
令和５年度 選定した教科書および選定理由 

 

教科名 教科用図書名〈出版社名・金額〉 選定理由 

国語 

あかちゃんのあそびえほん（１） 

ごあいさつあそび 

＜偕成社・６８０円＞ 

イラストが大きく，登場人物がおじぎをする仕掛けのある絵本である。「こんにちは」

「ありがとう」「いただきます」などのあいさつの言葉が繰り返し出てくることで，楽

しみながらあいさつを学ぶことが期待できるため。 

算数 

ミーミとクークのえほん 

ミーミとクークのあか・あお・きいろ 

＜ひさかたチャイルド・１,０００円＞ 

食べ物や乗り物など，身近な物を題材としている。全部で１２色の紹介がされているこ

とで，児童がいろいろな色に関心をもち，色による物の分類について学ぶことが期待で

きるため。 

音楽 

改訂新版どうようえほん１ 

 

＜ひかりのくに・１,０００円＞ 

歌詞に関係するイラストが大きく描かれているので，曲を聴きながら歌詞と合わせて内

容を掴みやすくなっている。また，手遊びの動きがイラストで詳しく示されていて，見

ながら手遊びを覚えることが期待できるため。 

図工 

あそびのおうさまＢＯＯＫ  

はじめてぬるほん 

＜学研・８５０円＞ 

絵本に直接模様をかいたり，着彩をしたりすることで，自由に楽しみながら色彩感覚や

創造力を高めることが期待できるため。 

体育 

エリック・カールの絵本 

できるかな？－あたまからつまさきまで－ 

＜偕成社・１,２００円＞ 

絵本のイラストに合わせて様々な動物の動きを真似する内容となっている。ゴリラやペ

ンギンなど，動物の動きを真似する中で，児童が意欲的に体を大きく，たくさん動かす

ことが期待できるため。 

生活 

生活図鑑カード  

たべものカード 

＜くもん出版・９００円＞ 

食べ物の絵が写実的に描かれていて，裏面にはその名前や調理方法が書かれており，食

べ物への興味や関心を高めることが期待できる。また，食事の指導や，給食指導の場面

でも活かすことができるため。 

道徳 

ノンタンあそぼうよ（１） 

ノンタンぶらんこのせて 

＜偕成社・６００円＞ 

繰り返しの文章で台詞が書かれておりリズミカルで親しみやすい。ブランコの順番を替

わること，譲ることなど，集団でのルールを守ることの大切さや良さを，物語を通して

学ぶことが期待できるため。 

小学部 新【  １  】年生    



令和５年度 選定した教科書および選定理由 

 

教科名 教科用図書名〈出版社名・金額〉 選定理由 

国語 

こくご☆ 

 

〈東京書籍〉 

児童にとって身近な食べ物や乗り物などのイラストが多く載っている。また，給食や

掃除など日常生活とつながりがある題材になっており，興味をもって声に出したり話

したりすることが期待できるため。 

算数 

さんすう☆ 

 

〈教育出版〉 

学校生活で使う物のイラストが多く，日常生活と関連付けて，声に出したり指差した

りして数を数えることが期待できるため。 

音楽 

おんがく☆ 

 

〈東京書籍〉 

季節の歌や日常生活に関わる歌が，イラスト付きで多く紹介されている。イラストを

真似て体で表現したり，声を出したりして音楽に親しむことが期待できるため。 

図工 

あそびのおうさま BOOK  

はじめてきるほん 

〈学研・850 円〉 

いろいろな模様を見ることで，色や線の太さなど，違いに気付いたり気に入った模様

を見付けたりすることが期待できる。また，線に沿って切ることで，作品ができ，切

ることの楽しさを感じることが期待できるため。 

体育 

からだのえほん４  

からだにもしもし 

〈あかね書房・１,３００円〉 

健康診断の大切さを楽しい絵で紹介しており，健康診断の大切さを楽しく知ることが

期待できる。また，健康診断の前に読み聞かせをすることで，児童が見通しをもって

安心して健康診断を受けることが期待できるため。 

生活 

こどものずかん Mio12  

きせつとしぜん 

〈ひかりのくに・762 円〉 

四季折々の植物や，動物について，写真やイラストで分かりやすく紹介している。自

然への興味や関心を高めていくことが期待できるため。 

道徳 

ともだちだいすき（２） 

おべんとうなあに？ 

〈偕成社・1,0０0 円〉 

お弁当をみんなで食べることの楽しさや，分け合うことの大切さが描かれている。お

弁当のイラスト部分が仕掛け絵本になっており，絵本を楽しみながら友達への思いや

りや関わり方を学ぶことが期待できるため。 

小学部 新【  ２  】年生    



令和５年度 選定した教科書および選定理由 

 

