
県立 氷上 特別支援学校 №（　1　）

No 発行者番号 発行者の略称 教科書の記号・番号 書　名 採　択　理　由

わかりやすい言葉の繰り返しで、リズミカルに図形のイメージを表現している。

リズミカルな単語の繰り返しが多く、子どもの発語を促しやすい。

自分の体について興味を持たせることができる。

身近な生活場面が温かい絵と文で描かれ保健指導だけでなく身近な生活習慣の定着にも役立つ。

さらさらした毛やべたべたしたシートなど、いろんな感触を楽しむことができる。

まる、さんかく、しかく等簡単な図形を使いながら、いろいろな動物が描ける。

今後必要な内容になっている。

絵が美しいので見やすい。

しもんスタンプを動物や昆虫、植物など身近なものい見立てて楽しく学習できる。

物語として絵を見ながら楽しく読むことができる。

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。

コミュニケーション能力を高めるとともに、子どもたちの人間関係を広めるために活用しやすい言葉が取り上げら
れている。

日常生活、マナーが分かりやすい絵で描かれている。

あいさつや生活のマナーについてよい例と悪い例が示されて、分かりやすいため必要である。

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。

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。

街へ出かけて横断歩道や踏切の渡り方を挿絵を交えて楽しみながらがら学べるから。

イラストで描かれており、分かりやすい。また、季節にそって栽培される野菜が掲載されているので、楽しんで野
菜について学習することができる。

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。また、ことばの使い方や分の続け方を学ぶことができ
る。

