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（様式２）

学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

まついのりこ・数の絵本九九のほ
んーたのしいかけざんー

偕成社 普１
数字だけで丸暗記するのではなく、イラストを
見ながら、自分で納得して九九を覚えていける
内容であるため。

社会
13-2
A05

知育えほん　マークのずかん 鈴木出版 普１
実生活に役立つマークが大きく掲載されてお
り、視覚障害（弱視）の生徒にも見やすいた
め。

4　重複障害者用教科書では、触覚、聴覚の活用を優先する場合があること
5  重複障害者用教科書では、日常生活に生かせるコミュニケーション力がつく教材であること

普
通
科
１
年

国語 C-722 国語☆☆☆☆☆ 文部科学省 普１
本生徒の持っている技術、技能に合った内容で
あるため

理科 709
実験おもしろ大百科理科がとくい
になる！

学研 普１
すぐにためせるかんたんな実験から、手品や工作やクラフトや料理ができる実験
など、さまざまな実験がつまっている。写真も多く、実験ごとに見開きカラーを
中心としていて、視覚障害【弱視）の生徒にも見やすいため。

数学 635

1　高等学校教科用教科書は、点字版、拡大版が出版されているものであること
2　図や写真に頼りすぎず、文字が見やすく、レイアウトもわかりやすいものであること
3　絵や図は、色彩が鮮明で見やすいものであること

     教育長　　長　　田　　　淳　　様
 
 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市立　　盲　　　学校長　　　　蔵本　朗

 　下記の通り教科用図書を選定することを申請します。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年　６月　１０日

令和５年度使用教科用図書選定に関する申請書
 

 選定方針
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

外国語 CI 704
Amity English Communication
Ⅰ

東点 普１
語数が多すぎず、平易な英語で書かれてい
るので、点字で読むのにも負担が少ない。

芸術 音Ⅰ702 高校生の音楽Ⅰ ライトハウス 普１ 点字版のある唯一の教科書である。

保健体育 保体701 現代高等保健体育 東点 普１ 点字版のある唯一の教科書である。

理科 化基705 高校化学基礎 東点 普１ 点字版のある唯一の教科書である。

数学 数Ⅰ ７１7 NEXT数学Ⅰ 東点 普１ 視覚的要素をもつ作業が比較的少ない。

地理歴史 歴総707 歴史総合　近代から現代へ 東点 普１ 点字版のある唯一の教科書である。

地理歴史 地総７０１ 地理総合
視覚障害者支援総合
センター

普１ 点字版のある唯一の教科書である。

国語 言文701 新編言語文化 ライトハウス 普１ 点字版のある唯一の教科書である。

10-3
B16

たのしい図画工作１６ちぎり紙・
きり紙・はり絵

国土社 普１
本生徒の持っている技術、技能に合った内容で
あるため

国語 現国702 精選現代の国語 東点 普１ 点字版のある唯一の教科書である。

情報
63-7
565

気をつけよう情報モラル１ゲー
ム・あそび編

汐文社 普１
スマートホン、SNS等を使えるようになってきたた
め。本生徒の実態に即した内容であるため。

普
通
科
１
年

保体
62-22
511

いちばんよくわかるストレッチの
教科書

新星出版社 普１

外国語
０８－１
675

くもんの小学基礎英語たのしく学
べる英会話

くもん出版 普１
CDがついており音声で学ぶことができるため本
生徒の実態あっている。

家庭科
72-8
507

はじめてでもおいしい！たのしい！
10歳からのお料理教室

日東書院 普１
自立を目指すために、写真で弱視生徒に分かり
やすく手順が掲載されている

足首、股関節等の硬さがあるため、日々のスト
レッチは生涯欠かせないものであるため

芸術
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

拡大版の教科書である。

外国語 CI 704
Amity English Communication
Ⅰ

開隆堂 普１
語数が多すぎず、平易な英語で書かれてい
るので、点字で読むのにも負担が少ない。

職業 505
ひとりだちするためのビジネスマ
ナー＆コミュニケーション 日本教育研 普１～３

社会に出る子供たちが身につけるべきマ
ナーとコミュニケーションの基本が学べ
る。

情報 情Ⅰ705 最新情報Ⅰ 実教出版 普１ 拡大版の教科書である。

拡大版の教科書である。

芸術 音Ⅰ702 高校生の音楽Ⅰ 教育芸術社 普１ 拡大版の教科書である。

視覚的要素をもつ作業が比較的少ない。

理科 化基705 高校化学基礎 実教出版 普１ 拡大版の教科書である。

普
通
科
１
年

数学 数Ⅰ ７１7 NEXT数学Ⅰ 数研出版 普１

保健体育 保体701 現代高等保健体育 大修館書店

地理歴史 歴総707 歴史総合　近代から現代へ 山川 普１

普１

家庭 家総706
高等学校　家庭総合
持続可能な未来をつくる

第一学習社 普１

拡大版の教科書である。

地理歴史 地総７０１ 地理総合 東京書籍 普１ 拡大版の教科書である。

普１ 拡大版の教科書である。

国語 言文701 新編言語文化 東京書籍 普１ 拡大版の教科書である。

国語 現国702 精選現代の国語 東京書籍

点字版のある唯一の教科書である。

情報 情Ⅰ705 最新情報Ⅰ
視覚障害者支援総合
センター

普１ 点字版のある唯一の教科書である。

家庭 家総706
高等学校　家庭総合
持続可能な未来をつくる

点訳ボランティア 普１
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

山川 普２
拡大版であり、基礎的・基本的な知識・技能習
得のための工夫がなされている。

普
通
科
２
年

普２

外国語 503
英日ＣＤ付英語絵本コロちゃんはど
こ？Ｗｈｅｒｅ’ｓＳｐｏｔ？
点訳ボランティア依頼予定

ラボ教育 普２

地理歴史 歴総707 歴史総合　近代から現代へ

国語 文国710 高等学校標準文学国語 第一出版 普２
拡大版であり、基礎的・基本的な知識・技能習
得のための工夫がなされている。

簡単な表現を用いて英語に親しむことがで
き、CDで音声を聞くこともできるため。

芸術 501
名画で遊ぶあそびじゅつ！世界を
ぐるりと美術鑑賞
1冊　点訳ボランティア依頼予定

ロクリン社 普２
美術館に展示されている名画を鑑賞するこ
とができるため。

国語 論国707 精選　論理国語 数研 普２
拡大版であり、基礎的・基本的な知識・技能習
得のための工夫がなされている。

家庭科 510
職業・家庭たのしい家庭科　わたし
のくらしに生かす
点訳ボランティア依頼予定

開隆堂出版 普２
基本的な家庭生活に必要な技術を学ぶこと
ができるため。

文字だけでなく、触れることができる。展開図から立体を
組み立てることなどができる。実際に触って体験も混ぜな
がら授業を進めることができるため。

数学 637
まついのりこ・数の絵本はじ
めてのたしざん

偕成社 普２
1位数と1位数との加法の計算ができるよう
にするため。

理科 797
小学館の図鑑NEO〔新版〕科学の実験
DVDつき

小学館 普２
DVDがあることで、音声で実験内容を聞くことができる。映
像の補足は必要にな部分もあるが、自分で気になったり、
興味を持った実験を行うことができるため。

理科 585
福音館の科学シリーズ　野の
草花

福音館 普２
身近な野草について興味関心を持つことが
できるため。

数学 535
さわって学べる算数図鑑
点訳ボランティア依頼予定

学研

日本の歴史の流れが縄文から令和まで、イラストとと
もにわかりやすく掲載されているため。

社会 501
こども六法
点訳ボランティア依頼予定

弘文堂 普２
社会に出てから必要な法律について、身近な場面を想
定しながら楽しく学ぶことができるため。

多様な言葉や読み物に触れる素地をつくる
ことができるため。

国語 OO2
くらしに役立つ国語
点訳ボランティア依頼予定

東洋館 普２
詠む、聞く、話す、聞くをバランスよく学ぶことがで
きる。生活に必要な言語能力の育成を目指せる。

国語 C-123 国語★★★ 普２

社会 はじめての日本のれきしえほん
パイインターナショ
ナル

普２
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

職業 507 ひとりだちするための進路学習 日本教育研 普3
自分のこと、働くこと、働くために、と卒
業を見据えて幅広く学ぶことができる。

普
通
科
3
年

職業 OO1
職業・家庭たのしい職業科わたしの
夢につながる 開隆堂出版 普3

職業、家庭科で学習すべきことが簡潔に分
かりやすく書かれている。

職業 511 夢を育む技術、職業-未来に向かって 開隆堂出版 普3
卒業までに身につけておくべきことが簡潔
に分かりやすく書かれている。

就労時の合理的配慮、就労後の問題解決や
就労定着の手がかりとなる。

職業 505
ひとりだちするためのビジネスマ
ナー＆コミュニケーション 日本教育研 普２～３

社会に出る子供たちが身につけるべきマ
ナーとコミュニケーションの基本が学べ
る。

点字版であり、学ぶ意欲を高め、探究する力を
育む工夫がなされていること。

理科 化基705 高校化学基礎 普２
点字版であり、学ぶ意欲を高め、探究する力を
育む工夫がなされていること。

職業 509
ひとりだちするためのライフキャリ
ア教育 日本教育研 普２～３

暮らす時間や楽しむ時間を充実させ、より良い自立生
活を送れるようにするための工夫を学ぶことができ
る。

外国語 CⅡ720
CREATIVE English
Communication Ⅱ

普２

点字版であり、学ぶ意欲を高め、探究する力を
育む工夫がなされていること。

国語 論国707 精選　論理国語 普２
点字版であり、学ぶ意欲を高め、探究する力を
育む工夫がなされていること。

数学 数A714 新編数学A 普２
点字版であり、学ぶ意欲を高め、探究する力を
育む工夫がなされていること。

地理歴史 歴総707 歴史総合　近代から現代へ 普２
点字版であり、学ぶ意欲を高め、探究する力を
育む工夫がなされていること。

国語 文国710 高等学校標準文学国語 普２

普２

拡大版であり、基礎的・基本的な知識・技能習
得のための工夫がなされている。

理科 化基705 高校化学基礎 実教 普２
拡大版であり、基礎的・基本的な知識・技能習
得のための工夫がなされている。

数学 数A714 新編数学A 数研 普２

職業
ひとりだちするための就労支援ノー
ト 日本教育研 普２～３

普
通
科
２
年

拡大版であり、基礎的・基本的な知識・技能習
得のための工夫がなされている。

外国語 CⅡ720
CREATIVE English
Communication Ⅱ

第一学習社
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

三省堂 普3
拡大版であり、言語活動の充実につながる工夫
がなされていること。

理科
（生物基礎）

生基314 高校生物基礎　新訂版
東京
点字出版所

普1～3
本保3

点字版であり、写真や絵、図、グラフの量や大
きさ、配置などが適切であり理解しやすい。

外国語（英語表現Ⅰ） 英Ⅰ325
SELECT English Expression Ⅰ
New Edition

理科
（生物基礎）

生基314 高校生物基礎　新訂版 実教
普1～3
本保3

拡大版であり、写真や絵、図、グラフの量や大
きさ、配置などが適切であり理解しやすい。

地理歴史
(世界史A)

世A310 世界史A
東京
点字出版所

普1～3
本保1～3

点字版であり、学ぶ意欲を高め、探究する力を
育む工夫がなされていること。

普3
本人のこれからに即したことについて書か
れているため。

拡大版であり、学ぶ意欲を高め、探究する力を
育む工夫がなされている。

国語（現代文B） 現B321 新編現代文B
日本
ライトハウス

普3
点字版であり、基礎的・基本的な知識・技能習
得のための工夫がなされている。

世A310 世界史A 東書
普1～3
本保1～3

国語（現代文B） 現B321 新編現代文B 東書 普3
拡大版であり、基礎的・基本的な知識・技能習
得のための工夫がなされている。

家庭科 001
職業・家庭たのしい職業科わ
たしの夢につながる

開隆堂出版

国語の基礎にあたる文法や読解のポイントなど分かりやす
くまとめており、且つ問題も載っており練習ができるた
め。

社会 512
ひとりだちするための社会　実生
活に役立つ特別支援教育

日本教育研究出発 普3
日本の社会について、地理・歴史・公民の3分野
から基礎を学べるため。

簡単な表現を用いて英語に親しむことがで
き、CDで音声を聞くこともできるため。

芸術 537 西洋絵画の鑑賞事典 永岡書店 普3
絵画の見方を解説してくれており、絵の意
味を考えるきっかけになるため。

数学の基礎となる小学校算数の学力を徹底
的に身につけるため。

理科 G03 福音館の科学シリーズ地球 福音館 普3
地球科学への興味関心を高めることができ
るため。

普
通
科
3
年

国語 667
中学国語をひとつひとつ分か
りやすく。改訂版

学研 普3

数学 562
教科書算数プリント6年徹底習
熟編

喜楽研 普3

外国語 503
英日ＣＤ付英語絵本コロちゃんはど
こ？Ｗｈｅｒｅ’ｓＳｐｏｔ？ ラボ教育 普3

地理歴史
(世界史A)
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

普通科3

年

本
科
保
健
理
療
科
1
年

東京書籍 普１ 拡大版の教科書である。

国語 現国702 精選現代の国語 東京書籍 普１ 拡大版の教科書である。

国語 言文701 新編言語文化

語数が多すぎず、平易な英語で書かれてい
るので、点字で読むのにも負担が少ない。

芸術 音Ⅰ702 高校生の音楽Ⅰ 教育芸術社 普１ 点字版のある唯一の教科書である。

情報 情Ⅰ705 最新情報Ⅰ 実教出版 普１ 点字版のある唯一の教科書である。

家庭 家総706
高等学校　家庭総合
持続可能な未来をつくる

第一学習社 普１ 点字版のある唯一の教科書である。

外国語 CI 704
Amity English Communication
Ⅰ

開隆堂 普１

視覚的要素をもつ作業が比較的少ない。

地理歴史 歴総707 歴史総合　近代から現代へ 山川 普１ 点字版のある唯一の教科書である。

保健体育 保体701 現代高等保健体育 大修館書店 普１ 点字版のある唯一の教科書である。

理科 生基703 生物基礎 実教出版 普１ 点字版のある唯一の教科書である。

数学 数Ⅰ ７１7 NEXT数学Ⅰ 数研出版 普１

点字版のある唯一の教科書である。

地理歴史 地総７０１ 地理総合 東京書籍 普１ 点字版のある唯一の教科書である。

点字版であり、言語活動の充実につながる工夫
がなされていること。

国語 現国702 精選現代の国語 東京書籍 普１ 点字版のある唯一の教科書である。

外国語（英語表現Ⅰ） 英Ⅰ325
SELECT English Expression Ⅰ
New Edition

日本点字図書館 普3

国語 言文701 新編言語文化 東京書籍 普１
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

本
科
保
健
理
療
科
1
年

専
攻
科
保
健
理
療
科
1
年 医歯薬出版株式会社

東京点字出版社

本保1
専保1
専理1

拡大版と点字版がある。図が豊富で理解しやす
い。

人体の構造と機能 触察解剖図譜
社会福祉
法人桜雲会

本保1
専保1
専理１

拡大版と触図である。簡略化した図で見やす
い。

人体の構造と機能 生理学

拡大版と点字版があり、理療科唯一の情報の本
である。

情報 情Ⅰ705 最新情報Ⅰ 実教出版 普１ 拡大版の教科書である。

人体の構造と機能 解剖学
医歯薬出版株式会社
東京点字出版社

本保1
専保1
専理１

拡大版と点字版がある。文章と図の分冊であ
り、扱いやすい。

医療と社会 医療と社会
医道の日本社
日本点字図書館

専理1,3
本保1
専保1,3

拡大版と点字版がある。こまめな改定があり、
法改正などが反映されている。

保健理療情報活用 理療情報
社会福祉
法人桜雲会

本保1
専保1
専理1

拡大版の教科書である。

保健体育 保体701 現代高等保健体育 大修館書店 普１ 拡大版の教科書である。

家庭 家総706
高等学校　家庭総合
持続可能な未来をつくる

第一学習社 普１ 拡大版の教科書である。

外国語 CI 704
Amity English Communication
Ⅰ

開隆堂 普１
語数が多すぎず、平易な英語で書かれてい
るので、点字で読むのにも負担が少ない。

芸術 音Ⅰ702 高校生の音楽Ⅰ 教育芸術社 普１

視覚的要素をもつ作業が比較的少ない。

理科 生基703 生物基礎 実教出版 普１ 拡大版の教科書である。

拡大版の教科書である。

地理歴史 歴総707 歴史総合　近代から現代へ 山川 普１ 拡大版の教科書である。

地理歴史 地総７０１ 地理総合 東京書籍 普１

数学 数Ⅰ ７１7 NEXT数学Ⅰ 数研出版 普１
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

専攻科保

健理療科

1年

本
科
保
健
理
療
科
2
年

専攻科

保健理
療科2年

本
科
保
健
理
療
科
３
年

東京
ﾍﾚﾝｹﾗｰ協会

本保3
専保3
専理3

拡大版と点字版がある。経営に関わる内容が豊
富である。

生活と疾病 リハビリテーション医学
東京
ﾍﾚﾝｹﾗｰ協会

本保3
専保2,3
専理2,3

拡大版と点字版がある。表や図が豊富で理解し
やすい。

地域保健理療と保健理
療経営

地域理療と理療経営

拡大版であり、学ぶ意欲を高め、探究する力を
育む工夫がなされている。

基礎保健理療 東洋医学一般
日本
ライトハウス

本保2,3
専保1,3

拡大版と点字版がある。保健理療科用に東洋医
学と経穴が１冊にまとめられている。

家庭
（家庭基礎）

家庭045 家庭基礎　明日の生活を築く 実教 本保3
拡大版であり、学ぶ意欲を高め、探究する力を
育む工夫がなされていること。

理科（科学と人間生
活）

科人307 科学と人間生活
実教
日本点字図書館

普1～3
本保3

拡大版であり、写真や絵、図、グラフの量や大
きさ、配置などが適切であり理解しやすい。

地理歴史
(世界史A)

世A310 世界史A 東書
普1～3
本保3

拡大版と触図である。簡略化した図で見やす
い。

疾病の成り立ちと予防 病理
岡山ﾗｲﾄﾊｳｽ
東京点字出版社

本保2
専保2

拡大版と点字版がある。図が豊富で理解しやす
い。

生活と疾病 臨床医学
岡山
ライトハウス

本保2,3
専保2,3

拡大版と点字版がある。図が大きく拡大され、
理解しやすい。

疾病の成り立ちと予防 衛生・公衆衛生
社会福祉
法人桜雲会

本保2
専保2
専理2

拡大版と点字版がある。表が豊富で見やすい。

疾病の成り立ちと予防 触察病理学図譜
社会福祉
法人桜雲会

本保2
専保2
専理2

拡大版であり、学ぶ意欲を高め、探究する力を
育む工夫がなされている。

地理歴史
(日本史A)

日A308 日本史A　現代からの歴史 東書
普1～3
本保2

拡大版であり、学ぶ意欲を高め、探究する力を
育む工夫がなされている。

拡大版と触図である。簡略化した図で見やす
い。

保健理療基礎実習 保健理療基礎実習
日本
ライトハウス

本保1～3
専保1～3

拡大版と点字版がある。術式に合わせた図もあ
り理解しやすい。

人体の構造と機能 触察生理学図譜
社会福祉
法人桜雲会

本保1
専保1
専理1

情報
（社会と情報）

社情305 高等学校　社会と情報
数研
視覚障害者支援総合
センター

普1～3
本保2
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

本
科
保
健
理
療
科
３

年

専

攻

科

保

健

理

療

科

3

年

専
攻
科
保
健
理
療
科
1
年

専

攻

科

理

療

科

２

年

専
攻
科
理
療
科
２
年

専攻科理

療科３年

東京
ﾍﾚﾝｹﾗｰ協会

本保3
専保3
専理3

拡大版と点字版がある。医療に関わる語彙や問
答が豊富である。

生活と疾病 臨床医学各論
日本
ライトハウス

専理2,3
拡大版と点字版がある。各疾患を理療科用に詳
しく説明している。

医療英語
鍼・灸・マッサージ師のための医
学英語入門　第四版

拡大版と点字版がある。図が豊富で理解しやす
い。

公民 公共707 高等学校　公共 帝国書院 普1～３
点字版・拡大版の教科書があり、基礎的・基本的な知
識・技能習得のための工夫がなされているため。

生活と疾病 臨床医学総論
東京
点字出版社

専理2
拡大版と点字版がある。診察に関する内容が豊
富で、図もありわかりやすい。

疾病の成り立ちと予防 衛生・公衆衛生学
社会福祉
法人桜雲会

専理2 拡大版と点字版がある。表が豊富で見やすい。

疾病の成り立ちと予防 病理学概論
岡山
ライトハウス

専理2

拡大版と点字版がある。理療科用に東洋医学に
詳しい。

国語
（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ概論)

コミュニケーション概論
岡山
ライトハウス

専理1,2
拡大版であり、基礎的・基本的な知識・技能習
得のための工夫がなされている。

理療基礎実習 理療基礎実習
日本
ライトハウス

専理1～3
拡大版と点字版がある。術式に合わせた図もあ
り理解しやすい。

基礎理療学 経絡経穴概論
医道の日本社
日本ライトハウス

専理1
拡大版と点字版がある。理療科用に経穴に詳し
い。

基礎理療学 東洋医学概論
岡山
ライトハウス

専理1～3

拡大版と点字版がある。各疾患への治療がよく
まとめられている。

医療英語
鍼・灸・マッサージ師のための医
学英語入門　第四版

東京
ﾍﾚﾝｹﾗｰ協会

本保3
専保3
専理3

拡大版と点字版がある。医療に関わる語彙や問
答が豊富である。

拡大版と点字版がある。医療に関わる語彙や問
答が豊富である。

基礎保健理療 保健理療理論
岡山
ライトハウス

本保3
専保3

拡大版と点字版がある。手技に関する内容が豊
富である。

医療英語
鍼・灸・マッサージ師のための医
学英語入門　第四版

東京
ﾍﾚﾝｹﾗｰ協会

本保3
専保3
専理3

臨床保健理療 保健理療臨床論
岡山
ライトハウス

本保3
専保3
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

（注）　１．すべての教科用図書について、２～３行で選定理由を記入する。
　　　　２．用紙の大きさは、Ａ４判とし、その用い方は、左とじ、横長とする。
　　　　３．１年、２年、３年、訪１年、訪２年、訪３年の順に記入する。１学年の各教科を記入した後に次の学年を記入する。
　　　　４．教科名は、教科書目録の順に教科名を記入する。　教科名を記入するのであって種目を記入するのではない。
　　　　　　（例）　「書写」とは記述せず、「国語（書写）」と記述する。
　　　　５．使用範囲は、下記の例にならって記述する。何年間かに渡って使用する場合は、下の学年の方に記入する。
　　　　　　（例）　１年、　２年選択、　１年～３年、　専攻科保健理療科３年、　普通科１年～３年　など

本
科
保
健
理
療
科
1
年

専
攻
科
理

療
科
３
年

点字版・拡大版の教科書があり、基礎的・基本的な知
識・技能習得のための工夫がなされているため。

理科 科人701 科学と人間生活 東京書籍 本保１～3
点字版・拡大版の教科書があり、基礎的・基本的な知
識・技能習得のための工夫がなされているため。

外国語 論Ⅰ717
be Englishu Logic and
Expression Ⅰ　Clear

いいずな書店 本保１～3
点字版・拡大版の教科書があり、基礎的・基本的な知
識・技能習得のための工夫がなされているため。

理科 科基705 高等化学基礎 実教出版 本保１～3
点字版・拡大版の教科書があり、基礎的・基本的な知
識・技能習得のための工夫がなされているため。

理科 物基705 高等学校　物理基礎 啓林館 本保１～3

点字版・拡大版の教科書があり、基礎的・基本的な知
識・技能習得のための工夫がなされているため。

数学 数A714 新編数学A 数研 本保１～3
点字版・拡大版の教科書があり、基礎的・基本的な知
識・技能習得のための工夫がなされているため。

拡大版と点字版がある。鍼灸に関する内容が豊
富である。

臨床理療学 理療臨床論
岡山
ライトハウス

専理3
拡大版と点字版がある。各疾患への治療が詳し
く説明されている。

基礎理療学 理療理論
岡山
ライトハウス

専理3

地理歴史 歴総707 歴史総合　近代から現代へ 山川 本保１～3
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（様式２）

学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

国語 9784053042088
おはなしドリル

ことわざのおはなし（小学1年）
学研 １～３年

ことわざを身近な場面を使て説明しているので文章読
解トレーニングに最適なため。

国語 9784780309140
漢字の基礎を育てる

ワークシート③漢字の読み・意味
かもがわ出版 １～３年

漢字の読みかえとともに、同じ読み方も学習できるな
ど、漢字の基礎が学べるため。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年６月　10日

令和５年度使用教科用図書選定に関する申請書
 

 　下記の通り教科用図書を選定することを申請します。

 選定方針
1　生徒の障がいと発達段階に応じて選定を行う。
2　生徒の興味・関心を高め、学ぶ意欲を引き出しやすい教科書を選定する。

     教育長　　長　　田　　　淳　　宛
 
 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市立友生支援学校長　　楠原　薫

社会生活に必要な知識と教養を実際の場面をもとに解
説されているため。

国語 9784181931179
国語「書く力、伝える力」の実力アッ

プ編
明治図書 １～３年

書くこと・伝えることが身につくワーク集であるた
め。

3　基礎・基本を大切にし、取り組みやすい教科書を選定する。
4　日常生活に即し、自ら学べる内容がある教科書を選定する。
5　個別指導に対応できる、個々に応じた教科書を選定する。
知的障害部門

国語 9784491033600 くらしに役立つ国語 東洋館出版 １～３年

問われていることを意識しながら読むことができるた
め。

国語 9784091053411 徹底反復文章読解プリント宮沢賢治編 小学館 １～３年
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国語 520
読み書きが苦手な子供への＜漢字＞支

援ワーク１～３年編
明治図書 １～３年 障害の特性を踏まえた漢字学習に適しているため

国語 526 反対ことばカード くもん出版 １～３年 生徒の実態に合っており、学習に適しているため

国語 533 運筆ブックなぞっておえかきでんしゃ 交通新聞 １～３年
文字を書くことができない生徒へ運筆に適した教材で
あるため

磁石あいうえお盤 くもん出版 １～３年 五十音の習得に適しているため

国語 A01 もじのえほん　あいうえお あかね書房 １～３年 五十音の習得に適しているため

9784774330211

国語 9784053044235
都道府県のおはなし低学年(おはなし

ドリル）
学研プラス １～３年

1話が短く都道府県についての内容で、正しく内容を読
み取れるか確認でき、文章読解トレーニングに最適な
ため。

国語 9784053043689
おはなしドリル

せかいのめいさく（小学1年）
学研 １～３年

1話が短く気軽に楽しく読める話ばかりなので、文章読
解トレーニングに最適なため。

国語 9784931336384
ひとりだちするための国語ワーク１読

む・書く編
日本教育研究出版 １～３年

言葉・文章についての学習、日常・仕事場面の読む・
書くが学べる内容であるため。

国語 9784931336254
ひとりだちするための国語ワーク２聞

く・話す編
日本教育研究出版 １～３年

国語 620
発達支援教育教材シリーズカード編じ

ぶんでつくるえとことばのカード
こばと １～３年

発語のない生徒への言葉と絵のマッチング教材として
有効であるため

国語 510
ゆっくりていねいに学びたい子のため

のことばあそび
喜楽研 １～３年 障害の特性を踏まえた言葉の学習に適しているため

国語 509

一字一字書き込むことができ、ひらがなの
習得に適していると思われるため。

発達段階にあっており、ひらがなの習得に役立
つと思われるから。

障害の特性を踏まえた言葉の学習に適しているため

話す・聞くの基本と応用が学べる内容であるため。

国語

なぞらずにうまくなるダジャレ漢字練
習帳小学2年生

実務教育出 １～３年
小学2年生の漢字学習の興味関心を引き出す教材と考え
るため

国語 502
すぐに使える学習シリーズ特別支援の

ためのことばの学習第１集
ジアーズ １～３年

国語 9784053042100
せかいの国のおはなし小学２年(おは

なしドリル）
学研プラス １～３年

1話が短く地図や世界の国に関する内容で、正しく内容
を読み取れるか確認でき、文章読解トレーニングに最
適なため。

国語 9784052044687 ひらがな　学研の幼児ワーク3歳 学研プラス １～３年

国語 9784052044694
ひらがな　学研の幼児ワーク

４歳
学研プラス １～３年
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社会 514
１日10分なるほど国旗のお話絵本ぬりえ

ブック付き
白泉社 １～３年 作業の中で世界の国旗に親しみ触れることができるため

社会 9784774316444 くだものやさいカード２集 KUMON １～３年
身近な野菜の名前を覚えることで生活の幅が広
がると思われるから

社会 589 マグネットパズルにほんちず 金の星社 １～３年
手指の巧緻性を高め、形を意識して日本の地形を学習でき
るため

社会 506 旅に出たくなる地図日本 帝国書院 １～３年
旅に視点を置いて日本の地理学習に関心を向けるのに適
しているため

社会 520
見て、学んで、力がつく！こども日本地図

２０２２年版
永岡書店 １～３年 日本のことを知るのに適しているため

社会 503 でんしゃでまなぶにほんちず 山と渓谷社 １～３年
手指の巧緻性を高め、形を意識して日本の地形を学習でき
るため

社会 519 楽しく学んで力がつく！こども世界地図 永岡書店 １～３年 世界のことを知るのに適しているため

社会 524
めざせ鉄道博士！日本全国鉄道路線地

図新版
永岡書店 １～３年 日本のことを知るのに適しているため

社会 9784533139697
るるぶマンガとクイズで楽しく学ぶ47都道

府県
JTBパブリッシング １～３年 修学旅行の事前学習をするために適しているため

社会 9784533128868 地図でよくわかる都道府県大百科 JTBパブリッシング １～３年 修学旅行の事前学習をするために適しているため

１～３年
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
ため

社会 9784053050977 やさしくまるごと小学社会 学研プラス １～３年
漫画で説明がついていたりして、生徒が楽しく学習できるた
め

社会 9784053052575 やさしくまるごと中学社会　改訂版 学研プラス １～３年
中学3年分の社会の内容がまとめてあり、誌面には楽しい
マンガがついているため

9784052051173
2歳シールであそぼう～たべもの・の

りもの・ひらがな・ちえ～
学研プラス

9784774313047 くだものやさいカード KUMON

国語

国語

１～３年

１～３年

社会 9784931336360 ひとりだちするための社会 日本教育研究出版

生徒の発達段階にあっており、シールを用
いることで、理解が深まるため

カードになっていることで、語彙の習得に
役立つと思われるから。

社会 9784774313085 生活図鑑カードお店カード KUMON １～３年
生徒の発達段階にあっており、興味を持って取
り組めると思われるため
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数学 504
アートセラピーシリーズ100パズルぬ

りえ＆点つなぎ１
グラフィク １～３年

障害の特性に適していて、運筆や図形の学習ができる
ため

数学 9784774318943
いっきに極める算数７　３～６年の文

章題
くもん出版 １～３年

四則計算の応用として、文章問題に取り組むのに適し
ているため

数学 9784774330150
小学１・２・３年生の単位をおさらい

できる本
くもん出版 １～３年

長さ、かさ、時間の基本的な単位について、ポイント
を押さえながら学習することができるため

数学 9784804762807
はしもと式〉小学１～６年の算数がマ
ルゴトわかる問題集　“今”の教科書

のやり方に徹底準拠
大和出版 １～３年

小学校の算数の内容が解説付きで網羅されている上、
「中高生のおさらいにも」と書いてあるため自尊心を
傷つけない。

数学 9784774330204 磁石すうじ盤３０ くもん出版 １～３年 かずの学習に適しているため

数学 9784774330228 磁石すうじ盤１００ くもん出版 １～３年 かずの学習に適しているため

理科 9784299021953
マインクラフトで楽しく学べる！地球

のひみつ大図鑑
宝島社 １～３年

人気ゲーム、マインクラフトのキャラクターが写真と
ともに解説をしてくれ入り込みやすいため。

理科 9784424268017－ 科学のなぜ？新事典 増進堂 １～３年
生徒の身近にある疑問を、科学的見地からわかりやす
く解説しているため。

理科 9784522802311 どうぶつカード 永岡書店 １～３年 本物のイラストで種類も豊富なため

数学 9784052045202
学研の幼児ワーク

３歳　ちえ
学研出版 １～３年

かずの学習、運筆など多岐にわたり学ぶことができる
ため

数学 530
とことんやさしい算数使いかたナビ２

くらしに使おう！時間と単位
さえら １～３年

身近なものについて触れており、わかりや
すいため

数学 9784931336162 ひとりだちするための算数・数学 日本教育研究出版 １～３年
イラストを取り入れたり、興味関心の持てる場面を問
題として設定している。

数学 9784052045219
学研の幼児ワーク

４歳　ちえ
学研出版 １～３年

かずの学習、運筆など多岐にわたり学ぶことができる
ため

数学 9784491033617 くらしに役立つワーク数学 東洋館出版社 １～３年
基礎的な計算力と知識を身につけること、生活に役立
つ数学知識を具体例で学べるから。

数学 9784931336285
ひとりだちするための算数・数学ワー

ク１お金編
日本教育研究出版 １～３年 身近な日常生活を題材にしているため。

数学 9784091053947

全
学
年

新版　計算プリント　小学校１～６年 小学館 １～３年 学年を追って基礎・基本の計算が網羅されている。
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理科 9784052037672
実験おもしろ大百科理科がとくいにな

る！
学研 １～３年

簡単な実験から本格的な実験まで、様々な実験が掲載
されているため。

理科 9784415330877 やさしくわかる小学生の理科図鑑 成美堂出版 １～３年 学習指導要領に即した内容になっている。

美術 9784776209065
自律神経を整える塗り絵
日本の二十四節気をぬる

株式会社アスコム １～３年
二本の四季の美しさを知るとともに、塗ることで自律
神経のバランスが整うから。

音楽 9784401651221 歌コレ2022 シンコーミュージック １～３年
最近のヒット曲に加えて、定番の歌唱曲や各曲のギ
ターダイヤグラムが記載されており、幅広い用途で活
用できるため。

音楽 9784197105496 ヒットソング大全集2022年版 徳間書店 １～３年
最近のヒット曲に加えて、季節ごとの歌唱曲が記載さ
れており、行事等の幅広い用途で活用できるため。

音楽 9784903934228 手話でうたうこどものうたベスト 音楽センタ １～３年
手話の詳細な説明DVDと楽曲のCD、伴奏譜付きの楽譜、
手話イラストが一体となっているため。

音楽 9784058114247
音楽をもっと好きになる本１歌や演奏

を楽しむ
学研 １～３年

誌面のQRコードから音や曲が聴け、イラストで楽しく
図解されているため。

音楽 9784877887988 MYSONG　クラス合唱用７訂版 教育芸術社 １～３年 行事で歌える合唱曲集を購入したい。

音楽
和太鼓教本～素晴らしき和太鼓の世界

～
日本太鼓協会 １～３年

文化祭で和太鼓を演奏するので、基礎練習に使える和
太鼓の教則本を購入したい。

植物の名前を、絵本を読みながら覚えることができ、
図鑑のように活用することもできるため。

理科 9784092272514
そっくりなのにぜんぜんちがう
世界一まぎらわしい動物図鑑

小学館 １～３年
タヌキとアライグマなど「まぎらわしい動物」を比較
しながら楽しんで理解を深めることができるため。

音楽 9784877888305 キミウタ 教育芸術社 １～３年 行事で歌える合唱曲集を購入したい。

理科 524
でんじろう先生の学校の理科がぐんぐ

んわかるおもしろ実験
主婦と生活 １～３年

理科 9784092536067
そらまめくんの知育ドリル　そらまめくん

の　ぼくのいちにち　おはなしドリル
小学館 １～３年

生徒の身近にある疑問を、科学的見地からわかりやす
く解説しているため。

理科 536
小学総合的研究わかる理科実験・観察

新装版
旺文社 １～３年

簡単な実験から本格的な実験まで、様々な実験が掲載
されているため。

理科 9784424265016 自由自在Visualなるほど！理科図録 受験研究社 １～３年
学習指導要領に即した内容をはじめ、幅広い内容が含
まれている。

理科 680 やさしくまるごと小学理科改訂版 学研 １～３年 生徒の実態に合った内容になっているため

全
学
年
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職業
9784863715172

知的障害・発達障害の人たちのための
新・見てわかるビジネスマナー集

ジアース １～３年 職業の学習に使いやすく、取り組みやすいため。

保健体育 9784491029504 くらしの役立つ保健体育 東洋館出版社 １～３年 イラストもあり、わかりやすい

保健体育 978486314564
ワークシートから始める特別支援教育

のための性教育
ジアース教育新社 １～３年 イラストや各項目の指導具体例がある

保健体育 9784074356669 体が硬い人のヨガ入門 主婦の友社 １～３年 DVDつきで初心者でも取り組みやすい内容であるため

保健体育 9784334979720 宇宙一ゆる～いヨガ 光文社 １～３年
かわいらしいイラストで入り込みやすく、内容も簡単であるた
め

美術 9784798620848 塗り絵で学ぶ配色のきほん ホビージャパン １～３年
楽しみながら塗ることができ、自然に色彩センスが
アップするから。

美術 9784776208907 自律神経を整える塗り絵 株式会社アスコム １～３年
自然と心が落ち着き、自律神経のバランスが整うか
ら。

9784874356173 懐かしくて新しい神戸の給食レシピ
神戸市教育委員会×京阪

神エルマガジン

１～３年
衣食住を網羅している内容かつ卒業後の生活にいかせ
そうな内容が多いため

家庭科 9784491029498 くらにし役立つ家庭 東洋館出版 １～３年
衣食住を網羅している内容かつ卒業後の生活にいかせ
そうな内容が多いため

１～３年

9784304042133
職業・家庭たのしい家庭科　わたしの

くらしに生かす
開隆堂出版 １～３年 くらしに直結した家庭科の知識を学べるため

家庭科 9784491029498 くらしに役立つ家庭

食べ親しんだ神戸の給食を卒業後に家でも作れるよう
にするため。

東洋館出版 １～３年

家庭科 9784304042126
職業・家庭たのしい家庭科
わたしのくらしに生かす

開隆堂出版

家庭科

家庭科 510
げんきをつくる食育えほん２じょうぶ

なからだをつくるたべもの
金の星社 １～３年

体と栄養のつながりに気付き、食育を考える契機にす
るため

職業 9784863712058
知的障害・発達障害の人たちのための

見てわかる社会生活ガイド集
ジアース １～３年 職業の学習に使いやすく、取り組みやすいため。

ワークシート形式でくらしに必要な知識が学べるため

家庭科 9784905073192 一日がしあわせになる朝ごはん 文響社 １～３年 朝ごはんを食べてこない生徒に意識してもらうため

家庭科 508
NHK・ひとりでできるもん！リサイク

ルでつくっちゃおう
金の星社 １～３年

家庭科の「衣食住」住の視点でリサイクルに触れる機
会が作れるため

家庭科
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中央法規出版株式会社 １～３年
実際の職場の写真が多く仕事の内容や職場の雰囲気な
どが分かりやすい。

職業 9784931336254
ひとりだちするためのライフキャリア

教育
日本教育研究出版 １～３年

暮らす時間や楽しむ時間を充実させることで、より良
い自立生活を送れるようなことを学べる内容であるた
め。

職業 9784805837894 「働く」の教科書

実際の職場の写真が多く仕事の内容や職場の雰囲気な
どが分かりやすい。

職業 9784931336186
ひとりだちするためのビジネスマナー

＆コミュニケーション
日本教育研究出版 １～３年

子どもたちが学校を卒業した後、生活していくうえで
必要なビジネスマナーとコミュニケーションを学べる
書き込み式のテキストだから。

職業 9784931336254
ひとりだちするためのライフキャリア

教育
日本教育研究出版 １～３年

暮らす時間や楽しむ時間を充実させることで、より良
い自立生活を送れるようなことを学べる内容であるた
め。

職業 9784931336261 ひとりだちするための進路学習 日本教育研究出版 １～３年
イラストが多くてわかりやすい。身近な内容で親しみ
やすい。

職業 9784805837894 「働く」の教科書 中央法規出版株式会社 １～３年

職業生活に必要なソーシャルスキルが分かりやすく学
べるため

職業 501
10歳までに身につけたいー一生困らな

い子どものマナーー
青春出版 １～３年

職業生活に必要なソーシャルスキルが分かりやすく学
べるため

イラストが多くてわかりやすく、身近な内容で親しみ
やすいため

職業 9784805837894 「働く」の教科書 中央法規出版株式会社 １～３年
実際の職場の写真が多く仕事の内容や職場の雰囲気な
どが分かりやすい。

職業 9784895906845 社会面のコグトレ 三輪書店 １～３年
働き出してからも必要な様々なシチュエーションでの
望ましいコミュニケーションについて学べるため

職業 B06
学校では教えてくれない大切なこと６

友だち　気持ちの伝え方
旺文社 １～３年

職業 560
発達協会式ソーシャルスキルがたのし
く身につくカードどっちがカッコイ

イ？
合同出版 １～３年

職業 9784895886376
ポカポカフレンズのしかけと音のえほ

ん　なにしてるの？せいかつ
三起商行 １～３年 生活について楽しく学べるため

職業 B16
たのしい図画工作１６　ちぎり紙・き

り絵・はり絵
国土社 １～３年 手先の使い方を学べるようになっているため
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（注）　１．すべての教科用図書について、２～３行で選定理由を記入する。
　　　　２．用紙の大きさは、Ａ４判とし、その用い方は、左とじ、横長とする。
　　　　３．１年、２年、３年、訪１年、訪２年、訪３年の順に記入する。１学年の各教科を記入した後に次の学年を記入する。
　　　　４．教科名は、教科書目録の順に教科名を記入する。　教科名を記入するのであって種目を記入するのではない。
　　　　　　（例）　「書写」とは記述せず、「国語（書写）」と記述する。
　　　　５．使用範囲は、下記の例にならって記述する。何年間かに渡って使用する場合は、下の学年の方に記入する。
　　　　　　（例）　１年、　２年選択、　１年～３年、　専攻科保健理療科３年、　普通科１年～３年　など
　　　　

情報 9784886476319
今日からはじめるやさしいワードとエ

クセル２０１６
株式会社SCC １～３年

写真付きで手順を追って書いてあるので自分で読み進
めやすいため

情報 １～３年9784297126056
今すぐ使えるかんたん

PowerPoint 2021
技術評論社

かんたんぜったいデキます！
ワード＆エクセル超入門　2019対応版

技術評論社 １～３年

情報

情報 9784297114824

ワード、エクセルなどの基本的なソフトの使い方がわ
かりやすく記載されているから。

図や練習問題があり練習しやすいため

iPadの基本的な使い方がわかりやすく記載されている
ため。

技術評論社 １～３年
Wordの基本的な使い方がわかりやすく記載されている
ため。

情報 9784297124960
今すぐ使えるかんたん

Excel 2021
技術評論社 １～３年

Excelの基本的な使い方がわかりやすく記載されている
ため。

9784297125516
今すぐ使えるかんたん ぜったいデキ

ます! iPad超入門 [改訂4版]
技術評論社 １～３年

情報
9784297125127 今すぐ使えるかんたん

Word 2021

情報 9784297114749 今すぐ使えるかんたん Microsoft 365 技術評論社 １～３年

PowerPointの基本的な使い方がわかりやすく記載され
ているため。
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（様式２）

学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和4年 ６月 １０日

 

                      令和5年度使用教科用図書選定に関する報告書

4　日常生活に即し、自ら学べる内容がある教科書を選定する。
5　個別指導に対応できる、個々に応じた教科書を選定する。

国語（現代の国語） 707 新編現代の国語 大修館 1年
話す・聞く・書く・読む力をバランスよく配置されている。基本的な
内容で学習段階に合わせて進めることができる。大判でレイアウトも
見やすい。

 選定方針
1　生徒の障がいと発達段階に応じて選定を行う。
2　生徒の興味・関心を高め、学ぶ意欲を引き出しやすい教科書を選定する。
3　基礎・基本を大切にし、取り組みやすい教科書を選定する。

　
　兵庫県教育委員会事務局

 特別支援教育課長　様

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市立友生支援学校長 　　　 　　楠原　薫

 　下記の通り教科用図書を選定することを報告します。

国語（国語表現） 307 国語表現改訂版 大修館 3年
小論文やレポートの書き方がわかりやすく解説してある。メディアに
関する記述もあるので生徒の興味を引きやすいと思われる。また将来
に向けて面接なども大きく扱われており役立つと思われる。

国語（国語表現） 701 国語表現 大修館 2年
国語力の基本を身に付けるための問題が豊富である。議論やプレゼン
テーションの方法を学ぶことができ、アクティブラーニングにつなが
る。よく知られている人が執筆した読み物も豊富である。

国語（言語文化） 711 精選言語文化 明治書院 1年
古典にまつわるトピックを絵やエッセイで伝えておりわかりやすい。
解説が詳しく理解を深めることができる。基本的な事柄を学ぶことが
できる。
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学年

ページがすっきりしていて見やすい。コラムでは、作品の
背景を深く知ることができる。クイズ形式の簡単な問題や
資料も豊富である。

地理歴史（地理総合） 705
わたしたちの地理総合　世界から日

本へ
二宮 1年

文章が読みやすい。防災学習では、様々な自然災害が記載されており、統計情報
もある。災害時どのように行動すべきか具体的に記載されている。話題のSDGSも

記載されている。

国語（古典探究） 701 新編古典探究 東書 2年

地理歴史（歴史総合） 712 わたしたちの歴史総合 明成社

公民（現在の社会） 322 改訂版新現代社会 第一 3年
要点が簡潔にまとめられており、イラストを交えた説
明が非常に分かりやすい。またグラフも多く使われて
おり、量的関係もつかみやすい。

公民（公共） 706 私たちの公共 清水 1年
内容が分かりやすく、興味関心が湧きやすい。基本的なルールを遵守し、役割や

責任をもってより良い社会づくりに向けて主体的に行動できる力をはぐくむ内容
となっている。

2年
文章が簡潔で読みやすい。人名が青字で記載されているので、意識して読もうと
する。写真が大きかったり、比較しやすくなっている。生徒が注目しやすくな
り、文章よりも写真から発見や疑問が生まれ、対話のきっかけになる。

地理歴史（日本史Ａ） 308 日本史Ａ　現代からの歴史 東書 3年
基礎的な歴史事象が取り上げられ，簡明な記述で示さ
れており，基本的な事項を習得しやすいように配慮さ
れている。

数学（数学活用） 301 数学活用１ 啓林館 3年
基礎基本の問題が充実しており、数学的な思考力や表
現力を養うことができる。また、視覚的に取り組みや
すそうな教科書を選んだ。

数学（数学Ａ） 715 新　高校の数学Ａ 数研 2年

本文の内容や、注釈文、図版、色など、数学に苦手意
識を持つ生徒にも理解しやすいように工夫がなされて
いる。

数学（数学Ⅰ） 716 新　高校の数学Ⅰ 数研 1年
各章の最初に、その章で解決できる大きな問題提起が
なされている。例題、練習とスムーズな展開がなされ
ていて、基本事項の定着が期待できる。

理科（化学基礎） 307 新編化学基礎 啓林館 3年
基本を重視した内容であり、図版が鮮明で見やすく、
興味を引くものが多い。章の最後にあるまとめも簡略
にまとめてあり授業で使える内容である。

理科（生物基礎） 702 新編生物基礎 東書 2年
写真や図が豊富に使われ興味を引く内容がわかりやす
く掲載されており、基礎・基本の内容が充実してい
る。生命現象のテーマがバランスよく取り上げられて

理科（科学と人間生活） 705 高等学校　科学と人間生活 第一 1年
写真や図などの資料が豊富に組み込まれており、興
味・関心を喚起される。身近な内容が多く科学に親し
みが持てる構成。

芸術（音楽Ⅲ） 304 音楽Ⅲ改訂版 教育出版 3年
多様な教材が取り上げられており、表現と鑑賞の能力
を伸ばすのにふさわしい教材や写真・図版が精選され
ている。

芸術（音楽Ⅰ） 703 ＭＯＵＳＡ１ 教芸 1年
図解や写真等を多く用いて視覚化し、基礎的な学習内
容がわかりやすく伝えられている。多様なジャンルに
ついてジャンルごとに分けて丁寧に説明されている。

保健体育（保健） 701 現代高等保健体育 大修館 2年
生徒の心身の健康や幅広い知識や教養を身に着けるた
め、また、人権にも配慮されるなど、道徳心、公共の
精神や人権尊重にも配慮されているところがいい。

21
(23)



学年

外国語（英コミⅠ） 701 All Abroad! 東書 1年
基本的な内容で、中学校からの復習もあり順序立てて
学ぶことができる。全編通して本文量が均等であるこ
とと単元ごとに文法問題がありわかりやすい。

絵画・彫刻、デザイン、映像メディア表現と分野が簡
潔にまとめてあり、わかりやすい。鑑賞のページがた
くさんあり、肢体部門の生徒に適している。

芸術（美術Ⅱ） 302 高校美術２ 日文 3年
鑑賞のページが多く、肢体部門の生徒に適している。生活と美術を関連させた内
容と美術史を簡単に切り取ったページもあり、将来の社会生活で美術に触れる
きっかけとなる。

芸術（美術Ⅰ） 703 高校の美術 日文 2年

外国語（コミ英語Ⅱ） 326 All Abroad! 東京書籍 3年
英文がシンプルで理解しやすい。実践的なコミュニ
ケーションを学習できる場面設定がある。Ⅰで同じ教
科書を使用しているため、つながりを重視した。

外国語（論理・表現Ⅰ） 704 CROWN 三省堂 2年
スモールステップでスピーチやプレゼンテーション・
ディスカッションなど話す活動やライティングの書く
活動を系統的に学ぶことができる。

外国語（英コミⅡ） 701 All Abroad! 東書 2年
トピックの内容が豊富である。写真やイラストが多く
使用されており、わかりやすい。Ⅰと学習を系統だて
ることができる。内容理解に関する問いもシンプルで

家庭（家庭総合） 702 未来へつなぐ家庭総合３６５ 教育図書 2年

情報（情報Ⅰ） 705 図説　情報Ⅰ 実教

家庭（家庭基礎） 702 未来へつなぐ家庭基礎　３６５ 教育図書 1年
ＳＤＧｓの実現のために必要な知識が盛り込まれてい
る。読みやすさ、学習しやすい紙面構成になってい
る。課題発見から解決までの系統的な学習がサポート

外国語（英語会話） 302 SELECT 三省堂 3年
全体的にシンプルでわかりやすい。英語会話に苦手意
識のある生徒でも実際に話してみようと思う身近なト
ピックや題材が多い。

情報（情報の科学） 310 新・情報の科学 日本文教出版 3年
他の教科書と比べて最新情報が掲載され、見やすさや
読みやすさ、わかりやすさが配慮されていたため。
ネットワークに関することが分かりやすい。

1年
生徒にとって身近なテーマで理解しやすい内容であ
る。また、例題や練習問題が充実しており、理解を深
めるのに適している。

情報（情報Ⅱ） 702 情報Ⅱ 実教 2年
生徒にとって身近なテーマで理解しやすい内容であ
る。また、例題や練習問題が充実しており、理解を深
めるのに適している。

図やイラストを用いたページが多く、生徒の興味を引
く内容となっている。わかりやすい。基礎をしっかり
と学べる内容になっており、情報量も本校生徒に適切

家庭（家庭総合） 307 家庭総合自立・共生・創造 東書 3年
基礎をしっかりと学べる内容。図やイラストもカラフ
ルで見やすく、生徒の興味を引く内容である。情報量
も本校生徒に適切である。
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国語 890 賢くなる　クロスワード　ことば力 増進堂　受験研究社 １～３年
基本的な漢字の読み、ことわざ、類義語、対義語など
を正しく覚え、クロスワードを楽しみながら語い力を
伸ばすことができるから。

国語 007 よみかた絵本 戸田デザイン研究室 １～３年
知っているようで知らない漢字の成り立ちや歴史がわ
かりやすく図解されており、生徒にとって興味を引く
ものだから。

