
 

第25号議案 

 

 

滋賀県立特別支援学校小・中学部において令和４年度に使用する 

教科用図書の採択について 

 

 

 

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和38年法律第182号）

第 13 条第２項の規定に基づき、令和４年度に滋賀県立特別支援学校小学部および

中学部において使用する教科用図書を次のとおり採択する。 

 

 

 

    令和３年８月23日 

 

 

                           滋賀県教育委員会 

 

 

 

 

別紙１から２までのとおり 



令和４年度使用

滋賀県立特別支援学校　小学部

学校別教科用図書

別紙１



盲学校　 P 1
聾話学校 P 22
北大津養護学校 P 37
鳥居本養護学校 P 52
長浜養護学校 P 59
草津養護学校 P 78
守山養護学校 P 97
野洲養護学校 P 116
三雲養護学校 P 135
新旭養護学校 P 158
八日市養護学校 P 169
甲良養護学校 P 188



算数 大日本

たのしいさんすう１ねん

たのしい算数２年

たのしい算数６年

文部科学省著作点字教科書の原本である。

1

2

3 たのしい算数３年

たのしい算数４年

たのしい算数５年

4

5

6

色彩がはっきりしており、見やすい。資料図が多く、社会的事象との関
係について詳しく考察することができるように工夫されている。拡大地
図帳の原本である。

書写　四年

書写　五年

書写　六年

帝国
楽しく学ぶ　小学生の地図帳

３・４・５・６年

教出

小学社会　３・４

小学社会　５

小学社会　６

光村

しょしゃ　一ねん

しょしゃ　二年

書写　三年
国語と同一方針で編集されているので、視覚障害のある児童にとって、
国語と関連性を持って文字や書写について学ぶことができる。

文部科学省著作点字教科書の原本である。

1

2

国語六　　創造

こくご一上　かざぐるま
こくご一下　　ともだち
こくご二上　たんぽぽ
こくご二下　赤とんぼ

3

4

6

地図

5

6

3・4

5

3・4・5・6

国語

書写

社会

6

滋賀県立盲学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程１ ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

国語三上　　わかば
国語三下　あおぞら
国語四上　かがやき
国語四下　はばたき

1

2

3
光村

国語五　　銀河

4

5

文部科学省著作点字教科書の原本である。

R４申請　盲学校　小学部　課程１（検定）
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文部科学省著作点字教科書の原本である。

文部科学省著作点字教科書の原本である。学研
みんなのほけん　３・４年

みんなの保健　５・６年

小学校　わたしたちの家庭科　５・６

保健

5・6 開隆堂

3・4

5・6

家庭

5・6
図画工作５・６上　　　　心をひらいて
図画工作５・６下　　　　つながる思い

図工

1・2

開隆堂

ずがこうさく１・２上　わくわくするね
ずがこうさく１・２下　　　みつけたよ

3・4
図画工作３・４上　　　できたらいいな
図画工作３・４下　　　　力を合わせて

写真・絵とも親しみやすく、描くことや創作することについて児童の興
味関心を喚起するよう工夫されている。また、作品が大きく掲載されて
おり、作品の工夫がわかりやすい。

文部科学省著作点字教科書の原本である。

6

音楽

1

教芸
4

小学生のおんがく　１

小学生の音楽　６

小学生の音楽　４

5 小学生の音楽　５

2 小学生の音楽　２

3 小学生の音楽　３

伝え合いや話し合いの場面を多く例示している。また、取り扱っている
内容が豊富で、児童が興味関心を持って自主的に学習を進めることがで
きる。

生活 1・2 大日本
たのしい　せいかつ　上　なかよし
たのしい　せいかつ　下　はっけん

新しい理科　３

4
文部科学省著作点字教科書の原本である。

教科 使用学年 発行者の略称 書名 選定理由

3

理科 東書

新しい理科　６

新しい理科　４

5 新しい理科　５

6

R４申請　盲学校　小学部　課程１（検定）
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教科 使用学年 発行者の略称 書名 選定理由

特別の教科
道徳

1

教出

しょうがくどうとく１
はばたこうあすへ

文部科学省著作点字教科書の原本である。

5 小学道徳５　はばたこう明日へ

6 小学道徳６　はばたこう明日へ

2 小学どうとく２　はばたこう明日へ

3 小学どうとく３　はばたこう明日へ

4 小学道徳４　はばたこう明日へ

外国語
5

開隆堂
Junior Sunshine ５

文部科学省著作点字教科書の原本である。
6 Junior Sunshine ６

R４申請　盲学校　小学部　課程１（検定）
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拡大図書の中で、文部科学省著作点字教科書の原本である教科書発行者
から発行されているものである。

2
こくご二上　たんぽぽ（拡大教科書）
こくご二下　赤とんぼ（拡大教科書）

3
国語三上　　わかば（拡大教科書）
国語三下　あおぞら（拡大教科書）

4

滋賀県立盲学校小学部　教科用図書申請書　［ 課程１（拡大教科書） ］　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 発行者の略称 書名 選定理由

国語四上　かがやき（拡大教科書）
国語四下　はばたき（拡大教科書）

5 国語五　　銀河（拡大教科書）

6 国語六　　創造（拡大教科書）

書写

1

光村

しょしゃ　一ねん（拡大教科書）

書写　六年（拡大教科書）

国語

1

光村

こくご一上　かざぐるま（拡大教科書）
こくご一下　　ともだち（拡大教科書）

小学書写の拡大をしたものであり、弱視児童の書写に向いているもので
ある。また、国語と同一方針で編集されているので、国語と関連性を
持って文字や書写について学ぶことができる。

