
  

平成２６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２６年度県選定本として追加され調査が必要な
一般図書１２冊について収録したものである。

島根県教育委員会



教科・種目名 図    書    名 ページ

国語科 「筆であそぼう　書道入門２　さあ、筆で書いてみよう」 1

国語科 「筆であそぼう　書道入門３　筆で挑戦！作品づくり」 1

社会科 「都道府県を語呂あわせでおぼえよう③中国・四国・九州編」 2

算数・数学科 「算数と図形①図形とあそぶ」 3

   生活、理科　　 「なぜ？の図鑑」 4

音楽科 「歌はともだち（島根県音楽教育連盟　編）」 5

図画工作・美術科 「かんたんたのしい小学生のエコ工作」 6

生活、保健体育科 「からだの不思議がわかる！」 7

生活、職業・家庭科 「小学生のクッキングで自由研究」 8

生活、職業・家庭科 子どもの生きる力を育てる　「せいかつの絵じてん」 8

外国語科 「はじめておぼえるえいごでえじてん」 9

生活、外国語科 「ＣＤつき　小学生の英語レッスン　絵でみて学ぼう英会話」 10

平成２６年度使用一般図書（追加分）「選定に必要な資料」掲載一覧

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



                                                                                            　　国語科　No.1　　

1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心への配慮等
4.教科の特性、島根の実態へ
　の適合等

○書写について写真やイラス
　トを使用して視覚的に説明
　してある。
○筆に慣れる活動、書写のコ
　ツ、書の本質について簡潔
　な言葉で書いてある。
○３１㎝×２３㎝
○カラー刷
　３９ページ

○見開き２ページごとに筆に
　慣れるための活動や書写の
　コツが書いてあり、順を
　追って学習が進められるよ
　うな構成にしてある。
○各ページの先頭に、５つの
　キャラクターによる会話で
　内容が説明してある。

○説明文の文字の大きさ、書
　体、色、構成等が工夫して
　ある。
○５つのキャラクターを使っ
　て随所にコツや豆知識が書
　いてあり、興味をもって読
　めるようにしてある。
　
　

○書写の基本を学べるように
　してある。
○書写を身近なものとして取
　り組めるよう、筆を使った
　楽しい活動が紹介してあ
　る。

○筆を用いたいろいろな手法
　を使った作品づくりが紹介
　してある。
○筆を使った作品づくりにつ
　いて、写真やイラストを使
　用して視覚的に説明してあ
　る。
○３１㎝×２３㎝
○カラー刷
　３９ページ

○見開き２ページごとに１つ
　の作品の作り方が紹介して
　ある。
○型にはまった作品づくりだ
　けでなく、筆を使って自由
　な発想で作品づくりを楽し
　めるような構成になってい
　る。
○各ページの先頭に、５つの
　キャラクターによる会話で
　内容が説明してある。

○説明文の文字の大きさ、書
　体、色、構成等が工夫して
　ある。
○制作過程やできあがった作
　品が、写真を使って視覚的
　に示してある。
○技法や道具などについて他
　の方法も紹介してあり、発
　展的に作品づくりができる
　ようにしてある。

○筆を使った作品づくりを通
　して、文字を書くことに親
　しめるようにしてある。

選　定　に　必　要　な　資　料

　　　　　項　目

　題名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

「筆であそぼう
書道入門２　さ
あ、筆で書いてみ
よう」
（小峰書店）
３，２００円＋税

国語科　No.1

○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。

「筆であそぼう
書道入門３　筆で
挑戦！作品づく
り」
（小峰書店）
３，２００円＋税

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



1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心への配慮等
4.教科の特性、島根の実態へ
　の適合等

○中国地方、四国地方、九州
　地方の１７県の特徴を語呂
　あわせで紹介してある。
○字が大きく、漢字にはすべ
　て振り仮名がつけてある。
○Ａ４変型判
○カラー刷
　３８ページ

○１つの県について見開き２
　ページでまとめてある。
○各県の位置や県章、県庁所
　在地や人口などの基本デー
　タが示してある。
○各県の特徴的な文化、地形
　等が紹介してある。

