
出版社
コード

出版社名
図書
コード

図　書　名 採　択　理　由

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

１０種類の動物の母子のふれあいを描いた楽しい絵と
文で数を数える楽しさが体験できる。ページいっぱいに
書かれている数字が子どもの興味を引きやすい。

02-1 岩崎書店 A07 あそびえほん７クレヨンあそび

クレヨンのいろいろな使い方が絵と言葉でわかりやすく
示されている。自由に色を塗ったり線を引いたりするこ
とはもちろん、こすり絵、削って描く絵、不思議な絵等描
く楽しさが味わえる。

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

イラストで言葉の意味や様子を理解しやすい。

04-1 絵本館 D02 五味太郎の絵本かずのえほん１・２・３ 書体もフォントの大きさも大変見やすい。

06-1 偕成社 001
五味太郎　言葉図鑑（１）うごきのこと
ば

絵を見ながら言葉の学習ができる。

06-1 偕成社 004
10＋１人の絵本作家オリジナル集うた
のパレット

オリジナルの曲調が新鮮な印象で童謡とは違った雰囲
気で楽しめる。

06-1 偕成社 010
五味太郎言葉図鑑（１０）　なまえのこ
とば

日常生活との関わりの中から名前の持つ意味を学習
できる。

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

筆を持つことが苦手な子どもでもインクをつけて色や形
を楽しむことができる。

06-1 偕成社 Q03
小学生までに知っておきたい　子ども
の生活(3)マナーをきちんとおぼえよ
う！

社会ルールが未習熟なため、きちんとおぼえさせた
い。

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

丈夫な紙質でページがめくりやすく、いろいろな動物た
ちが出てきて興味をもって読めるため。子どもの名前
に置き換えて、楽しみながらあいさつの指導に使うこと
が出来る。

06-1 偕成社 S01 安全のしつけ絵本　きをつけようね 安全に気をつけて楽しく生活できるようにする。

06-1 偕成社 T01
エリックカールの絵本　はらぺこあおむ
し

美しい色使いとお話でつづられているため興味が持ち
やすい。あおむしが食べた穴を１．２。３と指で触りなが
ら楽しく学習できるため。

06-1 偕成社 T05
エリックカールの絵本（ぬりえ絵本）ご
ちゃまぜカメレオン

おはなしを楽しみながら、教師と一緒にいろをぬること
が出来る。

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

仕掛けをめくりながら、お話を楽しむことができる。

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

かわいらしい絵で興味を持たせやすく、楽しく仕掛けを
めくることができる。

06-1 偕成社 Y01
ともだちだいすき（２）　おべんとうなあ
に？

お弁当やピクニックを題材としていて、子どもが興味を
もって見ることができるため。

06-2 学研 002 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって
自分の好きなように切ったり貼ったりして楽しむことが
できる。

06-2 学研 G08
あそびのおうさまBOOK　はじめてきる
ほん

イラストのページと切るページに分かれており作業がし
やすい。

07-2 金の星社 B03
あかちゃんとおかあさんの絵本　ハティ
ちゃんのまる・さんかく・しかく

基本的な形を分かりやすく大きな絵で学ぶことができ
る。

08-1 くもん出版 B07 生活図鑑カード　生活道具 身近な道具が写実調で描かれ、わかりやすい。

08-1 くもん出版 E01 はとのクルックのとけいえほん
時計の概念が未習熟のため、具体的で楽しめる内容
のもので学習させたい。

08-1 くもん出版 G03 CD付き楽器カード
CDやカードを使って、聴覚や視覚から音楽の楽しさを
学ばせたい。

10-5 小峰書店 001 リサイクル工作ずかん 日常生活の中でいかすことができる。

14-4 成美堂出版 B01 音と光のでる絵本　たのしいどうよう
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。

17-1
チャイルド本
社 001 ぬったりかいたりらくがきBOOK 装丁が大きく使いやすい。

20-1 東京書店 A01
わくわく音あそび絵本　ヒュルヒュルド
オーン　おまつりたいこ

身近な曲が収録されている。太鼓の音が楽しめる。

20-1 童心社 H01
１４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごは
ん

やわらかな色彩とかわいいイラストで親しみやすい。問
いかけの文になっていて絵の中に答えがかくれていて
楽しみながら読み進めていくことができる。

平成29年度使用教科用図書（一般図書）　採択理由　　小学部用



20-1 童心社 L01
ピーマン村の絵本たち　さつまのおい
も

分かりやすい文と絵で、児童がお話に興味を持ちやす
い。

20-4
戸田デザイ
ン研究室 002 １から１００までのえほん

数字や絵が大きくはっきり描かれており、文もわかりや
すい。

20-5 同正社 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)

