
県立 のじぎく 特別支援学校 №（　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

日文
ひらがなや、カタカナの基礎・基本習得でき文字を正しく整えて書けるよう工夫されている。
毛筆の基礎・基本を習得に関する内容がわかりやすく説明されている。筆使いや書く際の注意をわかりやす
く説明されている。

116 日文
児童の発達段階に応じ読みやすい構成となっている。冒頭に学習内容に関する課題を示し、様々なデータや
資料からその解決に向けた取組を考えさせる問題解決学習を軸に児童の主体的対話的な学びを引き出す学習
内容となっている。

こくご二上　たんぽぽ
こくご二下　赤とんぼ

国語507

国語607

書写404 書写　五年

13 社会304 小学社会　3年

11 書写504 書写　四年

12 書写604 書写　六年

38

 ＜県立特別支援学校小・中学部用＞

県立のじぎく特別支援学校の教科用図書（検定本、著作本）令和３年度採択理由書

1
国語107
国語108

こくご一上　かざぐるま
こくご一下　かざぐるま

2
国語207
国語208

生徒の発達段階に即した魅力的な読み物が教材が豊富に配置されている。発達段階を考え、読む・聞く・話
す・言語文化・言語それぞれの領域の学習をバランスよく習得できるよう工夫され配列されている。高学年
が1冊にまとめられ、巻頭で1年間の見通しを示し、学習の見通しや進捗状況を把握しやすく振り返りがしや
すくなっている。低学年では、声に出して読むことを楽しめる物語や詩が豊富に掲載されている。中・高学
年では、日本の文学作品と外国の文学作品がバランスよく配置され、それぞれの良さを味わえるよう工夫さ
れている。

3
国語307
国語308

光村

5

国語三上　わかば
国語三下　あおぞら

国語四上　かがやき
国語四下　はばたき

4
国語407
国語408

国語六　創造

国語五　銀河

書写104

9 書写304

6

県立特別支援学校の教科用図書（検定本、著作本）採択理由書

書写　三年

しょしゃ　一ねん

8

38

15 社会504 小学社会　5年

書写204 しょしゃ　二年

7

14 社会404 小学社会　4年

10

印印 印



県立 のじぎく 特別支援学校 №（　2　）

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

116 日文

46

児童の発達段階に応じ読みやすい構成となっている。冒頭に学習内容に関する課題を示し、様々なデータや
資料からその解決に向けた取組を考えさせる問題解決学習を軸に児童の主体的対話的な学びを引き出す学習

内容となっている。

世界・日本の地図,統計,資料図をわかりやすくまとめられており、写真も豊富で児童の興味・関心が高まり
やすい。

児童の発達段階に即した魅力的な教材が豊富に配置されている。「理科の見方・考え方」をはたらかせ、見
通しを持って科学的に研究する内容がバランスよく配置されている。内容に応じて、書体や文字の大きさを
工夫し、児童が読みやすく理解しやすいものとなっている。写真も豊富で、実験や観察、自然など、観察の
観点が示され、問題を見出す力、解決する力を育てるための学習展開が工夫されている。

生活114 わくわく　せいかつ下

楽しく学ぶ　小学生の地図帳3・4・5・6・年

児童の発達段階に応じ基礎的・基本的な知識や技能の習得、それを活用した学習展開が工夫されている。フ
ルカラーでイラストも豊富で児童が楽しんで学習できる工夫がされている。

61 啓林館

61 啓林館
写真や吹き出しが豊富で、児童の気づきが多くうまれるよう工夫されている。話し合い、伝え合いの活動が
多く設定されており、気づきの質が高められるような授業展開ができるような工夫がされている。

新しい算数　３上考えるってお
もしろい！
新しい算数　３下考えるってお

児童が意欲的に学習を進められるよう、楽曲のイメージを視覚的に捉えられる写真やイラスト、吹き出しが
多く掲載されている。世界の著名な指揮者や演奏者の言葉を載せ、児童が自ら音楽へ興味をもてるよう工夫
されている。

30 17 教出 音楽101 小学音楽　おんがくのおくりもの１

28 生活113 わくわく　せいかつ上

29

26 理科506 わくわく理科　5年

27 理科606 わくわく理科　6年

24 理科306 わくわく理科　3年

25 理科406 わくわく理科　4年

22
算数501
算数502

新しい算数　4上考えると見方が
広がる！
新しい算数　５下考えると見方

23 算数601 新しい算数　６数学へジャンプ！

2 東書

20
算数301
算数302

21
算数401
算数402

新しい算数　５上考えると見方
が広がる！
新しい算数　５下考えると見方

18
算数101
算数102

あたらしい　さんすう　１①さ
んすうの　とびら
あたらしい　さんすう　1②さん

19
算数201
算数202

新しい算数　２上考えるってお
もしろい！
新しい算数　２下考えるってお

17 地図302

県立特別支援学校の教科用図書（検定本、著作本）採択理由書

 ＜県立特別支援学校小・中学部用＞

県立のじぎく特別支援学校の教科用図書（検定本、著作本）令和３年度採択理由書

16 社会604 小学社会　6年

帝国

印印 印



県立 のじぎく 特別支援学校 №（　3　）

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

フルカラーで写真やイラストも多く掲載され、児童が初めての外国語活動を楽しく学べるよう工夫されてい
る。

新しい保健　５・６

小学音楽　音楽のおくりもの３

2 東書

2年間で基礎的・基本的な知識や技能を習得できる内容になっている。問題解決的学習ができるような課題
が多く掲載されている。

写真やイラストが豊富で、文章と資料のがバランスよく配置されている。健康安全に関する問題が積極的に
取り上げられ、問題解決的学習ができるような課題が多く掲載されている。

児童が意欲的に学習を進められるよう、楽曲のイメージを視覚的に捉えられる写真やイラスト、吹き出しが
多く掲載されている。世界の著名な指揮者や演奏者の言葉を載せ、児童が自ら音楽へ興味をもてるよう工夫
されている。

