
  

平成２８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） 

島根県教育委員会

　平成２８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。



種目名 図    書    名 ページ

国語  「子ども『学問のすすめ』」 1

国語 「書きかたがわかる　はじめての文章レッスン　②手紙・電子メール」 1

算数、数学 「時計がわかる本」 2

理科 「楽しく学べる理科の実験・工作　小中学生向け」 3

生活、職業・家庭 「はじめてでもかんたん！日本の料理」 4

音楽 「和楽器にチャレンジ！１ 和太鼓を打ってみよう」 5

図画工作、美術 「名人のデザイン塾①　創る文字デザイン　まなぶたのしむ文字デザイン」 6

保健体育 「運動能力アップのコツ③　高く跳ぶ・遠くへジャンプ」 7

外国語 「音がとびだす！ドラえもんのはじめてのえいかいわ」 8

平成２８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。



1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心への工夫等
4.教科の特性、県の実態への適
合等

○福沢諭吉著「学問のすす
　め」から１９の言葉の抜粋
　とその現代語訳、解釈に加
　えて、作者や時代背景等に
　ついての解説がまとめられ
　ている。
○漢字には振り仮名が付けら
　れている。
○Ａ５判
○カラー刷
  １１２ページ

○４つのテーマから構成され
　ている。
○原文と現代語訳が見開き２
　ページで大きい文字で示さ
　れている。
○原文の解説は２～３ページ
　でまとめられており、作者
　や時代背景等についての解
　説はコラムとして８か所に
　記されている。

○現代語訳が児童生徒のイメー
　ジしやすい言葉で書かれてい
　る。
○解説は児童生徒に語りかける
　ような文体で書かれている。
○ページの色合いが内容によっ
　て、３つに色分けされてい
　る。
○解説のポイントが、挿絵や吹
　き出しの言葉によって示され
　ている。

○「なぜ学ぶのか」「夢」
　「お金」など、児童生徒が普
　段の生活の中で抱く疑問や悩
　みなどと関連付けて学習でき
　る内容となっている。

○手紙や電子メールの基本的
　な書き方について実例を交
　えながら解説されている。
○小学校中学年以上で習う漢
　字には振り仮名が付けられ
　ている。
○Ａ４判
○カラー刷
　４８ページ

○手紙の種類ごとに見開き２
　ページでまとめられてい
る。
○書きたいことを整理するた
　めの手紙シートが紹介され
　ており、それを基にして手
　紙が書けるように構成され
　ている。
○電子メールのマナーや実例
　が掲載されている。

○手紙を書く上で知っておくと
　役立つことがワンポイントレ
　ッスンや吹き出しなどで取り
　上げてられている。
○手紙の種類ごとに実例が紹介
　されており、書き方や文章な
　ど実際に手紙を書くときにイ
　メージがもちやすい。

○日常生活の中でよく書かれる
　手紙や電子メールの内容が取
　り上げられており、生活の中
　で役立てることができる。

○国語だけでなく、各教科等を合わせた指導にも活用することができる。

○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。

こども「学問のす
すめ」
（筑摩書房）
１，５００円＋税

書きかたがわかる
はじめての文章
レッスン
②手紙・電子メー
ル
(学研)
３，０００円＋税

1

選　定　に　必　要　な　資　料

 総　　　括

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

　図書名等

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　（国語）　No.１　　

○国語だけでなく、社会や各教科等を合わせた指導にも活用することができる。

○中学校特別支援
　学級、特別支援
　学校中学部に適
　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・関心への工夫等
4.教科の特性、県の実態への
適合等

〇時計の読み方と時間につい
　ての基本的な内容がまとめ
　られている。
〇漢字には振り仮名が付けら
　れている。
〇時計のコピー図版がある。
〇Ａ４判
〇カラー刷
　４８ページ

〇短針、長針だけの読みから両
　針の読みへと段階を踏んで学
　習できるように構成されてい
　る。
〇「～時ちょうど」「～時ま
　え」「～分きざみ」などにつ
　いて、時計の文字盤の図と併
　せて解説されている。

〇短針は赤、長針は青に統一し
　て表記してあり、見やすくな
　っている。
〇コピー図版を使って、実際に
　学習用の時計を作り、操作し
　ながら学べるようになってい
　る。

〇「～時ちょうど」「～時ま
　え」など生活場面でよく使
　われる時刻や時間の表現が
　取り入れられている。
〇秒針の学習や時間の長さな
　ど発展的な内容も掲載され
　ている。

2

　○各ページの下部及び巻末には指導者に向けた解説や指導のポイントが書かれている。

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

時計がわかる本
（岩崎書店）

３，０００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

　図書名等

                                                                                            　　　　　　　　（算数、数学）　No.１　　



1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心への工夫等
4.教科の特性、県の実態への
適合等

○小・中学生向けの理科の実
  験・工作が３０テーマ解説
　されている。
○漢字には振り仮名が付けら
　れている。
○Ａ４判
○カラー刷
　１５２ページ

○「電気と磁石」「熱」「光」
  「力と運動」「地学」「化
　学」「生物」の７つのジャン
　ルに分けて構成されている。
○実験・工作のレベルがひと目
　でわかるように対象学年、難
　易度、所要時間が掲載されて
　いる。

○実験や工作に必要な材料や
　道具、手順が全てカラー写
　真や図で説明されている。
○実験の結果や工作の完成品
　が最初に写真で掲載されて
　おり、興味・関心を引き出
　すことができる。

