
 

特別支援学校 №（１）

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。

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。

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。

実際にサツマイモを収穫したり、やきいもにする体験学習につなげやすい。

擬人化されたさつまいものイラストが親しみやすい。

シンプルな絵なので、色の区別がわかりやすい。

色鉛筆やクレヨンなどに使われている12色を扱っている。

シンプルな絵で、数を数えたり、数字と対応させたりしやすい。

大小・長短などについても扱っており、算数の基礎的な学習ができる。

音楽に合わせていろいろな音でリズム遊びができる。

厚手で扱いやすく、イラストも興味をひきやすい。

スキンシップ絵本　かずのほん

O07 おととあそぼうシリーズ７ドンドコドン！たいこ

あかね書房

4 12-8

5 06-1

3 21-1
永岡書店

10 30-2

さつまのおいも

ポプラ社

27-3 ひさかたチャイルド B059

県立 芦屋

I02

007

27-3 ひさかたチャイルド B01

童心社 L0120-1

村上勉の学習絵本
おかあさんだいすき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）令和２年度採択理由書

1

2 01-1

エリック・カールの絵本 はらぺこあおむし06-1 偕成社 T01

ミーミとクークのえほん　ミーミとクークのあか・あお・きいろ

お手本のうた付き！
どうよううたのえほん

こどものとも絵本　おおきなかぶ6 28-1 福音館 H26

8

7

ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえ
ほん　あそぼ！

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

偕成社 R06

ジュラ出版
所 002

印印 印



 

特別支援学校 №（２）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

色のコントラストがはっきりしていてシンプルなので色を塗りやすい。

絵やページが大きいので大胆に色塗りをすることができる。

掲載されている食べ物、料理の種類が多く、親しみをもちやすい。

原材料と加工品が同じページに写真で掲載されており、関連づけてイメージしやすい。

シンプルなイラストで見やすく親しみやすい。

お話しがシンプルでわかりやすい。

シンプルな色使いの絵で数字をを視覚的にとらえやすい。

数字が大きく見やすい。

食べ物の数と数字を対応させているため、興味を持ちやすい。

子どもにとってなじみのある手遊び歌が多い。

全てにカラフルなイラストの歌詞とお手本の歌が付き、わかりやすい。

簡単に操作することができる。

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。

カラフルな写真やイラストで食べ物がたくさん載っている。

食べ物に興味をもつきっかけになる。

登場人物が児童に親しみを持たせる。

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

「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。

清音、濁音、半濁音69音の楽しい遊び歌が掲載されている。

清音だけでなく、濁音、半濁音も取り上げられている。

大好きな食べ物で構成され興味をひきやすく、しりとり遊びの取り掛かりにできる。20 40-3 リーブル 503 しりとりしましょ！たべものあいうえお

18 06-1 偕成社 D01 ノンタンあそぼうよ(1)ノンタンぶらんこのせて

19 40-3 リーブル 1 あっちゃんあがつくたべものあいうえお

16 06-2 学研 G07
あそびのおうさまBook
はじめてぬるほん

17 27-1 ひかりのくに D01 202シリーズたべもの202

14 10-5 小峰書房 C02
くまたんはじめてシリーズ
おいしいおいしい１．２．３

15 30-2 ポプラ社 539

おととあそぼうシリーズ31
おてほんのうたがながれるてあそびう
たえほん

12 27-1 ひかりのくに C10 こどものずかんMio10　たべもの

13 10-4 こぐま社 B05
こぐまちゃんえほん第３集
しろくまちゃんのホットケーキ

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）令和２年度採択理由書

11 06-2 学研 G07 あそびのおうさまBOOK　はじめてぬるほん

印印 印



 

