
県立特別支援学校の教科用図書（一般図書）採択理由書

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

食べ物のイラストとリズミカルな言葉の繰り返しでひらがなを学ぶことができる。

付属のペンで何度も書いたり消したりすることができるので、繰り返し学習できる。

絵と文のページに分かれており、子どもにわかりやすい構成となっている。

身近な果物や野菜が１枚ずつのカードに写実調で描かれており、わかりやすい。

ストーリーが繰り返しでわかりやすく、仕掛けを開くと隠れている動物が出てきて、興味をしめしやすい。

「ながい〇〇」「みじかい○○」などの言葉も掲載されており、対になる言葉の学習に活用できる。

字が大きく、つなぎ言葉がわかれていて見やすい。

リズミカルな言葉の繰り返しがあり、聞きやすい。

様々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、イラストや文字が大きく見やすい。

手や布などで簡単に消せるので、繰り返し学習できる。

 ＜県立特別支援学校用＞

県立氷上特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和４年度採択理由書

1 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

かいてけしてまたかける
あいうえお

4 08-1

5 27-2 B01

くもん出版

偕成社

28-8 フレーベル

06-1 偕成社 R06

C01

福音館 K04

くもん出版

06-1 偕成社 V01

005

9

B02

県立 氷上

生活図鑑カード
くだものやさいカード１集

しかけ絵本の本棚
コロちゃんはどこ？

評論社

08-1

あかちゃんのあそびえほん（６）
いいおへんじできるかな

8
五味太郎・しかけ絵本（１）
きいろいのはちょうちょ

書きかたカード「ひらがな」

ぐりとぐらの絵本
ぐりとぐらの１ねんかん

3 28-1

2

10

6 06-1 偕成社 003
五味太郎・言葉図鑑（３）
かざることば（A）

7 06-1 005
五味太郎・言葉図鑑（５）
つなぎのことば

印印 印



県立特別支援学校の教科用図書（一般図書）採択理由書

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

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。

構成がスモールステップで学習できるようになっている。

数字や具体物の数が凹凸をつけて表現されており、触ってわかりやすい。

１から２０までをイラストで示しており、大きい数は１０のまとまりで数えることができる。

カード表面に１～５０までの数の数字、裏面に対応するドットが掲載されている。

色鮮やかなイラストで色の名前を覚えることができる。

色鮮やかなイラストで見やすい。

シンプルな色使いの絵で数字を視覚的にとらえやすい。

カードを使ってクイズ形式で楽しく学習できる。

イラストを数えながら数を学ぶことができる。

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

13 12-2 小学館 Z01 デコボコえほん　かずをかぞえよう！

12

県立 氷上

 ＜県立特別支援学校用＞

県立氷上特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和４年度採択理由書

11

15 08-1 くもん出版 D03 かずカード

20-5 同成社 A04 ゆっくり学ぶ子のための国語４

17 30-2 ポプラ N02
絵本・いつでもいっしょ２
どうぶつなんびき？

14

19 08-1 くもん出版 D02 とけいカード

16

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

27-3 ひさかた C05 スキンシップ絵本　かずのえほん

30-2 ポプラ J01
クーとマーのおぼえるえほん１
ぼくのいろなあに

20 20-4 戸田デザイン 002 １から１００までのえほん

18

印印 印



県立特別支援学校の教科用図書（一般図書）採択理由書

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

構成がスモールステップで学習できるようになっている。

まんが調で視覚的にわかりやすい。

メロディーICピアノつきで自分で音が鳴らせる。

歌詞付きの歌が流れる他、カラオケ機能がついており、１６曲の童謡を楽しむことができる。

曲に合わせた身体の動かし方などイラストで具体的に示されている。

CDにあわせて手遊びをすることができる。

イラストがはっきりしており、歌詞のイメージをつかみやすい。

色の区別がわかりやすく、身近なものを対応させながら学ぶことができる。

身の回りの物を使って、簡単にできる工作が紹介されている。

付属のペンを使って自由に描き込んだり、消したりでき、何度も楽しむことができる。

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

23 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

22

県立 氷上

 ＜県立特別支援学校用＞

県立氷上特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和４年度採択理由書

21

25 27-1 ひかりのくに 001 たのしいてあそびうたえほん

22-3 日本教育研 A02 ひとりだちするための算数・数学

27 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

24

29 14-4 成美堂出版 006 作ってみよう！リサイクル工作６８

26

27-3 ひさかた 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

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

