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No 発行者コード 発行者名 図書コード 採　択　理　由

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。

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。

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。

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。

10 ０４－１ 絵本館 D02

8 ２８－７ 福村出版 A05

9 ２１－１ 永岡書店 004

6 ２０－４ 戸田デザイン 003

7 ２７－３ ひさかたチャイルド C05

4 ０２－１ 岩崎書店 A17

5 ２８－１ 福音館 E20

2 ２０－５ 同成社 A03

3 ２０－５ 同成社 C02

芦屋特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成２８年度採択理由書

1 ２０－５ 同成社 A02

図書名

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）

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）

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）

あそびの絵本  えのぐあそび

かがくのとも絵本  しゃぼんだまとあそぼう

あいうえおえほん

スキンシップ絵本  かずのえほん

シリーズ生活を学ぶ５  遠くへ行きたいな

ママとうたおう  やさしいメロディーピアノ

五味太郎の絵本  かずのえほん１・２・３
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No 発行者コード 発行者名 図書コード 採　択　理　由

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。

身近な食べ物が数多く掲載されており、イラストが鮮やかで、食べ物の名称を学習するのに良い。

カタカナの濁音や半濁音の読み方が学習できるように工夫されている。

１ページの文章が短く、一定のリズムで読むことができ、音読の教材として適している。

親しみのあるイラストで生徒の興味を引き、指で押さえて数えやすいように工夫されている。

数量を視覚的にとらえることができ、２０以上の大きな数を実感を伴って理解させることができる。

数が１０増えるごとにページが変わり、数量比較の学習に適している。

タイルやおはじきなどの具体物を対応させながら足し算・引き算ができるよう工夫されている。

引き算の仕組みが分かりやすく説明されている。

単元ごとに練習問題が含まれており、生徒が繰り返し学習できるように構成されている。

実際に音が出る鍵盤が附属されており、音階の学習に適している。

なじみのある童謡が数多く掲載されており、歌唱の学習に活用できる。

文字が大きくて見やすく、生徒が歌詞を見ながら歌えるよう工夫されている。

ストーリー性のある構成で、色の種類や特徴が分かりやすいように工夫されている。

色同士の混ざり方や濃淡、暖色と寒色の違いなども学習することができる。

色の名称が大きな文字で書かれており、生徒が読みやすいように配慮がなされている。

生活に密着したさまざまな標識が数多く掲載されており、社会生活に必要なマークを学習できる。

道路標識の説明が丁寧になされており、交通ルールの学習に活用できる。

社会自立にむけて知っておくべきシンボルが分かりやすい説明付きで記されている。

生徒にとって馴染みのある様々な動物が、大きな写真で掲載されている。

動物の特徴が分かりやすい説明で書かれており、生き物の学習に適している。

写真が多く、生徒の興味を引く構成がなされており、楽しんで学べるよう工夫されている。

美術の鑑賞において、どの生徒も興味を持って見ることができる内容になっている

簡単な言葉で書かれており、生徒の実態に合っている

色彩がカラフルで見やすい

芦屋特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成２８年度採択理由書

図書名

11 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）

19 ０６－２ 学研 N01 ほんとのおおきさ動物園

20 28-8 フレーベル O01 ことばでひらく絵本のせかい　はじめてであう美術館

18 １３－２ 鈴木出版 A05 知育えほん　マークのずかん

16 １６－３ 大日本絵画 A01
メロディーえほん　ＩＣピアノえほん
四季のどうよう－１２カ月

17 １２－１０ 視覚デザイン A01 ハートアートシリーズ　色のえほん

14 ２０－４ 戸田デザイン 002 １から１００までのえほん

15 ２０－５ 同成社 C03
ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」３

２１世紀幼稚園百科２  とけいとじかん

13 ４０－３ リーブル 001
あっちゃんあがつく
たべものあいうえお

12 １２－２ 小学館 B02
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No 発行者コード 発行者名 図書コード 採　択　理　由

