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作教科
書（☆
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書名 発行者名 1　内容
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2－（2）

表記・表現
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製本の仕方や耐久性等
3　児童・生徒の特性及び必要性等

国語 否 否 適
五味太郎・言葉図鑑
⑦
たとえのことば

偕成社

言葉の働きごとにまとめた「言葉
図鑑」シリーズの第７巻である。
「ような」「みたいな」などの
「たとえのことば」が、ライオンを
主人公とした様々な絵で描かれ、比
喩のことばの意味をイメージできる
内容である。

前半は、１ページに１つの「たと
えのことば」を取り上げ、ページの
大半を占める挿絵とともに描いてい
る。
後半は、見開き２ページに描かれ
た挿絵の内容を四つの「たとえのこ
とば」を使った一文で説明する構成
である。

前半は26ポイント、後半は18ポイ
ントで漢字、平仮名、片仮名で表記
され、漢字には全て振り仮名が付い
ている。
全ページカラーであり、分かち書
きで記されており、「たとえのこと
ば」には下線(赤色)が引かれてい
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。

４年生に配当予定。言葉にこだわる
児童がいる。たとえの言葉が様々な
絵で描かれ、比喩の言葉のイメージ
を理解しやすい構成となっている。

国語 否 否 適
五味太郎・言葉図鑑
⑧
かくれたことば

偕成社

言葉の働きごとにまとめた「言葉
図鑑」シリーズの第８巻である。
文字にすると同じ言葉でも、場面
や話す人によって意味が変わってし
まうということを、様々な挿絵を用
いて説明し、同じ言葉の別の意味や
思いをイメージできる内容である。

前半は、同じ文章で14の違う意味
を持つ場面と、８の違う意味を持つ
場面をページの大半を占める絵で示
されている。
後半は、日常的な会話に隠された
さらに複雑な思いや意味を、登場人
物のセリフと絵で示している。

前半は文を48ポイント、隠れた言
葉の意味は16ポイントで表記されて
いる。
後半は全ての言葉が人物の吹き出
し内に手書きのような文字で書か
れ、言葉に隠された思いは、吹き出
しの下に白抜き文字で表記されてい
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。

５年生に配当予定。言ったことが原
因でトラブルに発展してしまう児童
がいる。文字にすると同じ言葉で
も、場面や話す人によって意味が違
うことを学ばせることに本書は有効
である。

国語 否 否 適

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

「声に出して読みたい日本語」12
冊の中の第5巻である。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
ムや言葉遊びを取り扱った内容であ
る。

見開き２ページで１場面の構成に
なっている。
一つの場面や作品を取り扱うとき
に適切な分量である。

本文の文字は26ポイントの明朝体
で、特徴的な場面では、30ポイント
から42ポイントのゴシック体で表記
している。
　全ての漢字に振り仮名がある。
全ページカラーで、はっきりとし
た色調での絵とともに、強調する言
葉に色をつけている。

紙質は光沢があり、厚みがある。
表紙は厚く固く、糸かがりで製本
してあり、耐久性がある。

音読で読む進めることができる教材
であり、朝の時間や国語で活用する
ことができる。年間指導計画では国
語の教材として通年で用いる。実態
は音読が好きな児童がおり、音読を
リズミカルにテンポよく学習できる
面から有効である。児童は寿限無の
音読が好きで、できる児童は早い音
読で読むこともできる。宿題で音読
を出す時でも、教材を持ち帰り、学
習を行うことも可能である。来年度
は５・６年生での使用することを考
えている。

国語 否 否 適
４年生までに身につ
けたい言葉力１１０
０

学研プラス

日常生活や文章読解に必要な言葉
1100語の意味を「名前の言葉」「動
きの言葉」「表現を豊かにする言
葉」のグループに分け、学習するこ
とができる内容である。

見開き２ページで左右それぞれの
例文の答えを反対のページに記載し
ている。
各グループのほかに、「暮らしの言
葉」を見開き２ページ、14パートに
分けてイラスト付きで解説してい
る。

文字の大きさは、見出しの言葉が
22ポイント、問題文は14ポイントで
ある。
覚えて欲しい言葉が一目で分かる
よう、大きいフォントの太字で示し
ている。

紙質は薄い。
表紙はやや硬く、のりとじで製本
してある。

日常生活に必要な語彙が少なく、手
がでてしまったり、トラブルになっ
てしまったりする児童が多い。自分
の思いや気持ちを表現するために、
語彙を増やしたり、表現を豊かにす
ることがコミュニケーションを円滑
にとるために必要である。言葉の意
味を正しく理解し、語彙を少しずつ
増やしていくのに効果的であると考
える。
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４年生に配当予定。
語彙が少なく、なかなか言葉と実物
が結び付きにくい児童にとって本書
はイラストと言葉が掲載されている
ため、理解しやすい。辞典のため、
調べ方の学習にもつなげられる。

３年生に配当予定。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。

６年生に配当予定。
自分の身の回りで起こった出来事や
身近なことを自分で考え、文章化し
たり、短い詩を読んだりする学習を
している。本書では、手紙の書き方
やマナーなのが掲載されているた
め、相手を意識した文章も学習する
ことができる。また、俳句や百人一
首なども載っているため、教養とな
る知識も学ぶことができ、更なる学
習の深まりが期待できる。

６年生に配当予定。卒業・進学を意
識し、小学校で学んだことの総仕上
げとして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。職業や進路などのキャ
リア教育の学習でも活用できる。

社会に出るために必要な知識を、児
童が体験的に学んでいくことがで
き、職業や進路の学習でも活用でき
る。また、語彙の少ない児童が、言
葉を広げるために活用できる。

国語 否 否 適

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。

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。

2,026語の見出し語について、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
いるほか、特定の語については、１
～２ページを割いて解説している。
辞典のため分量は352ページと多
い。

文字よりも絵の割合が多い。
絵は、全てカラーである。
文字の大きさは、見出しの五十音
が60ポイント、見出し語は16ポイン
ト、本文は10ポイントである。
漢字は、小学校３年生までの漢字
を用いており、全てに振り仮名が振
られている。
英単語の表記には、片仮名のルビ
が振られている。
巻末には、見出し語に500語ほど
追加した詳細な索引がある。

厚紙表紙で紙質、装丁も良い。国語

紙質は良く、大きさも手頃で扱い
やすい。

否 否 適

くらしに役立つ　国
語

 東洋館出版社

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。
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国語 否 否 適

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。
　約半分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。
指導の展開についての説明が各所
にある。

装丁はしっかりしている。

国語を初めて学習する児童に、日常
生活で密接にかかわる身近な物を素
材にして、発声・発語を系統的に指
導できるように構成されている。音
声言語の指導に効果的である。

１年生の教科書として使用する予定
である。ひらがな５０音を身に付け
させ、確実に読み書きができるよう
に指導するために活用する。

文字が大きく挿絵がついていること
で、単語が読み易やすくなぞり書き
がしやすい。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
ときに活用する。

３年生児童に給与。平仮名の清音が
読めるようになってきている。文字
の読み書きできることに喜びを感じ
ているので、一歩進んだ読み書きを
できるようにさせたい。視覚的に訴
えることにより、学習意欲をもち、
取り組めるといった児童の特性があ
るので、文字が大きくはっきりして
おり、挿絵も親しみやすい本書を、
年間を通して主たる教材として活用
する。

国語
厚紙表紙で、装丁はしっかりして
いる。

否 否 適

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。
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国語の学習を始めた児童にとって、
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多く取り上
げられているので、親しみをもちな
がら学習できる。

１・２年生の教科書として配布予
定。
就学して間もない児童や、入学後
１、２年経ってもひらがなをまった
く読むことができない児童が、ひら
がなを読むことができるようになる
ために適している。挿絵付きであ行
～わ行まで単語が順番に出てくるた
め、50音を読むことができるように
なる。
主に年間を通してひらがなの学習時
に使用する。

３年生の教科書として使用する予定
である。
小さい文字や長い文章を読むことが
苦手な児童にとって、読みやすく理
解しやすい。また、児童の生活に関
連した素材が取り上げられているの
で、親しみながら学習できる。本書
を用いて生活に関連して学習を進め
ていくことが効果的である。

国語
紙質も良く、装丁もしっかりして
いる。

否 否 適
ゆっくり学ぶ子のた
めの「こくご」①

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。

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。
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平仮名の清音の読み書きができるよ
うになっている新３・４年生児童に
給与。片仮名の読みはできる児童が
多いので、書くことができるように
し、平仮名と片仮名の使い分けなど
も含めて学ばせたい。視覚的に訴え
ることにより、学習意欲をもち、取
り組めるといった児童の特性がある
ので、文字も挿絵も大きくはっきり
している本書を、年間を通して主た
る教材として活用していく。

３・４年生の教科書として配布予
定。
50音はだいたい読めても単語として
認識できない児童や、これからカタ
カナや漢字を学習していく児童が、
興味をもって学ぶのに適している。
平仮名についての基本的な事柄や日
常生活でよく使う漢字が文章例など
とともに示されているため、生活の
中でよく目にする単語が読めるよう
になる。
主に年間を通してひらがなや漢字の
学習時に使用する。

４年生の教科書として使用する予定
である。平仮名を覚え、片仮名をこ
れから習得する児童が在籍してい
る。小さい文字や長い文章を読むこ
とが苦手な児童にとって、書字練習
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。また、曜日など生活でよく
使用する漢字についても学習しやす
い。

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、
生活に身近なものに絞ってある。ま
た、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。練習帳形式になってい
ることで、個別の指導の場面で使い
やすい。

前半は、片仮名と簡単な漢字の基
礎的な使い方について、後半は、片
仮名や漢字の書き順や送り仮名のあ
る漢字について練習するよう示して
ある。

文字も大きく読みやすい。
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。

国語
紙質も良く、装丁もしっかりして
いる。

否 否 適
ゆっくり学ぶ子のた
めの「こくご」②

同成社

片仮名で表された単語や、片仮名
の使われた文が示されている。
漢数字や曜日等、生活でよく使う
漢字等、また、書き順も示されてい
る。
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表記・表現
2－（3）

製本の仕方や耐久性等
3　児童・生徒の特性及び必要性等

４年生の教科書として使用する予定
である。説明文の読み取りや物語文
の読み取りなど、前年度までに身に
付けた語彙力等を活用して日常生活
で必要な国語の力を身に付けさせる
ために本書を活用して指導する。

身近な素材を用いた文章が多いこと
で、児童が親しみやすい内容になっ
ている。また、児童にとって意欲的
に学習に取り組めるような配置と
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。

５・６年生の教科書として配布予
定。
身近な素材を用いた文章が多いた
め、単語や短文がある程度理解でき
るようになってきた児童が読んで、
内容を理解するのに適している。
主に年間を通してひらがなや漢字の
学習時に使用する。

５年生の教科書として使用する予定
である。単文の読み書きができるよ
うになった児童が在籍している。小
さい文字や長い文章の読みが困難な
児童にとって、文字の大きさや文章
の長さが効果的である。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。

否否国語

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。

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。

紙質も良く、扱いやすい大きさで
ある。
装丁もしっかりしている。

適
ゆっくり学ぶ子のた
めの「こくご」③

同成社

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



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
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書（☆
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教育教科
書調査研
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書調査研
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2－（2）

表記・表現
2－（3）

製本の仕方や耐久性等
3　児童・生徒の特性及び必要性等

５年生の教科書として使用する予定
である。「ゆっくり学ぶ子のための
こくご③」よりも難易度の高い文章
が掲載されている。そのため、前年
度に学習した「読み取り」の力をさ
らに高めるために本書を活用する。

生活に身近な素材を使い、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
み取りや言葉の学習を始める際に効
果的である。

６年生５名に対して配本予定であ
る。当該児童は読みの流暢性が低
く、また、刺激般化に関する困難も
顕著である。そのため、意味的に平
易な単語で構成される文を、相当な
数、連続して読ませる必要がある。
そのような指導を行う上で、本書の
単語の難度や文の長さは適切であ
る。新５年生３名についても同様で
あるので配本予定である。年間を通
して、主たる教材として活用してい
く。

字の多さや複雑な文章の読み取りが
苦手意識が多い児童がいる。そうし
た児童にとっては字の大きさや読み
やすさは学習意欲につながる。文字
の身近な素材を使い、児童が親しみ
やすい内容でわかりやすく内容が系
統的に配置されているため、無理な
く学習を進めるのに効果的である。

５年生の一部の児童に配布予定。
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。また、身近な素材のため、児
童が親しみやすい内容である。
主に漢字の学習や作文の学習時に使
用する。

６年生の教科書として使用する予定
である。抽象的な内容であると、理
解しにくい児童にとって、身近な素
材を使い、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。

否 適

説明的文章や詩などの単元の間
に、「ことばの学習」として言語事
項に関する教材が配置されている。
「ことばの学習」では、直接書き
込んで学習できる。

国語

文字の大きさは 17ポイントであ
る。
一部カラー印刷で、本文の内容理
解につながる挿絵がある。
指導者向けに、指導上のヒントが
各所に示されている。

紙質は厚みがある。
表紙はやや硬く、のりとじで製本
してある。

同成社
ゆっくり学ぶ子のた
めの「国語」④

文学教材や説明文の読解力、作文
や詩の表現力などを学習する15単元
と、言葉や文法に関わる事項をまと
めて示している。
漢字の音訓読みや助動詞、接続詞
や敬語の例も示されている。

否
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3　児童・生徒の特性及び必要性等

６年生の教科書として使用する予定
である。中学校への進学を意識し、
５年生までに積み上げてきた国語の
力をより実生活で応用できるように
本書を活用して指導する。

新６年生６名に対して配本予定であ
る。当該児童は全般的な発達の水準
と比較して読みの流暢性は高いもの
の、読んだ内容が実生活場面に対し
て転移しにくいという特性を有す
る。そのため、文の内容が生活場面
や進路に即した教材によって指導を
することが妥当である。そのような
指導を行う上で、本書は生活文脈に
即した内容となっており、適切な教
材であると判断できる。年間を通し
て、主たる教材として活用してい
く。

３年生に配当予定。
文章だけを読んで理解することが苦
手な児童や語彙が少ない児童にとっ
て、イラストと文字が一緒に記載さ
れており、学習への意欲や言葉を理
解しやすさにつながると考える。

２年生に配当予定。文字の認識が弱
い児童がいる。カラー刷りで、写真
やイラストがたくさん掲載されてい
て、写真やイラストを使って学習に
取り組みやすくなっているため、興
味・関心をもって読むことができ
る。

国語

国語 否 否 適
ひとりだちするため
の国語

日本教育研究
出版

「聞く」「話す」「読む」「書
く」ことの基礎的な内容を横断的に
学びながら、会話や読書、作文など
に興味をもたせる内容である。

二部構成で、基礎的な内容と発表
などの実践的な内容に分かれてい
る。
直接本に書き込むことができる
ページが多く、重要な内容は枠で
囲って表記している。

文字の大きさは 13ポイントであ
る。
抽象的な物事や感覚を、数値で示
したり、図やイラストで表現してい
る。

紙質は光沢があり、厚みがある。
表紙は厚く固く、糸かがりで製本
してあり、耐久性がある。

否 否 適

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」の三つの構
成になっている。
日常生活で使用する言語表現を中
心に、具体的な表現例を絵とともに
示し、理解を深めることができる内
容である。

目次や全体の構成を記すページが
あり、巻末に索引がある。
見開き２ページで一つの内容を構
成し、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。

大見出しは 32ポイントの明朝体
で、その他は7.5から11ポイントを
中心にページ構成により異なる。
小学校第２学年までの漢字を使用
し、全てに振り仮名がある。全ペー
ジカラーで、写真や絵がほぼ全ペー
ジに配置されている。

紙質は厚みがある。
表紙はやや硬く、のりとじで製本
してある。
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国語 否 否 適
きょうはみんなでク
マがりだ

 評論社

狩人の家族が熊狩りに出かけた。
川を渡ったり、沼地を通ったりして
やっと熊を見つけたが、その大きさ
に驚いて帰ってきてしまう内容の絵
本である。
子供たちの遊び歌が基になってい
る。

各場面が４ページで描かれてお
り、前の見開き２ページで川や沼地
等の困難な場面に出くわす様子が描
かれ、後の見開き２ページでそれを
越えていく様子が描かれている。
文章は１ページ当たり最大７行
で、１行当たりの文字数は最大20文
字程度である。

