
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

卵、幼虫、さなぎ、蝶へという変態が美しい色使いとお話でつづられていて、あおむしが蝶になるまでの過程がわかりやすい。    

あおむしが食べた所の穴の後が、１，２，３と構成されており、指で触りながら楽しく数の学習ができる。

曜日の学習もできる。

色彩が鮮やかでページいっぱいに書かれている数字が、子どもの注意を引きやすい。

楽しい絵と文で数を数えることができる。

書き順も矢印で示した指なぞり用の大きな数字が特徴的で、数字の読み方も目で確認できる。

童謡と子どもの好きなアニメの歌までと収録曲が多く活用の幅が広げられる。

聴きたい歌を自分で選びボタンを押す操作ができ、言葉で伝えることが苦手な児童でも自分の好みをボタン操作を通して伝えることができる。

歌入りとカラオケと両方あることで、自ら声を出したり歌ったりすることのきっかけにつながりやすい。

お話に沿って、付属のペンで直接絵本に書き込むことができるので、児童の興味関心を引きやすい。

ペンはティッシュで簡単に消すことができるので、繰り返し活用できる。

自由に書き込めるページや書かれている絵からイメージして描くページなど、児童の実態に応じて幅広く活用できる。

判型が大きく、扱いやすい。

犬や猫などいろいろな動物の返事の仕方を繰り返す楽しい仕掛けで構成されている。

個々の子どもの名前に置き換えることで、あいさつの指導に活用できる。

"お手本のうた付き！
どうよううたのえほん"

ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえ
ほん　あそぼ！

偕成社
"あかちゃんのおあそびえほん６
いいおへんじできるかな"

12-8
ジュラ出版
所

O02

06-1
R06

01-1 あかね書房 I02

21-1
永岡書店 O07

芦屋特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成２７年度採択理由書

06-1 偕成社 T01 エリック・カールの絵本 はらぺこあおむし

”村上勉の学習絵本
おかあさんだいすき１・２・３”