教科名 教科用図書名〈出版社名・金額〉 選定理由 

国語 

書きかたカード「ひらがな」 

 

〈くもん出版・1,300 円〉 

ひらがなが一文字ずつカードになっていて扱いやすい。付属のペンを使い，何度も書

いたり消したりしながら書く学習ができる。書き順を数字や色で示してあり，正しい

ひらがなの書き方を学ぶことが期待できるため。 

算数 

デコボコえほん  

かずをかぞえよう！ 

〈小学館・1,200 円〉 

１から 10 までの数字の形を触って捉えることができるしかけ絵本で，数字のなぞり

書きの学習ができる。数えるもののイラストが隆起しており，感触を楽しみながら繰

り返し数えることが期待できるため。 

音楽 

たのしいてあそびうたえほん 

 

〈ひかりのくに・1,280 円〉 

よく知られている手遊び歌や新しい手遊び歌がイラストや楽譜付きで豊富に掲載され

ている。教師と一緒に手遊びをしながら様々な歌を楽しむことが期待できるため。 

図工 

あそびのおうさまＢＯＯＫ  

ぬって 

〈学研・900 円〉 

様々な模様やイラストに色鉛筆やクレヨン，ペンなど，好きな道具を使って自由に色

を塗ったり，絵を描いたりすることができる。色彩感覚を豊かにしたり，発想を広げ

たりすることが期待できるため。 

体育 

ノンタンあそぼうよ（８） 

ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう 

〈偕成社・600 円〉 

リズミカルに同じフレーズが繰り返され，親しみやすい。馴染みのあるキャラクター

や動物が次々と登場し，楽しみながら体を洗うことの気持ちよさや大切さを学習でき

る。保健や入浴の学習での活用が期待できるため。 

生活 

ほんとのおおきさ  

ほんとのおおきさ動物園 

〈学研・1,500 円〉 

シマウマや羊など，見開きで実物大の動物の写真が示されている。動物の大きさを楽

しんだり，特徴を発見したりすることが期待できるため。 

道徳 

ぶうとぴょんのえほん  

おんなじおんなじ 

〈こぐま社・1,０00 円〉 

テンポの良い内容で，友達と同じ物を持って喜ぶ様子が描かれている。繰り返し読む

中で『おんなじ』という台詞を覚えたり，友達との関わりの中で同じや違いを見付け

たりする楽しさを感じることが期待できる。 

小学部 新【  ３  】年生    



令和５年度 選定した教科書および選定理由 

 

教科名 教科用図書名〈出版社名・金額〉 選定理由 

国語 

こくご☆☆ 

 

〈東京書籍〉 

イラストと文字を対応させながら語彙の学習をすることができる。また，なぞり書き

や視写など，段階的な内容となっており，児童の実態に合わせて学習を進めることが

期待できるため。 

算数 

さんすう☆☆（１） 

さんすう☆☆（２） 

〈教育出版〉 

図やイラストを見比べながら，数の大小や量の比較を行うことができる。また，身近

な生活場面を題材に取り上げており，生活と結び付けて数や形の学習をすることが期

待できるため。 

音楽 

おんがく☆☆ 

 

〈東京書籍〉 

児童に馴染みのある曲が多く掲載されている。また，イラストも多く，自分からイラ

ストを手掛かりに楽しくリズムを表現することが期待できるため。 

図工 

ぬったりかいたりらくがき BOOK 

 

〈チャイルド本社・1,500 円〉 

本に直接線を描き足したり，色を塗ったりすることができ，形や色に着目しながら想

像力を働かせて好きな線や形を表すことが期待できるため。 

体育 

こどものずかんＭｉｏ９  

ひとのからだ 

〈ひかりのくに・762 円〉 

イラストや写真を交えて端的な言葉で体の仕組みが示されており，児童が自分や友達の

体と結び付けて，体の働きやつくりを学習することが期待できるため。 

生活 

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 

〈合同出版・1,400 円〉 

日常生活や学校での必要なマナーやルールについて，イラストと簡単な言葉で表されて

いる。実際の生活場面を多く取り上げており，自分の生活と関連付けてマナーやルール

を学習することが期待できるため。 

道徳 

どうぞのいす 

 

<ひさかた・1,０00 円> 

台詞よりも語りが多く，リズミカルなテンポで楽しんで読むことができる。内容も分か

りやすく，他人を思いやる優しい気持ちを感じ取ることが期待できるため。 

小学部 新【  ４  】年生    



令和５年度 選定した教科書および選定理由 

 

教科名 教科用図書名〈出版社名・金額〉 選定理由 

国語 

子どもの字がうまくなる練習ノート 

 

