
 
 
 
 
 
 
 

英   語 
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【外国語（英語）　発達段階：Ａ】

　英　語　１ 英　語　２

くもん出版 福音館書店

英語カード　たべもの編
安野光雅の絵本　ＡＢＣの本
へそまがりのアルファベット

くもん出版　編 安野　光雅

1,400円（Ｂ６　38枚） 1,900円（Ａ４変形  64Ｐ）

身近で覚えやすい食べ物の英単語
を38枚のカードに記載している。

英単語の発音を録音したＣＤが付
いている。

アルファベット26文字の大文字だ
けを、木を材料にした変型文字で示
している。

提示された単語の中には、一部難
しいものもある。

【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】
カードの内容は「料理・おかし」

「くだもの」「やさい」「のみも
の・調味料など」で構成されてい
る。

カードの表面には食べ物の絵と、
その右上に小さく英単語が書かれて
いる。裏面には絵の内容を表す英単
語と、その右下に日本語訳が書かれ
ている。

見開き２ページの内容構成で、文
字に付記された絵には、英語を使う
国の生活習慣や、文字が織り込まれ
ている。

【表記・表現】 【表記・表現】
絵はカラーのイラストで、写実的

に大きく描かれている。
カード表面の英単語は16ポイント

で、裏面の英単語は28～54ポイント
である。
　日本語訳は９ポイントである。

絵は、異文化の香りを感じさせ、
繊細かつ細部描写に特色がある。
　巻末に単語一覧がある。

【製本の仕方や耐久性等】
カードの大きさはＢ６で持ちやす

く扱いやすい。
カードは厚紙であるが、折れやす

く、耐久性にはやや欠ける。
左上にはホルダーリング用の穴が

あいている。

【製本の仕方や耐久性等】
ハードカバーで、適当な大きさ

（26×23cm) で、耐久性のある装丁
になっている。

英単語には振り仮名が振られてお
らず、指導者が読み方を示すか、Ｃ
Ｄを活用して学習を進める必要があ
る。

外箱に「幼児から」と記載されて
いることについて、配慮を要する。

絵に単語表示はないものの、絵そ
のものに児童の興味をひきつける独
創性がある。

英語のアルファベットに、親しみ
をもたせるのに適切な教材である。

定価
(判・Ｐ)

内
容

そ
の
他

構
　
成
　
上
　
の
　
工
　
夫

種NO

発行

書
名

著者
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【外国語（英語）　発達段階：Ｂ】

英　語　３ 英　語　４ 英　語　５

あかね書房 あかね書房 あかね書房

ことばのえほんＡＢＣ
村上　勉の学習えほん

えいごえほん
ぞうさんのピクニック

村上　勉の学習えほん
えいごえほん

ぞうさんがっこうにいく

村上　勉 村上　勉 村上　勉

1,500円（Ｂ５変形　51Ｐ） 1,500円（Ａ４変形  32Ｐ) 1,500円（Ａ４変形  32Ｐ)

