
特別支援学校 №（　小１）

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。

ボタンを押すと、本に付随しているスピーカーから楽しい音楽を聞くことができる。

絵本ページでは、歌詞とイメージイラスト、てあそびの説明が掲載されており、遊び方を理解しやすい。

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。

4 30-2
新星出版
社

おとのでるえほん　たのしいてあそび
うた

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

6 28-1 福音館 H13 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ

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３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

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

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

印印 印



特別支援学校 №（　小２　）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

1 06-1 偕成社 T01  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。

2 28-1 福音館 B06 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。

3 27-2 評論社 B01 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。

4 10-1 講談社 H05 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。

5 30-2 ポプラ O07 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。

6 06-2 学研 G07 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。

7 06-2 学研 N01 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。

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３年度採択理由書

しかけ絵本の本棚　コロちゃんはど
こ？

エリック・カールの絵本　はらぺこあ
おむし

あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめて
ぬるほん

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

幼児絵本シリーズ　くだもの

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 №（　小３　）

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。

3 20-4
戸田デザ
イン

003 あいうえおえほん

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

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

7 28-1 福音館 H26 こどものとも絵本　おおきなかぶ

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３年度採択理由書

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

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 №（小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。

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。

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。

3 06-2 学研 C03 はっけんずかん　のりもの改訂版

5 30-2 ポプラ 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

1 08-1
くもん出
版

B01 生活図鑑カード　たべものカード

7 06-2 学研 O01 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって

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３年度採択理由書

2 28-1 福音館 K01
日本傑作絵本シリーズ　おふろだいす
き

4 08-1
くもん出
版

C01 書きかたカード「ひらがな」

8 06-1 偕成社 Y01
ともだちだいすき（２）おべんとうな
あに？

6 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

印印 印



特別支援学校 №（　小５　）

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。

カラフルな木琴の鍵盤が付いており、興味を持って取り組める。

曲に合わせて鍵盤が光ったり、楽譜と鍵盤の色が対応したりしているので視覚的にわかりやすい。５年生で初めて鍵

盤のある絵本を使用するにあたり、鍵盤の数も多すぎず適切で、音色や音程の違いもわかりやすい。

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。

3 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

5 27-3 ひさかた C05 スキンシップ絵本　かずの絵本

1 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

7 06-2 学研 G08 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん

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３年度採択理由書

2 27-1 ひかりのくに K09 新装版ＫＩＤＳ２１１２　たべものひゃっか

4 12-8 ジュラ O05 かいてけしてまたかける　あいうえお

8 27-2 評論社 A01 スカーリーおじさんのはたらく人たち

6 ミキハウス ポカポカフレンズのおんがくえほん　もっきん

印印 印



特別支援学校 №（小６　）

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。

弾くと光って押し応えのある鍵盤が子どもにとって魅力的である。

光った鍵盤を押さえると曲が弾けるようになっていて、楽譜が読めない児童でも自分で弾こうとする意欲を引き出す

ことができる。光を目で追うことで追視の力も身に付けられる。

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。

3 28-1 福音館 G01 福音館の科学シリーズ　昆虫

5 11-4 三省堂 A04 三省堂　こどもかずの絵じてん

1 08-1 くもん出版 B07 生活図鑑カード　生活道具カード

7 06-2 学研 O02 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって

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３年度採択理由書

2 06-1 偕成社 K09 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

4 28-1 福音館 J03 世界傑作絵本シリーズ　三びきのやぎのがらがらどん

8 27-2 評論社 B25 しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと

6 朝日新聞出版

光る★音でる♪知育絵本
ピカピカひかるピアノ
～けんばんが光るガイドつき～

印印 印



特別支援学校 №（中-１）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

物の名前を日本語（ひらがな・かたかな）とアルファベット・写真とともに紹介した図鑑で見てわかりやすい。

タッチペンで図鑑の写真や文字にふれると、ペンに内蔵されたスピーカーから音声（英語／日本語）が流れるので

操作をして楽しみながら学習することができる。

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。

花びらの数やハチの巣の形、お金の数字や国旗の模様などの写真やイラストを見ながら、身近な生活や自然の中に

かくれた数学の知恵や図形・数量などを学習できる。

パズルや迷路などのクイズを楽しみながら学べる。

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。

チャンツのリズムに合わせて体を動かしながら表現ができる。

音をよく聞いてクイズをしながら、体でリズムを感じることができる。

CDもついていて一人でも大勢でも表現活動を楽しむことができる。

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。

12-2 小学館 524
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ
楽しく遊ぶかず・かたちの図鑑

