
　主要教科　　［　体育・保健体育　]

５１５ Ｅ１６

ほるぷ出版 福音館書店

　採　択　基　準 基 本 観 点
１　学習指導要領に
　示す目標に沿い、
　その内容を適切に

　取り上げているこ

　と。

(1)　教科の目標達成
　 に必要な内容

  
(1)　発達段階のめ
　 やす(注1)

(2)　障害の状態、
　 発達段階及び特性
　 などへの配慮

(1)  生活経験や興味

   ・関心への配慮

(2)　自主性や創造

　 性、思考力の育成

(1)　系統性・発展性

(2)　全体の分量

(1)　文字、文章、
　 挿絵

(2)　図表、写真等の
　 の資料

(1)　色使い、ページ
　　レイアウトなど

(2)　文字の大きさ、
　 字間、行間

(3)　用紙、製本、
　 表紙

　　　　図書コード・書　　名
うんこのえほん　うんぴ・
うんひょ・うんち・うんご

かがくのとも傑作集
みんなうんち

　　　　発　行　者・著　　者 村上八千世 五味太郎

　身の回りで日常誰もが行っている行動
について考えることができる。

４  内容の構成・配

　列・分量が、学習

　指導を有効に進め

　る上で適切である

　こと。

　排便物の形から健康管理、食生活また
は、その他の生活習慣とのかかわりに関
心をもつことができる。

　登場している動物に感心を向けたり、
自分の体の働きに興味関心をもち健康に
ついての意識につなげていくことができ
る。

　読み切りの形式で、適宜、年間を通し
て使用できる。

　年間を通して使用できる。

900円

　排泄物の色や形によって自らの身体の
調子を知り、日頃の生活習慣の大切さに
気付き、実際の生活に生かそうとする態
度を育てることことができる。

関連教科（生活）

　身近な動物達も人間も植物を摂取し、
排便する事を知る。

関連教科（理科、国語、生活）

２　内容の程度が、

　児童生徒の発達段

　階に適応している

　こと。

Ａ・Ｂ　段階 Ａ・Ｂ　段階

　実際の日常生活を想起できるように大
きな挿絵を用いている。

　簡明な文章で繰り返しの楽しさを味わ
いながら、人間や動物の自然な営みにつ
いて学ぶことができる。

 判型・ページ数・価格
21.2×21.2cm ３１ページ 1,200円 24.4×21.6cm ２７ページ

　用紙は丈夫で、表紙は２mmの厚紙を使
用しており堅ろうである。

　製本はしっかりしている。表紙は厚紙
を使用し、堅ろうである。

備　　　　　考

(発　 行　 年)

（Ｈ12） （Ｓ52）

５　表記・表現が正

　確かつ適切である

　こと。

　便の挿絵がことばとともに描かれてい
る。また、文字の大きさや、色わけして
いる。
　すべてひらがなで書かれている。

　全部ひらがなで、文節ごとに区切ってあ
り、読みやすい。
　絵は落ち着いた色使いで描かれている。
　絵と文字の配分よい。

　使用されていない。 　使用されていない。

６　体裁や造本が適

　切であること。

　多色刷りである。 　落ち着いた色調で調和がとれている。

　見出しは、100ポイント以上で、文字
は18ポイントで書かれている。

　文字は36ポイント、または初号活字で書か
れ、全部平仮名で文節に区切ってい
るので読みやすい。

３　内容の選択及び

　扱いが、学習指導

　を進める上で適切

　であること。

　生活習慣と結び付けて排泄物を、観察
することで興味・関心をもつことができ
る。

　身近な食べること、排便することに
絞った記述で理解を深めることができ
る。

　自分から毎日の排便チェックをしよう
とする意欲を起こすことができる。
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　主要教科　　［　体育・保健体育　]

　採　択　基　準 基 本 観 点
１　学習指導要領に
　示す目標に沿い、
　その内容を適切に

　取り上げているこ

　と。

(1)　教科の目標達成
　 に必要な内容

  
(1)　発達段階のめ
　 やす(注1)

(2)　障害の状態、
　 発達段階及び特性
　 などへの配慮

(1)  生活経験や興味

   ・関心への配慮

(2)　自主性や創造

　 性、思考力の育成

(1)　系統性・発展性

(2)　全体の分量

(1)　文字、文章、
　 挿絵

(2)　図表、写真等の
　 の資料

(1)　色使い、ページ
　　レイアウトなど

(2)　文字の大きさ、
　 字間、行間

(3)　用紙、製本、
　 表紙

　　　　図書コード・書　　名

　　　　発　行　者・著　　者

４  内容の構成・配

　列・分量が、学習

　指導を有効に進め

　る上で適切である

　こと。

２　内容の程度が、

　児童生徒の発達段

　階に適応している

　こと。

 判型・ページ数・価格

備　　　　　考

(発　 行　 年)

５　表記・表現が正

　確かつ適切である

　こと。

６　体裁や造本が適

　切であること。

３　内容の選択及び

　扱いが、学習指導

　を進める上で適切

　であること。

Ｕ０１ 544

偕成社 童心社

23×23cm ３２ページ 1,000円 22.0×19.0cm

五味太郎 かこさとし

３１ページ 1,300円

五味太郎の絵本
わにさんどきっ　はいしゃさ

んどきっ

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

　歯の働きや虫歯になる原因、虫歯の予
防について知り、歯を大切にし、歯磨き
習慣を育てることができる。

関連教科（生活）

　歯磨きの大切さを知ることができる。

関連教科（生活）

Ａ・Ｂ　段階 Ａ・Ｂ・Ｃ　段階

　読み聞かせや繰り返し読ませることと
合わせて、子どもの歯磨き習慣や虫歯の
有無等実態を考慮して指導する必要があ
る。

　特にＡ段階の生徒には、日常よく食べ
るおやつを通して繰り返し説明すること
が大切である。

　本を利用することと実体験とを結びつ
けて取り扱うことで興味・関心を持たせ
ることができる。

　本にでてくる食べ物と比較しながら、
日常のおやつや歯磨きについて注意を広
げることができる。

　虫歯の予防や歯の衛生について理解を
深め、自主的に歯磨きをする態度を身に
つけることができる。

　虫歯予防について主体的に考え実践で
きる。

　体の健康管理や栄養について、系統的
に取り入れ発展させることができる。

　日常生活の中で虫歯になりやすい食べ
物を理解することができ、おやつのとり
方や栄養について考えることへ発展させ
ることができる、

　年間を通して繰り返し使用できる。 　年間を通して使用できる。

　同じ場面で同じ言葉が、ワニと歯医者から
出てきて対称に描かれている。

　絵は親しみやすく分かりやすい。

　使用されていない。 　使用されていない。

　鮮明である。 　文字・絵と背景の色は調和がとれてい
るが、少し見にくい所がある。

　１号活字が使用されている。 　４号活字が使用されている。

　製本はしっかりしている。表紙は厚紙
を使用し、堅ろうである。

　用紙は厚紙を使用している。

（Ｓ59）

　領域・教科を合わせた指導形態で使用
することが適切である。

　　　　　　　（Ｓ51）
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　主要教科　　［　体育・保健体育　]