国語 のせてのせて100かいだてのバス ポプラ社 １～３年
鮮やかな色彩のイラストが目を引く。どんどんとお客
を乗せて進んでいくのが面白く、夢のある物語だか
ら。

国語 むにゃむにゃ　きゃっきゃっ こぐま社 １～３年
「ぷくぷく」「がしゃーん」などいろいろな音がシン
プルな絵とともに紹介されており、読み聞かせながら
楽しむことができるから。

国語 O05
五味太郎・言葉図鑑（５）

つなぎのことば
偕成社 １～３年

そして、だから、しかしなどの接続詞をユニークなイ
ラストで学習できるので文章をつないで長くして楽し
ませたいから

国語 ゆっくりおでかけ 童心社 １～３年
おでかけをするときに日常起こりうることをユーモラ
スに描いており、共感できる内容だから

国語 あな 福音館書店 １～３年
とても一生懸命に自分だけのあなを掘っていく様子に
ユーモアがあり、そのあなを宝物のように守る姿に共
感できるから。

長年愛されてきている本であり、くらしにまつわる言
葉をたくさん学ぶことができるから。

国語 しかけのないしかけ絵本 幻冬舎 １～３年
読み聞かせながらしかけ遊びでコミュニケーションを
とることができるから

国語 O06
五味太郎・言葉図鑑（６）

くらしのことば
偕成社 １～３年

国語 げんきなマドレーヌ 福音館書店

国語 てん あすなろ書房 １～３年
絵の苦手な男の子が描いたひとつの絵を周りから認め
てもらうことによって成長する姿に共感してほしいか
ら。

国語 あみだだだ 福音館書店 １～３年
あみだくじを楽しみながら、谷川俊太郎のリズミカル
な言葉選びの面白さを体感できるから。

１～３年
マドレーヌとお友達のいきいきとした生活がテンポよ
く書かれており、挿絵にもパリの有名な建物や場所が
描かれているから。

国語 そしたら　そしたら 福音館書店 １～３年
挿絵が力強く興味を引くもので、言葉遊びが面白く、
声に出して楽しんで読みたいから。

国語 A02
ゆっくり学ぶ子のためのこくご２

改訂版（かたかな・かん字の読み書
き）

同成社 １～３年
こくごの基礎的な内容、必要な知識が載っている。絵
が豊富に掲載されており楽しく学べることができるか
ら。

国語 A01
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）

同成社 １～３年
こくごの基礎的な内容、必要な知識が載っている。絵
が豊富に掲載されており楽しく学べることができるか
ら。

国語 697 はじめてのオーケストラ 小学館 １～３年
有名な指揮者佐渡裕が手がけており、やさしい絵で心
が躍るようなオーケストラについて書かれているか
ら。

国語 B01
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」

入門編１（改訂版）
同成社 １～３年

こくごの基礎的な内容、必要な知識が載っている。絵
が豊富に掲載されており楽しく学べることができるか
ら。
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国語 A01 ひとりだちするための国語 日本教育社 １～３年
卒業後の生活を考えるにあたって、実生活において必
要な項目に絞って学べるテキストであるため。

国語 B02
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」

入門編２（改訂版）
同成社 １～３年

こくごの基礎的な内容、必要な知識が載っている。絵
が豊富に掲載されており楽しく学べることができるか
ら。

国語 AO2
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

太郎次郎社エディタス １～３年
漢字の体系にのっとって簡単な文字からその組み合わ
せでできるあわせ漢字へ段階的に学べる学習システム
である。

国語 D01 ひらがなカード くもん出版 １～３年
カードでひとつひとつひらがなの基本を学ぶことがで
きたり、組み合わせてことばを作ることもできたり、
学習者にとって用途の幅が広く使いやすいから。

国語 Ｊ02
世界傑作絵本シリーズ

ブレーメンのおんがくたい
福音館書店 １～３年

愉快なグリムの昔話絵本で、優れたデザイン性のある
美しい絵が豊富に描かれている本であるため。

国語 １年生の漢字えほん あかね書房 １～３年
楽しく遊びながら漢字を覚えられるもので、読みや成
り立ち、使い方が分かりやすく解説されている本であ
る。

国語
ポカポカフレンズのおしゃべり

もしもしでんわ
三起商行 １～３年

生活の身近な電話を再現しており電話をかけること、
かかってくることの両方を体験することができる。

国語 653
ＣＤつきおもしろ落語絵本
えほん寄席愉快痛快の巻

小学館 １～３年
落語独特の豊かな言葉のやりとりで言葉への興味関心
をより高めることができる。本物の話芸を楽しむこと
ができ言葉の世界の幌がりを感じることができる。

国語 B09 やさいのおなか 福音館書店 １～３年

国語 いろいろ　にほんのきせつ マイアップ

国語 くろねこかあさん 福音館書店 １～３年
白と黒の色の対比を生かした切り絵の手法で展開され
ている。リズミカルな言葉が出てくる面白い本であ
る。

国語 501 ぼくのくれよん 講談社 １～３年
カラフルな色使いで、さまざまな動物が登場し数の概
念が学習できる本である。

国語 おはなしドリル伝記　低学年 学研出版 １～３年
生徒が興味のあるさまざまな伝記を通して文章読解が
身に付く本である。

１～３年
日本ならではの春夏秋冬がテーマの布絵本で、手で
触って、色や形などが楽しめる本である。

国語 からだのみなさん 福音館書店 １～３年
体の仕組みを面白い絵で学べる、体の部位がさまざま
なことを考えているという発想が生まれる本である。

野菜の断面が影絵のように描かれており、美しい絵で
登場する楽しい本である。

国語 あかまるどれかな ポプラ社 １～３年
さまざまな形の絵を探して答えを出す、読み手と楽し
みながらやり取りができる本である。

国語
子ども版　声に出して読みたい日本

語４
朝焼小焼　だゆあーんゆあーん

草思社 １～３年
生徒が興味関心を持ちやすい内容で、絵も親しみやす
く何度も繰り返し読みながら内容を考えさせるのに適
した教材である。

国語 629 なぞなぞのみせ 偕成社 １～３年
生徒たちの好きななぞなぞを、商店街のイラストの中
から答えを探し出せる、興味を引き出せるような本で
ある。
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国語
漢字練習ノート

新版下村式となえて書く漢字ドリル
偕成社 １～３年

イラストが生徒の興味を引きやすく、ドリルが大きく
てみやすい本である。

国語 552 おはなしドリル都道府県のおはなし 学研 １～３年
都道府県について興味を持ちながら文章を読む学習が
できるため。

国語
ことばをおぼえる本　かず・かた

ち・いろ　あいうえお
偕成社 １～３年

卒業後、必要になるであろう知識が掲載されており覚
えやすく、生徒の課題に適している。

国語 もじえほん　あいうえお あかね書房 １～３年
簡単で解りやすい内容であり、生徒個別の課題にあっ
ている本である。

国語
ドラえもんはじめての漢字ドリル１

年生
小学館 １～３年

生徒の好きなキャラクターが登場し、興味を持って漢
字学習に取り組むことができる。

国語
コミニュケーションできる音のでる

絵本
さわっておしゃべりアンパンマン

フレーベル社 １～３年
文字が理解できなくても、音声のみで言葉の面白さを
覚えることができる本である。

国語
せかいの国のおはなし（おはなしド

リル）小２年
学研プラス １～３年

内容が面白く生徒の興味を引きやすい。読み取り教材
として適している。

国語 どんなかんじかなあ 自由国民社 １～３年
色々な人の立場を想像をめぐらせて経験していく内容
で、自分の感覚や世界が広がっていく本である。

国語 547
てんじつき　さわるえほん

しろくまちゃんのほっとけーき
こぐま社 １～３年

絵の下に点字の文章がついており、ほっとけーきが焼
けていく過程を触ってわかる本である。

国語
ことばのふしぎ　なぜ？どうして？

１．２年生
高橋書店 １～３年

ことばの名前、漢字のふしぎなど　５５のなぜ？が集
合しており、ことばのおもしろさを学べる。

国語
漢検４級　実物大問過去問　本番

チャレンジ！改訂版
日本漢字能力検定協会 １～３年

実際の過去問に触れることで、本番の４級漢字検定を
意識した学習ができる。Ｂ４サイズで見やすい。

国語
漢検3級　実物大問過去問　本番チャ

レンジ！改訂版
日本漢字能力検定協会 １～３年

実際の過去問に触れることで、本番の3級漢字検定を
意識した学習ができる。Ｂ４サイズで見やすい。

国語 あなあき　しかけえほん 大日本絵画 １～３年
穴に指を差し込んだり、てんとうむしをさわったりし
て楽しめ、数の学習にもなる。

社会 桃太郎電鉄で学ぶ４７都道府県 学研 １～３年
地図と写真がすべてカラーで見やすい。漫画やクイズ
もあり、楽しみながら学ぶことができる。

社会 ふるさと兵庫魅力発見！ 兵庫県教育委員会 １～３年
兵庫県の名所やなじみのある場所など写真で紹介され
ており興味を持って学ぶことができる。

国語
漢検５級　実物大問過去問　本番

チャレンジ！改訂版
日本漢字能力検定協会 １～３年

実際の過去問に触れることで、本番の５級漢字検定を
意識した学習ができる。Ｂ４サイズで見やすい。

社会 桃太郎電鉄でわかる都道府県大図鑑 宝島社 １～３年
解説や写真の情報が豊富で、興味・関心の幅を広げて
いくことができる。
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社会 A07 きせつのぎょうじ絵じてん 三省堂 １～３年
年中行事、記念日、祝日を月ごとに解説されている。
行事の由来や歴史を絵とやさしい文章ですべてひらが
なを使用されている。

社会 にほんのでんとう絵じてん 三省堂 １～３年
日本の伝統文化がわかる。伝統的な暮らしや行事等わ
かりやすく掲載されている。

社会
世界：美しい聖地とパワースポット

をめぐる旅
パイインターナショナル １～３年

美しい写真にから世界に興味を持つことができる。そ
の地の歴史、伝説や秘話を紐解くことができる。

社会 693 みんなの防災えほん PHP研究所 １～３年
災害がおこったとき、安全な場所へ逃げられるように
具体例を交えながら学ぶことができる。

社会 559 ぼうさい・あんぜん絵じてん 三省堂 １～３年
防災、安全に関することばと知識を学びながら、自分
で考え自分の身を守る力をつけることができる。

理科・社会
いちばん美しい季節に行きたい日本

の絶景３６５日
パイインターナショナル １～３年

日本の四季折々の自然と行事を美しい写真で紹介され
ている。日本の絶景に興味を抱き学びにつなげること
ができる。

理科・社会
いちばん美しい季節に行きたい世界

の絶景３６５日
パイインターナショナル １～３年

その場所のベストシーズンにあわせて世界の絶景が紹
介されている。見ているだけで楽しくなり、探求心が
芽生える。

社会 KOBE浪漫 東方出版 １～３年
美しい神戸の街の写真が詰まっている。神戸のよさを
改めて実感し学びにつなげることができる。

社会・理科
理科と社会がすきになるエコのとび

ら
SAPIX環境教育センター １～３年

地球にいる人や生き物、自然のことを考えて行動する
ことの大切さをマンガで学ぶことができる。塗り絵も
掲載されている。

社会・理科
理科と社会がもっとすきになるエコ

のとびら２
SAPIX環境教育センター １～３年

厳選された理科や社会にも役立つ１２本のエピソード
を掲載。身近な環境問題について漫画で楽しく学ぶこ
とができる。

社会・理科
理科と社会がぐっとすきになるエコ

のとびら３
SAPIX環境教育センター １～３年

身近な環境問題を漫画で学べる。生き物のつながりを
学べるカードゲームの付録付きで、楽しく学ぶことが
できる。

社会 ちびまる子ちゃんのマナーとルール 小学館 １～３年
マナーやルールなど卒業後に必要な事柄について馴染
み深いキャラクターを通して学ぶことができる

社会
ドラえもんの生活はじめて挑戦

おぼえておこうせいかつのマナー
小学館 １～３年

ルールやマナー、ひとづきあいなどについて、なじみ
深いドラえもんのキャラクターの絵で描かれている
為。

社会 都道府県学習かるた 帝国書院 １～３年
都道府県の形や特徴などが詳しく書かれており、かる
た形式で楽しく学習ができる。

社会 003
マナーやルールがどんどんわかる！

みぢかなマーク新装改訂版
ひかりのくに １～３年

身近に目にするマークにどんな意味やルールがあるの
かを考えることができ日常生活に生かすことができる
から。

社会
大人になってこまらない

マンガで身につくマナーと礼儀
金の星社 １～３年

マナーやルールなど卒業後に必要な事柄について学ぶ
ことができる。
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社会 せかいをひとつにするケーキ リーブル出版 １～３年
色々な国の名前が出てきて、それぞれの文化や考え方
があることを教えてくれるから。

社会 C01 ドラえもんずかん１　にっぽんちず 小学館 １～３年
郷土料理、鉄道、動物、四季の様子などのページもあ
り、楽しみながら日本がわかるから。

社会 516 はじめてのせかいちずえほん パイインターナショナル １～３年
地図だけでなく、その国の文化について多く掲載され
ており見やすく理解しやすいから。

社会 553 せかいのこっき ひかりのくに １～３年
色々な国の国旗とそれにまつわる話がわかりやすく簡
潔に書かれているから。

社会 Ｚ０１
子どものマナー図鑑（１）

ふだんの生活マナー
偕成社 １～３年

普段の生活に関するマナーが分かりやすく掲載されて
おり、学校生活で必要なマナーが学べる。

社会 001 くらしに役立つ社会 東洋館 １～３年
身近な題材をもとに社会のきまりやしくみについて関
心や理解を深められる内容で社会生活に役に立つか
ら。

社会 C02 ドラえもんずかん２　せかいちず 小学館 １～３年
世界の料理、祭り、国旗などのページもあり、世界の
文化を学ぶことができ、世界が身近に感じられるか
ら。

社会
ちずでぐるり！世界いっしゅうえほ

ん
パイインターナショナル １～３年

世界各国の文化や特色が学べ生徒の興味を引きやす
い。分かりやすい地理説明や情報が満載であるため。

社会
はじめての日本地図絵本

歌って覚える４７都道府県
ロックンロール県庁所在地 CD付

世界文化社 １～３年
分かりやすいイラストで、曲を聴きながら日本につい
ての基本的な知識が身に付く本である。

社会
都道府県名物ぬりえ　楽しくぬって

日本地図まるわかり！
ブティック社 １～３年

都道府県を塗り絵しながら学ぶことができ、地図の学
習が難しくても興味をもって取り組むことができる。

社会 503
るるぶ　地図でよく分かる

世界の国大百科
JTB　パブリッシング １～３年

イラストが多彩で国ごとの特徴などをつかみやすく、
食べ物など興味を引く内容も多い為

社会
おこりたくなったら　やってみて！
（ガストンのきぶんをととのえるえ

ほん）
主婦の友社 １～３年

いろいろな感情を自分自身でコントロールする方法を
教えてくれる本である。

社会 こども六法 弘文堂 １～３年
今話題の本であり、身近なことを取り上げて分かりや
すく説明しているから。

数学
しかけえほんONE TO TEN びっくりか

ずあそび
LittleSimon １～３年

１～１０までの数字をめくるとカラフルな動物が飛び
出す。めくるたびにわくわくする。

数学 ドミノカードゲーム 学研 １～３年
同じ絵をどんどんつなげていくゲーム。表と裏で２種
類の絵柄でステップアップすることができ、数に親し
むことができる。

数学
おやこであそぼうあかまるどれか

な？
ポプラ社 １～３年 見て、聞いて、触って学習を深めることができる。

数学 はい　どうぞ！ 学研プラス １～３年
食べ物ピースをとって、お皿に型はめすることができ
る。
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数学 みんなで遊ぼう！算数ゲームブック 学研 １～３年
足し算、引き算、かけ算、わり算を使って相手と対戦
するゲームを楽しみながら、計算や数の概念を身に付
けることができる。

数学 算数アクティビティ２００ フォーラムA企画 １～３年
学んだことを、体を使ったり声に出したりすることで
頭と体の両方から定着ができるよう、あそぶように学
ぶことができる。

数学
算数「操作して，解く力」基礎力

アップ編
明治図書出版 １～３年

算数の基礎学習をワークシート形式で何度も練習でき
るため。

数学 こども右脳ドリル SBクリエイティブ １～３年
イラストが多くクイズのような問題を解いていく。問
題は難易度別に分けられているため、着実にステップ
アップしていける。

数学
さんすうだいすき第１～10巻
えあわせでんこうニュース

日本図書センター １～３年
絵や図を楽しみながら、自然に算数の基礎を理解する
ことができる。

数学
5分でつかむ！10分で深める！

算数ゲーム＆クイズ
明治図書出版 １～３年

短時間の課題を複数用意することができる。またクイ
ズ形式で楽しみながら算数を解くことができる

数学
「あそび＋学び」で、楽しく深く学

べる
算数アクティビティ２００

フォーラムA企画 １～３年
遊びやレクリエーションを通してより深く算数の知識
や基礎計算の能力を付けることができるため

数学
算数「生活に役立つ力」実力アップ

編
明治図書出版 １～３年

生活に密着した計算や算数的知識をワーク形式で何度
も練習できるため

数学
小学総合的研究

わかる算数
旺文社 １～３年

小学校の算数課題をおおよそもうrしているため、個
人に合わせた課題を選んで取り組める

数学 528 九九カード くもん出版 １～３年
九九カードを見ながら掛け算の課題をこなすた
め

数学
新装版　めっちゃ楽しく学べる算数

のネタ７３
黎明書房 １～３年

算数の知識を使うクイズやゲームが多くあるため、楽
しみながら算数を解くことができる

数学 543 はこのなかにはなんびきいるの 大日本絵画 １～３年
ページをめくるたびに色や形のちがった箱がありそれ
をめくりながら数を数える楽しみがあるから。

数学 A02 ひとりだちするための算数・数学 日本教育研究出版 １～３年
実生活に役立つ問題をたくさん学習して将来の自立に
つなげてほしいから。

数学 799
いっきに極める算数

小学３～６年の文章題
くもん出版 １～３年

小学校3年生から6年生までの文章問題を多く集めた問
題集なので個人の課題やレベルに合わせて問題を選べ
る

数学 D03 かずカード くもん出版 １～３年
数とその数のドットが掲載されており、簡潔なものに
なっている。対応させながら目で確認し、数を学ぶこ
とができる。

数学 D02 とけいカード くもん出版 １～３年
ちょうどの時刻や15分、30分、５分きざみと順番に覚
えることができるから。

数学 たのしい　たす・ひくの　えほん 大日本絵画 １～３年
しかけを使って楽しく数の学習ができる。絵がカラフ
ルで親しみやすく、簡単な数字で足し算引き算の学習
ができるから。
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数学 ちいさいおおきい ポプラ社 １～３年
おなじみの小さいねずみくんの物語を通して、大きい
と小さいを繰り返しながらものの大きさについて学ぶ
ことができるから。

数学 トーマスとおぼえるかず ポプラ社 １～３年
しかけを動かしながら数字の書き方や読み方を学ぶこ
とができる。トーマスの絵もなじみがあってよいか
ら。

数学 トーマスとおぼえる　とけい ポプラ社 １～３年
トーマスの一日のお話を読みながら、時計の針を動か
し、時計の読み方を学ぶ楽しみがあるから。

数学 C01
ゆっくり学ぶ子のための

「さんすう」１
同成社 １～３年

さんすうの基礎的な内容、必要な知識が載っている。
絵が豊富に掲載されており、楽しく学べることができ
るから。

数学 D02 とけいカード くもん出版 １～３年
１５分きざみまでの基本的な時刻のパターンを繰り返
し学習しながら楽しく時計の読み方を覚えることがで
きるから。

数学
こぐまオリジナル知育教材

１００てん　キッズ
幻冬舎×こぐま会 １～３年

手で触れながらピースを組み合わせていろいろな形に
していくことで、発見があったり図形感覚や空間認識
力を培ったりすることができるから。

数学 かけ算冒険迷路
ディスカバー　トゥエン

ティンワン
１～３年

迷路で遊びながら九九やかけ算が覚えられる、９個の
ステージをクリアーしながら進める分かりやすい本で
ある。

数学 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

ポプラ社 １～３年
数字が一目でわかりやすく、大きな文字盤で時計を表
示しているため、視覚的にも分かりやすく生徒が理解
しやすい。

数学 C02
ゆっくり学ぶ子のための

「さんすう」２
同成社 １～３年

さんすうの基礎的な内容、必要な知識が載っている。
絵が豊富に掲載されており、楽しく学べることができ
るから。

数学 514
さんすうだいすき　第１巻

どちらが大きい？
日本図書センター １～３年

大きさ比べや大きさの順など、さまざまな大きさにつ
いて絵や図を楽しみながら学べる、生徒が理解しやす
い内容の本である。

数学
くぼた式　脳をきたえるシールあそ

び
講談社 １～３年

生徒が好きそうなシール遊びを通して手や指を動かし
トレーニングができやすい本である。

数学 535 さわって学べる算数図鑑 学研 １～３年
足し算やかけ算、分数から図形まで算数に関するさま
ざまなことをしかけを通して触って学べる本である。

数学 540 数え方図鑑 日本図書センター １～３年
知っているようで意外と知らない、モノの数え方の
ルールが楽しいイラストを通して身に付く本である。

数学 509
さんすうだいすき　第３巻

かずってなんだ？１
日本図書センター １～３年

１から５までの数や、５までの足し算や引き算など、
基礎的な内容が学べる本である。

数学 513
さんすうだいすき　第２巻

なかまあつめ
日本図書センター １～３年

「大きい」「小さい」「高い」「低い」など、実際の
ものや形との関係を絵を使って分かりやすく説明して
いる。

数学 B01
中級編ジャンプアップ

とけい　おかね　カレンダー
こばと教材出版 １～３年

時計の読み方、お金の計算、カレンダーの読み方がイ
ラスト入りのスモールステップで学べる。

数学 630
音のでる知育絵本７

こえでおぼえる１２３かずのほん
ポプラ社 １～３年

おけいこシートとペンでたのしく数をかぞえられる、
数のトレーニングができる本である。
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数学 604
初級編ステップアップ

かず　すうじ
こばと教材出版 １～３年

無理のないスモールステップで、ことばや文字、か
ず、数字が習得できるようになっている。

数学 003 くらしに役立つ数学 東洋館出版社 １～３年
物を買うときにお金を使ったり、時刻や時間を見て外
出したり、調理するときに量を量ったり、予定を考え
たりと、毎日の生活に使う数量や図形などを学習でき

数学 619
上級編レベルアップ
お金と時計の文章題

こばと教材出版 １～３年
上級編であるため、卒業学年や仕上げの学年に向けた
教材として使用したいため。

数学 603
初級編ステップアップ

ことば　もじ
こばと教材出版 １～３年

目と手の協応や集中力などを促せる、スモールステッ
プを目指せる教材である。

理科
地球の未来を考える

もし、水がなくなるとどうなるの？
ー水の循環から気候変動までー

西村書店 １～３年
カラー解説で楽しく学ぶことができる。水を守るため
にできることを考えることができる。

理科
地球の未来を考える

気温が１度上がるとどうなるの？
ー気候変動のしくみー

西村書店 １～３年
カラー解説で楽しく学ぶことができる。これまでのこ
とから現在の気候変動のことを幅広い視点で捉えるこ
とができる。

数学 おかねのれんしゅうちょう 学研 １～３年
買い物の場面の問題や、実生活に結び付けながら、実
物に近い絵やカードを使って学べるから。

理科 なぜの図鑑　科学マジック 学研プラス １～３年
マジックを通して、科学の事象について学ぶことがで
きる

理科 眺める・撮る星空の楽しみ方 河出書房新社 １～３年
たくさんの写真とわかりやすい解説が掲載されてい
る。内容が豊富で興味深い。

理科 すごすぎる天気の図鑑 KADOKAWA １～３年
空の不思議をわかりやすく解説。かわいいイラストと
美しい写真で理解が深まる。

理科
科学っておもしろい！なぜ？なに？

なんで？わくわくサイエンス
日東書院 １～３年

「生き物」「からだ」「地球・宇宙」「身のまわり」
の４つのジャンルから疑問を取り上げて豊富なイラス
トや写真を使ってわかりやすく説明しているから。

理科 天気の図鑑 ＫＡＤＯＫＡＷＡ １～３年
雲や雨など天気についてイラストを交えてわかりやす
く書かれている

理科
でんじろう先生のおもしろ化学実験

室
新日本出版社 １～３年

マジックを通して、科学の事象について学ぶことがで
きる

理科 スーパー理科辞典 受験研究社 １～３年
科学や自然環境に対しての「なぜ」を１つ１つを詳し
く解説することで小学３年生以上の子供達が理解でき
るようになっているから。

理科 野の草ノート 文化出版局 １～３年
散歩したときに見かけるようなどこにでも生えている
草をきれいなイラストと写真で紹介していてとてもわ
かりやすいから。

理科
花トレ初級編これだけは知っておき

たい花の名前300
平凡社 １～３年

身近で見かける花の名前を覚えてほしい。きれいな写
真をみて花の名前を当てることができ約300種も取り
上げられている。
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　　　　２．用紙の大きさは、Ａ４判とし、その用い方は、左とじ、横長とする。
　　　　３．１年、２年、３年、訪１年、訪２年、訪３年の順に記入する。１学年の各教科を記入した後に次の学年を記入する。
　　　　４．教科名は、教科書目録の順に教科名を記入する。　教科名を記入するのであって種目を記入するのではない。
　　　　　　（例）　「書写」とは記述せず、「国語（書写）」と記述する。
　　　　５．使用範囲は、下記の例にならって記述する。何年間かに渡って使用する場合は、下の学年の方に記入する。
　　　　　　（例）　１年、　２年選択、　１年～３年、　専攻科保健理療科３年、　普通科１年～３年　など
　　　　

理科 ドラえもん　天気と気象の不思議 小学館 １～３年
ドラえもんに関連するストーリーを読みながら学ぶこ
とができる

理科
頭もよくなるちょこっと＆じっくり

科学脳マジック
ひかりのくに １～３年

科学の不思議を学び、疑問を解決してくれる簡単な手
品が紹介されているから。

理科 日陰や狭い場所での小さな庭づくり 主婦の友社 １～３年
日陰や狭い場所でも庭づくりのポイントが実際の庭を
例にしてわかりやすく解説されておりこれからの庭づ
くりを始めるのに参考になるから。

理科 004 くらしに役立つ理科 東洋館 １～３年
健康なくらし、自然との共存、便利なくらしを実生活
に役立つという視点からまとめられているから。

理科 びっくり動物TOP5 大日本絵画 １～３年
動物の体の特徴が写真や図でわかりやすく乗せられて
いる。絶滅の危機にさらされている動物が取り上げら
れており環境問題と関連づけしながら学習することが

理科 646 かがみのえほんふしぎなにじ 福音館書店 １～３年
鏡のように反射する紙で作られており、絵本を開くと
立体的に見えることが面白いから。

理科
ふしぎをためすかがく図鑑

しょくぶつのさいばい
フレーベル社 １～３年

身近な素材を使った科学遊びや自然遊び、学校での飼
育や栽培の動植物の育て方などが、写真や解説を交え
て分かりやすく掲載されているから。

理科 なぜ？どうして？ふしぎ３６６ 主婦の友社 １～３年
さまざまな疑問を絵や写真などを使って答えを学べ
る、好奇心を育てられる分かりやすい本である。

理科
東工大サイエンステクノの理系脳を

育てる工作教室
主婦の友社 １～３年

身近な材料を使って簡単に作ることができ、生徒の理
系分野への興味関心を引き出せるから。

音楽
頭のいい子を育てるプチ
はじめてのクラッシック

主婦の友社 １～３年
12人の作曲家による１２の名曲と１２の話が載ってい
る。クラッシックに気軽に楽しく触れることができ
る。

理科 569 むしむし　さわってごらん 大日本絵画 １～３年
いろいろな仕掛けや感触を通して、昆虫について楽し
く学習できるため。

理科
小学館の図鑑ＮＥＯ

まどあけずかん　いきもの
小学館 １～３年

さまざまな動物をカラーで見ることができ、仕掛けの
窓を開けて楽しく学ぶことができる。

音楽 G03 CD付き楽器カード くもん出版 １～３年
身近な打楽器からオーケストラの楽器までCDで聴けて
幅広いから。

音楽 513
CD付き頭のいい子が育つクラシック

の名曲45選
新星出版社 １～３年

定番のクラシックを網羅しており、文章や絵に親しみ
が持てクラシックへの興味関心を引くことができるた
め。

音楽
クラッシックおんがくのおやすみえ

ほん
大日本絵画 １～３年

フクロウたちが、素敵な音楽を奏でます。かわいい動
物たちと心やすらぐクラッシックの名曲を楽しめる
本。

音楽 514 はじめてのオーケストラ 大日本絵画 １～３年
音がなるしかけ絵本で、ボタンを押すとその楽器の音
が流れて興味深くオーケストラについて学ぶことがで
きるから。
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音楽 013 あそびうたのほんCDつき ひかりのくに １～３年
音楽を聴き、歌いながらスキンシップやコミュニケー
ションをとることができるから

音楽 O07
おととあそぼうシリーズ７
ドン！ドコ！ドン！たいこ

ポプラ社 １～３年
よく知られている音楽が収録されており、たいこの音
の種類も４種類あり、リズムを楽しむことができるか
ら。

音楽 513
みんなでうたおう　ニュー・スクー

ル・ソング
ドレミ楽譜出版 １～３年

人気曲からスタンダードナンバーまで、みんなで歌っ
て盛り上がる本であるとともに、楽しいイラストなど
が生徒の興味を引く本だから。

音楽 手あそび指あそび歌あそびブック２ ひかりのくに １～３年
１とはまた違う歌を歌いながら、手や指を動かし、楽
しむことができるから。

音楽 012 手あそび指あそび歌あそびブック１ ひかりのくに １～３年
それぞれの運動能力に合わせて、手や指を使って歌い
ながら楽しむことができるから。

音楽
どうぶつくるくるまわそう

（まわすおとのでるえほん）
交通新聞社 １～３年

テンポや音の大小を自ら選択することで主体的に音楽
に参加しやすくなるから。

音楽
音と光のでる絵本　たのしいどうよ

う
アクシア １～３年

生徒たちがよく知っている童謡曲が掲載されているう
えに、光が出ることで興味を引きやすいから。

音楽 ４訂版　歌はともだち 教育芸術社 １～３年
たくさんの曲が載っており、授業で使用することがで
きる。生徒たちが知っている曲が多く見通しを持って
活動ができるため。

音楽 520
えいごにほんご　おうたえほん　わ

くわくおとあそびえほん
東京書店 １～３年

同じ曲の英語版と日本語版どちらも楽しめ、カラオケ
モードやメドレーなど充実した機能が楽しめるから。

音楽
たのしいきょくいっぱい　すてきな
おうたえほん　おうたカラオケ３０

曲
東京書店 １～３年

馴染みのあるアニメソングやポップス、童謡が楽し
め、カラオケで歌える簡単な本である。

音楽
脳をそだてる　はじめてのリズムた

いこえほん
金の星社 １～３年

童謡、クラシック、英語曲などを聴きながらリズム遊
びが楽しめたり、カラフルなビーズや音が聞こえたり
する本である。

音楽
ジブリだいすき　たのしいおうた

（音がでるミニミニえほん）
ポプラ社 １～３年

生徒がよく知っている大好きな曲が入っていて楽しめ
る。授業で歌や合奏へのきっかけとなる興味を起こさ
せるから。

音楽
うたってかいてけせるえほん１

音のでるえかきうた
ポプラ社 １～３年

馴染みのある歌を聴きながらペンで動物や乗り物を書
ける、楽しい本である。

音楽 515
ＣＤ２枚付きクラシックの名曲世界

に羽ばたく音楽の旅
新星出版社 １～３年

クラシックの名旋律を聴きながら国や地域の文化を学
ぶことができる。イラストを通して曲の解説も見やす
い。
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音楽 ぷっぷるのリズムカード60枚入り
ヤマハ

ミユージックメディア
１～３年

基本的なリズムパターンが見やすい大きさで表示され
ており、音符や休符の名前も覚えることができる。

音楽
ハラミちゃん監修たのしくひける

ピアノえほん
宝島社 １～３年

馴染みのある曲や最近の曲が収録されており、楽しみ
ながら鍵盤に触れることができる。

音楽
マイクでうたおう！すきすきだいす
き　おうたえほん（バラエティー）

ベネッセ
コーポレーション

１～３年
知っている歌や最近の歌を聴きながら、マイクを持っ
て声を出して歌うことができ楽しめる。

音楽
この一冊で読んで聴いて10倍楽しめ

る
CD付クラシックBOOK

三笠書房 １～３年
世界の名曲や作曲家のエピソードを図やイラスト付き
でわかりやすく説明している。CD付きで聴くこともで
きる。

音楽
語れるようになる

クラシックの名曲CD付
成美堂出版 １～３年

有名な作曲家たちの生涯やエピソードを絵やイラスト
付きで読んだり聴いたりして味わうことができる。

音楽 ヤマハのピアノえほん
ヤマハ

ミユージックメディア
１～３年

簡単な楽譜つきで、光る鍵盤を押すと音が鳴り、ピア
ノを弾くことができるから。

美術 532 やさしい大人の塗り絵 河出書房新社 １～３年
色鉛筆、絵の具で身近な花を描くことができ、色の混
色や重色が学べる

美術 らくらくぬりえ身近な野菜 ホビージャパン １～３年
身近な野菜を色鉛筆や絵の具で塗って、簡単に静物画
を描くことができる

音楽 クラシック作曲家列伝 マール社 １～３年
時代ごとの代表的な作曲家についてのエピソードがイ
ラストや漫画で描かれており、楽しみながら学習でき
る。

美術 647 きょうのおやつは 福音館書店 １～３年
鏡のように反射する紙で作られた絵本を開くと立体的
に見え、視覚にうったえることができるから。

美術 N02
あーとぶっく　ひらめき美術館第２

館
小学館 １～３年

作品を見るだけでなく、作品の登場人物になったつも
りで考えたり作品を比較したりしながら学ぶことがで
きるから。

美術 N01
あーとぶっく　ひらめき美術館第１

館
小学館 １～３年

有名な画家の作品を紹介するだけでなく、その芸術家
になったつもりになって描くところもあって表現する
ことの楽しさを学ぶことができるから

美術 507
ペネロペ　ルーヴルびじゅつかんに

いく
岩崎書店 １～３年

人気のぺネロぺを通して世界的な有名な美術作品を鑑
賞することができるしかけ絵本だから。

美術 うごく浮世絵！？ 福音館書店 １～３年
浮世絵を眺めるだけではなく、動くしかけになってい
るのが興味をひきユーモラスだから。
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美術 504 じぶんだけのいろ 好学社 １～３年
色彩豊かな本であることと、色を通して自分らしさと
は何かを考えることのできる本だから。

美術
アートであそぼ
かたちがぱぱぱ

学研 １～３年
しかけ絵本になっており、絵本を左右に傾けると音が
鳴ったり形が動いたりして、視覚聴覚ともに刺激され
る。

美術 G09
あそびの王様ＢＯＯＫどんどんぬる

本
学研 １～３年

生徒のもっとぬりたい、もっとかきたいという気持ち
が育つ、自由に遊んで創造力が身に付く本である。

美術 A01 ハートアートシリーズ　色のえほん 視覚デザイン １～３年
色の基本をえほん風にまとめられた、わかりやすくま
とめられた色鮮やかな本である。

美術 O08
こどもの色彩感覚を育てる絵本シ

リーズ①
６つの色

戸田デザイン １～３年
シンプルなイラストとわかりやすいお話で色彩に興味
をもちやすい内容になっている。

美術
いろがかわるしかけえほん
どのいろがすき？くるま

岩崎書店 １～３年
色が変わるしかけ絵本になっており、視覚的にも楽し
みながら色や物の名前に親しむことができる。

美術 A17 あそび絵本　えのぐあそび 岩崎書店 １～３年
絵の具を使った楽しい描き方が紹介されている。身近
なものを使って色への興味を引き出すことができる。

美術 ふわふわどっち？
ベネッセコーポレーショ

ン
１～３年

触って楽しめる手さわり本である。７つの仕掛けやオ
ノマトペが多く盛り込まれている。

美術 557 いろがみびりびり　ぴったんこ アリス館 １～３年
さまざまな色紙が形を変え登場してくる、紙について
楽しさを引き出せるものである。

美術 でこぼこぬりぬりなにがでる？ アリス館 １～３年
色を塗ると形が浮き出る不思議な絵やこすり出し遊び
が楽しめる本である。造形遊びの導入にも使えるか
ら。

美術 O0１ ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ チャイルド １～３年
らくがきは絵のはじまりとされている。線画をヒント
にドンドン描ける、発想豊かな本になっている。

美術 おえかき美術館 コクヨＳ＆Ｔ １～３年
絵のない額縁に自由に絵を書いたり色を塗ったりス
テッカーを貼ったりして完成できる発想を引き出せる
本である。

美術 541
いっしょにあそぼ　しましまぐるぐ

る
学研 １～３年

しましまとぐるぐるが色とりどりに登場する、視覚的
に楽しめる本である。

美術 世界一周塗り絵の旅 講談社 １～３年
塗り絵をするだけでなく、塗った作品を飾ったりカー
ドにしたりして成果を感じられるから。
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美術 Ｔ０５
エリックカールの絵本（ぬりえ絵

本）
ごちゃまぜカメレオン

偕成社 １～３年
いろいろなカメレオンをカラフルな画材を使って、色
を塗ることを楽しめ、作品として残すことができるた
め。

美術 Ｔ０３

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
偕成社 １～３年

皆がよく知っている内容で、いろいろな画材を使っ
て、色を塗ることを楽しめ、作品として残すことがで
きるため。

美術
ずがぐまくん工作ブック　かいてみ

よう作ってみよう
パイ　インターナショナ

ル
１～３年

書く、工作する、しぜんアート、発展と、興味や関心
を引き出し、発想力や想像力を育む本である。

美術 大人の塗り絵　オルセー美術館編 河出書房新社 １～３年
印象派の殿堂として知られる世界中の選りすぐりの名
画が収録されている本である。

美術 524
はらぺこあおむし　いろ・かたち

カード
交通新聞社 １～３年

カードを使って好きな名前を覚えたり身の回りにある
同じ形を探したりして学習ができる。

美術 634
おやこであそぼう

新版あかまるぺたっ！
ポプラ社 １～３年

マグネットを使って実際に手を動かすことで考える力
を育てながら色、数、形、大きさ等を学ぶことができ
る。

美術 516
これなあに？　かたぬきえほん５

くだものいろいろかくれんぼ
ポプラ社 １～３年

身近なくだものが型抜きされており、興味関心を引き
出しやすい。楽しみながら色を学ぶことができる。

美術
ぞうのエルマーいろいろさがしえ

ブック
文溪堂 １～３年

かわいいエルマーの色彩豊かなイラストで、視覚的に
楽しめる本である。

美術 デザインあ　かくほん 金の星社 １～３年
「デザインあ　みるほん」の姉妹本。「デザインあ」
初のアクティビティブック。〈かく）ことでデザイン
的思考を楽しくはぐくむ本。

美術 599 デザインあ　みるほん 金の星社 １～３年
「デザインあ」人気コーナーから、６００点以上の画
像を使用している。デザイン的な面白さが好奇心を刺
激する本。

美術 　デザインあ　解散！の解 ポプラ社 １～３年
身の回りのものを分解する、写真、イラスト集。デザ
イン的な面白さが好奇心を刺激する本。

保健体育
自立生活ハンドブック４
からだ！！げんき！？

育成会 １～３年
健康に過ごすためのヒントがたくさん載っており、自
分達の体について考える機会になるから。

保健体育
かがくのとも絵本

きゅうきゅうばこ新版
福音館書店 １～３年

けがの手当の方法を、子どもでも学べるようにやさし
く楽しく紹介しているから。

保健体育 109
改訂新版体験を広げるこどものずか

ん
９　からだとけんこう

ひかりのくに １～３年
自分たちの体のしくみや働きを図や文で知って、健康
を保ってほしいから。
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保健体育
からだのえほん４
からだにもしもし

あかね書房 １～３年
絵でわかりやすく掲載されており体調が悪いときに周
りに伝えられるようになってほしいから。

保健体育 人体キャラクター図鑑 日本図書センター １～３年
各臓器がキャラクター化され、イラスト付きで体の仕
組みが分かりやすく掲載されている。

保健体育
人体について知っておくべき１００

のこと
小学館 １～３年

カラー印刷で見やすく、人体の仕組みについて視覚的
に理解しやすい教材である。

保健体育 ちょうしんきつきからだずかん 成美堂出版 １～３年
しかけがあり、図鑑を見ながら、聴診器で体の仕組み
を楽しく学ぶことができるから。

保健体育 538 脳科学からうまれたにぎにぎえほん ポプラ社 １～３年
手指でにぎるとランダムに効果音が出るのでおもしろ
い。また体を動かすことの楽しさを知ってほしいか
ら。

保健体育 539 脳科学からうまれたゆびゆびえほん ポプラ社 １～３年
おしたりつまんだりまわしたりすると楽しい効果音が
でるので刺激になってよいから。

職業
自立生活ハンドブック２　わたしに

出会う本－じぶんらしく生きる
全日本手をつなぐ育成会 １～３年 障がいのことをわかりやすく解説している

職業 507 ひとりだちするための進路学習 日本教育研究出版 １～３年
特別支援学校高等部の生徒が卒業後の進路を考えるの
に適した本で、わかりやすく、書き込める

保健体育
こどもヨガソング
ヨガであそぼう！

鈴木出版 １～３年
動物を真似たり生徒がイメージを持って体を動かせる
内容である。また分かりやすいイラストがついて見や
すい。

職業 506 ひとりだちするためのトラブル対策 日本教育研究出版 １～３年
対人関係や健康な生活、ネットのトラブルやお金の貸
し借りなど日常生活の事例がたくさん取り上げられて
いる

職業 505
ひとりだちするためのビジネスマ

ナー＆コミュニケーション
日本教育研究出版 １～３年

学校を卒業した後、生活をしていくうえで必要なビジ
ネスマナーとコミュニケーションのテキスト。

職業 「働く」の教科書 中央法規出版 １～３年
知的・発達障害のある中高生にむけた「仕事・職業」
を考える本で、写真が多く、わかりやすい。

職業 おおきくなったらなにになる？ 偕成社 １～３年
夢や未来について考えられる本。テキスト量も丁度よ
く、テンポよく読み進められる。仕事について考える
きっかけになる。

職業 509
ひとりだちするためのライフキャリ

ア教育
日本教育研究出版 １～３年

働くことだけでなくクラス時間や楽しむ時間を充実さ
せることで、よりよい生活を目指すための本
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職業 やってみたいな　おみせやさん ほるぷ出版 １～３年

お花屋さん、回転寿司屋さん、アイスクリーム屋さん
など、絵本のしかけを動かすと、お店屋さんにくるっ
と変身！何度でもやってみたくなる、不思議なしかけ
絵本。

家庭

自分らしくコーディネイト！
はじめてのファッション

①どんな服装をしようかな～デザイ
ン

汐文社 １～３年
自分らしい服装について考えられる本である。さまざ
まなコーディネートのスタイルがイラストで紹介され
ている。

家庭 四季を楽しむ！行事スイーツ 汐文社 １～３年
材料３つで柏餅や栗きんとんなど調理手順を学べ、行
事と関連したスイーツについて楽しく知れる本であ
る。

職業 ミニオンのアルバイト大作戦 小学館 １～３年
大人気のキャラクター、ミニオンズの楽しい短編ス
トーリー。アルバイト先でドタバタの大騒動を巻き起
こす、楽しい仕事の絵本。

家庭
クッキングの基本　けが・食中毒・

食物アレルギーをふせごう
ポプラ社 １～３年

準備からはじまる調理の基本や食物アレルギーについ
ての説明など、安全に料理するための基礎知識につい
て知ることができる。

家庭
どうして野菜を食べなきゃいけない

の？
新星出版社 １～３年

「栄養素がわかる」「食べ物がわかる」「体のしくみ
がわかる」の３部構成で描かれた絵本。愉快な登場人
物と一緒に、食事について楽しく考えることができ
る。

家庭
まかせてね今日の献立（３）

（全３巻）
汐文社 １～３年

献立を考える手順やポイントについて解説されてお
り、１食分の朝ごはんについて詳しく学ぶことができ
る本である。

家庭 親子で楽しむかわいいデコ巻きずし マガジンランド １～３年
楽しみながら巻くことができカットした断面を見るの
が笑顔になる感動の瞬間だから。

家庭 523 テーブルマナーの絵本 あすなろ書房 １～３年
テーブルマナーの基本を知ることができ、和洋中問わ
ず幅広いシーンで参考になることが多く掲載されてい
るため。

家庭 001 新・こどもクッキング 女子栄養大 １～３年
カードと実物を見比べて道具の名前や使い方を学習で
きるから。

家庭
ちびころおにぎり
なかみはなあに

教育画劇 １～３年
中身（具）のないおにぎりが中身を探しに行くという
発想が面白く、いろいろな食材が紹介されていて興味
を引くものだから

家庭
絵でわかるこどものせいかつずかん

4 おつきあいのきほん
子どもの生活科学研究会 １～３年

社会生活で必要なソーシャルスキルを幅広く取り上げ
ており、シンプルだが大切なことを改めて学習するこ
とができるから。

家庭 644 正しい暮し方読本 福音館書店 １～３年
日々の暮らしを通してさまざまな角度から物事を見る
ことのでき、興味をひくから。

家庭 世界食べ物マップ 河出書房新社 １～３年
世界の様々な料理や食材が豊富に載っており、食文化
の違いを学ぶことができるから。
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家庭 学研の図鑑ＬＩＶＥ　食べもの 学研 １～３年
豊富な写真を通して食べ物の歴史、栽培方法、世界の
料理などが紹介されている。

家庭 楽しく遊ぶ学ぶ　せいかつの図鑑 小学館 １～３年
楽しいイラストや図などがたくさん盛り込まれてお
り、生徒の興味関心が引き出せる。せいかつする上で
の力を学ぶことができるから。

英語 505 るるぶ　はじめての英語かるた JTB　パブリッシング １～３年
英語学習の基礎となる100単語を、かわいいイラスト
で描かれた「かるた」で遊びながら覚えられる。音声
機能が付いていて、発音の学習もできる。

英語 はじめてのせかいちずえほん PIE　International １～３年
見開きいっぱいの愉快でかわいいイラストとカラフル
な色彩が心を引き付ける絵本である。各国の食文化や
衣装、乗り物などを楽しく学ぶことができる。

家庭 和食のえほん ＰＨＰ研究所 １～３年
和食の基本から調理法、食材、おもてなしなど和食の
いろはが学べる、和食の素晴らしさを紹介している本
である。

英語 ならべてあそぼう　ABC 小学館 １～３年
パズル感覚で楽しむウレタン素材ABC絵本。遊びなが
ら、楽しく英語を学ぶことができる。英語で遊べるし
かけ絵本。

英語
The　Goldfish　Got　Away

きんぎょがにげた
福音館書店 １～３年

『きんぎょがにげた』の英語版。外国語活動における
活用を目的とした「英語でたのしむ　福音館の絵本」
シリーズ。

英語 679
エリック・カールのえいごがいっぱ

い
偕成社 １～３年

あざやかな絵をふんだんに使って構成した、英単語も
学べる絵本である。動物,食べ物など2200以上集め、
色あざやかな世界を楽しめる。

英語 739
ドラえもん　はじめての英語図鑑

小学生のための楽しい絵辞典
小学館 １～３年

ドラえもんのイラストや写真を楽しみながら、基礎の
英語力が自然と身につく本格的な絵図鑑である。2400
の英単語と会話表現を収録している。

英語 ドラえもん　ABCえほん 小学館 １～３年
ドラえもんと一緒に楽しく学習できる。AからZの26文
字、アルファベットで始まる英単語、色の名前、10ま
での数字の言い方などを学ぶことができる。

英語 537 CD付き英語のうたカード くもん出版 １～３年
日本でもよく知られている、歌いやすい歌や楽しく歌
える歌を、39曲収録している。自然に英語の語感やリ
ズム感が身につく。

英語
「くもんの小学ドリル」英語
はじめての英会話とあいさつ

くもん出版 １～３年
基礎からスモールステップで繰り返しの学習、自分で
解ける、自信ややる気につながるという一連の流れに
より、基礎基本や学習習慣を身につけられる。

英語 776
ドラえもんはじめての英会話辞典

小学生のための英語表現集
小学館 １～３年

約900の会話表現を収録している。基本的なあいさつ
から、家や学校で使う表現、国際理解に役立つ英語ま
で、幅広く豊かな英会話に親しめる本である。

英語 599
ドラえもん　はじめての英語辞典

第2版
小学館 １～３年

すべてのページにドラえもんのキャラクターが登場す
る。単語や表現への理解が深まるイラストを楽しみな
がら、無理なく英語に親しむことができる。
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英語 英語でも読めるぼちぼちいこか 偕成社 １～３年
自分に合った職業選択をかばといっしょに考えていっ
てほしいから。

英語 英語でも読めるはらぺこあおむし 偕成社 １～３年
曜日や食べ物の英単語を世界中で読まれているカラフ
ルな絵本で学べるから。

英語 516 英語でも読めるスイミー 好学社 １～３年
皆がよく知っている日本の絵本なので、話の流れがわ
かり英語でも理解しやすい。協力して敵を追い払う勇
気を英語で学んでほしいから。

英語 英日CD付英語絵本　かぶ ラボ教育センター １～３年
家族みんなで協力してかぶをぬく話を英語でも楽しん
でほしいから。

英語 ぐりとぐらのおきゃくさま ラボ教育センター １～３年
子供達がよく知っているぐりとぐらシリーズの絵本を
英語でも読めることを知ってほしいから。

英語 そらいろのたね ラボ教育センター １～３年
仲間が集まって家ができ、町ができて行く様子を英語
でも学んでほしいから。

英語 788 ＡＢＣカード くもん出版 １～３年
文字が大きくて見やすく丈夫である。両面で大文字・
小文字のペアになっており系統だてて学習しやすいか
ら。

英語 頭のいい子が育つ英語うた45選 新星出版社 １～３年
聞きなじみのある英語の歌をフレーズの意味も学びな
がら楽しんで歌ってほしいから。

英語
英日CD付英語絵本　ふたりはともだ

ち
ラボ教育センター １～３年

ガマ君とカエル君の友達としての付き合い方を英語で
も学んでほしいから。

英語 英語反対ことばカード くもん出版 １～３年
イラストに合わせてカードを対にして反対ことばが覚
えられ、英語への興味が広がる本である。

英語
陰山英夫の反復練習はじめての英会
話

アルク １～３年
音楽にのって反復練習することで会話表現が身に付く
とともに、日本のことを、英語で紹介できやすくなる
から。

英語 アルファベットとローマ字 くもん出版 １～３年

大きくて見やすい。問いがシンプルで反復しているの
で、内容が定着しやすい。ことばで答えたり書き込ん
だりできるので、生徒に合った学習方法で進めること
ができる。

英語
英語シナリオで楽しむ[アナと雪の女
王]

学研 １～３年
皆がよく知っている題材なのでイメージしやすく、日
本語と英語が容易に結びつくから。

英語 ディズニーのえいごのおうた ポプラ社 １～３年
文字が分かりにくくても、歌を聴きながら英語の発音
に親しむことができる。
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（注）　１．すべての教科用図書について、２～３行で選定理由を記入する。
　　　　２．用紙の大きさは、Ａ４判とし、その用い方は、左とじ、横長とする。
　　　　３．１年、２年、３年、訪１年、訪２年、訪３年の順に記入する。１学年の各教科を記入した後に次の学年を記入する。
　　　　４．教科名は、教科書目録の順に教科名を記入する。　教科名を記入するのであって種目を記入するのではない。
　　　　　　（例）　「書写」とは記述せず、「国語（書写）」と記述する。
　　　　５．使用範囲は、下記の例にならって記述する。何年間かに渡って使用する場合は、下の学年の方に記入する。
　　　　　　（例）　１年、　２年選択、　１年～３年、　専攻科保健理療科３年、　普通科１年～３年　など

