
  

平成３０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３０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 うみの１００かいだてのいえ 1

2 国語 パパ・カレー 1

3 社会 kids'MAP　世界がわかる　ちずのえほん　改訂版 2

4  社会、生活　 チャイルドブックこども百科　なりたい！わくわく！おしごとずかん 3

5 算数、数学 算数の考える力をつけよう！　言葉や図で整理する 4

6 理科、生活 ふしぎがいっぱい！　いのちの図鑑 5

7 理科、社会 自由研究図鑑 6

8 保健、保健体育、生活　 からだはすごいよ！　ぐんぐんせがのびるひみつ 7

9 生活、職業・家庭 おてつだいの絵本 8

10 外国語 ドラえもん　はじめての英語辞典 9

平成３０年度使用一般図書（追加分）「選定に必要な資料」掲載一覧

（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。



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、県の児童生徒
の生活の実態への適合等

〇主人公の人形が海の１００
階建ての家を１階から１００
階まで冒険し、住んでいる海
の生き物と交流する様子が描
かれている絵本である。
〇平仮名と片仮名、数字で書
かれている。
〇２２×３１㎝
〇カラー刷
　３２ページ

〇本を縦に開いて上から下へ
と読み進める形式になってい
る。
〇見開きで１０階ずつ１つの
場面になっており、場面ごと
に違う登場人物との交流が描
かれている。

〇１００部屋すべてに色やデ
ザインの工夫が凝らされてお
り、隅々まで見て発見する楽
しさがある。
○主人公がなくした衣類など
の代わりに、出会った生き物
からもらった物を身に着け、
変身していく様子を楽しみな
がら読むことができる。

○同じ問いかけと答えの繰り
返しで、期待感をもって読み
進めることができる。
○豊富な場面設定と細かな絵
の描写を見ることで、想像力
や会話が広がる。

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、県の児童生徒
の生活の実態への適合等

○パパがカレーを作る過程を
描いた親しみやすい絵本で擬
音語・擬態語にも気付かせる
内容である。
○平仮名と片仮名で書かれて
いる。
○１９６×１６６㎜
○カラー刷
　３４ページ

○絵と短文、擬音語・擬態語
で、料理手順に沿って分かり
やすく読み進められるように
構成されている。
○見開き２ページに、具材や
料理場面の絵が大きく描かれ
ている。

○擬音語・擬態語に注目でき
るよう、場面に応じて文字の
表記が工夫されており、リズ
ミカルに読み進めることがで
きる。
○馴染み深い料理を親子で作
るという題材設定や大きい具
材の絵によって、親しみをも
ちやすいように工夫されてい
る。

○擬音語・擬態語について興
味をもち、繰り返し読んだり
模倣したりしやすくなってい
る。
○話をもとに調理活動や劇遊
びへの発展が期待できる。

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　　

うみの１００か
いだてのいえ
（偕成社）
１,２００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。

パパ・カレー
（ほるぷ出版）
１,１００円＋税

○小学校特別支援学
級、特別支援学校小
学部に適している。

　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

－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、県の児童生徒
の生活の実態への適合等

○６つの地域と４１の国の位
置や気候、特産品等が短い文
章とイラストで紹介されてい
る。
○平仮名と片仮名で書かれて
いる。
○ＡＢ判
　カラー刷
　１１２ページ

○地域と国についての地理的
な説明や各地の特色が、１
ページから見開き２ページに
まとめられている。
○地域の紹介の後に、「せか
いでいちばん」「せかいのい
ろいろなくに」という章で構
成されている。

○地図は地域や国ごとに色が変
えられており、大きさや形をと
らえやすい。
○「せかいでいちばん」の章は
ランキング形式で、山や川、農
作物等が紹介されており、数字
だけでなくてイラストで高さ、
長さ、多さ等を表している。

○まとめとして「みんなとも
だち」「せかいはひとつ」の
ページがあり、多様な価値観
を尊重することの大切さ等の
学習に発展させることができ
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

kids'MAP
世界がわかる
ちずのえほん
改訂版
（学研）
１，５００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、県の児童生徒
の生活の実態への適合等