　採　択　基　準 基 本 観 点
１　学習指導要領に
　示す目標に沿い、
　その内容を適切に

　取り上げているこ

　と。

(1)　教科の目標達成
　 に必要な内容

  
(1)　発達段階のめ
　 やす(注1)

(2)　障害の状態、
　 発達段階及び特性
　 などへの配慮

(1)  生活経験や興味

   ・関心への配慮

(2)　自主性や創造

　 性、思考力の育成

(1)　系統性・発展性

(2)　全体の分量

(1)　文字、文章、
　 挿絵

(2)　図表、写真等の
　 の資料

(1)　色使い、ページ
　　レイアウトなど

(2)　文字の大きさ、
　 字間、行間

(3)　用紙、製本、
　 表紙

　　　　図書コード・書　　名

　　　　発　行　者・著　　者

４  内容の構成・配

　列・分量が、学習

　指導を有効に進め

　る上で適切である

　こと。

２　内容の程度が、

　児童生徒の発達段

　階に適応している

　こと。

 判型・ページ数・価格

備　　　　　考

(発　 行　 年)

５　表記・表現が正

　確かつ適切である

　こと。

６　体裁や造本が適

　切であること。

３　内容の選択及び

　扱いが、学習指導

　を進める上で適切

　であること。

547 555

福音館書店 福音館書店加古里子 なかの　ひろたか

25.2×23cm ２２ページ 900円 24.4×21.6cm

かがくのとも傑作集
はははのはなし

かがくのとも傑作集
およぐ

２８ページ 900円

　歯の働きを知り、歯磨きの習慣を育て
ることができる。

関連教科（国語、生活）

　水泳指導の初歩である顔つけから伏し
浮きまでを段階的に学習することができ
る。

関連教科（理科）

Ａ・Ｂ・Ｃ　段階 Ａ・Ｂ・Ｃ　段階

　折にふれ何度も読ませ、読み聞かせて
歯の衛生・虫歯予防の習慣をつけさせる
ことが大切である。

　顔を水につけたり、水をかけあう部分
では生徒の水への恐怖心に配慮する必要
がある。

　繰り返し読ませ、読み聞かせることに
より、歯を大切にするため今後の歯磨き
の励行などの生活習慣を育てることに結
びつける必要がある。

　動物が犬かきで泳いだり、風船が水に
浮くことを通して、人間も浮くことに気
づかせていくことができる。

　歯の機能について知ることにより、歯
の衛生・虫歯予防についての知識を深め
ることができる。

　自分が今、泳げるようになるまでのど
の段階にいるかということを考えながら
練習することができる。

　歯のみならず自分の体の健康管理に発
展させることができる。

　水泳指導を段階的に進めていける。

　年間を通して使用できる。 　プール学習の事前事後に集中して取り
組める。

　絵と文の配置がよいので読みやすい。 　全部平仮名で文節ごとに区切ってあり読み
やすい。
　絵もわかりやすい。

　使用されていない。 　使用されていない。

　印刷は鮮明で色も豊富である。 　鮮明でわかりやすい。

　３号活字で書かれ、字間、行間もゆったり
している。

　本文は４号活字（一部２号）で書かれてい
る。

　用紙は厚手の紙を使用している。 　製本はしっかりしている。表紙は厚紙
を使用し、堅ろうである。

　領域・教科を合わせた指導形態で使用
し、良好な生活習慣を育てるのに適して
いる。

　
　　　　　　　（Ｓ47） （Ｓ53）
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　主要教科　　［　体育・保健体育　]

　採　択　基　準 基 本 観 点
１　学習指導要領に
　示す目標に沿い、
　その内容を適切に

　取り上げているこ

　と。

(1)　教科の目標達成
　 に必要な内容

  
(1)　発達段階のめ
　 やす(注1)

(2)　障害の状態、
　 発達段階及び特性
　 などへの配慮

(1)  生活経験や興味

   ・関心への配慮

(2)　自主性や創造

　 性、思考力の育成

(1)　系統性・発展性

(2)　全体の分量

(1)　文字、文章、
　 挿絵

(2)　図表、写真等の
　 の資料

(1)　色使い、ページ
　　レイアウトなど

(2)　文字の大きさ、
　 字間、行間

(3)　用紙、製本、
　 表紙

　　　　図書コード・書　　名

　　　　発　行　者・著　　者

４  内容の構成・配

　列・分量が、学習

　指導を有効に進め

　る上で適切である

　こと。

２　内容の程度が、

　児童生徒の発達段

　階に適応している

　こと。

 判型・ページ数・価格

備　　　　　考

(発　 行　 年)

５　表記・表現が正

　確かつ適切である

　こと。

６　体裁や造本が適

　切であること。

３　内容の選択及び

　扱いが、学習指導

　を進める上で適切

　であること。

Ｊ０４ 549

金の星社 福音館書店小野芳明監修 堀内誠一

２４ページ

やさしいからだのえほん４
むしばはどうしてできるの？

かがくのとも傑作集
ほ　　　　ね

900円26.4×21.7cm ２８ページ 1,200円 25×22cm

　虫歯になる原因や歯磨きをすることが
虫歯予防になることを理解し、歯磨きの
習慣を育てることができる。

関連教科（生活、理科）

　骨が体の形を造っていることととも
に、柔らかい脳や内臓を保護する役割を
担っていること等を理解することができ
る。

関連教科（理科）

Ａ・Ｂ・Ｃ　段階 Ａ・Ｂ・Ｃ　段階

　虫歯予防（うがい、歯磨き）の習慣を
身につけるために、読み聞かせ等を繰り
返すことが必要である。

　教師と一緒に挿絵を見ながら語りかけ
たり、応答を確かめたりしながら取組を
進めていくことが望ましい。

　挿絵を手がかりに読み聞かせを繰り返
すことで興味・関心をもたせることがで
きる。

　魚と骨と人間の骨格とを関連づけて説
明する等「ほね」に対して具体的なイ
メージをもちやすく興味・関心を持たせ
ることができる。

　虫歯の予防や歯を大切にすることが健
康な体づくりになることを知り、自主的
に歯磨きをする習慣を身につけることが
できる。

　骨が私たちの体を守っていることを
知って、体を大切にしていく態度を育て
ることができる。

　虫歯予防は歯磨きだけでなく、丈夫な
歯を作るために適切な食生活等体の健康
管理にまで発展させることができる。

　骨の働きに興味・関心をもって健康に
ついての意識に繋げていくことができ
る。また、後半の箇所に骨格を手がかり
として、人間と脊髄動物が仲間であるこ
と等発展させることができる。

　年間を通して繰り返し使用することが
できる。

　年間を通して繰り返し使用できる。

　文字は全部平仮名で、強調したい部分
は大きく、文字の形を変えてあったり色
づけしてある。
　挿絵は大きくはっきりしている。

　文章は少なく全部平仮名で書かれてい
る。
　挿絵は大きく書かれている。

　歯磨き場面や歯ぶらし等写真で示して
いる。

　使用されていない。

　鮮明である。 　鮮明である。

　主に３号活字が使用されている。 　４号活字が使用されている。

　製本はしっかりしている。表紙は厚紙
を使用し、堅ろうである。

　製本はしっかりしている。表紙は厚紙
を使用し、堅ろうである。

（Ｈ６） （Ｓ56）
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　主要教科　　［　体育・保健体育　]

