
  

平成２９年度使用

　　　 小・中学校特別支援学級使用教科用図書、
　　　 特別支援学校小・中学部使用教科用図書の
　　　 選定に必要な資料（追加分）

（学校教育法附則第９条の規定による一般図書を選定する場合） 

　平成２９年度県選定本として追加され調査が必要な
  一般図書１０冊について収録したものである。

島根県教育委員会



No. 教科・種目名 図    書    名　　等 ページ

1 国語 　ことばつかいかた絵じてん　小型版 1

2 国語 　光村の国語　語彙を広げる！書いて，話して,伝わることば①　説明する 紹介する 推薦する 報告する 提案する 1

3 社会 　よくわかる選挙と政治　しくみとルールを知っておこう 2

4 算数・数学 　くろくまくんの　とけいえほん 3

5    理科　　 　理科の考える力をつけよう！　「なぜ」から課題を見つける、調べる 4

6 理科、生活 　ちょうしんきつき　からだずかん 5

7 図画工作・美術 　かんたん手芸③　ねんどでつくろう 6

8 保健体育、生活 　ちびまる子ちゃんの　あんぜんえほん　ルールをまもろう！　こうつうあんぜん 7

9 生活、職業・家庭 　きみもなれる！　家事の達人　②そうじ 8

10 生活、国語 　こども　マナーとけいご絵じてん 9

（注）資料中の総括欄の「段階」について
　　　「特別支援学校小学部・中学部学習指導要領」では、小学部の各教科の内容については３段階に区分して、
　　中学部の各教科の内容については小学部の内容に積み上げて、それぞれ概括的に示している。

平成２９年度使用一般図書（追加分）「選定に必要な資料」掲載一覧



1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心を高める工夫
4.教科の特性、
県での生活の実態への適合等

○生活の中で使う言葉を様々
　な場面にちりばめ、その使
　い方が絵で表現されてい
　る。
○動詞・形容詞を中心とした
　約３０００語が収録されて
　いる。
○カラー刷
　４１６ページ

○日常生活に即した言葉、意
  味の違いをもつ言葉、様子
 を表す言葉などの内容がテ
 ーマ別に掲載されている。
○身近な場面をテーマにした
　絵と具体的な例文や関連語
　が場面ごとに見開き２ペー
　ジにまとめられている。

○日常生活を中心とした身近
　な場面が絵とことばで表現
　されている。
○「ことばであそぼう」の
　ページで同音異義語をクイ
　ズ風にして探したり、考え
　たりする活動ができるよう
　にするなど、テーマに沿っ
　た工夫がされている。

○場に応じた言葉の使い方が
　絵を見ながら学べるように
　なっている。

1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心を高める工夫
4.教科の特性、
県での生活の実態への適合等

○身近な場面をもとに作文例
　が示され、よく使われる書
　き方、話し方、効果的な言
　葉の使い方について紹介さ
　れている。
○漢字には振り仮名が付けら
　れている。
○ＡＢ判
○カラー刷
　６４ページ

○「説明するとき」「紹介す
　るとき」などの５つの場面
　で構成されている。
○各場面が「書き方・話し方
　の型をおさえるページ」
　「ことばを選ぶページ」
　「ことばを広げるページ」
　の３つの部分から構成され
　ている。

○わかりやすく伝えるための
　ポイントが見出しや吹き出
　しの言葉で示されている。
○場面ごとに作文が紹介され
　ており、実際に文章を書い
　たり話したりするときにイ
　メージがしやすい。

○日常生活で使う言葉が豊
　富に掲載されている。

光村の国語　語彙
を広げる！　書い
て，話して，伝わ
ることば①
説明する　紹介す
る　推薦する　報
告する　提案する
(光村教育図書）
３，２００円＋税

○小・中学校特別支援
　学級、特別支援学校
　中学部に適している

○国語だけでなく、社会や理科、各教科等を合わせた指導にも活用することができる。

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点
 総　　　括

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　国語　No.１　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　国語　No.2　　

ことばつかいかた
絵じてん 小型版
（三省堂）
２，８００円＋税

○小学校特別支援学
  級、特別支援学校
　小学部２段階から
  中学部に適してい
  る。

○国語だけでなく、各教科等を合わせた指導にも活用することができる。

－１－



1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心を高める工夫
4.教科の特性、
県での生活の実態への適合等

○主権者としての心構えや選
　挙制度、政治のしくみにつ
　いて、かなり詳しく解説し
　てある。
○漢字には振り仮名が付けら
　れている。
○Ａ４判変型上製
○カラー刷
　６３ページ

○「選挙って何？」「選挙の
　しくみ」「選挙の問題」の
　３つの章で構成され、選挙
　についての基本的なことか
　ら選挙のルール、１８歳選
　挙の問題などテーマごとに
　解説されている。
○テーマごとに見開き２ペー
　ジにまとめられている。