○８８種類の職業が短い文章と
イラスト等で紹介されている。
○話し言葉で記述されており、
漢字には振り仮名が付けられて
いる。
○２８×２３ｃｍ
　カラー刷
　９２ページ

○「パンやさん」「おいしゃ
さん」「プロやきゅうせん
しゅ」「アイドル」等、身近
な職業から憧れの職業まで幅
広く取り上げられている。
○その職業に就いているキャ
ラクターが、自分の仕事の具
体的な内容や一日の流れ等を
紹介している。

○職業ごとに「○○ってどんな
おしごと？」の欄があり、仕事
内容が短い文章で端的にまとめ
られている。
○その職業を象徴する服装、道
具類の名称や使い方が、一つ一
つわかりやすく説明されてい
る。

○「びょういんではたらくひ
とのおしごと」等、その職業
に関連のある別の職業が紹介
されているページがある。
○職業ごとに「もっと知りた
い！」「○○さんにインタ
ビュー」等のコラムがあり知
識を広げたり深めたりするこ
とができる。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　社会、生活 　No.4　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

チャイルドブック
こども百科
なりたい！
わくわく！
おしごとずかん
(チャイルド本社)
１，６００円＋税

○小学校特別支援
学級、特別支援学
校小学部３段階に
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、県の児童生徒
の生活の実態への適合等

○文章題などの例題を通して
すじ道が通るように整理す
る、図や表をかくなど、問題
を解く際の考え方が具体的に
説明されている。
○漢字には振り仮名が付けら
れている。
〇Ａ４判変型上製
〇カラー刷
　４７ページ

○「問題文は言葉の集まり」
「すじ道を通す」「図をか
く」など、８つの章で構成さ
れている。
○生活場面で使われている
「数が増える言葉」「倍にす
る言葉」「分ける言葉」など
を具体的に挙げ、立式につな
がるように解説されている。

○文章題について、キャラク
ターの気付きのコメントや図解
によって、問題が分かりやすく
整理されており、解き方の説明
が丁寧にされている。
○問題の場面が想像しやすいよ
うに、具体的な生活場面などが
親しみやすいイラストで描かれ
ている。

○「考えてみよう」の①～㊳
の問題について、必要に応じ
て解説を使いながら自分で解
いてみることで、算数の考え
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

                                                                                            　　　　　　　　　　　　算数、数学　No.5　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

算数の考える力を
つけよう！
言葉や図で整理す
る
（ＰＨＰ研究所）
３，０００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。

－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、県の児童生徒
の生活の実態への適合等

〇地球の成り立ちから生き物
の細胞まで、生命の仕組みや
つながり、かかわり合いにつ
いて解説されている。
〇漢字には振り仮名が付けら
れている。
〇Ａ４変型判
〇カラー刷
　１２８ページ

〇「いのちってなに？」「いろ
いろないのち」「いのちのつな
がり」などの５つの章で構成さ
れている。
〇章ごとに「地球にはどんな生
き物がいるの？」「生きてい
るってどういうこと？」などの
テーマがあり、それぞれ見開き
２ページにまとめられている。

○テーマはキャラクターによる
質問形式になっており、テーマ
ごとに一問一答式の設定になっ
ている。
○テーマごとに写真やイラスト
を交えて詳しく解説されてい
る。

○「知っているかな？」「く
らべてみよう！」というコラ
ムがあり、生命や生き物の特
徴、自然のバランスや人間の
役割についても知識を深める
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

ふしぎがいっぱ
い！
いのちの図鑑
（ＰＨＰ研究所）
１，９００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。

－５－



                                                                                            　　　　　　　　　　      　　　理科、社会　No.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、県の児童生徒
の生活の実態への適合等

〇身近な生き物や普段のくら
しについて自由研究や実験が
しやすいように豊富な研究
テーマを取り上げ、説明や解
説がなされている。
〇漢字には振り仮名が付けら
れている。
〇Ｂ５判
　３８３ページ

