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種目
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書名 発行者名 1　内容
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国語
　

世界傑作絵本シリーズ
ブレーメンのおんがくたい

福音館書店

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

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

平仮名を主として表記し、片仮名表記は
地名、人名だけにしている。
絵がシンプルで、使われている色も限ら
れており、かえって想像力を働かせるこ
とができる。

大判で見やすい。
紙質は適当である。装丁も適当である。

紙芝居や劇など多様な指導が考えられ
る。読書が好きな児童が進んで手に
取ってよみたくなるような内容である。

国語 ３びきのかわいいオオカミ 冨山房

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

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

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

紙質、装丁ともにしっかりしており、耐久
性がある。

オオカミたちとおおブタの繰り返される
やりとりが児童の興味を引く。他者の気
持ちを考えることが苦手な児童に対し
て、動物たちの心情を考えさせる読み取
り学習や動作化など多様な学習展開が
考えられる。

国語 あっちゃんあがつくたべものあいうえお リーブル

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

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

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

小さめで持ちやすく、装丁が丈夫でしっ
かりしている。

絵は身近な食べ物に手足が付き擬人化
されているので親しみがもてる。聴覚優
位な児童にとって、歌を口ずさむなど、
楽しみながら五十音を学ぶことができ
る。

国語 くらしに役立つ　国語 東洋館出版

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

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

表題の文字は１８ポイント、本文は１３ポ
イントで表記されている。漢字が多く用
いられ、一部の漢字に振り仮名が付い
ている。

紙質は適当である。大きさも持ちやすく
扱いやすい。

社会に出るために必要な知識を、児童
が体験的に学んでいくことができる。職
業や進路の学習でも活用できる。語彙
の少ない児童が、言葉を広げるために
活用するのに適している。

国語 ぞうのエルマー①　ぞうのエルマー ＢＬ出版

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

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

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

装丁はしっかりしており、表紙はビニー
ルコートが施されていて耐久性がある。

「ぞう」は親しみをもちやすい対象であ
り、ストーリーも分かりやすく、登場する
動物や色を用いた発問による授業構成
が容易である。文字が小さく、文章量も
多いので、国語が得意な児童にとって、
読みの学習や読み聞かせの学習教材と
して適している。

国語 どっちがへん？　スペシャル 紀伊國屋

おえかきが大好きな「どっちくん」と「へん
くん」の双子の兄弟が主人公である。二
人が描く絵について「どっちがへん？」
の問いに対して二つの絵の違いを見つ
けていく内容である。

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

全頁カラーで、鮮やかな色彩である。
紙質は光沢があり、厚い。表紙はとても
硬く、糸かがりで製本してあるため、耐
久性がある。

前半は背景をシンプルにして違いが分
かりやすい。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。視覚情報が
段階的に高まっていくため、児童の実態
に即して資料提示ができる。

国語 世界の絵本（新）  にじいろのさかな 講談社

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

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

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

厚手の表紙で、紙質・装丁はしっかりし
ている。

自分が苦しんでいることを人に伝える言
葉を育てること、友だちの気持ちを理解
することを登場人物の立場に立つことに
より、共感的に理解するのに効果的で
ある。意見を表出することに課題のある
児童に効果的である。

国語 半日村 岩崎書店
半日しか陽が当たらない寒い村に、陽
が当たるように一人の若者が奮闘する
物語である。

見開き２頁が１場面で、左右どちらにも
文章が書かれている。

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

表紙は硬い紙で、製本はのりとじであり
耐久性がある。

挿絵が大きくはっきりしているために視
覚的な情報を得やすい。「どんな困難な
こともみんなで協力すればやり遂げるこ
とができる」とうテーマなど読み取りの学
習教材としても適している。

国語 ひらがなえほん ありさんあいうえお 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
絵とともに読みやすく覚えやすい簡単な
文章が付いている。

丸い文字で書かれており、大きく見やす
い。

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

リズムのある文章を読んだり、歌を歌っ
たりすることで、それぞれのひらがなに
親しむことができるため、１年生のひら
がなの導入としてふさわしいと考えられ
る。

令和2年度（2020年度）八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）



小学校

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

令和2年度（2020年度）八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

国語 みるみる絵本　もこもこもこ 文研出版

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

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

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

Ａ４変形判で、表紙は厚く、装丁もしっか
りしている。

読み聞かせの指導で、発語・発声を促
す活動や言葉と絵画制作を合わせた絵
本づくりなどの指導の工夫ができる。自
ら言葉を発することに苦手意識のある児
童に対して使用したい。

国語
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
草思社

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

見開き２頁で１場面の構成になってい
る。

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

表紙の紙は厚く、糸かがりで製本されて
おり、耐久性がある。

簡単な古典や俳句・短歌、詩などの音
読を味わい楽しむのに効果的である。
古典のリズムに親しみ、理解を深める学
習に適している。言葉の習得状況に応じ
て発声練習としても活用できる。

国語
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」①

 （ひらがなのことば・文・文章の読み）
同成社

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

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

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

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

単語の理解から文や文章の理解まで、
系統的に構成されている。児童の生活
に関連した素材 が取り上げられている
ので、親しみをもちながら学習できる。
学習に興味を抱きにくい児童が、挿絵に
注目しながら取り組むことができる。

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

同成社

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

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

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

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

片仮名についての基礎的な事柄が 全
て示されている。漢字については、生活
に必要とされるものに絞ってあるので、
数は少ないが、文章の中での用例も示
されており、学習しやすくなっている。片
仮名をこれから習得する児童が練習の
参考にしたり、挿絵をもとに漢字に興味
を抱かせたりすることに適している。

国語
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」③

（文章を読む、作文・詩を書く）
同成社

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

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

文字は大きく読みやすい。挿絵も親しみ
やすく、見やすい。一部三色刷りになっ
ている。指導者向けに、指導上の配慮
事項や指導法が、コラムで示されてい
る。

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

身近な素材を使い、児童が親しみやす
い内容になっている。また、児童にとっ
て意欲が喚起される系統的に配置と
なっている。単文の読み書きができるよ
うになった児童の次の段階の教材として
効果的である。音読に慣れてきた児童
が、実態に即した文章に親しむことがで
きる。

国語 ゆっくり学ぶ子のための「国語」④ 同成社

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

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

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

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

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

国語
ゆっくり学ぶ子のための  国語⑤

同成社

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

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

文字は大きく読みやすい。挿絵も見やす
く親しみやすい。一部三色刷りになって
いる。

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

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

国語
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編①

（表象形成・音韻形成・発声・発音） 同成社
指差しができるよう、身近な物の絵を集
めてあったり、発音練習ができるように、
音の出る物や動物等を例示してある。

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

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

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

身近な物を素材にして、発声・発語を系
統的に指導できるように構成されてい
る。言葉による説明に課題の残る児童
が、絵と言葉を対応させながら音声言語
の活用することに効果的である。

国語
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編②

（ひらがなの読み書き）
同成社

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

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

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

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

平仮名が少し読めるようになった児童
が、語いを増やしたり促音や拗 音等の
学習をしたりするときによい。 また、平
仮名を書き始める時にも効果的である。
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国語 レインボーことば絵じてん 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、全てに振り仮
名が振られている。英単語の表記には、
片仮名で振り仮名が付いている。

表紙は厚紙で丈夫である。

絵が多く描かれているため、児童が興
味をもちやすい。５０音順の表記や索引
など、言語に親しみやすい構成となって
いる。字を読むことに関心の高くない児
童が、挿絵をもとに本を手に取り、言葉
を広げることに適している。

国語
絵本・日本の童話名作選

「手袋を買いに」
偕成社

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

見開き２頁で左が絵、右が文章となって
いる。頁数は適当である。

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

紙質・装丁は適当である。

読み聞かせの学習にも活用できる。子
どもが子ギツネの気持ちになって、親の
愛情や人への信頼を感じながら共感的
に読むことができる名文である。

国語
小学館の子ども図鑑プレNEO楽しく遊ぶ学ぶ

こくごの図鑑
小学館

「ぶんをつくる」「くらしとことば」「もじであ
らわす」の三つの内容が示されている。
日常生活で使用する言語表現が、絵と
ともに具体的な表現例で示されている。
身近な自然や普段の生活の中から、こ
とばのおもしろさをどんどん見つけられ
る。

内容ごとに問題が記されており、理解を
深めながら、楽しく学習できる。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。

児童が興味関心をもてるようなイラスト
や写真が多様されており、楽しく学習で
きる。全てに振り仮名が付いており読み
やすい。国語だが横書きが多い。すべて
の漢字にふりがながつき、楽しいイラス
トで意味が理解できる。言葉かけのアド
バイスも充実している。

表紙は厚く固く、耐久性がある。紙質は
光沢があり、厚みがあり、丈夫である。

写真やイラストが多く掲載されていること
で内容を理解しやすくなっているため、
文字を読むのが苦手な児童に適してい
る。また、俳句、古文漢文やローマ字も
含み難易度が高い内容を含むため、学
習のすすんだ児童に適している。

国語
日本傑作絵本シリーズ

スーホの白い馬
福音館

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

物語の１場面を見開きで表している。

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

表紙は硬い紙で、糸かがりで製本してあ
るため、十分な耐久性がある。

主人公や周囲の人々の心情を考えさせ
る学習も組み立てられる。簡潔でリズム
のある巧みな文章で、主人公の喜び、
怒り、悲しみが感動的に伝わる名文で
ある。善悪の判断、思いやり、人や物を
愛する心情を育みたい児童に有効であ
る。

国語 音読集１　ひばり 光文書院

割合短く、季節も考慮した入門期の児童
にあった詩が掲載されている。子供たち
にとって身近な存在の物「ぶらんこ」
「ちょう」「ぞう」「おたまじゃくし」「しゃぼん
だま」などが、題材になっており、親しみ
やすい。声に出したくなる詩が並んでい
る。

声に出して音読したくなるような詩が３８
編適切に配置されている。

文字は大きく読みやすい。挿絵も親しみ
やすく、見やすい。一部多色刷りになっ
ている。指導者向けに、理解を助ける文
章や読み方の注意書きが呼びかけの形
で示されてい る。

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

漢字にはルビがふってあり、音読・群読
などもできる楽しそうな詩集である。音
の響きやリズムを楽しんで音読をするこ
とができる。音読に苦手意識がある児童
でも楽しく取り組めそうな内容である。

国語 ふたりはともだち 文化出版局

５話の話が短くまとめてある。対照的な
性格の登場人物が、お互いを思い合
い、友情を育むユーモア溢れる物語で
ある。絵本ではなく、読み物である。

「はるがきた」、「おはなし」、「なくしたボ
タン」、「すいえい」、「おてがみ」の５つの
話で構成されている。１話完結型で、内
容が扱いやすい。

繊細な優しいタッチの挿絵が入ってい
て、文章の内容理解がしやすい。本文
は全てひらがな表記されている。

表紙は厚く、丈夫である。大きさは手に
取りやすい。

物語を楽しみながら、「本当の友だちと
は何か？」や、場面ごとの登場人物の
気持ちを想像したり、考えたりすることが
できる内容となっている。２年生の教科
書にも取り上げられている。相手の心情
を考えることが苦手な児童に効果があ
る。

国語 ◎ そらいろのたね 福音館書店

きつねからもらった空色のたねを育てる
と、お家が現れて、町中の子供や動物
たちがやってくる。最後は、きつねがお
家を独り占めしようとしたが、うまくいか
ないというお話である。

見開き2項にお話の場面が載っている。
ひらがなを使ってお話が書いてある。

挿絵からお話を想像しやすい。子供たち
に親しみがもてるキャラクターが出てく
る。

耐久性がある。扱いやすい大きさであ
る。

ぐりとぐらなど今まで読んだことがある
キャラクターがイラストで出てくるため、
どの子にとっても親しみやすい。イラスト
を楽しみながら興味をもって読むことが
できる。

国語 ◎ どうぶつ　あいうえお　えほん 岩崎書店
かわいい動物のイラストといっしょに楽し
く４６文字のひらがなや言葉が学べる内
容となっている。

右ページに動物たちと、その文字の入っ
た単語と簡単な文が描かれている。左
ページにひらがな、書き順、カタカナ、
ローマ字が併記されている。ひらがなが
真ん中に大きく書かれ、色分けした書き
順が下の方に書かれている。書き順は
同色の濃淡で色分けされ矢印も併記さ
れて分かりやすい。

挿絵はやわらかい優しい色遣いで、文
章に合った内容になっている。文字は、
ひらがな、カタカナ、ローマ字が併記さ
れているが、使われている色が少なく、
とてもシンプルで分かりやすい。

表紙は厚く丈夫である。お大きさはＡ４
変形板で、手に取りやすい大きさであ
る。

「し」かさんが「し」げみで「し」ずかにかく
れている　といった、程よい長さの文が
右の頁に書かれているため、文字その
ものだけではなく、主語、述語、動きの
言葉、様子の言葉など幅広い国語の学
習につなげることができる。



