
種目

今年度
新たに
調査し
た本

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
漢字がたのしくなる本ワ－ク①

基本漢字あそび
太郎次郎社エディタス

漢字の成り立ちが、絵や
説明を基に示してある。昔
話や、カルタを題材にする
など、クイズを解くような感
覚で、漢字の学習ができ
る。

全3章において、漢字は絵
からできたこと、十の画で
できていること、○○を表
す漢字と題し、９つの例で
紹介している。

漢字、ふりがな、絵や図で
表記している。どのページ
も挿絵があり、なにについ
て学習しているのかわか
りやすく問題も記入しやす
い。

表紙はやや硬い紙で、の
りとじで製本している。

漢字に苦手意識を持って
いる生徒でも絵やカルタを
使いながらクイズ感覚で
漢字の学習をすることが
できる。

書写
漢字がたのしくなる本ワ－ク②

あわせ漢字あそび
太郎次郎社エディタス

シリーズ１の学習を基に、
漢字の組み合わせを絵や
説明を基に示してある。主
に漢字の足し算が、クイズ
感覚で学習が進められ
る。

全４章において、あわせ漢
字について１５事例を紹介
している。漢字の足し算と
絵をもとに、１つの漢字が
成り立っていることを説明
している。

漢字、ふりがな、絵や図で
表記している。どのページ
も挿絵があり、何について
学習しているのかわかり
やすく問題も記入しやす
い。

表紙はやや硬い紙で、の
りとじで製本している。

逆さ文字になったり、漢字
の形を覚えることが困難な
生徒が、漢字の成り立ち
に理由付けをしながら学
習することができる。

書写
漢字がたのしくなる本ワ－ク④

漢字の音あそび
太郎次郎社エディタス

小学３年生までの漢字を
使い漢字の音遊びを通し
て、形成文字の成り立ち
に気付かせる内容になっ
ている。中学校の漢字も
扱っている。

漢字の音読み、単語・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
化で構成されている。

読みに重点を置くので絵
は少ない。
文字がはっきりと表れ捉え
やすい。

表紙が薄くて軽く、耐久性
にやや欠けるものの、適
度な厚さで手にとって見や
すい。

漢字の音読みについて楽
しく学ぶことができる。取り
扱う漢字の数がかなり増
え、生徒の実態に応じた
取り扱いが必要となる。

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、電
気料金の支払い方法等に
ついての調べ学習等、生
活していくうえで必要な知
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。

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。

難しい漢字にはふりがな
がふってある。ひらがな・
カタカナ・漢字を織り交ぜ
挿絵や図を使い各事例を
わかりやすく表現してい
る。

紙質は適当である。大きさ
も手ごろで扱いやすい。

社会に出るために必要な
知識を、生徒が体験的に
学んでいくことができる。

国語 くらしに役立つ  国語 東洋館出版社

国語 ひとりだちするための国語  日本教育研究出版

国語

知的障害のある中高校生向
けに、あいさつ・自己紹介・電
話・新聞・辞書・日記・作文・
手紙・履歴書・インタビューな
どが、説明されている。

各単元で、基礎学習と具体
的な生活シーンでの応用が
セットになっている。

２色刷り、ルビ付、書き込み
可能である。具体的なイラス
トがあり、実際の場面をイ
メージしやすい。

Ｂ５版・鉛筆で書き込みやす
い紙質であり、１年間の使用
に耐える丈夫さがある。

特筆なし

４年生までに身につけたい言葉力１１００ 学研プラス

語彙力を高める必要なアドバ
イスがあり、日常生活に使用
する必要な言葉の意味を知
る内容で扱われている。

文字が大きく漢字にふりがな
が付いており分かりやすい。

名詞の言葉、動きのある言
葉、表現を豊かにする言葉に
まとめられ、教科の内容が分
かりやすく扱われている。

表紙はコーティングされてい
る。厚さもあり、耐久性があ
る。

生きる力を身に付けるために
必要な言葉が具体的に取り
扱われている。
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社会の成り立ちや都道府
県の特徴など、生活で使
える社会の基本的知識が
載っている。

