
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

生徒が経験しそうな場面を取り上げ、周囲の人との円滑な関係を築くためのモラルスキルが学習できる。

社会のルールや、やってはいけないことが、絵本で楽しく学ぶことができる。

大人が子どもと一緒に考える時のポイントが丁寧に解説されており、指導にいかせる。

対話形式で、イラストも豊富にあり、道徳問題についてわかりやすく学ぶことができる。

90-13 リベラル社 502
道徳えほん　つよくてやさしい心を
育てるおしえてえんまさま

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 10-8 合同出版 559
イラスト版　子どものためのモラル
スキル　言葉・表情・行動で身につ
く道徳

43 77-22 ビジネス社 502
キミたちはどう生きるか？こどもの
ための道徳　生き方編

42

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

子どもの視点に立ったアドバイスや運動のチェックポイントがわかりやすく示されている。

きれいなイラストや写真で器官ごとの働きやしくみが解説されており、基本的な知識が得られる。

きれいなイラストで人の体の仕組みと働きが分かりやすく示されており、発達段階に応じて内容が深められる。

簡単な健康づくりや病気・けがへの対処について、絵と一緒に分かりやすく説明されている。

自立につながる内容が、具体的な体験を通して学べるように工夫されている。

生活習慣の基礎、マナー、衣食住の基本、年中行事等がわかりやすく解説されている。

衣食住のそれぞれの項目について、豊富な写真でわかりやすく説明されている。

サラダやおやつ等、簡単に作れる料理の手順が写真やイラストで説明されている。

思いやりの気持ちの大切さや思いやりのある行動をわかりやすく紹介している。

心のこと、人とのつながりのことなど、簡単な言葉で分かりやすくまとめてある

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

40 90-13 リベラル社 503
道徳えほん　つよくてやさしい心を
育てるおしえてほとけさま

38 12-7 女子栄養大 001 新・こどもクッキング

06-1 偕成社 Q06
子どもの生活（６）じょうぶなから
だになれるよ！

39 07-2 金の星社 716
みんなのきもちがわかるかな？おも
いやりの絵本

36

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

37 36-1 山と渓谷社 001
家庭科の教科書　小学校低学年～高
学年用

34

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

35 06-4 開隆堂出版 512 共に生きる家庭科-自立を目指して

06-2 学研 829
すべての子どもが必ずできる体育の
基本

33 28-8
フレーベ
ル館

G09
フレーベル館の図鑑ナチュラ　ひと
のからだ

32

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

風車、空気砲、噴水などのおもちゃ作りを通して、科学についての関心を深め、楽しく学習できる。

おもちゃ作りの手順が、豊富なイラストと簡潔な説明で分かりやすく示されている。

おもちゃ作りの手順が、豊富なイラストと簡潔な説明で分かりやすく示されている。

ＣＤがついており、楽器ごとの音色がわかる。その楽器を使った鑑賞曲も収録されている。

英語の曲の歌詞の意味や歌が作られた背景、踊りなども紹介されている。

童謡やアニメクラシックなどの人気曲が幅広く収録されているので、興味を持ちやすい。

いろいろな工作を通して道具の使い方や切る、貼る、塗るなどの作業も学習できる。

身近にある物を使った様々なリサイクル工作が写真等を使ってわかりやすく示されている。

装丁が大きく実際に描き込むなど使いやすい。クレヨンなどで描き込むことができる紙質である。

描き順を分解し、絵ができるまでの行程を分かりやすく紹介されている。

30 64-13
誠文堂新
光社

522
描きたい絵がスイスイ描けるお絵描
き辞典

28 14-4 成美堂出版 006 作ってみよう！リサイクル工作６８

29 17-1 チャイルド 001 ぬったりかいたりらくがきBOOK

26 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

27 06-2 学研 I12
あそびのおうさまずかん　リサイク
ルこうさく増補改訂

24 14-4 成美堂出版 005 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた

25 11-4 三省堂 C01 親子でうたう英語うたの絵じてん

22 51-4 アリス館 565
はじめての手づくり科学あそび１
ゴム・ばね・おもりであそぼ

23 08-1 くもん出版 G03 ＣＤ付き楽器カード

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 51-4 アリス館 541
はじめての手づくり科学あそび３
かぜ・くうき・みずであそぼ

