
特別支援学校 Ｎｏ（　１　）

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。

象形文字がイラストと簡単な文章で説明されていて漢字の学習に使える。

楽しいイラストで親しみやすい。

漢字の成り立ちに興味が持てる。

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操ると形を元にした異なる絵があらわれるよう工夫されており、楽しく読むことができる。

簡潔な言葉で色・手触り・形を説明しており、わかりやすい。

紙質が丈夫で扱いやすい。

わかりやすいことばの繰り返しで、リズミカルに図形のイメージを表現している。

色彩のコントラストがはっきりしており、さんかく、しかくを認識するのに適している。

お母さんと買い物に出かける様子が楽しく描かれている。

お店ごとに置いてある商品のページがあり、お話作りがしやすい。

絵を見ながら、各店で買い物あそびをすることで、生活言語を増やすことができる。

文字が鮮明で読みやすい。

身近な生活場面が温かな絵と文で描かれ、保健指導だけでなく基本的生活習慣の定着にも役立つ。

自分の体について興味を持たせることができる。

動きのある鮮やかな色調のイラストが描かれており、興味を引き出しやすい。

約270語の身近な単語がアルファベット順にまとめられており、楽しみながら学習が進められる。

絵と英語と日本語が結びつけられていて、一目でわかる。さらに発音がカタカナで表記され、強く発音するところが太字で強調されており、わかりやすい。

イラストで様子や気持ちを表す言葉を５０音順に紹介している。

イラストで言葉の意味や様子を理解しやすい。

５０音をローマ字、カタカナ、ひらがな、イラストで表記している。

まる・さんかく・しかく等の簡単な図形を使いながら、いろいろな動物が描ける。

色を変えるだけで、様々な動物に変化させることができる。

イラストがシンプルで、輪郭をとらえやすい。

植物の特徴をよくとらえた絵がある。

野菜の育て方が絵と文字で詳しく説明されており、成長の様子もよく分かる。10 02-1 岩崎書店 C04 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

8 02-1 岩崎書店 E03
五味太郎のことばとかずの絵本
ことばのあいうえお

9 02-1 岩崎書店 A23
あそびの絵本
えかきあそび

6 01-1 あかね書房 G04 からがのえほん４　からだにもしもし

7 01-1 あかね書房 I03 あかね書房の学習えほん　ことばのえほんABC

4 01-1 あかね書房 B02 あかねえほんシリーズ　かたちのえほん　まる・さんかく・しかくさん

5 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

2 01-1 あかね書房 A03 もじのえほん　かんじ（１）

3 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

県立 あわじ

 ＜県立特別支援学校用＞

県立あわじ特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成30年度採択理由書

1 01-1 あかね書房 A02 もじのえほん　かたかなアイウエオ

印印 印



特別支援学校 Ｎｏ（　２　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

はっきりしたイラストに対応して表記されているので、漢字の意味を理解しやすい。

すべての漢字に読み仮名がふられている。

身近な野菜が写実的に描かれていて、子どもの興味をひきやすく、野菜の名前を覚えるのに活用できる。　

５０種類の野菜の種から収穫までの様子が季節を追って理解できる。

野原に生活する植物や動物の様子が季節の移り変わりの変化とともに美しい絵で描かれており、年間を通じて活用することができ

る。

Ａ４版であるが携帯しやすく、自然観察などに活用しやすい。

分かりやすいイラストで身近な食べ物を取り上げている。

食べ物の働きと色をマッチングさせており、子どもに栄養の基本的な知識がわかりやすく説明されている。

「どんな○○」のグループごとに見開きでまとまられており、学習が進めやすい。

表情豊かなイラストとともに表現されており、興味を持って取り組むことができる。

４７語のつなぎの言葉（助詞）と、それに合ったイラストが描かれており、言葉の続き方や意味がわかりやすい。

ページの中の話題で助詞の使い方が、三例ずつ具体的に整理されている。　　

身近なあいさつ言葉を中心に、生活の中で使う言葉がたくさん紹介されている。  

表情豊かなイラストとともに表現されており、興味を持って取り組みやすい。

子どもたちの身近な生活の中で使われる動きの言葉が、分かりやすいイラストで表されているので、興味を引きやすい。

巻末に動詞が50音順にイラスト入りで並べられているので、グループごとに言葉集めをする学習に活用できる。

言葉集めを通して動詞を覚えるう学習に適している。

生活するうえで必要とされる「話し方」「そうじ」「せんたく」などのマナーが、まんが調のイラストでわ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。

