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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

紙質が丈夫で扱いやすい。

図形のイメージを分かりやすい言葉の繰り返しでリズミカルに表現している。

色彩のコントラストがはっきりしており、まる、さんかく、しかくを認識するのに適している。

文字が鮮明で読みやすい。

身近な生活場面が温かな絵と文で描かれており、基本的な生活習慣にも役立つ。

体の様子について興味を持って学習することができる。

鮮やかな色彩で、一日の様子が分かりやすく描かれている。

一日の生活が楽しく描かれていて、絵を見ながら生活習慣を学習することができる。

手触りの異なる布や紙が貼り付けられてあり、感触の楽しさを十分に楽しむことができる。

丸、三角、四角等の形を見ながらページを繰ると形を元にしたような絵が現れるように工夫されている。

簡潔な言葉で、色・手触り・形を説明しており、分かりやすい。

各ページに作品例が載っている。

「ふきつけ」「ひらいたら」などの説明が図例で具体的に表現されていて、視覚的にも分かりやすい。

手や足での感触遊びや色の変化を楽しみながら、自由に表現できる内容である。

判型が大きく扱いやすい。

犬やねこなどのいろいろな動物の返事の仕方を繰り返す楽しいしかけで構成されている。

個々の子どもの名前に置き換えることで、あいさつの指導に活用できる。

素朴なタッチの温かみのあるイラストで、ページごとに場面が分かれていて、分かりやすい。

繰り返しの言葉がとてもリズミカルで、楽しく音読に取り組むことができる。

栄養の基本的な知識を身につけるのに適している。

イラスト・文・コラムで構成されており、コラムを指導者が解説することで、さらに理解を深めることができる。

バランスのよい食事と考える習慣を身につけられる。

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げるために活用しやすい言葉が取り上げられている。

表情豊かなイラストとともに表現されており、興味をもって取り組みやすい。

行間が大きくて読みやすい。

分かりやすい絵で日常生活のマナーが描かれていて読みやすい。

あいさつなどの日常生活のマナーについて、よい例と悪い例が示されていて、分かりやすい。

9 06-1 偕成社 O06 五味太郎・言葉図鑑　くらしのことば

8 偕成社06-1 子どもの健康を考える絵本（４）からだがすきなたべものなあにJ04

10 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！

 ＜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

からだのえほん４　からだにもしもし

4 01-1 あかね書房 001

A17

2 01-1 あかね書房 G04

3

5

あかちゃんのあそびえほん（６）　いいおへんじできるかな

02-1

7 06-1 偕成社 H01

岩崎書店

06-16 偕成社

県立 出石

かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち

単行本　さわってあそぼう　ふわふわあひる

日本むかし話　おむすびころりん

あそびの絵本１７　えのぐあそび

01-1 あかね書房 H01

A06
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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

動物たちがユーモラスに描かれていて、頭を下げるとあいさつの言葉が現れる仕掛け絵本になっている。

11 絵に表情があり、文字も親しみやすいので楽しく学習をすることができる。

言葉の指導とともに指先の訓練にも使える。

しかけ絵本になっていて、楽しみながら交通ルールやマナーを学ぶことができる。

12 絵がはっきりしていて見やすく、横断歩道や踏切、交差点での注意や交通ルールの定着が図りやすい。

卵、幼虫、さなぎ、蝶への変体が美しい絵とお話でつづられておりあおむしが蝶になるまでの過程が分かりやすい。

13 あおむしが食べたもの数が１，２、…と増えていき、数の学習にもつながる。

楽しいしかけにより子どもが期待と興味をもって読み進めることができる。

かわいらしい動物の絵が描かれており、親しみやすい。

お弁当やピクニックを題材としているため子どもが興味をもって読むことができる。

生活の場面が絵で説明されていて分かりやすい。

生活経験を広げ、興味関心を喚起する内容になっている。

してよいこと、悪いことが具体的にイラストで示されていて、細かなことも説明されている。

紙質が丈夫で扱いやすい。

子どもの自由な発想で、楽しく遊びながら学習することができる。

写真や絵が豊富で分かりやすい。

生き物の飼育や観察、野菜などの栽培などが説明されている。

季節に関連した行事やくらし、動植物などが紹介されており、生活に即した内容である。

動物が実物大で描かれており、実際の大きさが分かる。

毛の生え方や筋肉の付き方など、動物の質感まで手に取るように分かる。

本が小さく扱いやすい。

19 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 色彩のコントラストがはっきりしていてわかりやすい。

