
県立特別支援学校の教科用図書（一般図書）採択理由書

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

実際に音を出すことができ、興味を引きやすい。

人気のアニメソングや童謡に親しむことができる。

意欲的に手指を使うことができる。

文字を押すと５０音と単語が聞こえ、楽しみながら学習できる。

録音機能もあり、発達段階に応じて活用できる。

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。

ボタンを押すと時計が指している時刻を聞くことができる。（５分単位）

食べ物のイラストが豊富で楽しく、興味を引きやすい。

イラストにストーリー性があり、興味を引きやすい。

背表紙が分厚く、扱いやすい。

54

52

53

30-2 ポプラ P04

県立 西はりま

 ＜県立特別支援学校用＞

県立西はりま特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和４年度採択理由書

51

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

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

音のでる知育絵本４
こえでおぼえるあいうえおのほん

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

印印 印



県立特別支援学校の教科用図書（一般図書）採択理由書

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

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。

季節感を楽しめる曲が多く取り上げられている。

関心を引きやすい構成で、絵も大きく使いやすい。

写真と写実的なイラストが豊富に使われている。

解説にマンガを使い、視覚的に分かりやすい。

いろいろなしかけがあり、期待しながらページをめくることができる。

明るく優しい色合いの親しみのある絵と大きい文字で描かれている。

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。

読み進めると動物が増えていく内容で、友だちと一緒にいることの楽しさを感じることができる。

擬音語が用いられ、興味を持って読むことができる。

イラストが大きくわかりやすい。

わかりやすい定番の物語で、協力することで得られる達成感を感じることができる。

動作化できるので、わかりやすく、興味を持って物語を楽しむことができる。

季節感あふれる生活の様子を親しみやすいイラストで描いてある。

リズムのよい詩で、繰り返し楽しむことができる。

季節の草花を使った、遊びやおもちゃなどがたくさん紹介されている。

あそびを通して自然に親しみ、自然を愛し大切にする心が育つ。

絵本に自分で絵を付け足して描くことができ、創造が広がる。

描いたり消したりでき、何度も描いて遊ぶことができる。

簡単な形から次々と絵が変化していき、子どもの想像力が広がる。

身近な題材をわかりやすく単純な表現で描かれており、自分でも描いてみようという意欲がわく。

鮮やかな色使いで、イラストに注目しやすい。

０～１０と「たくさん」の数の概念を理解しやすい。

ぴんきいしろっぷちゃんのらくがき
えほん
あそぼ！

27-2 評論社

27-1

絵本・いつでもいっしょ２　どうぶ
つなんびき？

28-8 フレーベル D04
ふしぎをためすかがく図鑑
しぜんあそび

42

B01
しかけ絵本の本棚　コロちゃんはど
こ？

43

H13
こどものとも絵本　ぞうくんのさん
ぽ

県立 西はりま

 ＜県立特別支援学校用＞

県立西はりま特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和４年度採択理由書

41

改訂新版体験を広げるこどものずか
ん１　どうぶつえん

27-1 ひかりのくに I01

ひかりのくに F03 改訂新版どうようえほん３

44

28-1 福音館 H26 こどものとも絵本　おおきなかぶ45

28-1 福音館

ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐらの１
ねんかん

47

50

48

30-2 ポプラ A08 あそびのひろば８　らくがきあそび

28-8 フレーベル

30-2 ポプラ

49

N02

福音館 K0446 28-1

O03

印印 印



県立特別支援学校の教科用図書（一般図書）採択理由書

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

世界の国々について、自然や歴史的建築物、産業などを楽しみながら学べる。

歌に合わせたイラストや歌詞の意味、ダンスなどが掲載され親しみやすい。

絵本に親しむように楽しみながら英語が学べる。

