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資料１－③ 



  小・中学校の特別支援学級及び特別支援学校の小・中学部で使用する 

学校教育法附則第９条第１項の規定による教科用図書について 

 

 

 小・中学校の特別支援学級及び特別支援学校の小・中学部で使用する教科用

図書は，文部科学大臣の検定を経た教科用図書（以下「検定済教科書」という。），

文部科学大臣が著作の名義を有する教科用図書（以下「著作教科書」という。）

及び学校教育法附則第９条第１項の規定による教科用図書（以下「一般図書」

という。）である。 

 

 次の場合には一般図書を使用する。 

① 小・中学校の特別支援学級で特別の教育課程を編成する場合に検定済教科

用図書を使用することが適当でない場合（関連法令：学校教育法施行規則第

138条，第 139条） 

② 特別支援学校の小・中学部において，検定済教科用図書又は著作教科用図

書のない場合（関連法令：学校教育法施行規則第 135条第２項） 

③ 特別支援学校の小・中学部において，重複障害を有する児童生徒について

特別の教育課程を編成する場合に，検定済教科用図書又は著作教科用図書を

使用することが適当でない場合（関連法令：学校教育法施行規則第 131条第２項） 
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1 

小・中学校の特別支援学級及び特別支援学校の小・中学部で使用 

する教科用図書のうち，学校教育法附則第９条第１項の規定によ 

る教科用図書の「選定資料」について 

 

 

 この資料は，学校教育法附則第９条第１項の規定による図書について，次の観点に基づい

て調査・研究を行い，特徴を一覧表にしたものである。 

 なお，特別支援学校学習指導要領に示している教科順に記載した「教科別一覧」及び「一

般図書契約予定一覧」に記載している発行者順に記載した「発行者別一覧」を作成した。詳

細は，「発行者別一覧」に示した。 

 

１ 内容の特徴・程度 

 ○  児童生徒の生活に結び付いた学習活動が展開できるような分かりやすい内容であり，

学習指導要領に示されている各教科の目標・内容と適合しているか。 

 ○  児童生徒の障害の状態及び発達段階に適合した内容であるか。 

２ 構成・配列・分量 

 ○  児童生徒の興味・関心を高める構成・配列・分量となっているか。 

 ○  内容が系統的・段階的に配列されており，無理なく学習することができるか。 

３ 表現・表記 

 ○  絵や文字，配色等が児童生徒の興味・関心を高めるとともに，内容を理解しやすいよ

う工夫されているか。 

４ 印刷・製本 

 ○  紙質や装丁，大きさは扱いやすく丈夫であるか。 

 

