
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

文字と単語、イラストが同時に書かれており理解しやすい。

色彩が鮮やかで生徒の注意を引きやすい。

描かれている場面が日常生活にあるもので親しみやすい。

場面設定が学校で親しみやすい。

学校でよく使う言葉がふんだんにあり実用的である。

イラストがきれいで日本語と英語の両方が書かれている。

表情豊かなイラストとともに表現されており親しみやすい。

日々の暮らしの中で使う言葉が取り上げられているので生徒の興味を引きやすい。

グループ活動でも利用しやすい。

生徒が持ちやすいサイズである。

絵のタッチが柔らかく、生徒の興味関心を引きやすい。

それぞれのページに仕掛けがほどこされていて、内容に親しみやすい。

シンプルな図表で時計の時刻がわかりやすい。

自作の時計盤もあり、日常生活においても活用できる。

アナログ時計とデジタル時計の対応もわかりやすくなっている。

親しみやすいキャラクターが使用されている。

日本の各都道府県の名産や特色が平易な言葉で書かれている。

A版サイズで見やすい。

キャラクターが楽しく世界のことを紹介するので興味を引きやすい。

サイズが大きく地図を見やすい

世界各地域を写真付きで紹介しているので理解しやすい。

ある程度文字を覚えた児童生徒も書写教材として使用できる。

ゴシック体のわかりやすい大きな文字で読みやすく、イラストも見やすい。

短い詩的な文やクイズなどがそれぞれのページについており、楽しみながら学習することができる。

簡略な絵で描かれた枠の中に直接自由に描き加えることができる。

装丁が大きく使いやすい。

紙質が、クレヨン・色鉛筆・水彩絵の具に対応でき、使いやすい。

本のサイズが大きく、イラストも大きく描かれていて見やすい。

数量の多少を比較しやすい内容構成になっている。

生活に関わる様々な物が比較対象になっている。

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

4 ０６－１ 偕成社 W01
木村裕一のしかけ絵本１
みんなみんなみーつけた

かずのえほん１
どっちがたくさん

10 ２０－１ 童心社 A01

6 １２－２ 小学館 L02

１７－１ チャイルド

1 ０１－１

2 ０１－１

I03

9

０６－１ 偕成社 O06

7

はじめてのちずかんシリーズ２
ドラえもんのにほんちず

ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ

あかね書房の学習えほん  えいごえほ
んぞうさんがっこうにいく

あかね書房 I07

あかね書房
あかね書房の学習えほん  ことばのえ
ほんＡＢＣ

子どもがしあげる手づくり絵本  あい
うえおあそび上ひらがな５０音

001

１２－２ 小学館 L06

8 １６－４ 太郎次郎社 C03

はじめてちずかんシリーズ６  ドラえ
もんのせかいりょこう

五味太郎・言葉図鑑（６）  くらしの
ことば

5 ０８－１ くもん出版 D02 とけいカード
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No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

