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県立 こやの里 特別支援学校（小学部） Ｎｏ（　１　）

No 発行者番号 発行者の略称 教科書の記号・番号 書　名 採　択　理　由

文字が大きく、児童が注目しやすい。簡単な名詞の読みから導入できる。

文字の概念がまだつかめていない児童も、親しみやすい挿絵から読み書きへつなげる基礎の学習ができる。

話す・書く・聞く・読むの初期の力が育ちやすいように構成されている。

例文から手紙の書き方の学習の導入もでき、動作化しやすいように工夫されている。

数の概念がまだつかめていない児童も、イラストが多いため注目しやすく、親しみやすい。

仲間分け・大小・形に興味をもちやすいように構成され、作業もしやすい工夫がある。

数字以外の数の概念（弁別・比較等）が育つよう挿絵やイラストで興味をもちやすい構成である。

数量の基礎的な力が育つように挿絵・イラスト・図が大きく明確に表現されている。

足し算・引き算の基礎的な力が育つように、挿絵やイラストで興味をもちやすい構成である。

図が大きく明確に表現されており、視覚での思考がしやすい。

かわいらしくイメージを膨らませやすい挿絵やイラストが多く、親しみやすい。

音楽の基礎となる手遊びや身体表現の力が育ちやすいように構成されている。

イメージしやすい季節の挿絵や絵描き歌、動物の鳴き声等、身近な物から音楽に親しみやすい。

音楽の基礎となる手遊びや身体表現の力が育ちやすいように構成されている。
おんがく　☆☆7 2 東書 音楽  C-112

さんすう　☆

さんすう　☆☆（１）

おんがく　☆東書 音楽  C-111

教出 さんすう　☆☆（２）

教出

国語  C-112

5 17

6 2

4 17

こくご　☆☆

算数  C-113

算数  C-112

3 17 教出 算数  C-111

2 2 東書

 ＜県立特別支援学校用＞

県立こやの里特別支援学校の教科用図書（検定本、著作本）平成２８年度採択理由書

1 2 東書 国語　C-111 こくご　☆

印 印 印 



県立 こやの里 特別支援学校（高等部） Ｎｏ（１）

No 発行者番号 発行者の略称 教科書の記号・番号 書　名 採　択　理　由

写真やイラストなど、視覚的に見やすく美しいレイアウトである。

特に自分の身体についての仕組みや働き、つくりなど健康について丁寧に分かりやすく説明されており、

生徒の実態に合っている。

大きな紙面で挿絵や図表が充実しており、視覚的に楽しめるところが本校の生徒の実態に合っている。

我が国の伝統音楽や世界の音楽など、様々なジャンルの音楽が幅広く扱われており、伝統文化を尊重し、

豊かな情操の育成のための工夫がされている。

大きな紙面で挿絵や図表が充実しており、視覚的に楽しめるところが本校の生徒の実態に合っている。

我が国の伝統音楽や世界の音楽など、様々なジャンルの音楽が幅広く扱われており、伝統文化を尊重し、

豊かな情操の育成のための工夫がされている。

大きな紙面で挿絵や図表が充実しており、視覚的に楽しめるところが本校の生徒の実態に合っている。

我が国の伝統音楽や世界の音楽など、様々なジャンルの音楽が幅広く扱われており、伝統文化を尊重し、

豊かな情操の育成のための工夫がされている。

様々なジャンルの作品が数多く掲載されており、視覚的に楽しめるところが本校生徒の実態に合っており、

表現や鑑賞の能力を高めることを期待できる。世界各国の伝統的な作品から現代美術まで幅広い作品が扱われ

ており、伝統と文化を尊重し、他国を尊重する態度を養い、豊かな情操の育成のための工夫がされている。

様々なジャンルの作品が数多く掲載されており、視覚的に楽しめるところが本校生徒の実態に合っており、

表現や鑑賞の能力を高めることを期待できる。世界各国の伝統的な作品から現代美術まで幅広い作品が扱われ

ており、伝統と文化を尊重し、他国を尊重する態度を養い、豊かな情操の育成のための工夫がされている。

様々なジャンルの作品が数多く掲載されており、視覚的に楽しめるところが本校生徒の実態に合っており、

表現や鑑賞の能力を高めることを期待できる。世界各国の伝統的な作品から現代美術まで幅広い作品が扱われ

ており、伝統と文化を尊重し、他国を尊重する態度を養い、豊かな情操の育成のための工夫がされている。

国語の初歩的な内容が充実しており、生徒が興味・関心を持つような絵や色彩が用いられている。

日常生活に活用できる題材や場面設定がなされている。

国語の初歩的な内容が充実しており、生徒が興味・関心を持つような絵や色彩が用いられている。

日常生活に活用できる題材や場面設定がなされている。

MOUSA2

 ＜県立特別支援学校用＞

