
 

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

身近な野菜が写実的に書かれていて、子どもの興味をひきやすい。

育てる方法が理解しやすく書かれているので、子どもたちが理解しやすい。

苗の植え方からの成長過程が書かれているため、成長の見通しを持たせることができる。

なじみのある、いろいろな色の動物が登場するため、興味を引きやすい。

分かりやすい文章表現が繰り返し出てくるため、読みやすい。

イラストも色鮮やかで大きく、興味を引きやすい。

絵が大きく、色が鮮やかである。

場面の展開が児童にわかりやすい。

馴染みの動物のほかに、児童にとって珍しい動物も登場している。

動物の表情がいきいきと描かれていて、興味をひきやすい。

動物が擬人化されていて、親しみを覚えやすい。

物語の展開が児童にとってわかりやすい。

ワーク形式・オールカラーでイラストが大きく、取り扱いやすい紙質である。

わかりやすく例示されており、一人でもとりくみやすい。

簡単なものから複雑なものまで書けるようになっており、様々な生徒の実態に適した教材である。

身の回りの物を使って、簡単に制作できるものが紹介されている。

写真やカラフルなイラストで分かりやすく制作工程が説明されている。

作ったもので遊ぶことができ、学習意欲の向上につながる。

写真や絵が抱負で、子どもの興味を引きやすい。

生き物の飼育・観察や野菜などの栽培について説明されているので、指導者とともに調べたり、確認したりできる。

季節の関連した行事やくらし、動植物が紹介されており、学習意欲・生活意欲を高める内容である。

写真がたくさん使われており、視覚的にわかりやすい。

天気など身近な現象を扱っており、興味・関心を引き出しやすい。

天体などは詳細な内容まで踏み込みながら、わかりやすく解説されている。

ワーク形式・オールカラーでイラストが大きく、取り扱いやすい紙質である。

切ったり貼ったりして、指先の巧緻性を高めることが期待できる。

形や大きさを選びながら、発達段階に応じて取り組むことができる。

10

06-2 学研 G09 あそびのおうさまＢook　どんどんぬるほん　

8

9

6

06-2 学研 Ｊ０９
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　９
ちきゅう

学研 O02 あそびのおうさまＢook　はって06-2

7

06-2 学研 J04

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。

06-2
あそびのおうさまずかん
リサイクルこうさく増補改訂

学研 Ｉ１２

「おれたち、ともだち！」
絵本　ともだちや

5

ふしぎ・びっくり！？こども図鑑８
きせつ

06-1 偕成社 599

2

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

3

06-1

4

エリック・カールの絵本
くまさんくまさんなにみているの？

エリック・カールの絵本　月ようびは
なにたべる?   -アメリカのわらべう
た

偕成社 T04

06-1 偕成社 T06

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

1
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

02-1 岩崎書店 C04

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

童謡から流行歌まで幅広く掲載されており、発達段階に応じて活用できる。

主旋律の楽譜が各ページに記載されている。

曲のイメージに合ったイラストが描かれている。

町の店と公共施設がわかりやすくカラフルに描かれている。

カードの裏に詳しい説明があり、漢字にはふりがながあるため一人で学習することができる。

１枚ずつカードになっていて扱いやすい。

31種類の楽器が写真カードで紹介され、イラストも大きく分かりやすい。

ＣＤがついており、楽器ごとの音色がわかるようになっている。

鑑賞曲も収録されており、音楽に親しむきっかけになる。

絵が鮮やかに描かれている。

馴染みのある魚を題材にしており、児童が関心を示しやすい。

物語の展開が児童にとってわかりやすい。

適度な大きさで、ベッドサイドの授業で取り扱いやすい。

生徒が利用する機会のある身近な乗り物が多い。

生徒が興味、関心を示す写真が多く掲載されている。

校外学習や買い物学習などの場面のときに、公共の場や対人関係のマナーについて学ぶことができる。

イラストが丁寧で場面を想定しやすく、語彙が少ない子どもから、文字が読める児童まで、幅広く理解しやすい教材である。

社会生活上で身につけて欲しい行動や注意点をわかりやすく解説している。

ワーク形式で1つの課題に集注して取り組みやすい。