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

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

来年度は４年生の児童に向け、本教
材を採択し、国語の授業で用いるこ
とを考える。実態として国語の読み
や音読を苦手にする児童がおり、教
材は興味を惹かれる音読の多いとこ
ろの面から有効である。年間指導計
画では国語の読み取り教材として通
年で用いる。国語では、この物語が
英語の遊び歌をもとに作られたもの
であるため、音読を行ったり、劇化
をしたりしながら授業を行ってい
る。劇化した時に児童は本の世界を
味わいながら楽しい学習活動を行う
ことができている。

国語 否 否 適
ぞうのエルマー①
ぞうのエルマー

ビーエル出版

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

15の場面全て見開きを使って表現
されている。
文章は、見開きごとに、３～10行
である。

「あるところに、たくさんのぞう
がすんでいました。」で始まる、伝
統的なお話のスタイルである。
表記は、ほとんど平仮名表記であ
るが、主人公の名前や擬声・擬態語
などで片仮名表記がある。
また、空、木などの漢字がルビ付
きで使われている。
文章は、説明的なものが主であ
り、一部会話文が含まれている。
　文字は、11ポイントである。

装丁はしっかりしていて、表紙は
ビニールコートが施されている。

来年度は本学級の2年生の児童の読み
物教材で使用を考える。実態は物語
のあらすじの面白さに興味をもつ児
童が多く、こちらの教材のあらすじ
の楽しさの面から有効である。エル
マーのいたずら好きのところや冒険
性のあるあらすじ等で児童が興味を
もち物語を読み進めることができ
る。挿絵のカラーも綺麗なため、絵
をヒントにしながら読み取る内容を
考えられるところもできる。年間指
導計画では国語の読み物教材として
通年で用いる。

国語 否 否 適
こどものとも傑作集
そらいろのたね

福音館書店

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

主人公ときつねの出会い、種から
家が生えてきてどんどん大きくな
る、きつねが家を取り戻した瞬間家
が消える、という展開で興味がもて
る。

絵は明るい色調で温かい。
２ページ見開きで１場面構成され、
絵と文字と分けて記載されている。
文字は全て横書き平仮名で表記して
ある。
絵本の対象年齢が、裏表紙に記載
されている。

表紙、紙質、装丁ともにしっかり
している。

本学級では来年度の中学年の児童の
読み物教材で使用を考えている。年
間指導計画では国語の読み物教材と
して通年で用いる。実態は文字数が
多いことや読み取ることに困難さを
感じる児童に対して、教材は文章量
も丁度良く内容の面から有効であ
る。授業では概ね２～３ページの内
容を読み、学習を進めることができ
た。多くの登場人物（きつねやぶた
やひよこ等）が登場し、物語を読み
進める中で、各々の行動を考えるこ
とに適している。物語のクライマッ
クスできつねの行動が児童の興味や
関心を高めることもできる。
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国語 否 否 適
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。
「あ」から始まり、濁音、半濁音
を含み「ん」まで全ての文字を使っ
た歌で構成されている。

文字は大きく太めであり、分かり
やすい。
語頭の文字は54ポイント オレン
ジの地に黒で大きく書かれ分かりや
すい。
その他の文字も50ポイントで大き
な太ゴシックで表記されている。
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。
巻末のページには、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。

１年生に配当予定。同じリズムで、
平仮名を一文字ずつ学習できるた
め、初めて平仮名を学習する児童の
指導に適している。
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書写 否 否 適 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、見開きで示している。
右ページ中央に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。
ページ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、絵が大きいことで、それらを
関連付けさせたり、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 否 否 適 カタカナカード くもん出版

片仮名46音の清音を含む言葉を、
一つずつ記載したカード集である。
付録としてカードと同じＢ６サイ
ズの「ことばのえほん」が付いてお
り、カードには記載していない言葉
も扱っている。

カードの表面には片仮名の五十音
を含む言葉とその絵があり、英単語
も記載している。
裏面には片仮名を一文字ずつ大き
く記し、五十音の順に数字を振って
いる。

文字の大きさは、表面の文字は56
ポイント、裏面の文字は、56ポイン
ト以上である。
絵はカラーで大きく示している。

カードの紙質は光沢があり、十分
な厚みがある。
厚紙でできた箱はとても硬く、耐
久性がある。
カードの左上にホルダーリング用
の穴が開いている。

物を見る視点がなかなか定まらず、
片仮名を習い始めたばかりの児童に
は、文字も大きく、絵もあるので、
興味をもって楽しく学ぶことができ
る。

１年生に配当予定。
平仮名や言葉もまだ読んだりするこ
とに不慣れな新入生でも文字の導入
として活用しやすい。一文字一文字
に合わせて、名称を言ったり、文字
を選択したりするなど、いろいろな
活用が期待できる。

１年生に配布予定。絵を見ながら文
字を覚えることができる。字も大き
くて正しく字の形を理解しにくい児
童にとっては見やすく理解しやす
い。また、絵を見ながら名称を言っ
たり、文字を読んだり、複数の中か
ら選択したりなど、様々な活用方法
がある。

イラストを用いて漢字の起源から学
習をすることができるため、漢字の
形を捉えることを苦手とする児童も
イメージとリンクして学習をするこ
とができる。また、文字が色を使っ
て強調されているため、視覚的な困
難のある児童も見やすい仕様となっ
ている。

物語が好きな児童にとって、繰り返
し読んだり眺めたりしながら、漢字
の成り立ちや読み方を楽しく学習す
ることができるため、学習の積み上
げが期待できる。

否書写
くもん式のひらがな
カード

くもん出版

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

カードの表面には、平仮名の五十
音を含む言葉の絵が描かれ、さらに
英単語も書かれている。裏面には平
仮名が一文字大きく記され、五十音
の順に数字が振られている。
「ことばのえほん」には、清音の
入った四つの言葉が記されている。
全体の分量は46枚のカードと46ペー
ジの「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。

適否

書写
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。

適否否
もじのえほん　かん
じ①

あかね書房

小学１、２年の配当漢字に多い、
象形文字、指事文字を中心に、41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。

漢字の起源を絵で表し、物語を通
して学べるように構成されている。
巻末と巻頭に挿絵一覧と漢字に振
り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
いるため見やすい。
巻末に、大人向けの解説が書かれ
ている。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

書写 否 否 適
もじのえほん　かん
じ②

あかね書房
猫を主人公にして、60字の漢字の
音読み、訓読みの学習が、物語を進
めていくように展開されている。

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

各ページの上部に、物語で扱って
いる漢字が教科書体で大きく表記さ
れている。
音読み訓読みを色別に表示し画数
と筆順も併せて表記されている。
巻末に、大人向けの解説が書かれ
ている。

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

物語が大好きな児童が多く、お話を
通して漢字の様々な読み方や使われ
方を楽しく学ぶことができる。文字
の習得がゆっくりの児童にとって
も、何度も繰り返し学びたくなる教
材である。今年度はこのシリーズの
①を使用して学習を行っている。

書写 否 否 否 適
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

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。

文字の形を捉えることが苦手な児童
でも、文字の特徴となるはらいやは
ねなどの点線をなぞる練習を通し
て、スモールステップで平仮名の練
習をすることができる。また、ひら
がな・カタカナ・漢字と練習できる
ため、ひらがなに慣れてきた児童
が、更にステップアップして文字に
取り組むことができる。

２年生に配布予定。片仮名を覚える
ことが苦手な児童がいる。生活の中
でよく使用する言葉が掲載されてい
るので、繰り返し学習することで定
着させることができる絵本になって
いる。また、興味をもって覚えやす
い本である。

１年生に配当予定。
識字が苦手な児童や語彙の少ない児
童にとっては、カタカナ学習の意欲
を持続させることが必要である。本
書では、見開き使用の構成で絵が大
きく使われており、識字が苦手な児
童でも楽しく学ぶことができる。ま
た、身近な言葉が取り扱われている
ことで、語彙の少ない児童も意欲を
もって学習に取り組むことができ
る。カタカナ学習の始めや終わり
に、本書を繰り返し活用すること
で、定着につながると考えた。

１年生の教科書として使用する予定
である。イラストと一緒に簡潔にカ
タカナが表示されているため、識字
の苦手な児童にとっても視覚的な支
援が多くあることから学習しやす
い。取り扱われている言葉が身近な
ものが多く、片仮名の学習に初めて
取り組む児童の言語獲得に有効であ
る。

否書写
わらべきみかのスキ
ンシップ絵本４
かたかなアイウエオ

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
示されている絵本である。

ひさかたチャ
イルド

　見開きで１文字になっている。
右ページ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。
左ページの上部 3/4 は文字を示
し、下部1/4に一つから四つの言葉
が絵とともに例示されている。
96ページあるが、見開きで使用す
る構成なので適当な分量である。

絵はシンプルにデザインされてい
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
るので、指でのなぞりも十分でき
る。
語頭・語中に含まれたそのページ
の文字には、色の付いた丸で強調が
施されている。
最後には、楽器の名称と絵を集め
たページと五十音表のページがあ
る。

表紙は厚く､紙質・装丁ともに
しっかりしている。

適否



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

書写 否 否 適
絵でわかるかんたん
かんじ
８０

スリーエー
ネットワーク

小学１年の教育漢字80字を扱って
いる。
書き順が示してあり、止めや払い
とともに、正しい書き順を学ぶこと
ができる。
四つに分割された枠が示してあ
り、バランスを取ることを意識して
文字を書くことができる。

１ページ目では関連する挿絵を用
いて意味や読み方を学習する。２
ページ目に定着のための選択式の練
習問題があり、３ページ目で書き取
りの練習ができる構成になってい
る。
各課で学ぶ漢字は３から５文字で
ある。

取扱う漢字は24ポイントで、書き
取りの部分は 60ポイント程度であ
る。
大半が、黒と赤の二色刷りであ
る。
目次があり、巻末には本書で学ぶ
漢字の一覧がある。

紙質はやや薄く、のりとじで製本
してある。
各ページに切り取り線が入ってお
り、本から切り離せるようになって
いる。

漢字の意味や、読み方を挿絵を用い
て表示しているため、漢字と読みが
一致しにくい児童やイメージがつき
にくい児童が学習することに適して
いる。マス目を使用して練習をする
ことができるため、マスを分割して
漢字をどこから書くのかがわかりや
すい。反復学習をしやすい形になっ
ているので、学習内容が定着しにく
い児童でも繰り返し学習をして定着
させることができる。

３年生に配布予定。文字に興味のな
い児童でもイラストが描いてあるこ
とで、興味をもって見ることができ
る。生活に身近な漢字を、イラスト
や文章を通して学ぶことができる。

漢字の意味や、読み方を挿絵を用い
て表示しているため、漢字と読みが
一致しにくい児童やイメージがつき
にくい児童が学習することに適して
いる。マス目を使用して練習をする
ことができるため、マスを分割して
漢字をどこから書くのかがわかりや
すい。反復学習をしやすい形になっ
ているので、学習内容が定着しにく
い児童でも繰り返し学習をして定着
させることができる。学習方法がわ
かりやすいため、意欲的な児童は自
習の時間も活用して学習することが
できるようになっている。

書写 否 否 適
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年の教育漢字200字を扱っ
ている。
書き順が示してあり、止めや払い
とともに、正しい書き順を学ぶこと
ができる。
四つに分割された枠が示してあ
り、バランスを取ることを意識して
文字を書くことができる。

１ページ目では関連する挿絵と文
を用いて意味や読み方を確認すると
ともに、書き取りの練習をする。２
から３ページ目に定着のための選択
式の練習問題がある構成になってい
る。
各課で学ぶ新出漢字は５から７文
字である。

取扱う漢字は18ポイントで、書き
取りの部分は 60ポイント程度であ
る。
黒の一色刷りである。
目次があり、巻末には本書で学ぶ
漢字の一覧がある。

紙質はやや薄く、のりとじで製本
してある。
各ページに切り取り線が入ってお
り、本から切り離せるようになって
いる。

４年生に配布予定。生活に身近な漢
字を、イラストや文章を通して学ぶ
ことができる。また、イラストがあ
ることで、興味をもって学習するこ
とができる。

書写

紙質はやや薄く、のりとじで製本
してある。
各ページに切り取り線が入ってお
り、本から切り離せるようになって
いる。

適否否
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２年の教育漢字160字を扱っ
ている。
書き順が示してあり、止めや払い
とともに、正しい書き順を学ぶこと
ができる。
四つに分割された枠が示してあ
り、バランスを取ることを意識して
文字を書くことができる。

１ページ目では関連する挿絵を用
いて意味や読み方を学習する。２
ページ目に定着のための選択式の練
習問題があり、３ページ目で書き取
りの練習ができる構成になってい
る。
各課で学ぶ新出漢字は４から６文
字である。

取扱う漢字は24ポイントで、書き
取りの部分は 60ポイント程度であ
る。
黒の一色刷りである。
目次があり、巻末には本書で学ぶ
語句の一覧がある。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

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
たり、クイズやパズル、かるたなど
をしたりして、漢字に親しみやすい
ように構成されている。書き込みが
多く用意されており、基本の漢字を
習得することに効果的である。

３年生に配当予定。
言葉での指示に対して注意を持続さ
せることが苦手な児童が多い。ま
た、漢字の読み方や意味を理解して
いる児童は少ない。本書は、絵から
漢字を想像できたり、表記方法もパ
ターン化しないようにデザインされ
ており、視覚情報が充実している。
漢字学習の際に、本書を活用するこ
とで、注意を持続させながら、基本
の漢字の習得・定着をすることに効
果的であると考える。

漢字の成り立ちをのせ、漢字を組み
立てて説明しているので理解しやす
い。絵を多用していたり、なぞり書
きの課題が一定数用意されたりして
いることで、漢字の習得をするのに
適している。

イラストを用いることで漢字に対す
るイメージをもちやすくなってい
る。既習漢字なども繰り返し練習す
ることができるため、漢字を覚える
ことが苦手な児童でも学習内容の確
認、定着を図ることができるように
なっている。また、既習漢字につい
ても部首などの学習を通して共通点
を見つけたり、意味を考えたりする
ことができるようになっている。

４年生に配布予定。
漢字の学習に意欲的な一方で、注意
を持続させることが苦手な児童が多
い。本書では、漢字の構成や意味を
絵で分かりやすく示しているため、
注意を持続させやすい。また、部首
という考え方を扱うことで漢字をよ
り深く学ぶことができる。漢字学習
の際に活用することで、意欲的に学
びを進めることができる。

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、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。

適否
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の基本的な漢字についての成
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。

否書写

書写
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。

適否否
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

基本の101字を部首とする128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－ジ分類、
組み合わされる際の変形、部首の分
類名や名称、組み合わされた文字の
意味の順で配列されている。

単色刷りではあるが、漢字の構成
や意味を理解する手立てとして絵を
多用している。
なぞり書きの課題が１文字二つず
つ用意されている。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

絵が多用されていることから、視覚
的教材により理解しやすい児童に
とって学習しやすい。部首の成り立
ちを分かり易く分類し、身近なもの
から順に配列していることで、漢字
の意味をつかみながら習得しやすい
ように構成されている。

６年生５名に対して配本予定であ
る。当該児童において、筆記による
漢字獲得には顕著な困難を示すが、
漢字を要素ごとに分解する指導が有
効であった。そのような学習履歴・
学習経過を有する児童に対し、部首
や音韻が多数例示されている本書は
有効な教材であると判断できる。年
間を通して主たる教材として活用し
ていく。

５年生に配布予定。小学３年生程度
の漢字が多く掲載されており、漢字
の意味をつかみやすいようにイラス
トなどが使用されている。漢字の定
着が困難な児童にとって、理解しや
すくなる。

５年生に配布予定。
言葉での情報から漢字の意味をイ
メージすることが苦手な児童が多
い。そのため、視覚支援を行い理解
を促している。本書では、絵を多用
し、漢字の意味をつかみやすいよう
に配慮されている。また、部首の成
り立ちについて、身近なものから順
番に配列しているため、学びやす
い。漢字学習の際に活用すること
で、漢字の学びを進めることができ
ると考える。

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。
索引の部首分類が使いやすい。

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。

漢字がたのしくなる
本ワ－ク③
部首あそび

適否否書写



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

６年生６名に対して配本予定であ
る。当該児童において、単純な漢字
の読み書きは前年度までに相当数獲
得されたが、漢字学習に対する動機
づけに困難を示している。進学後の
漢字学習を見通し、動機づけを形成
しつつ知識を習得させる上で本書は
有効な教材であると判断できる。年
間を通して主たる教材として活用し
ていく。

