
別冊２

令和３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） 

　令和３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、音楽　 バスまってる 1

2 算数、数学　 さわって学べる　算数図鑑 2

3 社会　等 立体地図で見る　日本の国土とくらし③　低い土地や寒い土地のくらしと平野・川 3

4 社会、特別の教科 道徳 さがしてみよう！まちのバリアフリー⑥　バリアフリーなんでも事典 4

5 社会、職業・家庭　 こどものための　防災教室　身の守りかたがわかる本 5

6 生活、職業・家庭　 ルールとマナーを学ぶ　子ども生活図鑑①　家庭生活編 6

7 図画工作　 かがみのえほん　ふしぎなにじ 7

8 図画工作、美術 だれでもアーティスト 8

9 外国語、音楽　 おとのでる　えいごのうたえほん 9

10 体育、特別の教科 道徳 まるわかり！パラリンピック　パラリンピックって何だろう？ 10

令和３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。

（注）資料中の教科・種目名欄について
　　　表記の教科・種目を想定して選定に必要な資料を作成しているが、これらの教科・種目に限定するものではない。



1.内容、程度、分量等 2.題材の選択や構成等 3.興味・関心を高める工夫
4.各教科との関連及び身近な
生活に生かせる工夫

○バスを待つ男の子の所に
次々と様々な物や生き物が
やってくる様子が反復の形で
描かれている。
○平仮名と片仮名で表記され
ている。
○１８９×２６３㎜　CD付
○カラー刷り
　３０ページ

○見開き２ページに自然の背
景や登場する者たちが色鮮や
かに大きく描かれている。
○「ブッブー」などの擬音語
や「バスきたかな」の反復に
より現れる物への想像力や期
待感を高めながら読み進める
ことができるよう構成されて
いる。

○楽譜、歌入りＣＤ、手遊びが
付いており、体を動かしながら
話を味わえるよう工夫されてい
る。
〇周囲のバス停や山も擬人化さ
れ表情豊かに描かれている。

○身近な「バス」という題材
を扱っていることで、想像力
や言葉でのやりとりの力を引
き出せるよう工夫されてい
る。
○繰り返しのフレーズを歌っ
たり手遊びをしながら聞いた
りすることで、遊びや家庭生
活において言葉や動作の模倣
を引き出せるよう工夫されて
いる。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国語、音楽　　No.1　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

バスまってる

（えほんの杜）

１,５００円＋税

特別支援学校小学
部1段階から2段
階、小学校特別支
援学級に適してい
る。

1 



1.内容、程度、分量等 2.題材の選択や構成等 3.興味・関心を高める工夫
4.各教科との関連及び身近な
生活に生かせる工夫

○量、計算、図形が様々な図
や形で表現され、実際に動か
す、開ける、組み立てるなど
操作しながら体感的に数量や
図形の概念等を学べるように
なっている。
○漢字には振り仮名がふられ
ている。
〇２８６×２１７mm
〇カラー刷り
　１７ページ

〇１つのテーマが見開き２
ページごとにまとめられてい
る。
〇全ページにおいて、動かし
たり、めくったりなど、操作
をしながら学ぶことができる
構成になっている。
○最後に全体を網羅したクイ
ズもあり、学習を振り返るこ
とのできる構成になってい
る。

○図形や計算が黒い縁取りをし
たカラフルな色で描かれてお
り、触れたりめくったりできる
よう工夫されている。
○各ページの見出しやコメント
では、「へんしんいろんな形」
「分けろ！」「算数博士」のよ
うに興味・関心をひく表現やク
イズ形式の表現が用いられてい
る。

〇実際に操作して作る作業に
より、数量や図形を捉える力
を高めることができるよう工
夫されている。
〇操作をすることで達成感を
感じることができるよう工夫
されている。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　算数、数学　　　No.２