27-1 ひかりのくに 013 あそびのうたのほんCDつき

30 28-8 フレーベル 003
ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえ
ほん　あそぼ！

28

印印 印



県立特別支援学校の教科用図書（一般図書）採択理由書

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

身近な題材に合わせて、様々な絵を描いて楽しめ、指先の巧緻性を高めることができる。

絵が大きく、ページも大きいため大胆に色塗りすることができる。

切るページが独立していて作業しやすい。

色が鮮明であり、１ページに記載されている内容が厳選されているため児童が見やすい内容になっている。

身近にある材料を貼り合せる楽しさで創造意欲が高まるよう工夫されている。

身近な植物や素材を使って工作できるため興味関心を高めることができる。

かわいらしい動物の絵が描かれており、親しみやすい。

基本的なあいさつを学び、生活に活かすことができる。

実際にさつまいもを植えて育てる体験学習につなげやすい。

日常生活に関連付けた身近なものを使った実験で科学に親しむことができる。

06-2 学研 O01
あそびのおうさまBOOK
ぬって

33 06-2 学研 G08
あそびのおうさまBOOK
はじめてきるほん

32

県立 氷上

 ＜県立特別支援学校用＞

県立氷上特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和４年度採択理由書

31

35 30-2 ポプラ A04 あそびのひろば４はりえあそび

06-2 学研 G07
あそびのおうさまBOOK
はじめてぬるほん

37 06-1 偕成社 Y01
ともだちだいすき（２）
おべんとうなあに？

34

39 20-1 童心社 L01
ピーマン村の絵本たち
さつまのおいも

36

30-2 ポプラ P15
音のでる知育絵本１５
こえでおぼえるごあいさつえほん

30-2 ポプラ 001 いろいろいろのほん

10-3 国土社 B09
たのしい図画工作９
うごくおもちゃ

40 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！！

38

印印 印



県立特別支援学校の教科用図書（一般図書）採択理由書

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

進んでお手伝いなどをして役に立とうとする意欲を持たせることができる。

カラフルなイラストを見ながら楽しく体を動かすことができる。

身近な道具３１点が写実調で描かれ分かりやすい。

カード式でいろいろな店の特徴がわかりやすく描いてある。

社会生活を過ごす上で大切な生活習慣や礼儀作法について学べる。

イラストを見ながら楽しく学習できる。

掃除、洗濯、食事に分けられており、見やすい。

やさしいイラストで描かれている。

繰り返しのわかりやすいストーリーの中で仲間と力を合わせることで得られる達成感を味わうことができる。

仕掛け絵本になっているため、言葉の指導とともに指導の訓練にも使える。

イラストや文字が大きくて見やすい。

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

43 08-1 くもん出版 B07
生活図鑑カード
生活道具カード

42

県立 氷上

 ＜県立特別支援学校用＞

県立氷上特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和４年度採択理由書

41

45 10-8 合同出版 B04
絵でわかるこどものせいかつずかん４
おつきあいのきほん

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―

47 07-2 金の星社 001 おてつだいの絵本

44

49 28-1 福音館 H26
こどものとも絵本
おおきなかぶ

46

28-1 福音館 H21
ぐりとぐらの絵本
ぐりとぐら

08-1 くもん出版 B06
生活図鑑カード
お店カード

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

50 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

48

印印 印



県立特別支援学校の教科用図書（一般図書）採択理由書

特別支援学校 №（　６　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

友だちを大切にする心を育てる。

様々なシチュエーションでの登場人物の気持ちがまんがで表現されており、興味を引きやすい。

生活の基本をイラストで楽しく習得できる。

どうぞということばで、登場人物の動きがわかりやすい。

生活場面での行動をイラストと注釈で分かりやすく説明している。

イラストに対して読み仮名付きの漢字の意味が分かりやすくまとめてある。

イラストがついた書き込み式のワークになっている。

親しみやすい内容で楽しむことができる。

すべてひらがなで書かれ、文字も大きく文章が簡潔であり、取り組みやすい。

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。

06-1 偕成社 E01
「おれたち、ともだち！」絵本
ともだちや

53 10-8 合同出版 B01
絵でわかるこどものせいかつずかん１
みのまわりのきほん

52

県立 氷上

 ＜県立特別支援学校用＞

県立氷上特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和４年度採択理由書

51

55 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

05-3 旺文社 B06
学校では教えてくれない大切なこと
（６）
友だち関係（気持の伝え方）

57 08-1 くもん出版 A03
もじ・こどば３
やさしいひらがな１集

54

59 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）

56