 記載に当たっては，次のことに留意した。 

○ 「番号」は，今回，調査研究を行った図書に「令和３年度用一般図書契約予定一覧」に

収録している発行者・図書順に通し番号を付けた。 

○ 「発行者」は，次ページに示しているように略称で記載した。 

○ 「書名」は「令和３年度用一般図書契約予定一覧」に記載している図書名を記載した。 

○ 「著者」は，「○○え（絵），○○ぶん（文）」とある場合は，両方とも記載した。音

楽の図書や図鑑などで著者名がない場合は，編集者名や監修者名を「○○編集」「○○監

修」と記載した。著者等が多数の場合は，図書に記載している最初の１名の氏名を記載し

「○○他」とした。 

○ 「定価」は，図書に記載している本体価格を記載した。 

○ 「内容の特徴・程度」に示している発達段階は，発行者が公表している対象開始年齢等

を示した。 

○ 「構成・配列・分量」に示しているページ数は，ページ数が記載されていない図書の場

合，中表紙から話の終わりまでとした。 

○ 「表現・表記」の文字の書体及び大きさは，１冊の本の中に複数の書体あるいは複数の

大きさがある場合は，その本の代表的な書体及び大きさを記載した。なお，文字の書体及

び大きさの代表的なものを資料として示した。 

○ 「印刷・製本」では，表紙は検定済教科用図書の表紙と同程度の厚さを「普通」とし，本体の

紙は一般的に流通しているコピー用紙の厚さを「普通」として，「厚い」「やや厚い」「普通」「やや薄

い」の４段階で示した。また，図書の大きさを「たて（ｍｍ）×よこ（ｍｍ）」（５ｍｍ単位）

で示した。 

○ 「教科」において，複数の教科を示しているものについては，当該図書がより主たる教

材となると判断した教科順に記載した。 

○ 「発行年」は図書に記載している初版年を元号表記した。なお，初版年の記載のない図

書については発行者に照会し記載した｡ 



発行者
コード

発行者
略　称

発行者名
発行者
コード

発行者
略　称

発行者名

01-1 あかね書房 株式会社　あかね書房 54-22 ｍｐｉ 株式会社　ｍｐｉ松香フォニックス

02-1 岩崎書店 株式会社　岩崎書店 54-26 エイデル 株式会社　エイデル研究所

04-1 絵本館 株式会社　絵本館 54-27 絵本塾出版 株式会社　絵本塾出版

05-1 大阪教育図 大阪教育図書　株式会社 54-29 ＭＤＮ 株式会社　エムディエヌコーポレーション

05-3 旺文社 株式会社　旺文社 55-1 大月書店 株式会社　大月書店

06-1 偕成社 株式会社　偕成社 55-12 音楽センタ 株式会社　音楽センター

06-2 学研 株式会社　学研プラス 55-13 オレンジ 株式会社　オレンジページ

06-4 開隆堂出版 開隆堂出版　株式会社 55-19 大泉書店 株式会社　大泉書店

07-2 金の星社 株式会社　金の星社 55-21 沖縄時事 合資会社　沖縄時事出版

07-4 教　芸 株式会社　教育芸術社 55-22 桜雲会 社会福祉法人　桜雲会

07-5 教育画劇 株式会社　教育画劇 56-3 カワイ出版 株式会社　全音楽譜出版社カワイ出版部

08-1 くもん出版 株式会社　くもん出版 56-7 河出新社 株式会社　河出書房新社

08-2 グランまま 株式会社　グランまま社 56-10 学図 学校図書　株式会社

10-1 講談社 株式会社　講談社 56-13 かもがわ 株式会社　かもがわ出版

10-2 好学社 株式会社　好学社 56-21 岳陽舎 株式会社　岳陽舎

10-3 国土社 株式会社　国土社 56-24 みらい 株式会社　学研教育みらい

10-4 こぐま社 株式会社　こぐま社 56-27 ぺん習字 株式会社　学文社（日本ペン習字）

10-5 小峰書店 株式会社　小峰書店 56-28 カドカワ 株式会社　ＫＡＤＯＫＡＷＡ

10-8 合同出版 合同出版　株式会社 56-29 かんき出版 株式会社　かんき出版

10-9 こばと 有限会社　ＫＯＢＡＴＯ 56-32 学芸みらい 株式会社　学芸みらい社

10-10 コクヨ コクヨ　株式会社 56-33 カエル 株式会社　カエルちゃんオフィス

11-1 さえら 株式会社　さ・え・ら書房 56-34 学林舎 有限会社　学林舎

11-4 三省堂 株式会社　三省堂 56-35 カンゼン 株式会社　カンゼン

12-2 小学館 株式会社　小学館 57-11 教育図書 教育図書　株式会社

12-7 女子栄養大 女子栄養大学出版部 57-12 教育出版 教育出版　株式会社

12-10 視覚デザイ 株式会社　視覚デザイン研究所 57-22 喜楽研 株式会社　喜楽研

13-2 鈴木出版 鈴木出版　株式会社 57-26 技術評論社 株式会社　技術評論社

14-3 育成会 一般社団法人　全国手をつなぐ育成会連合会 57-31 紀伊國屋 株式会社　紀伊國屋書店

14-4 成美堂出版 成美堂出版　株式会社 57-39 教育開発 教育開発出版　株式会社

14-5 世界文化社 株式会社　世界文化社 57-40 教育評論社 株式会社　教育評論社

15-3 草思社 株式会社　草思社 58-3 クレヨンハ 株式会社　クレヨンハウス

16-3 大日本絵画 株式会社　大日本絵画 58-8 グラフィク 株式会社　グラフィック社

16-4 太郎次郎社 株式会社　太郎次郎社エディタス 58-10 くおん出版 株式会社　日研（くおん出版事業部）

17-1 チャイルド 株式会社　チャイルド本社 58-11 くろしお 株式会社　くろしお出版

