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教科 使用学年 発行者コード発行者名 図書コード番号教科書名

国語 1 06-1 偕成社 D01
ノンタンあそぼうよ（１）　ノンタン

ぶらんこのせて

2 06-1 偕成社 D08
ノンタンあそぼうよ（８）　ノンタン

あわぷくぷくぷぷぷう

3 06-1 偕成社 T04
エリック・カールの絵本　くまさんく

まさんなにみてるの？

4 06-1 偕成社 T02
エリック・カールの絵本　うたがみえ

るきこえるよ

5 06-1 偕成社 T06
エリック・カールの絵本　月ようびは

なにたべる？－アメリカのわらべうた

6 20-5 同成社 A01 

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１

（改訂版）（ひらがなのことば、文、

文章のよみ）

算数 1 88-6 幼年教育 503 かずあそび１

2 88-6 幼年教育 504 かずあそび２

3 06-1 偕成社 A02 
エリック・カールかずのほん　１，

２，３どうぶつえんへ

4 20-1 童心社 A01 かずのほん１　どっちがたくさん

5 02-1 岩崎書店 E04 
五味太郎のことばとかずの絵本　かず

の絵本

6 20-5 同成社 C02 

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）



生活 1 28-１ 福音館 B06 幼児絵本シリーズ　くだもの

2 28-１ 福音館 B09 幼児絵本シリーズ　やさいのおなか

社会 3 28-１ 福音館 M06 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん

4 07－2 金の星社 603
はじめてのちずえほん　たべものちず

のえほん

5 07－2 金の星社 604
はじめてのちずえほん　にほんちずの

えほん

6 07－2 金の星社 643 はじめてのちずえほん　せかいちず

理科 3 28-1 福音館 B08 幼児絵本シリーズ　やさい

4 28-1 福音館 E20
かがくのとも絵本　しゃぼんだまとあ

そぼう

5 28-1 福音館 545
かがくのとも絵本　あしたのてんきは

はれ？くもり？あめ？

6 28-1 福音館 G08
福音館の科学シリーズ　どうぶつえん

ガイド

音楽 1 43127 ひかりのくに 13 あそびうたのほんCDつき



2 07-2 金の星社 588
ドンドンわっしょい！おまつりたいこ

えほん

3 21-1 永岡書店 007
お手本のうた付き！　どうよううたの

えほん

4 002 東書 C-111 おんがく☆

5 002 東書 C-112 おんがく☆☆

6 002 東書 C-113 おんがく☆☆☆

図画工作 1 30-2 ポプラ A08 あそびのひろば８　らくがきあそび

2 30-2 ポプラ A04 あそびのひろば４　はりえあそび

3 30-2 ポプラ A01 あそびのひろば１　はんがあそび

4 30-2 ポプラ A02 
あそびのひろば２　やさしいてづくり

のプレゼント



5 30-2 ポプラ C08 ペーパーランド８　おりがみえあそび

6 30-2 ポプラ C03 ペーパーランド３　とびだすカード

家庭 5 07-2 金の星社 F06
ひとりでできるもん！６　だいすきお

やつ作り

6 07-2 金の星社 F01
ひとりでできるもん！１　たのしいた

まご料理

書写 1 01-1 あかね書房B02 
あかねえほんシリーズ　かたちのえほ

んまる・さんかく・しかくさん

2 01-1 あかね書房A01 もじのえほん　あいうえお

3 01-1 あかね書房A02 もじのえほん　かたかなアイウエオ

4 02-1 岩崎書店 E03 
五味太郎のことばとかずの絵本　こと

ばのあいうえお

5 01-1 あかね書房I05
あかね書房の学習えほん　かたかなえ

ほんアイウエオ

6 02-1 岩崎書店 E01
五味太郎のことばとかずの絵本　漢字

の絵本



保健 1 06-1 偕成社 554 はみがきあそび

2 80-6 ほるぷ 515
うんぴ、うんにょ、うんち、うんご～