基本的に見開き２頁１単
元とし構成している。字の
大きさも見やすい。

難しい漢字にはふりがな
がふってある。公共で使う
地図、新聞記事など生活
で目にしている物を多く図
として取り入れている。

表紙はやや硬い紙で、の
りとじで製本している。

法律などの成り立ちや、病
院や地図など実生活に根
付いた社会的な考えを学
ばせることができる。

紙はやや厚く、コーティングさ
れている。表紙はやや硬い
紙であり、のりでとじてある。

巻頭６頁で「国際連合や国際
機構」「気候と食べ物」「図法」
「時差と標準時」について説
明している。
巻末７頁で「産業や環境問
題」「人口などの国別データ」
について説明している。巻頭
に世界全図の折込があり、巻
末に「世界の国かるた」が付
いている。

書写 小学漢字１００６字の正しい書き方 旺文社

小学校で学ぶ漢字１００６字
の書き順が１画ずつ示されて
いる。加えて、漢字の成り立
ちや意味、総画数や部首の
呼び方、中学校以上で習う音
読み、・訓読みも示されてい
る。

小学校で学ぶ漢字が学年ご
とに分けて構成されており、
巻末には同訓異字や同音異
義語などが載っている。

全頁３色刷りである。漢字を
書くときのポイントや間違い
やすい点は赤字で示されて
いる。

大きさはＡ６判で、製本はしっ
かりしている。

特筆なし

くらしに役立つ　社会 東洋館出版社

世界を八つの地域に分け、そ
れぞれの地形、国の形、自
然、文化、産業、歴史などを、
写真やイラスト、解説文で説
明している。

「アジア」「アフリカ」「ヨーロッ
パ」「ロシアとその周辺」「北・
中央アメリカ」「南アメリカ」
「オセアニア」「北極・南極」で
章立てしている。各地域の衛
星写真と行政地図が見開き
であり、文化、産業、歴史な
どを紹介している。

全頁カラーである。本文の文
字の大きさは８ポイントであ
り、漢字には全て振り仮名が
振ってある。自然、文化、産
業、歴史などを紹介する写真
やイラストには、解説文が付
いている。

社会

書写

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
成美堂出版

高嶋式
子どもの字がうまくなる練習ノート

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
り潰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。文字練習用の
マス目は、２０mm×２０
mmである。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。

表紙はソフトカバーであ
る。　製本はしっかりして
いる。

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、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。
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社会 ◎
いちばんわかりやすい

小学生のための学習日本地図帳
成美堂出版

小学生むけに、空から眺める
ように日本を知ることができ
る。都道府県ごとの名所や観
光地、産業が豊富な写真や
資料とともに収録されてい
る。

都道府県ごとにページ分けさ
れ、それぞれの名所や観光
地、産業をまとめている。最
新の衛星写真や詳細な地図
も掲載されている。

全頁カラーである。本文の文
字の大きさは８ポイントであ
り、漢字には全て振り仮名が
振ってある。名所や産業など
を紹介する写真やイラストに
は、解説文が付いている。

紙はやや厚く、コーティングさ
れている。表紙はやや硬い
紙であり、のりでとじてある。

巻頭４頁で「日本の位置」「日
本の範囲」「日本の地域分
け」について説明している。
巻末８頁で「日本の人口」「農
業・水産業」「工業・エネル
ギー」について説明してい
る。
巻頭に日本全図の折り込み
があり、巻末に「都道府県か
るた」が付いている。

数学
楽しく遊ぶ学ぶ

かず・かたちの図鑑
小学館

順序数、集合数、記数法、数
の合成分解、割合などの数
の概念、円や三角などの基
本的な図形、大きさ、長さ、時
間、重さなどを、豊富な事例・
イラストなどを通して学ぶこと
ができる。

１項目が見開き２頁で構成さ
れいる。具体物の操作を伴う
とより効果的に学習できる内
容が多い。目次と索引があ
る。

見出しは７２、４８、２４ポイン
ト、本文は２４、１２ポイントの
ゴシック体が用いられてい
る。全頁カラーである。写真
は色がきれいで、イラストは
親しみやすい絵柄である。

