
特別支援学校 c

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

身近な食べ物が使用され、イラストも鮮やかで、登場人物の呼称学習するのにも良い。

ひらがな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。

書体も文字の大きさもたいへん見やすい。

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。

実際に音が出る鍵盤が付属されており、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、暖色や寒色の違い等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四季折々の様子が、大きな写真で掲載されている。

各季節の特徴が分かりやすい説明で書かれており、季節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。

生活をする上で必要とされる話し方、せんたく、そうじなどのマナーがイラストで分かりやすく描かれている。

それぞれの項目ごとに分けられているため、生活スキルのチェックにも適している。

イラストを見ながら楽しく学習できる。

手触りの異なる布や紙が張り付けてあり、感触の楽しさを大いに味わえる。

丸、三角、四角等の形を見ながらページを繰ると形を元にした異なる絵があらわれるように工夫されている。

簡潔な言葉で色・手触り・形を説明しており、わかりやすい。

20種類の動物が実物大の写真で紹介されており、子どもの興味を引きやすい。

それぞれの動物の特徴がまんがなどで説明されているので、楽しく学習できる。

写真を見る視点がページの中に示されているので、より詳しく写真を見ることができ、実物大の良さを生かすことができる。

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。

お話のイメージを膨らませながら絵を描くことができる。

個々の実態に応じて身近なテーマに合わせて様々な線を描いて楽しむことができる。

ほんとのおおきさ動物園

O01 あそびのおうさまBOOK　ぬって

絵本館

12-10

27-1

16-3 大日本絵画

06-2

子どものマナー図鑑１
ふだんの生活のマナー

学研

06-2 学研 NO1

県立 芦屋

D02

A01

01-1 あかね書房 O01

偕成社 Z0106-1

五味太郎の絵本
かずのえほん１・２・３

 ＜県立特別支援学校用＞

県立芦屋特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成31年度採択理由書

04-1

こどものとも絵本
おおきなかぶ

28-1 福音館 H26

単行本　さわってあそぼう
ふわふわあひる

メロディーえほん　ICぴあのえほん
四季のどうよう－１２カ月

フレーベル館の図鑑ナチュラ
はるなつあきふゆ

28-8 フレーベル G12

ハートアートシリーズ
色のえほん

マナーやルールがどんどんわかる！
新装改訂版みぢかなマーク

ひかりのくに O03

視覚デザイン A01

印 印 印 



特別支援学校 c

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

31種類の楽器がカードに紹介されている。

CDがついており、楽器ごとの音色がわかる。その楽器を使った鑑賞曲も収録されている。

楽器の名前や音の特徴、弾き方などが説明されている。

親しみのあるイラストで生徒の興味を引きやすいように工夫されている。

具体物から量や数概念に抽象化できるように配慮されている。

10までの数の概念と数の捉え方の学習に楽しく取り組むことができる。

書き込み式のワークブックとして使うことができる。

漢字やことば、文法の学習ができ、敬語なども扱われる。

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。

書き込み式のワークブックとして使うことができる。

時計の読み方や単位など、身近な量の表し方が理解できる。

お金の計算、九九、割り算の導入、単位の換算の学習に適している。

イラストと文字が大きくわかりやすい。

楽しいイラストがついた書き込み式の本になっている。

文字が大きく書かれていて、書き順が示されている。

日本を7つの地方と南の島々に分けて、見開きで地図を載せている。

都道府県名や県庁所在地名がひらがなで記載されている。イラストで各地方の産物や名所が描かれている。

多くの情報が、地図上にはっきりとした色彩の豊富なイラストとともに盛り込まれている。

やさしい色調のイラストが興味を引く。

説明文とイラストが分かれて配列されており、コントラストがはっきりしていて見やすい。

やさしく丁寧な文章で、日常生活の中における健康について考えることができる。

イラストが大きく端的で、視覚的にわかりやすいため。

食べ物という身近なものを題材にしていて、イメージしやすいため。

日常生活で利用する乗り物もあり、関心をもちやすい。

写真やイラストが大きく描かれており、視覚的に興味をもちやすい。

イラストがシンプルで親しみやすく、カラーも原色で見やすい。

数字とイラストが対応されていて、数量のイメージがしやすい。

県立 芦屋

 ＜県立特別支援学校用＞

県立芦屋特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成31年度採択理由書

08-1 くもん出版 G03 CD付き　楽器カード