うんこえほん～

3 28-1 福音館 559 かがくのとも絵本　からだのみなさん

4 07-2 金の星社 698

やさしくわかるびょうきのえほん　ど

うしてかぜをひくの？インフルエンザ

になるの？

5 20-1 童心社 544
かこさとしからだの本３　むしば

ミュータンスのぼうけん

6 20-1 童心社 Ｅ０２
かこさとしからだの本２　たべものの

たび

道徳 1 10-4 こぐま社 Ｂ０１　
こぐまちゃんえほん　こぐまちゃんお

はよう

2 27-1 ひかりのくにＩ01
改訂新版体験を広げるこどもずかん１

どうぶつえん

3 27-1 ひかりのくにＩ04
改訂新版体験を広げるこどもずかん４

はなとやさい・くだもの



4 27-1 ひかりのくにＩ08
改訂新版体験を広げるこどもずかん８

あそびのずかん

5 06-1 偕成社 Ｑ０３
子どもの生活（３）マナーをきちんと

おぼえよう！

6 06-1 偕成社 Ｚ０３
子どものマナー図鑑（３）でかけると

きのマナー



選定理由

子どもの好きな遊びが題材になってい

て親しみやすく、絵本からブランコの

使い方が学べる。

指導者が子どもたちと共感しながら話

を読むことで楽しさやおもしろさを感

じられる。清潔への意識付けができ

る。

簡単な言葉のくりかえしでわかりやす

い。身近な動物に対する興味や認識が

深められる。

著者の美しく豊かな色彩表現があり、

イメージを膨らませながら興味をもっ

て学習できる。

子どもたちが曜日を意識することがで

き、食事の楽しさを知ることができ

る。

ひらがなのことば、文、文章のよみを

ゆっくり丁寧に学ぶことができる。

簡潔な文章で絵を見ながら、数と量の

概念が学習できるように編集されてい

る。

簡潔な文章で、絵を見ながら数と量の

概念が学習できるように編集されてい

る。

ストーリー設定がわかりやすく、数の

概念の学習ができる。

数をとらえる前の１：１対応やなかま

あつめをし、数の概念を身につけてい

けるように絵が工夫されている。

文章も楽しく絵も鮮明で、身近な生活

の中のかずを楽しむ絵本になってお

り、数に親しみをもてるように工夫が

されている。

数の学習を系統的に取り組めるように

配慮されており、子どもにとってわか

りやすい。



身近な素材が多く、丁寧に書かれた絵

で果物をイメージしやすい。

身の回りの野菜の断面が分かりやす

く、実際が理解できるようまとめられ

ている。

町を探検するという身近な内容で絵探

しの楽しさが味わえ、探検だけでなく

働く人など社会への興味がもちやす

い。

日本各地でとれる野菜や果物、魚のほ

か、地域ならではの郷土料理や駅弁な

どが紹介されている。イラストが豊富

でイメージがわきやすい。

イラストが豊富で、楽しく地域の様子

が学べる。地形や自然、都道府県名や

県庁所在地、特産品などを紹介してお

り、意欲がわきやすい。

世界中の国の名前や首都名、地形や自

然が紹介されている。さらに、有名な

建築物、祭り、民族衣装など、各国の

特色や文化もイラストで分かりやすく

説明されている。

いつも食べている野菜がどのようにで

きるのか、どのように実っているかが

絵で描かれていてわかりやすい。

遊びの要素が多く取り上げられてお

り、子どもたちのやってみたい気持ち

を刺激する工夫がされている。

身近な素材が多く、観察する力を養う

ための工夫がされている。

動物園で出会える動物が描かれてい

て、解説がわかりやすくまとめられて

いる。

児童の親しみやすい曲が掲載されてお

り、色分けされた鍵盤をタッチすると

音がでるように工夫されていて、歌う

だけでなく演奏することも可能であり

楽しく学習できる。



大太鼓と小太鼓が配置されており、バ

チも附属して、違った３種類の音色が

出て楽しめる。たいこまわりには光る

LEDもついており、視覚的にも楽しめ

る。

季節に合った曲が入っており、なじみ

の曲も多い。カラオケ、歌入りともに

収められているので、知らない曲でも

楽しめる。選曲のためのボタンが大き

く、操作しやすい。

遊びや行事などをテーマとした親しみ

やすい曲が採り上げられ、児童が興

