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国語 08-1 くもん出版 C01 書きかたカード「ひらがな」 3
ひらがな清音４９文字について、付属のペンを使って筆順を番号と色分けで表示されている文字
をなぞり、何度も書いて、消して書き方練習できる。その仮名を使った言葉とイラストもありわかり
やすい。

算数 08-1 くもん出版 D03 かずカード 3
カードを操作しながら数字の数え方や数字の並びを学ぶことができる。また、裏面の
ドットとの対応により数と量の関係が分かりやすい。

生活 10-8 合同出版 530
絵でわかるこどものせいかつずかん１
みのまわりのきほん

3
基本の生活動作をカラーイラストで表示されているのでわかりやすい。生活の場面を自
分の経験と重ねながら動作の基本が身につきやすい。

図工 11-1 さえら C01
たのしい工作教室
たのしいこうさくきょうしつ１

3
イラストや写真で手順が適切に示されておりわかりやすい。子どもの興味にもあってお
り、身近にある材料を使って作り楽しむことができる。

音楽 20-3 東京書籍 504
わくわく音遊び絵本
リズムであそぼう！どうようのうた

3
楽しい音がいっぱいのリズムボタンを押しながら人気のアニメソングや童謡を楽しむこ
とができる。テンポやボリュームを調節できるのも実態に合っている。

体育 10-8 合同出版 A01
子どもとマスターする49の生活技術
イラスト版手のしごと

3
箸の持ち方、雑巾の絞り方、手の洗い方など、49の日常の動作を大型イラストで分かりやすく説
明している。子どもに教えるポイントも丁寧に解説しており、家庭においても親子で動作確認をす
ることができる。

道徳 10-8 合同出版 529
絵でわかるこどものせいかつずかん４
おつきあいのきほん

3
基本の生活動作をカラーイラストで表示されているのでわかりやすい。生活の場面を自
分の経験と重ねながら礼儀に関する内容を学ぶことができる。

20-5 同成社 Ａ０１ ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１ 3
言葉が出かかった段階で、簡単な単語や文章の読み、語彙を増やす学習に適してい
る。カラーのイラストが分かりやすい。

20-5 同成社 Ａ０３ ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３ 1
平仮名を読むことができるので、まとまった文章を読むことや作文を書く学習に適して
いる。イラストもわかりやすい。

算数 20-5 同成社 Ｃ０１ ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」１ 4
算数の概念を獲得していない段階で、ゲーム感覚で両概念の基礎や比較、仲間集め
を学習することができる。

社会 06-2 学研 598
キッズ・えほんシリーズ
　日本がわかるちずのえほん改訂版

4
イラストや文字の表記が分かりやすく、都道府県の特色等をよく表している。高さ、長さ
広さ1番等子どもに分かりやすい言葉の表記である。

理科 06-2 学研 694
ふれあいこどもずかん
　春夏秋冬　～きせつのしぜん～

4 季節の自然を日々の生活と照らし合わせて絵や写真で分かりやすい。

音楽 ６０－３２ コスミック 503 ひかりのガイドつきピアノえほん 4 簡易なピアノがついており、音を出すことを楽しんだりすることができる。

保健 ２７－１ ひかりのくに Ｉ０９
改訂新版体験を広げるこどものずかん９
からだとけんこう

4
生活習慣や体力づくり等イラストで分かりやすく書かれている。毎日の体育と併せて考
えることができる要素が多く含まれている。

道徳 ２７－２ 評論社 Ａ０１ スカーリーおじさんのはたらく人たち 4 イラストが　多く、「働く」ということを知り、人とのつながりを学ぶことができる。

30-2 ポプラ Ｐ04
音の出る知育絵本４
こえでおぼえるあいうえおのほん

1
ボタンを押すと声や音が出るので関心を持って学習できる。ホワイトボードつきで、書く練習もで
きる。

20-5 同成社 Ａ０４ ゆっくり学ぶ子のための国語４ 2
読み取る力や表現力、聴く、話す力等にかかわる教材が取り上げられており、実態に適してい
る。

20-5 同成社 Ｃ02 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」２ 1
５までの数で、集合数としての数の意味やたし算を学習できる。タイルを用いて、具体物から｢数｣
へ結びつける学習ができる。