　採　択　基　準 基 本 観 点
１　学習指導要領に
　示す目標に沿い、
　その内容を適切に

　取り上げているこ

　と。

(1)　教科の目標達成
　 に必要な内容

  
(1)　発達段階のめ
　 やす(注1)

(2)　障害の状態、
　 発達段階及び特性
　 などへの配慮

(1)  生活経験や興味

   ・関心への配慮

(2)　自主性や創造

　 性、思考力の育成

(1)　系統性・発展性

(2)　全体の分量

(1)　文字、文章、
　 挿絵

(2)　図表、写真等の
　 の資料

(1)　色使い、ページ
　　レイアウトなど

(2)　文字の大きさ、
　 字間、行間

(3)　用紙、製本、
　 表紙

　　　　図書コード・書　　名

　　　　発　行　者・著　　者

４  内容の構成・配

　列・分量が、学習

　指導を有効に進め

　る上で適切である

　こと。

２　内容の程度が、

　児童生徒の発達段

　階に適応している

　こと。

 判型・ページ数・価格

備　　　　　考

(発　 行　 年)

５　表記・表現が正

　確かつ適切である

　こと。

６　体裁や造本が適

　切であること。

３　内容の選択及び

　扱いが、学習指導

　を進める上で適切

　であること。

533 Ｂ１１

あかね書房 小学館

からだのえほん３
おへそにきいてごらん

21世紀幼稚園百科11
からだのふしぎ

七尾　純　他１名 監修　山田　真

26.0×19.0cm ３２ページ 1,300円 26.9×21.6cm ３１ページ 970円

　おへそに焦点を当て、母親から生まれ
たことや、その時のおへその役割を知
り、自分の体の健康管理に目をむけるこ
とができる。

　体の各部の働きを知ることができ、け
がと病気への対応や、栄養面からバラン
スのとれた食事について考えることがで
きる。

関連教科（理科、国語、職業家庭）

（Ａ）・Ｂ　段階 （Ａ）・Ｂ・Ｃ　段階

　日常生活の中で、おへそや身体の各部
いに意識がむくように指導していくこと
が大切である。

　Ａ・Ｂ段階の生徒には、写真、挿し絵
の活用など適切な支援が求められる。
　生活年齢の高い生徒が使用する場合、
幼稚園百科シリーズという名称に配慮が
必要である。

　おへその役割を知り、おへそを意識
し、清潔することができる。

　わかりやすい写真や模型でイメージが
もちやすく、自分の体に対する関心を高
めることができる。

　おへそのの有無から、いろいろな動物
全体のくらしにまで思考を深めることで
きる。

　自分の体とけがや病気、食生活などに
ついて、自分の実生活との結びつきで考
えることができる。

　おへその役割を知ることから、人間の
誕生、さらには性教育へ発展させること
ができる。

　体の各部の働き、病気、栄養などの面
において、子ども向けのわかりやすい説
明、親むけのメッセージ、小学校で学習
する目安と解説が載せられている。

　年間を通して使用できる。 　年間を通して使用できる。

　文字は大きく、１ページ中の文の量も適当
である。
　挿絵は柔らかな色調である。

　見出し、説明、親向けの説明など、用途に
より大きさや色を分けて文字を使用してい
る。

　使用されていない。 　写真、イラストとも鮮明でわかりやす
い。

　鮮明である。 　鮮明でわかりやすく色彩に富んでい
る。

　２号活字（一部５号活字）で書かれ、行間
もゆったりしている。

　文字は、初号、2号、３号、5号、９ポイン
ト、８ポイントなど、見出しや説明、読み仮
名など用途に応じて用いている。

　用紙は厚紙を使用している。 　用紙は厚紙を使用している。

（Ｓ60） （Ｈ６）
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　主要教科　　［　体育・保健体育　]

　採　択　基　準 基 本 観 点
１　学習指導要領に
　示す目標に沿い、
　その内容を適切に

　取り上げているこ

　と。

(1)　教科の目標達成
　 に必要な内容

  
(1)　発達段階のめ
　 やす(注1)

(2)　障害の状態、
　 発達段階及び特性
　 などへの配慮

(1)  生活経験や興味

   ・関心への配慮

(2)　自主性や創造

　 性、思考力の育成

(1)　系統性・発展性

(2)　全体の分量

(1)　文字、文章、
　 挿絵

(2)　図表、写真等の
　 の資料

(1)　色使い、ページ
　　レイアウトなど

(2)　文字の大きさ、
　 字間、行間

(3)　用紙、製本、
　 表紙

　　　　図書コード・書　　名

　　　　発　行　者・著　　者

４  内容の構成・配

　列・分量が、学習

　指導を有効に進め

　る上で適切である

　こと。

２　内容の程度が、

　児童生徒の発達段

　階に適応している

　こと。

 判型・ページ数・価格

備　　　　　考

(発　 行　 年)

５　表記・表現が正

　確かつ適切である

　こと。

６　体裁や造本が適

　切であること。

３　内容の選択及び

　扱いが、学習指導

　を進める上で適切

　であること。

544 549

国土社 教育画劇

ルールとマナーを学
ぶ子ども生活図鑑（３）

地域・社会生活編

おふろだいすき
しろくまきょうだい

作・絵　まつお　りかこ
編者　子どもの生活を

考える会

３１ページ 1,200円28.1×26.5cm ３１ページ 3,000円 18.8×26.1cm

　外出や外食の時、また乗り物に乗る時
などの地域や社会でのルールやマナーを
学ぶことができる。

　銭湯で守るマナーや約束（例えば「お
風呂に入る前にからだを洗う」や「肩ま
でしっかりつかる」など）を、しろくま
の楽しいストーリーで学ぶことができ
る。

Ａ・Ｂ・Ｃ　段階 Ａ・Ｂ・Ｃ　段階

　短文で記述されていたり、カラーのイ
ラストが各文に添えられていたりして、
イメージを持ちやすい。

　マナーや約束の文の前に「もりのおふ
ろのおやくそく」というチェックがつい
ていて、読み聞かせや自分で読む際に
ルールや約束のポイントが分かりやす
い。

　日常に経験する内容を取り上げてい
て、興味・関心を引く内容となってい
る。

　親しみやすい動物が登場し、興味を引
きやすく、体重計や鏡なども親しみやす
い形にする工夫があり興味を引く内容と
なっている。

　実際に自分が行動するイメージを持
ち、場面の出来事を思考できる。

　お風呂でのマナーや約束を自分の体験
を振り返りながら学ぶことができる。

　家庭生活、学校生活、人間関係等など
関連することに発展が期待できる。

　公共の場でのマナーや約束を学ぶこと
や清潔・衛生への発展が考えられる。

　４つの場面で23項目を取り上げてい
る。

　読み聞かせや自分で読んで学習を進め
るのに適量である。

　説明文が簡潔で、優しい言葉づかいの表現
が使用されている。説明文に合わせて、挿絵
が描かれている。

　会話文が多く読みやすい。

　使用されていない。 　使用されていない。

　本文の文字は黒、青、茶の３色を使用
している。挿絵は多色刷りで描かれ、説
明文ごとに配置されている。

　明るい色使いが内容とよく合ってい
る。

　文字は12ポイント程度で、漢字には全てル
ビがふってある。行間は広く読みやすい。

　文字は14ポイント程度で、行間も広く読み
やすい。

　表紙、裏表紙とも３mm程度の厚みがあ
り、カバーが付いている。

　表紙と裏表紙の厚みは２mm程度ありカ
バーが付いている。

（Ｈ24） （Ｈ27）
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　主要教科　　［　体育・保健体育　]