○リズミカルで唱えやすい語
　呂あわせが、大きなカラー
　イラストで描いてある。
○県の特徴部分の語呂合わせ
　の文字は、色が変えてあり
　解説と照らし合わせて見る
　ことができるようにしてあ
　る。

○島根県や近県について取り
　上げてある。
○島根県に関する語呂合わせ
　は出雲大社、宍道湖、隠岐
　諸島が取り上げられ、神話
　や石見銀山についても説明
　してある。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  社会科　No.1　　

　　　　　項　目

　題名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

「都道府県を語呂
あわせでおぼえよ
う③中国・四国・
九州編」
（汐文社）
２,０００円＋税

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



算数・数学科　No.1　

1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心への配慮等
4.教科の特性、島根の実態へ
　の適合等

○正方形や三角形などの基本
　的な図形の作り方から、
　サッカーボールやマジック
　サークル（六角形パズル）
　などの立体の作り方まで
　掲載してある。
○Ａ５判
○カラー刷
　１１２ページ

○前半は、「長方形をもとに
　して正三角形を作る」や
　「画用紙でものさしを作ろ
　う」など、図形の作り方が
　掲載してある。
○後半は、マジックサークル
　などを作って遊べる構成に
　なっている。

○平面図形だけでなく、サッ
　カーボールやランタンボー
　ル、マジックサークルなど
　作って遊べるものが紹介し
　てある。
○紙を折った時の表裏がわか
　りやすいように色分けした
　イラストで描いてある。
○コピーしてすぐ使えるよう
　な型紙がついている。

○新聞紙、チラシ、ラベルな
　どの身近な紙を使い、次々
　と形や色が変わっていく図
　形のおもしろさを体験する
　ことができるようにしてあ
　る。

「算数と図形
①図形とあそぶ」
（星の環会）
１，４００円＋税

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

選　定　に　必　要　な　資　料

　　　　　項　目

　題名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括



生活、理科　No.1

1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心への配慮等
4.教科の特性、島根の実態へ
　の適合等

〇からだや食べ物などについ
　ての生活の中の疑問が７つ
　のテーマでまとめてある。
○質問に対して科学的視点を
　加えて解説してある。
○漢字には振り仮名がつけて
　ある。
○ＡＢ判
○カラー刷
　１３６ページ

○７つのテーマは色分けさ
　れ、質問ごとに見開き２
　ページで説明してある。
○質問とその答えを左右の
　ぺージに対照的に大きく
　表記してある。

〇各質問が子どもの視点に
　立ったもので、その答えも
　簡潔に表現してある。
〇比較対象例や実験結果が数
　多くの写真を用いて解説さ
　れている。

〇生活の中での素朴な疑問や
　身近な事物・現象を科学的
　な視点から理解できるよう
　にしてある。
○日常生活の中の気付きや疑
　問から興味・関心を広げた
　り、新しい知識を得る喜び
　を味わったりすることがで
　きるようにしてある。

選　定　に　必　要　な　資　料

　　　　　項　目

　題名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

「なぜ？の図鑑」
（学研）
１，９００円＋税

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

〇生活や理科だけでなく、総合的な学習の時間や各教科等を合わせた指導での調べ学習などに活用できるようにしてある。



音楽科　No.1　　

1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心への配慮等
4.教科の特性、島根の実態へ
　の適合等

○童謡から合唱曲まで全167
　曲が五十音順に掲載してあ
　る。
○曲はすべてメロディ譜で書
　いてある。
○歌詞は平仮名、カタカナで
　書いてある。
○Ｂ６判
○カラー刷
　２００ページ

○児童生徒がよく知っている
　童謡、唱歌やテレビなどで
　親しまれている歌が取り上
　げてあり、興味・関心に応
　じて学習する曲を選べるよ
　うにしてある。
○巻頭の「歌の手引き」で、
　目的に応じた歌を選べるよ
　うにしてある。

