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小1 エリックカールの絵本 はらぺこあおむし偕成社

言葉や数に関する基礎的な内容が多く含まれ，子どもの実態に合わせ教材化
しやすい。色彩が豊かで，子どもが興味をもちやすい。

〃

小2 くもん式のひらがなカード

くもん出版

文字が大きく，簡潔かつ明瞭なイラストで分かりやすい。また，身近な言葉が取
り上げられているため，子どもたちが興味・関心をもちやすい。

〃

小3 プータンどこいくの？

JURA出版局

日常生活で見かけることが次々と展開し，実生活に応じた学習ができる。しかけ
絵本になっており，操作をすることで楽しく話を進められる。

〃

小3 五味太郎・言葉図鑑⑥くらしのことば

偕成社

日常生活で使う基本的な話し言葉を動作や場面と結び付けて構成され，理解
や活用がしやすいよう工夫されている。

〃

小４ くもんの書きかたカード「ひらがな」

くもん出版

筆順が番号と色分けで表示されており,分かりやすい。水性ペンを使用し，繰り
返し平仮名の学習に取組める。

〃

小４ スキンシップ絵本 かたかなアイウエオ

ひさかたチャイルド

片仮名が50音順に配列され，身近な単語が挿絵とともに記載され，平仮名も併
記されているため，関連付けながら学習できる。

偕成社

普段行っている動作が絵と言葉で表現されているため，分かりやすい。子どもた
ちの興味をひく挿絵により，楽しみながら学習に取組める。

小５・６ 五味太郎・言葉図鑑③かざることば（A） 偕成社

256語の形容詞が取り上げられており，幅広い学習活動が可能である。またユー
モラスな挿絵により，日本語のおもしろさを味わうこともできる。

国語

小５・６ 五味太郎・言葉図鑑①うごきのことば

〃
〃
算数

小６ ゆっくり学ぶ子のための「こくご」４

同成社

物語や説明文の読み，作文や詩の表現，言語や文法に関する内容で構成さ
れ，ワークブック形式のページもあり，文法や漢字の学習に活用できる。

小1

講談社

はっきりとした配色と大きな絵で，数が印象に残るよう工夫され，1～10までの数
や数量を見開きのページで一つずつ学習できる。

ブルーナのアイデアブック ミッフィーの１から１０まで

〃

小2 かずカード

くもん出版

50までの数唱，逆唱，ランダムな数字の読みなど様々な学習ができる。ドットを
数えて数字と確認して進めることで，数の理解と数字との対応を学習できる。

〃

小3 かずのほん①どっちがたくさん

童心社

１対１の対応で数の大小を比較したり，集合を作ったりするなど，数概念の基礎
を養うことができる。

〃

小４

五味太郎ことばとかずのえほんかずのえほん１，２，３

絵本館

数のいろいろな数え方が織り込まれ，体言止めの表現が多く，復唱しやすい。
次々とおもしろく話が展開し，加法減法についても学ぶことができる。

〃

小５

音の出る知育絵本７こえでおぼえる１，２，３かずのほん

ポプラ社

20までの数字と時計が1枚のボードになっており，数字や時計の文字盤を押すと
音声で数や時刻を知ることができる。また，単位についても学ぶことができる。

〃

小５ ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」③

同成社

5または10ずつ結合させたタイルとばらのタイルを使って２けたまでの数を表し，
数の系列や位の概念を身に付けることができる。

〃

小６ とけいカード

くもん出版

何時，何時半，何時45分など，分かりやすい基本的なパターンがカードになっ
ており，時計の読み方を繰り返し学習することができる。

〃

小６ ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」④

同成社

繰り上がり，繰り下がり，２けたの数の計算が大きく描かれた挿絵とタイルで説明
され，計算の仕方を段階的に学ぶことができる。

生活

小1 生活図鑑カード くだものやさいカード くもん出版

野菜や果物がリアルに描かれ，裏面には名前や説明が書かれており，言葉へ
の関心を高め，知識を広げることができる。
身近な食べ物がリアルにカードに描かれ，材料や作り方も書かれているため，
食べ物の名前を覚えたり読んだりすることができる。

