゆっくり学ぶ子のための
「こくご」①

発行者名

岩崎書店

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

半日しか陽が当たらない
初めて出てきた漢字には
見開き２頁が１場面で、左
表紙は硬い紙で、製本は
寒い村に、陽が当たるよう
振り仮名が付いている。
読み聞かせとしても活用
右どちらにも文章が書か
のりとじであり耐久性があ
に一人の若者が奮闘する
文は分かち書きになって
できる。
れている。
る。
物語である。
おり読みやすい。

旬報社

平仮名が一文字ずつリズ
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。巻末に片仮
名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 丸い文字で書かれてお
読みやすく覚えやすい簡 り、大きく見やすい。
単な文章が付いている。

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。

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。

文字は２４ポイントで見や
すい。照明効果を活用し Ａ４変形判で、表紙は厚
た写真などの貼り絵によ く、装丁もしっかりしてい
る色彩の豊かな画面であ る。
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。

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。

草思社

場面により狂言・落語・短
歌で江戸時代までの語句
見開き２頁で１場面の構
や口調を使用し、日本語
成になっている。
のリズムや言葉遊びが書
かれている。

同成社

単語の理解から文や文章
の理解まで、系統的に構
平仮名書きの単語とそれ
文字も大きく読みやすい
平仮名書きの単語から、
成されているが、内容が
を示す挿絵、主語・述語・
が、後半に入ってくると文 紙質は適当である。本の
物語文まで系統的に学習
多いので使い方に計画性
接続語を含む短 文等、言
字も小さくなってくる。挿絵 サイズも児童が扱う大きさ
できるよう配列されている
が必要である。児童の生
葉や文字を理解する上で
も大きく親しみやすい。指 として適当である。装丁も
が、内容は盛り沢山であ
活に関連した素材 が取り
必 要な基本的な内容が
導者向けの指導のポイン しっかりしている。
る。
上げられているので、親し
示されている。
トが各所に示されている。
みをもちながら学習でき
る。

3

文字がはっきり、２６ポイ
ントで部分的にはさらに大 表紙の紙は厚く、糸かが 言葉の習得状況に応じて
きく示されている。全ての りで製本されており、耐久 発声練習としても活用で
漢字に振り仮名が付いて 性がある。
きる。
いる。

種目

国語

国語

国語

国語

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

ゆっくり学ぶ子のための
「こくご」②

ゆっくり学ぶ子のための
「こくご」③

ゆっくり学ぶ子のための 国語４

ゆっくり学ぶ子のための 国語５

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

発行者名

1 内容

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。

挿絵は大きく分かりやす
片仮名と簡単な漢字の基 い。色も親しみやすい。後
礎的な使い方について、 半は練習帳の形式になっ
後半は、練習帳の形式に ているので個別指導にも
なっているので個別指導 効果的である。指導者向
にも効果的である。
けの指導のポイントが各
所に示されている。

片仮名についての基礎的
な事柄が 全て示されてい
紙質は適当である。本の る。漢字については、生
サイズも児童が扱う大きさ 活に必要とされるものに
として適当である。装丁も 絞ってあるので、数は少
しっかりしている。
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

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。

文字は大きく読みやす
説明的文章や文学的文 い。挿絵も親しみやすく、
章の間に 「ことばのべん 見やすい。一部三色刷り
きょう」として言語事項に になっている。指導者向
関する教材が配置されて けに、指導上の配慮事項
いる。
や指導法が、コラムで示さ
れている。

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
紙質は適当である。本の
とって意欲が喚起される
サイズも児童が扱う大きさ
系統的に配置となってい
として適当である。装丁も
る。単文の読み書きがで
しっかりしている。
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。

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。

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
紙質は適当である。本の
的に配置されている。単
サイズも児童が扱う大きさ
文の読み書きができるよ
として適当である。装丁も
うになった児童が、次の
しっかりしている。
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。

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。

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
文字は大きく読みやす
紙質は適当である。本の すい。また意欲的に学習
い。挿絵も見やすく親しみ サイズも児童が扱う大きさ を進められるよう系統的
やすい。一部三色刷りに として適当である。装丁も に配置されている。長文
なっている。
しっかりしている。
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。

同成社

4

3

その他

種目

国語

国語

国語

国語

国語

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

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）

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）

レインボーことば絵じてん

絵本・日本の童話名作選 手ぶくろを買いに

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

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

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１０
０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。

身近な物を素材にして、
紙質は適当である。本の
発声・発語を系統的に指
サイズも児童が扱う大きさ
導できるように構成されて
として適当である。装丁も
いる。音声言語の指導に
しっかりしている。
効果的である。

同成社

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
読みの指導として、五十
単語の例がある。書きで
音と促音・拗音等が示さ
はなぞり書きの教材が示
れている。書く指導として
されている。文字は大きく
は、なぞり書きを扱ってい
はっきりしている。特に、
る。
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。

平仮名が少し読めるよう
になった児童が、語いを
紙質は適当である。本の
増やしたり促音や拗 音等
サイズも児童が扱う大きさ
の学習をしたりするときに
として適当である。装丁も
よい。 また、平仮名を書
しっかりしている。
き始める時にも効果的で
ある。

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。

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
表紙は厚紙で丈夫であ
仮名が振られている。英
る。
単語の表記には、片仮名
で振り仮名が付いてい
る。

学研プラス

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。

2－（3）
製本の仕方や耐久
性等

3

その他

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。

偕成社

子ぎつねの心に生じる人
間への思い、純粋な子ぎ
見開き２頁で左が絵、右
つねと人間との交流、そ
が文章となっている。頁数
れを知った母きつねの心
は適当である。
情の変化が読み取れる物
語である。

小学館

「ぶんをつくる」「くらしとこ
児童が興味関心をもてる
とば」「もじであらわす」の
ようなイラストや写真が多
俳句、古文漢文やローマ
三つの内容が示されてい 内容ごとに問題が記され
表紙は厚く固く、耐久性が
様されており、楽しく学習
字も含み難易度が高い内
る。日常生活で使用する ており、理解を深めなが
ある。紙質は光沢があり、
できる。全てに振り仮名が
容を含むため、学習のす
言語表現が、絵とともに ら、楽しく学習できる。
厚みがあり、丈夫である。
付いており読みやすい。
すんだ児童に適している。
具体的な表現例で示され
国語だが横書きが多い。
ている。

5

登場人物の気持ちを絵に
表している。また、雪をは
読み聞かせの学習にも活
じめとした描写も美しい。 紙質・装丁は適当である。
用できる。
漢字には振り仮名が付い
ている。

種目

今年
度新
たに
調査
した
本

国語

国語

国語

国語

書名

スーホの白い馬

◎

◎

◎

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

音読集１ひばり

児童図書館・絵本の部屋
きょうはみんなでクマがりだ

発行者名

福音館書店

偕成社

光文書院

評論社

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

主人公のスーホが大切に
文字は明朝体で表記さ
していた白い馬が王様に
れ、大きさは適当である。
奪われ、殺されてしまう。
文章は、平仮名、片仮
表紙は硬い紙で、糸かが 主人公や周囲の人々の
悲しんだスーホは、死ん 物語の１場面を見開きで
名、漢字が盛り込まれて りで製本してあるため、十 心情を考えさせる学習も
だ白い馬の骨や皮を使っ 表している。
いる。漢字には、振り仮名 分な耐久性がある。
組み立てられる。
て、美しい音色を奏でる楽
が付いている。カラー印刷
器を作り、皆の気持ちを
である。
慰めるという物語である。

動物が、得意な動作の手
本を見せながら、「できる
かな？」と子供に問いか
け、子供が動物の動作を
模倣する内容の絵本であ
る。
「くる くる くるるん」「ぐ
いーん ぐいーん」等の擬
態語によりリズミカルに表
現されている。

文字は17ポイントの平仮
名と片仮名で表記されて
動物と子供の絵が見開き いる。
で描かれている。問い掛 全頁カラーで鮮やかな色
けと答えがリズミカルに繰 彩の絵は、児童･生徒の
り返される構成となってい 興味・関心を引く。
る。
文章は平易であり、全て
平仮名で表記されてい
る。

割合短く、季節も考慮した
入門期の児童にあった詩
文字は大きく読みやす
が掲載されている。子供
い。挿絵も親しみやすく、
たちにとって身近な存在
見やすい。一部多色刷り
声に出して音読したくなる
の物「ぶらんこ」「ちょう」
になっている。指導者向
ような詩が３８編適切に配
「ぞう」「おたまじゃくし」
けに、理解を助ける文章
置されている。
「しゃぼんだま」などが、題
や読み方の注意書きが呼
材になっており、親しみや
びかけの形で示されてい
すい。声に出したくなる詩
る。
が並んでいる。

狩人の家族がクマがりに
出かけた。川を渡ったり、
沼地を通ったりしてやっと
クマを見つけたが、その
大きさに驚いて帰ってきて
しまう内容の本である。
子どもたちの遊び歌が基
になっている。

6

各場面が４頁で描かれて
おり、前の見開き２頁で川
や沼地等の困難な場面に
出くわす様子が描かれ、
後の見開き２頁でそれを
越えていく様子が描かれ
ている。文章は１頁当たり
最大7行で1行当たりの文
字数は最大２０文字程度
である。

文字の大きさは13ポイント
と40ポイント、擬音語は
24，30，32ポイントと3段階
の大きさで、明朝体で表
記されている。文章は横
書きで、平仮名と片仮名
で表記されている。
文は分かち書きされてい
る。繰り返しの表現があ
る。カラー印刷である。

表紙は厚くビニールコー
ティングされている。
紙質は厚く耐久性があ
る。
装丁もしっかりしている。

リズミカルな繰り返しの言
葉遊びを楽しむなど、読
み聞かせに活用できる内
容である。

紙質は適当である。本の
漢字にはルビがふってあ
サイズも児童が扱う大きさ
り、音読・群読などもでき
として適当である。装丁も
る楽しそうな詩集である。
しっかりしている。

紙質は光沢がなく、厚み
がある。表紙は硬い紙
で、製本はのりとじであ
り、耐久性がある。

場面の様子が、擬音語で
表現されており、情景をイ
メージしやすい。テンポの
良い遊び歌の歌詞と思わ
れる文章が繰り返し記さ
れている。

種目

国語

国語

国語

書写

今年
度新
たに
調査
した
本

◎

◎

◎

書名

ふたりはともだち

学びと育ちのサポートワーク
文字への準備

読んでおきたい名作 小学４年

発行者名

文化出版局

明治図書

成美堂出版

1 内容

2－（1）
全体の構成や各項
目の配列

がまくんとかえるくんが、
友情をはぐくむ物語。５話
１話完結型で、内容が扱
の話が短くまとめてある。
いやすい。
２年生の教科書にも取り
上げられている。

文字の学習に入る前の基
礎固めを行うことができ
る。また文字を書くために
スモールステップを踏んで
学習することができる内
容となっている。

2－（2）
表記・表現
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3

その他

挿絵が程よく入っているた
表紙は厚く、丈夫である。
め、視覚的にも内容を理
特筆なし
大きさは手に取りやすい。
解しやすい。

線なぞり、迷路、絵画完
成、マッチング、仲間集
基礎の学習として、児童
ちょうど良い大きさで児童
め、文字探し等、国語の が扱いやすく、わかりやす
特筆なし
にとって扱いやすい。
基礎概念を習得できる内 い内容となっている。
容となっている。

ほぼカラーの挿絵が使わ
れ、物語の世界を想像し
著名な作家の物語や詩が
９つの物語文と１つの詩 やすい。難しい言葉や、
１０作品まとめられた内容
が、挿絵とともに掲載され 昔の道具などには解説が
である。
ている。
ついている。全ての漢字
には振り仮名がふってあ
る。

形が似た文字ごとにやさ
ＮＰＯ法人
しい平仮名から書き込ん
もじのかたちをとらえるための ひらがなれ リヴォルヴ学校教育研究 で練習していくワーク式の
所
んしゅうちょう改訂版
内容である。

2－（3）
製本の仕方や耐久
性等

様々な登場人物の気持ち
紙質は厚くしっかりとして
を考えるのに適した作品
いる。
が掲載されている。巻末
装丁、製本ともに丈夫で
には作家の紹介がされて
ある。
いる。

マス目も大きく、書き込む
平仮名の形を捉えられる
絵の中の点線をなぞるこ
量も適切であるため平仮
ようなイラストが描かれて 表紙は耐久性があり、中
とから始め、白抜き文字、
名を書くことに興味をも
いる。書き順も無理なく覚 は書き込みやすい材質で
マスに書いて練習と段階
ち、学習意欲を引き出す
えられる工夫がされてい ある。
を踏んでいる。
ことができる。
る。

種目

書写

書写

書写

書写

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

あいうえおえほん

村上 勉の学習えほん
かたかなえほん アイウエオ

くもん式のひらがなカード

わらべきみかのスキンシップ絵本４
かたかなアイウエオ

発行者名

1 内容

2－（1）
全体の構成や各項
目の配列

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
文字と言葉を関連付けた
印象的である。単純明快
り、文字をなぞらせたりし
で、伸び伸びとして、美し
て、文字に対する理解を
い文字絵本になってい
紙質、装丁ともにしっかり 深めるのに適した本であ
る。頁数が多く少し重い としており耐久性がある。 る。平仮名の書き方を１文
が、開きやすく扱いやす
字ずつ正しく身に付けさ
い。文字のなぞり書きもさ
せ、美しい文字に対する
せやすい。
感覚を養うことができる。

あかね書房

１頁又は見開き２頁に１文
片仮名五十音を、リズミカ
字の割合で、片仮名とそ
ルな文章と、親しみやす
の文字が使われている短
い挿絵で表現している。
文で構成されている。表
外来語や擬声語を幅広く
紙と裏表紙が、五十音表
取り上げている。
となっている。

短くリズミカルな文章は、
文中は、片仮名と平仮名
言葉遊びとしても活用で
で表記されている。片仮
きる。言葉のもつ楽しい響
名には全て平仮名が振っ 耐久性がある。扱いやす
きを利用しながら、片仮名
てある。片仮名の筆順
い大きさである。
に興味をもたせ、五十音
が、水色の濃淡で示され
順に学習することができ
分かりやすい。
る。

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。 全
体の分量は46枚のカード
と46頁の 「ことばのえほ
ん」で適当である。

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250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。

ひさかたチャイルド

片仮名五十音を１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１文字になってい
る。右頁には一つの言葉
だけが示され、その絵が
大きく描かれている。９６
頁あるが、見開きで使用
する構成なので適当な分
量である。

取り扱われている言葉が
絵はシンプルである。色
身近なものが多く、読み
使いもはっきりしており、 表紙は厚く、紙質・装丁と
手が理解しやすい内容で
370ポイントの大きな文字 もにしっかりしている。
あるため、片仮名の学習
で書かれている。
に適している。
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2－（2）
表記・表現

2－（3）
製本の仕方や耐久
性等

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。

3

その他

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。

種目

書写

書写

書写

書写

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

もじのえほん かんじ①

らくがき絵本
あ・い・う・え・お

漢字がたのしくなる本ワ－ク①
基本漢字あそび

漢字がたのしくなる本ワ－ク②
あわせ漢字あそび

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

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。

それぞれの漢字のもつ意
味を物語を通して、興味
紙質、装丁ともにしっかり
がもてるように説明されて
しており、表紙も厚く、丈
いる。大きな挿絵を活用し
夫にできている。扱いや
て漢字の起源を印象付け
すい大きさである。
ながら学習を進めていけ
る。