小学校

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 もじのかたちをとらえるための  ひらがなれん
しゅうちょう改訂版

ＮＰＯ法人
リヴォルヴ学校教

育研究所

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

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

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

表紙は耐久性があり、中は書き込みや
すい材質である。

点線をなぞることから始め、文字の形を
捉えることが苦手な児童でも、スモール
ステップでひらがなの練習をすることが
できる。

書写 あいうえおえほん
戸田デザイン研究

室

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

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

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

紙質、装丁ともにしっかりとしており耐久
性がある。

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

書写
あかね書房の学習えほん

かたかなえほん アイウエオ
あかね書房

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

１頁又は見開き２頁に１文字の割合で、
片仮名とその文字が使われている短文
で構成されている。表紙と裏表紙が、五
十音表となっている。

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

耐久性がある。扱いやすい大きさであ
る。

短くリズミカルな文章は、言葉遊びとして
も活用できる。言葉のもつ楽しい響きを
利用しながら、片仮名に興味をもたせ、
五十音順に学習することができる。

書写 ひらがなカード くもん出版

平仮名五十音の清音を含む言葉を 一
つずつ46枚のカードに記載している。
カードと同じＢ６サイズの｢ことばのえほ
ん｣が付属しており、カー ドに記載され
ている以外の言葉も扱っている。

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

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

絵を見ながら名称を言ったり、複数の中
から文字を選択したりなど、いろいろな
活用が期待できる。 カード形式なので、
組合わせなどの学習活動ができる。 ｢こ
とばのえほん｣は、カード以外の言葉を
扱うのに有効である。 絵を見て言葉が
言える児童にとって、文字と音と文字を
対応させるのに効果的である。

書写
スキンシップ絵本

かたかなアイウエオ
ひさかたチャイルド

片仮名五十音を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。

絵はシンプルである。色使いもはっきり
しており、370ポイントの大きな文字で書
かれている。

表紙は厚く、紙質・装丁ともにしっかりし
ている。

取り扱われている言葉が身近なものが
多く、読み手が理解しやすい内容であ
る。片仮名の学習に初めて取り組む児
童への教材に適している。

書写 もじのえほん  かんじ① あかね書房

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

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

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

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

物語を通して、それぞれの漢字のもつ
意味が説明されている。漢字を学び始
める児童にとって、大きな挿絵を活用し
て漢字の起源を印象付けながら学習を
進めるのに効果的である。

書写 らくがき絵本 あ・い・う・え・お ブロンズ新社

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

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

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

紙質は文字を書いたり、絵を描い たりし
やすい素材である。 表紙は薄いが装丁
はしっかりしている。 表紙は薄いため耐
久性が心配される。

書き込みをしていく本であるため、自分
の本との意識やこだわりが強い児童に
有効である。楽しく生き生きと書くことに
中心が置かれ、書くことが好きになるよ
う配慮されている。 課題の難易度が幅
広く、児童の実態に応じて課題を選択し
て提示ができる。

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

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

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

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

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

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

書写
漢字がたのしくなる本　ワーク②あわせ漢字あ

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

漢字の構成や意味を理解する手立てと
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。絵
を見れば漢字を想起できるように表さ
れ、表記方法もパターン化しないように
デザインが工夫されている。

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

漢字の学習に慣れてきた児童・生徒の
学習に適している。絵と文字を関連付け
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。

令和2年度（2020年度）八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）
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書写 漢字がたのしくなる本　ワーク③部首あそび
太郎次郎社
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姿、体の部分、動
植物、社会、道具など１１に分類し、身
近なものから順に配列している。

絵が多用され、漢字の意味をつかみや
すいように配慮されている。

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

情報量が多く、文字の扱いに慣れてい
る児童向けの内容になっている。

書写
漢字がたのしくなる本ワ－ク④

漢字の音あそび
太郎次郎社
エディタス

小学校３年生までの漢字は、漢字の音
遊びを通して、形声文字の成り立ちを学
ぶことができる。

構成は、７項目である。具体的には、漢
字の音読み、単音・長音・２音等の分類
演習、音と形の一致と音の記号となる部
首の位置、音の変化である。

文字がはっきり表現している。読みに重
点を置くため絵は少ない。

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

「漢字がたのしくなる本」①～③までを学
習してきた児童には、系統的に漢字を
学ぶことができる。学習する漢字の数が
多くあるが、教材は、小学校３年生の漢
字のまとめることができる。

書写
五味太郎のことばとかずの絵本 ことばのあいう

えお
岩崎書店

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

五十音順に、１頁１音の場面で構成され
ている。表紙裏に五十音表がある

清音の紹介を名詞だけでなく、日常の心
情場面を通して行っている

児童・生徒に扱いやすい大きさで ある。
紙質、装丁ともに良い。

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。

書写
五味太郎のことばとかずの絵本

漢字の絵本
岩崎書店

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

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

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

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

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

書写
子どもがしあげる手づくり絵本　あいうえおあそ

び（上）　ひらがな５０音
太郎次郎社
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
表の行ごとにひらがな練習と言葉づく
り、言葉あそびが配置されている。

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

表紙が薄く軽いため持ちやすい。

なぞり書き、言葉づくりなど指導の工夫
ができる。平仮名の学習を始めた児童
に、書き方を丁寧に指導したい場合に
適している。

書写
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

スリーエーネット
ワーク

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。短い文章を読むと
ころや、漢字すごろくなどのゲームがあ
る。使用単語は、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、イラストで漢字の意味を知り、
漢字の読み方を覚え、そして書き方を学
ぶ。

Ｂ５版並製のため、児童が持ちやすいサ
イズである。

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。漢字の形を理解しづらい児童の指
導に適している。

書写
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

スリーエーネット
ワーク

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配慮の
上、構成されている。書き順が示してあ
り、止めや払いとともに、正しい書き順を
学ぶことができる。

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。

絵を手助けにして、漢字の意味や言葉
を認識するステップに重点を置いてい
る。

Ｂ５版並製のため、児童が持ちやすいサ
イズである。

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。漢字の形を理解しづらい児童の指
導に適している。

書写 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かわれている。

文字が大きく漢字に振り仮名が付いて
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。具体
的な文例があることで、使用される場面
を思い出しやすく、抽象的な表現の理解
が困難な児童にとって、言葉の使い方を
身に付けやすい。

書写
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。
文字練習用のマス目は、２０㎜×２０㎜
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
示されており、文字をきれいに書くため
に注意するとよい点を分かりやすく学ぶ
ことができる。字が大きいことが、視写を
することに抵抗がある児童に効果的で
ある。



小学校

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

令和2年度（2020年度）八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

書写 ◎ 漢字えほん
戸田デザイン研究

室

小学校１・２年で習う最重要漢字を中心
に、成り立ち、書き順、使い方、音読み・
訓読みを整理して分かりやすくしてい
る。

見開きで「犬・虫」「火・雨」「目・耳」など
対に見る構成。それぞれの漢字が持
つ、深い世界を味わうことができ、漢字
の起源を思い起こさせるような、力強く
美しい絵と色彩も特徴。

形と音の両方の意味を備えた漢字を取
り扱っている。絵がカラフルである。

装丁はしっかりしている。縦横２４センチ
で厚さが２㎝ほどある。

漢字の読み書きに苦手意識をもってい
る児童でも、漢字に対する興味をもつこ
とができると考えられる。

書写 ◎ 小学漢字　１０２６字の正しい書き方 旺文社

小学校で学習する漢字の正しい書き方
が示されている。すべての漢字に成り立
ちや注意点のコラムがついていて、より
理解が深まるようになっている。

小学校で学習する漢字が、学年ごとに
掲載されている。索引がついているの
で、漢字を調べることもでき、辞書の役
割も果たしている。

誌面は３色刷りで分かりやすい。小学校
で習う音読み・訓読みが掲載されてい
る。すべての漢字にふりがながついてい
る。

表紙は耐久性があり、しっかりしてい
る。紙質は良く、丈夫である。

書き順が一画ずつ書いてあることや学
年ごとに漢字が掲載されていることで、
漢字を覚えることが苦手な児童や、書き
順を曖昧に覚えている児童が、調べる
際に抵抗感なく扱うことができる。



小学校

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

社会
あたらしいのりものずかん④

東京パノラマたんけん
小峰書店

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

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

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

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

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

社会
キッズ・絵本シリーズ日本がわかるちずのえほ

ん改訂版
学研プラス

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

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

全項カラーである。 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。読み書きが苦手な
児童にも、各都道府県の特徴を知るうえ
で、有効に活用できる。

社会
スキンシップ絵本

せかいのこっきえほん
ひさかたチャイルド

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

見開き２項で示されている国と１項で示
されている国がある。

各国の国旗と風物が絵で示してあり、全
項カラーである。 糸がかりで製本してあり耐久性がある。

国旗のイラストが大きく分かりやすいの
で、児童の興味を引きやすい。読み書き
が苦手な児童にも、各国の国旗や挨
拶、風物についてイメージをもたせやす
いので、世界のことを学習するのに、効
果的に活用できる。

社会 ドラえもんちずかん１
にっぽんちず

小学館

ドラえもんのキャラクターといっしょに日
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。

見開き頁に１地方ごとの地図、名産・史
跡・クイズなど写真、イラストつきで掲載
されている。情報量は適量である。

すべて平仮名表記で都道府県名は赤
字、河川は青字など分かりやすい。

表紙の紙質は堅く装丁はしっかりしてい
る。頁の紙質も丈夫である。

各地方の行事や特産品など、ドラえもん
のイラストで興味をひき、楽しく知識を得
ることができる。地理を覚えることが苦
手な児童に興味をもたせ、何度も本を手
にし、日本の地形を学習しようとする姿
が期待できる。

社会 みるずかん・かんじるずかん  世界のあいさつ 福音館書店
主人公が、世界旅行をするというストー
リーで、世界の色々な国の挨拶を漫画
風の絵と文章で、説明している。

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

説明文の漢字には、すべて仮名が振っ
てある。

糸がかりで製本してあり耐久性がある。

挨拶という行為をテーマに、世界の人々
の、多様性と異文化の理解図りながら、
挨拶の大切さを学習させるものとして適
している。本を読むことが好きな児童
が、主人公になり切りながら言葉を知る
のに有効である。

社会 絵で見る日本の歴史 福音館書店

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

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

各時代の人々の生活の様子が見開き２
頁ずつ絵で描かれている。文字の大き
さは９ポイントで表記されている。全頁カ
ラー印刷である。漢字には振り仮名が
付いている。頁の上段と下段に白地の
欄がある。

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。文章では時代背景を
とらえられない児童が、挿絵をもとに各
時代の違いを見付け、時代の移り変わ
りを視覚的に捉えることができる。

社会 ◎ ドラえもんちずかん２
せかいちず

小学館

ドラえもんのキャラクターといっしょに世
界の各地をめぐりながらくにのなまえ、
外国の人たちのくらし、めずらしい食べ
物、動物などを学ぶ内容である。

見開き頁に１地方ごとの地図、名産・史
跡・クイズなど写真、イラストつきで掲載
されている。情報量は適量である。

すべて平仮名表記で都道府県名は赤
字、河川は青字など分かりやすい。

表紙の紙質は堅く装丁はしっかりしてい
る。頁の紙質も丈夫である。

各地方の行事や特産品など、ドラえもん
のイラストで興味をひき、楽しく知識を得
ることができる。地理を覚えることが苦
手な児童に興味をもたせ、何度も本を手
にし、世界の名産や土地柄を学習しよう
とする姿が期待できる。

令和2年度（2020年度）八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）



小学校

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

算数
ドラえもんの算数おもしろ攻略
分数・小数がわかる(改訂新版)

小学館
分数・小数の仕組みについて分かりや
すく説明してある本である。

児童の親しみある身近なキャラクターが
説明していく構成である。

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

キャラクターが説明をしているので、児
童が興味を示し無理なく算数の学習が
できる。学習に興味をもちづらい児童
が、キャラクターを通して分数や小数の
意味などを理解することが期待できる。

算数
１から１００までのえほん

戸田デザイン研究
室

１～１００までの数について身近な者や
動物の絵と数字を示し、集合体としての
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、１～２
０までは一つずつ数字と絵が増え、２０
以上は１０ずつ増え、１００までの数が示
されている。

絵は動物が中心となり、全頁カラーであ
る。どの動物も表現豊かに描かれてい
る。文字は、平仮名、片仮名、数字であ
る。

紙質、装丁ともにしっかりとしている。

物語を楽しみながら、１～１００までの数
を学習できる。ただし、２０からは１０ず
つ増えるが、絵は、５ずつのまとまりや、
１０ずつのまとまりで表され、数えやす
く、５とび、１０とびの数の学習にもつな
げられる内容である。