〇「飼育・栽培」「標本づく
り」「社会」など６つの章で構
成されている。
〇研究テーマの見つけ方や計画
の立て方、実験の方法、まとめ
方について詳しく紹介されてい
る。

〇特別な道具をそろえなくても
家にあるものを利用して気軽に
進められる研究テーマが掲載さ
れている。
〇観察や実験への意欲が高まる
ような豊富なイラストやヒント
が掲載されている。

〇調べたい研究テーマについ
て、四季を通して観察や実験
を自分で考えながら行ってい
くことで、物事を追究してい
く力や理科の考える力を身に
つけることができる。

　　　　　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

自由研究図鑑
（福音館書店）
１６００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。

 総　　　括

－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、県の児童生徒
の生活の実態への適合等

〇身長が伸びる仕組みや必要
なことについて、基本的な内
容が絵本にまとめられてい
る。
〇平仮名と片仮名で書かれて
いる。
〇Ｂ５横判
〇カラー刷
　３２ページ

〇「背が伸びる」というテー
マに沿って、「食事」「運
動」「睡眠」の項目で学習で
きるように構成されている。
〇身長が伸びる仕組みについ
て、見開き２ページに短文と
親しみやすい絵で解説してあ
る。

〇身長や骨の長短や骨の太さな
どが絵で示され、比較しやすい
工夫がされている。
〇身近な生活場面や項目に沿っ
て、キャラクターが身長が伸び
る秘密について解説している。

〇身長が伸びるということか
ら自分のからだに関心をもつ
とともに、基本的生活習慣に
ついて学ぶことができる。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　保健、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

からだはす ごい
よ！
ぐんぐん
せがのびる
ひみつ
（少年写真 新聞
社）
１，８００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。

－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、県の児童生
徒の生活の実態への適合等

〇掃除や洗濯、食事の準備な
ど、お手伝いの仕方が紹介さ
れている。
〇漢字には振り仮名が付けら
れている。
〇２３．６×２３．５cm
〇カラー刷
　４８ページ

〇「そうじ、かたづけ」「せ
んたくとしゅうのう」「食事
のじゅんび・かたづけ」「生
活」の４つの章で構成されて
いる。
〇章ごとに「ぞうきんを使
う」「まどをふく」などの項
目があり、それぞれ１～２
ページにまとめられている。

〇各章が「おてつだいをさ
がそう」で始まり、やって
みたいお手伝いや自分にで
きそうなお手伝いを探すこ
とができる。
〇お手伝いの手順や道具の
使い方などがイラストと具
体的な言葉で紹介されてい
る。

〇「おてつだいが好きにな
るヒント」というコラムが
あり、掃除をすると心もき
れいになるなどのお手伝い
の効果や必要性についても
知ることができる。

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

おてつだいの絵本
（金の星社）
１，４００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、県の児童生徒
の生活の実態への適合等

〇「絵」「英和」「和英」の
３パートで全１８００項目の
英単語が収録されている。
〇Ａ５判　CD付き（２枚）
〇カラー刷
　３１９ページ

○ページ内に英単語が大きめ
の文字で見やすく表現されて
いる。
〇絵辞典では生活の身近な基
本英単語５０５項目が取り上
げられている。
〇単語には例文が掲載されて
おり、すべての英語に片仮名
で読み方が付いている。

○どのページにもドラえもん
とその仲間が登場しておりイ
ラストで単語の内容がイメー
ジしやすくなっている。
〇本の見出しや例文の英語全
ページがＣＤに収録されてい
る。

○日常生活に沿った英会話や
決まり文句が取り上げられて
おり、実際の生活場面で役立
てられるようになっている。
〇欧米の文化や日本語と英語
の違いなどがコラムで解説し
てあり、発展的に学習でき
る。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　外国語　No.10　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

ドラえもん
はじめての
英語辞典
（小学館）
２，１００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。

－９－