20-1 童心社 株式会社　童心社 59-5 Ｋ・Ｍ・Ｐ 有限会社　ケイ・エム・ピー

20-2 ドレミ楽譜 株式会社　ドレミ楽譜出版社 59-12 経済界 株式会社　経済界

20-3 東京書店 東京書店　株式会社 60-2 佼成出版 株式会社　佼成出版社

20-4 戸田デザイ 有限会社　戸田デザイン研究室 60-3 弘文社 株式会社　弘文社

20-5 同成社 株式会社　同成社 60-11 光文書院 株式会社　光文書院

20-7 東洋館 株式会社　東洋館出版社 60-20 コンセル 株式会社　コンセル

21-1 永岡書店 株式会社　永岡書店 60-22 子供の未来 有限会社　子どもの未来社

21-2 ナツメ社 株式会社　ナツメ社 60-24 語学春秋社 株式会社　語学春秋社

22-3 日本教育研 株式会社　日本教育研究出版 60-29 交通新聞 株式会社　交通新聞社

25-1 のら書店 有限会社　のら書店 60-32 コスミック 株式会社　コスミック出版

27-1 ひかりのく ひかりのくに　株式会社 60-34 廣済堂あか 廣済堂あかつき　株式会社

27-2 評論社 株式会社　評論社 60-40 コロロ発達 株式会社　コロロ発達療育センター

27-3 ひさかた 株式会社　ひさかたチャイルド 60-43 弘文堂 株式会社　弘文堂

27-4 ＰＨＰ 株式会社　ＰＨＰ研究所 61-7 三省堂書店 株式会社　三省堂書店

28-1 福音館 株式会社　福音館書店 61-8 三修社 株式会社　三修社

28-2 婦人之友 株式会社　婦人之友社 61-11 サンマーク 株式会社　サンマーク出版

28-3 ブロンズ新 株式会社　ブロンズ新社 61-15 サーベル 株式会社　サーベル社

28-4 文化出版局 学校法人　文化学園文化出版局 61-20 サンパティ 株式会社　サンパティック・カフェ

28-6 文研出版 文研出版 62-3 集英社 株式会社　集英社

28-7 福村出版 福村出版　株式会社 62-4 少年写真新 株式会社　少年写真新聞社

28-8 フレーベル 株式会社　フレーベル館 62-6 新日本 株式会社　新日本出版社

29-1 平凡社 株式会社　平凡社 62-7 秀学社 株式会社　秀学社

30-2 ポプラ 株式会社　ポプラ社 62-8 主婦と生活 株式会社　主婦と生活社

32-1 民衆社 株式会社　民衆社 62-11 新潮社 株式会社　新潮社

33-1 むぎ書房 有限会社　むぎ書房 62-12 主婦の友 株式会社　主婦の友社

36-1 山と溪谷社 株式会社　山と溪谷社 62-13 新興出版社 株式会社　新興出版社啓林館

40-1 理論社 株式会社　理論社 62-20 新学社 株式会社　新学社

40-3 リーブル 株式会社　リーブル 62-22 新星出版社 株式会社　新星出版社

51-1 あいうえお 株式会社　あいうえお館 62-23 晶文社 株式会社　晶文社

51-4 アリス館 株式会社　アリス館 62-33 自由国民社 株式会社　自由国民社

51-5 アルク 株式会社　アルク 62-38 旬報社 株式会社　旬報社

51-6 朝日新聞 株式会社　朝日新聞出版 62-43 ジアース 株式会社　ジアース教育新社

51-8 アーニ出版 有限会社　アーニ出版 62-47 シンコーＭ 株式会社　シンコーミュージック・エンタテイメント

51-10 あすなろ 株式会社　あすなろ書房 62-49 シルバーバ 株式会社　シルバーバック

51-15 朝日出版 株式会社　朝日出版社 62-50 実務教育出 株式会社　実務教育出版

51-18 アプリコッ アプリコット出版　株式会社 62-54 Ｊリサーチ 有限会社　ジェイ・リサーチ出版

51-19 明石書店 株式会社　明石書店 62-59 至光社 有限会社　至光社

51-29 アーバン 有限会社　アーバン 62-62 新星（沖縄 新星出版　株式会社

51-35 朝日学生 株式会社　朝日学生新聞社 62-70 ジャムハウ 株式会社　ジャムハウス

52-1 家の光協会 一般社団法人　家の光協会 62-71 祥伝社 株式会社　祥伝社

52-2 岩波書店 株式会社　岩波書店 62-72 柴田書店 株式会社　柴田書店

52-4 教養池田 株式会社　池田書店 63-8 数研出版 数研出版　株式会社

52-7 いかだ社 株式会社　いかだ社 63-9 水王舎 株式会社　水王舎

52-15 一声社 株式会社　一声社 63-10 スリ－エ 株式会社スリ－エ－ネットワ－ク

52-16 イースト 株式会社　イースト・プレス 63-11 すばる舎 株式会社　すばる舎

53-5 ＷＡＶＥ 株式会社　ＷＡＶＥ出版 63-16 スタタック 株式会社　スタジオタッククリエイティブ

54-20 えほんの杜 株式会社　えほんの杜 64-2 清風堂書店 株式会社　清風堂書店

54-21 エスコＲ 株式会社　エスコアール 64-3 全音楽譜 株式会社　全音楽譜出版社

発行者の略称等
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発行者の略称等

発行者
コード

発行者
略　称

発行者名
発行者
コード

発行者
略　称

発行者名

64-6 正進社 株式会社　正進社 84-1 明治図書 明治図書出版　株式会社

64-9 西東社 株式会社　西東社 84-4 メイツ出版 株式会社　メイツユニバーサルコンテンツ

64-13 誠文堂新光 株式会社　誠文堂新光社 84-5 明治書院 株式会社　明治書院