20-4 戸田デザイン ００９ とけいのえほん 1
時計の読み方やそれぞれの時間の様子が取り上げられており、「ごぜん」や「ごご」といった言葉
も学習できることから、実態に適している。

20-5 同成社 Ｃ０５ ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５ 1 3ケタの数の計算や、かけ算、わり算が教材として取り上げられており、実態に適している。

27-1 ひかりのく 686
マナーやルールがどんどんわかる！
みぢかなマーク新装改訂版

1
身の回りにあるマークがどのような意味を持っているのかを学び、好奇心を刺激しながらマナー
やルールを学習できる。

20-7 東洋館 ００１ くらしに役立つ社会 2 身近な題材をもとに、社会の決まりや仕組みについて取り上げられており、実態に適している。

02-1 岩崎書店 Ｃ04
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

1
身近な野菜の作り方や畑での作り方、栽培時期や世話の仕方などをイラストで学習することがで
きる。

11-1 さえら Ｄ０７
母と子の手づくり教室
母と子の園芸教室野菜をつくろう

2 教材として取り上げやすい18種の野菜の育て方が具体的に紹介されている。

06-2 学研 Ｇ09 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん 1
自由に塗っったり描いたりすることができ、想像力を養うことができる。枠の中を塗るという意識
を持った塗り絵学習をすることもできる。

02-1 岩崎書店 Ｇ１２
ひとりでできる手づくりＢＯＸ　しぜんで工作しよ
う

2
身の回りにある自然のものを使った工作の方法が取り上げられており、子どもの意欲や創造性
を喚起する。

音楽 21-1 永岡書店 ００４ ママとうたおう　やさしいメロディーピアノ 3
子どもたちが興味をもっている鍵盤付の絵本で、楽しみながら音楽への親しみを深めることがで
きる。

28-7 福村出版 Ａ06 シリーズ生活を学ぶ６　わたしたちのからだ 1 たくさんの絵と、分かりやすい説明で身体に起こる変化や成長の仕方などを学ぶことができる。

12-2 小学館 Ｂ１１ 21世紀幼稚園百科１１　からだのふしぎ 2 食べたものが体の中でどうなっているのかなど、体のしくみをわかりやすく学ぶことができる。

12-2 小学館 Ｃ01 ドラえもんちずかん１　にっぽんちず 1
イラストと写真が満載で、ドラえもんのキャラクターと一緒に日本の各地方をめぐりながら、都道
府県名、地名、人々の暮らし、名所などを学べる。

14-4 成美堂出版 ００３
いちばんわかりやすい
小学生のための学習世界地図帳

2 世界の主要な国々の特色などが取り上げられており、実態に適している。

12-7 女子栄養大 001 新・こどもクッキング 1
イラストや写真で、料理の作り方を説明しているので、見るだけで料理の作り方が理解できる。
料理の楽しさが伝わってきて、興味関心を持って学習できる。

07-2 金の星社 Ｆ１０
ひとりでできるもん！１０　おしゃれなおかし作
り

2
見やすくてわかりやすい。調理への意欲や関心を喚起しやすく、家庭生活における調理にも結
び付けられる。

06-1 偕成社 Ｏ06
五味太郎・言葉図鑑（６）
くらしのことば

1
第5学年内容２－（１）『時と場をわきまえて，礼儀正しく真心をもって接する』をねらった学習がで
きる。

27-1 ひかりのくに ００３
マナーやルールがどんどんわかる！
みぢかなマーク新装改訂版

2 みぢかにあるマークを理解しつつ、マナーやルールについて学ぶことができる。
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4
ものを作る遊びを通して子ども自身が工夫し、創造性や自主性を身につけることができ
ると思われる。イラスト等が分かりやすく、子どもの興味や発達課題に即してそれぞれ
に合わせた。

図工 ６０－３５ コクヨ 512
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