45 38 光村 英語507

42 家庭5012 東書

Here We Go! 5

43

児童が意欲的に学習を進められるよう、課題が具体的に示されている。見開きページで1つの課題を扱って
おり、児童が授業に集中しやすいよう工夫されている。作品鑑賞の写真も豊富で様々な作品を見る機会を持
てるよう工夫されている。

保健301 新しいほけん　３・４

44 保健501

41 図工504 図画工作５・６下見つめて　広げて

新しい家庭　５・６

39 図工304 図画工作３・４下ためしたよ　見つけたよ

40 図工503 図画工作５・６上見つめて　広げて

116 日文

33 音楽401

37 図工104 ずがこうさく１・２下たのしいなおもしろいな

38 図工303 図画工作３・4上ためしたよ　見つけたよ

小学音楽　音楽のおくりもの４

音楽201 小学音楽　音楽のおくりもの２

35 音楽601 小学音楽　音楽のおくりもの６

36 図工103 ずがこうさく１・２上たのしいなおもしろいな

17 教出

32 音楽301

34 音楽501 小学音楽　音楽のおくりもの５

県立特別支援学校の教科用図書（検定本、著作本）採択理由書

 ＜県立特別支援学校小・中学部用＞

県立のじぎく特別支援学校の教科用図書（検定本、著作本）令和３年度採択理由書

31

印印 印



県立 のじぎく 特別支援学校 №（　4　）

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、児童の注目させやすい。話の内容合わせて挿絵が描かれているページが多く、児童の興味・
関心を得やすい。いろいろな言葉が使われており、物の名前だけでなく言葉の使い方も楽しめる。全ページ
がカラー印刷されており、挿絵も多い。さまざまな物語が掲載されており、楽しく学習することができる。

数の概念がまだ固定していない児童生徒に初歩から丁寧に数の学習をおこなうことができる。四則計算につ
ながる、簡単な計算の例題も多く掲載されている。繰り返し同じような例題が続き学習の定着につながるよ
う工夫されている。どの段階においても導入部分が特に丁寧に取り上げられているため、児童生徒が興味関
心を持ち、意欲的に学べるよう工夫されている。

38

光村38

道徳105 どうとく１きみがいちばんひかるとき

光村

フルカラーで写真やイラストも多く掲載され、児童が初めての外国語活動を楽しく学べるよう工夫されてい
る。

２

60

さんすう☆☆☆

17

58 算数C-123 さんすう☆☆（２）

57 算数C-122

教出

59 算数C-124

56 算数C-121 さんすう☆

さんすう☆☆（１）

53 国語C-121 こくご☆

東書54 国語C-122 こくご☆☆

55 国語C-123 こくご☆☆☆

51 道徳505 道徳5きみがいちばんひかるとき

52 道徳605 道徳6きみがいちばんひかるとき

道徳205 どうとく2きみがいちばんひかるとき

49 道徳305 どうとく3きみがいちばんひかるとき

50 道徳405 どうとく4きみがいちばんひかるとき

県立特別支援学校の教科用図書（検定本、著作本）採択理由書

 ＜県立特別支援学校小・中学部用＞

県立のじぎく特別支援学校の教科用図書（検定本、著作本）令和３年度採択理由書

46

47

英語607 Here We Go! 6

児童の発達段階を考慮した教材が選定され、複数の教材で関連付けた学びとなるよう、配列が工夫されてい
る。命の尊さ、いじめ防止、命の教育を全学年にわたって掲載されている。社会のルールや約束事などの生
きていくうえで大切なことも書かれており、道徳内容ついて考えたり話し合い活動の機会が多く設定される
よう工夫うされている。

48

印印 印



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

エリック・カールかずのほん
 １，２，３どうぶつえんへ

7 06-1 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

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

けんちゃんとあそぼう１  のってのって3 01-1

2

10

6 06-1 偕成社 A02

五味太郎・言葉図鑑（５）
 つなぎのことば

06-1 偕成社 L018
１００かいだてのいえシリーズ

  １００かいだてのいえ

Q03

9

D02

県立 のじぎく

五味太郎の絵本  かずのえほん１・２・３

１０＋１人の絵本作家
オリジナルソング集

うたのパレット
偕成社

01-1

06-1 偕成社 o05

B02

あかね書房 E01

あかね書房

子どもの生活（３）
マナーをきちんとおぼえよう！

4 04-1

5 06-1 004

絵本館

偕成社

06-1 偕成社

 ＜県立特別支援学校用＞

県立のじぎく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 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
布や紙の感触を十分味わうことができる。
色や手触り、形が簡潔に説明されていて、とても分かりやすい。

1～100までの数字を、物語に沿って触れることができ、3桁の数字の導入として使うことができる。
本のサイズが大きく、イラストも大きめで親しみやすい内容となっている。

つなぎの言葉を使った分に合ったイラストが描かれており、助詞の持つ意味がわかりやすい。
ページの中野話題で１つの助詞の使い方が三例ずつ具体的に整理されており、ことばの使い方や文の続け方を学ぶこ
とができる。

家庭での生活体験に結びつけてマナーを考えることができるよう構成されていて、わかりやすい。生活のマナーにつ
いて良い例、悪い例が示されており、わかりやすい。

リズムの良いセリフで構成されおり楽しみながら読み進めることができる。簡単な図形をモチーフにした登場人物が
出てきて興味をひきやすい。

柔らかな色彩とかわいいイラストで親しみやすく、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繰り返しが多く、子どもの発語を促しやすい
身近な乗り物が取り上げられており、ごっこ遊びややりとり遊びに発展させることができる

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。

 はっきりしたイラストで子どもの興味をひきやすい。絵本のサイズが扱いやすい。

１頭のゾウ、３頭のキリン、１０羽のトリなど、動物園で馴染みのある動物の絵が美しい色彩で描かれており、楽し
みながら１～１０まで数えることができる。

指だけで様々なものが描ける例が多数紹介されていて、見ているだけでも楽しめる。
準備物や描き方のコツがていねいに示されているので、誰でも簡単に取り組める。
指だけで描けるので誰でも取り組みやすく、感覚遊びとしても活用できる。