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

27-3 ひさかた D02 どうぞのいす

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

60 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）

58

印印 印



県立特別支援学校の教科用図書（一般図書）採択理由書

特別支援学校 №（　７　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

物の名前だけでなく、見えないものや場所などの名をあらわす言葉・名詞が集められている。

文章力を身につけることができる内容で、コミュニケーション力の向上が期待できる。

ひらがな一文字一文字カードになっていてわかりやすい。

漢字の成り立ちが絵文字からイメージしやすく、イラストや説明が分かりやすい。

イラストと文字が大きくわかりやすい。

身近な仕事がイラストで分かりやすく紹介してある。

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

最新の衛星写真と、詳しい地図によって、まるで空から見ているように日本の姿をながめることができる。

イラストが多く、興味を持ちやすい。

身近な職業やよく耳にする役職についてイラストと文章で分かりやすく説明されている。

06-1 偕成社 O10
五味太郎・言葉図鑑（１０）
なまえのことば

63 08-1 くもん出版 D01 ひらがなカード

62

県立 氷上

 ＜県立特別支援学校用＞

県立氷上特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和４年度採択理由書

61

65 20-4 戸田デザイン 007 よみかた絵本

22-3 日本教育研 A01 ひとりだちするための国語

67 28-1 福音館 L01
みぢかなかがくシリーズ
町の水族館・町の植物園

64

69 20-4 戸田デザイン 005 にっぽんちず絵本

66

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

08-1 くもん出版 A11
もじ・ことば１１
はじめてのかん字

28-3 ブロンズ新社 C01 しごとば

70 28-1 福音館 G10
福音館科学シリーズ
ただいまお仕事中

68

印印 印



県立特別支援学校の教科用図書（一般図書）採択理由書

特別支援学校 №（　８　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

親しみやすいキャラクターを交えて学習することができる。

世界各国の特徴がイラストなどを使って示されており、わかりやすい。

社会生活のルールや人との関わりのルールについて学ぶことができる。

各地方の産物や名所がイラストで描かれている。

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。

四季折々の行事や暮らし、動植物が紹介されており、日常生活への興味関心を高めることができる。

写真がとても美しく、普段見られない景色を鑑賞できる。

学習内容が生活と結びついているため、分かりやすい。

柔らかい色使いで、時計の針が実際に動くのを見ながら学習できる。

比較や仲間集め、じゃんけんなど遊びやクイズの中で算数の基礎を学ぶことができる。

12-2 小学館 C01
ドラえもんちずかん１
にっぽんちず

73 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

72

県立 氷上

 ＜県立特別支援学校用＞

県立氷上特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和４年度採択理由書

71

75 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

12-2 小学館 C02
ドラえもんちずかん２
せかいちず

77 06-2 学研 J09
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑
９ちきゅう

74

79 28-8 フレーベル 001 プータンいまなんじ？

76

32-1 民衆社 A02
さんすうだいすきあそぶ・つくる・
しらべる２年

29-1 平凡社 B02 新版はじめましてにほんちず

06-2 学研 J04
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑
８きせつ

80 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）

78

印印 印



県立特別支援学校の教科用図書（一般図書）採択理由書

特別支援学校 №（　９　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

繰り上がりや繰り下がりを中心に、わかりやすく説明されている。

頁が縦に開いて大迫力の絵が楽しめる。

身近な動植物がイラストで分かりやすく紹介してある。

実際の植物の写真が大きくて見やすく、楽しみながら学ぶことができる。

写真が大きく鮮やかで興味関心を持ちやすく、自然を調べたり実験をしたりする時に取り組みやすい内容である。

たくさんの色が使ってあり、見やすい。

身体のことや生活についてのイラストや写真がわかりやすく興味を引きやすい内容である。

イラストや写真で基本動作の手順が示されており、分かりやすい。

自分の体の仕組みについて知り、健康や規則正しい生活について考えることができる。

日常的な食べ物が１枚ずつのカードに写実的に描かれており、わかりやすい。

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）

83 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―

82

県立 氷上

 ＜県立特別支援学校用＞

県立氷上特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和４年度採択理由書