算数 はとのクルックのとけいえほん くもん出版

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

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

平仮名と片仮名で表記されており、片仮
名には振り仮名が付いている。全頁カ
ラーである。時計の針、数字なども青や
赤で合わせてあり、時計の説明するとき
でも分かりやすい。実際に針を動かせる
時計の模型が貼り付けられていて、どの
頁でも利用できるようになっている。

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

時刻・時間としての学習が困難な場合に
は、一日の時の移り変わりを理解させる
学習としても利用できる。自分で動かせ
る時計がついている。針と時間によって
色が分けられており、視覚優位な児童
にとって分かりやす教材となっている。

算数
さんすうだいすき

あそぶ・つくる・しらべる
小学校３年

民衆社

小学３年で学習する３桁の数の足し算・
引き算、掛け算（導入から３桁×２桁）、
割り算（導入から３桁÷１桁）、分数、
円、二等辺三角形、単位（ｃｍ、ｍ、ｋｍ、
ｇ、ｋｇ、ｌ）、小数等について、身近な活動
を通して学習できる内容である。

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

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

児童が持ち運びやすい大きさである。

一つの問題に対して、複数の解法を示
している。自分の考えに固執し、他の意
見を受け入れられない児童が、図を通し
て、理解を広げることに適している。ま
た、文字を読むのが好きな児童にとっ
て、楽しく読みながら、自ら学んだり復習
したりすることが期待できる。

算数 すうじのおけいこえほん くもん出版
絵と文章を見ながら、１から２０までの数
字を学習していく内容である。

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

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

紙質は厚くて、耐久性に富んでいる。装
丁もしっかりしている。

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

算数
スーパータイルのさんすう  らくらく算数ブック１

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まっている。挿絵
も分かりやすく、色塗りなどもできる。

厚手の紙を使っているので、直接書き込
みしやすい。

入門期の数と計算の意味が分かりやす
い。いつも使用しているタイルでの学習
がしやすい。１０までの数が正しく数えら
れるようになった児童に活用できる。

算数 スーパータイルのさんすう　らくらく算数ブック２
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わか
りやすくできている。身近なものから、仕
組みと便利さを理解できるようにしてい
る。

色使いが単元ごとに決まっている。挿絵
も分かりやすく、色塗りなどもできる。

厚手の紙を使っているので、直接書き込
みしやすい。

入門期の数・量と計算の意味が分かり
やすい。文字を読んで理解するのが難
しい児童でも、イラストが多く示されてい
るので理解しやすい。

算数 スーパータイルのさんすう　らくらく算数ブック３
太郎次郎社エディタ

ス

掛け算、重さ、割り算、小数、長さ、大き
な数を図やイラスト、補足説明を見なが
ら学ぶことができる。

見開き２ページで、上２／３に図や絵で
説明があり、下１／３に問題が記載され
ている。

絵や図で考え方が記載してあるので分
かりやすい。

Ｂ５版の大きさである。児童にとって取り
扱いやすい大きさである。

四則計算のまとめを行う段階の児童へ
の活用に適している。文字を読んで理解
することが難しい児童でも、イラストが多
く示されているので理解しやすい。

算数 できるできる算数練習帳１年
きょういくネット

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
くのかな等、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。

算数の基本的な考えや問題の処理法が
確実に身に付くように考えられている。
重要な事柄は繰り返し学べるように配慮
されている。

イラストが多く、問題を解く糸口となるヒ
ントが随所に見られる。

大きさはＢ５で、児童が持ち運び、扱い
やすい大きさである。

数の概念が入り、具体物を使ってなら計
算ができるようになった児童にこの教科
書を使い、数の基本的な考え方や処理
方法が確実に身に付けられるようにな
れば、さらなるステップアップを踏むこと
ができるようになると考える。

令和2年度（2020年度）八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）
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算数 できるできる算数練習帳３年 きょういくネット

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

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

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

大きさはＢ５で、児童が持ち運びやすく、
扱いやすい大きさである。

小学３年程度の算数の学習に取り組ん
でいるが、なかなか定着しない児童であ
る。抽象的な思考も難しいため、イラスト
が多く系統的に学習できる本教材で学
習をすすめることで、学びを深めること
ができると考えられる。

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

同成社
比較や分類、弁別、仲間集めなど数の
概念を獲得する前段階に必要な、物の
見方、考え方を形成する内容である。

導入部分はカラーで身近なものが大きく
描かれている。 各頁には、「指導の展
開」が注釈として載っており、指導上参
考になる。 色を塗ったり書き込みができ
るよ う工夫されている。「量概念の基
礎」「分類」「弁別」「仲間集め」「ゲーム」
の内容で構成され、分類では、形の弁
別も扱うなど、幅広く題材を選んでいる。

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

紙質・装丁とも教科用図書としては適当
である。

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

算数
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」②

（１対１対応、１～５の数、５までのたし算）
同成社

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

「具体的操作による１対１対応」から始ま
り、半具体物操作へと移行していく構成
である。１頁に載せてある課題数も適切
である。

絵は身近なもの、食べ物取り上げて、一
部はカラーである。文字は、平仮名、片
仮名、数字である。各頁に「指導の展
開」が載っている。

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

数の概念を具体物をイメージしながら、
理解できるように配慮されている。数の
導入段階の学習に適している。数の1対
１対応が苦手な児童や、たし算を習得し
ていない児童が、挿絵を手掛かりにし
て、抵抗感なく取り組むことができる。

算数
ゆっくり学ぶ子のための 「さんすう」③ （６～９ま

でのたし算、 ひき算、位取り）
同成社

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

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

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

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

６～１０までの数を、５のまとまりを基に
した考え方で説明している。練習問題も
適当な分量で載っており、本に書き込め
るようになっている。 足し算・引き算の
導入の段階の指導に適している。答え
が6以上になる計算を習得していない児
童が、抵抗感なく取り組むことができる。

算数
ゆっくり学ぶ子のための　「さんすう」④

（くり上がり、くり下がり、２けたの数の計算）
同成社

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

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

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

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

繰り上がり繰り下がりの計算について、
常にタイルを操作し、確かめた上で筆算
を行うなど、理解を確実にしようと、丁寧
に説明している。「さんすうの窓」がワン
ポイントアドバイスになっている。繰り上
がりや繰り下がりイメージできない児童
が、挿絵をもとに理解を深めることがで
きる。

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

同成社

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

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

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

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

３桁の数とその足し算・引き算、 お金の
計算、掛け算・割り算の入門、単位の換
算について、丁寧に説明しているため、
学力の積み重ねに課題のある児童に有
効である。「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。  大き
な数やかけ算の意味を捉えづらい児童
が、挿絵をもとに理解を広げることがで
きる。

算数 わかるさんすう　２ むぎ書房

　小学校学習指導要領「算数」の２年か
ら３年に示された内容のうち３桁・４桁の
数とその足し算・引き算、かさ、長さ、掛
け算九九等について、系統的に学習で
きる内容である。

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

　本文には、小学２年配当程度の漢字
が使用されている。一部の漢字には、振
り仮名が振られている。イラストは、例題
等の解法の説明に必要な最小限のもの
に限られている。

　児童が持ち運びやすい大きさである。

　「数と計算」の領域の内容では、全て
の章を通して、タイルを用いて系統立て
た説明をしている。練習問題、まとめの
問題の量が充実している。

算数 学ぼう！算数　中学年用上３年改訂版 数研出版
掛け算、大きな数、重さ、図形、時刻と
中学年で学習する内容を幅広く扱って
いる。

イラストなどが多く使われていて、視覚
的に分かりやすい。

例題も載っているので、繰り返し学習を
して定着を図ることができる。

しっかりした作りで耐久性が高い。

イラストが多く使われていることで、数や
量をイメージしやすく、ポイントとなるとこ
ろが、どの子にも分りやすくなっている。
文字だけでは場面の理解が困難な児童
に有効である。

算数 学ぼう！算数　中学年用下４年改訂版 数研出版
比、角の大きさ、図形など、中学年で学
習する内容を幅広く扱っている。

イラストなどが多く使われていて、視覚
的に分かりやすい。

例題も載っているので、繰り返し学習を
して定着を図ることができる。

しっかりした作りで耐久性が高い。

教科書の内容を学ぶだけでなく、それを
生活の中で生かせる力を身に付けるこ
とが大切である。この本を使って学習す
ることで、児童が生活における応用力を
高められると思われる。
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算数 小学校６年分　やさしくわかる算数図鑑 成美堂出版
１年生で学習する「数の概念」から６年
生の「比例と反比例」までの内容が単元
ごとに解説されている。

「数と計算」「平面図形・立体図形」「表と
グラフ」の３つの章で構成されている。１
つの単元が、見開きまたは１ページごと
に解説されている。

全項カラーで図や写真が多く使われ、解
説も端的でわかりやすい。漢字には全
て振り仮名がついている。

紙質は厚くしっかりとしている。
装丁、製本ともに丈夫である。

算数の様々な分野に関心をもって、意
欲的に学習に取り組むことができる児童
に対して、小学校の学習のまとめに活
用できる。

算数 かずカード くもん出版

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。

数を表すカードは、１～５０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、分かりやすい。点
は見やすい大きさで指で指して数えるこ
とが容易である。数字の大きさは太く表
記（300ポイントの丸ゴシック体）され、指
でなぞって学習することも可能である。

カードは厚紙でできていて耐久性があ
る。大きさはB6サイズで扱いやすい。

ドットと数字が対応されているため、数
の導入を学ぶ児童に最適である。大きく
見やすいだけでなく、ドットがあるだけで
数の量感がつかめる。カードを使って幅
広い授業展開が考えられる。

算数
楽しく遊ぶ学ぶ

かず・かたちの図鑑
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
えるユニークな図鑑の誕生です。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、

「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のっている。（影絵
遊び・紙飛行機飛ばしなど）

イラスト・写真ともに多く使われている。
各イラストに対して、説明が付けられて
いる。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。

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。

数に関わる様々なイラストや写真が使
われているため、児童が興味・関心をも
つことができる。数に対して苦手意識が
ある児童がいるが、そのような児童に
とっても楽しく算数を学ぶきっかけになる
ような内容である。

算数 ◎ 　らくらく算数ブック４　図形の探検
太郎次郎社エディタ

ス

タングラムで形遊び、折り紙で多角形
と、手を動かしながら図形に親しみ、そ
の性質を納得できる。小学校図形の急
所「円の面積」は3種類の方法で公式
「半径×半径×円周率」にたどりつけ
る。

高学年の図形の領域を、分かりやすい
絵を解説で学習することができる。

色使いが単元ごとに決まっている。挿絵
も分かりやすく、色塗りなどもできる。

厚手の紙を使っているので、直接書き込
みしやすい。

文章での情報が多いと理解が難しい児
童にとって、図形の領域をイラストを見
ながら少しずつ学習を始めるときに使い
やすい。

算数 ◎ とけいのほん② 福音館書店

アナログ時計の長針と短針の主人公が
お化けのぼうやに、１時間は６０分であ
ることや投信が４や７にあるときの時刻
の読み方を教えている。

見開き２ページで１場面が展開されてい
る。文字盤の作られ方や長針と短針の
役割などを解説しながら物語が進行して
いる。

本文は１２ポイントのゴシック体である。
パステル調の淡い色彩で、イラストが分
かりやすく親しみやすい。
時計の文字盤に注目できるよう配色が
工夫されている。

製本は糸ととじである。表紙の紙は硬
く。紙質は厚いため十分な耐久性があ
る。

かずと計算は１年生から２年生にかけて
の内容が理解できるようになってきた
が、まだ時計の読みができていない児
童である。親しみやすいイラストを使い、
時計の仕組みや読み方の理解を深める
ことができると考えられる。

算数 ◎ ひとりだちするための算数・数学 日本教育研究出版

子どもたちが学校を卒業した後、実生活
において必要な算数・数学の項目（重さ
や長さ、グラフ、時間など）が書き込み式
で学習できるようになっている。

実生活において必要な項目（重さや長
さ、グラフ、時間など）にしぼって学習で
きるようになっている。

実生活を身近に想像できるようなイラス
トが描かれていて、興味のもてる設定に
なっている。漢字にはフリガナがふって
あり、答えを書く欄も大きくて書きやす
い。

紙質は適当である。大きさも持ちやすく
扱いやすい。

日常的に使われている「単位」「図形」
「時間」等の概念が混乱しやすい児童に
とって、生活場面に合わせた題材で視
覚的に捉えやすくなっている。
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理科
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑

ちきゅう
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。

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

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

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

天気や地球の事象などについて写真や
絵で掲載しているので、児童が見やすく
興味を引きやすい。巻末に索引が載っ
ているため、調べ学習に用いたり、図鑑
等の使い方の指導も行うことができる。
視覚優位の児童が、図や絵から地球の
仕組みを理解し、興味を広げることに適
している。

理科
ふしぎをためすかがく図鑑

かがくあそび
フレーベル館

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

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

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

表紙は厚紙で、コーティングされている。

頁の下に安全面での配慮事項を記載し
ている。自分で自然観察ができるように
具体的なノートの取り方を紹介している
ため、興味の幅が狭い児童が、自主的
に学習や研究するきっかけになることが
期待できる。

