
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

6

7

1

2

3

4

5

27-3 ひさかた D02

字間、行間が適当で読みやすい。１ページに１文字になっているので、わかりやすい。
内容に合わせたイラストとともに、リズミカルな文章が、各平仮名ごとに書かれており、親しみやすい。

27-1

01-1 あかね書房 I05

どうぞのいす

シンバルとトランポリンと大太鼓と小太鼓の音が選べる。
聴き慣れた曲ばかりで馴染みやすい。
選曲が良い。

優しい色使いのイラストで親しみやすい。
お話を楽しみながら、思いやりの心を持って人に接する気持ちを育てることができる。
登場人物が動物で親しみを持って読み進めることができる。

なじみのある童謡に合わせてイラストを描き進めることができる。
絵の描き方が分かりやすく、進んで学習に取り組める。

002
ひかりのく
に

08-1 くもん出版 B02

ポプラ O07

県立 いなみ野

 ＜県立特別支援学校用＞

県立いなみ野特別支援学校あおの訪問学級の教科用図書（一般図書）令和２年度採択理由書

ＣＤつき小学生の英語レッスン　絵で
みて学ぼう英会話

日常生活でよく使う英会話文例を、こどもにとって身近な場所や場面から絵で表している。
アメリカやイギリスの文化、生活習慣の紹介も豊富である。

14-4 成美堂出版 007

生活図鑑カード  くだものやさいカー
ド１集

あかね書房の学習えほん　かたかなえ
ほんアイウエオ

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）

おととあそぼうシリーズ７　ドン！ド
コ！ドン！たいこ

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

身近な果物や野菜がカードに１枚ずつ本物のように描かれていて、親しみやすい。
裏面に大きく名称が書かれていて、名前を覚えることで文字への関心を持たせることができる。

20-5 同成社 C03
スモールステップで学習できるように構成されている。
基礎的な算数の概念を獲得するのに適している。

30-2

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

県立 いなみ野

 ＜県立特別支援学校用＞

県立いなみ野特別支援学校あおの訪問学級の教科用図書（一般図書）令和２年度採択理由書

1 20-1 童心社 L06 ピーマン村の絵本たち  よーいどん！
絵が楽しく、興味を持ちやすい。
物語の展開もわかりやすい。
大型なので迫力がある。

3 28-6 文研出版 A16
ジョイフルえほん傑作集  りんごがド
スーン

2 28-1 福音館 J01 世界傑作絵本シリーズ  てぶくろ

5 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

4 20-1 童心社 H02
１４ひきのシリーズ  １４ひきのぴく
にっく

7 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

6 20-4 戸田デザイ 008 ６つの色

あたたかい色彩で興味をひきやすい。
次の展開に期待を持って読み進めることができる。

絵が鮮やかで興味をひく。
物語の展開もわかりやすい。

あたたかい色彩で興味をひきつけられる。
物語もわかりやすい。

絵が大きく、色彩が鮮明である。
１ページに使用されている色が限定されており、色彩感覚を育てる導入のための図書として適している。

柔らかいタッチの絵で描かれており、優しい気持ちで会話文を楽しむことができる。
単純な形の組み合わせで、運筆の苦手な児童も比較的簡単に楽しいキャラクターを描くことができる。

色分けされた楽譜が付いており、一人でも演奏できるように考えられている。
童謡、アニメ、クラシックが豊富に紹介されており、発達段階に応じて学習しやすい。

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

福音館 K04
ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐらの１ね
んかん

28-1

4 27-1 ひかりのくに

6

5 27-1
ひかりのく
に

013 あそびのうたえほんＣＤつき

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

7 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

8 30－2 ポプラ P07
音の出る知育絵本７　こえでおぼえる
１２３かずのほん

3 12-2 小学館 Z01 デコボコ絵本　かずをかぞえよう！

2 28-1 福音館

県立 いなみ野

 ＜県立特別支援学校用＞

県立いなみ野特別支援学校あおの訪問学級の教科用図書（一般図書）令和２年度採択理由書

1 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

写真やイラストが多く、季節の移り変わりを感じることができる。
季節ごとの行事や遊びの紹介もされていて参考にできる。

J02
世界傑作絵本シリーズ  ブレーメンの
音楽隊

10 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

9 30-2 ポプラ O07
おととあそぼうシリーズ７　ドン！ド
コ！ドン！たいこ

付属のペンでボードに描いた絵は、簡単に拭きとって消すことができ、繰り返し使用できる。
押した絵のメロディーが流れ、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。

シンバルとトランポリンと大太鼓と小太鼓の音が選べる。
聴き慣れた曲ばかりで馴染みやすい。
選曲が良い。

誰もが知っている童話で親しみやすい。
絵のタッチが柔らかく、カラフルである。

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。
大人と子どもの２人での遊びで構成されているが、アレンジすることで１人でもできるように考えられている。