　採　択　基　準 基 本 観 点
１　学習指導要領に
　示す目標に沿い、
　その内容を適切に

　取り上げているこ

　と。

(1)　教科の目標達成
　 に必要な内容

  
(1)　発達段階のめ
　 やす(注1)

(2)　障害の状態、
　 発達段階及び特性
　 などへの配慮

(1)  生活経験や興味

   ・関心への配慮

(2)　自主性や創造

　 性、思考力の育成

(1)　系統性・発展性

(2)　全体の分量

(1)　文字、文章、
　 挿絵

(2)　図表、写真等の
　 の資料

(1)　色使い、ページ
　　レイアウトなど

(2)　文字の大きさ、
　 字間、行間

(3)　用紙、製本、
　 表紙

　　　　図書コード・書　　名

　　　　発　行　者・著　　者

４  内容の構成・配

　列・分量が、学習

　指導を有効に進め

　る上で適切である

　こと。

２　内容の程度が、

　児童生徒の発達段

　階に適応している

　こと。

 判型・ページ数・価格

備　　　　　考

(発　 行　 年)

５　表記・表現が正

　確かつ適切である

　こと。

６　体裁や造本が適

　切であること。

３　内容の選択及び

　扱いが、学習指導

　を進める上で適切

　であること。

５０８ Ｅ０２

ジアース 童心社

あたらしい
わたしたちのうんどう

かこさとし　からだの本２
たべもののたび

ＮＭＢＰ研究会　編著 かこさとし

29.7×20.9cm 106ページ 1,800円 22.0×19cm ３１ページ ３１ページ

　食事をすききらいなくしっかりかんで
食べることにより、体が大きくなった
り、強くなったりすることがわかる。

関連教科（生活、理科、職業家庭）

　基礎編では自分の体の部位を感じたり
ボディイメージをつかんだりし、展開編
では自分で体を動かしてボディイメージ
を変え、実際編ではワンポイントプログ
ラムが組まれ、無理なく学べる内容であ
る。

Ａ・Ｂ・Ｃ　段階 Ｂ・Ｃ　段階

　日常の食生活を思い出させながら指導
することが大切である。

　すべての学習に挿絵等があり、学習者
は動きのイメージがしやすく支援者は指
導が行いやすい。動きの方向に矢印を用
いていてわかりやすい。指導のポイント
が記述され、支援しやすい。

　興味を引くように、挿絵や写真にはカ
ラーを用いている。

　「胃ぶくろこうえん」や「小腸ジェッ
トコースター」などという名で書かれて
いるため、興味・関心を持たせることが
でき、日常の食事の仕方へと広げること
ができる。

　食生活と身体の関係を理解し、日常の
生活へいかすことができる。

　第２章、第３章、第４章は、人形を使
い、動きのある場面を写真で表現してい
るので、立体的な動きが分かりやすく自
分で考えて再現できる。

　個別や集団で体を動かすことで、自分
のできることを増やしたり仲間のことに
気づいたりできる。

　食事を好き嫌いなく、栄養も考えなが
ら食べることへ発展させることができ
る。

　年間を通して使用できる。　３部・５章で構成されており、通年で
学習をするのに適量である。

　項目は大きく太文字で、学習内容が分
かりやすく適切である。文章は語りかけ
る表現で読みやすい。

　絵は親しみやすく描かれている。

　使用されていない。　立体的な動きを伝える時に人形を使っ
た動きのある写真を使っている。

　文字は黒、指導ポイントの記述の背景
をクリーム色、挿絵や写真はカラーを使
用している。

　絵と背景の色の調和がとれ、見やす
い。

　本文は４号活字で書かれ、読みやすい。　12ポイント程度で、漢字には全てルビ
がふってある。行間は、広く読みやす
い。

　厚紙を表紙と裏表紙に使用している。 　用紙は厚紙を使用している。

　体の構造や、食物の栄養などとも合わ
せて使用するとよい。

　　　　　　（Ｓ51）（Ｈ27）
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　主要教科　　［　体育・保健体育　]

　採　択　基　準 基 本 観 点
１　学習指導要領に
　示す目標に沿い、
　その内容を適切に

　取り上げているこ

　と。

(1)　教科の目標達成
　 に必要な内容

  
(1)　発達段階のめ
　 やす(注1)

(2)　障害の状態、
　 発達段階及び特性
　 などへの配慮

(1)  生活経験や興味

   ・関心への配慮

(2)　自主性や創造

　 性、思考力の育成

(1)　系統性・発展性

(2)　全体の分量

(1)　文字、文章、
　 挿絵

(2)　図表、写真等の
　 の資料

(1)　色使い、ページ
　　レイアウトなど

(2)　文字の大きさ、
　 字間、行間

(3)　用紙、製本、
　 表紙

　　　　図書コード・書　　名

　　　　発　行　者・著　　者

４  内容の構成・配

　列・分量が、学習

　指導を有効に進め

　る上で適切である

　こと。

２　内容の程度が、

　児童生徒の発達段

　階に適応している

　こと。

 判型・ページ数・価格

備　　　　　考

(発　 行　 年)

５　表記・表現が正

　確かつ適切である

　こと。

６　体裁や造本が適

　切であること。

３　内容の選択及び

　扱いが、学習指導

　を進める上で適切

　であること。

543 Ｇ０４

童心社 あかね書房

かこさとし　からだの本１
あなたのおへそ

からだのえほん・４
からだにもしもし

かこさとし 七尾　純

３２ページ 1,300円22.0×19cm ３１ページ 1,300円 25.2×18.8cm

　だれもがお母さんのおなかから生まれ
ることから、おへその役割など生命の連
続を身近な生き物と比較することができ
る。

関連教材（理科）

　健康診断の内容や病気の早期発見、予
防の大切さを知ることができる。
　健康診断を知る過程に興味をもって見
たり、聞いたりすることができる。

関連教科（生活）

Ｂ・Ｃ　段階 Ｂ・Ｃ　段階

　卵生の生き物など、多くの身近な生き
物を観察し、比較させることが大切であ
る。

　発達段階に応じて健康診断の内容を増
減して、工夫した指導が必要である。
　書名には生活年齢に対する配慮を要す
る。

　おへその役割を知り、日常生活でおへ
そを認識し大切にすることができる。

　子どもの実際に体験したことと重ねて
いくことができ、興味・関心が高められ
る。

　身近な卵生の生物におへそがないこと
から、人間のおへその役割を比較しなが
ら考えることができる。

　体の各部の働きや病気の予防のしかた
を知り、健康の大切さが理解できるの
で、創造性や思考力が高められる。

　思春期をむかえている生徒たちにとっ
て体の仕組など性教育の導入へと発展さ
せることができる。

　日常生活の指導やごっこ遊びに発展さ
せることができる。

　年間を通して使用できる。 　年間を通して繰りかえし使用できる。

　絵は親しみやすく、分かりやすい。 　文字の分量も適切で読みやすい。
　挿絵が2/3をしめていて、目の表情が豊かで
ある。

　使用されていない。 　使用されていない。

　文章・絵と背景の色の調和がとれ、見
やすい。

　挿絵はやわらかい色合いである。

　４号活字で書かれ、読みやすい。 　２号活字で見やすく、行間も適当であ
る。

　用紙は厚紙を使用している。 　用紙は厚紙を使用している。

（Ｓ51）

　指導者への注意事項が記載されてい
る。

　　　　　　　（Ｓ60）
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　主要教科　　［　体育・保健体育　]