前半には課題に沿って平
仮名を右頁に記入し、次
平仮名をただ書くだけで は動物の絵から名前の空
なく｢おどろくような｣｢いば いているところに平仮名を
りながら｣等の課題に従 書く頁があり、後半には文
い、各頁に直接自分で文 字パズルや言葉を想像し
字を書き込み、書く楽しさ て書く頁があるなどバラエ
を学べる内容のらくがき ティに富んだ構成になって
絵本である。
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。

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
紙質は文字を書いたり、 められる。楽しく生き生き
絵を描いたりしやすい素 と書くことに中心が置か
材である。表紙は薄いが れ、書くことが好きになる
装丁はしっかりしている。 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。

ブロンズ新社

2－（3）
製本の仕方や耐久
性等

3

その他

太郎次郎社エディタス

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。

絵を見れば漢字を想起で
基本的な漢字の成り立ち
きるように表され、表記方
や構成を使って、クイズや
法もパタ－ン化しないよう
パズル、かるたなどの設
に、デザインが工夫されて
問に答える形式である。
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。

太郎次郎社エディタス

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。

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。

9

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。

種目

書写

書写

書写

書写

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

漢字がたのしくなる本ワ－ク③
部首あそび

漢字がたのしくなる本ワ－ク④
漢字の音あそび

五味太郎のことばとかずの絵本
ことばのあいうえお

五味太郎のことばとかずの絵本
漢字の絵本

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

発行者名

1 内容

太郎次郎社エディタス

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
表紙が薄くて軽く、適度な
姿、体の部分、動植物、 絵が多用され、漢字の意 厚さで手にとって見やす 情報量が多く、文字の扱
社会、道具など１１に分類 味をつかみやすいように い。Ｂ５版並製のため、児 いに慣れている児童向け
し、身近なものから順に配 配慮されている。
童が持ちやすいサイズで の内容になっている。
列している。
ある。

太郎次郎社エディタス

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
表紙が薄くて軽く、適度な
音・２音等の分類演習、音 文字がはっきりと表されて 厚さで手にとって見やす 取り扱う漢字の数が多い
と形の一致と音の記号と いる。読みに重点を置くた い。Ｂ５版並製のため、児 ため、児童の実態に応じ
なる部首の位置、音の変 め絵は少ない。
童が持ちやすいサイズで た指導の工夫ができる。
化で構成される。
ある。

岩崎書店

五十音が、行動や心情を
表す言葉と、その場面の
五十音順に、１頁１音の 清音の紹介を名詞だけで 児童・生徒に扱いやすい
絵で示されている。 場面
場面で構成されている。 なく、日常の心情場面を 大きさで ある。紙質、装
の言葉の語頭音が平仮
表紙裏に五十音表がある 通して行っている
丁ともに良い。
名、片仮名、ローマ字、挿
絵で示されている。

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。

10

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。

3

その他

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。

文字を、絵とともにイメー
ジして親しむ構成である。
紙質は厚くて、耐久性が
表意文字としての特性の
ある。装丁もしっかりして
つかみやすい絵本であ
おり、扱いやすい大きさで
る。明朝体の書体は、大
ある。
きくて美しい。漢字学習の
入門期として活用できる。

種目

今年
度新
たに
調査
した
本

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

書写

書写

書写

書写

書名

◎

◎

◎

あいうえおうさま

発行者名

1 内容

2－（1）
全体の構成や各項
目の配列

太郎次郎社エディタス

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。

理論社

平仮名五十音が、文章と
絵によって示されている。
言葉の使い方も例示され
ている。
平仮名五十音がリズミカ
ルな文章で書かれてい
る。

1頁ごとに平仮名五十音
１頁に五十音の１文字が
の字が大きく表記されて
収められている。その文
いる。
字を語頭にし、各４行で文
１頁ごとに文章を生かした
章が統一されている。
挿絵がある。

2－（2）
表記・表現

2－（3）
製本の仕方や耐久
性等

3

その他

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 表紙が薄く軽いため持ち なぞり書き、言葉づくりな
いる。保護者向けの活用 やすい。
ど指導の工夫ができる。
の配慮点が書かれてい
る。

小学校低学年の平仮名を
学習し始めた児童に適し
紙質・装丁ともしっかりし
ている。
ており耐久性がある。
挿絵と文章とがマッチング
児童に扱いやすい大きさ
しており、リズミカルな響
である。
きの文章を楽しみながら
学習することができる。

外国人の子どものための日本語
絵でわかるかんたんかんじ１６０

小学校2年生の教育漢字
160字をイラストで覚える
漢字教材。短い文章を読
武蔵野市帰国・外国人教
むところや、漢字すごろく
育相談室 教材開発グ
などのゲームがある。使
ループ
用単語は、生活の中でよ
く使われるもの、教科につ
ながるものを選んである。

本文全33課と復習、読み
替え一覧、イラスト索引、
画数索引の構成になって
いる。各課は3頁で構成さ
れている。1頁目で導入、
2頁目で読みの練習、3頁
目で書く練習をする。漢字
学習を第一の目的とし、
負担を軽くするために文
型、単語は最小限にして
ある。

覚える漢字ひとつひとつ
にイラストがあり、まず、イ Ｂ５版並製のため、児童
ラストで漢字の意味を知 が持ちやすいサイズであ
り、漢字の読み方を覚え、 る。
そして書き方を学ぶ。

外国人の子どものための日本語
絵でわかるかんたんかんじ２００

小学3年生の教育漢字
200字を、外国人児童・生
徒が学習しやすいように
武蔵野市帰国・外国人教
配慮の上、構成されてい
育相談室 教材開発グ
る。書き順が示してあり、
ループ
止めや払いとともに、正し
い書き順を学ぶことがで
きる。

34課、各課は3ページで構
成している。漢字の導入
には、児童に身近な言葉
や教科につながる言葉を
選んでいる。

本書は、武蔵野市の公立
小・中学校で学ぶ外国人・
絵を手助けにして、漢字
Ｂ５版並製のため、児童 児童生徒に日本語を指導
の意味や言葉を認識する
が持ちやすいサイズであ している日本語教師のグ
ステップに重点を置いて
る。
ループが、日々の指導の
いる。
中で生み出した教材であ
る。
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本書は、武蔵野市の公立
小・中学校で学ぶ外国人・
児童生徒に日本語を指導
している日本語教師のグ
ループが、日々の指導の
中で生み出した教材であ
る。

種目

書写

書写

書写

社会

今年
度新
たに
調査
した
本

◎

◎

◎

書名

４年生までに身につけたい言葉力１１００

高嶋式子どもの字がうまくなる練習ノート

小学全漢字おぼえるカード

あたらしいのりものずかん④
東京パノラマたんけん

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

語彙力を高める必要なア
ドバイスがあり、日常生活 文字が大きく漢字に振り
に使用する必要な言葉の 仮名が付いており分かり
意味を知る内容で扱かわ やすい。
れている。

名詞の言葉、動きのある
言葉、表現を豊かにする 表紙はコーティングされて 生きる力を身に付けるた
言葉にまとめられ、教科 いる。厚さもあり、耐久性 めに必要な言葉が具体的
の内容が分かりやすく扱 がある。
に取り扱われている。
われている。

ＰＨＰ研究所

平仮名、片仮名、数字、
漢字が大きく1文字ずつ示
され、筆順を含めて文字
をきれいに書くポイントを
学習することができる。
鉛筆の持ち方、運筆練
習、色鉛筆でのなぞり、塗
りつぶし練習など文字を
書く準備段階の学習が含
まれている。

ステップ1（鉛筆の持ち方
や姿勢）ステップ２（平仮
名）ステップ３（数字と片仮
名）ステップ４（漢字）の構
成になっている。
練習頁は見開きで、右
頁が上手に書くためのポ
イント、左頁が練習用の
書き込み頁となっている。

練習用手本の文字の大き
さは１３０ポイント、１１０ポ
イント、５４ポイントで示さ
れている。
表紙はソフトカバーであ
文字練習用のマス目は、
る。
２０㎜×２０㎜である。
製本はしっかりしている。
手本は手書きで親しみや
すく、書き方のポイントが
具体的に説明されてい
る。

学研プラス

新学習指導要領対応して
いるカード教材で、聴覚記
憶の手法を活かして、じゅ
もんのように唱えることで
小学全漢字の書き方が覚
えられる。

カードの表に、音訓での
読み、漢字の覚え方、大
まかな書き順が書いてあ
り、裏にはその漢字を
使った穴埋め例文が３つ
載っている。

文字がはっきり書かれて
おり、注目するところは赤 閉じリングが付属してお 漢字の習得状況に応じて
字になっている。学習する り、切り取り線が入ってい 自分だけの漢字練習カー
漢字以外は全ての漢字に る。
ドが作成できる。
振り仮名が付いている。

小峰書店

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。
東京の２３の事項（土地、
見開き２頁に大きな挿絵
飛行船が進んでいくコー
必要に応じて、空以外の
風景、行事等）について、
を入れたり、４～５個の挿 表紙はビニールコーティン
スに従って、各頁が構成
資料も提供している。最
飛行船から見た風景を中
絵を入れたり頁ごとに工 グで耐久性があり、しっか
されている。見開き２頁が
新の東京についての情報
心に、挿絵と文章で表さ
夫が見られる。説明は全 りしている。紙質は良く、
ひとまとまりとなった展開
が加えてあり、東京の変
れている。
て仮名で文頭の一字に色 丈夫である。
になっている。
化も捉えることができる。
を付けている。
東京についての地理的な
学習に効果的に活用でき
る。

学研プラス
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運筆練習や文字を書くポ
イントが丁寧に示されてい
るが、児童・生徒には理
解が困難な表記が一部あ
り、指導者が説明を加え
るなど配慮が必要であ
る。

種目

社会

社会

社会

社会

社会

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

キッズ・えほんシリーズ Kid's MAP
日本がわかる ちずのえほん
改訂版

せかいの こっきえほん
（スキンシップ絵本）

ドラえもんちずかん１
にっぽんちず

はじめてちずかんシリーズ１ ドラえもんの
せいかいちず

はじめてちずかんシリーズ2 ドラえもんのに
ほんちず

発行者名

学研プラス

ひさかたチャイルド

1 内容

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。

2－（1）
全体の構成や各項
目の配列

2－（2）
表記・表現

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 全項カラーである。
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。

2－（3）
製本の仕方や耐久
性等

3

その他

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。

アジア、オセアニアなど五
見開き２項で示されている 各国の国旗と風物が絵で
つの地域ごとに１９６の国
国と１項で示されている国 示してあり、全項カラーで 糸がかりで製本してあり
名、国旗、挨拶やその国
がある。
ある。
耐久性がある。
の風物を紹介している絵
本である。

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。

小学館

ドラえもんのキャラクター
といっしょに日本の各地を
めぐ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。

小学館

世界地図を学べる。世界
本文は１４ポイント、解説
の地理・名前、産物など
見開き２頁の構成となって は８ポイントである。全頁
が地図とともに紹介され
表紙は厚く、耐久性があ
いる。世界地図と各州別 が平仮名と片仮名で書か
ている。ドラえもんのキャ
る。
の地図を載せている。
れている。全頁カラーであ
ラクターで説明が紹介さ
る。
れている。

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。

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。

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。
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見開き頁に１地方ごとの
各地方の行事や特産品な
地図、名産・史跡・クイズ すべて平仮名表記で都道 表紙の紙質は堅く装丁は
ど、ドラえもんのイラストで
など写真、イラストつきで 府県名は赤字、河川は青 しっかりしている。頁の紙
興味をひき、楽しく知識を
掲載されている。情報量 字などわかりやすい。
質も丈夫である。
得ることができる。
は適量である。

本文は１４ポイント、解説
見開き２頁の構成となって
は８ポイントである。全頁
いる。日本地図と都道府
表紙は厚く、耐久性があ
が平仮名と片仮名で書か
県別の地図を載せてい
る。
れている。全頁カラーであ
る。
る。

種目

今年
度新
たに
調査
した
本

社会

みるずかん・かんじるずかん 世界のあいさつ

社会

社会

社会

社会

書名

絵で見る日本の歴史

◎

◎

◎

いちばんわかりやすい
小学生のための学習日本地図帳

ドラえもんちずかん２
せかいちず

かばくん・くらしのえほん②
かばくんのおかいもの

発行者名

1 内容

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。

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

２３の国や民族のあいさ
つをアジア、中近東、アフ 説明文の漢字には、すべ
糸がかりで製本してあり
リカ、ヨーロッパ、アメリカ て仮名が振ってある。
耐久性がある。
の順で構成している。

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。

3

その他

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。

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。

成美堂出版

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。

文字の大きさは１１ポイン
全項目について見開き２
ト、解説の文字は９ポイン しっかりした装丁で、表
ページで、日本各地の特
トである。全頁カラーであ 紙、紙質ともに丈夫で耐
色について示す構成に
る。漢字には振り仮名が 久性がある。
なっている。
付いている。

小学館

ドラえもんのキャラクター
と一緒に世界の各地をめ
ぐりながら国名、地名、名
所、人々のくらしなどを学
ぶ内容である。

ドラえもんのキャラクター
見開きで地図が載ってい
が親しみやすく、興味を
るため見やすい。地図、 平仮名と片仮名のみの表 表紙の紙質は堅く装丁は
もって、世界地図を学べ
名産、史跡、クイズなど写 記になっているため、わか しっかりしている。頁の紙
る。国際的なニュースなど
真やイラスト付きで掲載さ りやすい。
質も丈夫である。
と関連付けて学習を深め
れている。
ることができる。

あかね書房

「買い物」という具体的な
行為を通して、店で売って
いる品物を挿絵で紹介し
ている。また、社会生活の
簡単なルールについて触
れている。

身近な商店の様子や品物
を、楽しい絵と短い文章で
８種類の店について、店
挿絵は全てカラーであり、 製本は良く、丈夫であり装 分かりやすく説明してい
内の様子や、品物等が見
文章は全て仮名で表記さ 丁もしっかりしている。
る。
開き２頁でまとめられてあ
れている。
買い物に対する興味・関
り、分かりやすい。
心を引き出すことができ
る。
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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。

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。

種目

算数

算数

算数

算数

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

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)

１から１００までのえほん

はとのクルックのとけいえほん

さんすうだいすき
あそぶ・つくる・しらべる
小学校２年

発行者名

小学館

1 内容

2－（1）
全体の構成や各項
目の配列

2－（2）
表記・表現

分数・小数の仕組みにつ 児童の親しみある身近な
いて分かりやすく説明して キャラクターが説明してい 漫画で示されている。
ある本である。
く構成である。

2－（3）
製本の仕方や耐久
性等

3

その他

キャラクターが説明をして
コンパクトな大きさで児童
いるので、児童が興味を
が扱いやすい。紙質、装
示し無理なく算数の学習
丁ともに適当である。
ができる。

１～１００までの数につい
て、身近な者や動物の絵
と数字を示し、集合数とし
ての理解を図る内容であ
る。

コアラを中心とした物語に
沿って、１～２０までは一
つずつの数字と絵が増
え、２０以上は１０ずる増
え、１００までの数が示さ
れている。

物語を楽しみながら、１～
絵は動物が中心となり、
１００までの数を学習でき
全部カラーである。
る。
どの動物も表現豊かに 紙質、装丁ともしっかりと
ただし、２０以上の数
描かれている。
している。
は、１０ずつ増えていくの
文字は、平仮名、片仮
で、指導時期や指導方法
名、数字である。
に、十分配慮する必要が
ある。