2 しょしゃ　二年（拡大教科書）

3 書写　三年（拡大教科書）

4 書写　四年（拡大教科書）

5 書写　五年（拡大教科書）

6

社会

3・4

教出

小学社会　３・４（拡大教科書）

拡大図書の中で、文部科学省著作点字教科書の原本である教科書発行者
から発行されているものである。

5 小学社会　５（拡大教科書）

6 小学社会　６（拡大教科書）

資料図が多く、社会的事象との関係について詳しく考察することができ
る。また、文字が大きく、地図の境界線が鮮明でわかりやすい地図を拡
大したものであり、同じ発行者から発行されているものである。

算数

1

大日本

たのしいさんすう１ねん（拡大教科書）

拡大図書の中で、文部科学省著作点字教科書の原本である教科書発行者
から発行されているものである。

5 たのしい算数５年（拡大教科書）

6 たのしい算数６年（拡大教科書）

2 たのしい算数２年（拡大教科書）

3 たのしい算数３年（拡大教科書）

4 たのしい算数４年（拡大教科書）

地図 3・4・5・6 帝国
楽しく学ぶ　小学生の地図帳

３・４・５・６年（拡大教科書）

R４申請　盲学校　小学部　課程１（拡大）
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6 新しい理科　６（拡大教科書）

生活 1・2 大日本
たのしいせいかつ上　なかよし（拡大教科書）
たのしいせいかつ下　はっけん（拡大教科書）

選定理由

理科

3

東書

新しい理科　３（拡大教科書）

拡大図書の中で、文部科学省著作点字教科書の原本である教科書発行者
から発行されているものである。

4 新しい理科　４（拡大教科書）

5 新しい理科　５（拡大教科書）

教科 使用学年 発行者の略称 書名

4 小学生の音楽　４（拡大教科書）

5 小学生の音楽　５（拡大教科書）

6 小学生の音楽　６（拡大教科書）

身近な生活に関して取り扱っている内容が豊富で、児童が興味関心を
持って活動的に学習を進めることができる内容の検定教科書を拡大した
ものであり、同じ発行者から発行されている。

音楽

1

教芸

小学生のおんがく　１（拡大教科書）

点訳教科書が発行されている唯一の検定教科書の拡大本であり、同じ発
行者から発行されている。

2 小学生の音楽　２（拡大教科書）

3 小学生の音楽　３（拡大教科書）

みんなのほけん　３・４年
（拡大教科書） 点訳教科書が発行されている唯一の検定教科書の拡大本であり、同じ発

行者から発行されている。

図工

1・2

開隆堂

ずがこうさく１・２上　わくわくするね（拡大教科書）
ずがこうさく１・２下　　　みつけたよ（拡大教科書）

唯一の検定教科書の拡大本であり、同じ発行者から発行されている。3・4
図画工作３・４上　できたらいいな（拡大教科書）
図画工作３・４下　　力を合わせて（拡大教科書）

5・6
図画工作５・６上　心をひらいて（拡大教科書）
図画工作５・６下　つながる思い（拡大教科書）

5・6 みんなの保健　５・６年（拡大教科書）

家庭 5・6 開隆堂
小学校　わたしたちの家庭科　５・６

（拡大教科書）
点訳教科書が発行されている唯一の検定教科書の拡大本であり、同じ発
行者から発行されている。

保健
3・4

学研

R４申請　盲学校　小学部　課程１（拡大）
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教科 使用学年 発行者の略称

外国語
5

開隆堂
Junior Sunshine ５（拡大教科書）

拡大図書の中で、文部科学省著作点字教科書の原本である教科書発行者
から発行されているものである。

6 Junior Sunshine ６（拡大教科書）

小学道徳４　はばたこう明日へ
（拡大教科書）

5
小学道徳５　はばたこう明日へ

（拡大教科書）

特別の教科
道徳

1

教出

しょうがくどうとく１
はばたこうあすへ（拡大教科書）

書名

拡大図書の中で、文部科学省著作点字教科書の原本である教科書発行者
から発行されているものである。

2
小学どうとく２　はばたこう明日へ

（拡大教科書）

3
小学どうとく３　はばたこう明日へ

（拡大教科書）

4

選定理由

6
小学道徳６　はばたこう明日へ

（拡大教科書）

R４申請　盲学校　小学部　課程１（拡大）
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文部科学省著作点字教科書である。

2
こくご二上　たんぽぽ（点字教科書）
こくご二下　赤とんぼ（点字教科書）

3
国語三上　　わかば（点字教科書）
国語三下　あおぞら（点字教科書）

4

滋賀県立盲学校小学部　教科用図書申請書　［課程１（点字教科書）］　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 発行者の略称 書名 選定理由

国語四上　かがやき（点字教科書）
国語四下　はばたき（点字教科書）

5 国語五　　銀河（点字教科書）

6 国語六　　創造（点字教科書）

書写

1

（光村）

しょしゃ　一ねん

書写　六年

国語

1

ライト

こくご一上　かざぐるま（点字教科書）
こくご一下　　ともだち（点字教科書）

国語と同一方針で編集されているので、視覚障害の児童にとって、国語
と関連性を持って文字や書写について学ぶことができる。

2 しょしゃ　二年

3 書写　三年

4 書写　四年

5 書写　五年

6

社会

3・4

支援センター

小学社会　３年・４年（点字教科書）

文部科学省著作点字教科書である。5 小学社会　５年（点字教科書）

6 小学社会　６年（点字教科書）

文部科学省著作点字教科書である。

算数

1

ヘレン

たのしいさんすう１ねん（点字教科書）

文部科学省著作点字教科書である。

5 たのしい算数５年（点字教科書）

6 たのしい算数６年（点字教科書）

2 たのしい算数２年（点字教科書）

3 たのしい算数３年（点字教科書）

4 たのしい算数４年（点字教科書）

地図 3・4・5・6 ライト 初等地図帳（点字教科書）

R４申請　盲学校　小学部　課程１（点字）
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6 新しい理科　６（点字教科書）