理科 小学館の図鑑NEO　飼育と観察 小学館

虫、水生生物、鳥、小動物の飼育や観
察方法、植物の栽培や観察の方法を、
写真、イラスト、解説文で詳しく記載され
ている。

虫、水生生物、鳥、小動物、植物の飼育
野菜倍の方法を種類ごとに１～４項で説
明している。

ほとんどの項がカラーで見やすい。 耐久性がある。

文字を読むのが苦手な児童でも、写真
やイラストが多く掲載されていることで内
容を理解しやすくなっている。季節、動
植物種を問わず、一年間使用できる。

理科 虫たちのふしぎ 福音館書店

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

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

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

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

写真が大きく、児童の興味を引き、虫の
身体のつくりや生態について学習するこ
とができる。索引が見やすく、調べ学習
にも適している。視覚優位の児童が、絵
から虫に興味を抱き、調べ学習に取り組
むことが期待できる。

理科 科学シリーズ 　野の草花 福音館書店 道端の草花を紹介している。
道端に咲いている草花を季節ごとに分
類されている。

絵が効果的に描かれている。 表紙は厚く、耐久性がある。

実際に調査するときに活用できる。植物
の説明が簡潔で、春夏秋冬ごとに載っ
ているため、情報を整理することが苦手
な児童も、調べ学習の導入として扱うこ
とができる。

令和2年度（2020年度）八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）
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音楽 うたのパレット 偕成社
動物や食べ物、生活を歌った10人の作
詞者による曲を20曲紹介している。

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

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

表紙、紙質、装丁ともしっかりし ており、
十分に耐久性がある。

伴奏譜付きで20曲紹介されてい る。 歌
詞に振り仮名は示されていな い。 曲
は、児童・生徒の興味を引く内容であ
る。 指導者が音楽の学習で活用するこ
とができる。

音楽 うたえほん グランまま社
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。

表紙が厚紙で、装丁はしっかりしてい
る。中紙も厚めの紙で耐久性がある。

楽しく歌を歌えて、季節感もある教材。
普段から、家庭などで慣れ親しんでいる
曲が中心となっている。ため、児童の気
持ちを向けるのに適している。

音楽 うたえほんⅡ グランまま社
低学年から中学年の児童が親しん でい
る曲が、28曲紹介されている

見開き２頁で、左頁に歌詞と楽譜、右頁
に挿絵で紹介されている曲が20曲、１頁
に歌詞、楽譜、挿絵で紹介されている曲
が８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、低学年向きの描 き方で
ある

表紙が厚紙で、装丁はしっかりしてい
る。中紙も厚めの紙で耐久性がある。

楽しく歌を歌えて、季節感もある教材。
普段から、家庭などで慣れ親しんでいる
曲が中心となっている。ため、児童の気
持ちを向けるのに適している。

音楽 うたえほんⅢ 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。

見開き２頁で、左側の頁に歌詞と楽譜、
右側の頁に挿絵の構成を基本としてい
る。目次がある。水彩画風の挿絵が全
頁に描かれている。

本文の文字の大きさは９ポイントであ
る。楽譜についている歌詞は、 7.5ポイ
ントである。 漢字には振り仮名が付いて
いる。 　全頁カラー印刷である。 水彩画
で、曲の印象に合わせたイラストや情景
が描かれている。

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

児童の実態に応じて楽譜に付いている
歌詞の文字の大きさを変えるとより歌い
やすくなる。

音楽 やさしいこどものうたとあそび ドレミ楽譜出版社
児童・生徒になじみ深い「うたあ そび」
「生活あそびうた」「行事の うた」「わらべ
うた」「季節のう た」が紹介されている。

「こどものうた」は、月ごとに紹介され、
月の行事や季節感に合った選曲がしや
すいよう構成されている。

楽譜の他に、歌詞のみが表記されて
いる。 「えかきうた」「わらべう
た」では、楽譜の他に、絵の描き方
や遊び方が挿絵で示してある。 目次
は大きく見やすい。 また、索引があ
り、容易に曲を探せるようになって
いる。

耐久性がある。

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。理解に
時間を要する児童にとっても、ある程度
曲を知っている状態から学習を始めるこ
とができて有効である。

音楽 改定　新版　どうよう絵本① 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、平仮名表記であるが、片仮名
には平仮名が振ってある。楽譜は主旋
律のみである。コ－ドが併記されてい
る。巻末にコ－ド表がある。

表紙は厚く装丁はしっかりしてい る。

児童・生徒にとってなじみの深い童謡を
取り上げ、挿絵も歌詞の内容を想起でき
るので、児童・生徒の興味・関心を引き
やすい。

音楽 ◎ うたとピアノの絵本 音楽之友社
簡単なメロディを右手だけで弾くように
絵と音符で構成されている。

日本語の言葉にあった旋律が大きい音
符と親しみやすい絵で、子どもたちに分
かりやすく書かれている。
ドからソまでの音でメロディが作られて
いるので鍵盤楽器の導入に適している。

うたと音符と絵が一つになって、覚えや
すい。１ページに２小節が表記され、一
つの歌になっている。カラーである。

柔らかい表紙で、横長の仕様である。

右手だけでさまざまな曲を弾くことがで
きるため、目と手の協応に課題のある児
童が楽しんで鍵盤ハーモニカの練習が
できる。

音楽 ◎ 音楽科の教科書小学校低学年～高学年 山と渓谷社

小学校の音楽科の授業で習う内容を、
幅広く説明している。学習指導要領での
位置付けや、それぞれの学習内容を理
解するためのコツも解説されている。

低学年編・中学年編・高学年編・応用編
に分けて紹介されており、わらべ歌、ボ
ディパーカッション等から楽譜の読み
方、様々な楽器の演奏法、鑑賞等につ
いて、幅広く説明されている。

見開き２頁で１つの内容が紹介されてお
り、写真やイラストを多く掲載している。
楽器の演奏法などは、図やイラストを活
用して細かいステップに分けて解説され
ている。

紙質は薄く、柔らかい。表紙は柔らかい
紙であり、のりとじで製本してある。

合唱やリズム奏などに楽しんで取り組む
ことができるが、楽器の演奏や鑑賞へ
の取り組みに苦手意識がある児童に対
して、写真やイラストを活用しながら学
習をすすめるのに適している。

令和2年度（2020年度）八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）
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図画工作
ノージーのひらめき工房レッツ！ひらめき工作

ブック
ＮＨＫ出版

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

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

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

カラーで変形Ａ４版、５６ページである。
扱いやすい紙質である。

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

図画工作 あそびの絵本⑥　　　ねんどあそび 岩崎書店
粘土の基本的な扱い方と、飾るもの、実
用できるもの、音の鳴るもの等のつくり
方が、簡潔に説明されている。

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

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

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

挿絵が大胆で児童が興味を示しやすく
なっている。細部の細工よりも、大きく造
形性を捉えており、伸び伸びとした活動
ができる。各作品の基本色が、自然な
形で変化させてあり見やすい。粘土で感
覚遊びや形を作る楽しさを知ってほし
い。

図画工作 あそびの絵本⑦　クレヨンあそび 岩崎書店

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

はじめにクレヨンの基本的な使い方を示
している。頁が進むにつれて、技法等が
組み合わされていく。一項目が見開きで
示されている。

13の項目のねらいが明確に簡潔な 文
章で示されている。 説明文は、全て平
仮名で書かれ理解しやすいが、文字が
小さい。 各項目のねらいが、偶数頁の
右側にあり、探しやすい。

厚手の表装で耐久性がある。各頁の余
白も十分にある。
子どもが手に取り見やすい大きさであ
る。

児童・生徒が興味を示し、すぐにでも
やってみたいと思う内容である。 クレヨ
ンの発色が実際の色や材質に近く、イラ
ストやカットの数も、 必要最小限に抑え
られている。クレヨンにいろいろな使い方
があることが分かり、クレヨンで楽しもう
という気持ちを醸成するのに有効であ
る。

図画工作
あそびの絵本⑰
絵の具あそび

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

絵の具を使った簡単な表現方法が 各項
目に示されており、項目ごとに 用具等
の活用も変化を付けている。 基本的な
扱い方が押さえられてい る。

全てカラーで表示されており、色のにじ
み、かすれ、混ざった感じな どが分かり
やすい。 挿絵も楽しい絵で、最小限に
抑え られている。 四角に近い形で、大
きさ、厚さ等も手になじみやすい。

装丁もしっかりとしており、紙質も扱いや
すい。 項目の見出しも見やすくなってい
る。

児童・生徒がすぐにやってみたくなるよう
な内容が、子どもの気持ちになった言葉
で書かれている。 遊びの中から美しさ
や、面白さを見付けていく構成になって
いる。

図画工作
かがくのとも傑作集

かみであそぼう　きる・おる
福音館書店

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

紙工作の工程の順に、作品紹介をして
いる。頁数も作品の数も適切である。

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

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

児童が興味をもつ工作が、切る、折ると
いった、易しい作り方で紹介されてい
る。画面構成も、バラエティーに富んで
いて見やすい。実物大の見本があるの
で、拡大や縮小されたものを同じ形と捉
えることが苦手な児童にとって有効であ
る。

図画工作
たのしい工作教室

たのしいこうさくきょうしつ①
さ・え・ら書房

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

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

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

表紙は厚く耐久性があり、本文の紙質も
しっかりしている。

身近な材料を使用し、手軽に作成がで
き、作って遊ぶことができるものも多く含
まれている。好きなことに対するこだわり
が強い児童が、自分の好みを見付けや
すい教材である。

図画工作
たのしい紙こうさく７

紙でつくるカードポスター
小峰書店

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

１作品に付き、１頁で作り方を説明する
構成である。

本文の文字の大きさは、１０ポイントであ
る。

紙質は、やや艶があり、厚みがある。

紙、はさみ、筆記用具など、比較的準備
しやすい道具と材料で作ることができる
作品が紹介されている。好きなことに対
するこだわりが強い児童が、自分の好
みを見付けやすい教材である。

図画工作 たのしい図画工作９　うごくおもちゃ 国土社

身近にある材料を使って、様々な動く玩
具が紹介されている。簡単な作り方の物
が選ばれ、動かして遊ぶ方法も説明さ
れている。一人でも作れそうな玩具ばか
りで、制作意欲を引き出しやすい。

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

文字の大きさは１２ポイントで表記され
ている。漢字に振り仮名が付いている。
全頁カラーである。一つ一つの写真は
大きくて見やすい。
簡潔で、児童が一人で読める。

表紙は厚手でコーティングされており、
耐久性がある。

一つのテーマについて、多様な完成例
が示されているので、児童が自分の好
きなことやこだわりたいことに応じて、創
作意欲を喚起させる内容である。

図画工作 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって 学研プラス
自由に色を決めて、思い思いに絵を
塗っていくことで、１冊の本を完成させ
る。

それぞれのページの絵は、大きく描かれ
ているので塗りやすい。自分のイメージ
で工夫できるように作られている。

絵はかわいいものが多く、様々なシーン
が盛り込まれている。

紙質は塗りやすいものとなっている。

色を塗ることが難しい児童が、興味をも
ちながら塗ることができる教材である。
一つ一つのイラストが大きいため、はみ
出しが少なく塗ることができる。

令和2年度（2020年度）八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）
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図画工作 かんたん、ふしぎ。切り紙ブック 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。

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。

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。

装丁、紙質はしっかりしている。

はさみを楽しく使える工夫がある。目と
手の協応に課題のある児童が手指の巧
緻性を高めることにも効果がある教材で
ある。

図画工作 ◎ 図工科の教科書小学校低学年～高学年 山と渓谷社

小学校の図画工作科の授業で習う内容
を、幅広く説明している。学習指導要領
での位置づけや、それぞれの学習内容
を理解するためのこつも解説されてい
る。

絵画編・工作ねんど編・工作編の３章に
分けて内容が紹介されている。それぞ
れの制作のポイントや用具の使い方な
どが丁寧に解説されている。

見開き２頁で１つの内容が紹介されてお
り、写真やイラストを多く掲載している。
色づくりや様々なものの描き方につい
て、図やイラストを活用して細かいステッ
プに分けて解説されている。

紙質は薄く、柔らかい。表紙は柔らかい
紙であり、のりとじで製本してある。

教材の写真やイラストでの解説が興味・
関心の幅を広げ、様々な学習内容に取
り組むために活用できると考えられる。
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家庭 こどもがつくるたのしいお料理 婦人之友社

