
  

平成２７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２７年度県選定本として追加され調査が必要な
一般図書９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 「絵で見てわかるはじめての古典　三巻　枕草子」 1

国語、外国語科 「すてきなひらがな」 2

生活、社会科 「おとがでる　どうぶつ・のりものずかん」 3

算数、数学科 「たのしい！さんすうのふしぎ　なぜ？どうして？１・２年生」 4

   生活、理科　　 「キッチンでかんたん実験１２０　第１巻　塩・さとうの実験」 5

図画工作、美術科 「ひらめき美術館　第１館」 6

生活、保健体育科 「だいじょうぶ自分でできる怒りの消火法ワークブック」 7

生活、職業・家庭科 「マグネットで食育おいしいごはんのひみつ」 8

生活、職業・家庭科 「はじめの一歩　あみもの＆ぬいものできた！」 8

平成２７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。



「選定に必要な資料」の観点は以下のとおりである。

観 点 説 明

１ 内容、程度、分量等 記述された内容、程度、分量が、児童生徒の発達の段階、障がいの状態及び特性

に適合しているか。

２ 教材の選択や構成等 取り上げられた教材の選択や構成は、学習を効果的に進めるために適切なものに

なっているか。

３ 興味・関心への配慮等 児童生徒が興味・関心をもって学習できるように工夫されているか。

４ 教科の特性、県の実態や課題へ 各教科の特性が生かされ、島根県の実態に適合しているか。

の適合等

その他 上記の４つの観点に記入できない工夫されている点

（例：自学自習に活用することができる 等）

総括 図書を使用するのに適切な発達段階等



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

○「枕草子」の紹介、原文、
　意味に加えて、作者と時
　代背景についての解説が
　まとめられている。
○Ａ４判
○カラー刷
　４７ページ

○内容ごとに、見開き２ペー
　ジでまとめてある。
○作者と時代背景のページで
　は、コラムや解説があり、
　発展的な内容が掲載されて
　いる。

○原文のページは、情感豊か
  な表現のイラストや写真が
  掲載され物語のイメージが
  もちやすくなっている。
○解説には、写真・イラスト
　や漫画などがカラーで大き
　く取り入れられている。

○題材の主題である四季の移
　り変わりが写真やイラスト
　等の資料で視覚的に鑑賞で
　き、「読み」「聞き」「感
　じ」ながら作品を楽しむこ
　とができる。
○「古典であそぼう」では、
　古典の時代を現代に置き換
　えて考えることで、現代と
　の生活の違いなど、それぞ
　れの時代背景にも関心をも
　つことができる。

1

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国語科　No.1　　

　　　　　項　目

　題名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

絵で見てわかる
はじめての古典
三巻　枕草子
（学研）
２，５００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。



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

○５０音順にひらがなと英単
　語が紹介してある。
○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。
○Ａ２０取
○カラー刷
　１０７ページ

○１つの文字につき見開き２
　ページでまとめてある。
○５０音順に５個程度の言葉
　とその英単語が取り上げて
　あり、発音記号とカタカナ
　とローマ字で掲載してあ
　る。
○巻末には、ひらがなとロー
　マ字表記の一覧表や濁音・
　半濁音、促音、拗音が含ま
　れる言葉と英単語が取り上
　げてある。

○色彩豊かなイラストや実物
　の写真が使用してある。
○左ページのひらがなは書き
　順が示してあるとともに太
　く大きく表記してあり、指
　でなぞりやすい。

○日常生活でよく目にする物
　や食べ物などが取り上げて
　あり、身近な生活の中で文
　字や英語などに関心をもつ
　ことができる。

2

すてきなひらがな
（講談社）
１,８００円＋税

選　定　に　必　要　な　資　料

 総　　　括

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点　　　　　項　目

　題名等

                                                                                            　　　　国語、外国語科　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。



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

○動物と乗り物が、簡潔な文
　章と鳴き声や音で説明して
　あり、音ボタンと図鑑の
　マークが対応している。
○全文ひらがなとカタカナで
　書かれている。
○メロディボード付き図鑑
○２１．５㎝×１５㎝
○カラー刷
　５１ページ