６年生に配布予定。漢字の読みが苦
手な児童も、漢字の覚え方を音遊び
を通して楽しみながら覚えることが
できる。

漢字の読みを中心として情報量の多
い内容となっている。文字の読み書
きに慣れている児童が学習をするこ
とに適している。漢字の意味をイ
メージしにくい児童も読みから学習
することにより意味を理解しやすい
内容となっている。難しい漢字も収
録されているため、漢字が得意な児
童も楽しく学習をすることができる
ようになっている。

６年生に配布予定
見通しをもてないことに対して取り
組むことが苦手な児童が多い。ま
た、漢字の意味を深く捉えている児
童は少ない。これまで「漢字がたの
しくなる本」①～③までを学習して
きたため、見通しをもって学習する
ことができる。本書を活用すること
で、系統的に漢字を学ぶことができ
る。年間を通して学習をすることで
漢字の習熟に適していると考える。

書写
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。

適否否
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年までの漢字を使い漢字の
音遊びを通して、形声文字の成り立
ちに気付かせる内容になっている。
 中学校の漢字も扱っている。

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

読みに重点を置くので絵は少な
い。
文字がはっきりと表され捉えやす
い。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

漢字の意味や内容を示す絵が大きく
配置されていることで、漢字をイ
メージしながら親しめる構成であ
る。表意文字としての特性をつかみ
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。

２年生に配当予定。
当該学年は、言葉での指示を理解す
ることが苦手である。また、イラス
トや文字での視覚情報を理解するこ
とが得意である。本書では、漢字の
意味や内容を示す絵が大きく配置さ
れており、漢字を学ぶ時に、絵を見
て意味を理解することができる。漢
字学習の時間で、本書を活用するこ
とで、漢字に親しみながら学習する
ことができると考える。

書写 否 否 適
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。
練習ページは見開きで、右ページ
が上手に書くためのポイント、左
ページが練習用の書き込みページと
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×
20mm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。

漢字の定着が困難な特性をもつ３・
４年生に、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の
できる本書で、書き順や形の取り方
を復習したり、漢字の練習の始めと
して使用したい。年間を通して主た
る教材として活用していく。

文字、絵の大きさが適当である。言
葉あそびやなぞり書き、言葉づく平
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。

平仮名の読み書きができるが、文字
の形がうまく取れない特性をもつ
４・５年生に線書きのできる本書
で、言葉とともに学習させたい。年
間を通して主たる教材として活用し
ていく。

ひらがなを書いたり読んだりするこ
とが難しい児童が鉛筆の持ち方、線
の引き方から学習し、ひらがなを学
習することに適している。言葉づく
りや言葉遊びも同時にすることがで
きるため、楽しみながら語彙を増や
し、学習することができる。

字体は明朝体である。
漢字全部に仮名が振られている。
絵は表情豊かで美しい。
各ページ、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、耐久性に富んでい
る。
装丁もしっかりしており扱いやす
い大きさである。

適否
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１、２年の配当漢字を中心と
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触
れていない。

否書写

書写 表紙が薄くて軽く、扱いやすい。適否否

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、簡単な言葉作り、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
十音表の行ごとに書字練習と言葉作
り、言葉遊びを配列している。

文字も絵も適度な大きさである。
文章は分かち書きの部分もある。
本文は２色刷りであるが、親しみ
やすいイラストで構成されている。
見開きページの左下に保護者向け
の学習上の配慮が記載されている。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

書写 否 否 適
書きかたカード
ひらがな

くもん出版

平仮名48音が一文字ずつ記載され
たカード集である。
書いて消せるペンを使い、文字を
繰り返しなぞることで平仮名の書き
方を練習することができる。

カードの表面には平仮名五十音が
記載され、筆順が色分けされてい
る。また、右下にその文字を含む言
葉の絵が描かれている。
裏面には平仮名が一文字大きく記
され、右下にカードの通し番号が付
いている。

文字の大きさは56ポイント以上で
ある。文字は筆順ごとに色分けされ
ている。その平仮名と対応した身近
な言葉の絵がある。
裏面は白抜きの文字になってい
る。

カードの紙質は光沢があり、十分
な厚みがある。
厚紙でできた箱はとても硬く、耐
久性がある。
カードの左上にホルダーリング用
の穴が開いている。

１、２年生に給与。鉛筆がうまく持
てない児童や力の入らない児童の特
性があるため、何度もペンで書く練
習ができる本書は、書くことに対し
て抵抗感を減らせる。年間を通して
主たる教材として活用していく。

書写 否 否 適

村上　勉の学習えほ
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ページ又は見開き2ページに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。片仮名は全て平仮名がふっ
てある。片仮名の筆順が水色の濃淡
で示されわかりやすい。表記につい
て大人向けの開設が書かれている。

紙質及び装丁がしっかりしてお
り、耐久性がある。
扱いやすい大きさである。

片仮名を学習している2年生の児童に
とって、外来語や擬声語も示されて
いるため、興味深く学ぶことがで
き、どのような言葉に片仮名を使う
のか視覚的にもよく理解できる。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

社会 否 否 適
１日10分で　ちずをお
ぼえる絵本
改訂版

白泉社

日本を八つの地域に分け、都道府
県の形の特徴を、物や動物の形にな
ぞらえて示した絵本である。
都道府県の解説として、特産物、
名所などのイラストを掲載している。

１ページに一つの都道府県を紹介
し、最上部に都道府県名、中央に都
道府県のイラストと説明文、下部に
特産物などのイラストが掲載されて
いる。
都道府県の解説文は75字程度で簡
潔にまとめられている。

本文の文字の大きさは、８ポイン
トである。
全ページカラー印刷である。
説明はほぼ平仮名で、分かち書き
で表記されている。一部語句の漢字
には振り仮名が付いている。
全ページにイラストがあり、各都
道府県をイラストで物の形に模して
示している。

紙質は厚い。
表紙は硬く、糸かがりで製本して
あるため、十分な耐久性がある。

３～６年生の教科書として使用する予
定である。都道府県を具体的にイメー
ジしやすいイラストが多数掲載されて
いるため、識字が困難であったり、文
を読むことが苦手であったりする児童
にとって、覚えやすい教材となってい
る。

来年度は３・４年生の使用を考える。
年間指導計画では東京都の学習を計画
し、本単元での主教材として使用を考
える。実態は東京都を学習する児童に
は視覚優位の情報の方が学習理解が進
む。このことから教材は絵が見やす
く、各々の東京の異なる場所の違いが
理解できる面から有効である。本学級
では高学年の総合的な学習で使用す
る。調べ学習では、班ごとに分かれ、
この教材をもとに意欲的な学習活動を
することができた。

３年生に配当予定。
文字を読むことに関して抵抗感のある
児童が多く、注意も逸れやすい。本書
は、挿絵が多く使われていたり、説明
文に色付けされていたりすることで、
児童の関心を引き付けることが期待で
きる。生活単元学習では、身近な地域
の学習を行い、そこから東京の２３の
事項について丁寧に学習していく。ま
た、東京都の地理的な学習にも効果的
であるため、次学年の学習もスムーズ
に行えると考える。

社会

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。
所々に、細かい挿絵もある。

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

見開き２ページに大きな挿絵を入れた
り、４～５個の挿絵を入れたりページ
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。
紙質も良く、丈夫である。

小峰書店
あたらしいのりものず
かん④
東京パノラマたんけん

否 否 適



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

オリンピック・パラリンピック教育を
通して、いろいろな国があることは理
解することができたが、その国がどこ
にあって、どんな国なのかは知らない
児童が多い。漢字が苦手な児童でも、
ふりがながあり読みやすく、写真やイ
ラストを通して、イメージをもつこと
ができ、興味や関心をもつことができ
るという面で効果的である。

来年度は５・６年生の使用を考える。
年間指導計画では「世界を知ろう」の
学習を計画し、本単元での主教材とし
て使用を考える。実態は世界を学習す
る児童には視覚優位の情報の方が学習
理解が進む。この教材では資料が見や
すく、本学級の５・６年生で使用する
教材で有効である。日本地図のシリー
ズ版でテーマは世界地図である。前回
の日本地図の学びの構成が似ているこ
とから系統性をもち学習を進められ
る。文字数が多いためある程度地図の
読み取りの可能な学年で使用が可能に
なる。本学級では国旗に興味や関心を
もつ児童が多く、本資料を活用してい
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。

否 否 適社会
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

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。

全ページカラーである。
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。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

３年生に給与。視覚的に訴えることに
より、学習意欲をもち、取り組めると
いった児童の特性があるので、写真や
イラストがより分かりやすい本書を、
年間を通して主たる教材として活用し
ていく。

日本のことについて、くわしく知って
いる児童は少ない。日本の各都道府県
における特色などを写真やイラストな
どで見ることによって、興味や関心を
もたせるとともに、身の回りのことに
着目させるきっかけとして効果的であ
る。

来年度は５・６年生の使用を考える。
年間指導計画では「日本の国土」の学
習を計画し、本単元での主教材として
使用を考える。実態は日本を学習する
児童には視覚優位の情報の方が学習理
解が進む。この教材は資料が見やす
く、日本の地図とそれに関連する写真
や説明で構成されている面が有効であ
る。本学級の児童には地図を学ばせる
初期の段階では難しいところもある
が、地名調べ等を行うことで地図を読
み取ることが得意になっている。

５年生に配布予定。視覚優位の児童が
いる。初めて日本地図や日本全体のこ
とを学ぶ児童にとっては、カラーで見
やすく、理解の助けになる。

否
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。

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。

否 適

全ページカラーである。
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。

社会



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

学校から町探検へと進めていく3年生
の児童にとっては、大変興味がもてる
内容であり、人との会話も示されてい
るため、人と合った時にどんなことを
話せばいいのか大変わかりやすい。

来年度は３・４年生で使用予定。年間
指導計画では八王子市や町探検の学習
を計画し、本単元での主教材として使
用を考える。本学級では中学年グルー
プで町探検や遠足等の事前学習で教材
を活用しているが、実態は児童は事前
学習をしっかり実施しないと体験学習
での理解に繋がらないことがある。本
教材は町並みごとに色々な人々が商売
や仕事や生活等の営みが分かるような
構成になっている面で有効である。児
童は教材に対して興味をもち学習を進
めることができる。ワークシートで挿
絵を吹き出し形式で授業を行った時に
は生活を営む人々の様子をしっかり読
み取ることもできる。

社会 否 否 適
めくってはっけん！
せかいちずえほん

学研プラス

世界７地域について、地域ごとの主な
国名を記すとともに、主要な山や川な
どの自然及び建造物等の名称を、イラ
ストとともに示している。

巻頭に目次がある。
七つの地域を見開き２ページで説明してい
る。
各ページに多数のめくり式の仕掛けがあ
り、地域ごとに面積の一番大きい国や、人
口が一番多い都市などの情報が載ってい
る。

本文の文字の大きさは、８ポイントで
ある。
全ページカラー印刷である。
ほぼ平仮名と片仮名で分かち書きされ
ており、漢字で表記してある「海」や
「川」などには振り仮名が付いてい
る。
地形は淡い色彩で描かれており、イラ
ストは輪郭がはっきりしている。

紙質は十分な厚みがある。
表紙は硬く、中とじで製本しているた
め、十分な耐久性がある。

５年生に配布予定。
言葉での指示理解が苦手な児童が多
い。そのため、視覚支援を行い理解を
促している。本書では、全ページカ
ラー印刷でめくり式の仕掛けがあり、
世界の７地域の特徴をイラストなどで
示しているため、視覚的に捉えること
ができる。クイズ形式で提示すること
で、楽しみながら学習することができ
る。

社会 否 否 適
めくってはっけん！
にほんちずえほん

 学研プラス

日本の７地方について、地域ごとに県
名を記すとともに、山や川などの自
然、特産物及び建造物等の名称を、イ
ラストとともに示している。

巻頭に目次がある。
７地方を見開き２ページで説明している。
各ページに多数のめくり式の仕掛けがあ
り、地域ごとに一番高い山や、一番長い川
などの情報が載っている。

本文の文字の大きさは、10ポイントで
ある。
全ページカラー印刷である。
平仮名及び片仮名で表記されており、
分かち書きされている。
地形は淡い色彩で描かれており、イラ
ストは輪郭がはっきりしている。

紙質は十分な厚みがある。
表紙は硬く、中とじで製本しているた
め、十分な耐久性がある。

４年生に配当予定。
該当学年は、注意を持続させることが
苦手な児童が多い。本書では、全ペー
ジカラー印刷でめくり式の仕掛けがあ
り、各都道府県の特徴をイラストなど
で示しているため、興味関心を持続さ
せて学習することができる。本書を活
用しながら、各都道府県の情報をクイ
ズ形式で提示することで、楽しみなが
ら学習することができる。

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

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

みぢかなかがくシリー
ズ
町たんけん　はたらく
人みつけた

福音館書店
小学生が教師とともに町を探検し、町
並みや働く人々の様子など、様々に発
見していく内容である。

社会
紙質、装丁ともにしっかりしている。
少々大きめだが軽いので扱いやすい。

適否否



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

来年度は５・６年生で使用予定。年間
指導計画では日本の歴史の学習を計画
し、本単元での主教材として使用が可
能である。実態は歴史学習で行う場合
には学習理解の差が見られ、知的理解
の乏しい児童でも絵本形式になってお
り、学習理解の差を埋められる面で有
効である。本学級では高学年グループ
で歴史を学ぶ教材として活用してい
る。教材を使用する場合は２つある。
１つめは、この教材で歴史の時代背景
や文化や人々の営みを時代ごとに学ん
でいる。２つめは調べ学習で時代ごと
のテーマで学ぶ時に、この教材を活用
している。

６年生に配布予定。
文章のみでの理解が苦手な児童が多
い。
本書は、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。
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
分け時代の移り変わりを視覚的にとら
えることができる。授業の中で、イラ
ストから想像したり、時代の変化に気
付いたりすることで、日本の歴史の大
きな流れを学ぶことができると考え
る。

社会 否 否 適
小学クイズと絵地図で
都道府県基礎丸わかり

受験研究社

各都道府県を７地方に分け、47の都道
府県別に説明し、県庁所在地や特産品
などの情報を、イラストとともに示し
ている。

巻頭に目次がある。
日本全体の地形や気候区分を示した後、７
地方に属する都道府県を見開き２ページで
説明している。
各都道府県のページでは、クイズや都市名
等の漢字の書き取りなどがある。

本文の文字の大きさは、９ポイントで
ある。
全ページカラー印刷である。
漢字には一部振り仮名が付いている。
県の形が絵地図で示され、特産物等の
イラストは、淡い色彩で描かれてい
る。

紙質は薄い。
表紙は柔らかく、のりとじで製本して
いる。

全学年の教科書として配布する。
本書は全ページカラー印刷で、イラス
トの使用も多く、色々な情報から学び
のある児童にとって、本書は効果的で
ある。
年間を通して生活単元の地理の学習時
に使用する。

否否社会 絵で見る日本の歴史 福音館書店

日本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ページをめくる度
に、縄文から現代へと順に時代が新しくな
る構成で、31場面描かれている。
旧石器時代を除き、各時代の人々の生活の
様子が、見開き２ページずつ絵で描かれて
いる。
巻末に各絵の詳細な解説がある。

文字の大きさは９ポイントで表記され
ている。
全ページカラー印刷である。
漢字に振り仮名が付いている。
ページの上段と下段に白地の欄があ
る。
上段に大きな字で時代が分かる表記が
ある。
下段には各時代の様子が短文で説明し
てある。
人々が何を持っているのか、何をして
いるのか等の時代の特徴が１つの絵の
中に詳細に描かれている。

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

適



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

算数 否 否 適

１分きざみで時計が
よめる
はとのクルックのと
けいえほん

くもん出版

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

見開き２ページで構成している。
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、全ての右ページが
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。

文字の大きさは 18ポイントであ
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。
全ページカラーである。
実際に針を動かせる時計の模型が
貼り付けられていて、どのページで
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。

２年生に配布予定。初めて時計を学
ぶ児童にとって自分で針を操作する
ことで、時が進んでいることを理解
するきっかけとなる。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。

算数 否 否 適
くらしに役立つ　数
学

東洋館出版社

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、学校生活
のこと、余暇のこと、暮らしのこと
について扱っており、数学的な知識
や技能等が学習できる。