卵、肉・魚、野菜、ソース、汁物、ごは
ん・麺類で構成されている。１０歳から１
３歳までの子どもが、実際に作った調理
を中心に編集している。

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

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

表紙はビニールコーティングされてい
る。

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

家庭 新・こどもクッキング
女子栄養大学出版

部
料理の手順から、料理の作り方などを
載せてある。

材料や作り方などすぐに見付けやす
い。

料理は、写真で載っており、調理の仕方
は絵で描かれており、分かりやすい。

薄い紙でできている。

写真を追って工程を確認しながら作
業ができるため、筋道立てて取り組
むことが苦手な児童にとっても分か
りやすく、手順通りに正しく調理が
できる。

家庭
プレＮＥＯＢOOKS  きせつの行事りょうりキッズ
レシピ

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がついている。
楽しいイラストで意味が理解できる。

紙は厚く、表紙も固くて丈夫。

すべてカラーで絵や写真で詳しく描かれ
ておりわかりやすい。日本の文化行事と
合わせて学習を深めることができる。食
べること、作ることが好きな児童の興味
をひきつけるのにとても効果的である。
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小学校

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

保健 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、調味料などに分け、
特徴や体への働きなどの情報とともに
紹介されている。

種類ごとに色分けして分類されている。
ほぼ全頁カラーの写真やイラストで見や
すい。

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

食べ物の働きや、ミニ知識（料理・観
察・、食べ物を取り巻く自然環境につい
て）も、一緒に学ぶことができる。また、
調理実習を行うときに使用する食べ物
が体にどのような働きがあるのかが理
解しやすい。

保健
〔改定新版〕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

の操作法
合同出版

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

全４章で構成され、４５の動きを説明して
いる。

全項、黒１色刷りである。
紙質は薄く、柔らかい。

日常動作や基本的な身体の動かし方に
ついて、正しい例と悪い例を分かりやす
く説明しているため、ボディーイメージの
育っていない児童に対しても、イメージし
やすく、身体の動きについて理解を促す
ことができる。生活場面においても、意
識付けることに有効である。

保健
２１世紀幼稚園百科⑪

からだのふしぎ
小学館

身体部位の名称、消化器・循環器・骨と
筋肉の仕組みや健康な体作りについ
て、写真や模型を提示し、具体的に説明
している。

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

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

紙質が厚く、耐久性がある。

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。視覚優位の児童が、図や絵から
身体の仕組みを理解し、興味を広げるこ
とに適している

保健
かがくのとも傑作集

きゅうきゅうばこ
福音館書店

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

一つの項目について、応急処置を分か
りやすく、見開きで説明している。

文字も大きく読みやすい。 表紙の装丁がしっかりしている。

内容、表現等、児童の興味を引きやす
い。自分のことに正しく対処することが
困難な児童が、図や絵から興味を示し、
自分でやってみるきっかけとなることが
期待できる。

保健
かこさとし　からだの本２

たべもののたび
童心社

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

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

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

表紙はカバー付き、紙質は厚く、耐久性
がある。

絵本の内容が食べ物の消化を理解する
のに最適である。文章や挿絵をヒントに
し、学習を進めることができる。食べ物
の擬人化や比喩的な表現により、食べ
物目線で体の中を旅しているように理解
できて有効である。

保健 からだだいすきえほん（４）  かぜにまけるな！ 学研プラス
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。また健康に対する注意を引
き付けることができるものである。

絵は色使いがきれいで、文字も大きい。
児童に話しかける言葉遣いである。

厚手の表紙、Ａ４変形の大きさ。紙質も
適当である。

自分の体に注意を向け、風邪をひかな
いように大切にすることを学ぶのに適し
ている教材である。

保健 からだのえほん⑦なみだくんありがとう あかね書房

目に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。

公園で遊んでいる子どもの目にゴミが入
り、涙が出たことに始まり、その涙が説
明役として構成されている。

涙の働きが具体的に説明されていて分
かりやすい。 Ｂ５判で装丁もしっかりしている。

会話形式のやさしい文章で展開してい
るため、本に気持ちを向けやすくなって
いる。涙の役割がイラストで分かりやす
く書かれているため言葉だけでの理解
が難しい児童に有効である。

保健
子どもの健康を考える絵本④

からだがすきなたべものなあに？
偕成社

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

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

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

Ｂ５判でまとめられていて、装丁もしっか
りしている。

食品の絵を多く掲載して、児童の興味を
ひきやすい。また、基本的な栄養の知識
を理解させるとともに、栄養的にバラン
スのとれた食生活が大切であることを示
している。栄養素に図や絵から興味を示
し、自分の体に合った食事や健康保持
の方法について考えるきっかけになるこ
とが期待される。

保健
子供の生活⑥

じょうぶなからだになれるよ！
偕成社

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

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

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

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

健康づくりは、日常生活の中で効果的に
できることや、健康の自己診断の方法
や病気、けがへの対処等が、具体的に
書かれている。すべての児童が、例示
から理解を深めたり、絵から自分の身体
について考えるきっかけとしたりすること
が期待できる。

令和2年度（2020年度）八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）



小学校

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

令和2年度（2020年度）八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

保健
知識の絵本３
ひとのからだ

岩﨑書店

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

身体の発達に関して、触れられている。
一年間取り扱うので適量である。

挿絵と文章が中心であるが、内臓や
骨については、レントゲン写真を
使っている。全文、ひらがなでの表
記である。

Ａ４変形判で、装丁はしっかりとし
ている。表紙は厚く、糸でとじられ
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。漢字の読
みに課題のある児童にとって有効で
ある。

保健
どんどんめくってはっけん！

からだのふしぎ
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。

本文の文字の大きさは、１２ポイントで
表記している。全て平仮名と片仮名で表
記している。全頁カラー印刷である。

紙質は厚く、糸がかりで製本しており、
耐久性がある。

絵の仕掛けにより、児童が体に興味を
もって学ぶことができる。表紙を開くとす
ぐにたくさんのしかけがあらわれ、子ど
もの反応がよい。しかけをめくると、くわ
しい情報がきちんと得ることができる。
視覚的優位な児童が体の仕組みを理解
するのに適している。

保健 楽しく遊ぶ学ぶ　げんきの図鑑 小学館

「げんきの図鑑」は、「子どもの身体能力
＋運動能力」「子どもの健康」にターゲッ
トした本である。例えば、ちょっとしたこ
つで効果的に練習し運動ができるように
図説。具体的には逆上がり、かけっこ、
ボール投げ、クロール、飛び箱、なわと
びなどが、できるようになる。

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つき
楽しいイラストで意味が理解できる。

紙は厚く、表紙もかたくでき丈夫で
ある。

全てふりがながふっており、どの児
童にも読みやすい。また、絵や写真
がカラーで載っていることから、児
童から興味をひきつける。げんきに
対する項目も多く、保健に適した本
だと言える。

保健 ◎ 体育科の教科書小学校低学年～高学年 山と渓谷社

小学校の体育の授業で習う内容を、幅
広く説明している。学習指導要領での位
置づけや、それぞれの学習内容を理解
するためのコツも解説されている。

低学年編、中学年編、高学年編などに
分かれており、それぞれの運動の段階
的な練習方法が説明されている。

説明文は９．５ポイントである。全編カ
ラーである。一連の動きを分割した大き
な写真と説明文を掲載し、留意点等を四
角囲みで示している。

紙質は薄く、柔らかい。表紙は柔らかい
紙であり、のりとじで製本してある。

様々な運動に関心があるが、粗大運動
が苦手な児童が多い。本教材は写真や
イラストでの説明が多く、視覚優位の児
童にとって理解を深めるのに適してい
る。
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今年度新たに
調査した本
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製本の仕方や耐久性等
3　　その他

英語 ◎ 楽しく歌える英語のうた 成美堂出版

誰もが耳にしたことのある「英語のうた」
を英語の歌詞、和訳、楽譜、日本語の
歌詞（あるもの）とイラストで紹介してい
る。

29曲収録されている。英語の曲の歌詞
とその意味が分かる。歌の練習がしや
すいように、全曲楽譜つきである。日本
語の歌詞のあるものは収録し、ないもの
は訳してある。歌詞の意味や歌が作ら
れた背景、踊りなども紹介されている。

CDがついていて、イラストが多く見やす
い。興味・関心をもちやすく、分かりやす
い。

耐久性がある。
アルファベットが読めなくても絵で判断で
きるように工夫されている。英語を身近
に感じ、楽しく学ぶことができる。

英語 ◎ ＡＢＣのえほん 金の星社

ＡからＺの順にアルファベットの大文字と
小文字を一文字ずつ示し、その文字で
始まる二つの単語が挿絵とともに示され
ている。

一文字について見開き２頁で構成され、
右側のページにアルファベットの大文字
と小文字、二つの英単語がかかれてい
る。左の頁に二つの単語を組み合わせ
た絵が大きく描かれている。

アルファベットは非常に大きな文字で表
記しており、英単語は２０ポイントの文字
である。アルファベットと英単語の読み
方は片仮名で示している。全頁がカラー
印刷である。

紙質は光沢があり、厚い。表紙はとても
硬く、糸かがりで製本されていて耐久性
がある。

初めてアルファベットに触れる児童が多
く、新しいことには抵抗を示す児童も多
い。本教材は見開き２頁で一つのアル
ファベットという情報量が児童にとって負
担にならず、動物が食べ物を食べる絵
などが多く、児童が親しみながら学習に
取り組むことができると考えられる。

英語 ◎ はじめておぼえるえいごでえじてん 小学館
身近なものの名前を英語と日本語、片
仮名読みで表現した絵本である。英単
語が学習できる。

身近な場面をテーマに沿って見開き２頁
で構成している。単語３３７語が示されて
いる。目次がある。

英単語は教科書対で１９ポイント、日本
語は丸ゴシック体で２４ポイントと８．５ポ
イントである。全編カラーである。単語の
日本語訳と、片仮名での発音表記が付
いている。

紙質はやや厚みと艶がある。表紙は硬
く、糸かがりで製本されており、耐久性
がある。

本教材はネイティブの発音をインター
ネット上で聞くこともでき、関心をもって
英単語を学ぶことができる。日本語が併
記されているので、視覚優位な児童に
とって、既知と未知の言語を関連付けて
覚えやすい。

英語 ◎ 英語のゲーム　文字であそぼう 三省堂

英語の文字を使ったゲームを通して英
語を学ぶ本である。ぬり絵・クロスワード
パズル・絵かきうたなどのゲームやそれ
ぞれのテーマに合った歌などが載ってい
る。

見開き２ページにひとつのテーマが掲載
されている。

カラーのイラストを使っていて分かりや
すい。

紙質、装丁ともにしっかりしている。ＣＤ
がついている。

アルファベットなど基礎的な内容を学ぶ
ことができ、良い。外国語の導入に適し
ている。

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。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。アルファベットを練習する時は、マス
目が大きく使用しやすい。

本文の構成は、１ユニット４頁、全１２ユ
ニットのものである。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。 目次もある。

表記は、教科書体で２６ポイントである。
全頁は、カラーである。例文には、頁の
下部は、単語の部分に日本語訳が付い
ている。
はっきりとした色調の絵が、見やすい。

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。

英語を初めて学ぶ児童にはアルファ
ベットの数や大きさが最適な教材であ
る。視写で書きやすい大きさになってい
る。また、前頁がカラー印刷でとても見
やすい作りである。

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、見るから発
音させるの流れで活用できる。

英語 ◎ ことばのえほんＡＢＣ あかね書房

ＡからＺで始まる単語が、アルファベット
順にカラフルなイラストを交えて紹介さ
れている絵本である。表紙裏には、アル
ファベット表、巻末には、体の名称、家
族、四季、月と曜日の英単語が紹介さ
れている。また、表紙裏に色と数字が紹
介されている。

アルファベット１文字～２文字の内容に
ついて、見開き２頁で構成されている。

見出しのアルファベットは160ポイントで
大きく表記されている。読み方は片仮名
の黒字、強く発音する部分は太字、言葉
の意味は平仮名の青字で表記されてい
る。絵は優しい筆遣いで大きく描かれて
いる。

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

初歩的な英語を学ぶ児童の英語への関
心を高め、アルファベットや英単語に親
しむ素地をつくるために活用できる。ア
ルファベットの順が視覚的に分かるよう
に工夫されていて辞書の引き方にも応
用できる。

令和2年度（2020年度）八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）
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道徳
４・５・６さいのきもちをつたえる

ことばのえほん
講談社

１日の生活の中で使う挨拶や、相手に
気持ちを伝える言葉について、説明や
物語を絵と文で示してある。

全３章において、見開き２頁で、１６事例
を紹介している。目次と索引がある。

本文の文字の大きさは、１７ポイントで
表記している。平仮名と片仮名で表記
し、片仮名には振り仮名が付いている。
全頁カラー印刷で、説明や物語によっ
て、イラストの作風が異なる。

表紙はとても硬く、糸かがりで製本して
いるため、耐久性がある。

「自分の気持ちを言葉で相手に伝えるこ
と」をテーマとした内容である。礼儀を中
心に、親切さや思いやり、友情などにつ
いて学ぶことができる。場面に応じて正
しく言葉を使うことに課題がある児童
に、イラストで例示しながら指導すること
ができる。