ごろ合わせでリズミカルに表現している。

楽しいイラストや写真・キーワードの言葉を大きく表示することで、子どもたちを引きつけることができる。

楽しみながら虫歯予防や生活習慣を身につけることができる。

18 06-2

学研

Z03

 ＜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

子どものマナー図鑑３　でかけるときのマナー

06-1

ともだちだいすき（２）おべんとうなあに？

17

15 06-1

06-2

やさしいからだのえほん４　むしばはどうしてできるの？

16 06-2 学研 G07

20

07-2

県立 出石

14 06-1 偕成社 Y01

あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん

N01

金の星社 J04

新版ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　きせつ

学研

金の星社 B02

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

S01

偕成社

偕成社 安全のしつけ絵本１　きをつけようね

07-2

06-1 偕成社 T01 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし

ほんとのおおきさ動物園

J04
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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

身近な食べ物が１枚ずつのカードに実写調で描かれており、言葉への関心を高めることができる。

21 裏面には大きな文字で食べ物の名前が記されていて分かりやすい。

作り方や材料などの説明も書かれているので、生活知識を広げることができる。

身近な食べ物が１枚ずつのカードに実写調で描かれており、言葉への関心を高めることができる。

22 裏面には大きな文字で食べ物の名前が記されていて分かりやすい。

実の付き方や産地などの説明も書かれているので、生活知識を広げることができる。

実写的な絵で分かりやすい。

23 生活に身近な施設が取り上げられているので親しみやすい。

店の名前を覚えたり読んだりしていく中で、言葉への関心が高まる。

カード形式で扱いやすく、絵と文字がバランス良く配置されている。

24 身近な生活の中での使い方も分かるなど親しみやすい。

筆順が色で示されており、文字を繰り返しなぞって書き方の練習ができる。

はとのキャラクターが親しみやすく、時間を楽しみながら学習できる。

時計が付いていて、自分で動かすことができる。

短針と長針が指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。

日常生活で見かける家具・日用品・食物・衣類・玩具・乗り物・動物等が美しく明るく描かれている。

イラストとその名前が合わせて書かれていて、言葉の学習にも役立つ。

日常よく使う動詞を子どもの一日の生活の流れに沿って取り上げられている。

身体の各部の名称、各月の特徴的な行事、身近な職業などを分かりやすく紹介している。

かわいいクマと人のイラストで楽しみながら学習できる。

紙質が丈夫で扱いやすい。

葉っぱや木など身近なものが教材として紹介されていて、取り組みやすい。

指や手、道具を使うなど、児童の実態にあった表現方法を選ぶことができる。

絵が大きく色や形がはっきりしているので内容が把握しやすい。

29 ホットケーキができる過程が分かりやすく描かれているので、作ってみたいという意欲を喚起できる。

擬音語・擬態語が使われており、言葉遊びに活用できる。

分かりやすい絵と優しい色彩で描かれている。

なじみのある動物や生活道具などがしりとりになって登場し、興味を引きつける。

一語文の段階の児童から使え、語彙を増やす学習に活用できる。

27 08-2

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

ことばあそびの絵本　ぶたたぬききつねねこ30 10-4

28 10-3 国土社

26 08-2 グランまま 001

県立 出石

 ＜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

25 08-1

ぼくとわたしのせいかつえほん

B14

こぐま社 D01

グランまま 006 ことばえほん

たのしい図画工作１４　こすりだし・すりだし

くもん出版 E01 はとのクルックのとけいえほん

08-1 くもん出版 B01 生活図鑑カード　たべものカード

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

08-1 くもん出版 B06 生活図鑑カード　お店カード

08-1 くもん出版 C01 書き方カード　「ひらがな」
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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