ペンや筆を持つことが難しい子どもでも、指にインクを付けて色や形を楽しむことができる。

しもんスタンプを動物や昆虫、植物など身近なものに見立てて楽しく学習できる。

完成までの手順が紹介されており使いやすい。

20 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

18 06-1 偕成社 001 五味太郎・言葉図鑑（１）　うごきのことば

19 06-1 偕成社 Z03 子どものマナー図鑑１　ふだんの生活のマナー

16 06-1 偕成社 O05 五味太郎・言葉図鑑（５）　つなぎのことば

17 06-1 偕成社 O06 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば

14 06-1 偕成社 J04 子どもの健康を考える絵本４　からだがすきなたべものなあに？

15 06-1 偕成社 O03 五味太郎・言葉図鑑（３）　かざることば（Ａ）

12 02-1 岩崎書店 F08 絵本図鑑シリーズ８　やさいのずかん

13 02-1 岩崎書店 F12 絵本図鑑シリーズ１２　のはらのずかん－野の花と虫たち－

県立 あわじ

 ＜県立特別支援学校用＞

県立あわじ特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成30年度採択理由書

11 02-1 岩崎書店 E01 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本

印印 印



特別支援学校 Ｎｏ（　３　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

表情豊かな楽しい絵によって身近な事柄や物の名前の学習ができる。  

日常生活との関わりの中から、名前を学習することができる。    

動物たちがユーモラスに描かれ、頭を下げるとあいさつの言葉があらわれるしかけ絵本になっている。

絵に表情があり、文字も親しみやすいので楽しく学習が進められる。

犬やねこ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おきかえることで、あいさつの指導に活用できる。

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。

絵が大きく色が鮮やかで分かりやすい。

動物の動きを模倣するというストーリーになっており、内容に合わせて体を動かす学習もできる。

生活経験を広げ、興味関心を喚起する内容になっている。

してよいこと、悪いことが具体的にイラストで示され、細かなことまで説明されているので多くのことがらを学習できる。

現在指導している内容を発展させるときの教材として活用ができそうである。

お弁当のふたの部分が仕掛け絵本となっており、開けるときのワクワク感やドキドキ感を味わうことができる。

現在指導している内容を発展させるときの教材として活用ができそうである。

動物たちの“いただきます”を繰り返し見ているうちに、食事のマナーを身につけることができる。

ページを上から下へめくるタイプで、飲んだり食べたりする動作を表現されている。

現在指導している内容を発展させるときの教材として活用ができそうである。

表紙のイラストから、食事をはじめ、家庭生活でのマナーを学べる内容であると感じた。

生き物の飼育・観察や野菜などの栽培が説明されている。

季節の関連した行事やくらしや動植物を紹介し、学習意欲・生活意欲を高める内容である。30 06-2 学研 J04 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑８　きせつ