22-3 日本教育研 A01 ひとりだちするための国語

20-1 童心社 A02 かずのほん２　０から１０まで

28-3 ブロンズ新 A02 らくがきえほんあ・い・う・え・お

22-3 日本教育研 A02 ひとりだちするための算数・数学

06-1 偕成社 Z03
子ども生活（６）
じょうぶなからだになれるよ！

29-1 平凡社 A01 新版はじめましてにほんちず

06-2 学研 C03 はっけんずかん　のりもの改訂版

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

10-1 講談社 H05
ブルーナのアイディアブック
ミッフイーの１から１０まで

印 印 印 



特別支援学校 c

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

身近な食べ物、食材が取り扱われているため、関心を持ちやすい。

文字だけでなく、イラストや写真が多く載っているため、興味を持ちやすい。

カラフルなイラストとひらがなで、単純な動詞から複雑な動詞まで掲載されていて、分かりやすい。

巻末に五十音順で動詞を検索できるようになっており、生徒一人で学習できる。

着替えや掃除など、暮らしに役立つ生活動作について、その方法や手順がイラストで分かりやすく説明されており、

活用しやすい。

繰り上がり、繰り下がり、2桁の数の計算は、生徒の学習到達状況に合っている。

文字や絵が大きくわかりやすい。生活に即した内容で、日常生活で学んだ内容を使うことができる。

季節の移り変わりについて写真で分かりやすく示されており、動植物についての理解や興味関心を高めるために

活用できる。

くらしに役立つ電話の対応や手紙の書き方など、内容が生活に関係するもので絵も入っており、分かりやすく解説

してある。

２人の小学生が地図を頼りに旅に出るという設定が興味関心を引きやすい。

絵に合わせて地図記号が配列されており、非常にわかりやすい。

市街地から海岸、山間部など多様な生活の様子がわかりやすく表現されている。

基礎編では数の計算、正の数・負の数などがとりあげられており、毎日の生活で使う数量や図形が扱われている。

生活編では生活に結びついた衣服の購入や外出などのテーマをあげており、生活単元学習などの中でも使用できる。

将来の家庭生活の充実につながる内容となっている。

自然のことについて調べたり、確かめたりするときに参考になる内容で、興味が持てる。

色がパステル調で暖かみがあり、親しみをもちやすい。

図が大きく視覚的に分かりやすい。

イラストが端的で興味をもちやすい。

県立 芦屋

 ＜県立特別支援学校用＞

県立芦屋特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成31年度採択理由書

27-1 ひかりのくに C10 こどものずかんMio10　　たべもの

10-8 合同出版 B01
絵でわかるこどものせいかつずかん１
みのまわりのきほん

06-1 偕成社 O01
五味太郎・言葉図鑑（１）
うごきのことば

27-1 ひかりのくに C12
こどものずかんＭｉｏ１２
きせつとしぜん

20-5 同成社 C04 

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」
４

28-1 福音館書店 G05 科学シリーズぼくらの地図旅行

20-7 東洋館 002 くらしに役立つ国語

28-8 フレーベル館 D04
ふしぎをためすかがく図鑑しぜんあそ
び

20-7 東洋館 003 くらしに役立つ数学

06-2 学研 G08 あそびのおうさまBOOK はじめてきるほん

印 印 印 



特別支援学校 c

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

外出するときの基本的なマナーが、カラフルで漫画調のイラストとわかりやすい文章で説明されている。

社会生活全般における礼儀作法やその場に応じた言い方や立ち振る舞いについて、丁寧に説明してある。

安全な外出のためにすぐに役立つ内容である。

生活自立、職業自立を図ることを重視して題材が設定されている。

写真やイラストが配置されており、何を学ぶのか、学習のイメージを持ちやすい。

すべての漢字にふりがながつけてあり、読みやすい工夫がされている。

県立 芦屋

 ＜県立特別支援学校用＞

県立芦屋特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成31年度採択理由書

06-1 偕成社 Z03
子どものマナー図鑑３
でかけるときのマナー

06-4 開隆堂出版 O01
職業家庭たのしい職業科
わたしの夢につながる

印 印 印 



県立 芦屋 特別支援学校 №（　１　）

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

２ 東書 音楽　C-711 音楽☆☆☆☆
文字が大きく、生徒に注目させやすい。親しみやすい曲が多い。カラーのイラストや挿絵が多いので、曲想
をイメージさせやすい。

１７ 教出 数学　C-711 数学☆☆☆☆
文字や数字が大きく、生徒に注目させやすい。数のしくみを簡易かつ丁寧に説明されていて、数概念を形成
していくのに取り組みやすい。

 ＜県立特別支援学校小・中学部用＞

県立芦屋特別支援学校の教科用図書（検定本、著作本）平成31年度採択理由書

２ 東書 国語　C-711 国語☆☆☆☆
文字が大きく、生徒に注目させやすい。身近で分かりやすく親しみやすい内容である。カラーのイラストや
挿絵が多いので、文章やことばの意味をイメージさせやすい。

印 印 