64-18 青春出版 株式会社　青春出版社 84-6 メガハウス 株式会社　メガハウス

64-19 Ｚ会 株式会社　Ｚ会ソリューションズ 84-7 メディパル 株式会社　メディア・パル

64-22 全国障害者 全国障害者問題研究会 87-8 ゆまに 株式会社　ゆまに書房

65-2 増進堂 株式会社　増進堂 87-11 ＵＤ絵本 特定非営利活動法人ユニバーサルデザイン絵本センター

65-5 総合科学 株式会社　総合科学出版 87-14 唯学書房 有限会社　唯学書房

65-6 創元社 株式会社　創元社 88-6 幼年教育 幼年教育出版　株式会社

65-13 騒人社 株式会社　騒人社 88-7 こぐま会 株式会社　幼児教育実践研究所（こぐま会）

66-5 大修館書店 株式会社　大修館書店 89-2 ラボ教育 株式会社　ラボ教育センター

66-6 大和書房 株式会社　大和書房 90-11 リヴォル 特定非営利活動法人リヴォルヴ学校教育研究所

66-10 高橋書店 株式会社　高橋書店 90-13 リベラル社 株式会社　リベラル社

66-11 大日本図書 大日本図書　株式会社 92-1 黎明書房 株式会社　黎明書房

66-20 玉川大学出 玉川大学出版部 93-3 ロクリン社 株式会社　ロクリン社

66-23 竹書房 株式会社　竹書房 T181 東点（一般） 社会福祉法人　東京点字出版所（一般）

67-3 汐文社 株式会社　汐文社 T182 ライト（一般） 社会福祉法人　日本ライトハウス（一般）

67-6 中央法規 中央法規出版　株式会社 T216 支援セ（一般） 社会福祉法人　視覚障害者支援総合センター（一般）

69-2 帝国書院 株式会社　帝国書院 T217 日点（一般） 社会福祉法人　日本点字図書館（一般）

69-11 点字学習 点字学習を支援する会 181 東点 社会福祉法人　東京点字出版所

70-2 童話屋 株式会社　童話屋 182 ライト 社会福祉法人　日本ライトハウス

70-3 徳間書店 株式会社　徳間書店 196 ヘレン 社会福祉法人　東京ヘレン・ケラー協会

70-9 東京法令 東京法令出版　株式会社

70-12 東京書籍 東京書籍　株式会社

70-13 童話館出版 株式会社　童話館出版

70-27 トヤマ出版 トヤマ出版　株式会社

70-33 東京堂出版 株式会社　東京堂出版

70-34 子供図書館 公益財団法人　東京子ども図書館

71-5 ナート 株式会社　ナート

71-6 ナガセ 株式会社　ナガセ

71-7 ナショナル 株式会社　ナショナル出版

72-2 ヴォーグ社 株式会社　日本ヴォーグ社

72-7 日本文芸社 株式会社　日本文芸社

72-8 日東書院 株式会社　日東書院本社

72-13 西村書店 株式会社　西村書店

72-16 漢字能力検 公益財団法人　日本漢字能力検定協会

72-21 日本習字普 株式会社　日本習字普及協会

72-24 ＮＨＫ出版 株式会社　ＮＨＫ出版

72-31 日本図書 株式会社　日本図書センター

72-37 日本トアカ 株式会社　日本トータルアカデミー

72-38 日本能率協 株式会社　日本能率協会マネジメントセンター

75-1 農文協 一般社団法人　農山漁村文化協会

76-4 白泉社 株式会社　白泉社

76-12 博雅堂 株式会社　博雅堂出版

76-13 オウル社 有限会社　ハッピーオウル社

76-16 パイインタ 株式会社　パイインターナショナル

77-13 ＢＬ出版 ビーエル出版　株式会社

77-16 ビリケン 有限会社　ビリケン商会（ビリケン出版）

77-22 ビジネス社 株式会社　ビジネス社

77-23 美術エデュ 株式会社　美術出版エデュケーショナル

78-2 冨山房 有限会社　冨山房

78-7 ぶどう社 株式会社　ぶどう社

78-9 文英堂 株式会社　文英堂

78-12 文溪堂 株式会社　文溪堂

78-13 文理 株式会社　文理

78-15 ブティック 株式会社　ブティック社

78-16 扶桑社 株式会社　扶桑社

78-18 フォーラム 株式会社　フォーラム・Ａ企画

78-20 双葉社 株式会社　双葉社

78-25 二見書房 株式会社　二見書房

78-33 富士通ＦＯ 富士通エフ・オー・エム　株式会社

78-34 プレジデ社 株式会社　プレジデント社

78-36 文響社 株式会社　文響社

79-6 ベネッセ 株式会社　ベネッセコーポレーション

79-9 ベストセラ 株式会社　ベストセラーズ

79-10 ベレ出版 有限会社　ベレ出版

80-6 ほるぷ 株式会社　ほるぷ出版

80-11 ポトス出版 ポトス出版　有限会社

80-12 保育社 株式会社　保育社

80-13 本の泉社 株式会社　本の泉社

80-14 ぼーぐなん 株式会社　ぼーぐなん

80-15 北海道新聞 株式会社　北海道新聞社

81-7 マール社 株式会社　マール社

82-3 三起商行 三起商行　株式会社

82-4 光村教育 光村教育図書　株式会社

82-5 光村図書 光村図書出版　株式会社

82-6 みくに出版 株式会社　みくに出版

82-10 光村推古 光村推古書院　株式会社

82-14 ミシマ社 株式会社　ミシマ社

82-15 三輪書店 株式会社　三輪書店

82-16 ミネルヴァ 株式会社　ミネルヴァ書房

83-3 むさし 株式会社　むさし書房

2 / 2
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発行者
コード

発行者略称
図書
コード

