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No

1

発行者コード

発行者名

06-1 偕成社

図書コード

印

図書名

印

選 定 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。

T01 エリック・カールの絵本 はらぺこあおむし 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。

2

村上勉の学習絵本
01-1 あかね書房 I02
おかあさんだいすき１・２・３

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。

3

21-1

永岡書店

O07

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。

お手本のうた付き！
どうよううたのえほん

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。
4

ジュラ出
12-8 版所

O02

ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえ 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。
ほん あそぼ！
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。

5

06-1

偕成社

R06

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

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。
くりかえしのあるお話で、次の場面を予想しながらお話を楽しむことができる。

6

28-1 福音館

H26 こどものとも絵本

おおきなかぶ

おおきなかぶをみんなで抜くことで友だちや家族と助け合うことの大切さがわかり、みんなで協力することでおおき
なかぶが抜け、大きな達成感が得られるということがわかりやすい。
児童が親しみやすいイラストでわかりやすい。

7

01-1 あかね書房 E03

けんちゃんとあそぼう３
ねっこ

まねっこま

様々な動物の鳴き声が出てくるので、興味を持ちやすい。
児童にとって身近な動物が題材になっている。

8

21-1 永岡書店

全てにお手本のうたが付いているので、小さな子どもでも簡単に歌が覚えられる。
お手本のうた付き！どうよううたのえ
009
絵本の部分は、楽譜と読みやすい歌詞、かわいらしいイラストで構成されている。
ほん２
モジュールについている2つのボタンで「お手本のうた」と「カラオケ」に切り替えることができる。
色の学習ができる。

9

04-1 絵本館

A09 五味太郎の絵本９

いろ

親しみやすい絵で、リズミカルに読むことができる。
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。
絵や文章が親しみやすい構成である。

10 06-1 偕成社

木村裕一・しかけ絵本(1)
W01
んなみーつけた

みんなみ

児童にも書きやすい簡単な形が多く、絵も親しみやすい。
キャラクターを描くのに児童が楽しみながら取り組める。
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発行者コード

発行者名

図書名

図書コード

選

定

理

由

印

印

登場人物が児童に親しみを持たせる。
11 06-1 偕成社

ノンタンあそぼうよ（1）
D01
ぶらんこのせて

ノンタン

公園あそび経験が生かされる内容である。
児童が簡単なルールを学習できる内容になっている
内容に合わせたイラストが、やさしい色彩で描かれわかりやすい。

あかね書房の学習えほん
12 01-1 あかね書房 I01
そぼうあいうえお

あそぼうあ

ひらがなの書き順もわかりやすい。
リズミカルな言葉と文字が一体となっているので楽しく学べる。
時間、日付、体重、電話、テレビ、郵便、座席、競技の得点など日常ふれる数字の意味を理解することができる。

13 02-1 岩崎書店

五味太郎のことばとかずの絵本
E05
じの絵本

すう

たのしい物語の中で、いろいろな数え方を自然に学ぶことができる。
どのページも「すうじで」ではじまり、「ができます。」で終わっており、読みやすい。
児童が好きな水遊びを題材にしており、絵や言葉の響きから内容を楽しむことができる。

14 10-4 こぐま社

B03

こぐまちゃんえほん第２集
こぐまちゃんのみずあそび

文章がシンプルで読みやすいレイアウトになっていて、ひらがなが読める児童は、自分で読むこともできる。
カラフルな絵とわかりやすいお話の流で描かれ、興味を持たせて読み聞かせができる。
シンプルな絵で、色や形の特徴がわかりやすい。

15 10-4 こぐま社

E01

こぐまちゃんえほん別冊
さよならさんかく

見開きのページで１つの項目になっているので、児童がカテゴリーに気づきやすい。
色と形をテーマにリズミカルに読み聞かせをすることができる。
すっきりしたデザインで、色以外の絵がモノトーンになっており、児童が色に注目しやすい。