英語
ぜーんぶ　うたでおぼえよう
脳を育てる　えいごのうた

講談社 １～３年
授業の導入やウオーーミングアップで使える短くて簡
単な歌があり、生徒も体を動かしながら歌うことがで
きる。

英語 569 アルファベットおけいこ くもん出版 １～３年
大文字と小文字のアルファベットを、簡単な単語に書
き入れていくことで語彙を増やせるから。

英語 はじめての英語かるた 偕成社 １～３年
絵かるたとしてだけではなく、文を聞いて選んだりと
ステップアップできる教材だから。

英語 おうちが英語辞典 学研 １～３年
身近なものの英単語を文字で覚えることができる。
ゲーム形式としても使えるから。

情報
ワード・エクセル・パワーポイント

基本の使い方がぜんぶわかる本
stndards １～３年

エクセルワードの基本操作が記載されているため、自
身のわからないところを細かくチェックすることがで
きる

情報
テキパキこなす！新社会人のための

エクセル＆ワードの常識１４１
インプレス １～３年

社気に出た後に使用するエクセルワードの知識や常識
が入っていいるため、就労に向けた課題を多くこなす
ことができる

英語
2022年度版　英検4級過去6回全問題

集
旺文社 １～３年

過去問を解くことで、試験の傾向をつかみ、必要な力
を身につけることができる。出題ポイントを捉え、分
かりやすく最短の考え方を示した解説で、理解を深め
ることができる。

情報
いちばんやさしいワード＆エクセル

超入門
SBクリエイティブ １～３年

エクセルワードの基礎基本がわかりやすく記載されて
いるので、見やすく使いやすい

情報
世界一わかりやすいエクセル＆ワー

ド
最新版

学研プラス １～３年
エクセルワードの基礎基本がわかりやすく記載されて
いるので、見やすい使いやすい

情報
Word＆Excel2019
やさしい教科書

 SBクリエイティブ １～３年
エクセルワードの基礎基本がわかりやすく記載されて
いるので、見やすい使いやすい

情報
７さいまでに楽しくおぼえる論理的
思考力を育てるプログラミングれん

しゅうちょう
学研プラス １～３年

プログラミングの基礎が分かり、論知的思考力や創造
力が身につく。少しずつレベルアップし、身近な物事
をテーマにした、取り組みやすい工夫がされている。

情報 ルビーのぼうけん 翔泳社 １～３年
プログラミングによって、自分の考えを動く形にでき
る楽しさを経験でき、基礎的な知識を学ぶことができ
る。

情報 いちばんやさしいパソコン超入門 SBクリエイティブ １～３年
パソコンの操作方法から記載されているもの、初めて
パソコンに触ったり、始めたりするの生徒に理解しや
すい
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（様式２）

学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

国語 C01 書きかたカード「ひらがな」 くもん出版 １年選択
一文字ずつ文字を書く練習ができる。何度
も消して、繰り返し使うことができる。

3身近なテーマを題材とした、見やすく親しみのある図書を選定した。

１年

国語 A01
もじ・ことば１はじめてのひ
らがな１集

くもん出版 １年選択

国語 606
中級編ジャンプアップこくご
Ⅱ

こばと １年選択
形容詞、反対語、短文読解など幅広い内容
に取り組むことができる。

国語 605
初級編ステップアップこくご
Ⅰ

こばと １年選択
ひらがなの視写から自力書写、助詞などの
幅広い内容を無理なく習得できる。

1楽しみながら学べることを考慮して、興味の持ちやすい図書を選定した。
2生徒の実態や障害を考慮して、絵や写真、わかりやすく解説されたものを選定した。

     教育長　　長　　田　　　淳　　様
 
 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市立青陽灘高等支援学校長　古本　光男

線の練習からはじめて、書きやすいひらがなの練習に
取り組むことができ、無理なくひらがなを覚えられ
る。

令和4年6月7日

令和５年度使用教科用図書選定に関する申請書
 

 　下記の通り教科用図書を選定することを申請します。

 選定方針
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

１年選択
スモールステップの課題でことばや文字、
数の習得をすることができる。

社会 639 Ｄｏ！図鑑シリーズ生活図鑑 福音館 １年選択
衣食住が図でカラフルに示されていて分か
りやすい。

読み書きが苦手な子どもへの＜漢字
＞支援ワーク１〜３年編

明治図書 １年選択
読み書きが苦手な子どもに対応したワーク
で理解しやすい。

社会
日本がわかるちずのえほん改
訂版

学研 １年選択
都道府県の地理や産業の特徴をイラストで
学ぶことができ、分かりやすい。

社会 613
中級編ジャンプアップ集中力・注意力
アップトレーニングシート

こばと １年選択
課題が視覚的で完成の見通しがたちやすい
ため、集中して取り組むことができる。

社会 001 くらしに役立つ社会 東洋館 １年選択
自立に向けて必要な知識を分かりやすく学
ぶことができる。

社会 601
初級編ステップアップマッチ
ングⅠ

こばと １年選択
スモールステップの課題で無理がなく、集
中力が持続しやすくなっている。

社会 602
初級編ステップアップマッチ
ングⅡ

こばと

１年

国語 002 くらしに役立つ国語 東洋館 １年選択
生活に必要な「読む」「書く」「話す」「聞く」とい
う言語能力を中心に学ぶことができる。

国語 A01 ひとりだちするための国語 日本教育研 １年選択
自立するために必要な知識や言葉が分かり
やすく説明されている。

国語
アンパンマンといっしょてあ
そびうたえほん

フレーベル １年選択

社会 B07
生活図鑑カード生活道具カー
ド

くもん出版 １年選択
リアルな絵で生活に必要なものについて分
かりやすく学ぶことができる。

社会 535 中高生のための生活・社会 こばと １年選択
公共の施設や家族の役割など生きていくた
めに大切なことが学べる。

国語 520

聴きなじみのある曲が多く、複数の選択肢の中から好
きなものを選択する練習になる。

国語 001
あっちゃんあがつくたべもの
あいうえお

リーブル １年選択
歌って遊んで楽しみながらひらがなや食べ
物の名前を覚えることができる。

国語 517
学びと育ちのサポートワーク３国語
「書く力、考える力」の基礎力アップ
編

明治図書 １年選択
しりとりや反対言葉を、ワーク形式で分か
りやすく学べる。
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

理科 B01
生活図鑑カードたべものカー
ド

くもん出版 １年選択
リアルな絵で食べ物への関心がわき、理解
しやすい。

理科 537 中高生のための自然・理科 こばと １年選択
ものの素材と変化、災害や天気など幅広く
学習できる。

理科 516
学校では教えてくれない大切なこと10
身近な危険防災と防犯 旺文社 １年選択

防災・防犯や事後対応についてマンガ形式
で分かりやすく示されている。

理科
身近な自然と「理科」が好きになるか
がくのれんしゅうちょう

学研 １年選択
身近なことから自然や理科について学ぶこ
とができ、学習内容が定着しやすい。

ひとりだちするための算数・
数学

日本教育研 １年選択
基礎的な内容と生活シーンにかかわる内容に分かれて
おり、学習内容が定着しやすい。

１年選択
たし算とひき算について、イラストを数え
ながら理解することができる。

数学
中級編ジャンプアップとけ
い・おかね・カレンダー

こばと １年選択
生活に必要なカレンダー、時計の読み、お
金の数え方を身に付けることができる。

数学 Z01
デコボコえほんかずをかぞえ
よう！

小学館 １年選択
指先で触り、なぞりながら１～１０までの
数の学習ができる。

１年

数学 D03 かずカード くもん出版 １年選択
１～５０までの数を数字とドットでマッチ
ングしながら学ぶことができる。

数学 556
かず・けいさん１はじめての
すうじ

くもん出版 １年選択
１～１０までの数字の読み方や書き方を分
かりやすく学習することができる。

数学 558
かず・けいさん３すうじおけ
いこ

くもん出版 １年選択
１～１２０までの数字を書く練習や数唱の練習を通し
て、足し算の基礎となる力を身につけることができ
る。

数学 823
おやこのファーストステップシール
はってみようスーパーマーケット くもん出版 １年選択

数学 003 くらしに役立つ数学 東洋館 １年選択
数学の基本的な事項などを生活に関連して
学ぶことができる。

数学 A02

スーパーマーケットを題材にしたシールで、楽しみな
がら手先の運動能力を高めることができる。

数学 532 中高生のための数学 こばと １年選択
時刻表の読み方、チラシの割引きなど、生活に身近な
数学を幅広く学ぶことができる。

数学 608
初級編ステップアップさんす
うⅠ

こばと
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１年

理科 004 くらしに役立つ理科 東洋館 １年選択
健康や自然、便利な暮らしについて分かり
やすく学ぶことができる。

理科 580
しかけえほんころりん・ぱ！
第２版

ぽるぷ １年選択
仕掛けをなぞって物語を進めていくため、
手元を見る力が付きやすい。

音楽 525 ６訂版歌はともだち 教芸 １年選択

家庭 A05
ひとりでできる　子どもキッ
チン

講談社 １年選択
調理やテーブルマナーを楽しく身につける
ことができる。

職業 507
ひとりだちするための進路学
習

日本教育研 １年選択
進路学習に必要な項目が整理されている。
記入しながら学ぶことができる。

職業
ひとりだちするための就労支
援ノート

日本教育研 １年選択
社会に出て必要な就労についての能力を身
につけることができる。

職業 538
心をのばすソーシャルスキルトレーニ
ング用ワークシート上

こばと １年選択
視覚・聴覚トレーニング、ボディ・空間イ
メージをワークシートで学べる。

職業 550 こどもしごと絵じてん小型版 三省堂 １年選択
様々な仕事とその概要が説明されており、将来やりた
い仕事を考えるためのきっかけとなる。

職業 554
ファーストステップドリルさ
いしょのはってみよう

くもん出版 １年選択
シールはりからのりはりまで楽しくはりな
がら手先の運動能力を育むことができる。

職業 B01
絵でわかるこどものせいかつ
ずかん１みのまわりのきほん

合同出版 １年選択
生活場面のイラストにより、動作の基本が
分かりやすく示されている。

保健体育 A02
子どもとマスターする４５の操体法改
訂新版イラスト版からだのつかい方と
とのえ方

合同出版 １年選択
イラストを見ながら、全身運動や左右のバ
ランスなど様々な動きに取り組める。

保健体育 A03
運動が得意になる４３の基本レッス
ンイラスト版体育のコツ

合同出版 １年選択
イラスト入りで運動のコツが解説されていて、運動が
苦手でも楽しく取り組むことができる。

昔からの歌から新しい歌まで楽譜と歌詞付きで掲載されてお
り、様々なジャンルの曲に親しむことができる。

美術 N01
あーとぶっくひらめき美術館
第１館

小学館 １年選択
いろいろな作品を自由に鑑賞し、楽しんで
制作することができる。

美術 786
小学館あーと知育ぶっく名画
ここどこ

小学館 １年選択
名画の見所を抜き出して紹介しており、絵
画に興味を持って学習することができる。
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初級編　ステップアップ　こ
とば・もじ

こばと ２年選択
シールを用いて無理なく言葉や文字に親しむことがで
きる。ひらがなを書く練習が充実しており、単語や色
の学習ができる。

国語 P04
音のでる知育絵本４こえでお
ぼえるあいうえおのほん

ポプラ社 ２年選択

国語 P04
こえでおぼえる　ごあいさつ
えほん

ポプラ ２年選択
あいさつが音声で流れるため、生徒にとっ
て模倣がしやすい。

目と耳でひらがなを確かめることができ、
意欲的に学ぶことができる。

国語 605
国語「書く力、考える力」の
基礎力アップ編

明治図書 ２年選択
しりとりや反対言葉を、ワーク形式でわか
りやすく学べる。

国語 605
初級編　ステップアップ　こ
くごⅠ

こばと ２年選択
ひらがなの視写から自力書写、助詞などの
幅広い内容が網羅されている。

道徳 515
あたまと心で考えようＳＳＴ
ワークシート思春期編

かもがわ １年選択
家庭や学校での生活を自主的・計画的に過ごすための
手立てを具体的に学ぶことができる。

道徳
体験しながら育もう実行機能
ステップアップワークシート

かもがわ １年選択
計画を立てる、メモを取るなど、生活の中で実践でき
るを力を体験しながら身に付けることができる。

国語 603

あたまと心で考えようＳＳＴ
ワークシート社会的行動編

かもがわ １年選択
適切な言動がとれる技能が身に付くように
意図的な活動ができる。

パソコン、ラインなどの知識や素朴な疑問
の解説が、イラストによりわかりやすい。

情報
大きな字で分かりやすいiPad
超入門

技術評論社 １年選択
読みやすい大きな字で，iPadの基本操作か
らていねいに解説している。

道徳 540
こどもマナーとけいご絵じて
ん小型版

三省堂 １年選択
図解入りでわかりやすく書かれており、生活に必要な
マナーと敬語を身に付けることができる。

１年

家庭 001
子どもの生きる力を育てるせ
いかつの絵じてん

ナツメ社 １年選択
衣食住の基礎的な知識と技能をわかりやすく写真や絵
で解説してあり学ぶことができる。

情報
ごきげんスマホえほん０～３
歳

永岡書店 １年選択
いろいろな言葉や音楽が流れ、興味を持っ
て学習することができる。

情報
小学生でもわかるスマホ＆パ
ソコンそもそも事典

C＆R研究所 １年選択

道徳 D02 どうぞのいす ひさかた １年選択
相手を思いやる気持ちを、物語を通してわ
かりやすく学ぶことができる。

道徳 507
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国語
初級編　ステップアップ　こ
とば・もじ

こばと ２年選択
ひらがなを書く練習が充実しており、単語
や色の学習ができる。

社会
生活図鑑「生きる」を楽しく
みがく

福音館 ２年選択
衣食住が図でカラフルに示されていて分か
りやすい。

国語 531 中高生のための国語 こばと ２年選択
動詞や助詞、つまづきやすい言葉の使い方
を学ぶことができる。

国語 617 上級編ことばのつかいかた こばと ２年選択
接続詞や代名詞を学ぶことができる。気持ちを表す言
葉を繰り返し練習することができる。

国語 526
読み書きが苦手な子どもへの＜漢字＞
支援ワーク４〜６年編 明治図書 ２年選択

へんやつくりを考えながら漢字学習ができる。読み書
きが苦手な子どもに対応したワークで理解しやすい。

国語 614 上級編レベルアップ漢字 こばと ２年選択
イラストと共に漢字の読み書きが練習でき
るので定着しやすい。

国語
読み書きが苦手な子どもへの＜漢字＞
支援ワーク新教科書対応版3年 明治図書 ２年選択

へんやつくりを考えながら漢字学習ができる。読み書
きが苦手な子どもに対応したワークで理解しやすい。

国語 520
読み書きが苦手な子どもへの＜漢字＞
支援ワーク１〜３年編

明治図書 ２年選択
へんやつくりを考えながら漢字学習ができる。読み書
きが苦手な子どもに対応したワークで理解しやすい。

漢字の成り立ちがわかるカルタや漢字ゲームなど、豊
富な絵と遊びで漢字がどう使われるかを学べる。

国語 606
中級編ジャンプアップこくご
Ⅱ

こばと ２年選択
形容詞、反対語、短文読解など幅広い内容
が網羅されている。

国語 607
中級編ジャンプアップこくご
Ⅲ

こばと ２年選択
長文読解や副詞・助動詞など、幅広い内容
を学習することができる。

２年

国語 C01
あいうえおあそび　上　ひら
がな５０音

太郎次郎社 ２年選択
実際に書き込んでいけるのでひらがな練習
がしやすい。

国語 A01 ひとりだちするための国語 日本教育出版 ２年選択
自立するための内容がわかりやすく説明されているた
め、必要なことを学ぶことができる。

国語 501
もじ・ことば１　はじめての
ひらがな２集

くもん出版 ２年選択
カラーで作られており、１文字ずつ運筆の
練習から丁寧に学習することができる。

国語
漢字が楽しくなる本シリーズ　漢字が
楽しくなる本ワーク１基本漢字あそび 太郎次郎社 ２年選択
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数学 601
初級編ステップアップ　マッ
チングⅠ

こばと ２年選択
スモールステップの課題で無理がなく、集
中力が持続しやすくなっている。

数学 Z01
かずをかぞえよう！（でこぼ
こえほん）

小学館 ２年選択
視覚と触覚で数を意識できるため、数学の
授業に最適である。

社会
街の達人　神戸

昭文社 ２年選択
生活に役立つ情報がぎっしり、'でっか字'
で見やすい地図 より見やすい。

数学 B01
中級編　ジャンプアップ　と
けい・おかね・カレンダー

こばと ２年選択
生活に必要なカレンダー・時計の読み、お
金の数え方が網羅されている。

社会 512 ひとりだちするための社会 日本教育研 ２年選択
実生活に即した地理・歴史・公民の３分野
を幅広く学ぶことができる。

社会 B02 新版はじめましてにほんちず 平凡社 ２年選択
果物の生産地や鉄道の乗り物地図が収録さ
れていて楽しく学習できる。

子どもの生きる力を育てるせ
いかつ絵じてん

ナツメ社 ２年選択
日常生活に必要な身近な知識が絵や写真で
わかるやすく説明されている。

身近な単語をモジュールにから流れる声に
よって覚えられることができる。

社会
あそんでおぼえるABCタブレッ
ト

コスミック出版 ２年選択
英単語１００個以上　あそびながらあいさ
つをはじめいっぱいの英語を覚えられる。

社会 602
初級編ステップアップマッチ
ングⅡ

こばと ２年選択
スモールステップの課題で無理がなく、集
中力が持続しやすくなっている。

２年

社会 R06
あかちゃんのあそびえほん（６）いい
おへんじできるかな

偕成社 ２年選択
仕掛け絵本のため、一緒に身体を動かして
あいさつを意識することができる。

社会
たまひよ　楽器あそび絵本
すてきなピアノ　えほんDX

ベネッセ ２年選択
全３３曲入り、６種の音色切り替え機能付
きです。脳の成長を促す。

社会 522
英語のてあそびうた

新星出版社 ２年選択
はじめての英語にぴったりの曲。てあそび
しながら英語を身に付けることができる。

社会 549
ディズニーのえいごのほん
こえでおぼえるミッキーのABC

ポプラ ２年選択

社会 535 中高生のための生活・社会 こばと ２年選択
公共施設や家族の役割など生きていくために必要とな
る大切なことを学ぶことができる。

社会 001
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職業 507
ひとりだちするための進路学
習

日本教育研 ２年選択
進路学習に必要な項目が整理されている。
記入しながら学ぶことができる。

職業
「働く」の教科書１５人の先輩とやり
たい仕事を見つけよう！

全日本手をつなぐ育
成会

２年選択
障害を持っている人がどのような職業に就けるのか詳
しく掲載されている。「働く」とは何かということを
学ぶことができる。

理科
アンパンマンなぞるおはなし
えほん

フレーベル ２年選択
ぐるぐる・なみなみなどの線をなぞって学
んでいくため、手元をみる力がつく。

保体
自立生活ハンドブック４
からだ！！BODYげんき！？

全国手をつなぐ育成
会連合会

２年選択
「どうして子供のが生まれるのか」「どのように生活
をしていけば健康にすごせるか」図とわかりやすい説
明が載っている。

D03
ふしぎをためすかがく図鑑
かがくあそび

フレーベル ２年選択
体験型図鑑で、おもしろくて役に立つ科学
遊びが多数紹介されている。

理科 537 中高生のための自然・理科 こばと ２年選択
ものの素材と変化、災害や天気など幅広く
学習できる。

数学 A02
ひとりだちするための算数・
数学

日本教育研 ２年選択
基礎的学力と実生活に必要な知識が図解入
りで分かりやすく説明されている。

理科 508
身近な自然と理科が好きになる　かが
くのれんしゅうちょう

学研 ２年選択
身近なことから自然や理科について学ぶこ
とができ、学習内容が定着しやすい。

数学 508 くらしに役立つワーク数学 東洋館 ２年選択
自立して生活するために必要な知識を、多
くの練習問題と一緒に学ぶことができる。

数学 532 中高生のための数学 こばと ２年選択
日常で必要な知識を、直接記入できるワー
クで学ぶことができる。

２年

数学 604
初級編ステップアップかず
すうじ

こばと ２年選択
１から１０までの数字の概念を分かりやす
く学ぶことができる。

数学
初級編　ステップアップ　さ
んすうⅠ

こばと ２年選択
たし算とひき算の概念を学ぶことができ
る。

数学
考える力を育てる　入門天才ドリル図
形　計算文章題の基本が身に着く

ディスカバートゥエ
ンティワン

２年選択
図形・計算・文章題といった算数の基本を身につけな
がら考える力を育むことができる。

理科

数学 OO3 くらしに役立つ数学 東洋館 ２年選択
数学の基本的な事項などを生活に関連して
学ぶことができる。
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あいさつが音声で流れてくるため、模倣がしやすい。また、
反復練習がしやすく子供の興味も引きやすい。

職業 509
ひとりだちするためのライフ
キャリア教育

日本教育研 ２年選択
ライフイベントについてイラストで丁寧に解説されている。
自己理解や自己管理能力について考えるきっかけになる章立
てになっている。

あたまと心で考えようＳＳＴワーク
シート自己認知・コミュニケーション
スキル編（かもがわ）

かもがわ出版 ２年選択
集団のなかで必要とされる適切な行動につ
いて、ワーク形式で学ぶことができる。

道徳 538
こどもマナーとけいご絵じて
ん

三省堂 ２年選択
日常生活の場面ごとに解説を加え、マナーと敬語を、
見開き全面を使った楽しいイラストによる図解で楽し
く学べる。

いいこってどんなこ？ 富士房 ２年選択
優しいタッチの絵を見たりお話を読んだりして、ある
がままの姿でいいということを学ぶことができる。

道徳
１０歳までに身につけたい一
生困らない子どものマナー

青葉出版 ２年選択
挨拶や礼儀、マナーなどイラストを交えて説明されて
いて、分かりやすく学ぶことができる。

道徳 506

情報 新・見てわかる社会と情報 日本文教出版 ２年選択
ユニバーサルデザインの観点から、見やすさ、読みや
すさ、分かりやすさが配慮されている。

道徳 515
SSTワークシート（思春期編）
あたまと心で考えよう

かもがわ出版 ２年選択
家庭や学校での生活を自主的・計画的に過ごすための
手立てを具体的に学ぶことができる。

２年

職業 539
心をのばすソーシャルスキルトレーニ
ング用ワークシート（下）

こばと ２年選択
視覚・聴覚トレーニング、ボディ・空間イ
メージをワークシートで学べる。

職業
障害のある子のための
職業ガイド

日本教育出版社 ２年選択
障害を持っている人がどのような職業に就けるのか詳しく掲
載されている。就労への取り組みが分かりやすく解説されて
いる。

職業 B04
絵でわかるこどものせいかつ
ずかん４おつきあいのきほん

合同出版 ２年選択
人とおつきあいしていく上で必要なあいさつやことばが、わ
かりやすく図も交えて説明している。

職業 P15
音のでる知育絵本１５
こえでおぼえるごあいさつえほん ポプラ ２年選択

２年選択
調理する楽しみ、家での手伝いや自分での料理習慣が身につ
くように構成されている。

家庭 A05 子どもキッチン 講談社 ２年選択
写真で解説があり、わかりやすく簡単にで
きるレシピで、使いやすい。

情報
大きな字でわかりやすい
iPad アイパッド 超入門

技術評論社 ２年選択
読みやすい大きな字で，iPadの基本操作か
らていねいに解説している。

家庭 508 ひとりだちのための調理学習 日本教育出版社

道徳
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国語 ふうせんのはか くもん出版 ３年選択
こころにひびくお話が適度な文章量で書か
れている。

３年選択

国語 おばあちゃんのおにぎり くもん出版 ３年選択
こころを揺さぶるお話の中で豊かな表現力
を学習できる。

国語 523

光村教育図書 ３年選択
日本文学の名文の冒頭文をなぞり書きや視
写、暗唱もできるようになっている。

国語
読み書きが苦手な子どもへの
〈漢字〉支援ワーク６年版

光村図書 ３年選択
漢字をわかりやすく解説しながらトレーニ
ングできる。

3年

国語 587
エリック・カールボードブック（音の
出る絵本）ボードブックだんまりこお
ろぎ

偕成社 ３年選択
絵本のページに合った音が出るため興味関
心を引きやすい

国語 684 CD付き童謡カード第1集 公文出版 ３年選択
CDが童謡を読んでくれるため、絵本に注目をさせなが
ら物語を読み進めることができる

国語 599
幼児えほんパンダなりきりた
いそう

講談社 ３年選択
動きの模倣をかわいい視覚支援で取り組む
ことができる

国語 652
リボンのしかけえほん
にじをつくったのだあれ

世界文化社

国語 616
ミュージックペープサートCD
付

世界文化社 ３年選択
ペープサートを用いて物語を読み進めるこ
とができる

実際にリボンが増えていく仕掛け絵本のた
め色の認知に役立つ

国語 548
きいてうたって２４曲
どうようのうたのえほん

永岡書店 ３年選択
歌のリズムに合わせて言葉を￥に触れるこ
とができる

声に出して読みたい日本語１ 草思社 ３年選択
名文のサビが集められたベスト盤で音読ス
キルを磨ける

国語 605
国語「書く力・考える力」の
基礎力アップ編

明治図書 ３年選択
書くこ力と考える力を同時にトレーニング
できる。

国語 533
齋藤孝のイッキによめる！名
作選　小学３年生

講談社 ３年選択
幅広いジャンルの名文を読むことができ
る。

国語
あかねこ名文視写スキル中学
１年

国語 544
だるまさんシリーズ３冊セッ
ト

ブロンズ新 ３年選択
だるまさんの様々な動きの模倣をたくさん
することができる
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

社会 506
もっと日本が好きになる！な
るほど都道府県３１２

えほんの杜 ３年選択
絵を見ながら都道府県を楽しく学ぶことが
できる。

３年

国語
医者が考案したコグトレパズ
ル

SB　Creative ３年選択
注意力や記憶力がぐんぐん伸びるトレーニ
ング。

国語

社会 A07
こどもきせつのぎょうじ絵じ
てん　第2版小型版

三省堂 ３年選択
季節ごとの行事をカラーのイラストと平易
な文章でわかりやすく解説されている。

社会 G05
福音館の科学シリーズ　ぼく
らの地図旅行

福音館 ３年選択
縮尺による距離の計算方法や地図記号など地図の読み
方や使い方が分かりやすく解説されている。

社会 001 くらしに役立つ社会 東洋館 ３年選択
実際に社会に出たときに必要な力を付ける
ことができる。

社会 501 こども六法 弘文堂 ３年選択
３年生で学ぶ権利などがわかりやすく記載
されている。

さがしてみよう！まちの記号
とマーク１学校の記号マーク

小峰書店 ３年選択
自分たちの身近なマークや記号がたくさん
載っており学ぶことができる。

社会 B07
生活図鑑カード生活用具カー
ド

くもん出版 ３年選択
普段使っているものの名前を知り語彙量を
増やすことができる。

国語 A03
もじ・ことば３　やさしいひ
らがな１集

くもん出版 ３年選択
なぞり書きで運筆の練習をしながら、ひら
がなの学習をすることができる。

国語 617
上級編レベルアップことばの
つかいかた

こばと ３年選択
会話・状況に合うあいさつ、代名詞・接続詞の使い
方、気持ちを表す言葉などを学習できる。

614 上級編レベルアップ漢字 こばと ３年選択
イラストと共に漢字の読み書きが練習でき
るので定着しやすい。

国語 ひらがなしりとりあそび くもん出版 ３年選択
しりとり遊びを通してひらがなの読み書き
を学習することができる。

社会 587

531 中高生のための国語 こばと ３年選択
動詞や助詞、つまづきやすい言葉の使い方
を学ぶことができる。

国語 606
中級編ジャンプアップこくご
Ⅱ

こばと ３年選択
形容詞、反対語、短文読解など幅広い内容
が網羅されている。

国語
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

数学 644
ぴったんこパズル　はいどう
ぞ

学研 ３年選択
様々なものに触れながら、指先を使うこと
ができる。

数学 539
音の出る知育絵本２４脳科学
からうまれたゆびゆびえほん

ポプラ ３年選択
本能的に遊びたくなるデザインで集中力が
持続される仕掛けが多い。

数学 539 たべものえあわせカード 永岡書店 ３年選択
食べ物カードが二つに分かれており絵合わ
せを学ぶことができる。

数学 561
もっとチョキチョキきろう！
３・４・５歳

永岡書店 ３年選択
はさみの使い方を覚え手先を動かす力をつ
けることができる。

数学 538
音の出る知育絵本２２脳科学
からうまれたにぎにぎえほん

ポプラ ３年選択
本能的に遊びたくなるデザインで集中力が
持続される仕掛けが多い。

数学 747
それいけ！アンパンマンシー
ルあそびブック

小学館 ３年選択
興味関心が持続されながらシール貼りを行
うことができる。

数学 649 ピタゴラ装置DVDブック１ 小学館 ３年選択
様々な装置が用意されており、追視に役立
つ。

数学 650 ピタゴラ装置DVDブック２ 小学館 ３年選択
様々な装置が用意されており、追視に役立
つ。

３年選択
社会のルールやマナーお店の種類など生き
ていくうえで必要な知識を学習できる。

社会 535 中高生のための生活・社会 こばと ３年選択
公共の施設や家族の役割など生きていくた
めに大切なことが学べる。

数学 651 ピタゴラ装置DVDブック３ 小学館 ３年選択
様々な装置が用意されており、追視に役立
つ。

３年

社会
学校では教えてくれない大切
なこと⑦物の流れ

旺文社 ３年選択
身の回りの物がどんな風に作られているか漫画でわか
りやすく説明されていて学習しやすい。

社会
ちずでぐるり！世界いっしゅ
うえほん

パイインターナショ
ナル

３年選択
世界の国がイラストで紹介されていて、各国の特徴を
イメージしながら学ぶことができる。

社会
おやこのファーストステップ　シール
はってみよう　はるなつあきふゆ

くもん出版 ３年選択
シールで遊びながら、興味をもって季節や
物の名前を学ぶことができる。

社会 616 上級編レベルアップせいかつ こばと
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

理科 515 小学館の図鑑NEO　魚DVDつき 小学館 ３年選択
沢山の資料を見て海の生き物に触れること
ができる。DVDで見ることもできる。

３年

565
はじめてのとけい（かず・け
いさん１０）

くもん出版 ３年選択

理科 513 小学館の図鑑NEO　花DVDつき 小学館 ３年選択
沢山の資料を見て植物に触れることができ
る。DVDで見ることもできる。

理科 514
小学館の図鑑NEO　動物DVDつ
き

小学館 ３年選択
沢山の資料を見て動物に触れることができ
る。DVDで見ることもできる。

数学 A02
ひとりだちするための算数・
数学

日本教育研 ３年選択
基礎的な内容と生活シーンにかかわる内容に分かれて
おり、学習内容が定着しやすい。

数学
できるーと「かず１」集合／
順序

フレーベル ３年選択
カラフルで見やすく、シールを貼りながら
楽しく数の学習ができる。

数学 Z01
かずをかぞえよう！デコボコ
えほん

小学館 ３年選択
指先で触り、なぞりながら１～１０までの
数の学習ができる。

数学 003 くらしに役立つ数学 東洋館 ３年選択
数学の基本的な事項などを生活に関連して
学ぶことができる。

数学 610
中級編ジャンプアップさんす
うⅢ

こばと ３年選択
イラストや図が用いられていて、掛け算や
割り算の仕組みを学習できる。

数学 532 中高生のための数学 こばと ３年選択
数学の基本的な事項などを生活に関連して
学ぶことができる。

何時・何時半の時刻の読み方を繰り返し学
習し身に付けることができる。

数学 601
初級編ステップアップさんす
うⅠ

こばと ３年選択
たし算とひき算について、イラストを数え
ながら理解することができる。

数学 B01
中級編ジャンプアップ　とけ
い・おかね・カレンダー

こばと ３年選択
生活に必要なカレンダー、時計の読み、お
金の数え方を身に付けることができる。

数学 517
なきごえきいて！どうぶつパズル型は
め　音のでる知育絵本

朝日新聞 ３年選択
手を使いながら、耳で聞いて動物について
知ることができる。

数学 557
やさしいすうじ（かず・けい
さん２）

くもん出版 ３年選択
道たどりや点結びをしながら１から３０の
数字の読み書きを学習できる。

数学
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

理科 E02
かこさとし　からだの本２
たべもののたび

童心社 ３年選択
食べたものは体内のどこを通って、どうな
るのかを図で見て理解することができる。

３年選択
落ち葉を飾った写真立て、小枝で作った昆虫など身近
な自然を感じながら学ぶことができる。

理科 513
なぜ？と考え実験と観察で深くわか
る！小学生の理科ノート小3～6年生

朝日学生 ３年選択
昆虫や植物の観察、乾電池と光電池、だ液のはたらきなどの
実験と観察の方法をイラストで紹介し、身近なもので学ぶこ
とができる。

理科 503
でんじろう先生のおもしろ科
学実験室３工作実験

新日本 ３年選択

理科 B03 知識の絵本　ひとのからだ 岩崎書店 ３年選択
本当の心臓やへその緒の写真、ひとのから
だが忠実にイラストで描かれている。

理科 B01 りかのこうさく　1年生 小峰書店 ３年選択
虫と花、空気で遊ぶ、豆電球など全てカラーの図解で
興味をもって工作に取り組めように説明しされいる。

理科 524
でんじろう先生の学校の理科がぐんぐ
んわかるおもしろ実験

主婦と生活社 ３年選択
たくさんの実験が載っていて、どれも比較的身近にあ
るものでできるので、実際に取り組みやすい。、

理科 G12
ひとりでできる手づくりBox
しぜんで工作しよう

岩崎書店

しかけ絵本の本棚　からだの
なかとそと

評論社 ３年選択
自分の体の構造について、触れながら学ぶ
ことができる。

理科 J09
ふしぎ・びっくり！？こども
図鑑９ちきゅう

学研 ３年選択
実際に目にする自然の事物や現象を扱って
おり、親しみやすい。

身近なもので様々な実験に取り組むことが
できる。

理科 505
つくろう！あそぼう！身近な素材を生
かす手作りおもちゃとプレゼント チャイルド ３年選択

身近なもので様々な実験に取り組むことが
できる。

理科 517
小学館の図鑑NEO　新版鳥DVD
つき

小学館 ３年選択
沢山の資料を見て様々な鳥に触れることが
できる。DVDで見ることもできる。

３年

理科 512 小学館の図鑑NEO  DVDつき 小学館 ３年選択
沢山の資料を見て様々な生き物に触れるこ
とができる。DVDで見ることもできる。

理科 595
やってみよう！ブック２
１ねんきせつのこうさくあそび ポプラ ３年選択

工作を通して季節の移り変わりに触れるこ
とができる。

理科 517
100円ショップでわくわく科学
実験

いかだ社 ３年選択

実験のやり方を写真で説明し、実験結果や
その理由をわかりやすく解説している。

理科 B25
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

福音館の科学シリーズ　地球 福音館 ３年選択
地球内部の巨大なエネルギーが地球を変えていく過程
を雄大に分かりやすく読むことができる。

偕成社 ３年選択
自分たちの日々の生活に活かすことができ
る。

四季折々に身近に見られる花や虫や鳥などを、自然の
景観の中にあるがままの姿で見ることができる。

３年選択
春夏秋冬の季節による自然の変化の様子を、興味と関
心を引き出すように写真とイラストで詳しく解説して
いる。

理科 G03

漫画と解説でわかりやすく書かれており、スマホとの
付き合い方を身に付けることができる。

時計をまわしてボタンをおせば１分きざみで教えてくれる。
楽しいクイズもり 遊びながら時間の学習ができる。

美術 N02
あーとぶっくひらめき美術館
第２館

小学館 ３年選択
自由な視点で作品と向き合う楽しさを学び、世界中の
傑作をカラーで鑑賞することができる。

職業 B04
絵でわかるこどものせいかつずかん４
おつきあいのきほん 合同出版 ３年選択

挨拶や約束など人との付き合い方について
イラストを見て学習することができる。

３年選択
学校生活、社会生活に役立つトラブル対策
を書き込んで学ぶことができる。

職業
ひとりだちするための就労支
援ノート

日本教育研 ３年選択
社会に出て必要な就労についての能力を身
につけることができる。

情報
窓をひろげて考えよう　体
験！メディアリテラシー

かもがわ出版 ３年選択
メディアの伝える情報と実際の情報の違い
をイラストを見て理解できる。

職業 G10
福音館の科学シリーズ　ただ
いまお仕事中

福音館 ３年選択
仕事の意味について考えるきっかけとなり、色々な職
業について学ぶことができる。

情報

３年

理科 O04 くらしに役立つ理科 東洋館 ３年選択

理科 C12
こどものずかんMio12　きせつ
としぜん

ひかりのくに

理科 G04
福音館の科学シリーズ　道ば
たの四季

福音館 ３年選択

職業 B25
音のでるとけいえほんいまな
んじ

金の星社 ３年選択

職業 506
ひとりだちするためのトラブ
ル対策改訂版

日本教育研

ネットが最強のパートナーになる　ネッ
ト・スマホ攻略術　１時間で一生分の「生
きる力」１

講談社 ３年選択

職業 Z01
子どものマナー図鑑（１）ふ
だんの生活のマナー

「くらしに役立つ」視点で、健康なくらし、自然とく
らし、便利なくらしを分かりやすくまとめられてい
る。

理科 C09
こどものずかんMio９　ひとの
からだ

ひかりのくに ３年選択
人の体のしくみや、それぞれの役割を写真とイラスト
で詳しく解説し、興味と関心をもつことができる。
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

道徳
１０歳から知っておきたいお金の心得
大切なのは稼ぎ方・使い方・考え方

えほんの杜 ３年選択
貯め方や投資についても簡潔に説明されて
いる。

随所に例題を設定しており、考え方やポイントを押さ
えながら教科書に沿って展開されている。

情報 新・見てわかる社会と情報 日本文教出版 ３年選択
ユニバーサルデザインの観点から、見やすさ、読みや
すさ、分かりやすさを配慮されてる。

情報 社会と情報 東京書籍 ３年選択
まとめのページで知識が整理されている。情報モラルが充実
されている。ワード、エクセル等の基本操作がわかりやす
い。

３年

情報
クイズでわかる小学生からの
ネットのルール

主婦の友社 ３年選択
クイズを解きながらネットやＳＮＳのルー
ルについて学習することができる。

情報 ごきげんスマホえほん０～３歳 永岡書店 ３年選択
いろいろな言葉や音楽が流れ、興味を持って学習する
ことができる。

情報
おうた・クイズ・なきごえいり　どう
ぶつタブレットずかん

東京書店 ３年選択
タブレット型でボタンを押すと動物の鳴き声が流れ興
味を持って学習することができる。

情報 最新情報の科学 実教出版 ３年選択

道徳 625 からだのふしぎ 世界文化社 ３年選択
自分たちの身体について学ぶことができ
る。

道徳 754
ドラえもんの生活はじめてトライでき
るかな？じぶんこと・おてつだい

小学館 ３年選択
身近に自分ができることは何かを知ること
ができる。

道徳 O03
マナーやルールがどんどんわかる！
新装改訂版みぢかなマーク ひかりのくに ３年選択

日本の都道府県のマークやご当地キャラも紹介し、好
奇心を刺激してルールも学べて分かりやすい。

道徳 501 こども六法 弘文堂 ３年選択
３年生で学ぶ権利などがわかりやすく記載
されている。

情報
大きな字でわかりやすいワー
ド＆エクセル

技術評論社 ３年選択
大きな字と大きな画面で手順を省略せずに説明しているの
で，誰でも迷わずにWordとExcelの操作を学習することができ
る。

情報
大きな字でわかりやすい
iPad アイパッド 超入門

技術評論社 ３年選択
読みやすい大きな字で，iPadの基本操作からていねい
に解説している。

情報
実例満載　WordでできるPOP・はが
き・案内図・暮らしで役立つ書類のつ
くり方

技術評論社 ３年選択
大きな字と大きな画面で手順を省略せずに説明しているの
で，誰でも迷わずにWordの操作を学習することができる。
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

（注）　１．すべての教科用図書について、２～３行で選定理由を記入する。
　　　　２．用紙の大きさは、Ａ４判とし、その用い方は、左とじ、横長とする。
　　　　３．１年、２年、３年、訪１年、訪２年、訪３年の順に記入する。１学年の各教科を記入した後に次の学年を記入する。
　　　　４．教科名は、教科書目録の順に教科名を記入する。　教科名を記入するのであって種目を記入するのではない。
　　　　　　（例）　「書写」とは記述せず、「国語（書写）」と記述する。
　　　　５．使用範囲は、下記の例にならって記述する。何年間かに渡って使用する場合は、下の学年の方に記入する。
　　　　　　（例）　１年、　２年選択、　１年～３年、　専攻科保健理療科３年、　普通科１年～３年　など
　　　　

実例を用いてわかりやすく簡潔にまとめら
れている。

道徳 B06
学校では教えてくれない大切なこと
（６）友だち関係（気持の伝え方） 旺文社 ３年選択

自分の気持ちを相手にきちんと伝わる伝え
方が書かれている。

道徳 O01
みんなのためのルールブック　あたり
まえだけど、とても大切なこと

草思社 ３年選択
礼儀やマナー、社会のルールを守ることの大切さを考
えられるように書かれている。。

３年

道徳
「イヤな気持ちを」エネルギーに変え
る！中野信子のこども脳科学

フレーベル館 ３年選択
脳科学のエビデンスに説得力があるだけで
なくわかりやすい。

道徳
１０歳の君に贈る、心を強くする２６
の言葉　哲学者から学ぶ生きるヒント えほんの杜 ３年選択

自分について知り自己肯定感を高めていく
考え方がわかりやすく書かれている。

道徳 682
マンガでわかるよのなかの
ルール

小学館 ３年選択
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（様式３）

学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年　６月９日

令和５年度使用教科用図書選定に関する申請書
 

607
中級編ジャンプアップ　こくご
Ⅲ こばと教材出版 1～3年

ことば、文章の理解、読解での問いと答え、カ
タカナについて学ぶことができる。

603
初級編ステップアップことば・
もじ こばと教材出版 1～3年

絵と言葉を合わせながら、文字に親しみ簡単な
字形の視写まで学べる。

4　生徒が自ら学び、自ら意欲的に学習できるような教科用図書を選定する。
5　上級学年で使用することとなる教科用図書との関連を考慮した教科用図書を選定する。

1
年
（

知
）

国語 602
発達支援教育教材シリーズカード編じ
ぶんでつくるえとことばのカード こばと教材出版 1～3年

身近なもののイラストが分かりやすく、文字と
結び付けやすい。

 選定方針
1　生徒の発達の実態に応じて教科用図書を選定する。
2　生徒の興味・関心に合わせて、幅広い分野から教科用図書を選定する。
3　絵や写真が多く、生徒が楽しみながら使用できる教科用図書を選定する。

     教育長　　長　　田　　　淳　　様
 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市立いぶき明生支援学校　学校長　　三瀬　博道

 　下記の通り教科用図書を選定することを報告します。

531
中高生のための国語

こばと教材出版 1～3年 幅広く学習ができる内容になっている。
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

609 中級編　ジャンプアップ算数Ⅱ こばと教材出版 1～3年
実生活に必要な項目について、基礎的なことが
学べる。

1～3年
大きくはっきりしたイラストがあり、形や記号
が学びやすい。

604
初級編ステップアップかず・す
うじ

こばと教材出版 1～3年
絵を理解の補助として、反復しながら少しずつ
ステップアップできる構成になっている。

暮らしに役立つ国語の力をワークブックで確認
し、身に付けることができる。

社会 683 にっぽん発見！マップ 小学館 1～3年
絵や写真がたくさん使用されており、日本の地
理への興味をひきやすい。

1
年
（

知
）

国語 507 くらしに役立つワーク国語 東洋館 1～3年

数学 601
初級編　ステップアップマッチ
ングⅠ

こばと教材出版

音楽 ヒットソング大全集2022年版 徳間書店 1～3年 身近な曲が多く、歌や楽器演奏に使用できる。

保健体育
かっこよくいきる　すてきにい
きるための５つのお話

ごま書房新社 1～3年
心と体の学習を進める上で分かりやすい絵や言
葉が使われている。

587
ポップアップ人体えほん　ポッ
プアップ人体図鑑ー　等身大ポ
スターがとびだす!