〈ＰＨＰ研究所・1,200 円〉 

なぞり書きや写し書きなど，文字の形を捉えて丁寧に書く練習ができる内容となって

いる。平仮名，片仮名，漢字を，相手に伝わるように書くことを学ぶことが期待でき

るため。 

算数 

21 世紀幼稚園百科 2  

とけいとじかん 

〈小学館・970 円〉 

身近な時計や珍しい形の時計の写真がたくさん掲載されており，児童が興味をもって

時計の学習を行うことが期待できる。また，時計の読み方や時間の長さについても色

が付いていて視覚的に分かりやすく説明されているため。 

音楽 

あそびうたのほんＣＤつき 

 

〈ひかりのくに・1,200 円〉 

児童にとって馴染みのある曲が多数取り上げられている。また，付属のＣＤで音楽を

聴くことができるため，曲や歌に触れながら，自分から音楽に興味をもって表現しよ

うとすることが期待できるため。 

図工 

あそびのおうさまずかん  

リサイクルこうさく増補改訂 

〈学研・780 円〉 

身近な物や廃材を使った作品の例が多数掲載されている。掲載されている材料や作品

を参考にして，自分の作りたいイメージに合わせた表現を考えることが期待できるた

め。 

体育 

かがくのとも絵本  

きゅうきゅうばこ新版 

〈福音館・900 円〉 

転んですり傷ができたら，まずは傷口のごみを水で洗い流すなどといった処置法が，

イラストで分かりやすく示されている。説明が分かりやすく，けがの応急処置の仕方

について理解することが期待できるため。 

生活 

はじめてのずかん４  

やさいとくだもの 

〈ひかりのくに・800 円〉 

果物は店に出回る季節順に並べられており，代表的なものについては，開花から結実

までを図解してある。また，野菜は写真や図で説明されている。こうしたことから，

野菜を育てる学習をする際に活用することが期待できるため。 

道徳 

どうぞのいす 

 

〈ひさかたチャイルド・1,00０円〉 

動物たちが「どうぞ」と優しい言葉遣いで譲り合う姿が，温かみのあるイラストで描

かれている。誰に対しても思いやりの心をもち，相手の立場に立って親切にすること

の大切さを知ることが期待できるため。 

小学部 新【  ５  】年生    



令和５年度 選定した教科書および選定理由 

 

教科名 教科用図書名〈出版社名・金額〉 選定理由 

国語 

こくご☆☆☆ 

 

〈東京書籍〉 

「３びきのこぶた」や運動会など，身近な絵本や学校行事を題材として扱っており，児童が

親しみをもって読むことや，経験したことと関連付けて話したり，文章に表したりすること

が期待できるため。 

算数 

さんすう☆☆☆ 

 

〈教育出版〉 

身近な物を題材に分かりやすいイラストで示されているため，イラストを指差して数えた

り，見比べたりして数や量，形，大きさなどに着目することが期待できる。また，買い物や

お金を扱った題材もあり，学んだことを生活場面で生かすことが期待できるため。 

音楽 

おんがく☆☆☆ 

 

〈東京書籍〉 

身近で馴染みのある曲が多数掲載されている。児童の興味関心や実態に応じて題材を選

び，身体表現や歌唱，演奏などを行うことで，児童同士でかかわり合いながら音楽に親

しむことが期待できるため。 

図工 

あそびひろば２  

やさしいてづくりのプレゼント 

〈ポプラ・1,200 円〉 

写真やイラストで多数の工作が紹介されている。小石や割り箸などの身近な素材を用い

ていたり，クリスマスツリーや正月のだるまなどの季節の工作を扱っていたりするた

め，児童が作品づくりを行う上で発想の参考となることが期待できるため。 

体育 

あそびのおうさまずかん 

からだ増補改訂 

〈学研・780 円〉 

体の仕組みがイラストを中心に掲載されており，自分の体について興味をもつことが期

待できる。体の仕組みと健康の関わりについても掲載されているため，健康に過ごすこ

とについて考えるきっかけになることも期待されるため。 

生活 

子どものマナー図鑑（3） 

でかけるときのマナー 

〈偕成社・1,500 円〉 

公共交通機関や公共施設を利用する際のマナーについてイラストで分かりやすく示さ

れている。校外学習の事前学習等において，児童がマナーについて調べる姿が期待でき

るため。 

道徳 

絵でわかるせいかつずかん４ 

おつきあいのきほん 

〈合同出版・1,400 円〉 

挨拶の仕方やきまりなど人との関わりについて，場面ごとにイラストを交えて紹介して

いる。イラストと自分の経験と重ねることで，動作の基本を楽しく身につけていくこと

が期待できるため。 

小学部 新【  ６  】年生    