動物や人が食べ物を食べているしかけで構成されており、食べる様子に合わせてあいさつの言葉を学習することが
できる。

けんちゃんとあそぼう１  のって
のって

A23

001

県立氷上特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成31年度採択理由書

1 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

2 01-1 あかね書房 E01

3 01-1 あかね書房 H01

5 02-1

からだのえほん４  からだにもし
もし

単行本  さわってあそぼうふわふ
わあひる

4 01-1 あかね書房

絵本館

絵本図鑑シリーズ８  やさいのず
かん

岩崎書店 F08

岩崎書店 あそびの絵本  えかきあそび

D02

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

五味太郎の絵本  かずのえほん
１・２・３

8 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

7

9 06-1 偕成社 F01

04-1

6 02-1

11 06-1 偕成社 005
五味太郎・言葉図鑑（５）  つな
ぎのことば

10 06-1 偕成社 L01
日本の絵本  １００かいだてのい
え

13 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！

12 06-1 偕成社 006
五味太郎・言葉図鑑（６）  くら
しのことば

15 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

14 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

16 06-1 偕成社 S01
安全のしつけ絵本（１）  きをつ
けようね

印印



県立 氷上 特別支援学校 №（　2　）

No 発行者番号 発行者の略称 教科書の記号・番号 書　名 採　択　理　由

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。

絵がきれいで見やすいので。

色を塗って楽しみながら想像力を高めることができる。

絵が大きく、色が鮮やかでわかりやすい。

お互いの気持ちを想像できるので。

料理の本を見て、料理に関心を高められ、家でも活用できる。

料理の本を見て、料理に関心を高められ、家でも活用できる。

お弁当の中身に注目し、どんなものが中に入っているのか興味を持って学ぶことができる。

お手伝い、お店、銭湯など、公共の場や家庭での何気ない、日常生活のマナーが楽しく、描かれている。

出かける時のマナー等がぬり絵調のやさしいイラスト入りでわかりやすく書いてある。

イラストがシンプルで色をぬりやすい。

２０種類の動物が実物大の写真で紹介されており、興味を引きやすい。

カラフルなイラストで想像を膨らませて遊ぶことができる。

１から１０までの数字とイラストが見開きで描かれていてわかりやすい。

形を動物や身の周りのものに見立てていて楽しい。挿絵の色や線が太くて分かりやすい。

X02

子どものマナー図鑑（３）  でか
けるときのマナー

Z03

子どものマナー図鑑（１）  ふだ
んの生活のマナー

Z01

ともだちだいすき（２）  おべん
とうなあに？

Y01

坂本廣子のひとりでクッキング
（２）  昼ごはんつくろう！

見開き両ページにわたって描かれた絵は美しく見やすい。子どもと動物、親子の会話を楽しみながら、色彩へ
の認識を深めることができる。

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

T05

坂本廣子のひとりでクッキング
（１）  朝ごはんつくろう！

X01

五味太郎の絵本  わにさんどきっ
はいしゃさんどきっ

U01

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
－

T07

32 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

30 06-2 学研 002
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はっ
て

31 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

28 06-2 学研 G07
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじ
めてぬるほん

29 06-2 学研 N01 ほんとのおおきさ動物園

26 06-1 偕成社

27 06-1 偕成社

24 06-1 偕成社

25 06-1 偕成社

22 06-1 偕成社

23 06-1 偕成社

20 06-1 偕成社

21 06-1 偕成社

18 06-1 偕成社 T02
エリック・カールの絵本  うたが
みえるきこえるよ

19 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？

県立氷上特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成31年度採択理由書

17 06-1 偕成社 T01
エリック・カールの絵本  はらぺ
こあおむし

印印



県立 氷上 特別支援学校 №（　3　）

No 発行者番号 発行者の略称 教科書の記号・番号 書　名 採　択　理　由

写真とイラストで、作り方がとても見やすく表示してあるため。

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。

リアルなイラストで想像しながら学習できる。

身近な食べ物のカードが実写調で描かれ、実際の食べ物とマッチングさせやすい。

１枚ずつのカードにお店の様子が詳しく描かれており、わかりやすい。

カード式になっており、提示したり選んだりなど使い方に汎用性がある。

数字が非常に大きく書かれており、数字の形を認識しやすい。

おもちゃの時計がついており、楽しみながら学習できるため。

CDがついていて、楽器ごとの音色が楽しめる。

身のまわりの物がイラストで分かりやすく、日常生活に役立てやすい。

イラストが分かりやすく楽しく学習しながらことばを増やすことができる。

ストーリーを楽しみながら、色鮮やかな描写は視覚的にも興味の広がる内容である。

漫画で実験あそびが詳しく説明されている。

イラスト付きの絵本で、視覚的にも分かりやすい。

いろんな表情が見れるので。
48 10-4 こぐま社 G01 かおかおどんなかお

多くの作品が写真で掲載されているのでイメージをつかみやすい。また、身近な素材を使うため、手軽に制作活
動をすることができる。

46 10-3 国土社 B09
たのしい図画工作９  うごくおも
ちゃ

47 10-4 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

44 10-1 講談社 C01
世界の絵本（新）  にじいろのさ
かな

45 10-1 講談社 001
米村でんじろうのＤＶＤでわかる
おもしろ実験！！

42 08-2 グランまま社 001 ぼくとわたしのせいかつえほん

43 08-2 グランまま社 006 ことばえほん

40 08-1 くもん出版 E01 はとのクルックのとけいえほん

41 08-1 くもん出版 G03 ＣＤ付き  楽器カード

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 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

37 08-1 くもん出版 B06 生活図鑑カード  お店カード

34 07-4 教芸 005 ５訂版歌はともだち

35 08-1 くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード

県立氷上特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成31年度採択理由書

33 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

印印



県立 氷上 特別支援学校 №（　４　）

No 発行者番号 発行者の略称 教科書の記号・番号 書　名 採　択　理　由

数字を食べ物の数で学習することができる。

いつも見ている景色とは違う情報があるので。

楽しみながら学習できる内容になっている。

ホワイトボードのように何度も書いて遊ぶことができる。

世界地図を写真やイラスト、解説文で分かりやすく説明している。

ゴミとして捨てるものでも、リサイクル次第で再度利用価値があることを体験的に学ぶため。

CDをきいて英語の響きやリズムを楽しみながら学習できる。

大切なルールが分かりやすく描かれている。

楽譜にドレミがついていて、楽譜と鍵盤を見ながらひくことができるため。

漢字がどのような組み立てで作られているのか学習することができる内容となっている。

大きな文字で読みやすく、イラストも見やすい。

紙質がクレヨン、色鉛筆などに対応でき使いやすい。

ねずみ一家の一日の始まりがほのぼのと表現されていて、家族の温かさが伝わってくる。

心と体の成長を実感できる内容が多く登場する。

折り方のイラストが見やすく、生徒の実態に合っているから。
64 20-3 東京書店 001 やさしくおれるたのしいおりがみ

日本を七つの地域に分けそれぞれの地域の地形や産業、各都道府県の特色を、写真やイラスト、解説文で説明し
ている。

62 20-1 童心社 H01
１４ひきのシリーズ  １４ひきの
あさごはん

60 16-4 太郎次郎社エディタス C03
子どもがしあげる手づくり絵本
あいうえおあそび上ひらがな５０
音

61 17-1 チャイルド本社 001
ぬったりかいたりらくがきＢＯＯ
Ｋ

63 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

58 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

59 16-4 太郎次郎社エディタス A02
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２あ
わせ漢字あそび