　採　択　基　準 基 本 観 点
１　学習指導要領に
　示す目標に沿い、
　その内容を適切に

　取り上げているこ

　と。

(1)　教科の目標達成
　 に必要な内容

  
(1)　発達段階のめ
　 やす(注1)

(2)　障害の状態、
　 発達段階及び特性
　 などへの配慮

(1)  生活経験や興味

   ・関心への配慮

(2)　自主性や創造

　 性、思考力の育成

(1)　系統性・発展性

(2)　全体の分量

(1)　文字、文章、
　 挿絵

(2)　図表、写真等の
　 の資料

(1)　色使い、ページ
　　レイアウトなど

(2)　文字の大きさ、
　 字間、行間

(3)　用紙、製本、
　 表紙

　　　　図書コード・書　　名

　　　　発　行　者・著　　者

４  内容の構成・配

　列・分量が、学習

　指導を有効に進め

　る上で適切である

　こと。

２　内容の程度が、

　児童生徒の発達段

　階に適応している

　こと。

 判型・ページ数・価格

備　　　　　考

(発　 行　 年)

５　表記・表現が正

　確かつ適切である

　こと。

６　体裁や造本が適

　切であること。

３　内容の選択及び

　扱いが、学習指導

　を進める上で適切

　であること。

Ａ０６ Ｅ０１

福村出版 金の星社

シリーズ生活を学ぶ６
わたしたちのからだ

やさしいからだのえほん１
からだのなかはどうなってい

るの？

緒方直助・
大井清吉　編

せべまさゆき・絵

26.3×18.8cm ７９ページ 2,000円 26.4×21.6cm ２８ページ 1,260円

　基本的生活習慣を含め、体の発育や健
康に関心を持ち、健康な生活を送るため
にはどんなことが必要か、病気やけがの
時どうするか、思春期の心と体の変化に
ついて知ることができる。

関連教科（理科、国語）

　体の各部分の名称や体の様子とそのは
たらきについて理解することができる。

関連教科（理科）

Ｂ・Ｃ・Ｄ　段階 Ｂ・Ｃ・Ｄ　段階

　Ｂ段階の生徒には、挿絵を見せなが
ら、語りかけたり応答を確かめながら説
明することが望ましい。

　部分的に難しいことばが使ってあるの
で補足する必要がある。

　基本的な生活習慣を確認したり、体の
成長過程、男女の違いなど自分に直接か
かわりのある問題としてとらえることが
できる。

　質疑応答形式で書き進められており、
自分で考えてみたり理解していこうとす
ることができる。

　自分の体について知り、日常生活の中
で健康に気をつける点について考えるこ
とができる。

　体の部分の様子やしくみについて興
味・関心を高めていくことができる。

　体の発育や健康に関する項目、健康な
生活を送るためにはどんなことが必要
か、病気やけがの時どうするか、思春期
の心と体の変化についてなど性教育にも
発展させていける。

　体の部分の様子やしくみについて興
味・関心を高めていくことができる。

　年間を通して使用できる。 　年間を通して繰り返し使用できる。

　文書はわかりやすく書かれており、挿絵も
ふんだんに使われており、わかりやすい。

　文字の大きさや色等に工夫があり、すべて
ひらがなでカタカナにはひらがなルビがつけ
られている。
　見開き２ページの大きくわかりやすい
挿絵で縦開きになっている。

　食品の栄養について図を用いてわかり
やすく載せている。

　使用されていない。

　文字は二色刷りでわかりやすい。 　鮮明である。

　文字は４号活字で書かれている。読みがな
は少し小さいが支障はない。

　３号活字が使用されている。

　製本はしっかりしている。表紙は厚紙
を使用し、堅ろうである。

　製本はしっかりしている。表紙は厚紙
を使用し、堅ろうである。

（Ｓ61） （Ｈ６）
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　主要教科　　［　体育・保健体育　]

　採　択　基　準 基 本 観 点
１　学習指導要領に
　示す目標に沿い、
　その内容を適切に

　取り上げているこ

　と。

(1)　教科の目標達成
　 に必要な内容

  
(1)　発達段階のめ
　 やす(注1)

(2)　障害の状態、
　 発達段階及び特性
　 などへの配慮

(1)  生活経験や興味

   ・関心への配慮

(2)　自主性や創造

　 性、思考力の育成

(1)　系統性・発展性

(2)　全体の分量

(1)　文字、文章、
　 挿絵

(2)　図表、写真等の
　 の資料

(1)　色使い、ページ
　　レイアウトなど

(2)　文字の大きさ、
　 字間、行間

(3)　用紙、製本、
　 表紙

　　　　図書コード・書　　名

　　　　発　行　者・著　　者

４  内容の構成・配

　列・分量が、学習

　指導を有効に進め

　る上で適切である

　こと。

２　内容の程度が、

　児童生徒の発達段

　階に適応している

　こと。

 判型・ページ数・価格

備　　　　　考

(発　 行　 年)

５　表記・表現が正

　確かつ適切である

　こと。

６　体裁や造本が適

　切であること。

３　内容の選択及び

　扱いが、学習指導

　を進める上で適切

　であること。

５２８ 541

金の星社 合同出版

やさしいからだのえほん５
ちはどうしてながれている

の？

イラスト版発達に遅れのある
子どもと学ぶ性のはなし

合同出版編著　　伊藤　修毅
山下真一・指導
せべまさゆき・絵

119ページ 1,600円26.4×21.6cm ２６ページ 1,200円 25.5×18.3cm

　血のはたらきを通して体の様子に関心
をもち理解することができる。

関連教科（理科）

　知的障害や発達障害などによって発達
に遅れや偏りがある子どもたちが「性」
と「生」についての理解を深めることが
できる。

Ｂ・Ｃ・Ｄ　段階 Ｂ・Ｃ・Ｄ　段階

　内容的に難しいことばが使ってある部
分があるので、補足していくことが必要
である。

　発達の多様性を踏まえて、各章の各年
齢区分を２～３つの項目に設定されてい
る。

　血のはたらきについて豊富な挿絵や自
分の体の様子と関連させており興味・関
心をもたせることができる。

　各章で年齢区分がされているため、自
分の日常生活と結び付けやすい。

　挿絵を見て自分の体の様子を自分で観
察しようとする意欲を起こさせる。

　具体的な課題について解説されている
ので場面ごとの対処や対応の方法を知る
ことができる。

　体の様子に関心をもつとともに体のは
たらきやしくみへと発展させることがで
きる。

　系統的な性教育が実践できるよう年齢
区分が設定されている。

　年間を通して繰り返し使用できる。 　各章で年齢区分がされており、生徒の
実態に応じて年間を通して使用できる。

　文字の大きさや色等に工夫があり分か
りやすい。

　具体的な課題について解説文が詳しく記述
されており、挿絵も内容に合っている。

　使用されていない。 　体に関する挿絵や教材の写真等が多く
使用されている。

　鮮明である。 　２色刷りで主題などは濃淡で表現され
ている。

　主に２号活字が使用されている。 　主題は22ポイント程度、解説文は10ポイン
ト程度で書かれている。

　製本はしっかりしている。表紙は厚紙
を使用し、堅ろうである。

　用紙は丈夫で表紙には厚紙が使用され
ている。

（Ｈ６） （Ｈ25）
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　主要教科　　［　体育・保健体育　]

