
番 著者名 単　価

３歳～５歳 ○製    本： 堅牢 ○紙質： 上質

２３㎝×１９㎝ ○ページ数： ４７ページ

番 著者名 単　価

 ３歳～５歳 ○製    本： 堅牢 ○紙質： 上質

１８cm×１８cm ○ページ数： ４０ページ

国語

国語

○対　    象：

○本の大きさ：

2

D01

馬場のぼる

10-4

1,000円ことばあそびの絵本
ぶたたぬききつねねこ

こぐま社

１　内容について（児童・生徒の実態への配慮等）

　しりとりをしながら自分で声を出して単語を読んだり、絵を見て話を想像したりしながら、平仮名に関
心をもてるよう工夫されている。

　身近な動物や食べ物などの日常生活の身近な言葉が、しりとりの順番に並べられている。「ぶた」「た
ぬき」「きつね」「ねこ」と、児童になじみの深いしりとりが出てくる。絵と語句を結びつけて、理解で
きるよう工夫されている。

２　表現について（表記、表現上の配慮）
　全ての単語が平仮名で書かれている。単語は左から右へしりとりになって間隔を空けて並べて書かれ、
見やすく、読みやすいよう工夫されている。

３　全体的な特色について

１　内容について（児童・生徒の実態への配慮等）

　全てのページに王様の絵が描かれ、王様の様子を絵で見たり、詩を読んだりして楽しみながら、語彙を
増やすよう工夫されている。

○対    　象：

○本の大きさ：

　あいうえお順に頭文字を用いた言葉を連ね、４行の短い文により王様の話がつくられている。話の内容
の絵や背景に加えて、頭文字のつく挿絵で構成され、絵探しや言葉集めも楽しめるよう工夫されている。

２　表現について（表記、表現上の配慮）
　読みやすいように、全ての詩が平仮名、分かち書きで書かれている。事物の言葉に加えて、動きや様子
を表わす言葉も意図的に使い、絵で示されている。

３　全体的な特色について

図書コード・書　名 発行者コード・発行者名

図書コード・書　名 発行者コード・発行者名

1

A01

寺村　輝夫

40-1

1,200円
あいうえおうさま 理論社



番 著者名 単　価

３歳～８歳 ○製    本： ソフトカバー ○紙質： 上質

２２㎝×１８㎝ ○ページ数： １９２ページ

番 著者名 単　価

５歳～１０歳 ○製    本： 堅牢 ○紙質： 上質

２６㎝×２２㎝ ○ページ数： ５０ページ

社会

社会

１　内容について（児童・生徒の実態への配慮等）

　語りかける文調で書かれ、読み手に寄り添った記述であり、主体的に読み進めることができるよう配慮
されている。表紙に飛行機と世界地図が描かれ、世界を旅する気持ちになれるよう工夫されている。

○対    　象：

○本の大きさ：

　主に地球という観点からとらえた世界の国々が書かれている絵本である。自然や季節、動物などの視点
から構成されているので、日本との違いについて理解できるよう配慮されている。端的な挿絵で、世界各
地の自然や動物、服装、名所などを具体的に学べるよう工夫されている。

２　表現について（表記、表現上の配慮）
　漢字を用いず、文章は平仮名と片仮名で書かれている。地図の上に、その国や地域の特徴的な絵が付け
られていて、文章を理解しやすいよう配慮されている。

３　全体的な特色について

4

006

とだこうしろう

20-4

1,800円
せかいちず絵本

１　内容について（児童・生徒の実態への配慮等）

　大人とともに季節の行事の意義を確かめ、豊かな季節感を身につけるきっかけとなるよう工夫されてい
る。

○対    　象：

戸田デザイン

○本の大きさ：

　年間行事や我が国の伝統や文化の由来と歴史が１月から12月まで、月を追って知ることができる。行事
の歌を歌詞を見ながら歌ったり、レシピを見ながらが行事に関わる料理をつくったり、季節の飾りのつく
り方を見て工作をしたりすることができるよう配慮されている。

２　表現について（表記、表現上の配慮）
　平仮名と片仮名で本文が書かれており、片仮名にはルビがふられている。「おうちのかたへ」のコー
ナーがあり、大人が行事の詳細について説明することができるよう配慮されている。