時計、お金、カレンダーのイラストがわかりやすく、視覚的に優れている。

難易度別にページが分かれていて、苦手なところから始めることができる。

数字・イラストがわかりやすくシンプルで、何度も繰り返し学習できる。

数字や具体物がデコボコで表現されているので、触ってもわかりやすい。

基本となる色の三原色をもとに構成されている。

三原色から様々な色が生み出されていく過程がわかりやすい。

色の変化が絵本調に構成されていてなじみやすい。

豊富な写真で、興味を引きやすい。

国旗カードやカルタがついており、ゲーム形式で学習することができる。

世界の国々の様子がわかりやすく紹介されている。

いちばんわかりやすい
小学生のための学習世界地図帳

19

10-9 こばと B01
中級編ジャンプアップ　とけい・おか
ね・カレンダー

12-2 小学館 Z01 デコボコえほん　かずをかぞえよう！

20

18

14-4 成美堂出版 ＯＯ３

12-10

生活図鑑カード　お店カード

15

10-8 合同出版 532
絵でわかる　こどものせいかつずかん
３　おでかけのきほん

12

14

8-1 くもん出版 B06

08-1 くもん出版 Ｇ０３ ＣＤ付き　楽器カード

16

視覚デザイン研究所 A01 ハートアートシリーズ　色のえほん

13

10-2
好学社 A01 レオ・レオニの絵本　スイミー

17

10-5 小峰書店
E19

のりものえほん(しゃしん・ずかん)
あたらしい関西のでんしゃずかん

07-4 教芸 O05 5訂版　歌はともだち

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

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

社会生活のルールや人との関わりについて学ぶことができる。

50のルールについて書かれており、なぜそのルールを守ることが大切なのかの解説がある。

思いやる心を育てることができる。

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。

象形文字などものっており、漢字に対しての関心を持たせやすい。

漢字をなぞったり、練習する箇所もあり、漢字を覚えることができる。

似た漢字の違う場所を見つけるなど、いろいろな学習の仕方がのっている。

具体物を対応させながら、足し算と引き算ができるように工夫されている。

引き算の仕組みがわかりやすく説明されている。

単元ごとに練習問題が用意されており、繰り返し学習できる構成になっている。

絵がきれいで親しみやすい。

春の野原に出かけたくなるようなストーリである。

作者の住む地域に見られる春の野草、植物の図版が名称入りで説明され、植物図鑑にもなっている。

本が視覚的に非常にわかりやすく構成されている。

書き順が示されており、正しい書き順を身につけることができる。

なぞり書きの練習ができる。

イラストが多くわかりやすい。書きこみ式になっていて使いやすい。

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。

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。

イラストで手順が丁寧に書かれており、文字が読めない生徒でも理解しやすい。。

生活に必要な裁縫や掃除の仕方が載っており、実用的である。

内容が多岐に渡り、授業で取り組むのに適している。

時間やお金など生活に密着した事柄について学ぶことができる。

まんが調でで視覚的にわかりやすく、こどもが意欲を持ちやすい。

すべてにルビがついていて、読みやすい。

Ａ０２ ひとりだちするための算数・数学30

20-4

28 21-1 永岡書店

26 戸田デザイン

20-5 同成社

22-3 日本教育研

O07
お手本のうた付き！
どうよううたのえほん

29 21-2 ナツメ社 1
子どもの生きる力を育てるせいかつの
絵じてん

27

漢字がたのしくなる本シリーズ
漢字がたのしくなる本ワーク１基本漢
字あそび

24 20-1 童心社 A03 かずのほん３　０から１０までのたしざん

25 20-1

003 あいうえほん

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）

童心社 H02
１４ひきのシリーズ
１４ひきのぴくにっく

22

23

16-3 大日本絵画 A01

16-4 太郎次郎社 Ａ０１

メロディーえほん
ICピアノえほん
四季のどうようー１２カ月

15-3 草思社 1
みんなのためのルールブック　あたり
まえだけどとても大切なこと

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