ＡからＺで始まる単語が、アル
ファベット順にカラフルなイラスト
を交えて紹介されている絵本であ
る。

表紙裏には、アルファベット表、
巻末には、体の名称、家族、四季、
月と曜日の英単語が紹介されてい
る。

また、表紙裏に色と数字が紹介さ
れている。

ぞうさん一家が、ピクニックへ行
く一日の出来事を通して、身近な英
単語や英語表現が学べるようになっ
ている。
　内容は日本語で説明がある。

象のエルトンの、学校での一日の
出来事を通して、身近な英単語や、
英語表現が学べるようになってい
る。
　内容は日本語で説明がある。

【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】
アルファベット１文字～２文字の

内容について、見開き２ページで構
成されている。

構成は絵が中心で、見開き２ペー
ジで、一つの話題を扱っている。

英語表現が一つから二つのペー
ジ、物の名前のページ、迷路のペー
ジなど、変化に富んでいる。

構成は絵が中心で、見開き２ペー
ジで、一つの話題を扱っている。

英語表現が一つから二つのペー
ジ、物の名前のページがある。
　適宜、時刻表現を扱っている。

【表記・表現】 【表記・表現】 【表記・表現】
見出しのアルファベットは160ポ

イントで大きく表記されている。
読み方は片仮名の黒字、強く発音

する部分は太字、言葉の意味は平仮
名の青字で表記されている。

絵は優しい筆遣いで大きく描かれ
ている。

　絵はカラフルで親しみやすい。
英単語の文字は小さいが、英語の

文は文字が大きく見やすい。
片仮名で発音、平仮名で意味が書

かれている。

　絵はカラフルで親しみやすい。
英単語の文字は小さいが、英語の

文は文字が大きく見やすい。
片仮名で発音、平仮名で意味が書

かれている。

【製本の仕方や耐久性等】
表紙は厚くビニールコーティング

されている。
中の紙質は厚く耐久性があり、装

丁もしっかりしている。

【製本の仕方や耐久性等】
ハードカバーで、耐久性がある。

装丁、製本ともしっかりしている。
　厚くなく持ちやすい。

【製本の仕方や耐久性等】
　ハードカバーで、耐久性がある。

装丁、製本ともしっかりしてい
る。
　厚くなく持ちやすい。

初歩的な英語を学ぶ生徒の英語へ
の関心を高め、アルファベットや英
単語に親しむ素地をつくるために活
用できる。

アルファベットの順が視覚的に分
かるように工夫されていて辞書の引
き方にも応用できる。

読み聞かせを指導の中心とし、絵
を見て話を膨らませながら、身近な
英単語や、簡単な英語表現に触れさ
せる段階であれば、楽しく英語を学
習するのに適している。

巻頭にアルファベットの大文字、
巻末にアルファベットの小文字が迷
路を楽しみながら学べるようになっ
ている。

えいごえほんシリーズの２冊目で
ある。

構成は「ぞうさんのピクニック」
とほぼ同じだが、英語表現がやや高
度になっている。

本文中でも時計が出てくるが、巻
頭に時刻の表現がまとめられてお
り、巻末には曜日と12か月を表す英
語がまとめられている。

そ
の
他

構
　
成
　
上
　
の
　
工
　
夫

種NO

発行

書
名

著者

内
容

定価
(判・Ｐ)
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【外国語（英語）　発達段階：Ｂ】

そ
の
他

構

成

上

の

工

夫

種NO

発行

書
名

著者

内
容

定価
(判・Ｐ)

英　語　６ ☆ 英　語　７ 英　語　８

岩崎書店 mpi 学研プラス

五味太郎のことばとかずの絵本
絵本ＡＢＣ

クイズでチャンツ
０さい～４さい　こどもずかん

英語つき

デイブ・テルキ　英語監修

950円（Ｂ５変形　24Ｐ）

日常生活の中で見掛ける、英語ア
ルファベット大文字による表示や、
略語が何を意味しているのかが、学
習できるようになっている。

日常生活に関する身近な事柄や表
現を学習できる内容である。

英単語の発音を録音したＣＤが付
いている。

動物、果物、乗り物などのテーマ
別に日本語と英単語がまとめられて
いる絵図鑑である。

【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】
見開き２ページの内容構成で絵が

中心であるが、アルファベット一文
字による表示の学習から始まりＩ
Ｎ、ＯＵＴなどの簡単な語へと進ん
でいく。

　巻頭に目次がある。
１つの単元は見開き２ページで、

色や食べ物などに関わる、10個の単
元で構成している。

一つのテーマが見開きでまとめら
れ、20前後の単語が絵、日本語、英
単語、片仮名読みで示されている。

【表記・表現】 【表記・表現】 【表記・表現】
絵はアルファベット表示が用いら

れる場面が、楽しく描かれている。
アルファベットは、３～４㎝角の

大文字で読み方と意味が書かれてい
る。

本文の最終ページにＡＢＣの復習
ができるようになっている。

各単元の英語の問いの文字の大き
さは26ポイント、本文の英語は18ポ
イントである。

全ページカラー印刷で、鮮やかな
色彩のイラストである。

白地にはっきりとした色と形の絵
が配置され、文字の大きさは８～46
ポイントで表記されている。

【製本の仕方や耐久性等】
装丁はハードカバーでしっかりし

ており耐久性がある。

【製本の仕方や耐久性等】
紙質は光沢があり、やや厚みがあ

る。
表紙はやや硬い紙で、中とじで製

本してあり、耐久性がある。

【製本の仕方や耐久性等】
各ページの端にインデックスが付

いており、ハードカバーで耐久性に
優れ、持ちやすい。

身の回りでよく見掛ける、アル
ファベットの表示や、略語を扱って
いるので、生徒の日常生活にもすぐ
役立つ。

また、この学習を通して、身の回
りの他の英語表示や、略語に興味・
関心を起こさせるのにも役立つ内容
である。

表紙に「小学生英語クイズ」と記
載があり、使用に当たっては、配慮
が必要である。

単語には、振り仮名、発音等が示
されていないので、指導者の発音、
ＣＤの活用が必要である。

付属のＣＤを聞いて学習を行う場
合、聴覚に障害のある生徒には配慮
が必要である。

この本の内容については、イン
ターネットでネイティブの発音を無
料で聴けるサービスがある。

表紙のタイトルに「０さい～４さ
い」という表記があり、配慮が必要
である。

松 香　洋 子、竹村
野田　まゆみ

　千栄子
五味　太郎

1,200円（Ａ４変形  48Ｐ) 1,320円（Ｂ５　24Ｐ）
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【外国語（英語）　発達段階：Ｂ】

そ
の
他

構
　
成
　
上
　
の
　
工
　
夫

種NO

発行

書
名

著者

内
容

定価
(判・Ｐ)