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。

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。

紙質、装丁ともにしっかり
買い物やお祭り等の身の
していて、答えを書き込ん
回りにあることがイラスト
だり図形を描いたりする 特筆なし
で描かれていて親しみや
活動にも十分耐えられ
すい。
る。

戸田デザイン研究室
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時刻・時間としての学習
表紙は厚紙で、時計の模
が困難な場合には、一日
型もしっかりしていて、針
の時の移り変わりを理解
も操作しやすい。やや大
させる学習としても利用で
きく重めである。
きる。

種目

算数

算数

算数

算数

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

さんすうだいすき
あそぶ・つくる・しらべる
小学校３年

すうじのおけいこえほん

スーパータイルのさんすう らくらく算数ブッ
ク１

スーパータイルのさんすう らくらく算数ブッ
ク２

発行者名

1 内容

2－（1）
全体の構成や各項
目の配列

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。

2－（2）
表記・表現

2－（3）
製本の仕方や耐久
性等

3

その他

一部の漢字には、振り仮
一つの問題に対して、複
名が振られている。イラス
数の解法を示している。
トが多く、問題の解法が分
児童が持ち運びやすい大 一部の解法は、検定済教
かりやすく示されている。
きさである。
科書等に示されていない
全頁モノクロである。文字
ものであるため、配慮が
の大きさは、１４ポイントで
必要である。
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
絵と文章を見ながら、１か は、その数字の形になっ
ら２０までの数字を学習し ていて、「なににみえ
ていく内容である。
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 紙質は厚くて、耐久性に
配慮されている。絵は、学 富んでいる。装丁もしっか
習する数字と同じ形をして りしている。
いる。

太郎次郎社エディタス

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
入門期の数と計算の意味
厚手の紙を使っているの
まっている。挿絵も分かり
が分かりやすい。いつも
で、直接書き込みしやす
やすく、色塗りなどもでき
使用しているタイルでの
い。
る。
学習がしやすい。

太郎次郎社エディタス

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
厚手の紙を使っているの
まっている。挿絵も分かり
入門期の数・量と計算の
で、直接書き込みしやす
やすく、色塗りなどもでき
意味が分かりやすい。
い。
る。

くもん出版
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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。

種目

算数

算数

算数

算数

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

できるできる算数練習帳２年

できるできる算数練習帳３年

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）

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）

発行者名

1 内容

2－（1）
全体の構成や各項
目の配列

きょういくネット
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、１
３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 大きさはＢ５で、児童が持
練習問題の量が豊富であ
る。イラストが多く、問題を ち運び、扱いやすい大き
る。
解く糸口となるヒントが随 さである。
所に見られる。

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、１
８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 大きさはＢ５で、児童が持
練習問題の量が豊富であ
る。イラストが多く、問題を ち運びやすく、扱いやすい
る。
解く糸口となるヒントが随 大きさである。
所に見られる。

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 紙質・装丁とも教科用図
おり、指導上参考になる。 書としては適当である。
色を塗ったり書き込みが
できるよう工夫されてい
る。

同成社

５までの数について、具体
物から半具体物を経て、
５までの数について「1対1 「具体的操作による１対１ 絵は身近なもの、食べ物
数字に置き換えまでの過
対応」「具体物を数字に置 対応」から始まり、半具体 取り上げて、一部はカラー 紙質・装丁ともしっかりし
程が、丁寧に扱われてい
き換える」 「数の順序」「足 物操作へと移行していく である。文字は、平仮名、 ていて、耐久性に優れて
て、数の概念を具体物を
し算」について、 図、文
構成である。１頁に載せて 片仮名、数字である。各 いる。大きさはＢ５で扱い
イメージしながら、理解で
字、記号等を用いて示し ある課題数も適切であ
頁に「指導の展開」が載っ やすい。
きるように配慮されてい
ている。
る。
ている。
る。数の導入段階の学習
に適している。
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2－（2）
表記・表現

2－（3）
製本の仕方や耐久
性等

3

その他

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。

種目

算数

算数

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

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）

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）

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）

算数

スーパータイルのさんすう らくらく算数ブッ
ク３

発行者名

同成社

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

６～１０までの数を、５の
まとまりを基にした考え方
数字を書く色を塗るなど 絵は身近なもの、食べ物
で説明している。練習問
６から２桁まで、１桁のた の問題もある。時計の読 を取り上げ、一部はカラー 紙質・装丁ともしっかりし
題も適当な分量で載って
し算・引き算、時計の読み み方は 長針は全て「１２」 である。文字は、平仮名、 ていて、耐久性に優れて
おり、本に書き込めるよう
方について、図・文字・記 を指しているため、１時間 片仮名、数字である。ほと いる。大きさはＢ５で扱い
になっている。 足し算・引
号を用いて示している。 単位の読み方に限定され んどの頁に「指導の展開」 やすい。
き算の導入の段階の指導
る。
が載っている。
に適している。

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

絵は身近なもの、食べ物
例題、練習問題の分量も 取り上げ、一部はカラーで
多く載っている。「さんすう ある。文字は、平仮名、片
の窓」も、興味のあるコー 仮名、数字である。 ほと
ナーになっている。
んどの頁に「指導の展開」
が載っている。

繰り上がり繰り下がりの
計算について、常にタイ
紙質・装丁ともしっかりし ルを操作し、確かめた上
てい て、耐久性に優れて で筆算を行うなど、理解を
いる。大きさはＢ５で扱い 確実にしようと、丁寧に説
やすい。
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。

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。

３桁の数とその足し算・引
き算、 お金の計算、掛け
紙質・装丁ともしっかりし
算・割り算の入門、単位の
ていて 耐久性に優れてい
換算について、丁寧に説
る。大きさはＢ５で扱いや
明している。「さんすうの
すい。
窓」や「ことばをゆたかに」
のコーナーも活用できる。

太郎次郎社エディタス

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
絵や図で考え方が記載し Ｂ５版並の大きさである。
の２が図や絵で説明があ
てあるので理解しやす
児童にとって取り扱いや 特筆なし
り、下３分の１に問題が記
い。
すい大きさである。
載されている。
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種目

今年
度新
たに
調査
した
本

算数

わかるさんすう２

算数

学ぼう！算数 中学年用上３年改訂版

算数たんけん９
大きな数でわる わり算

算数

算数

算数

書名

小学校６年分 やさしくわかる算数図鑑

◎

くもん式のかずカード

発行者名

1 内容

2－（1）
全体の構成や各項
目の配列

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、１
３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。

数研出版

掛け算、大きな数、重さ、
イラストなどが多く使われ 例題も載っているので、
図形、時刻と中学年で学
ていて、視覚的にわかり ワークとしても利用でき
習する内容を幅広く扱っ
やすい。
る。
ている。

偕成社

成美堂出版

くもん出版

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。

2－（2）
表記・表現

2－（3）
製本の仕方や耐久
性等

3

その他

本文には、小学２年配当
程度の漢字が使用されて
「数と計算」の領域の内容
いる。一部の漢字には、
では、全ての章を通して、
振り仮名が振られている。 児童が持ち運びやすい大 タイルを用いて系統立て
全頁モノクロである。イラ きさである。
た説明をしている。練習問
ストは、例題等の解法の
題、まとめの問題の量が
説明に必要な最小限のも
多い。
のに限られている。

指導者向けが８．５ポイン
ト、児童向けが９．５、１
４、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。

しっかりした作りで耐久性
特筆なし
が高い。

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。

学年ごとではなく、「面積」
なら４年生で習う面積の
「数と計算」「平面図形・立
概念から６年生で習う「円
全項カラーで図や写真が
１年生で学習する「数の概 体図形」「表とグラフ」の３
紙質は厚くしっかりとして の面積の求め方」までが
多く使われ、解説も端的
念」から６年生の「比例と つの章で構成されてい
いる。
１つのまとりとなっており、
でわかりやすい。漢字に
反比例」までの内容が単 る。１つの単元が、見開き
装丁、製本ともに丈夫で 学習の振り返りがしやす
は全て振り仮名がついて
元ごとに解説されている。 または１ページごとに解説
ある。
い。
いる。
されている。
数学的な考え方だけで
はなく。筆算の手順も丁
寧に記されている。

表面が赤い点（ドット）で
数を表し、裏面にそれに
対応した数字が書いてあ
るカードである。ドットの数
を数えて、数字を確認す
る内容である。
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数を表すカードは、１～５
０までの50枚である。表面
の赤い点（ドット）は、横に
並べて表示され、5以上に
なると次の行に移るように
なっている。それが50まで
繰り返される。

赤い点（ドット）と数字の
カードというとてもシンプ
ルな内容で、分かりやす
点の数と数字が対応して
い。点は見やすい大きさ
カードは厚紙でできていて いることに気付くまで繰り
で指で指して数えることが
耐久性がある。大きさは 返し学習することで、数字
容易である。数字の大き
B6サイズで扱いやすい。 の読み方と数字の量を体
さは太く表記（300ポイント
得できる。
の丸ゴシック体）され、指
でなぞって学習することも
可能である。

種目

算数

算数

算数

算数

今年
度新
たに
調査
した
本

◎

◎

◎

◎

書名

楽しく遊ぶ学ぶ
かず・かたちの図鑑

できるできる算数練習帳１年

できるできる算数練習帳５年

まついのりこ・数の絵本 はじめてのたしざん

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

小学館

花びらの数やハチの巣の
形、お金の数字や国旗の
模様など、はじめて算数
に触れる子どもたちが、
身近な自然や生活に結び
つけて、「かず」「かたち」
を考えることができる。毎
日の暮らしの中にある、
不思議や疑問を親子で体
験しながら、自分で考えて
発見する力を育てる内容
である。

「数」「形」「大きさ」の3部
構成で、それらの中に、
「合わせて10になる数」
「長さ調べ」など、細かい
項目が立てられている。
いわゆる教科書的な内容
だけでなく、量感形成や形
概念の形成の基礎になる
ような体験や知識も多く
載っている。（影絵遊び・
紙飛行機飛ばしなど）

美しい写真やイラスト、パ
ズルや迷路で遊びながら
算数の基礎がわかる。
身近な生活や自然の中に
かくれた算数の知恵や不
思議な図形など、体感し
ながら知識を広げる工夫
がある。

きょういくネット
桐書房

小学1年で学習する内容
の基礎から発展まで順序
よく出ている。１０までの
かず、なんばんめ、いくつ
といくつ、たしざん、かた
ち、ひきざん、１０よりおお
きいかず、ながさ、３つの
かずのけいさん、おおき
いかず、たすのかなひくの
かな

算数の基本的な考えや問
題の処理法が確実に身に
イラストが多く、問題を解く 大きさはＢ５で、児童が持
付くように考えられてい
練習問題の量が豊富であ
糸口となるヒントが随所に ち運び、扱いやすい大き
る。重要な事柄は繰り返
る。
見られる。
さである。
し学べるように配慮されて
いる。

きょういくネット
桐書房

小学５年で学習する内容
の基礎から発展まで順序
良く出ている。割合につい
ても分かりやすく説明され
ている。系統的に学習で
きる内容である。

内容のまとまりごとに、１
８章から構成されている。
見開き３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。

偕成社

くいしんぼうのたしざんお
じさんが、パクパク食べま
わるストーリーを楽しむう
ちに「たしざん」の基本的
な考え方が身に付きま
す。

くいしんぼうおじさんが、
つえで色々な食べ物を一
緒にしていく。足し算の基 イラストが多く、児童が理
正方形で児童が扱いやす
本をタイルで考えたり、式 解しやすいストーリーと
特筆なし
いサイズである。
で考えたりと足し算の基 なっている。
本概念が少しずつ身に付
く構成となっている。

20

2－（3）
製本の仕方や耐久
性等

3

その他

表紙の紙は硬く、紙質は
すべてカラーで絵や写真
厚い。糸かがりで製本さ
で詳しく描かれておりわか
れているため、耐久性が
りやすい。
ある。

本文には小学５年配当程
度の漢字が使用されてい 大きさはＢ５で、児童が持
練習問題の量が豊富であ
る。イラストが多く、問題を ち運びやすく、扱いやすい
る。
解く糸口となるヒントが随 大きさである。
所に見られる。

種目

算数

今年
度新
たに
調査
した
本

◎

書名

まついのりこ・数の絵本 はじめてのひきざん

発行者名

偕成社

1 内容

あくまがこびとを「とる」と
いう物語をとおして、「と
る」＝「ひきざん」の基本
的な考えかたを、わかり
やすく展開していく本。

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

悪魔とこびとが出てきて、
とったり、とられたりと、引
イラストが多く、児童が理
き算に基本概念について
正方形で児童が扱いやす
解しやすいストーリーと
特筆なし
わかりやすいストーリーで
いサイズである。
なっている。
理解しやすい構成となっ
ている。

算数

◎

学びと育ちのサポートワーク
かずへの準備

明治図書

線なぞり、同概念の理
基礎の学習として、児童
数の学習に入る前の基礎 解、一対一対応、１～５ま
ちょうど良い大きさで児童
が扱いやすく、わかりやす
特筆なし
固めを行えるワーク。
での概念形成を習得でき
にとって扱いやすい。
い内容となっている。
る内容となっている。

算数

◎

学ぼう！算数 中学年用下 ４年 改訂版

数研出版

比、角度、図形など、中学 イラストなどが多く使われ
例題も載っており、、繰り しっかりした作りで耐久性
年で学習する内容を幅広 ていて、視覚的にわかり
特筆なし
返し学習することができる が高い。
く扱っている。
やすい。

算数

◎

算数たんけん４
くりあがり くりさがり
２けたのたしざんひきざん

偕成社

物語を読み進めながら、
物をタイルに置き換え、繰
り上がりのある２桁の加
算、繰り下がりのある２桁
の減算を理解させるととも
に、テープを使って繰り下
がりのある２桁の減算の
文章題について考えさせ
る内容である。
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その他

繰り上がりのある２桁の
加算、繰り下がりのある２
桁の減算及びそれらの文
章題について説明してい
る。見開き２ページを１場
面とし、指導者向けに教
え方や内容を説明してい
るページが１９ページあ
る。９ページに目次があ
る。

本文の文字の大きさは、
指導者向けが８．５ポイン
ト、児童、生徒向けが７．
５と９．５ポイントの丸ゴ
シック体である。絵はカ
ラーである。横書きと縦書
きのページがあり、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、学習内容
や目的が記載されている
頁が１９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。