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

さわって学べる
算数図鑑
(学研)
２,２００円

○特別支援学校中
学部、小・中学校
特別支援学級に適
している。

2 



1.内容、程度、分量等 2.題材の選択や構成等 3.興味・関心を高める工夫
4.各教科との関連及び身近な
生活に生かせる工夫

〇日本の代表的な平野につい
て特徴的な地形がわかりやす
くまとめられている。
〇立体地図と写真を多く用い
詳しい解説が書かれている。
〇漢字には振り仮名がふられ
ている。
○２８４×２１８㎜
○カラー刷り
　４８ページ

○地形の全体とその土地の特
徴的事柄が、見開き２ページ
にまとめられている。
〇各平野ごとに特産物や自然
との共存の歴史がまとめられ
ている。

〇山などの起伏が立体的に描か
れており、地形がより分かりや
すく表現されている。
〇迫力のある立体地図や、気候
や産業を表す写真や絵図が多く
用いられており、その地域の地
理的特徴をイメージしやすいよ
う工夫されている。

〇地図の見方や身近な地域の
地形等、地理の基礎的な事柄
を学ぶことができるよう工夫
されている。
〇各地の歴史や産業、特産品
等を知ることができるよう工
夫されている。
〇出雲平野などの近隣地が取
り上げられており、自分の住
む地域について関心をもった
り、考えたりすることにつな
げることができるよう工夫さ
れている。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会　　No.3　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

立体地図で見る
日本の国土とくら
し③　低い土地や
寒い土地のくらし
と平野・川
(国土社)
３,２００円

○特別支援学校中
学部、中学校特別
支援学級に適して
いる。

3 



1.内容、程度、分量等 2.題材の選択や構成等 3.興味・関心を高める工夫
4.各教科との関連及び身近な
生活に生かせる工夫

○生活の中にある様々なバリ
アフリーに関する仕事や用
具、用語などが紹介されてい
る。
○主な漢字には振り仮名がふ
られている。
○２９０mm×２３０mm
○カラー刷り
　４４ページ

○点字、手話、バリアフリー
に関する仕事、用語や用具に
加え、自身のふるまい方を考
える内容で構成されている。
○仕事ガイドでは、仕事内容
の他、働く場所も示されてい
る。

○登場する８人のキャラクター
が一緒に学ぶ設定をしながら、
語りかけたりポイントをつぶや
いたりしている。
○イラストや写真により、様子
や方法を捉えやすいよう工夫さ
れている。
○身の回りにあり、馴染みのあ
るものが多数取り上げられてい
る。

○生活の中のバリアフリーを
探すことで、身の回りの生活
により関心を向けることがで
きるよう工夫されている。
○身近なものを題材にするこ
とで、自分ならどうするか、
どうしたいかを具体的イメー
ジしながら考えることができ
るよう工夫されている。
〇自分の生活を支えている支
援者や用具について基礎的な
事柄を学ぶことができるよう
工夫されている。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　社会、特別の教科 道徳　　No.4　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

さがしてみよう！
まちのバリアフ
リー⑥　バリアフ
リーなんでも事典
（小峰書店）
２,８００円+税

○特別支援学校小
学部３段階から中
学部、小・中学校
特別支援学級に適
している。

4 



1.内容、程度、分量等 2.題材の選択や構成等 3.興味・関心を高める工夫
4.各教科との関連及び身近な
生活に生かせる工夫

○命を守るために地震が起き
た時の行動の仕方、避難場所
へ移動する時に気をつけるこ
と、避難生活の体験などが紹
介されている。
○主な漢字には、振り仮名が
ふられている。
○２７０mm×１９０mm
○カラー刷り
　１１１ページ

○地震やその他の災害が起き
た時に想定されることがイラ
ストや写真を使って説明され
ている。
〇「～たら･･･する」という形
式で説明されており、状況と
具体的な行動を結びつけて理
解しやすい構成である。

○家庭、学校、登下校中など日
常生活場面に応じて説明されて
おり、具体的な場面で自分のと
るべき行動を考えることができ
るよう工夫されている。
〇災害の場面、避難の方法、必
要な用具などがイラストや写真
を用いて説明されている。