印印 印



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

20 06-2 学研 J04 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑  ８きせつ

18 06-2 学研 G07
あそびのおうさまＢＯＯＫ

  はじめてぬるほん

19 06-2 学研 G09
あそびのおうさまＢＯＯＫ

  どんどんぬるほん

16 06-1 偕成社 y01
ともだちだいすき（２）
  おべんとうなあに？

17 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

14 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？ーアメリカ
のわらべうた

15 06-1 偕成社 v01
五味太郎・しかけ絵本（１）
  きいろいのはちょうちょ

12 06-1 偕成社 T01 エリック・カールの絵本  はらぺこあおむし

13 06-1 偕成社 T03
エリック・カールの絵本（ぬりえ絵

本）
  わたしだけのはらぺこあおむし

県立 のじぎく

 ＜県立特別支援学校用＞

県立のじぎく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

11 06-1 偕成社 R06
あかちゃんのあそびえほん（６）

  いいおへんじできるかな

大きく扱いやすい。
新しい仕掛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。

  遊びを通して、ぬる練習ができる。とても楽しいイラストである。色を付けていく箇所がわかりやすい。

  遊びを通して、ぬる練習ができる。とても楽しいイラストである。色を付けていく箇所がわかりやすい。

四季の動物、植物、昆虫や季節に密着した行事や習慣などが豊富な写真とイラストでわかりやすく紹介されており、
また、キャラクターが説明をしてくれるため、絵本のように楽しめるように工夫がされている。

 色鮮やかで絵に注視しやい。食べ物の絵を通して、食品名等の言語獲得にもつながる。

色彩が豊かで、楽しめる。
動物の特徴に合わせた表現が使用され、動物と一緒に楽しく身体を動かしながら楽しむことができる。
変化のある、繰り返しのリズムを楽しみながら、無理なく身体を動かすことができる。

色彩が豊かで、楽しめる。
動物の特徴に合わせた表現が使用され、動物と一緒に楽しく身体を動かしながら楽しむことができる。
変化のある、繰り返しのリズムを楽しみながら、無理なく身体を動かすことができる。

日常生活の中でかかわりのある人物や場面が設定されており、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。

仕掛けのある構成になっており、内容への興味関心を引き出しやすい。
友達と一緒に食事を楽しむ場面を通して、社会性を養うことができる。

日常生活の基本的なマナーが絵と文章で構成されていて、子どもが興味を持ちやすい。
生活スキルも取り上げられていて、子どもの実態にふさわしい内容になっている。

印印 印



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

30 08-1 くもん出版 A03 もじ・ことば３  やさしいひらがな１集

28 07-2 金の星社 F06
ひとりでできるもん！６
  だいすきおやつ作り

29 08-1 くもん出版 001 あいうえおべんとう  

26 07-2 金の星社 B02
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

27 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

24 06-2 学研 P02
赤ちゃん版ノンタン(2)
ノンタンもぐもぐもぐ

25 07-2 金の星社 001 おてつだいの絵本  

22 06-2 学研 O01 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって

23 06-2 学研 O02 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって

県立 のじぎく

 ＜県立特別支援学校用＞

県立のじぎく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

21 06-2 学研 N01
ほんとのおおきさ

ほんとのおおきさ動物園

写真を見る視点がページの中に示されているので、より詳しく写真を見ることができる。
実物大の写真で紹介されており、子どもの興味を引きやすい。
動物を身近なものに感じることができる。

材料や作り方のイラストが描かれ視覚的にとらえやすい。写真が大きく、完成のイメージを持たせやすい。手作りお
やつが１５種類紹介されており、子どもの興味をひきやすく活用しやすい。

 歌のフレーズの繰り返しでお話を楽しめる。歌って楽しみながら曜日と食べ物の名前を覚えられる。

たのしいイラストがついた書き込み式のワークになっている。書くときのスタートとゴールが分かりやすいマークで示されている。

開きやすく取り扱いやすい。
個々の実態に応じて様々な自由な線を描くことができる。
お話のイメージを膨らませて絵を描くことができる。

開きやすく取り扱いやすい。
個々の実態に応じて様々な自由な線を描くことができる。
お話のイメージを膨らませて絵を描くことができる。

絵や文字が見やすくてわかりやすい。文字学習を始めた子どもに合っている。言葉が短くシンプルに表現されていて
繰り返しの展開で分かりやすい。

音がでることで子どもの興味を引き出しやすい。
イラストがわかりやすく学習意欲を引き出してくれる。
生徒の課題と合致した内容である。

足し算や引き算の導入として、使用できる教科書である。
絵をみながら数を数え、次のページに合計の絵が描かれており、絵本を通して足し算や引き算の考え方を身に着ける
ことができる。

おかしの写真が大きくのっていて、子どもの興味をひきやすい。 １６種の簡単に作れるお菓子が紹介されている。身
近な材料を使ったおかしのつくり方がイラストで描かれ、視覚的にわかりやすい。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。

印印 印



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

40 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

38 08-1 くもん出版 G03 ＣＤ付き  楽器カード

39 10-1 講談社 h02
講談社の年齢で選ぶ知育絵本

  ４・５・６さいの
きもちをつたえることばのえほん

36 08-1 くもん出版 D03 かずカード

37 08-1 くもん出版 F01 おけいこ  はじめてのおけいこ

34 08-1 くもん出版 B07 生活図鑑カード  生活道具カード

35 08-1 くもん出版 C01 書きかたカード「ひらがな」  

32 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

33 08-1 くもん出版 B06 生活図鑑カード  お店カード

県立 のじぎく

 ＜県立特別支援学校用＞

県立のじぎく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

31 08-1 くもん出版 B01 生活図鑑カード  たべものカード
身近な食べ物が、１枚に１つずつ明瞭な色彩で描かれていて、興味を持ちやすい。
カードの裏面に食べ物の名称が大きく書かれているとともに、作り方等の説明が記載されていて、生活知識を拡げる
ことができる。