ボタンを押すと、数や時計の問題が流れる。
何度も書けるおけいこシートとペンがついている。

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。
数字・イラストが大きく、見てわかりやすい。

身近な花や野菜が精密なイラストで描かれている。
体のしくみ、見つけ方、飼い方などがわかりやすく紹介されている。

月ごとの季節感や風景などが短い文書で表現されていて、リズムある音読に適している。
一年間の振り返り活動のきっかけに適している。

基本的なあいさつを学び、生活に生かすことができる。
ボタンを押すことで、１０種類のあいさつの音声を聞いて学習できる。

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

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

なじみのある童謡に合わせてイラストを描き進めることができる。
絵の描き方が分かりやすく、進んで学習に取り組める。

ひさかた D02

11 27-1
ひかりのく
に

002

1 27-3

友だちと仲よく遊ぶにはルールを守ることが大切だとわかる。
困っている友だちをみんなで助ける内容になっている。

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ひきやす
い。
背景が白く、絵が見やすい。

手触りの異なる布や紙で形が示されており、感触の楽しさを味わうことができる。
簡潔な言葉で色、手触り、形が説明されており、触察と関連づけて学習できる。

優しい色使いのイラストで親しみやすい。
お話を楽しみながら、思いやりの心を持って人に接する気持ちを育てることができる。
登場人物が動物で親しみを持って読み進めることができる。

昔から親しまれている物語である。
音読、劇化、音楽あそびなど、幅広く学習を深められる。

自分の気持ちや相手の気持ちを想像しながら読み進めることができる。
物語に引き込まれる展開である。

J03
世界傑作絵本シリーズ　三び
きのやぎのがらがらどん

前から読んでも後ろから読んでも楽しめる、工夫と仕掛けが盛り込まれた内容である。
様々な登場人物や景色が細かく描かれており、興味をひく。

身近な自然に親しみ、昆虫への興味・関心を高め、生き物に親しむ心を育てることができる。

ひさかた Ｄ01
でんしゃでいこうでんしゃで
かえろう

D05
ねずみくんの絵本１ねずみく
んのチョッキ

6 06-1 偕成社 D01
ノンタンあそぼうよ⑴　ノン
タンぶらんこのせて

001
単行本　さわってあそぼうふ
わふわあひる

8 27-2 評論社 Ｂ01
しかけ絵本の本棚　コロちゃ
んはどこ？

3 27-3

7 01-1 あかね書房

5 30-2 ポプラ

4 23-1 福音館

どうぞのいす

2 23-1 福音館 Ｇ01 福音館の科学シリーズ　昆虫

県立 いなみ野

 ＜県立特別支援学校用＞

県立いなみ野特別支援学校あおの訪問学級の教科用図書（一般図書）令和２年度採択理由書

シンバルとトランポリンと大太鼓と小太鼓の音が選べる。
聴き慣れた曲ばかりで馴染みやすい。
選曲が良い。

色鮮やかな動物キャラクターの挿絵で親しみが持てる。
数える対象が、大きな図柄で数を数えやすい。

9 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

10 30-2 ポプラ O07
おととあそぼうシリーズ７
ドン！ドコ！ドン！たいこ

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

4 30-2 ポプラ Ｄ05
ねずみくんの絵本１ねずみくんの
チョッキ

5 06-1 偕成社 Ｄ01
ノンタンあそぼうよ⑴　ノンタンぶら
んこのせて

ひさかた Ｄ01 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう

3 27-2 評論社 Ｂ01
しかけ絵本の本棚　コロちゃんはど
こ？

8 30－2 ポプラ P07
音の出る知育絵本７　こえでおぼえる
１２３かずのほん

9 30－2 ポプラ 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

7 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

県立 いなみ野

 ＜県立特別支援学校用＞

県立いなみ野特別支援学校あおの訪問学級の教科用図書（一般図書）令和２年度採択理由書

6 28-1 福音館 K04
ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐらの１ね
んかん

1 23-1 福音館 Ｇ01 福音館の科学シリーズ　昆虫

2 27-3

11 27-3 ひさかた D02 どうぞのいす

10 20-3 東京書店 001 やさしくおれるたのしいおりがみ

優しい色使いのイラストで親しみやすい。
お話を楽しみながら、思いやりの心を持って人に接する気持ちを育てることができる。
登場人物が動物で親しみを持って読み進めることができる。

月ごとの季節感や風景などが短い文書で表現されていて、リズムある音読に適している。
一年間の振り返り活動のきっかけに適している。

基本的なあいさつを学び、生活に生かすことができる。
ボタンを押すことで、１０種類のあいさつの音声を聞いて学習できる。

身近な自然に親しみ、昆虫への興味・関心を高め、生き物に親しむ心を育てることができる。

前から読んでも後ろから読んでも楽しめる、工夫と仕掛けが盛り込まれた内容である。
様々な登場人物や景色が細かく描かれており、興味をひく。

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ひきやすい。
背景が白く、絵が見やすい。

自分の気持ちや相手の気持ちを想像しながら読み進めることができる。
物語に引き込まれる展開である。

友だちと仲よく遊ぶにはルールを守ることが大切だとわかる。
困っている友だちをみんなで助ける内容になっている。

文字盤に凹部の丸枠があり、押さえると読み上げ機能があるので、見つけやすく押しやすい。
絵と音声で数字や数、大小などの学習ができる。

なじみのある童謡22曲がボタン操作で聞きながら歌える。
歌詞、楽譜、手あそびの仕方が掲載され、教材として使いやすい。

イラストの中に矢印や点線などの表示があり、視覚的にわかりやすい。
季節を表す作品を作ることができ、年間を通して使用することができる。

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

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。
数字・イラストが大きく、見てわかりやすい。

県立 いなみ野

 ＜県立特別支援学校用＞

県立いなみ野特別支援学校あおの訪問学級の教科用図書（一般図書）令和２年度採択理由書

1 06-1 偕成社 Ｔ06
エリック・カールの絵本　月ようびは
なにたべる？－アメリカのわらべうた

福音館 H13 こどものとも絵本ぞうくんのさんぽ

27-3 ひさかた7

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。
大人と子どもの２人での遊びで構成されているが、アレンジすることで１人でもできるように考えられている。