　採　択　基　準 基 本 観 点
１　学習指導要領に
　示す目標に沿い、
　その内容を適切に

　取り上げているこ

　と。

(1)　教科の目標達成
　 に必要な内容

  
(1)　発達段階のめ
　 やす(注1)

(2)　障害の状態、
　 発達段階及び特性
　 などへの配慮

(1)  生活経験や興味

   ・関心への配慮

(2)　自主性や創造

　 性、思考力の育成

(1)　系統性・発展性

(2)　全体の分量

(1)　文字、文章、
　 挿絵

(2)　図表、写真等の
　 の資料

(1)　色使い、ページ
　　レイアウトなど

(2)　文字の大きさ、
　 字間、行間

(3)　用紙、製本、
　 表紙

　　　　図書コード・書　　名

　　　　発　行　者・著　　者

４  内容の構成・配

　列・分量が、学習

　指導を有効に進め

　る上で適切である

　こと。

２　内容の程度が、

　児童生徒の発達段

　階に適応している

　こと。

 判型・ページ数・価格

備　　　　　考

(発　 行　 年)

５　表記・表現が正

　確かつ適切である

　こと。

６　体裁や造本が適

　切であること。

３　内容の選択及び

　扱いが、学習指導

　を進める上で適切

　であること。

Ｇ０９ 517

フレーベル館
パイインター
ナショナル

フレーベル館の図鑑
ナチュラ　ひとのからだ

はじめてのからだえほん

総監修　無藤　隆　
監修　山田　真

絵　てづか　あけみ
文　村田　弘子

29.3×22.3cm 130ページ 1,900円 28.7×21.4cm ４９ページ 1,800円

　人の体の特徴や様子、働きについて理
解を深めることができる。

　体の成り立ちや部位の役割や特徴を知
ることができる。

Ｂ・Ｃ・Ｄ　段階 Ｂ・Ｃ・Ｄ　段階

　人体の働きの各項目で色分けがされて
いたり、マークを用いて理解を深める工
夫がされている。

　大きな挿絵を用いたり、動脈は赤、静
脈は青など体に関する語句ごとに色使い
がされている。

　日常生活で行う動作に合わせて解説が
されてあるため、身近に感じて理解を深
めることができる。

　日常生活で行う動作に関連づけて解説
されている。

「じょうほうコラム」を活用して、興
味・関心を深めたり、確認や発見をした
りできるようになっている。

　解説を読んだり、挿絵を見たりしなが
ら、体の部位に触れてたり、動きを感じ
ることができる。

　「とくしゅうのページ」を活用して、
体に関する学習をさらに深めることがで
きる。

　より深く理解をするために、体の部位
ごとに焦点を当てて学習を進めることが
できる。

　大きく６つの項目に分けて記述されて
おり、年間を通して使用できる。

　体の働きごとに見開き２ページで18項
目の解説をしており、年間を通して使用
できる。

　解説文は主にひらがなで表記されている。
漢字にはルビが振られている。

　解説文は主にひらがな表記であり、一
文が短く区切ってある。
　大きな挿絵で表現されている。

　項目に関連した写真が使用されている 　使用されていない。

　多色刷りである。 　挿絵が大きく、多色刷りである。

　主題は24ポイント程度、解説文は12ポイン
ト程度、行間は３mmで書かれている。

　主題は36ポイント程度、解説文は10ポ
イント程度で書かれている。行間は3mm
程度である。

　表紙は３mmの厚紙で堅ろう、用紙は丈
夫である。

　表紙は2mmの厚紙で堅ろう、用紙は丈夫であ
る。

　領域・教科を合わせた指導形態で使用
することが適切である。

　　　　　　　(Ｈ17)

　領域・教科を合わせた指導形態で使用
し、良好な生活習慣を育てるのに適して
いる。

　　　　　　　(Ｈ26)
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　主要教科　　［　体育・保健体育　]

　採　択　基　準 基 本 観 点
１　学習指導要領に
　示す目標に沿い、
　その内容を適切に

　取り上げているこ

　と。

(1)　教科の目標達成
　 に必要な内容

  
(1)　発達段階のめ
　 やす(注1)

(2)　障害の状態、
　 発達段階及び特性
　 などへの配慮

(1)  生活経験や興味

   ・関心への配慮

(2)　自主性や創造

　 性、思考力の育成

(1)　系統性・発展性

(2)　全体の分量

(1)　文字、文章、
　 挿絵

(2)　図表、写真等の
　 の資料

(1)　色使い、ページ
　　レイアウトなど

(2)　文字の大きさ、
　 字間、行間

(3)　用紙、製本、
　 表紙

　　　　図書コード・書　　名

　　　　発　行　者・著　　者

４  内容の構成・配

　列・分量が、学習

　指導を有効に進め

　る上で適切である

　こと。

２　内容の程度が、

　児童生徒の発達段

　階に適応している

　こと。

 判型・ページ数・価格

備　　　　　考

(発　 行　 年)

５　表記・表現が正

　確かつ適切である

　こと。

６　体裁や造本が適

　切であること。

３　内容の選択及び

　扱いが、学習指導

　を進める上で適切

　であること。

532 535

あかね書房 あかね書房

からだのえほん２
すっきりうんち

からだのえほん・６
せなかをぴん

七尾　純　他１名 小林　まさこ

25.4×18.8cm ３２ページ 1,200円 26×19cm ３２ページ 1,300円

　食物の消化のしくみや排便について知
ることにより、自分の体の発育に関心を
もつことができる。

関連教科（生活）

　骨の大切さや骨の働きを知ることがで
きる。
　骨に必要な食べ物を知ることができ
る。

関連教科（生活）

Ｂ・Ｃ・Ｄ　段階 Ｃ・Ｄ　段階

　説明文が難解だと思われるので、指導
上留意が必要である。

　骨のもととなる食べ物や骨によくない
食べ物など、実際の経験を想起しながら
理解を深めることができる。

　好ききらいなく食べることや正しい食
べ方、毎日の排泄について興味・関心を
広げることができる。
　消化・排泄だけでなく、体の各部のし
くみや働きに興味・関心をもつことがで
きる。