○身の回りの現象がテーマと
　して取り上げられており、
　実験・工作を通して体験的
  に学ぶことができるように
  なっている。

3

楽しく学べる理科
の実験･工作
小中学生向け
(エネルギーフォー
ラム)
２，６００円＋税

○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

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　（理科）　No.１　

　　　　　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・関心への工夫等
4.教科の特性、県の実態への
適合等

○調理の基礎と簡単な和食の
　調理についてまとめられて
　いる。
○小学校高学年程度の漢字に
　は振り仮名がつけられてい
　る。
○Ａ４判
○カラー刷
　４７ページ

○前段で調理用具と使い方、
　材料などの基本的な内容が
　掲載され、後段で７つの和
　食献立の調理方法がまとめ
　られている。
○「料理の並べ方」や「だ
　し」などの「和食マメ知
　識」が５つ掲載されてい
　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。
○献立には調理時間や料理の
　難易度マーク（３段階）が
　表示されている。

○「ごはんととん汁」「煮魚
　と酢の物」など、日常食と
　して身近で基本的な献立が
　取り上げられている。

4

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　（生活、職業・家庭）　No.１　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

はじめてでもかん
たん！
日本の料理
（国土社）
３，０００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。



1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心への工夫等
4.教科の特性、県の実態への
適合等

○和太鼓についての知識や演
　奏方法などが写真付きで説
　明されている。
○小学校中学年以上の漢字に
　は振り仮名が付けられてい
　る。
○Ｂ５判
○カラー刷
　４８ページ

○前半は和太鼓についての説
　明、後半は太鼓の実際の演
　奏の仕方や扱い方などの内
　容で構成されている。
○太鼓の演奏の基礎となる譜
　面がスモールステップで紹
　介されている。

○様々な種類の太鼓がカラー
　写真で掲載されている。
○ばちの持ち方や太鼓を叩く
　時の構え方などが写真とと
　もに説明されており、イ
　メージがもちやすくなって
　いる。

○日本の伝統芸能や郷土芸能
　についての掲載があり、地
　域の伝統芸能と関連付けて
　学習を進めることができ
　るようになっている。

5

○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。

和楽器にチャレン
ジ！
１ 和太鼓を打って
みよう
（汐文社）
２，０００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

　図書名等

                                                                                            　　　　　　　　　　　（音楽）　No.１　　



1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心への工夫等
4.教科の特性、県の実態への
適合等

○文字デザインの説明、技法
　や用具の紹介から実践トレ
　ーニングまでの内容がまと
　められている。
○Ｂ５変型判
○カラー刷
　６７ページ

○簡単に取り組める内容から
　発展的な内容まで掲載され
　パソコンでできることにつ
　いてもふれている。
○「立体文字でかいてみよ
　う」「絵の要素を加えてみ
　よう」など、項目ごとに見
　開き２ページでまとめられ
　ている。

○写真やデザインなどすべて
　カラーで掲載され、ポイン
　トがキャラクターの吹き出
　しによって示されている。
○文字デザインの面白さが伝
　わるような様々なデザイン
　例が掲載されている。

○看板や本など、日常生活の
　中でよく目にする文字のデ
　ザインが示されており、用
　具や材料も身近なものが取
　り上げられている。

6

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　（図画工作、美術）　No.１　　

 総　　　括

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

　図書名等

○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。

名人のデザイン塾
①創る文字デザイ
ン
まなぶたのしむ
文字デザイン
（理論社）
２，８００円＋税



1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心への工夫等
4.教科の特性、県の実態への
適合等

○跳び箱、垂直跳び、縄跳び
  などのジャンプ動作と鉄棒
  のまわり方などについて写
  真と具体的な言葉で解説さ
　れている。
○小学校中学年以上の漢字に
  は振り仮名がつけられてい
　る。
○Ａ４変型判
○カラー刷
  ３２ページ

○運動する上で基本となる体
　の動かし方とそれぞれの運
　動について、コツとなるポ
　イントが写真とともに示さ
　れている。
○運動のテーマごとに見開き
　で紹介されている。

○体の動かし方が連続写真を
　使って解説されており、運
　動のイメージがもちやすく
　なっている。
○よい例と比較しながら学習
  できるように工夫されてい
  る。悪い例も写真付きで掲
  載されている。

○鉄棒や縄跳びなど、身近な
　運動が取り上げられてい
　る。

7

○中学校特別支援
 学級、特別支援学
 校中学部に適して
 いる。

運動能力アップの
コツ③
高く跳ぶ・遠くへ
ジャンプ
（汐文社）
２，０００＋税

選　定　に　必　要　な　資　料

 総　　　括

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

　図書名等

                                                                                            　　　　　　　　　　　（保健体育）　No.１　　



1.内容、程度、分量等 2.教材の選択や構成等 3.興味・関心への工夫等
4.教科の特性、県の実態への
適合等

○日常的によく使う英語表現
　を絵と音声で学習すること
　ができるようになってい
　る。
○音声装置には４０の英会話
　と２曲の歌が収録されてい
　る。
○Ａ４判のハードカバーの中
　にＡ５判の絵本と音声装置
　がセットされている。
○カラー刷
　４７ページ

○子どもが音声ボタンを押し
　て英語を繰り返し聞いた
　り、歌いながら英語のリズ
　ムを体感したりすることが
　できるようになっている。
○絵の下に英文と日本語訳が
　あり、会話の状況や意味が
　わかるように構成されてい
　る。

○朝起きてから寝るまでの一
　日の会話が、ドラえもんと
　ドラミちゃんのやりとりで
　英語表現されている。
○音声ボタンには絵がついて
　おり、絵本と音声を対応さ
　せなが楽しむことができる
　ように工夫されている。

○日常生活に沿った英会話が
　取り上げられており、実際
　の生活場面で役立てること
　ができるようになってい
　る。

8

○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。

音がとびだす！ド
ラえもんのはじめ
てのえいかいわ
（小学館）
１，９８０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

　図書名等

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　（外国語）　No.１　