３　全体的な特色について

図書コード・書　名 発行者コード・発行者名

図書コード・書　名 発行者コード・発行者名

3

A07

三省堂編修所

11-4

2,000円こどもきせつのぎょうじ絵じてん
第２版小型版

三省堂



番 著者名 単　価

３歳～８歳 ○製    本： 堅牢 ○紙質： 上質

２３㎝×２３㎝ ○ページ数： ３６ページ

番 著者名 単　価

３歳～６歳 ○製    本： 堅牢 ○紙質： 上質

３０cm×２３cm ○ページ数： １１６ページ

１　内容について（児童・生徒の実態への配慮等）
　水、空気、音、光、電気、磁石などに分けられ、それぞれの分野に関係した遊びや実験、実験装置のつ
くり方が紹介されている。示されている身の回りにある物を使って、すぐに実験できるものが多く紹介さ
れている。

２　表現について（表記、表現上の配慮）
　一人でも読むことができるように、漢字には全てルビがふられている。小さい字も認識しやすい字体で
書かれている。

３　全体的な特色について
　正確な実験ができるように、実際の様子や変化に写真が用いられている。写真では分かりにくいつくり
方ややり方は、挿絵で説明するなど工夫されている。

○対　    象：

○本の大きさ：

理科

図書コード・書　名 発行者コード・発行者名

6

H01

水野丈夫・村松伸弘

28-8

1,900円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

算数・数学

○対    　象：

図書コード・書　名 発行者コード・発行者名

5

N02

はた　こうしろう

30-2

○本の大きさ：

　ページをめくるごとに描かれているものの数が１から10まで順に増えていき、最後は何もなくなり０で
終わる構成である。登場する動物に数字を付け、数字、数の読み方、数え方が分かり、数の概念を捉えら
れるよう工夫されている。

２　表現について（表記、表現上の配慮）
　同じ動物でも模様、色、形に違いがあり、ものの集まりとして理解できるよう配慮されている。

３　全体的な特色について

1,100円絵本・いつでもいっしょ２　どう
ぶつなんびき？

ポプラ社

１　内容について（児童・生徒の実態への配慮等）

　絵は色の濃淡が明確で、認知しやすい。数え方と動物は字体の異なる太字で書き、強調することで理解
しやすいよう配慮されている。



番 著者名 単　価

３歳～１５歳 ○製    本： 堅牢 ○紙質： 上質

２３㎝×２０㎝ ○ページ数： ３２ページ

番 著者名 単　価

３歳～８歳 ○製    本： ソフトカバー ○紙質： 上質

２７cm×２１cm ○ページ数： ４５ページ

１　内容について（児童・生徒の実態への配慮等）
　日常生活で想起されやすい具体的な20の場面で、基本的生活習慣、安全、人との関わり、日課・予定、
きまり、社会の仕組みと公共施設について学ぶことができるよう工夫されている。何をしたらよいのか、
具体的な行動の仕方が記されている。

２　表現について（表記、表現上の配慮）
　理解しやすいように、一つの動作に一つずつ子供の挿絵を付けている。また、全てのページに、見出
し、問いかけ、留意点が、字の大きさをそろえて全て平仮名で、分かち書きで記され、見やすいよう配慮
されている。

３　全体的な特色について
　大人と一緒に確認できる内容であり、挿絵を見て自分で準備し、自立心を高められるよう配慮されてい
る。

○対　    象：

○本の大きさ：

図書コード・書　名 発行者コード・発行者名

8

B03
子どもの生活科学研
究会

10-8

1,400円絵でわかるこどものせいかつずか
ん３　おでかけのきほん

合同出版

１　内容について（児童・生徒の実態への配慮等）
　口から入った食べ物が、体のどこを通って消化され、排泄されるかを、絵と文章を使って説明してい
る。また、食べることが体や生活に及ぼす影響について書かれている。

２　表現について（表記、表現上の配慮）
　読みやすいように、全て平仮名と片仮名の分かち書きで文章が書かれている。体内の様子を想像しやす
いように、「シチュー」「ジェットコースター」などの例えを用いて表現されている。

３　全体的な特色について
　親しみやすいように、登場する子供たちや食べ物が表情豊かに描かれている。日常的に行われる食事や
排泄の大切さについて理解することができるよう工夫されている。