11 28-1 福音館 K04
ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐらの１ね
んかん

月ごとの季節感や風景などが短い文書で表現されていて、リズムある音読に適している。
一年間の振り返り活動のきっかけに適している。

あそびのうたのほんＣＤつき10 27-1
ひかりのく
に

013

Ｄ01 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
前から読んでも後ろから読んでも楽しめる、工夫と仕掛けが盛り込まれた内容である。
様々な登場人物や景色が細かく描かれており、興味をひく。

昔から親しまれている本である。登場する動物の穏やかな表情に、親しみを持ちながら読める。28-1

デコボコ絵本　かずをかぞえよう！

5 20-1 童心社 L06 ピーマン村の絵本たち  よーいどん！

9 12-2 小学館 Z01

6 14-4 成美堂出版 005 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた

8

2 27-3 ひさかた Ｃ05 スキンシップ絵本　かずのえほん

3 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

4 30－2 ポプラ 001 いろいろのほん

色分けされた楽譜が付いており、一人でも演奏できるように考えられている。
童謡、アニメ、クラシックが豊富に障害されており、発達段階に応じて学習しやすい。

発色が良く、鮮やかで興味を引く。色を混ぜて別の色を作る学習に展開できる。
絵本を読み進めながら、絵の具あそびを体験できる内容になっている。

歌のフレーズの繰り返しでお話を楽しめる。
アメリカのわらべ歌が絵本になっているので、外国の文化に触れられる。

輪郭がはっきりしたイラストで見やすく、数えやすい。
１から２０までをイラストとドットで示している。大小、長短などについても扱っており、算数の基礎的な学習ができ
る。

手あそびなどのイラストがあり、身体を動かしながら楽しめる。
英語の歌詞を、聴く・歌う活動で、外国の文化にも親しむことができる。

絵が楽しく、興味を持ちやすい。
物語の展開もわかりやすい。
大型なので迫力がある。

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

10 06-1 偕成社 Ｔ01
エリック・カールの絵本　はらぺこあ
おむし

Ｌ01
１００かいだてのいえシリーズ　１０
０かいだてのいえ

9 30-2 ポプラ O07
おととあそぼうシリーズ７　ドン！ド
コ！ドン！たいこ

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

27-3 ひさかた Ｄ01 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう

6

7

8

30－2 ポプラ

06-1 偕成社

5 06-2 学研 Ｇ09
あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどん
ぬるほん

4 28-1 福音館 Ｍ06 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん

はっけんずかん　のりもの改訂版

3 12-2 小学館 Ｂ06
21世紀幼稚園百科６　かずあそび１・
２・３

色鮮やかで見やすく、繰り返される言葉の中で数の学習ができる。
同じ表現が繰り返されることで、次への興味が高まり、楽しんで読み進めることができる。

シンバルとトランポリンと大太鼓と小太鼓の音が選べる。
聴き慣れた曲ばかりで馴染みやすい。
選曲が良い。

県立 いなみ野

 ＜県立特別支援学校用＞

県立いなみ野特別支援学校あおの訪問学級の教科用図書（一般図書）令和２年度採択理由書

1 06-1 偕成社 Ｏ01 五味太郎・言葉図鑑⑴うごきのことば
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。
言葉と絵を結びつけながら、使い分けや絵の内容の確かめができる。

2 06-2 学研 Ｃ03 身近な乗り物から、働く車、普段見かけることのない乗り物が、多種類掲載されており、知識を増やすことができる。

写真を中心に数を数えたり、ケーキと皿を比較したりするなどして、数に親しみながら学習できる。
１０までの数の大小、順序などが分かりやすく構成されている。
紙が厚くて開きやすいため、取り扱いやすい。