〃

小2 生活図鑑カード たべものカード

くもん出版

〃

小2 生活図鑑カード 生活道具カード

くもん出版

身近に使用する道具が取り上げられ，裏面には説明文もあり，名称だけでなく，
道具の特徴や使い方を学ぶことができる。

小3・４ ほんとの大きさ動物園

学研マーケティング

実際の大きさや，毛・肌の質感まで鮮明に撮られた画像で臨場感を味わえる。
また，動物の特徴が詳しく書かれており，画像と合わせて学ぶことができる。

小３・４ 知育えほん マークのずかん

鈴木出版

生活の中でよく目にする標識や標示が環境や安全などテーマ別に配列され，
生活場面の絵の中から見つけながら学習することができる。

戸田デザイン研究所

地図や地域の特産物，観光名所が分かりやすく紹介されている。クイズや資料
も多く，興味をもって調べ学習にも活用できる。

〃

小５・６ フレーベル館の図鑑ナチュラ ひとのからだ フレーベル館

体のしくみや働きについて写真やイラストを用いて分かりやすく説明されてい
る。人体図では，各部位の名前を興味をもって学習できるよう構成されている。

〃

小５・６ 福音館の科学シリーズ地球その中をさぐろう 福音館書店

身近な植物や動物の生態から人間の生活まで，地上・地表・地下をまとめて挿
絵で示し，私たちの暮らす地球について興味をもって学習できる。

〃

小５・６ 家庭科の教科書小学校低学年～高学年用 山と渓谷社

自立に向けて必要な衣食住の内容が取り上げられ，道具の使い方など基礎的
基本的な内容が，写真やイラストを使って分かりやすく説明されている。

〃（理科）

〃
〃（地図）

小４ にっぽんちず絵本

リズムにあわせて，うたいながら，たたこう！たいこでドン！

永岡書店

絵の描かれたボタンを押すと絵に対応する曲が流れ，大小の太鼓の演奏が身
近な童謡やアニメソング10曲に合わせて楽しめる。

お手本のうた付きどうよううたのえほん

永岡書店

よく知っている童謡16曲で構成されており，歌とカラオケが用意されているため，
聴く，歌うの両方を楽しみながら学習できる。

ドレミ楽譜出版社

よく知られた古い歌から新しい歌まで幅広く選曲され，楽譜と歌詞が別々に配
置されているため，見つけやすく使いやすい。

音楽 小１・２ ドン！スペシャル
〃

小３・４

〃

小５・６ 保育名歌 こどものうた１００選

図工 小１・２ あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん

学研マーケティング

身近な動植物や食べ物などのイラストの上に，自由な発想で想像力を働かせな
がら，塗ったり描いたりして自分だけの絵本を作ることができる。

〃

小３・４ あそびのひろば④ はりえあそび

ポプラ社

身近な材料を使い，ちぎる，切る，貼るなどの作品例が掲載され，作品製作に必
要な基礎的技能を養う学習に適している。

〃

小５・６ はじめてのこうさくあそび

のら書店

クレヨン，絵の具，折り紙，布などの素材や様々な道具を使う作品が掲載され，
楽しさを味わいながら手指の巧緻性を身に付けることができる。

学研マーケティング

言葉の意味がカラーの絵で表現されており，絵本感覚で本を見て，日本語，英
語，言葉の五感を楽しみながら学習することができる。

国語 中１ レインボーことば絵じてん
〃

中１ ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２

同成社

生活に密着した内容を取り上げ，学習内容が生活の中で生かせるよう工夫され
ている。基礎的な読み書きを学ぶことができる。

〃

中２ あいうえおうさま

理論社

1ページ中にいろいろなものが幅広く用意されているため，個に応じて指導を工
夫するることができるようになっている。

〃

中２ もじのえほん かんじ（１）

物語の展開を楽しみながら，漢字の意味や起源について興味をもって学習でき
あかね書房 るよう工夫されている。

〃

中２ もじのえほん かんじ（2）

60の漢字の読みや使い方が，日記文を通して理解できるように工夫されてい
あかね書房 る。書き順や音訓の読みも明記されている。

〃

中３ ことばえほん

グランまま社

日常生活で使われる言葉が一日の流れに沿って絵を用いて分かりやすく示さ
れている。関連のある言葉が並列され，語彙を増やすことに適している。

同成社

算数の内容を中心に，社会生活に必要と思われる項目が網羅されており，学習
したことを生活の中に生かすことができる。

算数・
中２ ひとりだちするためのめの算数・数学
数学
安野光雅の絵本はじめてであうすうがくの絵

「なかまはずれ」「じゅんばん」「かたちあそび」などが段階的に配列されており，