字は書けるが、枠内に字を収めたり、きれいな字が書
けないため、読み書きを復習させたい。

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

親しみやすい童謡が多数収録されており、様々な曲を
楽しむことができる。

27-1 ひかりのくに 001 たのしいてあそびうたえほん
かわいいイラストで親しみやすく、よく知られている手遊
び歌や今の子どもの感覚にふさわしい新しい歌に遊び
方を創作して手遊びが楽しめるよう工夫されている。

27-3
ひさかたチャ
イルド B01

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

かわいらしいイラストで親しみやすく、ページごとに色別
で描かれていて分かりやすいため。

28-1 福音館 B08 幼児絵本シリーズ　やさい
身近な野菜が大きく写実的に描かれていて分かりやす
い。

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

子どもたちが楽しそうにしゃぼんだまを作っている写真
が大きく示され子どもの興味を引きやすい。

28-1 福音館 H21 ぐとぐらの絵本　ぐりとぐら
身近な動物が登場するので興味・関心を持ちながら、
楽しめることや、お料理あそびにも発展できる。

28-1 福音館 H26 こどものとも絵本　おおきなかぶ
分かりやすい定番の物語である。登場人物を順番に確
認しながら、「何番目はだれ?」などと、かずにも興味を
持たせることが出来る。

28-1 福音館 I01
安野光雅　はじめてであうすうがくの絵
本１

クイズ形式などもあり、楽しく考えながら学習ができる。

30-2 ポプラ 033
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

好きな童謡がたくさん入っていて、自分でボタンを押し
て聴くことができるため。

30-2 ポプラ J01 ぼくのいろなあに 音楽に合わせて色の学習ができる。

30-2 ポプラ J01
クーとマーのおぼえるえほん　ぼくのい
ろなあに

色づかいがはっきりしておりお話を聞きながら色につい
て学ぶことができる。

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

ボードに描いた絵を簡単に消すこともでき、何度でも繰
り返し使える。

30-2 ポプラ P07
音のでる知育絵本７　こえでおぼえる１
２３かずのほん

かわいらしいイラストで楽しくかぞえる学習ができる。

30-2 ポプラ 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

時計遊びゲームで楽しみながら学習できる。

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

「あ」から「ん」までだけでなく濁音、半濁音も含め６９音
の楽しい遊び歌が掲載されており、幅広く文字の学習
に取りくめる。

出版社
コード

出版社名
図書
コード

図　書　名 採　択　理　由

01-1 あかね書房 A02 もじのえほん　かたかなアイウエオ 絵入りで親しみやすく、楽しく学習できる。

01-1 あかね書房 B03
あかねえほんシリーズ　えほんえかき
うた

絵の描き方が分かりやすく示されている。

01-1 あかね書房 H01
かばくん・くらしのえほん１かばくんのい
ちにち

生活に必要な衣服や道具などが、たくさん絵やイラスト
で描かれていて理解しやすいため。

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

お母さんと買い物にいく様子が楽しく描かれていて興
味をもてそうだったため。

02-1 岩崎書店 A07 あそびの絵本クレヨンあそび
本書の内容を真似することで、楽しみながら制作がで
きる。

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

イラストで言葉の意味や様子を理解しやすい。

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-

日常でよく目にする植物の事が書かれており、本人が
興味を持ちやすい内容である。

04-1 絵本館 D02 五味太郎の絵本かずの絵本123 素朴で親しみのある絵で表現されている。

06-1 偕成社 9784034063408
子どものマナー図鑑４おつきあいのマ
ナー

よくある生活場面での行動をイラストと注釈でわかりや
すく説明している。

平成29年度使用教科用図書（一般図書）　採択理由　　中学部用



06-1 偕成社 001
五味太郎　言葉図鑑（１）うごきのこと
ば

本人の語彙を増やすために効果的な内容である。イラ
スト付きで、わかりやすい。

06-1 偕成社 006 五味太郎・言葉図鑑⑥くらしのことば
生徒の実態に合っており、日常生活に必要な言葉を学
ぶのに適している。

06-1 偕成社 A02
エリックカールかずのほん１，２，３どう
ぶつえんへ

イラストで数の大小、順序などを理解しやすい。