英　語　９ 英　語　１０ 英　語　１１

学研プラス  金の星社 くもん出版

０さい～４さい　こどもずかん
もっと　英語つき

ＡＢＣの えほん 英語のうたカード

デイブ・テルキ　英語監修 いもと　ようこ くもん出版　編

950円（Ｂ５変形　24Ｐ） 1,600円（B４変形　62Ｐ） 1,400円（Ｂ６　39枚）

食べ物、鳥、おもちゃなどのテー
マ別に日本語と英単語がまとめられ
ている絵図鑑である。

ＡからＺの順にアルファベットの
大文字と小文字を一文字ずつ示し、
その文字で始まる二つの単語が挿絵
とともに示されている。

アルファベットの歌、歌詞に数字
が含まれている歌、手足や体を使っ
て遊べる歌、日本でもなじみのある
歌などを中心に39曲の英語の歌が
カードに記載されている。

カードに記載された英語の歌を録
音したＣＤや日本語訳詞も付いてい
る。

【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】
一つのテーマが見開きでまとめら

れ、20前後の単語が絵、日本語、英
単語、片仮名読みで示されている。

一文字について見開き２ページで
構成され、右側のページにアルファ
ベットの大文字と小文字、二つの英
単語が書かれている。

左のページに二つの単語を組み合
わせた絵が大きく描かれている。

39曲の英語の歌がそれぞれ独立し
たカードで収録されている。

カードの表面には英語の題名と歌
のイメージを表現した絵が描かれて
おり、裏面には英語の歌詞が書かれ
ている。

【表記・表現】 【表記・表現】 【表記・表現】
白地にはっきりとした色と形の絵

が配置され、文字の大きさは８～46
ポイントで表記されている。

アルファベットは非常に大きな文
字で表記しており、英単語は20ポイ
ントの文字である。

アルファベットと英単語の読み方
は片仮名で示している。
　全ページがカラー印刷である。

絵はオールカラーで、歌のイメー
ジに合わせて描き方を変えている。

カード表面の文字の大きさは８ポ
イントで、裏面は歌詞の文字数に
よってポイントが5.5～９ポイント
と異なる。

【製本の仕方や耐久性等】
各ページの端にインデックスが付

いており、ハードカバーで耐久性に
優れ、持ちやすい。

【製本の仕方や耐久性等】
　紙質は、光沢があり、厚い。

表紙は、とても硬く、糸かがりで
製本されていて耐久性がある。

【製本の仕方や耐久性等】
カードの大きさはＢ６で持ちやす

く扱いやすい。
カードは厚紙であるが、折れやす

く、耐久性にはやや欠ける。

この本の内容については、イン
ターネットでネイティブの発音を無
料で聴けるサービスがある。

表紙のタイトルに「０さい～４さ
い」という表記があり、配慮が必要
である。

動物が食べものを食べたりするな
どの絵が多く、親しみながら学習に
取り組むことができる。

英語の歌詞には振り仮名が振られ
ておらず、指導者が読み方を示す
か、ＣＤを活用して学習を進める必
要がある。

カード表面左上に記されたナン
バーとＣＤの頭出しのナンバーを対
応させて音声を呼び出すことができ
る。

外箱に「幼児から」と記載されて
いることについて、配慮を要する。
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【外国語（英語）　発達段階：Ｂ】

そ
の
他

構
　
成
　
上
　
の
　
工
　
夫

種NO

発行

書
名

著者

内
容

定価
(判・Ｐ)