県立こやの里特別支援学校の教科用図書（検定本、著作本）平成２８年度採択理由書

1 50 大修館 保体　302 最新高等保健体育

高校美術1

2 27 教芸 音Ⅰ　303 MOUSA１

3 27 教芸 音Ⅱ　303

高校美術3

4 27 教芸 音Ⅲ　302 Joy of Music

5 116 日文 美Ⅰ　302

国語　☆☆☆☆

6 116 日文 美Ⅱ　302 高校美術2

7 116 日文 美Ⅲ　302

8 2 東書 国語　C-113 こくご　☆☆☆

9 2 東書 国語　C-711



特別支援学校（小学部・訪問教育） 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

絵が鮮明で文字が大きくはっきりしている。

カタカナにひらがなのルビが打ってあるので読みやすい。

リズミカルな文とユーモアたっぷりな絵が一体となっているので楽しく学習できる。

かわいい動物のイラストが親しみやすく注目しやすい。

校外学習の事前学習として繰り返し読み聞かせる中で、イメージを膨らませやすい構成になっている。

校外学習へ行くことが楽しみになり、終了後も振り返り学習にも有効である。

クレヨンの使い方について、簡単で取り組みやすい物から作品例と共に掲載されているので、理解しやすい。

クレヨンの絵が実物に近く、はっきりとわかりやすいイラストで描かれており、イメージしやすい。

クレヨンで絵や模様を自由に描く楽しさが感じられるように表現されている。

粘土の遊び方について、簡単で取り組みやすい物から作品例と共に掲載されているので、理解しやすい。

粘土で遊びながら作品を作り、形の変化を楽しみながら自由に作る楽しさが感じられるように表現されている。

児童が作品をつくる上で視覚的に捉えやすく、イメージしやすい絵が描かれている。

絵の具の使い方について、簡単で取り組みやすい物から作品例と共に掲載されているので、理解しやすい。

身近な道具での「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、視覚的にも捉えやすい。

手や足での感覚遊びや色の変化を楽しみながら、形にとらわれずに自由に表現できる内容である。

動物の絵がかわいらしく、色彩が綺麗で親しみやすいため、児童らが注目しやすい。

絵が大きく描かれており、視覚的にもわかりやすく、ページごとに内容がはっきりと表現されている。

数の順序や数量など児童に分かりやすい絵で、数の学習に適している。

明確でかわいい絵なので注目しやすく、身近な遊具を使った生活場面の話で親しみやすい内容である。

繰り返し読み聞かせをすることでイメージを膨らませやすい構成である。

発語のない児童にもリズミカルな言葉と抑揚の繰り返しに楽しい雰囲気を共有できる。

動物たちがユーモラスに描かれ、頭を下げるとあいさつの言葉があらわれるしかけ絵本になっている。

絵に表情があり、文字も親しみやすいので楽しく学習が進められる。

言葉の指導とともに指先の訓練にも使うことができる。

動物たちがユーモラスに描かれ、注目しやすいしかけ絵本になっている。

絵に表情があり、文字も親しみやすいので楽しく学習が進められる。

同じ繰り返しの中でイメージを膨らませやすく、身辺自立に向けて楽しく取り組めるように構成されている。

8 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

9 06-1 偕成社 R04
あかちゃんのあそびえほん（４）
ひとりでうんちできるかな

6 06-1 偕成社 A02
エリック・カールかずのえほん
１,２,３どうぶつえんへ

7 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

4 02-1 岩崎書店 A08 あそびの絵本　紙ねんどあそび

5 02-1 岩崎書店 A17 あそびの絵本　えのぐあそび

2 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

3 02-1 岩崎書店 A07 あそびの絵本　クレヨンあそび

県立 こやの里

 ＜県立特別支援学校用＞

県立こやの里特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成２８年度採択理由書

1 01-1 あかね書房 A02 もじのえほん　かたかなアイウエオ

印 印 印 印 印 印 



安全な場面と危険な場面がわかりやすいしかけになっている。

繰り返し読み聞かせることで安全の意識が育ちやすい内容である。

かわいい動物の挿絵なので興味を持ちやすい。

卵、幼虫、蛹、蝶への変態が美しい色使いとお話で綴られていて、あおむしが蝶になるまでの過程がわかりやすい。