○選挙のしくみなどがイラスト
　や図を使って解説されてお
　り、イメージしやすい。
○「何のために選挙をする
　の？」「立候補には何がいる
　の？」などのテーマごとに質
　問に答える形でまとめられ
　ている。

○選挙の意味を知ることで、
　日常生活と政治とのかか
　わりがわかる。
○法律や予算決定等の政治
　のしくみを知ることを通
　して、生活について考え
　ることができる。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　社会　No.3　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

よくわかる選挙と
政治　しくみと
ルールを知ってお
こう
（ＰＨＰ研究所）
３，０００円＋税

○中学校特別支援
　学級、特別支援
　学校中学部に適
　している。

－２－



1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心を高める工夫
4.教科の特性、
県での生活の実態への適合等

○時計の読み方と時間につい
　ての基本的な内容がまとめ
　られている。
○ひらがなとカタカナで表記
　されている。
○時計の模型が付属している。
○Ａ４判
○カラー刷
　２６ページ

○短針、長針だけの読みから
　両針の読みへと系統立てて
　学習できるように構成され
　ている。
○「～時ちょうど」「～時
　半」「～時～分」などの言
　い方について、時計の文字
　盤の図と併せて解説されて
　いる。

○短針は赤、長針は青に統一し
　て表記してあり、見やすく
　なっている。
○絵や文字盤を見ながら、時計
　の模型を実際に操作して学べ
　るようになっている。
○動物のキャラクターが、ス
　トーリーに沿って、いろいろ
　な生活場面ごとに、時刻や時
　間を解説している。

○「～時ちょうど」「～時
　半」など生活場面でよく使
　われる時刻の表現が取り入
　れられている。
○自分で模型の針を進めるこ
　とで、時間の経過を感じと
　れるような実際的な使用が
　できる。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　算数・数学 　No.4　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

くろくまくんの
とけいえほん
(くもん出版)
１，２００円＋税

○小学校特別支援
　学級、特別支援
　学校小学部３段
　階から中学部に
　適している。

－３－



1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心を高める工夫
4.教科の特性、
県での生活の実態への適合等

○身近な生き物や自然現象の
　観察を通して、「理科」の
　考える力を身につけるコツ
　が紹介されている。
○漢字には振り仮名が付けら
　れている。
○Ａ４判変型上製
○カラー刷
　４７ページ

○「理科はふしぎの集まり」
　「電気と力」「地球」など
　８つのテーマから構成され
　ている。
○「昆虫のふしぎ」「電気の
　ふしぎ」「てこのふしぎ」
　など、自然の事物・現象に
　関して解説されている。

○身近な生き物の不思議や様々
　な自然現象について、観察や
　実験を通して説明や解説がな
　されている。
○観察や実験への意欲が高まる
　ような、カラー写真や図が掲
　載されている。

○「考えてみよう」の①～㊵
　の疑問について、観察や実
　験を自分で考えながら行っ
　ていくことで、理科の考え
　る力を身に付けることがで
　きるようになっている。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　理科　No.5　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

理科の考える力を
つけよう！　「な
ぜ」から課題を見
つける、調べる
（ＰＨＰ研究所）
３，０００円＋税

○中学校特別支援
　学級、特別支援
　学校中学部に適
　している。

－４－



1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心を高める工夫
4.教科の特性、
県での生活の実態への適合等

○人のからだの主なつくりや
　働きについて基本的な内容
　がまとめられている。
○すべて平仮名で表記されて
　いる。
○聴診器が付属している。
○Ｂ５判
○カラー刷
　１２ページ

○「骨」「筋肉」「顔」「内
　臓」「肺・心臓」の５つの
　項目が取り上げられている。
○各項目が見開き２ページにま
　とめられている。
○仕掛けをめくると、からだの
　中の仕組みや働きが表記され
　ている。

○ポップアップの仕掛けをめく
　りながら学べるようになって
　いる。
○イラストを見ながら、付属の
　聴診器で実際にからだの音を
　聞くことができるようになっ
　ている。

○聴診器で実際に自分のから
　だの音を体感することで、
　自分のからだに関心をもつ
　とともに、からだのつくり
　や働きについて知ることが
　できる。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　理科、生活　No.6　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

ちょうしんきつき
からだずかん
(成美堂）
１，７９０円＋税

○小・中学校特別
　支援学級、特別
　支援学校小学部
　２段階から中学
　部に適している。

－５－



                                                                                            　　　　　　　　　　      　　　図画工作・美術　No.7　

 総　　　括

1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心を高める工夫
4.教科の特性、
県での生活の実態への適合等

かんたん手芸③
ねんどでつくろう
（小峰書店）
２，６００円＋税

○粘土を使ってできるかわい
　らしいマスコットやアクセ
　サリー、便利なマグネット
　などの作品の作り方が解説
　されている。
○小学校高学年程度の漢字に
　は振り仮名が付けられてい
　る。
○２９×２３㎝
○カラー刷
　３５ページ

