
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 001
単行本　さわってあそぼうふわふわ
あひる

布や紙の感触を楽しみながら、丸・三角・四角等の形や
色などに親しむことができる。

01-1 あかね書房 I01
あかね書房の学習えほん　あそぼう
あそぼうあいうえお

ひらがな５０音がそれぞれ１ページずつに書いてあり、明
るいイラスト付きで、各文字を使ったリズミカルな文章が
あり、なじみやすい。

02－1 岩崎書店 A07 あそびの絵本　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。

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

はっきりした色使いや、分かりやすいフレーズを多く用い
ており、絵、言葉ともに楽しみながら読むことが期待でき
るので選定した。

04－1 絵本館 D02
五味太郎の絵本　かずのえほん１・
２・３

１０までの数の学習を楽しく絵を見ながら進めることが出
来る。

06-1 偕成社 004
10+1人の絵本作家オリジナルソング
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 A02
エリックカールのほん　1,2,3どうぶつ
えんへ

子どもの大好きな動物たちが登場し楽しみながら数への
興味関心が高まる内容である。

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

キャラクターを通して、あそびの中での順番や約束が分
かりやすく描かれている。「交代」「じゅんばんこ」などを絵
本の内容から学ぶことができる。

06-1 偕成社 H01 日本むかし話　おむすびころりん
日本古来のねずみ浄土話をコミックに描きながら、正直
爺さんとよくばり爺さんを対比させ道徳心を促すことが出
来る。

06-1 偕成社 O05
五味太郎・言葉図鑑（5）つなぎのこと
ば

つなぎの言葉を使った文に合ったイラストが描かれてお
り、助詞の持つ意味が分かりやすい。

06-1 偕成社 O06 五味太郎・言葉図鑑(6)くらしのことば
身近なあいさつ言葉を中心に生活の中で使われる言葉
がたくさん紹介されている。

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！

日常生活、マナーがわかりやすい絵で描かれて見やす
い。

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

仕掛け絵本になっており、変化するキャラクターの顔を期
待感を持って眺めたり、変化を教師と共に楽しむことがで
きると考えたために選定した。

06-1 偕成社 R02
あかちゃんのあそびえほん２　いない
いないばああそび

仕掛け絵本になっており、変化するキャラクターの顔を期
待感を持って眺めたり、変化を教師と共に楽しむことがで
きると考えたために選定した。

06-1 偕成社 T03
エリックカールの絵本（ぬりえ絵本）
わたしだけのはらぺこあおむし

使いたい色を考えながら、色を塗ることができる。お絵か
きや塗り絵が好きなので楽しめる。親しみやすい絵と話
で自分オリジナルのあおむしが描ける。

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？

美しい色使いで興味をもちやすい。

06-1 偕成社 Y01
ともだちだいすき（２）おべんとうなあ
に？

友だちに対する思いやりや集団生活の楽しさが大切にさ
れている。動物の絵が親しみやすく、しかけにより、興味
をもつことができる。

06-2 学研 G07
あそびのおうさまBOOK　はじめてぬ
るほん

装丁が大きく使いやすいく、なじみやすい生き物や食べ
物の絵なので楽しめる。色のコントラストがはっきりしてい
て、イラストがシンプルで塗りやすい。

06-2 学研 O02 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のに役立
つ。
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06-1 偕成社 A02
エリックカールのほん1.2.3どうぶつえ
んへ

子どもの大好きな動物たちが登場し楽しみながら数への
興味関心が高まる内容である。

06-1 偕成社 H01 日本むかし話　おむすびころりん
日本古来のねずみ浄土話をコミックに描きながら、正直
爺さんとよくばり爺さんを対比させ道徳心を促すことが出
来る。

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

数字とイラストが見開きになっており、わかりやすい。

08-1 くもん出版 B01 生活図鑑カード　たべものカード
実物に近い描写で描かれており、楽しみながら学習でき
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取り上げられ、親しみやすい。