あおむしが食べた所の穴の後が、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。

ページをめくるたびにしかけがあるので興味をもちやすく、挿絵の食べ物を通して言葉の学習にもつながる。

美しい挿絵が注目しやすく、楽しみながら曜日の学習ができる。

ページごとに繰り返されることばのパターンやリズムの抑揚で、楽しい雰囲気を共有できる。

動物や食べ物も登場し、興味をもちやすい構成である。

台詞がおもしろく、歯医者さんでの出来事が共感を持ちやすい内容である。

かわいいイラストで親しみがもて、思わずページをめくりたくなるような構成である。

場面ごとの様子の動作も面白く、再現しやすい構成である。

できあがった料理の写真が大きくて見やすい。作り方の手順もイラスト入りでわかりやすく書かれている。

児童が好きなごはん、パン、めん料理の主食の調理法が、イラストや写真でわかりやすく紹介されているため、

「作ってみたい」「食べてみたい」という意欲を引き出すことができる。

写真やキーワードが大きく表示されているため、注目しやすい。

楽しみながら虫歯予防や歯磨きの生活習慣を身につけることができる。

かわいいイラストで親しみを持ちやすい。

カード式になっているため、児童が扱いやすい。

５０音の各ひらがなではじまる身近な物を、大きな字とわかりやすい絵で表し、楽しく学習することができる。

文字と絵の一致がしやすく、ひらがなを読んで覚えるのに適している。英語表記もあり、自然と英語に親しめる。

カード式になっているため、児童が扱いやすい。

大きな時計と文字の援助で時刻の読み取りに適している。

生活に活かしやすい時間を選んであり、～時、～分のひらがな表記と共にデジタル表記の学習もできる。

日常生活で身近に見かける家具・日用品・食物・衣類・玩具・乗り物・動物等が美しく描かれている。

１ページに４つのイラストとその名前が書かれており、言葉の学習に役立つ。

生活用品の使い方を確認したり、話を広げていきやすい構成になっており、生活指導に使用できる。

かわいい動物のイラストで親しみがもてる。内容がおもしろく、興味をひきやすい。

「同じもの」が視覚的に分かりやすく描かれ、児童が理解しやすい内容である。

日常生活の場面と照らし合わせ、同じ概念を育て、共感できるように話が進められている。

しりとりあそびの導入に適している。

発語のない児童も、ことばのリズムや抑揚を楽しみ、雰囲気を共感できる内容である。

一語文の段階の児童から使うことができ、語彙を増やす学習に活用できる。

20 10-4 こぐま社 D01
ことばあそびの絵本
ぶたたぬききつねねこ

18 08-2 グランママ社 O01 ぼくとわたしのせいかつえほん

19 10-4 こぐま社 C01
ぶうとぴょんのえほん
おんなじおんなじ

16 08-1 くもん出版 D01 ひらがなカード

17 08-1 くもん出版 D02 とけいカード

14 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

15 07-2 金の星社 J04
やさしいからだのえほん４
むしばはどうしてできるの？

12 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

13 06-1 偕成社 U01
五味太郎の絵本
わにさんどきっはいしゃさんどきっ

10 06-1 偕成社 S01
安全のしつけ絵本（１）
きをつけようね

11 06-1 偕成社 T01
エリック・カールの絵本
はらぺこあおむし



絵が大きく、色彩が鮮明である。

お話を聞きながら絵本に直接絵を描くことができ、表現の喜びを味わうことができる。

持ちやすく書きやすいペンで何回でも書いて消すことができ、自然と書くことの基礎を培うことができる。

挿絵が美しく、イメージを膨らませやすい。

身近な自然が取り上げられており、校外学習や休日の外出などの経験を連想しやすい構成になっている。

かわいい動物のイラストと短い言葉に興味を持って、お話を聞くことができる内容である。

楽しいイラストや写真が大きく表示されており、児童が興味をもちやすい。

お話の中の運動会の様子と自分の経験を重ね、理解を深めることができる。

短い言葉とおもしろいキーワードで楽しく読み聞かせができる。

数字や絵が大きく、はっきりと描かれており、文もわかりやすい。

お話を読みすすめるうちに１から１００までの数が理解できる。

足し算・引き算の基礎がやさしく展開されている。

絵が大きく、数を捉えやすい。

数字や絵を通して多い・少ない・遅い・速いなどの比較、弁別、量等の基礎の概念が育ちやすい。

