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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

身近な野菜が写実的に描かれていて、子どもの興味をひきやすく、作業学習等の事前学習に有効である。

５０種類の野菜の種から収穫までの様子を絵図で説明でき、野菜の成長の見通しを持たせるのに適している。

児童が楽しい見通しを持ちやすい野菜の手遊び歌で示すことで、野菜の名前の発語を促しやすい。

柔らかな色彩とかわいいイラストで親しみやすく、繰り返し読み聞かせることでイメージを膨らませやすい構成である。

リズミカルな単語のくり返しが多く、発語のない子どもでもリズムや抑揚で楽しい雰囲気を共有できる。　

身近な乗物がとりあげらており、休日の出来事を思い出して発表することのヒントとしても有効である。

左ページに単純化されたわかりやすい絵と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。

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。

文字が大きく、行間広くとってあり、文章が簡潔である。

それぞれの教材文で文法的な事項が学習できる。

言語力を深め、読みの力を伸ばすために発問力や指導のポイントが書かれているので、授業に活用しやすい。

かたかなと漢字の学習の導入に使いやすい。点線なぞりのページもあり、書字に自信を持たせやすい。

文字、単語、文へと段階的に学習を進められるように配列されており、実態に応じた学習が可能である。

漢字の成り立ちを楽しく学べ、数字の読み方も丁寧に扱っており、視覚でも音声でも学習させやすい。

基本文型が繰り返し使われており、学習内容が分かりやすい。

読む力と書く力を着実に身につけるため、学校や家庭の身近な生活を題材にした文章が、段階的に配列されている。

課題に沿って、自分で答えを考え、語彙が増えるように工夫されている。

シンプルな表現で、色と形の要素を組み込んだ仕掛け絵本で、次のページへの関心を高めながら読み進めることがで

きる。

日常生活のなかでかかわりのある人物や場面が設定されていて、児童生徒の生活の中に生かすことができる。

一日が生活順に配列されており、実際の時計にふれながら興味関心を持って、時計の学習ができる。

絵にかかれている生活場面にあわせて時計を操作することができる。

カラフルな色使いで、絵も楽しくわかりやすい。

書体もフォントの大きさも大変見やすい。

楽しく絵を見ながら、かずの学習を進めることができる。

１０までの数の学習と、さらに発展的に２桁の数や足し算、引き算、割り算のゲームも紹介されている。

県立 出石

あかね書房の学習えほん　おかあさんだいすき　１・２・３

五味太郎・しかけ絵本１　きいろいの
はちょうちょ

8 12-8 ジュラ出版局 001 プーたんいまなんじ？

7

A01

五味太郎の絵本　かずのえほん１・
２・３

9 01-1 あかね書房 I02

10 04-1 絵本館 D02

A03

同成社

06-1 偕成社 V01

あいうえおうさま

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１
（ひらがなのことば・文・文章の読
み）

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）

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２
（改訂版）（カタカナ・漢字の読み書
き）

40-13

5 20-5

6 20-5 同成社

理論社

けんちゃんとあそぼう１　のってのって

4 20-5 同成社 A01

A02

2 01-1 あかね書房 E01

１から１００までの数を数えたり、大きい小さい、長い短いの比較や、一対一対応、仲間集めなどを考えたりするこ
とができる。

 ＜県立特別支援学校用＞

出石特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成３０年度採択理由書

1 02-1 岩崎書店 F08 絵本図鑑シリーズ８　やさいのずかん



1／1

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

６から９の足し算、引き算、位取りについて、細かいステップで学習できるようになっている。

具体物からタイルを操作することと、数概念の抽象化に重点が置かれている。

繰り上がり、繰り下がりのある足し算、引き算を具体物から操作を通して理解できるよう配慮されている。

身近なものの量について、単位の表し方が理解できる。

歌を歌いながら手遊びすることによって、楽しみながら指先や身体の機能向上の学習ができる。

よく知られている歌があり、友だちと楽しみながらリズム感を身につけることができる。

なじみの曲も多く掲載されている。

掲載されている曲が多く、行事や集会活動で活用しやすい。

楽しいイラストにより、歌の場面をイメージすることができる。

CDの音楽を通して、自然に英語の響きやリズムに親しむことができる。

楽しく体を動かしながら英語の歌を覚えることができる。

身近な素材を使って手軽につくることができる。

単純なしかけが紹介されているため、授業で使いやすい。

多くの作品が写真で掲載されているため、完成作品をイメージしやすい。

比較的読みやすい大きな字で説明されている。