特別支援学校 №（３）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

数字の部分が型取られ(凹)、その数字と同じ数の丸(凸)が彩よく配置され、凸凹の感触だけでなく、

色彩にも富んでいて興味を持ちやすい。

身近なものの数を数えたり、比べたりでき親しみやすく紙質がしっかりしていて繰り返し使える。

1～100までの数字と物の数え方が、楽しいイラストとゲーム感覚の展開である。

大好きな食べ物が沢山載っていること、食べることと排泄とが関連付けられていて日常生活に活用できる。

イラストが色鮮やかで大きく、わかりやすい。

絵が鮮明で文字が大きくはっきりしている。

カタカナにひらがなのルビを打ってあるので、読みやすい。

リズミカルな文とユーモアたっぷりな絵が一体となっているので楽しく学習できる。

文字が大きくイラストがたくさん入っていて読みやすい。

ボタンを押すと音声が出て、問題やしりとりをすることができる。

おけいこノートとペンが付いて、何度も書き直せる。

長針が1分刻みに回すことができ、また短針が連動して動く時計盤が付いている。

5分ごとに、時計が指している時間を音声できくことができ、関心を持ちやすい。

絵の描き方がわかりやすく、一人でも進んで学習に取り組める。

絵本の中の絵を押すとメロディが流れ、それを聞きながら絵を描くことができる。

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。

題材が豊富であり、顔の表情や体の部分の続きを掻き込む等、工夫・創作活動へつながる内容である。

生活の中で実感できるような場面を取り上げている。

身長計で自分の背の高さを測ることができる。

短くわかりやすい言葉で、リズムよく子どもに問いかけていく内容でわかりやすい。

登場する動物たちが、それぞれ異なる色で大きく描かれており、視覚的なインパクトがあり、色の学習に活用することもできる。30 06-1 偕成社 T04
エリック・カールの絵本 くまくんく
まくんなにみてるの？

28 17-1 チャイルド 001 ぬったりかいたりらくがきBOOK

29 20-1 童心社 L02 ピーマン村の絵本たち　おおきくなるっていうことは

26 30-2 ポプラ社 P16 音の出る知育絵本16　とけいがよめるようになる!!とけいくん

27 30-2 ポプラ社 M01 うたってかいてけせるえほん１　音のでるえかきうた

24 01-1 あかね書房 A02 もじのえほん　かたかなアイウエオ

25 30-2 ポプラ社 P04 音の出る知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん

22 11-4 三省堂 A04 三省堂こどもかずの絵じてん

23 07-2 金の星社 K01 げんきをつくる食育絵本1たべるのだいすき！

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）令和２年度採択理由書

21 12-2 小学館 Z01 デコボコえほん　かずをかぞえよう

印印 印



 