数えることや一対一対応などもわかりやすく描かれているので、児童が再現しやすい。

絵が大きく理解しやすい。

多い・少ない・遅い・速いなどの数にまつわる概念が育ちやすい。

身近なものに活かすことができるように、わかりやすい絵で表現されている。

「ドレミのうた」「チューリップ」「おうま」などの歌があり、曲のイメージに合ったイラストが描かれている。

「げんこつやまのたぬきさん」「しあわせなら手をたたこう」等、身体表現ができる楽しい曲が含まれているので、

親しみやすい。

「はるよこい」「あめふり」「ちいさいあきみつけた」等の季節感のある曲が多く含まれている。

「おおきなくりのきのしたで」「おはなしゆびさん」など、手あそびうたに合わせて楽しむことができる。

「もりのくまさん」では輪唱も楽しむことができる。

「いぬのおまわりさん」「ぞうさん」などの歌があり、曲のイメージに合った楽しいイラストが描かれている。

手あそびうた「おべんとうばこのうた」などが選曲されており、模倣を楽しみながら学習できる。

取り組みやすい順に掲載されており、学習しやすい。

「まつぼっくり」「とんぼのめがね」等の歌があり、曲のイメージに合ったイラストが描かれている。

手あそびうた「いとまきまき」で身体表現や、「おおきなたいこ」太鼓に親しめる歌が記載されている。

取り組みやすい順に掲載されており、学習しやすい。

30 27-1 ひかりのくに F04 改訂新版どうようえほん４

28 27-1 ひかりのくに F02 改訂新版どうようえほん２

29 27-1 ひかりのくに F03 改訂新版どうようえほん３

26 27-1 ひかりのくに B10 認識絵本１０　おおきいちいさい

27 27-1 ひかりのくに F01 改訂新版どうようえほん１

24 20-4 戸田デザイン研究室 O02 １から１００までのえほん

25 27-1 ひかりのくに B05 認識絵本５　いくつかな

22 20-1 童心社 H02
１４ひきのシリーズ
１４ひきのぴくにっく

23 20-1 童心社 L06
ピーマン村の絵本たち
よーいどん！

21 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！



特別支援学校（中学部・訪問教育） 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

イラストが大きくはっきりしていて、見やすくわかりやすい。

漢字に表情があり、楽しく学習できる。

日常生活でよく使う漢字がたくさん記載されている。

イラストが可愛く、興味を持ちやすい。

文字が大きくて見やすく、形が理解しやすい

日常生活でよく使う具体的なものが記載されていてわかりやすい。

食べ物のイラストがきれいで興味を持ちやすい。

材料や分量、手順がわかりやすく構成されている。

色も鮮やかで、一度チャレンジして作ってみようという気持ちになる。

写真やイラストがたくさん記載されていて興味を持ちやすい。

文字も大きくわかりやすい。

身体の仕組みや名称など楽しみながら学習できる。

一つ一つの楽器のイラストがわかりやすい。

楽器の名称を覚えるのに適している。

付属のＣＤでそれぞれの楽器の音色を聴くことができる。

作品の完成写真が大きく、わかりやすい。

色彩が鮮やかで創作意欲が高まる。

身近な材料が使われていて、興味をひく。

詳細なイラストで、具体的に説明されていてわかりやすい。

だれでも簡単に出来そうな題材が記載されている。

興味が持てる作品がたくさん記載されている。

絵がはっきりしていて見やすい。

色彩が鮮やかで創作意欲が高まる。

身近にある材料を使い作ることができる。

絵や写真、イラストの大きさが適切で見やすい。

簡単な材料で作れる作品がたくさん記載されている。

個性豊かな作品ができるように構成されている。

イラストやキャラクターが親しみやすい。

世界の国々の特徴などが、わかりやすく説明されている。

色彩が鮮やかで楽しく学習できる。

10 12-2 小学館 L01
はじめてちずかんシリーズ１
ドラえもんのせかいちず

8 10-3 国土社 B16
たのしい図画工作１６
ちぎり紙・きり紙・はり絵

9 11-1 さえら C08
たのしい工作教室
木のぞうけい教室

6 10-3 国土社 B09
たのしい図画工作９
うごくおもちゃ

7 10-3 国土社 B14
たのしい図画工作１４
こすりだし・すりだし

4 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

5 08-1 くもん出版 G03 CD付き　楽器カード

2 02-1 岩崎書店 E03
五味太郎のことばとかずの絵本
ことばのあいうえお