○地震の備えや避難生活です
ることを体験する項目があ
り、具体的な知識を得たり自
分で考えたりすることができ
るよう工夫されている。
〇日頃から備えが必要な事柄
を、自分の住む地域や日常生
活と結びつけて考えることが
できるよう工夫されている。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　社会、職業・家庭　　　　No.5　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

こどものための
防災教室　身の守
りかたがわかる本
（理論社）
３,８００円＋税

○特別支援学校中
学部、中学校特別
支援学級に適して
いる。

5 



1.内容、程度、分量等 2.題材の選択や構成等 3.興味・関心を高める工夫
4.各教科との関連及び身近な
生活に生かせる工夫

○トイレの使い方、入浴の仕
方、手伝いの仕方などが紹介
されている。
○漢字には振り仮名がふられ
ている。
○２８０mm×２１０mm
○カラー刷り
　３１ページ

○生活のルールやマナーなど
を、「トイレ」「部屋での過
ごし方」「歯みがき」「入
浴」「食事」「休日のすごし
方」「お手伝い」の項目で学
習できるように構成されてい
る。
○項目ごとに、ルールやマ
ナーが簡潔に記述されてい
る。

○起床してから登校まで、帰宅
してから就寝するまでの流れが
示されており、生活の流れに
沿ってルールやマナーがわかる
よう工夫されている。
〇親しみやすいイラストによ
り、具体的なやり方が描かれて
いる。

○具体的な場面を通して、家
庭生活のルールやマナーをイ
ラストを見ながら学べるよう
になっており、実際の生活で
の定着を図ることができるよ
う工夫されている。
〇自分の家庭生活と結びつけ
て考えやすい構成であり、基
本的生活習慣に加え、余暇や
手伝いについて学び豊かな生
活につなげることができるよ
う工夫されている。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　生活、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

ルールとマナーを
学ぶ　子ども生活
図鑑①　家庭生活
編
（国土社）
３,０００円＋税

○生活科において
は、特別支援学校
小学部３段階、小
学校特別支援学級
に適している。
○職業・家庭科に
おいては、特別支
援学校中学部、中
学校特別支援学級
に適している。

6 



1.内容、程度、分量等 2.題材の選択や構成等 3.興味・関心を高める工夫
4.各教科との関連及び身近な
生活に生かせる工夫

○虹が鏡に映り、ページの角
度を変えることで虹が変化し
ていくしくみが取り入れられ
ている。
○全て平仮名で書かれてい
る。
○１９０×１６０mm
○カラー刷
　２０ページ

○見開き２ページで黒い背景
に５色で描かれた虹、反射す
る銀色の鏡が描かれており、
鏡に映った立体的な虹を見る
ことができる。
○一直線の虹が次第に複雑な
虹に変化していく様子を見る
ことができる発展的な構成に
なっている。

○鏡がキラキラ反射することを
楽しむことができるよう工夫さ
れている。
○虹の形がページの角度によっ
て変化するため、様々な見え方
を発見し動かせるよう工夫され
ている。

○絵本の中の鏡から、本物の
鏡を使った創作活動へ発展さ
せることができるよう工夫さ
れている。
○生活の中で鏡に映る自分へ
の関心を高めたり、鏡を見る
ことで身だしなみ等への意識
へつなげたりすることができ
るよう工夫されている。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　図画工作　　　No.7　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

かがみのえほん
ふしぎなにじ

（福音館書店）
１,５００円＋税

○特別支援学校小
学部１段階、２段
階、小学校特別支
援学級に適してい
る。

7 



1.内容、程度、分量等 2.題材の選択や構成等 3.興味・関心を高める工夫
4.各教科との関連及び身近な
生活に生かせる工夫

○古代壁画や芸術家の絵画、
彫刻など１４作品の鑑賞のポ
イントが簡潔にまとめられて
いる。
〇作品に用いられた技法がわ
かりやすく紹介されている。
○２８４×２２３㎜
○カラー刷り
　８０ページ

○有名な作品を鑑賞する「作
品コーナー」と、それらの作
品で用いられている用具や技
法を用いて作品を作る「挑戦
コーナー」で構成されてい
る。
○身近なものや自然物等、多
様な素材や用具を用いた造形
活動ができるよう構成されて
いる。