28 06-1 偕成社 R03
あかちゃんのあそびえほん（３）いた
だきますあそび

29 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！

26 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

27 06-1 偕成社 Y01 ともだちだいすき（２）おべんとうなあに？

24 06-1 偕成社 T01 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし

25 06-1 偕成社 T07 エリック・カールの絵本できるかな？　－あたまからつまさきまで－

22 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

23 06-1 偕成社 R06 あかちゃんのあそびえほん（６）　いいおへんじできるかな

県立 あわじ

 ＜県立特別支援学校用＞

県立あわじ特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成30年度採択理由書

21 06-1 偕成社 O10 五味太郎・言葉図鑑（１０）　なまえのことば

印印 印



特別支援学校 Ｎｏ（　４　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

窓あけしかけがたくさんあり、めくって絵がわりを楽しみながら、本の中で自ら「はっけん」して遊べる絵本図鑑である。

イラストのしかけページと、写真で紹介する 標本ページで交互に構成されているので、 飽きずに楽しく知識が身につきやすい。

現在指導している内容を発展させるときの教材として活用ができそうである。

動物の写真を実物大にこだわって掲載されており、目を中心とした顔を誌面に入るだけ入れてある。

オムレツ、たまごやき等、簡単でおいしいたまご料理が１５種紹介されており、子どもの興味をひきやすい。

材料や作り方がイラストで描かれ、視覚的にとらえやすい。

主食の調理法が、イラストや写真でわかりやすく紹介されており、作ってみたい、食べてみたいという意欲を引き出すことができる。

料理の写真が大きく、わかりやすい。

簡単に作れるおかしが大きく鮮明な写真で紹介されている。

調理の手順が分かりやすく示されている。

素朴な疑問に対し、簡潔に答える内容となっており、わかりやすい。

輪郭がはっきりしておりわかりやすく楽しい絵である。

カード形式で扱いやすく、絵と文字がバランスよく配置されている。

筆順が色で示されており文字を繰り返しなぞって書き方の練習ができる。

カード式になっており、１枚ずつ提示したり、選んだりすることができる。

５０音の各ひらがなで始まる身近な物を、大きな字とわかりやすい絵で表し、楽しく学習することができる。

数字が大きく書かれており、見やすい。

裏面に数字と同じ数の「●（ドット）」が描かれており、数字とそれに対する量を認識しやすい。

カード式になっているのでいろいろな使い方ができる。

身近な食べ物の作り方や材料等の説明が書かれている。40 08-1 くもん出版 B01 生活図鑑カード　たべものカード

38 08-1 くもん出版 D01 ひらがなカード

39 08-1 くもん出版 D03 かずカード

36 07-2 金の星社 E01 やさしいからだのえほん１　からだのなかはどうなっているの？

37 08-1 くもん出版 C01 書きかたカード「ひらがな」

34 07-2 金の星社 F04 ひとりでできるもん！４　うれしいごはん、パン、めん料理

35 07-2 金の星社 F10 ひとりでできるもん！１０　おしゃれなおやつ作り

32 06-2 学研 N01 ほんとのおおきさ動物園

33 07-2 金の星社 F01 ひとりでできるもん！１　たのしいたまご料理

県立 あわじ

 ＜県立特別支援学校用＞

県立あわじ特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成30年度採択理由書

31 06-2 学研 C03
はっけんずかん
のりもの改訂版

印印 印



特別支援学校 Ｎｏ（　５　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

身近なくだものや野菜が１枚ずつのカードに写実調で描かれ、名前を覚えることで言葉への関心を高めることができる。（３１種）

裏面には、大きな字で名前が書かれており、実のつき方や産地などの説明もあって、生活知識を広げることができる。

生活に身近な施設が取り上げられており、親しみやすい。

店の名前を覚えたり読んだりしていく中で、言葉への関心が高まる。

１日の流れにそって、楽しみながら時刻の学習ができる。

長針と短針の動きが連動する時計がついており、自分で動かして学習することができる。

日常生活で身近に見かける家具・日用品・食物・衣類・玩具・乗り物・動物等が美しく明るく描かれている。

１ページに４つのイラストとその名前が書かれており、言葉の学習に役立つ。

日常よく使う動詞を子供の一日の生活の流れに沿って取り上げている。

身体の各部の名称、各月の特徴的な身近な行事、職業などをわかりやすく紹介している。

自然や身近にある素材を使って、遊んだり飾ったりするものの作り方が紹介されている。

作り方がわかりやすく示されており、児童生徒が興味をもちやすい。

手でちぎる、重ねてちぎる、重ねて切る、折って切るなどの様々な表現の良さが紹介されている。

比較的簡単なデザインから細かい形の紙を貼り合わせた作品まで幅広い活用が可能である。

なじみのある動物や生活用具などがしりとりになって登場し、興味を引きつけるとともに、さらに発展的にあつかいやすい。