3 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！

県立 こやの里

 ＜県立特別支援学校用＞

県立こやの里特別支援学校（中学部）の教科用図書（一般図書）平成２８年度採択理由書

1 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

印 印 印 



なじみの曲がたくさん記載されている。

ＣＤの音で自然に英語や音楽に親しむことができる。

曲のイメージに合ったイラストが描かれている。

文字とイラストとのバランスがよい。

書体やフォントの大きさがとても見やすい。

日常生活によく使う漢字がたくさん記載されている。

文字が大きく見やすい。

部首が視覚的に見やすく、理解しやすい。

漢字の成り立ちも楽しく学習できるように構成されている。

文字が大きくシンプルで見やすい。

イラストが可愛く、生徒が興味を持ちやすい。

個人の発達段階に合わせて、繰り返し取り組むことができる。

顔や身体等、絵がわかりやすい。

紙質がいろいろな筆記用具に対して適している。

書くスペースが広く、自由に描ける。

文字が大きく、行間も広く見やすい。

なぞりの部分があり、正確な文字が学習できる。

漢字の成り立ちが、わかりやすく表現されている。

文字の大きさも書体も、とても見やすい。

身近な題材が載っていて親しみやすい。

読む力、書く力、考える力を身につける工夫がされている。

イラストが大きくわかりやすい。

５までの数を扱っていて、数の意味が理解しやすい。

タイルを用いて、数をわかりやすく表現している。

細かい段階を踏んでいて、楽しく学習できる。

６から２位数まで、わかりやすく構成されている。

時計の読み方がわかりやすく表現されている。

文字の大きさも書体もとても見やすい。

くり上がりのある足し算やくり下がりのある引き算が、わかりやすく表現されている。

文字や数字が大きく見やすい。

算数の基礎的概念を習得するのにわかりやすい構成である。

かけ算やわり算、お金の計算がわかりやすく表現されている。

文字の横に身近な絵が描かれていて、楽しく学習できる。

音声で文字が確認できる。文字も大きくて、わかりやすい。

ボタンを押して単語を作ることができ、それを音声で再生ができ、聴覚的にも学習ができる。

22 21-1 永岡書店 010
おしゃべりあいうえお
はじめてのひらがな

20 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）

21 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）

18 20-5 同成社 C02

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」
２
（１対１対応、１～５の数、５までの
たし算）

19 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）

16 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）

17 20-5 同成社 A04 ゆっくり学ぶ子のための 国語４

14 16-4 太郎次郎社 C03
子どもがしあげる手づくり絵本
あいうえおあそび上ひらがな５０音

15 17-1 チャイルド 001 ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ

12 16-4 太郎次郎社 A01
漢字がたのしくなる本シリーズ
漢字がたのしくなる本ワーク１
基本漢字あそび

13 16-4 太郎次郎社 A03
漢字がたのしくなる本シリーズ
漢字がたのしくなる本ワーク３
部首あそび

11 14-4 成美堂出版 005 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた



色が美しく興味を持ちやすい。

説明がわかりやすく、豊富である。

読み聞かせるのにちょうどよい大きさである。

説明が簡潔でわかりやすい。

自然が美しく描かれている。

見慣れた風景の中に、植物や動物、昆虫など季節ごとに描かれていて楽しく学習できる。

絵がはっきりしていてわかりやすく、見ているだけでも楽しくなる。

身近な動物がたくさん記載されている。

それぞれの動物の生態がわかりやすく表現されている。

文字が読みやすく、イラストが可愛いので生徒が興味を持ちやすい。

おつかいに行く、主人公の気持ちがわかりやすく表現されていて、興味をひく。

身近な生活の一部分が、生き生きと表現されている。

フォントの大きさも書体も見やすい。