54-22 ｍｐｉ 512 クイズでチャンツＣＤ付

10-1 講談社 631
おしゃべりタッチペンつき！
にほんごえいごはじめてのずかん900

12-2 小学館 B11 21世紀幼稚園百科11　からだのふしぎ

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３年度採択理由書

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！

12-2 小学館 C01 ドラえもんちずかん１　にっぽんちず

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

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

30-2 ポプラ社 C08 ペーパーランド８　おりがみえあそび

印印 印



特別支援学校 №（中-２）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

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。

イラストが見やすく、人や物の数え方がわかりやすい。

かすの数え方だけではなく、足し算や引き算の要素も取り入れてあり、関心を持ちやすい。

ページ中の内容が少な目で、注目しやすい。

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。

人気のアニメ曲や童謡が１２曲、効果音も８種類あり、楽しめる幅が広い。

太鼓のふちの音まで再現されており、本格的である。

太鼓以外にも音がでる提灯が３つあり、さまざまなリズムで叩くことができる。

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。

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。

02-1 岩崎書店 E04
五味太郎のことばとかずの絵本
かずの絵本

07-2 金の星社 588
ドンドン！わっしょい！
あっぱれおまつりたいこえほん

28-1 福音館 H21
ぐりとぐらの絵本
ぐりとぐら

10-1 講談社 520
講談社の動く図鑑ワンダー
ＭＯＶＥ人体のふしぎ

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３年度採択理由書

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

12-2 小学館 C02 ドラえもんちずかん２　せかいちず

12-2 小学館 520
小学館の図鑑ＮＥＯぷらす
新版くらべる図鑑

36-1 山と渓谷社 001
家庭科の教科書
小学校低学年～高学年

07-2 金の星社 698
ＮＨＫノージーのひらめき工房
ノージーひまつぶしブック

印印 印



特別支援学校 №（中-３）

No 発行者コード 発行者名 図書コード 図書名 採　択　理　由

長年読み継がれている外国の絵本であり、動物の心のふれあい、死について考えることができる内容である。

淡い色合いの挿絵で、子どもが視覚的にも捉えやすく、穏やかな文章が人間の生き方を前向きに語りかける。

「死」を迎え入れ、乗り越えるきっかけを静かに深く示してくれる作品である。

モノのしくみがよくわかる図鑑であり、イラスト図解や写真も多く読みやすい。

189の身近な生活関連の内容から宇宙までのテーマがあり、調べ学習にも役立つわかりやすい解説がついている。

様々な視点で掘り下げるので、基礎知識だけでなく、新しい見方考え方が身につく。

実生活で使えるお金の力をつけるためにカードやシールを使いながら知識を定着することができる

お金をやり取りする様々な場面が設定されており、ふさわしい使い方が分かる。

日常的な買い物の問題が多く、「ちょうどの金額」「おつり」など、より実践的な学習ができる。

スピード、大きさなど生き物の一番や山・川・天気など身近な自然の一番、乗り物などの一番を紹介している。

学校だけでなく、学習後には家庭で将来的にも読み続けることができる内容になっている。

写真やイラストが多用されており、視覚的にわかりやすく、コラムも多いため、興味関心を持ちやすい。

ポピュラーソングから民謡、合唱曲まで135曲が収録されている。

授業だけでなく、行事でも使える歌集になっている。

幅広い選曲になっており、持ち運びしやすいサイズ感がちょうどよい。

生徒の興味が高いＮＨＫＥテレの番組がもとになっており、取っつき易い。

世界中の有名な美術作品が歌と共に紹介されており、温かいタッチのアニメーションと共に心に突き刺さる。

ＤＶＤ付きで歌、解説、カラオケが収録されており、美術作品の理解が深まる。

人の身体の仕組みや働きを器官ごとにイラストと写真で詳しく紹介している。

学校だけでなく、学習後には家庭で将来的にも読み続けることができる内容になっている。

写真やイラストが多用されており、視覚的にわかりやすいため、興味関心を持ちやすい。

特別支援学校用の編集になっており、支援の程度に配慮され、写真やイラストが多く配置されている。

学習の見通しやポイントが捉えやすくなっている。

文字の大きさやふりがなもあり、自分で記入する部分も多く、活用しやすい。

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やすく説明してある。

互いに尊重する気持ちや思いやる気持ちを持って行動をテーマとしている。

06-2 学研 832
学研の頭脳開発
おかねのれんしゅうちょう
おかいもの編

07-4 教芸 歌のミュージックランド　6訂版

27-2 評論社 552
児童図書館　絵本の部屋
わすれられないおくりもの

06-2 学研 597 学研の図鑑　ＬＩＶＥ　人体

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３年度採択理由書

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

12-2 小学館 574 小学館　こども大百科

06-2 学研
学研の図鑑ＬＩＶＥ（ライブ）新版
いちばん！の図鑑

06-4 開隆堂 001
特別支援学校用
たのしい職業科

12-2 小学館 695 びじゅチューンＤＶＤＢＯＯＫ

印印 印



特別支援学校 №（　　）

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。

直接書き込むことができるので使いやすい。

楽しみながら絵の描き方を学ぶことができる。

シンプルな装丁なので、様々な使い方ができる。