08-1 くもん出版 Ｂ07 生活図鑑カード　生活道具カード 身近な道具の絵を見ながら語彙を増やすことができる。

08-1 くもん出版 E01 はとのクルックのとけいえほん
実際のおもちゃがついていて親しみがもてる。１日の生活
の流れに沿って楽しみながら学習できる。

08-2 グランまま社 001 ぼくとわたしのせいかつえほん 日常使用する物がやさしい色合いで描かれている。

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

視覚的に見やすい色使いとはっきりと縁どられた輪郭線
が視覚面での支援になり、対象物が多いのか少ないの
かに注目しやすいと考えた。

10-4 こぐま社 B05
こぐまちゃんえほん第３集　しろくま
ちゃんのほっとけーき

はっきりとした線と色で描かれており、視覚的に分かりや
すい。身近な食材を使った調理の手順が描かれている。
オノマトペで楽しく音読ができる。

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

わかりやすい絵でなじみのあるものが登場し、親しみや
すい。楽しい絵でのしりとりになっており、楽しんで学習で
きる。

12-2 小学館 B02 21世紀幼稚園百科2　とけいとじかん とけいの時刻が細かく記されており、理解しやすい。

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

絵本にかきこみができ、くりかえし使うことができる。

12－8 ジュラ 004 プータンどこいくの？
タイヤを回せるしかけ絵本で、子どもの共感を得る楽しい
ストーリーになっている。車好きの子どもにおすすめ。

13-2 鈴木出版 A05 知育えほん　マークのずかん
標識やマークを知ることで安全やマナーへの関心を高め
ることができる。

14-4 成美堂出版 B01 音と光のでる絵本　たのしいどうよう
身近な曲が収録されており、ボタンが大きく押しやすい。
ボタンが大きく、操作しやすい。

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ヶ月

鍵盤がついていて、簡単な演奏が楽しめる。親しみのあ
る歌で、ICピアノ付で実際に演奏ができる。

17-1
チャイルド本

社
O01 ぬったりかいたりらくがきBOOK

かたちのはっきりとした絵が特徴的であり、色使いも豊か
であり楽しく読むことができると考えたために選定した。
装丁が大きく使いやすい。

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く、説明文とイラストが分かれて
配置されており、コントラストがはっきりしている。身近な
昆虫を取り上げており、親しみやすく説明もわかりやす
い。



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

「触る」「見る」「話す」など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・
弁別など算学習必要な基礎的ま力を養うことができる。

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

子どもが親しみやすい曲が収められており、ＩＣピアノ付き
で実際に演奏することができる。

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

お手本のうたを聞きながら、友だちと一緒に楽しく歌を聞
いたり教師と一緒に歌の学習などに活用できると考えた
ため。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。

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絵かきうたブック

歌詞に合わせて４５種の絵を描くことができるので曲の聞
き取りにくい子供も楽しむことができる。題名や歌の内容
を表す絵ができあがるのでことばのイメージを広げるの
にも役だつ。

27-1 ひかりのくに F01 改訂新版どうようえほん1
「げんこつやまのたぬきさん」など動作化できる曲が含ま
れていて楽しい。

27-1 ひかりのくに I01
改訂新版体験をひろげるこどものず
かん１どうぶつえん

写真とイラスト両方で動物の姿が紹介されえおり。具体
的で体表面の色や毛並みもわかりやすい。

27-2 評論社 A01 スカーリーおじさんのはたらく人たち
見開きで働く人たちの様子がよくわかり、働くことの良さを
知ることができる。

27-3 ひさかた B01
ミーミとクックのえほん　ミーミとクック
のあか・あお・きいろ

色の学習をし、色の名前がわかってきたので親しみがも
てる。

27-3 ひさかた D01
ロングセラー絵本でんしゃでいこうで
んしゃでかえろう

前からも後ろからも読めるしかけ絵本で電車に乗る楽し
みがぎゅっとつまっている。擬音語の音読を楽しめる。

28-1 福音館書店 B06 幼児絵本シリーズ　くだもの 絵が大きく、読みやすい。読み手とやりとりができる。

28-1 福音館 H13 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ
友だちと一緒にいることの楽しさを共感できる。友達と一
緒にすごす楽しさをわかってもらうため。

28-1 福音館 H26 こどものとも絵本　おおきなかぶ
なじみのある童話で、親しみやすい人物や動物が登場す
る。絵が大きく読みやすい。読み手とやりとりができる。

28-1 福音館 K03 日本傑作絵本シリーズドオン！ 登場人物が増えていき、楽しく読み進められる。

28-3
ブロンズ新

社
A02 らくがきえほんあ・い・う・え・お

絵がシンプルでわかりやすく、字を描くスペースも大きく
書きやすい。

30-2 ポプラ社 D05
ねずみくんの絵本　ねずみくんの
チョッキ

シンプルな絵の中にねずみくんのチョッキの赤が鮮明に
描かれている。色の認識の導入段階に役立つ。

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

親しみやすい曲に合わせて、書いたり消したり繰り返し楽
しむことができる。

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？

身近な動物を数えることで１から１０までの数を学ぶこと
ができる。

30-2 ポプラ社 007
おととあそぼうシリーズ７　ドン！ド
コ！ドン！たいこ

ボタンで4種類のたいこの音を選ぶことができる。

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

実際に歌が流れるため興味をもちやすい。

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

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。



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 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 H02
かばくん・くらしのえほん2　かばくん
のおかいもの