生活 1・2 （大日本）
たのしい　せいかつ　上　なかよし
たのしい　せいかつ　下　はっけん

選定理由

理科

3

東点

新しい理科　３（点字教科書）

文部科学省著作点字教科書である。
4 新しい理科　４（点字教科書）

5 新しい理科　５（点字教科書）

教科 使用学年 発行者の略称 書名

4 小学生の音楽　４（点字教科書）

5 小学生の音楽　５（点字教科書）

6 小学生の音楽　６（点字教科書）

伝え合いや話し合いの場面を多く例示している。また、取り扱っている
内容が豊富で、児童が興味関心を持って自主的に学習を進めることがで
きる。

音楽

1

ライト

小学生のおんがく　１（点字教科書）

文部科学省著作点字教科書である。

2 小学生の音楽　２（点字教科書）

3 小学生の音楽　３（点字教科書）

みんなのほけん　３・４年
（点字教科書）

文部科学省著作点字教科書である。

図工

1・2

（開隆堂）

ずがこうさく１・２上　わくわくするね
ずがこうさく１・２下　　　みつけたよ

写真・絵とも親しみやすく、描くことや創作することについて児童の興
味関心を喚起するよう工夫されている。また、作品が大きく掲載されて
おり、作品の工夫がわかりやすい。

3・4
図画工作３・４上　　　できたらいいな
図画工作３・４下　　　　力を合わせて

5・6
図画工作５・６上　　　　心をひらいて
図画工作５・６下　　　　つながる思い

5・6 みんなの保健　５・６年（点字教科書）

家庭 5・6 ヘレン
小学校　わたしたちの家庭科　５・６

（点字教科書）
文部科学省著作点字教科書である。

保健
3・4

ライト

R４申請　盲学校　小学部　課程１（点字）
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教科 使用学年 発行者の略称

外国語
5

東点
Junior Sunshine ５（点字教科書）

文部科学省著作点字教科書である。
6 Junior Sunshine ６（点字教科書）

小学道徳４　はばたこう明日へ
（点字教科書）

5
小学道徳５　はばたこう明日へ

（点字教科書）

特別の教科
道徳

1

ライト

しょうがくどうとく１
はばたこうあすへ（点字教科書）

書名

文部科学省著作点字教科書である。

2
小学どうとく２　はばたこう明日へ

（点字教科書）

3
小学どうとく３　はばたこう明日へ

（点字教科書）

4

選定理由

6
小学道徳６　はばたこう明日へ

（点字教科書）

R４申請　盲学校　小学部　課程１（点字）
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ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

らくがきえほん
あ・い・う・え・お

5 岩崎書店 02-1 E03
五味太郎のことばと

かずの絵本
ことばのあいうえお

6 ブロンズ新 28-3

リーブル 40-3

4 リーブル 001
あっちゃんあがつく
たべものあいうえお

あかねえほんシリーズ
えほんえかきうた

002
しりとりしましょ！
たべものあいうえお

言葉の面白さに触れながら楽しんで文字の獲得ができる。また児童
にとって、身近な食べ物を挿し絵として使っているので親しみが持
てる。

うたを歌いながら、絵を描くことができる。弱視児童は楽しみなが
ら運筆の練習ができる。色彩も鮮やかである。

明るい色彩で描かれており、親しみやすい挿絵に興味を持つことが
できるように工夫されている。絵を楽しみながら、言葉のおもしろ
さや文字に関心を持って取り組むことができる。

弱視児童にとって、挿絵や文字が大きくすっきりと見やすく、楽し
みながら文字や言葉の学習ができる。全盲児童にとっても身近な野
菜やくだものを用いているので親しみが持てる。

挿絵や文字がはっきり見やすい。ひらがなを身近で楽しく感じるこ
とができるように工夫されている。また、直接書き込みができ、言
葉作りを楽しむことができる。

指でなぞって繰り返し使用でき、ひらがなの習得がしやすい。また
児童にとって、身近な動物やくだものを挿し絵として使っているの
で親しみが持てる。

子どもがしあげる
手づくり絵本

あいうえおあそび上
ひらがな５０音

ひらがなと音声で分かりやすく文字を確認することができる。自分
でボタンを押して操作することで楽しみながら文字に触れることが
できる。

リズミカルな文面で構成されており、カルタとして遊びながら文字
や言葉を学ぶことができる。

絵を見ながら言葉の意味を理解したり、話し言葉を増やすのに適し
ている。字と図がはっきりしていて、弱視児童でも見やすい色が使
われている。

絵を見ながら言葉の意味を理解したり、話し言葉を増やしたりする
のに適している。字と図がはっきりしていて、弱視児童でも見やす
い色が使われている。

子どもがしあげる
手づくり絵本

あいうえおあそび下
かな文字へんしん術

挿絵が多く､言葉遊びなども豊富で、子どもが興味を持って学習し
やすい。また、書き込みができるので楽しみながら文字や言葉を学
習することができる。

挿絵が多く､言葉遊びなども豊富で、子どもが興味を持って学習し
やすい。また、書き込みができるので楽しみながら文字や言葉を学
習することができる。

音のでる知育絵本４
こえでおぼえる

あいうえおのほん

五味太郎ことばのえほん
あいうえおかるた

五味太郎・言葉図鑑（１）
うごきのことば

五味太郎・言葉図鑑（２）
ようすのことば

ゆびなぞりカードひらがな

A02

1 くもん出版 08-1 525

3 あかね書房 01-1 B03

40-3

書写

2

4

太郎次郎社 16-4

太郎次郎社

O01

557

C03

50916-4

偕成社

教科書名
変更の
有無

選定理由

5

6

滋賀県立盲学校小学部　教科用図書申請書（一般図書用）　　［ 課程２ ］

絵本館 04-1

P04

511

教科
使用
学年

発行者

偕成社 06-1

30-2

06-1

発行者
コード

（番号）

ポプラ

図書コード
（教科書記号番号）

国語

1

2

3

R４申請　盲学校　小学部　課程２
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ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

