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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

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。

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。

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。

繰り返しの言葉が多く、印象に残りやすい。

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。

絵がはっきりしていて見やすく、横断歩道や踏切り、曲がり角や坂道などでの注意や交通安全のルール等の定着を

図りやすい。　動物が主人公になっており、親しみやすい。

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、言葉への関心を高めることができる。（３１品）

裏面には、大きな字で食べ物の名前が記されており、作り方や材料などの説明も書かれている。生活知識を広げるこ

とができる。特に子どもたちの好きな食べものであり、食べ物への関心を高めることができる。

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

「だるまさん」「おかあさん」など、よく知っている歌もあり、楽しみながらリズム感を身につけることができる。

歌によって挿絵が変わり、絵本としても楽しむことができる。

各ページに作品例が載っている。

「ふきつけ」「ひらいたら」など説明が図例で具体的に表現されて、視覚的にもとらえやすい。

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

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。

くだものの名前を覚えるのに役立つ。

色彩があざやかでページいっぱいに書かれている数字が子どもの注意をひきやすい。

楽しい絵と文で数を数えることができる。

やさしい表情のくまが、ガイド役として、子どもの興味を引きつけ、無理なく学習に取り組める。

楽しくイラストでお話づくりがしやすい。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。

身の回りの道具の名前を学習することができる。

道具の名前を覚えたり読んだりしていくなかで、文字に触れ、言葉への関心を高めることができる。10 08-1 くもん出版 B07
生活図鑑カード
生活道具カード

8 01-1 あかね書房 I02
あかね書房の学習えほん
おかあさんだいすき1,2,3

9 01-1 あかね書房 H02
かばくん・くらしのえほん２
かばくんのおかいもの

6 02-1 岩崎書店 A17 あそびの絵本　えのぐあそび

7 28-1 福音館書店 B06

幼児絵本シリーズ
くだもの

4 08-1 くもん出版 B01
生活図鑑カード
たべものカード

5 27-1 ひかりのくに 001 たのしいてあそびうたえほん

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

3 06-1 偕成社 S01 安全のしつけ絵本１　きをつけようね

県立 豊岡聴覚

 ＜県立特別支援学校用＞

豊岡聴覚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 28-1 福音館 H26
こどものとも絵本
おおきなかぶ
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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

ＩＣピアノ付きで実際に演奏することができる。

子どもが親しみやすい曲が多数選曲されている。（全３９曲楽譜付き）

鍵盤と楽器の色が連動していて、音符の読めない子も色を頼りに演奏することができる。

絵が大きく、色彩が鮮明である。

絵本のお話を聞きながら絵本に直接絵が描け、表現の喜びを味わわせることができる。

絵本についているペンで描いた絵は、布やティッシュペーパーで簡単に消え、何度でも繰り返し使用できる。

わ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用具などがしりとりになって登場し、興味を引きつけるとともに、発展的に扱いやすい。

一語文の段階の児童から使え、語彙を増やす学習ができる。

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

なじみやすいイラストで自然な感じで触れることができる。

柔らかな色彩とかわいいイラストで、親しみやすく、イメージをふく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、子どもの発語を促しやすい。