戸田デザ
16 20-4 イ

008 ６つの色

発色がきれいで、色の重なりや混色の様子がわかりやすい。

ン研究所

ストーリーがわかりやすく楽しむことができる。
何をしている絵なのかがよくわかり、児童がイメージしやすい。

ひさかた
17 27-3 チャイル

ド

27-3

あかちゃんのための絵本
はみがきしゅわしゅわ

簡単なフレーズを繰り返しているので、児童と一緒に読みやすい。
かわいい動物を使って、はみがきの習慣が自然に身につくよう工夫されている。
シリーズ本なので、児童がキャラクターをよく知っており、親しみやすい。

18 06-1 偕成社

あかちゃんのあそびえほん（１）
R01
ごあいさつあそび

しかけ絵本なので、自分で操作することができる。
よく使うあいさつことばが繰り返し出てくるので、日常生活に般化しやすい。
読み進めると動物が増えていく内容でわくわくするおもしろさがある。

19 28-1 福音館

こどものともえほん
H13
ぽ

ぞうくんのさん

擬音語が用いられ、興味を持って読むことができる。
イラストが大きくわかりやすい。
月曜日から日曜日までが歌になっており、リズム感があり楽しく読める。

20 06-1 偕成社

エリック・カールのえほん
T06
はなにたべる？

月ようび

食べ物や動物が登場し、大型絵本で迫力があり、興味を持って読み進めることができる。
歌って楽しみながら曜日と食べ物の学習をすることができる。

3／4
県立

芦屋

特別支援学校

Ｎｏ（３）
＜県立特別支援学校用＞
芦屋特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成３０年度選定理由書

No

発行者コード

発行者名

21 30-2 ポプラ社

図書名

図書コード

選

定

理

由

印

印

聞き慣れた曲が多く、曲数も多い。
新装版おてほんのうたがながれるどう
O33
カラオケ・歌・ストップが色別にあり、曲も絵と言葉で書かれており、わかりやすい。
ようえほん
ボタンが凹線で仕切られているため、押し間違いが少ない。
枠線が太く、塗りやすい。ジュースやかき氷など絵で、興味を引くものになっている。

22 06-2 学研

O01 あそびのおうさまBOOKえほん

ぬって 描き込むページもあり、描き込むことによって変化を楽しめるものである。
開きやすく取り扱いやすい紙質で作られており使いやすい。
家庭でよく登場する食べ物が、カラーの写真や絵で表されており、見やすい。

23 27-1 ひかりのくに D01

２０２シリーズ

たべもの２０２

五十音順に掲載されており、見たい食べ物が見つけやすくなっている。
物の用途や特徴をとらえさせるクイズがあり、あそびながら楽しく言語指導できる。
子ども達の身近な食べ物がたくさんあり、子ども達の興味を持って見ることができる。

24 08-1 くもん出版 B01

生活図鑑カード

たべものカード

裏面には材料や作り方などの説明とともに大きな字で食べ物の名前が書かれており、生活知識を広げられる。
カード式になっており、使い方に汎用性がある。
友だちに対する思いやりや集団生活の楽しさを味わうことができる。

25 06-1 偕成社

Y01 ともだちだいすき（２）おべんとうなあに 仕掛け絵本になっており、何が出てくるか子ども達が期待しながら見ることができる。
お弁当やピクニックを題材としているため、子どもが興味を持って読むことができる。
迷子の子犬を探すストーリー展開で、児童が見通しを持ちやすく、繰り返し読んでもあきることなく楽しめる。

26 27-2 評論社

B01

しかけ絵本の本棚
コロちゃんはどこ？

文字も大きく、ある程度慣れれば、児童がひとりで読むことができる。
仕掛け絵本なので、楽しんで学習に取り組める。
色と形が強調されていて、児童が一目見て理解でき、教師からも提示しやすい。「ふわふわ」「べたべた」など触覚