○テーマごとに見開き２ペー
　ジでまとめてある。
○左側に図鑑、右側に音ボタ
　ンのボードがある。
○１２種類の動物の鳴き声と
　１０種類の乗り物の音、
　「アイアイ」と「はたらく
　くるま」のカラオケ曲が収
　録されている。
○２段階の音量調節スイッチ
　がある。

○動物や乗り物はすべてカラ
　ー写真（１９０枚）で掲載
　してある。
○動物については、大きさや
　生息地、食べ物が色ごとの
　マークで分類してある。
○図鑑を見ながら音を聴くこ
　とで興味を高めることがで
　きる。

○生活に身近なペットや乗り
　物などについて取り上げて
　ある。
○音ボタンを押すと鳴き声や
　音が出るという簡単な因果
　関係の理解や、操作する学
　習にもなる。

3

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　生活、社会科　No.1　　

　　　　　項　目

　題名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

おとがでる　どう
ぶつ・のりものず
かん
（ポプラ社）
１,８５０円＋税

○小学校特別支援
　学級、特別支援
　学校小学部１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

○算数で学習したことが生活
　のどこで使われているか、
　日常生活における数、形、
　時間について「算数の不思
　議」としてイラストを交え
　て解説してある。
○漢字には振り仮名がつけて
　ある。
○Ａ５判
○カラー刷
　１９０ページ

○算数を学習する意味から始
　まり、数、算数の考え方を
　用いた事柄、形、時間のテ
　ーマ別に構成されている。
○各テーマごとに見開き２ぺ
　ージでまとめてある。
○「やってみよう」の項目で
　は、体験的な学習の内容が
　掲載されている。

○日常生活における算数にま
　つわる素朴な疑問や興味関
　心のある事柄を子どもの視
　点で取り上げ、算数の学習
　と結び付けて解説してある。
○記述内容は、カラーイラス
　トやキャラクターを用いて
　図式化、物語化して説明し
　てある。

○各テーマの終わりに自由研
　究が提案されており、筋道
　を立てた問題解決や創意工
　夫をすることができる。
○体験的な内容は、算数が生
　活の中で役立つものである
　と気付くことができるよう
　にしてある。

4

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　　算数・数学科　No.1　　

　　　　　項　目

　題名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

たのしい！さんす
うのふしぎ
なぜ？どうして？
１・２年生
（高橋書店）
８５０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

○キッチンにある身近な５つ
　の材料を使った１９個の実
　験例をクイズ形式で紹介し
　てある。
○実験結果について科学的視
　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。
○Ａ４判
○カラー刷
　４４ページ

○塩、砂糖、卵、水、氷につ
　いて各３～５つの実験例が
　掲載してある。
○実験ごとに３つの選択肢か
　ら結果を予想できるように
　なっている。
○実験のやり方に併せて所要
　時間が表記されている。

○実験の方法と変化が大きな
　カラー写真で表されてい
　る。
○実験の結果を自分で考え、
　ページをめくると結果が分
　かるようになっている。
○「もっと実験してみよう」
　のコーナーで、さらに発展
  的に考えられるようになっ
　ている。

○日常生活の中で観察できる
　塩・砂糖などに関する現象
　を科学的な視点から理解で
　きるようにしてある。
○身近な科学の不思議にふれ
　ることで興味を広げること
　ができ、さらに新しい知識
　を得る喜びが味わえるよ
　うにしてある。

5

キッチンでかんた
ん実験１２０
第１巻　塩・さと
うの実験
(学研）
２，８００円＋税

選　定　に　必　要　な　資　料

 総　　　括

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点　　　　　項　目

　題名等

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　生活、理科　No.1　　

○生活や理科だけでなく、職業・家庭科や各教科等を合わせた指導などに活用できるようにしてある。

○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

○世界的に有名な「モナ・リ
　ザ」や「ミロのヴィーナ
　ス」などの美術作品につい
　て鑑賞する視点を具体的に
　示して紹介してある。
○漢字には振り仮名がつけて
　ある。
○ＡＢ判
○カラー刷り
　６４ページ