そのまますぐ塗れる名画があり、実用的である。

日本を代表する葛飾北斎の版画作品にふれることができる。

色を選び、指先を使うので、脳の活性化に役立つ。

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。

平易な文章で分かりやすく丁寧に性のことについて説明がなされている。

イラストがたくさんあり、親しみやすくわかりやすい。

発達段階に合わせた構成になっており、使いやすい。

写真が豊富でわかりやすい。

料理の手順がスモールステップで示されていて、分かりやすい。

基本的な料理の知識が習得できる。

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。

一般就労、福祉就労を目指す本校の生徒にとって実践的で分かりやすい内容である。

「自分のこと」「働くこと」「社会人になる」と段階的に構成されており、3年間使えるようになっている。

大きな文字で分かりやすいイラストで理解しやすい。

56-7 河出書房新書 美術ってなあに？

56-7 河出書房新書 大人の塗り絵　花鳥風月編

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３年度採択理由書

10-8 合同出版
イラスト版発達に遅れがある子どもと
学ぶ性のはなし　こどもとマスターす
る性のしくみ・いのちの大切さ

28-3 ブロンズ新社 らくがき絵本五味太郎50％

06-1 偕成社 うつくしい絵（かこさとし）

22-3 日本教育研究出版 ひとり立ちするための進路学習

06-2 学研 食べ方のマナーとコツ

ベターホーム協会 世界でいちばんやさしい料理教室



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

食べ物が写真で豊富に紹介されており、視覚的に理解しやすい。

５０音順に食べ物が配列されており、言葉集めなどの学習に役立つ。

用途や特徴を捉えるクイズがあり、遊びながら言語指導ができる。

昔から親しまれている本である。

登場する動物お穏やかな表情に、親しみを持ちながら読むことができる。

遊びやクイズがあり、楽しんでひらがなに親しむことができる。

ひらがなボタンを押すと音声で読み上げてくれる。

色鮮やかなイラストで色の名前を覚えることができる。


最後に覚えた色の確認ができるストーリーになっている。

主人公がいろいろな色の衣装を身に着けて雪遊びをするストーリーで楽しく読み進められる。

歌詞付きの歌が流れるほか、カラオケ機能がついているので伴奏に合わせて歌を楽しむことができる。

16曲が収録されており、様々な歌を楽しむことができる。

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。

27-1 ひかりのく D01 202シリーズ　たべもの２０２

小１ 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

小１

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３年度採択理由書

小１

小１ 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

28-1 福音館 H13 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ

小１ 30-2 ポプラ社 J01
クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろな
あに

小１ 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



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

身近な食べ物がたくさん出てくるので、食べ物への興味や認識を深めることができる。

リズミカルなフレーズが繰り返し出てくるので、わかりやすく、楽しめる。

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。

絵がシンプルで見やすい。


絵本のサイズが扱いやすい。

シリーズがあるので次への期待ができる。

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。

数字やイラストが大きく、見てわかりやすい。

登場人物が順に増えていき、楽しく読み進められる。

いろんな太鼓の音の表現があり、擬音を楽しむことができる。

色鮮やかな手描きの絵で、子どもが親しみをもって読むことができる。

大太鼓や小太鼓、タンバリンなど音色を選ぶことができる。

聞きなれた曲が多いのでなじみやすい。

イラストが興味をひきやすい。

友達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。

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。

パターン化された文の繰り返しにより、親しみやすく楽しめる。

３１種類の楽器が写真カードで紹介され、イラストも大きく楽器もわかりやすい。

CDがついており、楽器ごとの音色がわかる。

楽器を使用した鑑賞曲も収録されている。

書体も文字の大きさもとても読みやすく、楽しく数の学習を進めることができる。

動物のキャラクターのかわいらしい挿絵があり、親しみを持つことができる。

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

小２ 10-4 こぐま社 B01
こぐまちゃんえほん第１集　こぐま
ちゃんおはよう

小２

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３年度採択理由書

小２

小２ 28-1 福音館 K03 日本傑作シリーズ　ドオン！

06-1 偕成社 T01
エリック・カールの絵本　はらぺこあ
おむし

小２ 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

小２ 12-2 小学館 Z01 デコボコえほん　かずをかぞえよう！

小２ 08-1 くもん出版 G03 CD付き　楽器カード

小
２

小２ 04-1 絵本館 D02
五味太郎の絵本　かずのえほん１・
２・３

小２ 06-1 偕成社 T07
エリック・カールの絵本　できるか
な？ーあたまからつまさきまでー

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