身近な乗物がとりあげられており、ごっこ遊びに、発展させることができる。

身近なくだものや野菜が１枚ずつのカードに写実調で描かれ、名前を覚えることで言葉への関心を高めることができ

る。（３１種）　　裏面には、大きな字で名前が書かれており、実のつき方や産地などの説明もあって、生活知識を

広げることができる。

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。

歌詞つきのうたが流れるほかにカラオケ機能もついており、幅広く楽しむ事ができる。

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。

風景や食事、服や人物などに、クレヨンや色鉛筆、ペンなどを用いて自分の好きな色を塗って楽しむことができる。

ページ数もたくさんあり、たくさん塗ることができる。

絵や色彩が鮮明で見やすい。

主人公がかわいいくまで子どもの子どもの興味をひきやすい。

簡単な物語が展開していく中で、いろいろな色の名前を学習することができる。

シンプルかつかわいらしいイラストである。また、イラストが大きくわかりやすい。

１１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。

紙質が丈夫で扱いやすい。

県立 豊岡聴覚

ク－とマ－のおぼえる絵本１　ぼくのいろなあに

お手本のうた付き！
どうよううたのえほん

18 17-1 チャイルド O01

生活図鑑カード
くだものやさいカード１集

くもん出版

ミーミとクークのえほん
ミーミとクークの１・２・３

ぬったりかいたり　らくがきＢＯＯＫ

ひさかたチャイルド B02

19 30-2 ポプラ社 J01

20 27-3

16 08-1

あかね書房 E01

21-1 永岡書店 O0717

B02

ことばあそびの絵本
ぶたたぬききつねねこ

こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく

けんちゃんとあそぼう１
のってのって

14 10-4 こぐま社 E01

15 01-1

12 12-8 ジュラ 002

13 10-4 こぐま社 D01

 ＜県立特別支援学校用＞

豊岡聴覚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

11 21-1 永岡書店 004
ママとうたおう
やさしいメロディーピアノ

ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん　あそぼ！
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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

日常よく使うあいさつや動詞が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。

身体各部の名称や、職業も分かりやすく紹介されている。

写真やイラストでわかりやすく表されている。

描き方がわかりやすく図解されており、創作意欲も高まりやすい。

身近な材料で楽しく取り組むことができる。

曲のイメージに合った楽しいイラストが描かれている。

主旋律の楽譜が各ページに記載されている。

手あそびうたが選曲されており、楽しく学習できる。

作り方の見出しが大きな文字で書かれているため読みやすい。

糸、毛糸、ストロー、紙、牛乳パック、ビンのふた、空き缶など身近なものを使っている。

できあがった作品を飾ったり、手で触ったりして感触の違いを感じることができる。

リズミカルな文であいうえお順にお話がつくられており、楽しみながら文字や言葉の学習ができる。

話以外にも色々な絵が描かれており、語彙を楽しく増やせる。

家庭や学校での日課の時間がシンプルなイラストとともに時計のイラストで示してあり、分かりやすい。

文字が大きく、読みやすい。

食材ごとに分類してわ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。

食材が実際の写真で表してあり、名前と一致しやすい。

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・動物等が美しく明るく描かれている。

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。

「 ～はどーれ？」等のあてっこあそびで、指導者と子どもとがやりとりしながら楽しく学習ができる。

色彩がきれいで、絵に動きがあり、ストーリー性もあるので、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ていて、仕事の名前や様子がわかりやすい。

絵が美しく、植物の特徴をよくとらえている。

１ページ見開きで、　２４種のやさいの育て方が、絵と文でくわしく紹介されており、成長の様子がよくわかる。

県立 豊岡聴覚

スカーリーおじさんのはたらく人たち

新装版KIDS　2112　たべものひゃっか

28 08-2 グランまま 001

とけいのえほん戸田デザイン

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

ぼくとわたしのせいかつえほん

岩崎書店 C04

29 27-2 評論社 A01

30 02-1

26 20-4

理論社 A01

27-1 ひかりのくに K0927

009

改訂新版　どうようえほん２　

あそびのひろば４
はりえあそび

あいうえおうさま

24 30-2 ポプラ社 A04

25 40-1

22 30-2 ポプラ社 A08

23 27-1 ひかりのくに F02

 ＜県立特別支援学校用＞

豊岡聴覚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

21 08-2 グランまま 006 ことばえほん

あそびのひろば８
らくがきあそび
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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