図　　　書　　　名 単価（円）

06-2 学研 L12 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂人のからだ 2,000

12-2 小学館 510 小学館の図鑑ＮＥＯ　野菜と果物 2,000

12-2 小学館 523
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯはるなつあきふゆ
楽しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑

2,800

28-1 福音館 N01 Ｄｏ！図鑑シリーズ　工作図鑑 1,600

62-54 Ｊリサーチ 507
ひとりでできるはじめてのえいご１
ＭｙＦｉｒｓｔＡＢＣ

1,800

52-2 岩波書店 501 だれでもアーティスト 2,000

05-3 旺文社 524
学校では教えてくれない大切なこと（１８）
からだと心

850

10-1 講談社 585
おともだちドリルブック１
きってはってこうさくブック１

850

28-1 福音館 E13 かがくのとも絵本　きゅうきゅうばこ新版 900

県内における需要数が多く，これまでに未調査・未研究の図書のうち，
上位９点について調査研究を行った。

発行者コード，図書コードは，「令和３年度用一般図書契約予定一覧」による。

※なお，選定資料は，過去に作成したものも含め，広島県教育委員会ホームページに掲載している。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/07challenge-senteishiryou-index.html

令和３年度に調査・研究を行った図書の一覧
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教 科 別 一 覧 
 



生活
発行者
コード

発行者略称
図書
コード

図書名 単価（円）

12-2 小学館 510 小学館の図鑑ＮＥＯ　野菜と果物 2,000

12-2 小学館 523 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯはるなつあきふゆ　楽しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑 2,800

国語
発行者
コード

発行者略称
図書
コード

図書名 単価（円）

12-2 小学館 523 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯはるなつあきふゆ　楽しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑 2,800

理科
発行者
コード

発行者略称
図書
コード

図書名 単価（円）

05-3 旺文社 524 学校では教えてくれない大切なこと（１８）　からだと心 850

06-2 学研 L12 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂人のからだ 2,000

発行者
コード

発行者略称
図書
コード

図書名 単価（円）

10-1 講談社 585 おともだちドリルブック１　きってはってこうさくブック１ 850

28-1 福音館 N01 Ｄｏ！図鑑シリーズ　工作図鑑 1,600

52-2 岩波書店 501 だれでもアーティスト　 2,000

体育，保健体育
発行者
コード

発行者略称
図書
コード

図書名 単価（円）

05-3 旺文社 524 学校では教えてくれない大切なこと（１８）　からだと心 850

06-2 学研 L12 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂人のからだ 2,000

28-1 福音館 E13 かがくのとも絵本　きゅうきゅうばこ新版 900

外国語
発行者
コード

発行者略称
図書
コード

図書名 単価（円）

62-54 Ｊリサーチ 507 ひとりでできるはじめてのえいご１　ＭｙＦｉｒｓｔＡＢＣ 1,800

図画工作，美術

6
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発 行 者 別 一 覧 



番　号 1 2 3

発行者 旺文社 学研 講談社

図　書
コード

524 Ｌ12 585

書　名
学校では教えてくれない

大切なこと（18）
からだと心

ニューワイド学研の図鑑
増補改訂人のからだ

おともだちドリルブック１
きってはって

こうさくブック１

著　者 生駒　大壱　発行
黒田　隆暁　発行
芳賀　靖彦　編集

ヤマタカ・マキコ　イラスト
河野　美佳　構成

三枝　のりゆき　デザイン

定　価 850円（税別） 2000円（税別） 850円（税別）

内
容
の
特
徴
・
程
度

　生きていくための土台となる
自分のからだと心について，イ
ラスト・マンガ形式で紹介され
ている。各項目の最後に，各項
目のポイントが簡潔に記載され
ている。

　小学生〜

　骨・筋肉・皮膚，消化器，感
覚器など，身体の器官ごとに，
つくりや働き，仕組み等が写真
やイラストを用いて解説されて
いる。

　幼児～

　本のページを直接使用して，
工作の基本である「きる・は
る」の練習ができる。はさみや
のりに興味をもち，自分のペー
スで遊びながら「きる・はる」
の技術が身に付けられるよう構
成されている。