特別支援学校 №（４）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

数字のボタンを押すと音声が出るため、聴覚も活用して数字を覚えることができる。

数だけでなく、時計や計算の学習にも活用することができる。

季節ごとに子どもたちになじみのある文部省唱歌などを順に取り上げていて親しみやすい。

楽譜と鍵盤の色を合わせて表示して、メロディーを弾きやすいよう工夫されている。

本の材料ページを使って、本のページに直接貼っていく内容で構成されているためわかりやすい。

楽しみながら「切る」「貼る」「ちぎる」といった作品づくりに必要な技能を高めることができる。

日常生活に必要な動作や、守るべきマナーについて、絵を豊富に入れてわかりやすく説明している。

宿泊を伴う活動を経験する高学年の児童にとって、学習内容に直結する教材として使用できる。

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。

身の周りで見かける道具が絵カードになっていて、コミュニケーションを取る時の補助教材として活用しやすい。

道具の名前を覚えたり、読んだりしていくなかで、文字に触れ、言葉への関心を高めることができる。

写実調で描かれていて視覚的にわかりやすく、裏面には道具の用途についても説明が記載されている。

ＣＤに合わせて手遊びが楽しめる。

楽譜や手遊びのイラスト、歌詞が見開きページに収められており、わかりやすい。

大人と子ども二人での遊びで構成されているが、一人でもできるようにアレンジされている。

色の不思議さ、楽しさ、美しさがシンプルに伝わりわかりやすい。

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。

真っ白な背景に無駄なものが一切なく、物語を楽しみながら色の基本である三原色的なことまで伝えられる。

ホットケーキやドーナツなど身近なお菓子が16種類紹介されている。

作り方や材料がイラストと写真で構成されており、視覚的にわかりやすい。

簡単なものからやや難しいものへと、内容が発展的に扱われている。

いろいろなたいこの音表現があり、擬音を楽しむことができる。

奇想天外なストーリーに引き込まれる。

色鮮やかな手描きの絵でこどもが親しみをもちやすい。

かわいいイラストで、こどもの興味を引きやすい。

ねこの数を数えながら読み進めることで、数唱にふれるきっかけになる。40 10-4 こぐま社 F02 馬場のぼるの絵本　11ぴきのねこ

38 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

39 28-1 福音館 K03 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！

36 27-1 ひかりのくに Ｏ13 あそびうたのほんＣＤつき

37 20-4 戸田デザイン 008 ６つの色

34 06-1
偕成社

Q03
子どもの生活（３）
マナーをきちんとおぼえよう！

35 08-1 くもん出版 B07 生活図鑑カード　生活道具カード

32 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

33 06-2 学研 002 あそびのおうさまBOOK　はって

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）令和２年度採択理由書

31 30-2 ポプラ P07
音の出る知育絵本７
ことばでおぼえる１２３かずのほん

印印 印



 

特別支援学校 №（５）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

発色がよく、鮮やかで興味を引く。

絵本を読み進めながら、絵の具遊びを体験できる内容になっている。

色を混ぜて別の色を作る学習に展開できる。

それぞれの動物の特徴が漫画などで説明されているので、子どもの興味・関心を引きやすい。

20種類の動物が実物大の鮮明な写真で紹介されており、わかりやすい。

よく動物園で見る動物がのっており、意欲が高まりやすい。

登場人物が児童にとって親しみやすい。

イラストが児童にとって馴染みやすく、オノマトペを中心に楽しそうなことばの表現で構成されている。

日常生活を題材にしている。

ボタンを押すと童謡が流れ、聴覚への働きかけが有効である。

ボタンが絵表示で児童にわかりやすい。

カラオケを使って歌う表現や楽しみも味わえる。

児童に馴染みのある動物が多く取り上げられている。

動物が飛び出すような構成で、児童に興味を持たせる内容である。

作り方がわかりやすく書かれている。

児童が親しみやすいイラストが描かれている。

ことばのやり取りを楽しめる構成になっている。

児童にとって身近な乗り物が題材になっている。

はっきりした色使いが児童にわかりやすい。

いろいろな動物たちが登場するため、はみがきに興味を持たせやすい。

歯ブラシの大きさや色などが異なる物が登場し、自分のものと比べたりして親しみやすい。

登場する動物が児童の関心を引くような楽しい絵である。

興味を引く仕掛けで、挨拶の習慣づけができる。

言葉のやり取りを楽しめる構成になっている。

児童が楽しめる絵で構成されている。

馴染みのある歌が多く、学習意欲を高める。

手遊び歌をアレンジできるように工夫している。

身近な材料を使って完成できる物が多い。

作品完成時の達成感も味わえる構成である。

写真やイラストが多く掲載されており、具体的である。

50 30-2 ポプラ社
A02

あそびのひろば2
やさしいてづくりのプレゼント

48 06-1 偕成社
R01

あかちゃんのあそびえほん（1）
ごあいさつあそび

49 27-1
ひかりのく
に

O01
たのしいてあそびうたえほん

46
01-1 あかね書房

E01
けんちゃんとあそぼう1
のってのって

47 27ｰ3 ひさかたチャイルド A01
あかちゃんのための絵本
はみがきしゅわしゅわ

44 21-1
永岡書店 O09

お手本のうた付き!
どうよううたのえほん2

45 30-2
ポプラ社 C03

ペーパーランド3
とびだすカード

42 06-2 学研 N01 ほんとのおおきさ動物園

43 06-1
偕成社 D08

ノンタンあそぼうよ8
ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう

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）令和２年度採択理由書

41 30-2 ポプラ 001 いろいろいろのほん

印印 印



 

特別支援学校 №（６）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由
絵が児童にわかりやすく描かれている。