○カラーイラストがたくさん
　使用してある。
○手拍子や手遊び、また楽譜
　の横に曲や音楽全般に関す
　るクイズもあり、楽しく学
　習できるようにしてある。

○覚えやすく、親しみやすい
　曲をたくさん取り上げてあ
　る。
○島根県民の歌や島根で生ま
　れたミュージカルの曲もあ
　り、地域と関わりのある音
　楽について学習できるよう
　にしてある。
○校歌を貼るためのページが
　ある。

選　定　に　必　要　な　資　料

　　　　　項　目

　題名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

「歌はともだち
（島根県音楽教育
連盟　編）」
（教育芸術社）
３８１円＋税

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

○音楽の学習だけでなく、行事や学級活動などに活用できるようにしてある。



図画工作・美術科　No.1

1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心への配慮等
4.教科の特性、島根の実態へ
　の適合等

○牛乳パック、紙、プラス
　チック、その他の身近な素
　材を用いた作品の作り方と
　完成図が掲載してある。
○漢字には振り仮名がつけて
　ある。
○Ｂ５判
○カラー刷
　１１２ページ

○目次に続き、工作をする時
　の約束、工作のポイントに
　ついてイラストを交えて説
　明してある。
○素材別に色分けされてお
　り、工作題材ごとに材料、
　作り方、遊び方が示して
　ある。

○完成作品が大きくカラー写
　真で掲載してあり完成イ
　メージがもちやすくしてあ
　る。
○作り方が手順に沿ってわか
　りやすいイラストを交えて
　解説してある。
○作品ごとに難易度と製作時
　間が図式化され、実態に応
　じて題材を選択しやすくし
　てある。

○身近な素材や道具を用いて
　製作活動に取り組めるよう
　にしてある。

選　定　に　必　要　な　資　料

　　　　　項　目

　題名等

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

「かんたんたのし
い小学生のエコ工
作」
(日本ヴォーグ社）
８８０円＋税

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

○図画工作や美術科だけでなく、生活科や特別活動などに活用できるようにしてある。



生活、保健体育科　No.1　　

1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心への配慮等
4.教科の特性、島根の実態へ
　の適合等

○子どもが疑問に思う「から
　だ」の不思議について、Ｑ
　＆Ａ方式で解説してある。
○漢字には振り仮名がつけて
　ある。
○Ａ５判
○カラー刷
　１４４ページ

○体のつくりや働きについて
　８つのテーマに分けて説明
　してある。
○「なんでだろう」「どう
　なっているの」「コラム
　（よんでね）」の３構成に
　なっていて、発展的に学べ
　るようにしてある。

○カラーイラストが豊富で、
　簡潔な文章で説明がしてあ
　る。
○各テーマは、小学５年生の
　男子が生活場面で抱いた疑
　問をもとに説明してある。
　

○第二次性徴期の体の変化に
　ついてイラストと解説文で
　説明してあり性に関する指
　導の導入として活用できる
　よう配慮してある。
○子どもが日頃使う名称と正
　式な名称を併記し、親しみ
　をもって自分の体について
　学ぶことができるようにし
　てある。

選　定　に　必　要　な　資　料

　　　　　項　目

　題名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

「からだの不思議
がわかる！」
（実業之日本社）
１，２００円＋税

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



生活、職業・家庭科　No.1　　

1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心への配慮等
4.教科の特性、島根の実態へ
　の適合等

○おやつからごはんまで、簡
　単でおいしい２４の料理の
　レシピの解説や実験を紹介
　してある。
○漢字には振り仮名がつけて
　ある。
○Ｂ５判
○カラー刷
　１１２ページ

○「おやつで自由研究」のレ
　シピが１３品、「ごはんで
　自由研究」のレシピが１１
　品掲載してある。
○１つの料理について「レシ
　ピ」「なぜかな？」「実
　験」の項目ごとに説明して
　ある。
○料理ごとに難易度や作業時
　間が示してある。