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

親しみやすい絵で、子どもたちがよく知っている動物が登場するので興味が持ちやすい。

絵本を通して多くの色を知り、好きな色を見つけるなど、それぞれに色を感じて欲しいため。

絵がカラフルでわかりやすく、図地の弁別がしやすい。

親しみやすい絵でこどもたちが楽しんで学習をすることができる。

身近な物や動物の名前を知ることができる。

音が鳴るので子どもたちが興味を持ちやすい。

お手本のうたがついているので真似して歌ったり、お手本に合わせて声を出したりしやすい。

くりかえしのあるお話で、子どもたちが親しみやすくリズムよく読める。

”同じ”ということを意識づけ、実物どうし、実物と写真やカードのマッチングの学習につなげやすい。

絵がカラフルで児童にとってわかりやすいものであり、食べ物を題材にしているということで、多くの児童にとって

興味を持って楽しみながら学習ができると考えたため。また、「しりとり遊び」など、発展性のある学習につなげて

いけるものと考えられるため。

なじみのキャラクターが遊ぶ姿を通してルールを学ぶことができる。

みんなと一緒に遊ぶときにルールがあること、ルールを守ることでみんなと楽しさが共有できることなどを学べる。

親しみが持てる絵柄に子どもたちが興味をもちやすい。

鉛筆を持ちはじめた子どもたちが、点結びや線ひきの経験をすることができる。

直線、曲線など様々なパターンの線があり、文字を書く前段階の練習ができる。

見やすいイラストで子どもたちが興味を持ちやすい。

芦屋特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成２７年度採択理由書

04-1 絵本館 A09 五味太郎の絵本９　いろ

あかちゃんとおかあさんの絵本
ハティちゃんのまる・さんかく・しか
く

07-2 金の星社 B03

21-1 永岡書店

10-4 こぐま社 C01

40-3

06-1

08-1 くもん出版 F01

お手本のうた付き！
どうよううたのえほん２

ぶうとぴょんの絵本　おんなじおんなじ

ノンタンあそぼうよ（１）
ノンタンぶらんこのせて

偕成社 D01

リーブル
あっちゃんあがつくたべものあいうえ
お

はじめてのえんぴつ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

隠れている動物を探すことで、ページをめくるごとに「次は誰が隠れているかな？」と、期待を持たせやすい構成である。

会話が中心の展開であるため、分かりやすく親しみやすい内容である。友だちと仲良く遊ぶことやかくれんぼ遊びの

導入としても活用できる。

一つ一つの絵が大きく描かれており、ものの名前を習得する教材として利用しやすい。また、カードの裏には解説が

あり、そのものについての話題を広げるきっかけになりやすい。絵をみて名前を言ったり、実物と合わせてそのもの

の名前や色、特徴などを学習することに適している。

1～10までの範囲で学習ができ、数字を語呂合わせで学べる楽しさが期待できる。色使いがはっきりしており、イラス

トに注目させやすい。いろいろな数字の読み方の表記があり、そのイラストに合わせて数えることができるので、

身近な生活と合わせての学習にも取り組みやすい。

親しみのある子どもの歌が収録されており、リズムを意識させるための手がかりとなりやすい。また、ばちと太鼓が

ついていることから、やってみたい気持ちが高まることが期待され、興味、関心を引き出しやすいと考える。

いくつかの音色の種類があり、音の違いに気づくことにもつながると考えられる。

塗る部分が大きく、輪郭がはっきりとしているため塗りやすい。果物や身近な物の塗り絵のため、子どもが自由に

好きな色で塗れるだけでなく、「リンゴは何色？」と実物と比較しながら色の学習・認識に適している。１ページに

１つの物しか描かれていないのも、わかりやすく利用しやすい。

身近な野菜がきれいな色彩でいくつも描かれて、また、子どもにとって興味をひく内容である。繰り返しの問いかけ

に対して、子どもたちの中で想像を膨らませるのに有効である。野菜のおなか(輪切りにした中身)を見ることで、

知っている野菜から新たな発見をさせることにもつなげられる。

トイレでの排泄は大きな課題である為、この絵本を通して親しみやすいイラストから繰り返し排泄をする内容が伝わ

りやすい。また、しかけ絵本であるため児童が参加して操作でき、主体的にお話に参加できることが期待できる。

凝音語がたくさん入っており、わかりやすい。

文章表現に繰り返しが多く、リズム感があり楽しく読める。

色彩が豊かで親しみやすい。

子どもたちの大好きなエリック・カールシリーズの絵本で、興味を持ちやすい。

一頭の象から十羽の鳥まで、見開ごとに大きく貨車に乗った動物たちが描かれ、工夫が凝らされている。

ゾウ、キリンなど、子どもの大好きな動物が登場するので、楽しみながら数への認識を高めることができる。

顔の部位や表情の理解につなげやすい。

いろいろな顔があり、想像力の育成に適している。

色彩のコントラストがはっきりしており、形がわかりやすい。

各ページに作品例が載っている。

説明が図例で具体的に表現されて、視覚的にもとらえやすい。

手や足での感触遊びや色の変化を楽しみながら、形にとらわれず、自由に表現できる内容である。

エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ

あかちゃんのあそびえほん（４）
ひとりでうんちできるかな

8 28-1 福音館 K03 　日本傑作絵本シリーズ　ドオン！

7 06-1 偕成社 R04

あかちゃんとおかあさんの絵本
ハテイちゃんのいち・に・さん

おととあそぼうシリーズ7
ドン！ドコ！ドン！たいこ

やさいのおなか

9 06-1 偕成社 A02

10 10-4 こぐま社 G01

あそびのおうさまBOOK
はじめてぬるえほん

30-2 ポプラ社 O07

かおかおどんなかお

6 28-1

G07

福音館 B09

学研

3 07-2 金の星社 B02

5 06-2

4

生活図鑑カードくだものやさいカード
１　集

2 08-1 くもん出版 B02

芦屋特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成２７年度採択理由書

1 06-1 偕成社 W01
木村裕一　しかけ絵本（１）
みんなみんなみーつけた

11 02-1 岩崎書店 A17 あそびの絵本　えのぐあそび



 

 

 

 

 

 