一語文の段階の児童から使え、語彙を増やす学習に活用できる。　　   

身近な材料や草花の理科工作が、美しい写真とイラストで、わかりやすくまとめられている。

素材の特徴を生かした楽しい遊びや工作を通し、自然に親しむ心を育てることができる。

日常生活の基本動作が食生活、衣生活、住生活、勉強・遊びの４分野に分けて取り上げられている。

イラストや写真で基本動作の手順が示されておりわかりやすい。

それぞれの基本動作にアドバイスが書かれているので取り組みやすい。

50 10-8 合同出版 A01
子どもとマスターする４９の生活技術
イラスト版手のしごと

48 10-4 こぐま社 D01 ことばあそびの絵本　ぶたたぬききつねねこ

49 10-5 小峰書店 B01 りかのこうさく１ねんせい

46 10-3 国土社 B09 たのしい図画工作９　うごくおもちゃ

47 10-3 国土社 B16 たのしい図画工作１６　ちぎり紙・きり紙・はり絵

44 08-2 グランまま社 001 ぼくとわたしのせいかつえほん

45 08-2 グランまま社 006 ことばえほん

42 08-1 くもん出版 B06 生活図鑑カード　お店カード

43 08-1 くもん出版 E01 はとのクルックのとけいえほｎ

県立 あわじ

 ＜県立特別支援学校用＞

県立あわじ特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成30年度採択理由書

41 08-1 くもん出版 B02 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集

印印 印



特別支援学校 Ｎｏ（　６　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

発達段階に応じて数を理解できるような工夫がされている。

「１～５のかず」から「とけいとかず」「カレンダーとかず」「おかねとかず」など幅広く取り上げられている。

日常生活の中でも自然に数を感じられるような工夫がされている。

サラダやおやつ等の簡単に作れる料理の手順が写真入りで説明されている。

できあがった料理の写真がとても美しく、作り方もイラスト入りでわかりやすく書かれている。

ブータンが起きてから寝るまでのストーリーになっており、絵の場面に合わせて時計を操作できる。

実際に針に触れることで興味を持って学習することができる。

本の一部に動かせる時計がついている。

付属のペンで絵本に書き込みができる。手や布などで簡単に消せるので繰り返し使うことができる。

自分の描いた絵や線を絵本として見ることができるので、表現の喜びを味わうことができる。

イラストの色が鮮やかで分かりやすく、明るいタッチである。

料理の手順が写真で順番に並べられていてわかりやすい。

子ども自身が安全に作ることができる料理が２１種類紹介されている。

調味料の分量が写真で視覚的に捉えられる。

どこにでもあるペットボトルや牛乳パック等で作品、おもちゃが作れる。

イラストや写真を用いて、作り方と使い方が詳しく書かれている。

親しみやすい童謡が収録されている。

選曲ボタンが大きく使用しやすい。

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。

モチーフ（題材）が豊富であり、顔の表情や体の部分の続きを書き込む等、それぞれに自主的な工夫・創作活動へつながる内容

である。

和英辞典の形式で、身近なことばが取り上げられている。

一つ一つのことばに絵があり、日本語と英語を結びつけやすい。

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。

和英えほん

58 17-1 チャイルド本社 001 ぬったりかいたり　らくがきＢＯＯＫ

59 20-4 戸田デザイン研究室

60 20-4 戸田デザイン研究室 003 あいうえお　えほん

001

56 14-4 成美堂出版 006

14-3 全日本手をつなぐ育成会 A05

作ってみよう！　リサイクル工作６８

57 14-4 成美堂出版 B01 音と光のでる絵本たのしいどうよう

自立生活ハンドブック５
ぼなぺてぃどうぞめしあがれ55

54 12-8 ジュラ出版局 002
ぴんきいしろっぷちゃんの
らくがきえほん　あそぼ！

新・こどもクッキング

53 12-8 ジュラ出版局 ブータンいまなんじ？

52 12-7 女子栄養大学出版部 001

001

県立 あわじ

 ＜県立特別支援学校用＞

県立あわじ特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成30年度採択理由書

51 11-4 三省堂 A04 三省堂こどもかずの絵じてん

印印 印



特別支援学校 Ｎｏ（　７　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

イラストがシンプルで親しみやすく、視覚的に理解しやすい。

アルファベットの導入の学習に適している。

20-4 戸田デザイン研究室 005 にっぽんちず絵本 絵や色彩がはっきりしており、見やすい。

日本の生活、季節、産業、地形等の様々な情報が楽しく描かれ、発展的な活用にも適している。

絵や色彩が鮮明で、見やすい。

世界の国の特徴、文化、生活等の様々な情報が楽しく描かれ、発展的な活用にも適している。

見開きで表現されており、右ページに時計とその時刻、左ページのその時刻を表す生活場面が示されている。

文字は少なく、大きなイラストで大変見やすい。

文字が大きく、行間も広くとってあり、文章が簡潔である。