○料理はすべてカラー写真で
　掲載してあり、用意するも
　のや作り方は親しみやすい
　イラストで示してある。
○「なぜかな？」の項目で食
　材や料理に関する疑問につ
　いて解説したり、「実験」
　のコーナーでさらに発展的
　に考えたりできるようにし
　てある。

○砂糖、塩、酢、ハム等、身
　近な材料で作ることができ
　る料理を取り上げてある。
○料理から、理科の実験につ
　ながるよう工夫してある。

○衣食住及び日本の伝統文化
　について、生活の知恵と技
　の基本が学習できるように
　してある。
○漢字には振り仮名がつけて
　ある。
○Ｂ５変型版
○カラー刷
　２２４ページ

○「食べる」「きる」「くら
　す」「くらしを楽しむ」の
　４つのテーマに分けてあ
　る。
○基本的生活スキルの手順が
　写真やイラストで具体的に
　示してある。

○写真やカラーイラストが豊
　富で、簡潔な文章で説明し
　てある。
○「トイレそうじをしてみよ
　う」「ボタンをつけよう」
　などチャレンジのページ
　があり、挑戦してみたくな
　るような工夫がしてある。
○各ページの最後のおさらい
　クイズで振り返りができる
　ようにしてある。

○歯磨き、トイレの使い方な
　ど基本的な生活習慣に関す
　る内容や、電話のかけ方、
　お金の使い方などマナーや
　ルールに関する内容を取り
　上げてある。
○「お正月の料理」で島根県
　の雑煮が取り上げてある。

選　定　に　必　要　な　資　料

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）
１，８００円＋税

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

　　　　　項　目

　題名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

「小学生のクッキ
ングで自由研究」
（成美堂出版）
９００円＋税

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



外国語科　No.1　　

1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心への配慮等
4.教科の特性、島根の実態へ
　の適合等

○身近な英単語３３７語が、
　英語と日本語で紹介して
　ある。
○発音の強弱に合わせてカタ
　カナの大きさや太さを３段
　階で表してある。
○ＡＢ判変型
○カラー刷
　４８ページ

○５つのテーマから構成され
　ており、テーマごとにペー
　ジ上部の色で分類してあ
　る。
○見開き２ページごとに内容
　が区切ってあり、それに関
　連した英単語１０～３０個
　が掲載してある。

○色彩豊かなイラストが使用
　してある。
○簡単なクイズや質問が入れ
　てあり、楽しみながら英単
　語を学習できるようにして
　ある。
○日常生活場面と結びつける
  ことができ、身近な英単語
　に関心をもつきっかけをつ
　くることができるようにし
　てある。

○子どもの生活や興味のある
　ものについて問いかけ、言
　葉を引き出すよう工夫して
　ある。

選　定　に　必　要　な　資　料

　　　　　項　目

　題名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

「はじめておぼえ
るえいごでえじて
ん」
（小学館）
１，５００円＋税

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



生活、外国語科　No.1　　

1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心への配慮等
4.教科の特性、島根の実態へ
　の適合等

○日常生活でよく使われる会
　話表現が約５００収録して
　ある。
○英語にはカタカナで読み方
　がつけてあり、強く発音す
　る部分は太字で書いてあ
　る。
○Ｂ５判
○カラー刷
　１２７ページ

○ＣＤにはネイティブスピー
　カーによる音声が収めてあ
　る。対応するページにはト
　ラック番号が記され、ＣＤ
　を聞きながら学習を進める
　ことができるようにしてあ
　る。
○「教室で」や「レストラン
　で」など、身近な場面に関
　連した会話が、見開き２
　ページにまとめてある。

○親しみやすいカラーイラス
　トが使用してある。
○「コラム」や「ワンポイン
　トアドバイス」のコーナー
　で、アメリカ・イギリスの
　文化や、内容に関する知識
　が紹介してある。

○巻末には、英語と日本語の
　両方からひける索引があ
る。

選　定　に　必　要　な　資　料

　　　　　項　目

　題名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

「ＣＤつき　小学
生の英語レッスン
絵でみて学ぼう英
会話」
（成美堂出版）
１，３００円＋税

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