　自分たちの日常生活と結び付けやす
い。

　自分の体調とうんこの関係を知ること
で、さらに自分の体の状態について関心
をもつことができる。

　日常生活の中で、体や食生活を大切に
することがを考えることができる。

　体の各部のしくみや働きについて興
味・関心を高めていくことができる。

　骨のしくみや働きについて、興味・関
心を高めていくことができる。
　食生活にについて興味・関心を高めて
いくことができる。

　年間を通して使用できる。 　読み切り形式の絵本型で、年間を通し
て繰り返し使用できる。

　挿絵はわかりやすく、文字も読みやす
い。

　解説文は簡潔に、挿絵は解説に合っていて
理解しやすい。

　使用されていない。 　使用されていない。

　文字と絵の大きさや色は調和がとれて
いる。

　多色刷りである。

　2号活字で書かれている。 　文字の大きさは12ポイントから22ポイント
で書かれている。

　用紙は厚紙を使用している。 　用紙は丈夫で、表紙は２mmの厚紙を使
用しており堅ろうである。

（Ｓ59）

　指導者への注意事項が記載されてい
る。

　
　　　　　　　（Ｈ１）

194



　主要教科　　［　体育・保健体育　]

　採　択　基　準 基 本 観 点
１　学習指導要領に
　示す目標に沿い、
　その内容を適切に

　取り上げているこ

　と。

(1)　教科の目標達成
　 に必要な内容

  
(1)　発達段階のめ
　 やす(注1)

(2)　障害の状態、
　 発達段階及び特性
　 などへの配慮

(1)  生活経験や興味

   ・関心への配慮

(2)　自主性や創造

　 性、思考力の育成

(1)　系統性・発展性

(2)　全体の分量

(1)　文字、文章、
　 挿絵

(2)　図表、写真等の
　 の資料

(1)　色使い、ページ
　　レイアウトなど

(2)　文字の大きさ、
　 字間、行間

(3)　用紙、製本、
　 表紙

　　　　図書コード・書　　名

　　　　発　行　者・著　　者

４  内容の構成・配

　列・分量が、学習

　指導を有効に進め

　る上で適切である

　こと。

２　内容の程度が、

　児童生徒の発達段

　階に適応している

　こと。

 判型・ページ数・価格

備　　　　　考

(発　 行　 年)

５　表記・表現が正

　確かつ適切である

　こと。

６　体裁や造本が適

　切であること。

３　内容の選択及び

　扱いが、学習指導

　を進める上で適切

　であること。

５４２ Ｉ０９

童心社 ひかりのくに

おかあさんとみる性の本
わたしのはなし

改訂新版体験を広げる子ども
のずかんからだとけんこう

山本　直英
和歌山　静子

牧野公夫・岡本健

20.7×22.2cm ３３ページ 1,300円 27×21cm ６４ページ 1,000円

　人の体の仕組みやその不思議さを、遊
びや実験を通して試したり調べたりしな
がら理解することができる。

関連教科（生活、理科）

　自分の体や命は自分で守ることを理解
することができ、自分の体への関心を育
てることができる。

関連教科（生活、道徳）

Ｃ・Ｄ　段階 Ｃ・Ｄ　段階

　体の作りや働きの説明が細かな部分に
まで詳しく書いてあるので、挿絵、写
真、図等の活用や、体験を通しての取組
が必要である。

　挿絵を見せながら、語りかけたり応答
を確かめることができる。

　挿絵をみて実際の様子や関心を具体的
にイメージとしてとらえることができ
る。

　写真や挿絵、図等が豊富に掲載されて
いるので興味・関心をもたせることがで
きる。

　体験を通して体の働き等に気がついた
り、理解したりすることで自分の体につ
いて思考を深めていくことができる。

　自分の体を自分で守ることについて知
り、日常生活の中で実際に行動すること
ができる。

　性教育、自分の体を自分で守るために
はどんなことが必要か、行動へと発展さ
せることができる。

　体の仕組みや働き、不思議さ等につい
て知り、自分自身の健康管理を進める態
度を身につけることへと発展させること
ができる。また、体の成長や生命の大切
さを知ることから性教育にも発展させる
ことができる

　年間を通して繰り返し使用することが
できる。

　読み切り形式の絵本型で、年間を通し
て繰り返し使用できる。

　挿絵と説明文が一体化している。 　文字は小さくたくさんの分量の文章で書か
れている。挿絵や写真、図が豊富に使用され
ている。

　動物等の写真が一部使用されている。　使用されていない。

　多色刷りである。 　鮮明である。

　５号活字及び６号活字が使用されている。　文字の大きさは18ポイントから30ポイ
ントでかかれている。

　表紙は３〜４mmの厚紙を使用し、堅ろ
うである。

　製本はしっかりしている。表紙は厚紙
を使用し、堅ろうである。

（Ｈ３）（Ｈ４）
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　主要教科　　［　体育・保健体育　]

　採　択　基　準 基 本 観 点
１　学習指導要領に
　示す目標に沿い、
　その内容を適切に

　取り上げているこ

　と。

(1)　教科の目標達成
　 に必要な内容

  
(1)　発達段階のめ
　 やす(注1)

(2)　障害の状態、
　 発達段階及び特性
　 などへの配慮

(1)  生活経験や興味

   ・関心への配慮

(2)　自主性や創造

　 性、思考力の育成

(1)　系統性・発展性

(2)　全体の分量

(1)　文字、文章、
　 挿絵

(2)　図表、写真等の
　 の資料

(1)　色使い、ページ
　　レイアウトなど

(2)　文字の大きさ、
　 字間、行間

(3)　用紙、製本、
　 表紙

　　　　図書コード・書　　名

　　　　発　行　者・著　　者

４  内容の構成・配

　列・分量が、学習

　指導を有効に進め

　る上で適切である

　こと。

２　内容の程度が、

　児童生徒の発達段

　階に適応している

　こと。

 判型・ページ数・価格

備　　　　　考

(発　 行　 年)

５　表記・表現が正

　確かつ適切である

　こと。

６　体裁や造本が適

　切であること。

３　内容の選択及び

　扱いが、学習指導

　を進める上で適切

　であること。

Ｂ２５ 513

評論社 さ・え・ら書房

しかけ絵本の本棚
からだのなかとそと

ケガ・病気・からだの本①
ケガの巻

クリア・スモールマン 鈴木　篤

６３ページ 1,500円27.9×20.8cm ３２ページ 2,000円 22×18.8cm

　ところどころしかけが用意され、体の
発育や健康に関心をもち、体の各部の働
きを理解することができる。

関連教科（理科、生活）

　けがの説明イラストを見て対処法や、
仕組みを理解することができる。

関連教科（理科）

Ｃ・Ｄ　段階 Ｄ　段階

　体の表面だけでなく内部も取り扱って
おり、発達段階に応じた使用が必要であ
る。

　文章にあったたくさんのイラストが使
われている。
　自分自身にも起こりうるけがであると
いうことへの理解につなげることができ
る。

　ところどころしかけがあり、自分の生
活経験と結びつけて、興味・関心をもた
せることができる。

　自分の身体の各部分のけがについてた
くさんのイラストの中から具体的なイ
メージを持つことにより、実際に身近に
起るけがとして捉えることができる。

　体のつくりや働きを理解することで、
自分の体について思考を深めることがで
きる。

　身近に起こるけがから、一人一人の身
体に治癒力の存在を感じ、治療法を理解
することができる。

　体のつくりや働き、成長について知る
ことから、健康な体つくりに発展するこ
とができる。
　性教育にもふれられる。

　身近に起こりやすい切り傷、さし傷、
すり傷などのけがが豊富に載っている。
　けがに対する治療法が自然治癒力に働
きかけていることや、けがの仕組みから
未然にけがを防ぐことに発展させること
ができる。