鍵盤につけたしるしの通り押すだけで、楽しく簡単に曲を演奏することができる。

季節に合った１２曲が収録されており、季節の歌を楽しく覚えたり演奏したりできる。

児童に人気のある図書で、植物のつくりを印象づけることができる。

絵や色彩が鮮明で見やすく、子どもの興味を引く表現で描かれている。

数の基礎的な学習から生活に密着した内容まで学べる。

児童に人気のある歌や受け継ぎたい歌が１６曲収録されている。

歌付きと演奏のみの２種類の音声が付いており、聞くことも楽しめる。

よく目にする食べ物が豊富に紹介され、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。

曲のイメージに合った楽しいイラストが描かれている。

動作化できる曲が含まれていて楽しく親しみやすい。

イラストが楽しく、動作化できる曲も含まれている。

季節感のある、親しみやすい曲が多く取り上げられている。改訂新版どうようえほん２

14-4 成美堂出版 O03
いちばんわかりやすい
小学生のための学習世界地図帳

大日本絵画16-3 A01
メロディ―えほんICピアノ　えほん
四季のどうようー１２か月

F01

O07
CDつき小学生の英語レッスン
絵で見て学ぼう英会話

県立 西はりま

 ＜県立特別支援学校用＞

県立西はりま特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和４年度採択理由書

31

32 14-4 成美堂出版 O05 CDつき楽しく歌える英語のうた

20-1 童心社 L01
ピーマン村の絵本たち　さつまのお
いも

14-4 成美堂出版33

34

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

35

36 20-7 東洋館 O03 くらしに役立つ数学

27-1 ひかりのくに ２０２シリーズ　たべもの２０２

37

改訂新版どうようえほん１

F02

ひかりのくに

D01

40

38

27-1 ひかりのくに

39 27-1

印印 印



県立特別支援学校の教科用図書（一般図書）採択理由書

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

身近な食べ物が１枚ずつカードになっていて分かりやすい。

裏面には、大きな字で食べ物の名前が記されていて、作り方や材料などの説明も書かれている。

数字の読み方と量を体得しやすい。

身近な果物、野菜が１枚ずつカードになっていて分かりやすい。

裏面には、大きな字で名前が書かれていて、実のつき方や産地などの説明も書かれている。

ひらがな１文字ずつに意識して学習できる。

数字の読み方と量を体得しやすい。

カード形式で扱いやすい。

身近な題材と大きな字で、１０までの数の学習に適している。

色使いがはっきりしていて、ページが開きやすい工夫がしてある。

紙質が丈夫で、扱いやすい。

版画の手法を用いた透明感のあるイラストが美しく、想像が広がる。

仲間と協力し合うことやあきらめないことの大切さを感じることができる。

はっきりとした色使いの絵で、興味を引く。

食べる喜びや自分で料理を作ることへ興味がわく。

本が小さく手に取って見やすい。

児童の関心が高い食べ物が取り上げられ、自然と数が覚えられる。

お金や電車の時刻表など実生活に役立つ内容を学べる。

絵や文字が大きくはっきりとしていて見やすい。

道路標識、案内標示、環境を守るマークなどが、テーマ別にわかりやすく構成されている。

08-1 くもん出版 B01 生活図鑑カード　たべものカード

23 08-1 くもん出版 D01 ひらがなカード

22

県立 西はりま

 ＜県立特別支援学校用＞

県立西はりま特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和４年度採択理由書

21

25 10-1 講談社 H05
ブルーナのアイディアブック　ミッ
フィーの１から１０まで

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

27 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

24

上級レベルアップ
お金と時計の文章題

26

10-5 小峰書店 C02
くまたんのはじめてシリーズ
おいしいおいしい１・２・３

08-1 くもん出版 D03 かずカード

10-2 好学社 A01 レオ・レオニの絵本　スイミー

30 13-2 鈴木出版 A05 知育えほん　マークのずかん

28

29 10-9 こばと 619

印印 印



県立特別支援学校の教科用図書（一般図書）採択理由書

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

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。

安全な外出のための基本的なマナーが覚えられる。

自由に描きこんだり、ぬったりすることができ、意欲が高められる。