○見開き２ページごとに一つ
　のテーマが取り上げられて
　おり、関連した作品が紹介
　されている。
○美術作品の「展示室」、自
　分で描く「みんなが参加す
　る部屋」、子どもが描いた
　作品が紹介されている「み
　んなの展覧会」と３つの内
　容から構成されている。

○鑑賞ポイントをイラストを
　交えて説明してある。
○それぞれの美術作品が大き
　くカラー写真で掲載してあ
　る。
○美術作品に込められた作者
　の思いが子どもに語りかけ
　るような表現で記述してあ
　る。

○美術作品を鑑賞する楽しさ
　を知り、制作意欲につなげ
　ることができる。

6

選　定　に　必　要　な　資　料

 総　　　括

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点　　　　　項　目

　題名等

                                                                                            　　　　　　　　　　　図画工作、美術科　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。

ひらめき美術館
第１館（小学館）
１，７５０円＋税



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

○目に見えない「怒り」の感
　情について、たとえや実際
　の場面を取り上げて具体的
　に説明してある。
○小学校高学年程度の漢字に
　は振り仮名がつけてある。
○Ｂ５変形型
○カラー刷
　９８ページ

○「怒り」の様々な解決方法
　を１２章に分けて説明して
　ある。
○自分の「怒り」の感情を理
　解し、コントロールできる
　ようにワークブック形式に
　なっている。

○認知行動療法に基づいた対
　処方法をイラストと文章で
　紹介してある。
○テーマごとに具体的な例が
　多く用いられており、自分
　の内面で起こっていること
　を客観的にとらえることが
　できる。
○字が大きく読みやすい。

○自分の感情をコントロール
　する方法を実際に練習する
　ことで、実生活に活かすこ
　とができる。

7

だいじょうぶ　自
分でできる怒りの
消火法　ワーク
ブック
（明石書店）
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。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　　生活、保健体育科　No.1　　

　　　　　項　目

　題名等

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・関心への配慮等
4.教科の特性、島根の実態へ
の適合等

○食事に含まれる３つの栄養
　とバランスのよい食生活や
　マナーについて学習できる
　ようにしてある。
○漢字には振り仮名がつけて
　ある。
○Ｂ５判
○カラー刷
　３２ページ

○栄養素の役割の理解と主
　食、主菜、副菜に分けた献
　立づくりの２つで構成され
　ている。
○絵本に掲載されている献立
　の絵や食材の写真とマグネ
　ットが対応している。
○絵本とマグネット、マグネ
　ットシートがセットになっ
　いる。

○絵本の絵や写真がマグネッ
　トと対応しており、マグネ
　ットを操作しながら視覚的
　に理解を深めることができ
　る。
○栄養素を３色に分けて説明
　してある。
○カラーイラストと実物の写
　真が掲載してあり、イメー
　ジがもちやすい。

○日常よく目にする献立や食
　材が取り上げられており、
　実生活に役立てることがで
　きる。

○道具やその使い方、簡単な
　作品づくりなど、編み物と
　縫い物についての基本的な
　内容がまとめられている。
○漢字には振り仮名がつけて
　ある。
○Ａ４変形型
○カラー刷
　１０３ページ

○編み物と縫い物の基本的な
　ポイントをおさえながら、
　徐々に発展的な製作に取り
　組めるように構成されてい
　る。
○前半「あみもの」後半「ぬ
　いもの」がまとめられてい
　る。

○製作手順の説明が簡潔で、
　写真や拡大図がカラーで掲
　載してある。
○用具の持ち方が実物大の手
　のイラストを交えて解説し
　てある。
○完成作品が写真で示され、
　作品のイメージがもちやす
　くなっている。

○基礎的な技能を身につけな
　がら、生活の中で使える小
　物の製作に取り組めるよう
　になっている。

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

8

選　定　に　必　要　な　資　料

 総　　　括

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点　　　　　項　目

　題名等

                                                                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生活、職業・家庭科　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。

はじめの一歩
あみもの＆ぬいも
のできた！
（日本ヴォーグ
社）
９８０円＋税

マグネットで食育
おいしいごはんの
ひみつ
（ポプラ社）
１，２００円＋税