ポプラ社 1～3年 絵や図が多くわかりやすい。

理科 649 ピタゴラ装置DVDブック1 小学館 1～3年
身近な物を使った興味深い装置を紹介している
ため。

508 くらしに役立つワーク数学 東洋館 1～3年
暮らしに役立つ数学の力をワークブックで確認
し、身に付けることができる。

532 中高生のための数学 こばと教材出版 1～3年 幅広く学習ができる内容になっているため

大人の塗り絵　Postcard Book
元気なピーターラビット編

河出書房新社 1～3年
馴染みあるイラストで描きやすく、ポストカードとし
て使用することができ意欲につながる。

534
トリックアートアドベンチャー
２トリックアートたからさがし

あかね書房 1～3年
動く絵、隠し絵、逆さ絵、だまし絵など様々なトリッ
クアートを絵本の中に見ることができる。

美術 501
らくがき絵本ＰＡＲＴ２五味太
郎２５％

ブロンズ新社 1～3年
描き込んで楽しめるよう、様々な誘い掛けが工夫され
ており、自発的な活動を引き出せる。
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

絵や写真が多く入っていて分かり易く、更にＣ
Ｄがついていて発音練習ができる。

家庭 503 せいかつ絵カードずかん カドカワ 1～3年
生活全般を分かりやすいイラストで表してい
る。

1
年
（

知
）

英語
ドラえもんはじめての英語ドリ
ル　基本の英単語

小学館 1～3年

600 改訂版家庭科の基本 学研

501 はやくはやくっていわないで ミシマ社 1～3年
主人公の気持ちが短い言葉と鮮やかな絵で生徒
に親しみやすいため。

507
あたまと心で考えよう
SSTワークシート 社会的行動編

かもがわ出版 1～3年
学校や社会の中で求められている適切な言動が
とれる技能」が身につくように、意図的な活動
(指導)をする。

道徳 522 みんなで道トーク第１巻学校編 河出書房新社 1～3年
学校で求められている適切な言動がとれる技能
が身につくような意図的な活動(指導)になって
いる。

513 くらしに役立ソーシャルスキル 東洋館 1～3年
自立するための社会生活の力を身に付けること
ができる。

職業 507 ひとりだちするための進路学習 日本教育研究出版 1～3年
身だしなみや挨拶などの細かなルールや、今後
の進路のことを分かりやすく学べる。

1～3年
生活技術を豊富な写真で分かりやすく解説して
いる。

情報
今すぐ使えるかんたんぜったい
デキます！ワード＆エクセル超
入門

技術評論社 1～3年
図が多く入っていて分かりやすいので、生徒が
自分で調べられる。

毎日のドリル　さく文(小学1年) 学研プラス 2～3年
スモールステップで構成されており、日記や感
想文などの書き方がわかりやすいため。

2～3年
イラストや作文の書き方の手本があり、書くこ
とに取り組みやすいワークシートのため。

506
発達障害児のためのことばの練
習帳形容詞-くらべることば-

コロロ発達療育セン
ター

2～3年
日常生活で使う比較の形容詞の学習ができ、シ
ンプルなイラストがあり使いやすいワークシー
トのため。

大事なところは繰り返して習熟できる。テスト
もついており、苦手を復習できる。

525
漢字の基礎を育てる形・音・意
味ワークシート３　漢字の読
み・意味編

かもがわ出版 2～3年
本に直接書き込むことができ、一つの漢字にさ
まざまな読み方があることを学習しやすいた
め。2

年
（
知
）

国語 502
宿題・授業に！今スグ使える国
語プリント小学３年生

清風堂書店 2～3年

520
10分間書く力がつくプリント
低学年1・2・3年

清風堂書店
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

2
年
（
知
）

国語
パーフェクトテスト国語読解
小学1年

文英堂 2～3年

くもんの磁石あいうえお盤（す
うじ盤50）JB-45

くもん出版

502 はじめてのにほんちずえほん
パイインターナショ
ナル

2～3年
生徒が読みやすい絵本になっていると同時に特
産物などが紹介されている。

社会 576
社会習熟プリント小学３・４年
生

清風堂書店 2～3年
生徒が読みやすい絵本になっていると同時に特
産物などが紹介されている。

とびだす！はらぺこあおむし
（POP-BOOK）

偕成社 2～3年
各ページに動く仕掛けがあり、興味をもって取
り組むことができる。

561
マグネットしかけえほん
はたらくおおきなくるま

大日本絵画 2～3年
場面に応じた車を選んで走らせることができ
る。磁石の車が大きく、なくしにくい。

2～3年
1つの教材でひらがなや数字が学習できる。文字
盤が磁石なので取り組みやすい。

574 ブレーメンのおんがくたい 金の星社 2～3年
温かい絵で、動物の鳴き声の文字の太さや色、
字形が工夫されていて読みやすい。

基礎的な問題から発展的な内容にも取り組める
内容のワークシートのため。

605
初級編　ステップアップ　こく
ごⅠ

こばと教材出版 2～3年
ことばや文字の習得がスモールステップで設定
されているため。

627
小学ドリル算数計算　2年生のた
し算

くもん出版 2～3年
2桁3桁の計算問題を中心に例題があり、反復練
習として記入することができるため。

ゆっくりさんすうプリント20ま
でのかず

小学館 2～3年
記入ができ、字の大きさもみやすく基礎につい
て学ぶことができるため。

505
つまずきをなくす小２算数文章
題

実務教育出版 2～3年
日々の生活に必要な題材が取り上げられており
生活に役立てることができるため。

504
つまずきをなくす小１算数文章
題

実務教育出版 2～3年
日々の生活に必要な題材が取り上げられており
生活に役立てることができるため。

数学 556 算数習熟プリント小学４年生 清風堂書店 2～3年
大事なところは繰り返して習熟できる。テスト
もついており、苦手を復習できる。

529 日本地図カード くもん出版 2～3年 視覚的に分かりやすく、取り組みやすい。
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

理科 552
理科習熟プリント小学３年生大
判サイズ

清風堂書店 2～3年
大事なところは繰り返して習熟できる。テスト
もついており、苦手を復習できる。

NEW さんかくたんぐらむ WP-51 くもん出版 2～3年
形合わせをしながら、手指の器用さを高め、図
形感覚を養うことができる。

2～3年
ことばや文字、かず、数字の習得がスモールス
テップで設定されているため。

NEW たんぐらむ WP-41 くもん出版 2～3年
穴にピースをはめていくことで、正解が分かり
やすく達成感が得やすい。

イラストを使って簡単な問題から取り組め、さ
まざまな文章題が反復練習できるため。

619
上級編　レベルアップ　お金と
時計の文章題

こばと教材出版 2～3年
社会生活で必要なお金や時計の学習があり、学
習がしやすい内容とたっているため。

2
年
（
知
）

数学 619
小学ドリル算数　1年生の文しょ
うだい

くもん出版 2～3年

608
初級編　ステップアップ　さん
すうⅠ

こばと教材出版

音楽
小学生のためのはじめてのクラ
シック音楽

メイツ出版 2～3年 クラシック音楽や作曲家について知れるため。

運動ができる・すきになる本４
ボールなげ／ドッヂボール

国土社 2～3年
ボールを投げたり取ったりするときのポイント
が分かりやすく書かれている。

505 アクティブ中学校体育実技 大日本図書 2～3年
運動の面白さに触れ，主体的・対話的に学習を
進めやすい構成になっている。

保体 546
体幹力を上げるコアトレーニン
グ

成美堂出版 2～3年
室内で手軽にできるトレーニングが紹介されて
おり余暇活動にも使用できる。

519
ほんとのおおきさ
ほんとのおおきさ水族館

学研 2～3年
水族館にいる生き物の実物大の写真が載ってい
る図鑑で、見て楽しめる。

ドラえもん探求ワールド
自然の脅威と防災

小学館 2～3年
災害の起きる仕組みの地学的な説明と、災害へ
の備えが書かれているので、理科の学習をしな
がら防災学習にも使用できる。

美術 520
大人の塗り絵　ＰＯＳＴＣＡＲ
ＤＢＯＯＫ　大好き！ディズ
ニーキャラクター編

河出新社 2～3年
見本を見ながら濃淡を意識して塗ることができ
る。

CD付き楽器カード くもん出版 2～3年 たくさんの楽器の音色を知れるため。
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

2～3年
イラスト入りで英語が苦手な生徒も受け入れや
すく、わかりやすい。

家庭
この一冊ですべてがわかる!家事
きほん新事典

朝日新聞出版 2～3年
ひと目でわかるプロセス写真つきで、家事のき
ほんをわかりやすく丁寧に解説してあるから。

基本的な工作の技能を使い、この1冊だけで作品
を作ることができるため。

A01 かおノート コクヨ株式会社 2～3年
シールで表情を作ることができる。いくつかの
ものの中から選択することが容易である。

2
年
（
知
）

美術
モンテッソーリ式ドリルこうさ
く①きる・おる・あむ

幻冬舎 2～3年

英語 700 パンダでおぼえる英会話 学研

501
こどもSDGｓ（エスディージー
ズ）なぜSDGｓが必要なのかがわ
かる本

カンゼン 2～3年
挿絵や写真、具体的な数値が入っておりわかり
やすい。

511
夢を育む技術、職業－未来に向
かって

開降堂出版 2～3年
イラストや画像を盛り込み、学習のイメージを
持ちやすいよう工夫されている。

506
ひとりだちするためのトラブル
対策　改訂版

日本教育研究出版 2～3年
学校・社会生活で役立つトラブル対策を学べ
る。書き込み式テキストで扱いやすい。

職業 001
職業・家庭たのしい職業科わた
しの夢につながる

開隆堂出版 2～3年
学習事項のチェックや、簡単なまとめ、記述が
できるため、生徒が振り返りやすい。

情報 557
気をつけよう！情報モラル２
メール・SNS編

汐文社 2～3年
身近なメールやSNS等の使い方がわかりやすく書
いてある。

550 おべんとパズル 教育画劇 2～3年
生徒の興味を引く工夫がされており、手で触っ
て楽しみながら学ぶことができる。

視覚的にわかりやすく、想像力を養う内容であ
る。

A01 ひとりだちするための国語 日本教育研究出版 3年
内容が系統立てられているため、段階を踏んで
学習に取り組めるため。

3
年
（

知
）

国語 503 パムとケロのおかいもの 文溪堂 3年

535
日本の絵本　いちばんはじめの
マナーえほん

偕成社 2～3年
身近な生活でのマナーが絵や図でわかりやすく
説明されている。

道徳 534
考えよう話そう道徳！みんなで
道トーク！２家庭編

河出書房新社 2～3年
考えて話す、アクティブラーニングがやりやす
いため。
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

３
年
（
知
）

607
中級編　ジャンプアップ
こくごⅢ

こばと教材出版 3年

616 上級編レベルアップ漢字 こばと教材出版

529
わからないをわかるにかえる3
中学地理

文理 3年 色々なことを関連付けながら学べるため。

535 中高生のための生活・社会 こばと教材出版 3年 社会生活で必要となる内容が入っているため。

502 はじめてのにほんちずえほん
パイインターナショ
ナル

3年
生徒が読みやすい絵本になっていると同時に特
産物などが紹介されている。

社会 531 めくっておぼえるにほん地図 コクヨ 3年 立体的で視覚的にわかりやすい内容である。

3年
イラストが付いており、書き込みができ、生徒
が取り組みやすいため。

国語の力がグングン伸びる１分
間速音読ドリル

致知出版社 3年 音読の練習に使用できる。

段階的に「ことば」を使う力がつくように工夫
されているため。

531 中高生のための国語 こばと教材出版 3年
社会生活に必要な題材が取り上げられており、
学習に活用しやすいため。

単元別まるわかりシリーズ④暗
算習熟プリント

清風堂書店 3年 個別に計算力を磨くことができるため。

504
つまずきをなくす小１算数文章
題

実務教育出版 3年
日々の生活に必要な題材が取り上げられており
生活に役立てることができるため。

532 中高生のための数学 こばと教材出版 3年
字の大きさや学習の流れが生徒に適しているた
め。

629
上級編レベルアップ　お金と時
計の文章題

こばと教材出版 3年
日々の生活に必要な題材が取り上げられており
生活に役立てることができるため。

610
中級編ジャンプアップさんすう
Ⅲ

こばと教材出版 3年
ワークシートに記入ができ、イラストも用いら
れているため。

数学 602
初級編ステップアップ　マッチ
ングⅡ

こばと教材出版 3年
視覚的にわかりやすく、図の大きさ・配置にも
取り組みやすい工夫がしてある。
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534
学校では教えてくれない大切な
こと（１８）からだと心

旺文社
からだと心の健康についてイラストを用いて、
わかりやすく紹介されているため。

保健体育 A02
子どもとマスターする45の操体
法　改訂新版イラスト版　から
だのつかい方ととのえ方

合同出版 3年
自立活動の内容に触れられており活用しやす
い。イラストや写真でわかりやすいため。

3年
日常生活の中で使う理科の考え方をイラストを
用いわかりやすく説明されているため。

理科習熟プリント小学６年生大
判サイズ　学校でも家庭でも教
科書レベルの力がつく

清風堂書店 3年 分かりやすく説明されており、扱いやすい。

身の回りにある理科的な要素を面白く取り扱っ
ており、生徒が興味を持ちながら授業に取り組
めるため。

びっくり実験（でんじろう先生
のおもしろ科学実験室）

新日本出版 3年
身の回りにある理科的な要素を面白く取り扱っ
ており、生徒が興味を持ちながら授業に取り組
めるため。

３
年
（
知
）

理科 519
ほんとのおおきさ
ほんとのおおきさ水族館

学研 3年

537 中高生のための自然・理科 こばと教材出版

英語 566
小学生のための英語練習帳４
会話の場面・表現

旺文社 3年
写真やイラストが多く使われていて、基本的な
ところを分かりやすく説明されている。

537 西洋絵画の鑑賞辞典 永岡書店 3年
作品をカラーで見れ、作品の見所も説明されて
いるため。

大人の塗り絵　Postcard Book
元気なピーターラビット編

河出書房新社 3年
馴染みあるイラストで描きやすく、ポストカー
ドとして使用することができ意欲につながるた
め。

美術 511 かおノート２ コクヨ 3年
色々な顔にシールを貼って表現することができ
るため。

音楽 534
わくわく音あそびえほんきらき
らマイクでうたおう！たのしい
おうたえほん

東京書店 3年
実際に音を出して楽しみながらマイクで歌うこ
とができる。

001 くらしに役立つ保健体育 東洋館
運動の内容が入ってる、また、ケガや病気の内
容も入っているため。

世界一美味しい手抜きごはん最
速！やる気のいらない100レシピ

KADOKAWA 3年
写真やイラストが多く使われていて、分かりや
すく説明されているため。

家庭 597
うたう♪たべる！あそぶ！
12か月の行事のえほん

講談社 3年
12か月の行事の由来を知りながら、それに関す
る絵や音楽を楽しむことができる。
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3年
写真でわかりやすく、生徒でも取り組みやすい
内容になっているため。

情報 501
今すぐ使えるかんたん
PowerPoint完全ガイドブック

技術評論社 3年
困ったときに、すぐに役立ち、操作解説も分か
りやすく説明されている。

写真やイラストが多く使われていて、分かりや
すく説明されている。

538 電子レンジ簡単レシピ100+ 永岡書店 3年
写真が入っており、視覚的にわかりやすいた
め。

３
年
（
知
）

これならできそう！
料理の教科書　ビギナーズ

新星出版社 3年

510
ひとりで作って、みんなで食べ
よ！あじめてのごはん

日東書院

523
マナーと敬語完全マスター！１
学校のマナーと敬語

あかね書房 1～3年
詳しいマナーや敬語をイラストっを使い分かり
やすく説明されているため。

535
考えよう　話そう　道徳！
みんなで道トーク！　まち編

河出書房新社 3年
生徒に身近な日常での課題を取り上げ、解説も
あり親しみやすいため。

道徳 535
日本の絵本いちばんはじめの
マナーえほん

偕成社 3年
身近な生活でのマナーを絵や図でわかりやすく
説明されている。

509
ひとりだちするためのライフ
キャリア教育

日本教育研究出版 3年
イラストが付いており、生徒が主体的に取り組
みやすいため。

505
ひとりだちするためのビジネス
マナー＆コミュニケーション

日本教育研究出版 3年
社会人になるにあたってのマナーがわかりやす
く解説しているため。

職業 505
こどもSDGｓ(エスディージー
ズ）   なぜSDGｓが必要なのか
がわかる本

カンゼン 3年
身近な生活の中でSDGsをわかりやすく説明され
ている。

534 なんでもふたつ 評論社 1～3年
物語になっており、生徒が読みやすい内容に
なっているため。

694 こころのふしぎたんけんえほん PHS 1～3年
イラストが付いており、生徒が考えやすいテー
マを取り上げているため。

525
マナーと敬語完全マスター！３
町のマナーと敬語

あかね書房 1～3年
詳しいマナーや敬語をイラストっを使い分かり
やすく説明されているため。

524
マナーと敬語完全マスター！２
家のマナーと敬語

あかね書房 1～3年
詳しいマナーや敬語をイラストっを使い分かり
やすく説明されているため。
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1
年
（
肢
）

国語（言語文化） 言文702 精選言語文化 東京書籍 １～３年

国語 547
ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａ

くだものさん
学研

国語 国語C-721 国語☆☆☆☆ 東京書籍 １～３年
段階的な学習を継続的に行うことができる。ま
た、年度が変わっても学習内容を継続すること
ができる。

国語 国語C-123 こくご☆☆☆ 東京書籍 １～３年
段階的な学習を継続的に行うことができる。ま
た、年度が変わっても学習内容を継続すること
ができる。

国語 002 くらしに役立つ国語 東洋館 １～３年
自己紹介の仕方、電話のマナーやかけ方、人と
の接し方、断り方など実生活で役立つ知識や情
報が満載。

国語 ゆすってごらん　りんごの木 サンマーク出版 １～３年
本を読むだけでなく、体幹的に物語を感じるこ
とができる。

１～３年
わかりやすい擬音や絵の描写が様子をイメージ
しやすい。

国語 ゆらしてごらん　ひつじさん サンマーク出版 １～３年
本を読むだけでなく、体幹的に物語を感じるこ
とができる。

読み比べが設定されており、言語文化への理解を深めること
ができる。またデジタルコンテンツにより、意欲を引き出せ
る。

国語（現代の国語） 現国702 精選現代の国語 東京書籍 １～３年
教材に身近なテーマが使われており、意欲を引き出し
やすい。またデジタルコンテンツで学習の進め方を提
示することができるため。

国語 704
おはなし推理ドリル　歴史事件

ファイル小学4～6年
学研 １～３年

歴史を学びながら、読む力と考える力が身に付
く内容になっている。

国語 582
おはなし推理ドリル　都道府県

事件ファイル小学4～6年
学研 １～３年

都道府県を学びながら、読む力と考える力が身
に付く内容になっている。

国語
早ね早おき朝5分ドリル　小1国

語　文章読解
学研 １～３年

穴埋めや抜きだし方の回答枠で、考えやすく答
えやすい。

国語 毎日のドリル小学１年文章読解 学研 １～３年
１ページでやり切れる内容量で達成感が味わい
やすい。

国語
できる！！がふえる↑ドリル国

語文章読解　小学１年
文理 １～３年

文章が短く、読みやすい。カラーのイラストで
文章がイメージしやすい。

国語 国語C-722 国語☆☆☆☆☆ 東京書籍 １～３年
段階的な学習を継続的に行うことができる。ま
た、年度が変わっても学習内容を継続すること
ができる。
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国語 小学高学年自由自在国語 増進堂 １～３年
小学校5，6年国語の内容が網羅されており、考
え方が身につく例題が多く取り上げられてい
る。

国語
おはなし推理ドリル　百人一首

事件ファイル小学4～6年
学研 １～３年

百人一首を学びながら、読む力と考える力が身
に付く内容になっている。

１～３年
文章読解が苦手な生徒も、飽きることなく取り
組むことができ、読解力が身に付く。

国語 A01 ひとりだちするための国語 日本教育研究出版 １～３年
聞く・話す・読む・書くの基礎項目と、応用力
を身に付けることができる。

社会人になるために必要な内容を知る、考え
る、調べる内容で独り立ちするのに役立つ

国語
陰山メソッド　徹底反復漢字プ

リント小1～6年
小学館 １～３年

文章の中に必要な漢字が組み込まれており、繰
り返し練習することで漢字を習得しやすい。

1
年
（
肢
）

国語 507 ひとりだちするための進路学習 日本教育研究出版 １～３年

国語
早ね早おき朝5分ドリル　小５国

語　文章読解
学研

国語 627
下村式となえてかく漢字練習
ノート小学６年生改訂２版

偕成社 １～３年
声に出しながら練習することで感じが身に着く
ように工夫されている。

国語 626
下村式となえてかく漢字練習
ノート小学５年生改訂２版

偕成社 １～３年
声に出しながら練習することで感じが身に着く
ように工夫されている。

国語 625
下村式となえてかく漢字練習
ノート小学4年生改訂２版

偕成社 １～３年
声に出しながら練習することで感じが身に着く
ように工夫されている。

国語 525
マナーと敬語完全マスター！３

町のマナーと敬語
あかね書房 １～３年

敬語が自然と身に着くように工夫されていて、
解答もしやすい形式をとっている。

国語 524
マナーと敬語完全マスター！２

家のマナーと敬語
あかね書房 １～３年

敬語が自然と身に着くように工夫されていて、
解答もしやすい形式をとっている。

国語 523
マナーと敬語完全マスター！１

学校のマナーと敬語
あかね書房 １～３年

敬語が自然と身に着くように工夫されていて、
解答もしやすい形式をとっている。

国語 815
くもんの読解力を高めるロジカ

ル国語小学3年生
くもん出版 １～３年

筋道立てて読解力を高めるよう工夫されてい
る。

国語 814
くもんの読解力を高めるロジカ

ル国語小学2年生
くもん出版 １～３年

筋道立てて読解力を高めるよう工夫されてい
る。
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１～３年
筋道立てて読解力を高めるよう工夫されてい
る。

国語 675
齋藤孝のイッキによめる！名作

選小学4年生新装版
講談社 １～３年

名作が収録されており、読むことに興味がわく
ように工夫されている。

筋道立てて読解力を高めるよう工夫されてい
る。

国語 817
くもんの読解力を高めるロジカ

ル国語小学5年生
くもん出版 １～３年

筋道立てて読解力を高めるよう工夫されてい
る。

1
年
（
肢
）

国語 816
くもんの読解力を高めるロジカ

ル国語小学4年生
くもん出版 １～３年

国語 818
くもんの読解力を高めるロジカ

ル国語小学6年生
くもん出版

国語 509
幼児絵本シリーズきんぎょがに

げた
福音館書店 １～３年

わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 こわめっこしましょ 絵本館 １～３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 ともだちしょうかいしようかい ブロンズ新社 １～３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 グーチョキパーのうた 解放出版社 １～３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 ねぐせのしくみ ブロンズ新社 １～３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 こねてのばして ブロンズ新社 １～３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 521 幼児絵本シリーズおにぎり 福音館書店 １～３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 B09
幼児絵本シリーズやさいのおな

か
福音館書店 １～３年

わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 642
いやだいやだの絵本ねないこだ

れだ
福音館書店 １～３年

わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 B06 幼児絵本シリーズくだもの 福音館書店 １～３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。
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1
年
（
肢
）

国語 あさですよ　よるですよ 福音館書店 １～３年

国語 なでてごらん 幻冬舎

国語 むにゃむにゃ　きゃっきゃっ こぐま社 １～３年
「ぷくぷく」「がしゃーん」などいろいろな音
がシンプルな絵とともに紹介されており、読み
聞かせながら楽しむことができるから。

国語
自由自在　賢くなる　クロス
ワード　ことば力　初級

増進堂 １～３年
基本的な漢字の読み、ことわざ、類義語、対義
語などを正しく覚え、クロスワードを楽しみな
がら語い力を伸ばすことができるから。

国語 OO1
あっちゃんあがつくたべものあ

いうえお
リーブル １～３年

わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語
てあそびうたえほん　バスごっ

こ
世界文化社 １～３年

わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

１～３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語
がたん　ごとん　がたん　ごと

ん　ざぶん　ざぶん
福音館書店 １～３年

わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 かお　かお　どんなかお こぐま社 １～３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 531 中高生のための国語 こばと教材出版 １～３年
特別な読み方の漢字や言葉の意味、助詞や接続
語などが分かりやすく掲載されている。

国語
ひとりだちするための　国語

ワーク２
日教研 １～３年

聞く話すの基本や、日常生活や仕事場面でのマ
ナーなどが学べる。

国語
ひとりだちするための　国語

ワーク１
日教研 １～３年

身近な日常生活を題材にしており、演習問題に
よる学習の定着が図れる。

国語
自由自在　賢くなる　クロス
ワード　ことば力　上級

増進堂 １～３年
基本的な漢字の読み、ことわざ、類義語、対義
語などを正しく覚え、クロスワードを楽しみな
がら語い力を伸ばすことができるから。

国語
自由自在　賢くなる　クロス
ワード　ことば力　中級

増進堂 １～３年
基本的な漢字の読み、ことわざ、類義語、対義
語などを正しく覚え、クロスワードを楽しみな
がら語い力を伸ばすことができるから。

国語 513
わからないをわかるにかえる1中

学国語1～3年
文理 １～３年

一単元が見開きの1ページ構成になっており、単
元のまとまりごとに確認テストがあり、学習の
定着を確認しやすい。
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国語 O06
五味太郎・言葉図鑑（６）

くらしのことば
偕成社 １～３年

長年愛されてきている本であり、くらしにまつ
わる言葉をたくさん学ぶことができるから。

国語 O05
五味太郎・言葉図鑑（５）

つなぎのことば
偕成社 １～３年

そして、だから、しかしなどの接続詞をユニー
クなイラストで学習できるので文章をつないで
長くして楽しませたいから

１～３年
とても一生懸命に自分だけのあなを掘っていく
様子にユーモアがあり、そのあなを宝物のよう
に守る姿に共感できるから。

国語 ゆっくりおでかけ 童心社 １～３年
おでかけをするときに日常起こりうることを
ユーモラスに描いており、共感できる内容だか
ら

鮮やかな色彩のイラストが目を引く。どんどん
とお客を乗せて進んでいくのが面白く、夢のあ
る物語だから。

国語 007 よみかた絵本 戸田デザイン研究室 １～３年
知っているようで知らない漢字の成り立ちや歴
史がわかりやすく図解されており、生徒にとっ
て興味を引くものだから。

1
年
（
肢
）

国語 のせてのせて100かいだてのバス ポプラ社 １～３年

国語 あな 福音館書店

国語 A01
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）
同成社 １～３年

こくごの基礎的な内容、必要な知識が載ってい
る。絵が豊富に掲載されており楽しく学べるこ
とができるから。

国語 てん あすなろ書房 １～３年
絵の苦手な男の子が描いたひとつの絵を周りか
ら認めてもらうことによって成長する姿に共感
してほしいから。

国語 あみだだだ 福音館書店 １～３年
あみだくじを楽しみながら、谷川俊太郎のリズ
ミカルな言葉選びの面白さを体感できるから。

国語 そしたら　そしたら 福音館書店 １～３年
挿絵が力強く興味を引くもので、言葉遊びが面
白く、声に出して楽しんで読みたいから。

国語 げんきなマドレーヌ 福音館書店 １～３年
マドレーヌとお友達のいきいきとした生活がテ
ンポよく書かれており、挿絵にもパリの有名な
建物や場所が描かれているから。

国語 しかけのないしかけ絵本 幻冬舎 １～３年
読み聞かせながらしかけ遊びでコミュニケー
ションをとることができるから

国語 B01
ゆっくり学ぶ子のための「こく

ご」入門編１（改訂版）
同成社 １～３年

こくごの基礎的な内容、必要な知識が載ってい
る。絵が豊富に掲載されており楽しく学べるこ
とができるから。

国語 A02
ゆっくり学ぶ子のための「こく
ご」２（改訂版）（かたかな・

かん字の読み書き）
同成社 １～３年

こくごの基礎的な内容、必要な知識が載ってい
る。絵が豊富に掲載されており楽しく学べるこ
とができるから。
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１～３年
カードでひらがなの基本を学んだり、組み合わ
せてことばを作ることもできたり、学習者に
とって用途の幅が広く使いやすいから。

国語 A02
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

太郎次郎社エディタ
ス

１～３年
漢字の体系にのっとって簡単な文字からその組
み合わせでできるあわせ漢字へ段階的に学べる
学習システムである。

こくごの基礎的な内容、必要な知識が載ってい
る。絵が豊富に掲載されており楽しく学べるこ
とができるから。

国語 Ｊ02
世界傑作絵本シリーズ

ブレーメンのおんがくたい
福音館書店 １～３年

愉快なグリムの昔話絵本で、優れたデザイン性
のある美しい絵が豊富に描かれている本である
ため。

1
年
（
肢
）

国語 B02
ゆっくり学ぶ子のための「こく

ご」入門編２（改訂版）
同成社 １～３年

国語 D01 ひらがなカード くもん出版

国語 B09
幼児絵本シリーズやさいのおな

か
福音館書店 １～３年

野菜の断面が影絵のように描かれており、美し
い絵で登場する楽しい本である。

国語 くろねこかあさん 福音館書店 １～３年
白と黒の色の対比を生かした切り絵の手法で展
開されている。リズミカルな言葉が出てくる面
白い本である。

国語 501 創作絵本ぼくのくれよん 講談社 １～３年
カラフルな色使いで、さまざまな動物が登場し
数の概念が学習できる本である。

国語 １年生の漢字えほん あかね書房 １～３年
楽しく遊びながら漢字を覚えられるもので、読
みや成り立ち、使い方が分かりやすく解説され
ている本である。

国語 503
ポカポカフレンズのおしゃべり

えほん
もしもしでんわ

三起商行 １～３年
生活の身近な電話を再現しており電話をかける
こと、かかってくることの両方を体験すること
ができる。

国語 653
ＣＤつきおもしろ落語絵本
えほん寄席愉快痛快の巻

小学館 １～３年
落語独特の豊かな言葉のやりとりで言葉への興
味関心をより高めることができる。言葉の世界
の幌がりを感じることができる。

国語 551 おはなしドリル伝記　低学年 学研出版 １～３年
生徒が興味のあるさまざまな伝記を通して文章
読解が身に付く本である。

国語 565
かがくのとも絵本からだのみな

さん
福音館書店 １～３年

体の仕組みを面白い絵で学べる、体の部位がさ
まざまなことを考えているという発想が生まれ
る本である。

国語 いろいろ　にほんのきせつ マイアップ １～３年
日本ならではの春夏秋冬がテーマの布絵本で、
手で触って、色や形などが楽しめる本である。

国語 あかまるどれかな ポプラ社 １～３年
さまざまな形の絵を探して答えを出す、読み手
と楽しみながらやり取りができる本である。
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1
年
（
肢
）

国語 629 なぞなぞえほんなぞなぞのみせ 偕成社 １～３年

国語 もじえほん　あいうえお あかね書房

国語
ドラえもんはじめての漢字ドリ

ル１年生
小学館 １～３年

生徒の好きなキャラクターが登場し、興味を
持って漢字学習に取り組むことができる。

国語

コミニュケーションできる音の
でる絵本

さわっておしゃべりアンパンマ
ン

フレーベル社 １～３年
文字が理解できなくても、音声のみで言葉の面
白さを覚えることができる本である。

国語 554
おはなしドリルせかいの国のお

はなし小学２年
学研プラス １～３年

内容が面白く生徒の興味を引きやすい。読み取
り教材として適している。

国語 552
おはなしドリル都道府県のおは

なし　低学年
学研 １～３年

都道府県について興味を持ちながら文章を読む
学習ができるため。

１～３年
簡単で解りやすい内容であり、生徒個別の課題
にあっている本である。

国語 A04
ことばをおぼえる本　かず・か

たち・いろ　あいうえお
偕成社 １～３年

卒業後、必要になるであろう知識が掲載されて
おり覚えやすく、生徒の課題に適している。

生徒たちの好きななぞなぞを、商店街のイラス
トの中から答えを探し出せる、興味を引き出せ
るような本である。

国語 524
子ども版　声に出して読みたい
日本語４朝焼小焼　だゆあーん

ゆよーん
草思社 １～３年

生徒が興味関心を持ちやすい内容で、絵も親し
みやすく何度も繰り返し読みながら内容を考え
させるのに適した教材である。

地理歴史（地図） 地図７０３ 標準高等地図 帝国書院 １～３年
イラストなどの資料が多く、単元も発達段階に
応じており使用しやすく、幅広い内容が学習で
きるようになっている。

地理歴史（地理総
合）

地総７０６
高等学校　地理総合世界を学び

地域をつくる
第一学習社 １～３年

基本的な内容を図表や写真を多く取り入れ、理
解しやすいように工夫されている。配列も知識
理解が積み重ねられるよう工夫されている。

国語 502
あなあき　しかけえほん１０ぴ

きいもむしだいこうしん
大日本絵画 １～３年

穴に指を差し込んだり、てんとうむしをさわっ
たりして楽しめ、数の学習にもなる。

国語 501 どんなかんじかなあ 自由国民社 １～３年
色々な人の立場を想像をめぐらせて経験してい
く内容で、自分の感覚や世界が広がっていく本
である。

国語 547
てんじつき　さわるえほん

しろくまちゃんのほっとけーき
こぐま社 １～３年

絵の下に点字の文章がついており、ほっとけー
きが焼けていく過程を触ってわかる本である。

国語
ことばのふしぎ　なぜ？どうし

て？
１．２年生

高橋書店 １～３年
ことばの名前、漢字のふしぎなど　５５のな
ぜ？が集合しており、ことばのおもしろさを学
べる。
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社会 001 くらしに役立つ社会 東洋館 １～３年
卒業後の社会生活を送るうえで、必要な知識や
態度を育て活用できる。

社会 512 ひとりだちするための社会 日本教育研究出版 １～３年
地理・歴史・公民の分野にわたり、幅広く学べ
る。

１～３年
いろいろな動物が出てきて、ストーリーが簡単
なため

社会 ふみきりくん 福音館書店 １～３年
ストーリーがわかりやすく、イラストも多いた
め理解しやすい内容になっている。

イラストが多用されており、分かりやすく六法
を説明している

社会 572 せんろはつづく 金の星社 １～３年
ストーリーが分かりやすくイラストも大変わか
りやすい内容のため

1
年
（
肢
）

社会 501 こども六法 弘文堂 １～３年

社会 J01 世界傑作絵本シリーズてぶくろ 福音館書店

社会 003
マナーやルールがどんどんわか
る！みぢかなマーク新装改訂版

ひかりのくに １～３年
身近に目にするマークにどんな意味やルールが
あるのかを考えることができ日常生活に生かす
ことができるから。

社会
大人になってこまらない

マンガで身につくマナーと礼儀
金の星社 １～３年

マナーやルールなど卒業後に必要な事柄につい
て学ぶことができる。

社会
ちびまる子ちゃんのマナーと

ルール
小学館 １～３年

マナーやルールなど卒業後に必要な事柄につい
て馴染み深いキャラクターを通して学ぶことが
できる

社会
ドラえもんの生活はじめて挑戦
おぼえておこうせいかつのマ

ナー
小学館 １～３年

ルールやマナー、ひとづきあいなどについて、
なじみ深いドラえもんのキャラクターの絵で描
かれている為。

社会 都道府県学習かるた 帝国書院 １～３年
都道府県の形や特徴などが詳しく書かれてお
り、かるた形式で楽しく学習ができる。

社会 335 中高生のための　生活・社会 こばと教材出版 １～３年
家族とその役割、公共の施設の利用の仕方、ご
みの分別などの知識が学べる。

社会 533
改訂新版発見いっぱい！せかい

のこっき
ひかりのくに １～３年

色々な国の国旗とそれにまつわる話がわかりや
すく簡潔に書かれているから。

社会 せかいをひとつにするケーキ リーブル出版 １～３年
色々な国の名前が出てきて、それぞれの文化や
考え方があることを教えてくれるから。
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１～３年
世界の料理、祭り、国旗などのページもあり、
世界の文化を学ぶことができ、世界が身近に感
じられるから。

社会 Ｚ01
子どものマナー図鑑（１）

ふだんの生活マナー
偕成社 １～３年

普段の生活に関するマナーが分かりやすく掲載
されており、学校生活で必要なマナーが学べ
る。

地図だけでなく、その国の文化について多く掲
載されており見やすく理解しやすいから。

社会
ドラえもんずかん１　にっぽん

ちず
小学館 １～３年

郷土料理、鉄道、動物、四季の様子などのペー
ジもあり、楽しみながら日本がわかるから。

1
年
（
肢
）

社会 516 はじめてのせかいちずえほん
パイインターナショ

ナル
１～３年

社会
ドラえもんずかん２　せかいち

ず
小学館

数学（数学Ⅰ） 数Ⅰ716 新高校の数学Ⅰ 数研 １～３年
導入にイラストが用いられているので理解を手
助けしている。また、学ぶことを文章表記され
ており、各単元の分量が生徒に合っている。

社会 503
るるぶ　地図でよく分かる

世界の国大百科
JTB　パブリッシング １～３年

イラストが多彩で国ごとの特徴などをつかみや
すく、食べ物など興味を引く内容も多い為

社会 626
おこりたくなったら　やってみ

て！
主婦の友社 １～３年

いろいろな感情を自分自身でコントロールする
方法を教えてくれる本である。

社会
ちずでぐるり！世界いっしゅう

えほん
パイインターナショ

ナル
１～３年

世界各国の文化や特色が学べ生徒の興味を引き
やすい。分かりやすい地理説明や情報が満載で
あるため。

社会
はじめての日本地図絵本
歌って覚える４７都道府県

ロックンロール県庁所在地 CD付
世界文化社 １～３年

分かりやすいイラストで、曲を聴きながら日本
についての基本的な知識が身に付く本である。

社会
都道府県名物ぬりえ　楽しく
ぬって日本地図まるわかり！

ブティック社 １～３年
都道府県を塗り絵しながら学ぶことができ、地
図の学習が難しくても興味をもって取り組むこ
とができる。

数学 算数C-124 さんすう☆☆☆ 教育出版 １～３年
段階的な学習において継続的な学習を行うこと
ができる

数学 D02
五味太郎の絵本かずのえほん

１・２・３
絵本館 １～３年

イラストが多用されており、数に親しみやすい
と思いました。

数学
高校数学Ⅰをひとつひとつわか

りやすく。
学研プラス １～３年

解法だけでなく、説明も色を多用していてわか
りやすいため

数学（数学A） 数Ａ716 新高校の数学Ａ 数研 １～３年
導入部分にイラストが用いられているので理解
を手助けしている。内容を明確に文章表記され
ており、各単元の分量が生徒に合っている。
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1
年
（
肢
）

数学 数学C-721 数学☆☆☆☆ 教育出版 １～３年

数学 A02
ひとりだちするための算数・

数学
日本教育研究出版

数学 527 たしざんカード くもん出版 １～３年
視覚的に分かりやすく、足し算を学ぶことがで
きる。

数学 頭がよくなる算数ゲーム 幻冬社文庫 １～３年
ゲームを楽しむ中で、算数に触れることができ
るため。

数学 622 小学ドリル算数４年生の文章題 くもん出版 １～３年
似たような問題を繰り返しながら、徐々に難し
い問題が解ける構造になっている。

数学 E01 はとのクルックのとけいえほん くもん出版 １～３年
視覚的にわかりやすく、時計についてより詳し
く学べるため。

１～３年
実生活において必要な項目に絞って学ぶことが
できる。

数学 A02
さんすうだいすきあそぶ・つく

る・しらべる２年
民衆社 １～３年

視覚的にわかりやすい絵になっており、楽しみ
ながら学べるため。

段階的な学習において継続的な学習を行うこと
ができる

数学 数学C-722 数学☆☆☆☆☆ 教育出版 １～３年
段階的な学習において継続的な学習を行うこと
ができる

数学 522
文章題イメージトレーニング

ワークシート２かけ算・わり算
かもがわ出版 １～３年

イラストもあり分かりやすく学習することがで
きるため

数学 521
文章題イメージトレーニング

ワークシート１たし算・ひき算
かもがわ出版 １～３年

イラストもあり分かりやすく学習することがで
きるため

数学 764
算数と国語を同時に伸ばすパズ

ル入門編
小学館 １～３年

算数だけでなく国語も同時に学ぶことができる
総合的な内容であるため

数学 567
学研の頭脳開発おかねのれん

しゅうちょう
学研 １～３年

お金の使い方の基本、コインやお札の種類を知
ることから始め、買い物ごっこ感覚で学べる。

数学 624
学研の頭脳開発お金の計算と買
い物が得意になる　おかねのれ
んしゅうちょうおかいもの編

学研 １～３年
コインやお札を数える基本的な学習に加え、金
銭感覚を養うとともに計算力も高める。

数学 528 九九カード くもん出版 １～３年
視覚的に分かりやすく、九九を学ぶことができ
る。
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数学 511
ひとりだちするための算数・数

学ワーク２
日本教育研究出版 １～３年

ワーク形式になっており、ひとつひとつ理解し
ながら学ぶことができるため

数学 510
ひとりだちするための算数・数

学ワーク１
日本教育研究出版 １～３年

ワーク形式になっており、ひとつひとつ理解し
ながら学ぶことができるため

１～３年
イラストもあり分かりやすく学習することがで
きるため

数学 532 中高生のための数学 こばと教材出版 １～３年
イラストを通して時間と時刻、お金の支払い、
金銭感覚、単位、作業などの学習ができる。

数を数えたり図形を模写したりするトレーニン
グ。やさしいものから取り組める。

数学 765
算数と国語を同時に伸ばすパズ

ル初級編
小学館 １～３年

算数だけでなく国語も同時に学ぶことができる
総合的な内容であるため

1
年
（
肢
）

数学
医者が考案したコグトレ・パズ

ル
SBクリエイティブ株

式会社
１～３年

数学 520
文章題イメージトレーニング
ワークシート３応用問題

かもがわ出版

数学
5分でつかむ！10分で深める！

算数ゲーム＆クイズ
明治図書出版 １～３年

短時間の課題を複数用意することができる。ま
たクイズ形式で楽しみながら算数を解くことが
できる

数学
「あそび＋学び」で、楽しく深

く学べる
算数アクティビティ２００

フォーラムA企画 １～３年
遊びやレクリエーションを通してより深く算数
の知識や基礎計算の能力を付けることができる
ため

数学
算数「生活に役立つ力」実力

アップ編
明治図書出版 １～３年

生活に密着した計算や算数的知識をワーク形式
で何度も練習できるため

数学
算数「操作して，解く力」基礎

力アップ編
明治図書出版 １～３年

算数の基礎学習をワークシート形式で何度も練
習できるため。

数学 003 くらしに役立つ数学 東洋館 １～３年
図やイラストが多用されており、視覚的にも理
解しやすいため

数学
ひとりだちするための算数・数

学ワーク３
日本教育研究出版 １～３年

ワーク形式になっており、ひとつひとつ理解し
ながら学ぶことができるため

数学
小学総合的研究
わかる算数

旺文社 １～３年
小学校の算数課題をおおよそもうrしているた
め、個人に合わせた課題を選んで取り組める

数学
新装版　めっちゃ楽しく学べる

算数のネタ７３
黎明書房 １～３年

算数の知識を使うクイズやゲームが多くあるた
め、楽しみながら算数を解くことができる
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１～３年
しかけを使って楽しく数の学習ができる。絵が
カラフルで親しみやすく、簡単な数字で足し算
引き算の学習ができるから。

数学 D03 かずカード くもん出版 １～３年
数とその数のドットが掲載されており、簡潔な
ものになっている。対応させながら目で確認
し、数を学ぶことができる。

小学校3年生から6年生までの文章問題を多く集
めた問題集なので個人の課題やレベルに合わせ
て問題を選べる

数学 543
めくりしかけえほん　はこのな

かにはなんびきいるの
大日本絵画 １～３年

ページをめくるたびに色や形のちがった箱があ
りそれをめくりながら数を数える楽しみがある
から。

1
年
（
肢
）

数学 799
いっきに極める算数（７）

３～６年の文章題
くもん出版 １～３年

数学
たのしい　たす・ひくの　えほ

ん
大日本絵画

数学 C01
ゆっくり学ぶ子のための

「さんすう」１
同成社 １～３年

さんすうの基礎的な内容、必要な知識が載って
いる。絵が豊富に掲載されており、楽しく学べ
ることができるから。

数学 とけいカード くもん出版 １～３年
１５分きざみまでの基本的な時刻のパターンを
繰り返し学習しながら楽しく時計の読み方を覚
えることができるから。

数学
こぐまオリジナル知育教材

１００てん　キッズ
幻冬舎×こぐま会 １～３年

手で触れながらピースを組み合わせていろいろ
な形にしていくことで、図形感覚や空間認識力
を培ったりすることができるから。

数学 ちいさいおおきい ポプラ社 １～３年
おなじみの小さいねずみくんの物語を通して、
大きいと小さいを繰り返しながらものの大きさ
について学ぶことができるから。

数学 トーマスとおぼえるかず ポプラ社 １～３年
しかけを動かしながら数字の書き方や読み方を
学ぶことができる。トーマスの絵もなじみが
あってよいから。

数学 トーマスとおぼえる　とけい ポプラ社 １～３年
トーマスの一日のお話を読みながら、時計の針
を動かし、時計の読み方を学ぶ楽しみがあるか
ら。

数学 535 さわって学べる算数図鑑 学研 １～３年
足し算やかけ算、分数から図形まで算数に関す
るさまざまなことをしかけを通して触って学べ
る本である。

数学 かけ算冒険迷路
ディスカバー　トゥ

エンティンワン
１～３年

迷路で遊びながら九九やかけ算が覚えられる、
９個のステージをクリアーしながら進める分か
りやすい本である。

数学
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

ポプラ社 １～３年
数字が一目でわかりやすく、大きな文字盤で時
計を表示しているため、視覚的にも分かりやす
く生徒が理解しやすい。

数学 C02
ゆっくり学ぶ子のための

「さんすう」２
同成社 １～３年

さんすうの基礎的な内容、必要な知識が載って
いる。絵が豊富に掲載されており、楽しく学べ
ることができるから。
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1
年
（
肢
）

数学
くぼた式　脳をきたえるシール

あそび
講談社 １～３年

数学 513
さんすうだいすき　第２巻

なかまあつめ
日本図書センター

数学 604
初級編ステップアップ

かず　すうじ
こばと教材出版 １～３年

無理のないスモールステップで、ことばや文
字、かず、数字が習得できるようになってい
る。

数学 B01
中級編ジャンプアップ

とけい　おかね　カレンダー
こばと教材出版 １～３年

時計の読み方、お金の計算、カレンダーの読み
方がイラスト入りのスモールステップで学べ
る。

数学 630
音のでる知育絵本７

こえでおぼえる１２３かずのほ
ん

ポプラ社 １～３年
おけいこシートとペンでたのしく数をかぞえら
れる、数のトレーニングができる本である。

数学 540 数え方図鑑 日本図書センター １～３年
知っているようで意外と知らない、モノの数え
方のルールが楽しいイラストを通して身に付く
本である。

１～３年
「大きい」「小さい」「高い」「低い」など、
実際のものや形との関係を絵を使って分かりや
すく説明している。

数学 509
さんすうだいすき　第３巻

かずってなんだ？１
日本図書センター １～３年

１から５までの数や、５までの足し算や引き算
など、基礎的な内容が学べる本である。

生徒が好きそうなシール遊びを通して手や指を
動かしトレーニングができやすい本である。

数学 514
さんすうだいすき　第１巻

どちらがおおきい？
日本図書センター １～３年

大きさ比べや大きさの順など、さまざまな大き
さについて絵や図を楽しみながら学べる、生徒
が理解しやすい内容の本である。

理科 004 くらしに役立つ理科 東洋館 １～３年
イラストや図が多用されており、分かりやすい
ため

理科 537 中高生のための　自然・理科 こばと教材出版 １～３年
イラストを通して　電気と電池、病気を薬、植
物と野菜、災害、天体と地球などが学べる。

理科
米村でんじろうDVDでわかるおも

しろ実験！！
講談社 １～３年

いろいろな実験がはいっているので使いやすい
と思いました。

理科（生物基礎） 生基７１１ 高等学校新生物基礎 第一学習社 １～３年
図や写真が大きくはっきりしていて、視覚的に
理解しやすい。説明文が簡潔で、読み取りやす
く分かりやすい。

数学 619
上級編レベルアップ
お金と時計の文章題

こばと教材出版 １～３年
上級編であるため、卒業学年や仕上げの学年に
向けた教材として使用したいため。

数学 603
初級編ステップアップ

ことば　もじ
こばと教材出版 １～３年

目と手の協応や集中力などを促せる、スモール
ステップを目指せる教材である。
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理科 野の草ノート 文化出版局 １～３年
散歩したときに見かけるようなどこにでも生え
ている草をきれいなイラストと写真で紹介して
いてとてもわかりやすいから。

理科
花トレ初級編これだけは知って

おきたい花の名前300
平凡社 １～３年

身近で見かける花の名前を覚えてほしい。きれ
いな写真をみて花の名前を当てることができ約
300種も取り上げられている。

１～３年
雲や雨など天気についてイラストを交えてわか
りやすく書かれている

理科
科学っておもしろい！なぜ？な
に？なんで？わくわくサイエン

ス
日東書院 １～３年

「生き物」「からだ」「宇宙」「身のまわり」
の４つのジャンルから疑問を取り上げて豊富な
イラストや写真を使って説明しているから。

イラストや図が多用されており、分かりやすい
ため

理科 なぜの図鑑　科学マジック 学研プラス １～３年
マジックを通して、科学の事象について学ぶこ
とができる

1
年
（
肢
）

理科 かんたんワクワク理科・あそび 小学館 １～３年

理科 天気の図鑑 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

理科 びっくり動物TOP5 大日本絵画 １～３年
絶滅の危機にさらされている動物が取り上げら
れており環境問題と関連づけしながら学習する
ことができる。

理科 646
福音館の単行本かがみのえほん

ふしぎなにじ
福音館書店 １～３年

鏡のように反射する紙で作られており、絵本を
開くと立体的に見えることが面白いから。

理科
ドラえもん　天気と気象の不思

議
小学館 １～３年

ドラえもんに関連するストーリーを読みながら
学ぶことができる

理科
頭もよくなるちょこっと＆じっ

くり
科学脳マジック

ひかりのくに １～３年
科学の不思議を学び、疑問を解決してくれる簡
単な手品が紹介されているから。

理科
日陰や狭い場所での小さな庭づ

くり
主婦の友社 １～３年

庭づくりのポイントが実際の庭を例にしてわか
りやすく解説されておりこれからの庭づくりを
始めるのに参考になるから。

理科 スーパー理科辞典 受験研究社 １～３年
科学や自然環境に対しての「なぜ」を１つ１つ
を詳しく解説することで小学３年生以上の子供
達が理解できるようになっているから。

理科 なぜ？どうして？ふしぎ３６６ 主婦の友社 １～３年
さまざまな疑問を絵や写真などを使って答えを
学べる、好奇心を育てられる分かりやすい本で
ある。

理科
東工大サイエンステクノの理系

脳を育てる工作教室
主婦の友社 １～３年

身近な材料を使って簡単に作ることができ、生
徒の理系分野への興味関心を引き出せるから。
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１～３年
いろいろな仕掛けや感触を通して、昆虫につい
て楽しく学習できるため。

保健体育（保健） 保体702 新高等保健体育 大修館 １～３年
イラストやグラフ、写真などが多用されてお
り、生徒が意欲的に興味をもって学習に取り組
めるのではないかと思うから。

科学遊びや自然遊び、学校での飼育や栽培の動
植物の育て方などが、写真や解説を交えて分か
りやすく掲載されているから。

理科
小学館の図鑑ＮＥＯ

まどあけずかん　いきもの
小学館 １～３年

さまざまな動物をカラーで見ることができ、仕
掛けの窓を開けて楽しく学ぶことができる。

1
年
（
肢
）

理科
ふしぎをためすかがく図鑑
しょくぶつのさいばい

フレーベル社 １～３年

理科 569 むしむし　さわってごらん 大日本絵画

保健体育 I０９
改訂新版体験を広げるこどもの

ずかん
９　からだとけんこう

ひかりのくに １～３年
自分たちの体のしくみや働きを図や文で知っ
て、健康を保ってほしいから。

保健体育 005 くらしに役立つ保健体育 東洋館 １～３年
イラストや図が多用されており、見やすく理解
しやすいため

保健体育
人間と性の絵本

考えよう！人間の一生と性
大月書店 １～３年

卒業後のライフスタイルを考えることができ、
わかりやすそうだから

保健体育 だいじだいじどーこだ。 大泉書店 １～３年
イラストが分かりやすく視覚的にもわかりやす
そうだから

保健体育
人間と性の絵本

私ってどんなひと
大月書店 １～３年

１つにいろんな内容が盛り込まれており、分か
りやすく理解しやすいため

保健体育 パンダののんびりたいそう 講談社 １～３年
イラストが分かりやすく視覚的にも体操という
ものが分かりやすいため

保健体育 516 人体キャラクター図鑑 日本図書センター １～３年
各臓器がキャラクター化され、イラスト付きで
体の仕組みが分かりやすく掲載されている。

保健体育
人体について知っておくべき１

００のこと
小学館 １～３年

カラー印刷で見やすく、人体の仕組みについて
視覚的に理解しやすい教材である。

保健体育 A04
自立生活ハンドブック４
からだ！！げんき！？

育成会 １～３年
健康に過ごすためのヒントがたくさん載ってお
り、自分達の体について考える機会になるか
ら。

保健体育 E13
かがくのとも絵本

きゅうきゅうばこ新版
福音館書店 １～３年

けがの手当の方法を、子どもでも学べるように
やさしく楽しく紹介しているから。
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1
年
（
肢
）

保健体育 G04
からだのえほん４
からだにもしもし

あかね書房 １～３年

保健体育 538
音の出る知育絵本２２脳科学か

らうまれたにぎにぎえほん
ポプラ社

音楽 515
ようちえんのせんせいがえらん

だ
みんなのどうようえほん

コスミック出版 １～３年
様々な童謡が収録されており、聴覚的にも分か
りやすく操作しやすいため

音楽 580
おとがなるしかけえほんにぎや

かファームのおと
大日本絵画 １～３年

様々な音が実際に聞くことができ、聴覚的にも
分かりやすく接しやすいと考えられるため

芸術（音楽Ⅰ） 音Ⅰ703 MOUSAⅠ 教育芸術社 １～３年
歌唱・器楽・鑑賞など、分野ごとに色分けして
いるところが適している。色彩豊かで楽器の説
明も分かりやすく理解しやすい。

保健体育
こどもヨガソング
ヨガであそぼう！

鈴木出版 １～３年
動物を真似たり生徒がイメージを持って体を動
かせる内容である。また分かりやすいイラスト
がついて見やすい。

１～３年
手指でにぎるとランダムに効果音が出るのでお
もしろい。また体を動かすことの楽しさを知っ
てほしいから。

保健体育 535 ちょうしんきつきからだずかん 成美堂出版 １～３年
しかけがあり、図鑑を見ながら、聴診器で体の
仕組みを楽しく学ぶことができるから。

絵でわかりやすく掲載されており体調が悪いと
きに周りに伝えられるようになってほしいか
ら。

保健体育 539
音の出る知育絵本２４脳科学か

らうまれたゆびゆびえほん
ポプラ社 １～３年

おしたりつまんだりまわしたりすると楽しい効
果音がでるので刺激になってよいから。

音楽 513
頭のいい子が育つクラシックの

名曲45選
新星出版社 １～３年

定番のクラシックを網羅しており、文章や絵に
親しみが持てクラシックへの興味関心を引くこ
とができるため。

音楽 515
頭のいい子が育つクラシックの
名曲世界に羽ばたく音楽の旅

新星出版社 １～３年
クラシック音楽を身近に感じながら学ぶことが
できるため

音楽 697 はじめてのオーケストラ 大日本絵画 １～３年
音の鳴らして視覚的だけでなく聴覚的にも分か
りやすくオーケストラについて学ぶことができ
るため

音楽 音楽C-722 音楽☆☆☆☆☆ 東京書籍 １～３年
写真などが多用されており、視覚的にも分かり
やすい

音楽 音楽C-721 音楽☆☆☆☆ 東京書籍 １～３年
写真などが多用されており、視覚的にも分かり
やすい

音楽 534
おととあそぼうシリーズ４４ど

うようクラシック
名曲ピアノえほん　改訂版

ポプラ社 １～３年
鍵盤が入っており、実際に鍵盤を触りながら曲
も聞くことができる
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音楽
みんなでうたおう　ニュー・ス

クール・ソング
ドレミ楽譜出版 １～３年

人気曲からスタンダードナンバーまで、みんな
で歌って盛り上がる本であるとともに、楽しい
イラストなどが生徒の興味を引く本だから。

音楽
手あそび指あそび歌あそびブッ

ク２
ひかりのくに １～３年

１とはまた違う歌を歌いながら、手や指を動か
し、楽しむことができるから。

１～３年
音楽を聴き、歌いながらスキンシップやコミュ
ニケーションをとることができるから

音楽 012
手あそび指あそび歌あそびブッ

ク１
ひかりのくに １～３年

それぞれの運動能力に合わせて、手や指を使っ
て歌いながら楽しむことができるから。

身近な打楽器からオーケストラの楽器までCDで
聴けて幅広いから。

音楽
おととあそぼうシリーズ７
ドン！ドコ！ドン！たいこ

ポプラ社 １～３年
よく知られている音楽が収録されており、たい
この音の種類も４種類あり、リズムを楽しむこ
とができるから。

1
年
（
肢
）

音楽 G03 CD付き楽器カード くもん出版 １～３年

音楽 013 あそびうたのほんCDつき ひかりのくに

音楽
えいごにほんご　おうたえほん

わくわくおとあそびえほん
東京書店 １～３年

同じ曲の英語版と日本語版どちらも楽しめ、カ
ラオケモードやメドレーなど充実した機能が楽
しめるから。

音楽
たのしいきょくいっぱい　すて
きなおうたえほん　おうたカラ

オケ３０曲
東京書店 １～３年

馴染みのあるアニメソングやポップス、童謡が
楽しめ、カラオケで歌える簡単な本である。

音楽
脳をそだてる　はじめてのリズ

ムたいこえほん
金の星社 １～３年

童謡、クラシック、英語曲などを聴きながらリ
ズム遊びが楽しめたり、カラフルなビーズや音
が聞こえたりする本である。

音楽
どうぶつくるくるまわそう

（まわすおとのでるえほん）
交通新聞社 １～３年

テンポや音の大小を自ら選択することで主体的
に音楽に参加しやすくなるから。

音楽
音と光のでる絵本　たのしいど

うよう
アクシア １～３年

生徒たちがよく知っている童謡曲が掲載されて
いるうえに、光が出ることで興味を引きやすい
から。

音楽 005 ５訂版　歌はともだち 教育芸術社 １～３年
たくさんの曲が載っており、授業で使用するこ
とができる。生徒たちが知っている曲が多く見
通しを持って活動ができるため。

音楽
ジブリだいすき　たのしいおう

た
（音がでるミニミニえほん）

ポプラ社 １～３年
生徒がよく知っている大好きな曲が入っていて
楽しめる。授業で歌や合奏へのきっかけとなる
興味を起こさせるから。

音楽 637
うたってかいてけせるえほん１

音のでるえかきうた
ポプラ社 １～３年

馴染みのある歌を聴きながらペンで動物や乗り
物を書ける、楽しい本である。
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１～３年
イラストに多数の色彩が使われており、視覚的
に理解しやすいため。