　2・3・4歳～

構
成
・
配
列
・
分
量

　「体の中は，どうなってい
る？」「病気について知ろう」
「毎日，元気に過ごすには」
「心も健康に過ごそう」の四つ
の章で構成されている。

　143ページ

　「からだのつくり」「成長と
健康」の大きく二つのテーマで
構成されている。「からだのつ
くり」には，消化器，感覚器等
六つの項目，「成長と健康」に
は，誕生・成長，病気と健康
等，三つの項目がある。

　180ページ

　「自由に貼る」「ピタッと当
てはめて貼る」「重ねて貼る」
「好きな形に切って貼る」の４
種類のページで構成されてい
る。40の「きる・はる」のお
題がある。

　82ページ

表
現
・
表
記

　文字は，平仮名，片仮名，漢
字で，漢字にはすべて振り仮名
が付いている。
　マンガの中には，手書き風の
文字が含まれている。

　カラー印刷
　縦書き・横書き
　丸ゴシック体
　10ポイント
　

　文字は，平仮名，片仮名，漢
字で，漢字にはすべて振り仮名
が付いている。

　カラー印刷
　横書き
　ゴシック体
　９ポイント

　文字は平仮名，片仮名で，文
章は分かち書きである。片仮名
にはすべて振り仮名が付いてい
る，
　
　カラー印刷
　説明文縦書き
　吹き出し・イラスト内横書き
　丸ゴシック体
　18ポイント

印
刷
・
製
本

表紙は普通。
カラーのカバーが付いている。
本体の紙は，普通。
右開き
210㎜×150㎜

表紙は厚い。
光沢のあるカラーのカバーが付
いている。
本体の紙は，やや厚い。
左開き
295㎜×225㎜

表紙は普通。
本体の紙は，やや厚い。
右開き
210㎜×29５㎜

教　科 保健体育，理科 理科，保健体育 図画工作

発行年 平成29年 平成12年 平成16年

8 



番　号 4 5 6

発行者 小学館 小学館 福音館

図　書
コード

510 523 E13 

書　名
小学館の図鑑NEO

野菜と果物

小学館の子ども図鑑プレNEO
はるなつあきふゆ

楽しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑

かがくのとも絵本
きゅうきゅうばこ新版

著　者 杉本　隆　発行
青山　明子　発行

長谷川　康男　監修
やまだ　まこと　ぶん

やぎゅう　げんいちろう　え

定　価 2000円（税別） 2800円（税別） 900円（税別）

内
容
の
特
徴
・
程
度

　主に日本で流通している野
菜・果物等，約700種類を掲
載している。写真やイラストが
豊富に掲載されており，野菜等
の断面図や，栽培方法について
解説されている。

　幼児～

　季節にまつわる一年の行事や
暮らし，食べ物や自然，生き
物，植物等について，絵や写真
を用いて紹介している。
　ページに出てきたことに関係
したクイズが掲載されている。

　幼児～

　日常生活の中で起こる子供の
怪我の応急手当について，イラ
ストと説明文で紹介されてい
る。新版では，傷の処置法を現
代医療に合わせて改訂されてい
る。

　４歳～

構
成
・
配
列
・
分
量

　「野菜」「果物のような野
菜」「果物」等の項目で構成さ
れ，「野菜」については，根・
茎，葉等，植物のどこを食べて
いるかで，グループ分けをして
いる。
　それぞれのページは，大き
く，「生態」「種類」「栽培」
の情報に分かれている。

　175ページ

　「はる」「なつ」「あき」
「ふゆ」の四つの季節の章で構
成され，それぞれ色分けされて
いる。
　季節ごとに，「ぎょうじとく
らし」「うた」「ことば」「い
ろ」「しぜん」の項目がある。