基礎編、生活編の２部構成になっ
ている。

文字の大きさは 12ポイントであ
る。
小学３年以上の漢字に振り仮名が
付いている。
また、数学で使う新しい用語「正
（せい）」「負（ふ）」「小数
（しょうすう）」などにも振り仮名
が付いている。
　黒、青の２色刷りである。
問題と一緒にイラストも掲載さ
れ、視覚により、理解できるような
工夫がある。

表紙・本文ともに紙質は薄く、一
般の教科書と同様の装丁である。

本学級では来年度の５・６年生で使
用予定。年間指導計画では主教材と
して扱い、通年で使用する。実態は
算数の基礎的な力を伸ばした児童は
算数に対する興味や関心が高く、こ
の教材を有効的に活用する面で有効
である。本学級ではある程度算数の
基礎的な習熟を図ることのできた児
童やグループに本教材を使用してい
る。算数に対して興味をもち、尚且
つ応用力をもち合わせている児童に
適した教材である。本学級の担任と
してはこれから成長する過程で暮ら
しの中で算数を活用できる「生きる
力」をこの教材から養えることを期
待し、活用をしていく。

言葉や文字だけではイメージをもて
ずに理解しにくい児童がいる。視覚
的に示した図や実際に動かせる本教
科書は、そうした児童にも理解しや
すいと考える。また、実際に触って
操作する活動を通して、意欲的に取
り組むことができるという面で効果
的である。

５年生の児童に配布する。
学習の積み重ねが難しい児童にとっ
て、学習してきた内容を視覚的に捉
えたり、動かしたりすることができ
るようになっており、学習理解の定
着を図るのに効果的である。

算数

　紙質は非常に厚く、光沢がある。
表紙は厚く、各ページを貼り合わ
せたとじ方をしているため、開きや
すい。

さわって学べる算数
図鑑

学研プラス適否否

足し算や引き算、掛け算、分数、
図形等について、視覚的に示した図
や、実際に触って動かせる仕掛けを
用いて、立体的に説明している。

各場面が見開き２ページの構成
で、内容のまとまりごとに七つの項
目に分かれている。
全てのページに仕掛けがあり、巻
末には用語集と索引がある。

文字の大きさは、見出しは54ポイ
ント、本文は９ポイントである。
全ページカラーであり、形や問題
ごとに色分けをしている。
漢字には全て振り仮名が振ってあ
り、図形の名称については、英語の
表記を併記している。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
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一般図書
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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　児童・生徒の特性及び必要性等

算数 否 否 適

スーパータイルのさ
んすう１
らくらく算数ブック
１

太郎次郎社エ
ディタス

数の概念や表し方、２桁までの足
し算と引き算について、物や数をタ
イルに置き換えて、イラストを交え
て説明している。

内容のまとまりごとに９章で構成
しており、目次がある。
イラストや図が多く、色を塗りな
がら数の概念を理解させるページが
ある。
計算問題は、１ページ当たり最大
で22問である。

文字の大きさは、見出しは32ポイ
ント、本文は16ポイントである。
２色刷りで、直接書き込めるよう
になっている。
内容の後半では片仮名や一年生で
習う漢字（山、十など）を使ってお
り、分かち書きをしている。
指導者向けの内容の手引きが別冊
として付いている。

紙質は厚みがある。
表紙はやや硬く、のりとじで製本
してある。

本学級では来年度の２年生で使用予
定。年間指導計画では主教材として
扱い、通年で使用する。実態は数や
式を理解する時に絵や具体物からヒ
ントを得る児童が多く、馴染みの深
い教材でもあって、指導者側もこれ
まで使用しているため慣れている面
からも有効である。教材の内容は具
体的な絵や挿絵が描かれており、問
題を解く時にはこちらを参考にして
いることも多いようである。シリー
ズごとに教材があるため、同じよう
な学習の進め方で２・３のシリーズ
に進むごとに問題のレベルを上げら
れるところも利点である。

算数 否 否 適

スーパータイルのさ
んすう２
らくらく算数ブック
２

太郎次郎社エ
ディタス

４桁までの足し算と引き算、かけ
算九九、水のかさ、長さについて、
物や数をタイルに置き換えて、イラ
ストを交えて説明している。

内容のまとまりごとに８章で構成
しており、目次がある。
計算問題は、１ページ当たり12問
前後が多く、最大で42問である。

文字の大きさは、見出しは32ポイ
ント、本文は13ポイントである。
２色刷りで、直接書き込めるよう
になっている。
メートルやリットル等は筆記体の
表記である。
小学校２年生配当程度の漢字が使
われており、一部には振り仮名が
振ってある。
指導者向けの内容の手引が別冊と
して付いている。

紙質は厚みがある。
表紙はやや硬く、のりとじで製本
してある。

本学級では来年度の３～５年生の使
用を考えている。年間指導計画では
主教材として扱い、通年で使用す
る。実態は前回から馴染みのある系
統的な算数の教材の方が理解度が高
く、この教材はシリーズ化しされて
おり、この面から有効である。シ
リーズ１からの続編であり、本学級
では３年生から使用する教材となっ
ている。シリーズ１からは学習内容
がレベルアップしており、学習の基
礎的・基本的な内容が習得できてい
る児童にはちょうど良いレベルの問
題である。

算数 否 否 適

スーパータイルのさ
んすう３
らくらく算数ブック
３

太郎次郎社エ
ディタス

掛け算、割り算、小数、大きな
数、長さ、重さ、時間について、数
をタイルに置き換えたり、イラスト
を交えて説明したりしている。

内容のまとまりごとに９章で構成
しており、目次がある。
計算問題は、１ページ当たり20問
前後が多く、最大で44問である。

文字の大きさは、見出しは32ポイ
ント、本文は11ポイントである。
２色刷りで、直接書き込めるよう
になっている。
メートルやリットル、グラム等は
筆記体の表記である。
漢字の一部には、振り仮名が振っ
てある。
指導者向けの内容の手引が別冊と
して付いている。

紙質は厚みがある。
表紙はやや硬く、のりとじで製本
してある。

本学級では来年度の５・６年生の使
用を考えている。年間指導計画では
主教材として扱い、通年で使用す
る。実態は前回から馴染みのある系
統的な算数の教材の方が理解度が高
く、こちらの教材はシリーズ化して
おり、この面から有効である。シ
リーズ３作目は数の桁も増え、各段
に計算のレベルは難しくなってい
る。シリーズ１・２を熟し、ある程
度計算力の身に付いている児童が本
学級でこの教材を使用している。こ
の学習内容を習得することができれ
ば中学校に進学してもある程度のレ
ベルまでは学習内容に対応できるこ
とを期待し、活用していく。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

６年生の教科書として使用予定である。
現在四則演算等の基本を積み上げている
段階である。計算ができるだけではな
く、実生活で使えるかどうかがより大切
だと考える。中学校への進学を見据え、
生活に必要な算数の力を高めるために本
書を活用していく。

６年生児童11名に配本予定である。当該
児童は計算を得意としているが、生活文
脈に対する転移に顕著な困難を示してい
る。したがって、生活文脈に近い内容の
学習を相当数実施する必要がある。その
ような指導をする上で、日常生活や進路
に関連した内容を扱った本書は適切な内
容であると判断できる。年間を通して主
たる教材として活用していく。

目的意識をもちにくい児童にとって、算
数や数学を何のために学習するのか、理
解している児童は少ない。身近な日常の
生活の中に算数や数学がいろいろな場面
で用いられていることを知り、学ぶ意味
をもたせることは大切であり、今後の学
習意欲にもつながるという理由で効果的
である。

本学級では来年度の５・６年生の使用を
考えている。年間指導計画では主教材と
して扱い、通年で使用する。実態は算数
の基礎的な力を伸ばした児童は算数に対
する興味や関心が高く、この教材を使用
時に応用が利く面で有効である。本教材
では日常生活の中から具体的な場面を算
数の課題として設定していることが特徴
と言える。本学級では６年生で使用され
る教材である。本児では長さの単元で楽
しい長さを調べる時間でインターネット
や本で調べる課題が好きな学習活動であ
る。とても魅力的な算数の課題が多いの
で、基礎を身に付けている児童には丁度
良い学習内容である。

６年生の児童に配布する。
基本的な学習理解を実際の生活場面に生
かせることへと結び付けることが苦手な
児童にとって、「基礎」と「生活シー
ン」にイラスト等で分けられている構成
は、効果的である。

５、６年生の教科書として使用する予定
である。抽象的な内容になると理解が難
しく、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。ま
た、応用問題が苦手な児童にとって、生
活経験と結び付けながら算数の学習を進
めることができる。

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
的にとらえやすくなっている。また、生
活経験と結び付けながら学習を進めるこ
とができる。

算数
紙質は薄い。
表紙はやや硬い紙で、のりとじで
製本している。

否 否 適
ひとりだちするため
の算数・数学

日本教育研究
出版

身近な生活の場面で用いられる算
数・数学の知識・技能を中心に扱っ
た内容である。

巻頭に目次がある。
「基礎」と「生活シーン」の２部
構成になっている。
「基礎」は七つの単元、「生活
シーン」は三つの単元で構成されて
いる。

本文の文字の大きさは14ポイント
である。
全ページ２色刷りである。
漢字には全て振り仮名が付いてい
る。
課題に合わせた表やグラフ、イラ
ストが、要所に挿入されている。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

算数 否 否 適

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

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

「量概念の基礎」「比較」「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、身近な物が
大きく描かれている。
各ページには、「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
は十分である。

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1
年生の児童の学習に活用したい。

５までの数について、具体物から半
具体物を経て、数字に置き換えまで
の過程が、丁寧に扱われていて、数
の概念を具体物をイメージしなが
ら、理解できるように配慮されてい
る。数概念をより確実なものにする
ために活用できる。

１・２年生の教科書として配布予
定。
具体物をイメージさせることで、数
概念理解が難しい児童に対して、具
体物が描かれている本書は挿絵を手
掛かりにして取り組むことができる
ため効果的である。
年間を通して数を数える学習時に使
用する。

１年生に配布予定。数字を、絵とと
もに親しみやすく学習できる構成で
ある。１～２０までの数字が順番に
配列され、数と量の関係の概念を掴
みやすい。また、１ページで１つの
数字を学習することができ、数字を
初めて学習する児童に適している。

算数 適否否

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

５までの数について「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。

具体物操作による「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ページに載せてある課題数も適
切である。

絵は身近な物や動物、食べ物を取
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。
各ページに「指導の展開」が載っ
ている。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

３年生の教科書として使用予定であ
る。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。
児童は現在「ゆっくり学ぶ子のため
のさんすう②」で数量概念の学習を
進めており、次の学習段階としてた
し算と引き算の学習に取り組む際に
本書を活用する。

数量概念と足し算・引き算の導入の
段階の指導に適している。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。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。

２年生に給与。５までの数や５の合
成分解がタイルなどでできる。次の
段階を理解し、自分で問題を解くこ
とができるようにしたい。年間を通
して主たる教材として活用してい
く。

３・４年生に教科書として配布予
定。
答えが6以上になる算数を習得してい
ない児童に対して、足し算・引き算
の導入の段落の指導に効果的であ
る。

３年生の教科書として使用する予定
である。
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。１冊で学習が進められるので、
注意が散漫であったり教材を複数同
時に扱うのが苦手であったりする児
童にとって、理解しやすい。図や絵
が多数載っているため、指を使った
足し算や数え足しで計算する児童が
学習しやすい。

否算数

絵は身近な物や動物、食べ物を取
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。
ほとんどのページに「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。

適否

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

６～２桁までの数、１桁の足し
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、色を塗る等の練習問
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。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

４年生の教科書として使用予定であ
る。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。児童の
特性上具体物の使用が不可欠であ
る。本書を活用してできるだけ具体
的に学習を進めたい。

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。具
体物の操作から、抽象的概念に移行
する時期に適当である。

３・４・５年生に給与。５までの数
や５の合成分解がタイルなどででき
る。次の段階を理解し、自分で問題
を解くことができるようにしたい。
年間を通して主たる教材として活用
していく。

５・６年生に教科書として配布予
定。
挿絵は身近なものを使用していて、
より具体的に問題を捉えることがで
きる。その為、タイルを操作や筆算
の学習に取り組む際に、抽象的な物
を捉えにくい児童に対して、分かり
やすく取り組むことができるため効
果的である。

４年生の教科書として使用する予定
である。
タイルを操作しながら計算を進める
ことができ、繰り上がり繰り下がり
の計算を学ぶことができる。数字の
羅列では計算のイメージが困難な児
童にとって、具体物の操作から抽象
的な計算に移行しやすい。視覚優位
な児童の学習にも適している。

算数
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。

適否否

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

繰り上がりのある足し算、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、練習問題も分量が多く載っ
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。

絵は身近な物や動物を取り上げ、
一部はカラーである。
文字は、平仮名、片仮名、数字で
ある。
ほとんどのページに、「指導の展
開」が載っている。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

５年生の教科書として使用予定であ
る。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。
児童は、「ゆっくり学ぶ子のための
『さんすう』④」の内容を学習中で
ある。本書を活用し、より実生活で
必要な計算力等を身に付けさせた
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。挿絵やタイルの操作をもと
にしているため理解しやすくなって
いる。

５年生の一部に教科書として配布予
定。
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
位の交換を学習する児童に対して、
挿絵や分かりやすい説明があるた
め、抵抗感なく取り組むことができ
るため効果的である。

本学級では来年度の４年生で使用予
定。年間指導計画では主教材として
扱い、通年で使用する。実態は数と
式の領域で低・中学年の児童に向
け、四則計算の分かり易く説明に優
れた面で有効である。本学級では４
年生以上で丁寧に繰り返して習熟を
図ることを必要とする児童に向けた
教材として使用している。四則計算
を求める時には具体物や絵が描いて
いるため分かりやすくなっている。
フォントも大きいため、計算式や数
も丁度良い大きさになるため、丁寧
に繰り返して習熟を図ることを必要
とする児童には理解を促せる教材に
なっている。

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。

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。

否算数 適否



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

「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。例題、練
習問題、まとめの問題が順序よく示
されているため理解しやすい。

本学級では来年度の低学年の使用を
考えている。年間指導計画では主教
材として扱い、通年で使用する。実
態は数の認知に乏しい児童がおり、
文字のフォントや絵柄等に本教材は
優れた面で有効である。本学級では
１年生は文部科学省検定教科書を使
用し、算数を学習している。1年生の
段階で学習につまづきの見られる児
童に、２年生ではこちらの教材を使
用し、学習を行っている。算数の初
期の学習を行うことに適しており、
丁寧に繰り返して習熟を図ることを
必要とする児童でも理解を促せると
ころに教材の適正がある。

算数 否 否 否 適
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。

３年生に配布予定。文字だけでは場
面の理解が困難な児童がいる。カ
ラーのイラストが多様されている。
数や量をイメージしやすいので、理
解が高まる。

算数 否 否 否 適
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。

４年生に配布予定。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、文だけでは理解することが苦
手な児童にとって分かりやすく、生
活における応用力を高めることがで
きると考える。

算数 否 否 適
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ページで構成さ
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。
全ページカラーである。
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。

５年生に配布予定。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 否 否 否 適
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
振り仮名が付いている。

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。

６年生に配布予定。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。また、視覚的にも見やすくわ
かりやすい。

児童・生徒が持ち運びやすい大き
さである。

適否否 わかるさんすう　２ むぎ書房

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

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

本文には、小学２年配当程度の漢
字が使用されている。
一部の漢字には、振り仮名が振ら
れている。
全ページモノクロである。
イラストは、例題等の解法の説明
に必要な最小限のものに限られてい
る。
本文の文字の大きさは、12ポイン
トである。
指導者用の解説書が別冊で添付さ
れている。

算数



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

理科 否 否 適
科学シリーズ 野の草
花

福音館書店

春から冬にかけての、いろいろな
草花を、絵を中心に説明している。
自然の変化を生かした構成であ
る。

季節の草花が見られる場所に分け
て内容を取り上げ、一年間の草花の
状況が理解できるように場面構成し
てある。
文字の分量も適当である。
目次はないが、索引と植物の解説
が最後に載っている。