大型本で重い本である。表紙
の紙は硬く、紙質は厚い。製
本は糸とじであるため、十分
な耐久性がある。

本書に書かれている教材や
教具を実際に準備して指導
することで、体験を通してより
理解を深めることができる。

小学校３年生以上の漢字
に振り仮名がついている。
また、数学で使う新しい用
語などにも振り仮名がつ
いている。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。

一般の教科書と同様の装
丁である。

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。

知的障害のある中高校向
けに、重さと量、長さ、図
形、表とグラフ、時間、こよ
み、金銭などが、説明され
ている。

各単元で、基礎学習と具
体的な生活シーンでの応
用がセットになっている。

２色刷り、ルビ付、書き込
み可能である。具体的なイ
ラストがあり、実際の場面
をイメージしやすい。

Ｂ５版・鉛筆で書き込みや
すい紙質であり、１年間の
使用に耐える丈夫さがあ
る。

特筆なし

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、ひらが
な、カタカナ、数字である。
「指導の展開」が教師に
とって参考となる。

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。

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。

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
のこと等について扱ってお
り、数学的な知識や技能
等が学習できる。

基礎編、生活編の２部構
成になっている。

Ａ５版で扱いやすく、紙質も１
年間の学習に耐える丈夫さ
がある。

読んで理解することが苦手な
生徒でも、見て理解しやす
い。

超ビジュアル！日本の歴史人物大辞典 西東社

小学生向けに、日本の弥生
時代から昭和までの著名な
歴史上の人物２５０人を紹介
している。

順に読めば、歴史の理解が
深まる。または、興味をもった
人物を中心に歴史的背景な
どに関心が広がる。

全頁フルカラー、絵や図など
が豊富で、整理されている。
ルビ付で用語解説もある。ア
イコンやパラメーターにより人
物の特徴を視覚的に捉えや
すい。

数学

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

数学 ひとりだちするための算数・数学 日本教育研究出版

数学 くらしに役立つ　数学 東洋館出版社

社会
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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

物にはいろいろな性質が
あり、いろいろな現象が起
こることを身近なテーマを
取り上げながら、実験の方
法を紹介している。

もくじと、この本の使い方
が始めに示してある。ま
た、最後のページに索引
がある。

漢字にはふりがながつい
ており、絵や、写真を多く
取り入れ全ページカラー
印刷で表記されている。

表紙はとても硬い紙で、の
りとじで製本している。耐
久性がある。

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。

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、
身近なものでできる実験
について、分かりやすく解
説している。

全体が生命の世界、地球
と宇宙、身の回りの科学
の３部で構成されている。

難しい漢字には振り仮名
が付いている。文の中で
ポイントとなる部分はピン
クの文字で記されている。

表紙は薄手の紙である
が、コーティングされてい
る。

身近なものを扱った簡単
な実験が多く掲載され、調
べ学習に活用しやすい。

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。見開き２頁で構成され
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。

見出しは４０ポイント、本文は
１６，１２ポイントなどである。
全頁カラーである。鮮やかに
写っている写真を使用してい
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。