絵を見ながら楽しく学習できる。

数学の基礎的な概念を学ぶことができて、日常生活に応用しやすい。

イラストが多く、興味をひく。

絵を見て、いろいろな職業がイメージできる。

町の様子がわかりやすく描かれていて、いろいろな発見ができるように工夫されている。

書体、フォント大きさ、枠が見やすい。

段階をふんでいてわかりやすく、学ぶ意欲につながる。

身近で親しみやすい内容で構成されている。

数字や文字がはっきりしていて見やすい。

絵や図で説明されていて、視覚的にもわかりやすく構成されている。

身近な具体物から量や数に興味を持ちやすい。

30 84-1 明治図書 508
グレーゾーンの子どもに対応した
算数ワーク　初級編２

28 28-1 福音館 M06
みぢかなかがくシリーズ
  町たんけん

29 84-1 明治図書 501
グレーゾーンの子どもに対応した
作文ワーク　初級

26 28-1 福音館 H56
こどものとも傑作集
はじめてのおつかい

27 28-1 福音館 I01
安野光雅の絵本
  はじめてであうすうがくの絵本１

24 28-1 福音館 G04
福音館の科学シリーズ
道ばたの四季

25 28-1 福音館 G08
福音館の科学シリーズ
どうぶつえんガイド

23 28-1 福音館 G01
福音館の科学シリーズ
昆虫ちいさななかまたち



特別支援学校(高等部、分教室、訪問教育） 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

大阪教育図書 からだで学ぶ英語教室 挿し絵・イラストが多く使用されており、親しみやすい。

日常生活で使えるフレーズが短いセンテンスで表現されており、分かりやすい。

ゲームや歌などがあり、興味をひきつける構成になっている。

偕成社 五味太郎言葉図鑑３ 日常に使えることばが多数掲載されている。

かざることば（A) イラストが見やすくてわかりやすい。

初めて知る言葉が多く扱われている。

学研 しゃべって覚える小学生の英会話 初心者向けの基本的な単語や会話表現中心で無理なく取り組める。

Talking Time 1 CDを聞いてネイティヴの発音を体験できる。

自分で考えて話す練習を含み、自主的な学習にも使えるため。

学研 みんなで遊ぼう！ いろいろな数のテーマを、ゲームで楽しみながら実践できる。

算数ゲームブック 実態に合わせて、分かりやすいルールに変えて遊べる。

くもん出版 かずカード 絵と数字がバランスよく配置されており、カード形式で理解しやすい。

身近な生活の中での使い方が分かりやすく、親しみやすい。

字が大きく、注目しやすい。

くもん出版 書きかたカード「ひらがな」 絵と文字がバランスよく配置されており、カード形式で理解しやすい。

身近な生活の中での使い方が分かりやすく、親しみやすい。

筆順が色で示されており、繰り返しなぞって練習できる。

くもん出版 書きかたカード「カタカナ」 絵と文字がバランスよく配置されており、カード形式で理解しやすい。

身近な生活の中での使い方が分かりやすく、親しみやすい。

筆順が色で示されており、繰り返しなぞって練習できる。

くもん出版 もじ・ことば７ 文章作りのために必要な名詞や様子を表す言葉、動きを表す言葉を覚えたり書いたりすることができる。

ことばのおけいこ 分かりやすいイラストが多く、視覚的に指導しやすい。

くもん出版 生活図鑑カード 祝日や行事の名前が豊富に扱われている。

こよみカード カード形式で扱いやすく、読んだり覚えたりすることで、言葉への関心が高まる。

くもん出版 かず・けいさん７ 数字の読み書きの練習ができる。

08-1 519 やさしいすうじ イラストが多くわかりやすいので、生徒の興味関心を引き出しやすい。

数を数えながら、無理なく学習ができる。

10

8 08-1 514

9 08-1 583

6 08-1 C01

7 08-1 569

4 06-2

5 08-1 D03

2 06-1 O03

3 06-2

県立 こやの里

 ＜県立特別支援学校用＞

学校教育法附則第９条の規定による教科用図書（一般図書）平成２８年度採択理由書

1 05-1 001

印 印 印 印 印 



合同出版 子どもとマスターする５８のからだの 分かりやすいイラストが多く、視覚的に指導しやすい。

知識イラスト版からだのしくみとケア 自分の身体についての仕組みや働き、そしてケアについて丁寧に説明されており、生徒の実態に合わせた指導が

行いやすい。

小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ　地球 カラー写真が多く興味をひきやすい。イラストを使っての説明は天体・大地・気象・環境などわかりやすい。