英　語　１２ 英　語　１３ 英　語　１４

くもん出版 くもん出版 戸田デザイン研究室

英語カード　家の中のもの編 英語カード　どうぶつ編 和英えほん

くもん出版　編 くもん出版　編
アン　ヘリング

 とだ　こうしろう

1,400円（Ｂ６　38枚） 1,400円（Ｂ６　38枚） 1,300円（Ｂ５変形  36Ｐ）

家の中にある物のうち、身近で覚
えやすい英単語を38枚のカードに記
載している。

英単語の発音を録音したＣＤが付
いている。

親しみやすく覚えやすい動物の英
単語を38枚のカードに記載してい
る。

英単語の発音を録音したＣＤが付
いている。

３歳の幼児用に作られた絵辞書で
ある。

身近な単語を中心に、五十音順に
配列されており、日本語と英語が中
とじの中とびらを使って学習でき
る。

【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】
カードの内容は「家具・電化製

品」「食器」「食べ物」「文房具な
ど」「身につけたり持ち歩くもの」
で構成されている。

カードの表面には家の中にある物
の絵と、その右上に小さく英単語が
書かれている。裏面には絵の内容を
表す英単語と、その右下に日本語訳
が書かれている。

カードの内容は25種の動物の他、
７種の鳥、６種の虫で構成されてい
る。

カードの表面には動物等の絵と、
その右上に小さく英単語が書かれて
いる。

裏面には絵の内容を表す英単語
と、その右下に日本語訳が書かれて
いる。

五十音順に配列され、分量も無理
のない程度にまとめられている。

【表記・表現】 【表記・表現】 【表記・表現】
絵はカラーのイラストで、写実的

に大きく描かれている。
カード表面の英単語は16ポイント

で、裏面の英単語は28～54ポイント
である。
　日本語訳は９ポイントである。

絵はカラーのイラストで、写実的
に大きく描かれている。

カード表面の英単語は16ポイント
で、裏面の英単語は28～54ポイント
である。
　日本語訳は９ポイントである。

絵が原色で明るく、単純化されて
提示されている。

単語が１ページに五つずつの絵と
ともに表記され、見やすいように工
夫されている。

【製本の仕方や耐久性等】
カードの大きさはＢ６で持ちやす

く扱いやすい。
カードは厚紙であるが、折れやす

く、耐久性にはやや欠ける。
左上にはホルダーリング用の穴が

あいている。

【製本の仕方や耐久性等】
カードの大きさはＢ６で持ちやす

く扱いやすい。
カードは厚紙であるが、折れやす

く、耐久性にはやや欠ける。
左上にはホルダーリング用の穴が

あいている。

【製本の仕方や耐久性等】
ハードカバーで耐久性のある本で

ある。
　細型で使いやすくなっている。

英単語には振り仮名が振られてお
らず、指導者が読み方を示すか、Ｃ
Ｄを活用して学習を進める必要があ
る。

外箱に「幼児から」と記載されて
いることについて、配慮を要する。

英単語には振り仮名が振られてお
らず、指導者が読み方を示すか、Ｃ
Ｄを活用して学習を進める必要があ
る。

外箱に「幼児から」と記載されて
いることについて、配慮を要する。

絵が原色で描かれ、見やすくなっ
ている。

単語も、身近なものが選択されて
おり、英語に興味をもつ、読み方に
関心を覚えるなどの工夫がなされて
いる。
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【外国語（英語）　発達段階：Ｂ】

そ
の
他

構
　
成
　
上
　
の
　
工
　
夫

種NO

発行

書
名

著者

内
容

定価
(判・Ｐ)

英　語　１５ 英　語　１６ 英　語　１７

戸田デザイン研究室 戸田デザイン研究室 徳間書店

ＡＢＣえほん 英和じてん絵本 たのしいＡＢＣ

とだ　こうしろう アン　へリング
フランソワーズ　作・絵
中川千尋　　　　　　訳

1,700円（Ａ４変形  64Ｐ） 2,500 円（Ｂ５変形　215Ｐ） 1,900円（Ｂ５変形　54Ｐ）

アルファベットの学習用として、
イラストとカラーを効果的に使った
構成になっている。

アルファベット順に基本単語をイ
ラスト、発音記号、片仮名表記で例
文とともに記載している。

アルファベットとその文字から始
まる単語を、26のお話と絵で紹介し
ている絵本である。

【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】
アルファベット一つ一つが見開き

２ページに展開され、後半部分に
は、それぞれのアルファベットから
始まる単語が発音とともに表示され
ている。

１ページ６語の単語で統一されて
いる。

見やすく簡潔にするために意味の
紹介を限定している。

見開き２ページでアルファベット
１文字を示す構成になっている。

左ページに英単語の説明文が、右
ページに、その単語からイメージさ
れる絵が掲載されている。

【表記・表現】 【表記・表現】 【表記・表現】
一目で分かるよう、原色で鮮やか

に提示されている。
大文字、小文字、筆記体が分かり

やすく表示されている。
本を開くと、視界一杯にアルファ

ベットが提示される。

カラフルなイラストで色とデザイ
ンで分かりやすく表現している。

単語の発音記号と例の英語の文章
が片仮名で書かれている。

　本文は24ポイントである。
アルファベットや単語に、読み仮

名は片仮名5.5ポイントである。
短い物語やそれに関連する絵があ

る。

【製本の仕方や耐久性等】
ハードカバーで、耐久性にも優れ

ている。

【製本の仕方や耐久性等】
表紙が厚く、紙の質も良く耐久性

がある。
頻繁な使用にも耐えるが、両手で

押さえないとすぐに閉じてしまう。

【製本の仕方や耐久性等】
厚手の表紙で、装丁、製本ともに

丈夫で耐久性がある。

絵、文字とも、デザインに工夫が
あり、学習するものの興味を引きつ
ける。

１ページに一つの単語なので、先
へ進むことも楽しみになるような構
成である。

イラストのデザイン、単語の文字
表現が優れ、見て楽しいものになっ
ている。

じてん絵本となっているが難しい
例文があり、指導方法を工夫する必
要がある。

原作は70年前に描かれ、「イン
ディアン」等の表現があるため、指
導に当たっては人権教育上の配慮が
必要である。

また、「かんごふさん」等の表現
は全て女性であり、男女平等教育を
推進する上で配慮が必要である。
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【外国語（英語）　発達段階：Ｂ】