○前半で粘土手芸の基本とコ
  ツが掲載され、後半で８つ
　の粘土のマスコットと小物
　の作り方がまとめられてい
　る。
○作り方の手順やコツとなる
　ポイントが、写真とともに
　示されている。
○型紙が示された作品があり、
　それを用いて作品づくりが
　できる。

○実物大の写真や型紙を見な
　がら作れるようになってお
　り、作品のイメージがもち
　やすくなっている。
○写真やイラストなどがすべ
　てカラーで掲載され、ポイ
　ントがキャラクターの吹き
　出しによって示されている。

○粘土手芸の基本やコツとと
　もに、生活で使えるグッズ
　づくりに応用するための
　様々なアイディアが取り上
　げられており、表現をより
　豊かにすることができる。

○小・中学校特別
　支援学級、特別
　支援学校小学部
　３段階から中学
　部に適してい
　る。

　

　　　　　項　目

　図書名等

選　定　に　必　要　な　資　料

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

－６－



1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心を高める工夫
4.教科の特性、
県での生活の実態への適合等

○左右の確認、ヘルメットや
　シートベルトの着用など交
　通ルールやマナーについ
　て、基本的な内容がまとめ
　られている。
○ひらがなとカタカナで表記
　されている。
○Ａ４変型判
○カラー刷
　２９ページ

○「歩行中の事故」「自転車
　の事故」「自動車同乗中の
　子どもの事故」の場面をも
　とに、基本的な交通ルール
　やマナーを学習できるよう
　構成されている。
○「○○の事故」ごとに、５
　～７項目の交通ルールやマ
　ナーがまとめられている。

○アニメキャラクターが登場
　する漫画でストーリーが展
　開されている。
○交通ルールやマナーについ
　て、ストーリーの最後に
　「まるちゃんからみんなへ」
　という手紙形式でまとめて
　ある。

○身近なところで起こりうる
　事故の様子を題材に用いて
　おり、安全への意識をより
　高めることができる。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　保健体育、生活　No.8　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

ちびまる子ちゃん
の　あんぜんえほ
ん　ルールをまも
ろう！　こうつう
あんぜん
（金の星社）
１，１００円＋税

○小学校特別支援
　学級、特別支援
　学校小学部・中
　学部に適してい
　る。

－７－



1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心を高める工夫
4.教科の特性、
県での生活の実態への適合等

○そうじの起源や歴史、道具
　の種類や使用方法などにつ
　いて解説されている。
○漢字には振り仮名が付けら
　れている。
○ＡＢ判
○カラー刷
　４０ページ

○パート１ではそうじの起源
　や汚れの正体などが解説さ
　れ、パート２では場所に応
　じたそうじの仕方や道具の
　扱い方などが解説されてい
　る。
○テーマごとに見開き２ペー
　ジにまとめてある。
○コラムに「昔ながらのそう
　じ」や「洗剤の使い方」な
　どが掲載されている。

○ページの冒頭部分に、内容が
　短い文でまとめられている。
○そうじの方法や道具が写真や
　イラスト、具体的な言葉で解
　説されており、イメージがも
　ちやすい。

○居間や玄関、水回りなど身
　近な場所のそうじの内容や
　方法が取り上げられてお
　り、実際の生活に役立てる
　ことができる。

各ページの下部に、そうじ【cleaning】,ほこり【dust】などの家事で使う英語が掲載されている。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                          　　　　　　　　　　　　　　　生活、職業・家庭　No.9　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

きみもなれる！
家事の達人
②そうじ
（少年写真新聞
社）
２，８００円＋税

○小・中学校特別
　支援学級、特別
　支援学校小学部
　３段階から中学
　部に適している。

－８－



1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心を高める工夫
4.教科の特性、
県での生活の実態への適合等

○基本的な生活習慣や社会の
　中で生活していくためのマ
　ナーが、絵と解説でまとめ
　られている。
○漢字には振り仮名が付けら
　れている。
○ＡＢ判
○カラー刷
　１７６ページ

○家庭や学校でのマナー、友
　達とのマナー、出かけた先
　でのマナーなど、生活に身
　近な内容がテーマ別に掲載
　されている。
○身近な場面の絵と具体的な
　ふるまい方や話し方が、テ
　ーマごとに見開き２ページ
　にまとめられている。

○日常生活を中心とした身近
　な場面が絵で表現されてい
　る。
○望ましいふるまいとともに
　望ましくないふるまいを対
　照的に取り上げ、絵に×印
　が付けられている。

○日常生活の場面に合わせて
　そのときに必要なマナーが
　絵を見ながら学べるように
　なっている。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　生活、国語　No.10　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

こども　マナーと
けいご絵じてん
（三省堂）
２，４００円＋税

○小・中学校特別
　支援学級、特別
　支援学校小学部
　２段階から中学
　部に適している。

－９－