シンプルかつカラフルで見やすいイラストである。

31 喜怒哀楽さまざまな表情が描かれて、人の感情に興味を持ったり、気持ちを理解する学習にもつながる。

写真が豊富に使われていて楽しく見ることができる。

32 ものを集まりとしてみる数の大小、順序などの１０までの概数を理解できる。

１００までの数を数えやすいように色や並べ方で工夫されている。

紙質が丈夫で扱いやすく、参考資料として利用できる。

33 比較的色彩のコントラストがはっきりしていて見やすい。

体の名前から各臓器の働きまで写真とイラストにより理解しやすくなっている。

絵が大きく、色彩が鮮明である。

34 絵本のお話を聞きながら、絵本に実際に絵が描け、表現の喜びを味わうことができる。

実際に描いた絵は簡単に消すことができ、繰り返し描くことができる。

料理の手順が写真で順番に並べられて、視覚的に分かりやすい。

子ども向けの安全に調理できる料理がたくさん掲載されている。

ＤＶＤ付きで実際に楽しむことができる。

36 たくさんの歌が入っている。

ＤＶＤをみて楽しむことができる。

装丁が大きく使いやすい。

紙質がクレヨン・色鉛筆・水彩絵の具に対応でき、使いやすい。

モチーフが豊富であり、顔の表情や体の部分の続きを書き込む等、それぞれに自主的な工夫・創造活動へつながる内容である。

ICピアノ付きで実際に演奏することができる。

38 21-1 永岡書店 O04 ママとうたおう　やさしいメロディーピアノ 子どもが親しみやすい曲が多数選曲されている。

鍵盤の色と音符の色が連動していて、音符の読めない子でも色を頼りに演奏することができる。

文字の読めない子でも絵表示のボタンを押して曲の選択ができる。

歌詞付きの歌とカラオケの機能が付いており、幅広く楽しむことができる。

ボタンが凹枠で仕切られていて押し間違いが少ない。

文字と一緒に身近な動物や物などの絵が添えられていて興味を引きやすい。

ICボードから音が出るので目耳両方から平仮名の学習ができる。

単語の再生に加え、一文字ずつボタンを押し自分で単語を作ることなど幅の広い活動ができる。

永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん

17-1 チャイルド O01 ぬったりかいたりらくがきBOOK37

O07

県立 出石

39

おしゃべりあいうえお　はじめてのひらがな永岡書店 O1040 21-1

21-1

14-3 育成会 A05 自立生活ハンドブック５　ぼなぺてぃどうぞめしあがれ

14-4 成美堂出版 O02 ＤＶＤでひける１はじめてのピアノえほん２　たのしいピアノうた

 ＜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

35

12-8 ジュラ出版局 O02 ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん　あそぼ！

10-4 こぐま社

12-2 小学館 B11 ２１世紀幼稚園百科１１　からだのふしぎ

G01 かおかおどんなかお

12-2 小学館 B06 ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３



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
身近な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。