身近な働く人、家や店、看板などを楽しく探すことができる。
文章とイラストの説明が分かりやすい。

縦に開く装丁で、ページが広く迫力がある。
パターン化された展開を楽しみながら学習できる。

テーマが決まっているので、イメージして塗りやすい。
ページ数が多く、何度も楽しめる。

なじみのある童謡22曲がボタン操作で聞きながら歌える。
歌詞、楽譜、手あそびの仕方が掲載され、教材として使いやすい。

前から読んでも後ろから読んでも楽しめる、工夫と仕掛けが盛り込まれた内容である。
様々な登場人物や景色が細かく描かれており、興味をひく。

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

カラフルなイラストを見ながら楽しく身体を動かすことができる。
パターン化された分の繰り返しにより、親しみやすく楽しめる。

県立 いなみ野

 ＜県立特別支援学校用＞

県立いなみ野特別支援学校あおの訪問学級の教科用図書（一般図書）令和２年度採択理由書

1 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―

基本的なあいさつを学び、生活に生かすことができる。
ボタンを押すことで、１０種類のあいさつの音声を聞いて学習できる。

2 20-1 童心社 Ｈ01
１４ひきのシリーズ　１４ひきのあさ
ごはん

可愛らしいイラストで、親しみやすい。
朝食に焦点を当てており、日常生活と関連づけることに適している。

3 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

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

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。

食べ物の名前とひらがな５０音をマッチングし、楽しく学習できる。

物の用途や特徴を捉えさせるクイズがあり、遊びながら楽しく言語指導ができる。

「あいうえお」の文字を押すと５０音と単語が聞こえるため、聞いて見て学習できる。

クイズも収録されており、濁音も含まれているので幅広く活用しやすい。

ホワイトボードも付いており、ひらがなの学習の導入に活用することができる。

カラフルなイラストで、児童が興味を持って読むことができる。

教師と一緒に絵本を開き、動物を数えたり、お話をしたりしながら、自然に数の学習へとつなげていくことが

期待できる。

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。

絵も曲も馴染み深く、歌詞付きの歌や、カラオケ機能もあり、児童の積極的な活動が期待できる。

丈夫な作りになっており、ボタンが凹枠で仕切られているため、押し間違いが少ない。

かわいらしいイラストで、児童が興味を持って読むことができる。

身近な物を使って色が描かれていて、児童が親しみやすく、楽しく色に触れることができる。

絵本を読んでいるうちに、楽しみながら自然に色の学習ができ、児童の意欲につながる。

簡単な会話文がリズムよく書かれていて、言語指導に発展させることができる。

明るい色彩のかわいいイラストで、丸みのある動物が親しみやすく興味を持って読むことができる。

楽しいストーリーで、次の場面を期待しながら読み進めることができる。

2 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

3 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

県立 いなみ野

 ＜県立特別支援学校用＞

県立いなみ野特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和２年度採択理由書

1 27-1 ひかりのくに D01 ２０２シリーズ　たべもの２０２

5 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

4 30-2 ポプラ O33
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

6 28-1 福音館 H13 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ

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

 卵、幼虫、さなぎ、蝶への変態が美しい色使いと話で綴られ、あおむしが蝶になるまでの過程が分かりやすい。

あおむしが食べた穴が、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。

絵が色彩豊かで、いろいろな食べ物も登場し、名称を学習することができる。

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。

親しみのあるくだものがたくさん掲載されており、名前を覚えるのに役立つ。

繰り返しの表現が多く、明るく優しい色合いを使った親しみのある絵と大きい文字で書かれている。

楽しいしかけにより、子どもが期待と興味を持ってページをめくることができる。

身近な動物がたくさん登場し、隠れている絵を探すことで、意欲的に手指等を使うことができる。

身近な物が掲載されており、１０までの数の概念と数の数え方の学習に楽しく取り組める。

全ページにかわいいキャラクターが掲載されており、興味を持って読むことができる。

見たいページをすぐ開けるインデックス形式で、数字も大きく描かれており、数の学習の導入に活用できる。

小さなバチが付いており、たいこの音色も４種類あり、太鼓を鳴らしたり、歌ったり、楽しく親しみやすい。

８曲収録されており、子どもが親しみやすい曲が多数選曲されている。

手で叩いても音が鳴り、面白い音も出るため、幅広く活用することができる。

さまざまなイラストがカラフルに描いてある。

各ページに「●●色に塗ってね」などと指示が描いてあり、楽しく色塗りができる。

子どもの実態に合わせた使い方ができるので、幅広く活用することができる。

動物の写真が多く載っていて興味を持ちやすい。

実物大の動物の顔が載っているページもあり、動物を身近に感じやすい。

動物の名前を覚え、親しみを持つことに適している。

1

30-2

06-2

06-2

2

3

4

5

6

7

講談社

評論社

福音館28-1

27-2

10-1

O07

G07

N01学研

学研

ポプラ

しかけ絵本の本棚　コロちゃんはど
こ？

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

おととあそぼうシリーズ７　ドン！ド
コ！ドン！たいこ

あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめて
ぬるほん

県立 いなみ野

 ＜県立特別支援学校用＞

県立いなみ野特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和２年度採択理由書

エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし

幼児絵本シリーズ　くだもの

06-1 偕成社 T01

B06

B01

H05

ほんとのおおきさ
ほんとのおおきさ動物園

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

リズムのある繰り返しの文章と、分かりやすく可愛いイラストで、内容を理解しやすい。

「大きくなること」について身近な事例をいくつも挙げてあり、子ども自身の心と体の成長を実感できる。

内容から派生して、子ども自身の体験や考えを想起するなど授業の中で幅広い展開をすることができる。

前から読んでも後ろから読んでも楽しむことができ、電車に興味を持って読むことができる。

電車から見える様々な風景や、電車に乗ってから降りるまでのそれぞれの家族の行動を観察することができる。

音が微妙に変わっていくことで物語の世界に引き込まれ、電車に乗る楽しみを持つことができる。

左ページに単純化された分かりやすい絵、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。

イラストの色がはっきりしていて見やすく、ひらがなの書き順も示されていて、正しく書く力が身につく。

絵の中から形を探して遊んだり、数を数えたりして楽しむことができる。

絵が単純に描かれており、文字も大きいので子どもが親しみやすい。

かわいいイラストで、興味を持って読むことができる。

絵も曲も馴染み深く、歌詞付きの歌や、カラオケ機能もあり、児童の積極的な活動が期待できる。

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。

丈夫な作りになっており、ボタンが凹枠で仕切られているため、押し間違いが少ない。

色のコントラストがはっきりしていて分かりやすい。

イラストの色がシンプルで色を塗りやすい。

絵が大きく描かれているため大胆に色塗りができる。

「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。

繰り返しのフレーズがあり、言語指導に発展させることができる。

2 27-3 ひさかた D01 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう

3 20-4
戸田デザイ
ン

003 あいうえおえほん

県立 いなみ野

 ＜県立特別支援学校用＞

県立いなみ野特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和２年度採択理由書

1 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

5 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

7 28-1 福音館 H26 こどものとも絵本　おおきなかぶ

4 28-4
文化学園文
化出版局

E07
どうぶつあれあれえほん第４集　かく
したのだあれ

6 06-2 学研 G09
あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどん
ぬるほん

印印 印



特別支援学校 Ｎｏ（　12　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

身近な食べ物が１枚ずつのカードに写実調で描かれており、食べ物に対する興味や関心を高めることができる。

裏面には、大きな字で食べ物の名前が記されており、説明文もあり、その仕組みや使い方にも触れることができる。

表裏ともにカード取りなどの遊びにも利用でき、コミュニケーション能力の育成に活用できる。

子どもの空想をそのまま抜き出したような話で、児童が惹きつけられる内容である。

絵のタッチが柔らかく、お風呂に親しみを感じられる。

言葉が美しく、安心して絵本の世界を楽しむことができる。

乗り物の世界が楽しい仕掛けときれいな写真で紹介されており、児童が興味を持ちやすい。

見たり読んだりするだけでなく、たくさんの仕掛けを楽しみながら色々な「はっけん」をして遊ぶことができる。

説明が簡単な言葉で書かれているので理解しやすい。

付属のマーカーペンを使って書いたり消したりしながら、繰り返し書き方を練習することができる。

筆順が数字と色分けで表示されており、正しい書き方を身に付けやすい。

裏面では筆順どおりに正しく書けるかを確認することができる。

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。

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。

絵も曲も馴染み深く、歌詞付きの歌や、カラオケ機能もあり、児童の積極的な活動が期待できる。

丈夫な作りになっており、ボタンが凹枠で仕切られているため、押し間違いが少ない。

ボタンを押すと音が出て、楽しく学習に取り組むことができる。

何度も消せるので、反復して取り組むことができる。

子どもたちに親しみやすいえかきうたが選曲されている。

親しみやすい楽しい仕掛けにより、期待と興味を持って読むことができる。

かわいいイラストで、興味を持って読むことができる。

親しみやすい動物が登場し、楽しく読み進めることができる。

県立 いなみ野

 ＜県立特別支援学校用＞

県立いなみ野特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和２年度採択理由書

1 08-1 くもん出版 B01 生活図鑑カード　たべものカード

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

6 21-1 永岡書店 009

06-2 学研 C03 はっけんずかん　のりもの改訂版

8 06-1 偕成社 Y01
ともだちだいすき（２）おべんとうな
あに？

お手本のうた付き！どうよううたのえ
ほん２

7

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

2 28-1 福音館 K01
日本傑作絵本シリーズ　おふろだいす
き

5 30-2 ポプラ P16

4 08-1 くもん出版 C01 書きかたカード「ひらがな」

3

印印 印



特別支援学校 Ｎｏ（　13　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

身近な野菜などが１枚ずつのカードに写実調で描かれており、果物や野菜に対する興味や関心を高められる。

裏面には、大きな字で野菜等の名前が記されており、説明文もあり、その仕組みや使い方にも触れることができる。

表裏ともにカード取りなどの遊びにも利用でき、コミュニケーション能力の育成に活用できる。

食材ごとに分類して分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。

写真が実物大で載っており、児童が興味を持って学習に取り組める。

「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。