種目

理科

理科

理科

理科

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

ふしぎ・びっくり！？こども図鑑
ちきゅう

ふしぎをためすかがく図鑑
かがくあそび

実験おもしろ大百科

小学館の図鑑ＮＥＯ
飼育と観察

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

発行者名

1 内容

学研プラス

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。

文字の大きさは、全体的
に大きく見やすい。全頁カ
分類ごとに、植物の仕組
ラー印刷である。地球や
みなどがＱ＆Ａ形式で紹
宇宙の現象などが写真や
介されている。構成は見
イラストで紹介している。
開き２頁である。
漢字には振り仮名が付い
ている。

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。

文字の大きさは、本文が
１２ポイント、説明文が９
頁の下に安全面での配慮
大きく６つのテーマで構成 ポイントである。漢字には
事項を記載している。自
されている。トピックスを１ 全て振り仮名が付いてい
表紙は厚紙で、コーティン 分で自然観察ができるよ
～２頁でまとめられてい る。全頁カラーであり、写
グされている。
うに具体的なノートの取り
る。巻末に全国の科学博 真や絵（イラスト）を多く使
方を紹介しており、自由研
物館が紹介されている。 用し、遊びや観察の方法
究にも活用できる。
など分かりやすく説明して
いる。

学研プラス

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。

実験の様子や方法が写
巻末には工作用の型紙
見開き１頁に一つの実験
真やイラストで示され、実 表紙は厚く紙質もよく装丁 が添付されていたり、自
が紹介され、実験の種類
験結果やその理由なども もしっかりしている。４００ 由研究のまとめ方も示さ
ごとに色で分別されてい
示されており、実験への 頁あり、厚みがある。
れていたりと工夫が凝らさ
る。
意欲をもちやすい。
れている。

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
文で詳しく記載されてい
る。

虫、水生生物、鳥、小動
物、植物の飼育や栽培・ ほとんどの項がカラーで
観察の方法を種類ごとに 見やすい。
１～４項で説明している。
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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。

耐久性がある。

3

その他

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。

季節、動植物種を問わ
ず、一年間使用できる。

種目

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

小学理科か・ん・ぺ・き
新しい教養のための理科 基礎編

理科

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

誠文堂新光社

「生命の世界」、「地球と
昆虫や動物、植物の様
難しい漢字には振り仮名
身近な物を扱った簡単な
宇宙」、「身の回りの科学」
子、気象や星空の観察、
が付いている。写真やイ 表紙はコーティングされて 実験や、自然現象、生活
の３部で構成されている。
身近な物でできている実
ラスト、グラフ等が多数使 いる。
の中で行っていることに関
１つのトピックスを１～２頁
験が記載されている。
用されている。
する説明がある。
でまとめている。

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。

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。

理科

科学シリーズ 野の草花

福音館書店

道端に咲いている草花を 絵が効果的に描かれてい
道端の草花を紹介してい
表紙は厚く、耐久性があ
季節ごとに分類されてい る。
る。
る。
る。

実際に調査するときに活
用できる。

ＰＨＰ研究所

生き物のふしぎ、ものの
性質とはたらきのふしぎ、
地球と宇宙のふしぎ、化
学のふしぎの４章から構
成されており、小学校で学
ぶ理科の基礎を網羅して
いる。

質問は全て選択式で、児
童が必ず答えることがで
きる。質問が実際にもの
を手で触ったり、実験した
りすることが体験できる内
容になっているものが多
い。

理科

音楽

◎

小学校の理科を良問ベスト６０で完全攻略

うたのパレット

偕成社

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。

見開き左頁にその単元の
基礎的知識が書かれてお
り、右頁に具体的な質問
が1問ある。次頁にその答
えと解説が掲載されてい
る形式である。

見開き２頁又は３頁で１曲
紹介されている。 どの曲
動物や食べ物、生活を
も、題、歌詞、楽譜、挿絵
歌った10人の作詞者によ
で構成されている。
る曲を20曲紹介してい
曲数が20曲と多い。
る。
全体の分量は47頁で適当
である。
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全頁に写真、イラストがあ
り、文章量が少なく、読み
やすい。必要な情報のみ
シンプルに掲載されてい
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。

A5サイズ１９０頁、手元に
おいて読んだり、脇におい
てワークシートを使用する
のに適している。しっかり
した一般的な本の作りで
ある。

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。

挿絵が作詞者によるもの
で、頁ごとに各曲の雰囲
伴奏譜付きで20曲紹介さ
気をうまく表している。 文
れている。 歌詞に振り仮
字の大きさは12ポイント
名は示されていない。 曲
表紙、紙質、装丁ともしっ
で、歌詞に擬音語が多く
は、児童・生徒の興味を
かりし ており、十分に耐
使われており、楽 しく親し
引く内容である。 指導者
久性がある。
みやすい。 曲に使用され
が音楽の学習で活用する
ている和音も美し い。目
ことができる。
次にも曲それぞれに挿絵
があ る。

種目

音楽

音楽

音楽

音楽

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

うたえほん

うたえほんⅡ

うたえほんⅢ

やさしい こどものうたとあそび

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

グランまま社

幼児や低学年の児童が
親しんでいる、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。

グランまま社

歌詞は、平仮名と片仮名
見開き２頁で、左側の頁
低学年から中学年の児童
表記であり、楽譜は主旋 表紙が厚紙で、装丁は
普段から、家庭などで慣
に歌詞と楽譜、右側の頁
が親しんでいる曲が、２８
律のみが記載されてい
しっかりしている。耐久性 れ親しんでいる曲が中心
に挿絵の構成を基本とし
曲紹介されている。
る。挿絵はカラーで、低学 がある。
である。
ている。目次がある。
年向きの描き方である。

グランまま社

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。

ドレミ楽譜出版社

2－（3）
製本の仕方や耐久
性等

その他

表紙が厚紙で、装丁は
普段から、家庭などで慣
しっかりし ている。 中紙 れ親しんでいる曲が中心
も厚めの紙で耐久性があ となっている。
る。

漢字には振り仮名が付い
見開き２頁で、左側の頁
ている。全頁カラー印刷で 表紙は硬い紙であり、糸
に歌詞と楽譜、右側の頁
ある。水彩画で、曲の印 かがりで製本しているた
に挿絵の構成を基本とし
象に合わせたイラストや め、耐久性がある。
ている。目次がある。
情景が描かれている。

楽譜の他に、歌詞のみが
表記されている。 「えかき
児童・生徒になじみ深い 「こどものうた」は、月ごと うた」「わらべうた」では、
「うたあ そび」「生活あそ に紹介され、月の行事や 楽譜の他に、絵の描き方
びうた」「行事の うた」「わ 季節感に合った 選曲がし や遊び 方が挿絵で示して 耐久性がある。
らべうた」「季節のう た」が やすいよう構成されてい ある。 目次は大きく見や
紹介されている。
る。
すい。 また、索引があり、
容易に曲を探 せるように
なっている.
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3

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。

児童・生徒の生活に密着
した曲が、伴奏付きで数
多く収められている。 童
歌の遊び方も、丁寧に解
説されている。

種目

今年
度新
たに
調査
した
本

音楽

５訂版 歌はともだち

改訂
みんなでうたおう
どうようえほん①

音楽

音楽

図画工作

書名

◎

歌の絵本
日本の唱歌より

ノージーのひらめき工房レッツ！ひらめき工
作ブック

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

発行者名

1 内容

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、１４５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
学校行事や季節にちなん
名、片仮名、英語で表記 表紙は艶があり、やや厚 だ歌唱曲を多く紹介して
している。写真、挿絵はカ みがあるがやわらかい。 おり、授業で活用しやす
ラーで、曲のイメージに合
い。
わせたものを使用してい
る。

ひかりのくに

動植物や日常生活の内
容を中心と した児童・生
徒にとって親しみのある
童謡が選択されている。
曲を想起できる挿絵が大
きく描かれている。

見開き２頁に１曲を基本
に構成さ れている。 見開
き２れている。 １曲のみ４
頁で合計22曲である。 手
遊び歌を２曲挿絵入りで
紹介し ている。

歌詞は、平仮名表記であ
児童・生徒にとってなじみ
るが、片仮名には平仮名
の深い童謡を取り上げ、
が振ってある。 楽譜は主 表紙は厚く装丁はしっかり 挿絵も歌詞の内容 を想
旋律のみである。 コ－ド してい る。
起できるので、児童・生徒
が併記されている。 巻末
の興味・関心を引きやす
にコ－ド表がある。
い。

講談社

ＮＨＫ出版

本文の文字の大きさは１
０ポイントである。
見開き２頁で、挿絵は２頁 歌詞は縦書きで表記され
日本の唱歌が３２曲紹介
前面に描かれている。
ており、全てふりがなが付
されている。日本の風景
目次がある。巻末に唱歌 いている。全頁カラー印刷
画、切り絵とともに歌詞を
の解説と楽譜が掲載され である。
紹介している。
ている。
切り絵は単一色で統一さ
れており、風景画は水彩
画風である。

「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。
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「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。

3

その他

紙質はやや艶があり、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。

巻末に楽譜がついている
ので演奏に合わせて歌っ
たり、身体表現をしたりす
るなどの表現活動に活用
できる。

実際に作っている様子が
カラー写真で大きく掲載さ カラーで変形Ａ４版、５６
れ、視覚的に作り方が分 ページである。扱いやす
かり、コツもつかみやす い紙質である。
い。

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。

種目

図画工作

図画工作

図画工作

図画工作

図画工作

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

あそびのおうさまＢＯＯＫ きって

あそびのおうさまＢＯＯＫ はじめてきるほん

あそびの絵本６ ねんどあそび

あそびの絵本７ クレヨンあそび

あそびの絵１７ えのぐあそび

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

発行者名

1 内容

学研プラス

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
絵はかわいらしいものが
れた本である。自分のイ
多いが、様々なシーンを
メージで工夫できるように
盛り込んでいる。
作られている。

性質上紙は破りやすいも はさみを楽しく使える工夫
のになっている。
がある。

学研プラス

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
絵はかわいらしいものが
れた本である。自分のイ
多いが、様々なシーンを
メージで工夫できるように
盛り込んでいる。
作られている。

性質上紙は破りやすいも はさみを楽しく使える工夫
のになっている。
がある。

岩崎書店

はじめに、粘土の扱い方
粘土の基本的な扱い方
が示され、平面的な作品
と、飾るもの、実用できる
から立体的な作品へと、
もの、音の鳴るもの等の
分かりやすい順序で説明
つくり方が、簡潔に説明さ
されている。見開きで示さ
れている。
れ扱いやすい。

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。

岩崎書店

全頁カラーで記載されて
基本的な絵の具の扱い方
絵の具のいろいろな使い
いる。様々な風合いなども
が示されている。また、各
方によって、表現の感じ
分かりやすい。挿絵も楽し
項目で絵の具を使った簡
装丁が適当である。
が変わることが、分かりや
い絵を採用している。児
単な表現方法が記載され
すく説明されている。
童が使用しやすい大き
ている。
さ、厚さとなっている。
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3

その他

挿絵が大胆で児童が興味
を示しやすくなっている。
それぞれの作品の作り方
表紙は、厚手の紙で丈夫 細部の細工よりも、大きく
が、分かりやすい挿絵で、
である。本文の紙質も、厚 造形性を捉えており、伸
順番を追って説明されて
手でしっかりとして扱いや び伸びとした活動ができ
いる。文字は全て仮名で
すい。
る。各作品の基本色が、
示されている。
自然な形で変化させてあ
り見やすい。

１３項目から構成されてい
はじめにクレヨンの基本
る。
厚手の表装で耐久性があ 児童がすぐにやってみた
的な使い方を示している。
各項目のねらいが偶数頁 る。各頁の余白も十分に いと思う内容が記載され
頁が進むにつれて、技法
の右側に簡潔に示されて ある。
ている。
等が組み合わされていく。
いる。

児童の気持ちになった言
葉で書かれている。

種目

今年
度新
たに
調査
した
本

かがくのとも傑作集
かみであそぼう きる・おる

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

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

図画工作

たのしい図画工作⑨
うごくおもちゃ

図画工作

図画工作

図画工作

書名

親子でつくろう！遊べるおりがみ

◎

あそびのおうさまＢＯＯＫ ぬって

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

福音館書店

切る、折ることでできる紙
図と絵が、分かりやすく配
工作の面白さを、６種類
紙工作の工程の順に、作 列されている。「かたち
の作品で紹介している。ど
品紹介をしている。頁数も ページ」はモノクロにして
の作品にも「かたちペー
作品の数も適切である。 あるなど、見て分かりやす
ジ」という実物大の見本が
い編集がなされている。
付いている。

さ・え・ら書房

作品の実物を写真で示
し、作成方 法を絵で紹介
身近にある材料を使用し
している。 説明文は平仮
た工作集である。 身に付 紹介している作品は、作 名、片仮名で表記 し、片
けたり、部屋に飾ったり、 る工程が 簡単で、短時間 仮名には、振り仮名が
表紙は厚く耐久性があ
遊んだりできる20種の紙 でできるものである。 各 振って ある。 文字の大き り、本文の紙質もしっかり
工作等の作 品が紹介さ 作品は、見開き２頁で構 さは16ポイントであ る。
している。
れている。
成して いる。
目次は絵と文字のカード
形式で、 児童・生徒が選
択できるように工夫 され
ている。

小峰書店

厚紙や画用紙を切り抜い
て、とびだすカードや動く
カードを作る方法が２８種 １作品に付き、１頁で作り
本文の文字の大きさは、 紙質は、やや艶があり、
類紹介されている本であ 方を説明する構成であ
１０ポイントである。
厚みがある。
る。行事に関連したポス る。
ターのデザイン例も紹介
されている。

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
できる作品が紹介してい
る。

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。

国土社

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。

児童が興味をもつ工作
装丁はきれいでしっかりし が、切る、折るといった、
ている。大きさも手頃で、 易しい作り方で紹介され
紙を当ててなぞるなどの ている。画面構成も、バラ
作業がしやすい。
エティーに富んでいて見
やすい。

文字の大きさは１２ポイン
トで表記されている。漢字
表紙は厚手でコーティン
に振り仮名が付いてい
グされており、耐久性があ
る。全頁カラーである。一
る。
つ一つの写真は大きくて
見やすい。

写真が美しいため、児童
紙質がしっかりしており耐 の「作りたい」という意欲
久性がある。
の向上の一助となる可能
性がある。

成美堂出版

カラーで折り方が記載さ
簡単な折り紙の折り方が １２３作品が掲載されてい
れている。写真も鮮明で
紹介されている。
る。
ある。

学研プラス

それぞれのページの絵
自由に色を決めて、思い
は、大きく描かれているの 絵はかわいいものが多
思いに絵を塗っていくこと
紙質は塗りやすいものと
で塗りやすい。自分のイ く、様々なシーンが盛り込
で、１冊の本を完成させ
なっている。
メージで工夫できるように まれている。
る。
作られている。
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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。

楽しく色を塗って、本を完
成させる工夫がされてい
る。

種目

図画工作

図画工作

図画工作

図画工作

今年
度新
たに
調査
した
本

◎

◎

◎

◎

書名

かんたん、ふしぎ。切り紙ブック

きむら式 おもしろ 造形タイム

ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ

プレNEO BOOKS 日本人のたしなみ 行
事・歳時記・自然 きせつのおり紙

発行者名

1 内容

日本文芸社

様々な切り紙の図案やつ
くり方を紹介している。
レース模様、お菓子、果
物、動物、植物、乗り物の
形の切り紙や季節に応じ
たカードの切り紙の図案
など、児童・生徒が興味を
もちやすい図案を紹介し
ている。