買い物をする様子が楽しく描かれていて買い物遊びをし
ながら学習できる。

01-1 あかね書房 I０１
あかね書房の学習えほん　あそぼう
あそぼうあいうえお

楽しみながら学習できる内容になっている。

02-1 岩崎書店 A07 あそびの絵本　クレヨンあそび
くれよんのいろいろな描き方が紹介されていて楽しく見な
がら学習できる。

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 G12
ひとりでできる手づくりBOX　しぜん
で工作しよう

自然物を用いた工作の仕方が、写真でわかりやすく紹介
されている。

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 O05
五味太郎・言葉図鑑(5) つなぎのこと
ば

生徒の実態に合っている。短い文章をつなげて言う練習
になるため。イラスト付きでわかりやすい。

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！

マナーを知ることが大切な児童のため。

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。図
で分かりやすく表示されており、安全に対する認識が深
めやすい。

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

生徒の実態に合った内容になっている。

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-

絵本の内容に合わせて体を動かしたり、リズムにのって
楽しんだりできる。

06-1 偕成社 X01
坂本廣子のひとりでクッキング（１）
朝ごはんつくろう！

料理の手順がイラストでわかりやすく示されており、生徒
が興味を持ちやすい。

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  
日常生活での基本的なマナーが挿絵と文章で分かりや
すく説明されている。

06-2 学研 Ｇ０７
あそびのおうさまBOOK　はじめてぬ
るほん

大きなイラストで、描かれているため、どこに色を塗れば
よいのか分かりやすい。

06-2 学研 G08
あそびのおうさまBOOK　はじめてき
るほん

道具を使うなど巧緻性を高める練習になるため。

06-2 学研 N01 ほんとのおおきさ動物園
図解で動物の実物大の大きさが分かり、興味を持って楽
しく学習できる。生徒の実態に合った内容になっている。

06-2 学研 O02 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。実際に切り貼りして自由に表現することができる。

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

今後、必要な学習内容になっている。楽しみながら学習
できる内容になっている。

07-2 金の星社 F06
ひとりでできるもん！６　だいすきお
やつ作り

簡単な調理が紹介されているため。手順が簡単なイラス
ト入りでわかりやすい。

07-2 金の星社 Ｆ１０
ひとりでできるもん！１０ おしゃれな
おかし作り

興味を持ちやすいお菓子が、写真付きで説明されてお
り、見やすく分かりやすい。

07-4 教芸 O05 5訂版歌はともだち
たくさんの童謡が掲載されていて、生徒の興味に合わせ
て活用できる。

平成30年度使用教科用図書（一般図書）　採択理由　　中学部用



08-1 くもん出版 Ｂ０６ 生活図鑑カード　お店カード
日常生活の経験から、カードの店が何の店なのかを、絵
から考えることができる。

08-1 くもん出版 D01 ひらがなカード
カード一面に大きく平仮名が書かれており、一字ずつ平
仮名の形を認識するのに適している。

08-1 くもん出版 D03 かずカード
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
に対応する量を認識しやすい。

08-1 くもん出版 Ｇ０３ ＣＤ付き　楽器カード
ＣＤ付きで、色々な楽器の名前や音が理解しやすく、カー
ドになっているので覚えられる。

08-2 グランまま社 O01 ぼくとわたしのせいかつえほん 身近な物がたくさん紹介されているため。

10-1 講談社 O01
米村でんじろうのDVDでわかるおもし
ろ実験！！

楽しみながら学習できる内容になっている。

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。

10-5 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。食べ物のイラスト
を数えることで、数に興味を持つことができる。

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。

14-4 成美堂出版 003
いちばんわかりやすい　小学生のた
めの学習世界地図帳

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 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

生徒の実態に合った学習内容であった。

14-4 成美堂出版 B01 音と光のでる絵本　たのしいどうよう
子どもに人気の１４曲のうたとカラオケが楽しめる。歌に
合わせて光る。

14-5 世界文化社 A01 写真でわかる　なぜなに１　どうぶつ
いろいろな表情をした動物が写真でとらえてあり、とても
分かりやすい図鑑である。

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

メロディーICピアノ付きで、実際に音を鳴らしながら楽しん
で学習できる。

16-4 太郎次郎社 A01
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

漢字の成り立ちが絵文字からイメージしやすく、説明がわ
かりやすい。

20-3 東京書籍 001 やさしくおれるたのしいおりがみ
やさしい折り紙のおり方が、絵を見ながら分かりやすく説
明されている。

20-4
戸田デザイ

ン
009 とけいのえほん

文字が少なく、大きなイラストで見やすい。今後、必要な
学習内容になっている。

20-4
戸田デザイ

ン
010 昆虫とあそぼう

身近に生息する昆虫の実物の大きさも示しながら丁寧に
紹介してある。

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)