06-1 偕成社 C03 かこさとし　うつくしい絵 本物の絵に触れることができる。

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

ペンや筆をもつことが難しい子どもでも指にインクをつ
けて色や形を楽しむことができるため。

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？

本人が「からだにとって良いこと」を意識するために必
要な内容が書かれている。発達段階にあっている。

06-1 偕成社 P02
赤ちゃん版ノンタン（２）ノンタンもぐもぐ
もぐ

食べる活動をする時に、絵本の読み聞かせをして一緒
に口を動かすことができるから。

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

食べる様子に合わせて、挨拶の言葉を学習することが
できる。

06-1 偕成社 R04
あかちゃんのあそびえほん（４）ひとり
でうんちできるかな

トイレで排便をする行為を、絵本でイメージしやすいか
ら。

06-1 偕成社 S01 安全のしつけ絵本（１）　きをつけようね マナーや交通ルール等、自立につながる内容である。

06-1 偕成社 T01 エリックカール：はらぺこあおむし 色彩表現が豊かで、変化していく面白さがある。

06-1 偕成社 T04
エリック・カールの絵本くまさんくまさん
なにみてるの？

絵がきれいなので、読み聞かせをしながら絵をじっくり
見ることが興味を持ってできるから。

06-1 偕成社 T06
エリックカールの絵本月曜日は何食べ
る？

美しい色彩と繰り返しの言葉の展開でわかりやすく、
色、物の形について学べる。

06-1 偕成社 X02
坂本廣子のひとりでクッキング（２）昼ご
はんつくろう！

手順が簡単なイラスト入りでわかりやすい。

06-1 偕成社 X07
坂本廣子のひとりでクッキング（７）　お
べんとうをつくろう！

一人で料理を作ろうという関心をもつことができ、意欲
的に行う動機付けに適している。

06-1 偕成社 Z01
子どものマナー図鑑１ふだんの生活マ
ナー

日常社会におけるマナーについて図解で分かりやすく
説明してある。

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

具体的なイラスト入りでわかりやすい。

06-2 学研 002 あそびのおうさまBOOK はって
切ったり貼ったりして、指先の巧緻性を高めることに役
立つ。

06-2 学研 G07
あそびのおうさまbookはじめてぬるえ
ほん

イラストがシンプルで色をぬりやすい。

06-2 学研 J04 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑8きせつ
写真が豊富で、生き物の飼育や観察についての説明
が分かりやすい。

06-2 学研 N01 ほんとのおおきさ動物園
動物が実物大の写真で紹介されており、視覚的に理解
しやすい。

07-2 金の星社 B02
あかちゃんとおかあさんの絵本ハティ
ちゃんのいち・に・さん

１から１０までの親しみやすい数字が主題になっている
ことやいろいろな種類のものを数える学習にも用いるこ
とができるため。

07-2 金の星社 B03
あかちゃんとおかあさんの絵本ハティ
ちゃんのまる・さんかく・しかく

絵が大きくてわかりやすく、子どもの実態にあっている
ため。

07-2 金の星社 F01 たのしいたまご料理
食べることや食品に強い関心を持っているため、休憩
時間などに眺めて楽しんだり情緒の安定に役立てたり
したいと考えたため。

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

普段の生活の中ですぐにいかせるメニューで構成され
ており、生徒の実態に合った学習内容である。

07-2 学研 N01 ほんとのおおきさ動物園
実物大の動物の写真を見て、動物の大きさを感じるこ
とができるから。

07-4 教芸 005 ５訂版　歌はともだち
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。

08-1 くもん出版 B01 生活図鑑カード　たべものカード
絵を見て会話を楽しみながら言葉を学習することがで
きる。

08-1 くもん出版 B01 生活図鑑カード生活道具カード 身近なものを取り上げている。

08-1 くもん出版 B06 生活図鑑カードお店カード
身近なお店や公共施設がイラストカードになっており、
興味をもって学習できる。

08-1 くもん出版 B07 生活図鑑カード生活道具カード
身近な食べ物が一枚ずつのカードに写実的に描かれ
ているのでわかりやすいため。



08-1 くもん出版 E01 はとのクルークのとけいえほん
時計が絵本についていて、自分で時計を動かしながら
学習できるため。

08-1 くもん出版 G03 ＣＤ付き楽器カード ＣＤ付きで楽器ごとの音色を聴くことができる。

08-2 グランまま 001 ぼくとわたしのせいかつえほん
日常生活のなかで使う道具などに親しみをもつのに役
立てたり、休憩時間に眺めたりするのに役立てられる
のではないかと考えた。

