
平成３１年度使用

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

  （学校教育法附則第９条の規定による一般図書を選定する場合） 

　平成３１年度県選定本として追加され調査が必要な
  一般図書１０冊について収録したものである。

島根県教育委員会



No. 教科・種目名 図    書    名　　等 ページ

1 国語 ひゅるりと かぜが ふく おかで 1

2 国語 りんごかもしれない 2

3 算数、数学 改訂版 考える力がつく 算数脳パズル なぞぺ～① 3

4 社会 改訂新版　辞書びきえほん 日本地図 4

5 保健体育 はじめての からだ えほん 5

6 職業・家庭 マンガでわかる  よのなかの ルール 6

7 生活、職業・家庭 すぐできる かんたんお菓子 7

8 生活、職業・家庭 １２か月の 行事の えほん 8

9 生活、職業・家庭 ラクチン！おいしい！基本の料理トラの巻　こどもクッキング　はじめてバイブル 9

10 特別の教科 道徳 これって いじめ？ 10

平成３１年度使用一般図書（追加分）「選定に必要な資料」掲載一覧

（注）資料中の総括欄の「段階」について
　　　「特別支援学校小学部・中学部学習指導要領」では、小学部の各教科の内容については３段階に区分して、
　　  中学部の各教科の内容については２段階に区分して、それぞれ概括的に示している。



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

〇自然の中に見られる身近な
植物や動物が何気ない日常の
中で食物連鎖を繰り返す様子
が描かれている。
〇全て平仮名で書かれてい
る。
〇２３×１９ｃｍ
〇カラー刷
　３１ページ

〇曜日ごとに場面を設定し、
絵と短文で登場する動植物の
様子が分かりやすく構成され
ている。
〇見開き２ページに、自然の
背景や動物の絵が色鮮やかに
大きく描かれている。

〇擬音語（「ひゅるり」など）
や擬態語（「ぱたぱた」など）
が使用され、親しみをもちやす
いように工夫されている。
〇月曜日から日曜日までの時間
経過と繰り返しの言葉によっ
て、リズミカルに読み進めるこ
とができる。

〇擬音語や擬態語について興
味をもち、繰り返し読んだり
模倣したりしやすくなってい
る。
〇話をもとに周りの自然への
興味を広げることができる。

1

〇小学校特別支援
学級、特別支援学
校小学部に適して
いる。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　国語　No.１　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

ひゅるりとかぜが
ふくおかで
（幻冬舎）
１，４００円＋税



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

〇主人公がテーブルの上に置
かれたりんごを見つけ、食べ
るまでの間に思ったことをい
くつかの場面にして描かれて
いる。
〇主に平仮名、片仮名で書か
れていて、漢字には振り仮名
が付けられている。
〇２６３×２１２ｍｍ
〇カラー刷
　３２ページ

〇主人公が思い描いた事柄が
見開きで一つの場面になって
いる。
〇主人公がりんごをもとにい
ろいろと空想したことを絵や
短文で表現している。

〇りんごが人や家に変化するな
どの不思議な設定や、文字を円
の形に配置したり大きさを変え
たりして想像力を膨らませる工
夫がされている。
〇同じ問いかけと答えの繰り返
しで、期待感をもって、読み進
むことができる。

〇豊富な場面設定と親しみや
すい絵を見ることで、想像力
が広がる。何に見立てたりど
んなことを思ったりするのか
言葉で表現する力が高まる。

2

りんごかもしれな
い
（ブロンズ新社）
１，４００円＋税

〇小学校特別支援
学級、特別支援学
校小学部に適して
いる。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　国語　No.2　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括



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

〇なぞなぞやクイズ形式の算
数パズル問題が、短文で示さ
れた問題文と図やイラストで
４０問程度掲載されている。
〇問題の次のページには答え
と解説、類題を中心にまんべ
んなく示されている。
〇漢字にはほぼ振り仮名が付
けられている。
〇２５７×１８２ｍｍ
　１１０ページ

〇「レベル１・Ａ問題」「レ
ベル２・Ｂ問題」などの３つ
の章で構成されている。
〇数量や図形の基礎的な内容
がバランスよく問題として示
されている。

〇１ページに１問、なぞなぞや
クイズ形式で問題がわかりやす
く示されている。
〇ヒントとなる図やイラスト、
数字が大きくてわかりやすい。

〇問題を試行錯誤しながら解
くことで、数学的な見方や考
え方を身に付けることができ
る。
〇楽しみながら問題を解き進
めることで、空間を認識する
力や論理的に考える力の高ま
りが期待できる。