３１種類の楽器が写真カードで紹介されており、楽器の名前や音の特徴、弾き方などが説明されている。
CDがついており、楽器ごとの音色がわかり興味がもてる。

自分の気持ちを言葉で相手に伝えることをテーマにしたお話の本。コミュニケーションに必要な言葉をお話の中で体
験できるようにテーマ別に構成されている。言葉の知識や理解も深まる。

 イラストが親しみやすい。物語の展開がシンプルでわかりやすい。

果物の名称を覚えるためにふさわしい内容である。
代表的な果物が、大きく、本物らしく描かれていて、名称の字も読みやすい。

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。

身近な道具がカードに１枚ずつ写実的に描かれていて、分かりやすい。
裏面に、道具の使い方や場面などの説明があり、興味を持って生活知識を拡げることができる。

カード形式で扱いやすく、絵と文字がバランスよく配置されていて、注目させやすい。
身近な生活の中での使い方もわ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。

 絵や文字がはっきりしていて見やすい。カード形式で扱いやすい。

文字や数字の学習につなげることができる。
直線から曲線まで少しずつステップアップしてゆき、無理なく練習できる。

印印 印



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

50 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  

48 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

49 20-5 同成社 A04 ゆっくり学ぶ子のための  国語４

46 16-3 大日本絵画 A01
メロディーえほん
ＩＣピアノえほん

四季のどうよう－１２カ月

47 20-1 童心社 L01 ピーマン村の絵本たち  さつまのおいも

44 12-2 小学館 Z01 デコボコえほん　かずをかぞえよう！

45 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

42 10-8 合同出版 532
絵でわかるこどものずかん３

　おでかけのきほん

43 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

県立 のじぎく

 ＜県立特別支援学校用＞

県立のじぎく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

41 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 シンプルな絵と鮮やかな色彩で描かれていて、絵本を読みながら形の学習をすることができる。

写真とイラストの両方で動物の姿形が紹介されており、具体的でわかりやすい。
各々の動物の実態がイラストで具体的に紹介されており理解しやすい。
写真やイラストにあわせた説明文がきちんとしており理解しやすい。

基本文型が繰り返し使われており、分かりやすい。
読み、表現力、聞く力や話す力など子どもの言語実態に応じて構成されている。

 馴染みのある曲がたくさん紹介されていて、親しみやすい。全てにお手本の歌がついているので、扱いやすい。

自然に触れたり、調べたり、確かめたりする実験例が１００以上挙げられ、子どもたちのものを見る目を養うのに適
している。実験方法や実験器具の作り方を写真やイラストで分かりやすく示している。身の回りにあるものを用いて
実験できるので遊びの感覚で楽しくできる。

実際の生活場面を想像しやすいイラストが掲載されており、基本の生活動作を分かりやすく学習できる。

凹凸のある絵本なので、見るたけでなく、触ることによって、形や数への意識をしやすい。
小型の絵本なので、当該児童の視界に入りやすい。

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

季節感を味わいながら楽しめる曲が数多く収録されている。
とてもやさしい色で音符や鍵盤が着色されていて、親しみやすい。
１人で弾いて楽しむことができるように工夫されている。

小型の絵本で、当該児童の視界に入りやすい。
二語文のシンプルな文章でわかりやすい。

印印 印



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

60 28-1 福音館 B08 幼児絵本シリーズ  やさい

58 27-4 ＰＨＰ 001 子どもの字がうまくなる練習ノート  

59 28-1 福音館 B06 幼児絵本シリーズ  くだもの

56 27-2 評論社 B01 しかけ絵本の本棚  コロちゃんはどこ？

57 27-3 ひさかた D02 どうぞのいす  

54 27-1 ひかりのく 013 あそびうたのほんＣＤつき  

55 27-1 ひかりのく D01 ２０２シリーズ  たべもの２０２

52 21-2 ナツメ社 001
子どもの生きる力を育てる

せいかつの絵じてん

53 22-3 日本教育研 A02 ひとりだちするための算数・数学  

県立 のじぎく

 ＜県立特別支援学校用＞

県立のじぎく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

51 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  

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。
歌詞つきの歌が流れるほかにカラオケ機能もついており、幅広く楽しむことができる。
ボタンが凹わくで仕切られているため、押し間違いが少ない。

お手本が活字ではなく手書きになっているので、親しみやすい。
運筆練習のページが工夫されていて、子どもの実態に合っている。

果物の名称を覚えるためにふさわしい内容である。
代表的な果物が、大きく、本物らしく描かれていて、名称の字も読みやすい。

イラストが大きく、本物らしく描かれていて、とてもわかりやすい。

有名なキャラクターが日本を紹介するので興味・関心が持ちやすい。
各県の様子や動物、鉄道、お祭りなどをイラストを通して学習できる。

文章にはふり仮名がふってあり、イラストも多用されていてわかりやすい。

  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。

日常、よく見かける食べ物が、鮮明な写真で豊富に紹介されていて、視覚的にとても理解しやすい。
用途や特徴を把握させるクイズが掲載されていて、ゲーム感覚で楽しく学ぶことができる。

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。
楽しいしかけにより、子どもが期待と興味をも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、意欲的に手指等を使うことができる。

 心温まる内容で道徳の教科に相応しい。イラストも美しく、楽しんで学習をすることができる。

印印 印



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

70

68 40-3 リーブル 001 あっちゃんあがつくたべものあいうえお

69

66 30-2 ポプラ p16
音のでる知育絵本１６

 とけいがよめるようになる！！とけ
いくん

67 30-2 ポプラ社 001 いろいろいろのほん  

64 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

65 30-2 ポプラ P15 音の出る知育絵本１５　こえでおぼえるごあいさつえほん

62 28-8 フレーベル D02
ふしぎをためすかがく図鑑

しょくぶつのさいばい

63 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

県立 のじぎく

 ＜県立特別支援学校用＞

県立のじぎく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

61 28-1 福音館 H26 こどものとも絵本  おおきなかぶ

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。
リズムよく簡単な言葉で物語がすすむので、楽しく学習を進めることができる。
言葉の指導とともに指先の訓練にも使える。

