
　平成２５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

　　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）

平成２５年度使用



教科・種目名 ページ

国語科 1

国語科 1

算数・数学科 2

理科 3

   生活・理科　　 4

生活、
職業・家庭科

5

音楽科 6

外国語科 7

平成２５年度使用一般図書（追加分）「選定に必要な資料」掲載一覧

「新レインボー　写真でわかる慣用句辞典」

「１００かいだてのいえ」　　「ちか１００かいだてのいえ」

図    書    名

（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。

「こども和英じてん」

「ドラえもんの音楽おもしろ攻略　リコーダーがふける」

「イラスト版気持ちの伝え方　コミュニケーションに自信がつく４４のトレーニング」

「ねぇ知ってる？大図鑑」

「きっずジャポニカセレクション　１０才までにやってみよう　かんたんワクワク理科あそ
び」

「グレーゾーンの子どもに対応した算数ワーク初級編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

○主人公が地上１００階と、
　地下１００階建ての家を、
　１階から１００階まで冒険
　し、住んでいる生き物と交
　流していく絵本である。
○文章は平仮名、カタカナ、
　数字で書かれている。
○Ａ４判たて
○カラー刷
　３２ページ

○本を縦に開いて下から上
　へ、また上から下へと読
　み進める形式になってい
　る。
○見開きで、１０階ずつ１
　つの場面になっており、
　場面ごとにちがう登場人
　物との交流が描かれてい
　る。

○物語ならではの不思議な
　設定や見開きのイラスト
　に、読者の想像力をかき
　たてる工夫がされてい
　る。
○１００個の部屋すべてに
　色やデザインの工夫がさ
　れており、楽しみながら
　読むことができる。

○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。
○豊富な場面設定と細かな
  絵の描写を見ることで、
  想像力や会話が拡がる。
  子どもが話を考える際の
　参考にもなる。

○日常生活で耳にする慣用句
　が、写真を使用して視覚的
　にわかりやすく説明されて
　いる。
○慣用句があいうえお順に掲
　載されている。
○字が大きく、漢字にはすべ
　て振り仮名がついている。
○Ｂ５版
○カラー刷
８７ページ

○慣用句が大きなフォント
　で見やすく表わされてい
　る。
○慣用句について、「意
　味」「解説」「使い方」
　が易しい言葉で簡潔にわ
　かりやすく説明されてい
　る。

○ページいっぱいの迫力あ
　る写真が掲載されていて
　興味を引く。
○写真に擬音語や擬態語が
  ついていることで、慣用
  句の意味が理解しやすく
  なっている。

○日常生活場面と結びつけ
  ることができ、慣用句に
  関心をもつきっかけをつ
　くることができる。     ○
慣用句に関連した言葉も
　掲載されており、発展的
　に学習できる。

○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。

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

「１００かいだて
のいえ」
（偕成社）
１，２００円＋税

「ちか１００かい
だてのいえ」
（偕成社）
１，２００円＋税

○小・中学校特別
　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。

「新レインボー
写真でわかる慣用
句辞典」
（学研）
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・関心への配慮等
4.教科の特性、島根の実態へ
の適合等

○１００までの数や足し算
  （繰り上がりあり、なし）
  や引き算（繰り下がりあ
　り、なし）長さくらべ、形
　の学習をするための学習プ
　リントになっている。
○Ｂ５版
○単色刷（モノクロ）
　１２６ページ

○５までの数、１０までの
　数、２０までの数、１００
　までの数や足し算、引き算
　のやり方についてわかりや
　すく示されている。
○なぞり書きをしながら計算
　したり、手本を見ながら写
　す部分もあり、無理なく取
　り組むことができるように
　なっている。

○書字の苦手な児童生徒が書
　きやすいようになぞり書き
　になっている。
○指を使った暗算など操作的
　な活動を通して、数や計算
　や図形に親しむことができ
　るように工夫されている。

○系統性を基盤に置いた単元
　構成になっている。
○数字だけでなくイラストを
　使いながら計算できる部分
　や、なぞり書きの部分など
　があり、計算や書字の苦手
　な児童生徒に配慮した構成
　になっている。

○興味をもって取り組め、自学自習にも活用できる。

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

「グレーゾーンの
子どもに対応した
算数ワーク初級編
１」（明治図書）
１，６００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

○身近にある材料でできる、
　３３のテーマに基づく８４
　の理科あそびが、イラスト
　付きで紹介されている。
○漢字にはすべて振り仮名が
　ついている。
○Ｂ５版
○カラー刷
　１１９ページ

○理科あそびのポイント、用
　意するもの、手順、注意な
　どが整理して、示されてい
　る。
○せっけん、空気、光と水、
　音と動き、電気と磁石、温
　度、生き物、もののしくみ
　自然のしくみのジャンルに
　ついて、取り上げられてい
　る。