表紙は厚く、大きさも手頃
で取り扱いやすい。

特筆なし

表紙はとても硬い紙で、の
りとじで製本している。耐
久性がある。

特筆なし

地球の成り立ちや地球の
中でおこるふしぎや生き
物、天気などについて紹
介している。

もくじと、この本の使い方
が始めに示してある。ま
た、最後のページに索引
がある。

漢字にはふりがながつい
ており、絵や、写真を多く
取り入れ全ページカラー
印刷で表記されている。

表紙はとても硬い紙で、の
りとじで製本している。耐
久性がある。

天気や、太陽・月・星等に
ついて分かりやすく記載さ
れている。テレビの天気予
報等を理解できる学習を
深めることが可能である。

自然と暮らし、地球環境、
薬品のつかい方と目的、
疾病の予防、快適に安全
な生活を送ることが、生徒
が分かりやすいように取り
扱われている。

書体の文字が大きくわか
りやすい。

漢字に振り仮名が付けら
れており、図解の説明もあ
り、事例も適切に取り扱わ
れている。

昆虫、動物、自然のふしぎ
について、自分で研究す
る方法を紹介している。

もくじがある。１頁、１テー
マ、もしくは見開き２頁で１
テーマで構成されている。

漢字にはふりがながふっ
てある。どのテーマも研究
のねらい、仕方、わかった
こと、まとめ方、発展・お手
本自由研究と手順が決め
られ紹介されている。

小学館理科
小学館の図鑑　NEO＋ぷらす

もっとくらべる図鑑

理科 くらしに役立つ  理科 東洋館出版社

理科
ニューワイド学研の図鑑１７

実験・自由研究

理科
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑

ちきゅう 学研プラス

学研プラス
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今年度
新たに
調査し
た本

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 実験おもしろ大百科  学研プラス

小学生向けに、身近な物を
用いて、簡単にできる自然的
科学的・手品的・工作的・料
理的・物理的実験が、２３３例
紹介されている。

９章にカテゴリー分けされた
実験と、自由研究のまとめ方
から成る。各頁または各見開
き頁に、実験の様子を大きな
写真で示し、不思議さを感じ
させ、実験手順が示されてい
る。解説は小さく示してある。

全頁フルカラーで、大きな実
験タイトル、疑問を感じさせる
サブタイトルはカラー中字、
実験の様子は写真、手順は
イラストで、示されている。全
文ルビ付き。1冊を通じ、各項
目の情報は、パターン化され
た表示で見分けやすい。

Ａ４変形、丈夫な綴じで耐久
性があり、めくりやすい紙質
である。

百科事典であるが、疑問を出
発点に体験的な学びができ、
図鑑という形式により情報が
整理され見やすくなってい
る。

理科 ◎ 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 小学館

子どもが日常生活の中で
感じる疑問に答える図鑑。
小学校の教科で扱う内容
かどうかがマークで示され
ている。

見開き２ページで１つの
テーマを扱っている。「自
然」「体」「食べ物」「生活」
のジャンルに分かれてい
て題材が身近なものが多
い。

写真や絵が多く、整理され
ている。表現も易しく、漢
字にはルビが振ってある。
理科だけでなく、関連する
慣用句なども紹介されて
おり、横断的に学習するこ
とができる。

表紙はとても硬い紙で、の
りとじで製本している。耐
久性がある。

特筆なし

美術 うつくしい絵 偕成社

世界的に著名な５人の画
家の代表作を鑑賞しなが
ら、絵画による表現の在り
方や作者の心情を通した
「うつくしい絵」について説
明している。

各画家の自画像と作品、
作品の解説や、その時の
心情等が説明されてい
る。絵のどのようなところ
が、心を打つのか分かり
やすい。

全てカラー写真で印刷さ
れている。作品も見やすい
大きさで、説明も理解しや
すい。用語は易しく、漢字
には振り仮名が付いてい
る。

四角に近い形で扱いやす
くなっている。本文の紙質
も、絵の印刷を考慮したも
のとなっている。
装丁もしっかりしている。

絵を見る大切なポイント
が、丁寧に説明されてお
り、「うつくしい絵とはどの
ようなものか」「心を打つと
はどういうことなのか」など
が、分かりやすい。

美術
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

季節の行事に関する作品
や、招待状などを、はさみ
やカッター、のり、クレヨン
や色鉛筆を使いながら作
る方法を紹介している。

もくじがある。作り方の解
説を半ページに１つで構
成されている。

漢字にはふりがながふっ
てある。また、使うもの、作
り方が、絵と説明、完成図
を交え簡潔に書かれてい
る。

表紙は硬い紙で、のりとじ
で製本している。

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
きる作品が紹介されてい
る。

大きさはＡ６判で、紙質は
薄く、軟らかい。

特筆なし

絵画や工作について、描
き方や作り方、道具の使
い方や遊び方などを幅広
く紹介した内容である。学
習指導要領での位置付
け、活動の目安になる時
間や難易度も示されてい
る。

３章に分かれており、第１
章は絵画編、第２章は工
作ねんど編、第３章は工
作編の構成である。一つ
の作品について見開き２
頁で、作り方から完成まで
を示している。
目次がある。