色彩が豊かで、楽しめる。
動物の特徴に合わせた表現が使用され、動物と一緒に楽しく身体を動かしながら楽しむことができる。
変化のある、繰り返しのリズムを楽しみながら、無理なく身体を動かすことができる。

季節ごとの自然界の虫や動植物が写実的なイラストで描かれている。
野草の実や種、また地下茎までもイラストで示されている。

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。

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。

音がでることで子どもの興味を引き出しやすい。
イラストがわかりやすく学習意欲を引き出してくれる。
生徒の課題と合致した内容である。

ボタンを押すと時計が指している時刻（5分単位）を聞くことができる。
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。

開きやすく取り扱いやすい。
個々の実態に応じて様々な自由な線を描くことができる。
お話のイメージを膨らませて絵を描くことができる。

印印 印



県立 のじぎく 特別支援学校 №（　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

生徒が主体的に学習を進められるような、目標や音楽を形づくっている要素が示されている。楽曲のイメー
ジを視覚的に捉えられるよう、写真やイラスト、吹き出し、コラム等が資料として配置されている。

基礎・基本が的確に押さえられており、資料から読み取り自分の考えをまとめる魅力的な教材。伝統や文
化、地域の特色などバランスよく配置されている。

現代的な諸課題を踏まえ、解決に向けて構想する内容、我が国の領土に関する内容、伝統や文化に関する内
容、古代から近代・現代までの歴史的な流れなど豊富な挿絵や写真で生徒の興味や関心の持ちやすい内容に
まとめられている。

主体的な学びのために、巻頭で学習の全体像が見通す内容が盛り込まれて導入がしやすいよう工夫されてい
る。対話的な学びを重視し議論を整理する技能の習得できるよう工夫されている。

13 理科805 未来へひろがるサイエンス２

11
数学906
数学907

日々の学びに数学的な見方・考え方をはたらかせる　これか
らの数学３
見方・考え方はたらき、問題解決のチカラが高まるこれから
の数学３探究ノート

12 理科705 未来へひろがるサイエンス１

国語２

地理703

10
数学806
数学807

日々の学びに数学的な見方・考え方をはたらかせる　これか
らの数学２
見方・考え方はたらき、問題解決のチカラが高まるこれから
の数学２探究ノート

社会科中学生の地理　世界の姿と日本の国土

公民903

 ＜県立特別支援学校小・中学部用＞

県立のじぎく特別支援学校の教科用図書（検定本、著作本）令和３年度採択理由書

1 国語704 国語１

2 光村 国語804

3 国語904

5

国語３

中学書写一、二、三年4 38 光村 書写704

38

9
数学706
数学707

6

１０４ 数研

社会科　中学生の歴史　日本の歩みと世界の動き歴史707

県立特別支援学校の教科用図書（検定本、著作本）採択理由書

日々の学びに数学的な見方・考え方をはたらかせる　これか
らの数学１
見方・考え方はたらき、問題解決のチカラが高まるこれから
の数学１探究ノート

社会科　中学生の公民　よりよい社会を目指して

8 46 帝国 地図702 中学校社会科地図

7

14 理科904 未来へひろがるサイエンス３

15 27 教芸 音楽702 中学生の音楽１

生徒の発達段階に即した魅力的な教材が豊富に配置されている。発達段階を考え、それぞれの領域の学習を
バランスよく習得できるよう工夫され配列されている。図、絵、表のバランスが取れておりとても見やす
い。巻末にチャレンジ問題がついており、復習がしやすく工夫されている。

啓林館61
生徒の発達段階に即した魅力的な教材が豊富に配置されている。「理科の見方・考え方」をはたらかせ、見
通しを持って科学的に研究する内容がバランスよく配置されている。「探究実験」や「探究シート」にによ
り、生徒の活動をサポートする工夫がされている。

生徒の発達段階に即した魅力的な読み物が教材が豊富に配置されている。発達段階を考え、読む・聞く・話
す・言語文化・言語それぞれの領域の学習をバランスよく習得できるよう工夫され配列されている。巻頭で
1年間の見通しを示し、学習の見通しや進捗状況を把握しやすく振り返りがしやすくなっている。

楷書・行書の基本から、楷書・行書の使い分け、日常生活での使用頻度が高い文字、アルファベットの書き
方まで網羅されている。

帝国46

世界・日本の地図,統計,資料図をわかりやすくまとめた地図帳。 地域の特色が具体的に読み取れる 地形が
明瞭にわかる。

印印 印



県立 のじぎく 特別支援学校 №（　2　）

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

生徒の発達段階を考慮した教材が選定され、複数の教材で関連付けた学びとなるよう、配列が工夫されてい
る。問題解決的な学習や体験的な学習が進められるよう生活につながる視点が掲示されている。漫画教材・
スポーツ選手など馴染みのある人物についての教材が多く、生徒の興味・関心を高め理解を助ける工夫がさ
れている。中学生の道徳ノートでは、本冊とは別に別冊にすることで、自分の考えをまとめながら自分を振
り返る学びができる。

2

9

27 英語901 NEW HORIZON EnglishCourse3

生徒が意欲的に学習に取り組めるよう作業工程のイラストや写真が示されている。実践的・体験的な学習活
動となるよう、ものづくりに関する実験や実習の資料が掲載されている。

家庭・家庭生活、衣食住の生活、消費生活・環境の内容がバランスよく配置され、見通しを持ち楽手できる
よう工夫されている。

生徒が主体的に学習を進められるよう、題材ごとに目標が示されている。デジタル教材と連携することで立
体作品を様々な角度から見ることができるなど、生徒の興味を引き出しやすい内容となっている。作品鑑賞
では、作者の言葉を掲載しているものもあり、作品に込められた作者の思いに触れ、発想や構想のヒントに
なるよう工夫されている。

課題を眞覚西、課題解決に向けた学習過程が示され、生徒が主体的に行動できるよう工夫されている。得た
知識や思考力をより広げ深めるためにデジタル教材との連携が図られている。