言語力を深め、読みの力を伸ばすために発問や指導のポイントが書かれているので、授業に活用しやすい。

かたかなと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込めるページもある。

漢字の成り立ちも楽しく学べる。数字の読み方も丁寧に扱っている。

基本文型が繰り返し使われており、学習内容が分かりやすい。

読む力と書く力を着実に身につけるため、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。

「触る」「見る」「話す」等の操作活動を展開することで、量の概念を理解できる。

身近な具体物の絵から、比較・弁別など算数学習に必要な基礎的な力を養うことができる。

「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。

具体物から量や数概念に抽象化できるよう配慮されている。

６～９のたし算、ひ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おかれている。

69 20-5 同成社 C02 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」２（１対１対応、１～５までの数、５までのたし算）

70 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）

67 20-5 同成社 A03 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）

68 20-5 同成社 C01 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」１（量概念の基礎、比較、なかま集め）

65 20-5 同成社 A01 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１（改訂版）（ひらがなのことば・文・文章の読み）

66 20-5 同成社 A02 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）

63 20-4 戸田デザイン研究室 006 せかいちず絵本

64 20-4 戸田デザイン研究室 009 とけいのえほん

62

県立 あわじ

 ＜県立特別支援学校用＞

県立あわじ特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成30年度採択理由書

61 20-4 戸田デザイン研究室 004 ＡＢＣえほん

印印 印



特別支援学校 Ｎｏ（　８　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

くり上がり・くり下がりのあるたし算・ひき算を具体物からの操作を通して理解できるよう配慮されている。

身近なものの量について、単位の表し方が理解できる。

絵や図で説明がしてあり、視覚的に分かり易いので、３けたの数の計算や九九、わり算の導入学習に適している。

単位の換算を学習できる。

見やすい文字の大きさと学習の進めやすいやり方と手本が示されている。

自己紹介や電話のかけ方等を通して表現力を養う内容や、履歴書等の書き方の掲載もあり、生活に対応できる内容となってい

る。

小数、分数、正負の計算から、図形や時間などの学習ができる。

長さや重さなど、身近な単位やお金の学習ができ、買い物学習など幅広く学習ができる。

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。（全３９曲楽譜付き）

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しやすく、枠が仕切られているため押し間違いが少ない。

歌詞つきの歌が流れるほか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。

絵表示のボタンを押して曲の選択ができ、文字理解の難しい児童でも選曲できる。

歌詞つきの歌が流れるほか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。

衣食住を中心に、生活の基本や知恵がわかりやすい内容になっている。

はしの使い方や、料理の仕方などイラストで手順をていねいに説明している。
身のまわりのことが自分でできるように支援し、マナーや暮らすためのヒントなど子どもの自立につながる内容であ
る。
家庭の食卓によく登場する食べ物が、鮮明な写真で豊富に紹介されており、視覚的に理解しやすい。

食べ物の名前と５０音をマッチングし、楽しく学習できる。

写真と写実的なイラストが豊富に使われ、見るだけでも楽しく興味をもちやすい。

解説にマンガを使い、視覚的に分かりやすく楽しく見ることができるよう工夫されている。

子ども生きる力を育てる
せいかつの絵じてん

２０２シリーズ　たべもの２０２

80 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

78 21-2 ナツメ社 001

79 27-1 ひかりのくに D01

76 21-1 永岡書店 007 お手本うた付き！どうよううたのえほん

77 21-1 永岡書店 009 お手本うた付き！どうよううたのえほん２

74 20-7 東洋館出版社 003 くらしに役立つ数学

75 21-1 永岡書店 004 ママとうたおう　やさしいメロディーピアノ

72 20-5 同成社 C05 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５（３けたの数の計算、かけ算、わり算）