文字の大きさは、見出しが
４４ポイントで、作り方の説
明は１０．５ポイントであ
る。全頁カラーで、道具や
工程を写真で示している。

紙質は薄く、柔らかい。表
紙の紙は柔らかく、のりと
じで製本してある。

各頁に制作の難易度や学
習のねらいが示してある。

図工の教科書　小学校低学年～高学年用 山と渓谷社

曲はあいうえお順に構成
されており、行事や季節に
合わせて曲を見付けるこ
とができるよう目次の他に
歌の手引が載っている。

曲のイメージを持ちやすい
よう挿絵も多く掲載され、
歌詞に昔の言葉や意味の
難しい言葉があるときは
曲が終わったところに解説
を載せてある。

音楽 ５改訂版　歌はともだち 教育芸術社

童謡・唱歌を含めて、これ
からも歌い継いでいきたい
日本の歌、授業や行事、
集会で歌いたい愛唱歌な
ど全１４５曲をバランスよく
取り上げ、持ち運びやすく
コンパクトな１冊にまとめ
ている。

美術
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種目

今年度
新たに
調査し
た本

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

美術 ◎ あそびのおうさまBOOK　どんどんぬるほん 学研プラス

絵本の中の内容を自由に
活用して色彩感覚、創造
力を豊かに育む、ぬりえ、
らくがきの本。色鉛筆、ク
レヨンなど様々な道具が
使用可能である。

１ページまたは２ページで
１つの塗り絵が完成する。
余白も多くありそこにオリ
ジナルの絵を入れて完成
させることも可能。２００
ページあるので様々な
テーマを選び取り組むこと
ができる。

白黒のページや、あらかじ
め部分的に色が塗ってあ
るところがある。基本的に
はひらがなの単語が中心
に書かれていて読みやす
い。

紙質も適当である。大きさ
も手ごろで扱いやすい。
ページ数が多いので厚み
がある。

特筆なし

保健体育 中学体育実技 学研教育みらい

体育の実技について種目
別にルールや技術、練習
方法などをイラストや写真
を交えて詳しく掲載してい
る。
東京都の中学生の体育資
料（体力テストやと大会の
記録など）もまとめられて
いる。

種目別に色分けされた見
出し付きで、分かりやすく
まとめられている。また、
各種目の１ページ目には
トップアスリートの写真が
載っていると共に、競技の
歴史や基本用語なども一
目でわかるようにレイアウ
トされている。

オールカラーページでイラ
ストや写真も多く、ポイント
を抑えやすい。また、クイ
ズや自分で使えるチェック
シートも付いており、楽し
める内容になっている。

表紙はビニール加工に
なっており、しっかりとした
作りである。

特筆なし

保健体育 改訂新版体験を広げるこどものずかん９  からだとけんこう ひかりのくに

小学生向けに、人の身体の
仕組み、各部位の役割や構
造を、身近な例を用いて、解
説している。

各ページまたは見開きページ
に、体の各部位の役割や構
造を、１つ１つ、図と言葉、イ
ラストで解説している。日常
生活場面での使われ方も示
されている。

全頁フルカラーで、親しみや
すいイラストと詳細な図、説
明文にはルビが付いている。
問いかけは、口語調で親しみ
やすい。

厚紙の表紙で、糸かがり、め
くり易く耐久性のある紙質で
ある。Ｂ５変形である。

特筆なし

鉛筆での書き込みを消し
ても跡が残りにくい紙質で
ある。

授業では、動画や写真な
どと合わせて見せるように
するとより分かりやすい。

知的障害のある小中高校生
向けに、自分と他者のからだ
を大切にするための知識と、
その具体的な方法が示され
ている。

生命誕生の仕組みから、体
の仕組み、健康、ストレスや
病気、薬物へと章立てされて
いる。

白黒１色刷り。図やイラスト、
グラフなどを含み、イメージし
やすい。文字は大きく、ルビ
付である。

Ａ３版で、めくりやすく、書き
込みができ、耐久性のある紙
質である。

色の少なさと文字サイズが複
雑なため、各ページを必要に
応じて選び、視覚誘導しなが
ら活用する。

生徒が興味をもちそうなス
ポーツがたくさん取り上げ
られている。保健分野では
けがや病気の予防の手立
てが示されている。

さまざまなスポーツのルー
ルや習得法を学習し、運
動をすることの大切さが理
解できるように構成されて
いる。また心と体の発達に
ついてや、けがや病気に
対する処置法なども解説
されている。生涯をとおし
て心身ともに健康なくらし
をおくるために必要な知識
を学ぶことができる。