2－（1）
全体の構成や各項
目の配列

前半は、切り紙の様々な
図案を紹介している。１頁
に２種類の図案を掲載し
ている。
後半は、季節カードの図
版が紹介され、トレーシン
グペーパーで写し書きを
すればすぐに作成できる
ようにしている。

2－（2）
表記・表現

文字の大きさは、見出し
が２８ポイント、本文が７
ポイントである。
全頁カラーである。

2－（3）
製本の仕方や耐久
性等

3

その他

装丁、紙質はしっかりして はさみを楽しく使える工夫
いる。
がある。

チャイルド本社

自然物（葉っぱ・根っこ）、
はぶらし、めんぼう、スポ
全項カラーの写真や図が
ンジ、手（手・指）ひもなど
身近な素材を使った描画 「描画と版画」、「立体物」
紙質は厚くしっかりとして
使われ、作り方は手順が
の素材を使用するなど、
や版画、フロッタージュ、 の内容で構成され、1つの
いる。
示されわかりやすい。完
関心・意欲を高める内容
工作の内容になってい
単元が、見開き１ページ
装丁、製本ともにしっかり
成の見本写真も複数掲載
となっている。素材の感触
る。
に掲載されている。
としており丈夫である。
されている。
を味わったり、楽しく指先
を使ったりすることができ
るものとなっている。

チャイルド本社

「かおをかきましょう」等の
課題に従い、各ページに
直接自分で描き込んで絵
を完成させる内容となって
いる。

１２の課題があり、一つの
課題について、１８ページ
の構成になっている。そ
れぞれヒントになる下絵
があるので描きやすい。

絵はグレーの単色の線で
描かれている。線は太く
わかりやすい。児童・生徒
が線や色で継ぎ足せるよ
うになっている。

小学館

春夏秋冬で80種類の季節
の行事の際に折りたいお
り紙が掲載され、巻末に
は行事や歳時記の由来な
ども書かれている知育お
り紙の本である。

項目ごとに色で分けられ
たり、文字の大きさを変え
たりと見やすく作られてい
る。

すべての漢字にふりがな
すべてカラーで絵や写真
がついている。
紙は厚く、表紙も固くて丈
で詳しく描かれておりわか
楽しいイラストで意味が理 夫。
りやすい。
解できる。
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Ｔシャツの模様やお皿の
上のごちそうを考えて描く
紙質は薄口の画用紙様で
等、児童・生徒が興味をも
あり、クレヨンや色鉛筆を
ちそうな設定がされてい
用いる際に描きやすい。
る。児童・生徒の創造力
マジックは裏に写る。
や創作力を高めるために
有効である。

種目

今年
度新
たに
調査
した
本

家庭

家庭

家庭

家庭

保健

◎

◎

発行者名

1 内容

2－（1）
全体の構成や各項
目の配列

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。

実際に子どもが調理した
縦書きで編集され、材料
献立で構成されており、子
の分量は、横書きで枠囲
表紙はビニールコーティン どもが気が付いたり工夫
いされている。１色刷りが
グされている。
したりしたポイントが示さ
中心だが、部分的に２色
れている。口絵の調理例
刷りを用いている。
は、カラー写真である。

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
紙質は適当である。
で表している。索引が付
いている。

偕成社

日常生活のなかで役に立
つ子どものためのマナー
図鑑です。覚えておきた
い基本的なマナーを楽しく
わかりやすく教えている。

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
に構成しています。
各項目は、１頁か見開き２
頁で説明している。

イラストの文章は、児童に
話しかけるような表現で、
基本的なマナーについて
詳しく説明している。
防水性のある表紙で、頁 絵やイラストで分かりやす
説明文の文字の大きさ
の紙質も良い。
く説明をしている。
は、８ポイントで、絵は小
イラストはカラーで分かり
さい。
やすく親しみやすい。
漢字にはルビが記されて
いる。

小学館

子どもに知っていてほし
い、季節の行事料理をセ
レクトし、子どもが積極的
に料理に関われるレシピ
が紹介されている。 行
事の由来、その食べ物を
食べる理由、旬の食材ク
イズ等も充実している。

項目ごとに色で分けられ
すべての漢字にふりがな
すべてカラーで絵や写真
たり、文字の大きさを変え
紙は厚く、表紙も固くて丈
がついている。楽しいイラ
で詳しく描かれておりわか
たりと見やすく作られてい
夫。
ストで意味が理解できる。
りやすい。
る。

書名

子どものマナー図鑑 １
ふだんの生活のマナー

プレＮＥＯＢOOKS きせつの行事りょうり
キッズレシピ

フレーベル館の図鑑ナチュラ たべもの

フレーベル館

子ども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 種類ごとに色分けして分
け、特徴や体への働きな 類されている。
どの情報とともに紹介され
ている。
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2－（2）
表記・表現

2－（3）
製本の仕方や耐久
性等

3

その他

作り方の手順は、挿絵で
表されている。

食べ物の働きや、ミニ知
表紙はハードカバーで、
識（料理・観察・、食べ物
ほぼ全頁カラーの写真や 耐久性がある。製本・装
を取り巻く自然環境につ
イラストで見やすい。
丁はしっかりしている。重
いて）も、一緒に学ぶこと
厚感はある。
ができる。

種目

保健

保健

保健

保健

保健

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

[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45の操体法

２１世紀幼稚園百科⑪
からだのふしぎ

かがくのとも傑作集
きゅうきゅうばこ

かこさとし からだの本２
たべもののたび

からだだいすきえほん（４） かぜにまける
な！

発行者名

合同出版

小学館

福音館書店

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

日常動作や基本的な運動
全４章で構成され、４５の
について、正しい例と悪い
全項、黒１色刷りである。
動きを説明している。
紙質は薄く、柔らかい。
例を分かりやすくイラスト
を使って説明している。

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。

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
紙質が厚く、耐久性があ
されている箇所もいくつか
る。
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。

毎日の生活の中で、起こ
りやすい火傷、擦り傷、鼻 一つの項目について、応
表紙の装丁がしっかりし
血など１２項目について、 急処置を分かりやすく、見 文字も大きく読みやすい。
ている。
応急処置を具体的に説明 開きで説明している。
している。

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。

学研プラス

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。 絵は色使いがきれいで、 厚手の表紙、Ａ４変形の
また健康に対する注意を 文字も大きい。児童に話 大きさ。紙質も適当であ
引き付けることができるも しかける言葉遣いである。 る。
のである。
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3

その他

全ての動きについて、具
体的なポイントを示した分
かりやすい挿絵と、詳細
な説明が付いているので
実際に活用しやすい。

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。

内容、表現等、児童の興
味を引きやすい。

文字の大きさは１３ポイン
トで書かれている。全頁カ
食べ物の擬人化や比喩
表紙はカバー付き、紙質
ラー印刷でされている。本
的な表現があり、配慮が
は厚く、耐久性がある。
文は平仮名と片仮名で表
必要である。
記されている。

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。

種目

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

発行者名

1 内容

目にゴミが入ったときや悲
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。

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

公園で遊んでいる子供の
目にゴミが入り、涙が出た
涙の働きが具体的に説明
ことに始まり、その涙が説
Ｂ５判で装丁もしっかりし
されていてわかりやすい。
明役として構成されてい
ている。
る。

3

その他

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

保健

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

いろいろなケガに対する 全３１頁で、事故やケガの
イラストが見やすい。文字 紙質は丈夫で耐久性があ
対処の仕方が示されてい 処置が頁ごとに掲載され
特筆なし
数は適当である。
る。
る。
ている。

偕成社

食品の絵を多く掲載して、
児童の興味をひきやす
口が好きな食べ物と、体 赤、黄色、緑の栄養素が
い。また、好きな食べ物ば
児童が好きそうな食べ物
に必要な食べ物の違いを 含まれている食べ物が、
かり食べるのではなく、基
の話から始まり、体の成
Ｂ５判でまとめられてい
示し、健康な体を作るに カラーの絵で示してあり、
本的な栄養の知識を理解
長や健康維持に必要な、
て、装丁もしっかりしてい
は三つの栄養素をバラン 児童にも理解しやすい。
させるとともに、栄養的に
栄養素について示してい
る。
スよくとる必要があること 大人に対しての解説もあ
バランスのとれた食生活
る。
を示している。
る。
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。

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。

保健

保健

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？

子供の生活⑥
じょうぶなからだになれるよ！

知識の絵本 ひとのからだ

岩崎書店

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。

人の体について、生命の
挿絵と文章が中心である
誕生から大人への身体の
身体の発達に関して、触 が、内臓や骨について
A４変形判で、装丁はしっ
成長、男女や大人と子ど
れられている。一年間取り は、レントゲン写真を使っ かりとしている。表紙は厚
もの身体の違い及び消火
扱うので適量である。
ている。全文、平仮名で く、糸でとじられている。
器、循環器等機能等につ
の表記である。
いて説明している。

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。
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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。

会話形式の、やさしい文
章で展開している。

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。

種目

保健

保健

今年
度新
たに
調査
した
本

◎

◎

書名

どんどんめくってはっけん！
からだのふしぎ

小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ 楽しく遊ぶ
学ぶげんきの図鑑

発行者名

1 内容

2－（1）
全体の構成や各項
目の配列

学研プラス

全体の体の仕組みを項目
ごとに分けて説明してい
る。人の体が、どのような
仕組みで動いているのか
説明している絵本である。

体の仕組みを大きく６項
目に分けて説明してい
る。項目ごとに見開き２頁
で構成している。目次が
ある。

小学館

「子どもの身体能力＋運
動能力」「子どもの健康」
をターゲットにし、 ちょっ
としたコツで効果的に練
習し運動ができるように図
説されている本である。

すべての漢字にふりがな
項目ごとに色で分けられ
がついている。
すべてカラーで絵や写真
たり、文字の大きさを変え
紙は厚く、表紙も固くて丈
楽しいイラストで意味が理
で詳しく描かれておりわか
たりと見やすく作られてい
夫。
解できる。
りやすい。
る。

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
野菜の絵が１頁の大部分
紙質が適当である。
ラーの断面図、野菜の全 をしめる。
体図が順に配列されてい
る。

生活

幼児絵本シリーズ やさいのおなか

福音館書店

生活

坂本廣子のひとりでクッキング（２）
昼ごはんつくろう！

偕成社

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

２５種類の調理が掲載さ
手早く作れるメニューが紹
れている。炒め物など基
介されいる。
本的な作り方が学べる。

2－（2）
表記・表現

3

その他

本文の文字の大きさは、
１２ポイントで表記してい 紙質は厚く、糸がかりで製 絵の仕掛けにより、児童
る。全て平仮名と片仮名 本しており、耐久性があ が体に興味をもって学ぶ
で表記している。全頁カ る。
ことができる。
ラー印刷である。

イラストが多く見やすい。 耐久性がある。

見開き１ページに各１種
類のどんぐりが掲載され
身近などんぐり及び葉や ている。中央に大きく葉の
木の特徴などがが写真・ 写真があり、葉の形から 全編カラーで実物に即し
イラスト・文章で表されて 実際の木を見付けやす た色合いになっている。
いる。
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。
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2－（3）
製本の仕方や耐久
性等

特筆なし

特筆なし

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
装丁、製本ともしっかりし
年児童～高学年まで発達
ており、丈夫である。
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。

種目

生活

生活

生活

生活

生活

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

町の水族館・町の植物園
さかなやさんとやおやさん

キッズ・絵本シリーズ
日本がわかるちずのえほん改訂版

２０２シリーズ

たべもの２０２

こどものとも絵本 おおきなかぶ

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

発行者名

1 内容

2－（1）
全体の構成や各項
目の配列

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。絵は実物に
即して描かれ、児童が身
近な魚や野菜の名前や特
徴を知り、興味・関心を深
められる内容である。

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。

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 全項カラーであり、見やす
糸がかりで製本してあり
生産物等の絵が示されて い。絵なども入っていて分
耐久性がある。
いる。後半は、日本国内 かりやすい。
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。

学研プラス

2－（2）
表記・表現

2－（3）
製本の仕方や耐久
性等

3

その他

全頁カラーで絵は忠実に
京都の方言で書かれてい
描かれている。文は会話
るため、分かりにくい言葉
形式で、ほとんど平仮名 表紙は厚く、コーティング には説明を加えて学習を
と片仮名で書かれてい
されている。
進める。地域の特色等、
る。漢字には振り仮名が
学習の広がりも期待でき
ついている。
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。

ひかりのくに

五十音順に、平仮名とそ
２０２種類の食べ物の名 の書き順、片仮名が示さ
前と五十音の平仮名、片 れ、その字を使った食べ
仮名、書き順、クイズなど 物が示され、平仮名ととも
を絵と文で示している。
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
２０２種類の食べ物は、家
のカラー写真を使用して
庭の食卓や給食でよく出
いる。見出しの文字は大
されるものであり、児童が
表紙は固く、紙質も厚く、
きく、書き順や片仮名も同
親しみやすい。食べ物の
装丁もしっかりしている。
時に示している。見開き２
カラー写真が鮮やかで、
頁を２～３段に分けて使っ
楽しく意欲的に学習を進
ている。
めるのに効果的である。

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。

身近な家族の名称、親し
単純な動作の繰り返し
みやすい動物を登場さ
で、音読や身体表現を伴
せ、繰り返し表現で力を 装丁はしっかりしており、 う学習に適している。次第
込める様子や、かぶが抜 耐久性がある。
に登場人物が増え、展開
けない様子を描いてい
を創造する喜びを味わわ
る。
せる上で効果的である。

フレーベル館

最初は、ムシバキンマン
アンパンマンやハミガキマ
が優勢であるが、最後は
ンのキャラクターを通し
アンパンマンの助けを借
て、虫歯予防のために
りて、ハミガキマンが、は
は、歯磨きが大切である
みがきやまをきれいにす
ことを教える内容である。
る物語である。
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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。

虫歯菌が怖いこと、歯磨
きの大切なことを、児童に
文章は、会話文が多く、
馴染みのあるキャラクター
キャラクターの行動が、分 表紙は丈夫で、装丁も
を通して楽しく表現してい
かりやすく書かれている。 しっかりしている。小型で
る。簡単なストーリーなの
片仮名には、平仮名が
軽く、扱いやすい。
で、繰り返し読み聞かせ
振ってある。
て、楽しく歯磨き指導がで
きる。

種目

生活

生活

生活

生活

生活

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

いちばんわかりやすい
小学生のための学習世界地図帳

いちばんわかりやすい
小学生のための学習日本地図帳

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

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

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

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

成美堂出版

文字の大きさは１１ポイン
世界各地の地理、見どこ 全項目について見開き２ ト、解説は９ポイントで表 しっかりした装丁で、表
ろ、産物などの特色を地 ページで世界各地の特色 記されている。漢字には 紙、紙質ともに丈夫で耐
図とともに紹介している。 を示す構成になっている。 振り仮名が付いている。 久性がある。
全ページカラーである。