食べ物の名前と平仮名５０音をマッチングし、楽しく学習することができる。

ものの用途や特徴を捉えさせるクイズがあり、遊びの中で言語指導ができる。

食材ごとに分類して分かりやすく紹介されている。

食べ物に関する知識を広げるのに役立つ。

食べることの楽しさや大切さに気づくことができる。

子ども同士や親子で楽しむことができる。

動作化できる曲が掲載されており、発表会にも役立つ。

CDが付いており、簡単に手遊びが楽しめる。

なじみのある曲ばかりで、たくさんの人とスキンシップが図れる。

色彩がきれいで絵に動きがある。

ストーリー性があり子どもの関心を引きやすい。

身近な動物が様々な職種の働く人になって登場し、仕事の名前や様子が分かりやすく表現されている。

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。

楽しい仕掛けにより、子どもが興味と期待を持ってページをめくることができる。

隠れている絵を探すことで、意欲的に手指を使うことができる。

絵が大きくわかりやすい。

紙質が丈夫で扱いやすい。

きれいな色使いのイラストで１１までの数の概念と数の数え方の学習に楽しく取り組むことができる。

彩色も鮮やかで、１ページに１文字ずつ配置されていて見やすい。

文字が大きく、なぞり書きもできる。

見開きで文字と単語とイラストが描かれている。

カラフルな色使いで、絵も楽しく分かりやすい。

49 １から１００までの数を数えたり、大小、長短の比較、一対一対応、仲間集めなどの学習にも使用できる。

畑で育っている野菜と八百屋さんで売られている野菜が大きく写実的に描かれていて分かりやすい。

50 全文平仮名表記で文章表現が簡潔で繰り返しが多く、文字も大きく読みやすい。

野菜を進んで育てたり食べたりしようという気持ちを持たせやすい内容である。

幼児絵本シリーズ　やさい

41 27-1 ひかりのくに D01 202シリーズ　たべもの２０２

新装版KIDS２１１２　たべものひゃっか

27-3 ひさかた C05 スキンシップ絵本　かたかなアイウエオ

27-3 ひさかた C05 スキンシップ絵本　かずのえほん

48

27-2 評論社 B01 しかけ絵本に本棚　コロちゃんはどこ？46

27-3 ひさかた B02 ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの１・２・３47

評論社 A01 スカーリーおじさんのはたらく人たち

27-1

45

ひかりのくに O13 あそびのうたのえほんCDつき44

28-1 福音館書店 B08

手あそび指あそび歌あそびブック１

K09

O12

ひかりのくに

ひかりのくに

27-1

27-2

県立 出石

 ＜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

27-1

42

43
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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

読み進めると動物が増えていく内容で、わくわくするおもしろさがある。

擬音語が用いられ、興味をもって読むことができる。

イラストが大きくわかりやすい。

シンプルな色使いの絵で、視覚的にとらえやすい。

52 楽しいストーリーで登場人物の様子を読み取りやすい。

わかりやすい定番の物語で、楽しみながら登場人物の様子を読み取ることができる。

53 動作化できるので幅広く国語の学習を深められる。

イラスト付きで読み聞かせにも適している。

絵の中から形を探したり、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、文字も大きいので親しみやすい。

本が大きくイラストが見やすい。

55 イラストだけでなく、写真が多く日本各地の様子が実感しやすい。

身近な素材を使って作る楽しいアイデアが豊富に示されている。

56 写真やイラストで作り方と完成品が分かりやすく表示されていて、見通しを持って活動できる。

身近な人へのプレゼントを目的に、制作の意欲を引き出すことができる。

付属のペンで描いた絵は簡単に消せ、繰り返し使用することができる。

ボタンを押すとメロディーが流れ、曲に合わせて絵を描くことができる。

絵の描き方が分かりやすく表示されている。

１～１０までの１０種類の動物が鮮やかな色彩で描かれており、子どもの関心を引きやすい。

０～１０と「たくさん」の数の概念の学習に楽しく取り組める。

絵の重なりがなく分かりやすい。

県立 出石

福音館書店 H13

28-1

ポプラ社 N02

51 28-1

B02

こどものとも　おおきなかぶ

絵本・いつでもいっしょ２　どうぶつなんびき？

どうぶつあれあれえほん第4集　かくしたのだあれ

57 30-2

29-1 平凡社

 ＜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

福音館書店 H21

28-1

新版はじめましてにほんちず

54

福音館書店 H26

A02 あそびのひろば２　やさしいてづくりプレゼント

58 30-2

M01 うたってかいてけせるえほん１　音のでるえかきうたポプラ社

こどものとも　ぞうくんのさんぽ

ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら

28-4 文化出版局 E07

30-2 ポプラ社