そ
の
他

構
　
成
　
上
　
の
　
工
　
夫

種NO

発行

書
名

著者

内
容

定価
(判・Ｐ)

英　語　１８

永岡書店

こども　ものしりずかん

永岡書店編集部　編

1,000円（特AB　31Ｐ）

「のりもの」や「どうぶつ」など
の18の身近な主題ごとに約20の単語
が英語と日本語で示されている。

【全体の構成や各項目の配列】
大部分が、一つの主題ごとに見開

き２ページで構成され、約20の英単
語が挿絵と日本語で示され、平仮名
で読み方も示されている。

目次は、表紙カバーに示してい
る。

【表記・表現】
全ページがカラーで、はっきりと

した色と線で挿絵が描かれている。
それぞれの絵に、11ポイントのサ

イズの英単語と日本語を併記してい
る。

英語の発音は、６ポイントの平仮
名で示している。

【製本の仕方や耐久性等】
紙質は厚く硬質で光沢があり、

コーティングが施され、十分な耐久
性がある。

表紙は硬く、のりとじで製本され
ている。

英単語の読み方はやや小さい文字
であるが、アクセントの部分は太字
で表記されている。

児童・生徒の生活に密着した素材
が親しみやすい挿絵とともに描かれ
ている。
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【外国語（英語）　発達段階：Ｃ】

英　語　１９ 英　語　２０ 英　語　２１

アプリコット出版 大阪教育図書 くもん出版

Learning World① からだで学ぶ英語教室
英語カード

あいさつと話しことば編

中本　幹子 河野　守夫、末延　岑生 くもん出版　編

1,460円（Ａ４　68Ｐ） 1,550円（Ｂ５　104Ｐ) 1,500円（Ｂ６　46枚）

「住んでる町」や「ぼくのから
だ」など、日常生活に関わる身近な
事項を題材にして英会話の基礎を学
習する内容である。

be動詞、一般動詞、現在進行形、
命令文、比較級など、中学校第１学
年で学習する内容を基本としてい
る。
　歌やゲームが随所に入っている。

生活の中ですぐに使える英語の会
話表現を集め、46枚のカードに記載
している。

英単語の発音を録音したＣＤが付
いている。

【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】
見開き２ページで一つの単元と

なって、英単語や英会話文が絵とと
もに示されている。

右側ページに直接書き込みながら
学習をすることもできる構成となっ
ている。

巻頭に到達目標、巻末にシラバス
がある。

「聞く」練習から入って、「話
す」練習に移るが、ほとんどが、生
徒の動作を通して学習するように
なっている。

内容は「あいさつやよびかけの表
現」「自分のまわりのことをいう表
現」「人に話しかける表現」で構成
されている。カードの表面には場面
を表した絵と吹き込みで英会話が書
かれている。

裏面には英会話表現が大きく書か
れ、右下にその意味も添えられてい
る。

【表記・表現】 【表記・表現】 【表記・表現】
全ページカラーで、鮮やかな色彩

のイラストが描かれている。
文字の大きさは24ポイントを中心

に使用し、特に強調したい部分では
様々なフォントを使用し、強調して
いる。

聞いて動作することがねらいと
なっているので、発音の表記はな
い。

絵は、生徒の理解を助けるための
重要な働きをしている。

巻頭に、本書の特徴や使い方が詳
しく載っている。
　巻末にワードリストがある。

絵は色彩が鮮やかではっきりとし
ている。

カード表面の文字の大きさは16ポ
イントで、裏面は訳語が９ポイン
ト、英会話表現は使われている文字
数によってポイントが18～42ポイン
トと異なる。

【製本の仕方や耐久性等】
　紙質は光沢がなく、厚い。

表紙は柔らかいが、コーティング
が施され、のりとじで製本されてい
る。

【製本の仕方や耐久性等】
装丁、製本ともしっかりしてお

り、紙も厚く丈夫である。

【製本の仕方や耐久性等】
カードの大きさはＢ６で持ちやす

く扱いやすい。
カードは厚紙であるが、折れやす

く、耐久性にはやや欠ける。
左上にはホルダーリング用の穴が

あいている。

読み仮名や対訳が無く、本文は全
て英語で表記しているため、指導時
には配慮が必要である。

別売りのＣＤ(定価1,155円)があ
る。

　本書は、生徒の演技や劇化など、
動作を通して音声言語をヒヤリン
グ、スピーキングの順に学ぶ教授法
である。
  Total    Physical    Response
Approach に基づいているので、巻頭
の「本書の使い方」をよく読み理解
してから、指導に当たる必要があ
る。

英会話表現には振り仮名が振られ
ておらず、指導者が読み方を示す
か、ＣＤを活用して学習を進める必
要がある。

外箱に「幼児から」と記載されて
いることについて、配慮を要する。

そ
の
他

構
　
成
　
上
　
の
　
工
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内
容

定価
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【外国語（英語）　発達段階：Ｃ】

そ
の
他

構
　
成
　
上
　
の
　
工
　
夫

種NO

発行

書
名

著者

内
容

定価
(判・Ｐ)