絵の草花には、全て名前が付され
ており、文章は簡潔である。
絵は草花の特徴がつかまれてお
り、写実的に描かれている。

紙質、装丁ともに良く、耐久性が
ある。

身近にさいている野の花に大変興味
がある児童にとって、すぐに調べる
ことができ、説明も簡潔であるため
わかりやすく、意欲をもって学ぶこ
とができる。

来年度は３・４年生の使用を考え
る。年間指導計画では「野菜を育て
よう」の学習を計画し、本単元での
主教材として使用を考える。本学級
では３年生からこの教材を使用し、
児童には馴染みのある資料になって
いる。実態は毎年４～５月に生活単
元学習でミニトマトやジャガイモ・
サツマイモの栽培を行っており、栽
培活動が好きな児童が多い。この時
に、本教材を活用し、説明を加える
ことで、栽培の事前学習をしっかり
取り組める面からも有効である。

３年生に配布予定。３年生から本格
的に畑の水やりなどの世話が始ま
る。畑で野菜を栽培したり、収穫し
調理したりする活動をしている。本
書は、野菜の栽培の様子や食用部位
の説明など大変参考になり、指導に
有効である。

理科
大きな判で、丈夫な装丁になって
いる。

適否否
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、花、果実、根の部位別にまと
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ページの単位で取上げ、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。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

４年生に配当予定。生活単元や理科
の学習で関連したものを調べる際に
活用しやすい。児童に関心のある身
近なところから学習に繋げていく文
字だけでの理解が難しい児童にとっ
ても写真やイラストがあるため、視
覚優位の児童にとっても取り組みや
すい。

生き物や自然に興味や関心をもって
いる児童が多い。身近な生き物や自
然の草花を写真やイラストなどで視
覚的に見ることによって、イメージ
をもったり、自然をより身近に感じ
ることができるとともに、自然をよ
り大切にしていこうとする気持ちを
育てるという面で効果的である。

５年生に配布予定。写真やカラーの
イラストで具体的に示されているた
め、視覚優位の児童が理解しやす
い。また解説文も詳しく、児童の関
心を高められる。

理科 否 否 適
小学館の図鑑ＮＥＯ
＋ぷらす
もっとくらべる図鑑

小学館

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

大きさ、行動や能力、時間の流れ、
場所の違い、それぞれによる比較を
四章で構成している。
見開き２ページで構成されている。
観音開きになっているページがあ
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。
全ページカラーである。
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。

６年生に配布予定。児童は、想像し
て考えることに課題があり、比較し
て考えることが初めてである。見開
きで比較しやすい構成になってお
り、スケール感や時間の流れを感じ
ることができ、指導に適している。

理科 否 否 適

小学理科か・ん・
ぺ・き
新しい教養のための
理科 基礎編

誠文堂新光社

昆虫や動物、植物の様子、気象や
星空の観察、身近な物でできる実験
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部で構成してい
る。
一つのトピックスを１～２ページ
でまとめている。
実験に用いる器具の使い方や仕組
みについても分かりやすく説明して
いる。

文字の大きさは９ ポイントであ
る。
難しい漢字には振り仮名が付いて
いる。
本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。
写真や絵（イラスト）やグラフ等
が多数使用されている。
巻頭に目次があり、巻末には索引
がある。

表紙は薄手の紙であるが、コー
ティングされている。

６年生の教科書として使用する予定
である。視覚的な内容であれば理解
しやすい児童が多く在籍している。
写真やイラストが多数掲載されてい
るため、識字が困難であったり、文
を読むことが苦手であったりする児
童にとって、理解しやすい。また、
身近な題材を多く扱っているため、
生活経験が乏しい児童にとって生活
経験を補う役割も果たすことが期待
できる。

装丁は丈夫で、紙質もしっかりし
ており、ページがめくりやすい。

小学館

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

虫、水生生物、鳥、小動物、植物
の飼育や栽培・観察の方法を種類ご
とに１～４ページで説明している。
観察セットや飼育セットを写真や
イラストで具体的に示し、更に細か
く解説文を付けている。

ほとんどのページがカラーで見や
すい。
漢字には全て振り仮名が振られて
いる。
虫、水生生物、鳥、小動物、植物
等のテーマごとにページが色分けさ
れている。
解説文に最も多く使われている文
字の大きさは8.5ポイントである。

小学館の図鑑ＮＥＯ
 飼育と観察

適否否理科



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

来年度は３・４年生で使用予定。年
間指導計画では「昆虫を知ろう」の
学習を計画し、本単元での主教材と
して使用する。実態は昆虫好きな児
童が多く、事前学習で学んだことを
観察で生かすことができる。本学級
では３・４年生で使用した教材であ
り、身近な昆虫「モンシロチョウや
カブトムシ」を調べる学習する時に
有効である。また、調べ学習の資料
として活用をしている。

４年生に配布予定。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。文字の習得が課題の
児童も、写真から生態を知ることが
できる。

理科 否 否 適
米村でんじろうのDVD
でわかる
おもしろ実験！！

講談社

身近な材料、道具、電気機器などを
使って行う実験方法を紹介した本 で
ある。
主に物理・化学分野で、30の簡単な
実験について説明している。

各実験は、見開き２～４ページの構
成である。
実験手順や結果を漫画で示してい
る。
詳しい解説を「ものしりキーワー
ド」等で説明している。

漫画のセリフは９～12ポイント、解
説文は９ポイント、欄外注釈は７ポ
イントである。
全ページ、２色刷りである。
全ての漢字に振り仮名が振ってあ
る。
漫画の他に写真も用いている。巻頭
４ページに実験の様子をカラー写真
で掲載している。

紙は薄く、光沢はない。
表紙はやや硬い紙であり、のりとじ
である。

中学年、高学年の児童は、理科実験
に対して、興味関心は高いが、実生
活場面に対して転移しにくいという
特性を有する。そのため、内容が身
近な材料や生活場面に即した教材に
よって指導をすることが妥当であ
る。漢字には全て振り仮名が振って
あり、漢字の定着が困難な特性をも
つ児童にも適している。年間を通し
て主たる教材として活用していく。

適否否理科 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・生徒の興味・
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枚の写真が各ページ一杯に
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・生徒が持ち運びやすい。
表紙がしっかりしており、本文の
ページも厚めの紙で、扱いやすい。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

生活 否 否 否 適
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。

興味関心の幅が狭く、言葉の情報よ
りも視覚優位な児童が多い新5年生に
とって効果的である。ドラえもんの
キャラクターと一緒に、楽しく知識
を得ることができる。テーマごとに
見開きになっており、写真やイラス
トを見ながら読みやすい構成となっ
ている。表記も色分けされており、
都道府県や河川のなどの区別をしな
がら、日本の地形を学習しようとす
る姿が期待できる。

生活 否 否 否 適
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。

視覚優位な児童が多い新6年生配当予
定。子供たちにおなじみのドラえも
んや豊富なイラストで各テーマごと
に国が紹介されていて、楽しく知識
を得ることができる。見開きページ
ごとに、地理だけではなく料理や家
など文化や生活の違いが分かり易く
説明されている。

低学年の児童は食べものに関して興
味をもっている児童が多い。ひらが
なを自分の好きな食べ物と結び付け
て覚えることに意欲的に取り組める
という面で効果的だと考える。

２年生の児童に配布する。
学校給食や日頃の食べ物に興味・関
心が高い児童の特性に合わせて、食
べ物の名前とイラストがあるため、
分かりやすい。自分自身の生活と結
び付けながら、食に関する学習を進
めることができる。

１年生に配当予定。
興味関心の幅が狭く、注意を持続す
ることも苦手な児童が多い。２０２
種類の食べ物は、家庭の食卓や給食
でよく出されるものであり、児童が
親しみやすい。食べ物のカラー写真
が鮮やかで、楽しく意欲的に学習を
進めるのに効果的である。

１、２年生の教科書として使用する
予定である。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、児童が興味関心を広
げやすい内容になっている。識字が
苦手な児童にとって、文字数が少な
い本書は、意欲的に学習を進めるの
に効果的である。

否否生活

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ページを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。

適
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。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

生活 否 否 否 適
２１世紀こども百科
歴史館

小学館

吉野ヶ里遺跡など、新たに整備された遺
跡の最新情報に加え、ネット学習に完全
対応している。歴史上の重要な項目を時
代順にあげ、関連するホームページを紹
介したり、ネットを利用した自由研究の方
法も適切に書かれたりしてある。

時代順に分かれており、調べやすくなっ
ている。

歴史について写真やイラストが多く使わ
れており、興味・関心をもちやすく、わか
りやすい。

表紙は厚紙で、コーティングされている。

６年生に配布予定。歴史についてイ
ラストや写真が多いことで、興味・
関心をもつことができ、文で学ぶこ
とが苦手な児童にとって意欲的に学
ぶことができる。

生活 否 否 否 適

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。
所々に、細かい挿絵もある。

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

見開き２ページに大きな挿絵を入れた
り、４～５個の挿絵を入れたりページごと
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。
紙質も良く、丈夫である。

４年生の児童に配布する。
乗り物が好きな児童の特性に合わせ
て、東京都の様子や特徴を上空から
見るという展開になっている。具体
的な建物も出てくるため、児童の生
活経験と結び付きやすい。

生活 否 否 否 適
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。

児童の身近なものや食べ物が擬人化
されており、物語や読み聞かせが好
きな児童が親しみをもって読むこと
ができる。また、ひらがなを一文字
ずつ歌にして覚えることができるた
め、楽しみながらひらがなの学習を
することができる。

生活 否 否 否 適

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。

全ページカラーである。
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。

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。

６年生の教科書として使用する予定
である。写真が豊富で理解の助けに
なる。世界の国々かるたがついてお
り、楽しく学習を進めることができ
る。
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。
地図など地理の学習に興味をもって
いる児童が多いため、都道府県の学
習の次の段階として本書を活用した
い。

生活 否 否 否 適

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。

全ページカラーである。
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。

５年生の教科書として使用する予定
である。写真が豊富で理解の助けに
なる。４７都道府県かるたがついて
おり、楽しく学習を進めることがで
きる。
漢字に振り仮名が付いており、抵抗
なく読むことができる。
地図に興味をもっている児童が多
い。本書を活用して都道府県の学習
を進め、より幅広い知識を身に付け
させたい。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

生活 否 否 適

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、子供たちが
「こんなときになんて言うんだろ
う？」と思ったときに、すぐ使える
よう44の実践的な例を挙げて説明し
ている内容である。

「知っている人にあったとき」な
ど44の実践的な例が２ページで説明
されている。
さらに各実践例ごとに左ページに
代表的な対処法が示され、右ページ
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。

見出しは32ポイントで、主要な文
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。
全ページ黒一色印刷である。
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。

困っている時、助けてもらいたい時
など、自分の気持ちを言葉にして表
すことが苦手な特性のある児童に
とって、効果的である。きちんとあ
いさつをしたり、自分の思っている
ことをうまく表現できるように様々
な場面を、イラストを使って説明し
ていることでイメージがしやすい。
場面ごとのトレーニングで、「話す
力」「聞く力」が身に付いていくこ
とが期待される。

生活 否 否 適

イラスト版 子どもの
お手伝い
子どもとマスターす
る49の生活技術

合同出版

「小さい時からのお手伝い」や
「衣食住の基礎」などの五つの項目
について、49の日常生活の場面にお
ける子供のお手伝いを説明している
内容である。

「洗濯の補助」「自分の衣服の片
づけ」など、49のお手伝いの場面
が、それぞれ見開き２ページで説明
されている。
さらに各場面ごとに四から五つの
具体的なお手伝いの内容が示されて
いる。
目次がある。
項目ごとのインデックスがある。

見出しは38ポイントで、主要な文
字は10ポイントで表記されている。
全ページにお手伝いのポイントを
図解する絵とその説明がある。
全ページ、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。

具体的な場面のお手伝いが多く掲載
されているため、家庭でどんなお手
伝いをすればよいか分からない児童
やお手伝いを頑張っている児童もほ
かにできるお手伝いを考えることが
できる。イラストが多用されている
ため読むことへ苦手意識がある児童
でも学習をしやすい内容となってい
る。

生活 否 否 適

イラスト版　体のし
ごと
子どもとマスターす
る49の生活技術
２

合同出版

「園・学校」や「家庭」など四つ
の項目について、「鉄棒で遊ぶ」や
「穴を掘る」など、子供が体を使う
49の活動について説明している内容
である。

「いすに座る」など、49の動作が
それぞれ見開き２ページで説明され
ている。
さらに各動作ごとに、３～４点の
ポイントや安全のポイントが示され
ている。
目次がある。　項目ごとのインデックスが
ある。

見出しは26ポイントで、主要な文
字は11ポイントで表記されている。
全ページに生活技術のポイントを
図解する絵とその説明がある。
全ページ、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。

５年生に配当予定。体の動かし方が
ぎこちない特性のある本クラスの児
童にとって効果的である。日常生活
でお体さばきの49の活動について、
見開き2ページでイラストを使って分
かりやすく説明されているので、指
導の場面で扱いやすい。各動作ごと
に、動作や安全のポイントが示され
ていることで、活動をより理解しや
すい。

５年生の教科書として使用する予定
である。各状況の対処について「身
に付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。
援助要請が難しい児童が多いため、
本書を活用し、具体的な場面で必要
なスキルについて学習を進めたい。

学校での具体的な場面での気持ちの
伝え方等を学習することができる内
容となっている。気持ちを伝えるこ
とを苦手とする児童や児童同士の関
わりを苦手とする児童もどのように
すればよいかをイメージをもって学
習することができる内容となってい
る。すべての場面にイラストが掲載
されているため文章を読むことを苦
手とする児童の使用にも適してい
る。

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
とに友達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ページで示され
ている。
左ページ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。
右ページには具体的な対処法が示
されている。

見出しは36ポイントで、主要な文
字は10ポイントで表記されている。
全ページに状況を図示する挿絵が
ある。
全ページ黒一色印刷である。

紙質は薄く、表紙は柔らかい。
のりとじで製本してある。

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

合同出版適否否生活



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

全学年に教科書として配布する。
学級の畑で野菜を育てているので、
この本を見ながら育てる野菜を決め
たり、育て方を調べたりすることが
できる。こだわりの強いという特性
のある児童にとって、野菜の育て方
の詳細が載っている本書の使用は効
果的である。
年間を通して、野菜を育てる学習時
に使用する。

３年生の児童に配布する。
学級花壇で育てている野菜や植物に
興味・関心が高い児童の特性に合わ
せて、取り上げている野菜の育て方
が簡潔に説明されているため、野菜
が育つまでの見通しをもつことへと
つながる。

普段食べている野菜がどのようにし
てできているのかが絵と説明文で示
されているので、文章を読むことが
苦手な児童でも絵でイメージをもち
やすい内容となっている。また、栽
培方法を学ぶことで畑での学習にも
活用することができる。

生活 否 否 適
かばくん・くらしの
えほん①
かばくんのいちにち

あかね書房
着替えや食事、遊びなど、かばの
行動を通して、子供の一日の生活の
様子や物の名称などを扱っている。

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

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

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

１年生の教科書として使用する予定
である。１日の生活の流れが絵本を
通して分かりやすく紹介されてい
る。本書を活用して、着替えや食事
等基本的な生活習慣を身に付けさせ
たい。

生活 否 否 適

くもんの生活図鑑
カード
マーク標識カード
１集

くもん出版
マークや標識について、絵カード
として紹介されている。
表にイラスト、裏に名称と解説が
掲載されている。

町や生活の中で見かけるマークや
標識について、一つのマークで１枚
のカードを使用している。
31枚の絵カードで構成されてい
る。

カード裏の文字の大きさは、見出
しは教科書体で54ポイント以上の大
きさ、本文は13ポイントである。
表面はカラーのイラスト、裏面は
白黒である。
漢字に振り仮名が付いている。
裏面にはマーク・標識を説明した
絵が記載されている。

カードは厚紙でできている。耐久
性がある。
左上にホルダーリング用の穴が空
いている。

３年生の教科書として使用する予定
である。校外学習等で校外に出て活
動する機会が多くなるため、本書を
活用して、マークや標識に着目さ
せ、安全な歩行の仕方について指導
をしたい。

生活 否 否 適
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
ページの構成で、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。

本文の文字は8.5ポイント、見出
しの文字は30ポイント、扉のページ
の文字は50ポイントである。
全ページカラーである。
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。
ページ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。

６年生11名に配本予定である。進学
後の「先輩・後輩関係」等を踏まえ
ると、敬語やマナーの獲得を図る必
要がある。しかし、当該児童らは社
会的な交流に際し、場面間での使い
分けに顕著な困難を示す。ただし、
言語情報による指導が実行動に影響
する傾向があるため、本書を用いた
マナーや敬語の指導は有効であると
判断できる。新5年においても同様で
あるので、配本予定である。年間を
通して主たる教材として活用してい
く。