美術 リングカード　しきさい 戸田デザイン研究室 １～３年
視覚的にも感覚的にも色に接しやすく、学習時
にもわかりやすいため

知っている歌や最近の歌を聴きながら、マイク
を持って声を出して歌うことができ楽しめる。

音楽 ヤマハのピアノえほん
ヤマハ

ミユージックメディ
ア

１～３年
簡単な楽譜つきで、光る鍵盤を押すと音が鳴
り、ピアノを弾くことができるから。

1
年
（
肢
）

音楽
マイクでうたおう！すきすきだ
いすき　おうたえほん（バラエ

ティー）

ベネッセ
コーポレーション

１～３年

美術 いいいろふうせんや 早川書房

美術
ペネロペ　ルーヴルびじゅつか

んにいく
岩崎書店 １～３年

人気のぺネロぺを通して世界的な有名な美術作
品を鑑賞することができるしかけ絵本だから。

美術 661
びじゅつのゆうえんちうごく浮

世絵！？
福音館書店 １～３年

浮世絵を眺めるだけではなく、動くしかけに
なっているのが興味をひきユーモラスだから。

美術 647
福音館の単行本かがみのえほん

きょうのおやつは
福音館書店 １～３年

鏡のように反射する紙で作られた絵本を開くと
立体的に見え、視覚にうったえることができる
から。

美術
小学館あーとぶっくひらめき美

術館　第２館
小学館 １～３年

有名な美術作品がわかりやすく解説されてい
て、興味をもたせやすい。

美術
小学館あーとぶっくひらめき美

術館　第１館
小学館 １～３年

有名な美術作品がわかりやすく解説されてい
て、興味をもたせやすい。

美術 606
小学館あーとぶっくひらめき美

術館　第３館
小学館 １～３年

有名な美術作品がわかりやすく解説されてい
て、興味をもたせやすい。

美術 A17 あそび絵本　えのぐあそび 岩崎書店 １～３年
絵の具を使った楽しい描き方が紹介されてい
る。身近なものを使って色への興味を引き出す
ことができる。

美術 G09
あそびの王様ＢＯＯＫどんどん

ぬる本
学研 １～３年

生徒のもっとぬりたい、もっとかきたいという
気持ちが育つ、自由に遊んで創造力が身に付く
本である。

美術 A01
ハートアートシリーズ　色のえ

ほん
視覚デザイン １～３年

色の基本をえほん風にまとめられた、わかりや
すくまとめられた色鮮やかな本である。

美術 504
レオ・レオ二の絵本じぶんだけ

のいろ
好学社 １～３年

色彩豊かな本であることと、色を通して自分ら
しさとは何かを考えることのできる本だから。
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1
年
（
肢
）

美術
やさしい大人の塗り絵散歩道の

花編
河出書房 １～３年

美術 557 いろがみびりびり　ぴったんこ アリス館

美術 世界一周塗り絵の旅 講談社 １～３年
塗り絵をするだけでなく、塗った作品を飾った
りカードにしたりして成果を感じられるから。

美術 001
ぬったりかいたりらくがきＢＯ

ＯＫ
チャイルド １～３年

らくがきは絵のはじまりとされている。線画を
ヒントにドンドン描ける、発想豊かな本になっ
ている。

美術 521 おえかき美術館 コクヨＳ＆Ｔ １～３年
絵のない額縁に自由に絵を書いたり色を塗った
りステッカーを貼ったりして完成できる発想を
引き出せる本である。

美術 541
いっしょにあそぼ　しましまぐ

るぐる
学研 １～３年

しましまとぐるぐるが色とりどりに登場する、
視覚的に楽しめる本である。

１～３年
さまざまな色紙が形を変え登場してくる、紙に
ついて楽しさを引き出せるものである。

美術 577
さわって脳すくすく手ざわり絵

本ふわふわどっち？
ベネッセコーポレー

ション
１～３年

触って楽しめる手さわり本である。７つの仕掛
けやオノマトペが多く盛り込まれている。

身近に見られる親しみのある花をやさしいタッ
チで描かれた、初心者の人にも簡単な塗り絵で
ある。

美術 でこぼこぬりぬりなにがでる？ アリス館 １～３年
色を塗ると形が浮き出る不思議な絵やこすり出
し遊びが楽しめる本である。造形遊びの導入に
も使えるから。

美術
ぞうのエルマーいろいろさがし

えブック
文溪堂 １～３年

かわいいエルマーの色彩豊かなイラストで、視
覚的に楽しめる本である。

美術
ずがぐまくん工作ブック　かい

てみよう作ってみよう
パイ　インターナ

ショナル
１～３年

書く、工作する、しぜんアート、発展と、興味
や関心を引き出し、発想力や想像力を育む本で
ある。

美術
大人の塗り絵　オルセー美術館

編
河出書房新社 １～３年

印象派の殿堂として知られる世界中の選りすぐ
りの名画が収録されている本である。

美術 524
はらぺこあおむしエリック・
カールいろ・かたちカード

交通新聞社 １～３年
カードを使って好きな名前を覚えたり身の回り
にある同じ形を探したりして学習ができる。

美術 Ｔ05
エリックカールの絵本（ぬりえ

絵本）
ごちゃまぜカメレオン

偕成社 １～３年
いろいろなカメレオンをカラフルな画材を使っ
て、色を塗ることを楽しめ、作品として残すこ
とができるため。

美術 Ｔ03
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

偕成社 １～３年
皆がよく知っている内容で、いろいろな画材を
使って、色を塗ることを楽しめ、作品として残
すことができるため。
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外国語 えいごにほんごどうようえほん コスミック出版 １～３年
日本語だけでなく英語も聞くことができ、分か
りやすく操作しやすい

外国語（論理表現
Ⅰ）

論Ⅰ701 NEW FAVORITE 東京書籍 １～３年
まとまった内容で学習することができ、練習問
題もシンプルなので復習としても取り組みやす
い。

１～３年
「デザインあ　みるほん」の姉妹本。「デザイ
ンあ」初のアクティビティブック。〈かく）こ
とでデザイン的思考を楽しくはぐくむ本。

外国語（英語コミュ
Ⅰ）

CI701 All Aboard! 東京書籍 １～３年
章ごとに学習する文法項目が明確に提示されて
おり定着を図るための活動も多種多様であり、
興味を持って学習することができる。

身の回りのものを分解する、写真、イラスト
集。デザイン的な面白さが好奇心を刺激する
本。

美術 599 デザインあ　みるほん 金の星社 １～３年
「デザインあ」人気コーナーから、６００点以
上の画像を使用している。デザイン的な面白さ
が好奇心を刺激する本。

1
年
（
肢
）

美術 　デザインあ　解散！の解 ポプラ社 １～３年

美術 デザインあ　かくほん 金の星社

外国語 英語のおさらい 自由国民社 １～３年
英語の仕組みや陥りやすい間違いなどを詳しく
説明している

外国語 660 えいごえほん百科　ジャンプ 講談社 １～３年
イラストが多用されており、身近な単語も英語
で表現されていて分かりやすいため

外国語 543
CD付き

英語カード　おでかけの会話編
くもん出版 １～３年

カード形式になっていることで分かりやすく英
語学習を進めることができる

外国語 515
英語でもよめる　じぶんだけの

いろ
好学社 １～３年

親しみのある物語で、英語だけでなく、日本語
も書いてあることでわかりやすいため

外国語
さがして！みつけて！ABC　ゆか
いなアルファベットだいずかん

偕成社 １～３年
アルファベットごとにまとめられており、見や
すく分かりやすいため

外国語 リングカード・ABC 戸田デザイン研究室 １～３年
英語を触覚でも感じることができ、見やすいた
め

外国語
ネイティブなら１２歳までに覚
える８０パターンで英語が止ま

らない！
高橋書店 １～３年

日常英会話で使う表現について詳しく説明しな
がら分かりやすく学習できる

外国語
CD　BOOK　日常英会話の基本の

基本フレーズが身につく本
明日香出版社 １～３年

日常英会話で必要な文法などを分かりやすく説
明している
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１～３年
英語の文法について詳しく説明しており、練習
問題を通して理解を深めることができる

外国語 4技法をのばす必須英文法演習 アルク １～３年
効率よく英語の4技法について学び、理解を深め
ることができるため

どのようにしたら英会話ができるようになるか
を詳しく説明している

外国語
中学英語をもう一度ひとつひと
つわかりやすく。CD２枚つき

学研プラス １～３年
英文法について詳しく説明しており分かりやす
い

1
年
（
肢
）

外国語

英語のハノン　初級
スピーキングのためのやりなお

し
英文法スーパードリル

筑摩書房 １～３年

外国語
パワーステージ　英文法・語法

問題
桐原書店

外国語 516 英語でもよめる　スイミー 好学社 １～３年
親しみのある物語で、英語だけでなく、日本語
も書いてあることでわかりやすいため

外国語 586
エリック・カールの絵本英語で
もよめる　くまさんくまさんな

にみてるの？
偕成社 １～３年

親しみのある物語で、英語だけでなく、日本語
も書いてあることでわかりやすいため

外国語 578
エリック・カールの絵本英語で
もよめる　はらぺこあおむし

偕成社 １～３年
親しみのある物語で、英語だけでなく、日本語
も書いてあることでわかりやすいため

外国語 549
あそびがいっぱい！

はじめてのえいごレッスン
成美堂出版 １～３年

イラストが多く、分かりやすく英語を学ぶこと
ができるため

外国語
イチから鍛える英語長文 Basic
CD＆別冊「トレーニングブッ

ク」つき
学研プラス １～３年

英語の長文が問題形式と説明の両方詳細に書か
れている

外国語
安河内の［はじめてわかる］英

文法
三省堂 １～３年

英文法について詳しく説明しており、分かりや
すい

外国語 505 るるぶ　はじめての英語かるた JTB　パブリッシング １～３年
英語学習の基礎となる100単語を、イラストで描
かれた「かるた」で遊びながら覚えられる。音
声機能が付いていて、発音の学習もできる。

外国語 516 はじめてのせかいちずえほん PIE　International １～３年
見開きいっぱいのイラストとカラフルな色彩が
心を引き付ける絵本である。各国の食文化や衣
装、乗り物などを楽しく学ぶことができる。

外国語 511 くらしに役立つ英語 東洋館 １～３年
基本的な英会話や英語表現、外国文化に親しむ
ことができる。

外国語 536 中高生のための　英語 こばと教材出版 １～３年
アルファベットの読み方、身近な英単語、色、
数、季節、反対言葉、動詞などが学べる。

87
(89)



学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

1
年
（
肢
）

外国語 679
エリック・カールの絵本エリッ
ク・カールのえいごがいっぱい

偕成社 １～３年

外国語 ならべてあそぼう　ABC 小学館

外国語 776
ドラえもんはじめての英会話辞

典
小学生のための英語表現集

小学館 １～３年
基本的なあいさつから、家や学校で使う表現、
国際理解に役立つ英語まで、幅広く豊かな英会
話に親しめる本である。

外国語

ドラえもん　はじめての英語辞
典

第2版　小学生のための英和・和
英

小学館 １～３年
単語や表現への理解が深まるイラストを楽しみ
ながら、無理なく英語に親しむことができる。

外国語 739
ドラえもん　はじめての英語図

鑑
小学館 １～３年

イラストや写真を楽しみながら、基礎の英語力
が自然と身につく本格的な絵図鑑である。2400
の英単語と会話表現を収録している。

外国語 ドラえもん　ABCえほん 小学館 １～３年
AからZの26文字、アルファベットで始まる英単
語、色の名前、10までの数字の言い方などを学
ぶことができる。

１～３年
パズル感覚で楽しむウレタン素材ABC絵本。遊び
ながら、楽しく英語を学ぶことができる。英語
で遊べるしかけ絵本。

外国語 537 CD付き英語のうたカード くもん出版 １～３年
日本でもよく知られている、歌いやすい歌や楽
しく歌える歌を、39曲収録している。自然に英
語の語感やリズム感が身につく。

あざやかな絵をふんだんに使って構成した、英
単語も学べる絵本である。動物,食べ物など2200
以上集め、色あざやかな世界を楽しめる。

外国語
The　Goldfish　Got　Away

きんぎょがにげた
福音館書店 １～３年

『きんぎょがにげた』の英語版。外国語活動に
おける活用を目的とした「英語でたのしむ　福
音館の絵本」シリーズ。

外国語
英日CD付英語絵本　ふたりはと

もだち
ラボ教育センター １～３年

ガマ君とカエル君の友達としての付き合い方を
英語でも学んでほしいから。

外国語 英日CD付英語絵本　かぶ ラボ教育センター １～３年
家族みんなで協力してかぶをぬく話を英語でも
楽しんでほしいから。

外国語 ぐりとぐらのおきゃくさま ラボ教育センター １～３年
子供達がよく知っているぐりとぐらシリーズの
絵本を英語でも読めることを知ってほしいか
ら。

外国語 そらいろのたね ラボ教育センター １～３年
仲間が集まって家ができ、町ができて行く様子
を英語でも学んでほしいから。

外国語 539 外国の絵本ぼちぼちいこか 偕成社 １～３年
自分に合った職業選択をかばといっしょに考え
ていってほしいから。

外国語
「くもんの小学ドリル」英語
はじめての英会話とあいさつ

くもん出版 １～３年
基礎から繰り返しの学習、自分で解ける、自信
ややる気につながるという一連の流れにより、
基礎基本や学習習慣を身につけられる。
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外国語 ディズニーのえいごのおうた ポプラ社 １～３年
文字が分かりにくくても、歌を聴きながら英語
の発音に親しむことができる。

外国語 英語反対ことばカード くもん出版 １～３年
イラストに合わせてカードを対にして反対こと
ばが覚えられ、英語への興味が広がる本であ
る。

１～３年
問いがシンプルで反復しているので、内容が定
着しやすい。書き込んだりできるので、合った
学習方法で進めることができる。

外国語
陰山英夫の反復練習はじめての

英会話
アルク １～３年

音楽にのって反復練習することで会話表現が身
に付くとともに、日本のことを、英語で紹介で
きやすくなるから。

聞きなじみのある英語の歌をフレーズの意味も
学びながら楽しんで歌ってほしいから。

外国語 788 ＡＢＣカード くもん出版 １～３年
文字が大きくて見やすく丈夫である。両面で大
文字・小文字のペアになっており系統だてて学
習しやすいから。

1
年
（
肢
）

外国語 頭のいい子が育つ英語うた45選 新星出版社 １～３年

外国語 アルファベットとローマ字 くもん出版

家庭（家庭基礎） 家基701 家庭基礎　自立・共生・創造 東京書籍 １～３年
単元ごとに詳しい説明がされており、分かりや
すく記載されていた。生徒の興味が持てる情報
が載っており、表やグラフも多かった。

外国語 569
えいご３アルファベットおけい

こ
くもん出版 １～３年

大文字と小文字のアルファベットを、簡単な単
語に書き入れていくことで語彙を増やせるか
ら。

外国語 はじめての英語かるた 偕成社 １～３年
絵かるたとしてだけではなく、文を聞いて選ん
だりとステップアップできる教材だから。

外国語 おうちが英語辞典 学研 １～３年
身近なものの英単語を文字で覚えることができ
る。ゲーム形式としても使えるから。

外国語
ぜーんぶ　うたでおぼえよう
脳を育てる　えいごのうた

講談社 １～３年
授業の導入やウオーーミングアップで使える短
くて簡単な歌があり、生徒も体を動かしながら
歌うことができる。

外国語
英語シナリオで楽しむ[アナと雪

の女王]
学研 １～３年

皆がよく知っている題材なのでイメージしやす
く、日本語と英語が容易に結びつくから。

家庭 520 栄養素キャラクター図鑑 日本図書センター １～３年
栄養素をキャラクター化し、面白く紹介されて
いるため

家庭 四季を楽しむ！行事スイーツ 汐文社 １～３年
材料3つで柏餅、栗きんとんなど調理手順を学
べ、行事と関連付けて楽しく学べるため
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１～３年
献立を考える手順やポイントについて詳しく解
説されているため

家庭 006 くらしに役立つ家庭 東洋館 １～３年
日々の家庭生活を見直しながら、暮らしに役立
たせる知識が得られるため

野菜がキャラクターになり栄養について語りか
けて説明していので、わかりやすいため

家庭
いただきます図鑑

食べもの”ぺろっと”まるわか
り！

池田書店 １～３年
キャラクター化された食材が食の基本を教えて
くれ、わかりやすいため

1
年
（
肢
）

家庭 野菜と栄養素キャラクター図鑑 日本図書センター １～３年

家庭
まかせてね今日の献立（全３

巻）
汐文社

家庭 おとが　あふれて　オムライス 福音館書店 １～３年
イラストが多く、理解しやすい内容でわかりや
すい内容のため。

家庭 539 たべものえあわせカード 永岡書店 １～３年
分かりやすい絵カードで楽しく絵合わせできる
ため

家庭 できることおてつだい あかつき教育図書 １～３年
簡単にできそうでわかりやすく書かれたいるた
め

家庭
ねんどdeなりきりDX
ハンバーガーやさん

株式会社シルバー
バッグ

１～３年
粘土を使うことによって、体験的に創作学習が
できるため

家庭
ちびころおにぎりなかみはなあ

に
教育画劇 １～３年

中身のないおにぎりが中身を探しに行くという
発想が面白く、いろいろな食材が紹介されてい
るため

家庭 582
かんたん手芸７なるほど！手芸

大じてん
小峰書店 １～３年

簡単に作れる作品が紹介されているため余暇活
動などにも応用して学習していくことができる

家庭
クッキングの基本　けが・食中
毒・食物アレルギーをふせごう

ポプラ社 １～３年
準備からはじまる調理の基本や食物アレルギー
についての説明など、安全に料理するための基
礎知識について知ることができる。

家庭 516
こども栄養学どうして野菜を食

べなきゃいけないの？
新星出版社 １～３年

「栄養素がわかる」「食べ物がわかる」「体の
しくみがわかる」の３部構成で描かれた絵本。
食事について楽しく考えることができる。

家庭

自分らしくコーディネイト！
はじめてのファッション

①どんな服装をしようかな～デ
ザイン

汐文社 １～３年
自分らしい服装について考えられる本である。
さまざまなコーディネートのスタイルがイラス
トで紹介されている。

家庭 508 ひとりだちするための調理学習 日本教育研究出版 １～３年
イラストや写真が多用されており分かりやすい
内容のため
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1
年
（
肢
）

家庭 001 新・こどもクッキング 女子栄養大 １～３年

家庭
親子で楽しむかわいいデコ巻き

ずし
マガジンランド

家庭
楽しく遊ぶ学ぶ　せいかつの図

鑑
小学館 １～３年

楽しいイラストや図などがたくさん盛り込まれ
ており、生徒の興味関心が引き出せる。せいか
つする上での力を学ぶことができるから。

家庭 世界食べ物マップ 河出書房新社 １～３年
世界の様々な料理や食材が豊富に載っており、
食文化の違いを学ぶことができるから。

家庭
ちびころおにぎり
なかみはなあに

教育画劇 １～３年
中身（具）のないおにぎりが中身を探しに行く
という発想が面白く、いろいろな食材が紹介さ
れていて興味を引くものだから

家庭 B04
絵でわかるこどものせいかつず
かん 4 おつきあいのきほん

子どもの生活科学研
究会

１～３年
社会生活で必要なソーシャルスキルを幅広く取
り上げており、シンプルだが大切なことを改め
て学習することができるから。

１～３年
楽しみながら巻くことができカットした断面を
見るのが笑顔になる感動の瞬間だから。

家庭 644
福音館の単行本正しい暮し方読

本
福音館書店 １～３年

日々の暮らしを通してさまざまな角度から物事
を見ることのでき、興味をひくから。

カードと実物を見比べて道具の名前や使い方を
学習できるから。

家庭 523 テーブルマナーの絵本 あすなろ書房 １～３年
テーブルマナーの基本を知ることができ、和洋
中問わず幅広いシーンで参考になることが多く
掲載されているため。

家庭 粘土型ハンバーガーやさん
株式会社

シルバーバッグ
１～３年

粘土を使ったものを使うことによって、視覚的
なイメージを持って創作、学習できる。

家庭 ｋ01
げんきをつくる食育えほん１

たべるのだいすき！
金の星社 １～３年

食事が人間の元気を作ることを楽しく描かれて
おり、食べ物を４つの色に分けて、その種類や
様子を詳しく学べ学習できるから。

家庭 すごいぞ！やさいーズ オレンジページ １～３年
野菜のキャラクターが野菜のもつ栄養がパワー
となることを分かりやすく解説している。

家庭 いただきます図鑑 池田書店 １～３年
食のことをさまざまな分野から学べる、キャラ
クター化された食材が食の基本を教えてくれる
本である。

家庭 和食のえほん ＰＨＰ研究所 １～３年
和食の基本から調理法、食材、おもてなしなど
和食のいろはが学べる、和食の素晴らしさを紹
介している本である。

家庭 学研の図鑑ＬＩＶＥ　食べもの 学研 １～３年
豊富な写真を通して食べ物の歴史、栽培方法、
世界の料理などが紹介されている。
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情報
テキパキこなす！新社会人のた
めのエクセル＆ワードの常識１

４１
インプレス １～３年

社気に出た後に使用するエクセルワードの知識
や常識が入っていいるため、就労に向けた課題
を多くこなすことができる

情報 ルビーのぼうけん 翔泳社 １～３年
プログラミングによって、自分の考えを動く形
にできる楽しさを経験でき、基礎的な知識を学
ぶことができる。

１～３年
ハーブの育て方の基本から、いろいろな活用法
までハーブ４７種をイラストで楽しく紹介して
いる。

情報（情報Ⅰ） 情報Ⅰ 708 高等学校　情報Ⅰ 数研出版 １～３年
絵やイラストが入り、説明が分かりやすい。携
帯電話やタブレットを持つ生徒が増えている
中、情報モラルを学ぶことができるため。

毎日なにげなく口にしている食べ物の謎と不思
議が描かれているので、食べ物の興味が引き出
しやすい。

家庭
くらしに役立つ木の実図鑑
人の知恵　種のくふう

PHP研究所 １～３年
食糧になるもの、おやつになるもの、くらしに
役立つものなど、写真や絵で木の実を興味深く
紹介している。

1
年
（
肢
）

家庭

サイエンスコナン・食べ物の不
思議

名探偵コナン実験・観察ファイ
ル

小学館 １～３年

家庭 ハーブをたのしむ絵本 あすなろ書房

職業 566 りんごかもしれない ブロンズ新社 １～３年
イラストも用いてわかりやすく、視覚的にも理
解しやすい

情報
いちばんやさしいパソコン超入

門
SBクリエイティブ １～３年

パソコンの操作方法から記載されているもの、
初めてパソコンに触ったり、始めたりするの生
徒に理解しやすい

情報
いちばんやさしいワード＆エク

セル
超入門

SBクリエイティブ １～３年
エクセルワードの基礎基本がわかりやすく記載
されているので、見やすく使いやすい

情報
世界一わかりやすいエクセル＆

ワード
最新版

学研プラス １～３年
エクセルワードの基礎基本がわかりやすく記載
されているので、見やすい使いやすい

情報
Word＆Excel2019
やさしい教科書

 SBクリエイティブ １～３年
エクセルワードの基礎基本がわかりやすく記載
されているので、見やすい使いやすい

情報
ワード・エクセル・パワーポイ

ント
基本の使い方がぜんぶわかる本

stndards １～３年
エクセルワードの基本操作が記載されているた
め、自身のわからないところを細かくチェック
することができる

職業 宇宙人とみつける仕事図鑑 文響社 １～３年
イラストも用いてわかりやすく、視覚的にも理
解しやすい

職業 536 なんだろうなんだろう 光村図書 １～３年
イラストも用いてわかりやすく、視覚的にも理
解しやすい

92
(94)



学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

１～３年
イラストも用いてわかりやすく、視覚的にも理
解しやすい

職業
学校では教えてくれない大切な

こと１　整理整頓
旺文社 １～３年

イラストも用いてわかりやすく、視覚的にも理
解しやすい

イラストも用いてわかりやすく、視覚的にも理
解しやすい

職業
社会科見学に役立つ私たちの暮
らしとまちのしごと場2 つくる

しごと・売るしごと
金の星社 １～３年

イラストも用いてわかりやすく、視覚的にも理
解しやすい

1
年
（
肢
）

職業
社会科見学に役立つ私たちの暮らしと
まちのしごと場１くらしをささえるし

ごとせいそう工場・じょう水場
金の星社 １～３年

職業
社会科見学に役立つ私たちの暮
らしとまちのしごと場3乗りもの
のしごと駅・空港・自動車工場

金の星社

職業 514
障害のある子のための職業ガイ

ド
日本教育研究出版 １～３年

いろいろな仕事を知り、自分に向いていること
や得意なことなどが見つけられるガイド。

職業 505
ひとりだちするためのビジネス
マナー＆コミュニケーション

日本教育研究出版 １～３年
イラストも用いてわかりやすく、視覚的にも理
解しやすい

職業
チャレンジ！ファシリテーショ

ン・ボールメソッド
クリエイツかもがわ １～３年

写真が多数掲載されており、生徒自身も視覚的
に確認しながら学習することができるため。

職業 513
くらしに役立つソーシャルスキ

ル
東洋館 １～３年

キャリア教育、自立活動など自立した社会生活
に向けてのテキスト。

職業
学校では教えてくれない大切な
こと（９）　ルールとマナー

旺文社 １～３年
イラストも用いてわかりやすく、視覚的にも理
解しやすい

職業
学校では教えてくれない大切な

こと12　ネットのルール
旺文社 １～３年

イラストも用いてわかりやすく、視覚的にも理
解しやすい

道徳 506
ひとりだちするための　トラブ

ル対策改訂版
日教研 １～３年

過去の自分を振り返る、現在の自分を記録する
ことにより自己理解が深まることを学ぶ。

道徳 こころがやさしくなるえほん
パイ　インターナ

ショナル
１～３年

生徒が興味をもつ内容で、かつイラストが多く
視覚的に理解をしやすいため。

道徳 すきっていわなきゃだめ? 岩崎書店 １～３年
生徒が興味をもつ内容で、かつイラストが多く
視覚的に理解をしやすいため。

道徳
どうしてパパとけっこんした

の？
福音館書店 １～３年

生徒が興味をもつ内容で、かつイラストが多く
視覚的に理解をしやすいため。
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過去の自分を振り返る、現在の自分を記録する
ことにより自己理解が深まることを学ぶ。

道徳 509
ひとりだちするためのライフ

キャリア教育
日教研 １～３年

暮らす時間や楽しむ時間を充実させることで、
よりよい自立生活が送れるという理念。

1
年
（

肢
）

道徳
ひとりだちするための　就労支

援ノート
日教研 １～３年

国語 国語C-721 国語☆☆☆☆ 東京書籍 ２～３年
段階的な学習を継続的に行うことができる。ま
た、年度が変わっても学習内容を継続すること
ができる。

国語 国語C-123 こくご☆☆☆ 東京書籍 ２～３年
段階的な学習を継続的に行うことができる。ま
た、年度が変わっても学習内容を継続すること
ができる。

国語 OO2 くらしに役立つ国語 東洋館 ２～３年
自己紹介の仕方、電話のマナーやかけ方、人と
の接し方、断り方など実生活で役立つ知識や情
報が満載。

国語 ゆすってごらん　りんごの木 サンマーク出版 ２～３年
本を読むだけでなく、体幹的に物語を感じるこ
とができる。

２～３年
わかりやすい擬音や絵の描写が様子をイメージ
しやすい。

国語 ゆらしてごらん　ひつじさん サンマーク出版 ２～３年
本を読むだけでなく、体幹的に物語を感じるこ
とができる。

読み比べが設定されており、言語文化への理解
を深めることができる。またデジタルコンテン
ツが設定されており、意欲を引き出せるため。

国語（現代の国語） 現国702 精選現代の国語 東京書籍 ２～３年
教材に身近なテーマが使われており、意欲を引
き出しやすい。またデジタルコンテンツで学習
の進め方を提示することができるため。

国語（言語文化） 言文702 精選言語文化 東京書籍 ２～３年

国語 547
ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａ

くだものさん
学研

国語
早ね早おき朝5分ドリル　小1国

語　文章読解
学研 ２～３年

穴埋めや抜きだし方の回答枠で、考えやすく答
えやすい。

国語 毎日のドリル小学１年文章読解 学研 ２～３年
１ページでやり切れる内容量で達成感が味わい
やすい。

国語
できる！！がふえる↑ドリル国

語文章読解　小学１年
文理 ２～３年

文章が短く、読みやすい。カラーのイラストで
文章がイメージしやすい。

国語 国語C-722 国語☆☆☆☆☆ 東京書籍 ２～３年
段階的な学習を継続的に行うことができる。ま
た、年度が変わっても学習内容を継続すること
ができる。

2
年
（
肢
）
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2
年
（
肢
）

国語 582
おはなし推理ドリル　都道府県

事件ファイル小学4～6年
学研 ２～３年

国語 507 ひとりだちするための進路学習 日本教育研究出版

国語 小学高学年自由自在国語 増進堂 ２～３年
小学校5，6年国語の内容が網羅されており、考
え方が身につく例題が多く取り上げられてい
る。

国語
おはなし推理ドリル　百人一首

事件ファイル小学4～6年
学研 ２～３年

百人一首を学びながら、読む力と考える力が身
に付く内容になっている。

国語 A01 ひとりだちするための国語 日本教育研究出版 ２～３年
聞く・話す・読む・書くの基礎項目と、応用力
を身に付けることができる。

国語
早ね早おき朝5分ドリル　小５国

語　文章読解
学研 ２～３年

文章読解が苦手な生徒も、飽きることなく取り
組むことができ、読解力が身に付く。

２～３年
社会人になるために必要な内容を知る、考え
る、調べる内容で独り立ちするのに役立つ

国語
陰山メソッド　徹底反復漢字プ

リント小1～6年
小学館 ２～３年

文章の中に必要な漢字が組み込まれており、繰
り返し練習することで漢字を習得しやすい。

都道府県を学びながら、読む力と考える力が身
に付く内容になっている。

国語 704
おはなし推理ドリル　歴史事件

ファイル小学4～6年
学研 ２～３年

歴史を学びながら、読む力と考える力が身に付
く内容になっている。

国語 627
下村式となえてかく漢字練習
ノート小学６年生改訂２版

偕成社 ２～３年
声に出しながら練習することで感じが身に着く
ように工夫されている。

国語 626
下村式となえてかく漢字練習
ノート小学５年生改訂２版

偕成社 ２～３年
声に出しながら練習することで感じが身に着く
ように工夫されている。

国語 625
下村式となえてかく漢字練習
ノート小学4年生改訂２版

偕成社 ２～３年
声に出しながら練習することで感じが身に着く
ように工夫されている。

国語 525
マナーと敬語完全マスター！３

町のマナーと敬語
あかね書房 ２～３年

敬語が自然と身に着くように工夫されていて、
解答もしやすい形式をとっている。

国語 524
マナーと敬語完全マスター！２

家のマナーと敬語
あかね書房 ２～３年

敬語が自然と身に着くように工夫されていて、
解答もしやすい形式をとっている。

国語 523
マナーと敬語完全マスター！１

学校のマナーと敬語
あかね書房 ２～３年

敬語が自然と身に着くように工夫されていて、
解答もしやすい形式をとっている。
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国語 675
齋藤孝のイッキによめる！名作

選小学4年生新装版
講談社 ２～３年

名作が収録されており、読むことに興味がわく
ように工夫されている。

国語 818
くもんの読解力を高めるロジカ

ル国語小学6年生
くもん出版 ２～３年

筋道立てて読解力を高めるよう工夫されてい
る。

２～３年
筋道立てて読解力を高めるよう工夫されてい
る。

国語 817
くもんの読解力を高めるロジカ

ル国語小学5年生
くもん出版 ２～３年

筋道立てて読解力を高めるよう工夫されてい
る。

筋道立てて読解力を高めるよう工夫されてい
る。

国語 815
くもんの読解力を高めるロジカ

ル国語小学3年生
くもん出版 ２～３年

筋道立てて読解力を高めるよう工夫されてい
る。

2
年
（
肢
）

国語 814
くもんの読解力を高めるロジカ

ル国語小学2年生
くもん出版 ２～３年

国語 816
くもんの読解力を高めるロジカ

ル国語小学4年生
くもん出版

国語 509
幼児絵本シリーズきんぎょがに

げた
福音館書店 ２～３年

わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 こわめっこしましょ 絵本館 ２～３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 ともだちしょうかいしようかい ブロンズ新社 ２～３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 グーチョキパーのうた 解放出版社 ２～３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 ねぐせのしくみ ブロンズ新社 ２～３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 こねてのばして ブロンズ新社 ２～３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 642
いやだいやだの絵本ねないこだ

れだ
福音館書店 ２～３年

わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 B06 幼児絵本シリーズくだもの 福音館書店 ２～３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。
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２～３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 かお　かお　どんなかお こぐま社 ２～３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 521 幼児絵本シリーズおにぎり 福音館書店 ２～３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

2
年
（
肢
）

国語 B09
幼児絵本シリーズやさいのおな

か
福音館書店 ２～３年

国語 あさですよ　よるですよ 福音館書店

国語 むにゃむにゃ　きゃっきゃっ こぐま社 ２～３年
「ぷくぷく」「がしゃーん」などいろいろな音
がシンプルな絵とともに紹介されており、読み
聞かせながら楽しむことができるから。

国語
自由自在　賢くなる　クロス
ワード　ことば力　初級

増進堂 ２～３年
基本的な漢字の読み、ことわざ、類義語、対義
語などを正しく覚え、クロスワードを楽しみな
がら語い力を伸ばすことができるから。

国語 OO1
あっちゃんあがつくたべものあ

いうえお
リーブル ２～３年

わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語
てあそびうたえほん　バスごっ

こ
世界文化社 ２～３年

わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語
がたん　ごとん　がたん　ごと

ん　ざぶん　ざぶん
福音館書店 ２～３年

わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 なでてごらん 幻冬舎 ２～３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語
ひとりだちするための　国語

ワーク１
日教研 ２～３年

身近な日常生活を題材にしており、演習問題に
よる学習の定着が図れる。

国語
自由自在　賢くなる　クロス
ワード　ことば力　上級

増進堂 ２～３年
基本的な漢字の読み、ことわざ、類義語、対義
語などを正しく覚え、クロスワードを楽しみな
がら語い力を伸ばすことができるから。

国語
自由自在　賢くなる　クロス
ワード　ことば力　中級

増進堂 ２～３年
基本的な漢字の読み、ことわざ、類義語、対義
語などを正しく覚え、クロスワードを楽しみな
がら語い力を伸ばすことができるから。

国語 513
わからないをわかるにかえる1中

学国語1～3年
文理 ２～３年

一単元が見開きの1ページ構成になっており、単
元のまとまりごとに確認テストがあり、学習の
定着を確認しやすい。

97
(99)



学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

2
年
（
肢
）

国語
ひとりだちするための　国語

ワーク２
日教研 ２～３年

国語 のせてのせて100かいだてのバス ポプラ社

国語 O06
五味太郎・言葉図鑑（６）

くらしのことば
偕成社 ２～３年

長年愛されてきている本であり、くらしにまつ
わる言葉をたくさん学ぶことができるから。

国語 O05
五味太郎・言葉図鑑（５）

つなぎのことば
偕成社 ２～３年

そして、だから、しかしなどの接続詞をユニー
クなイラストで学習できるので文章をつないで
長くして楽しませたいから

国語 ゆっくりおでかけ 童心社 ２～３年
おでかけをするときに日常起こりうることを
ユーモラスに描いており、共感できる内容だか
ら

国語 あな 福音館書店 ２～３年
とても一生懸命に自分だけのあなを掘っていく
様子にユーモアがあり、そのあなを宝物のよう
に守る姿に共感できるから。

２～３年
鮮やかな色彩のイラストが目を引く。どんどん
とお客を乗せて進んでいくのが面白く、夢のあ
る物語だから。

国語 007 よみかた絵本 戸田デザイン研究室 ２～３年
知っているようで知らない漢字の成り立ちや歴
史がわかりやすく図解されており、生徒にとっ
て興味を引くものだから。

聞く話すの基本や、日常生活や仕事場面でのマ
ナーなどが学べる。

国語 531 中高生のための国語 こばと教材出版 ２～３年
特別な読み方の漢字や言葉の意味、助詞や接続
語などが分かりやすく掲載されている。

国語 A01
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）
同成社 ２～３年

こくごの基礎的な内容、必要な知識が載ってい
る。絵が豊富に掲載されており楽しく学べるこ
とができるから。

国語 てん あすなろ書房 ２～３年
絵の苦手な男の子が描いたひとつの絵を周りか
ら認めてもらうことによって成長する姿に共感
してほしいから。

国語 あみだだだ 福音館書店 ２～３年
あみだくじを楽しみながら、谷川俊太郎のリズ
ミカルな言葉選びの面白さを体感できるから。

国語 そしたら　そしたら 福音館書店 ２～３年
挿絵が力強く興味を引くもので、言葉遊びが面
白く、声に出して楽しんで読みたいから。

国語 げんきなマドレーヌ 福音館書店 ２～３年
マドレーヌとお友達のいきいきとした生活がテ
ンポよく書かれており、挿絵にもパリの有名な
建物や場所が描かれているから。

国語 しかけのないしかけ絵本 幻冬舎 ２～３年
読み聞かせながらしかけ遊びでコミュニケー
ションをとることができるから
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国語 A02
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

太郎次郎社エディタ
ス

２～３年
漢字の体系にのっとって簡単な文字からその組
み合わせでできるあわせ漢字へ段階的に学べる
学習システムである。

国語 D01 ひらがなカード くもん出版 ２～３年
カードでひらがなの基本を学んだり、組み合わ
せてことばを作ることもできたり、学習者に
とって用途の幅が広く使いやすいから。

２～３年
こくごの基礎的な内容、必要な知識が載ってい
る。絵が豊富に掲載されており楽しく学べるこ
とができるから。

国語 Ｊ02
世界傑作絵本シリーズ

ブレーメンのおんがくたい
福音館書店 ２～３年

愉快なグリムの昔話絵本で、優れたデザイン性
のある美しい絵が豊富に描かれている本である
ため。

こくごの基礎的な内容、必要な知識が載ってい
る。絵が豊富に掲載されており楽しく学べるこ
とができるから。

国語 B01
ゆっくり学ぶ子のための「こく

ご」
入門編１（改訂版）

同成社 ２～３年
こくごの基礎的な内容、必要な知識が載ってい
る。絵が豊富に掲載されており楽しく学べるこ
とができるから。

2
年
（
肢
）

国語 A02
ゆっくり学ぶ子のための「こく
ご」２（改訂版）（かたかな・

かん字の読み書き）
同成社 ２～３年

国語 B02
ゆっくり学ぶ子のための「こく

ご」
入門編２（改訂版）

同成社

国語 B09
幼児絵本シリーズやさいのおな

か
福音館書店 ２～３年

野菜の断面が影絵のように描かれており、美し
い絵で登場する楽しい本である。

国語 くろねこかあさん 福音館書店 ２～３年
白と黒の色の対比を生かした切り絵の手法で展
開されている。リズミカルな言葉が出てくる面
白い本である。

国語 501 創作絵本ぼくのくれよん 講談社 ２～３年
カラフルな色使いで、さまざまな動物が登場し
数の概念が学習できる本である。

国語 １年生の漢字えほん あかね書房 ２～３年
楽しく遊びながら漢字を覚えられるもので、読
みや成り立ち、使い方が分かりやすく解説され
ている本である。

国語 503
ポカポカフレンズのおしゃべり

えほん
もしもしでんわ

三起商行 ２～３年
生活の身近な電話を再現しており電話をかける
こと、かかってくることの両方を体験すること
ができる。

国語 653
ＣＤつきおもしろ落語絵本
えほん寄席愉快痛快の巻

小学館 ２～３年
落語独特の豊かな言葉のやりとりで言葉への興
味関心をより高めることができる。言葉の世界
の幌がりを感じることができる。

国語 いろいろ　にほんのきせつ マイアップ ２～３年
日本ならではの春夏秋冬がテーマの布絵本で、
手で触って、色や形などが楽しめる本である。

国語 あかまるどれかな ポプラ社 ２～３年
さまざまな形の絵を探して答えを出す、読み手
と楽しみながらやり取りができる本である。
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２～３年
生徒たちの好きななぞなぞを、商店街のイラス
トの中から答えを探し出せる、興味を引き出せ
るような本である。

国語 524
子ども版　声に出して読みたい

日本語４
朝焼小焼　だゆあーんゆよーん

草思社 ２～３年
生徒が興味関心を持ちやすい内容で、絵も親し
みやすく何度も繰り返し読みながら内容を考え
させるのに適した教材である。

体の仕組みを面白い絵で学べる、体の部位がさ
まざまなことを考えているという発想が生まれ
る本である。

国語 551 おはなしドリル伝記　低学年 学研出版 ２～３年
生徒が興味のあるさまざまな伝記を通して文章
読解が身に付く本である。

2
年
（
肢
）

国語 565
かがくのとも絵本からだのみな

さん
福音館書店 ２～３年

国語 629 なぞなぞえほんなぞなぞのみせ 偕成社

国語
ドラえもんはじめての漢字ドリ

ル１年生
小学館 ２～３年

生徒の好きなキャラクターが登場し、興味を
持って漢字学習に取り組むことができる。

国語

コミニュケーションできる音の
でる絵本

さわっておしゃべりアンパンマ
ン

フレーベル社 ２～３年
文字が理解できなくても、音声のみで言葉の面
白さを覚えることができる本である。

国語 554
おはなしドリルせかいの国のお

はなし小学２年
学研プラス ２～３年

内容が面白く生徒の興味を引きやすい。読み取
り教材として適している。

国語 552
おはなしドリル都道府県のおは

なし　低学年
学研 ２～３年

都道府県について興味を持ちながら文章を読む
学習ができるため。

国語 A04
ことばをおぼえる本　かず・か

たち・いろ　あいうえお
偕成社 ２～３年

卒業後、必要になるであろう知識が掲載されて
おり覚えやすく、生徒の課題に適している。

国語 もじえほん　あいうえお あかね書房 ２～３年
簡単で解りやすい内容であり、生徒個別の課題
にあっている本である。

国語 502
あなあき　しかけえほん１０ぴ

きいもむしだいこうしん
大日本絵画 ２～３年

穴に指を差し込んだり、てんとうむしをさわっ
たりして楽しめ、数の学習にもなる。

国語 501 どんなかんじかなあ 自由国民社 ２～３年
色々な人の立場を想像をめぐらせて経験してい
く内容で、自分の感覚や世界が広がっていく本
である。

国語 547
てんじつき　さわるえほん

しろくまちゃんのほっとけーき
こぐま社 ２～３年

絵の下に点字の文章がついており、ほっとけー
きが焼けていく過程を触ってわかる本である。

国語
ことばのふしぎ　なぜ？どうし

て？
１．２年生

高橋書店 ２～３年
ことばの名前、漢字のふしぎなど　５５のな
ぜ？が集合しており、ことばのおもしろさを学
べる。

100
(102)



学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

2
年
（
肢
）

地理歴史（地理総
合）

地総706
高等学校　地理総合世界を学

び、地域をつくる
第一学習社 ２～３年

社会 501 こども六法 弘文堂

社会 001 くらしに役立つ社会 東洋館 ２～３年
卒業後の社会生活を送るうえで、必要な知識や
態度を育て活用できる。

社会 512 ひとりだちするための社会 日本教育研究出版 ２～３年
地理・歴史・公民の分野にわたり、幅広く学べ
るため。

社会 ふみきりくん 福音館書店 ２～３年
ストーリーがわかりやすく、イラストも多いた
め理解しやすい内容になっている。

社会 J01 世界傑作絵本シリーズてぶくろ 福音館書店 ２～３年
いろいろな動物が出てきて、ストーリーが簡単
なため

２～３年
イラストが多用されており、分かりやすく六法
を説明している

社会 572 せんろはつづく 金の星社 ２～３年
ストーリーが分かりやすくイラストも大変わか
りやすい内容のため

基本的な内容を図表や写真を多く取り入れ、理
解しやすいように工夫されている。配列も知識
理解が積み重ねられるよう工夫されている。

地理歴史（地図） 地図703 標準高等地図 帝国書院 ２～３年
イラストなどの資料が多く、単元も発達段階に
応じており使用しやすく、幅広い内容が学習で
きるようになっている。

社会 003
マナーやルールがどんどんわか
る！みぢかなマーク新装改訂版

ひかりのくに ２～３年
身近に目にするマークにどんな意味やルールが
あるのかを考えることができ日常生活に生かす
ことができるから。

社会
大人になってこまらない

マンガで身につくマナーと礼儀
金の星社 ２～３年

マナーやルールなど卒業後に必要な事柄につい
て学ぶことができる。

社会
ちびまる子ちゃんのマナーと

ルール
小学館 ２～３年

マナーやルールなど卒業後に必要な事柄につい
て馴染み深いキャラクターを通して学ぶことが
できる

社会
ドラえもんの生活はじめて挑戦
おぼえておこうせいかつのマ

ナー
小学館 ２～３年

ルールやマナー、ひとづきあいなどについて、
なじみ深いドラえもんのキャラクターの絵で描
かれている為。

社会 都道府県学習かるた 帝国書院 ２～３年
都道府県の形や特徴などが詳しく書かれてお
り、かるた形式で楽しく学習ができる。

社会 335 中高生のための　生活・社会 こばと教材出版 ２～３年
家族とその役割、公共の施設の利用の仕方、ご
みの分別などの知識が学べる。
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社会 Ｚ01
子どものマナー図鑑（１）

ふだんの生活マナー
偕成社 ２～３年

普段の生活に関するマナーが分かりやすく掲載
されており、学校生活で必要なマナーが学べ
る。

社会
ドラえもんずかん２　せかいち

ず
小学館 ２～３年

世界の料理、祭り、国旗などのページもあり、
世界の文化を学ぶことができ、世界が身近に感
じられるから。

２～３年
地図だけでなく、その国の文化について多く掲
載されており見やすく理解しやすいから。

社会
ドラえもんずかん１　にっぽん

ちず
小学館 ２～３年

郷土料理、鉄道、動物、四季の様子などのペー
ジもあり、楽しみながら日本がわかるから。

色々な国の名前が出てきて、それぞれの文化や
考え方があることを教えてくれるから。

社会 533
改訂新版発見いっぱい！せかい

のこっき
ひかりのくに ２～３年

色々な国の国旗とそれにまつわる話がわかりや
すく簡潔に書かれているから。

2
年
（
肢
）

社会 せかいをひとつにするケーキ リーブル出版 ２～３年

社会 516 はじめてのせかいちずえほん
パイインターナショ

ナル

数学（数学Ⅰ） 数Ⅰ716 新高校の数学Ⅰ 数研 ２～３年
導入にイラストが用いられているので理解を手
助けしている。また、学ぶことを文章表記され
ており、各単元の分量が生徒に合っている。

社会 503
るるぶ　地図でよく分かる

世界の国大百科
JTB　パブリッシング ２～３年

イラストが多彩で国ごとの特徴などをつかみや
すく、食べ物など興味を引く内容も多い為

社会 626
おこりたくなったら　やってみ

て！
主婦の友社 ２～３年

いろいろな感情を自分自身でコントロールする
方法を教えてくれる本である。

社会
ちずでぐるり！世界いっしゅう

えほん
パイインターナショ

ナル
２～３年

世界各国の文化や特色が学べ生徒の興味を引き
やすい。分かりやすい地理説明や情報が満載で
あるため。

社会
はじめての日本地図絵本
歌って覚える４７都道府県

ロックンロール県庁所在地 CD付
世界文化社 ２～３年

分かりやすいイラストで、曲を聴きながら日本
についての基本的な知識が身に付く本である。

社会
都道府県名物ぬりえ　楽しく
ぬって日本地図まるわかり！

ブティック社 ２～３年
都道府県を塗り絵しながら学ぶことができ、地
図の学習が難しくても興味をもって取り組むこ
とができる。

数学
高校数学Ⅰをひとつひとつわか

りやすく。
学研プラス ２～３年

解法だけでなく、説明も色を多用していてわか
りやすいため

数学（数学A） 数Ａ716 新高校の数学Ａ 数研 ２～３年
導入部分にイラストが用いられているので理解
を手助けしている。内容を明確に文章表記され
ており、各単元の分量が生徒に合っている。
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２～３年
段階的な学習において継続的な学習を行うこと
ができる

数学 数学C-722 数学☆☆☆☆☆ 教育出版 ２～３年
段階的な学習において継続的な学習を行うこと
ができる

イラストが多用されており、数に親しみやすい
と思いました。

数学 算数C-124 さんすう☆☆☆ 教育出版 ２～３年
段階的な学習において継続的な学習を行うこと
ができる

2
年
（
肢
）

数学 D02
五味太郎の絵本かずのえほん

１・２・３
絵本館 ２～３年

数学 数学C-721 数学☆☆☆☆ 教育出版

数学 527 たしざんカード くもん出版 ２～３年
視覚的に分かりやすく、足し算を学ぶことがで
きる。

数学 頭がよくなる算数ゲーム 幻冬社文庫 ２～３年
ゲームを楽しむ中で、算数に触れることができ
るため。

数学 622 小学ドリル算数４年生の文章題 くもん出版 ２～３年
似たような問題を繰り返しながら、徐々に難し
い問題が解ける構造になっている。

数学 E01 はとのクルックのとけいえほん くもん出版 ２～３年
視覚的にわかりやすく、時計についてより詳し
く学べるため。

数学 A02
さんすうだいすきあそぶ・つく

る・しらべる２年
民衆社 ２～３年

視覚的にわかりやすい絵になっており、楽しみ
ながら学べるため。

数学 A02
ひとりだちするための算数・

数学
日本教育研究出版 ２～３年

実生活において必要な項目に絞って学ぶことが
できる。

数学 764
算数と国語を同時に伸ばすパズ

ル入門編
小学館 ２～３年

算数だけでなく国語も同時に学ぶことができる
総合的な内容であるため

数学 567
学研の頭脳開発おかねのれん

しゅうちょう
学研 ２～３年

お金の使い方の基本、コインやお札の種類を知
ることから始め、買い物ごっこ感覚で学べる。

数学 624
学研の頭脳開発お金の計算と買
い物が得意になる　おかねのれ
んしゅうちょうおかいもの編

学研 ２～３年
コインやお札を数える基本的な学習に加え、金
銭感覚を養うとともに計算力も高める。

数学 528 九九カード くもん出版 ２～３年
視覚的に分かりやすく、九九を学ぶことができ
る。
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2
年
（
肢
）

数学 521
文章題イメージトレーニング

ワークシート１たし算・ひき算
かもがわ出版 ２～３年

数学
医者が考案したコグトレ・パズ

ル
SBクリエイティブ株

式会社

数学 511
ひとりだちするための算数・数

学ワーク２
日本教育研究会 ２～３年

ワーク形式になっており、ひとつひとつ理解し
ながら学ぶことができるため

数学 510
ひとりだちするための算数・数

学ワーク１
日本教育研究会 ２～３年

ワーク形式になっており、ひとつひとつ理解し
ながら学ぶことができるため

数学 532 中高生のための数学 こばと教材出版 ２～３年
イラストを通して時間と時刻、お金の支払い、
金銭感覚、単位、作業などの学習ができる。

数学 520
文章題イメージトレーニング
ワークシート３応用問題

かもがわ出版 ２～３年
イラストもあり分かりやすく学習することがで
きるため

２～３年
数を数えたり図形を模写したりするトレーニン
グ。やさしいものから取り組める。

数学 765
算数と国語を同時に伸ばすパズ

ル初級編
小学館 ２～３年

算数だけでなく国語も同時に学ぶことができる
総合的な内容であるため

イラストもあり分かりやすく学習することがで
きるため

数学 522
文章題イメージトレーニング

ワークシート２かけ算・わり算
かもがわ出版 ２～３年

イラストもあり分かりやすく学習することがで
きるため

数学
5分でつかむ！10分で深める！

算数ゲーム＆クイズ
明治図書出版 ２～３年

短時間の課題を複数用意することができる。ま
たクイズ形式で楽しみながら算数を解くことが
できる

数学
「あそび＋学び」で、楽しく深

く学べる
算数アクティビティ２００

フォーラムA企画 ２～３年
遊びやレクリエーションを通してより深く算数
の知識や基礎計算の能力を付けることができる
ため

数学
算数「生活に役立つ力」実力

アップ編
明治図書出版 ２～３年

生活に密着した計算や算数的知識をワーク形式
で何度も練習できるため

数学
算数「操作して，解く力」基礎

力アップ編
明治図書出版 ２～３年

算数の基礎学習をワークシート形式で何度も練
習できるため。

数学 003 くらしに役立つ数学 東洋館 ２～３年
図やイラストが多用されており、視覚的にも理
解しやすいため

数学
ひとりだちするための算数・数

学ワーク３
日本教育研究会 ２～３年

ワーク形式になっており、ひとつひとつ理解し
ながら学ぶことができるため
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数学 D03 かずカード くもん出版 ２～３年
数とその数のドットが掲載されており、簡潔な
ものになっている。対応させながら目で確認
し、数を学ぶことができる。