56 14-4 成美堂出版 007
ＣＤつき小学生の英語レッスン
絵でみて学ぼう英会話

57 15-3 草思社 001
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

54 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

55 14-4 成美堂出版 006
作ってみよう！リサイクル工作６
８

52 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！

53 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

50 10-5 小峰書房 F04 東京パノラマたんけん

51 12-7 女子栄養大学出版部 001 新・こどもクッキング

県立氷上特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成31年度採択理由書

49 10-5 小峰書房 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

印印



県立 氷上 特別支援学校 №（　５　）

No 発行者番号 発行者の略称 教科書の記号・番号 書　名 採　択　理　由

３種類のたいこの音が出て同時に演奏することができる。

イラストが多く、興味を持ちやすい。

カタカナや漢字の学習の導入に使いやすい工夫がされている。

短いお話を読むのが好きで、この本には好きそうなお話が多いと感じたため。

身近な具体物があげられており、親しみやすい。また、様々なものを比較する学習ができる。

数の概念など生徒の実態に合っているため。

基礎的な数の概念を獲得するのに適している。

問題が大きく見やすく書かれているため、ひと目で課題の内容を把握することができる。

絵や図で説明してあり、視覚的にわかりやすい。

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。

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。

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。

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。

お手本の歌がついているので、とっかかりやすい。

身の回りにある食べ物を、再認識できるので。

食べ物の名前と５０音をマッチングし、楽しく学習できる。
80 27-1 ひかりのくに D01 ２０２シリーズ  たべもの２０２

78 21-1 永岡書店 007
お手本のうた付き！どうよううた
のえほん

79 27-1 ひかりのくに C10
こどものずかんＭｉｏ１０  たべ
もの

76 20-7 東洋館出版社 003 くらしに役立つ国語

77 22-3 日本教育研究出版 508 ひとりだちするための調理学習

74 20-7 東洋館出版社 001 くらしに役立つ社会

75 20-7 東洋館出版社 002 くらしに役立つ数学

72 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）

73 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）

70 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）

71 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）

68 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）

69 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）

66 20-4 戸田デザイン 005 にっぽんちず絵本

67 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）

県立氷上特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成31年度採択理由書

65 20-3 東京書店 521
わくわく音あそびえほん ヒュル
ヒュルドカーンおまつりたいこ！

印印



県立 氷上 特別支援学校 №（　6　）

No 発行者番号 発行者の略称 教科書の記号・番号 書　名 採　択　理　由

本児の好きな曲がたくさん入っており、ピアノを演奏する際に使用できると思ったため。

イラストが多く、親しみやすいと思ったため。

季節ごとの花や果物がイラストや写真であり視覚的に分かりやすい。

さまざまな野菜や果物の種類、収穫前の様子などが、分かりやすい画像で示してあるため。

曲に合わせた体の動かし方などイラストで具体的に示されている。

絵描き歌になっているが、たくさんの動揺が取り上げられており、興味を持ちやすい。

子どもに人気の曲にはっきりした色合いの挿絵が大判で付いていて分かりやすい。

しかけ絵本なので楽しんで学習に取り組める。

ページごとに色別で描かれているので、分かりやすい。

終わりがなく読み続けられるので。

人へおもいやりの気持ちを持って接することの大切さが絵とお話で表現されている。

畑に育っている野菜と八百屋さんの野菜が大きく写実的に描かれていて分かりやすい。

クイズ方式で野菜について学ぶことができる。

ウサギのキャラクターが色々な素材を使った工作の作り方を紹介していて関心を持てる。

買物経験がすくないので、疑似体験ができる。

らくがきをしながら絵本が楽しめる。挿絵がクレヨンタッチで描きたい気持ちを高める。
95 28-3 ブロンズ新社 A02

らくがきえほんあ・い・う・え・
お

93 28-1 福音館書店 G09
福音館の科学シリーズ  あそびの
レシピ

94 28-1 福音館書店 H56
こどものとも絵本  はじめてのお
つかい

91 28-1 福音館書店 B08 幼児絵本シリーズ  やさい

92 28-1 福音館書店 B09
幼児絵本シリーズ  やさいのおな
か

89 27-3 ひさかたチャイルド D01
でんしゃでいこうでんしゃでかえ
ろう

90 27-3 ひさかたチャイルド D02 どうぞのいす

87 27-2 評論社 B01
しかけ絵本の本棚  コロちゃんは
どこ？

88 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

85 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

86 27-1 ひかりのくに 012
手あそび指あそび歌あそびブック
１

83 27-1 ひかりのくに K09
新装版ＫＩＤＳ２１１２  たべも
のひゃっか

84 27-1 ひかりのくに 001 たのしいてあそびうたえほん

81 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

82 27-1 ひかりのくに I04
改訂新版体験を広げるこどものず
かん４  はなとやさい・くだもの
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80 27-1 ひかりのくに F03 改訂新版どうようえほん３

印印



県立 氷上 特別支援学校 №（　7　）

No 発行者番号 発行者の略称 教科書の記号・番号 書　名 採　択　理　由

いろいろな実験が、分かりやすく写真で説明してあるため。

生活科や総合学習に役立つ基本図鑑。自然の草花、木の実や石などを使った遊びが紹介されている。

季節の関することが写真やイラストで視覚的に確認できる。

指先を使ってちぎったりはったり楽しみながら制作し、巧緻性を高められると考えられるから。

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。

いろいろな動物を数えながら０～１０までの数を学べる。

ボタンで4種類のたいこのの音色を選ぶことができる。

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。

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。

視覚と聴覚から刺激して時計を意識できる。

色のふしぎとおもしろさを実感、体感できる。

おもしろいイラストで抵抗なく学習に取り組むことができる。

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。

107 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

108 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

105 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

106 30-2 ポプラ社 001 いろいろいろのほん

103 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

104 30-2 ポプラ社 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

101 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？

102 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

99 30-2 ポプラ社 A04 あそびのひろば４  はりえあそび

100 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

97 28-8 フレーベル館 D04
ふしぎをためすかがく図鑑  しぜ
んあそび

98 28-8 フレーベル館 G12
フレーベル館の図鑑ナチュラ  は
るなつあきふゆ
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96 28-8 フレーベル館 D03
ふしぎをためすかがく図鑑  かが
くあそび

印印