　年間を通してくり返し使用できる。 　10章で構成されている。年間を通して
使用できる。

　やさしい文章で表現されている。
　挿絵は、８ヶ所しかけになっている。

　内容が豊富で、文字数も多い。
　文章には基本的にルビが付いている。用語
には専門用語も使われ、補足説明をすること
で理解が広がる。

　使用されていない。 　白黒のＣＴ、レントゲン写真が数枚使
われている。

　鮮明である。 　挿絵については、赤と黒の二色刷りで
描かれており、鮮明である。

　３号活字が使用されている。 　見出しは15ポイントで文章は14ポイントで
ある。

　製本はしっかりしている。表紙は厚紙
を使用し、堅ろうである。

　用紙は丈夫で、表紙は３mmの厚紙を使
用しており、堅ろうである。

（Ｈ２） （Ｈ11）
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　主要教科　　［　体育・保健体育　]

　採　択　基　準 基 本 観 点
１　学習指導要領に
　示す目標に沿い、
　その内容を適切に

　取り上げているこ

　と。

(1)　教科の目標達成
　 に必要な内容

  
(1)　発達段階のめ
　 やす(注1)

(2)　障害の状態、
　 発達段階及び特性
　 などへの配慮

(1)  生活経験や興味

   ・関心への配慮

(2)　自主性や創造

　 性、思考力の育成

(1)　系統性・発展性

(2)　全体の分量

(1)　文字、文章、
　 挿絵

(2)　図表、写真等の
　 の資料

(1)　色使い、ページ
　　レイアウトなど

(2)　文字の大きさ、
　 字間、行間

(3)　用紙、製本、
　 表紙

　　　　図書コード・書　　名

　　　　発　行　者・著　　者

４  内容の構成・配

　列・分量が、学習

　指導を有効に進め

　る上で適切である

　こと。

２　内容の程度が、

　児童生徒の発達段

　階に適応している

　こと。

 判型・ページ数・価格

備　　　　　考

(発　 行　 年)

５　表記・表現が正

　確かつ適切である

　こと。

６　体裁や造本が適

　切であること。

３　内容の選択及び

　扱いが、学習指導

　を進める上で適切

　であること。

Ｅ１３ 518

福音館書店 合同出版

かがくのとも傑作集
きゅうきゅうばこ

子どもとマスターする45の操作法
改訂新版イラスト版

からだのつかい方ととのえ方

山 田　真　他１名 監修　橋本雄二

119ページ 1,700円25.3×23.2cm ２８ページ 900円 25.7×18.3cm

　応急的に行うことのできるけがについ
て、正しい処理の仕方を知ることができ
る。

関連教科（理科）

　健康な心と体を維持する日常動作の基
本や体の歪みを整える方法を学ぶことが
できる。

Ｄ　段階 Ｄ　段階

　発達段階を配慮して、日常生活に即し
て具体的に指導する必要がある。

　主に、１ページを３段に分け、１段に
２動作が記載され、短文で読みやすい工
夫がされている。

　小さいけがの場合は、自分でも処置が
できるように指導するこができる。
　「きゅうきゅうばこ」の薬品・機材な
どついて、関心を持つことができる。

　日常の動作や身近にある動きで興味・
関心を引く内容である。

　小さいけがに対する処置の仕方や、け
がに対する予防知識を育てることができ
る。

　挿絵を見て、自分で考えながら操体法
を行うことができる。

　からだの働き・しくみ・清潔などにつ
いての理解を深めるとともに実践的態度
を育てることができる。

　ボディイメージや感覚を身につけるこ
とで、健康維持への関心を高めることが
できる。

　年間を通して使用することができる。 　４章で構成されており、通年で学習を
するのに適量である。

　挿絵は強調するところが大きく描かれてい
る。

　項目の説明が２段組で、読みやすい。動き
のある挿絵には、矢印がありわかりやすい。

　使用されていない。 　巻末に「ヒトの骨格と筋肉」が掲載さ
れている。

　印刷は鮮明である。 　文字は黒一色で、挿絵はグレースケー
ルで描かれている。

　４号活字で説明されている。 　本文は11ポイント程度で、挿絵の説明文は
10ポイント程度である。行間は３mmである。

　用紙は厚紙を使用している。製本は
しっかりしている。表紙は堅ろうであ
る。

　厚紙を表紙と裏表紙に使用し、カバー
が付いている。

巻末に「おかあさんがよむページ」が補
足としてしめされている。

　　　　　　　（Ｓ62） （Ｈ20）
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　主要教科　　［　体育・保健体育　]

　採　択　基　準 基 本 観 点
１　学習指導要領に
　示す目標に沿い、
　その内容を適切に

　取り上げているこ

　と。

(1)　教科の目標達成
　 に必要な内容

  
(1)　発達段階のめ
　 やす(注1)

(2)　障害の状態、
　 発達段階及び特性
　 などへの配慮

(1)  生活経験や興味

   ・関心への配慮

(2)　自主性や創造

　 性、思考力の育成

(1)　系統性・発展性

(2)　全体の分量

(1)　文字、文章、
　 挿絵

(2)　図表、写真等の
　 の資料

(1)　色使い、ページ
　　レイアウトなど

(2)　文字の大きさ、
　 字間、行間

(3)　用紙、製本、
　 表紙

　　　　図書コード・書　　名

　　　　発　行　者・著　　者

４  内容の構成・配

　列・分量が、学習

　指導を有効に進め

　る上で適切である

　こと。

２　内容の程度が、

　児童生徒の発達段

　階に適応している

　こと。

 判型・ページ数・価格

備　　　　　考

(発　 行　 年)

５　表記・表現が正

　確かつ適切である

　こと。

６　体裁や造本が適

　切であること。

３　内容の選択及び

　扱いが、学習指導

　を進める上で適切

　であること。

５０１

東洋館出版社

くらしに役立つ保健体育

監修　石塚謙二　等

26.2×18.2cm 135ページ 1,300円

　様々なスポーツのルールや習得方法が
記載されていて、運動の大切さが理解で
きる。また、心と体の発達や病気やけが
の対処法を学ぶことができる。

Ｄ　段階

　説明文に対応して挿絵が多数ありイ
メージしやすく理解を助けている。読み
が難しい漢字にルビが振ってある。

　運動や病気やけがに関することなど、
身近な話題が取り上げられている。

　学習を進めながらチェックしたり考え
たりする項目があり、自分の生活を振り
返ることができる。

　運動では自分で練習する時のポイント
が、保健では病気やけがをしないで生活
を送るために必要なことが記載されてい
る。

　４章、21項目で構成されており、年間
を通じて学習するのに適量である。

　１文が短く、読みやすく分かりやす
い。内容がイメージがしやすいように、
挿絵が入っている。

　項目に対応した実際の白黒写真が使用
されている。図表を入れてあり、考えを
まとめやすい。

　文字は黒、挿絵等に緑を使い２色刷り
である。項目には、太字を使用したレイ
アウトである。

　文字は主に11ポイント程度で、行間は
３mm程度あり読みやすい。

　厚紙を表紙、裏表紙に使用している。

（Ｈ25）
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