73 20-7 東洋館出版社 002 くらしに役立つ国語

県立 あわじ

 ＜県立特別支援学校用＞

県立あわじ特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成30年度採択理由書

71 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けたの数の計算）

印印 印



特別支援学校 Ｎｏ（　９　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

食材ごとに分類してわかりやすく紹介されており、楽しく食べ物に関する知識を広げるのに役立つ。

食材を中心に食べることの楽しさと大切さに気づくことができる。　　

歌を歌いながら手遊びをすることによって、楽しみながら指先や身体の機能向上の学習ができる。

全３１曲、「だるまさん」「おかあさん」や「いとまき」などよく知っている歌もあり、友だちと楽しみながらリズム感を身につけることがで

きる。

CDに合わせて手遊びが楽しめる。

楽譜、歌詞、手遊びがイラスト入りで載っている。

大人と子供の２人での遊びで構成されているが、アレンジすることで一人でもできるように考えられている。

色彩がきれいで、絵に動きがあり、ストーリー性もあるので、子どもの関心を引きやすい。

身近な動物が様々な職種の働く人になって登場していて、仕事の名前や様子がわかりやすい。

からだのしくみが絵とことばでやさしく解説されている。

体の一部をめくるしかけによりその内部（骨、血管、内臓等）のしくみをより興味深く学習することができる。

絵が大きくわかりやすい。

きれいな色使いの動物イラストで構成されており、１１までの数の概念と、数のかぞえ方の学習に楽しく取り組める。

１文字１ページで見やすい。色彩が鮮やかで楽しい。

字が大きく、なぞりながらカタカナの学習できる。

カラフルな色使いで、絵も楽しくわかりやすい。

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。

代表的なくだものが本物そっくりに写実的に描かれており、絵も大きく、字も丸ゴシック体・教科書体で読みやすい。

「さあ　どうぞ」の声かけとともに、くだものを差し出す場面が描かれており、食べ方の指導にも役立つ。 

説明も簡潔で季節をおって、身近な自然が鮮やかな絵で描かれており、自然の美しさ・変化が視覚的にとらえやすい。

特定の生物だけでなく、身近に見かけることができる植物・昆虫・動物などが数多く扱われており自然を幅広く学習するのに適して

いる。

90 28-1 福音館書店 G04 福音館の科学シリーズ　道ばたの四季

88 27-3 ひさかたチャイルド C05 スキンシップ絵本　かずのえほん

89 28-1 福音館書店 B06 幼児絵本シリーズ　くだもの

86 27-3 ひさかたチャイルド B02 ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの１・２・３

