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1.内容，程度，分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心や感性への配慮等
4.教科の特性，地域の実態への適
合等

あしたもともだち
（偕成者）
１，０００円＋税

○友達同士のキツネとオオカ
　ミが第三の登場人物の存在
　により、友情に不安を抱い
　たり、友情を再確認したり
　する心温まるお話である。
○漢字表記なし。カタカナに
　はすべて振り仮名がついて
　いる。
○Ａ４変型判　３２ページ

○軽快なリズムの「からかい
　うた」や所々に駄洒落が混
　じっており、楽しく、テン
　ポよく読み聞かせることが
　できる。
○「聞く」、「読む」活動か
　ら劇化へと発展させること
　ができる。

○括弧書きで書かれた登場人物の
　心の中のつぶやきにより、心情
　がよく伝わってくる。
○登場人物の絵だけでなく、背景
　の色彩も登場人物の心情に合わ
　せてあり、児童生徒が心情を汲
　み取りやすい。

○児童生徒が自身の友達関係と
　照らし合わせて考えることが
　できる。
○友情の大切さや、難しさ、素
　晴らしさに気づいたり、道徳
　へ発展させたりすることがで
　きる。

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

落語絵本
おにのめん
（クレヨンハウス）

１，１６５円＋税

○奉公に出た女の子お春の母
　にそっくりな面がいたずら
　で鬼の面に取り換えられる。
　母を心配して一人家へ向か
　う道中、泥棒に出会い、鬼
　の面のおかげで泥棒にとら
　れた荷物を取り返すことに
　なる。
○漢字にはすべて振り仮名が
　ついている。
○Ａ４変型判　２４ページ

○奉公先、道具屋、田舎への
　道、とページごとに場面が
　変わり、困った顔、いたず
　らをしようとする顔、怖い
　どろぼうと、様々な表情の
　登場人物が次々に出てくる
　というように、次の展開を
　期待して読み進めることが
　できる。

○背景や登場人物の表情が、はっ
　きりとした色彩で描かれている。
　ページによってはコマ割りによ
　って話が進んでいく様子が表現
　されていて、物語に引き込まれ
　ていく。

○落語をもとにした話で場面転
　換も多く、最後の落ちも視覚
　で、ことわざの意味もお話の
　中から捉えることができるな
　ど、興味を引きながら言葉の
　学習につなげていくことがで
ききる。
○関西弁の面白さが、興味を持
　続させる。

○小・中学校特別
　支援学級、特別
　支援学校小・中
　学部に適してい
　る。
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選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　国語科　No.1　　

　　　　　項　目

　題名等

選　　　　　　定　　　　　　の　　　　　　観　　　　　　点

 総　　　括



1.内容，程度，分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心や感性への配慮等
4.教科の特性，地域の実態への
適合等

ピクチャーコミュ
ニケーション
サインとマーク
（フレーベル館）

１，８００円＋税

○許可や禁止の標識から各種機
　器の操作方法を示すマーク等
　様々な日常生活でよく目にす
　るマークが紹介されている。
　
○Ｂ５変形判　６４ページ

○サイン、マーク、しるし、
　標識、図記号（ピクトグラ
　ム）等、形と色でひと目で
　伝えたいことをあらわし、
　危険やサービスなどの情報
　を伝えるピクトグラムコミ
　ュニケーションで構成され
　ている。その中でも、児童
　生徒の生活や安全に必要な
　サインとマークが取り上げ
　られている。

○カラーで大きくマークと意
　味が掲載してある。児童生
　徒に親しみのもてるものが
　選ばれていて、わかりやす
　い。

○人がたくさん集まる街でよ
　く目にするものであり日常
　生活に活かすことができ
　る。
○学校や施設、職場、家庭で
　の対応について解説があり
　当事者と共に理解しあいな
　がら読み、学習することが
　できる。

○小学部２段階か
　ら適している。
○小学校特別支援
　学級、特別支援
　学校小・中学部
　に適している。

辞書びきえほん
国旗
（ひかりのくに）
１，８００円+税

○各国の国旗が、国の位置、国
　民の数、国の広さ、主な言葉、
　国の特色や国旗のいわれなど
　と共に、図によって紹介され
　ている。
○漢字にはすべて振り仮名がつ
　いている。
○Ｂ５変形判　２４１ページ