まとまった英文を読み、内容を把握し、まとめ説明する活動が充実している。本格的な英語をはじめて履修
する1年生の最初では、小学校の外国語活動とつながる内容から入り、生徒の興味・関心を引きだしやすい
内容となっている。

29
道徳807
道徳808

中学生の道徳　自分を考える２
中学生の道徳ノート　自分を考
える２

30
道徳907
道徳908

中学生の道徳　自分をのばす３
中学生の道徳ノート　自分をの
ばす３

232 廣あかつき

28
道徳707
道徳708

中学生の道徳　自分を見つめる
１
中学生の道徳ノート　自分を見

東書2

25 英語701 NEW HORIZON EnglishCourse1

26 英語802 NEW HORIZON EnglishCourse2

23 技術701 新しい技術・家庭　技術分野　未来を創るTechnology

24 家庭703 技術・家庭　家庭分野　生活の土台　自立と共生

東書

開隆堂

21 美術804 美術２・３下　学びの実感と広がり

22 4 大日本 保体702 中学校保健体育

116 日文

19 美術703 美術１　美術との出会い

20 美術803 美術２・３上　学びの実感と広がり

中学生の音楽２・3下

18 器楽752 中学生の器楽

教芸27

県立特別支援学校の教科用図書（検定本、著作本）採択理由書

 ＜県立特別支援学校小・中学部用＞

県立のじぎく特別支援学校の教科用図書（検定本、著作本）令和３年度採択理由書

16 音楽803 中学生の音楽２・３上

生徒が主体的に学習を進められるような、目標や音楽を形づくっている要素が示されている。楽曲のイメー
ジを視覚的に捉えられるよう、写真やイラスト、吹き出し、コラム等が資料として配置されている。

17 音楽804

印印 印



県立 のじぎく 特別支援学校 №（　3　）

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

45

43

44

41 数学C-722 数学☆☆☆☆☆

42

39 国語C-722 国語☆☆☆☆☆

40 数学C-721 数学☆☆☆☆

教出

37 算数C-124 さんすう☆☆☆

38 国語C-721 国語☆☆☆☆

35 算数C-122 さんすう☆☆（１）

36 算数C-123 さんすう☆☆（２）

こくご☆☆

33 国語C-123 こくご☆☆☆

34 算数C-121 さんすう☆

県立特別支援学校の教科用図書（検定本、著作本）採択理由書

 ＜県立特別支援学校小・中学部用＞

県立のじぎく特別支援学校の教科用図書（検定本、著作本）令和３年度採択理由書

31 国語C-121 こくご☆

２32

文字が大きく、児童の注目させやすい。話の内容合わせて挿絵が描かれているページが多く、児童の興味・
関心を得やすい。いろいろな言葉が使われており、物の名前だけでなく言葉の使い方も楽しめる。全ページ
がカラー印刷されており、挿絵も多い。さまざまな物語が掲載されており、楽しく学習することができる。

数の概念がまだ固定していない児童生徒に初歩から丁寧に数の学習をおこなうことができる。四則計算につ
ながる、簡単な計算の例題も多く掲載されている。繰り返し同じような例題が続き学習の定着につながるよ
う工夫されている。どの段階においても導入部分が特に丁寧に取り上げられているため、児童生徒が興味関
心を持ち、意欲的に学べるよう工夫されている。

全ページがカラー印刷されており、挿絵も多く生徒の興味や関心を持たせやすい。さまざまな物語が掲載さ
れており、楽しく学習することができる。生徒に「読み」「書き」の基本を定着させる学習課題が豊富に掲
載されている。

図が多く、生徒の興味・関心を持てるよう工夫されている。数の初歩的な概念を理解できた生徒にさらに発
展的にな学習を進めることができる。学習内容がバランスよく工夫され構成されている。

東書

17 教出

2 東書

17

国語C-122

印印 印



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

あかねえほんシリーズ  えほんえかきうた

偕成社

偕成社

08-1 くもん出版

 ＜県立特別支援学校用＞

県立のじぎく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

01-1 あかね書房 B03

D01

偕成社 T01

偕成社

かずカード  

06-1

06-1 T06

D03

T05

県立 のじぎく

エリック・カールの絵本
（ぬりえ絵本）

ごちゃまぜカメレオン

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

06-1

もじ・ことば１  はじめてのひらがな１集

06-2 学研 G09
あそびのおうさまＢＯＯＫ

 どんどんぬるほん

08-1 くもん出版 A01

ノンタンあそぼうよ（１）  ノンタンぶらんこのせて

エリック・カールの絵本  はらぺこあおむし06-1

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－

06-1 X02
坂本廣子のひとりでクッキング（２）

昼ごはんつくろう！
道具・材料・手順が豊富なイラストで説明されている。
「やきそば」やチャーハンなど、ひとりで手早く作れるメニューが１０以上紹介されている。

イラストが親しみやすく、生徒が自発的に描きたくなるような内容のものが多い。
イラストをもとに想像力を働かせることができ、どんどんとぬり進めていくことができるように構成されている。

繰り返し書くことで筆圧や運筆力を身につけることができる。
たて、よこ、ななめ、などの基本の線を引く練習を楽しみながら行うことができる。

 絵や文字がはっきりしていて見やすい。カード形式で扱いやすい。

絵を描くこと歌うことが同時に楽しめ、メロディーを自由につけながら繰り返し学習することができる。

はっきりしたイラストで子どもの興味をひきやすい。
絵本のサイズが扱いやすい。

色鮮やかで絵に注視しやい。
食べ物の絵を通して、食品名等の言語獲得にもつながる。

変身したカメレオンに好きな色をぬって遊べることで、内容を楽しみながらぬり絵ができる。
自分だけの絵本を完成させることができる。

歌のフレーズの繰り返しでお話を楽しめる。
歌って楽しみながら曜日と食べ物の名前を覚えられる。

色彩が豊かで、楽しめる。
動物の特徴に合わせた表現が使用され、動物と一緒に楽しく身体を動かしながら楽しむことができる。
変化のある、繰り返しのリズムを楽しみながら、無理なく身体を動かすことができる。