数字や絵が大きくはっきりと描かれており、文字もわかりやすい。

色分けがしてあり、視覚的にもとらえやすくなっている。

ページが進むとモノクロ調になり、足し算と引き算の概念の定着が図れる。

数字や絵が大きくはっきり描かれており、文もわかりやすい。

お話を読み進むうちに１から１００までの数が理解できる。

イラストがまとまりで表現されていて理解しやすい。

文字が大きくシンプルで鮮明な絵と文字使いで大変見やすい。

１日の流れに沿って生活場面と時刻が時計で示されており理解しやすい。

手に取って学習しやすいサイズであるため。

文字が大きく行間も広くとってあり文章が簡潔である。

それぞれの教材で文法的な事項が学習できる。

言語力を深め読みの力を伸ばすために指導のポイントが書かれているので活用しやすい。

カタカナの漢字の学習の導入に使いやすい工夫がされている。

点線をなぞって書きこめるページがある。

漢字の成り立ちも楽しく学べる。

基本文型が繰り返し使われており、学習内容がわかりやすい。

学校や家庭の身近な生活を題材にした文章が段階的に配列されている。

課題に沿って、自分で答えを考え、語彙が増えるように工夫されている。

触る、見る、話す等の操作を通して５までの数概念を理解できる。

文字も大きく図表も見やすい。

具体物から量や数概念に抽象化できるようになっている。

花と野菜を分類してわかりやすく紹介されており、花と野菜を体系的に学ぶことができる。

花や野菜の特徴や育て方などがわかりやすく描かれている。

イラストだけでなく写真も挿むことでよりイメージがしやすくなっている。

絵本と楽器が一体化しており、実際に叩いたり振ったりして音を出すことができる。

自動演奏機能が付いており、音程楽器を扱うことが難しい生徒でも音楽に親しみがもてる教材である。

子どもが親しみやすい曲が選曲されている。

写実的な絵で果物が描かれている。

日常的に目にすることのある果物で内容が構成されている。

生徒たちにとって持ちやすいサイズである。

19 ２１－１ 永岡書店 011 たんたんタンバリンリズムえほん

17 ２０－５ C02
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」
２  （１対１対応、１～５の数、５ま
でのたし算）

18 ２７－１ ひかりのくに I04
改訂新版体験を広げるこどものずかん
４  はなとやさい・くだもの

同成社

15 ２０－５ A02
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２
（改訂版）  （かたかな・かん字の読
み書き）

16 ２０－５ A03
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３
（改訂版）  （文章を読む、作文・詩
を書く）

同成社

同成社

13 ２０－４ 009 とけいのえほん

14 ２０－５ A01

戸田デザイン

同成社
ゆっくり学ぶ子のための　「こくご」
１（改訂版）  （ひらがなのことば・
文・文章の読み）

２０－１ 童心社 A03
かずのほん３  ０から１０までのたし
ざんひきざん

12 ２０－４ 戸田デザイン 002 １から１００までのえほん

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

20 ２８－１ 福音館 B06
幼児絵本シリーズ
くだもの

11



 

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

指を使って造形活動ができる。

様々なバリエーションが描かれており、生徒が興味を持ちやすいイラストがある。

１つ１つの手順が記載されておりわかりやすい。

様々な種類の歌に触れることができる。

歌に合わせて色彩豊かな絵が描かれており、イメージを膨らませやすい。

歌詞が楽しくわかりやすい歌が多い。

キャラクターが登場するので興味を引きやすい。

地図帳と比べてコントラストがはっきりしていて見やすい。

国旗や世界各地に生息する動物のイラストも描かれており親しみやすい。

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。

写真が大きく見やすい。

子どもの興味をひく楽しそうな写真が多い。

しゃぼん玉液の作り方が詳しく説明されており、身近なものを使って楽しむ方法が書かれている。

左ページに単純化されたわかりやすい絵と右ページに大きく見やすいひらがなで構成されている。

ひらがなが一文字ずつ１ページに大きく書かれておりなぞり書きにも活用できる。

ひらがなの書き順も示されていて、正しく書く力が身に着く。

カラフルな色使いで、絵も楽しくわかりやすい。

交通ルール、社会的マナー、野外活動の楽しみ方や、店、公共施設についてわかりやすい言葉で説明されている。

内容が実際の生活に活かしやすい。

絵がすっきりしていてわかりやすい。

ＩＣピアノ付きで実際に演奏することができる。

子どもが親しみやすい曲が多数選曲されている。

鍵盤と楽譜の色が連動していて、音符の読めない子も色を頼りに演奏することができる。

絵本についているペンでボードに書いた絵はティッシュペーパーで簡単に消え、何度でも繰り返し使える。

絵本の中の絵を押すとメロディが流れ、それを聴きながら絵を描くことができる。

絵の描き方がわかりやすく表示されている。

１から１００までの数を数えたり、大きい小さい、長い短いの比較や、一対一対応、仲間集めなどを考えたりするこ
とができる。

30 ３０－２ ポプラ M01
うたってかいてけせるえほん１  音の
でるえかきうた

28 ２８－７ 福村出版 A05
シリーズ生活を学ぶ５  遠くへ行きた
いな

29 ２１－１ 永岡書店 004
ママとうたおう  やさしいメロディー
ピアノ

26 ２０－４ 戸田デザイン 003 あいうえおえほん

27 ２７－３ ひさかたチャイルド C05 スキンシップ絵本  かずのえほん

24 ０２－１ 岩崎書店 A17 あそびの絵本  えのぐあそび

25 ２８－１ 福音館 E20
かがくのとも傑作集（わいわい・あそ
び）  しゃぼんだまとあそぼう

22 ０６－１ 偕成社 004
１０＋１人の絵本作家オリジナルソン
グ集  うたのパレット

23 １２－２ 小学館 L01
はじめてちずかんシリーズ１  ドラえ
もんのせかいちず

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

21 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



 