数学
たのしい　たす・ひくの　えほ

ん
大日本絵画 ２～３年

しかけを使って楽しく数の学習ができる。絵が
カラフルで親しみやすく、簡単な数字で足し算
引き算の学習ができるから。

２～３年
小学校3年生から6年生までの文章問題を多く集
めた問題集なので個人の課題やレベルに合わせ
て問題を選べる

数学 543
めくりしかけえほん　はこのな

かにはなんびきいるの
大日本絵画 ２～３年

ページをめくるたびに色や形のちがった箱があ
りそれをめくりながら数を数える楽しみがある
から。

算数の知識を使うクイズやゲームが多くあるた
め、楽しみながら算数を解くことができる

数学
小学総合的研究
わかる算数

旺文社 ２～３年
小学校の算数課題をおおよそもうrしているた
め、個人に合わせた課題を選んで取り組める

2
年
（
肢
）

数学
新装版　めっちゃ楽しく学べる

算数のネタ７３
黎明書房 ２～３年

数学 799
いっきに極める算数（７）

３～６年の文章題
くもん出版

数学 C01
ゆっくり学ぶ子のための

「さんすう」１
同成社 ２～３年

さんすうの基礎的な内容、必要な知識が載って
いる。絵が豊富に掲載されており、楽しく学べ
ることができるから。

数学 とけいカード くもん出版 ２～３年
１５分きざみまでの基本的な時刻のパターンを
繰り返し学習しながら楽しく時計の読み方を覚
えることができるから。

数学
こぐまオリジナル知育教材

１００てん　キッズ
幻冬舎×こぐま会 ２～３年

手で触れながらピースを組み合わせていろいろ
な形にしていくことで、図形感覚や空間認識力
を培ったりすることができるから。

数学 ちいさいおおきい ポプラ社 ２～３年
おなじみの小さいねずみくんの物語を通して、
大きいと小さいを繰り返しながらものの大きさ
について学ぶことができるから。

数学 トーマスとおぼえるかず ポプラ社 ２～３年
しかけを動かしながら数字の書き方や読み方を
学ぶことができる。トーマスの絵もなじみが
あってよいから。

数学 トーマスとおぼえる　とけい ポプラ社 ２～３年
トーマスの一日のお話を読みながら、時計の針
を動かし、時計の読み方を学ぶ楽しみがあるか
ら。

数学
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

ポプラ社 ２～３年
数字が一目でわかりやすく、大きな文字盤で時
計を表示しているため、視覚的にも分かりやす
く生徒が理解しやすい。

数学 C02
ゆっくり学ぶ子のための

「さんすう」２
同成社 ２～３年

さんすうの基礎的な内容、必要な知識が載って
いる。絵が豊富に掲載されており、楽しく学べ
ることができるから。
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２～３年
生徒が好きそうなシール遊びを通して手や指を
動かしトレーニングができやすい本である。

数学 514
さんすうだいすき　第１巻

どちらがおおきい？
日本図書センター ２～３年

大きさ比べや大きさの順など、さまざまな大き
さについて絵や図を楽しみながら学べる、生徒
が理解しやすい内容の本である。

迷路で遊びながら九九やかけ算が覚えられる、
９個のステージをクリアーしながら進める分か
りやすい本である。

数学 535 さわって学べる算数図鑑 学研 ２～３年
足し算やかけ算、分数から図形まで算数に関す
るさまざまなことをしかけを通して触って学べ
る本である。

2
年
（
肢
）

数学 かけ算冒険迷路
ディスカバー　トゥ

エンティンワン
２～３年

数学
くぼた式　脳をきたえるシール

あそび
講談社

数学 604
初級編ステップアップ

かず　すうじ
こばと教材出版 ２～３年

無理のないスモールステップで、ことばや文
字、かず、数字が習得できるようになってい
る。

数学 B01
中級編ジャンプアップ

とけい　おかね　カレンダー
こばと教材出版 ２～３年

時計の読み方、お金の計算、カレンダーの読み
方がイラスト入りのスモールステップで学べ
る。

数学 630
音のでる知育絵本７

こえでおぼえる１２３かずのほ
ん

ポプラ社 ２～３年
おけいこシートとペンでたのしく数をかぞえら
れる、数のトレーニングができる本である。

数学 540 数え方図鑑 日本図書センター ２～３年
知っているようで意外と知らない、モノの数え
方のルールが楽しいイラストを通して身に付く
本である。

数学 509
さんすうだいすき　第３巻

かずってなんだ？１
日本図書センター ２～３年

１から５までの数や、５までの足し算や引き算
など、基礎的な内容が学べる本である。

数学 513
さんすうだいすき　第２巻

なかまあつめ
日本図書センター ２～３年

「大きい」「小さい」「高い」「低い」など、
実際のものや形との関係を絵を使って分かりや
すく説明している。

理科
米村でんじろうDVDでわかるおも

しろ実験！！
講談社 ２～３年

いろいろな実験がはいっているので使いやすい
と思いました。

理科（生物基礎） 生基７１１ 高等学校新生物基礎 第一学習社 ２～３年
図や写真が大きくはっきりしていて、視覚的に
理解しやすい。説明文が簡潔で、読み取りやす
く分かりやすい。

数学 619
上級編レベルアップ
お金と時計の文章題

こばと教材出版 ２～３年
上級編であるため、卒業学年や仕上げの学年に
向けた教材として使用したいため。

数学 603
初級編ステップアップ

ことば　もじ
こばと教材出版 ２～３年

目と手の協応や集中力などを促せる、スモール
ステップを目指せる教材である。
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2
年
（
肢
）

理科 537 中高生のための　自然・理科 こばと教材出版 ２～３年

理科 かんたんワクワク理科・あそび 小学館

理科 野の草ノート 文化出版局 ２～３年
散歩したときに見かけるようなどこにでも生え
ている草をきれいなイラストと写真で紹介して
いてとてもわかりやすいから。

理科
花トレ初級編これだけは知って

おきたい花の名前300
平凡社 ２～３年

身近で見かける花の名前を覚えてほしい。きれ
いな写真をみて花の名前を当てることができ約
300種も取り上げられている。

理科
科学っておもしろい！なぜ？な
に？なんで？わくわくサイエン

ス
日東書院 ２～３年

「生き物」「からだ」「宇宙」「身のまわり」
の４つのジャンルから疑問を取り上げて豊富な
イラストや写真を使って説明しているから。

理科 天気の図鑑 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ２～３年
雲や雨など天気についてイラストを交えてわか
りやすく書かれている

２～３年
イラストや図が多用されており、分かりやすい
ため

理科 なぜの図鑑　科学マジック 学研プラス ２～３年
マジックを通して、科学の事象について学ぶこ
とができる

イラストを通して　電気と電池、病気を薬、植
物と野菜、災害、天体と地球などが学べる。

理科 004 くらしに役立つ理科 東洋館 ２～３年
イラストや図が多用されており、分かりやすい
ため

理科 びっくり動物TOP5 大日本絵画 ２～３年
絶滅の危機にさらされている動物が取り上げら
れており環境問題と関連づけしながら学習する
ことができる。

理科 646
福音館の単行本かがみのえほん

ふしぎなにじ
福音館書店 ２～３年

鏡のように反射する紙で作られており、絵本を
開くと立体的に見えることが面白いから。

理科
ドラえもん　天気と気象の不思

議
小学館 ２～３年

ドラえもんに関連するストーリーを読みながら
学ぶことができる

理科
頭もよくなるちょこっと＆じっ

くり
科学脳マジック

ひかりのくに ２～３年
科学の不思議を学び、疑問を解決してくれる簡
単な手品が紹介されているから。

理科
日陰や狭い場所での小さな庭づ

くり
主婦の友社 ２～３年

庭づくりのポイントが実際の庭を例にしてわか
りやすく解説されておりこれからの庭づくりを
始めるのに参考になるから。

理科 スーパー理科辞典 受験研究社 ２～３年
科学や自然環境に対しての「なぜ」を１つ１つ
を詳しく解説することで小学３年生以上の子供
達が理解できるようになっているから。
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保健体育（保健） 保体702 新高等保健体育 大修館 ２～３年
イラストやグラフ、写真などが多用されてお

り、生徒が意欲的に興味をもって学習に取り組
めるのではないかと思うから。

理科 569 むしむし　さわってごらん 大日本絵画 ２～３年
いろいろな仕掛けや感触を通して、昆虫につい

て楽しく学習できるため。

２～３年
科学遊びや自然遊び、学校での飼育や栽培の動
植物の育て方などが、写真や解説を交えて分か

りやすく掲載されているから。

理科
小学館の図鑑ＮＥＯ

まどあけずかん　いきもの
小学館 ２～３年

さまざまな動物をカラーで見ることができ、仕
掛けの窓を開けて楽しく学ぶことができる。

身近な材料を使って簡単に作ることができ、生
徒の理系分野への興味関心を引き出せるから。

理科 なぜ？どうして？ふしぎ３６６ 主婦の友社 ２～３年
さまざまな疑問を絵や写真などを使って答えを
学べる、好奇心を育てられる分かりやすい本で

ある。

2
年
（
肢
）

理科
東工大サイエンステクノの理系

脳を育てる工作教室
主婦の友社 ２～３年

理科
ふしぎをためすかがく図鑑
しょくぶつのさいばい

フレーベル社

保健体育 I09
改訂新版体験を広げるこどもの

ずかん
９　からだとけんこう

ひかりのくに ２～３年
自分たちの体のしくみや働きを図や文で知っ

て、健康を保ってほしいから。

保健体育 005 くらしに役立つ保健体育 東洋館 ２～３年
イラストや図が多用されており、分かりやすく

見やすいため

保健体育
人間と性の絵本

考えよう！人間の一生と性
大月書店 ２～３年

卒業後のライフスタイルを考えることができ、
わかりやすそうだから

保健体育 だいじだいじどーこだ。 大泉書店 ２～３年
イラストが分かりやすく視覚的にもわかりやす

そうだから

保健体育
人間と性の絵本

私ってどんなひと
大月書店 ２～３年

１つにいろんな内容が盛り込まれていてわかり
やすく、理解しやすいため

保健体育 パンダののんびりたいそう 講談社 ２～３年
イラストが分かりやすく視覚的にも体操という

ものが分かりやすいため

保健体育 A04
自立生活ハンドブック４
からだ！！げんき！？

育成会 ２～３年
健康に過ごすためのヒントがたくさん載ってお
り、自分達の体について考える機会になるか

ら。

保健体育 E13
かがくのとも絵本

きゅうきゅうばこ新版
福音館書店 ２～３年

けがの手当の方法を、子どもでも学べるように
やさしく楽しく紹介しているから。
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２～３年
絵でわかりやすく掲載されており体調が悪いと
きに周りに伝えられるようになってほしいか

ら。

保健体育 539
音の出る知育絵本２４脳科学か

らうまれたゆびゆびえほん
ポプラ社 ２～３年

おしたりつまんだりまわしたりすると楽しい効
果音がでるので刺激になってよいから。

カラー印刷で見やすく、人体の仕組みについて
視覚的に理解しやすい教材である。

保健体育 516 人体キャラクター図鑑 日本図書センター ２～３年
各臓器がキャラクター化され、イラスト付きで
体の仕組みが分かりやすく掲載されている。

2
年
（
肢
）

保健体育
人体について知っておくべき１

００のこと
小学館 ２～３年

保健体育 G04
からだのえほん４
からだにもしもし

あかね書房

音楽 580
おとがなるしかけえほんにぎや

かファームのおと
大日本絵画 ２～３年

様々な音が実際に聞くことができ、聴覚的にも
分かりやすく接しやすいと考えられるため

芸術（音楽Ⅱ） 音Ⅱ703 ＭOUSA２ 教育芸術社 ２～３年
分野ごとに色分けしているところや、興味を引
く構成、内容になっているところが適してい

る。楽器の説明も分かりやすく理解しやすい。

芸術（音楽Ⅰ） 音Ⅰ703 MOUSAⅠ 教育芸術社 ２～３年
歌唱・器楽・鑑賞など、分野ごとに色分けして
いるところが適している。色彩豊かで楽器の説

明も分かりやすく理解しやすい。

保健体育
こどもヨガソング
ヨガであそぼう！

鈴木出版 ２～３年
動物を真似たり生徒がイメージを持って体を動
かせる内容である。また分かりやすいイラスト

がついて見やすい。

保健体育 535 ちょうしんきつきからだずかん 成美堂出版 ２～３年
しかけがあり、図鑑を見ながら、聴診器で体の

仕組みを楽しく学ぶことができるから。

保健体育 538
音の出る知育絵本２２脳科学か

らうまれたにぎにぎえほん
ポプラ社 ２～３年

手指でにぎるとランダムに効果音が出るのでお
もしろい。また体を動かすことの楽しさを知っ

てほしいから。

音楽 音楽C-722 音楽☆☆☆☆☆ 東京書籍 ２～３年
写真などが多用されており、視覚的にも分かり

やすい

音楽 音楽C-721 音楽☆☆☆☆ 東京書籍 ２～３年
写真などが多用されており、視覚的にも分かり

やすい

音楽 534
おととあそぼうシリーズ４４ど

うようクラシック
名曲ピアノえほん　改訂版

ポプラ社 ２～３年
鍵盤が入っており、実際に鍵盤を触りながら曲

も聞くことができる

音楽 515
ようちえんのせんせいがえらん

だ
みんなのどうようえほん

コスミック出版 ２～３年
様々な童謡が収録されており、聴覚的にも分か

りやすく操作しやすいため
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2
年
（
肢
）

音楽 697 はじめてのオーケストラ 大日本絵画 ２～３年

音楽 513
頭のいい子が育つクラシックの

名曲45選
新星出版社

音楽
手あそび指あそび歌あそびブッ

ク２
ひかりのくに ２～３年

１とはまた違う歌を歌いながら、手や指を動か
し、楽しむことができるから。

音楽 012
手あそび指あそび歌あそびブッ

ク１
ひかりのくに ２～３年

それぞれの運動能力に合わせて、手や指を使っ
て歌いながら楽しむことができるから。

音楽 013 あそびうたのほんCDつき ひかりのくに ２～３年
音楽を聴き、歌いながらスキンシップやコミュ

ニケーションをとることができるから

音楽
おととあそぼうシリーズ７
ドン！ドコ！ドン！たいこ

ポプラ社 ２～３年
よく知られている音楽が収録されており、たい
この音の種類も４種類あり、リズムを楽しむこ

とができるから。

２～３年
定番のクラシックを網羅しており、文章や絵に
親しみが持てクラシックへの興味関心を引くこ

とができるため。

音楽 G03 CD付き楽器カード くもん出版 ２～３年
身近な打楽器からオーケストラの楽器までCDで

聴けて幅広いから。

音の鳴らして視覚的だけでなく聴覚的にも分か
りやすくオーケストラについて学ぶことができ

るため

音楽 515
頭のいい子が育つクラシックの
名曲世界に羽ばたく音楽の旅

新星出版社 ２～３年
クラシック音楽を身近に感じながら学ぶことが

できるため

音楽
たのしいきょくいっぱい　すて
きなおうたえほん　おうたカラ

オケ３０曲
東京書店 ２～３年

馴染みのあるアニメソングやポップス、童謡が
楽しめ、カラオケで歌える簡単な本である。

音楽
脳をそだてる　はじめてのリズ

ムたいこえほん
金の星社 ２～３年

童謡、クラシック、英語曲などを聴きながらリ
ズム遊びが楽しめたり、カラフルなビーズや音

が聞こえたりする本である。

音楽
どうぶつくるくるまわそう

（まわすおとのでるえほん）
交通新聞社 ２～３年

テンポや音の大小を自ら選択することで主体的
に音楽に参加しやすくなるから。

音楽
音と光のでる絵本　たのしいど

うよう
アクシア ２～３年

生徒たちがよく知っている童謡曲が掲載されて
いるうえに、光が出ることで興味を引きやすい

から。

音楽 005 ５訂版　歌はともだち 教育芸術社 ２～３年
たくさんの曲が載っており、授業で使用するこ
とができる。生徒たちが知っている曲が多く見

通しを持って活動ができるため。

音楽
みんなでうたおう　ニュー・ス

クール・ソング
ドレミ楽譜出版 ２～３年

人気曲からスタンダードナンバーまで、みんな
で歌って盛り上がる本であるとともに、楽しい
イラストなどが生徒の興味を引く本だから。
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美術 いいいろふうせんや 早川書房 ２～３年
イラストに多数の色彩が使われており、視覚的

に理解しやすいため。

音楽 ヤマハのピアノえほん
ヤマハ

ミユージックメディ
ア

２～３年
簡単な楽譜つきで、光る鍵盤を押すと音が鳴

り、ピアノを弾くことができるから。

２～３年
生徒がよく知っている大好きな曲が入っていて
楽しめる。授業で歌や合奏へのきっかけとなる

興味を起こさせるから。

音楽
マイクでうたおう！すきすきだ
いすき　おうたえほん（バラエ

ティー）

ベネッセ
コーポレーション

２～３年
知っている歌や最近の歌を聴きながら、マイク
を持って声を出して歌うことができ楽しめる。

同じ曲の英語版と日本語版どちらも楽しめ、カ
ラオケモードやメドレーなど充実した機能が楽

しめるから。

音楽 637
うたってかいてけせるえほん１

音のでるえかきうた
ポプラ社 ２～３年

馴染みのある歌を聴きながらペンで動物や乗り
物を書ける、楽しい本である。

2
年
（
肢
）

音楽
えいごにほんご　おうたえほん

わくわくおとあそびえほん
東京書店 ２～３年

音楽
ジブリだいすき　たのしいおう

た
（音がでるミニミニえほん）

ポプラ社

美術 661
びじゅつのゆうえんちうごく浮

世絵！？
福音館書店 ２～３年

浮世絵を眺めるだけではなく、動くしかけに
なっているのが興味をひきユーモラスだから。

美術 647
福音館の単行本かがみのえほん

きょうのおやつは
福音館書店 ２～３年

鏡のように反射する紙で作られた絵本を開くと
立体的に見え、視覚にうったえることができる

から。

美術
小学館あーとぶっくひらめき美

術館　第２館
小学館 ２～３年

有名な美術作品がわかりやすく解説されてい
て、興味をもたせやすい。

美術
小学館あーとぶっくひらめき美

術館　第１館
小学館 ２～３年

有名な美術作品がわかりやすく解説されてい
て、興味をもたせやすい。

美術 606
小学館あーとぶっくひらめき美

術館　第３館
小学館 ２～３年

有名な美術作品がわかりやすく解説されてい
て、興味をもたせやすい。

美術 リングカード　しきさい 戸田デザイン研究室 ２～３年
視覚的にも感覚的にも色に接しやすく、学習時

にもわかりやすいため

美術 504
レオ・レオ二の絵本じぶんだけ

のいろ
好学社 ２～３年

色彩豊かな本であることと、色を通して自分ら
しさとは何かを考えることのできる本だから。

美術
ペネロペ　ルーヴルびじゅつか

んにいく
岩崎書店 ２～３年

人気のぺネロぺを通して世界的な有名な美術作
品を鑑賞することができるしかけ絵本だから。
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２～３年
絵の具を使った楽しい描き方が紹介されてい

る。身近なものを使って色への興味を引き出す
ことができる。

美術
やさしい大人の塗り絵散歩道の

花編
河出書房 ２～３年

身近に見られる親しみのある花をやさしいタッ
チで描かれた、初心者の人にも簡単な塗り絵で

ある。

色の基本をえほん風にまとめられた、わかりや
すくまとめられた色鮮やかな本である。

美術 G09
あそびの王様ＢＯＯＫどんどん

ぬる本
学研 ２～３年

生徒のもっとぬりたい、もっとかきたいという
気持ちが育つ、自由に遊んで創造力が身に付く

本である。

2
年
（
肢
）

美術 A01
ハートアートシリーズ　色のえ

ほん
視覚デザイン ２～３年

美術 A17 あそび絵本　えのぐあそび 岩崎書店

美術 001
ぬったりかいたりらくがきＢＯ

ＯＫ
チャイルド ２～３年

らくがきは絵のはじまりとされている。線画を
ヒントにドンドン描ける、発想豊かな本になっ

ている。

美術 521 おえかき美術館 コクヨＳ＆Ｔ ２～３年
絵のない額縁に自由に絵を書いたり色を塗った
りステッカーを貼ったりして完成できる発想を

引き出せる本である。

美術 541
いっしょにあそぼ　しましまぐ

るぐる
学研 ２～３年

しましまとぐるぐるが色とりどりに登場する、
視覚的に楽しめる本である。

美術 577
さわって脳すくすく手ざわり絵

本ふわふわどっち？
ベネッセコーポレー

ション
２～３年

触って楽しめる手さわり本である。７つの仕掛
けやオノマトペが多く盛り込まれている。

美術 557 いろがみびりびり　ぴったんこ アリス館 ２～３年
さまざまな色紙が形を変え登場してくる、紙に

ついて楽しさを引き出せるものである。

美術 でこぼこぬりぬりなにがでる？ アリス館 ２～３年
色を塗ると形が浮き出る不思議な絵やこすり出
し遊びが楽しめる本である。造形遊びの導入に

も使えるから。

美術 524
はらぺこあおむしエリック・
カールいろ・かたちカード

交通新聞社 ２～３年
カードを使って好きな名前を覚えたり身の回り
にある同じ形を探したりして学習ができる。

美術 Ｔ05
エリックカールの絵本（ぬりえ

絵本）
ごちゃまぜカメレオン

偕成社 ２～３年
いろいろなカメレオンをカラフルな画材を使っ
て、色を塗ることを楽しめ、作品として残すこ

とができるため。

美術 Ｔ03
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

偕成社 ２～３年
皆がよく知っている内容で、いろいろな画材を
使って、色を塗ることを楽しめ、作品として残

すことができるため。

美術 世界一周塗り絵の旅 講談社 ２～３年
塗り絵をするだけでなく、塗った作品を飾った
りカードにしたりして成果を感じられるから。
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2
年
（
肢
）

美術
大人の塗り絵　オルセー美術館

編
河出書房新社 ２～３年

美術
ぞうのエルマーいろいろさがし

えブック
文溪堂

外国語（論理表現
Ⅰ）

論Ⅰ701 NEW FAVORITE 東京書籍 ２～３年
まとまった内容で学習することができ、練習問
題もシンプルなので復習としても取り組みやす

い。

外国語（英語コミュ
Ⅰ）

CI701 All Aboard! 東京書籍 ２～３年
章ごとに学習する文法項目が明確に提示されて
おり定着を図るための活動も多種多様であり、

興味を持って学習することができる。

美術 デザインあ　かくほん 金の星社 ２～３年
「デザインあ　みるほん」の姉妹本。「デザイ
ンあ」初のアクティビティブック。〈かく）こ
とでデザイン的思考を楽しくはぐくむ本。

美術 599 デザインあ　みるほん 金の星社 ２～３年
「デザインあ」人気コーナーから、６００点以
上の画像を使用している。デザイン的な面白さ

が好奇心を刺激する本。

２～３年
かわいいエルマーの色彩豊かなイラストで、視

覚的に楽しめる本である。

美術 　デザインあ　解散！の解 ポプラ社 ２～３年
身の回りのものを分解する、写真、イラスト
集。デザイン的な面白さが好奇心を刺激する

本。

印象派の殿堂として知られる世界中の選りすぐ
りの名画が収録されている本である。

美術
ずがぐまくん工作ブック　かい

てみよう作ってみよう
パイ　インターナ

ショナル
２～３年

書く、工作する、しぜんアート、発展と、興味
や関心を引き出し、発想力や想像力を育む本で

ある。

外国語 660 えいごえほん百科　ジャンプ 講談社 ２～３年
イラストが多用されており、英語を身近なもの

を例にしていて分かりやすいため

外国語 543
CD付き

英語カード　おでかけの会話編
くもん出版 ２～３年

カード形式になっていることで分かりやすく英
語学習を進めることができる

外国語 515
英語でもよめる　じぶんだけの

いろ
好学社 ２～３年

親しみのある物語で、英語だけでなく、日本語
も書いてあることでわかりやすいため

外国語
さがして！みつけて！ABC　ゆか
いなアルファベットだいずかん

偕成社 ２～３年
アルファベットごとにまとめられており、見や

すく分かりやすいため

外国語 リングカード・ABC 戸田デザイン研究室 ２～３年
英語を触覚でも感じることができ、見やすいた

め

外国語 えいごにほんごどうようえほん コスミック出版 ２～３年
日本語だけでなく英語も聞くことができ、分か

りやすく操作しやすい
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外国語
パワーステージ　英文法・語法

問題
桐原書店 ２～３年

英語の文法について詳しく説明しており、問題
を通して理解を深めることができる

外国語
中学英語をもう一度ひとつひと
つわかりやすく。CD２枚つき

学研プラス ２～３年
英文法について詳しく説明しており分かりやす

い

２～３年
日常英会話で使う表現について詳しく説明しな

がら分かりやすく学習できる

外国語

英語のハノン　初級
スピーキングのためのやりなお

し
英文法スーパードリル

筑摩書房 ２～３年
どのようにしたら英会話ができるようになるか

を詳しく説明している

英語の仕組みや陥りやすい間違いなどを詳しく
説明している

外国語
CD　BOOK　日常英会話の基本の

基本フレーズが身につく本
明日香出版社 ２～３年

日常英会話で必要な文法などを分かりやすく説
明している

2
年
（
肢
）

外国語 英語のおさらい 自由国民社 ２～３年

外国語
ネイティブなら１２歳までに覚
える８０パターンで英語が止ま

らない！
高橋書店

外国語 586
エリック・カールの絵本英語で
もよめる　くまさんくまさんな

にみてるの？
偕成社 ２～３年

親しみのある物語で、英語だけでなく、日本語
も書いてあることでわかりやすいため

外国語 578
エリック・カールの絵本英語で
もよめる　はらぺこあおむし

偕成社 ２～３年
親しみのある物語で、英語だけでなく、日本語

も書いてあることでわかりやすいため

外国語 549
あそびがいっぱい！

はじめてのえいごレッスン
成美堂出版 ２～３年

イラストが多く、分かりやすく英語を学ぶこと
ができるため

外国語
イチから鍛える英語長文 Basic
CD＆別冊「トレーニングブッ

ク」つき
学研プラス ２～３年

英語の長文が問題形式と説明の両方詳細に書か
れている

外国語
安河内の［はじめてわかる］英

文法
三省堂 ２～３年

英文法について詳しく説明しており、分かりや
すい

外国語 4技法をのばす必須英文法演習 アルク ２～３年 効率よく英語の4技法について学ぶことができる

外国語 536 中高生のための　英語 こばと教材出版 ２～３年
アルファベットの読み方、身近な英単語、色、
数、季節、反対言葉、動詞などが学べる。

外国語 516 英語でもよめる　スイミー 好学社 ２～３年
親しみのある物語で、英語だけでなく、日本語

も書いてあることでわかりやすいため
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２～３年
英語学習の基礎となる100単語を、イラストで描
かれた「かるた」で遊びながら覚えられる。音
声機能が付いていて、発音の学習もできる。

外国語 679
エリック・カールの絵本エリッ
ク・カールのえいごがいっぱい

偕成社 ２～３年
あざやかな絵をふんだんに使って構成した、英
単語も学べる絵本である。動物,食べ物など2200

以上集め、色あざやかな世界を楽しめる。

基本的な英会話や英語表現、外国文化に親しむ
ことができる。

外国語 516 はじめてのせかいちずえほん PIE　International ２～３年
見開きいっぱいのイラストとカラフルな色彩が
心を引き付ける絵本である。各国の食文化や衣
装、乗り物などを楽しく学ぶことができる。

2
年
（
肢
）

外国語 511 くらしに役立つ英語 東洋館 ２～３年

外国語 505 るるぶ　はじめての英語かるた JTB　パブリッシング

外国語

ドラえもん　はじめての英語辞
典

第2版　小学生のための英和・和
英

小学館 ２～３年
単語や表現への理解が深まるイラストを楽しみ
ながら、無理なく英語に親しむことができる。

外国語 739
ドラえもん　はじめての英語図

鑑
小学館 ２～３年

イラストや写真を楽しみながら、基礎の英語力
が自然と身につく本格的な絵図鑑である。2400

の英単語と会話表現を収録している。

外国語 ドラえもん　ABCえほん 小学館 ２～３年
AからZの26文字、アルファベットで始まる英単
語、色の名前、10までの数字の言い方などを学

ぶことができる。

外国語 537 CD付き英語のうたカード くもん出版 ２～３年
日本でもよく知られている、歌いやすい歌や楽
しく歌える歌を、39曲収録している。自然に英

語の語感やリズム感が身につく。

外国語 ならべてあそぼう　ABC 小学館 ２～３年
パズル感覚で楽しむウレタン素材ABC絵本。遊び
ながら、楽しく英語を学ぶことができる。英語

で遊べるしかけ絵本。

外国語
The　Goldfish　Got　Away

きんぎょがにげた
福音館書店 ２～３年

『きんぎょがにげた』の英語版。外国語活動に
おける活用を目的とした「英語でたのしむ　福

音館の絵本」シリーズ。

外国語 そらいろのたね ラボ教育センター ２～３年
仲間が集まって家ができ、町ができて行く様子

を英語でも学んでほしいから。

外国語 539 外国の絵本ぼちぼちいこか 偕成社 ２～３年
自分に合った職業選択をかばといっしょに考え

ていってほしいから。

外国語
「くもんの小学ドリル」英語
はじめての英会話とあいさつ

くもん出版 ２～３年
基礎から繰り返しの学習、自分で解ける、自信
ややる気につながるという一連の流れにより、

基礎基本や学習習慣を身につけられる。

外国語 776
ドラえもんはじめての英会話辞

典
小学生のための英語表現集

小学館 ２～３年
基本的なあいさつから、家や学校で使う表現、
国際理解に役立つ英語まで、幅広く豊かな英会

話に親しめる本である。
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2
年
（
肢
）

外国語 ぐりとぐらのおきゃくさま ラボ教育センター ２～３年

外国語
英日CD付英語絵本　ふたりはと

もだち
ラボ教育センター

外国語 英語反対ことばカード くもん出版 ２～３年
イラストに合わせてカードを対にして反対こと
ばが覚えられ、英語への興味が広がる本であ

る。

外国語
陰山英夫の反復練習はじめての

英会話
アルク ２～３年

音楽にのって反復練習することで会話表現が身
に付くとともに、日本のことを、英語で紹介で

きやすくなるから。

外国語 アルファベットとローマ字 くもん出版 ２～３年
問いがシンプルで反復しているので、内容が定
着しやすい。書き込んだりできるので、合った

学習方法で進めることができる。

外国語 788 ＡＢＣカード くもん出版 ２～３年
文字が大きくて見やすく丈夫である。両面で大
文字・小文字のペアになっており系統だてて学

習しやすいから。

２～３年
ガマ君とカエル君の友達としての付き合い方を

英語でも学んでほしいから。

外国語 頭のいい子が育つ英語うた45選 新星出版社 ２～３年
聞きなじみのある英語の歌をフレーズの意味も

学びながら楽しんで歌ってほしいから。

子供達がよく知っているぐりとぐらシリーズの
絵本を英語でも読めることを知ってほしいか

ら。

外国語 英日CD付英語絵本　かぶ ラボ教育センター ２～３年
家族みんなで協力してかぶをぬく話を英語でも

楽しんでほしいから。

外国語 569
えいご３アルファベットおけい

こ
くもん出版 ２～３年

大文字と小文字のアルファベットを、簡単な単
語に書き入れていくことで語彙を増やせるか

ら。

外国語 はじめての英語かるた 偕成社 ２～３年
絵かるたとしてだけではなく、文を聞いて選ん
だりとステップアップできる教材だから。

外国語 おうちが英語辞典 学研 ２～３年
身近なものの英単語を文字で覚えることができ

る。ゲーム形式としても使えるから。

外国語
ぜーんぶ　うたでおぼえよう
脳を育てる　えいごのうた

講談社 ２～３年
授業の導入やウオーーミングアップで使える短
くて簡単な歌があり、生徒も体を動かしながら

歌うことができる。

外国語
英語シナリオで楽しむ[アナと雪

の女王]
学研 ２～３年

皆がよく知っている題材なのでイメージしやす
く、日本語と英語が容易に結びつくから。

外国語 ディズニーのえいごのおうた ポプラ社 ２～３年
文字が分かりにくくても、歌を聴きながら英語

の発音に親しむことができる。
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家庭
まかせてね今日の献立（全３

巻）
汐文社 ２～３年

献立を考える手順やポイントについて詳しく解
説されているため

家庭
いただきます図鑑

食べもの”ぺろっと”まるわか
り！

池田書店 ２～３年
キャラクター化された食材が食の基本を教えて

くれ、わかりやすいため

２～３年
栄養素をキャラクター化し、面白く紹介されて

いるため

家庭 野菜と栄養素キャラクター図鑑 日本図書センター ２～３年
野菜がキャラクターになり栄養について語りか

けて説明していので、わかりやすいため

単元ごとに詳しい説明がされており、分かりや
すく記載されていた。生徒の興味が持てる情報

が載っており、表やグラフも多かった。

家庭 四季を楽しむ！行事スイーツ 汐文社 ２～３年
材料3つで柏餅、栗きんとんなど調理手順を学

べ、行事と関連付けて楽しく学べるため

2
年
（
肢
）

家庭（家庭基礎） 家基701 家庭基礎　自立・共生・創造 東京書籍 ２～３年

家庭 520 栄養素キャラクター図鑑 日本図書センター

家庭 539 たべものえあわせカード 永岡書店 ２～３年
分かりやすい絵カードで楽しく絵合わせできる

ため

家庭 できることおてつだい あかつき教育図書 ２～３年
簡単にできそうでわかりやすく書かれたいるた

め

家庭
ねんどdeなりきりDX
ハンバーガーやさん

株式会社シルバー
バッグ

２～３年
粘土を使うことによって、体験的に創作学習が

できるため

家庭
ちびころおにぎりなかみはなあ

に
教育画劇 ２～３年

中身のないおにぎりが中身を探しに行くという
発想が面白く、いろいろな食材が紹介されてい

るため

家庭 582
かんたん手芸７なるほど！手芸

大じてん
小峰書店 ２～３年

簡単に作れる作品が紹介されているため余暇活
動などにも応用して学習していくことができる

家庭 006 くらしに役立つ家庭 東洋館 ２～３年
日々の家庭生活を見直しながら、暮らしに役立

たせる知識が得られるため

家庭 508 ひとりだちするための調理学習 日本教育研究会 ２～３年
イラストや写真が多用されており分かりやすい

内容のため

家庭 おとが　あふれて　オムライス 福音館書店 ２～３年
イラストが多く、理解しやすい内容でわかりや

すい内容のため。
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２～３年
準備からはじまる調理の基本や食物アレルギー
についての説明など、安全に料理するための基

礎知識について知ることができる。

家庭 001 新・こどもクッキング 女子栄養大 ２～３年
カードと実物を見比べて道具の名前や使い方を

学習できるから。

自分らしい服装について考えられる本である。
さまざまなコーディネートのスタイルがイラス

トで紹介されている。

家庭 516
こども栄養学どうして野菜を食

べなきゃいけないの？
新星出版社 ２～３年

「栄養素がわかる」「食べ物がわかる」「体の
しくみがわかる」の３部構成で描かれた絵本。
食事について楽しく考えることができる。

2
年
（
肢
）

家庭
自分らしくコーディネイト！

はじめてのファッション①どん
な服装をしようかな～デザイン

汐文社 ２～３年

家庭
クッキングの基本　けが・食中
毒・食物アレルギーをふせごう

ポプラ社

家庭 世界食べ物マップ 河出書房新社 ２～３年
世界の様々な料理や食材が豊富に載っており、

食文化の違いを学ぶことができるから。

家庭
ちびころおにぎり
なかみはなあに

教育画劇 ２～３年
中身（具）のないおにぎりが中身を探しに行く
という発想が面白く、いろいろな食材が紹介さ

れていて興味を引くものだから

家庭 B04
絵でわかるこどものせいかつず
かん 4 おつきあいのきほん

子どもの生活科学研
究会

２～３年
社会生活で必要なソーシャルスキルを幅広く取
り上げており、シンプルだが大切なことを改め

て学習することができるから。

家庭 644
福音館の単行本正しい暮し方読

本
福音館書店 ２～３年

日々の暮らしを通してさまざまな角度から物事
を見ることのでき、興味をひくから。

家庭
親子で楽しむかわいいデコ巻き

ずし
マガジンランド ２～３年

楽しみながら巻くことができカットした断面を
見るのが笑顔になる感動の瞬間だから。

家庭 523 テーブルマナーの絵本 あすなろ書房 ２～３年
テーブルマナーの基本を知ることができ、和洋
中問わず幅広いシーンで参考になることが多く

掲載されているため。

家庭 いただきます図鑑 池田書店 ２～３年
食のことをさまざまな分野から学べる、キャラ
クター化された食材が食の基本を教えてくれる

本である。

家庭 和食のえほん ＰＨＰ研究所 ２～３年
和食の基本から調理法、食材、おもてなしなど
和食のいろはが学べる、和食の素晴らしさを紹

介している本である。

家庭 学研の図鑑ＬＩＶＥ　食べもの 学研 ２～３年
豊富な写真を通して食べ物の歴史、栽培方法、

世界の料理などが紹介されている。

家庭
楽しく遊ぶ学ぶ　せいかつの図

鑑
小学館 ２～３年

楽しいイラストや図などがたくさん盛り込まれ
ており、生徒の興味関心が引き出せる。せいか
つする上での力を学ぶことができるから。
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2
年
（
肢
）

家庭 すごいぞ！やさいーズ オレンジページ ２～３年

家庭 粘土型ハンバーガーやさん
株式会社

シルバーバッグ

情報 ルビーのぼうけん 翔泳社 ２～３年
プログラミングによって、自分の考えを動く形
にできる楽しさを経験でき、基礎的な知識を学

ぶことができる。

情報（情報Ⅰ） 情報Ⅰ 708 高等学校　情報Ⅰ 数研出版 ２～３年
絵やイラストが入り、説明が分かりやすい。携
帯電話やタブレットを持つ生徒が増えている
中、情報モラルを学ぶことができるため。

野菜のキャラクターが野菜のもつ栄養がパワー
となることを分かりやすく解説している。

家庭 K01
げんきをつくる食育えほん１

たべるのだいすき！
金の星社 ２～３年

食事が人間の元気を作ることを楽しく描かれて
おり、食べ物を４つの色に分けて、その種類や

様子を詳しく学べ学習できるから。

情報
いちばんやさしいパソコン超入

門
SBクリエイティブ ２～３年

パソコンの操作方法から記載されているもの、
初めてパソコンに触ったり、始めたりするの生

徒に理解しやすい

情報
いちばんやさしいワード＆エク

セル
超入門

SBクリエイティブ ２～３年
エクセルワードの基礎基本がわかりやすく記載

されているので、見やすく使いやすい

情報
世界一わかりやすいエクセル＆

ワード
最新版

学研プラス ２～３年
エクセルワードの基礎基本がわかりやすく記載

されているので、見やすい使いやすい

情報
Word＆Excel2019
やさしい教科書

 SBクリエイティブ ２～３年
エクセルワードの基礎基本がわかりやすく記載

されているので、見やすい使いやすい

情報
ワード・エクセル・パワーポイ

ント
基本の使い方がぜんぶわかる本

stndards ２～３年
エクセルワードの基本操作が記載されているた
め、自身のわからないところを細かくチェック

することができる

情報
テキパキこなす！新社会人のた
めのエクセル＆ワードの常識１

４１
インプレス ２～３年

社気に出た後に使用するエクセルワードの知識
や常識が入っていいるため、就労に向けた課題

を多くこなすことができる

家庭 ハーブをたのしむ絵本 あすなろ書房 ２～３年
ハーブの育て方の基本から、いろいろな活用法
までハーブ４７種をイラストで楽しく紹介して

いる。

家庭
くらしに役立つ木の実図鑑
人の知恵　種のくふう

PHP研究所 ２～３年
食糧になるもの、おやつになるもの、くらしに
役立つものなど、写真や絵で木の実を興味深く

紹介している。

２～３年
粘土を使ったものを使うことによって、視覚的

なイメージを持って創作、学習できる。

家庭

サイエンスコナン・食べ物の不
思議

名探偵コナン実験・観察ファイ
ル

小学館 ２～３年
毎日なにげなく口にしている食べ物の謎と不思
議が描かれているので、食べ物の興味が引き出

しやすい。
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イラストも用いてわかりやすく、視覚的にも理
解しやすい

職業 536 なんだろうなんだろう 光村図書 ２～３年
イラストも用いてわかりやすく、視覚的にも理

解しやすい

職業 566 りんごかもしれない ブロンズ新社 ２～３年

職業 宇宙人とみつける仕事図鑑 文響社

学校では教えてくれない大切な
こと（９）　ルールとマナー

旺文社 ２～３年
イラストも用いてわかりやすく、視覚的にも理

解しやすい

職業
学校では教えてくれない大切な

こと12　ネットのルール
旺文社 ２～３年

イラストも用いてわかりやすく、視覚的にも理
解しやすい

職業
学校では教えてくれない大切な

こと１　整理整頓
旺文社 ２～３年

イラストも用いてわかりやすく、視覚的にも理
解しやすい

職業
社会科見学に役立つ私たちの暮
らしとまちのしごと場3乗りもの
のしごと駅・空港・自動車工場

金の星社 ２～３年
イラストも用いてわかりやすく、視覚的にも理

解しやすい

職業
社会科見学に役立つ私たちの暮
らしとまちのしごと場2 つくる

しごと・売るしごと
金の星社 ２～３年

イラストも用いてわかりやすく、視覚的にも理
解しやすい

２～３年
イラストも用いてわかりやすく、視覚的にも理

解しやすい

職業
社会科見学に役立つ私たちの暮らしと
まちのしごと場１くらしをささえるし

ごとせいそう工場・じょう水場
金の星社 ２～３年

イラストも用いてわかりやすく、視覚的にも理
解しやすい

道徳
どうしてパパとけっこんした

の？
福音館書店 ２～３年

生徒が興味をもつ内容で、かつイラストが多く
視覚的に理解をしやすいため。

2
年
（
肢
）

職業 514
障害のある子のための職業ガイ

ド
日本教育研 ２～３年

いろいろな仕事を知り、自分に向いていること
や得意なことなどが見つけられるガイド。

職業 505
ひとりだちするためのビジネス
マナー＆コミュニケーション

日本教育研 ２～３年
イラストも用いてわかりやすく、視覚的にも理

解しやすい

職業
チャレンジ！ファシリテーショ

ン・ボールメソッド
クリエイツかもがわ ２～３年

写真が多数掲載されており、生徒自身も視覚的
に確認しながら学習することができるため。

職業 513
くらしに役立つソーシャルスキ

ル
東洋館 ２～３年

キャリア教育、自立活動など自立した社会生活
に向けてのテキスト。

職業
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道徳 509
ひとりだちするためのライフ

キャリア教育
日教研 ２～３年

暮らす時間や楽しむ時間を充実させることで、
よりよい自立生活が送れるという理念。

２～３年
過去の自分を振り返る、現在の自分を記録する
ことにより自己理解が深まることを学ぶ。

道徳
ひとりだちするための　就労支

援ノート
日教研 ２～３年

過去の自分を振り返る、現在の自分を記録する
ことにより自己理解が深まることを学ぶ。

生徒が興味をもつ内容で、かつイラストが多く
視覚的に理解をしやすいため。

道徳 こころがやさしくなるえほん
パイ　インターナ

ショナル
２～３年

生徒が興味をもつ内容で、かつイラストが多く
視覚的に理解をしやすいため。

2
年
（

肢
）

道徳 すきっていわなきゃだめ? 岩崎書店 ２～３年

道徳 506
ひとりだちするための　トラブ

ル対策改訂版
日教研

国語 国語C-123 こくご☆☆☆ 東京書籍 ３年
段階的な学習を継続的に行うことができる。ま
た、年度が変わっても学習内容を継続すること

ができる。

国語 OO2 くらしに役立つ国語 東洋館 ３年
自己紹介の仕方、電話のマナーやかけ方、人と
の接し方、断り方など実生活で役立つ知識や情

報が満載。

国語 ゆすってごらん　りんごの木 サンマーク出版 ３年
本を読むだけでなく、体幹的に物語を感じるこ

とができる。

３年
わかりやすい擬音や絵の描写が様子をイメージ

しやすい。

国語 ゆらしてごらん　ひつじさん サンマーク出版 ３年
本を読むだけでなく、体幹的に物語を感じるこ

とができる。

教材に身近なテーマが使われており、生徒の意
欲を引き出しやすい。また段階を踏んだ言語活
動が設定されており、活用しやすいため。

国語（国語総合） 国総333 精選国語総合 東京書籍 ３年
教材として取り上げるにあたり単元の分量が適
切であった。また、適度に図や資料写真があ
り、興味関心をひきやすいため採択した。

国語（国語表現） 国表304 国語表現 東京書籍 ３年

国語 547
ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａ

くだものさん
学研

国語 国語C-722 国語☆☆☆☆☆ 東京書籍 ３年
段階的な学習を継続的に行うことができる。ま
た、年度が変わっても学習内容を継続すること

ができる。

国語 国語C-721 国語☆☆☆☆ 東京書籍 ３年
段階的な学習を継続的に行うことができる。ま
た、年度が変わっても学習内容を継続すること

ができる。

3
年
（

肢
）
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３年
穴埋めや抜きだし方の回答枠で、考えやすく答

えやすい。

国語 582
おはなし推理ドリル　都道府県

事件ファイル小学4～6年
学研 ３年

都道府県を学びながら、読む力と考える力が身
に付く内容になっている。

文章が短く、読みやすい。カラーのイラストで
文章がイメージしやすい。

国語 毎日のドリル小学１年文章読解 学研 ３年
１ページでやり切れる内容量で達成感が味わい

やすい。

3
年
（
肢
）

国語
できる！！がふえる↑ドリル国

語文章読解　小学１年
文理 ３年

国語
早ね早おき朝5分ドリル　小1国

語　文章読解
学研

国語
おはなし推理ドリル　百人一首

事件ファイル小学4～6年
学研 ３年

百人一首を学びながら、読む力と考える力が身
に付く内容になっている。

国語 A01 ひとりだちするための国語 日本教育研究出版 ３年
聞く・話す・読む・書くの基礎項目と、応用力

を身に付けることができる。

国語
早ね早おき朝5分ドリル　小５国

語　文章読解
学研 ３年

文章読解が苦手な生徒も、飽きることなく取り
組むことができ、読解力が身に付く。

国語
陰山メソッド　徹底反復漢字プ

リント小1～6年
小学館 ３年

文章の中に必要な漢字が組み込まれており、繰
り返し練習することで漢字を習得しやすい。

国語 507 ひとりだちするための進路学習 日本教育研究出版 ３年
社会人になるために必要な内容を知る、考え
る、調べる内容で独り立ちするのに役立つ

国語 704
おはなし推理ドリル　歴史事件

ファイル小学4～6年
学研 ３年

歴史を学びながら、読む力と考える力が身に付
く内容になっている。

国語 525
マナーと敬語完全マスター！３

町のマナーと敬語
あかね書房 ３年

敬語が自然と身に着くように工夫されていて、
解答もしやすい形式をとっている。

国語 524
マナーと敬語完全マスター！２

家のマナーと敬語
あかね書房 ３年

敬語が自然と身に着くように工夫されていて、
解答もしやすい形式をとっている。

国語 523
マナーと敬語完全マスター！１

学校のマナーと敬語
あかね書房 ３年

敬語が自然と身に着くように工夫されていて、
解答もしやすい形式をとっている。

国語 小学高学年自由自在国語 増進堂 ３年
小学校5，6年国語の内容が網羅されており、考え方が

身につく例題が多く取り上げられている。
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3
年
（
肢
）

国語 625
下村式となえてかく漢字練習
ノート小学4年生改訂２版

偕成社 ３年

国語 627
下村式となえてかく漢字練習
ノート小学６年生改訂２版

偕成社

国語 818
くもんの読解力を高めるロジカ

ル国語小学6年生
くもん出版 ３年

筋道立てて読解力を高めるよう工夫されてい
る。

国語 817
くもんの読解力を高めるロジカ

ル国語小学5年生
くもん出版 ３年

筋道立てて読解力を高めるよう工夫されてい
る。

国語 816
くもんの読解力を高めるロジカ

ル国語小学4年生
くもん出版 ３年

筋道立てて読解力を高めるよう工夫されてい
る。

国語 815
くもんの読解力を高めるロジカ

ル国語小学3年生
くもん出版 ３年

筋道立てて読解力を高めるよう工夫されてい
る。

３年
声に出しながら練習することで感じが身に着く
ように工夫されている。

国語 814
くもんの読解力を高めるロジカ

ル国語小学2年生
くもん出版 ３年

筋道立てて読解力を高めるよう工夫されてい
る。

声に出しながら練習することで感じが身に着く
ように工夫されている。

国語 626
下村式となえてかく漢字練習
ノート小学５年生改訂２版

偕成社 ３年
声に出しながら練習することで感じが身に着く
ように工夫されている。

国語 こわめっこしましょ 絵本館 ３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 ともだちしょうかいしようかい ブロンズ新社 ３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 グーチョキパーのうた 解放出版社 ３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 ねぐせのしくみ ブロンズ新社 ３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 こねてのばして ブロンズ新社 ３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 675
齋藤孝のイッキによめる！名作

選小学4年生新装版
講談社 ３年

名作が収録されており、読むことに興味がわく
ように工夫されている。

123
(125)



学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

国語 あさですよ　よるですよ 福音館書店 ３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 521 幼児絵本シリーズおにぎり 福音館書店 ３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 B09
幼児絵本シリーズやさいのおな

か
福音館書店 ３年

わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 B06 幼児絵本シリーズくだもの 福音館書店 ３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

3
年
（
肢
）

国語 509
幼児絵本シリーズきんぎょがに

げた
福音館書店 ３年

国語 642
いやだいやだの絵本ねないこだ

れだ
福音館書店

国語
自由自在　賢くなる　クロス
ワード　ことば力　初級

増進堂 ３年
基本的な漢字の読み、ことわざ、類義語、対義
語などを正しく覚え、クロスワードを楽しみな
がら語い力を伸ばすことができるから。

国語 OO1
あっちゃんあがつくたべものあ

いうえお
リーブル ３年

わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語
てあそびうたえほん　バスごっ

こ
世界文化社 ３年

わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語
がたん　ごとん　がたん　ごと

ん　ざぶん　ざぶん
福音館書店 ３年

わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 なでてごらん 幻冬舎 ３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 かお　かお　どんなかお こぐま社 ３年
わかりやすいフレーズとわかりやすい絵が理解
しやすい。

国語 513
わからないをわかるにかえる1中

学国語1～3年
文理 ３年

一単元が見開きの1ページ構成になっており、単
元のまとまりごとに確認テストがあり、学習の
定着を確認しやすい。

国語 むにゃむにゃ　きゃっきゃっ こぐま社 ３年
「ぷくぷく」「がしゃーん」などいろいろな音
がシンプルな絵とともに紹介されており、読み
聞かせながら楽しむことができるから。
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３年
身近な日常生活を題材にしており、演習問題に
よる学習の定着が図れる。