81

85 28-8 フレーベル D03
ふしぎをためすかがく図鑑
かがくあそび

06-1 偕成社 L01
１００かいだてのいえシリーズ
１００かいだてのいえ

87 27-1 ひかりのくに I09
改訂新版体験を広げるこどものずかん
９
からだとけんこう

84

89 12-2 小学館 B11
２１世紀幼稚園百科１１
からだのふしぎ

86

10-8 合同出版 A02
子どもとマスターする４５の組体法
改訂新版イラスト版からだのつかい方
ととのえ方

28-8 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

28-8 フレーベル D04
ふしぎをためすかがく図鑑
しぜんあそび

90 08-1 くもん出版 B01
生活図鑑カード
たべものカード

88

印印 印



県立特別支援学校の教科用図書（一般図書）採択理由書

特別支援学校 №（　１０　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

英語の歌詞を聴く歌うことで、外国の文化にも親しめる。

色々な楽器について、カードとCDの音源を通じて学ぶことができる。

DVDで鍵盤の指使いを見たり、ガイドメロディでメロディを視覚的にとらえることができる。

カラフルな色彩と断面のイラストで野菜の構造を知ることができる。

世界の有名な絵画を楽しみながら鑑賞することができる。

バラエティーに富んだ世界の傑作を鑑賞できる。

イメージを膨らませながら描くことができ、使いやすい内容である。

実際に作ったもので友達と楽しく遊ぶことができる。

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。

インクパッドと自分の体の一部という少ない材料で創作活動を楽しむことができる。

14-4 成美堂出版 005 CDつき楽しく歌える英語のうた

93 14-4 成美堂出版 002
DVDでひける！はじめてのピアノえほ
ん２
たのしいピアノのうた

92

県立 氷上

 ＜県立特別支援学校用＞

県立氷上特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和４年度採択理由書

91

95 12-2 小学館 N01 あーとぶっく　ひらめき美術館第１館

08-1 くもん出版 G03 CD付き　楽器カード

97 17-1 チャイルド 001 ぬったりかいたりらくがきBOOK

94

99 27-1 ひかりのくに D01 ２０２シリーズ　たべもの２０２

96

28-1 福音館 E18
かがくのとも絵本
かみコップでつくろう

28-1 福音館 B09 幼児絵本シリーズ　やさいのおなか

12-2 小学館 N02 あーとぶっく　ひらめき美術館第２館

100 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

98

印印 印



県立特別支援学校の教科用図書（一般図書）採択理由書

特別支援学校 №（　１１　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

簡単な料理の手順が写真入りで説明されている。

道具・材料・手順が豊富なイラストで説明されている。

道具の使い方や調理方法などについて学ぶことができる。

職場実習や余暇活動の項目があって活用しやすい。

イラストや写真で作業工程がわかりやすく説明されている。

オムレツ、卵焼きなど簡単で美味しい卵料理が１５種紹介されており、子どもの興味を引きやすい。

材料や作り方がイラストで描かれており、視覚的にわかりやすい。

食べ物が種類ごとに紹介されており、わかりやすい。

料理の手順を写真でわかりやすく紹介されており、食への関心を高めることができる。

解説が豊富で調べ学習にも活用できる。

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

110 06-2 学研 L12
ニューワイド学研の図鑑
増補改訂人のからだ

108 27-1 ひかりのくに K09
新装版KIDS２１１２
たべものひゃっか

06-4 開隆堂出版 001
職業・家庭たのしい職業科
わたしの夢につながる

109 14-3 育成会 A08
自立生活ハンドブック８
食（しょく）

106

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！

107 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

104

県立 氷上

 ＜県立特別支援学校用＞

県立氷上特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和４年度採択理由書

101

105 06-4 開隆堂出版 002
職業・家庭たのしい家庭科
わたしのくらしに生かす

12-7 女子栄養大 001 新・こどもクッキング

103 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！

102

印印 印



県立特別支援学校の教科用図書（一般図書）採択理由書

特別支援学校 №（　１２　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

自己理解を深めながら相手とのかかわり方を学んでいくことができる。

生活の場面で目にする身近なマークがわかりやすく描かれている。

四季の美しさを知り、自然をたいせつにしようとする心を育てることができる。

120

118

119

116

27-1 ひかりのくに 003
マナーやルールがどんどんわかる！
新装改訂版みぢかなマーク

117

114

県立 氷上

 ＜県立特別支援学校用＞

県立氷上特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和４年度採択理由書

111

115

05-3 旺文社 B02
学校では教えてくれない大切なこと
（２）
友だち関係（自分と仲良く）

113 28-8 フレーベル G12
フレーベル館の図鑑ナチュラ
はるなつあきふゆ

112

印印 印