3

〇小・中学校特別
支援学級、特別支
援学校中学部に適
している。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　算数、数学　No.3　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

改訂版　考える力
がつく算数脳パズ
ル　なぞぺ～①
（草思社）
１,１００円＋税



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

〇日本の各地方や４７都道府
県について、簡単な説明文と
共に地理的な事柄や歴史、産
業、特産品等の特色がイラス
トで紹介されている。
〇漢字にはすべて振り仮名が
付けられている。
〇２６×１２ｃｍ
〇カラー刷
　２４０ページ

〇各地方、都道府県の特色を
見開き２ページで、イラスト
と短文でわかりやすく紹介し
ている。
〇前半は都道府県の特色が掲
載され、後半はさらに詳しく
調べたり比較したりできるよ
うな構成になっている。
〇５０音順で都道府県名や特
色などが掲載されている。

〇都道府県の特色をカラーのイ
ラストや写真でわかりやすく紹
介している。
〇各都道府県の日本一となるも
のやシンボルマークの解説も紹
介されていて、興味や関心をも
ちやすい。
〇調べた事柄をさらに探求でき
るよう、関連するキーワードに
色付けや印がしてある。

〇地形や気候などの地理的な
事柄の説明と併せて、各地の
歴史や産業、特産品、名所等
も知ることができ学習を深め
られる。

4

〇中学校特別支援
学級、特別支援学
校中学部に適して
いる。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　社会　No.4　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

改訂新版　辞書び
きえほん日本地図
（ひかりのくに）
１,８００円＋税



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

〇人の体のつくりや働きにつ
いて、各器官ごとに絵と解説
でまとめられている。
〇漢字には振り仮名が付けら
れている。
〇２８９×２１５ｍｍ
〇カラー刷
　４９ページ

〇心臓、消化器官、筋肉、耳
などの体の主な器官について
取り上げられている。
〇「みゃくをたしかめる」、
「からだのうごきをかんじ
る」など実際に確認できる現
象から、体の不思議や精巧な
働きについて理解が進むよう
に構成されている。

〇各器官の図などが色鮮やかな
イラストで描かれており、興味
をもって見ることができる。
〇心臓の大きさや動く回数、歯
の本数、骨の数などが数字で紹
介されており、体の仕組みをイ
メージしやすくなっている。

〇不思議で精巧な自分たちの
体に興味・関心をもつこと、
また、体が十分に機能を果た
せるように、自分たちの体を
大切にするという態度を身に
付けることが期待できる。

5

〇中学校特別支援
学級、特別支援学
校中学部に適して
いる。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　保健体育　No.5　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

はじめてのからだ
えほん
（パイインターナ
ショナル）
１，８００円＋税



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

〇キャラクターが４コマ漫画
形式で、日常のルールから地
域社会のルールまで幅広く紹
介している。
〇漢字には振り仮名が付けら
れている。ルールと解説文は
大きい字で表記されている。
〇１９×１３ｃｍ
〇カラー刷
　１４３ページ

〇１つのルールに対して、見
開きの右側には説明文、左側
にはルールに沿った４コマ漫
画で構成されている。
〇全部で６５個のルールが掲
載されている。

〇身近な出来事に対してのルー
ルを４コマ漫画で起承転結をつ
けて、コミカルに表現されてい
る。
〇ルールを守るためにどうすれ
ばよいかが、具体的に短文で書
かれている。

〇日常生活場面に合わせてそ
のときに必要なルールを、漫
画を見ながら繰り返し学べる
ようになっており、実際の生
活場面での定着を図ることが
できる。

6

中学校特別支援学
級、特別支援学校
中学部に適してい
る。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　職業・家庭　No.6　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

マンガでわかる
よのなかのルール
（小学館）
１,４２９円＋税



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

〇短時間で簡単に作ることの
できるお菓子の作り方が１５
種類程度掲載されている。
〇小学校高学年程度の漢字に
は振り仮名が付けられてい
る。
〇Ａ４変型判
〇カラー刷
　４７ページ

〇できあがり写真と作り方が
見開きで掲載されている。作
り方は各工程ごとに文章と写
真でわかりやすく説明されて
いる。
〇道具や調理器具、片付け方
などについても紹介されてい
る。