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ページ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。

岩崎書店適否否生活

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



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

生活 否 否 適
こどものずかんMio
10
たべもの

ひかりのくに

児童・生徒の身近な食べ物につい
て原料や作り方、産地等を示し、食
べ物の基本的知識について理解でき
る内容の本である。

食べ物の材料や作り方など、項目
ごとに見開き２ページの構成になっ
ている。

本文の文字の大きさは14ポイント
で表記されている。
基本的には平仮名、片仮名表記で
あるが、漢字には全て振り仮名が付
いている。
全ページカラーで、様々な食べ物
を鮮明に示している。

表紙、紙質ともに丈夫で耐久性が
ある。

記載の食べ物は、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。カラー写真の構成と
なっているので、材料や作り方も具
体的なイメージをもたせやすい。

５年生の教科書として使用する予定
である。季節の変化を感じて生活す
る素地を身に付けさせたい。季節感
覚をより豊かなものにするために本
書を活用する。

１年生の児童に配布する。
視覚優位な児童の特性に合わせて、
子供や動物などのイラストを使用し
ているため、自然への興味・関心を
高める工夫がある。

２年生に配布予定。
季節を感じながら生活している児童
は少ない。本書では、季節ごとの自
然について、写真やイラストなどで
示されている。また、冬、春、夏、
秋の順番で配列しているため、季節
の変化が分かりやすい。年間を通し
て指導を行い、季節感をもたせるこ
とができる。

生活

本文の文字の大きさは14ポイント
で表記されている。
基本的には平仮名、片仮名表記で
あるが、漢字には全て振り仮名が付
いている。
全ページカラーで、様々な種類の
動物や季節ごとの自然の様子を鮮明
に示している。

表紙、紙質ともに丈夫で耐久性が
ある。

適否
こどものずかんMio
12
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ページ
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。
写真やイラストなどで示される内
容量が多く、多様な構成になってい
る。

否



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

６年生の教科書として使用する予定
である。本校では調理会を定期的に
行っている。本書を活用して身支度
や材料の切り方、基本的な調理の方
法を身に付けさせていく。また、家
庭と連携して自立に向けた力を積み
重ねる際にも活用する。

身近な料理の作り方が分かりやすい
文章と絵で説明されているので、学
校での調理学習や家庭での調理の場
面で活用できるようになっている。

基本的な調理方法や調理の前の準備
方法などがイラストを用いて掲載さ
れているため料理に興味をもてるよ
うな内容となっている。文章も分か
りやすい内容となっており、具体的
な分量等も掲載されているため文章
を読むことに慣れている児童が楽し
みながら読むことのできる内容と
なっている。

生活 否 否 適
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
いるので、本書を活用することで積
極的な社会参加を促すことができ
る。

生活 否 否 否 適
どっちがへん？スペ
シャル

紀伊國屋書店

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。

分かりやすいイラストで比較をする
ことができるようになっているた
め、視覚的な支援が必要な児童でも
楽しみながら学習をすることができ
る。日常場面に即した内容もあるた
め、変なイラストはどこが変なのか
をイラストを見てすぐに見付けるこ
とができる。話すことが得意な児童
はどこが変なのかを言葉で説明する
練習にも使用することができる。

生活
表紙は厚く丈夫である。
紙質、装丁ともしっかりしてい
る。

適否否
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。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

生活 否 否 適 ねぇどっちがすき？ 福音館書店

「ふかふかパンツ」と「ぶかぶか
セーター」など、二つの語句を比べ
ることにより、言葉に対する感性や
理解を深める内容の絵本である。

「パンツ」と「セーター」、「す
べり台」と「ブランコ」など身近な
事物で性質や用途が似ている語句を
見開き２ページで対比させ、全体で
10項目を扱う構成になっている。

本文の文字の大きさは16ポイント
である。
全ページカラーであり、親しみや
すい絵を用いている。
表記には、基本的に平仮名が使わ
れ、一部片仮名が含まれている。

表紙は厚く、コーティングされて
いる。

身近なものに対する様子を擬音語で
表現することで物の様子を対比しな
がら語感を身に付けることができ
る。イラストはカラーでわかりやす
いものとなっているため読み聞かせ
や間違い探しが好きな児童なども親
しみながら学習に取り組むことがで
きるような内容になっている。

生活 否 否 否 適

1分きざみで時計がよ
める
はとのクルックのと
けいえほん

くもん出版

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

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

平仮名と片仮名で表記されており、片仮
名には振り仮名が付いている。全頁カ
ラーである。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。

模型の時計が付属しているため、実
際に時計を操作しながら時計の学習
をすることができる。長針と短針が
色が違うため、色で区別を付けやす
く、視覚的な支援が必要な児童でも
学習をすることができる。身近な生
活に即した時刻を学習をすることが
できるため、親しみをもって学習に
取り組みやすい。

生活 否 否 適 はなのさくえほん 童心社
６種類の植物について、種から花
が咲くまでの４段階の過程を描いた
絵本である。

一つの植物について、見開き２
ページでの構成になっている。
植物が成長する過程は、折り込み
ページを上方に開き、植物の背が高
くなる様子を表現する工夫がある。

本文の文字の大きさは26ポイント
で表記されている。
　全ページカラー印刷である。
　全文平仮名、分かち書きである。
同じような言葉が繰り返され、文
章にリズムがある。
色のコントラストがはっきりして
おり、分かりやすい。

紙質は厚く、光沢がある。
表紙はやや硬く、糸かがりで製本
してあるため、十分な耐久性があ
る。

畑で野菜や花を育てる児童が、それ
を観察をするにあたり、興味をもっ
て、読むことを通して、植物の細か
い部分まで理解することができる。

身近な物が簡潔に示されているの
で、実生活と結び付けて学習してい
くことができる。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。

身近にある物の名前をイラストとと
もに学習をすることができる。多く
の物が掲載されているため、語彙が
少ないが語彙を学習することにも使
用することができる。本が大きいた
め視覚的に支援が必要な児童でも楽
しみながら読むことができる。

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。
紙質が良く、水をはじく加工がし
てある。
読み聞かせに適当な大きさであ
る。

適否 グランまま社
子供の身近にある物188種類が、
その名前と絵で簡潔に示されてい
る。

ぼくとわたしのせい
かつえほん

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ページに四つずつ載せられて
いる。

否生活



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

４年生の教科書として使用する予定
である。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。自立に向けて基本的なマナーを
身に付けさせるために本書を活用し
たい。

５年生に配当予定である。基本的な
マナーについて、見開きで説明して
いるので、指導の場面で扱いやす
い。分かり易いカラーのイラストと
説明で具体的な場面をイメージさせ
やすい。

６年生の教科書として使用する予定
である。社会科見学等で公共施設を
使う機会が多くなる。本書を活用し
て公共の場所での正しいマナーにつ
いて具体的に指導することができ
る。

６年生に配当予定である。外出時の
基本的なマナーについて見開きで説
明しているので、指導の場面で扱い
やすい。各家庭での外出や校外学習
等、実際に外に出かける場面で活用
できる。

４年生の教科書として使用する予定
である。四季の感覚が身に付いてい
ない児童が多いため、本書を活用し
て四季の順番やそれぞれの月の特徴
や行事について学習を進め、季節感
覚を豊かなものにすることができ
る。

４年生に配当予定である。全ページ
がカラー印刷であり、イラストを多
用して具体的な場面が描かれたり説
明されたりしているので、言葉での
情報より視覚での情報が優位な特性
のある児童にとって、分かり易く効
果的である。

イラストに付記されている説明の
文章は、児童・生徒に話し掛けるよ
うな表現で、詳細に説明している。
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。
漢字には、振り仮名が付いてい
る。

防水性のある表紙で、各ページの
紙質は厚く、装丁もしっかりしてい
る。

適否否

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・生徒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。

否生活

防水性のある表紙で、各ページの
紙質は厚く、装丁もしっかりしてい
る。

適否否否

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
等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、子供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。

生活
紙質はやや艶があり、薄い。
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。

適否否

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
校や家庭での四季の様々な行事にお
けるふるまい方や人との接し方など
について、具体的な場面を通して分
かりやすく説明している。
引越しや結婚式、葬式等に関する
説明もある。

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

文字の大きさは８ポイントで表記
されている。
全ページカラー印刷である。
漢字に振り仮名が付いている。
各行事の象徴的な事柄一つ一つに
ついて、具体的なイラストが描か
れ、挨拶の言葉や説明が付いてい
る。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

イラストが効果的に使われているの
で、読むのが苦手な児童にも理解し
やすい。日常生活の様々なルールに
ついてイメージをもたせながら学ば
せることができる。

日常生活の中でも具体的な場面での
マナーや方法等の生活習慣が身に付
いていない児童が学習することに適
している。文章はやや難解だが、イ
ラストを見るだけでも大まかな内容
が理解することができる内容となっ
ているため、漢字や文章を読むこと
を苦手とする児童の学習にも適して
いる。

生活 否 否 否 適

小学クイズと絵地図
で
都道府県基礎丸わか
り

受験研究社

各都道府県を７地方に分け、47の都道
府県別に説明し、県庁所在地や特産品
などの情報を、イラストとともに示してい
る。

巻頭に目次がある。
日本全体の地形や気候区分を示した
後、７地方に属する都道府県を見開き２
ページで説明している。
各都道府県のページでは、クイズや都市
名等の漢字の書き取りなどがある。

本文の文字の大きさは、９ポイントであ
る。
全ページカラー印刷である。
漢字には一部振り仮名が付いている。
県の形が絵地図で示され、特産物等の
イラストは、淡い色彩で描かれている。

紙質は薄い。
表紙は柔らかく、のりとじで製本してい
る。

６年生の児童に配布する。
身近な生活経験（出掛けた話、移動
手段など）の話やゲーム感覚で学習
に取り組むのが好きな児童の特性に
合わせて、手軽に都道府県が覚えら
れる付録として，「都道府県ジグ
ソーパズル」があったり、都道府県
に関するいろいろな事がらを理解し
たりとできる。

生活 否 否 否 適

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振り仮名付き。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。

３年生に配布予定。大きな写真と絵
で、日本の心、暮らし、伝統などの
文化が紹介されている。文字理解が
苦手な児童や、視覚優位の児童が自
ら読み進めて、日本文化を理解する
のに適している。

生活 否 否 否 適

小学館の子ども図鑑
プレＮＥＯ  新版・
楽しく遊ぶ学ぶせか
いの図鑑

小学館

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

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

１２００以上のイラストと写真や300点も
のイラストを使用した世界の絵地図を掲
載している。
視覚的に楽しくわかりやすい解説であ
る。

紙は厚く、表紙も固くて丈夫。

４年生に配布予定。全てカラーで絵
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世界についての
学習をするのに適している。

生活 否 否 否 適

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。

２年生に配布予定。絵や写真がカ
ラーで載っていることから、文字が
苦手な児童が興味をもって見ること
ができる。四季を楽しく学ぶことが
でき、児童が興味・関心をもちやす
い内容である。身の回りの自然や食
べ物などについても学ぶことができ
る。

生活
紙質は良く、装丁もしっかりして
いる。

適否否
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、
電話のかけ方など、日常生活の中で
指導する。
基本的な生活習慣の内容を示して
いる。

食事のマナー、手足の洗い方、お
風呂の入り方、話の仕方などが、１
項目ずつ見開きで取り上げられてい
る。

正しい方法が図解されており、挿
絵には説明が付いている。
文はやや長いが、挿絵だけでも、
ほぼ理解できる。
漢字には、仮名が振ってある。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

３年生の教科書として使用する予定
である。基本的な生活習慣が十分に
身に付いていない児童が多いため、
家庭や学校でのマナーについてさら
に学習を深めるために本書を活用し
て指導をしたい。

低学年の児童に対して、日常生活に
おける生活習慣やマナーを理解し、
十分に身に付いていない児童がい
る。場面に合わせて、どんなマナー
があるのかを確かめたり、どんな行
動をしたらよいのか知ることは大切
なことである。学んだことを実戦で
活かしていけるという面で効果的で
ある。

身近な生活に対する生活習慣やマ
ナーを場面ごとに学習することがで
きるため、場面をイメージすること
が難しい児童でも具体的に場面とし
て学習をすることができる。図書の
中で具体的に問題提起されているた
め考えたり意見を言ったりすること
が難しい児童でもイメージをもって
学習することができる内容となって
いる。

学校の生活にも慣れてきた2年生が人
との関わりやマナーなどへも視野を
広げるために、具体的に説明されて
いるため、分かりやすく学ぶことが
できる。

生活 否 否 適

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、子供
たち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振ら
れている。
絵も身近な物事を描いており、分
かりやすい。
文字の大きさは、20ポイントであ
る。

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。

２年生の教科書として使用する予定
である。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
あることがわかり、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。季節の感覚や知識が
十分に身に付いていない児童が多い
ため、本書を活用してそれらを身に
付けさせることができる。

生活

家庭や学校における生活習慣やマ
ナーについて、「あさ」「ひる」
「よる」「学校せいかつ」の場面ご
とに説明している。

一つのマナーやルールについて見
開き２ページで取り上げている。
見出しの内容について、吹き出し
で問題提起してから、具体的な所作
やマナーを説明している。

全ページカラー印刷である。
文字の大きさは見出しが20ポイン
ト、説明文が13ポイントであり、本
文は全て平仮名表記の分かち書きで
ある。
手順や方法はイラストで具体的に
説明している。

表紙は光沢のあるやや厚い紙で、
中の紙質も良くしっかりしている。

親子で楽しんで驚く
ほど身につく！
こども せいかつ百科

適否否 講談社



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

音楽 否 否 適

ＤＶＤでひける！
はじめてのピアノえ
ほん②
たのしいピアノのう
た

 成美堂出版

ピアノなどの鍵盤に貼る音符シー
ルや、模範演奏が収録されたＤＶＤ
が添付してあり、演奏だけでなく鑑
賞としても楽しむことができる。
児童・生徒がよく知っている童謡
や、アニメ・ドラマの曲からクラ
シックまでと、幅広く扱っている。

見開き２ページから４ページに楽
譜と歌詞、次の見開きに歌詞のみと
いう構成になっている。
楽譜のページの上部に、記号の意
味や技術などについての説明書きが
ある。
童謡・合唱、アニメ・ドラマ、ク
ラシックに分類している。

曲名は34ポイント、ほかは９～16
ポイントで、漢字には全て振り仮名
を振ってある。
全ページカラーである。
曲をイメージしたイラストに重ね
て、黒文字や白文字で歌詞が書かれ
ている。

紙質は厚みがある。
表紙はやや硬く、のりとじで製本
してある。

１・２年生に配布予定。小学校の音
楽に慣れ親しむ初めの段階で、児童
がよく知っている歌が数多くあり、
親しみやすい。また音符シールを活
用でき、鍵盤ハーモニカの練習にも
使いやすい。

音楽 否 否 適 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ページで、左ページに歌
詞と楽譜、右ページに挿絵で紹介さ
れている曲が22曲、１ページに歌
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、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。

普段から慣れ親しんでいる曲がたく
さんあり、入学したばかりの児童が
音楽に興味がもてるものとなってい
る。視覚優位な児童にも、情景を親
しみのあるイラストからイメージし
やすい。

１年生の時「うたえほん」を使用し
ていた児童が引き続き興味をもって
音楽に慣れ親しむことができる。

児童が知っている歌が多く掲載され
ているため、親しみをもって歌を楽
しむことができる内容となってい
る。イラストも多く掲載されている
ため楽しみながら歌を歌うことがで
きる。言葉から場面をイメージする
ことを苦手とする児童も気持ちを込
めて歌いやすいようになっている。

音楽 否 否 適 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ページで、左側のページ
に歌詞と楽譜、右側のページに挿絵
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ページに描か
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。
全ページカラー印刷である。
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。

普段から慣れ親しんでいる曲であ
り、視覚優位な児童にも、情景をイ
ラストからもイメージしやすい。ま
た、漢字表記もでてくるため、漢字
を習い始めた児童にとって、漢字に
も親しみながら学ぶことができる。

うたえほんⅡ音楽 否 否 適
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ページで、左ページに歌
詞と楽譜、右ページに挿絵で紹介さ
れている曲が20曲、１ページに歌
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。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