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

自分でページをめくってお弁当をあけるしかけがあり、蓋をあけるときの期待感を味わえる。

柔らかいタッチの絵で描かれており、優しい気持ちで動物たちの会話を楽しむことができる。

お弁当の中身が色鮮やかで視覚的にも面白いので子どもの興味をひきやすい。

カード形式で扱いやすく、絵と文字がバランスよく配置されている。

身近な生活の中での使い方もわかるなど親しみやすい。

筆順が色で示されており文字を繰り返しなぞって書き方の練習ができる。

動物を数えながら１から１０までの数を学ぶことができる。

文字がなく、ページをめくるごとに数字と動物がその数だけ出てくるとてもシンプルでわかりやすい絵本である。

カラフルな色使いで、絵も楽しくわかりやすい。

表面には時計の文字盤、裏面は時計の読み方が書いてあり、時計の基本的なパターンを学ぶことができる。

カードの1枚は、長針と短針が型抜きしてあり、組み立てて使うことができる。

時計の指針を直接書き込める予定表が付録されてあり、１日の生活の中で時計を意識しやすい構成になっている。

鍵盤つきで実際に演奏して楽しめる。

鍵盤に凹凸があり押した感じがわかりやすい。

カラオケ機能がついており、鍵盤操作の難しい児童でも楽しめる。

切ったり貼ったりしながらハサミやのりの練習ができる。

動物や食べ物などテーマ別に分かれており、行事などのシーンごとに使い分けて制作ができる。

イラストに貼る用紙は様々な色や形があり、児童にあったページを個別に選択できる。

単純な文章と、わかりやすい絵で構成されており、短時間で楽しめる内容になっている。

歯医者さんと患者さんの二人の立場に立って絵本を読むことができる。

立場は違うが同じセリフを言う二人の言葉遊びが楽しめる。

｢あ｣から｢ん｣まで濁音、半濁音も含めて69音すべてのひらがなを言葉遊びをしながら覚えることができる。

キャラクター化された食べ物がたくさん登場し、食べ物の勉強にもなる。

１ページ１ページそれぞれのイラストにストーリー性があり、絵だけでも楽しめる。

芦屋特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成２７年度採択理由書

1 06-1 偕成社 Y01
ともだちだいすき(２)
おべんとうなあに？

書きかたカード
｢ひらがな｣

2 08-1 くもん出版 C01

3 06-1 偕成社 A02

08-1 くもん出版 D02

5 21-1

6 06-2

OO8

4

偕成社 U01

エリック・カールかずのえほん
１，２，３

どうぶつえんへ

とけいカード

あそびのおうさま
ＢＯＯＫ　はって

学研 O02

永岡書店
どうようピアノえほん
9曲のカラオケが歌える

自動演奏つき！

リーブル OO1
あっちゃんあがつく
たべものあいうえお

7 06-1
五味太郎の絵本
わにさんどきっ

はいしゃさんどきっ

8 40-3



 

 

 

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由
・わにさんと歯医者さんの掛け合いが面白く、リズミカルな言葉の繰り返しで読みやすい。