福音館書店 理解しやすい。数の基礎的な概念を学習できる。

〃

中２ 本①

〃

中３ 別冊こぐまちゃんえほん さよなら さんかく こぐま社

〃

中３ 本②

安野光雅の絵本はじめてであうすうがくの絵
子どものマナー図鑑３ でかけるときのマ

生活 中１ ナー
〃

中１ はじめてのずかん④ やさいとくだもの

〃

中２ 植物園

〃

中２ だとけんこう

みぢかなかがくシリーズ 町の水族館・町の
改訂版 体験を広げるこどものずかん⑨から
げんきをつくる食育えほん１ たべるのだい

中３ すき！

エリックカールの絵本 できるかな？-あたま

中３ からつまさきまで-

坂本廣子のひとりでクッキング７おべんとうつ

家庭 中１ くろう！

色彩が鮮やかで楽しく言葉遊びをしながら色や形，物の名前について学習でき
る構成となっている。

物と物の関係，比較，点の集まりと分析，数の抽象化，単位の５つの題材で構成
福音館書店 され，数学的な考えの基礎と多様なものの考え方を身に付けられる。
偕成社

子どもが経験する様々な場面でのマナーや参考になる事柄について細かい部
分まで触れられている。よい例悪い例を比較して考えることもできる。

写真により野菜や果物の名称や特徴が分かりやすく示されている。また，野菜の
ひかりのくに 加工や農家の仕事など幅広い学習ができる構成となっている。
福音館書店

生活に密着した店で買い物をする場面を設定し，吹き出しを使って楽しく読み
進められる。理科的，社会的な多様な観点により，発展的な学習も可能である。

科学的な説明を中心に日常生活に関する内容や動物との比較が，図，写真な
ひかりのくに どで描かれ，人体の仕組みと健康について学ぶことができる。
金の星社

食べ物を４つの色のグループに分類し，生徒自身がバランスのとれた食事を考
えられる。また，食べ物が排泄するまでのことも段階を追って書かれている。

偕成社

文章表現が簡潔で，リズミカルが会話が繰り返されており，言葉遊びができる。
動作をまねることで動物の特徴や動きを学習できる。

偕成社

お弁当ができるまでの様子がイラストや写真を使って紹介され，親しみやすいイ
ラストで分かりやすく調理手順が示されているため活用しやすい。

〃

中２ ひとりでできるもん⑤すてきなおかし作り

金の星社

出来上がりのお菓子が鮮明な写真で示され，意欲を喚起させる。材料や作り方
が分かりやすく絵で示されているため見ながら調理活動を進められる。

〃

中３ 新・こどもクッキング

女子栄養大学出版局

簡単な菓子づくりなど家庭でもできる内容であり，興味をもちやすい。完成図や
作り方の写真や図が適切に用いられており分かりやすい。

音楽 中１・２ あそびうたのほん CDつき

よく知っている童謡12曲がCDに収められている。歌詞に合わせた手遊びの仕
ひかりのくに 方がイラストで分かりやすく描かれており，自分で学ぶこともできる。

中３ たのパレット

偕成社

歌詞がリズミカルである。挿絵を見ながら想像をふくらませ，楽しく歌ったり踊っ
たりすることができるようになっている。

図工・
中１ うつくしい絵
美術

偕成社

名画の生まれた背景や絵の鑑賞の仕方が，平易な文章で紹介され分かりやす
い。名画を観ることで豊かな心を育てられる。

視覚デザイン研究所

色の様々な要素（三原色・色相環・色相・明度・彩度等）について，物語による説
明があり，楽しみながら学習できる。

〃

〃

１０+１人の絵本作家 オリジナルソング集う

中２・３ ハートアートシリーズ色のえほん

あかね書房の学習えほん ことばのえほんＡ

英語 中１ ＢＣ

アルファベット順に270語の英単語が豊かな画面構成で示され，意味は平仮
あかね書房 名，発音は片仮名で表されているため，英語学習の導入に適している。

中１ CDつき たのしく歌える英語のうた

成美者堂

なじみのある29曲の歌のCDが付いており，英語本来の発音に親しみ，英語の
自然なリズムを感じられる。体を動かしながら英語の「音」に親しむことができる。

〃

中２ 親子でうたう英語うたの絵じてん

三省堂

童謡からポップス，フォークソングまで子どもたちがよく知っている25曲が掲載さ
れ，付属のCDを使って英語の発音やリズムを自然に身に付けられる。

〃

中３ 五味太郎のことばとかずの絵本 絵本ABC 岩崎書店

〃

中３ 学ぼう英会話

CDつき 小学生の英語レッスン 絵でみて

成美者堂

生活の中でよく使われる記号としてのアルファベットから導入され，身近な場面
の挿絵とともに楽しく英語の学習を進めることができる。
生活場面を絵で表示し，付属のCDを使って繰り返し発音の練習ができる。読み
方を片仮名，意味を平仮名・漢字で表記し，会話形式で分かりやすい。