道徳
おひさまセレクション

勇気をくれるおはなし16話
小学館

友情、家族、勇気、希望等をテーマに、
１６話の物語が集録された絵本である。
それぞれの話で作者が異なるため、バ
ラエティーに富んだ内容になっている。
外国の民話やイソップ物語も集録されて
いる。

全１６話で、１話を４頁から８頁で構成し
ている。文字数は、最も多い頁で１９３文
字である。

本文の文字の大きさは、１２ポイントから
１４ポイントで表記している。全て平仮名
で表記している。全頁カラー印刷で、１
話ごとにイラストの作者が異なるため、
絵の色彩や描き方が異なっている。

表紙はやや厚く、のりとじで製本してい
る。

物語によって、テーマが異なるため、友
情や思いやり、生命の尊さなど、様々な
内容について、学習することができる。
文章を読むことに慣れてきた児童が、お
話を通して各テーマについて考えること
ができる。

道徳 たいせつなこと フレーベル館

植物や食べ物、道具、自然など、身近な
物や事象について、それぞれの特徴や
様子、役割を説明し、ありのままの姿の
良さや自己を肯定することへの気付きを
促す内容である。

見開き２頁を１場面として、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。

本文の文字の大きさは、１２ポイントで
表記されている。文字は全て平仮名で
表記され、分かち書きである。全頁カ
ラー印刷である。

表紙は硬く、のりとじで製本されてる。

文章を読むことに慣れてきた児童が物
語を通して、自己を見つめ、自己の特徴
に気付き、個性を大切にすることについ
て学習することができる。

道徳
ノンタンあそぼうよ（１）  ノンタンぶらんこのせて

偕成社
主人公ノンタンを中心に問題が起き、解
決していくストーリー構成である。「親切」
「思いやり」について考える内容である。

１つの文章が短くまとまっている。
挿絵も親しみやすく、児童が日常の生活
を振り返りやすい内容になっている。

耐久性がある。
ブランコという身近な話題のために児童
が興味をもちやすい。みんなで仲良く遊
ぶ方法が描かれて終わることも良い。

道徳
こどもマナーとけいご絵じてん

三省堂
身の回りのマナーや敬語の使い方をイ
ラストで分かりやすく学ぶことができる。

あいさつから始まり、学校生活などの児
童の身の回りの生活に密着した内容構
成になっている

イラストで、分かりやすく書かれており、
フリガナもふってあり、見やすく、読みや
すい。

固い紙で作られており、耐久性がある。

日常の生活での言葉遣いや特定の場
面での話し方など、実際に、その場面に
遭遇することがないとできないこともイラ
ストを見ながら理解することができる。項
目も多いので支援学級の児童には分か
りやすい。

道徳 子どもの生活（３）  マナーをきちんとおぼえよう！ 偕成社

食事のマナー、トイレの使い方、電話の
掛け方など、日常生活の中で指導する。
基本的な生活習慣の内容を示してい
る。

食事のマナー、手足の洗い方、話の聞
き方などが１項目ずつ見開きになってい
る。

正しい方法が図解されており絵には説
明がついている。

紙質は適当である。装丁もしっかりして
いる。

言葉だけでは理解が難しい児童が、体
験と結び付けながら捉えることで、日常
的、基本的な生活習慣の形成に役立つ
教材である。

道徳 もりのともだち 冨山房

隣同士で家を作ったうさぎときつねで
あったが、ある時、きつねがうさぎの家
を奪ってしまう。困って泣いているうさぎ
のために、森の動物たちがうさぎの家を
取り返そうと奮闘する物語である。

見開き２頁を１場面として、１５場面で構
成されている。

本文の文字の大きさは、１１ポイントで
ほぼ平仮名で表記している。

表紙は硬く、のりとじで製本している。

文章を読むことに慣れてきた児童が物
語を通して物語を通して、善悪の判断や
正義、友情について学習することができ
る。

道徳
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～ 旺文社

人との関わりをよくするためには、
まず自分のことを知り、自分を好き
になることが大切であるということ
について、漫画やイラストで説明し
ている。

全５章において、１９事例を紹介し
ている。見開き２頁を１事例とし、
一つの事柄について、漫画で説明し
た後、その内容に対する対処方法
や、別の事例などを紹介する構成に
なっている。

文字の大きさは６．５ポイントから
１２ポイントで表記され、漢字には
振り仮名がついている。全頁カラー
印刷である。

表紙はやや硬い紙でのりとじで製本
している。

対人関係に課題がある児童が、日常
生活における友だちとの様々な場面
について、相手の気持ちの理解や
困ったときの対処法などを学習する
ことができる。

道徳
学校では教えてくれない大切なこと⑥

友だち関係～気持ちの伝え方～ 旺文社

友だち関係における、状況に応じた気持
ちの理解やふさわしい気持ちの伝え方
について、漫画やイラストで説明してい
る。

頁によって、文字の量に違いがあるが、
最大で１行２１文字、２１行である。

漢字には振り仮名が付いている。全頁
カラー印刷である。

表紙はやや硬い紙で、のりとじで製本し
ている。

日常生活における友だちとの様々な場
面が想定されており、相手の気持ちの
理解や困ったときの対処法などを学習
することができる。
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道徳
12ヶ月の親子で楽しむ和の行事 日東書院

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ている。行事に
関連する内容が集められ、分かりやす
い。

大きな文字ですべてふりがな付きであ
る。写真、イラストが全頁にある。

表紙はハードカバーで耐久性がある。
製本・装丁はしっかりしている。AB版128
ページとなっている

その時期のニュースと関連させながら学
習を進めたり、家庭の協力を得て実際
に体験したりするのに適している。時事
問題に関心やこだわりの強い児童への
指導に効果的である。

道徳
イラスト版　気持ちの伝え方　コミュニケーション

に自信がつく　４４のトレーニング
合同出版

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

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

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

紙質は薄く、表紙は柔らかい。のりとじ
で製本してある。

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

道徳
子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマ

ナー
偕成社

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

日常生活を１６の項目に整理して、基本
的なマナーについて学べるように構成さ
れている。各項目は、１頁か見開きの２
頁で説明している。全体の分量は３１頁
で適当である。

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

防水性のある表紙で、各頁の紙質は厚
く、装丁もしっかりしている。

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

道徳 ◎ あおくんときいろちゃん 至光社
青と黄色が重なって、全く違った緑にな
るというテーマが、人と人との心の交流
や共感をして考えられる絵本である。

１ページの中に丸を主人公と見立て
様々な場面を描いている。文字は下の
方にすべて配置されていて、絵がメイン
になっている。

表記はすべて明朝体のひらがなで、分
かち書きをしている。

ハードカバーの上に紙の表紙が付いて
いる。縦横約２１㎝で、児童には扱いや
すい絵本である。

友だち関係を上手くつくることができない
児童にとって、丸で表された主人公に心
を寄せて、共感や楽しい思い出が温か
い気持ちになることを一緒に考える学習
に適している。

道徳 ◎ 気持ちの本 童話館出版

うれしい気持ちや悲しい気持ちを大切に
することや、気持ちを表す言葉、気持ち
を人に伝える方法や人の気持ちを聞く
方法などについて具体的に示されてお
り、読みながら自分に置き換えて考えら
れるような内容となっている。

見開き２頁で１つの内容について扱われ
ており、色々な気持ちを伝える方法や人
の気持ちを聞く方法について、具体的に
どうすれば良いのか例を挙げつつ、自
分だったらどんな方法が良いか考えら
れるような構成になっている。

全頁カラーで、小学生が描いたイラスト
がふんだんに使われており、気持ちをイ
メージしやすい工夫がされている。サイ
ズは縦２４ｃｍ、横２０ｃｍで、児童が扱
いやすい大きさである。

表紙は厚紙で丈夫である。製本はしっ
かりしている。

感じたことや思ったことを上手く言葉に
できず、そのことで他者との関わりが上
手くいかなかったり、自分の意見をはっ
きりと言えない児童にとって、本教材を
活用した学習を通して、気持ちを上手に
人に伝える力を伸ばすことができると考
えられる。
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生活
坂本廣子のひとりでクッキング（1）　朝ごはんつ

くろう
偕成社

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

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

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

装丁はしっかりしている。紙質は厚く扱
いやすい。

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

生活
坂本廣子のひとりでクッキング（２）　　昼ご飯を

作ろう
偕成社 手早く作れるメニューが紹介されいる。

２５種類の調理が掲載されている。炒め
物など基本的な作り方が学べる。

イラストが多く見やすい。 耐久性がある。

はじめて台所に立つ子どもたちに料理
の基本と、食事の作り方をやさしく紹介
している。イラストが多く視覚優位な児童
の指導に適している。

生活 ひろってうれしい知ってたのしいどんぐりノート 文化出版局
身近などんぐり及び葉や木の特徴など
がが写真・イラスト・文章で表されてい
る。

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

全編カラーで実物に即した色合いになっ
ている。

装丁、製本ともしっかりしており、丈夫で
ある。

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

生活 ２０２シリーズ　　　たべもの２０２ ひかりのくに
２０２種類の食べ物の名前と五十音の平
仮名、片仮名、書き順、クイズなどを絵
と文で示している。

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

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

表紙は固く、紙質も厚く、装丁もしっかり
している。

２０２種類の食べ物は、家庭の食卓や給
食でよく出されるものであり、児童が親
しみやすい。食べ物のカラー写真が鮮
やかで、興味の幅が狭い児童も楽しく意
欲的に学習を進めるのに効果的であ
る。

生活 こどものとも絵本　おおきなかぶ 福音館書店
大きく育って抜けないかぶを、みんなで
協力して抜くまでの様子を、リズム感あ
ふれる表現で描いた作品である。

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

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

装丁はしっかりしており、耐久性があ
る。

単純な動作の繰り返しで、音読や身体
表現を伴う学習に適している。次第に登
場人物が増え、展開を創造する喜びを
味わわせる上で効果的である。「かぶを
ひっぱって」が「うんとこしょ」につながっ
ていて良い。動作化しても楽しめる。

生活
アンパンマンのおはなしでてこい５　アンパンマ

ンとはみがきやま
フレーベル館

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

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

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

表紙は丈夫で、装丁もしっかりしてい
る。小型で軽く、扱いやすい。

虫歯菌が怖いこと、歯磨きの大切なこと
を、児童に馴染みのあるキャラクターを
通して楽しく表現している。簡単なストー
リーなので、繰り返し読み聞かせて、楽
しく歯磨き指導ができる。楽しく読むこと
で結果的に歯磨きの大切さが分かる。

生活
いちばんわかりやすい

小学生のための学習世界地図帳
成美堂出版

世界各地の地理、見どころ、産物などの
特色を地図とともに紹介している。

全項目について見開き２ページで世界
各地の特色を示す構成になっている。

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

しっかりした装丁で、表紙、紙質ともに丈
夫で耐久性がある。

写真が豊富で理解の助けになる。世界
の国々かるたがついており、楽しく学習
を進めることができる。漢字に振り仮名
が付いていることで抵抗なく読むことが
できる。

生活
いちばんわかりやすい

小学生のための学習日本地図帳
成美堂出版

日本を七つの地域に分け、それぞ れの
地域の地形や産業、各都道府県 の特
色を、写真やイラスト、解説文 で説明し
ている。

「九州」「中国・四国」「近畿」 「中部」「関
東」「東北」「北海道」で章立てされてい
る。各章が 「衛星写真」「地図」「各都道
府県 の特色」「産業」の四つのテーマで
構成されている。

全頁カラーである。 解説文の字の大き
さは８ポイントであり、地名や解説文の
漢字には全て振り仮名が振ってある。
都道府県や産業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」
「日本の地方分け」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。 集中の持続が難しい児童にとっ
て、かるたを楽しみながら理解が深まる
効果がある。

生活
イラスト版　気持ちの伝え方　コミュニケーション

に自信がつく　４４のトレーニング
合同出版

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

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

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

紙質は薄く、表紙は柔らかい。のりとじ
で製本してある。

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

令和2年度（2020年度）八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）
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令和2年度（2020年度）八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

生活

イラスト版
子どものソーシャルスキル

友だち関係に勇気と自信がつく
４２のメソッド

合同出版

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

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

見出しは３６ポイントで、主要な文字は１
０ポイントで表記されている。全頁に状
況を図示する挿絵がある。全頁黒一色
印刷である。

紙質は薄く、表紙は柔らかい。のりとじ
で製本してある。

各状況の対処について「身につけたい
ソーシャルスキル」として、示されてい
る。具体的なポイントについて示した分
かりやすい挿絵と、詳細の手順を示した
説明が付いているので実際に活用しや
すい。困りごとの解決方法が分かり役立
つ。

生活
かいかたそだてかたずかん④
やさいのうえかたそだてかた

岩崎書店

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

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

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

表紙は厚く、紙質も適当で装丁はしっか
りしている。

適度に写実的な挿絵によって、野菜が
植えられ育つ様子が児童にとってイメー
ジしやすく野菜作りへの興味・関心を高
める内容である。説明も詳しすぎず、適
度で扱いやすい。学級園で育てたい野
菜が網羅されていて、分からなくて困る
ときに役に立つ。