有名な絵画を大きく取り上げている。

絵と説明文の配列がはっきりわかれており、わかりやすい。

身近な素材を使っていて手軽に作れる。

共同制作など、応用発展的な活動にも向いている。作り方がわかりやすく図解されている。

おもちゃ作りや造形遊びなどを通して子どもの興味を引く内容になっている。

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興味を持って取り組むことができる。

折り方がわかりやすいよう、図で表している。

身近にある材料を楽しく貼り合わせるとともに、指先の巧緻性を高めることに役立つ。

基本的な技法が紹介されており、それをヒントに新たな作品づくりに取り組むことができる。

 ＜県立特別支援学校用＞

出石特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成３０年度採択理由書

11 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）

12 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桁の
数の計算）

成美堂出版 005

13 27-1 ひかりのくに 001 たのしいてあそびうたえほん

５訂版　うたはともだち

CD付き　楽しく歌える英語のうた15 14-4

16 10-3

14 07-4 教育芸術社

06-1 偕成社 003

たのしい図画工作９　うごくおもちゃ国土社 B14

たのしい工作教室１６　ちぎり絵・き
り絵・はり絵

19 30-2 ポプラ社 C08

20 10-3 国土社 B16

県立 出石

ペーパーランド８　おりがみえあそび

かこさとし　うつくしい絵

18 11-1 さえら書房 C08 たのしい工作教室　木のぞうけい教室

17
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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

創作おもちゃを中心に、全部で１７０種の作り方と遊び方が紹介されている。

詳細なイラストにより、具体的に説明されており、わかりやすい。

工作の難易度が示されており、生徒の実態に応じて使用できる。

世界中のさまざまな絵を100点以上掲載し、季節・五感などの親しみやすいテーマにそって紹介している。

日常生活や行事で目にする電車が写真により紹介され、興味関心が持ちやすい。

見やすい写真で、電車の種類などが理解しやすい。

列車の特徴を詳しく説明しており、漢字にはふりがながつけられているので１人でも楽しむことができる。

身近なスーパーマーケットに置かれている食材の絵と、人々の会話によってお店について楽しく遊ぶことができる。

野菜や魚の名前を知ることができるだけでなく、季節感も感じ取ることができる。

買い物学習や調理の準備学習にも活用できる。

生活の場面が絵で説明されていてわかりやすい。また、生活経験を広げ、興味関心を喚起する内容になっている。

やさしい色調のイラストが興味を引く。

説明文とイラストが分かれて配列されており、コントラストがはっきりしていて見やすい。

やさしく丁寧な文章で日常生活の中における健康について考えることができる。

絵や色彩が鮮明で、見やすい。また、比較的字が大きく読みやすい。

世界の国の特徴、文化、生活などの様々な情報が楽しく描かれ、発展的な活用にも適している。

文字と絵と色使いが鮮明でわかりやすい。

和英辞典の形式で、身近なことばが取り上げられている。

一つ一つのことばに絵があり、日本語と英語を結びつけやすい。

地図記号の使い方を絵と比べることで理解しやすい。

地図の断片を絵と対比することができ、わかりやすい。

市街地から海岸、山間部など多様な生活がわかる。

大きな写真で紹介されていて、子どもの興味を引きやすい。

食べてみたい、作ってみたいという意欲を引き出しやすい。

身近な材料を使ったおかしの作り方がイラストで描かれ、視覚的にわかりやすい。

してよいこと、悪いことが具体的にイラストで示され、細かなことまで説明されているので多くのことがらを学習で
きる。

 ＜県立特別支援学校用＞

出石特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成３０年度採択理由書

21 28-1 福音館書店 N01 DO!図鑑シリーズ　工作図鑑

22 28-8 フレーベル館 はじめてであう美術館

L01

偕成社 Z03
子どものマナー図鑑３　でかけるとき
のマナー

20-4

23 10-5 小峰書店 E19
のりものえほん（しゃしん・ずかん）
あたらしい関西のでんしゃずかん

みじかなかがくシリーズ　町の水族
館・町の植物園　－さかなやさんとや
おやさん－

福音館書店

25 06-1

26 06-1

24 28-1

戸田デザイン研究所 006

子どもの生活６　じょうぶなからだに
なれるよ！

偕成社 Q06

ひとりでできるもん！５　すてきなお
かし作り

29 28-1 福音館書店 G05

30 07-2 金の星社 F05

県立 出石

福音館の科学シリーズ　ぼくらの地図
旅行

せかい地図絵本

28 20-4 戸田デザイン研究所 001 和英えほん

27
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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