自分の考えや調べたこと
を書き込むところがあり、
ノートがなくても学習する
ことができる。

保健体育
自立生活ハンドブック４
からだ！！げんき！？

全国手をつなぐ育成会
連合会

保健体育 くらしに役立つ  保健体育 東洋館出版社
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種目

今年度
新たに
調査し
た本

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

技術（職業）・家庭
Do!図鑑シリーズ

料理図鑑
福音館書店

調理の仕方、道具の使い
方、食材の基本的知識な
どが、テーマごとに分けら
れ細かく紹介されている。

もくじと索引がある。見開
き２頁で、１テーマとしまと
めている。漢字にはふりが
ながついている。

イラストで食材の切り方
や、形などを示し、絵を見
て作業の流れがわかるよ
うになっている。

表紙はやや硬い紙で、の
りとじで製本している。

調理の事前学習等で活用
したり、帯学習として導入
で１テーマごと取り上げた
りしている。

技術（職業）・家庭 あたらしいほうりつの本（２０１４）
全国手をつなぐ育成会

連合会

障害のある人が地域で暮
らしていくための色々な支
援について、学習できる内
容になっている。特別支援
学級の生徒にとって、必要
な内容と思われる。

手帳に関すること、年金に
関すること、医療費に関す
ること、障害福祉サービ
ス・相談に関すること、住
むに関すること、過ごす、
働くに関すること、でかけ
るに関すること等が簡潔
にまとめられている。

ルビがふってあるので、読
みやすい。
イラストで説明してあるの
で分りやすい。

紙質は厚めで耐久性があ
る。

特筆なし

技術（職業）・家庭 子どもとマスターする３７の調理の知識  イラスト版台所のしごと 合同出版

調理に必要な知識につい
て、「準備・下ごしらえ」「調
理・水回り」「調理・火回り」
「調理・調理台回り」「食
卓・食卓回り」の５領域３７
項目について、イラストと
文章で説明している。

一つの項目に対して数種
類の食材や調理方法の紹
介で構成している。保護者
や指導者向けのアドバイ
スを各項目ごとに文章で
説明している。

文字の大きさは、料理の
説明部分が９ポイント、ア
ドバイス部分が１０ポイント
である。漢字には振り仮名
が付いていない。全頁モノ
クロである。

表紙は耐水性があり、各
頁の紙質は厚く、取り扱い
やすい。

特筆なし

技術（職業）・家庭 子どもとマスターする５４の生活技術  イラスト版修理のこつ 合同出版

自転車の点検、トイレ掃除
風呂掃除、台所掃除、電
球の交換、洗濯機で洗う、
衣服を干す、衣服をたた
む、ボタンを付ける、アイ
ロンをかけるなど日常生
活上の手入れや修理につ
いての作業を紹介してい
る。

保守・保全、掃除、修理・
修繕、補習・修理、洗う、
干す、たたむ、収納・片付
けの８項目に分けて合計５
４の作業項目で構成して
いる。各項目は１頁から見
開き２頁で示している。

文字の大きさは、各項目
のアドバイス部分が１０ポ
イント、説明部分が９ポイ
ントである。

表紙は耐水性があり、各
頁の紙質は厚く、取り扱い
やすい。

特筆なし

衣・食・住と家庭とに分け
て章立てしてある。家庭経
済についても取り上げられ
ており、実践的な内容であ
る。

家庭や社会での自分の役
割を考え、卒業後、社会の
一員として主体的に生き
ていくために必要な基礎
知識が写真やイラストを交
えて分かりやすく紹介され
ている。親元を離れて生
活する際のテキストになり
得る内容である。

調理のページには１０種
類の献立が紹介されてい
る。１人分の材料と作り方
が片側１ページにまとめら
れており、一目でわかるよ
うになっている。

丈夫でめくりやすい紙質で
ある。

イラストなどがシンプルで
分かりやすい。動画や写
真と併用するとより理解で
きる。

技術（職業）・家庭 くらしに役立つ　家庭 東洋館出版社
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種目