５年生に配布予定。写真やイラスト
で表しているため文が苦手な児童に
とって分かりやすい。様々な技法を
学ぶことができ、身近にある素材で
できるので、学校で学んだ後も、本
を見ながら家でも自分で作成するこ
とができる。

わりばし、食品トレー、衣類用粘着
クリーナー、クリアファイル、段
ボールやトイレットペーパーの芯な
どを使って描く内容が紹介されてい
るため、工作に対して苦手意識の高
い児童の学習意欲を高められること
が期待される。また、前頁カラーの
写真が使われ、説明文も少なく、文
字の読めない児童も見てすぐに分か
る内容になっている。

図画
工作

否 否 適

楽しみながら才能を
伸ばす！
小学生の絵画とって
おきレッスン
改訂版

メイツ出版

絵を描くことに焦点を当て、絵の
具等の用具の使い方や表現方法、物
の見方や色の使い方などを「カワウ
ソ先生」が丁寧に分かりやすく紹介
している本である。

見開き２ページで一つのテーマに
ついて分かりやすく説明している。
画材や色・形など、絵を描くヒン
トを５項目に分類し、更に55のテー
マで説明している。

文字の大きさは、本文が11ポイン
トである。
全ページカラー印刷で、漢字には
全て振り仮名が付いている。
イラストや写真で、道具の使い方
や描くための技術を丁寧に説明して
いる。

紙質は厚みがある。
表紙はやや硬く、のりとじで製本
してある。

６年生８名に対して配本予定であ
る。当該児童らは全般的な知的発達
の水準に対して視知覚認知能力が低
い。また、平面座標処理に関して特
異的な困難さを呈する児童もおり、
絵を描く技能の向上に向けた指導を
実施してきた。本書の内容はそれら
の指導から接続可能な内容となって
おり、絵を描く技能の向上だけでな
く、児童らの視知覚認知能力の向上
にも貢献しうるため、配本が妥当で
あると判断できる。年間を通して主
たる教材として活用していく。

全学年に教科書として配布する。
折り紙を折ることが好きな本校児童
に対して、基本的な折り方や発展的
な折り方が示されている本書は授業
以外でも使用することのできる教科
書と言える。
年間を通して図工の隙間の時間に使
用する。図工だけでなく、生活単元
の時間でも「手先を使おう」の学習
時に使用する。

３年生に配布予定。手指の技巧性が
高まってきた児童が折り紙を使って
作れるものが紹介されている。壁面
飾りなど年間を通してあらゆる場面
で使用できる。

図画
工作

否 否 適
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ページで構成
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。

４年生に配布予定。手指の技巧性が高
まってきた児童が身近な材料（特に
紙）を使用し、自ら工作できるものが
紹介されている。作った作品は身に付
けたり、遊んだりできるため、児童の
興味・関心を引きやすい。また、文字
も大きく振り仮名も振ってあり、見や
すい。

子どもの個性を引き
出す
きむら式おもしろ造
形タイム

図画
工作

否 否 適

図画
工作

否 否 適

説明の基本的形式は固定されてい
るが、難易度の高いものは図版が多
くなっている。
写真がなく、図版のみである。

児童・生徒の手になじむ大きさで
あるが、内容が豊富で、厚手となっ
ている。

チャイルド本
社

身近な素材を使用した平面・立体
作品の作り方と完成作品を紹介して
いる。
紹介されている作品は、短時間で
作りやすいものである。

平面作品と立体作品の項目別に構
成されており、見開き２ページで一
つの技法について説明している。

文字の大きさは見出しが28ポイン
ト、本文が9.5ポイントで常用漢字
を使用している。
制作手順はイラストで説明され、
完成作品と制作風景の様子をカラー
写真で掲載している。

紙質は厚みがある。
表紙はやや硬く、のりとじで製本
してある。

やさしくおれるたの
しいおりがみ

東京書店

折り紙の基本折りと、その発展の
させ方が８項目に分けて示してあ
る。
古来から伝わっているものも多
い。

最初に基本折りを覚え、それを基
に、様々な折り方に広げていく構成
であり、それぞれ系統的に変化を加
えて構成させてある。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

６年生の教科書として使用する予定で
ある。一つのテーマについて、多様な
完成例が示されているので、児童の創
作意欲を喚起させる内容である。指先
の巧緻性に課題がある児童が多いた
め、様々な道具の使用方法を確認しな
がら工作に取り組ませたい。

６年生に配布予定。小学校の図工のま
とめとしてテーマについて、多様な完
成例が示されているので、児童の創作
意欲を喚起させる内容である。指先の
巧緻性に課題がある児童に対し、様々
な道具の使用方法を確認しながら工作
に取り組ませることができる。また、
写真やイラストで表しているため文字
が苦手な児童には分かりやすい。

粘土のこね方や、形の作り方など、
手先の巧緻性を高めることが必要な
児童にとって、有効である。

挿絵が分かりやすく、作品作りの見
通しをもたせやすい。平面から立体
へとステップアップしていくので、
活動を楽しみながら手指の巧緻性を
高めることにも繋がっていく。

２年生に対して配本予定である。全
般的な知的発達の水準に対して視知
覚認知能力が低い。視覚で捉えやす
い本書は配本が妥当であると判断で
きる。年間を通して主たる教材とし
て活用していく。

クレヨンにいろいろな使い方があるこ
とがわかり、人の顔や体の描き方が分
からない児童に段階的に指導すること
ができる。

２年生の教科書として使用する予定で
ある。児童がすぐにやってみたいと思
う内容が記載されている。
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
う気持ちにさせてくれる。
人の顔や体など、描き方が分からず支
援を必要とする児童が多く、本書を活
用して段階的に描き方を指導したい。

１年生に対して配本予定である。全般
的な知的発達の水準に対して視知覚認
知能力が低いので、視覚で捉えやすい
本書は配本が妥当であると判断でき
る。年間を通して主たる教材として活
用していく。

１年生に配布予定。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、小学校で図工を
初めて学ぶ児童が意欲的に取り組もう
という気持ちを育むのに有効である。

たのしい図画工作⑨
うごくおもちゃ

図画
工作

否 否 適

図画
工作

否 否 適

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。
色調も地味に仕上がっており、粘
土の学習によい。

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。

国土社

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

一つの玩具について見開き２ペー
ジ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。
全ページカラーである。
一つ一つの写真は大きくて見やす
い。

表紙は厚手でコーティングされて
おり、耐久性がある。

あそびの絵本7　クレ
ヨンあそび

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。

図画
工作

否 否 適 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・生徒にも分かり
やすく示されている。
子供の気持ちになった言葉が、簡
潔に示されている。

最初にクレヨンの基本的使い方が
示され、項目を追って少しずつ、技
法等が組み合わされている。
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、偶数ページの
右側にあり、探しやすい。

厚手の表装で丈夫に製本されてい
る。
各ページに十分な余白がある。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

絵の具のいろいろな楽しみ方が分か
り、絵の具の使い方を教える第一段
階として適している。

４年生の教科書として使用する予定
である。作業の様子が児童にとって
分かりやすい言葉で書かれている。
絵の具のいろいろな楽しみ方がわか
り、自分もやってみたいという意欲
をもたせてくれる。混色の仕方が定
着していないため、本書を活用して
絵の具の正しい使い方について身に
付けさせたい。

児童に分かりやすい言葉で書かれて
いる。絵の具のいろいろな楽しみ方
が分かるので、意欲をもたせやす
い。

３,４,５年生に対して配本予定であ
る。視覚からの情報でイメージしや
すい児童に、視覚で捉えやすい本書
は配本が妥当であると判断できる。
年間を通して主たる教材として活用
していく。

２年生に配布予定。児童が絵の具を
使って絵を描きたくなるようなカラ
フルな挿絵で、見やすい。絵の具の
使い方を教える第一段階として適し
ている。手指の巧緻性を高めるト
レーニングが必要な児童がいるが、
指導するのに有効である。また、イ
ラストで表しているため文字が苦手
な児童にも分かりやすい。

挿絵がカラフルでとても読みやす
い。児童がやってみたいと思う内容
で、手法も分かりやすく書かれてい
る。児童の意欲的な取り組みが期待
できる。

図画
工作

否 否 適
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。
ページ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。

普段から、工作に興味を持つ児童が多
いので、その幅を広げることに繋が
る。工程も分かりやすいので、見通し
をもって楽しんで取り組んでいくこと
ができる。

図画
工作

否 否 適

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。

あそびの絵本１７ え
のぐあそび

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

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。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

家庭 否 否 適
家庭科の教科書
小学校低学年～高学
年用

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

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

説明文は9.5ポイントである。漢
字に振り仮名は付いていない。全
ページカラーである。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。

６年生に配布予定。小学校のまとめ
として家庭での自立を促す教材とし
て活用できる。基本的な家事を中心
に分かりやすくまとめられている。
写真やイラストが大きく見やすいの
で、児童の興味を引きやすい。活動
のポイントが枠囲みで示されてお
り、分かりやすい。

５年生に配布予定。基本的な調理作
業を中心としてまとめられている。
家庭科を初めて学ぶ段階で調理の基
本をおさえるのに有効である。主食
と魚・肉・野菜の組み合わせについ
て触れているため、興味をもちやす
い構成になっている。

５年生に配布予定。
言葉での指示理解が苦手な児童が多
い。そのため、視覚支援を行い理解
を促している。本書は、写真を追っ
て工程を確認しながら作業ができる
ため、手順通りに正しく調理ができ
る。視覚的に調理法を捉えることが
できるため、調理実習に向けた学習
をスムーズに行うことができると考
える。

児童は食に対する関心が高く、調理
学習や食材を使った「実験」などに
意欲的に取り組める。日頃から家庭
と連携して調理のお手伝いを進めて
いることもあり、学校で学習したこ
とを家庭でも確認することで、より
生活力を高めていくことができる。

新・こどもクッキン
グ

家庭 否 否 適
女子栄養大学
出版部

簡単な調理から、パーティー料
理、お菓子、行事食と、100品以上
掲載されている。
調理に関する用語・用具、栄養に
ついて解説している。

巻頭に、目次、巻末に調理に関す
る用語、用具、栄養についての説
明、索引で構成されている。

出来上がりは写真を用い、調理手
順は挿絵で表している。
基本的な項目については、子供が
調理している写真を段階的に掲載し
ている。
目次の見出しはテーマごとに色を
変えてある。索引が付いている。
文字が小さい。

装丁はしっかりしている。
紙質も良い。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

全般的な知的発達の水準に比較して
運動技能が低い児童が多く、運動面
の発達に課題のある児童も多い。そ
の反面、体を動かすことに対する動
機づけは比較的高い傾向にある。そ
のため、身体動作に関する言語的な
知識を増加させることができれば、
自発的な運動とそれに伴う技能向上
が期待できる。したがって本書の使
用は妥当であると判断できる。年間
を通して主たる教材として活用して
いく。

６年生に配布予定。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、身体を動かす感覚の育っていな
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。また、生活場面にお
いても意識付けることに有効であ
る。

基本的な身体の動かし方について、
良い例と悪い例をイラストを用いて
学習をすることができるため、体を
動かす感覚が育っていない児童でも
身体の動きに対する理解を深めるこ
とができる内容となっている。

５年生に配布予定。自分のことに正
しく対処することが困難な児童が、
自分でやってみるきっかけとなるこ
とが期待できる。内容、表現等、児
童の興味を引きやすい。文章も分か
りやすく、切り傷、やけど、とげな
どのけがなどの対処方法が書かれて
いる。

内容、表現等、児童の興味を引きや
すい。けがをしたときどのような応
急処置をすることが適切なのかを学
ぶことができる。けがをしたときの
対応が分からない児童もその対処法
をイラストや写真を見ながら具体的
なイメージをもって学習することが
できる内容となっている。

内容、表現等が児童の興味を引きや
すい。文章も分かりやすく、切り
傷、やけど、とげなどのけがの対処
方法が書かれている。自分のことに
正しく対処することが困難な児童
が、自分でやってみるきっかけとな
ることが期待できる。

[改訂新版]イラスト
版
からだのつかい方・
ととのえ方
子どもとマスターす
る45の操体法

保健 否 否 適

保健 否 否 適

本文の文字の大きさは17ポイント
である。
全て平仮名、片仮名で表記されて
おり、分かち書きである。
全ページカラー印刷である。

紙質は薄い。
表紙は硬く、糸かがりで製本して
いるため、耐久性がある。

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。
一つの動きについて、見開き２
ページから４ページで、イラストを
使って説明する構成になっている。

本文の文字の大きさは、12ポイン
トで表記されている。
良い例悪い例をイラストを使い説
明している。
全ページ、黒１色刷りである。

紙質は薄く、表紙は柔らかい。
のりとじで製本してある。

かがくのともの
きゅうきゅうばこ
新版

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
いての応急処置を、具体的に説明し
ている。

巻頭に目次がある。
一つの項目について、見開き２
ページで、応急処置を分かりやすく
説明している。
最後のページで、薬品やばんそう
こうなど、処置に必要なものを説明
している。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書
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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　児童・生徒の特性及び必要性等

保健 否 否 否 適
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。

３年生に配布予定。絵本の内容が食
べ物の消化を理解するのに擬人化し
た食べ物を扱っており、３年生程度
にわかりやすい。文章や挿絵をヒン
トにし、学習を進めることができ
る。文章の大きさも丁度よく、挿絵
を見ながら学習を進めることができ
る。

普段食べている物の栄養素がどのよ
うになっているのか、具体的なイラ
ストや色で示されているので食べ物
に対する興味や自分の食生活を振り
返るきっかけとすることが期待され
る。図やイラストが多く用いられて
いるため視覚的な支援が必要とされ
る児童も興味をもって学習に取組や
すい内容となっている。

３年生に配布予定。
栄養素について、興味をもてなかっ
たり、理解が難しかったりする児童
が多い。本書では、食品の絵を多く
掲載して、興味をひいたり、理解し
やすくしている。また、身近な食べ
物の話から栄養素について示すこと
で、より学習が進むことが期待でき
る。

体幹が弱い児童にとって、体の動か
し方を分かりやすい絵と文章でかか
れていて、適した教材である。ま
た、良い例と悪い例が描かれている
ため、気を付けるポイントが分かり
やすい。

４年生に配布予定。自分の体のこと
に無頓着な児童がいる。本書では、
日常生活の中での例示から理解を深
めたり、イラストから自分の身体に
ついて考えるきっかけとなることが
期待できる。

日常生活での健康づくりやけがをし
たときの対処方法をイラストを中心
として学習することができる。生活
場面での正しい判断をすることに困
難さを抱える児童が良い例と悪い例
を具体的にイラストを用いて学習す
ることができる内容となっている。

５年生に配布予定。
自分の体のことを客観的に見ること
が苦手な児童が多い。本書では、日
常生活の中での例示から理解を深め
たり、イラストから自分の身体につ
いて考えるきっかけとなることが期
待できる。

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？

保健 否 否 適

保健 否 否 適

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。

偕成社
子供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良く
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・生徒にも理解しやす
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。

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。
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５年生に配布予定。
英語学習に対して少し抵抗感のある
様子がある。本書では、興味をもっ
て学習できるよう、聞きなれた曲が
多く収録されている。また、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。

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
ことができるので、英語のアルファ
ベットを初めて学ぶ児童に適してい
る。

アルファベットの数や大きさが最適
な教材であるため、文字に苦手意識
のある児童も興味をもって学ぶこと
ができる。

来年度の高学年に配本予定である。
年間指導計画では通年で使用するこ
とを位置付けている。英語が好きな
児童が多い反面、英語に馴染みの少
ないことが実態であり、絵やイラス
トがカラフルなため、本学級の児童
にとっては親しみやすい面から有効
である。VOCABURARYとこの日に学ぶ
テーマ、Activityが並んで掲載され
ており、本学級の児童には分かりや
すい教材になっている。アルファ
ベットを書く４線もちょうど良い時
の大きさになっているため児童が綺
麗なアルファベットを書くこともで
きる。

６年生に配布予定。カラーで見やす
く、文字に苦手意識をもっている児
童にも興味をひきやすい。イラスト
がたくさん載っているので、視覚優
位の児童が学びやすい。中学校で英
語を本格的に学ぶ素地を養う上で
も、アルファベットの数や大きさが
丁度良く、視写で書きやすい大きさ
になっている。

ＣＤつき　楽しく歌
える英語のうた

英語 否 否 適

英語 否 否 適

教科書体で26ポイントで表記され
ている。
全ページカラーである。
例文にはページの下部に、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。