生活
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 福音館書店

おばあちゃんが、枯れ葉を集めてたき火
を起こし、子どもたちと一緒に、いもやリ
ンゴ、お菓子などを焼いたり、いもからお
菓子を作ったり していく内容の絵本であ
る。

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

文章は、平仮名と片仮名で表記され、短
く平易である。 文字は、文章が12ポイン
ト、吹き出しが10ポイントである。 絵は、
子供たちやおばあちゃんの表情があた
たかく楽しく描かれ、晩秋の風景が分か
りやすく表現されてい る。

大きさはＡ４変形で、表紙は厚く 丈夫で
ある。 紙質も良く、装丁もしっかりして
いる。

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

生活 からだのえほん２　すっきりうんち あかね書房

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

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

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

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

両側折り込みの頁があり、低学年の児
童と等身大に近い大きさで胃や腸など
の絵が描かれている。その中に食べ物
が消化されていく様子が分りやすく描か
れ、体の仕組みや消化についてイメージ
をもてるようになっている。体のことを楽
しく学ぶことができる。

生活 こどもがつくるたのしいお料理 婦人之友社

卵、肉・魚、野菜、ソース、汁物、ごは
ん・麺類で構成されている。１０歳から１
３歳の子どもが、実際に作った調理を中
心に編集している。

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

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

表紙はビニールコーティングされてい
る。

実際に子どもが調理した献立で構成さ
れており、子どもが気が付いたり工夫し
たりしたポイントが示されているため、見
通しがないと不安を覚える児童が見通し
をもって取り組むことに適している。

生活 こどものずかんＭｉｏ１０  たべもの ひかりのくに
ごはん、パン、たまご、牛乳、砂糖、大豆
など、児童の身近な食品を幅広く紹介し
ている。

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

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

表紙、紙質ともに丈夫で耐久性がある。

パノラマワイドの頁や、パズル、クイズの
頁などもあり、集中の持続が難しい児童
にとっても、気持ちを切り替え、楽しく読
めるよう工夫されている。

生活 こどものずかんＭｉｏ１２  きせつとしぜん ひかりのくに
季節ごとに野や山、水辺にいる生き物た
ちを項目ごとに紹介している。

各項目について、見開き２頁の構成に
全体を冬、春、夏、秋の順で配列し、季
節の変化を示している。

平仮名、片仮名表記で、漢字には振り
仮名が付いている。

表紙、紙質ともに丈夫で耐久性がある。

子どもや動物などのイラストを使用し
て、文字よりもイラストが目に入りやすい
児童、自然への関心が高い児童の興味
を引きやすい工夫がなされている。

生活 こどもマナーとけいご絵じてん 三省堂
家庭・学校・公共の場などの場面でのマ
ナーと敬語について、イラストと文章で
解説している。

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

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

表紙はやや硬い紙である。製本はのり
とじである。耐久性がある。

章末ごとに発展的な学習をできる頁が
ある。イラストが豊富に使われており、
児童がイメージしやすい内容である。校
外学習の事前学習時に有効に活用がで
きる。

生活 シリーズ生活を学ぶ①　つくって食べよう 福村出版
３６種類の身近な料理の作り方と、料理
をするのに必要な知識が、簡単な文章
と絵で説明してある。

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

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

表紙は厚くて丈夫である。紙質、装丁と
もしっかりしている。

日常的によくある３６種類の料理の作り
方が、簡単な絵と文章で分かりやすく解
説されている。学校や家庭での調理の
時間に、実際に使える内容になってい
る。
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生活 シリーズ生活を学ぶ⑤　遠くへ行きたいな 福村出版

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

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

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

表紙は固くて丈夫である。装丁もしっか
りしている。

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

生活 せかいちず絵本
戸田デザイン研究

室

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

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

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

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

観光案内図のような地方の簡略な絵地
図の上に、国々の名前と山・河川・特産
物の挿絵がある。後半は、山の高さ比
べや交通網を簡略な絵で説明してある。
地域ごとに見開きでまとめられているた
め、全体を捉えるのに適している。

生活 ドラえもんちずかん１  にっぽんちず 小学館
日本の各地方や各県の名産品や季節
の様子などが紹介されている。

見開き2ページで1場面となっている。 すべて平仮名で読みやすい。 紙が厚めで丈夫に作られている。

イラストと写真が満載の日本地図絵本
である。ドラえもんのキャラクターと一緒
に日本の各地方をめぐりながら、都道府
県名、地名、人々の暮らし、名所などを
学ぶことができる。視覚優位な児童の指
導に適している。

生活 にっぽんちず絵本
戸田デザイン研究

室

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

初め、日本が世界の国々の中の一つで
あることが示され、次に国土、各地方と
統一的に構成されている。一地方が見
開き２頁に収まっている。目次はない。

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

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

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

生活 ねずみさんのながいパン こぐま社

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

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

文字は、２０ポイントで、平仮名と片仮名
で表記してある。短く平易な文章が分か
ち書きで表記され、分かりやすい。絵
は、温かく分かりやすい色合いで、動物
たちの表情も優しい。文字が濃くはっき
りとして読みやすい。絵が黒で縁取りさ
れていて、輪郭がはっきりしている。

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

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

生活 はじめてのキッチン  小学生からおとなまで 文化出版局

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

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

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

表紙はコーティングされている。

初めて料理本を見て料理を作る児童に
とっては、写真を多用しており、料理の
手順（作り方）を理解するのに分かりや
すい。初めて作る料理に対する意欲も
高まる。

生活
ピーマン村の絵本たち

さつまのおいも
童心社

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

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

さつまいもの土の中の生活、子どもたち
との綱引き、焼き芋作りなどの内容ごと
に色調を統一してあり、話の流れが分
かりやすい。文字が全部平仮名ではっ
きりとして読みやすい。文が簡潔。

紙質は適当である、装丁もしっかりして
いる。

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

生活
ひとりでできるもん！４うれしいごはん、パン、め

ん料理
金の星社

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

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

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

防水性のある表紙で、各頁の紙質は厚
い。装丁もしっかりしている。

児童に親しみのある、ごはん、パン、麺
を使った料理の写真がカラーで大きく掲
載され、児童の興味・関心を高める内容
となっている。簡単な文や記号が理解で
きれば、調理の基本的な学習ができる
ため、知的に課題が大きな児童に活用
できる。

生活
ふしぎをためすかがく図鑑

  かがくあそび
フレーベル館

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

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

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

表紙は厚紙で、コーテングされている。

実験方法など具体的に表記され、注意
事項も記載されているため、注意の持
続が難しい児童が、適宜注意点を確認
をしながら実験を行うことができる。
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生活
ふしぎをためすかがく図鑑

  しぜんあそび フレーベル館

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

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

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

表紙は厚紙で、コーティングされている。

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

生活
フレーベル館の図鑑ナチュラ

ふしぎをためす図鑑（２）しぜんあそび
フレーベル館

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

７章で章立てされており、遊び、工作、観
察のテーマが、見開き２～８頁で構成さ
れている。巻頭に使い方を説明した頁が
ある。

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

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

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

生活
フレーベル館の図鑑ナチュラ

ふしぎをためす図鑑（４）いきもののしいく
フレーベル館

昆虫、水の生きもの、動物、鳥の育て方
をカテゴリーごとに紹介している。

見開き１頁または２頁で1つの生き物に
ついて解説している。

大きなイラストや写真で、分かりやすく飼
い方の説明が書かれている。漢字には
フリガナがふってある。

表紙、紙質ともに厚く、耐久性がある。

昆虫、水の生きもの、動物、鳥の育て方
が写真やイラストで分かりやすく紹介さ
れている。実際の育て方についてイメー
ジをもてるようになっている。生きものの
ことを楽しく学ぶことができる。

生活
フレーベル館の図鑑ナチュラ  はるなつあきふ

ゆ
フレーベル館

日本の四季を自然、行事、食べ物など
の観点から説明している。写真やイラス
トをのせて四季の様子を分かりやすく説
明している。

全項目について見開き２ページの構成
になっている。

文字の大きさは１２ポイントで表記され
ている。難しい言葉は平仮名で書かれ
ており、漢字には振り仮名が付いてい
る。全ページカラーである。

厚手の装丁で、表紙、紙質ともに丈夫で
耐久性がある。

内容を理解しやすくするために、図解や
イラストが豊富に使われている。季節の
総合的な学習に適している。

生活 ぼくとわたしのせいかつえほん グランまま社
児童の身近にある物１８８種類がその名
前と絵で簡潔に示されている。

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

絵は淡い色彩で描かれ、親しみやす
い。平仮名と片仮名で示されている。

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

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

生活 みぢかなかがくシリーズ  町たんけん 福音館書店
町で働く人の様子がわかるが、ひと昔前
の町なみである。

見開き２頁を１場面としている。 文字が小さい。 表紙が厚くしっかりしている。

イラストが見開きで１場面と大きく見やす
いので、児童の興味を引きやすくなって
いる。読み書きが苦手な児童にも、まち
のようすを学習するうえで、有効に活用
することができる。

生活
やさしいからだのえほん①からだのなかはどう

なっているの？
金の星社

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

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

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

紙質は適当であり、大きな判で、厚い表
紙の丈夫な装丁になっている。

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

生活
やさしいからだのえほん④むしばはどうしてでき

るの？
金の星社

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

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

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

紙質が適当であり、大きな判で、厚い表
紙の丈夫な装丁になっている。

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

生活
挨拶絵本

ブロンズ新社

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

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

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

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

イラストが親しみやすく描かれている。
生活の様々な場面でどんな言葉を使え
ばよいのか分かりやすい絵と具体的な
言葉で書かれているので多くの場で活
用できる。言葉だけで伝えることが難し
い児童にも有効である。
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生活 家庭科の教科書小学校低学年～高学年 山と渓谷社

家庭科の授業で習う衣食住の基礎的内
容を、写真やイラストを活用して手順を
簡潔に示している。学習指導要領での
位置付け、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１
２項目で、内容が説明されている。ほと
んどの項目が見開きで完結する構成に
なっている。

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

紙質は薄く、柔らかい。表紙は柔らかい
紙であり、のりとじで製本してある。

料理や裁縫などに関心があり楽しんで
活動に取り組むことができるが、身の回
りのことを自分でする力が十分ではない
児童である。本教材は、衣食住全ての
分野について取り扱われており、写真や
イラストを活用しながら学習をすすめる
のに適している。

生活 絵本図鑑シリーズ⑧やさいのずかん 岩崎書店

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

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

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

大きな判で、丈夫な装丁になっている。

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

生活
子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマ

ナー
偕成社

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

日常生活を１６の項目に整理して、基本
的なマナーについて学べるように構成さ
れている。各項目は、１頁か見開きの２
頁で説明している。全体の分量は３１頁
で適当である。

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

防水性のある表紙で、各頁の紙質は厚
く、装丁もしっかりしている。

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

生活 子どものマナー図鑑（２）　食事のマナー 偕成社

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

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

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

防水性のある表紙で、各頁の紙質は厚
く、装丁もしっかりしている。

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

生活
子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマ

ナー
偕成社

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

外出先や利用交通機関等を２０の項目
に整理して、基本的な外出時のマナー
について学べるように構成している。各
項目は、１ページか見開きの２ページで
説明している。全体の分量は３１ページ
で適当である。

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

防水性のある表紙で、各頁の紙質は厚
く、装丁もしっかりしている。

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

生活 子どものマナー図鑑（４）　おつきあいのマナー 偕成社
暮らしの中で接する家族・学校・地域な
どの人とのマナーについて具体的に示
している。

１９の項目を掲載してある。１つの項目
について見開き２頁で説明している。

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

紙質はやや艶がある。表紙は硬く、糸か
がりで製本してあり、耐久性がある

社会のマナーやルールを学習する教材
としても活用できる。

生活 子どものマナー図鑑（５）１２か月・行事のマナー 偕成社

お正月・夏休み・運動会など、学校や家
庭でのふるまい方や人との接し方が、具
体的な場面を通して分かりやすい説明
をしている。引越しや結婚式、葬式等に
ついても説明を補足している。

目次がある。１月～１２月まで月ごとの
行事の意味や内容、それにまつわる事
柄については、イラストを多用し、分かる
ように説明している。

文字の大きさは８ポイントである。全頁
はカラー印刷である。漢字に振り仮名が
付いている。説明するものは、イラストが
描かれ、挨拶の言葉や説明についての
補足がある。