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

様々な表情がシンプルにデザイン化されて描かれていてわかりやすい。

はっきりとした色使いでページいっぱいに大きく描かれているので目を引きやすい。

擬人化されたサツマイモのイラストが親しみやすい。

ひらがなで書かれたリズミカルな文章でわかりやすい。

サツマイモ収穫の疑似体験につなげやすい。

20-1 童心社 L01
ピーマン村の絵本たち　さつまのおい
も

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３年度採択理由書

小２ 10-4 こぐま社 G01
柳原良平のえほん　かおかおどんなか
お

小２



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

歌詞付きの歌が流れるほか、カラオケ機能がついているので伴奏に合わせて歌を楽しむことができる。

16曲が収録されており、様々な歌を楽しむことができる。

いろいろな動物が登場し、楽しく読めてお風呂に親しみが持てる。

湯船につかり数を数える場面があり、楽しく数に触れることができる。

ひらがなとカタカナの文章でわかりやすい物語である。

くり上がりのある足し算、くり下がりのある引き算を具体的に理解できるよう配慮されている。

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。

ひらがな、カタカナの練習から始め、漢字の土台となる力の確認ができる。

身近でわかりやすい漢字３０文字が紹介されている。

書き順、漢字の読みが1冊で学習できる。

1日の生活の流れがわかりやすく、時刻の学習がスムーズにできる。

短針と長針の動きが連動する時計がついており、自分んで動かしながら時刻を確かめることができる。

短針と長針がさす同じ色の数字を読むだけで、時刻を簡単に知ることができる。

オールカラーでイラストが大きく、扱いやすい紙質である。

切ったり貼ったりして指先の巧緻性を高めることが期待できる。

形や大きさを選びながら、発達段階に応じて取り組むことができる。

はっきりした色使いで絵がわかりやすい。

お話を楽しみながら、友だちの大切さについて学ぶことができる。

06-2 学研 O02 あそびのおうさまBOOK　はって

08-1 くもん出版 A11 もじ・ことば１１　はじめてのかん字

小３

28-1 福音館 K01 日本傑作シリーズ　おふろだいすき

小３ 06-1 偕成社 E01
「おれたち、ともだち！」絵本　とも
だちや

小３

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３年度採択理由書

小３

小３ 08-1 くもん出版 E01 はとのクルックのとけいえほん

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

小３ 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）

小３



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

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。

絵の描き方がわかりやすく、進んで学習に取り組める。

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、思いやりの心をも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、親しみをもって読み進めることができる。

大太鼓や小太鼓、タンバリンなど音色を選ぶことができる。

聞きなれた曲が多いのでなじみやすい。

イラストが興味をひきやすい。

基本的な挨拶を学び、生活に生かすことができる。

ボタンを押すことで、10種類の挨拶の音声を聞いて学習することができる。

手触りの異なる布や闇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、触察と関連付けて学習できる。

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。

様々な種類の車が出てくるので、興味を持ちやすい。

車輪を回せる仕掛けがしてあり、実際に車輪を動かしながら読み進めることができる。

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

30-2 ポプラ社 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

小４

27-3 ひさかたチャイルド D02 どうぞのいす

小４ 12-8 ジュラ出版局 004 プータンどこいくの？

小４

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３年度採択理由書

小４

小４ 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

27-1 ひかりのく 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

小４ 30-2 ポプラ社 O07
おととあそぼうシリーズ７　ドン！ド
コ！ドン！たいこ

小４



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

自由に書き込んだり、消したりして何度も楽しむことができる。

イラストの色が鮮やかでわかりやすく、明るいタッチである。

手触りの異なる布や闇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、触察と関連付けて学習できる。

友達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。

歌詞付きの歌が流れるほか、カラオケ機能がついているので伴奏に合わせて歌を楽しむことができる。

16曲が収録されており、様々な歌を楽しむことができる。

絵がシンプルで見やすい。

絵本のサイズが扱いやすい。

シリーズがあるので次への期待ができる。

擬人化されたサツマイモのイラストが親しみやすい。

ひらがなで書かれたリズミカルな文章でわかりやすい。

サツマイモ収穫の疑似体験につなげやすい。

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、思いやりの心をも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、親しみをもって読み進めることができる。