E16

4

E18
かがくのとも絵本

かみコップでつくろう

身近な材料を使って、試行錯誤しながら実際に作って遊ぶことで、
材料の特性にふれて学ぶことができる。

福音館 28-1

かがくのとも絵本
みんなうんち

絵の色彩が鮮明で、わかりやすい絵になっている。子どもたちが、
身近な生活に興味を持てるように工夫された内容になっている。

5 福音館 28-1

生活

1 岩崎書店 02-1

2 絵本館 04-1

6

4 福音館 28-1 564
かがくのとも絵本
ぼく、だんごむし

子どもたちにとって親しみやすいダンゴムシを題材にしていて、カ
ラフルで見やすい貼り絵を用いて表現されている。

H023 あかね書房 01-1

ママと赤ちゃんの
たべもの絵本２

おやさいとんとん

かばくん・くらしの
えほん２

かばくんのおかいもの

基礎的な算数の概念を獲得し、生活経験と対応させながら数量の概
念や5までの簡単な学習ができるのに適している。

6 同成社 20-5 C02

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」２

（１対１対応、１～５の数、
５までのたし算）

生活に身近な野菜を、そのままの形と皮をむいたり、切ったりした
形で解りやすく表していて視覚的に捉えやすい。

A09 五味太郎の絵本９　いろ

色彩がはっきりとしていて見やすい。弱視の児童も色に興味を持っ
て生活や学習に生かせる。

519

子どもたちの好きな動物が主人公の楽しい絵本である。挿し絵も
はっきりしていてわかりやすい。また、子どもたちの好きな買い物
を題材にしていて興味を持ちやすい。

幼年教育 88-6 504 かずあそび２

幼年教育

遊びの中で発見し、試し、確かめていく自発的な活動を通して、数
の合成分解や順序数など系統的に学習できるよう工夫されている。

5 同成社 20-5 C01

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」１

　（量概念の基礎、比較、
なかま集め）

親しみやすい挿絵を手掛かりに量概念の基礎や比較、弁別の力を身
に付けるのに適している。

やり取りを楽しみながら物と物の関係や数への興味を持たせること
ができる。

2 ひかりのく 27-1 B10
認識絵本１０

おおきいちいさい

視覚障害の児童でもイメージしやすい絵と言葉で物の大きさ比べが
されており、自然に大きさを意識できるようになっている。

かずあそび１

楽しんで遊びながら集合、順列、1対1対応、調節、保存性など系統
的に学習ができるよう、工夫されている。

503

認識絵本５
いくつかな

算数

1 ひかりのく 27-1 B05

3 88-6

R４申請　盲学校　小学部　課程２
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ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

図工

保健

I01

3・4 あかね書房 01-1 506

F01

音楽

1 ポプラ 30-2 532

絵がはっきりしており、わかりやすく、子どもが興味を持ちながら
体のことについて楽しく学習できるようにされている。あそびのおうさまずかん

からだ増補改訂

写真や挿し絵が使われており、わかりやすく、子どもが楽しくえの
ぐ遊びをしながら、創造する力を育てていけるような内容が盛り込
まれている。

からだのえほん１
むしばくんだいすき？

絵がはっきりしており、わかりやすく、子どもが興味を持ちながら
虫歯のことについて楽しく学習できるようにされている。

02-1 A08
あそびの絵本

紙ねんどあそび

写真や挿し絵が使われており、わかりやすく、子どもが楽しく紙ね
んどで遊びながら、創造する力を育てていけるような内容が盛り込
まれている。

A17
あそびの絵本
えのぐあそび

絵の色彩が鮮明でわかりやすく、子どもが親しみながら、楽しく音
楽を学習できるように工夫されている。子どもたちの実態にあった
選曲になっており、学年を追って曲目の幅を広げていける。6 ひかりのく 27-1 515

5・6 学研 06-2

改訂新版どうようえほん４

1・2 岩崎書店 02-1

5・6 岩崎書店 02-1

A07
あそびの絵本

クレヨンあそび

写真や挿し絵が使われており、わかりやすく、子どもが楽しくクレ
ヨン遊びをしながら、創造する力を育てていけるような内容が盛り
込まれている。

3・4 岩崎書店

絵の色彩が鮮明でわかりやすく、子どもが親しみながら、楽しく音
楽を学習できるように工夫されている。子どもたちの実態にあった
選曲になっており、学年を追って曲目の幅を広げていける。5 ひかりのく 27-1 F03

改訂新版どうようえほん２

絵の色彩が鮮明でわかりやすく、子どもが親しみながら、楽しく音
楽を学習できるように工夫されている。子どもたちの実態にあった
選曲になっており、学年を追って曲目の幅を広げていける。4 ひかりのく

改訂新版どうようえほん３

27-1 F02

改訂新版どうようえほん１

絵の色彩が鮮明でわかりやすく、子どもが親しみながら、楽しく音
楽を学習できるように工夫されている。子どもたちの実態にあった
選曲になっており、学年を追って曲目の幅を広げていける。3 ひかりのく 27-1

おととあそぼう
シリーズ３９

じぶんでひけたよ！
メロディーピアノえほん

子どもにとって馴染みのある童謡や人気のあるアニメソングなど30
曲が収録されていて、聴いても弾いても楽しむことができる。

あそびうたのほんＣＤつき

人と関わりながら楽しく歌ったり、手遊びができたりする内容に
なっており、子どもの実態にあった選曲になっている。

2 ひかりのく 27-1 013

R４申請　盲学校　小学部　課程２
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ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