○あそびかたが巻頭カラー写
　真と本文イラストで示され
　ている。
○「なんでかな？」「考えて
　みよう！」のコーナーで、
　わかったことを詳しく解説
　し、さらに発展的に考える
　ことができるようにしてあ
　る。

○ペットボトル、空き缶、ス
　トローなど家庭にある材料
　を使い、手を動かして考え
　ることで理科のおもしろさ
　を体験することができる。

「きっずジャポニ
カセレクション
１０才までにやっ
てみよう
かんたんワクワク
理科あそび」
（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。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　理科　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

○人体･生活・動植物・地
　球・宇宙・科学技術の６つ
　の分野を取り上げ、子ども
　の素朴な好奇心を学びに変
　える豆知識が掲載されてい
　る。
○漢字には振り仮名がついて
　いる。
○ＡＢ判
○カラー刷
　128ページ

○６つの分野を色分けし、
　１つのテーマについて見
　開き２ページで解説され
　ている。

○豊富な写真やページいっ
　ぱいの迫力あるイラスト
　が使われている。
○親しみやすいキャラク
　ターが紹介する豆知識か
　ら、関連性のある知識を
　拡げていくことができ
　る。

○人の体やくらし、動物や
　昆虫、直物など、幅広い
　分野が取り上げてあり、
　理科の様々な学習に活用
　できる。

「ねぇ知ってる?
大図鑑」
（主婦と生活社）
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。

○各教科・領域の調べ学習に役立てることができる。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　生活・理科　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

○自分の気持ちや考えを伝え
  るコミュニケーションのコ
  ツが、具体的な場面で紹介
  されている。
○漢字にはすべて振り仮名が
  ついている。
○Ｂ５版
　１１１ページ

○「はじめての人と話すと
  き」「言いにくいことを言
　うとき」等身近な場面設定
　ごとに見開き２ページでま
　とめてある。
○左ページは解決策やアドバ
　イス、右ページはワーク
　シートになっており、自分
　で記入できる。

○もくじを見て、あてはまる
　場面や読みたい場面から読
　むことができる。
○場面に合わせた親しみやす
  いイラストと文章で表現さ
  れている。

○実際に子どもたちの経験か
  ら対応に困った場面を取り
  あげてあり、実生活に即し
  ている。
○ワークシートに記入するこ
  とで、自己理解につなげる
  ことができる。

「イラスト版気持
ちの伝え方
コミュニケーショ
ンに自信がつく
４４のトレーニン
グ」
（合同出版）
１,６００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、職業・家庭科　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

○リコーダーについての知
  識や演奏が上達する方法
  について書かれている。
○漢字には振り仮名がつい
  ている。
○Ｂ６版
○カラー刷
  １９２ページ

○前半はリコーダーにつ
  いての説明、後半は実
  際の演奏の仕方が書か
  れている。
○単元ごとに解説や演奏
  の練習方法が書かれて
  いる。

○漫画でストーリーが展
  開し、リコーダーにつ
  いての知識が要所に盛
  り込まれ、興味をもっ
  て読むことができる。
○リコーダー演奏の方法
  やコツが図解でわかり
  やすく説明してある。

○リコーダーだけでな
　く、音楽に関するその
　他の内容の説明もあ
　り、知識を拡げること
　ができる。

「ドラえもんの音
楽おもしろ攻略
リコーダーがふけ
る」
（小学館）
７６０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

                                                                                            　　　　　　　　　音楽科　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

○普段の生活でよく使う
　3,542語が見出し語として
　収録され、英単語としては
　約4,500語が収録されてい
　る。
○漢字には振り仮名がついて
　いる。英語には平仮名で読
　み方がついており、強く発
　音する部分は太字で書かれ
　ている。
○Ａ４版
○カラー刷
　２７１ページ

○英語の訳だけでなく、品詞
　や反対語、派生語、関連
　語、関連表現、例文なども
　掲載されている。
○テーマ別に挨拶や単位など
　さまざまなミニ知識が紹介
　されている。
○ページ番号の数字の横に英
　訳及び読み方が掲載されて
　いる。

○カラーイラストが使われて
　おり、わかりやすい。
○巻末部分には英語で遊ぶこ
　とができる１２のミニゲー
　ムや手紙・Ｅメールの書き
　方が収録されている。

○調べた言葉から関連した別
　のページへとつなげること
　ができる言葉があり、発展
　的に学習できる。
○アルファベット索引も掲載
　されているので、英和辞典
  としても利用できる。

「こども和英じて
ん」
（ポプラ社）
２，０００円＋税

○小学校特別支援
　学級高学年、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

                                                                                            　　　　　　　　　　　外国語科　No.1　　

　　　　　項　目

　題名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括