繰り返しのフレーズがあり、言語指導に発展させることができる。

付属のマーカーペンを使って書いたり消したりしながら繰り返し書き方を練習することができる。

筆圧を気にせず、なぞり書きでひらがなの練習ができる。

身近な単語を穴埋め形式の問題で考えながら、ひらがなで書く練習ができる。

書体もフォントも、子どもにとって大変見やすい大きさである。絵と文のバランスもよい。

数字とそれに対応した数のイラストが描かれており、指で押さえて数えることで数字と一致させることができる。

10以上の数のページでは、１０ごとに色を変えたイラストで描かれており、１０をまとまりでとらえやすい。

絵も曲も馴染み深く、歌詞付きの歌や、カラオケ機能もあり、児童の積極的な活動が期待できる。

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。

丈夫な作りになっており、ボタンが凹枠で仕切られているため、押し間違いが少ない。

イラストのページと切るページに分かれており、作業しやすい。

絵のテーマが決まっているため、作成する物をイメージしやすい。

紙質は適度な硬さがあるため切りやすく、切った形をイラストの上に貼ることができる。

絵や文章が楽しく、興味を持って取り組める。

身の回りのいろいろな所で働いている人がいることを知ることができる。

自らも将来は何か「働く」ことを目指していくことを意識づけることができる。

H26 こどものとも絵本　おおきなかぶ

2 27-1

5

3

4 28-1 ジュラ 005 かいてけしてまたかける　あいうえお

27-3 ひさかた C05 スキンシップ絵本　数の絵本

ひかりのく

県立 いなみ野

 ＜県立特別支援学校用＞

県立いなみ野特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和２年度採択理由書

1 08-1 くもん出版 B01
生活図鑑カード　くだものやさいカー
ド

6 30-2 ポプラ 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

評論社 A01
スカーリーおじさんの　はたらく人た
ち

7 06-2 学研 G08
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめて
きるほん

K09
新装版ＫＩＤＳ２１１２　たべもの
ひゃっか

28-1 福音館

8 27-2

印印 印



特別支援学校 Ｎｏ（　14　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

身近な生活道具が１枚ずつのカードに写実調で描かれており、道具に対する興味や関心を高めることができる。

裏面には、大きな字で生活道具の名前が記されており、説明文もありその仕組みや使い方にも触れることができる。

表裏ともにカード取りなどの遊びにも利用でき、コミュニケーション能力の育成に活用ができる。

カラフルなイラストで、児童が興味を持って読むことができる。

物語やイラストを楽しみながら、自然に曜日感覚を養うことができ、楽しく学ぶことができる。

とてもきれいな絵で昆虫が描かれているため、児童が興味を持って読むことができる。

季節や住む環境等で昆虫を分類しているため、昆虫に対して親近感を持ちやすい。

教師と一緒に読んだり、自分で絵を見て楽しんだりと、児童の実態に応じて活用できる。

今までの学習の中で、ひらがなや言葉に興味を持ち始めている児童たちにとって、物語を読み聞かせることでさらに

ことばへの関心や物語を楽しむ心を育てることができる。

物語を楽しみ、劇遊びをするなどして、内容理解を深めることにつなげることができる。

身近なもののイラストがたくさん掲載されており、興味を持って読むことができる。

カレンダー（日付）や時計の読み方、お金の数え方なども学習でき、児童の実態に応じて活用できる。

１から１００までの数字をかわいらしいイラストで楽しみながら学習することができる。

楽器に興味を持ち始めている児童たちにとって、馴染みのある曲に合わせて、ピアノを弾いて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、児童の幅広い実態に応じており、どの児童も楽しむことができる。

描く、切る等、いろいろな技能を経験し創作活動に親しんできた児童たちにとって、自分で切ったり、破いたりした

ものを自分なりにイメージを持って貼る活動をすることによって、さらに創作活動への意欲を高められる内容と

なっている。

自分の身体の変化や異性との違いに気づき始めている児童たちにとって、身体のしくみについて、イラスト付きで

紹介されており、興味をもって読むことができる。自分の身体について知り、健康に気をつけた生活を送ることの

大切さを知ることができる内容となっている。

世界傑作絵本シリーズ　三びきのやぎ
のがらがらどん

3 28-1 福音館 G01 福音館の科学シリーズ　昆虫

4 28-1 福音館 J03

2 06-1
エリック･カールの絵本　月ようびは
なにたべる？―アメリカのわらべうた

偕成社 T06

6 16-3
大日本絵
画

A04
メロディーえほん　ICピアノ絵本四季
のどうよう―12か月

県立 いなみ野

 ＜県立特別支援学校用＞

県立いなみ野特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和２年度採択理由書

1 08-1 くもん出版 B07 生活図鑑カード　生活道具カード

 

5 11-4 三省堂 A04 三省堂　こどもかずの絵じてん

あそびのおうさまＢＯＯＫ はって

8 27-2 評論社 B25
しかけ絵本の本棚　からだのなかとそ
と

7 06-2 学研 O02

 

印印 印



特別支援学校 Ｎｏ（　15　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

よく知っている有名なキャラクターが日本のことを紹介するので、興味関心を持ちやすい。

写真やイラストが豊富で、各地方の名所、名物等を見ることができる。

クイズがあり、楽しみながら学習することができる。

リズミカルな文で５０音順に短いお話が作られており、子どもが興味を持ちやすい。

リズム良く音読したり、視写したり、楽しみながら言葉や文字の学習に取り組むことができる。

話以外にもいろいろな絵が描かれており、絵を探しながら楽しく語彙を増やすことができる。

楽しいイラストとゲーム感覚の展開で、子どもが楽しみながら学習に取り組める。

１～１００までの数字と物の数え方を自然に身につけることができる。

助数詞や、時計、お金の学習についても取り上げられており、幅広く学習できるような構成になっている。

子どもにとって身近な野菜をテーマにしている。

野菜の栽培のポイントを、分かりやすく説明してある。

イラストが豊富で、子どもの興味をひきやすい。

絵本についているペンでボードに描いた絵を簡単に消すことができ、何度でも繰り返し楽しめる。

絵本の中の絵を押すとメロディーが流れ、それを聴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おり、書いてみたいという気持ちを引き出しやすい。