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。

成美堂出版

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。

文字の大きさは１１ポイン
全項目について見開き２
ト、解説の文字は９ポイン しっかりした装丁で、表
ページで、日本各地の特
トである。全ページカラー 紙、紙質ともに丈夫で耐
色について示す構成に
である。漢字には振り仮 久性がある。
なっている。
名が付いている。

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。

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
紙質は薄く、表紙は柔ら
況を図示する挿絵がある
かい。 のりとじで製本し
全頁黒一色印刷である。
てある。
漢字には振り仮名が付い
ている。

「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。

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。

各状況の対処について
「身につけたいソーシャル
見出しは３６ポイントで、
スキル」として、示されて
主要な文字は１０ポイント
紙質は薄く、表紙は柔ら いる。具体的なポイントに
で表記されている。全頁
かい。のりとじで製本して ついて示した分かりやす
に状況を図示する挿絵が
ある。
い挿絵と、詳細の手順を
ある。全頁黒一色印刷で
示した説明が付いている
ある。
ので実際に活用しやす
い。

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
表紙は厚く、紙質も適当
が振ってある。種まきや収
で装丁はしっかりしてい
穫の時期はグラフで説明
る。
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。
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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。

種目

生活

生活

生活

生活

生活

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

かがくのとも傑作集
ばばばあちゃんのやきいもたいかい

からだのえほん２ すっきりうんち

こどもがつくるたのしいお料理

こどものずかんＭｉｏ１０ たべもの

こどものずかんＭｉｏ１２ きせつとしぜん

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

子供たちは、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
大きさはＡ４変形で、表紙
学習等に活用できる。 ま
は厚く 丈夫である。 紙質
た、干し芋、じゃがいもパ
も良く、装丁もしっかりして
ンケーキなどを作り、残っ
いる。
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。

福音館書店

見開きに１頁の絵があり、
おばあちゃんが、枯れ葉
頁の下に白いスペースが
を集めて たき火を起こし、
設けられ２行～３ 行の横
子供たちと一緒 に、いも
書きの文章が記載されて
やリンゴ、お菓子などを焼
い る。 絵には、おばあ
いたり、いもからお菓子を
ちゃんや子供たちの言葉
作ったり していく内容の
の吹き出しがある。 全
絵本である。
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、子供
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。

あかね書房

男の子がトイレに駆け込
主人公の男の子がうんち
む場面に始まり、食事の
をする話を通して、食べ物
風景などの絵が見開きに
の消化や体の成長、よく
描かれている。見開きの
噛んで好き嫌いをしないこ
左頁に横書きで数行の文
との大切さ等について、
章が記載されている。全
絵と文で分かりやすく説
体の分量は２８頁で適当
明している絵本である。
である。

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
文字は、１８ポイントで、全
大きさはＢ５で、表紙は厚 などの絵が描かれてい
て平仮名で表記してあ
く丈夫である。紙質も適当 る。その中に食べ物が消
る。絵は、自然な淡い色
で、装丁もしっかりしてい 化されていく様子が分り
調で描かれていて、見た
る。
やすく描かれ、体の仕組
目にもやさしい。
みや消化についてイメー
ジをもてるようになってい
る。

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
実際に子どもが調理した
の分量は、横書きで枠囲
献立で構成されており、子
いされている。１色刷りが 表紙はビニールコーティン どもが気が付いたり工夫
中心だが、部分的に２色 グされている。
したりしたポイントが示さ
刷りを用いている。漢字に
れている。口絵の調理例
振り仮名はない。
は、カラー写真である。

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 表紙、紙質ともに丈夫で
表記だが、漢字にはすべ 耐久性がある。
て振り仮名が付いてい
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。

ひかりのくに

各項目について、見開き
季節ごとに野や山、水辺 ２頁の構成に全体を冬、 平仮名、片仮名表記で、
表紙、紙質ともに丈夫で
にいる生き物たちを項目 春、夏、秋の順で配列し、 漢字には振り仮名が付い
耐久性がある。
ごとに紹介している。
季節の変化を示してい
ている。
る。

子供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。
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種目

生活

生活

生活

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

こどもマナーとけいご絵じてん

シリーズ生活を学ぶ①
つくって食べよう

シリーズ生活を学ぶ⑤
遠くへ行きたいな

発行者名

1 内容

2－（1）
全体の構成や各項
目の配列

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。

2－（2）
表記・表現

2－（3）
製本の仕方や耐久
性等

全頁カラーである。表記
は漢字と平仮名を使い、 表紙はやや硬い紙であ
漢字には振り仮名が付い る。製本はのりとじであ
ている。頁によってイラス る。耐久性がある。
トのタッチが異なる。

3

その他

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。

材料の分量や切り方が図
日常的によくある３６種類
解されている。絵と文字
の料理の作り方が、簡単
は、全て３色でまとめられ 表紙は厚くて丈夫である。 な絵と文章で分かりやすく
ている。漢字には仮名が 紙質、装丁ともしっかりし 解説されている。学校や
振ってある。料理をしなが ている。
家庭での調理の時間に、
らでも、使えるようになっ
実際に使える内容になっ
ている。
ている。

福村出版

見開き２ページで、一つの
３６種類の身近な料理の 料理の作り方が説明して
作り方と、料理をするのに ある。身支度、道具や食
必要な知識が、簡単な文 器、食品の保存方法につ
章と絵で説明してある。 いても、分かりやすく解説
している。

福村出版

地域生活における基本的
なルールから、楽しい余
交通ルールからホテルの
基本的なルールから、楽
暇の過ごし方まで、簡単
利用の仕方まで、学校以
３色刷りで、絵と文章が分
しく過ごすために必要な
な絵と文で分かりやすく説
外の場所に外出した時に
かりやすく配色されてい 表紙は固くて丈夫である。
事項まで、広範囲にわ
明している。積極的な社
必要な知識を、３０項目に
る。漢字には、全て仮名 装丁もしっかりしている。
たって項目が考えられて
会参加を促す内容となっ
わたり、詳細な絵と文で説
が振ってある。
いる。
ている。学校においても、
明している。
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

生活

ドラえもんちずかん１ にっぽんちず

小学館

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。

観光案内図のような地方
の簡略な絵地図の上に、
紙質は適当で、水をはじ
国々の名前と山・河川・特
く。コンパクトな大きさで、
産物の挿絵がある。後半
装丁もしっかりしていて、
は、山の高さ比べや交通
使いやすい。
網を簡略な絵で説明して
ある。

日本の各地方や各県の
見開き2ページで1場面と すべて平仮名で読みやす 紙が厚めで丈夫に作られ
名産品や季節の様子など
特筆なし
なっている。
い。
ている。
が紹介されている。
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種目

生活

生活

生活

生活

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

にっぽんちず絵本

ねずみさんのながいパン

はじめてのキッチン 小学生からおとなまで

さつまのおいも

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

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。

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。

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
写真を多用しており、初め
表紙はコーティングされて
いていない。全頁カラー
て作る。料理に対する意
いる。
で、材料や作り方等に多く
欲が高まる。
の写真が掲載されてい
る。

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
さつまいもの栽培、収穫、
き、焼き芋作りなどの内容 紙質は適当である、装丁 焼き芋作りなどに関する
ごとに色調を統一してあ もしっかりしている。
内容が、楽しくて親しみを
り、話の流れが分かりや
もてるように描いてある。
すい。
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3

その他

種目

生活

生活

生活

生活

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

ひとりでできるもん！４ うれしいごはん、パ
ン、めん料理

ふしぎをためすかがく図鑑
かがくあそび

ふしぎをためすかがく図鑑
しぜんあそび

ふしぎをためすかがく図鑑１ いきもののし
いく

発行者名

金の星社

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

児童に親しみのある、ご
見開き２頁を使って、一つ
はん、パン、麺を使った料
ごはん、パン、麺の基礎
ごはんの料理６種類、パ
の料理の完成写真をカ
理の写真がカラーで大きく
的な知識の解説とともに、
防水性のある表紙で、各
ンの料理３種類、麺の料
ラーで大きく掲載してい
掲載され、児童の興味・
それぞれを使った料理の
頁の紙質は厚い。装丁も
理５種類の作り方を簡潔
る。調理の手順の説明文
関心を高める内容となっ
材料、調理の手順等が示
しっかりしている。
に説明している。
の文字や絵、写真が小さ
ている。簡単な文や記号
されている。
い。
が理解できれば、調理の
基本的な学習ができる。

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 表紙は厚紙で、コーテン
る。全頁カラーで、写真や グされている。
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。

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。

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
表紙は厚紙で、コーテン
る。全頁カラーであり、写
グされている。
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。

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。

フレーベル館

大きなイラストや写真で、
昆虫、水の生きもの、動 見開き１頁または２頁で1 分かりやすく飼い方の説
表紙、紙質ともに厚く、耐
物、鳥の育て方をカテゴ つの生き物について解説 明が書かれている。漢字
特筆なし
久性がある。
リーごとに紹介している。 している。
にはフリガナがふってあ
る。

フレーベル館
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種目

生活

生活

生活

生活

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

フレーベル館のナチュラ ふしぎをためす図
鑑（２）しぜんあそび

ぼくとわたしのせいかつえほん

みぢかなかがくシリーズ 町たんけん

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？

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

フレーベル館

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
身近な草花、木、川、海な ７章で章立てされており、 ト、小見出しが１４～１８ポ
どの身近なものを扱う。そ 遊び、工作、観察のテー イントである。本編は全頁
れぞれの遊び、観察、工 マが、見開き２～８頁で構 カラー、巻末の情報の頁
作の方法を、写真やイラ 成されている。巻頭に使 は赤・黒の２色刷りであ
スト、解説文で詳しく紹介 い方を説明した頁があ
る。漢字には全て振り仮
している。
る。
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。

グランまま社

製本がしっかりしている。
身近な物が簡潔に示され
家族、生活用品、食べ
紙質が適当であり、水を
ており、応用範囲の広い
児童の身近にある物１８８ 物、衣類玩具、乗物、動 絵は淡い色彩で描かれ、 はじく加工がしてある。読
構成となっている。楽しく
種類がその名前と絵で簡 物などが取り上げられ、１ 親しみやすい。平仮名と み聞かせに適当な大きさ
遊びながら、物の名前を
潔に示されている。
頁に４つずつ載せられて 片仮名で示されている。 であ製本がしっかりしてい
見付けていくことができる
いる。
る。読み聞かせに適当な
教材である。
大きさである。

福音館書店

同じ地域のイラストを次頁
柔らかいタッチと色彩で絵
では拡大したり、働く人を
見開き２頁を１場面とし、
小学生が教師とともに町
が描かれ、人々の会話は
ピックアップして描くなど、
学校から不動様に行くま
紙質、装丁ともにしっかり
を探検し、町並みや働く
吹き出しで表現されてい
よく工夫されている。人々
での町並やそこで出会っ
している。少々大きめだが
人々の様子を発見してい
る。字は小さめで、漢字に
の声を漫画のように吹き
た人々の様子を描くという
軽いので扱いやすい。
く内容となっている。
は全て振り仮名が付いて
出しを使って描いており、
構成になっている。
いる。
児童の興味・関心を引き
出す構成になっている。

金の星社

基本的な体の仕組みや生
理現象について、分かり
見開き２頁を１内容とし、
やすくイラストを活用して、
人間の体について、基本 体の働きに関わる問題を
大きく、楽しいイラストが
解説してある。児童の素
的な生理現象を取り上
提起し、それに答える展
紙質は適当であり、大き
用いられ、見出しを追うこ
朴な疑問等に答えなが
げ、その仕組みを、各器 開の形式を取って、骨格、
な判で、厚い表紙の丈夫
とで内容がつかめる。 短
ら、学習を進めることがで
官の名称や働きに触れ 循環器などの説明を行っ
な装丁になっている。
い平仮名の説明文であ
きる工夫がある。体の仕
て、説明している。
ている。
る。
組みや働きを学習する導
入や解説書として、活用
できる。
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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。

種目

生活

生活

生活

生活

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

やさしいからだのえほん４ むしばはどうし
てできるの？

挨拶絵本

家庭科の教科書小学校低学年～高学年

絵本図鑑シリーズ８ やさいのずかん

発行者名

金の星社

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

歯のつくりや、虫歯の予
防について、児童に考え
虫歯の原因や進行の過
見出し文字が大きく、内容
前半、歯の仕組みを説明
させるような話の展開によ
程を確かめながら、虫歯
を的確に捉えている。写
し続いて、虫歯のでき方、
紙質が適当であり、大き り、興味をもって、知識や
予防の意味や、歯磨きの
真とイラストが組み合わさ
進行、虫歯予防の方法と
な判で、厚い表紙の丈夫 習慣が身に付くようになっ
正しい方法、バランスの
れて用いられている。短
いう展開である。虫歯に
な装丁になっている。
ており、体のつくりや仕組
良い食生活について平易
い平仮名の説明文であ
関する頁が多い。
みの学習ばかりでなく、口
に説明している。
る。
腔歯科衛生の指導にも活
用できる。

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。

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。

基本的な家事を中心に分
かりやすくまとめられてい
説明文は９．５ポイントで
る。写真やイラストが大き
ある。漢字に振り仮名は 紙質は薄く、柔らかい。表
く見やすいので、児童の
付いていない。全頁カラー 紙は柔らかい紙であり、
興味を引きやすい。活動
である。写真又はイラスト のりとじで製本してある。
のポイントが枠囲みで示
を多く掲載している。
されており、分かりやす
い。

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。

特徴を捉えやすい挿絵で
示してある。野菜の名前
各季節ごとの野菜の特徴
は、片仮名で記述し、説
を見開き２頁の単位で取
大きな判で、丈夫な装丁
明はまとめて記述してあ
上げ、写実的な絵で説明
になっている。
る。巻末には、作物ごとの
している。
索引と解説が掲載されて
いる。
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紙質はやや艶があり、厚
い。 表紙は硬く、糸かがり イラストが親しみやすく描
で製本され ているため、 かれている。
耐久性がある。

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。

種目

生活

生活

生活

生活

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

たのしい科学あそび 牛乳パックの実験

坂本廣子のひとりでクッキング（1） 朝ごは
んつくろう

子どものマナー図鑑（１） ふだんの生活の
マナー

子どものマナー図鑑（３） でかけるときのマ
ナー

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

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
牛乳パックを利用し、簡単
し、イラストを入れてある。
な実験やおもちゃ作りを１
作り方・手順等について、
５種類紹介した本である。
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、 耐久性がある。
使い方や作り方が分かり
やすく解説している。

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。

基本的な調理作業を中心
出来上がった調理は写真
としてまとめられている。
で、作業の過程は挿絵を
主食の米、パン、副食の
中心に構成されている。
例（鶏卵）を中心として構
応用調理についても触れ
装丁はしっかりしている。 成されているが、魚、肉、
ている。漢字には振り仮
紙質は厚く扱いやすい。 野菜の組み合わせについ
名がある。目次は、和風
ても触れている。動物の
の調理と洋風の調理が、
キャラクターが解説してお
対比できるように工夫して
り、児童の興味を引く構成
ある。
である。

偕成社

日常生活を１６の項目に
整理して、基本的なマ
児童の生活全般にわたっ ナーについて学べるよう
て基本的なマナーについ に構成されている。各項
てイラストを活用して説明 目は、１頁か見開きの２頁
している本である。
で説明している。全体の
分量は３１頁で適当であ
る。