英　語　２２ 英　語　２３ 英　語　２４

くもん出版 くもん出版 くもん出版

英語カード　町の中のもの編 英語カード　たのしい会話編 英語カード　おでかけの会話編

くもん出版　編 くもん出版　編 くもん出版　編

1,400円（Ｂ６　38枚） 1,500円（Ｂ６　46枚） 1,500円（Ｂ６　46枚）

町の中にある物のうち身近で覚え
やすい英単語を38枚のカードに記載
している。

英単語の発音を録音したＣＤが付
いている。

毎日の生活の中で使える英語の応
答表現を集め、46枚のカードに記載
している。

２枚１組で一つの対話になってい
る。

リスニングのためのＣＤも付いて
いる。

ハイキングや、動物園、遊園地な
どへの外出時に使える英語の応答表
現を集め、46枚のカードに記載して
いる。

２枚１組で一つの対話になってい
る。

英会話の発音を録音したＣＤが付
いている。

【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】
カードの内容は「建物」「町にあ

る施設」「乗り物」「公園にあるも
の」「店」で構成されている。カー
ドの表面には町の中にある物の絵
と、その右上に小さく英単語が書か
れている。

裏面には絵の内容を表す英単語
と、その右下に日本語訳が書かれて
いる。

カードの内容は２枚１組で一つの
対話になっていて、全部で23種類の
会話で構成されている。

カードの表面には、場面を表した
絵と、英会話が吹き出しで書かれて
いる。

裏面には英会話表現が大きく書か
れ、その右下に日本語訳が書かれて
いる。

カードの内容は２枚１組で一つの
対話になっており、全部で23種類の
会話で構成されている。

カードの表面には、場面を表した
絵と、英会話が吹き出しで書かれて
いる。

裏面には英会話表現が大きく書か
れ、その右下に日本語訳が書かれて
いる。

【表記・表現】 【表記・表現】 【表記・表現】
絵はカラーのイラストで、写実的

に大きく描かれている。
カード表面の英単語は16ポイント

で、裏面の英単語は28～54ポイント
である。
　日本語訳は９ポイントである。

絵は色彩が鮮やかではっきりとし
ている。

カード表面の英単語は16ポイント
で、裏面の英単語は20～44ポイント
である。
　日本語訳は９ポイントである。

絵は色彩が鮮やかではっきりとし
ている。

カード表面の英単語は16ポイント
で、裏面の英単語は18～74ポイント
である。
　日本語訳は９ポイントである。

【製本の仕方や耐久性等】
カードの大きさはＢ６で持ちやす

く扱いやすい。
カードは厚紙であるが、折れやす

く、耐久性にはやや欠ける。
左上にはホルダーリング用の穴が

あいている。

【製本の仕方や耐久性等】
カードの大きさはＢ６で持ちやす

く扱いやすい。
カードは厚紙であるが、折れやす

く、耐久性にはやや欠ける。
左上にはホルダーリング用の穴が

あいている。

【製本の仕方や耐久性等】
カードの大きさはＢ６で持ちやす

く扱いやすい。
カードは厚紙であるが、折れやす

く、耐久性にはやや欠ける。
左上にはホルダーリング用の穴が

あいている。

英単語には振り仮名が振られてお
らず、指導者が読み方を示すか、Ｃ
Ｄを活用して学習を進める必要があ
る。

外箱に「幼児から」と記載されて
いることについて、配慮を要する。

英会話表現には振り仮名が振られ
ておらず、指導者が読み方を示す
か、ＣＤを活用して学習を進める必
要がある。

外箱に「幼児から」と記載されて
いることについて、配慮を要する。

英会話表現には振り仮名が振られ
ておらず、指導者が読み方を示す
か、ＣＤを活用して学習を進める必
要がある。

外箱に「幼児から」と記載されて
いることについて、配慮を要する。
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【外国語（英語）　発達段階：Ｃ】

そ
の
他

構
　
成
　
上
　
の
　
工
　
夫

種NO

発行

書
名

著者

内
容

定価
(判・Ｐ)