○対    　象：

○本の大きさ：

生活

図書コード・書　名 発行者コード・発行者名

7

E02

かこ　さとし

20-1

1,300円かこさとしからだの本２　たべも
ののたび

童心社

理科



番 著者名 単　価

３歳～９歳 ○製    本： 堅牢 ○紙質： 厚紙・上質・樹脂

２１cm×１５cm ○ページ数： ３５ページ

番 著者名 単　価

６歳～１５歳 ○製    本： 堅牢 ○紙質： 光沢上質

２３cm×２５cm ○ページ数： ３２ページ

　光沢上質紙に印刷され、美術作品の再現性が高い。画家と作品は一貫して文中に太字で記されており、
誰がどの絵を描いたのか分かりやすいよう配慮されている。

○対　    象：

○本の大きさ：

1,400円
かこさとし　うつくしい絵 偕成社

１　内容について（児童・生徒の実態への配慮等）
　ダ・ビンチ、ゴッホ、レーピン、北斎、ピカソの作品について、名画とされる理由と名画に共通する
「美しい心」をもつ大切さを説いている。名画を取り上げることで、造形的なよさや美しさについて見方
や感じ方を広げられるよう配慮されている。

２　表現について（表記、表現上の配慮）

図書コード・書　名 発行者コード・発行者名

10

003

かこ　さとし

06-1

　読みやすいように、全ての漢字にルビがふられ、読む順番が矢印で示されている。ページいっぱいに印
刷されていたり、部分的に拡大して印刷されたりして、作品の細部に注目できるよう配慮されている。

３　全体的な特色について

１　内容について（児童・生徒の実態への配慮等）
　全16曲の歌とカラオケを選択できる。共通教材を含めた童謡やアニメソングが入っており、さらに歌詞
や歌によっては振り付けも記載されており、自分から取り組めるよう配慮されている。また、指導に生か
せるよう、絵本には楽譜も掲載されている。

２　表現について（表記、表現上の配慮）
　全て平仮名と片仮名で歌詞が書かれている。読みやすいように、片仮名にはルビがふられている。全て
の曲において歌詞と絵、楽譜という構成であるため目的に応じて使いやすいよう配慮されている。

３　全体的な特色について
　各曲が見開き２ページで、取り組みやすい。耐久性をもたせたつくりで、繰り返し使用できるように配
慮されている。

○対　    象：

○本の大きさ：

図工・美術

図書コード・書　名 発行者コード・発行者名

9

007

永岡純一

21-1

1,600円お手本のうた付き！どうよううた
のえほん

永岡書店

音楽



番 著者名 単　価

６歳～１５歳 ○製    本： ソフトカバー ○紙質： 上質

２０㎝×２１㎝ ○ページ数： ６４ページ

番 著者名 単　価

３歳～１５歳 ○製    本： 堅牢 ○紙質： 上質

２１cm×２２cm ○ページ数： ３２ページ

１　内容について（児童・生徒の実態への配慮等）
　具体的な例を挙げて、成長について語りかける構成で聞きやすく、読みやすいよう工夫されている。身
体的な成長から精神的な成長について展開し、発達と発育両面の成長を捉えることができるよう配慮され
ている。

２　表現について（表記、表現上の配慮）
　身近で具体的な成長の姿一つに、一つずつの絵が描かれていて分かりやすく、実感を伴いながら、成長
について理解を進めることができるよう工夫されている。平仮名と片仮名の分かち書きで文章が書かれて
おり、読みやすいように配慮されている。

３　全体的な特色について
　どのページも「おおきくなるっていうことは」に始まるリズムのよい文章で書かれている。絵は中心と
なる題材が大きく描かれ、理解しやすいよう工夫されている。

○対　    象：

○本の大きさ：

図書コード・書　名 発行者コード・発行者名

12

L02

中川　ひろたか

20-1

1,300円ピーマン村の絵本たち　おおきく
なるっていうことは

童心社

１　内容について（児童・生徒の実態への配慮等）
　料理の材料や仕上がりが実物写真で、調理の手順が挿絵で示され理解しやすいよう工夫されている。手
順が少ない料理が載っており、調理しやすいよう配慮されている。いろいろな形や顔を仕上がりの例にし
て、興味をもち完成に工夫を加えられるよう配慮されている。