ひらがなが一文字ずつカードの表裏に表示されており、見やすい。

ひらがなの書き順が示されており、正しく力がつく。

付属のペンでなぞりがきができ、布などで拭いて消すことができるので、繰り返し書く練習ができる。

数字や絵がはっきりと描かれており、視覚的に見やすい。

生徒の好きな「はらぺこあおむし」の作者の絵本なので、生徒が興味を示しやすい。

いろいろな種類の動物が登場するので、リズミカルに数を数えて読むことができる。

キャラクターが登場するので、生徒の興味を引きつけやすい。

地図帳より色彩がカラフルで見やすい。

世界の国々の国旗や生息する動物、食べ物など異文化を楽しんで学ぶことができる。

写実的な絵で食べ物や野菜、果物が描かれており、生徒の興味を引きつける。

日常生活の中で目にすることの多い食べ物で、内容が構成されている。

野菜の育て方があり、栽培の学習ができる。

同じページに反対語を表すイラストがわかりやすく描かれていて、絵を見てひと目で比較することができる。

多くの言葉を取り上げていて、生徒の語彙を増やすのに適している。

リズミカルな言葉の繰り返しがあり、読み聞かせて形のイメージを作るのに適している。

身近なキャラクターが形の一部となって登場し、生徒にとって親しみやすい内容である。

物語の中でだんだん数が増えていくストーリーで、数に興味を持たせるのに適している。

イラストが大きくはっきりしていて、指さしで数えていくことも可能で、楽しく学習に取り組むことができる。

５や１０ごとにまとめて計算する方法がイラスト入りで説明されていて、教えるときに有効に活用できる。

問題が大きく見やすく書かれているため、ひと目で課題の内容を把握することができる。

点結び、時計などの課題も入っており、興味を広げやすい。

日本の季節ごとの行事や暮らしの様子が取り上げられており、生活単元学習の授業や朝の会などでも活用できる。

写真が大きくて見やすく、説明が簡潔である。

イラストで子どもが多く登場しており、親しみやすい。

動物の種類ごとに体の仕組みがイラストで紹介されており、わかりやすい。

約４００種の動物が取り上げられており、動物に興味を持たせるのに適している。

イラストがていねいに描かれており、見やすい構成である。

30 27-1 ひかりのくに I01
改訂新版　体験を広げるこどものずかん１
どうぶつえん

28 20-5 同成社 C04
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けたの数の足し算）

29 06-2 学研 J04 ふしぎ・びっくり？　こども図鑑８　きせつ

26 01-1 あかね書房 B02
あかね絵本シリーズ　かたちのえほん　まる・
さんかく・しかくさん

27 20-4 戸田デザイン 002 １から１００までのえほん

24 27-1 ひかりのくに K09 新装版KIDS2112　たべものひゃっか

25 27-1 ひかりのくに B10 認識絵本１０　おおきいちいさい

22 06-1 偕成社 A02
エリック・カールかずのえほん
１，２，３どうぶつえんへ

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２８年度採択理由書

図書名

21 08-1 くもん出版 C01 書き方カード「ひらがな」
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No 発行者コード 発行者名 図書コード 採　択　理　由