27 01-1 あかね書房 001

単行本
さわってあそぼうふわふわあひる

「ふわふわ」「べたべた」などを表現した素材が使用されていて、触覚的にも児童の興味・関心を引きつける工夫が
なされている。
児童になじみのある親しみやすい曲が収録されていて、聴くだけでなく自分で歌う意欲を引き出しやすい。

音と光のでる絵本
28 14-4 成美堂出版 B01
たのしいどうよう

タッチする部分が大きく、ストップボタンも付いているので、児童がひとりで操作することができる。
歌付きとカラオケが選べるので、幅広く楽しむことができる。
やさしい色づかいで、多くの色が使われており、親しみやすい。はさみで切るだけでなく、ちぎって作る方法も提示

29 06-2 学研

あそびのおうさまBOOK
G08
はじめてきるほん

されていて様々な発達段階の児童に対応できる。
イラストのページと切るページに分かれていて、作業しやすい。
実物に近い写実的な絵柄で児童が興味を持ちやすい。

生活図鑑カード
30 08-1 くもん出版 B02
くだものやさいカード１集

裏面に大きな文字で食べ物の名前が記されており、絵と一致させることが容易である。
学習の場面だけでなく、図鑑のようにめくったり、カルタ遊びに使うなど多様な用途で使用することができる。
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図書名

図書コード

31 06-2 ひかりのく K09

新装版KIDS２１１２
たべものひゃっか

印

印

選 定 理 由
児童にとって身近な食べ物が食材ごとに紹介されており、児童がひとりでめくって楽しむことができる。
魚、野菜や肉などが材料ごとに説明され、料理の写真が載っていて児童が興味関心を持てる内容になっている。
ページの途中にクイズがあり、児童が楽しみながら学習することができる。
動物が実物大の写真で紹介されており、児童に本物の迫力を伝えられる。

32 27-1 学研

N01 ほんとのおおきさ動物園

動物園に行く前に事前学習として使用するなど多様な用途がある。
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。
一日の生活の流れやルールがわかりやすく説明されているので、宿泊学習を経験する学年として適している。

33 01-1 あかね書房 H01

34 06-1 偕成社

35 27-3

ひさかたチャイルド

36 20-3 東京書店

37 13-2 鈴木出版

38

39

40

かばくん・くらしのえほん１
かばくんのいちにち

絵柄が親しみやすく、文章も簡潔で、児童が理解しやすい。

生活場面のテーマごとに、身の回りの物を図鑑風に並べられているため見やすい。
イラストが彩色豊かで、文字数も少なく、読み聞かせ・音読に最適である。繰り返しの表現が使われていて、発声を
五味太郎・しかけ絵本（１）きいろい 促しやすい。各ページに蝶の形の切り抜きが施されており、興味・関心を持ってページをめくることができる。日常
V01
生活の中で関わりのある人物や場面が設定されていて、児童の生活の中に生かすことができる。
のはちょうちょ

C05 スキンシップ絵本

かずのえほん

数字とドットというシンプルな構成のため、余分な情報がなく、数の学習に効果的である。数字の横のページでは、
その数の通りの分かりやすいカラフルなイラストがあり、ポインティングしやすくなっているため、学習意欲が高ま
ると同時に、様々な場面（国語・算数・生活等）での使用も可能である。

人気のアニメソングと童謡とが収録されているため、自ら声を出して歌おうという意欲につながりやすい。また、ば
わくわく音あそびえほん ヒュルヒュ ちで叩く太鼓がついていることによりリズムを意識する手がかりにつながりやすく、やってみたい気持ちの高まりに
A01
もつながる。
ルドカーンおまつりたいこ

A05 知育えほん

マークのずかん

児童にとって比較的身近な標識が多数掲載されており、その標識を校外学習や歩行時に見かけることで、校外学習や
歩行時の学びや気づきにつながる。また、実際の場面（ショッピングセンター内や、道路等）がイラストで描かれて
おり、その中にある標識を見つける学習にもつながる。