○あいうえお順になっていて、
　１ページに一つの国が紹介
　されている。世界の中の位
　置、近隣の地図もありわか
　りやすい。
○本の最後には、森林の広さ、
　人口、山、湖等を世界の中
　で比較できる構成になって
　いる。

○国旗がカラーで大きく見や
　すい表示になっている。国
　旗の色や、形の意味が記述
　してあり、国の歴史や周り
　の国々との関係について興
　味をもつことができるよう
にになっている。

○国旗、国に関する情報等を
　比較したり、世界の中の位
　置を確認したりできる。ま
　た歴史にも興味を持つこと
　ができ、地図の学習から社
　会の学習全体に広げること
がができる。

○小・中学校特別
　支援学級、特別
　支援学校小・中
　学部に適してい
　る。
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選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　    　　　 　　　　　　　社会・生活科　No.1　　

　　　　　項　目

　題名等

選　　　　　　定　　　　　　の　　　　　　観　　　　　　点
 総　　　括



1.内容，程度，分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心や感性への配慮等
4.教科の特性，地域の実態への
適合等

算数がすきになる絵
本４
分数だいすき
（大月書店）
１，６００円＋税

○分数の２つの意味（「全体
　を１と見たときの部分の割
　合」「全体を等分割してい
　くつ分かを集める操作」を
　表す場合）について学ぶこ
　とができる絵本である。
○漢字には、すべて振り仮名
　がついている。
○Ｂ５変型判、３２ページ

○５つに分かれた各章は、教
　室の授業や家での昼ごはん
　など、日常生活に即した場
　面設定になっており、親し
　みをもって学習でき、段階
　を追って分数について理解
　できるようになっている。
○各章の最後に問題があり、
　学習の振り返りができる。

○動物たちが、柔らかいタッ
　チや色彩で描かれており親
　しみやすい。
○「先生にテストをしたら」
　という内容もあり、児童生
　徒が意欲をもって取り組む
　ことができる。

○身近な話題で分数がわかり
　やすく説明してあり、児童
　生徒と一緒に読み進めなが
　ら、普段の生活の中で実践
　することができる。
○絵本の内容から応用、発展
　的な学習を工夫することが
　できる。

○小・中学校特別
　支援学級、特別
　支援学校小・中
　学部に適してい
　る。
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選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　    　　　 　　　　　　算数・数学科　No.1　　

　　　　　項　目

　題名等

選　　　　　　定　　　　　　の　　　　　　観　　　　　　点

 総　　　括



1.内容，程度，分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心や感性への配慮等
4.教科の特性，地域の実態への
適合等

みんなびっくり！
でんじろう先生の
超ウケる実験ルー
ム
(主婦と生活社)
１,１００円＋税

○４０ほどの実験がわかりやす
　いイラストで説明されてい
　る。手に入りやすい身近なも
　のを使った実験である。
○漢字にはすべて振り仮名がつ
　いている。
○Ｂ５判　７９ページ

○実験の概要、準備物、方法、
　解説が見開き２ページに載っ
　ている。
○摩擦、静電気、気体、電圧、
　振動、酵素、錯視、味、脂肪
　分などの実験が取り上げられ
　ている。

○工作の要素があるものや、手
　品として楽しめる実験が含ま
　れている。

○見たり、味わったりするなど
　体験して楽しめる実験が多く
　驚きや発見から理科への興味
　につなげることができる。

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

地球にやさしいひ
とになる本
（晶文社）
１,４００円＋税

○ユベール、リリを中心に、地
　球を守り、安全で健康な生活
　を送るために必要なことを、
　わかりやすく解説している。
○漢字にはすべて振り仮名がつ
　いていて、語りかけるような
　文章で書かれている。
○Ａ５変型判　５２ページ

○「あなたならどうする？」の
　問いかけと共に、カラーのイ
　ラストとお話、調べてみよう
　やってみようの３ステップで
　わかりやすく解説してある。
○環境、公害、エコロジーにつ
　いて取り上げられている。

○話の中の具体的な課題は、日
　々児童生徒たちが抱えている
　身近な問題でありとらえやす
　い。

○自然界の仕組みから公害、ゴ
　ミ問題、リサイクルという環
　境にまつわる基礎知識が楽し
　く理解できるようになってい
　る。

○小・中学校特別
　支援学級、特別
　支援学校小・中
　学部に適してい
　る。
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選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　理科　No.1　　