12-2 519 製本が丈夫である。すべての漢字にふりがな、巻末には索引が掲載されており、調べ学習にも最適である。

図や写真には簡単な説明文も加えられており、詳しい情報が載っている。

小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ　科学の実験 画像やアニメのイラストなどが多くあり、紹介されている実験も身近な材料であり、安全なものばかりである。

12-2 520 資料には日常生活で起こりうる内容が多く組み込まれており、具体的な事例として紹介しやすい。

９つのテーマに分けらた内容には、１８０の実験が紹介され、付録のDVDも合わせて楽しむことができる。

小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ　人間いのちの歴史 人間の体のつくりなどのカラー画像や、アニメのイラストなどが多くあり、分かりやすく興味をひきやすい。

12-2 517 本が大きく、画像はもちろんのこと文字も見やすい。全ての漢字にルビがあり、調べ学習にも最適である。

人間の体の働き、心と体の成長など、成人を前に知ってほしい内容が集約されている。

小学館 徹底反復たかしま式視写プリント どこに注意すると良いのかが分かりやすく、ワンポイント指導で扱われている。

12-2 665 小学１・２年 文字だけでなく、文章としてきれいな文字が書ける練習帳である。

小学館 陰山メソッド「徹底反復」 各学年で習う配当漢字を短い例文の中におさめ、少ないページにまとめた「全漢字音読プリント」では、繰り返し音

12-2 漢字プリント小学校１～6年 読することで、目と耳を使って覚えられ、「全漢字音読プリント」で書いて反復練習ができる。

女子栄養大 新・こどもクッキング 生徒にとって身近な料理のメニューがたくさん掲載されており、生徒が興味を持ちやすい。

12-7 001 写真や図が豊富でわかりやすい。

できあがった料理の写真が美しく、作り方もイラスト入りでわかりやすく書かれている。

育成会 自立生活ハンドブック４ 生徒が体の仕組みと病気や健康管理について学ぶことができる。

14-3 A04 からだ！！げんき！？ 多くのイラストと文章でわかりやすく説明されている。

自分の体を大切にし、健康な生活を送るための力を育むことができる内容である。

成美堂 DVD付　ストレッチ大全集 イラストや写真が豊富で、どの生徒も興味をもって見ることができる。

14-4 難易度別に記載されており、生徒の実態に合ったストレッチを行うことができる。

学校でも自宅でも共通して行うことができる。生涯を通して参考になる図書である。

成美堂 書き込み式ボールペン字 ゆったりしたスペースで書きやすく作られており、バランスや美しい文字を意識して書くことができる。

14-4 横書き練習帳 横書きの練習のため、日常生活で実践的なボールペン字の練習ができる。

戸田デザイン よみかた絵本 イラストと文字が大きくわかりやすい。

リズミカルに唱えられ、ひらがなを楽しく学習することができる。

文字の理解が困難な子どもに対しては視覚的に理解しやすい。

同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語５ 扱われている内容が多岐にわたり、聞く、話す力、文学作品や説明文を読む力、書く力が伸ばせる教材が揃えられて

いる。イラストや図が多く生徒の興味をひきやすい。

日常で使われる文章が豊富にあり、文章理解や文章表現を身につけるのに適しており朗読にも役立つ。

21 20-4 007

22 20-5 502

17

18

19

20

11 10-8 504

12

13

14

15

16



同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」４ 文字の大きさも書体もとても見やすい。

C04 （くり上がり、くり下がり、２けたの数の計算） くり上がりのある足し算やくり下がりのある引き算が、わかりやすく表現されている。

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５ お金の計算や九九、単位の換算など、実生活に役立つ算数を無理なく学べるように構成されている。