印印 印



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

08-1 くもん出版 G03 ＣＤ付き  楽器カード

10-8 合同出版 A02
子どもとマスターする４５の操体法

改訂新版イラスト版
からだのつかい方ととのえ方

県立 のじぎく

 ＜県立特別支援学校用＞

県立のじぎく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

14-3 育成会 A04 自立生活ハンドブック４  からだ！！げんき！？

10-8 合同出版 A01
子どもとマスターする４９の

生活技術  イラスト版手のしごと

16-3 大日本絵画 A01
メロディーえほん

ＩＣピアノえほん四季のどうよう
－１２カ月

12-8 ジュラ 001 プータンいまなんじ？  

27-3 ひさかた C05 スキンシップ絵本  かずのえほん

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

３１種類の楽器が写真カードで紹介されており、楽器の名前や音の特徴、弾き方などが説明されている。
CDがついており、楽器ごとの音色がわかり興味がもてる。

安全な外出のための基本的なマナーが覚えられる
よくある生活場面での行動をイラストと注釈でわかりやすく説明している
生活スキルチェックに適している

この本はその思想をお子さんに当てはめたらどうなるか、をテーマに書かれている。視覚的に概念をイメージしやす
く構成されている。

時計の針と文字盤が浮き出ていて、触ってわかるようになっている。プータンが起きてから寝るまでのストーリーに
なっており、場面に合わせて時計を操作できる。

障害のある生徒も読みやすい内容。
自分の体を大切にして健康な生活を送るためのヒントが書かれてあり、将来自立した時に必要な知識が学習できる。

20-4 戸田デザイ 002 １から１００までのえほん  

社会生活のルールや人との関わりのルールについて学ぶことができる。５０のルールについて書かれており、なぜそ
のルールを守ることが大切なのかの解説がある。

季節感を味わいながら楽しめる曲が数多く収録されている。
とてもやさしい色で音符や鍵盤が着色されていて、親しみやすい。
１人で弾いて楽しむことができるように工夫されている。

数字や絵が大きく、はっきり描かれており、文もわかりやすい。お話を読み進むうちに１から１００までの数が理解
できる。イラストがまとまりで表現されていて、理解しやすい。

15-3

カラフルな色使いで絵も楽しくわかりやすい。
１から１００までの数を数えたり、大小・長短の比較や仲間集めを学習することができる。

「あいうえお」の文字を押すと５０音の単語が聞けるため、聞いて見て学習ができる。濁音も含まれていたり、クイ
ズも収録されていたりするため、幅広く活用しやすい。

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

印印 印



のじぎく 特別支援学校

No 教科名 学年 種目名 発行者 教科書番号 教科書名 使用学年・範囲

1 国語 1 国語総合 大修館 国総344 国語総合改訂版現代文編 1年、2年

2 国語 1 国語総合 大修館 国総345 国語総合改訂版古典編 1年、2年

３ 地理歴史 1 世界史Ａ 清水書院 世Ａ313 高等学校世界史Ａ新訂版
1年または2年ま
たは３年選択必
修

４ 地理歴史 1 日本史Ａ 清水書院 日Ａ310 高等学校日本史Ａ新訂版
1年または2年ま
たは３年選択必
修

５ 地理歴史 1 地図 帝国書院 地図309  標準高等地図地図で読む現代社会
1年または2年ま
たは３年選択必
修

６ 公民 1 現代社会 数研出版 現社319 改訂版現代社会
1年または2年ま
たは3年選択必修

７ 数学Ⅰ 1 数学Ⅰ 実教 数Ⅰ323 高校数学Ⅰ新訂版 1年

８ 数学Ⅱ 2 数学Ⅱ 実教 数Ⅱ323 高校数学Ⅱ　新訂版 2年または3年

９ 数学Ａ　 1 数学Ａ 実教 数Ａ323 高校数学Ａ新訂版 1年または2年

１０ 数学Ｂ 2 数学Ｂ 実教 数Ｂ321 高校数学Ｂ　新訂版 2年または3年

県立

県立のじぎく特別支援学校の教科用図書（検定本・著作本）令和３年度採択理由書

 ＜県立特別支援学校用＞

  №（　1　）

選　定　理　由

伝統文学作品から近代文学作品まで幅広く取り上げられており、また基礎から応用へとつながるように配
置され、表現の教材も具体例を盛り込むなど学習しやすい工夫がされている。

資料等が充実しており、わが国の伝統的な言語文化に対する生徒の興味・関心が広がる工夫がされてい
る。さまざまな作品を幅広く取り上げており、生徒が作品を選び興味深く学習を進めることができる。

丁寧でわかりやすい記述がされている。用語解説が脚注に示されているところが生徒の理解を深めやす
く、生徒に実態に合っている。一人一人が社会を構成する一員としての責任を自覚し、公共の精神や人権
尊重の精神に基づきよりよい社会づくりに向けて学習できる内容となっている。

図形や式がわかりやすく色分けされているので、問題解決に判断・思考する手助けとなる。公式を導く手
順も明快で、幅広く知識と教養が身につきやすくなっている。

カラーのイラストと写真が効果的に配置され、課題に対して具体的なイメージを持ちやすく工夫されてい
る。日常起こる出来事を数学的に解決する方法をわかりやすく説明しているので、思考力を高めることが
できる。

図形や式がわかりやすく色分けされているので、問題解決に判断・思考する手助けとなる。公式を導く手
順も明快で、幅広く知識と教養が身につきやすくなっている。

カラーのイラストと写真が効果的に配置され、課題に対して具体的なイメージを持ちやすく工夫されてい
る。日常起こる出来事を数学的に解決する方法をわかりやすく説明しているので、思考力を高めることが
できる。