児童の生活全般にわたっ
イラストに付記されている
て具体的な項目を取り上
説明の文章は、児童に話
げて、基本的なマナーに
しかけるような表現で、詳
ついて学習できるように
防水性のある表紙で、各
細に説明している。各頁
なっている。イラストは、カ
頁の紙質は厚く、装丁も
の説明文の文字の大きさ
ラーで、親しみやすい表
しっかりしている。
は、８ポイントで、絵は小
記になっている。生活の
さい。漢字には、振り仮名
流れ、活動に沿って順番
が付いている。
に説明されているため、
分かりやすい。

偕成社

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３１ページで
適当である。

外出時の基本的なマナー
イラストに付記されている
について学習できるように
説明の文章は、児童に話
なっている。実際に出か
しかけるような表現で、詳
けていく可能性がある外
細に説明している。それ
防水性のある表紙で、各 出先や外出方法について
ぞれの内容ごとに囲みで
頁の紙質は厚く、装丁も 多く取り上げ、様々な場面
区切り、説明している。漢
しっかりしている。
で活用できるようにしてい
字には、振り仮名が付い
る。イラストはカラーで、
ている。各ページの説明
キャラクターを用いて親し
文の文字の大きさは８ポ
みやすい表記になってい
イントで、絵は小さい。
る。

さ・え・ら書房

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
用して説明されている。
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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。

種目

生活

生活

生活

生活

生活

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

子どものマナー図鑑（４）
おつきあいのマナー

子どものマナー図鑑（２） 食事のマナー

子どもの生活③
マナーをきちんとおぼえよう！

辞書びきえほん日本地図

小学館の図鑑ＮＥＯぷらす もっとくらべる図
鑑

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

暮らしの中で接する家族・
１９の項目を掲載してあ
学校・地域などの人との
る。１つの項目について見
マナーについて具体的に
開き２頁で説明している。
示している。

全頁カラーである。漢字に
紙質はやや艶がある。表 社会のマナーやルールを
は振り仮名が付いてい
紙は硬く、糸かがりで製本 学習する教材としても活
る。イラストがたくさん使
してあり、耐久性がある。 用できる。
用されている。

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。

食事の基本的なマナーに
イラストに付記されている
ついて学習できるように
説明の文章は、児童に話
なっている。普段の家庭
し掛けるような表現で、詳
の食事場面の他に、ファミ
細に説明している。それ
防水性のある表紙で、各 リーレストラン・中華料理
ぞれの内容ごとに囲みで
頁の紙質は厚く、装丁も 店等の食事場面を多く取
区切り、説明している。漢
しっかりしている。
り上げ、様々な場面で活
字には、振り仮名が付い
用できるようにしている。
ている。各頁の説明文の
イラストはカラーのキャラ
文字の大きさは、８ポイン
クターを用い、親しみやす
トである。
くしている。

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
正しい方法が図解されて
日常的で、基本的な生活
い方、話の聞き方などが１
紙質は適当である。装丁
おり絵には説明がついて
習慣の形成に役立つ教材
項目ずつ見開きになって
もしっかりしている。
いる。
である。
いる。

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
本書の使い方が写真やイ
やイラストを交えて描かれ
表紙は硬く耐久性があ
ラストを交えて描かれてい
ている。児童が調べ学習
る。
る。
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。

特筆なし

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
表紙の紙は硬く、紙質は
イラストは写実的であり、
章で構成している。観音
厚い。糸かがりで製本さ
色も実物に近い配色と
開きになっている頁があ
れているため、耐久性が
なっている。
り、スケール感や時間の
ある。
流れを感じることができ
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。

偕成社
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種目

生活

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

心をそだてる子ども歳時記１２か月

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

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。

生活

新・こどもクッキング

女子栄養大学出版部

生活

新版はじめましてせかいちず

平凡社

生活

生活

フレーベル館の図鑑ナチュラ はるなつあき
ふゆ

日本傑作絵本シリーズ
ぐりとぐらの１ねんかん

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 見開きでそれぞれの料理 調理の手順がイラストで
れている。調理に関する レシピが書かれている。 描かれている。
用語・用具、栄養について
解説している。

世界の各大陸の地図が
載っており、見やすい。

2－（3）
製本の仕方や耐久
性等

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。

3

その他

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。

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
厚紙で丈夫に作られてい
し、参考になる。作り方の
る。
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。

漢字や片仮名は使用して
日本地図や大陸ごとの地
とても大きく、厚紙で丈夫
おらず、すべて平仮名や
特筆なし
図が描いてある。
に作られている。
片仮名で書かれている。

フレーベル館

日本の四季を自然、行
文字の大きさは１２ポイン
事、食べ物などの観点か
トで表記されている。難し
全項目について見開き２
厚手の装丁で、表紙、紙 内容を理解しやすくするた
ら説明している。写真やイ
い言葉は平仮名で書かれ
ページの構成になってい
質ともに丈夫で耐久性が めに、図解やイラストが豊
ラストをのせて四季の様
ており、漢字には振り仮
る。
ある。
富に使われている。
子を分かりやすく説明して
名が付いている。全ペー
いる。
ジカラーである。

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。
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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
少し大きいが装丁がしっ
字には振り仮名が付いて
かりしていて紙質も耐久
いる。絵も身近な物事を
性がある。
描いており、分かりやす
い。

基礎的な数字や簡単な漢
字等も扱っている。

種目

生活

生活

生活

生活

生活

今年
度新
たに
調査
した
本

◎

◎

◎

◎

◎

書名

１日１０分でちずをおぼえる絵本

２１世紀こども百科しごと館

あたらしいのりものずかん④
東京パノラマたんけん

おてつだいの絵本

改訂新版体験を広げるこどものずかん９
からだとけんこう

発行者名

1 内容

2－（1）
全体の構成や各項
目の配列

白泉社

日本を八つの地域に分
け、都道府県ごとの形の
特徴を、物や動物の形に
なぞらえて示した絵本で
ある。都道府県の解説、
特産物や有名なもののイ
ラストも掲載している。

１頁に一つの都道府県を
紹介し、最上部に都道府
県名、中央に都道府県の
絵と説明文、下部に特産
物などのイラストが掲載さ
れている。
都道府県解説文は75字
程度の分かち書きで簡潔
にまとめてある。

小学館

五十音順に職業を紹介し
読んで体験する仕事のガ
ている。見開きで一つの
イドブックである。職業を
職業を紹介し、１５０種ほ
図解で解説している。
どを載せている。

2－（2）
表記・表現

2－（3）
製本の仕方や耐久
性等

3

その他

全頁カラーで、絵は輪郭
がはっきりしている。文字
は、都道府県名は34ポイ
本書では、直感的に把握
表紙は厚くコーティングさ
ント、説明文は８ポイント
できるよう、都道府県の形
れており、中の紙質もや
の分かち書きで書かれ、
を簡略化されたイラストで
や厚くて耐久性がある。
平仮名が中心である。片
示している。
仮名や漢字には振り仮名
が振っている。

実際の写真が多く、分か
りやすい。仕事内容だけ
でなく、職業によって紹介 表紙は硬く、表紙以外の
内容を工夫していて、興 紙も厚い。耐久性がある。
味・関心をもちやすく、分
かりやすい。

五十音順の索引があり、
調べやすい。スペシャル
メッセージや特集もあり、
引き込まれるよさがある。

小峰書店

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。
東京の２３の事項（土地、
見開き２頁に大きな挿絵
飛行船が進んでいくコー
必要に応じて、空以外の
風景、行事等）について、
を入れたり、４～５個の挿 表紙はビニールコーティン
スに従って、各頁が構成
資料も提供している。最
飛行船から見た風景を中
絵を入れたり頁ごとに工 グで耐久性があり、しっか
されている。見開き２頁が
新の東京についての情報
心に、挿絵と文章で表さ
夫が見られる。説明は全 りしている。紙質は良く、
ひとまとまりとなった展開
が加えてあり、東京の変
れている。
て仮名で文頭の一字に色 丈夫である。
になっている。
化も捉えることができる。
を付けている。
東京についての地理的な
学習に効果的に活用でき
る。

金の星社

そうじ、せんたく、おかた
づけなど、小さな子どもで
もできる「おてつだいのや
りかた」を、楽しい絵で
たっぷり紹介している。

＜１＞そうじ、かたづけ ＜
２＞せんたくとしゅうのう 可愛らしいイラストに文が
装丁がしっかりしていて紙
＜３＞食事のじゅんび・か 添えられている。文には
特筆なし
質も耐久性がある。
たづけ ＜４＞生活 の４章 全てルビがふってある。
で構成されている。

ひかりのくに

まず、食べる、話す、遊ぶ
など暮らしの中でいろいろ
な活動ができるのは、体
が健康に働いているから
であると説明している。健
康に保つには、体の仕組
みや働きを知ることが大
切であると説明し、顔、
頭、目、耳、鼻などや内
臓、体を守る仕組みなど
健康に関することを分か
りやすく解説している。

体の部分、部位の名称や
役割、働きを項目ごとに
解説している。顔、目、鼻
など見えるところから、の
ど、皮膚の仕組みや息を
する仕組み、おなかの中
など内部へと配列されて
いる。
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全頁カラーでイラストや写
真が使用され、理解を助
表紙は硬く、表紙以外の
けている。文字の字体や
紙も厚い。耐久性がある。
フォント、色も工夫され、
見やすく、分かりやすい。

６０頁ほどの図鑑の体裁
であり、内容量も適切であ
る。イラストも写実的なも
のとそうでないものとを適
切に使用している。

種目

生活

生活

生活

生活

今年
度新
たに
調査
した
本

◎

◎

◎

◎

書名

子どものマナー図鑑（５）
１２か月・行事のマナー

小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ 楽しく遊ぶ
学ぶせいかつ図鑑

小学館の子ども図鑑プレＮＥＯはるなつあき
ふゆ 楽しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑

めくって楽しい５７のしかけ
どうなってるの？からだのなか

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

偕成社

お正月・夏休み・運動会な
ど、学校や家庭での四季
の様々な行事におけるふ
るまい方や人との接し方
などについて、具体的な
場面を通して分かりやすく
説明している。引越しや結
婚式、葬式等に関する説
明もある。

１月から１２月まで順番
に、月ごとの行事の意味
や内容、それにまつわる
事柄について具体的にイ
ラストを多用して説明する
構成になっている。目次
がある。

文字の大きさは８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
振り仮名が付いている。
各行事の象徴的な事柄一
つ一つについて、具体的
なイラストが描かれ、挨拶
の言葉や説明が付いてい
る。

紙質はやや艶があり、薄
社会のルールやマナーを
い。表紙は硬く、糸かがり
学習する教材としても活
で製本されているため、
用できる。
耐久性がある。

小学館

「着る」「食べる」「生活す
る」の3部構成で、それら
「着る」「食べる」「生活す
の中に、「爪を切る」「上履
る」の順に、日常の生活
きを洗う」など、細かい項
の中で必要なこと、役立
目が立てられている。
つことが、写真・イラストを
解説の細かい情報もある
交えて説明されている。
程度載っているが、文字
「ひも結びの方法」や、「雑
の大きさや記入場所を区
巾の絞り方」など、具体的
切ることで、初見で分かり
な項目が多い。
やすいよう工夫されてい
る。

調理や裁縫など、具体的
な作業場面では、手や指
の動かし方がわかる写真
が使われている。

表紙の紙は硬く、紙質は
日常の生活で必要な技能
厚い。糸かがりで製本さ
が、数多く、わかりやすく
れているため、耐久性が
掲載されている。
ある。

小学館

大きくは春夏秋冬の4部
構成で、各季節の中に月
ごとの項目も入っている。
見開きの2ページで1項目
季節や月ごとの行事や
表紙の紙は硬く、紙質は
としているところが多い。
歌、植物や虫などがイラ
イラストは実写的で、写真 厚い。糸かがりで製本さ
解説の細かい情報もある
特筆なし
ストや写真を交えて、まと
も多く使われている。
れているため、耐久性が
程度載っているが、文字
められている
ある。
の大きさや記入場所を区
切ることで、初見で分かり
やすいよう工夫されてい
る。

ひさかたチャイルド

からだのしくみについて、
めくって楽しめるような仕
掛けがついている絵本で
ある。からだのしくみ・い
き・血液・骨と筋肉・脳・五
感・水分とおしっこに分か
れている。
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見開き２頁で、一つの体
の働きについての図解が
なされている。
しかけをめくると内臓の中
の様子が分かるように
なっている。

2－（3）
製本の仕方や耐久
性等

3

その他

本文の文字の大きさは12
子どもたちが普段の興味
ポイント程度のものが多 紙質はやや艶があり厚め 関心について自分で見て
い。説明のための文字は で耐久性がある。
理解できるような仕組み
やや小さめである。
になっている。

種目

生活

生活

生活

生活

今年
度新
たに
調査
した
本

◎

◎

◎

◎

書名

めくってはっけん せかいちずえほん

めくってはっけん にほんちずえほん

レインボーことば絵じてん

小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ 楽しく遊ぶ
学ぶふしぎの図鑑

発行者名

学研プラス

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

北アメリカ、南アメリカ、
ヨーロッパ、アフリカ、アジ
いつ？誰が？何のため
ア、オセアニア、南極の7
に？どうやって？どんな
つ。それぞれの地図の
厚手の紙で製本されてい 巻末には196カ国の国旗
風に人や動物は暮らして
本文はすべて平仮名・片
ページにはその場所、動
て、繰り返しめくっても耐 が載っている世界地図が
いるの？かわいいイラスト
仮名となっている。
物、建物のエピソードがふ
久性がある。
付いている。
と易しい解説付きの大陸
んだんに紹介された不思
地図である。
議の「扉」が１００以上あ
る。

ちずってなに？から始ま
り、九州、中国・四国、近
畿、中部、関東、東北、北
海道と日本全国を網羅し
ている。各ページのしかけ 本文はすべて平仮名と
をめくると、各地の動物や なっている。
建物、お祭り、歴史などが
わかる構成。全編通して１
００以上のしかけがある。

学研プラス

日本全国のいろいろな地
域の特色が分かる地図で
あり。約80ものめくるしか
けにより各地の食べ物、
お祭り、動物や建物など、
くわしい情報が分かるよう
になっている。

学研プラス

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
表紙は厚紙で丈夫であ
仮名が振られている。英
る。
単語の表記には、片仮名
で振り仮名が付いてい
る。

小学館

幼い子どもが暮らしの中
で感じる素朴な疑問に答
える本である。例えば、
・空はなぜ青い？・どうし
ておなかがなる？ ・アサ
ガオは、なぜ朝がわか
る？ などの内容を【いき
もの】【しぜん】【からだ】
【たべもの】【せいかつ】の
5章構成になっている。

項目ごとに色で分けられ
たり、文字の大きさを変え
たりと見やすく作られてい
る。

一つの疑問から派生する
であろう新たな疑問にも
すべてカラーで絵や写真
答えられる仕組み、理科 紙は厚く、表紙も固くて丈
で詳しく描かれておりわか
に限らず、伝承や慣用句 夫。
りやすい。
などにまでつながる構成
になっている。
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厚手の紙で製本されてい
日本地図の大判ポスター
て、繰り返しめくっても耐
がついている
久性がある。