　207ページ

　「やけど」「すりきず」「き
りきず」等，12の症状につい
て，見開き１ページで掲載して
いる。
　処置の方法は，イラストで具
体的に示されている。

　28ページ

表
現
・
表
記

　文字は，平仮名，片仮名，漢
字で，漢字にはすべて振り仮名
が付いている。

　カラー印刷
　横書き
　ゴシック体
　10ポイント

　大きな見出しは平仮名で，説
明文は一部を除き，小学第２学
年までの漢字を使用している。
漢字には振り仮名が付いてい
る。文章は分かち書きである。

　カラー印刷
　横書き
　明朝体
　12ポイント

　文字は平仮名，片仮名であ
る。
　けがの状況や処置法は手書き
風の文字とイラストで描かれて
いる。

　黒・青・赤・黄・朱色の
　５色印刷
　横書き
　手書き・ゴシック体
　16ポイント

印
刷
・
製
本

表紙は厚い。
光沢のあるカラーのカバーが付
いている。
本体の紙は，やや厚い。
左開き
285㎜×220㎜

表紙は厚い。
光沢のあるカラーのカバーが付
いている。
本体の紙は，やや厚い。
左開き
265㎜ × 220㎜

表紙は厚い。
本体の紙は，やや厚い。
左開き
255㎜×235㎜

教　科 生活 生活，国語 体育

発行年 平成25年 平成19年 昭和62年

9 



番　号 7 8 9

発行者 福音館 岩波書店 Jリサーチ

図　書
コード

N01 501 507

書　名
Do！図鑑シリーズ

工作図鑑
だれでもアーティスト

ひとりでできる
はじめてのえいご１

MyFirstABC

著　者
木内　勝　作

木内　勝　他　絵
岡本　厚　発行
結城　昌子　訳

福田　富与　発行
リサ・ヴォ―ト　監修

定　価 1600円（税別） 2000円（税別） 1800円（税別）

内
容
の
特
徴
・
程
度

　手，はさみ，小刀，千枚通
し，かなづち，のこぎり，ペン
チ等を使用して製作する，伝承
及び創作おもちゃの作り方につ
いて，難易度順に，イラストを
用いて解説している。道具の種
類や扱い方，制作したおもちゃ
の遊び方も掲載している。
　
　小学校第３学年～

　世界的に有名な絵や彫刻を中
心に紹介しており，実際の制作
材料や手順を写真で解説してい
る。14の項目について，技法
をまねて実際に作品をつくるこ
とができるよう，制作場面を写
真付きで紹介している。

　７歳以上～

　A～Zまでのアルファベット
について，身近な物や食べ物の
イラストと共に掲載されてい
る。
　イラストが大きく，全てのア
ルファベットについて，ＤＶＤ
で見聞きしたり，歌ったり，お
どったりしながら学習すること
ができる。

幼児～

構
成
・
配
列
・
分
量

　使用する道具によって，八つ
の章に分かれており，それぞ
れ，完成図，道具，材料，作り
方，遊び方が掲載されている。

　382ページ

　各項目のページの始めに，世
界で有名な作品や，その作者の
紹介があり，その後のページで
様々な技法を紹介するという構
成になっている。

　80ページ

　Ａ～Ｚまでのアルファベット
について，見開きの左ページに
大文字，右ページに小文字を示
している。
　それぞれのアルファベットに
対応した「うたってみよう！」
「おどってみよう！」のページ
がある。