今年度
新たに
調査し
た本

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

技術（職業）・家庭
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
中心に使っている。

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。

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、
野菜の組合せについても
触れている。動物のキャラ
クターが解説しており、生
徒の興味を引く構成であ
る。

技術（職業）・家庭
坂本廣子のひとりでクッキング⑦

おべんとうつくろう！
偕成社

簡単なお弁当を題材にし
ている。
副食を単品扱いとし、組み
合わせてお弁当が作れる
ようにしている。

事前の準備、調理作業、
後片付け、お弁当としての
献立例で構成している。

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。

装丁はしっかりしている。
紙質は厚く扱いやすい。

単品で調理を紹介し、組
み合わせてお弁当を作れ
るように構成してある。

技術（職業）・家庭
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
ナー等で構成されている。各
項目は、１頁か見開きの２頁
で説明している。

親しみやすいイラストで動作
の一つ一つが図と言葉で示
されている。漢字はルビ付で
ある。

厚紙の表紙で、糸かがり、め
くり易く耐久性のある紙質で
ある。Ｂ５変形である。

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。

昼ごはんを食べることの
大切さを示すと共に、子ど
もでもできるメニューを絵
と写真で紹介している。

もくじがある。準備の仕
方、メニュー１４品、後片
付けの順で構成されてい
る。

全ページカラー印刷。すべ
ての工程がイラストと簡単
な説明文で描かれてい
る。

表紙は硬い紙で、のりとじ
で製本している。

中学生が一人で短時間で
作れるレシピが多いので
調理実習の際に活用がで
きる。

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。

技術（職業）・家庭
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

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版で、文
字は１１ポイントである。具
体的な写真、イラスト、図
で動作のポイント等が分
かりやすく説明してある。

表紙は耐水性があり、各
頁の紙質は厚く、取り扱い
やすい。

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。

技術（職業）・家庭

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
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種目

今年度
新たに
調査し
た本

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

技術（職業）・家庭 ひとりだちするための進路学習 日本教育研究出版

自分のこと、働くこと等、進
路を考える際の手順が、
ワークシート形式で順序
立てて説明されている。

一つのテーマについて見
開き２頁の構成で、生徒自
身が記入して完成させる
ワークシート形式になって
いる。６項目・４２種類の内
容が記載されている。

文字の大きさは１１ポイン
トで表記されている。各頁
の初出漢字のみ振り仮名
が付いている。　表紙以外
は全頁モノクロである。絵
（イラスト）や具体的な図表
が多数用いられている。

表紙はコーティングされて
いる。
本は薄手で軽く、携帯しや
すい。

ワークシート形式なので、
実際の授業に活用しやす
い。卒業後の様々な出来
事に対する対策等の記述
もあり、職業や進路指導
の学習で活用できる。

技術（職業）・家庭 こどもがつくる楽しいお料理 婦人之友社

特別支援学級生徒がひと
りで調理できるよう調理方
法を学べるようになってい
る。

全４０品の調理方法につ
いて、図解とわかりやすい
説明文で料理の基礎知識
を学ぶように扱われてい
る。

表現も生徒が分かりやす
くひらがなが多く、漢字に
ふりがなが付いている。

表紙のカバーにビニール
テープが貼られていて、水
を防ぐ扱いになっている。

特別支援学級の生徒がひ
とりで調理できるように、
調理の仕方を工夫してい
る。

英語 英語カード  たのしい会話編 くもん出版
日常生活で使う英語の挨
拶や簡単な会話を、カード
とＣＤで説明している。

ＣＤと、４６枚のカードで構
成され、箱に入っている。
箱には全カードの一覧が
載っている。

全カードカラーである。表
は、イラストとそれに対す
る短文の英語、裏は英文
のみで表記されている。

カードはしっかりした堅い
紙で、耐久性がある。１枚
ずつばらにして使うことも、
リングでとじることもでき
る。

授業の冒頭に数枚ピック
アップし、フラッシュカード
のように使用し、見る→発
音させるの流れで活用で
きる。

英語 Enjoy English① 日本トータルアカデミー

登場人物の日常会話で英
会話の基本的な表現を学
習できる内容である。付属
のリスニングＣＤにネイ
ティブの発音による会話
文、単語、熟語、歌などが
入っている。

１ユニット４頁で、全１２ユ
ニットで構成してある。１ユ
ニットには、会話、単語、
例文、アルファベットの書
き方などが付いている。
目次がある。

教科書体で２６ポイントで
表記されている。
全頁カラーである。例文に
は頁の下部に、単語には
その部分の下部に日本語
訳が付いている。
はっきりとした色調の絵で
ある。