２　表現について（表記、表現上の配慮）
　同じページ内に材料と出来上がりの写真を掲載したり、手順の挿絵に動きや矢印を描いたりして、視覚
的に理解しやすいよう配慮されている。

３　全体的な特色について
　材料の栄養について記したり、加熱や温度変化、他の材料との組み合わせなどで色や形が変化する理由
を記したりして、関心が広げられるよう工夫されている。

○対    　象：

○本の大きさ：

保体

図書コード・書　名 発行者コード・発行者名

11

003

村上　祥子

07-5

1,500円つくって食べよう！お料理マジッ
ク２

教育画劇

技術・家庭科



番 著者名 単　価

４歳～１０歳 ○製    本： 堅牢 ○紙質： 光沢厚紙

１９㎝×１３㎝ ○ページ数： ４８枚

番 著者名 単　価

５歳～１２歳 ○製    本： 堅牢 ○紙質： 上質

２６cm×１９cm ○ページ数： ２４ページ

１　内容について（児童・生徒の実態への配慮等）
　身の回りの物のあるべき姿について、一つずつ問いかけと答えで構成されている。最後に、自分のこと
について問いかけられることで、生命の尊重について考えることができるよう工夫されている。一つの話
題に見開き２ページでつくられ理解しやすいよう配慮されている。

２　表現について（表記、表現上の配慮）
　平仮名の分かち書きで全て書かれており、読みやすいよう配慮されている。核となる言葉に関係する絵
が見開きいっぱいに描かれており、言葉と絵を関係付けられるよう工夫されている。

３　全体的な特色について
　見やすいように、背景の色に対比した文字色になっている。文章が絵の中の看板や旗などに書かれ、絵
と一体感のあるつくりになるよう工夫されている。

○対　    象：

○本の大きさ：

図書コード・書　名 発行者コード・発行者名

14

002 マーガレット・
ワイズ・ブラウン

作
うちだややこ　訳

28-8

1,200円
たいせつなこと フレーベル

１　内容について（児童・生徒の実態への配慮等）
　46の日常生活会話がカードに記されている。取り組みやすいように、１枚のカードに言葉、日本語訳が
書かれ、言葉の内容の絵が描かれている。ＣＤを聞くことで、ネイティブな発音やリズムを身に付けられ
るよう工夫されている。

２　表現について（表記、表現上の配慮）
　ＣＤでは英語の後に日本語訳が再生される。最後に、音楽に合わせてリズムよく言葉が再生されること
で覚えやすいよう工夫されている。

３　全体的な特色について
　カードの角に穴が開いているので、フラッシュカードとして用いたり、カードが硬い厚紙でできている
ことから、かるた取りなどの活動に用いたりできるよう工夫されている。

○対    　象：

○本の大きさ：

道徳

図書コード・書　名 発行者コード・発行者名

13

H02

矢島真澄

08-1

1,500円CD付き英語カードあいさつと話し
ことば編

くもん出版

英語



番 著者名 単　価

６歳～１５歳 ○製    本： ソフトカバー ○紙質： 上質

２１㎝×１５㎝ ○ページ数： １５２ページ

※対象に示された年齢は、その図書に記載された年齢（記載がない図書については、審議会で考えた目安
の年齢）です。

　シリーズで関連した図書が用意され、理解を広げたり、深めたりすることができるよう工夫されてい
る。また、自立活動の指導内容とも関連が図りやすいよう配慮されている。

○対    　象：

○本の大きさ：

850円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

１　内容について（児童・生徒の実態への配慮等）
　日常生活で起こりやすい問題を克服するようつくられている。様々な性格や心情をもつ人物が登場する
ため、それぞれの登場人物に置き換えて自分自身のこととして考えやすいよう工夫されている。

２　表現について（表記、表現上の配慮）

図書コード・書　名 発行者コード・発行者名

15

B06

藤　美沖

05-3

　具体的な場面を想定しやすいように、全て漫画や絵で表現されている。全ての漢字にルビがふられ、幅
広い年齢層に対応できるよう配慮されている。

３　全体的な特色について

道徳