紙質はやや艶があり、薄い作りになって
いる。表紙は硬く、糸かがりで製本され
ており、耐久性がある。

社会のルールやマナーを学習する教材
としても活用できる。

生活
子どもの生活（３）

マナーをきちんとおぼえよう
偕成社

食事のマナー、トイレの使い方、電話の
掛け方など、日常生活の中で指導する。
基本的な生活習慣の内容を示してい
る。

食事のマナー、手足の洗い方、話の聞
き方などが１項目ずつ見開きになってい
る。

正しい方法が図解されており絵には説
明がついている。

紙質は適当である。装丁もしっかりして
いる。

日常的で、基本的な生活習慣の形成に
役立つ教材である。絵で具体的に表さ
れており、文を読むのが苦手な子にも理
解しやすい。

生活 心をそだてる子ども歳時記１２か月 講談社

日本各地の年中行事や暮らしを紹介す
る本である。月ごとに、月の名前と由来
や異名、月にふさわしい俳句・詩、扉
絵、食べ物や道具を紹介したコラムなど
を掲載している。

各月の異名、俳句、詩を見開き２頁で、
行事と暮らしを４頁で紹介するなどの構
成になっている。

本文の文字は９ポイントである。漢字に
は振り仮名が付いている。全頁カラーで
ある。写真や絵図等の視覚的資料が豊
富である。

表紙、中頁ともに厚みがあるが、紙質が
柔らかいため扱いやすい。　表紙はコー
ティングされている。

日本各地の年中行事や暮らしについて
の説明が細かく、指導に当たっては、活
用する内容を絞るなどの配慮を要する。
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生活 新・こどもクッキング
女子栄養大学出版

部

身近なごはんのおかずやおかしなどの
料理レシピが書かれていて、興味をもち
やすい。

見開きでそれぞれの料理レシピが書か
れている。

調理の手順がイラストで描かれている。
漢字が多くフリガナがない。

厚紙で丈夫に作られている。

基本的な調理作業を中心としてまとめら
れている。主食と魚・肉・野菜の組み合
わせについて触れているため、児童が
興味をもちやすい構成になっている。

生活 新版はじめましてせかいちず 平凡社
世界の各大陸の地図が載っており、見
やすい。

日本地図や大陸ごとの地図が描いてあ
る。

漢字やカタカナは使用しておらず、すべ
てひらがなやカタカナで書かれている。

とても大きく、厚紙で丈夫に作られてい
る。

世界地図や地域ごとの地図で構成さ
れ、漢字とカタカナを使用していないた
め、読みが苦手な児童にも学びやすく
なっている。地域を見開きで１ページに
まとめているので、児童が興味をもちや
すい構成になっている。

生活
日本傑作絵本シリーズ
ぐりとぐらの１ねんかん

福音館書店

主人公のぐりとぐらの１年間の生活を月
を追って紹介する絵本である。季節の変
化と生活について、児童に人気のキャラ
クターを通して親しみやすく学ぶことの
できる内容である。

見開きで左側に絵、右側に本文という構
成になっている。本全体で統一されてい
るので、読みやすい。

本文には平仮名、片仮名、漢字が用い
られ、漢字には振り仮名が付いている。
絵も身近な物事を描いており、分かりや
すい。
文字が大きく読みやすい。

少し大きいが装丁がしっかりしていて紙
質も耐久性がある。

基礎的な数字や簡単な漢字等も扱って
いる。１年は１２月まであることが分か
り、楽しみながら季節感を学ぶことがで
きる。絵に描き込まれている内容が豊富
で、絵だけでも楽しめる。

生活
あたらしいのりものずかん④

東京パノラマたんけん
小峰書店

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

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

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

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

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

生活 おてつだいの絵本 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 ＜３＞食事のじゅんび・かた
づけ ＜４＞生活 の４章で構成されてい
る。

可愛らしいイラストに文が添えられてい
る。文には全てルビがふってある。

装丁がしっかりしていて紙質も耐久性が
ある。

お手伝いの仕方がイラストで具体的に
書いてあるため、将来生活していくため
のスキルを学ぶことができる絵本であ
る。

生活
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

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。けんこうにたもつには、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。

全頁カラーでイラストや写真が使用さ
れ、理解を助けている。文字の字体や
フォント、色も工夫され、見やすく、分か
りやすい。

表紙は硬く、表紙以外の紙も厚い。耐久
性がある。

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。

生活 レインボーことば　絵じてん 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、全てに振り仮
名が振られている。英単語の表記には、
片仮名で振り仮名が付いている。

表紙は厚紙で丈夫である。

絵が多く描かれているため、児童が興
味をもちやすい。５０音順の表記や索引
など、言語に親しみやすい構成となって
いる。

生活
プレNEO BOOKS　きせつの草花あそび＆うた・

おり紙
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ついており、楽
しいイラストで意味が理解できる。

紙は厚く、表紙も固くて丈夫である。

伝承遊びや植物のイラストを通して、体
験的に学ぶことで、四季を感じたり季節
の特色をつかんだりすることができよ
い。

生活
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

小学館
季節や月ごとの行事や歌、植物や虫な
どがイラストや写真を交えて、まとめら
れている

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項目としているところが
多い。
解説の細かい情報もある程度載ってい
るが、文字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。

イラストは実写的で、写真も多く使われ
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。

全てフリガナがふっており、どの児童に
も読みやすい。また、絵や写真がカラー
で載っていることから、児童が興味を
もって見る。季節や自然に対する項目
が多く、低学年の生活科に適した本だと
言える。
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生活
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

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
疑問にも答えられる仕組み、理科に限ら
ず、伝承や慣用句などにまでつながる
構成になっている。

紙は厚く、表紙も固くて丈夫。

全てフリガナがふっており、どの児童に
も読みやすい。また、絵や写真がカラー
で載っていることから、児童が興味を
持ってみている。ふしぎの項目が５つあ
り、多すぎず、理解をしやすいと考える。

生活
小学館の子ども図鑑プレNEO

楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑
小学館

「着る」「食べる」「生活する」の順に、日
常の生活の中で必要なこと、役立つこと
が、写真・イラストを交えて説明されてい
る。「ひも結びの方法」や、「雑巾の絞り
方」など、具体的な項目が多い。

「着る」「食べる」「生活する」の3部構成
で、それらの中に、「爪を切る」「上履き
を洗う」など、細かい項目が立てられて
いる。
解説の細かい情報もある程度載ってい
るが、文字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。

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、紙質は厚い。糸かがり
で製本されているため、耐久性がある。

全てフリガナがふっており、どの児童に
も読みやすい。また、絵や写真がカラー
で載っていることから、児童が興味を
もって見る。家での生活に対する項目が
多く、一人で行えることを増やすのに適
した本だと言える。

生活
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

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たり、文字の大
きさを変えたりと見やすく作られている。

被災地を取材し集めた、有効な情報も
子どもに分かりやすく図説している。

紙は厚く、表紙も固くて丈夫。

全てフリガナがふっており、どの児童に
も読みやすい。また、絵や写真がカラー
で載っていることから、児童も工夫の仕
方を理解しやすい。これを見ながら工夫
をすることで円滑に遊びに取り組むこと
ができる。

生活
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 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。

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。

簡単な文章ですべてふりがなつき。
大人でも答えにくい項目もやさしく説明さ
れている。
子どもがひとりでも読める文章である。

紙は厚く、表紙も固くて丈夫。

すべてカラーで絵や写真で詳しく描かれ
ておりわかりやすい。文字理解が苦手な
児童や、視覚的優位な児童が日本につ
いての学習をするのに適している。

生活

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

小学館

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?」が分かり、子どもの素朴な疑問に
答えている。

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。

簡単な文章ですべてふりがなつき。
大人でも答えにくい項目もやさしく説明さ
れている。
子どもがひとりでも読める文章である。

紙は厚く、表紙も固くて丈夫。

全てフリガナがふっており、どの児童に
も読みやすい。また、絵や写真がカラー
で載っていることから、児童も工夫の仕
方を理解しやすい。これを見ながら工夫
をすることで円滑に遊びに取り組むこと
ができる。

生活
小学館の子ども図鑑NEOぷらす

　もっとくらべる図鑑
小学館

動物や建物、天体などの大きさ、服装、
食べ物、動物の行動や能力、時間の流
れ、場所の違いを比べなが ら、物の概
念や属性などを学習することができる。

大きさ、行動や能力、時間の流れ、場所
の違い、それぞれによる比 較を四章で
構成している。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。目次と索引がある。

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。

生活 ◎ フレーベル館の図鑑ナチュラ
　ふしぎをためす図鑑（１）かがくあそび

フレーベル館

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

六つの章で構成され、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。巻末に光や水、磁石、電気
などの性質が紹介されている。

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

表紙は厚紙で、コーテングされている。

理科的な学習に関心があるが、抽象的
な説明だけでは理解が難しい児童であ
る。実験方法などが図を使って具体的
に表記され、注意事項も記載されている
ため、実験を行う際に活用できる。

生活 ◎ １日１０分　なるほど国旗のお話絵本 白泉社
世界の国々の国名や首都、場所、国旗
やその由来、有名なものについて紹介し
ている。

国旗の紹介を中心に、その国の概要や
国旗の由来について詳しい説明が載っ
ている。

見開き２頁で１つの国を紹介しており、
全編カラーである。言葉だけではイメー
ジしづらい文化や有名なものについて
はイラストが多く使われている。

ＡＢ版で装丁、製本ともに丈夫である。
児童が持ち運びしやすい大きさである。

世界の様々な国の文化に関心をもちは
じめているが、抽象的な記述は理解す
ることが難しい児童である。本教材はイ
ラストをふんだんに使っており、オリン
ピック・パラリンピック教育とも関連しな
がら世界の国々について知ることができ
ると考えられる。

生活 ◎
げんきをつくる食育えほん１

たべるの　だいすき！
みんなげんき

金の星社

バランスの取れた食事を考えられるよう
に、わかりやすく食べ物を４つの色のグ
ループに分け、食べ物の種類や生まれ
るまでの様子などを楽しく紹介している。

見開きで一つの紹介をしている。
元気のもとは食べ物、４つの色の仲間
の食べ物、いいうんちはどうやってでき
るか等を説明している。

ひらがな・かたかなで表記され、かたか
なにはルビが付いている。
身近な食べものがたくさん出てくる。

ハードカバーで光沢のある紙質。縦約２
７㎝横約２３㎝。柔らかいがカラフルな色
使いで児童には親しみやすい丸ゴシック
様の文字である。

偏食の多い児童にとっては、かわいらし
いげんキッズたちの励ましと栄養という
観点を教えるのに適している。
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生活 ◎ みずとはなんじゃ？ 小峰書店

水の変化や性質、役割等を生活の中で
出会う身近な例とともに分かりやすく解
説し、水の重要性と自然環境への配慮
を考えさせる内容となっている。

水の三態変化、水の性質、体の中の水
の働き地球上の水、命と水の関わりに
ついて

見開きで一つの性質等について説明し
ている。表記はすべてひらがな・かたか
なである。

紙質は光沢があり表紙は硬い装丁で、
大きさは縦２５cm、横２３㎝くらいでしっ
かりできている。

水の性質や役割を学びながら、水の必
要性や自然環境への配慮へも興味を広
げることができると考えられる。自然や
水が好きな児童が体験と関連付けて学
習するのに適している。

生活 ◎ 絵で見る日本の歴史 福音館書店

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

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

各時代の人々の生活の様子が見開き２
頁ずつ絵で描かれている。文字の大き
さは９ポイントで表記されている。全頁カ
ラー印刷である。漢字には振り仮名が
付いている。人々が何を持っているの
か、何をしているのか等の時代の特徴
が１つの絵の中に詳細に描かれてい
る。

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

イラストが非常に詳細に描かれていて、
それぞれの時代の様子が視覚的に分
かりやすくなっている。戦いや火災等の
絵も丁寧に描かれている。視覚からの
情報を理解するのに長けている児童に
活用したい。

生活 ◎ かんたん、ふしぎ。切り紙ブック 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。

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。

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。

装丁、紙質はしっかりしている。

目と手の協応に課題のある児童が、手
指の巧緻性を高める教材としてアイロン
ビーズを扱う際に、多様な模様から、自
分の力に応じた模様を選ぶことができ
る。

生活 ◎ 子供の生活⑥
じょうぶなからだになれるよ！

偕成社

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

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

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

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

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

生活 ◎ ドラえもんちずかん２
せかいちず

小学館

ドラえもんのキャラクターといっしょに世
界の各地をめぐりながらくにのなまえ、
外国の人たちのくらし、めずらしい食べ
物、動物などを学ぶ内容である。

見開き頁に１地方ごとの地図、名産・史
跡・クイズなど写真、イラストつきで掲載
されている。情報量は適量である。

すべて平仮名表記で都道府県名は赤
字、河川は青字など分かりやすい。

表紙の紙質は堅く装丁はしっかりしてい
る。頁の紙質も丈夫である。

各地方の行事や特産品など、ドラえもん
のイラストで興味をひき、楽しく知識を得
ることができる。地理を覚えることが苦
手な児童に興味をもたせ、何度も本を手
にし、世界の名産や土地柄を学習しよう
とする姿が期待できる。