　　　　　項　目

　題名等

選　　　　　　定　　　　　　の　　　　　　観　　　　　　点

 総　　　括



1.内容，程度，分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心や感性への配慮等
4.教科の特性，地域の実態への適
合等

イラスト版
台所のしごと
子どもと
マスターする
３７の調理の知識
（合同出版）
１，６００円＋税

○調理方法だけでなく、準備
　や下ごしらえから、食卓の
　後片付けまでが各作業ごと
　に取り上げられている。
○調理器具や材料、手順等が
　わかりやすいイラストで説
　明されている。
○Ｂ５判　１１２ページ

○メニューは少ないが、包丁
　の持ち方や様々な切り方、
　量り方、片付け方等、調理
　の基礎について詳しく豊富
　に取り上げられている。
○一つの項目について見開き
　２ページを使い、適切にま
　とめられている。

○イラストが豊富に使われて
　おり、児童生徒の興味・関
　心を引きつけるように工夫
　されている。
○手順を追ったイラストの下
　に短文でわかりやすい説明
　文がある。

○箸の持ち方、お茶の入れ方
　等についても取り上げられ
　ており、実生活に活かしや
　すい。
○学校生活だけでなく、家庭
　での手伝いにも役立てるこ
　とができる。

○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。

知的障害や自閉症
の人たちのための
見てわかるビジネ
スマナー集
(ジアース教育新
社)
１,５００円＋税

○面接時や職場におけるマナー
　について、理解し実行しやす
　いよう、わかりやすい言葉と
　イラストをふんだんに使って
　説明してある。
○漢字にはすべて振り仮名がつ
　けてある。文章が箇条書きで
　わかりやすい。
○Ａ４判、１０２ページ

○正しい例、マナー違反の例、
　その場合に相手にどう思われ
　るか、行動する時のチェック
　ポイントの順で構成されてい
　る。
○服装、言葉遣い、休憩時間の
　過ごし方、人とのかかわり方
　といった、ごく基本的な内容
　からていねいに解説されてい
　る。

○漫画風のイラストは青年の男
　女がモデルにされており、就
　労した時のいろいろな場面を
　イメージしやすい。

○社会生活で起こりがちな失敗
　から正しい行動が学べるよう
　になっている。
○産業現場等における実習に活
　かすことができる。
○ソーシャルスキルトレーニン
　グに活用することができる。
○学校や施設、職場、家庭での
　対応について解説があり、生
　徒と共に理解しあいながら読
　み、学習することができる。

○中学校特別支援
　学級、特別支援
　学校中学部に適
　している。

- 5 -

選　定　に　必　要　な　資　料

家庭、技術・家庭、職業・家庭 科　No.1　　

　　　　　項　目

　題名等

選　　　　　　定　　　　　　の　　　　　　観　　　　　　点

 総　　　括



1.内容，程度，分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心や感性への配慮等
4.教科の特性，地域の実態への適合
等

はじめての
英語の歌
４１曲ＣＤつき
歌でおぼえる
らくらく
イングリッシュ
（学習研究社）
１，５００円＋税

○全41曲収録
「Seven Steps」
「Sunday,Monday,Tuesday」
「Head,Shoulders,Knees and
　Toes」「Jingle Bells」など
○ＣＤ1枚つき。
○英語の歌詞と対訳の日本語
　歌詞、楽譜がついている。
○Ｂ５判　９６ページ

○４１曲の歌が全てＣＤに収録さ
　れており、聴いたり歌ったりし
　ながら、自然に英語のリズムと
　発音に慣れるような構成になっ
　ている。
○あいさつ、数、体、曜日など親
　しみやすい内容の英語で構成さ
　れている。

○それぞれの歌にふさわしい絵が
　描かれており、生徒が興味・関
　心をもちやすくなっている。
○曲を聴いて、興味をもった歌い
　やすい曲から取り組むことがで
　きる。

○曲に合わせて歌ったり、発音し
　たりしていくことで、英語学習
　の導入として使用できる。
○音楽科と関連づけて学習するこ
　とができる。

○はじめて英語に接
　する段階や英語に
　興味をもち始めた
　段階に適してい
　る。
○中学校特別支援学
　級、特別支援学校
　中学部に適してい
　る。
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選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　    　　　 　　　　　　　外国語科　No.1　　

　　　　　項　目

　題名等

選　　　　　　定　　　　　　の　　　　　　観　　　　　　点

 総　　　括