成美堂出版

外国の子供の英語の歌が29曲集め
られた歌集である。
日本でも親しまれている曲があ
り、手遊び歌、身体動作を伴う歌等
が、楽譜付きで収録されている。
また、歌詞の日本語訳や歌が作ら
れた背景なども説明されている。

１曲が２～４ページにまとめられ
ており、全部で29曲を載せている。
楽譜や英語歌詞、日本語訳等も含
まれている。

絵は色鮮やかに描かれ、生徒の興
味を喚起するものである。
英語の歌詞は、約12ポイントの文
字で表記されている。

装丁、製本ともしっかりしてお
り、紙質も厚く丈夫である。

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ページで、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。
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簡単なゲームもあるので、少し英語
に慣れてきた児童にとって、興味を
もって取り組みやすく、更に英語に
親しみをもって、学ぶことができ
る。

来年度の高学年に向け、採択を考え
ている。年間指導計画では通年で使
用することを位置付けている。英語
が好きな児童が多い反面、英語に馴
染みの少ないことが実態である。こ
の本は前回のシリーズ本になってい
るため、本学級の児童には学習内容
が分かっており扱いやすい。シリー
ズ①と同じようにVOCABURARYとこの
日に学ぶテーマ、Activityが並んで
掲載されている。子どもたちにとっ
てunit7の「vehicle」のテーマが魅
力的であり、意欲的な学習活動に取
り組むことができる。

英語 否 否 適 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ページで構
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。

アルファベットを順にイラストとと
もに学習することができる内容と
なっているため、アルファベットを
苦手とする児童やこれからアルファ
ベットを学習する児童の使用に適し
ている。また、身近な物の英単語が
紹介されているため楽しみながら学
習をすることができるようになって
いる。

５年生に配布予定。集中力が続かな
い児童にも、カードという視覚的に
見るところを特定することで児童は
集中してみることができる。フラッ
シュカードのように使用し、発音さ
せる流れで繰り返し練習を行うこと
で、学習の定着が難しい児童でも学
びやすい。

６年生に配布予定。
英語学習の定着がゆっくりな児童が
多い。本書をフラッシュカードのよ
うに使用し、見て発音させる流れで
繰り返し練習を行うことで、学習の
定着が期待できる。

Enjoy English②英語 否 否 適

英語 否 否 適

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。

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ページで、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24ポイントで表記され
ている。
　全ページカラーである。
例文にはページの下部に、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。

英語カード　たのし
い会話編

くもん出版

毎日の生活の中で使える英語の応
答表現を集め、46枚のカードに記載
している。
２枚１組で一つの対話になってい
る。
リスニングのためのＣＤも付いて
いる。

カードの内容は２枚１組で一つの
対話になっていて、全部で23種類の
会話で構成されている。
カードの表面には、場面を表した
絵と、英会話が吹き出しで書かれて
いる。
裏面には英会話表現が大きく書か
れ、その右下に日本語訳が書かれて
いる。

絵は色彩が鮮やかではっきりとし
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20～44ポイント
である。
日本語訳は９ポイントである。
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英語 否 否 適
英語カード　町の中
のもの編

くもん出版

町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「建物」「町にあ
る施設」「乗り物」「公園にあるも
の」「店」で構成されている。カー
ドの表面には町の中にある物の絵
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。

前年度までにカード型の教材を配本
されており、カードを取る等の操作
を伴う学習に熟達している。また、
英語学習に強い苦手意識があるた
め、カード型の教材を配本し、ゲー
ム活動を通して苦手意識を軽減させ
る指導が妥当であると判断できる。
ゆえに本書の配本が必要である。年
間を通して主たる教材として活用し
ていく。



小学校

種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

どんな場面で、気持ちやあいさつの
言葉を言うのか、具体的に書かれて
いるため、1年生にとって、学校生活
の中で適用しやすい。

１年生から５年生までの児童に給与
する予定である。児童の障害は多岐
に及び知的な課題とともに情緒的な
課題の大きい児童が多い。日常生活
の中で、挨拶の大切さや自分と他人
との関係性、自分の気持ちを言葉に
することの重要性を常に意識させ、
道徳科で考えるきっかけとなる教科
書としての価値がある。年間を通し
て主たる教材として活用していく。

来年度の低学年に向け、配本予定で
ある。年間指導計画では週1回の道徳
科で使用するように位置付けてい
る。実態は日常的な言葉を発するこ
とに困難さの見られる児童がおり、
「あいさつのことば」「おもいやり
のことば」「きもちをあらわすこと
ば」等にテーマが分かれており、指
導者には児童に身に付けたい道徳性
がとても分かりやすく示されている
ため有効である。

２年生に配布予定。できることが増
えてきて、周りの友達との関係に課
題がある児童が見られる。本書は、
自分の気持ちを相手に伝えることを
学ぶのに有効である。また、礼儀や
親切、思いやりや友情についても学
ぶことができる。

日常場面で使用する言葉を物語や絵
を用いて掲載されているため、読み
聞かせが好きな児童が学習すること
に適している。事例も豊富で児童も
親しみをもって学習することのでき
る内容となっている。イラストも作
風が異なり飽きずに読むことができ
る。

４・５・６さいのき
もちをつたえる
ことばのえほん

道徳 否 否 適 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ページ
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。
全ページカラー印刷で、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。
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道徳 否 否 適
いきてるって　どん
なこと？

福音館書店

主人公の女の子が、身近な動物や植
物を観察し、生き物とそうでないも
のとの違いについて考えながら、
「生き物って何？」「生きているっ
てどんなこと？」という疑問につい
て考える場面である。

見開き２ページを一場面として、１
５場面で構成している。文字数は、
１ページ当たり最大で２７５文字で
ある。

本文の文字の大きさは、13ポイン
トで表記している。
全て平仮名で表記しており、分かち
書きである。
全ページカラー印刷で、はっきりと
した色使いである。

表紙は硬く、糸かがりで製本してお
り、耐久性がある。

３年生に配布予定。日常生活を送る
上では、それほど意識しない「生き
ていることはどういうことか？」と
いう切り口から、命の大切さや尊さ
について学ぶのに有効である。

児童がこれまでに経験したことがあ
るような内容が多く、文章理解が難
しい児童にとっても情報量が少なく
理解しやすい内容になっているた
め、興味をもって、学ぶことができ
る。

４～６年の教科書として配布する。
1つのことに集中できないという特性
のある児童に対して、絵の色彩や書
き方が異なっているというところ
が、飽きない作りになっていて効果
的である。

来年度の低学年に向け、教科書を考
えている。年間指導計画では週1回の
道徳に使用するように位置付けてい
る。実態は心情理解に乏しい児童が
あり、絵やイラストから考えのヒン
トを探す児童がいる。本学級の低学
年の児童で３年ほど使用している教
材であり、絵やイラストが優しい
タッチで描かれており、本学級の児
童が興味や関心をもちやすい面から
有効である。道徳の気持ちを考えさ
せる場面では読み聞かせに適してい
るため、主人公の気持ちに沿って資
料を読み取ることもできる。

６年生に配布予定。小学校卒業を前
に、児童がこれまでに経験したこと
があるような内容が多い。文章だけ
で内容を十分に理解することが苦手
な児童が多いが、分かりやすい内容
になっている。

道徳 否 否 適

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。
全ページカラー印刷で、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。

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ページから８
ページで構成している。
目次がある。
文字数は、最も多いページで193
文字である。



種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

１～３年の教科書として配布する。
漢字を覚えることが苦手な児童に対
して、平仮名を使用していて、分か
ち書きを用いているこの本は、漢字
の苦手な児童も安心して読むことが
できるというところが効果的であ
る。

物語を通して身近なものの様子や特
徴、自己を振り返ることができる内
容となっている。文章を読むことに
慣れてきた児童が親しみをもって学
習することのできる内容となってい
る。

道徳 否 否 否 適

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。

１年生に配布予定。学校や公園でよ
くあるブランコという身近な題材の
ため、低学年の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。繰り返し
で話が進んでいく内容が理解しやす
く、親切や思いやりについてしっか
りと考えることができる。

道徳 否 否 適
ふわふわちゃん　お
でかけこんにちは

教育画劇

ふわふわちゃんが様々な動物や植
物と挨拶を交わしながら、楽しそう
に関わっている様子について、単純
な絵と文で分かりやすく描いた絵本
である。

見開き２ページで、13場面で構成
している。
主人公が、動物や植物と挨拶をす
る場面の繰り返しで構成している。

本文の文字の大きさは、16ポイン
トで表記している。
文章は、最大で３語文で、平仮名
と片仮名で表記している。
全ページカラー印刷で、色彩はや
わらかく、水彩画のようなタッチで
描かれている。

表紙はとても硬く、糸かがりで製
本しており、耐久性がある。

ふわふわちゃんが動植物と関わる様
子を通して友達との関わり方を学習
することができる。文章も簡単でわ
かりやすく、ひらがなを学習し始め
た児童でも読むことができる内容と
なっている。絵本の形式になってい
るため読み聞かせでの使用にも適し
ている。

道徳 否 否 適 もりのともだち 冨山房

隣同士に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ページを１場面として、
15場面で構成されている。
ページによって、文字の量に違い
があるが、最大で１行21文字、21行
である。

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。
黒、茶、緑、橙を中心に、筆で描
いたようなタッチで描かれている。

紙質に艶はなく、やや厚い。表紙
はとても硬い。
のりとじで製本している。

来年度の３～６年生に向け、教科書
を考えている。年間指導計画では週1
回の道徳科で使用するように位置付
けている。実態は心情理解に乏しい
児童があり、絵やイラストから考え
のヒントを探す児童がいる。本教材
は森の動物たちが助け合い励まし合
う場面が描かれており、このような
姿に共感させ、学級での仲間に対し
て、よりよい友達関係を築ける面か
ら有効である。また、本学級の児童
にはだれに対しても優しい気持ちで
助け合っていこうとする心情を育て
ていきたいと考えている。道徳の授
業ではこのきっかけ作りに、教材の
活用を考えている。

たいせつなこと道徳 否 否 適 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ページを１場面として、
11場面で構成している。
ページ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。
全ページカラー印刷である。

表紙は硬く、のりとじで製本され
てる。



種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

６年に配当予定。
今年度同じシリーズの本をすすんで
読む様子が見られ、視覚優位の児童
にとって理解しやすいものとなって
いる。引き続き、同じシリーズでの
配当を希望する。

４年生に配布予定。相手の気持ちが
分からず悩んでしまう児童がいる。
日常生活における友達との様々な場
面が想定されており、相手の気持ち
の理解や困ったときの対処法などを
学習することができる。漫画形式な
ので手に取りやすく楽しみながら学
べる。

日常生活における友達との様々な場
面が想定されており、相手の気持ち
の理解や困ったときの対処法などを
学習することができる。漫画やイラ
ストを使用しているため文章を読む
ことを苦手とする児童も親しみやす
い内容となっている。相手の心情や
場の状況を理解することを苦手とす
る児童の使用に適している。

６年生に配布予定。
対人関係に課題がある児童が多い。
本書では、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。

５年生の教科書として使用する予定
である。対人関係を構築する時に、
言語だけでは理解しにくい児童が多
く在籍している。対人関係の基礎的
なスキルを身に付ける基礎として、
自己理解を深めることに有効的な内
容となっている。困ったときの対処
法などをイラストが多く掲載されい
るため、理解しやすくなっている。

学校生活や日常生活において、自分
とどう向き合うと良いかが紹介され
ている。イラストや漫画が多用さ
れ、自己の客観視と自己理解が難し
い児童のソーシャルスキルの支援に
適している。

道徳 否 否 適

本文の文字の大きさは、6.5ポイ
ントから12ポイントで表記してい
る。
漢字には振り仮名が付いている。
全ページカラー印刷である。

表紙はやや硬い紙で、のりとじで
製本している。

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

人との関わりを良くするために
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ページを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。
目次がある。



種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

５年に配当予定。
検定済み教科書では、高学年の資料
の内容理解が難しいため、絵も取り
入れた本の方が、児童が理解しやす
く、それをもとに道徳科の学習内容
を展開していきやすいと考える。

６年生児童11名に配本予定である。
当該児童らはASDに伴う他者の感情理
解の困難さが顕著な児童が多いが、
言語刺激による行動制御は比較的獲
得されやすい。また、対人関係の困
難に伴い抑うつ傾向を呈する児童も
複数名在籍しており、進学に先だっ
て感情理解に関する指導が必要であ
る。ゆえに本書を使用した指導が必
要である。年間を通して主たる教材
として活用していく。

５年生に配布予定。本書は、日常生
活における友達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。場面をイラストで表してい
るため相手の気持ちを考えることが
苦手な児童には分かりやすい。

日常生活における友達との様々な場
面が想定されており、相手の気持ち
の理解や困ったときの対処法などを
学習することができる。相手の気持
ちを理解することや気持ちを伝える
ことが苦手な児童がソーシャルスキ
ルを身に付けることに使用すること
に適している。イラストや漫画も使
用しているため文章を読むことが苦
手な児童も親しみやすい内容となっ
ている。

５年生に配布予定。
友達との関わりに課題がある児童が
多い。本書では、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。

６年生の教科書として使用する予定
である。対人関係を構築する時に、
言語や表情から読み取ることが困難
な児童が多く在籍している。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、対人関係に課題が
ある児童が相手の気持ちの理解や
困ったときの対処法などをイラスト
を通して学習することができる。

学校生活や日常生活における、友達
との様々なかかわり方が紹介されて
いる。イラストや漫画が多用され、
相手の心情理解が難しい児童のソー
シャルスキルの支援に適している。
特に通常の学級へ交流に行く児童に
とっても効果が期待できる。

旺文社

友達関係における、状況に応じた
気持ちの理解やふさわしい気持ちの
伝え方について、漫画やイラストで
説明している。

目次がある。
全５章において、41事例を紹介し
ている。
見開き２ページを１事例として構
成している。

本文の文字の大きさは、８ポイン
トから12ポイントで表記している。
漢字には振り仮名が付いている。
全ページカラー印刷である。

表紙はやや硬い紙で、のりとじで
製本している。

道徳 否 否 適

　

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～



種目

検定済
教科書
（本市
採択）
（下学
年含
む）

文部科
学省著
作教科
書（☆
本）

特別支援
教育教科
書調査研
究資料か
ら選択し
た一般図

書

特別支援
教育教科
書調査研
究資料に
掲載され
ていない
一般図書

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　児童・生徒の特性及び必要性等

道徳 否 否 適
逆境に負けない力を
つける！こども菜根
譚

日本図書セン
ター

中国の古典の一つである「菜根
譚」を子供向けに解説したものであ
る。
様々な状況において、逆境を乗り
越え、人とうまく付き合っていくた
めのヒントが説明されている。

目次がある。
全４章で、見開き２ページを１項
目として、24項目で構成している。
本の冒頭に、この本の読み方や活
用方法の説明がある。

本文の文字は、菜根譚の訳が24ポ
イント、解説が11ポイントで表記し
ている。
漢字には振り仮名が付いている。
全ページカラー印刷である。

表紙はやや厚く、のりとじで製本
している。

４年生に配布予定。
検定教科書の内容を理解するのが、
学年が上がるごとに困難になり、資
料を読んで自分で考えることが難し
くなってくる。本書は道徳の学習で
も扱える内容のものが短くまとまっ
ている。、絵や文から自分のことを
振り返ったり、話し合ったりするこ
とに活用できたりすると考える。

道徳 否 否 適 手と手をつないで ビーエル出版

大きなねずみと小さなねずみが手
をつないで野山を歩き、動物に出
会ったり、自然の様子に気付いたり
しながら、２匹で一緒にいることの
嬉しさや喜びを描いた物語である。

見開き２ページを１場面として、
12場面で構成している。
文字数が少なく、ほとんどの場面
が１行15文字、４行程度である。

本文の文字の大きさは、16ポイン
トで表記している。
全て平仮名で表記され、分かち書
きである。ただし、「手」のみ漢字
で表記している。
全ページカラー印刷で、季節に応
じた色彩で表現している。

表紙は硬く、糸かがりで製本して
いるため、耐久性がある。

大きなねずみと小さなねずみの物語
を通して人とのかかわり方を考えた
り、自然に対する思いをもつことが
できるようになることが期待され
る。絵本の形式となっているため読
み聞かせが好きな児童や文章を読む
ことが苦手な児童が大人と一緒に学
習をすることに適している。