国語
ひとりだちするための　国語

ワーク２
日教研 ３年

聞く話すの基本や、日常生活や仕事場面でのマ
ナーなどが学べる。

基本的な漢字の読み、ことわざ、類義語、対義
語などを正しく覚え、クロスワードを楽しみな
がら語い力を伸ばすことができるから。

国語
自由自在　賢くなる　クロス
ワード　ことば力　上級

増進堂 ３年
基本的な漢字の読み、ことわざ、類義語、対義
語などを正しく覚え、クロスワードを楽しみな
がら語い力を伸ばすことができるから。

3
年
（
肢
）

国語
自由自在　賢くなる　クロス
ワード　ことば力　中級

増進堂 ３年

国語
ひとりだちするための　国語

ワーク１
日教研

国語 O05
五味太郎・言葉図鑑（５）

つなぎのことば
偕成社 ３年

そして、だから、しかしなどの接続詞をユニー
クなイラストで学習できるので文章をつないで
長くして楽しませたいから

国語 ゆっくりおでかけ 童心社 ３年
おでかけをするときに日常起こりうることを
ユーモラスに描いており、共感できる内容だか
ら

国語 あな 福音館書店 ３年
とても一生懸命に自分だけのあなを掘っていく
様子にユーモアがあり、そのあなを宝物のよう
に守る姿に共感できるから。

国語 007 よみかた絵本 戸田デザイン研究室 ３年
知っているようで知らない漢字の成り立ちや歴
史がわかりやすく図解されており、生徒にとっ
て興味を引くものだから。

国語 のせてのせて100かいだてのバス ポプラ社 ３年
鮮やかな色彩のイラストが目を引く。どんどん
とお客を乗せて進んでいくのが面白く、夢のあ
る物語だから。

国語 531 中高生のための国語 こばと教材出版 ３年
特別な読み方の漢字や言葉の意味、助詞や接続
語などが分かりやすく掲載されている。

国語 そしたら　そしたら 福音館書店 ３年
挿絵が力強く興味を引くもので、言葉遊びが面
白く、声に出して楽しんで読みたいから。

国語 げんきなマドレーヌ 福音館書店 ３年
マドレーヌとお友達のいきいきとした生活がテ
ンポよく書かれており、挿絵にもパリの有名な
建物や場所が描かれているから。

国語 しかけのないしかけ絵本 幻冬舎 ３年
読み聞かせながらしかけ遊びでコミュニケー
ションをとることができるから

国語 O06
五味太郎・言葉図鑑（６）

くらしのことば
偕成社 ３年

長年愛されてきている本であり、くらしにまつ
わる言葉をたくさん学ぶことができるから。
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3
年
（
肢
）

国語 あみだだだ 福音館書店 ３年

国語 A01
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）
同成社

国語 D01 ひらがなカード くもん出版 ３年
カードでひらがなの基本を学んだり、組み合わ
せてことばを作ることもできたり、学習者に
とって用途の幅が広く使いやすいから。

国語 Ｊ02
世界傑作絵本シリーズ

ブレーメンのおんがくたい
福音館書店 ３年

愉快なグリムの昔話絵本で、優れたデザイン性
のある美しい絵が豊富に描かれている本である
ため。

国語 B02
ゆっくり学ぶ子のための「こく

ご」
入門編２（改訂版）

同成社 ３年
こくごの基礎的な内容、必要な知識が載ってい
る。絵が豊富に掲載されており楽しく学べるこ
とができるから。

国語 B01
ゆっくり学ぶ子のための「こく

ご」
入門編１（改訂版）

同成社 ３年
こくごの基礎的な内容、必要な知識が載ってい
る。絵が豊富に掲載されており楽しく学べるこ
とができるから。

３年
こくごの基礎的な内容、必要な知識が載ってい
る。絵が豊富に掲載されており楽しく学べるこ
とができるから。

国語 A02
ゆっくり学ぶ子のための「こく
ご」２（改訂版）（かたかな・

かん字の読み書き）
同成社 ３年

こくごの基礎的な内容、必要な知識が載ってい
る。絵が豊富に掲載されており楽しく学べるこ
とができるから。

あみだくじを楽しみながら、谷川俊太郎のリズ
ミカルな言葉選びの面白さを体感できるから。

国語 てん あすなろ書房 ３年
絵の苦手な男の子が描いたひとつの絵を周りか
ら認めてもらうことによって成長する姿に共感
してほしいから。

国語 くろねこかあさん 福音館書店 ３年
白と黒の色の対比を生かした切り絵の手法で展
開されている。リズミカルな言葉が出てくる面
白い本である。

国語 501 創作絵本ぼくのくれよん 講談社 ３年
カラフルな色使いで、さまざまな動物が登場し
数の概念が学習できる本である。

国語 １年生の漢字えほん あかね書房 ３年
楽しく遊びながら漢字を覚えられるもので、読
みや成り立ち、使い方が分かりやすく解説され
ている本である。

国語 503
ポカポカフレンズのおしゃべり

えほん
もしもしでんわ

三起商行 ３年
生活の身近な電話を再現しており電話をかける
こと、かかってくることの両方を体験すること
ができる。

国語 653
ＣＤつきおもしろ落語絵本
えほん寄席愉快痛快の巻

小学館 ３年
落語独特の豊かな言葉のやりとりで言葉への興
味関心をより高めることができる。言葉の世界
の幌がりを感じることができる。

国語 A02
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

太郎次郎社エディタ
ス

３年
漢字の体系にのっとって簡単な文字からその組
み合わせでできるあわせ漢字へ段階的に学べる
学習システムである。
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国語 629 なぞなぞえほんなぞなぞのみせ 偕成社 ３年
生徒たちの好きななぞなぞを、商店街のイラス
トの中から答えを探し出せる、興味を引き出せ
るような本である。

国語 551 おはなしドリル伝記　低学年 学研出版 ３年
生徒が興味のあるさまざまな伝記を通して文章
読解が身に付く本である。

３年
日本ならではの春夏秋冬がテーマの布絵本で、
手で触って、色や形などが楽しめる本である。

国語 565
かがくのとも絵本からだのみな

さん
福音館書店 ３年

体の仕組みを面白い絵で学べる、体の部位がさ
まざまなことを考えているという発想が生まれ
る本である。

野菜の断面が影絵のように描かれており、美し
い絵で登場する楽しい本である。

国語 あかまるどれかな ポプラ社 ３年
さまざまな形の絵を探して答えを出す、読み手
と楽しみながらやり取りができる本である。

3
年
（
肢
）

国語 B09
幼児絵本シリーズやさいのおな

か
福音館書店 ３年

国語 いろいろ　にほんのきせつ マイアップ

国語

コミニュケーションできる音の
でる絵本

さわっておしゃべりアンパンマ
ン

フレーベル社 ３年
文字が理解できなくても、音声のみで言葉の面
白さを覚えることができる本である。

国語 554
おはなしドリルせかいの国のお

はなし小学２年
学研プラス ３年

内容が面白く生徒の興味を引きやすい。読み取
り教材として適している。

国語 552
おはなしドリル都道府県のおは

なし　低学年
学研 ３年

都道府県について興味を持ちながら文章を読む
学習ができるため。

国語 A04
ことばをおぼえる本　かず・か

たち・いろ　あいうえお
偕成社 ３年

卒業後、必要になるであろう知識が掲載されて
おり覚えやすく、生徒の課題に適している。

国語 もじえほん　あいうえお あかね書房 ３年
簡単で解りやすい内容であり、生徒個別の課題
にあっている本である。

国語 524
子ども版　声に出して読みたい

日本語４
朝焼小焼　だゆあーんゆよーん

草思社 ３年
生徒が興味関心を持ちやすい内容で、絵も親し
みやすく何度も繰り返し読みながら内容を考え
させるのに適した教材である。

国語
ことばのふしぎ　なぜ？どうし

て？
１．２年生

高橋書店 ３年
ことばの名前、漢字のふしぎなど　５５のな
ぜ？が集合しており、ことばのおもしろさを学
べる。

国語
ドラえもんはじめての漢字ドリ

ル１年生
小学館 ３年

生徒の好きなキャラクターが登場し、興味を
持って漢字学習に取り組むことができる。

127
(129)



学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

３年
穴に指を差し込んだり、てんとうむしをさわっ
たりして楽しめ、数の学習にもなる。

地理歴史（世界史A） 世A317 高等学校　改訂版　世界史A 第一学習社 ３年
基本的な内容を図表や写真多く取り入れ、理解
しやすいように工夫されている。また、興味関
心をもてるように紙面が工夫されている。

絵の下に点字の文章がついており、ほっとけー
きが焼けていく過程を触ってわかる本である。

国語 501 どんなかんじかなあ 自由国民社 ３年
色々な人の立場を想像をめぐらせて経験してい
く内容で、自分の感覚や世界が広がっていく本
である。

3
年
（
肢
）

国語 547
てんじつき　さわるえほん

しろくまちゃんのほっとけーき
こぐま社 ３年

国語 502
あなあき　しかけえほん１０ぴ

きいもむしだいこうしん
大日本絵画

社会 512 ひとりだちするための社会 日本教育研究出版 ３年
地理・歴史・公民の分野にわたり、幅広く学べ
る。

社会 ふみきりくん 福音館書店 ３年
ストーリーがわかりやすく、イラストも多いた
め理解しやすい内容になっている。

社会 J01 世界傑作絵本シリーズてぶくろ 福音館書店 ３年
いろいろな動物が出てきて、ストーリーが簡単
なため

社会 572 せんろはつづく 金の星社 ３年
ストーリーが分かりやすくイラストも大変わか
りやすい内容のため

社会 501 こども六法 弘文堂 ３年
イラストが多用されており、分かりやすく六法
を説明している

地理歴史（地図） 地図309
標準高等地図

地図でよむ現代社会
帝国書院 ３年

内容がわかりやすい。イラストなど興味を掻き
立てるような資料が多い。単元の分量も発達段
階に応じており使用しやすい。

社会
ドラえもんの生活はじめて挑戦
おぼえておこうせいかつのマ

ナー
小学館 ３年

ルールやマナー、ひとづきあいなどについて、
なじみ深いドラえもんのキャラクターの絵で描
かれている為。

社会 都道府県学習かるた 帝国書院 ３年
都道府県の形や特徴などが詳しく書かれてお
り、かるた形式で楽しく学習ができる。

社会 335 中高生のための　生活・社会 こばと教材出版 ３年
家族とその役割、公共の施設の利用の仕方、ご
みの分別などの知識が学べる。

社会 001 くらしに役立つ社会 東洋館 ３年
卒業後の社会生活を送るうえで、必要な知識や
態度を育て活用できる。
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3
年
（
肢
）

社会
ちびまる子ちゃんのマナーと

ルール
小学館 ３年

社会 003
マナーやルールがどんどんわか
る！みぢかなマーク新装改訂版

ひかりのくに

社会
ドラえもんずかん２　せかいち

ず
小学館 ３年

世界の料理、祭り、国旗などのページもあり、
世界の文化を学ぶことができ、世界が身近に感
じられるから。

社会
ドラえもんずかん１　にっぽん

ちず
小学館 ３年

郷土料理、鉄道、動物、四季の様子などのペー
ジもあり、楽しみながら日本がわかるから。

社会 516 はじめてのせかいちずえほん
パイインターナショ

ナル
３年

地図だけでなく、その国の文化について多く掲
載されており見やすく理解しやすいから。

社会 533
改訂新版発見いっぱい！せかい

のこっき
ひかりのくに ３年

色々な国の国旗とそれにまつわる話がわかりや
すく簡潔に書かれているから。

３年
身近に目にするマークにどんな意味やルールが
あるのかを考えることができ日常生活に生かす
ことができるから。

社会 せかいをひとつにするケーキ リーブル出版 ３年
色々な国の名前が出てきて、それぞれの文化や
考え方があることを教えてくれるから。

マナーやルールなど卒業後に必要な事柄につい
て馴染み深いキャラクターを通して学ぶことが
できる

社会
大人になってこまらない

マンガで身につくマナーと礼儀
金の星社 ３年

マナーやルールなど卒業後に必要な事柄につい
て学ぶことができる。

社会 503
るるぶ　地図でよく分かる

世界の国大百科
JTB　パブリッシング ３年

イラストが多彩で国ごとの特徴などをつかみや
すく、食べ物など興味を引く内容も多い為

社会 626
おこりたくなったら　やってみ

て！
主婦の友社 ３年

いろいろな感情を自分自身でコントロールする
方法を教えてくれる本である。

社会
ちずでぐるり！世界いっしゅう

えほん
パイインターナショ

ナル
３年

世界各国の文化や特色が学べ生徒の興味を引き
やすい。分かりやすい地理説明や情報が満載で
あるため。

社会
はじめての日本地図絵本
歌って覚える４７都道府県

ロックンロール県庁所在地 CD付
世界文化社 ３年

分かりやすいイラストで、曲を聴きながら日本
についての基本的な知識が身に付く本である。

社会
都道府県名物ぬりえ　楽しく
ぬって日本地図まるわかり！

ブティック社 ３年
都道府県を塗り絵しながら学ぶことができ、地
図の学習が難しくても興味をもって取り組むこ
とができる。

社会 Ｚ01
子どものマナー図鑑（１）

ふだんの生活マナー
偕成社 ３年

普段の生活に関するマナーが分かりやすく掲載
されており、学校生活で必要なマナーが学べ
る。
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数学 数学C-722 数学☆☆☆☆☆ 教育出版 ３年
段階的な学習において継続的な学習を行うこと
ができる

数学 数学C-721 数学☆☆☆☆ 教育出版 ３年
段階的な学習において継続的な学習を行うこと
ができる

３年
イラストが多用されており、数に親しみやすい
と思いました。

数学 算数C-124 さんすう☆☆☆ 教育出版 ３年
段階的な学習において継続的な学習を行うこと
ができる

既習の内容を確認する導入部分にイラストが用
いられているので生徒の理解を手助けしてい
る。

数学
高校数学Ⅰをひとつひとつわか

りやすく。
学研プラス ３年

解法だけでなく、説明も色を多用していてわか
りやすいため

3
年
（
肢
）

数学（数学B） 数B329 改訂版　新　高校の数学B 数研出版 ３年

数学 D02
五味太郎の絵本かずのえほん

１・２・３
絵本館

数学 527 たしざんカード くもん出版 ３年
視覚的に分かりやすく、足し算を学ぶことがで
きる。

数学 頭がよくなる算数ゲーム 幻冬社文庫 ３年
ゲームを楽しむ中で、算数に触れることができ
るため。

数学 622 小学ドリル算数４年生の文章題 くもん出版 ３年
似たような問題を繰り返しながら、徐々に難し
い問題が解ける構造になっている。

数学 E01 はとのクルックのとけいえほん くもん出版 ３年
視覚的にわかりやすく、時計についてより詳し
く学べるため。

数学 A02
さんすうだいすきあそぶ・つく

る・しらべる２年
民衆社 ３年

視覚的にわかりやすい絵になっており、楽しみ
ながら学べるため。

数学 A02
ひとりだちするための算数・

数学
日本教育研究出版 ３年

実生活において必要な項目に絞って学ぶことが
できる。

数学 624
学研の頭脳開発お金の計算と買
い物が得意になる　おかねのれ
んしゅうちょうおかいもの編

学研 ３年
コインやお札を数える基本的な学習に加え、金
銭感覚を養うとともに計算力も高める。

数学 528 九九カード くもん出版 ３年
視覚的に分かりやすく、九九を学ぶことができ
る。
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３年
イラストもあり分かりやすく学習することがで
きるため

数学 522
文章題イメージトレーニング

ワークシート２かけ算・わり算
かもがわ出版 ３年

イラストもあり分かりやすく学習することがで
きるため

お金の使い方の基本、コインやお札の種類を知
ることから始め、買い物ごっこ感覚で学べる。

数学 764
算数と国語を同時に伸ばすパズ

ル入門編
小学館 ３年

算数だけでなく国語も同時に学ぶことができる
総合的な内容であるため

3
年
（
肢
）

数学 567
学研の頭脳開発おかねのれん

しゅうちょう
学研 ３年

数学 521
文章題イメージトレーニング

ワークシート１たし算・ひき算
かもがわ出版

数学 511
ひとりだちするための算数・数

学ワーク２
日本教育研究会 ３年

ワーク形式になっており、ひとつひとつ理解し
ながら学ぶことができるため

数学 510
ひとりだちするための算数・数

学ワーク１
日本教育研究会 ３年

ワーク形式になっており、ひとつひとつ理解し
ながら学ぶことができるため

数学 532 中高生のための数学 こばと教材出版 ３年
イラストを通して時間と時刻、お金の支払い、
金銭感覚、単位、作業などの学習ができる。

数学 520
文章題イメージトレーニング
ワークシート３応用問題

かもがわ出版 ３年
イラストもあり分かりやすく学習することがで
きるため

数学 765
算数と国語を同時に伸ばすパズ

ル初級編
小学館 ３年

算数だけでなく国語も同時に学ぶことができる
総合的な内容であるため

数学
医者が考案したコグトレ・パズ

ル
SBクリエイティブ株

式会社
３年

数を数えたり図形を模写したりするトレーニン
グ。やさしいものから取り組める。

数学
算数「生活に役立つ力」実力

アップ編
明治図書出版 ３年

生活に密着した計算や算数的知識をワーク形式
で何度も練習できるため

数学
算数「操作して，解く力」基礎

力アップ編
明治図書出版 ３年

算数の基礎学習をワークシート形式で何度も練
習できるため。

数学 003 くらしに役立つ数学 東洋館 ３年
図やイラストが多用されており、視覚的にも理
解しやすいため

数学
ひとりだちするための算数・数

学ワーク３
日本教育研究会 ３年

ワーク形式になっており、ひとつひとつ理解し
ながら学ぶことができるため
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3
年
（
肢
）

数学
「あそび＋学び」で、楽しく深

く学べる
算数アクティビティ２００

フォーラムA企画 ３年

数学
新装版　めっちゃ楽しく学べる

算数のネタ７３
黎明書房

数学 D03 かずカード くもん出版 ３年
数とその数のドットが掲載されており、簡潔な
ものになっている。対応させながら目で確認
し、数を学ぶことができる。

数学
たのしい　たす・ひくの　えほ

ん
大日本絵画 ３年

しかけを使って楽しく数の学習ができる。絵が
カラフルで親しみやすく、簡単な数字で足し算
引き算の学習ができるから。

数学 543
めくりしかけえほん　はこのな

かにはなんびきいるの
大日本絵画 ３年

ページをめくるたびに色や形のちがった箱があ
りそれをめくりながら数を数える楽しみがある
から。

数学 799
いっきに極める算数（７）

３～６年の文章題
くもん出版 ３年

小学校3年生から6年生までの文章問題を多く集
めた問題集なので個人の課題やレベルに合わせ
て問題を選べる

３年
算数の知識を使うクイズやゲームが多くあるた
め、楽しみながら算数を解くことができる

数学
小学総合的研究
わかる算数

旺文社 ３年
小学校の算数課題をおおよそもうrしているた
め、個人に合わせた課題を選んで取り組める

遊びやレクリエーションを通してより深く算数
の知識や基礎計算の能力を付けることができる
ため

数学
5分でつかむ！10分で深める！

算数ゲーム＆クイズ
明治図書出版 ３年

短時間の課題を複数用意することができる。ま
たクイズ形式で楽しみながら算数を解くことが
できる

数学 C01
ゆっくり学ぶ子のための

「さんすう」１
同成社 ３年

さんすうの基礎的な内容、必要な知識が載って
いる。絵が豊富に掲載されており、楽しく学べ
ることができるから。

数学 とけいカード くもん出版 ３年
１５分きざみまでの基本的な時刻のパターンを
繰り返し学習しながら楽しく時計の読み方を覚
えることができるから。

数学
こぐまオリジナル知育教材

１００てん　キッズ
幻冬舎×こぐま会 ３年

手で触れながらピースを組み合わせていろいろ
な形にしていくことで、図形感覚や空間認識力
を培ったりすることができるから。

数学 ちいさいおおきい ポプラ社 ３年
おなじみの小さいねずみくんの物語を通して、
大きいと小さいを繰り返しながらものの大きさ
について学ぶことができるから。

数学 トーマスとおぼえるかず ポプラ社 ３年
しかけを動かしながら数字の書き方や読み方を
学ぶことができる。トーマスの絵もなじみが
あってよいから。

数学 トーマスとおぼえる　とけい ポプラ社 ３年
トーマスの一日のお話を読みながら、時計の針
を動かし、時計の読み方を学ぶ楽しみがあるか
ら。
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数学 514
さんすうだいすき　第１巻

どちらがおおきい？
日本図書センター ３年

大きさ比べや大きさの順など、さまざまな大き
さについて絵や図を楽しみながら学べる、生徒
が理解しやすい内容の本である。

数学
くぼた式　脳をきたえるシール

あそび
講談社 ３年

生徒が好きそうなシール遊びを通して手や指を
動かしトレーニングができやすい本である。

３年
迷路で遊びながら九九やかけ算が覚えられる、
９個のステージをクリアーしながら進める分か
りやすい本である。

数学 535 さわって学べる算数図鑑 学研 ３年
足し算やかけ算、分数から図形まで算数に関す
るさまざまなことをしかけを通して触って学べ
る本である。

さんすうの基礎的な内容、必要な知識が載って
いる。絵が豊富に掲載されており、楽しく学べ
ることができるから。

数学
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

ポプラ社 ３年
数字が一目でわかりやすく、大きな文字盤で時
計を表示しているため、視覚的にも分かりやす
く生徒が理解しやすい。

3
年
（
肢
）

数学 C02
ゆっくり学ぶ子のための

「さんすう」２
同成社 ３年

数学 かけ算冒険迷路
ディスカバー　トゥ

エンティンワン

数学 604
初級編ステップアップ

かず　すうじ
こばと教材出版 ３年

無理のないスモールステップで、ことばや文
字、かず、数字が習得できるようになってい
る。

数学 B01
中級編ジャンプアップ

とけい　おかね　カレンダー
こばと教材出版 ３年

時計の読み方、お金の計算、カレンダーの読み
方がイラスト入りのスモールステップで学べ
る。

数学 630
音のでる知育絵本７

こえでおぼえる１２３かずのほ
ん

ポプラ社 ３年
おけいこシートとペンでたのしく数をかぞえら
れる、数のトレーニングができる本である。

数学 540 数え方図鑑 日本図書センター ３年
知っているようで意外と知らない、モノの数え
方のルールが楽しいイラストを通して身に付く
本である。

数学 509
さんすうだいすき　第３巻

かずってなんだ？１
日本図書センター ３年

１から５までの数や、５までの足し算や引き算
など、基礎的な内容が学べる本である。

数学 513
さんすうだいすき　第２巻

なかまあつめ
日本図書センター ３年

「大きい」「小さい」「高い」「低い」など、
実際のものや形との関係を絵を使って分かりや
すく説明している。

数学 619
上級編レベルアップ
お金と時計の文章題

こばと教材出版 ３年
上級編であるため、卒業学年や仕上げの学年に
向けた教材として使用したいため。

数学 603
初級編ステップアップ

ことば　もじ
こばと教材出版 ３年

目と手の協応や集中力などを促せる、スモール
ステップを目指せる教材である。
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３年
イラストを通して　電気と電池、病気を薬、植
物と野菜、災害、天体と地球などが学べる。

理科 004 くらしに役立つ理科 東洋館 ３年
イラストや図が多用されており、分かりやすい
ため

図や写真が大きくて見やすいので、視覚的に理
解しやすい。文章表記が簡潔で、生徒にも理解
しやすい。分量的にも本校生徒に適切である。

理科
米村でんじろうDVDでわかるおも

しろ実験！！
講談社 ３年

いろいろな実験がはいっているので使いやすい
と思いました。

3
年
（
肢
）

理科（生物基礎） 生基319 高等学校改訂新生物基礎 第一学習社 ３年

理科 537 中高生のための　自然・理科 こばと教材出版

理科 野の草ノート 文化出版局 ３年
散歩したときに見かけるようなどこにでも生え
ている草をきれいなイラストと写真で紹介して
いてとてもわかりやすいから。

理科
花トレ初級編これだけは知って

おきたい花の名前300
平凡社 ３年

身近で見かける花の名前を覚えてほしい。きれ
いな写真をみて花の名前を当てることができ約
300種も取り上げられている。

理科
科学っておもしろい！なぜ？な
に？なんで？わくわくサイエン

ス
日東書院 ３年

「生き物」「からだ」「宇宙」「身のまわり」
の４つのジャンルから疑問を取り上げて豊富な
イラストや写真を使って説明しているから。

理科 天気の図鑑 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ３年
雲や雨など天気についてイラストを交えてわか
りやすく書かれている

理科 なぜの図鑑　科学マジック 学研プラス ３年
マジックを通して、科学の事象について学ぶこ
とができる

理科 かんたんワクワク理科・あそび 小学館 ３年
イラストや図が多用されており、分かりやすい
ため

理科
ドラえもん　天気と気象の不思

議
小学館 ３年

ドラえもんに関連するストーリーを読みながら
学ぶことができる

理科
頭もよくなるちょこっと＆じっ

くり
科学脳マジック

ひかりのくに ３年
科学の不思議を学び、疑問を解決してくれる簡
単な手品が紹介されているから。

理科
日陰や狭い場所での小さな庭づ

くり
主婦の友社 ３年

庭づくりのポイントが実際の庭を例にしてわか
りやすく解説されておりこれからの庭づくりを
始めるのに参考になるから。

理科 スーパー理科辞典 受験研究社 ３年
科学や自然環境に対しての「なぜ」を１つ１つ
を詳しく解説することで小学３年生以上の子供
達が理解できるようになっているから。
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3
年
（
肢
）

理科 646
福音館の単行本かがみのえほん

ふしぎなにじ
福音館書店 ３年

理科
東工大サイエンステクノの理系

脳を育てる工作教室
主婦の友社

保健体育（保健） 保体305 最新高等保健体育改訂版 大修館 ３年
詳しい内容もしっかりと記載されており、情報
量が多く、また、視覚的にも見やすく色彩も良
い。

理科 569 むしむし　さわってごらん 大日本絵画 ３年
いろいろな仕掛けや感触を通して、昆虫につい
て楽しく学習できるため。

理科
小学館の図鑑ＮＥＯ

まどあけずかん　いきもの
小学館 ３年

さまざまな動物をカラーで見ることができ、仕
掛けの窓を開けて楽しく学ぶことができる。

理科
ふしぎをためすかがく図鑑
しょくぶつのさいばい

フレーベル社 ３年
科学遊びや自然遊び、学校での飼育や栽培の動
植物の育て方などが、写真や解説を交えて分か
りやすく掲載されているから。

３年
身近な材料を使って簡単に作ることができ、生
徒の理系分野への興味関心を引き出せるから。

理科 なぜ？どうして？ふしぎ３６６ 主婦の友社 ３年
さまざまな疑問を絵や写真などを使って答えを
学べる、好奇心を育てられる分かりやすい本で
ある。

鏡のように反射する紙で作られており、絵本を
開くと立体的に見えることが面白いから。

理科 びっくり動物TOP5 大日本絵画 ３年
絶滅の危機にさらされている動物が取り上げら
れており環境問題と関連づけしながら学習する
ことができる。

保健体育 I09
改訂新版体験を広げるこどもの
ずかん９　からだとけんこう

ひかりのくに ３年
自分たちの体のしくみや働きを図や文で知っ
て、健康を保ってほしいから。

保健体育 005 くらしに役立つ保健体育 東洋館 ３年
イラストや図が多用されており、内容も分かり
やすく理解しやすいため

保健体育
人間と性の絵本

考えよう！人間の一生と性
大月書店 ３年

卒業後のライフスタイルを考えることができ、
わかりやすそうだから

保健体育 だいじだいじどーこだ。 大泉書店 ３年
イラストが分かりやすく視覚的にもわかりやす
そうだから

保健体育
人間と性の絵本

私ってどんなひと
大月書店 ３年

１冊に様々な内容が含まれていて、イラストな
ども多用されており、理解しやすい内容のため

保健体育 パンダののんびりたいそう 講談社 ３年
イラストが分かりやすく視覚的にも体操という
ものが分かりやすいため
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保健体育 539
音の出る知育絵本２４脳科学か

らうまれたゆびゆびえほん
ポプラ社 ３年

おしたりつまんだりまわしたりすると楽しい効
果音がでるので刺激になってよいから。

保健体育 G04
からだのえほん４
からだにもしもし

あかね書房 ３年
絵でわかりやすく掲載されており体調が悪いと
きに周りに伝えられるようになってほしいか
ら。

３年
カラー印刷で見やすく、人体の仕組みについて
視覚的に理解しやすい教材である。

保健体育 516 人体キャラクター図鑑 日本図書センター ３年
各臓器がキャラクター化され、イラスト付きで
体の仕組みが分かりやすく掲載されている。

けがの手当の方法を、子どもでも学べるように
やさしく楽しく紹介しているから。

保健体育 A04
自立生活ハンドブック４
からだ！！げんき！？

育成会 ３年
健康に過ごすためのヒントがたくさん載ってお
り、自分達の体について考える機会になるか
ら。

3
年
（
肢
）

保健体育 E13
かがくのとも絵本

きゅうきゅうばこ新版
福音館書店 ３年

保健体育
人体について知っておくべき１

００のこと
小学館

音楽 515
ようちえんのせんせいがえらん

だ
みんなのどうようえほん

コスミック出版 ３年
様々な童謡が収録されており、聴覚的にも分か
りやすく操作しやすいため

音楽 580
おとがなるしかけえほんにぎや

かファームのおと
大日本絵画 ３年

様々な音が実際に聞くことができ、聴覚的にも
分かりやすく接しやすいと考えられるため

芸術（音楽Ⅱ） 音Ⅱ　３１０ ＭОUＳA２ 教育芸術社 ３年
分野ごとに色分けしているところや、興味関心
を引く構成、内容になっているところが適して
いる。楽器の説明も理解しやすい。

保健体育
こどもヨガソング
ヨガであそぼう！

鈴木出版 ３年
動物を真似たり生徒がイメージを持って体を動
かせる内容である。また分かりやすいイラスト
がついて見やすい。

保健体育 535 ちょうしんきつきからだずかん 成美堂出版 ３年
しかけがあり、図鑑を見ながら、聴診器で体の
仕組みを楽しく学ぶことができるから。

保健体育 538
音の出る知育絵本２２脳科学か

らうまれたにぎにぎえほん
ポプラ社 ３年

手指でにぎるとランダムに効果音が出るのでお
もしろい。また体を動かすことの楽しさを知っ
てほしいから。

音楽 音楽C-721 音楽☆☆☆☆ 東京書籍 ３年
写真などが多用されており、視覚的にも分かり
やすいため

音楽 534
おととあそぼうシリーズ４４ど

うようクラシック
名曲ピアノえほん　改訂版

ポプラ社 ３年
鍵盤が入っており、実際に鍵盤を触りながら曲
も聞くことができる
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３年
クラシック音楽を身近に感じながら学ぶことが
できるため

音楽 513
頭のいい子が育つクラシックの

名曲45選
新星出版社 ３年

定番のクラシックを網羅しており、文章や絵に
親しみが持てクラシックへの興味関心を引くこ
とができるため。

写真などが多用されており、視覚的にも分かり
やすい

音楽 697 はじめてのオーケストラ 大日本絵画 ３年
音の鳴らして視覚的だけでなく聴覚的にも分か
りやすくオーケストラについて学ぶことができ
るため

3
年
（
肢
）

音楽 音楽C-722 音楽☆☆☆☆☆ 東京書籍 ３年

音楽 515
頭のいい子が育つクラシックの
名曲世界に羽ばたく音楽の旅

新星出版社

音楽
みんなでうたおう　ニュー・ス

クール・ソング
ドレミ楽譜出版 ３年

人気曲からスタンダードナンバーまで、みんな
で歌って盛り上がる本であるとともに、楽しい
イラストなどが生徒の興味を引く本だから。

音楽
手あそび指あそび歌あそびブッ

ク２
ひかりのくに ３年

１とはまた違う歌を歌いながら、手や指を動か
し、楽しむことができるから。

音楽 012
手あそび指あそび歌あそびブッ

ク１
ひかりのくに ３年

それぞれの運動能力に合わせて、手や指を使っ
て歌いながら楽しむことができるから。

音楽 013 あそびうたのほんCDつき ひかりのくに ３年
音楽を聴き、歌いながらスキンシップやコミュ
ニケーションをとることができるから

音楽
おととあそぼうシリーズ７
ドン！ドコ！ドン！たいこ

ポプラ社 ３年
よく知られている音楽が収録されており、たい
この音の種類も４種類あり、リズムを楽しむこ
とができるから。

音楽 G03 CD付き楽器カード くもん出版 ３年
身近な打楽器からオーケストラの楽器までCDで
聴けて幅広いから。

音楽
脳をそだてる　はじめてのリズ

ムたいこえほん
金の星社 ３年

童謡、クラシック、英語曲などを聴きながらリ
ズム遊びが楽しめたり、カラフルなビーズや音
が聞こえたりする本である。

音楽
どうぶつくるくるまわそう

（まわすおとのでるえほん）
交通新聞社 ３年

テンポや音の大小を自ら選択することで主体的
に音楽に参加しやすくなるから。

音楽
音と光のでる絵本　たのしいど

うよう
アクシア ３年

生徒たちがよく知っている童謡曲が掲載されて
いるうえに、光が出ることで興味を引きやすい
から。

音楽 005 ５訂版　歌はともだち 教育芸術社 ３年
たくさんの曲が載っており、授業で使用するこ
とができる。生徒たちが知っている曲が多く見
通しを持って活動ができるため。
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3
年
（
肢
）

音楽
たのしいきょくいっぱい　すて
きなおうたえほん　おうたカラ

オケ３０曲
東京書店 ３年

音楽 637
うたってかいてけせるえほん１

音のでるえかきうた
ポプラ社

美術 リングカード　しきさい 戸田デザイン研究室 ３年
視覚的にも感覚的にも色に接しやすく、学習時
にもわかりやすいため

美術 いいいろふうせんや 早川書房 ３年
イラストに多数の色彩が使われており、視覚的
に理解しやすいため。

音楽 ヤマハのピアノえほん
ヤマハ

ミユージックメディ
ア

３年
簡単な楽譜つきで、光る鍵盤を押すと音が鳴
り、ピアノを弾くことができるから。

音楽
マイクでうたおう！すきすきだ
いすき　おうたえほん（バラエ

ティー）

ベネッセ
コーポレーション

３年
知っている歌や最近の歌を聴きながら、マイク
を持って声を出して歌うことができ楽しめる。

３年
馴染みのある歌を聴きながらペンで動物や乗り
物を書ける、楽しい本である。

音楽
ジブリだいすき　たのしいおう

た
（音がでるミニミニえほん）

ポプラ社 ３年
生徒がよく知っている大好きな曲が入っていて
楽しめる。授業で歌や合奏へのきっかけとなる
興味を起こさせるから。

馴染みのあるアニメソングやポップス、童謡が
楽しめ、カラオケで歌える簡単な本である。

音楽
えいごにほんご　おうたえほん

わくわくおとあそびえほん
東京書店 ３年

同じ曲の英語版と日本語版どちらも楽しめ、カ
ラオケモードやメドレーなど充実した機能が楽
しめるから。

美術
ペネロペ　ルーヴルびじゅつか

んにいく
岩崎書店 ３年

人気のぺネロぺを通して世界的な有名な美術作
品を鑑賞することができるしかけ絵本だから。

美術 661
びじゅつのゆうえんちうごく浮

世絵！？
福音館書店 ３年

浮世絵を眺めるだけではなく、動くしかけに
なっているのが興味をひきユーモラスだから。

美術 647
福音館の単行本かがみのえほん

きょうのおやつは
福音館書店 ３年

鏡のように反射する紙で作られた絵本を開くと
立体的に見え、視覚にうったえることができる
から。

美術
小学館あーとぶっくひらめき美

術館　第２館
小学館 ３年

有名な美術作品がわかりやすく解説されてい
て、興味をもたせやすい。

美術
小学館あーとぶっくひらめき美

術館　第１館
小学館 ３年

有名な美術作品がわかりやすく解説されてい
て、興味をもたせやすい。

美術 606
小学館あーとぶっくひらめき美

術館　第３館
小学館 ３年

有名な美術作品がわかりやすく解説されてい
て、興味をもたせやすい。
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美術 でこぼこぬりぬりなにがでる？ アリス館 ３年
色を塗ると形が浮き出る不思議な絵やこすり出
し遊びが楽しめる本である。造形遊びの導入に
も使えるから。

美術
やさしい大人の塗り絵散歩道の

花編
河出書房 ３年

身近に見られる親しみのある花をやさしいタッ
チで描かれた、初心者の人にも簡単な塗り絵で
ある。

３年
生徒のもっとぬりたい、もっとかきたいという
気持ちが育つ、自由に遊んで創造力が身に付く
本である。

美術 A17 あそび絵本　えのぐあそび 岩崎書店 ３年
絵の具を使った楽しい描き方が紹介されてい
る。身近なものを使って色への興味を引き出す
ことができる。

色彩豊かな本であることと、色を通して自分ら
しさとは何かを考えることのできる本だから。

美術 A01
ハートアートシリーズ　色のえ

ほん
視覚デザイン ３年

色の基本をえほん風にまとめられた、わかりや
すくまとめられた色鮮やかな本である。

3
年
（
肢
）

美術 504
レオ・レオ二の絵本じぶんだけ

のいろ
好学社 ３年

美術 G09
あそびの王様ＢＯＯＫどんどん

ぬる本
学研

美術 世界一周塗り絵の旅 講談社 ３年
塗り絵をするだけでなく、塗った作品を飾った
りカードにしたりして成果を感じられるから。

美術 001
ぬったりかいたりらくがきＢＯ

ＯＫ
チャイルド ３年

らくがきは絵のはじまりとされている。線画を
ヒントにドンドン描ける、発想豊かな本になっ
ている。

美術 521 おえかき美術館 コクヨＳ＆Ｔ ３年
絵のない額縁に自由に絵を書いたり色を塗った
りステッカーを貼ったりして完成できる発想を
引き出せる本である。

美術 541
いっしょにあそぼ　しましまぐ

るぐる
学研 ３年

しましまとぐるぐるが色とりどりに登場する、
視覚的に楽しめる本である。

美術 577
さわって脳すくすく手ざわり絵

本ふわふわどっち？
ベネッセコーポレー

ション
３年

触って楽しめる手さわり本である。７つの仕掛
けやオノマトペが多く盛り込まれている。

美術 557 いろがみびりびり　ぴったんこ アリス館 ３年
さまざまな色紙が形を変え登場してくる、紙に
ついて楽しさを引き出せるものである。

美術 Ｔ05
エリックカールの絵本（ぬりえ
絵本）ごちゃまぜカメレオン

偕成社 ３年
いろいろなカメレオンをカラフルな画材を使っ
て、色を塗ることを楽しめ、作品として残すこ
とができるため。

美術 Ｔ03
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
偕成社 ３年

皆がよく知っている内容で、いろいろな画材を
使って、色を塗ることを楽しめ、作品として残
すことができるため。
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３年
書く、工作する、しぜんアート、発展と、興味
や関心を引き出し、発想力や想像力を育む本で
ある。

美術
ぞうのエルマーいろいろさがし

えブック
文溪堂 ３年

かわいいエルマーの色彩豊かなイラストで、視
覚的に楽しめる本である。

カードを使って好きな名前を覚えたり身の回り
にある同じ形を探したりして学習ができる。

美術
大人の塗り絵　オルセー美術館

編
河出書房新社 ３年

印象派の殿堂として知られる世界中の選りすぐ
りの名画が収録されている本である。

3
年
（
肢
）

美術 524
はらぺこあおむしエリック・
カールいろ・かたちカード

交通新聞社 ３年

美術
ずがぐまくん工作ブック　かい

てみよう作ってみよう
パイ　インターナ

ショナル

外国語 えいごにほんごどうようえほん コスミック出版 ３年
日本語だけでなく英語も聞くことができ、分か
りやすく操作しやすい

外国語（英語表現
Ⅰ）

英Ⅰ　３２２ NEW FAVORITE 東京書籍 ３年
本文が簡潔で応用しやすい内容である。まと
まった内容で学習することができ、練習問題も
シンプルなので復習としても取り組みやすい。

外国語（英語コミュ
Ⅰ）

コⅠ　３２８ All Aboard! 東京書籍 ３年
題材や英文が分かりやすく、基礎の定着がしや
すい構成である。レッスン毎にまとめられてい
る文法事項の復習も充実している。

美術 デザインあ　かくほん 金の星社 ３年
「デザインあ　みるほん」の姉妹本。「デザイ
ンあ」初のアクティビティブック。〈かく）こ
とでデザイン的思考を楽しくはぐくむ本。

美術 599 デザインあ　みるほん 金の星社 ３年
「デザインあ」人気コーナーから、６００点以
上の画像を使用している。デザイン的な面白さ
が好奇心を刺激する本。

美術 　デザインあ　解散！の解 ポプラ社 ３年
身の回りのものを分解する、写真、イラスト
集。デザイン的な面白さが好奇心を刺激する
本。

外国語 543
CD付き

英語カード　おでかけの会話編
くもん出版 ３年

カード形式になっていることで分かりやすく英
語学習を進めることができる

外国語 515
英語でもよめる　じぶんだけの

いろ
好学社 ３年

親しみのある物語で、英語だけでなく、日本語
も書いてあることでわかりやすいため

外国語
さがして！みつけて！ABC　ゆか
いなアルファベットだいずかん

偕成社 ３年
アルファベットごとにまとめられており、見や
すく分かりやすいため

外国語 リングカード・ABC 戸田デザイン研究室 ３年
カード形式になっているので見やすく、何度で
も見返したりすることができるため
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外国語 516 英語でもよめる　スイミー 好学社 ３年
親しみのある物語で、英語だけでなく、日本語
も書いてあることでわかりやすいため

3
年
（
肢
）

（注）　１．すべての教科用図書について、２～３行で選定理由を記入する。
　　　２．用紙の大きさは、Ａ４判とし、その用い方は、左とじ、横長とする。
　　　３．１年、２年、３年、訪１年、訪２年、訪３年の順に記入する。１学年の各教科を記入した後に次の学年を記入する。
　　　４．教科名は、教科書目録の順に教科名を記入する。　教科名を記入するのであって種目を記入するのではない。
          （例）　「書写」とは記述せず、「国語（書写）」と記述する。
　  　５．使用範囲は、下記の例にならって記述する。何年間かに渡って使用する場合は、下の学年の方に記入する。
　　　　　（例）　１年、　２年選択、　１年～３年、　専攻科保健理療科３年、　普通科１年～３年　など

外国語 660 えいごえほん百科　ジャンプ 講談社 ３年

外国語
CD　BOOK　日常英会話の基本の

基本フレーズが身につく本
明日香出版社

外国語 4技法をのばす必須英文法演習 アルク ３年
効率よく英語の4技法について学び、問題を通し
て理解することができるため

外国語
パワーステージ　英文法・語法

問題
桐原書店 ３年

英語の文法について詳しく説明しており、細か
い内容もしっかりと学習できるため

外国語
中学英語をもう一度ひとつひと
つわかりやすく。CD２枚つき

学研プラス ３年
英文法について詳しく説明しており、問題も多
数載っていて分かりやすい

外国語
英語のハノン　初級

スピーキングのためのやりなお
し

筑摩書房 ３年
どのようにしたら英会話ができるようになるか
を詳しく説明している

３年
日常英会話で必要な文法などを分かりやすく説
明している

外国語
ネイティブなら１２歳までに覚
える８０パターンで英語が止ま

らない！
高橋書店 ３年

日常英会話で使う表現について詳しく説明しな
がら分かりやすく学習できる

イラストが多用されており、見やすく英語につ
いての理解もしやすいため。

外国語 英語のおさらい 自由国民社 ３年
英語の仕組みや陥りやすい間違いなどを詳しく
説明している

外国語 586
エリック・カールの絵本英語で
もよめる　くまさんくまさんな

にみてるの？
偕成社 ３年

親しみのある物語で、英語だけでなく、日本語
も書いてあることでわかりやすいため

外国語 578
エリック・カールの絵本英語で
もよめる　はらぺこあおむし

偕成社 ３年
親しみのある物語で、英語だけでなく、日本語
も書いてあることでわかりやすいため

外国語 549
あそびがいっぱい！

はじめてのえいごレッスン
成美堂出版 ３年

イラストが多く、分かりやすく英語を学ぶこと
ができるため

外国語
イチから鍛える英語長文 Basic
CD＆別冊「トレーニングブッ

ク」つき
学研プラス ３年

英語の長文が問題形式と説明の両方詳細に書か
れている

外国語
安河内の［はじめてわかる］英

文法
三省堂 ３年

英文法について詳しく説明しており、問題も
載っていて分かりやすい
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書き込み式ボールペン字実用練習帳
筆ペンも練習できる！

成美堂出版 １年
書き込み式なので、紙を用意しなくても直接教科書に
書くことができ、ひらがなやカタカナ、漢字を少しず
つ練習することができるため。

国語 592 ことばのえじてん 小学館 １年
図版や写真が多く、視覚支援にも役立ち、分かりやす
いため。また、漢字にルビが打ってあり、漢字が読め
ない生徒にも有効であるため。

3 絵や写真が多く、生徒が楽しみながら使用できる教科用図書を選定する。
4 生徒が自ら学習できるような教科用図書を選定する。

１年

国語 反対ことばカード くもん出版 １年

社会 るるぶ神戸三宮元町 JTBパブリッシング １年
自分の住んでいる地域の観光場所や名産品などの写真
を見ながら知ることができる。また、興味が湧くよう
な見出しが多い。

国語

1 生徒の発達の実態に応じて、教科用図書を選定する。
2 生徒の興味・関心に合わせて、幅広い分野から教科用図書を選定する。

     教育長　　長　　田　　　淳　　様
 
 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市立青陽須磨支援学校　　　学校長　　竹　内　寛　子

日常的に使う、反対の意味をなす言葉同士を、イラス
トによってセットになっているため覚えやすい。イラ
ストもあり分かりやすい。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年　６月　８日

令和５年度使用教科用図書選定に関する申請書
 

 　下記の通り教科用図書を選定することを申請します。

 選定方針
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美術 ヘアーサロンチョッキン 小学館 １年
実際に手に取ってハサミを使う教材として適切。切る
部分が分かりやすくなっている。数も多く、ハサミの
トレーニングに最適である。

１年
様々なジャンルの曲があり、幅広く知識を学んだり、
楽譜を見て演奏したりできる。写真が美しく、視覚的
にも良い。

体育
からだと筋肉のしくみ　世界一ゆる
～いイラスト解剖学

高橋書店 １年
授業で筋肉の動きについて学習することと、イラスト
付きの楽しい説明が載っているので、わかりやすく学
習することができるため。

美術 大人の塗り絵　水彩色鉛筆BOX 河出書房新社 １年
基本的な色彩知識や色彩技法を確実に学ぶことができ
るため。水彩色鉛筆もついているので、すぐ授業で使
い始めることができるため。

音楽
音名カナつきやさしいピアノ・ソロ
中学生&高校生が弾きたい! ネット発
の最新ヒットソング

シンコーミュージック・
エンタテイメント

１年
高校生が好きな身近な曲を、簡単な音名カナつきの楽
譜で演奏することができるため。また、楽譜自体も大
きく見やすいので、演奏しやすいため。

文字が大きく読みやすくなっている。また、季節にま
つわる暮らしや自然など、普段の生活から生徒の興味
を引き出せるため。

理科 きらきら宝石せっけん 学研 １年
実際に手に取って実験しながら作成でき、教材として
適切。実験の楽しさや面白さを肌で感じることができ
るため。

体育
小中学生のためのフィジカルトレー
ニングぼくも私もアスリートになる

学研プラス １年
写真での解説があるため、生徒たちの興味を引き、深
い理解につながると考えたため。体のどの部分を動か
しているのか分かりやすいため。

理科
実験でわかる科学のなぜ？ＡＩ時代
を生きぬく理系脳が育つ

誠文堂新光社 １年
子供たちに興味関心が高い疑問をもとにまとめられて
おり、教室でできるような簡単な実験の仕方も載って
いて楽しく学習することができるから。

自立に必要な基礎的内容を習得できるから。繰り返し
復習することができ、間違いや習得に気付きやすく
なっているため。

１年
くり上がりくり下がりの練習の説明が丁寧で反復して
練習することができ、苦手な子もやっているうちに覚
えていくことができるため。

数学 どうぶつえあわせカード 永岡書店 １年
形の整合性について、ポピュラーな動物を２枚のカー
ドで完成することで、形状を正しくとらえる指導に役
立つ。

１年

社会 子ども教養図鑑　世の中のしくみ 誠文堂新光社 １年

数学
陰山メソッド　徹底反復　新版　計
算プリント　小学校１～６年

小学館

数学 コグトレドリル写すⅠ 三輪書店 １年

理科 楽しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑 小学館 １年

音楽 音Ⅰ703 MOUSA１ 教育芸術社

世の中のしくみ（お金のこと、政治のことなど）を図
や絵を使ってカラフルにまとめられているので見てい
て楽しく学習することができるから。

社会
みんなの地図帳～見やすい・使いや
すい～

帝国書院 １年
特別支援教育に合わせた内容であり、障害のある生徒
が使いやすいものであるため。文字が大きく見やすく
なっている。
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美術
かわいいイラストカット集11000決定
版透過・拡大も自在にできる！

ナツメ社 １年
いろいろなイラストカットが、絵を描いたり作品を
作ったりするときの参考になるから。イラストの種類
が多く、見て書きやすい。

家庭
できますか教えられますか家庭科の
基本

学研 １年
実用的であり、家庭生活の基本から応用まで幅広く採
用されている。写真も大きく、視覚支援として最適な
本になっている。

家庭
幼児のパズル道場　ステップ　ひも
とおし

幻冬舎 １年
刺し子の動作の準備段階の教材として適切だから。写
真で動きが描かれており、分かりやすくなっているた
め。

家庭 508 ひとりだちするための調理学習 日本教育研究出版 １年
シンプルな絵で手順がわかり易く、簡単に作ることが
できるレシピが載っているため。
また、授業ですぐ使えるものを扱っているため。

情報
iPad 完全マニュアル2021(全機種対
応/ipadOS14の基本から活用技まで詳
細解説)（日本語）ムック

ムック １年
iPadを自己流ではなく正確にしっかり使いこなせる内
容になっているため。トラブルの解決法までのってい
てわかりやすいため。

職業 507
ひとりだちするための進路学習あし
たへのステップ

日本教育研究出版 １年
ＳＮＳ問題・クレジットカード・ＩＣカードなど、今
知っておかなければならないことがたくさん取り上げ
られているため。

道徳 たいせつなきみ
いのちのことば社フォレ
ストブックス

１年
絵本になっているため、相手の気持ちや自分を愛する
という気持ちが登場人物の表情や行動でイメージしや
すいため。

道徳 ぴよちゃんのありがとう 学研プラス １年
ありがとうをいろいろな場面で言う内容なので適切だ
から。主人公の言葉や表情で気持ちが分かりやすく
なっているため。

道徳 506 ひとりだちするためのトラブル対策 日本教育研究出版 １年
円滑な人間関係をおくるためには、どうしたらよいの
かを考え、書き込みながら使うことができるため。

国語
齋藤孝の書いておぼえる語彙力アッ
プドリル　四字熟語・ことわざ・慣
用句

幻冬舎 ２年
オリジナル問題やマンガ解説等、わかりやすい解説が
ついており、四字熟語・ことわざ・慣用句などを書き
込んで覚えることができるから

国語 季節のことばカード コロロ発達療育センター ２年
名前を覚えるだけではなく、春夏秋冬の植物・食べ
物・風物詩・行事がイラストカードになっており、難
易度を変えながら学習できるから

国語
コロロメソッドで学ぶ　ことばの発
達ワークシート①　因果関係と理由
編

合同出版 ２年
わかりやすいイラストを使用し、余計な挿絵を省き、
集中しやすい。また、思考方法を育てることで行動を
選択できるような仕組みになっているから

国語
ポカポカフレンズのことばえほん
こえであいうえお

三紀商行 ２年
えほん（活字）と音声の両面から文字に親しみ読み方
も学ぶことができる。また、自分の声を録音すること
もでき、興味を示しやすいと感じたから

国語
発達障害児のためのことばの練習帳
うごきのことばカード

コロロ発達療育センター ２年
身近で基本的なイラストがわかりやすく描かれてい
る。また切り取って使うこともでき、動詞や2語文の
学習にも活用しやすいから

１年

２年
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県庁所在地や自然、産業、歴史、文化など各都道府県
の特徴についてイラスト付きで分かりやすく、まとめ
られているため