5 合同出版 10-8 B04
絵でわかる

こどものせいかつずかん４
おつきあいのきほん

挿絵を使った、短い文章の説明がわかりやすく、子どもの「やって
みよう」「じぶんにもできる」という気持ちを育てていけるような
内容が盛り込まれている。

6 偕成社 06-1 600
子どものマナー図鑑(５)
１２か月・行事のマナー

日常生活に密着している。弱視児童には、視力に応じて拡大して使
用しやすい。全盲児童には、短い文章のため点字を貼って読むこと
ができる。

日常生活に密着している。弱視児童には、視力に応じて拡大して使
用しやすい。全盲児童には、短い文章のため点字を貼って読むこと
ができる。

4 偕成社 06-1 Z03
子どものマナー図鑑(３)
でかけるときのマナー

日常生活に密着している。弱視児童には、視力に応じて拡大して使
用しやすい。全盲児童には、短い文章のため点字を貼って読むこと
ができる。

特別の教科
道徳

1 合同出版 10-8 531
絵でわかる

こどものせいかつずかん２
しょくじのきほん

挿絵を使った、短い文章の説明がわかりやすく、子どもの「やって
みよう」「じぶんにもできる」という気持ちを育てていけるような
内容が盛り込まれている。

2 偕成社 06-1 Z01
子どものマナー図鑑(１)
ふだんの生活のマナー

日常生活に密着している。弱視児童には、視力に応じて拡大して使
用しやすい。全盲児童には、短い文章のため点字を貼って読むこと
ができる。

3 偕成社 06-1 598
子どものマナー図鑑(２)

食事のマナー

R４申請　盲学校　小学部　課程２
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

国語

1 ひさかた 27-3 C04

4 講談社 10-1 503

3 金の星社 07-2 546

6 講談社 10-1 603

スキンシップ絵本
かたかなアイウエオ

内容が精選されており、シンプルで見やすい。文字の学習の導入に
適した内容で構成されている。

2 金の星社 07-2 543
いもとようこ

世界の名作絵本
おおきなかぶ

くり返しの分かりやすい内容で、言葉と動作を結びつけやすく、劇
活動につながる。

いもとようこ
日本むかしばなし
おむすびころりん

挿絵が美しく、リズミカルで楽しいストーリーである。劇活動にも
適している。

創作絵本
おじさんのかさ

雨の日に傘を差して歩いてみたくなる内容であり、感性を豊かにす
るのに適している。劇活動にも適している。

5 ＵＤ絵本 87-11 512
ユニバーサル

デザイン絵本１１
へんしんまるちゃん

児童に親しみやすく、展開を楽しめる内容の絵本であり、楽しみな
がら点字に触ることができる。

点字つきさわる絵本
あらしのよるに

点字と触図がついており、見えない人も見える人も、見て・触っ
て・読んで・楽しめる工夫が随所になされている。

書写

1 くもん出版 08-1 A01

4 ＵＤ絵本 87-11 506

もじ・ことば１
はじめてのひらがな１集

内容が精選されており、視覚的に見やすい。文字の形を理解してい
く上で適切である。

2 偕成社 06-1 609
さわる絵本

新装版これ、なあに？

全盲の児童でも触ってイメージが持ちやすく、楽しみながら形を確
かめられる絵本である。

3 くもん出版 08-1 525 ゆびなぞりカードひらがな

指でなぞって繰り返し使用できる。ひらがなの習得がしやすい。ま
た児童にとって、身近な動物やくだものを挿し絵として使っている
ので親しみが持てる。

ユニバーサルデザイン絵本
６　おでかけまるちゃん

点字の初期指導として使いやすく、ストーリー展開がおもしろく、
触って楽しめる絵本である。

5 リーブル 40-3 002
しりとりしましょ！
たべものあいうえお

絵を楽しみながらことばのおもしろさに触れられ、ひらがなの習得
ができる。

6 学研 06-2 G07
あそびのおうさまＢＯＯＫ

はじめてぬるほん

イラストの色彩が豊かで、弱視児童にとって見やすいものである。
また、さまざまな線を楽しく書くことができる。
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

算数

1 ひさかた 27-3 C05
スキンシップ絵本

かずのえほん

内容が精選されており、シンプルで見やすい。文字の学習に適した
内容で構成されている。

2 主婦の友 62-12 9784072655436 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨかず

全盲の児童が触りながら、数の学習ができるように工夫されてい
る。色彩も鮮やかで、楽しみながら学習ができる。

絵本についている時計を操作しながら、楽しんで時間や時刻の概念
に触れられる絵本である。

4 偕成社 06-1 552
五味太郎ゲーム・ブック

（２）  かぞえてみようく
らべてみよう

数をテーマにして楽しくてやさしいゲーム絵本である。さまざまな
比較や一対一対応を楽しみながら体験することができる。

3 フレーベル 28-8 001 プータンいまなんじ？

美しいイラストや鮮やかなアートで身近にある基本的な色や形が
カードになっている。「うずまき」や「しましま」など身近な模様
もカードになっており、全盲児にはテープを貼ると触って確かめな
がら学習できる。

6 童心社 20-1 A03
かずのほん３

０から１０までの
たしざんひきざん

わかりやすい言葉でやさしく足し算引き算について説明している。
また、児童にとって、身近な動物やくだものを挿し絵として使って
いるので親しみが持てる。

5 交通新聞 60-29 524
はらぺこあおむし
エリック・カール

いろ・かたちカード

ママと赤ちゃんの
たべもの絵本２

おやさいとんとん

生活に身近な野菜を、そのままの形と皮をむいたり、切ったりした
形で解りやすく表していて視覚的に捉えやすい。

2 福音館 28-1 9784834022728
かがくのとも絵本
あれこれたまご

身近な食べ物を題材にした内容で興味が持てる。調理に発展させる
ことができる。

1 岩崎書店 02-1 519

かばくん・くらしの
えほん２

かばくんのおかいもの

子どもたちの好きな動物が主人公の楽しい絵本である。挿し絵も
はっきりしていてわかりやすい。また、子どもたちの好きな買い物
を題材にしていて興味を持ちやすい。

くまのがっこう
ジャッキーのトマトづくり

動物のトマトづくりの姿を通して自然や生き物へ興味が持て、実際
に植物を育てることへ発展できる。

5 あかね書房 01-1 512

かばくん・くらしの
えほん３

かばくんの
はるなつあきふゆ

子どもたちの好きな動物が主人公の楽しい絵本である。挿し絵も
はっきりしていてわかりやすい。かばくんのくらしを通して、身の
まわりの自然に目を向けて学ぶことができる。