　31ページ

表
現
・
表
記

　文字は平仮名，片仮名，漢字
である。漢字にはすべて振り仮
名が付いている。
　完成図や手順はすべてイラス
トで示している。

　白・黒・緑の３色印刷
　横書き
　ゴシック体
　７ポイント

　文字は平仮名，片仮名，漢字
である。漢字には振り仮名が付
いているものと付いていないも
のがある。
　各タイトルは手書き風の文字
で示されている。

　カラー印刷
　横書き
　明朝体　他
　12ポイント

　文字は平仮名，アルファベッ
トである。アルファベットに振
り仮名は付いていない。

　カラー印刷
　横書き
　丸ゴシック体
　22ポイント

印
刷
・
製
本

表紙は普通。
光沢のあるカラーのカバーが付
いている。
本体の紙は，普通。
左開き
190㎜ × 130㎜

表紙は厚い。
本体の紙は，普通。
左開き
285㎜×220㎜

表紙は普通。
光沢のあるカラーのカバーが付
いている。
本体の紙は，やや厚い。
左開き
240㎜ × 240㎜

教　科 美術 美術，図画工作 外国語

発行年 昭和63年 平成25年 平成25年

10 
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教科用図書における文字の書体及び大きさ 

  明朝体     ゴシック体   

文 字 
ポイント 

（大きさ）  
文 字 

ポイント 

（大きさ） 
  あ８Ａａ   ７    あ８Ａａ  ７ 

  あ８Ａａ   ８    あ８Ａａ   ８ 

  あ８Ａａ   ９    あ８Ａａ   ９ 

  あ８Ａａ   １０    あ８Ａａ   １０ 

  あ８Ａａ   １０．５    あ８Ａａ   １０．５ 

  あ８Ａａ   １１    あ８Ａａ   １１ 

  あ８Ａａ   １２    あ８Ａａ   １２ 

  あ８Ａａ   １３    あ８Ａａ   １３ 

  あ８Ａａ   １４    あ８Ａａ   １４ 

  あ８Ａａ   １５    あ８Ａａ   １５ 

  あ８Ａａ   １６    あ８Ａａ   １６ 

  あ８Ａａ   １７    あ８Ａａ   １７ 
  あ８Ａａ   １８    あ８Ａａ   １８ 
  あ８Ａａ   １９    あ８Ａａ   １９ 
  あ８Ａａ   ２０    あ８Ａａ   ２０ 
  あ８Ａａ   ２１    あ８Ａａ   ２１ 
  あ８Ａａ   ２２    あ８Ａａ   ２２ 
  あ８Ａａ   ２３    あ８Ａａ   ２３ 
  あ８Ａａ   ２４    あ８Ａａ   ２４ 
  あ８Ａａ   ２５    あ８Ａａ   ２５ 
  あ８Ａａ   ２６    あ８Ａａ   ２６ 
  あ８Ａａ   ２７    あ８Ａａ   ２７ 
  あ８Ａａ   ２８    あ８Ａａ   ２８ 
  あ８Ａａ   ２９    あ８Ａａ   ２９ 
  あ８Ａａ   ３０    あ８Ａａ   ３０ 
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  ポップ体      行書体   

文 字 
ポイント 

（大きさ）  
文 字 

ポイント 

（大きさ） 
  あ８Ａａ   ７    あ８Ａａ   ７ 

  あ８Ａａ   ８    あ８Ａａ   ８ 

  あ８Ａａ   ９    あ８Ａａ   ９ 

  あ８Ａａ   １０    あ８Ａａ   １０ 

  あ８Ａａ   １０．５    あ８Ａａ   １０．５ 

  あ８Ａａ   １１    あ８Ａａ   １１ 

  あ８Ａａ   １２    あ８Ａａ   １２ 

  あ８Ａａ   １３    あ８Ａａ   １３ 

  あ８Ａａ   １４    あ８Ａａ   １４ 

  あ８Ａａ   １５    あ８Ａａ   １５ 

  あ８Ａａ   １６    あ８Ａａ   １６ 

  あ８Ａａ   １７    あ８Ａａ   １７ 
  あ８Ａａ   １８    あ８Ａａ   １８ 
  あ８Ａａ   １９    あ８Ａａ   １９ 
  あ８Ａａ   ２０    あ８Ａａ   ２０ 
  あ８Ａａ   ２１    あ８Ａａ   ２１ 
  あ８Ａａ   ２２    あ８Ａａ   ２２ 
  あ８Ａａ   ２３    あ８Ａａ   ２３ 
  あ８Ａａ   ２４    あ８Ａａ   ２４ 
  あ８Ａａ   ２５    あ８Ａａ   ２５ 
  あ８Ａａ   ２６    あ８Ａａ   ２６ 
  あ８Ａａ   ２７    あ８Ａａ   ２７ 
  あ８Ａａ   ２８    あ８Ａａ   ２８ 
  あ８Ａａ   ２９    あ８Ａａ   ２９ 
  あ８Ａａ   ３０    あ８Ａａ   ３０ 
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  丸ゴシック体      教科書体   

文 字 
ポイント 

（大きさ）  
文 字 

ポイント 

（大きさ） 
  あ８Ａａ   ７    あ８Ａａ   ７ 

  あ８Ａａ   ８    あ８Ａａ   ８ 

  あ８Ａａ   ９    あ８Ａａ   ９ 

  あ８Ａａ   １０    あ８Ａａ   １０ 

  あ８Ａａ   １０．５    あ８Ａａ   １０．５ 

  あ８Ａａ   １１    あ８Ａａ   １１ 

  あ８Ａａ   １２    あ８Ａａ   １２ 

  あ８Ａａ   １３    あ８Ａａ   １３ 

  あ８Ａａ   １４    あ８Ａａ   １４ 

  あ８Ａａ   １５    あ８Ａａ   １５ 

  あ８Ａａ   １６    あ８Ａａ   １６ 

  あ８Ａａ   １７    あ８Ａａ   １７ 
  あ８Ａａ   １８    あ８Ａａ   １８ 
  あ８Ａａ   １９    あ８Ａａ   １９ 
  あ８Ａａ   ２０    あ８Ａａ   ２０ 
  あ８Ａａ   ２１    あ８Ａａ   ２１ 
  あ８Ａａ   ２２    あ８Ａａ   ２２ 
  あ８Ａａ   ２３    あ８Ａａ   ２３ 
  あ８Ａａ   ２４    あ８Ａａ   ２４ 
  あ８Ａａ   ２５    あ８Ａａ   ２５ 
  あ８Ａａ   ２６    あ８Ａａ   ２６ 
  あ８Ａａ   ２７    あ８Ａａ   ２７ 
  あ８Ａａ   ２８    あ８Ａａ   ２８ 
  あ８Ａａ   ２９    あ８Ａａ   ２９ 
  あ８Ａａ   ３０    あ８Ａａ   ３０ 




































































