英　語　２５ ☆　英　語　２６ 英　語　２７

三省堂 数研出版 成美堂出版

英語のゲーム　音で遊ぼう
小学英語の基礎を固める

学ぼう！英語
単語・発音・アルファベット

ＣＤつき
楽しく歌える英語のうた

下　薫 根岸　雅史　監修 伊勢　誠　監修

1,900円（Ｂ５変形　68Ｐ） 950円（Ｂ５　95Ｐ） 1,400円（Ｂ５変形　95Ｐ）

主に小学生向けの英語活動のテキ
ストとして編集され、クイズやゲー
ムを楽しみながら英語の基礎を学習
する内容である。

英語の音声や基本的な表現、大文
字と小文字の違いなどについて学習
できる内容である。

英単語の発音を録音したＣＤが付
いている。

外国の子供の英語の歌が29曲集め
られた歌集である。

日本でも親しまれている曲があ
り、手遊び歌、身体動作を伴う歌等
が、楽譜付きで収録されている。

また、歌詞の日本語訳や歌が作ら
れた背景なども説明されている。

【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】
見開き２ページで一つのテーマを

扱い、22のテーマと巻末の手引き、
ＣＤ収録の音声内容で構成されてい
る。

付録のＣＤには、各ページに対応
して会話やクイズなどが収録されて
いる。

　巻頭に目次がある。
導入と３つの単元で、アルファ

ベットや発音、英単語を学習する構
成である。

１曲が２～４ページにまとめられ
ており、全部で29曲を載せている。

楽譜や英語歌詞、日本語訳等も含
まれている。

【表記・表現】 【表記・表現】 【表記・表現】
書き込み式のワークの欄を設けて

いる。
文字の大きさは８～44ポイントで

表記されている。

見出しは44ポイント、本文の文字
の大きさは14ポイント、吹き出しの
セリフは10ポイントである。

全ページカラー印刷で、鮮やかな
色彩のイラストである。

一部の漢字に振り仮名が振ってあ
る。

絵は色鮮やかに描かれ、生徒の興
味を喚起するものである。

英語の歌詞は、約12ポイントの文
字で表記されている。

【製本の仕方や耐久性等】
装丁、製本ともしっかりしてお

り、紙質も厚く丈夫である。

【製本の仕方や耐久性等】
　紙質は薄い。

表紙はやや硬い紙で、のりとじで
製本してある。

【製本の仕方や耐久性等】
装丁、製本ともしっかりしてお

り、紙質も厚く丈夫である。

会話やクイズなどを収録したＣＤ
を活用し、英語を聴きながら学習す
ることができる。

裏表紙に本の構成、各ページの
テーマやねらいがあり、指導計画を
作成する上で参考になる。

表紙に「小学英語」と記載があ
り、使用に当たっては、配慮が必要
である。

インタビュー形式の挿絵があり、
親しみをもって読める。

単語には発音等が示されていない
ので、指導者の発音、ＣＤの活用が
必要である。

付属のＣＤを聞いて学習を行う場
合、聴覚に障害のある生徒には配慮
が必要である。

歌を収録したＣＤが付いており、
音楽を通して学習することができ
る。

親しみやすい曲が取り上げられて
いるが、原曲の歌詞、訳などの説明
部分は、生徒が読みこなしていくに
は配慮が必要である。
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【外国語（英語）　発達段階：Ｃ】

そ
の
他

構
　
成
　
上
　
の
　
工
　
夫

種NO

発行

書
名

著者

内
容

定価
(判・Ｐ)