いもの様子に関心を示す構成になっている。

児童の日常の生活に即した内容で構成されている。

ほのぼのとしたユーモアと優しい気持ちがあふれた内容。

イラストがかわいらしく親しみやすい。

言葉の表現がおもしろく、興味を持って楽しめる。

児童に馴染みのある歌が多く、主旋律の楽譜が掲載されている。

動作化ができる曲が含まれていて、楽しく親しみやすい。

曲の題名、歌詞が色分けされ、読み取りやすい。

わかりやすい表現で、次ページへの関心を高めながら読み進めることができる。

色と形の両方を組み込んだしかけ絵本である。

日常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。

児童が楽しめるようなタッチの絵で描かれている。

日常生活にテーマがとられていて親しみやすい

文と絵が分かれているので、見やすい構成である。

あいさつの言葉が音声により伝えられ覚えやすい。

挨拶がイラストでも表されてわかりやすい。

押しやすい大きさのボタンのため自分で何度も繰り返すことができる。

リズミカルな太鼓の音がくり返され、子どもの発語を促しやすい。

独特な迫力のあるタッチの絵と明るく、あでやかな色づかいで興味を引きやすい。

登場人物が増えていき、楽しく読み進められる。

なじみのある動物を描くことで創作意欲を高める内容である。

指先を使って簡単な造形活動に取り組める。

指先での感覚的な学習にも活用できる。

読み聞かせの際に取り扱いやすい大きさである。

しかけが児童にとって興味、関心を示す構成である。

やさしいタッチの絵で描かれている。

絵や文章が親しみやすい構成である。

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。

60 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

58 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

59 27-2
評論社 B01

しかけ絵本の本棚
コロちゃんはどこ?

56 30-2 ポプラ社 P15
音ででる知育絵本15　こえでおぼえる
ごあいさつえほん

57 28-1 福音館 K03
日本傑作絵本シリーズ
ドオン！

54 06-1 偕成社 V01
五味太郎・しかけ絵本（１）
きいろいのはちょうちょ

55 01-1 あかね書房 H02
かばくん・くらしのえほん2
かばくんのおかいもの

52 20-1 童心社 L06
ピーマン村の絵本たち
よーいどん！

53 27-1
ひかりのく

に F01 改訂新版どうようえほん１

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）令和２年度採択理由書

51 20-1 童心社
L01

ピーマン村の絵本たち
さつまのおいも

印印 印



 

特別支援学校 №（７）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

着替えという活動に色の名称が盛り込まれ覚えやすい

イラストの形が単純でわかりやすい

色がきれいで、見やすい

絵に描かれている自動車のタイヤを回すことで、実際に動かして体験することができる。

イラストで描かれた身近な動物が登場し親しみやすく、興味を持って読むことができる。

様々な車が登場し、身近な乗り物の学習に活用できる。

色々なシャボン玉の写真があって、子どもの興味を引く内容である。

作る時に失敗しない方法が書かれている。

吹く道具も色々載っていて、実際に行う時、役に立つ。

みんなで仲良く楽しくすごすようすがわかりやすい

大きなりんごが変化していく様子を楽しんでみることができる。

馴染みのある動物が登場している。

ボタンが絵表示されているので、文字理解の難しい児童でも曲の選択がしやすい。

歌詞つきの歌が流れる以外に、カラオケ機能もついており、幅広く楽しむことができる。

ボタンが凹枠で仕切られているため、押し間違いが少ない。

説明も図を用いて丁寧に書かれている。

水彩絵の具を使った楽しい造形遊びが紹介されている。

手や足を用いての感覚的な学習や表現を楽しめる。

絵が児童にわかりやすい表現である。

身の回りの物がわかりやすく描かれている。

１ページに描かれている絵が少ないので、児童にとってわかりやすい。

児童が親しみやすくわかりやすいイラストが描かれている。

鳴き声から動物を想像させる内容になっている。

児童にとって身近な動物が題材になっている。

68
 

01-1 あかね書房 E03
けんちゃんとあそぼう３
まねっこまねっこ

66 02-1 岩崎書店 A17 あそびの絵本　 えのぐあそび

67 08-2 グランまま O01 ぼくとわたしのせいかつえほん

64 28-6 文研出版 A16
ジョイフルえほん傑作集　りんががド
スーン

65 30-2 ポプラ社 O33
おととあそぼうシリーズ33
新装版おてほんのうたがながれるどう
ようえほん

62 12-8 ジュラ O04 プータンどこいくの？

63 28-1 福音館 E20
かがくのとも絵本
しゃぼんだまとあそぼう

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）令和２年度採択理由書

61 30-2 ポプラ社 J01
クーとマーのおぼえるえほん１
ぼくのいろなあに

印印 印