歌詞付きの歌が流れるほか、カラオケ機能がついているので伴奏に合わせて歌を楽しむことができる。


16曲が収録されており、様々な歌を楽しむことができる。

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。

数字やイラストが大きく、見てわかりやすい。

繰り返し出てくるリズミカルなフレーズの音の響きを楽しむことができる。

誰が身体を洗っているのかを当てるようなクイズ形式で話が進むので、展開に期待感を持ちやすい。

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

20-1 童心社 L01
ピーマン村の絵本たち　さつまのおい
も

小６ 06-1 偕成社 D08
ノンタンあそぼうよ(８)ノンタンあわ
ぷくぷくぷぷぷう

小６

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

小６ 12-2 小学館 Z01 デコボコえほん　かずをかぞえよう！

小６

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

小６ 27-3 ひさかたチャイルド D02 どうぞのいす

小６

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３年度採択理由書

小６

小６ 10-4 こぐま社 B01
こぐまちゃんえほん第１集　こぐま
ちゃんおはよう

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！

小６ 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

小６



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

文字やイラストも大きく、食べ物の名前を絵と言葉で学習できる。

同じパターンの繰り返しがあり、遊びながら楽しく言語指導ができる。

身近なお弁当のメニューをイラストを用いて知ることができる。

発色がよく、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、絵具遊びを体験できる内容になっている。

発色がよく、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、絵具遊びを体験できる内容になっている。

いろいろな動物が登場し、楽しく読めてお風呂に親しみが持てる。

湯船につかり数を数える場面があり、楽しく数に触れることができる。

ひらがなとカタカナの文章でわかりやすい物語である。

擬人化されたサツマイモのイラストが親しみやすい。

ひらがなで書かれたリズミカルな文章でわかりやすい。

サツマイモ収穫の疑似体験につなげやすい。

基本的な挨拶を学び、生活に生かすことができる。

ボタンを押すことで、10種類の挨拶の音声を聞いて学習することができる。

３１種類の楽器が写真カードで紹介され、イラストも大きく楽器もわかりやすい。

CDがついており、楽器ごとの音色がわかる。

楽器を使用した鑑賞曲も収録されている。

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。

パターン化された文の繰り返しにより、親しみやすく楽しめる。

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、思いやりの心をも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、親しみをもって読み進めることができる。