ゴムやばねなど、素材の不思議さと楽しさを感じることができるおもちゃ作りが、わかりやすく紹介されており、
科学についての関心を高め、楽しく学習できる。

ポップスやフォークソングなど幅広い曲が取り入れられ、興味を持ちやすい。また、英語の持つ音の流れも楽しめ
る。

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

身近な働く人、家や店、看板などを楽しく探すことができる。

文章とイラストの説明がわかりやすい。

日々の暮らしの中でのマナーが、イラストもふまえて分かりやすく示されている。

身近な生活の中の「かず」を物語のように楽しむことができる。

引き算の概念を学習できるよう具体物やブロック操作などイラストで丁寧に示されている。

６～９の数の概念が抽象化できるよう工夫されている。

数と量についての認識が自然にできるように構成されている。

時間、日付、電話など日常生活にある数字に興味を持たせる内容である。

子どもになじみのある言葉遊びを楽しく展開した絵本で、形や色など楽しく学習できる。

3桁の数とその足し算、引き算を具体図からの操作を通して理解できるよう配慮している。

写真やイラストが多く、季節の移り変わりを感じることができる。

おもちゃ作りと遊びを通して、光・影・音の性質を楽しく学ぶことができる。

おもちゃ作りの手順が、豊富なイラストと簡潔な説明で分かりやすく示されている。

02-1 岩崎書店 E05
五味太郎のことばとかずの絵本
すうじの絵本

20 51-4 アリス館 -
はじめての手づくり科学あそび２
ひかり・かげ・おとであそぼ
ISBN　978-4-752006-96-1

18 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）

20-5 同成社 C03
ゆくっり学ぶ子のための「さんす
う」３（６～９のたし算、ひき算、
位取り）

19 28-8
フレーベ
ル館

G12
フレーベル館の図鑑ナチュラ　はる
なつあきふゆ

16

413 青春出版社 501
10歳までに身につけたい一生困らな
い子どものマナー

17 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

14

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 20-1 童心社 A02 かずのほん２　０から１０まで

28-1 福音館 M06 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん

13 02-1 岩崎書店 E04
五味太郎のことばとかずの絵本
かずの絵本

12

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

イラストで様子や気持ちを表す言葉を５０音順に紹介している。

ローマ字、カタカナ、ひらがなが併記されており、合わせて覚えやすい。

文の基本的なきまりを学習し、読解、作文の基礎力を高めることができる。

すべてひらがなで書かれ、文字も大きく文章が簡潔である。

身近な生活の中で使われる動きの言葉がわかりやすいイラストで表されている。

まとめのページを使って、言葉と絵を結びつけながら、使い分けや絵の内容の確かめができる。

部首に触れながら、漢字をパズルのように楽しく学習できる。

説明文、詩、物語など、教材が整理されており、読み取り、表現力の学習ができるように構成されている。

漢字や言葉、文法の学習ができ、敬語なども扱われている。

実生活において役に立つことを主眼として構成されているので、興味・関心を持って学習できる。

文章力を身につけることができる内容で、コミュニケーション力の向上が期待できる。

リズムよく読み進めることができ、トンネルをぬける度にいろいろな風景が広がり、楽しく学習できる。

豊富な写真と詳しい地図や説明で、各地の風土や様子がわかりやすく紹介されている。

地名索引で調べたい地域の掲載ページを探すことができる。

はっきりした色彩の豊富なイラストで、多くの情報が地図上に描かれており、興味を持って学習できる。

親しみやすいイラストや写真、図版等により見やすく、生徒が興味を持って学習することができる。

地理・歴史・公民の3分野にわたり、幅広く学ぶことができる。

書き込むスペースが各所にあり、自分で考えたり、調べて書き込んだりすることで、学びの定着が期待できる。

 ＜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 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

ひとりだちするための社会
ISBN　978-4-931336-36-0

4 16-4

5 20-5 A04

太郎次郎社

ひさかた

22-3 日本教育研

29-1 平凡社 B02

A01

偕成社 O01

同成社

14-4 成美堂出版 004

-

9

A02

県立 西はりま

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2　あわせ
漢字あそび

ゆっくり学ぶ子のための国語４同成社

20-5

新版はじめましてにほんちず

8
いちばんわかりやすい小学生のため
の学習日本地図帳

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」
１
（改訂版）（ひらがなのことば・
文・文章の読み）

五味太郎・言葉図鑑（１）うごきの
ことば

3 06-1

2

10

6 22-3 日本教育研 A01 ひとりだちするための国語

7 27-3 D01
でんしゃでいこう　でんしゃでかえ
ろう

印印 印