紙質はやや厚みがある。
表紙は柔らかい紙で製本
はのりでとじてある。

特筆なし

英語 からだで学ぶ英語教室 大阪教育図書

英語のあいさつや、物の
名前、顔のパーツなど、歌
や、作業を織り交ぜて紹
介している。小学校高学
年、または中学校第１学
年用に作られたものであ
る。

９つのテーマを設け、｢
Play｣｢Game｣を交互に構
成している。本の冒頭に、
この本の読み方や活用法
の説明がある。

英文や単語に対して、そ
れを表す挿絵が書かれて
いる。

表紙はやや硬い紙で、の
りとじで製本している。

楽しい絵やゲーム、歌を
基に、｢聞く｣練習から入り｢
話す｣活動につなげ、学習
を進めることができる。
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種目

今年度
新たに
調査し
た本

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

英語 英語カード　家の中のもの編 くもん出版

家の中にある物のうち、身
近で覚えやすい英単語を
３８枚のカードに記載して
いる。英単語の発音を録
音したＣＤが付いている。

カードの内容は「家具・電
化製品」「食器」「食べ物」
「文房具など」「身につけた
り持ち歩くもの」で構成さ
れている。カードの表面に
は家の中にある物の絵
と、その右上に小さく英単
語が書かれている。裏面
には絵の内容を表す英単
語と、その右下に日本語
訳が書かれている。

絵はカラーのイラストで、
写実的に大きく描かれて
いる。カード表面の英単語
は１６ポイントで、裏面の
英単語は２８～５４ポイント
である。　日本語訳は９ポ
イントである。

カードの大きさはＢ６で持
ちやすく扱いやすい。カー
ドは厚紙であるが、折れや
すく、耐久性にはやや欠け
る。左上にはホルダーリン
グ用の穴があいている。

特筆なし

英語 英語のゲーム　文字であそぼ 三省堂

ゲームに取り組みながら、
身近な英単語や会話を楽
しく学べる内容である。
ゲームの進め方が英語で
録音されたＣＤが付いてお
り、ＣＤを聴きながら実際
にゲームを進めることがで
きる。

見開き２頁が一つのまとま
りになっていて、全部で２２
のまとまりで構成されてい
る。巻頭に目次、本の使い
方が示されており、巻末に
はゲームの手引きやＣＤ
の録音内容が説明されて
いる。

表記は平仮名、片仮名、
漢字である。　漢字には振
り仮名が付いている。本文
は丸ゴシック１４ポイント
で、課題により８～２２ポイ
ントの大きさで使い分けら
れている。英単語は文字
の大きさとともに字体も変
えている。絵はカラーで鮮
やかな色ではっきりと描か
れている。

表紙は厚紙で、ビニール
コートされたカバーが付い
ている。

２２のまとまりで構成され
ているが、それぞれのまと
まりが独立しているため、
学習を区切って進めること
ができる。

道徳 ◎
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

「思い」や「考え」を伝え合
う技術、ソーシャルスキル
を身につければ友達との
関係に勇気と自信がつく
内容。４２のメソッドはいか
にも学校で起こりそうな場
面をあげている。

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。

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。

紙質、装丁ともにしっかり
しており、耐久性がある。

特筆なし

英語
学ぼう！英語

単語・発音・アルファベット
数研出版

アルファベットの書き方や
単語について、野菜、おや
つ、スポーツ、楽器などに
分類され紹介されている。

もくじと、この本の使い方
が始めに示してある。音を
聞く→アルファベットの練
習→英単語の順で紹介し
ている。

全ページカラー印刷であ
り、イラストも多い。CDが
ついており、簡単な問題も
紹介されている。

表紙はやや硬い紙で、の
りとじで製本している。

アルファベットの書き方
や、単語の発音の仕方の
学習に役立てることができ
る。
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