
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

文字が大きく読みやすい。

ストーリーが繰り返しで内容をつかみやすい。

しかけ絵本なので楽しんで学習に取り組める。

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。

動物たちがユーモラスに描かれ、頭をさげるとあいさつの言葉が現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。

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。

色のコントラストがはっきりしている。

イラストがシンプルで塗りやすい。

絵が大きく描かれているため大胆に色塗りができる。

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。

イラストが大きく分かりやすい。

イラストがカラフルで、教えやすい配置になっている。

数字、読み方、イラスト等が見開きで配列されており、使いやすく分かりやすい。

１から１００までの数、一対一対応、仲間集めを考えるページもあり、広がりのある学習ができる。

写真や絵が豊富で、子どもの興味を引きやすい。

生き物の飼育・観察や野菜などの栽培について説明されているので、指導者とともに調べたり、確認したりする

ことができる。　季節の関連した行事やくらし、動植物が紹介されており、学習意欲・生活意欲を高める内容である。

ＩＣピアノ付きで実際に演奏することができる。

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。

身近な紙コップを使用して様々な動くおもちゃを作ることができる。

切り込み線がはっきりしていて分かりやすい。

簡単に作ることができる。

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。

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。

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。

歌つきとカラオケが選べるので、幅広く楽しむことができる。

15 14-4 成美堂出版 B01
音と光のでる絵本
たのしいどうよう

13 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

14 08-1 くもん出版 B07
生活図鑑カード
生活道具カード

11 28-1 福音館 H26
こどものとも絵本
おおきなかぶ

12 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

8 06-2 学研 J04

9

県立 豊岡聴覚

2 06-1

27-1

5

T01

R01偕成社

 ＜県立特別支援学校用＞

エリック・カールの絵本
はらぺこあおむし

偕成社

6 28-1 福音館 H13

あかちゃんのあそびえほん（１）
ごあいさつあそび

ぞうくんのさんぽ

3 06-1

ふしぎ・びっくり！？
こども図鑑8きせつ

ひさかたチャイルド C0527-3

 たのしいてあそびうたえほん

あそびのおうさまBOOK
はじめてぬるえほん

学研 G07

スキンシップ絵本
かずのえほん

7

0014 ひかりのくに

06-2

E18
かがくのとも絵本
紙コップでつくろう

10 28-1 福音館

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

豊岡聴覚特別支援学校の教科用図書（一般図書）平成２９年度採択理由書

1 27-2 評論社 B01
しかけ絵本の本棚
コロちゃんはどこ？

印印 印
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