4 ブロンズ新 28-3 534

3 あかね書房 01-1 H02

かがくのとも絵本
みんなうんち

絵の色彩が鮮明で、わかりやすい絵になっている。子どもたちが、
身近な生活に興味を持てるように工夫された内容になっている。

生活

6 福音館 28-1 E16
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

音楽

1 ポプラ 30-2 532

おととあそぼう
シリーズ３９

じぶんでひけたよ！
メロディーピアノえほん

子どもにとって馴染みのある童謡や人気のあるアニメソングなど30
曲が収録されていて、聴いても弾いても楽しむことができる。

2 ひかりのく 27-1 013 あそびうたのほんＣＤつき

人と関わりながら楽しく歌ったり、手遊びができたりする内容に
なっており、子どもの実態にあった選曲になっている。

児童が親しみやすい曲で構成されており、簡単な操作で曲が流れて
くるため、興味を持って楽しく学習できる。

4 永岡書店 21-1 009
お手本のうた付き！

どうよううたのえほん２

児童が親しみやすい曲で構成されており、簡単な操作で曲が流れて
くるため、興味を持って楽しく学習できる。

3 永岡書店 21-1 007
お手本のうた付き！

どうよううたのえほん

図工

1・2 くもん出版 08-1 F01

なじみのある曲に合わせて太鼓を演奏することができ、音を鳴らす
楽しさを感じる事ができる。

6 大日本絵画 16-3 A01
メロディーえほん
ＩＣピアノえほん

四季のどうよう－１２カ月

親しみやすい曲がやさしいメロディーで紹介されており、児童が自
分で楽しみながら学習できる。

5 ポプラ 30-2 O07
おととあそぼうシリーズ７
ドン！ドコ！ドン！たいこ

おけいこ
はじめてのおけいこ

えんぴつで描く楽しさを味わいながら運筆力と筆圧をつけることが
できる。「できたね！シール」や「表彰状」などの付録付きで児童
のやる気や達成感を引き出すことができる。

3・4 岩崎書店 02-1 A08
あそびの絵本

紙ねんどあそび

写真や挿し絵が使われており、わかりやすく、子どもが楽しく紙ね
んどで遊びながら、創造する力を育てていけるような内容が盛り込
まれている。

5・6 岩崎書店 02-1 A17
あそびの絵本
えのぐあそび

写真や挿し絵が使われており、わかりやすく、子どもが楽しくえの
ぐ遊びをしながら、創造する力を育てていけるような内容が盛り込
まれている。

からだのえほん１
むしばくんだいすき？

絵がはっきりしており、わかりやすく、子どもが興味を持ちながら
虫歯のことについて楽しく学習できるようにされている。

絵がはっきりしており、わかりやすく、子どもが興味を持ちながら
体のことについて楽しく学習できるようにされている。

保健

5・6 学研 06-2 I01
あそびのおうさまずかん

からだ増補改訂

3・4 あかね書房 01-1 506
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

特別の教科
道徳

1 合同出版 10-8 531

4 偕成社 06-1 Z03

3 偕成社 06-1 598

6 偕成社 06-1 600

5 合同出版 10-8 B04

絵でわかる
こどものせいかつずかん２

しょくじのきほん

挿絵を使った、短い文章の説明がわかりやすく、子どもの「やって
みよう」「じぶんにもできる」という気持ちを育てていけるような
内容が盛り込まれている。

2 偕成社 06-1 Z01
子どものマナー図鑑（１）

ふだんの生活のマナー

日常生活に密着している。弱視児童には、視力に応じて拡大して使
用しやすい。全盲児童には、短い文章のため点字を貼って読むこと
ができる。

子どものマナー図鑑（５）
１２ヶ月・行事のマナー

日常生活に密着している。弱視児童には、視力に応じて拡大して使
用しやすい。全盲児童には、短い文章のため点字を貼って読むこと
ができる。

子どものマナー図鑑（２）
食事のマナー

日常生活に密着している。弱視児童には、視力に応じて拡大して使
用しやすい。全盲児童には、短い文章のため点字を貼って読むこと
ができる。

子どものマナー図鑑（３）
でかけるときのマナー

日常生活に密着している。弱視児童には、視力に応じて拡大して使
用しやすい。全盲児童には、短い文章のため点字を貼って読むこと
ができる。

絵でわかる
こどものせいかつずかん４

おつきあいのきほん

挿絵を使った、短い文章の説明がわかりやすく、子どもの「やって
みよう」「じぶんにもできる」という気持ちを育てていけるような
内容が盛り込まれている。

R４申請　盲学校　小学部　課程３
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滋賀県立盲学校小学部　教科用図書申請書（一般図書用）　　［ 課程４ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