○調理手順などすべてカラー
写真で細かく掲載されており、
実習に向けての見通しがもちや
すくなっている。
○調理器具ごとにメニューが
分けられ、また、各メニューに
は調理時間が示されていて、作
りたいお菓子を選びやすくなっ
ている。

〇簡単で安全に作ることが可
能なメニューが載せてあり、
調理に興味をもったり、調理
を楽しんだりしながら自分で
調理をすることにつなげるこ
とができる。

7

〇小・中学校特別
支援学級、特別支
援学校小学部３段
階から中学部に適
している。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　生活、職業・家庭　No.7　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

すぐできるかんた
んお菓子
（ポプラ社）
２，６００円＋税



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

〇１年間の行事について、月
ごとに歌や料理、工作や遊び
がやさしい文章でわかりやす
く紹介してある。
〇漢字にはすべて振り仮名が
付けられている。
○２４×１９ｃｍ
〇カラー刷
　１９１ページ

○「うた」「食べもの」「工
作」「行事の由来」「豆ちし
き」が月ごとに見開きでまと
められていて、見やすくなっ
ている。
○料理や工作の作り方は各工
程ごとに文章とイラストで説
明されている。

〇日本の年中行事を、親しみや
すくわかりやすいイラストや写
真で紹介している。
○見た目にも楽しい料理や身近
な材料で簡単に作ることができ
る工作を取り上げていて、行事
へ興味・関心がもてるよう工夫
されている。

〇文章を読むだけでなく、作
ったり歌ったりするなど楽し
みながら、年中行事に親しん
だり、知識を広げたりするこ
とができる。
　

8

〇小学校特別支援
学級、特別支援学
校小学部２段階か
ら中学部に適して
いる。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　　生活、職業・家庭　No.8　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

１２か月の行事の
えほん
（講談社）
２，２００円＋税



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

〇子どもにもできる簡単な料
理やお菓子の作り方がカラー
写真で紹介されている。
〇漢字には振り仮名が付けら
れている。
〇２４６×１８８ｍｍ
〇カラー刷
　９６ページ

〇人気のメニュー、定番のメ
ニュー、お菓子と幅広く編成
されている。
〇調理の基本（道具、扱い
方、安全など）についても、
写真でわかりやすく解説され
ている。
〇調理時間、難易度、調理方
法が示されてあり、それを参
考にしてメニューを選ぶこと
ができる。

〇ハンバーガーやグミなど、子
どもに人気の料理も紹介されて
いる。
〇写真を使ったわかりやすい手
順、動物の型抜きやきれいな盛
り付けなどの飾りの工夫によ
り、「できそう」「やってみた
い」という気持ちを喚起させる
ように工夫されている。

○本書を参考にしながら調理
のメニュー決定や、自分で手
順を確認しながら調理を進め
ていくことができる。それら
を通し、将来の自立した生活
につながることも期待でき
る。
〇調理技能などの課題に対し
て、調理への興味がもてる本
書を活用することで、意欲を
持続させながら調理実習を積
み上げ、課題克服が期待でき
る。

9

〇小・中学校特別
支援学級、特別支
援学校小学部３段
階から中学部に適
している。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　生活、職業・家庭　No.9　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

ラクチン！おいし
い！基本の料理ト
ラの巻　こども
クッキング　はじ
めてバイブル
（小学館）
１，２５０円＋税



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

〇いじめについての気付きや
対処法等について考えるため
の状況を描いた絵本となって
いる。
〇主に平仮名と片仮名で表記
されている。漢字には振り仮
名が付けられている。
〇２４.８×２１.６ｃｍ
〇カラー刷
　２４ページ

〇主人公が日常生活の中で起
こりうるいじめ事案をテーマ
に、友達や親との会話文形式
で物語が構成されている。
〇巻末には、いじめについて
Ｑ＆Ａ形式で説明文が掲載さ
れている。

〇登場人物のセリフや気持ちを
分かりやすく鍵括弧でくくりま
とめてある。
〇イラストは背景や物を極力減
らし、登場人物のセリフや気持
ちに合った表情が大きく描かれ
ている。

〇物語を読み進めていくうち
に、主人公の考えや他の登場
人物の気持ちに気付くことが
できるよう表現されている。

10

小・中学校特別支
援学級、特別支援
学校中学部に適し
ている。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　特別の教科　道徳　No.10　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

これっていじめ？
（ベースボール
マガジン社）
１,５００円＋税