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

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。

クイズのページが盛り込まれて、楽しみながら学習できる。

食卓によく登場する新鮮な食べ物が写真で豊富に紹介されており、視覚的に理解しやすい。

ワーク形式で繰り返し取り組むことができる。

ひらがな、カタカナ、漢字など内容が多岐に渡っており、生徒の実態に応じて取り組みやすい。

書き順が丁寧に例示されており、１人でも取り組みやすい。

登場する動物たちが優しいタッチでイラスト調に描かれて、親しみやすい。

登場人物の様子を読み取りやすく、興味を持って学習することができる。

植物を育てて成長する様子を創造の世界であらわされて、植物に興味をもつことができる。

イラストがきれいで、子どもに親しみやすい。

文と絵で身近な生活の場面が表現されている。

ストーリーがおもしろく、最後までわくわくしながら楽しめる。

子どもたちのよく知っている動物が出てきて、親しみやすい。

ストーリーがわかりやすく、最後までハラハラしながら読むことができる。

挿絵になっている個性ある動物の表情がとてもすばらしい。

やさしいタッチの挿絵で、興味を持ちやすい。

楽しい一年が見開き２Ｐに一月ずつ描かれていて見やすい。

季節の移り変わりを楽しく感じる内容で、生活に意欲を持ちやすい。

魚屋や八百屋の商品の絵と人々の生き生きした会話があり、店についてとても楽しく学ぶことができる。

買い物学習や会話の練習に役立つ

京都を舞台に描かれており、関西弁のせいふも楽しめる。

生活の中でよく見られる動物や植物を、少ない手順で完成させ、自由に絵を付け加えて楽しむことができる。

イラスト調の楽しい絵で紹介されており、子どもが興味を持って取り組むことができる。

作品の折り方がわかりやすいよう図で丁寧に表しているので、作ってみようという意欲を引き出しやすい。

ボタンで4種類の太鼓の音色を選ぶことができる。

歌詞のバチ印を見ながらリズムよく太鼓を叩くことができる。

厚手で扱いやすく、イラストもかわいく、子どもが親しみやすい。

基本的なあいさつを学び、生活に生かすことができる。

ボタンを押すことで10種類のあいさつの音声を聞いて学習できる。

ポップアップの仕掛け絵本で楽しみながら学習できる。

O07

P15ポプラ

H56

39

J01

音の出る知育絵本15　こえでおぼえる
ごあいさつえほん

40

28-1 福音館 K04 ぐりとぐらの１ねんかん

C08 ペーパーランド８　おりがみえあそび30-2 ポプラ

おととあそぼうシリーズ７ドン！ド
コ！ドン！たいこ

30-2 ポプラ

福音館

30-2

38

28-1 福音館

世界傑作絵本シリーズ
てぶくろ

36

37 L01

28-1 福音館 H25
こどものとも絵本
そらいろのたね

みぢかなかがくシリーズ　町の水族館
町の植物園

こどものとも絵本
はじめてのおつかい

33

34

35

28-1 福音館

28-1

こどもの字がうまくなる練習ノートPHP 127-432

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 こどものずかんMio10  たべもの27-1 ひかりのくに C10

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

長針に穴が開いており、のぞけば数字が見え、何分なのかが一目でわかる。

時計遊びゲームで楽しみながら、自国の読み方を学ぶことができる。

針が大きく操作しやすい。ボタンを押すと時計がさしている時刻を聞くことができる。

馴染みのある曲がたくさん選曲されており、生徒たちが親しみやすい。

ボタンに曲をイメージした絵が載っており、文字の理解が難しい生徒でも選曲ができる。

歌入りと歌なしが選べるので、授業でも使用しやすい。

字が大きく見やすい。一度に書く量が適量なので集中して取り組める。

書き順の覚え方がわかりやすく示されている。

数ページごとにふりかえりの問題があり、学習の定着を図ることができる。

イラストが多く、目で見て数量などの違いが分かりやすい。

段階的に問題が提示されており、理解しやすい。

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

30-2 ポプラ 539

44

42

613

小学館 978-4-09-253498-812-2

教科書がっちり算数プリント　テスト付き

つぶやき漢字ドリル　小学3年生

57-22 喜楽研

43

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
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

30-2 ポプラ P16

印印 印