ことばの学習など児童の実態に合っているため。

20-5 同成社 B02
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」　入
門編２ （ひらがなの読み書き）

ことばの学習など児童の実態に合っているため。

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）

数の概念など児童の実態に合っているため。

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の数、5までのたし
算）

数の概念など児童の実態に合っているため。

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

歌いながら楽しく学べるため。

21-1 永岡書店 009
お手本のうた付き！どうよううたのえ
ほん２

好きな歌を自分で探してボタンを押すことで、その曲が聞
けたり、歌えたりできる。



71-2 ナツメ社 506
子どもの生きる力を育てるせいかつ
の絵辞典

生活習慣の基礎、マナー、衣食住の基本などがイラスト
入りでわかりやすく書いてある。

27-1 ひかりのくに J04
はじめてのずかん４　やさいとくだも
の

家で農業を手伝っていたり、仕事に興味があるため。

27-1 ひかりのくに 001 たのしいてあそびうたえほん 楽しみながら学習できる内容になっている。

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絵かきうたブック

親しみのある動揺を絵かき歌とあわせて楽しく学習でき
る。

27-1 ひかりのくに D01 ２０２シリーズ　たべもの２０２
日常生活でよく見る食べ物の写真やイラストが掲載され
ていて、興味関心を持ちやすい。

27-1 ひかりのくに K09
新装版ＫＩＤＳ２１１２　たべものひゃっ
か

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。いろんな食べ物が写真で紹介されてい
て興味を持ちやすい。

27-2 評論社 B01
しかけ絵本の本棚　コロちゃんはど
こ？

子犬のコロちゃんがかくれているところに、扉があり、興
味をもって絵本を見ることができる。

27-2 評論社 C01
ピーター・ストアーの絵本１　せかい
のひとびと

世界に様々な人種や文化があり、色々な国の生活が絵
や文からよく分かる。

27-3 ひさかた B02
ミーミとクークのえほん　ミーミとクー
クの１・２・３

動物がきれいな色使いで描かれていて、楽しく取り組む
ことができる。

28-1 福音館 B08 幼児絵本シリーズ　やさい 身近なやさいが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

写真が沢山使われており、視覚的に分かりやすい。楽し
みながら学習できる内容になっている。

28-1 福音社 Ｉ０１
安野光雅の絵本 はじめてであうすう
がくの絵本１

具体的な絵を見ながら考えることができるので、取り組み
やすく理解しやすい。

28-1 福音館 J02
世界傑作絵本シリーズ　ブレーメン
のおんがくたい

楽しみながら学習できる内容になっている。

28-1 福音社 M06 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん
マナーを知ることが大切な児童のため。学校から駅前を
通り、商店街を抜けて神社まで行く街の様子に絵を探す
楽しさも味わえる。

28-9 フレーベル D02
ふしぎをためすかがく図鑑 しょくぶつ
のさいばい

様々な花の種や苗、球根の栽培方法が、分かりやすく写
真や絵付きで説明されている。

28-8 フレーベル G09
フレーベル館の図鑑ナチュラ　ひとの
からだ

体に関して興味と意欲を引き出す内容が盛り込まれてい
る。

30-2 ポプラ M01
うたってかいてけせるえほん　音ので
るえかきうた

歌いながら楽しく学べるため。

30-2 ポプラ P04
音のでる知育絵本４こえでおぼえる
あいうえおのほん

文字を押すと５０音と単語が聞こえクイズも楽しめる。何
度も書けるホワイトボード付きである。

30-2 ポプラ P07
音の出る知育絵本７ こえでおぼえる
123のかずのほん

ものの数え方、時計の読み方、簡単な足し算、引き算ま
でわかるように音を出すので、数に親しみやすい。



出版社
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出版社名
図書
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図　書　名 採　択　理　由

20-7 東洋館 001 くらしに役立つ社会
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

ひとりだちするための進路学習
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。

20-7
東洋館出版
社 002 くらしに役立つ国語

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

9784931336247ひとりだちするための調理学習
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 くらしに役立つ数学
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。

平成30年度使用教科用図書（一般図書）　採択理由　　高等部用