味・関心をもてるように工夫されてい

る。

季節や生活、行事などの身近なテーマ

で親しまれている曲を多く採り上げら

れ、児童が興味・関心を高めながら学

習活動が展開できる。

親しみやすい曲や様々な楽器等が紹介

され、児童が興味・関心を高めながら

学習活動が展開できるよう工夫されて

いる。

鉛筆や色鉛筆などで自由に線を引いた

り、落書き遊びをすることで書くこと

への意欲を高めるのに適している。え

んぴつの持ち方にも慣れ、筆圧を加え

て書く習慣が身につけられる。

色紙や毛糸、ボタンに葉っぱなどの

様々な材料に興味をもつことができ

る。また、手指の細かな操作性を高め

ることに適している。

葉っぱや野菜などの身近なものに興味

を持つことができる。絵の具をつけて

刷ることで作品ができる楽しさを味わ

うことができる。

写真やイラストで作り方が分かりやす

い。身近なものを使って作ることで、

興味をもって取り組むことができる。



身近な生き物や植物の折り紙の折り方

がイラストを用いて説明されており、

わかりやすい。手指の巧緻性を高める

ことに適している。

写真でカードが載っており、子どもの

興味がわきやすい。また、作り方が図

示されており、カードを作る楽しさを

味わいながら取り組める。

イラストが挿入されていて、わかりや

すい。手順が明確に示されており、そ

の手順に従い調理実習に取り組むこと

ができる。

興味を持って調理実習に取り組める題

材が多く掲載されており、絵や写真が

鮮明で手順がわかりやすく、工夫され

ている。

ハッキリとした色彩で描かれた絵を楽

しく見ながら、身近なものを使ったリ

ズミカルな文にあわせて、丸、三角等

形についての理解が深まるよう工夫さ

れている。

楽しい文と絵が一体となって、楽しみ

ながらひらがなが覚えられるように工

夫されている。

楽しい文と絵が一体となって、楽しみ

ながらカタカナが覚えられるように工

夫されている。

印刷が鮮明でさし絵が多い。さし絵を

もとにしながら文字やことばの導入の

学習をおこなうことができる。

子どもの興味を引くようなイラストで

描かれている。絵本を楽しむように

「かたかな」に親しむことができる。

印刷が鮮明でさし絵が多い。さし絵を

もとにしながら漢字学習の導入の学習

をおこなうことができる。



いろいろな動物が順番にはみがきをし

ていく。大きなイラストでわかりやす

く、はみがきのページを自分で操作で

きるのが楽しい。

どんなときにどんなうんこがでるの

か、なぜうんこがでるのか、愛嬌たっ

ぷりのうんこの絵を見ながら「だいべ

んはかせ」が教えてくれる。愉快なリ

ズムのある文が楽しい。

子どもにもわかりやすい言葉や表現で

書かれており、ユニークな発想の本で

ある。からだに親しみを持ちやすい本

である。

風邪とその予防を目で見て楽しく理解

できる絵本。かわいいイラストとお話

で、自分の体を思いやる心を育て、正

しい生活習慣が身につく。

むし歯ミュータンスが、子どもたちに

むし歯をすすめる形式で、むし歯の怖

さをおもしろく伝えている。

ごはんやおかしは、体内のどこを通っ

て、どうなるのか？食物の摂取から排

泄までをわかりやすく説いている。

（節度・自立）こぐまちゃんが自主的

に顔を洗いご飯を食べる、いやがるお

風呂をよい習慣へと変え、行動的にお

もちゃと遊ぶという、大切なことを楽

しく教えてくれる。

（生命の尊さ）いろいろな動物をすぐ

近くで楽しめる動物園。食べたり、寝

たり、不思議やしぐさをしたりの動物

たちの生態を絵や写真を使ってイメー

ジしやすく紹介されている。

（自然愛護）たくさんの花や樹、野菜

や果物を精密なイラストで分かりやす

く紹介されている。くらし、見つけ

方、飼い方なども紹介されていて興味

が湧く本。



（友情）友だちと一緒に活動できる

様々な「あそび」が紹介されている。

集団遊びのきっかけづくりとなる本で

ある。

（公徳心）食事などの生活習慣である

マナーを生活体験を通して身につけて

いく本。身近な例が多く学びやすい。

（社会参加・公共の精神）外出時のマ

ナーを中心にイラスト入りで分かりや

すく説明されている。