10-3 国土社 B09 たのしい図画工作９　うごくおもちゃ 身近な素材を使って手軽の作ることができる。

10-3 国土社 B14
たのしい図画工作１４こすりだし・すり
だし

身近なもので作品を制作することができる。

10-4 こぐま社 E01 こぐまちゃん絵本別冊さよならさんかく
絵本の中で繰り返しの言葉により楽しく形を学ぶことが
できる。

10-5 小峰書店 B0１ りかのこうさく１ねんせい 写真やイラストが多く分かりやすい。

10-5 小峰書店 C02
くまたんのはじめてシリーズおいしいお
いしい　１・２・３

数の概念を復習するのに適している。

12-2 小学館 N02 あーとぶっく　ひらめき美術館第2館
絵が斬新で本人の興味を広げることにつながると思わ
れる。

12-7 女子栄養大 001 新・こどもクッキング
簡単に作ることのできる料理の手順や写真やイラスト
で説明されている。

13-2 鈴木出版 A05 知育えほんマークのずかん 絵や文字が大きくはっきりしていて見やすい。

14-3
全日本手をつ
なぐ育成会 A05

自立生活ハンドブック　ぼなぺてぃどう
ぞめしあがれ

身近な食べ物がたくさんのっており、食べ物への興味
関心をもつのによいため。

14-4 成美堂出版 004
いちばんわかりやすい　小学生のため
の学習日本地図帳

図解や写真などがたくさん取り入れてあるためわかり
やすい。

14-4 成美堂出版 005 CDつき楽しく歌える英語の歌 CDを聞きながら楽しく英語に触れることができる。

14-5 世界文化社 A01 写真でわかるなぜなに１どうぶつ
動物の写真がたくさんあり、写真を見ながら学習するこ
とができるため。

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

四季折々の歌がピアノで簡単に弾くことができる。

16-4 太郎次郎社 A03
漢字が楽しくなる本シリーズ漢字が楽
しくなる本ワーク3部首あそび

漢字の成り立ちを楽しく学ぶことができる。

17-1 チャイルド 001 ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ 発想豊かに絵を描く要素が盛り込まれている。

20-4 戸田デザイン 005 にっぽんちず絵本
日本地図の入門として、分かりやすい内容である。カラ
フルで、親しみやすい。

20-4 戸田デザイン 009 とけいのえほん
生徒の実態に合った学習内容であり、時間の概念を身
に付けさせるのに適している。

20-4 戸田デザイン 010 昆虫とあそぼう 大きなイラストが見やすい。

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）

本人の国語の能力に応じた内容で、基本的な漢字や
カタカナの学習をするのに適している。

20-5 同成社 A04 ゆっくり学ぶ子のための国語４
生徒の実態に合った学習内容であり、生活の場面場面
で必要な言葉を学ぶのに適している。

20-5 同成社 C01 ゆっくり学ぶためのさんすう 書き込み式のワークブックとしても使うことができる。

20-5 同成社 C03
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」３
（６～９の足し算、ひき算、位取り）

説明が丁寧でわかりやすく、本人の数学の能力に応じ
た内容である。

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）

本人の数学の能力に応じた内容である。

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
メロディーＩＣつきで実際に楽器にふれることができるた
め。