生活の中でよく見られる動物や植物を、少ない手順で完成させ、自由に絵を付け加えて楽しむことができる。

イラスト調の楽しい絵で紹介されており、子どもが興味を持って取り組むことができる。

作品の折り方がわかりやすいよう図で丁寧に表しているので、作ってみようという意欲を引き出しやすい。

からだの名前から各臓器の働きまで、写真とイラストにより説明されており理解しやすい。

比較的、色彩のコントラストがはっきりしており、視覚的にわかりやすい。

紙質が丈夫で扱いやすく、参考資料として利用できる。

身近でなじみ深い主食料理の写真が大きくのっていて、完成のイメージを持たせやすい。

材料や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、視覚的に捉えやすい。

身近な１４種類の主食の調理法が紹介されており、作ってみたい、食べてみたいという意欲を引き出しやすい。

日常の生活習慣をテーマにしてあり、子どもが興味を持ちやすい。

親しみやすいイラスト入りで、中学部に入学して間もない１年生にとって、分かりやすく活用できる。

望ましいマナーについて考えることができる。

9
子どもの生活（３）マナーをきちんと
おぼえよう！

06-1 偕成社 Q03

8 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

7 12-2 小学館 B11
２１世紀幼稚園百科１１  からだのふ
しぎ

6 30-2 ポプラ社 C08 ペーパーランド８  おりがみえあそび

5 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

4 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

3 11-4 三省堂 A04 三省堂こどもかずの絵じてん

2 40-1 理論社 A01 あいうえおうさま

県立 いなみ野

 ＜県立特別支援学校用＞

県立いなみ野特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和２年度採択理由書

1 ドラえもんちずかん１　にっぽんちず12-2 小学館 CO1

印印 印



特別支援学校 Ｎｏ（　16　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

色々な文章を読む練習だけでなく、分かりやすい解説とともに作文や詩などの文章を書く練習もできる。

音と訓、動詞、形容詞、丁寧語、会話体、過去・現在・未来などの表現を学習することができる。

日常生活で重要な言葉の力を身につけることができる。

シンプルな色遣いの絵が楽しく、子どもが視覚的に捉えやすい。文章もリズミカルである。

楽しいストーリーで登場人物の様子を読み取りやすく、興味を持って学習することができる。

いろいろな絵が描かれており、動物や調理道具の名前など語彙を楽しく増やすことができる。

よく知っている有名なキャラクターが世界のことを紹介するので、興味関心を持ちやすい。

写真やイラストが豊富で、各地方の名所、名物等を見ることができる。

クイズがあり、楽しみながら学習することができる。

繰り上がりや繰り下がりのある加・減算を、具体物の操作を通して理解できるよう配慮されている。

２けたの数のたし算、ひき算まで、文章から式を作り、筆算でできる内容となっている。

時計の読み方や単位など、身近な量の表し方が理解できる。

０時から２４時まで、時間を示す時計の絵に合わせたイラストと一緒に時計の見方が学べる。

短針だけでなく、長針の見方も学べるページがある。

シンプルなイラストで分かりやすい。

生き物、乗り物、建造物、自然物など様々なものを比べながら、興味深く学習に取り組める。

写真やイラストが多く用いられており、視覚的に分かりやすい。

漢字にふりがながふられており、文字の大きさや色にも工夫がされていて読みやすい。

子ども達の良く知っている曲が15曲収録されており、太鼓演奏を楽しむことができる。

太鼓の音色の変化やおまつりの花火の演出もあり、興味をひきやすい。

厚手の装丁で、バチでなく手で叩いても音を鳴らすことができ、子どもにも扱いやすい。

落書き、ゲーム、写真などわくわくの工夫が多くあり、視覚的にもわかりやすい。

良く知るテレビ番組からの発展内容であり、子どもの興味をひきやすい。

発想力、想像力がどんどんわいてくる内容である。

骨格、筋肉からIPS細胞まで体のメカニズムがイラストや写真で詳細に説明されている。

NHKのスペシャル映像も含むDVDもついており、視覚的に捉えやすい。

自分達の身体の仕組みについて生物学的に整理して学ぶことができる。

衣・食・住について項目ごとに説明がされており、系統だてて学ぶことができる。

写真も多く、視覚的にわかりやすく、教科の理解につながる。

「簡単・楽しい・面白い」家庭科の知恵が満載であり、子ども達の興味をひきやすい。

2 28-1 福音館 H21 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら

3 12-2 小学館 CO2 ドラえもんちずかん２　せかいちず

県立 いなみ野

 ＜県立特別支援学校用＞

県立いなみ野特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和２年度採択理由書

1 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）

5 20-4 戸田デザイ 009 とけいのえほん

7 20-3 東京書籍 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！

4 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）

9 10-1 講談社 520
動く図鑑ワンダーMOVE
人体のふしぎ

6 12-2 小学館 520
小学館の図鑑ＮＥＯぷらす　新版くら
べる図鑑

10 36-1 山と渓谷社 001
家庭科の教科書
小学校低学年～高学年

8 07-2 金の星社 689
NHKノージーのひらめき工房
ノージーのひまつぶしブック

印印 印



特別支援学校 Ｎｏ（　17　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

ルールを守る、あいさつをするなど基本的なことが絵やマンガのように描かれてある。

子どもの理解につながりやすく、自分達の経験に重ねやすい。

わかりやすい内容であり、子ども達の興味がひきやすい。

県立 いなみ野

 ＜県立特別支援学校用＞