○世界各国の多種多様な作品が
取り上げられている。
○「作品コーナー」では作品の
説明に併せて、鑑賞の視点やヒ
ントが書かれている。
○写真も多用されており、作り
方がわかりやすく紹介されてい
る。

○作品をいろいろな視点から
鑑賞する力を高めることがで
きるよう工夫されている。
〇身の回りの素材を表現活動
に活用したり、用具の名称や
用途、使い方を学んだりする
ことができるよう工夫されて
いる。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　図画工作、美術　　　No.8　　　　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

だれでもアーティ
スト
（岩波書店）
２,０００円+税

○特別支援学校小
学部３段階から中
学部、小・中学校
特別支援学級に適
している。

8 



1.内容、程度、分量等 2.題材の選択や構成等 3.興味・関心を高める工夫
4.各教科との関連及び身近な
生活に生かせる工夫

○ページの絵柄と同じボタン
を押すとそのページの歌が流
れる。９曲の童謡が英語で収
録されている。
○英語による歌詞と、日本語
による訳詞が書かれている。
○１５８×１５０㎜
○カラー刷り
　１９ページ

○収録されている歌声はネイ
ティブスピーカーによるもの
であり、標準的な発音を聴く
ことができる。
○見開き２ページに歌詞と曲
をイメージするイラストが描
かれている。

○アルファベットや曜日、数が
盛り込まれた歌を聞いたり歌っ
たりすることができるよう工夫
されている。
○切り替えボタンを押すとお手
本の歌とカラオケの切り替えが
できるため、自分で覚えて歌う
ことができるよう工夫されてい
る。

○音が出る本を操作しなが
ら、繰り返し曲を聴くことで
自然にアルファベットや英語
の発音とイントネーションに
慣れ親しむことができるよう
工夫されている。
○日本語でも聞きなじみのあ
る曲が多く、日本語に置き換
えて歌うことで楽しみながら
英語の意味を学ぶことができ
るよう工夫されている。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　　　　　外国語、音楽　　No.9　

　　　　　項　目

　図書名等

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料　　の　　観　　点

 総　　　括

おとのでる　えい
ごのうたえほん
（金の星社）
１,６００円＋税

○外国語において
は、特別支援学校
中学部、中学校特
別支援学級に適し
ている。
○音楽において
は、特別支援学校
小学部・中学部、
小・中学校特別支
援学級に適してい
る。
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1.内容、程度、分量等 2.題材の選択や構成等 3.興味・関心を高める工夫
4.各教科との関連及び身近な
生活に生かせる工夫

○パラリンピックのあゆみ、
選手たちの活躍、各競技や使
われる用具、記録等について
詳しくまとめられている。
○漢字には振り仮名がふられ
ている。
○２８６×２１７㎜
○カラー刷り
　４７ページ

○競技に関する内容だけでは
なく、テレビ等で目にする機
会の少ないパラリンピックを
支える人やパラリンピックが
目指す社会など幅広い内容が
取り上げられている。
○テーマの表題の下に概要が
簡潔に表記してあり、分かり
やすいよう工夫されている。

○全てのページに写真が掲載さ
れており興味をもって見ること
ができる構成になっている。
○巻末に索引が掲載されてお
り、知りたいことを自分で調べ
ることができるよう工夫されて
いる。

○パラリンピックについて知
ることで、自己の最善を尽く
して運動することの大切さや
スポーツの素晴らしさに気づ
くことができる内容になって
いる。
○パラリンピックが目指す共
生社会について学ぶことで自
己理解に関する学習やキャリ
ア教育等に発展させることが
できるよう工夫されている。

選　定　に　必　要　な　資　料

                                                                                            　　　　　　　　     　体育、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

まるわかり！パラ
リンピック　パラ
リンピックって何
だろう？
（文研出版）
２,８００円＋税

○特別支援学校中
学部２段階、中学
校特別支援学級に
適している。
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