イラストを数えながら数を学ぶことができる。

100までの数がイラストで示されているので、大きな数のイメージを育てやすい。

優しい色使い、親しみやすい絵で数の学習に取り組める。

06-1 偕成社 T07
エリック・カールの絵本　できるか
な？ーあたまからつまさきまでー

30-2 ポプラ社 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

小６ 20-4 戸田デザイン研究室 002 １から１００までのえほん

小６

28-1 福音館 K01 日本傑作シリーズ　おふろだいすき

小６ 27-3 ひさかたチャイルド D02 どうぞのいす

小６

30-2 ポプラ社 001 いろいろいろのほん

小６ 08-1 くもん出版 G03 CD付き　楽器カード

小６

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３年度採択理由書

小６

小６ 20-1 童心社 L01
ピーマン村の絵本たち　さつまのおい
も

08-1 くもん出版 001 あいうえおべんとう

小６ 30-2 ポプラ社 001 いろいろいろのほん

小６



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

歌詞付きの歌が流れるほか、カラオケ機能がついているので伴奏に合わせて歌を楽しむことができる。

16曲が収録されており、様々な歌を楽しむことができる。

友達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。

手触りの異なる布や闇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、触察と関連付けて学習できる。

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。

あたたかい色彩で興味をひきやすい。

物語もわかりやすい。

柔らかな色彩とかわいらしいイラストで親しみやすく、車などのイメージを膨らませやすい。

リズミカルな単語の繰り返しが多く、音の響きを楽しむことができる。

乗り物が取り上げられており、やり取り遊びに発展させることができる。

柔らかな色彩とかわいらしいイラストで親しみやすい。

遠足を楽しみにするワクワク感を味わうことができる。

はっきりした色使いで絵がわかりやすい。

お話を楽しみながら、友だちの大切さについて学ぶことができる。

説明も簡潔で季節を追って、身近な自然が鮮やかな絵で描かれており、自然の美しさ・変化が視覚的にとらえやすい。

特定の生物だけでなく、身近にみかけることができる植物・昆虫・動物など扱われており自然を幅広く学習するのに適している。

自分の出身地や住んでいる地域に愛着を持つことができる。

絵や色彩が鮮明で見やすい。

日本の季節、産業、地形等の様々な情報が楽しく描かれている。

06-1 偕成社 E01
「おれたち、ともだち！」絵本　とも
だちや

01-1 あかね書房 E01 けんちゃんとあそぼう１のってのって

中１ 20-4 戸田デザイン研究室 005 にっぽんちず絵本

中１

06-1 偕成社 T01
エリック・カールの絵本　はらぺこあ
おむし

中１ 28-1 福音館 G04 福音館の科学シリーズ　道ばたの四季

中１

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

中１ 01-1 あかね書房 F02
くりのきえんのおともだち２　あした
えんそくだから

中１

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３年度採択理由書

中１

中１ 20-1 童心社 H02
14ひきのシリーズ　14ひきのぴくにっ
く

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

中１ 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

中１



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

英語・日本語両方の歌詞がついており、2か国語の歌を楽しむことができる。

手遊びなどのイラストがあり、身体を動かして楽しめる。

英語の歌詞を聞く活動をと置いて、外国の文化にも親しむことができる。

歌のリズムに乗りながら楽しく形と色の名前を学ぶことができる。

はっきりとしたカラフルな色遣いで目を引きやすい。

お話の展開が非常にシンプルで理解しやすい。

独特のタッチの絵を楽しむことができる。