料理の写真が大きく、わかりやすい。

米や卵など材料別に料理がまとめられており、素材を知ることができる。

和食のみならず、外国の料理も紹介されており、クイズのページもあるので、楽しく学習できる。

写真が大きく、完成のイメージが持たせやすい。

材料や作り方がイラストで描かれ、視覚的にとらえやすい。

子どもが興味を持ちやすく、簡単でおいしい卵料理が１５種類紹介されている。

料理の写真が大きく、わかりやすい。

主食の調理法が、イラストや写真でわかりやすく紹介されており、食べてみたい作ってみたいという意欲を引き出す

ことができる。

日常の世話の仕方がイラストで描かれているため、興味を持って読むことができる。

四季折々に収穫できる野菜の写真と栽培方法が掲載され、興味をひきやすい。

野菜の栽培を通して、育てる喜びと食生活の充実を意識させることができる。

身近に見かける植物や昆虫などが数多く扱われており自然を幅広く学習するのに適している。

季節をおって身近な自然が鮮やかな絵で描かれており、自然の変化が捉えやすい。

文字とイラストを分けており、わかりやすい。

お母さんと買い物に出かける様子が楽しく描かれている。絵を見ながら各店で買い物遊びをすることを通して生活言

語を増やすのに適している。

くだものは季節別、野菜は食べるところべつに分類してあり、理解しやすい。

身近な材料や草花の理科工作が、美しい写真とイラストで、分かりやすくまとめられている。

素材の特徴を生かした楽しい遊びや工作を通し、自然に親しむ心を育てることができる。

作ったもので遊びながら、思考力や想像力を育むことができる。

絵が大きくわかりやすい。

体の一部をめくる仕掛けによりその内部の仕組みを興味深く学習することができる。

絵と言葉でやさしく解説されている。

日常の食生活に密着している野菜の成長過程が繊細な写実画と文で表されている。

植物全体の中で食べられる部分が把握できるように描かれていてわかりやすい。

栽培しようとする意欲を高めることができる。

 ＜県立特別支援学校用＞

出石特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成３０年度採択理由書

31 27-1 ひかりのくに C10 こどものずかんMio10　たべもの

ひとりでできるもん！１　たのしいた
まご料理

D07

福音館書店 G04

F04
ひとりでできるもん！４　うれしいご
はん、パン、めん料理

母と子の手作り教室　母と子の園芸教
室野菜をつくろう

あかね書房

07-2 金の星社 F01

34 11-1 さえら書房

33 07-2 金の星社

32

福音館の科学シリーズ　道ばたの四季35 28-1

36 01-1

27-1 ひかりのくに

かばくん、くらしのえほん２　かばく
んのおかいもの

37

かがくのとも絵本　たべられるしょく
ぶつ

39 27-2 評論社 B25

40 28-1 福音館書店

りかのこうさく１ねんせいB01

E02

県立 出石

しかけ絵本の本棚　からだのなかとそ
と

はじめてのずかん４　やさいとくだも
の

38 10-5 小峰書店

H02



1／1

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

草や根など自分たちにとって身近な自然から、地層、火山、宇宙まで、幅広く地球について考えることができる。

イラストが多く、また地面の下の長さも示してあり、イメージを持ちやすい。理科的、社会的な要素をどちらも含

んでいることも魅力である。

各地方ごとの特産物がイラストで示してあり、各地方や各県の特色が分かりやすい。クイズも入っているため、

楽しみながら読むことができる。

昔話に出てくる童謡など親しみやすい曲が１４曲収められている。

選曲ボタンが大きくて凹んでおり、押し間違いが少ない。

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。

なじみの曲も多く掲載されている。

掲載されている曲が多く、行事や集会活動で活用しやすい。

 ＜県立特別支援学校用＞

出石特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成３０年度採択理由書

41 28-1 福音館書店 G03 福音館の科学シリーズ　地球その中をさぐろう

42 20-4 戸田デザイン研究所 oo5 にっぽんちず絵本

43 14-4 成美堂出版 B01 音と光のでる絵本　たのしいどうよう

４訂版　うたはともだち07-4 教育芸術社

県立 出石