自由に描きこむことで、色彩感覚や創造力を豊かにできる。

自分で紙を切ったりやぶったりして絵本を完成させることができる。

写真や絵が豊富で注目しやすい。

季節ごとの行事やくらしや動植物が紹介されていて、身近な環境や自然に目を向けやすい。

動物の実物大の写真が注意を引きやすい。

動物たちの説明やコラムが目を引きやすいイラストで描かれていて親しみやすい。

絵が単純で色彩も豊かで見やすい。

本が小さく扱いやすい。

色彩のコントラストがはっきりしていて分かりやすい。

食事の大切さがわかり、自分で料理を作ってみたいという意欲がわく。

作り方が写真で示され、取り組みやすい。

家にあるような材料で簡単に作れ、リサイクルを学べる。

身近な言葉を通してひらがなの読み書きの定着ができる。

06-1 偕成社 Z03
子どものマナー図鑑（3）でかけると
きのマナー

13 06-2 学研 G08
あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめ
てきるほん

12

県立 西はりま

 ＜県立特別支援学校用＞

県立西はりま特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和４年度採択理由書

11

15 06-2 学研 N01 ほんとのおおきさ動物園

06-2 学研 G07
あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめ
てぬるほん

17 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

14

NHKひとりでできるもん
リサイクルでつくっちゃおう

16

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

06-2 学研 J04
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑８
きせつ

07-2 金の星社 B03
あかちゃんとおかあさんの絵本　ハ
ティちゃんのまる・さんかく・しか
く

20 08-1 くもん出版 503
もじ・ことば５
ひらがなおけいこ

18

19 07-2 金の星社 508

印印 印



県立特別支援学校の教科用図書（一般図書）採択理由書

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

朝起きてから寝るまでの一日の様子が楽しく描かれており、基本的な生活習慣を学ぶことができる。

お母さんと買い物に出かける様子が楽しく描かれており、家族の中でも役割を果たすことも学ぶことができる。

絵を見ながら、各店で買い物遊びをすることで、生活言語を増やすことができる。

美しいコラージュで表現された動物の絵を見て、楽しみながら数の概念を学ぶことができる。

生活のなかの身近な形容詞を学習できる。

動物たちの表情がユーモラスで、親しみやすく楽しい。

動物たちが頭を下げるとあいさつの言葉があらわれるしかけ絵本で、興味を持ちやすい。

言葉の指導とともに指先の訓練にも使える。

興味を引く内容で、絵に表情があり親しみやすい。

動物たちが頭を下げると「いただきます」の言葉があらわれるしかけ絵本で、興味を持ちやすい。

言葉の指導とともに指先の訓練にも使える。

鮮やかな色使いで、色の認識を深めやすい。

いちごやオレンジなど食べ物が多く登場するため、興味と関心を抱いて、絵本を開くことができる。

ぬり絵をしながらお話に親しむことができる。

お話やぬり絵を楽しみながら色を覚えることができる。

同じ言葉の繰り返しでお話が進み、楽しく読み進められる。

楽しいお弁当が次々に現れるしかけで、注目しやすい。

動物たちが生き生きと描かれていて注意を引きやすく、テンポよく読み進めることができる。10

6 06-1 偕成社 R03
あかちゃんのあそびえほん３　いた
だきますあそび

7 06-1 T01
エリック・カールの絵本
はらぺこあおむし

8
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

かばくん・くらしのえほん２
かばくんのおかいもの

エリック・カールかずのほん
１，２，３どうぶつえんへ

3 06-1

2

Y01

9

O03

県立 西はりま

五味太郎・言葉図鑑（３）
かざることば（A）

あかちゃんのあそびえほん１　ごあ
いさつあそび

偕成社

01-1

五味太郎の絵本　わにさんどきっ は
いしゃさんどきっ

06-1 偕成社 U01

H02

偕成社 A02

あかね書房

06-1 偕成社 T03

ともだちだいすき２　おべんとうな
あに？

4 06-1

5 06-1 R01

偕成社

偕成社

06-1 偕成社

 ＜県立特別支援学校用＞

県立西はりま特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和４年度採択理由書

1 01-1 あかね書房 H01
かばくん・くらしのえほん1
かばくんのいちにち

印印 印