オールカラー印刷で写真や地図が効果的に掲載されているところが本校の生徒の実態に合っており、異な
る文化や価値観を理解できる内容となっている。

写真や図なども豊富に掲載されており、見やすく親しみやすい。世界各地域の自然や伝統文化を理解で
き、国際社会の平和や発展について学べる内容となっている。

史料や写真、地図など豊富に掲載されており、本校の生徒にとって親しみやすく、伝統と文化を尊重し、
我が国やふるさとを愛する態度を養うことのできる内容となっている。



のじぎく 特別支援学校

No 教科名 学年 種目名 発行者 教科書番号 教科書名 使用学年・範囲

11 理科 3 物理基礎 実教 物基314 高校生物基礎新訂版 3年

12 理科 2 化学基礎 第一 化基322 高等学校　改訂　新化学基礎 2年

13 理科 1 生物基礎 実教 生基314 高校生物基礎新訂版 1年

14 保健体育 1 保健体育 大修館 保体305 最新高等保健体育改訂版 1年、2年、3年

15 芸術 1 音楽Ⅰ 教芸 音Ⅰ310 ＭＯＵＳＡ　１ 1年

16 芸術 2 音楽Ⅱ 教芸 音Ⅱ310 ＭＯＵＳＡ　２ 2年または3年

17 芸術 1 美術Ⅰ 日文 美Ⅰ305 高校美術１ 1年

18 芸術 2 美術Ⅱ 日文 美Ⅱ302 高校美術２ 2年または3年

19 芸術 3 美術Ⅲ 日文 美Ⅲ302 高校美術３ 3年

20 外国語 1
コミュニ
ケーション
英語Ⅰ

開隆堂 コⅠ331
Revised ＥＮＧＬＩＳＨ
ＮＯＷ
English Communication Ⅰ

1年

県立   №（　2　）

 ＜県立特別支援学校用＞

県立のじぎく特別支援学校の教科用図書（検定本・著作本）令和３年度採択理由書

選　定　理　由

基礎的な分野を中心にわかりやすい説明が多い。絵や図、写真の挿絵が適切に配置されており、本校の生
徒に合っている。探究活動を行うことにも適しており、生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができ
る。

幅広い知識や教養を身につけられるような鑑賞資料､写真､用語の解説等が適切に系統化されて掲載されて
いる｡日本の伝統文化と西洋文化の比較を取扱い他国を尊重する態度を養うことができる内容となってい
る｡

幅広い知識や教養を身につけられるような鑑賞資料､写真､用語の解説等が適切に系統化されて掲載されて
いる｡日本の伝統文化と西洋文化の比較を取扱い他国を尊重する態度を養うことができる内容となってい
る｡

生徒にとって身近な話題や文化の違いを考えさせるテーマとなっており、幅広い知識と教養を身につけ
て、コミュニケーションをはかる力を培う内容となっている。

基礎的な分野を中心にわかりやすい説明が多い。絵や図、写真の挿絵が適切に配置されており、本校の生
徒に合っている。探究活動を行うことにも適しており、生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができ
る。

基礎的な分野を中心にわかりやすい説明が多い。絵や図、写真の挿絵が適切に配置されており、本校の生
徒に合っている。探究活動を行うことにも適しており、生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができ
る。

身近な内容が取り上げられ、生徒の興味・関心に対する配慮がなされており、実生活に活用できるように
工夫されているところが本校の生徒の実態に合っている。生命を尊び、自然を大切にし、多様な人々と共
生する態度を養う内容が豊富に含まれ、身近な内容が取り上げられているのでわかりやすい。

楽曲がカットされておらず、フル掲載されている。様々なジャンルから選曲されており、柔軟な思考力に
基づく判断力や想像力、コミュニケーション力を養うための教材として扱いやすい。伝統文化についても
わかりやすく解説されており、読み物としても活用できる。

音楽Ⅰからの続きの教材として最適である。幅広いジャンルや年代の楽曲が選曲されており、柔軟な思考
力に基づく判断力や想像力、コミュニケーション力をさらに養うための教材として工夫されている。

幅広い知識や教養を身につけられるような鑑賞資料､写真､用語の解説等が適切に系統化されて掲載されて
いる｡日本の伝統文化と西洋文化の比較を取扱い他国を尊重する態度を養うことができる内容となってい
る｡



のじぎく 特別支援学校

No 教科名 学年 種目名 発行者 教科書番号 教科書名 使用学年・範囲

21 外国語 2
コミュニ
ケーション
英語Ⅱ

開隆堂 コⅡ329
Revised ＥＮＧＬＩＳＨ
ＮＯＷ
English Communication Ⅱ

2年

22 外国語 1 英語会話 啓林館 英会303
Ｓａｉｌｉｎｇ
English Conversation 1年、2年、3年

23 家庭 2 家庭基礎 実教 家基314
新家庭基礎
パートナーシップでつくる
未来

2年

24 情報 1 社会と情報 日文 社情317 新・見てわかる社会と情報 1年、2年

県立   №（　3　）

 ＜県立特別支援学校用＞

県立のじぎく特別支援学校の教科用図書（検定本・著作本）令和３年度採択理由書

選　定　理　由

文法事項が丁寧に説明されており、理解しやすい。異文化理解のための知識と教養を身につける内容と
なっている。コミュニケーション能力を高める題材も多い。

語彙や表現が基礎的なものから実用的なものまで網羅されており、テーマも親しみやすい内容となってい
る。知識や教養を身につけることができ、コミュニケーション能力の育成につながる内容となっている。

授業の導入に使えるコラムや質問があり、イラストや図説が多く分かりやすいので、本校の生徒の実態に
合っている。生活や身のまわりに関心をもてるような構成で、生徒が主体的に考え行動する力を養うこと
ができる内容となっている。

イラストや図が中心に配置されていて直観的に理解しやすく、本校の生徒に合っている。情報社会の課題
について記述がわかりやすく、生徒の思考力・判断力・コミュニケーション能力を養うことができる内容
となっている。



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

 ＜県立特別支援学校用＞

県立のじぎく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 ニュースクールソング　みんなでうたおう

童謡・唱歌など、昔から歌い継がれている曲から、生徒がよく知っているＪポップや外国の曲も収録され、生徒の興
味のある曲を取り上げやすい。また興味のある曲であるため、主体的に楽譜を見る機会を作ることができる。

県立 のじぎく

20-2 ドレミ楽譜 9.78429E+12

印印 印