87 27-3 ひさかたチャイルド C04 スキンシップ絵本　かたかなアイウエオ

84 27-2 評論社 A01 スカーリーおじさんの　はたらく人たち

85 27-2 評論社 B25 しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと

82 27-1 ひかりのくに 001 たのしいてあそびうたえほん

83 27-1 ひかりのくに 013
あそびうたえほん
CDつき

県立 あわじ

 ＜県立特別支援学校用＞

県立あわじ特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成30年度採択理由書

81 27-1 ひかりのくに K09 新装版ＫＩＤＳ２１１２　たべものひゃっか

印印 印



特別支援学校 Ｎｏ（　１０　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

地図記号の使い方を絵と比べることで理解しやすい。

市街地から海岸、山間部など多様な生活がわかる。

現在指導している内容を発展させるときの教材として活用ができそうである。

単純にデザインされた動物たちのユーモラスなやりとりが、愉快な散歩に一緒に行っているように感じさせる。

「うんとこしょ　どっこいしょ」等の言葉が繰り返し使われ、楽しみながら登場人物や物語の筋を理解することができる。

模倣遊び、劇化など幅広く活用でき、国語的な学習を総合的に深められる。

身近な魚屋さんや八百屋さんに置かれている食材の絵と、人々の会話によって、お店やさんについて楽しく学ぶことができる。

魚や野菜の名前を知ることができるだけなく、季節感も感じとることができる。

町の様子が細部にわたって描かれており、いろいろな発見ができるように工夫されている。

登場人物に吹き出しが入れられており、町に住む人たちの生き生きとした姿がイメージしやすい。

細部まで作りこまれた街の様子や、見守るような目線で描かれるみいちゃんの後ろ姿、決して大げさではないが

豊かな人々の表情など、丹念に絵が描かれている。

小さな女の子の心の動きを鮮やかに描いた絵本で、心情に寄り添いやすい。

ひらがな中心で簡単な絵の説明が添えられている。

世界の名画が楽しく紹介されている。

数詞、動作、物の名前等の言葉の学習にも活用できる。

絵や色彩がはっきりしており、見やすい。

日本の各地方の生活・産業・地形等の様々な情報が楽しく描かれ理解しやすい。

時計遊びゲームで楽しみながら、読み方を学ぶことができる。

ボタンを押すと時計が指している時刻を聞くことができる（5分単位）。

長針に穴が空けてあり、覗けば数字が見え、何分かが一目で分かる。

いろいろな動物を数えながら０～１０までの数を学べる。

色が鮮やかでストーリーも楽しめる。

イラストと数字を対応させながら数えることができる。

99 30-2 ポプラ社 P16
音のでる知育絵本１６
とけいがよめるようになる!!とけいく
ん

100 30-2 ポプラ社 N02
絵本いつでもいっしょ２
どうぶつなんびき？

97 28-8 フレーベル館 001
ことばでひらく絵のせかい
はじめてであう美術館

98 29-1 平凡社 B02 新版はじめましてにほんちず

95 28-1 福音館書店 M06 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん

96 28-1 福音館書店 H56
こどものとも傑作集
はじめてのおつかい

94 28-1 福音館書店 L01 みぢかなかがくシリーズ　町の水族館・町の植物園

93 28-1 福音館書店 H26 こどものとも絵本　おおきなかぶ

こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ

福音館の科学シリーズ　ぼくらの地図旅行

県立 あわじ

 ＜県立特別支援学校用＞

県立あわじ特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成30年度採択理由書

91 G05

92 H13

28-1 福音館書店

28-1 福音館書店

印印 印



特別支援学校 Ｎｏ（　１１　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

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ほか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。

手・野菜・葉・折り紙・紙など身近なものを用いた色鮮やかな版画が載っている。

作り方の手順やイラストで描かれ、ひらがなで説明を加えてあり、わかりやすい。

空き瓶、紙粘土、石等、身近な材料を使って作る楽しいアイデアが豊富に示されている。

写真やイラストで作り方と完成品がわかりやすく表されていて、友達や父母等へのプレゼントを目的に制作への意欲を引き出すこ

とができる。

身近にある材料を楽しくはり合わせるとともに、指先の巧緻性を高めるのにも役立つ。

作り方がわかりやすく図解されており、創作意欲も高まりやすい。

ボードに描いた絵を、付属のペンで簡単に消すことができ、何度でも繰り返し使える。

絵本の中の絵を押すと、メロでィーが流れ、それを聞きながら絵を描くことができる。

絵の描き方がわかりやすく表示されている。

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。

ボタンで４種類のたいこ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たいこを叩くことがことができる。

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。

楽譜もあり、リズムよく５０音の学習ができる。

「あ」から「ん」までだけではなく、濁音、半濁音の楽しい遊び歌が掲載されている。108 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

106 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

107 30-2 ポプラ社 O07
おととあそぼうシリーズ７
ドン！ドコ！ドン！たいこ

104 30-2 ポプラ社 A04 あそびのひろば４　はりえあそび

105 30-2 ポプラ社 M01
うたってかいてけせるえほん１
音のでるえがきうた

102 30-2 ポプラ社 A01 あそびのひろば１　はんがあそび

103 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

県立 あわじ

 ＜県立特別支援学校用＞

県立あわじ特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成30年度採択理由書

101 30-2 ポプラ社 033 おととあそぼうシリーズ３３新装版おてほんのながれるどうようえほん

印印 印