22-3 日本教育研 9784931336179 ひとりだちするための国語
自立して行くための過程で必要な国語の基本的な学力
を身につけることができる。

22-3 日本教育研 A02 ひとりだちするための算数・数学
自立して行くための過程で必要な算数・数学の基本的
な学力を身につけることができる。

27-1 ひかりのくに 001 たのしいてあそびうたえほん
手遊びを通して他と楽しく関わりながら活動することが
できる。

27-1 ひかりのくに 002
どうようでおえかきできるどうようＮＥＷ
絵かき歌ブック

いろいろな歌を歌いながら、楽しく絵も描くことができ、
歌に親しみを持つことができる。童謡が絵描き歌になっ
ており、本人の興味関心を引き出しやすい。

27-1 ひかりのくに C10 こどものずかんMio10たべもの
わかりやすい絵を見ながら楽しく物の名前について学
ぶことができる。



27-2 評論社 B25 しかけ絵本の本棚からだのなかとそと
こどもが持ちやすい疑問に答える形で展開されている
のでわかりやすい。

27-2 評論社 C01
ピータースピアーの絵本①せかいのひ
とびと

世界の人々の暮らしや様子がイラストで描かれていて
見やすい。

28-1 福音館 B06 幼児絵本シリーズ　くだもの
写実的なくだものの絵を見て、実際のくだものをイメー
ジしやすいから。

28-1 福音館 B08 幼児絵本シリーズ　やさい
写実的で見やすく編集されている。野菜が写実的にか
かれていてわかりやすいため。

28-1 福音館 E19
かがくのとも絵本 平野レミのお料理
ブック

実際の生活場面で挑戦できそうなメニューについて書
かれている。

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

楽しみながら学習できる内容になっている

28-1 福音館 G03
福音館の科学シリーズ地球その中をさ
ぐろう

イラスト入りのわかりやすい内容である。

28-1 福音館 G04
福音館書店の科学シリーズ道ばたの
四季

身の回りにあふれる四季折々の植物に親しむときに役
立ち、休憩時間などに自由に眺めるのにも適している
と考えたため。

28-1 福音館 G10
福音館の科学シリーズただいまお仕事
中

本人の卒業後の進路を考えるために活用しやすい情
報が掲載されている。

28-1 福音館 H26 おおきなかぶ こどものとも絵本

物語の中に出てくる「うんとこしょ、どっこいしょ」のフ
レーズや分かりやすい登場人物から親しみをもってス
トーリーに触れられるのではないかと考えた。分かりや
すい名作であり親しみが持てる。

28-1 福音館 I02
安野光雅の絵本 はじめてであうすうが
くの絵本２

図解が親しみやすく、わかりやすい。

28-1 福音館 M06 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん
いろんな仕事のようすがわかりやすく描かれており、興
味関心を引き出しやすい。

28-1 福音館 N01 Do!　図鑑シリーズ　工作図鑑
わかりやすいイラスト付きの説明で、楽しみながら制作
活動をすることができる。

28-6 文研出版 B05 みるみる絵本　もこもこもこ
音の響きとともに、絵の変化を意識することができるか
ら。

28-8 フレーベル 003
ふしぎをためすかがく図鑑かがくあそ
び

実験方法や実験器具の作り方を写真やイラストでわか
りやすく示している。

29-1 平凡社 B02 新版はじめましてにほんちず
Ｂ４版の大判で開けやすく、わかりやすい分類となって
いる。

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

ボタンが絵表示されているので、曲の選択がしやす
い。

30-2 ポプラ社 A04 はりえあそび
紙などのちぎることができる素材をちぎることを楽しむ
ことができるので、それを使って作品作りにつなげられ
ればと考えたため。

30-2 ポプラ社 C08 ペーパーランド８ おりがみえあそび
おりがみの折り方が分かりやすく図で説明してあり、図
を見ながら自分で作れるため。

30-2 ポプラ社 P07
音の出る知育絵本７こえでおぼえる１２
３かずのえほん

かわいらしいイラストで楽しく数える学習ができる。

62-43 ｼﾞｱｰｽ教育新社 9784863712027 ひとりでできちゃった！クッキング
火や包丁を使わずにでき、写真で手順が示してあるた
めわかりやすい。

出版社
コード

出版社名
図書
コード

図　書　名 採　択　理　由

20-7 東洋館 001 暮らしに役立つ社会
卒業後の生活にも役立つ内容で、学習内容がわかり
やすくまとめられている。暮らしに役立つ内容である。

22-3
日本教育研
究出版 001 私たちの進路あしたへのステップ

就労を目指す生徒への進路指導に使用する。進路決
定や就労に関することがわかりやすくまとめられてい
る。

62-43
ジアース教
育新社

501
知的障害や自閉症の人たちのための
見てわかるビジネスマナー集

就労を目指す生徒への進路指導に使用する。知的障
害や自閉症の生徒たちにも取り組みやすい学習内容
になっている。

平成29年度使用教科用図書（一般図書）　採択理由　　高等部用



20-7
東洋館出版
社 002 暮らしに役立つ国語

日常生活の中で活かされる国語的内容がわかりやすく
まとめられており、本校の高等部での学習教材に適し
ている。

22-3
日本教育研
究出版 501

絵で見て学べるやさしい料理教室　私
たちの調理

日常の食生活で食卓によくでるような調理例が豊富で
あり、生徒たちの卒業後の家庭生活にも役立てること
ができる。

20-7 東洋館 003 暮らしに役立つ数学
日常生活に役立つ計算事例を具体的に扱っており、解
説や問題のレベルや量も適切である。