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。

種目

生活

生活

生活

生活

今年
度新
たに
調査
した
本

◎

◎

◎

◎

書名

プレＮＥＯBOOKS きせつの ぎょうじえほ
ん

プレＮＥＯＢOOKS にほんのマナーえほん

プレＮＥＯ BOOKS きせつの行事あそび＆
うた・おり紙

プレNEO BOOKS きせつの草花あそび ＆
うた・おり紙

発行者名

1 内容

小学館

行事の由来と内容が楽し
くわかる。
12か月、季節ごとの行事
の由来のほか
その行事で、どうしてそれ
を食べるのか、
なぜこんなふうに飾るの
か？などの理由もわか
る。

小学館

日本人として、知っておき
たいこと、教えておきた
い、たしなみなどを丁寧に
書いてある。たとえば、お
箸やお茶碗の正しい持ち
方，ものをもらったときの
挨拶の仕方など。

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

項目ごとに色で分けられ
すべての漢字にふりがな
すべてカラーで絵や写真
たり、文字の大きさを変え
紙は厚く、表紙も固くて丈
ついており、楽しいイラス
で詳しく描かれておりわか
たりと見やすく作られてい
夫。
トで意味が理解できる。
りやすい。
る。

項目ごとに色で分けられ
すべての漢字にふりがな
すべてカラーで絵や写真
たり、文字の大きさを変え
紙は厚く、表紙も固くて丈
ついており、楽しいイラス
で詳しく描かれておりわか
たりと見やすく作られてい
夫。
トで意味が理解できる。
りやすい。
る。

小学館

ひな祭り、端午の節句、
七夕、正月など、日本古
来からの季節行事や、ハ
ロウィン、クリスマスなど
の行事ごとに、伝承的な
遊びや自分で工作してで
きるユニークな遊び方を
紹介している。 四季のう
たやおり紙も掲載し、遊び
ながら季節を体感できる
構成になっています。行
事の由来や行事クイズも
のっている。

項目ごとに色で分けられ
すべての漢字にふりがな
すべてカラーで絵や写真
たり、文字の大きさを変え
紙は厚く、表紙も固くて丈
ついており、楽しいイラス
で詳しく描かれておりわか
たりと見やすく作られてい
夫。
トで意味が理解できる。
りやすい。
る。

小学館

きせつごとに、身近な植
物での遊びを、伝承遊び
＋オリジナル遊びで100種
以上載っている。植物が
わかるミニミニ図鑑つき
で、理科的内容も充実し
ている。きせつごとに「童
謡とおり紙」も載ってい
る。

項目ごとに色で分けられ
すべての漢字にふりがな
すべてカラーで絵や写真
たり、文字の大きさを変え
紙は厚く、表紙も固くて丈
ついており、楽しいイラス
で詳しく描かれておりわか
たりと見やすく作られてい
夫。
トで意味が理解できる。
りやすい。
る。
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種目

生活

生活

生活

今年
度新
たに
調査
した
本

◎

◎

◎

書名

小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ
楽しく遊ぶ学ぶくふうの図鑑

小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ
新版・楽しく遊ぶ学ぶせかいの図鑑

小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ
楽しく遊ぶ学ぶにっぽんの図鑑

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

発行者名

1 内容

小学館

生きる力育む「くふう」が
書かれている。たとえば、
さっと結びほどく、ハサミ
なしでも紙を切る、物さし
がなくても測れるなど。す
ぐに使えたり、救急の時な
どの工夫が書いてある。

項目ごとに色で分けられ
被災地を取材し集めた、
すべてカラーで絵や写真
たり、文字の大きさを変え
紙は厚く、表紙も固くて丈
有効な情報も子どもにわ
で詳しく描かれておりわか
たりと見やすく作られてい
夫。
かりやすく図説している。
りやすい。
る。

小学館

身近に「せかい」が体感で
き、日本と外国の違いが
わかる。誕生日に耳を
引っ張る国やトナカイで通
学したり、せかい野中にも
あやとりをしている国がわ
かったり、満月の模様が
ロバに見える大陸もわか
る。
国の相違を面白く感じるこ
とができる。

項目ごとに色で分けられ
たり、文字の大きさを変え
たりと見やすく作られてい
る。

小学館

身近なテーマで「にっぽ
ん」がわかる。
小さな子どもにも食べ物
（食文化）や、お祭り（行
事）、遊びや会話などがわ
かる。
茶室や日本の昔の家、
「能」の舞台などは
本物そっくりなクラフトを作
成してみせている。
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3

その他

１２００以上のイラストと写
真や300点ものイラストを
すべてカラーで絵や写真
使用した世界の絵地図を 紙は厚く、表紙も固くて丈
で詳しく描かれておりわか
掲載している。
夫。
りやすい。
視覚的に楽しくわかりや
すい解説である。

簡単な文章ですべてふり
がなつき。
項目ごとに色で分けられ
大人でも答えにくい項目も
すべてカラーで絵や写真
たり、文字の大きさを変え
紙は厚く、表紙も固くて丈
やさしく説明されている。
で詳しく描かれておりわか
たりと見やすく作られてい
夫。
子どもがひとりでも読める
りやすい。
る。
文章である。

種目

生活

道徳

道徳

道徳

道徳

今年
度新
たに
調査
した
本

◎

書名

小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ 楽しく遊ぶ
学ぶよのなかの図鑑

ユーモアを楽しむ心が育つお話

未来へ向かう心が育つお話

４・５・６さいのきもちをつたえる
ことばのえほん

おひさまセレクション
勇気をくれるおはなし16話

発行者名

小学館

1 内容

なぜ子どもは学校に行く
のか、道路の下はどう
なっているのか、電車をし
まうところはあるのかな
ど、身近な世の中の「はて
な?」がわかり、子どもの
素朴な疑問に答えてい
る。

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

簡単な文章ですべてふり
がなつき。
項目ごとに色で分けられ
大人でも答えにくい項目も
すべてカラーで絵や写真
たり、文字の大きさを変え
紙は厚く、表紙も固くて丈
やさしく説明されている。
で詳しく描かれておりわか
たりと見やすく作られてい
夫。
子どもがひとりでも読める
りやすい。
る。
文章である。

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 １日１話お話が用意され
など大切なお話が豊富に ている。
掲載されている。

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 大きな判で、丈夫な装丁
り仮名がついている。場 になっている。
面の特徴を捉えやすい挿
絵がある。

特筆なし

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 １日１話お話が用意され
豊富にわかりやすく掲載 ている。
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 大きな判で、丈夫な装丁
り仮名がついている。場 になっている。
面の特徴を捉えやすい挿
絵がある。

特筆なし

講談社

本文の文字の大きさは、
「自分の気持ちを言葉で
１７ポイントで表記してい
１日の生活の中で使う挨
相手に伝えること」をテー
る。平仮名と片仮名で表
拶や、相手に気持ちを伝 全３章において、見開き２
表紙はとても硬く、糸かが マとした内容である。礼儀
記し、片仮名には振り仮
える言葉について、説明 頁で、１６事例を紹介して
りで製本しているため、耐 を中心に、親切さや思い
名が付いている。全頁カ
や物語を絵と文で示して いる。目次と索引がある。
久性がある。
やり、友情などについて
ラー印刷で、説明や物語
ある。
学ぶことができる。
によって、イラストの作風
が異なる。

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。
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本文の文字の大きさは、
１２ポイントから１４ポイン
物語によって、テーマが異
全１６話で、１話を４頁か トで表記している。全て平
なるため、友情や思いや
ら８頁で構成している。文 仮名で表記している。全 表紙はやや厚く、のりとじ
り、生命の尊さなど、様々
字数は、最も多い頁で１９ 頁カラー印刷で、１話ごと で製本している。
な内容について、学習す
３文字である。
にイラストの作者が異なる
ることができる。
ため、絵の色彩や描き方
が異なっている。

種目

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

道徳

たいせつなこと

道徳

ノンタンあそぼうよ（１） ノンタンぶらんこの
せて

道徳

ふわふわちゃん
おでかけこんにちは

道徳

こどもマナーとけいご絵じてん

道徳

子どもの生活（３） マナーをきちんとおぼえよう！

発行者名

1 内容

2－（1）
全体の構成や各項
目の配列

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、１１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。

偕成社

2－（2）
表記・表現

2－（3）
製本の仕方や耐久
性等

3

その他

本文の文字の大きさは、
物語を通して、自己を見
１２ポイントで表記されて
つめ、自己の特徴に気付
いる。文字は全て平仮名 表紙は硬く、のりとじで製
き、個性を大切にすること
で表記され、分かち書き 本されてる。
について学習することが
である。全頁カラー印刷で
できる。
ある。

主人公ノンタンを中心に
問題が起き、解決していく
挿絵も親しみやすく、児童
１つの文章が短くまとまっ
ストーリー構成である。
が日常の生活を振り返り 耐久性がある。
ている。
「親切」「思いやり」につい
やすい内容になっている。
て考える内容である。

特筆なし

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。

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 イラストが多く分かりやす
耐久性がある。
りの生活に密着した内容 い。
構成になっている

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
正しい方法が図解されて
日常的で、基本的な生活
い方、話の聞き方などが１
紙質は適当である。装丁
おり絵には説明がついて
習慣の形成に役立つ教材
項目ずつ見開きになって
もしっかりしている。
いる。
である。
いる。

50

文章は、最大で３語文で、
平仮名と片仮名で表記し
挨拶の大切さや関係づく
表紙はとても硬く、糸かが
ている。全頁カラー印刷
りのきっかけになることに
りで製本しており、耐久性
で、色彩はやわらかく、水
ついて、学習することがで
がある。
彩画のようなタッチで描か
きる。
れている。

特筆なし

種目

今年
度新
たに
調査
した
本

道徳

もりのともだち

学校では教えてくれない大切なこと②
友だち関係～自分と仲良く～

道徳

学校では教えてくれない大切なこと⑥
友だち関係～気持ちの伝え方～

道徳

道徳

道徳

書名

◎

◎

12ヶ月の親子で楽しむ和の行事

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

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

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
見開き２頁を１場面とし
本文の文字の大きさは、
物語を通して、善悪の判
奪ってしまう。困って泣い
表紙は硬く、のりとじで製
て、１５場面で構成されて １１ポイントでほぼ平仮名
断や正義、友情について
ているうさぎのために、森
本している。
いる。
で表記している。
学習することができる。
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。

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。

旺文社

日常生活における友達と
友達関係における、状況
の様々な場面が想定され
に応じた気持ちの理解や 頁によって、文字の量に 漢字には振り仮名が付い
表紙はやや硬い紙で、の ており、相手の気持ちの
ふさわしい気持ちの伝え 違いがあるが、最大で１ ている。全頁カラー印刷で
りとじで製本している。
理解や困ったときの対処
方について、漫画やイラ 行２１文字、２１行である。 ある。
法などを学習することがで
ストで説明している。
きる。

日東書院

合同出版

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。

日常生活における友達と
文字の大きさは６．５ポイ
の様々な場面が想定され
ントから１２ポイントで表記
表紙はやや硬い紙でのり ており、相手の気持ちの
され、漢字には振り仮名
とじで製本している。
理解や困ったときの対処
がついている。全頁カラー
法などを学習することがで
印刷である。
きる。

日本の伝統文化を学ぶ基
礎となる内容である。行事
の内容、由来や意味が説
明されていたり、行事にち
なんだレシピやマナー、科
学的な知識まで掲載され
ていたりと幅広い。

月ごとに行事が紹介され
大きな文字ですべてふり
ている。行事に関連する
がな付きである。写真、イ
内容が集められ、わかり
ラストが全頁にある。
やすい。

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。
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その時期のニュースと関
表紙はハードカバーで耐
連させながら学習を進め
久性がある。製本・装丁
たり、家庭の協力を得て
はしっかりしている。AB版
実際に体験したりするの
128ページとなっている
に適している。

字は１２ポイントで表記さ
れている。全実践例に状
紙質は薄く、表紙は柔ら
況を図示する挿絵がある
かい。 のりとじで製本し
全頁黒一色印刷である。
てある。
漢字には振り仮名が付い
ている。

「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。

種目

道徳

道徳

道徳

道徳

今年
度新
たに
調査
した
本

書名

◎

学校では教えてくれない大切なこと⑨
ルールとマナー

◎

子どものマナー図鑑（４）
おつきあいのマナー

◎

◎

子どものマナー図鑑（１） ふだんの生活の
マナー

みんながいて ボク ワタシ がいる！
友だちと学校

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

発行者名

1 内容

旺文社

場面ごとにどんなマナー
やルールがあるのかを漫
画にして描かれている。
色んな場面を想定してい
るため、イメージがしやす
く、すぐに実生活に活かせ
る内容となっている。

偕成社

暮らしの中で接する家族・
１９の項目を掲載してあ
学校・地域などの人との
る。１つの項目について見
マナーについて具体的に
開き２頁で説明している。
示している。

偕成社

児童の生活全般にわたっ
日常生活を１６の項目に イラストに付記されている
て具体的な項目を取り上
整理して、基本的なマ
説明の文章は、児童に話
げて、基本的なマナーに
児童の生活全般にわたっ ナーについて学べるよう しかけるような表現で、詳
ついて学習できるように
防水性のある表紙で、各
て基本的なマナーについ に構成されている。各項 細に説明している。各頁
なっている。イラストは、カ
頁の紙質は厚く、装丁も
てイラストを活用して説明 目は、１頁か見開きの２頁 の説明文の文字の大きさ
ラーで、親しみやすい表
しっかりしている。
している本である。
で説明している。全体の は、８ポイントで、絵は小
記になっている。生活の
分量は３１頁で適当であ さい。漢字には、振り仮名
流れ、活動に沿って順番
る。
が付いている。
に説明されているため、
分かりやすい。

池田書店

学級の実態が漫画やイラ
ストの多い教科書を授業
友達関係や学校生活での ３～４ページで１つの議題
時間以外で多く見る傾向
道徳心を養う内容が具体 になっており、その議題を 大きな文字で発問もわか
表紙がハードカバーで耐 があり、道徳的知識や心
的に記載されており、それ 順序良く考えていくような りやすい。簡単な漫画や
久性がある。紙質もしっか 情、態度を深めることがで
について自分に置き換え 構成である。授業を進め カラーのイラストなどで興
りとしている。
きる。
て考えやすい内容となっ ながらそのまま活用でき 味を引く表記である。
この本の内容が授業の大
ている。
る。
まかな流れを作りやすい
構成となっている。
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3

その他

本文の文字の大きさは、
１２ポイントから１４ポイン
章ごとに別れていて、説 トで表記している。本文
Ａ５サイズで持ちやすい。
明が、箇条書きや短い文 は、漢字が使われている
厚みも少なく、読みやす 特筆なし
章にしてまとめられてい が、全てルビが振られて
い。
る。
いる。全ページカラー印刷
で、親しみやすいタッチの
漫画となっている。

全頁カラーである。漢字に
紙質はやや艶がある。表 社会のマナーやルールを
は振り仮名が付いてい
紙は硬く、糸かがりで製本 学習する教材としても活
る。イラストがたくさん使
してあり、耐久性がある。 用できる。
用されている。