サラダやおやつ等の簡単に作れる料理の手順が写真入りで説明されている。

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

調理への意欲をもつことができる。

空き瓶、紙粘土、石等、身近な材料を使って作る楽しいアイデアが豊富に示されている。

写真やイラストで作り方と完成品がわかりやすく表されていて、友達や父母等へのプレゼントを目的に制作への

意欲を引き出すことができる。

絵が大きくわかりやすい。

体の一部をめくるしかけによりその内部（骨、血管、内臓等）のしくみをより興味深く学習することができる。

絵が大きくわかりやすく、色がとってもきれいである。　　字が大きくてよみやすく、すべてひらがなで書かれ

ている。　　日本を「ほっかいどう」「とうほく」「かんとう」「ちゅうぶ」「きんき」「ちゅうごく」「しこく」

「きゅうしゅう」と分かりやすく分類し、書かれている内容も短くまとめられている。

身近な材料を使った理科の実験例を写真とイラストを使ってわかりやすく説明している。

実験道具の作り方も詳しく載っている。

実験の手順についても、わかりやすく解説してあり、楽しみながら科学を学ぶことができる。

牛乳パック、新聞紙、あき缶、割り箸等、身近な材料を使って作る楽しいアイデアが豊富に示されている。

作り方がわかりやすく図解されており、創作意欲も高まりやすい。

おもちゃ作りや、できたおもちゃを使った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。

交通ルール・社会的マナー、野外活動の楽しみ方や、店・公共施設について、わかりやすい言葉で説明されている。

内容が実際の生活に生かしやすい。

絵がすっきりしていてわかりやすい。

手触りの異なる布や紙が貼りつけてあり、感触の楽しさを大いに味わえる。

丸、三角、四角等の形を見ながら操ると、形を元にした絵が現れるなど工夫されており楽しく読むことができる。

カラフルな色使いで、絵も楽しく分かりやすい。

１から１００までの数を数えたり、大小、長短の比較や、一対一対応、仲間集めなどを学習することができる。

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５０音をマッチングし、楽しく学習できる。

県立 豊岡聴覚

スキンシップ絵本　かずのえほん

シリーズ生活を学ぶ5　遠くへ行きた
いな

01－1 あかね書房 001

単行本　リサイクル　工作ずかん小峰書店

202　シリーズたべもの 202　

単行本さわってあそぼう　ふわふわあ
ひる

ひかりのくに D01

27－3 ひさかたチャイルド C05

27-1

36 10-5

フレーベル館 D03

28-7 福村出版 A0537

001

しかけ絵本の本棚
からだのなかとそと

にっぽんちず絵本

ふしぎをためす科学図鑑
かがくあそび

34 20-4 戸田デザイン O05

35 28-8

32 30-2 ポプラ社 A02

33 27-2 評論社 B25

 ＜県立特別支援学校用＞

豊岡聴覚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

31 12-7 女子栄養大学出版部 001  新・こどもクッキング

あそびのひろば２
やさしいてづくりのプレゼント
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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

ＣＤに合わせて手遊びが楽しめる。

なじみのある曲で、たくさんの人とスキンシップが図れる。

クレヨンを使って、細い線、太い線、曲がった線など、いろいろな線の引き方が紹介されている。

花や昆虫、動物などをいろいろな色のクレヨンを使って塗るなど、工夫されていて分かりやすい。

チョコボール、チーズケーキな身近でおいしいお菓子が１６種類紹介されていて、作りやすい。

材料や作り方がイラストで描かれていて視覚的にとらえやすい。

絵の描き方がわかりやすく表示されている。

絵本についているペンでボードに描いた絵をティッシュペーパーで簡単に消すことができ、何度でも繰り返し使える 。

食事、風呂、トイレなど様々な日常生活場面におけるマナーがわかりやすくイラストで描かれている。

普段の様子を振り返りながら子どもと会話しながら学習することもできる。

36

37

34 30-2 ポプラ社 M01
うたってかいてけせるえほん１
音のでるえかきうた

35 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！

32 02-1 岩崎書店 A07
あそびの絵本
クレヨンあそび

33 07-2 金の星社 F10
ひとりでできるもん！１０
おしゃれなおかし作り

県立 豊岡聴覚

 ＜県立特別支援学校用＞

豊岡聴覚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

31 27-1 ひかりのくに 013 あそびうたのほんCD付き