みんなで力を合わせれば、困難を乗り越えられることを学ぶことができる。

10-4 こぐま社 E01
こぐまちゃんえほん別冊　さよならさ
んかく

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３年度採択理由書

中１ 14-4 成美堂出版 005 CDつき楽しく歌える英語のうた

中１ 10-2 好学社 A01 レオ・レオニの絵本　スイミー

中１



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

柔らかな色彩とかわいらしいイラストで親しみやすく、車などのイメージを膨らませやすい。

リズミカルな単語の繰り返しが多く、音の響きを楽しむことができる。

乗り物が取り上げられており、やり取り遊びに発展させることができる。

３１種類の楽器が写真カードで紹介され、イラストも大きく楽器もわかりやすい。

CDがついており、楽器ごとの音色がわかる。

楽器を使用した鑑賞曲も収録されている。

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、思いやりの心をも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、親しみをもって読み進めることができる。

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。

数字やイラストが大きく、見てわかりやすい。

インクと自分の指という少ない材料で創作活動を楽しむことができる。

指紋スタンプをして様々な形や動物に変化することを楽しむことができる。

繰り返しの問いかけの形になっており、お話のリズムを楽しみながら読むことができる。

ページをめくるたびに、動物たちが大きく描かれて登場するので、興味を引きやすい。

様々な色で動物が描かれているので、動物の名前と合わせて色や形を学ぶことができる。

ピクニックに行くというストーリーの中で、挨拶などの日常でよく使う言葉を学ぶことができる。

挿絵に英単語や読み方が書かれている。

イラスト付きで、英会話、英単語の意味、読み方、使用場面がわかりやすく、初めて英語に触れる子どもにもわかりやすい。

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。

３１種類の楽器が写真カードで紹介され、イラストも大きく楽器もわかりやすい。

CDがついており、楽器ごとの音色がわかる。

楽器を使用した鑑賞曲も収録されている。

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。

30-2 ポプラ社 D05
ねずみくんの絵本１　ねずみくんの
チョッキ

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？

中２ 06-1 偕成社 T01
エリック・カールの絵本　はらぺこあ
おむし

中２

12-2 小学館 Z01 デコボコえほん　かずをかぞえよう！

中２ 08-1 くもん出版 G03 CD付き　楽器カード

中２

08-1 くもん出版 G03 CD付き　楽器カード

中２ 01-1 あかね書房 I06
あかね書房の学習えほん　えいごえほ
んぞうさんのピクニック

中２

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３年度採択理由書

中２

中２ 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

01-1 あかね書房 E01 けんちゃんとあそぼう１のってのって

中２ 27-3 ひさかたチャイルド D02 どうぞのいす

中２
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友達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。

写真入りで興味を持ちやすく、本物を知ることができる。

大版で迫力がある。

オノマトペが多用されており、音の響きを楽しみながら読むことができる。

鮮やかな色彩で描かれていて興味を持ちやすい。

14-5 世界文化社 A01 写真でわかるなぜなに１　どうぶつ

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３年度採択理由書

中２ 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

中２ 28-6 文研出版 B05 みるみる絵本　もこもこもこ

中２