・ユーモアあふれるストーリーで、子どもたちが苦手とする歯医者さんへの恐怖を取り除いてくれる。

・五味太郎さん独特の暖かい色づかいとふっくらと描かれている人物で心が和む。

・子どもたちの大好きなエリック・カールシリーズの絵本で、興味を持ちやすい。

・一頭の象から十羽の鳥まで、見開ごとに大きく貨車に乗った動物たちが描かれ、工夫が凝らされている。

・ゾウ、カバ、キリンなど、子どもの大好きな動物たちが汽車で動物園へ行き、楽しみながら数への認識を高めることができる。

・バチがついており、実際に叩くことが出来る。

・曲と太鼓の音が数種類入っており、さまざまな曲にあわせて自由に演奏することができる。

・子どもの好きな歌の楽譜と歌詞も記載されており、発達段階に合わせた使い方ができる。

・自由に遊んで色彩感覚、創造力を豊かに育むことができる。

・塗る活動を通して、生まれながらに持っている発想力や独自性、創造性を発揮することができる。

・一つひとつの絵が大きいので、ダイナミックに塗ることができる。

・病気にならないための約束事や、体の不思議のＱ＆Ａなど最後まで子供を飽きさせない作りになっている。

・全身図で筋肉･血管･神経・骨格など絵で描かれた小人がそれぞれどんな働きをしているのか子供に分かりやすい言葉で話している。

・子どもへの配慮から体内のリアルな写真はないので、どの発達段階の子どもにも使うことができる。

・子どもが分かりやすいように、イラストと写真で作り方の説明がされている。

・日頃食べるおかしが取り上げられており、子どもたちがイメージしやすく、作る意欲を引き出しやすい。

・食を通して、自らの食について考える習慣や食に関する様々な知識と食を選択する判断力を楽しく身に付けることができる。

・絵がリアルなので、子どもたちにとても分かりやすい。

・コップ、テレビ、いすなど、身近な道具31点が収録されている。

・道具に対する興味や関心を育てながら、その仕組みや使い方などにふれることで、生活知識を広げていくことができる。

・子どもが自らの指を使って、フィンガーペイントを楽しむことができるような工夫がたくさんある。

・簡単なイラストとともに、一つ一つの手順が記載されており、分かりやすい。

・スタンプの種類が豊富で、動物や魚、のりものなど子どもが興味を持ちやすいイラストがある。

・身近な草花のイラストが多く、草花への興味を持ちやすい。

・草花の細かなイラストと名前が紹介されていて、図鑑としての活用できる。

・ストーリー性があり、季節を感じる物語として読むことができる。

芦屋特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成２７年度採択理由書

1 06-1 偕成社 U01
五味太郎の絵本
わにさんどきっはいしゃさんどきっ

エリック・カールかずのえほん
１、２、３どうぶつえんへ

2 06-1 偕成社 A02

3 21-1 永岡書店 012

5 06-2

4

6 07-2

I01

金の星社 F05

学研 あそびのおうさまずかん1 からだ

06-2 学研 G07

9 28-1 福音館 G06
福音館の科学シリーズ
野の草花

生活図鑑カード　生活道具カード

8 06-1 偕成社 F01
エンバリーおじさんの絵かきえほん
しもんスタンプでかいてみよう

7 08-1 くもん出版 B07

リズムにあわせて、うたいながら、た
たこう！たいこでドン！ドン！スペ
シャル！

あそびのおうさまＢＯＯＫ
はじめてぬるほん

ひとりでできるもん！５
すてきなおかし作り



 

 

 

 

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

表情豊かな楽しい絵によって身近な事柄や物の名前の学習ができる。  

日常生活との関わりの中から、名前を学習することができる。    

児童が興味を持てそうな食べ物の写真が多い。

食べてみたいという興味から、語彙につなげることができる。

ユーモアがある話で楽しみながら文字の学習ができる。

題材を使って文字の学習をしたり、読む学習をしたりできる。

柔らかな色彩とかわいいイラストで親しみやすく、繰り返し読み聞かせることでイメージを膨らませやすい構成である。

リズミカルな単語のくり返しが多く、発語のない子どもでもリズムや抑揚で楽しい雰囲気を共有できる。　

簡単な足し算と引き算の意味がわかりやすく説明されている。

絵がはっきりしており、色使いも鮮明でわかりやすい。

印象深い絵で、細部まで楽しみながら学習できる。

生活の中の数学的な考え方を興味深く学べる。

カラフルなタッチのイラストが児童の興味を引く。

動物の数を数えることで数と数量の理解につなげることができる。

1～10までの数を意識することができる。大きな絵のため指で確かめながら声に出し数字を読む事ができる。

身近にある物が量の見本として登場するため、楽しみながら数を数えることができる。

本が小さく、扱いやすい。語彙にリズムがあり、耳に残りやすい。

色彩のコントラストがはっきりしていて、わかりやすい。

バチが付いており、実際にたたいてリズムを楽しめる。

身近な曲が入っており、触ってみようという興味を引き出すことができる。

1ページごとに自由に色を塗ることができ、創造しながら学習できる。そのまま作品として残せる。

大きく、様々な絵があるので、楽しみながら色彩感覚を育むことができる。

簡単でおいしいたまご料理が15種類紹介されており子どもの興味を引きやすい。

材料や作り方がイラストでかかれており分かりやすく作りたいという意欲がわきやすい。

石や水、光や音、風などを利用して遊んだりくっついたりするあそびやおもちゃがかかれている。

絵や写真が多く分かりやすく子どもが興味を持ちやすい。
13 27-1 ひかりのくに I08 改訂新版体験を広げるこどものずかん８あそびのずかん

11 06-2 学研 G07 あそびのおうさまBOOK　はじめてぬるほん

12 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

あかちゃんとおかあさんの絵本　キティちゃんのまる・さんかく・しかく

エリックカール　かずのえほん１，２，３　どうぶつえんへ

8 21世紀幼稚園百科６　かず・あそび１，２，３

7

たいこでドン！ドン！スペシャル

9 07-2 金の星社 B03

10 21-1 永岡書房 O12

06-1 偕成社 A02

12-2 小学館 B06

あいうえおうさま

けんちゃんとあそぼう１　のってのって

安野光雅の絵本　はじめてであうすうがくの絵本１福音館 I01

童心社 かずのえほん3　0から10までのたしざんひきざん

01-1 あかね書房 E01

5 20-1

6 28-1

A03

4

学研 I07

3 40-1 理論社 A01

あそびのおうさまずかん７　たべもの

芦屋特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成２７年度採択理由書

1 06-1 偕成社 O10 五味太郎・言葉図鑑（10）なまえのことば

2 06-2