県立いなみ野特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和２年度採択理由書

11 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

印印 印



特別支援学校 Ｎｏ（　18　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

色々な文章を読む練習だけでなく、分かりやすい解説とともに作文や詩などの文章を書く練習もできる。

音と訓、動詞、形容詞、丁寧語、会話体、過去・現在・未来などの表現を学習することができる。

日常生活で重要な言葉の力を身につけることができる。

リズミカルな文で５０音順に短いお話が作られており、子どもが興味を持ちやすい。

リズム良く音読したり、視写したり、楽しみながら言葉や文字の学習に取り組むことができる。

いろいろな絵が描かれており、絵を探しながら楽しく語彙を増やすことができる。

漫画調の親しみやすいイラストが多く使われていて、子どもの興味を引き出しやすい。

人との話し方、手紙を書くときなど、日常生活の中での基本的なマナーが説明されている。

お風呂、掃除、洗濯など、身につけたい生活スキルも扱われている。

字が大きく見やすい。絵や図で説明してあり、視覚的に分かりやすい。

３けたの数とそのたし算、ひき算を具体物からの操作を通して理解できるように配慮されている。

お金の計算、九九、わり算の導入、単位の換算の学習に適している。

楽しいイラストとゲーム感覚の展開で、子どもが楽しみながら学習に取り組める。

１～１００までの数字と物の数え方を自然に身につけることができる。

助数詞や、時計、お金の学習についても取り上げられており、幅広く学習できるような構成になっている。

生き物、乗り物、建造物、自然物など様々なものを比べながら、興味深く学習に取り組める。

写真やイラストが多く用いられており、視覚的に分かりやすい。

漢字にふりがながふられており、文字の大きさや色にも工夫がされていて読みやすい。

鍵盤付きで実際に演奏して楽しめる。鍵盤と楽譜の色が連動しており、色を手掛かりにして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おり、弾いてみたいという意欲を引き出しやすい。

音量やテンポを変えることができ、実態に合わせて演奏することができる。

空き瓶、紙粘土、石など、身近な材料を使って作る楽しい作品が多数紹介されている。

作り方や完成品が写真やイラストで紹介されており、視覚的に分かりやすい。

身近な人へのプレゼントを目的に、子どもに作ってみたいという意欲を持たせることができる。

身近でなじみ深いお菓子の写真が大きくのっていて、子どもが興味を持ちやすい。

材料や作り方がイラストや写真で分かりやすく紹介されており、視覚的に捉えやすい。

１６種類の簡単に作れるお菓子が紹介されており、作ってみたい、食べてみたいという意欲を引き出しやすい。

単純化されたイラストで、見ていて楽しく、内容も伝わりやすい。

場面に応じた望ましいふるまい方の例が分かり易く説明してある。

互いに尊重する気持ちや思いやる気持ちを持った行動をテーマとしている。

2 40-1 理論社 A01 あいうえおうさま

10 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

3 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

9 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

8 30-2 ポプラ A02
あそびのひろば２  やさしいてづくり
のプレゼント

7 82-3 三起商行 530
ポカポカフレンズのおんがくえほん
ピアノ

6 12-2 小学館 837
小学館の図鑑ＮＥＯぷらす　新版くら
べる図鑑

5 11-4 三省堂 A04 三省堂こどもかずの絵じてん

4 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）

 ＜県立特別支援学校用＞

県立いなみ野特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和２年度採択理由書

1

県立 いなみ野

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）

印印 印



特別支援学校 Ｎｏ（　１9　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

美術について、いろんな角度から深めることができる。

イラストの絵の配置がよく考えてあり、楽しむことができる。

色がきれいである。

さまざまな料理のマナーやおいしい食べ方がたくさん紹介されている。

イラストが多く、わかりやすい。

困った時の手引きとして活用できる。

学校生活や卒業後の生活に必要な内容を扱っており、活用できる。
前ページがカラーで見やすく、イラストも多用されており、興味をもって読むことができ
る。

3

6

ベターホーム協会
世界でいちばんやさしい料理教室

978‐4‐86586‐031‐3

06-2 学研
食べ方のマナーとコツ

978－4054025370

22-3 日本教育研 A02 ひとりだちするための算数・数学

8

4

5 22-3 日本教育研 A01

7 22-3 日本教育研 507
ひとりだちするための進路学習

―あしたへのステップ―

県立 いなみ野

 ＜県立特別支援学校用＞

県立いなみ野特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和２年度採択理由書

1 新星出版社
イチバン親切なおさいほうの教科書

978-4405091641
基本的な裁縫技術の方法が写真付きで提示されている。
また、卒業後も自立に向け、この本を活用して一人で裁縫をすることができる。

2 河出書房新社
美術ってなあに？
978-4-309-27831-5

名画が多く掲載されている。
卒業後も、この本を見て、余暇を楽しむことができる。

卒業後の生活を踏まえた内容で、活用しやすい。
文章には読み仮名がふってあり、イラストも多用されていて、わかりやすい。

基本的な料理のレシピが、写真やわかりやすい文章で簡潔にのっており、見やすく活用しや
すい。

卒業後の生活を踏まえた内容で、活用しやすい。
文章には読み仮名がふってあり、イラストも多用されていて、わかりやすい。

06-1 偕成社 003 かこさとし　うつくしい絵

ひとりだちするための国語

印印 印