☆　英　語　２８ 英　語　２９ 英　語　３０

成美堂出版 創英社 創英社

ＣＤつき　小学生の英語レッスン
絵でみて学ぼう英会話

New  ABC of  English  基本編
New　ABC　of　ENGLISH　単語編

（新装改訂新版）

　　五島　正一郎　　　監修
　　グレン・ファリア　監修

飯塚　佐一 飯塚　佐一

1,300円　（Ｂ５　127Ｐ） 933円（Ｂ５　83Ｐ） 933円（Ａ５　78Ｐ）

日常会話でよく使われる挨拶や簡
単な質問、身近な言葉の会話表現を
学習できる内容である。

英単語の発音を録音したＣＤが付
いている。

家庭や学校など、身近な場面での
英会話表現を集めた、聞くこと、話
すことを重視したテキストである。

子供の身近な言葉、乗り物や宇宙
などに関する、約700語が収録されて
おり、それらの学習で簡単な会話の
練習できるようになっている。

英単語の発音を録音したＣＤが付
いている。

【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】
　巻頭に目次がある。

１つの単元は見開き２ページで、
日常生活場面を想定した挨拶、質
問、身近なシチュエーションで使え
る表現を示している。

基本的に構成は、絵が中心で、見
開き２ページで２場面となってい
る。

右ページには、リスニングの練習
問題がある。

見開き２ページで一つの単元に
なっている。

20前後の単語や簡単な文章が、絵
とともに記載されている。

単元ごとに「LET'S TRY!」という
設問がある。
　表紙裏も学習に活用できる。
　目次がある。

【表記・表現】 【表記・表現】 【表記・表現】
見出しは42ポイント、英語の本文

の文字の大きさは22ポイントであ
る。

全ページカラー印刷で、鮮やかな
色彩のイラストである。

全ての英文に片仮名で読み方を示
している。

全ての漢字に振り仮名が振ってあ
る。

文字の大きさは18ポイントであ
る。

イラストはカラーで単純化されて
おり、各場面の状況が分かりやすく
なっている。

本文の読み仮名、日本語訳はな
い。

文字の大きさは、20～32ポイント
で、全ページカラ―である。

表記はアルファベットで日本語訳
はない。

単元名は日本語に訳されており、
漢字には振り仮名が付いている。

順番を表す数字及び｢LET'S TRY!｣
に記されている日本語は丸ゴシック
体の７ポイントで表記されている。

【製本の仕方や耐久性等】
紙質は光沢があり、やや厚みがあ

る。
表紙はやや硬い紙で、のりとじで

製本してある。

【製本の仕方や耐久性等】
製本が丈夫で、カバーもあること

で耐久性が高い。

【製本の仕方や耐久性等】
表紙は厚紙で、ビニールコートさ

れたカバーが付いている。

表紙に「小学生の」と記載があ
り、使用に当たっては、配慮が必要
である。

本文の一部に配慮が必要な表現が
ある。

読み方を示す片仮名には、アクセ
ント部分を太字で示している。

身近な状況を扱っており、興味や
関心をもちやすい。
　英単語は文字間がやや狭い。

付属のＣＤを聞いて学習を行う場
合、聴覚に障害のある生徒には配慮
が必要である。

指導用マニュアル、ＣＤが付いて
いる。

　ページによっては情報量が多い。
また、絵の上にアルファベットが

書かれていたり、絵と単語の位置が
離れていたりするので、丁寧に対応
する必要がある。

付録のＣＤは、各ページに対応し
て発音などの学習ができるよう工夫
されているため、視覚障害の児童･生
徒にも活用できる。
　指導者用マニュアルがある。

巻末の英語索引は簡単な辞書とし
ても活用することができる。

−267−



【外国語（英語）　発達段階：Ｃ】

そ
の
他

構
　
成
　
上
　
の
　
工
　
夫

種NO

発行

書
名

著者

内
容

定価
(判・Ｐ)

英　語　３１ 英　語　３２ 英　語　３３

創英社 日本トータルアカデミー 日本トータルアカデミー

New　ABC　of　ENGLISH　会話編
（新装改訂新版）

Enjoy English① Enjoy English②

飯塚　佐一 松井　直美 他
松井直美　岡村幸彦
Simon Samuel Konen

 Chistopher M.Mattison

933円（Ａ５　78Ｐ） 1,780円（Ａ４変形　54Ｐ） 1,780円（Ａ４変形　54Ｐ）

日常生活でよく使われる英語表現
を中心に学習する内容となってい
る。

英単語の発音を録音したＣＤが付
いている。

登場人物の日常会話で英会話の基
本的な表現を学習できる内容であ
る。

付属のリスニングＣＤにネイティ
ブの発音による会話文、単語、熟
語、歌などが入っている。

登場人物の日常会話で英会話の基
本的な表現を学習できる内容であ
る。

付属のリスニングＣＤにネイティ
ブの発音による会話文、単語、熟
語、歌などが入っている。

【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】
見開き２ページで一つの単元に

なっている。
10前後の会話文が、絵とともに記

載されている。
単元ごとに「LET'S TRY!」という

設問がある。
　表紙裏も学習に活用できる。
　目次がある。

１ユニット４ページで、全12ユ
ニットで構成してある。

１ユニットには、会話、単語、例
文、アルファベットの書き方などが
付いている。
 目次がある。

１ユニット４ページで、全12ユ
ニットで構成してある。

１ユニットには、会話、単語、例
文、アルファベットの書き方などが
付いている。
 目次がある。

【表記・表現】 【表現・表記】 【表現・表記】
文字の大きさは、20～32ポイント

で、全ページカラ―である。
表記はアルファベットで日本語訳

はない。
　漢字には振り仮名が付いている。

順番を表す数字及び｢LET'S TRY!｣
に記されている日本語は丸ゴシック
体の７ポイントで表記されている。

教科書体で26ポイントで表記され
ている。
　全ページカラーである。

例文にはページの下部に、単語に
はその部分の下部に日本語訳が付い
ている。
　はっきりとした色調の絵である。

教科書体で24ポイントで表記され
ている。
　全ページカラーである。

例文にはページの下部に、単語に
はその部分の下部に日本語訳が付い
ている。
　はっきりとした色調の絵である。

【製本の仕方や耐久性等】
表紙は厚紙で、ビニールコートさ

れたカバーが付いている。

【製本の仕方や耐久性等】
　紙質はやや厚みがある。

表紙は柔らかい紙で製本はのりで
とじてある。

【製本の仕方や耐久性等】
　紙質はやや厚みがある。

表紙は柔らかい紙で製本はのりで
とじてある。

付録のＣＤは、各ページに対応し
て発音などの学習ができるよう工夫
されているため、視覚障害の児童･生
徒にも活用できる。
　指導者用マニュアルがある。

巻末の英語索引は簡単な辞書とし
ても活用することができる。

英会話には発音等が示されていな
いので、指導者の発音、ＣＤの活用
が必要である。

英会話には発音等が示されていな
いので、指導者の発音、ＣＤの活用
が必要である。

本書はシリーズになっており、①
の学習を踏まえ難易度を少し上げた
ものである。
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