社会 地図でスッと頭に入る47都道府県 昭文社 ２年
47都道府県の魅力をイラストや図、地図を用いてい
る。難しい内容であっても興味を持って学習に取り組
むことができるため

社会 日本のふしぎ なぜ？どうして？ 高橋書店 ２年
日本にまつわる雑学や歴史、仕組みなどについて、イ
ラストとわかりやすい文でまとめられており、文章も
フリガナ付きで読みやすいため

数学 508 くらしに役立つワーク 数学 東洋館出版社 ２年
毎日の生活や学校生活、余暇、暮らしなど生活に密着
した内容がわかりやすく掲載されていて、取り組みや
すいと感じたため

数学 510
ひとりだちするための算数・数学
ワーク１‐お金編

日本教育研究出版 ２年
買い物、出かける、契約、手続きなどいろいろな場面
設定があり、社会人として生きるために必要な数学的
スキルを身に付けることができる

数学 A01 まる、しかく、さんかく 福音館書店 ２年
日常目にするものがイラストで描かれている。形によ
る認識や区別を理解し、名称とともに覚えるきっかけ
になると思われるため

理科
できるかな！？人体おもしろチャレ
ンジ新発見！人間の脳・神経・反射
のはなし

えほんの杜 ２年
人体に関する様々な実験が掲載されている。自分の体
を使って様々な体験をしながら、楽しく学ぶことがで
きると感じたため

理科 524
小学館の子ども図鑑　プレNEO
楽しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑

小学館 ２年
季節にまつわる一年の行事や暮らし、食べ物や自然な
どについて、イラストや写真で分かりやすく紹介され
ているため

理科
ドラえもん探求ワールドspecial
SDGsで作る私たちの未来

小学館 ２年
国連で掲げられた目標、SDGｓの１７の項目につなが
る問題や自分が取り組める課題は何なのか考えること
ができるから

539 たべもの えあわせカード 永岡書店 ２年
２つに分かれているイラストカードを合わせていくこ
とを楽しみながら野菜や果物について興味関心を持つ
ことができるため

体育
女の子だから、男の子だからをなく
す本

エトセトラブックス ２年
性別による固定概念を崩し、これから必要なジェン
ダーの知識を、カラフルな視覚支援を用いてわかりや
すく説明しているため

体育
大人も知らない!?性教育なぜなにク
イズ図鑑

宝島社 ２年
男女の心と体の仕組み、性の多様性など、性教育や性
犯罪防止のための知識が、イラストや分かりやすい表
現でまとめてあるため

理科

２年

社会 506
もっと日本が好きになる！なるほど
都道府県312

えほんの杜 ２年

社会 520
見て、学んで、力がつく！こども日
本地図2022年版

永岡書店 ２年
写真やイラストが多く、通常の日本地図に加えて地方
別テーマ地図や県別イラスト地図が使われており、興
味関心を持ちやすい内容であるため

数学
コロロメソッドで学ぶとけいがよめ
るワークシート

合同出版 ２年
デジタル時計や数字が記載されていない時計など、
様々な時計で段階を追って学べるような仕組みになっ
ているため
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２年

体育
ジュニア選手が育つコンディショニ
ングトレーニング

メイツ出版 ２年
正しい姿勢や柔軟性を養うための基礎基盤として、反
応やバランスリズム能力についてなどが簡単にわかり
やすく記載されているため

音楽
[DVD＆CDブック]手話でうたうこども
のうたベスト

音楽センター ２年
手話とイラストが一体になっているのでわかりやす
い。また、DVDでパートごとの説明が収録されている
ため、一斉授業でも活用することができる

音楽 515
初心者でも弾ける!片手だけ!右手だ
け!で弾ける♪定番＆最新J‐POP

ケイ・エム・ピー編集部 ２年
大きな楽譜に音名カナと歌詞も入っていて、見やす
い。そのため楽譜を読むのが難しくても気軽に鍵盤楽
器が演奏できるため

音楽
頭のいい子が育つクラシックの名曲
世界に羽ばたく音楽の旅

新星出版社 ２年
クラシック曲の定番曲を集めた音楽CD付きの絵本で、
曲の世界観がカラーイラストで示され、馴染みやすく
曲のイメージを膨らますことができる

美術
描き込み式　ぬりえではじめる色え
んぴつの素敵な塗り方レッスンノー
ト

インプレスブックス ２年
色鉛筆の塗り方を学べ、お手本を見ながら直接描き込
める塗り絵である。またよく観察して色を探すことに
焦点があてられているため。

美術 O01 (あそびのおうさまBOOK)ぬって 学研プラス ２年
思い思いに色を塗れるような塗り絵になっている。個
性を重視し、自分だけの１冊を完成させることで楽し
く、意欲的に色塗りができそうだから

美術 シールアートブック世界の名画 かんき出版 ２年
ポリゴンアート作品にシールを貼って立体感のある世
界の名画を作ることができる。またシールを貼るとい
う作業に集中して取り組めるから

美術
描き込み式色鉛筆ワークブック：ぬ
りえ感覚で質感や立体感の表現が上
達できる

誠文堂新光社 ２年
色鉛筆で色を均一に塗ることや色の重ね方、立体感・
質感の表し方を分かりやすく学べ、見本を見ながら描
き込めるため

家庭 L01 100かいだてのいえ 偕成社 ２年
動物たちの様々な暮らしが描かれており、住居に関す
る認識や関心を持つきっかけになる。食卓や寝室な
ど、自宅とイメージを重ねられるため

家庭 ラクラク楽しい　家事の基本大事典 成美堂出版 ２年
生活に必要な家事の基本が、写真やイラスト付きでわ
かりやすく説明されており、卒業後の生活に生かすこ
とができる知識を学ぶことができるため

情報
よくわかる 初心者のための
Microsoft PowerPoint 2021

FOM出版 ２年
基本操作を動画で学べたり、初めてでもわかりやすく
図面にて解説されている。総合問題も入っており、ス
キルを身に着けやすいから

職業 506
ひとりだちするための　トラブル対
策　改訂版

日本教育研究出版 ２年
身近なトラブルについてわかりやすく解説されてお
り、予防・回避・対処を考えながら学び、生活に生か
すことができるから

道徳
だいじだいじどーこだ？はじめての
「からだ」と「性」のえほん

大泉書店 ２年
絵本を通してわかりやすく自分のからだについて知
り、プライベートパーツやプライベートゾーンの大切
さを知ることができるため

道徳 601
みんなのきもちがわかるかな？おも
いやりの絵本

金の星社 ２年
思いやりのある行動がテーマごとに紹介されており、
相手の気持ちが想像しやすいイラストと説明があり、
子供たちが理解しやすいため
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道徳 心かがやく 兵庫県教育委員会 ２年
兵庫県ゆかりの人物を取り上げ、様々な経験を振り返
り人間の心情を学ぶことができる。また、地域の特性
を生かし、興味や関心を高められるから

道徳
夢をかなえる教科書トップアスリー
トに学ぶ３９のヒント

文化工房 ２年
夢に挑むアスリート39人が夢をかなえるために必要な
ことを金言として集めており、人として社会に生きて
いくヒントを得られるから

道徳 こころキャラ図鑑 西東社 ２年
様々な感情が分かりやすいキャラクターで表されてお
り、自分の感情との付き合い方や、社会で生きていく
上で必要な生きる力を学べるため

国語
「読解力」がぐんぐん伸びる　名作
おはなしれんしゅうちょう

学研プラス ３年
イラストやクイズ感覚で取り組める問題などが取り入
れられており、スモールステップで楽しく読み解く力
を養うことができるため。

国語
ようちえんのせんせいがえらんだみ
んなのどうようえほん

コスミック出版 ３年
歌詞を通して発語を促し、言葉に関心を持たせられる
ため。また、有名な曲が収録されているため親しみや
すいため。

国語
出口汪の日本語論理トレーニング
小学四年　基礎編

小学館 ３年
論理的にものを考える力や読解力、作文力をつけるた
めに、段階を踏んで確認しながらトレーニングができ
る構成になっているため。

国語
きいてうたって２４曲　どうよう
うたのえほん

永岡書店 ３年
曲数が豊富で、知っている歌から新しい歌まで、複数
の生徒に１冊で対応できる。また、ジャンルも幅広
く、新しい歌の世界に向けて、関心を広げやすい。

３年
東京の地理についてさまざまな角度から詳細に説明さ
れている。また、地図や写真が多く用いられており、
最新情報がわかりやすく載せられているため。

社会
ハンディマップル　神戸　詳細便利
地図

昭文社 ３年
地図を通して、実際の神戸の街の様子を詳しく学ぶこ
とができ、地元に対して親しみを持つことが期待でき
るため。

社会
おやこのファーストステップ　シー
ルをはってみよう　のりもの

くもん出版 ３年
絵に注目してシールを貼ることで、身近な乗り物によ
り親しみを持ち、周囲への関心が持てるため。シール
や糊の使用を通して、手先の運動能力を育めるから。

社会 東京　完全版 JTBパブリッシング ３年
イラストや写真が豊富に取り入れられており、分かり
やすく様々な角度から東京について学ぶことができる
ため。

数学
幼児のパズル道場ステップひもとお
し

幻冬舎 ３年
ひも通しを通して、仮説思考力・空間把握・数量感覚
の力を身につけることできる。手先の巧緻性や粘り強
さなどの力も養うことができるため。

２年

３年

数学
お金の計算と買い物が得意になる
おかねのれんしゅうちょう　おかい
もの編

学研プラス ３年
日常の買い物の場面の問題が70問以上収録されてお
り、イラストで楽しく段階的に金銭感覚を学ぶことが
できるから。

数学 535
音の出るとけいえほん　いまなん
じ？

金の星社 ３年
アナログ式時計の長針と短針の読み方が学べ、時間の
読み取り練習ができる。また、音声とともに分かりや
すく学習できるから。

社会 るるぶ東京‘２３ JTBパブリッシング
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体のしくみについて、イラストと文でわかりやすく説
明されており、身近な出来事をイメージしながら理解
できる構成になっているため。

体育
自律神経どこでもリセット！も～っ
と　ずぼらヨガ

飛鳥新版社 ３年
漫画のようなイラストを取り入れた本であり、説明や
動きもわかりやすく、支援学校に通う生徒にも無理な
く取り組める内容が載っているため。

体育
ウケる筋トレ　筋肉がよろこぶ！
かっこいい体に最短でなれる

学研プラス

３年

数学 510
ひとりだちするための算数・数学
ワーク１　お金編

日本教育研究出版 ３年
日常生活を題材とした多くの演習問題が掲載されてお
り、具体的な活動の場面をイメージしながら取り組む
ことができるため。

理科
どうぶつ＆のりものずかんタブレッ
ト

朝日新聞出版 ３年
しかけがある絵本図鑑になっており視覚的に見やす
く、動物や昆虫、乗り物の特徴についてわかりやすく
学習することができるため。

理科
できるかな？人体おもしろチャレン
ジ新発見！人間の脳・神経・反射の
はなし

えほんの杜 ３年
簡単に試せたり、実際に観察して確認できたりする
「人体の不思議」が多数紹介され、人間の体の働きに
ついてわかりやすく解説されているため。

理科
かっこよくいきる　すてきにいきる
ための５つのお話

ごま書房新社 ３年

３年
トレーニングの目的や効果が明確になっており、正し
いフォームが写真を用いてわかりやすく解説されてい
るため。

音楽
マンガで教養【CD付】初めてのクラ
シック（マンガで教養シリーズ）

朝日新聞出版 ３年
クラシックの歴史や作曲家などの基礎知識がマンガを
用いてわかりやすく説明してある。名曲30曲のCDもつ
いており、鑑賞もできるため。

音楽
頭のいい子が育つクラシックの名曲
４５選

新星出版社 ３年
よく耳にする曲が掲載され、曲のイメージが絵本に
なっているためページをめくるだけで楽しめる。また
CDを聴いて心を落ち着けることができるから。

音楽
この一冊で読んで聴いて10倍楽しめ
る！〔CD付〕クラシックBOOK

三笠書房 ３年
古今の時代を代表する作曲家の人物像やエピソード・
作品について紹介されており、CD付きで実際に鑑賞す
ることもできるため。

美術
にじいろのさかなスクラッチアート
えほん

講談社 ３年
お話を読みながら削ることで絵が出てくることから、
楽しみながら無理なく豊富な色彩に興味が持つことが
期待できるため。

美術
透過-拡大も自在にできる！DVDROM付
き　決定版かわいいイラストカット
集11000

ナツメ社 ３年
シーンごとに章が分かれていて、目当てのイラストを
探しやすい。親しみやすい優しい雰囲気のイラスト
で、作品制作の参考にしやすいため。

美術
ボールペンでかんたん！まねするだ
けで四季のプチかわイラストが描け
る本

メイツ出版 ３年
四季のイベントに即したイラストが多数紹介されてお
り、身近なボールペンを用いた描き方のコツがわかり
やすく掲載されているため。

家庭 520 栄養素キャラクター図鑑 日本図書センター ３年
基本の栄養素をキャラクター化して、働きや含まれる
食材などがわかりやすく説明されているので、普段の
食事や偏食について意識しやすくなるため。

情報
よくわかる Microsoft PowerPoint
2019 基礎

FOM出版 ３年
プレゼンテーションの構成やアニメーションの基本か
ら応用までが、イラストで一つ一つ細かく解説されて
いるため。
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（注）　１．すべての教科用図書について、２～３行で選定理由を記入する。
　　　　２．用紙の大きさは、Ａ４判とし、その用い方は、左とじ、横長とする。
　　　　３．１年、２年、３年、訪１年、訪２年、訪３年の順に記入する。１学年の各教科を記入した後に次の学年を記入する。
　　　　４．教科名は、教科書目録の順に教科名を記入する。　教科名を記入するのであって種目を記入するのではない。
　　　　　　（例）　「書写」とは記述せず、「国語（書写）」と記述する。
　　　　５．使用範囲は、下記の例にならって記述する。何年間かに渡って使用する場合は、下の学年の方に記入する。
　　　　　　（例）　１年、　２年選択、　１年～３年、　専攻科保健理療科３年、　普通科１年～３年　など
　　　　

ルールやマナーがお互いを縛り付けるものでなく、お
互いが安全に気持ちよく暮らせるためのものであるこ
とを学べる内容になっているから。

道徳
だいじだいじどーこだ？はじめての
「からだ」と「性」のえほん

大泉書店 ３年
絵本を通してわかりやすくプライベートゾーンなどを
知ることができ、それによって自分自身を大切にする
意識を養うことが期待できるため。

３年

職業 509
ひとりだちするためのライフキャリ
ア教育

日本教育研究出版 ３年

道徳 515
学校では教えてくれない大切なこと
（９）ルールとマナー

旺文社 ３年

自立生活を送るうえでの様々な場面がイメージしやす
い内容であり、自ら考えながらライフキャリアに必要
な力をつけることができるため。

道徳
対人マナーを身につけるためのワー
クブック　自分でできるコグトレ５

明石書店 ３年
対人マナーに関する、実際に毎日起こる出来事を通し
て、困ったことや不安なことを「解決する力」を身に
つけられる構成になっているため。
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おみせやさんでくださいな！ リーブル 1
親しみやすいイラストと共にリズムのある文章で、
仕事について興味を持ちやすく理解しやすい内容で
ある。

気持ちのよい言葉の響きが気持ちよく、読み聞かせ
や劇遊びに繰り返し活用できるため。またイラスト
も鮮やかである。

国語 9784330070209
しかけ絵本きせつのぎょうじ
きょうはなんのひ

交通新聞社 1
可愛いイラストやしかけとともに、季節の行事につ
いて丁寧に説明があり、分かりやすく学べる内容で
あるため。

3絵や写真が多く、生徒が楽しみながら使用できる教科用図書を選定する。
4生徒が自ら学習できるような教科用図書を選定する。

全

国語 9784871101615 いいから　いいから 絵本館 1

社会 9784774313085 生活図鑑カード　お店カード くもん出版 1
それぞれの仕事の内容について簡単な解説があり、
分かりやすいく、声に出して何度も読む練習に使い
やすい。

社会 9784947581846

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年　６月　６日

令和５年度使用教科用図書選定に関する申請書
 

 　下記の通り教科用図書を選定することを申請します。

 選定方針
1生徒の発達の実態に応じて、教科用図書を選定する。
2生徒の興味・関心に合わせて、幅広い分野から教科用図書を選定する。

     教育長　　長　　田　　　淳　　宛
 
 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市立青陽須磨支援学校　　　　学校長　竹内　寛子
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

美術 9784774325668
さいしょのおってみよう（おや
このファーストステップ）

くもん出版
可愛いイラストで見た目に分かりやすく、また簡単
な作業で色鮮やかな作品が作れる内容であるため。

音楽

1

体育 9784278087000 だいじだいじどーこだ？ 大泉書店

9784877889548 MOUSA１ 教育芸術社 1
様々なジャンルの曲があり、幅広く知識を学んだ
り、楽譜を見て演奏したりできる。写真が美しく、
視覚的にも良い。

1
それぞれの時代を代表する作曲家の人物像やエピ
ソードなどについて、作品を紹介し、感動が深まる
ため。

9784023331839
漫画で教養［CD付］はじめての
クラシック

鮮やかな色彩のイラストを多用しており、昆虫につ
いてたくさんの種類の名前を覚えることができるか
ら。

理科 9784805439562 みぢかなかんさつ図鑑 チャイルド本社 1
それぞれの生き物を見つかる場所別に掲載してお
り、わかりやすく、また身近な環境に興味を持つこ
とができるため。

有名なクラシックの名旋律を聴きながら、様々な国
や地域の文化について自然に学ぶことができるか
ら。

体育 9784847070495 こどもジェンダー ワニブックス 1
人権教育としてのLGBTQを含む性教育が、優しい言葉
と絵で丁寧に分かりやすくイラストと共に描かれて
いるため。

体育 9784309920146 小澤式キッズヨガほぐしあそび 河出書房新社 1
様々な模倣遊びの中で体をたくさん動かし、体をコ
ントロールしながら集中力を高めることができるた
め。

たくさんのイラストを用いながら０から１００まで
の数字をひとつずつ丁寧に学ぶことができるから。

数学 9784499303330 びっくりかずあそび 大日本絵画 1
しかけ絵本で、多くのイラストを活用しており１か
ら１０までの数を楽しく学べる内容であるため。

数学 9784790260950
かぞえておぼえる　かずのえほ
ん

鈴木出版 1

美術 9784774325675
さいしょのぬってみよう（おや
このファーストステップ）

くもん出版 1
自分で自由に書けるスペースが十分にあり生徒の動
きを引き出しやすく、線引きや色塗りできる本であ
るため。

1
現役の産婦人科医が性教育についてオールカラーで
丁寧に分かりやすくまた、語り掛ける内容であるた
め。

ゆったりと体を大きく動かして姿勢を整えリラック
スする方法がイラストで描かれており分かりやすい
ため。

朝日新聞出版 1
CDがついており、クラシックの歴史や作曲家、オー
ケストラ編成などの基礎知識をわかりやすく学べる
から。

音楽 9784837928867
この一冊で読んで聞いて10倍楽
しめる！［CD付］クラシック
BOOK

三笠書房

全

理科 9784834007749
はじめてあうずかん「こんちゅ
う」

福音館書店

体育 9784903473215 おねんねまえにまねまねヨーガ 京都通信社 1

音楽 9784405072329
クラシックの名曲　世界に羽ば
たく音楽の旅

新星出版社 1

1

音楽
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

社会 世A314 明解　世界史A 帝国書院 3
図版が多く大きいため、それぞれの分野の細部まで
観察することができるため。

理科

社会 歴総704 歴史総合 実教出版 2
歴史事象について資料が提示され、その経緯や影響
が考察しやすいように工夫されている。

社会 3

国語 言文716 新編言語文化 第一学習社 2～3
論理的な思考や創造する力を伸ばすための内容が収
められているため。

道徳 9784864879859 ちくちくとふわふわ CHICORA　BOOKS 1

家庭 9784533148446
るるぶどこからきたの？食べ物
＆くらしイラスト大図鑑

JTBパブリッシング

永岡書店 1
繰り返し読むことで、自分の今の感情を把握して気
持ちの整理やまた、表現につなげることができるた
め。
色鮮やかなたくさんのイラストを交えながら、その
都度、ちくちく言葉とふわふわ言葉を学ぶことがで
きる。

道徳 9784591097328 ねずみくんのきもち ポプラ 1
道徳の内容項目である「思いやり」や「友情」につ
いて動物を擬人化し、語りかけながら学ぶ意欲を高
めることができる内容であるため

章で見開きでの図解を採用し、そのことを使って直
感的に理解できる工夫と説明がしてある。

数学 数A323 高等数学A新訂版 実教出版

公共706 私たちの公共 清水書院

1～2

2～3

基礎的・基本的な知識・技能習得のために絵、図、
表、グラフが適切に配置されている。

目標やまとめが明確にされて繰り返し学習が充実
し、学びが深められることが期待される。

705 科学と人間生活 第一学習社 1～2
授業の終わりに学習内容を空所補充形式で振り返る
ことができる。

数学 数Ⅰ708 高校数学Ⅰ 実教出版

国語 現国716 新編現代の国語 第一学習社 1～2
レイアウトがすっきりして把握しやすく、興味を持
てる学習内容が収められているため。

社会 地総706 高等学校地理総合 第一学習社 1
問題解決的な学習と系統的な学習がバランスよく配
置されているため。

3
食べ物や暮らしについて、３つの観点から、食べ物
の産地や加工の行程などがイラストで楽しく説明さ
れている。

道徳 9784772602006
子どもとマスターする４９の生
活技術３　イラスト版子どもの
マナー

合同出版 1
イラストを多く用いることで分かりやすく、基本的
な生活習慣やマナーを身近なこととして、学ぶこと
ができるため。

道徳 9784522802182
［オリジナル版］カラーモンス
ター　きもちは　なにいろ？

全

家庭 9784284204026 野菜と栄養素キャラクター図鑑 日本図書センター 1
身近にある野菜の栄養素を擬人化してキャラクター
となって特色を面白く紹介し、語り掛ける内容であ
るため。
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

　　　　３．１年、２年、３年、訪１年、訪２年、訪３年の順に記入する。１学年の各教科を記入した後に次の学年を記入する。（注）　１．すべての教科用図書について、２～３行で選定理由を記入する。
　　　　４．教科名は、教科書目録の順に教科名を記入する。　教科名を記入するのであって種目を記入するのではない。　　　　２．用紙の大きさは、Ａ４判とし、その用い方は、左とじ、横長とする。
　　　　　　（例）　「書写」とは記述せず、「国語（書写）」と記述する。　　　　３．１年、２年、３年、訪１年、訪２年、訪３年の順に記入する。１学年の各教科を記入した後に次の学年を記入する。
　　　　５．使用範囲は、下記の例にならって記述する。何年間かに渡って使用する場合は、下の学年の方に記入する。　　　　４．教科名は、教科書目録の順に教科名を記入する。　教科名を記入するのであって種目を記入するのではない。
　　　　　　（例）　１年、　２年選択、　１年～３年、　専攻科保健理療科３年、　普通科１年～３年　など　　　　　　（例）　「書写」とは記述せず、「国語（書写）」と記述する。

　　　　５．使用範囲は、下記の例にならって記述する。何年間かに渡って使用する場合は、下の学年の方に記入する。
　　　　　　（例）　１年、　２年選択、　１年～３年、　専攻科保健理療科３年、　普通科１年～３年　など

全

保健体育 保体701 現代高等保健体育 大修館 1～3
要点を端的に説明し、脇の用語の解説により理解を
助けている。挿し絵やグラフが単純明快で具体的で
非常にわかりやすい。

家庭 家基311
「私と仕事の」のコラムに若者を応援する気持ちが
伝わり意欲につながる。

音楽 音Ⅰ704 ON! 音楽之友社 1
写真も多く掲載されており、視覚的にもたくさんの
情報が得られる。

1

英語

情報

論Ⅰ715

理科

英語 ATLANTIS チアーズ
テーマが幅広く扱われており、内容も生徒にとって
身近なもので考えやすいものが多い。

1

706 図説情報Ⅰ

2～3

家庭基礎 東京書籍 1

CⅠ710 Cross roads 大修館
Voczbrally Check Reviewというセクションが設けら
れている点に工夫がなされている。

生基711 新生物基礎 第一学習社 2～3

実教出版
図版や文字、記号等の大きさや配置、色彩等が適切
であり理解しやすいため。

二次元コードをiPadで読み取り、実験動画などを視
聴でき、視覚的な理解につなげられる。
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（様式２）

学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

新　高校の数学Ⅰ 数研出版 1年

表現が比較的平易で分かりやすく、内容面も基礎基本に重点を絞っている印象を受け

た。紙面は図や写真が多く使用されており、視覚的な支援がされていると感じた。様々
な場面で、実生活と数学の関連について触れられており、生徒の興味関心を引くと思わ

れた。

地理歴史（地理総合） 地総７０３ 高等学校　新地理総合 帝国書院 1年
読み解き資料が充実しており、考えながら学ぶ力が身につく構成になっている。歴史学

習に必要な基礎知識の習得を目指しており、分量も妥当である。

3　基礎基本を大切にし、取り組みやすい教科書を選定する。
4　日常生活に即し、自ら学べる内容がある教科書を選定する。
5　個別指導に対応できる、個々に応じた教科書を選定する

国語（現代の国語） 現国７０５ 新　現代の国語 三省堂 1年

理科（科学と人間生活） 科人７０２ 科学と人間生活 実教出版 1年
身のまわりの課題や図表を読みとり、主体的に考えることを前提とした構成になってい

る。生活に関係した題材やテーマに取り上げられており、興味をひきやすい。見通しを

もって学習を進めやすいレイアウトになっている。

数学（数学Ⅰ） 数Ⅰ７１６

1　生徒の障害と発達段階に応じて選定を行う。
2　生徒の興味関心を高め、学ぶ意欲を引き出しやすい教科書を選定する。

     教育長　　長　　田　　　淳　　宛
 
 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市立灘さくら支援学校　　　　　学校長　福島　勝

デジタル教科書の発行予定がある。すべての単元の流れが同じで学習を進めやす

い。グラフ資料や写真が豊富で視覚的にとらえやすい。補充教材も準備されてい
る。

令和4年6月3日

令和５年度使用教科用図書選定に関する申請書
 

 　下記の通り教科用図書を選定することを申請します。

 選定方針
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

家庭（家庭総合） 312 フードデザインcokking＆arrangement 教育図書 2年
自身の食生活を見直し、自分ごととして考え、生活を主体的に変えていける教科書を目

指していてカラーで見やすく工夫されている。

2～3年
写真や作品の配置が良く、絵も大きいため鑑賞しやすい。内容も生徒の興味を引くもの
が多く、テーマも充実しており、生活や授業に生かすことのできる内容になっている。

作品から学びに運ぶ流れが具体的でよい。

理科（化学基礎） 701 化学基礎 東書 2年
内容が系統建ててわかりやすく、また文字の行間やフォント、文字数なども大変読みや

すく配慮されており、ぜひ活用したい教科書だと思った。

外国語（倫理・表現Ⅰ） 論Ⅰ　705 MY WAY Logic and Expression I 三省堂 2年 見開き１ページで完結できる見やすさを重視した構成。

芸術（音楽Ⅱ） 703 MOUSA２ 教育芸術社 2～3年
楽曲を普遍的に今後も伝えられていく曲を多く選んでおり、また生徒も親しみを持って

取り組める楽曲が多いので、ぜひ活用したい教科書である。

大判の特徴を生かした、見やすい紙面デザインで、生徒の興味関心を刺激する写真やイ

ラストが多く掲載されている。古文や漢文に苦手意識を持っている生徒も親しみが持ち

やすいように配慮されている。

情報（情報Ⅰ） 情Ⅰ７０６ 図説　情報Ⅰ 実教出版 1年～3年
見開き２ページで解説文と図や表などの図解がバランス良く配置されており、学習内容
が理解しやすい。扱っているプログラミング言語が小・中学校でも採用されているもの

なので、生徒が苦手意識を持たずに学習できそうである。

数学（数学A） 数A712 数学A 数研 2年
幅広いテーマが扱われており、例や例題、連州問題が豊富にあり生徒の興味を引くもの

が多い。

地理歴史（歴史総合） 歴総711
高等学校歴史総合過去との対話、つなぐ
未来

第一学習社 2年
読み解き資料が充実しており、考えながら学ぶ力が身につく構成になっている。歴史学

習に必要な基礎知識の習得を目指しており、分量も妥当である。

写真やイラストがたくさん利用され、課題の発見から解決までの流れがわかりやすく構

成されている。また、QRコードがたくさん掲載されており、動画を利用した学習ができ
る。対話のための題材も多く設定されている。

1年～3年
題材の目標や鑑賞の観点、作家情報などがわかりやすく示されている。提示される作品

数は、他社と比べて少なめだがその分大きく表示されており、生徒にはわかりやすい。

QRコードも多く、動画ウェブコンテンツを視聴できる。

外国語（英語コミュニケー
ションⅠ）

CⅠ701 AllAboard! English CommunicationⅠ 東京書籍 1年～3年
身近な題材から入り、社会性のある話題へと広がるように構成が工夫されている。各

レッスンでは、ページに沿って進んでいくことで目標や言語事項が効率よく学習でき

る。自己発信を促すための工夫も見られた。

保健体育 保体７０１ 現代高等保健体育 大修館 1年～3年

芸術（美術Ⅰ） 美Ⅰ７０１ 美術１ 光村

家庭（家庭基礎） 家基７０４ Survive!!高等学校家庭基礎 教育図書 1年～3年

国語（言語文化） 言文706 新編言語文化 大修館 2年

芸術（美術Ⅱ） 美Ⅱ　７０１ 美術２ 光村図書

イラストや写真が多く使用されていたり、身近な事柄も多く取り上げられていたりし

て、生徒がイメージを持ちやすい。用語の解説も丁寧にされていた。ページの構成が見

開き1ページ完結タイプで読みやすい。

芸術（音楽Ⅰ） 音Ⅰ７０２ 高校生の音楽１ 教育芸術社 1年～3年
様々なジャンルで活躍されている方々の音楽に対する考えが紹介されており、学習者の

共感を得られやすい。音楽史の豊富な資料が紹介されている。学習に役立つQRコンテン

ツが多く掲載されている。
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学年 教　科　名 教科書番号 教　科　書　名 発　行　者　名 使用範囲 選　定　理　由

国語

情報（情報Ⅱ） 情Ⅱ701 情報Ⅱ 東書 2～3年

楽しく、深く学べるような教科書の作りになっており、内容も生徒の興味を引くものに

なっている。文字が少なく、イラストが多いつくりで生徒が飽きることなく学習してい

くことができる。

国語（国語表現） 国表３０７ 国語表現　改訂版 大修館 3年
文章を読むだけでなく表現する観点から小論文やレポートの書き方がわかりやすく解説

している。メディアに関する内容も記載されていて生徒の興味をひきやすい。

地理歴史（日本史A） 日A３１４ 現代の日本史　改訂版 山川出版社 3年
時代の特色と推移が国際環境の中で関連付けて理解できるように構成されている。生徒

の視点から現代を問い直す学習活動ができる工夫があった。図版は大きくて見やすく、

写真は生徒が興味・関心をもてるようなものが多い。

公民（現代社会） 現社３１８ 高等学校　新現代社会 帝国書院 3年
身近な題材から政治や経済へとつなげていき、興味や問題意識を生徒に持たせる教材の

配列がなされていた。多様な立場を踏まえたうえで課題について考えさせる工夫がなさ

れていた。

理科（化学基礎） 化基３１７ 高校化学基礎　新訂版 実教出版 3年
本文が短文簡潔で、図が多く用いられおり、見やすい。重要な箇所が視覚的にわかりや

すく記載されており、振り返りや復習が効率よくできる。また、例題や演習問題の量が
豊富で、学習の定着が期待できる。

外国語（コミュニケーショ
ン英語Ⅱ）

コⅡ３０１ AllAboard! Communication English Ⅱ 東京書籍 3年
コミュニケーション英語Ⅰで学習した内容を繰り返して学習できる構成になっている。
学習段階に応じて、平易なものから難しいものへと段階的に学習できる。各レッスンの

仕上げにコミュニケーション活動ができるようになっている。

506
「考える力」を育む子どものための名言
集

池田書店 1～3年
生徒たちが人生において悩むことや疑問に思いやすいことについてヒントとなる名言が

紹介されている。簡潔で短い文章なので、読みやすく興味も持ちそうだから。

マンガでわかる！１０代に伝えたい名言
集

大和書房 1～3年

生徒たちが人生において悩むことや疑問に思いやすいことについてヒントとなる名言が

紹介されている。イラストも多く使用されており、生徒が今日お身をもって読めそうだ

から。

506
ひとりだちするための
トラブル対策

日本教育出版 1～3年
生徒たちがトラブルにあったときにどのように対処すればよいか、予防・回避・対処の

視点に立ってやさしい表現で学習することができるから。

513
くらしに役立つ
ソーシャルスキル

東洋館出版社 1～3年
卒業後、充実感を得ながら自分らしく生きる力を身に着けさせるための内容が豊富で、

わかりやすいから。

日本教育出版 1～3年
卒業後の生活を考えるにあたって、実生活において必要な項目に絞って学べるテキスト

で、ワークシート形式になっており学習内容を書き込み出来るから

ひとりだちするための
国語ワーク２　聞く・話す編

日本教育出版 1～3年
卒業後の生活を考えるにあたって、実生活において必要な項目に絞って学べるテキスト

で、ワークシート形式になっており学習内容を書き込み出来るから

ひとりだちするための
国語ワーク１　読む・書く編

東洋館出版社 1～3年
卒業後の生活を考えるにあたって、実生活において必要な項目に絞って学べるテキスト

で、ワークシート形式になっており学習内容を書き込み出来るから

2
くらしに役立つ
国語

東洋館出版社 1～3年
卒業後の生活を考えるにあたって、実生活において必要な項目に絞って学べるテキスト

であるため

A01
ひとりだちするための
国語

日本教育出版 1～3年
卒業後の生活を考えるにあたって、実生活において必要な項目に絞って学べるテキスト

であるため

507 くらしに役立つワーク国語
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国語

1～3年 読書習慣と学習習慣が同時に身につくから
おはなしドリル　きもちのおはなし　小
学１年

学研

505
ひとりだちするための
ビジネスマナー＆コミュニケーション

日本教育出版 1～3年
卒業後の共同生活や職場での生活に必要なマナーやコミュニケーションについてやさし

い表現で学習することができるから。

552
おはなしドリル　都道府県のおはなし
低学年

学研 1～3年 読書習慣と学習習慣が同時に身につくから

国語

556
おはなしドリル　人のからだのおはなし
低学年

学研 1～3年 読書習慣と学習習慣が同時に身につくから

557
おはなしドリル　どうぶつのおはなし
小学１年

学研 1～3年 読書習慣と学習習慣が同時に身につくから

おはなしドリル　せかいのめいさく　小
学１年

学研 1～3年 読書習慣と学習習慣が同時に身につくから

558

読書習慣と学習習慣が同時に身につくから

550
おはなしドリル　ことわざののおはなし
小学２年

学研 1～3年 読書習慣と学習習慣が同時に身につくから

「読解力」がぐんぐん伸びる
名作おはなしれんしゅうちょう

学研 1～3年

553
おはなしドリル　せかいのくにのおはな
し　小学１年

学研 1～3年 読書習慣と学習習慣が同時に身につくから

549
おはなしドリル　ことわざのおはなし
小学１年

学研 1～3年 読書習慣と学習習慣が同時に身につくから

おはなしドリル　きせつの行事　低学年 学研 1～3年 読書習慣と学習習慣が同時に身につくから

簡単で分かりやすいが、考えさせる大きなテーマがあり、生徒の発達段階によってアプ

ローチのしかたを変化させることができるから

あいうえおの本 福音館書店 1～3年 簡単で分かりやすい本で、ひらがなの学習に適しているから。

世界がもし100人の村だったら マガジンハウス 1～3年
簡単で分かりやすいが、考えさせる大きなテーマがあり、生徒の発達段階によってアプ
ローチのしかたを変化させることができるから

おとうさんはウルトラマン (ウルトラマ
ンえほん)

学研プラス 1～3年
簡単で分かりやすいが、考えさせる大きなテーマがあり、生徒の発達段階によってアプ

ローチのしかたを変化させることができるから

568 あいうえおのえほん 金の星社 1～3年
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国語

いないいないばあ 童心社 1～3年
いないいないばあという、だれもが聞いたことのあるフレーズの繰り返しが楽しめる。

生徒の反応が期待できる。

でんしゃにのって アリス館 1～3年 電車が駅に着くたびに個性的なお客さんが乗ってきて、物語が楽しめるから。

教室はまちがうところだ 子どもの未来社 1～3年
簡単で分かりやすいが、考えさせる大きなテーマがあり、生徒の発達段階によってアプ

ローチのしかたを変化させることができるから

おおきな木 あすなろ書房 1～3年
簡単で分かりやすいが、考えさせる大きなテーマがあり、生徒の発達段階によってアプ

ローチのしかたを変化させることができるから

よるの　ようちえん 福音館書店 1～3年 夜の幼稚園に現れる不思議な生き物が、生徒の興味関心をそそｓると思われるから。

100万回生きたねこ 講談社 1～3年
簡単で分かりやすいが、考えさせる大きなテーマがあり、生徒の発達段階によってアプ

ローチのしかたを変化させることができるから

4023331767
978-4023331761

てあそびうた＆ゆびあそびゲーム　タブ
レット

瀧靖社 1～3年
音楽以外でも手指の弛めに活用可能。手軽に様々な音楽遊びを体の動きを交えてリズム

感や身体的な動きの促進につなげることができる。

4099416771
978-4099416771

タッチペンで音が聞ける！はじめてずか
ん１０００　英語つき

小学館 1～3年
ICTへの意識づけができる。握る、腕を動かす、音が鳴る、の関連付けが容易にできる。

音楽以外でも使える。

4566002845
978-4566002845

アバドのたのしい音楽会 評論社 1～3年
授業でも使用できるのと、家庭でも持っていて今後の音楽愛好の際に大変役に立つ内容
であること。

4760947132
978-4760947132

ぼくと楽器はくぶつかん 河合楽器 1～3年
授業でも使用できるのと、家庭でも持っていて今後の音楽愛好の際に大変役に立つ内容

であること。

エリックカールの音の出る絵本　みぢか
ないきもの

ヤマハ 1～3年 絵が美しく、目から楽しさや美しさを感じ取れる。音も良い。

4023331767
978-4023331761

てあそびうた＆ゆびあそびゲーム　タブ
レット

瀧靖社 1～3年
音楽以外でも手指の弛めに活用可能。手軽に様々な音楽遊びを体の動きを交えてリズム
感や身体的な動きの促進につなげることができる。

4636973755
978-4636973755

4023330051
978-4023330051

光る★音でる♪知育絵本　リズムにのっ
てぽんぽこたいこ

朝日新聞出版 1～3年 聴く、握る、光る、腕を動かすという関連付けが容易にできる。

48707078X
978-4847070785

いちばんたのしい！ピアノえほん【おつ
たつき】

ワニブックス 1～3年
歌の種類が豊富、また録音機能があるので自分の声のフィードバックができる。日常的

なコミュの教材教具ともなりうる。

4023331767
978-4023331761

てあそびうた＆ゆびあそびゲーム　タブ
レット

瀧靖社 1～3年
手軽に様々な音楽遊びを体の動きを交えてリズム感や身体的な動きの促進につなげるこ
とができる。

音楽

音楽

音楽

158
(160)



4296110578
978-4296110575

自分の手でときほぐす！ひとりほぐし 日経BP 1～3年
「ほぐしの専門家」に教えてもらったテクニックで自分の手で体も心も解きほぐせるよ

うになれるから

483796933X
978-4837969334

「心の疲れ」をどこでもリセット　ゆる
ヨガ

三笠書房 1～3年
身体が固い人でも楽々ポーズをとるだけで効果があるメニューがたくさん載っているか
ら

4334979726
978-4334979720

心も体もラク～になる宇宙一ゆる～いヨ
ガ

光文社 1～3年
難しいポーズはゼロ。どんなに体が固くても健康になるためのイラストがたくさん載っ

ているから

1～3年
ストレスフリーの気軽にできるメンテナンスメニューを運動・食・睡眠の3方向から見や

すい内容になっているから

4864105286
978-4864105286

自律神経どこでもリセット！！ずぼらヨ
ガ

飛鳥新社 1～3年 実践して効果のあったヨガやストレッチを厳選しているから

486680064X
978-4866800646

寝たままできる！世界一簡単なマインド
フルネスヨガ　ねるヨガ

フォレスト出版 1～3年
ただ寝ながらヨガをするだけでなくマインドフルネスの効果も得られるイラストが多く

載っているため

4838731507
978-4838731503

肩コリ腰痛冷えメタボ不眠をリセット
体メンテ

マガジンハウス

おとなの家庭科の教科書 笠倉出版社 1～3年 軽度の知的障害であり、これまでも教科書での学習が定着している。

新・こどもクッキング 女子栄養大学 1～3年 卒業後料理ができる力をつけるため

F04
ひとりでできるもん！4うれしいごはんめ
ん料理

金の星社 1～3年 調理をする上で、見ながら作りやすい内容となっているから。

F01
ひとりでできるもん！1たのしいたまご料
理

金の星社 1～3年 調理をする上で、見ながら作りやすい内容となっているから。

X07
坂本廣子の一人でクッキング(7)お弁当を
作ろう！

偕成社 1～3年 卒業後料理ができる力をつけるため

F10
ひとりでできるもん！１０おしゃれなお
かし作り

金の星社 1～3年 調理をする上で、見ながら作りやすい内容となっているから。

1～3年 イラストで世の中の課題をわかりやすく解説している。

515
あたまと心で考えようSSTワークシート思
春期編

かもがわ 1～3年 授業の導入で使用できそう

504 最新基本地図世界・日本2022 帝国書院 1～3年 正確な地図情報に加え、表などのデータが豊富。

608 旅でみる世の中のしくみ大図解 ポプラ

保健体育

保健体育

家庭科

家庭科

社会
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数学

社会のふしぎなぜ？どうして？３年生 高橋書店 1～3年 社会の仕組みについて知ることができるから。

Word & Excel 完全ガイド　基本操作＋疑
問・困った解決＋便利ワザ
[2019/2016/2013/Microsoft 365対応]

SBクリエイティブ 1～3年 ワード・エクセルの基本操作が書かれているから。

こどもジェンダー ワニブックス 1～3年 ジェンダーに関して特化した本で、わかりやすくかかれているから。

こども倫理学　善悪について自分で考え
られるようになる本

KANZEN 1～3年 善悪についていらすとや簡単な言葉で説明されているから。

大きな字でわかりやすいipad超入門（改
訂２版）

技術評論社 1～3年 基礎的なipad操作を覚えるのに最適だから。

大人になってこまらないマンガで身につ
くネットのルールとマナー

金の星社 1～3年 情報のルールについて、楽しく学ぶことのできるマンガになっている。

1～3年 ワード・エクセルの基本操作が書かれているから。

PowerPoint 2019 やさしい教科書
［Office 2019／Microsoft 365 対応］

SBクリエイティブ 1～3年 パワーポイントの基本操作が書かれているから。

やさしく学べるipadスクール標準教科書
②
もっと楽しもう編

日経BP社 1～3年 ipadの使い方について、わかりやすくかかれているから。

今すぐ使えるかんたん　Word＆Excel完全
ガイドブック　困った解決＆便利技
[2019/2016/2013/2010/Office 365対応
版]

技術評論社

ひとりだちするための算数・数学ワーク
３　量と測定・図形・表とグラフ編

日本教育研究出版 1～3年 授業内容に準拠した問題が豊富。一人でも取り組め、夏休み等の宿題にもできる。

510
ひとりだちするための算数・数学ワーク
１　お金

日本教育研究出版 1～3年 一人で取り組むことができ、夏休み等の宿題としても利用できる。

511
ひとりだちするための算数・数学ワーク
２　時間

日本教育研究出版 1～3年 一人で取り組むことができ、夏休み等の宿題としても利用できる。

偕成社 1～3年 数字で取る、絵でも取れる!絵札と読み札がそれぞれ100階分。

すうじであそぼ コクヨ 1～3年 はがせるシールで数字を学べ、組み合わせやレイアウトを変えて何度も使える。

550
１００かいだてのいえすうじかるた１０
０かいだてのいえ

552
五味太郎ゲーム・ブック（２）かぞえて
みようくらべてみよう

偕成社 1～3年 比べながら大きさや数が学べる。

数学

社会

情報

情報
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今年度は文法の書籍を購入したため、来年度はリスニング用の書籍を選択した。新旧の
名曲を採用したい。

英語

数学

美術

1～3年
今年度は文法の書籍を購入したため、来年度はリスニング用の書籍を選択した。耳にす

ることが多い曲を採用したい。

ヒット曲で楽しく学ぶ英語 学研プラス 1～3年

もっと！ほんとうのおおきさ動物園 学研プラス 1～3年 第二弾でリクエストが多かった動物を掲載している。

くだものどうぞ！ コクヨ 1～3年 くだもの皮をむいたりわけたりするしかけ絵本で楽しく学べる。

CD付 改訂版 英語で歌おう! ビートルズ
編

アルク 1～3年
今年度は文法の書籍を購入したため、来年度はリスニング用の書籍を選択した。聞きや
すいビートルズを採用したい。

CD付 改訂版 英語で歌おう! ポップス編 アルク

A01 ハートアートシリーズ色のえほん 視覚デザイン 1～3年 優しく色の分類や種類が描かれていて分かりやすい

大日本絵画 1～3年

ほんとうのおおきさ動物園 学研プラス 1～3年
動物の顔を、実物大の写真で見せる大迫力の図鑑。毛のはえ方や筋肉のつき方など、動

物の質感まで手にとるように感じることができます。

518 新訂版　信じられない現実の大図鑑 東京書籍 1～3年
文字ではわかりにくい内容を、非常にわかりやすい図で説明していて、卒業後にもずっ

と使える。

542 ドキドキちょうしんきセット 岩崎書店 1～3年 聴診器がついていて、自分の体の音や、他の物の音なども聞ける。

4391137399
978-4391137399

でんじろう先生のかっこいい！科学おも
ちゃ

主婦と生活社 1～3年
WEBとの連携がスムーズで、ICT教育の面からもかなり親しみやすいと思われる。内容も

生徒の興味を引く楽しさがある。

4391146932
978-4391146932

でんじろう先生の学校の理科がぐんぐん
わかるおもしろ実験

主婦と生活社 1～3年

4528020092
978-4528020092

でんじろう先生のわくわく科学実験 日東書院本社 1～3年
WEBとの連携がスムーズで、ICT教育の面からもかなり親しみやすいと思われる。実際に

やってみたいと思う実験が豊富

WEBとの連携がスムーズで、ICT教育の面からもかなり親しみやすいと思われる。実際に
やってみたいと思う実験が豊富

立体てんとう虫をさわりながらかずの勉強ができる。

すうじであそぼ コクヨ 1～3年 はがせるシールで数字を学べ、組み合わせやレイアウトを変えて何度も使える。

613 中高生のための自然・理科 こばと 1～3年 学習内容に準拠した問題が豊富で、ワークや宿題として利用できる。

あなあきしかけえほんかわいいてんとう
むし

理科

理科

理科
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（注）　１．すべての教科用図書について、２～３行で選定理由を記入する。
　　　　２．用紙の大きさは、Ａ４判とし、その用い方は、左とじ、横長とする。
　　　　３．１年、２年、３年、訪１年、訪２年、訪３年の順に記入する。１学年の各教科を記入した後に次の学年を記入する。
　　　　４．教科名は、教科書目録の順に教科名を記入する。　教科名を記入するのであって種目を記入するのではない。
　　　　　　（例）　「書写」とは記述せず、「国語（書写）」と記述する。
　　　　５．使用範囲は、下記の例にならって記述する。何年間かに渡って使用する場合は、下の学年の方に記入する。
　　　　　　（例）　１年、　２年選択、　１年～３年、　専攻科保健理療科３年、　普通科１年～３年　など
　　　　

ひとりだちするための進路学習 日本教育研

美術

1～3年 スタンプを押して、絵本だけでなく他にも広がりや楽しめる要素がある

職業

顔ノート コクヨ 1～3年 顔をつくって楽しめる内容になっている

N01 アートブックひらめき美術館第1館 小学館 1～3年 名画の世界に入って、なったつもりがたのしめる内容だから

コウペンちゃんと学ぶ世界の名画 KADOKAWA 1～3年 かわいいキャラクターによって、とっつきにくい名画がやさしく解説されている

ぬったりかいたりらくがきBOOK チャイルド 1～3年

美術

507

507
あたまと心で考えようSSTワークシート自
己自認・コミュニケーションスキル編

かもがわ 1～3年 ワークシートになっており、授業で扱いやすいから。

1～3年
全ページフルカラーでイラストも多く、見やすい。そのまま書き込むことができるワー

クシート付で授業で利用しやすい。

どんどん描いて楽しめる内容になっている

669 王様のたからばこスタンプポン 学研
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神戸市立高等学校、特別支援学校高等部 
教科書採択の流れ 

     ①採択要領の決定 教 育 委 員 会     ④採択決定 

                                                        
            ②採択要領の通知                        ③申請書の提出 

 
 【学校】  

教
科
書
の
法
定
展
示
会 

〇
市
民
か
ら
の
意
見 

 

      [教科書選定委員会]   委員・・・校長が委嘱 

委員長は校長が務める 

１.調査研究 

２.選定資料の作成 

  

校長は選定委員会の調査研究をもとにして、 

自校の教科書を選定し申請する。 

【教科書選定委員会】 
・ 選定委員会の委員長は、校長が務める。 

・ 委員の委嘱は、校長がおこなう。 

・ 委員は、教頭、教員、保護者等とする。 

 

【選定する観点】 

・ 神戸市立高等学校教育課程編成手引き（R2.10 発行）等が示す目標や内容の達成に最適なものになっ

ていること 

・ 単元や教材の分量、配列、程度が適切であること 

・ 生徒の興味関心への配慮がなされていること 
・ 生徒の発達の段階に適応していること など 

 
 【教科書の展示】 

・ 神戸市中央教科書センター（総合教育センター）、神戸市立中央図書館の神戸市内２カ所において、教科

書の展示会を実施する。 
 

【情報公開】 

・ 教育委員会会議で教科書が採択された後、市民情報サービス課の閲覧室で、教科書採択に係る申請書等

を公開する。 
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令和５年度使用神戸市立高等学校及び特別支援学校高等部 

教科書の採択事務日程（予定） 

令和４年 
 

月 日 曜 内       容 

４ 12 火 教育委員会会議 

「令和５年度使用教科書の採択要領」決定 
 

５ 

～  

６ 

６ 

～  

17 

金 

～  

金 

各校において選定委員会を設置し選定作業を実施 

  ①校長が委員を委嘱 

②採択要領の確認（公正確保・非公開など） 

③調査研究の役割、方法、観点、記録などの確認 

④調査研究・報告 

⑤調査研究のまとめ 

  ⑥各科教科書の選定 

  ⑦申請書の提出 

６ 

～  

７ 

14 

～  

２ 

火 

～  

土 

教科書の展示会（意見箱に投函される市民からの意見を受け取る） 

場所： 総合教育センター、中央図書館 （全２カ所） 

 

月日： 総合教育センター ６月14日(火) ～ ７月１日(金)(14日間) 

 中央図書館 ６月17日(金) ～ ７月２日(土)(14日間) 

     
 

７ ５ 火 教育委員会会議 

 「令和５年度使用 神戸市立高等学校教科書」採択 
 「令和５年度使用 特別支援学校高等部教科書」採択 
 県教育委員会事務局に採択教科書を報告 
 

９ 

 

初旬  採択後情報開示 

 採択結果、採択関係資料等を公開 
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