 

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

絵が美しく、植物の特徴をよくとらえている。

１ページ見開きで、２４種の野菜の育て方が、絵と文で詳しく紹介されており、成長の様子がよくわかる。

栽培のための具体的な作業手順がわかりやすく表記されており授業ですぐに活用できる。

文字数が少なく明快で混乱しない。

絵が大きく見やすい。

カタカナやローマ字も表記されており、アルファベットにも親しむことができる。

書体もフォントの大きさも大変見やすい。

楽しく絵を見ながら、かずの学習を進めることができる。

１０までの数の学習と、さらに発展的に２桁の数や足し算、引き算、割り算のゲームも紹介されている。

抽象的な形が美しい色彩で描かれている。

文字数が少なく、オノマトペの表現が豊かである。

文字の苦手な子どもであっても興味を持って楽しむことができる。

カード式になっており、１枚ずつ提示したり、選んだりすることができる。

５０音の各ひらがなで始まる身近な物を、大きな字とわかりやすい絵で表し、楽しく学習することができる。

英語の読み方も書き加えられており、自然と英語に親しむことができる。

絵が大きくわかりやすい。

紙質が丈夫で扱いやすい。

きれいな色使いの食べ物イラストで構成されており、１０までの数の概念と数の数え方の学習に楽しく取り組める。

イラストが多く読みやすい。書きこみ式で使いやすい。

身近なものの量について、単位の表し方が理解できる。

繰り上がり、繰り下がりの計算の仕方について、図を用いて解りやすく説明されている。

色彩がきれいで、絵に動きがあり、ストーリー性もあるので、子どもの関心を引きやすい。

身近な動物が様々な職種の働く人になって登場していて、仕事の名前や様子がわかりやすい。

さまざまな仕事に興味を持ち、将来の就職に関心をもつきっかけになる。

イラストが多く読みやすい。書きこみ式で使いやすい。

６～９の足し算、引き算位取りについて、細かいステップで学習できるようになっている。

具体物からタイルを操作することと、数概念の抽象化に重点が置かれている。

様々な種類の時計の写真を見ながら時間を理解できる。

生活のリズムに合わせた時間に基づいて構成されており、時間の流れを理解しやすい。

アナログとデジタルの時計を組み合わせているため、時刻の学習に適している。
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31 ０２－１ 岩崎書店 C04
かいかたそだてかたずかん４  やさい
のうえかたそだてかた

五味太郎のことばとかずの絵本  こと
ばのあいうえお

33 ０４－１ 絵本館 D02

32 ０２－１ 岩崎書店 E03

五味太郎の絵本  かずのえほん１・
２・３

くもん出版 D01 ひらがなカード  

34 ２８－６ 文研出版 B05 みるみる絵本  もこもこもこ

35 ０８－１

２０－５

２７－２ 評論社 A01

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」
４  （くり上がり、くり下がり、２け
たの数の計算）

同成社 C04

くまたんのはじめてシリーズ  おいし
いおいしい１・２・３

40 １２－２ 小学館 B02

36 １０－５ 小峰書店 C02

37

２１世紀幼稚園百科２  とけいとじか
ん

スカーリーおじさんの  はたらく人たち

39 ２０－５ 同成社 C03
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」
３  （６～９のたし算、ひき算、位取
り）

38



 

 

No 発行者番号 発行者の略称 教科書の記号・番号 書　名 採　択　理　由

文字が大きく、イラストもわかりやすい。自分で考え語彙が増えるように工夫されている。

読む力と書く力を着実に身に付けるため、学校や家庭の身近な題材を扱っており、親しみやすい。

絵と文字がわかりやすく、細かいステップで学習できるようになっている。

計算などは具体物からの操作を通して理解できるように配慮されている。

文字や絵大きく、児童生徒に注目させやすい。時間、日付、お金の概念も学習できる。

数の概念がまだつかめていない児童生徒にも、挿絵やイラストが多く、親しみやすい。
さんすう　☆☆☆

数学　☆☆☆☆2 17 教出 数学　Ｃ－７１１

3 17 教出 算数　Ｃ－１１４

芦屋特別支援学校の教科用図書（検定本、著作本）平成２７年度採択理由書

1 2 東書 国語　Ｃ－７１１ 国語　☆☆☆☆