C05 （３けたの数の計算、かけ算、わり算） 買い物の学習で、お金の計算を行うのに適している。

計算問題の数字が大きく表記されており、見やすい配慮がされている。

東洋館 くらしに役立つ社会 イラストや写真などを載せながら説明しており、生徒の興味関心をひきやすい。

文章が分かりやすく簡潔に書かれており、生徒が読みやすく理解をしやすい。

社会のしくみや決まりについて身近な題材を設定しており、取り組みやすい。

東洋館 くらしに役立つ数学 物を買うときにお金を使う、時刻や時間を見て外出する、予定を立てる、というような実際の生活に使う数量や図形

に関する学習が取り上げられている。

数学の知識や技能が生徒の生活に生かされるように配慮されている。

東洋館 くらしに役立つ理科 物理、化学、生物、地学の分野が「くらしに役立つ」視点でまとめられている。

写真や図が豊富でわかりやすい。

内容が実生活に関わる様々な分野で構成されており、多様な視点で学ぶことができる。

東洋館 くらしに役立つ保健体育 様々なスポーツのルールや運動することの大切さをわかりやすく学ぶことができる。

504 写真や図が豊富でわかりやすい。

生涯を通して心身ともに健康なくらしを送るために必要な知識を学ぶことができる。

東洋館 くらしに役立つ家庭 内容が実生活に関わる様々な分野で構成されており、多様な視点で学ぶことができる。

505 卒業後の自立した生活を送るための基礎知識を身につけることができる。

写真や図が豊富でわかりやすい。

日本教育 私たちの進路　あしたへのステップ 進路をテーマに幅広い内容を学びながら、直接本に記入することができる。

22-3 研究出版 001 自分について、清潔、人との付き合い、働くことなど、社会人になるために必要となるスキルについて多く記載され

ている。実習日誌や履歴書の様式に合う書きかたの練習ができる。

日本教育 ひとりだちするための国語 イラストが多く、生徒の興味をひきやすい。

研究出版 聞く、話す、読む、書くの基礎と応用の両方が身に付く項目立てで、生徒の実態に合わせ使用できる。

本文の漢字にはルビがふってあり、漢字が苦手な生徒にも読みやすい。

日本教育 ひとりだちするための算数・数学 本文の漢字に全てルビがふってあり、読みやすい。

研究出版 実生活において、必要な項目に絞って学べる。

イラストが多く使われており、生徒の興味をひきやすい。

PHP研究所 子どもの字がうまくなる練習ノート 二色刷りで見やすく、お手本は手書き文字で親しみやすい。

ひらがな、カタカナ、数字、漢字の上手に書くためのポイントを分りやすく紹介している。

福音館 ＤＯ！図鑑シリーズ　生活図鑑 衣食住の子どもの生活全般にわたる、基本的な事項を選び、豊富なイラストで、そのやり方や手順を説明しており、

理科分野である事柄を始め、家電などの使い方も分りやすく説明されており活用しやすい。34 693

31

22-3

27-4

28-1

22-3 504

32 503

33 001

28 20-7

29 20-7

30

001

26 20-7 003

27 20-7 503

23 20-5

24 20-5

25 20-7



福音館 ＤＯ！図鑑シリーズ　自然図鑑 昆虫類から、鳥類、哺乳類、爬虫類、両生類、魚類、貝類、植物まで、あらゆる場所の、あらゆる生物を対象に

それぞれの生物に出会うための方法と、観察するための方法と紹介が豊富なイラストを交えてコンパクトに掲載

されており、とても活用しやすい。

むぎ書房 わかるさんすう３ 計算問題が多く、取り組みやすい、文章題も日常生活に生かしやすい内容になっている。

数学の基礎的な概念が含まれた場面設定がしてあり、日常生活に応用しやすい。

文字が大きく、挿し絵を使い、わかりやすく説明している。

喜楽研 くりかえし漢字練習プリント小学２年 漢字の読み書きを、書き順からテストまで５段階で取り組むことができる。

57-22 509 繰り返し練習ができるため、学習内容が定着しやすい。

B4判プリントが１ページで記入欄の大きさもちょうどよい。

喜楽研 くりかえし漢字練習プリント小学３年 漢字の読み書きを、書き順からテストまで５段階で取り組むことができる。

57-22 526 繰り返し練習ができるため、学習内容が定着しやすい。

B4判プリントが１ページで記入欄の大きさもちょうどよい。

喜楽研 くりかえし漢字練習プリント小学４年 漢字の読み書きを、書き順からテストまで５段階で取り組むことができる。

57-22 527 繰り返し練習ができるため、学習内容が定着しやすい。

B4判プリントが１ページで記入欄の大きさもちょうどよい。

新星出版社 ペン字練習帳 ひらがな、カタカナのなぞり書きから手紙の常套句、季節のあいさつまで練習することができ、生徒にとって

62-22 実用的なものである。
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