絵がカラフルではっきりと描かれており、視覚的に見やすい。

アメリカのわらべうたなので、英語に親しむこともできる。

動物や食べ物が登場するので、生徒が興味を示しやすい。

写真や絵が多用されており、わかりやすい。

計量スプーンや計量カップで材料を量る絵も描かれており、数学的な分野でも活用できる。

簡単なおかし作りの内容なので、生徒の興味を引きつけやすい。

ＣＤが付属しており、本を見ながらすぐに歌を聞くことができる。

英語と日本語の両方の歌詞が載っており、使用しやすい。

よく知られた歌や遊び歌が入っており、生徒が興味を持ちやすい。

写真やイラストで説明されており、わかりやすい。

石や砂、木の実などの自然物に触れるきっかけにできる。

身近なものを使用して工作できるので、授業の中で取り組みやすい。

色々な素材の手触りの違いを感じることのできる工夫がされており、触ることで楽しめる内容になっている。

ユーモラスな絵と端的な文章で、判りやすい。

一種のしかけ絵本であり、頁をめくることにより絵が完成するので、生徒の興味を引きつけやすいと考えられる。

計算の概念をイラストを見ながら学びやすい。

計算を実践的に行いながら読み進めることによって、計算能力を養うことができる。

キャラクターが登場するので、生徒の興味を引きつけやすい。

地図帳より色彩がカラフルで見やすい。

世界の国々の国旗や生息する動物、食べ物など異文化を楽しんで学ぶことができる。

写実的な絵で野菜が描かれており、生徒の興味を引きつける。

日常生活の中で目にすることの多いやさいを中心に内容が構成されていて、親しみやすい。

野菜そのもの絵と、畑などで栽培されている様子の絵が関連づけられていて判りやすい構成になっている。

自動演奏付きで、イラストを見ながら気軽に音楽を楽しむことができる。

何度も描いて消せる「おえかきぼーど」で、演奏を聴きながら絵描き歌を楽しむことができる。

色彩が鮮やかで生徒の注意を引きやすい。

漢字の導入に使いやすく、漢字の意味もイラスト付きでわかりやすく書かれている。40 01-1 あかね書房 A03 もじのえほん　かんじ（１）

38 28-1 福音館 B08
幼児絵本シリーズ
やさい

39 30-2 ポプラ社 M01
うたって かいて けせるえほん     音のでる
えかきうた

36 33-1 むぎ書房 A02 わかるさんすう２

37 12-2 小学館 L06
はじめてちずずかんシリーズ６
ドラえもんのせかいりょこう

34 02-1 岩崎書店 G12 ひとりでできる手づくりＢＯＸ　しぜんで工作しよう

35 01-1 あかね書房 O01 さわってあそぼうふわふわあひる

32 07-2 金の星社 F05 ひとりでできるもん！５すてきなおかし作り

33 14-4 成美堂出版 O05 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた

芦屋特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成２８年度採択理由書

図書名

31 06-1 偕成社 T06 エリック・カールの絵本　月ようびはなにたべる？ーアメリカのわらべうた

印印 印印印 印
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No 発行者コード 発行者名 図書コード 採　択　理　由

色彩が鮮やかで生徒の注意を引きやすい。

文字のみでなくイラストも多いため、難しいという苦手意識を持たせずに学習に取り組むことができる。

文字、単語、文へと段階的に学習を進められるように配列されており、実態に応じた学習が可能である。

英単語と簡単な英語表現の学習の導入に使いやすい。

関連のある単語をたくさん配置してあり、興味・関心を広げやすい。

色彩が鮮やかで生徒の注意を引きやすい。

イラストが多く、わかりやすく内容がまとめられている。

さまざまな生活のマナーや手紙の書き方など取り組みたい内容が入っている。

柔らかな色彩とイラストで親しみやすく、初めて身体について興味を向けさせるために見やすくて有効である。

身体の仕組みが写実的に描かれていて、子どもの興味をひきやすく、SREにもに有効である。

日本国外にも視点を向け、知識を深めるために有効である。

カラフルで簡単な地図を使用してあり、興味を持たせのに適している。

数か国の特徴がとりあげらており、身近な生活との比較のヒントとしても有効である。

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。

No 発行者番号 発行者の略称 書　名 採　択　理　由
色々な種類の文章や物語があり、興味を持つ内容を選択しやすい。

児童生徒の発達段階に即した魅力的な読み物教材が配置されている。

児童生徒の発達段階に即した計算、数字処理問題が配置されている。

計算方法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。

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。

わくわく算数６

さんすう　☆☆☆

算数　６３８

算数　Ｃ－１１４

2 61 啓林館

3 17 教出

1 38 光村

46 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）

44 27-1 ひかりのくに I09
改訂新版体験を広げるこどものずかん
９
からだとけんこう

45 14-4 成美堂出版 O03
いちばんわかりやすい
小学生のための学習世界地図帳

42 01-1 あかね書房 I06
あかね書房の学習絵本
えいごえほん　ぞうさんのピクニック

43 06-1 偕成社 Z01
子どものマナー図鑑（１）
ふだんの生活のマナー

図書名

41 01-1 あかね書房 A04 もじのえほん　かんじ（２）

芦屋特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成２８年度採択理由書

国語六　創造

教科書の記号・番号

国語　６３９

芦屋特別支援学校の教科用図書（検定本、著作本）平成２８年度採択理由書

印印 印

印印 印印印 印