国語

1 偕成社 06-1 511

4 偕成社 06-1 514

3 福音館 28-1 H13

6 こぐま社 10-4 553

ノンタンあそぼうよ（４）
ノンタンおよぐのだいすき

絵の色彩が鮮明である。お話の内容が生活に密着していて分かりや
すく、劇遊び等に発展できる内容である。

2 偕成社 06-1 510
ノンタンあそぼうよ（３）

あかんべノンタン

絵の色彩が鮮明である。繰り返しの言葉による楽しい話の内容を期
待しながら、本に親しむことができる。

こどものとも絵本
ぞうくんのさんぽ

親しみのもてる絵と共に繰り返しの言葉が多くあり、自然と劇遊び
に発展できる内容である。

ノンタンあそぼうよ（10）
ノンタン

ボールまてまてまて

生活場面の遊びに発展させやすい内容である。また、児童にとっ
て、わかりやすい展開であり、本に親しむことができる。

5 こぐま社 10-4 B03
こぐまちゃんえほん第２集
こぐまちゃんのみずあそび

リズミカルな文章で真似しやすく、水遊びに発展させやすい内容で
ある。色彩も鮮やかであり、弱視児童にとって見やすい内容になっ
ている。

てんじつきさわるえほん
こぐまちゃんと
どうぶつえん

親しみやすい内容で、盛り上げ印刷によって色々な動物を触って楽
しめる。色彩も鮮やかであり、弱視児童にとって見やすい内容に
なっている。

書写

1 ＵＤ絵本 87-11 502

4 ＵＤ絵本 87-11 506

ユニバーサル
デザイン絵本２

みんなでさわってレッツおえ
かきでこぼこえかきうた

文字が大きく、行間が広いため、読みやすい。また、子どもたちに
とって身近な内容であり、色鮮やかで見やすい上に、触っても解り
やすい。

2 偕成社 06-1 609
さわる絵本

新装版これ、なあに？

全盲の児童でも触ってイメージが持ちやすく、楽しみながら形を確
かめられる絵本である。

3 大日本絵画 16-3 527
しかけえほん

おおきなおおきな
きいろいひまわり

絵本の中のひまわりを、見たり、触ったりしながらイメージを広げ
られる絵本である。

ユニバーサルデザイン絵本
６　おでかけまるちゃん

点字の初期指導として使いやすく、ストーリー展開がおもしろく、
触って楽しめる絵本である。

5 ＵＤ絵本 87-11 512
ユニバーサル

デザイン絵本１１
へんしんまるちゃん

児童に親しみやすく、展開を楽しめる内容の絵本であり、楽しみな
がら点字に触ることができる。

6 大日本絵画 16-3 502
あなあきしかけえほん

１０ぴきいもむし
だいこうしん

突起したプラスチックの芋虫を触りながら、イメージを広げること
ができる。

R４申請　盲学校　小学部　課程４
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

算数

1 あかね書房 01-1 001
単行本  さわってあそぼう

ふわふわあひる

文字が大きく、読みやすい。感触の違いがある本であり、数や操作
への導入として全盲児童が触りながら楽しく学べる内容である。

2 ＵＤ絵本 87-11 506
ユニバーサル

デザイン絵本６
おでかけまるちゃん

カラフルな絵柄と解りやすいストーリィで、興味を持てる内容であ
る。また、絵柄がさわっても解るように工夫されており、全盲児童
も、触りながら絵本を楽しむことができる。

布絵本のポケット型の仕掛けに人形を入れて遊べ、大人と一緒にこ
とばにつながるやり取りを楽しむことができる。

4 フレーベル 28-8 9784882840121
プータンと

しんごうのパックン

本物のように青・黄・赤が点灯する信号機を使って色の学習やルー
ルをお話を読みながら身に付けることができる。

3 世界文化社 14-5 9784418068388
マスコット布えほん
ぺろちゃんとあそぼ

のりたいな

型抜きのページをめくるといろいろくだものの絵が登場するしかけ
になっている。色が鮮明で視覚的にわかりやすい。

6 主婦の友 62-12 9784072655436 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨかず

全盲児童が触りながら、数の学習ができるように工夫されている。
色彩も鮮やかで、楽しみながら学習ができる。

5 ポプラ 30-2 516

これなあに？
かたぬきえほん５
くだものいろいろ

かくれんぼ

ノンタンあそぼうよ（９）
ノンタンのたんじょうび

絵の色彩が鮮明で、文は繰り返しが多く、親しみやすい。また、日
常の身近な内容で興味が持ちやすい。

2 偕成社 06-1 D01
ノンタンあそぼうよ（１）
ノンタンぶらんこのせて

絵の色彩が鮮明である。文は繰り返しが多く、親しみやすい。子ど
もの好きな遊びが題材で、絵本からブランコの使い方が学べる。

1 偕成社 06-1 513

かばくん・くらしの
えほん１

かばくんのいちにち

子どもたちの好きな動物が主人公の楽しい絵本である。挿し絵も
はっきりしていてわかりやすい。また、かばくんの一日から、自分
の一日を学ぶことができる。

かばくん・くらしの
えほん２

かばくんのおかいもの

子どもたちの好きな動物が主人公の楽しい絵本である。挿絵がはっ
きりしていて分かりやすい。買い物ごっこや実際の買い物学習へ発
展させやすい。

5 あかね書房 01-1 512

かばくん・くらしの
えほん３

かばくんの
はるなつあきふゆ

子どもたちの好きな動物が主人公の楽しい絵本である。挿し絵が
はっきりしていてわかりやすい。かばくんのくらしを通して身の回
りの自然に目を向けて学ぶことができる。

4 あかね書房 01-1 H02

3 あかね書房 01-1 H01

かがくのとも絵本
あれこれたまご

身近な食べ物を題材にした内容で興味が持てる。調理に発展させる
ことができる。

生活

6 福音館 28-1 9784834022728

R４申請　盲学校　小学部　課程４
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

音楽

1 ポプラ 30-2 532

おととあそぼう
シリーズ３９

じぶんでひけたよ！
メロディーピアノえほん

子どもにとって馴染みのある童謡や人気のあるアニメソングなど30
曲が収録されていて、聴いても弾いても楽しむことができる。

2 ひかりのく 27-1 013 あそびうたのほんＣＤつき

人と関わりながら楽しく歌ったり手遊びできる内容になっており、
子どもの実態にあった選曲になっている。

児童が親しみやすい曲で構成されており、簡単な操作で曲が流れて
くるため、興味を持って楽しく学習できる。

4 永岡書店 21-1 009
お手本のうた付き！

どうよううたのえほん２

児童が親しみやすい曲で構成されており、簡単な操作で曲が流れて
くるため、興味を持って楽しく学習できる。

3 永岡書店 21-1 007
お手本のうた付き！

どうよううたのえほん

図工

1・2 こぐま社 10-4 547

なじみのある曲に合わせて太鼓を演奏することができ、音を鳴らす
楽しさを感じる事ができる。

6 ひかりのく 27-1 012
手あそび指あそび歌あそび

ブック１

手遊び、指遊びを通して、楽しく人と関わることができる。児童が
親しみやすい曲で構成されている。

5 ポプラ 30-2 O07
おととあそぼうシリーズ７
ドン！ドコ！ドン！たいこ

てんじつきさわるえほん
しろくまちゃんのほっと

けーき

点字や絵の隆起印刷があり、全盲の児童でもイメージが持ちやすい
内容で、実際に調理活動に生かすことができ、作ることへの興味・
関心を高められる。

3・4 岩崎書店 02-1 A08
あそびの絵本

紙ねんどあそび

写真や挿し絵が使われており、わかりやすく、子どもが楽しく紙ね
んどで遊びながら、創造する力を育てていけるような内容が盛り込
まれている。

5・6 岩崎書店 02-1 A17
あそびの絵本
えのぐあそび

写真や挿し絵が使われており、わかりやすく、子どもが楽しくえの
ぐ遊びをしながら、創造する力を育てていけるような内容が盛り込
まれている。

きむらゆういちの
だんだんしかけえほん２

ぱくぱくたべたら
はみがきだ

児童にとって親しみのある内容であり、楽しみながら歯磨きについ
て意識付けをすることができる。

子どもたちの好きな動物が主人公の楽しい絵本である。日々の生活
に即していて、食事のマナー、食事の仕方が学べる。

保健

5・6 世界文化社 14-5 9784918968107

きむらゆういちの
だんだんしかけえほん１

ごちそうごちそう
いただきます

3・4 世界文化社 14-5 9784418968114

R４申請　盲学校　小学部　課程４
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

特別の教科
道徳

1 合同出版 10-8 B01

4 合同出版 10-8 B03

3 偕成社 06-1 598

6 合同出版 10-8 B04

5 偕成社 06-1 Z03

絵でわかる
こどものせいかつずかん１

みのまわりのきほん

挿絵を使った、短い文章の説明がわかりやすく、子どもの「やって
みよう」「じぶんにもできる」という気持ちを育てていけるような
内容が盛り込まれている。

2 合同出版 10-8 531
絵でわかる

こどものせいかつずかん２
しょくじのきほん

挿絵を使った、短い文章の説明がわかりやすく、子どもの「やって
みよう」「じぶんにもできる」という気持ちを育てていけるような
内容が盛り込まれている。

絵でわかる
こどものせいかつずかん４

おつきあいのきほん

挿絵を使った、短い文章の説明がわかりやすく、子どもの「やって
みよう」「じぶんにもできる」という気持ちを育てていけるような
内容が盛り込まれている。

子どものマナー図鑑(２)
食事のマナー

日常生活に密着している。弱視児童には、視力に応じて拡大して使
用しやすい。全盲児童には、短い文章のため点字を貼って読むこと
ができる。

絵でわかる
こどものせいかつずかん３

おでかけのきほん

挿絵を使った、短い文章の説明がわかりやすく、子どもの「やって
みよう」「じぶんにもできる」という気持ちを育てていけるような
内容が盛り込まれている。

子どものマナー図鑑（３）
でかけるときのマナー

日常生活に密着している。弱視児童には、視力に応じて拡大して使
用しやすい。全盲児童には、短い文章のため点字を貼って読むこと
ができる。

R４申請　盲学校　小学部　課程４
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国語　ことばの練習　五年

国語　ことばの練習　六年

教出

こくご　ことばのべんきょう　一ねん

新しい書写　四

地図の見方や使い方、日本の地域区分、世界と日本の全体像などが、発
達段階に応じて捉えやすくなるよう工夫されており、児童にとってわか
りやすい。内容や情報量が適切である。

東書

新しい社会３

新しい社会５　上
新しい社会５　下

帝国
楽しく学ぶ　小学生の地図帳

３・４・５・６年

6

言語指導

1

特別支援学校小学部聴覚障害者用に作られており、指導したい内容が系
統立てて記載されており、聴覚障害児の言語指導に適したものになって
いる。

2 こくご　ことばのべんきょう　二ねん

3 こくご　ことばのべんきょう　三ねん

4 国語　ことばのれんしゅう　四年

新しい社会６　政治・国際編
新しい社会６　歴史編

新しい社会４4 内容が精選され、記述の仕方も簡潔明瞭でわかりやすい。また、写真や
挿し絵、グラフなどが、わかりやすく的確に掲載されている。色調や装
丁も美しく、児童が親しみを持って関心をもって学習に取り組める。

東書

あたらしい　しょしゃ　一

新しい　しょしゃ　二

新しい書写　三 国語科と同じ出版社のため、題材が国語科での内容と関連しており指導
がしやすい。この教科書は、鉛筆や筆の持ち方などを写真などを用い丁
寧に説明されており、わかりやすい。配列や分量も適切である。

1

新しい書写　五

新しい書写　六

聾話学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程１ ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

国語

あたらしい こくご　一上
あたらしい こくご　一下

新しい 国語　二上
新しい 国語　二下
新しい国語　三上
新しい国語　三下
新しい国語　四上
新しい国語　四下

1

シンプルで、ポイントの絞った挿し絵や写真が豊富に使われており、分
かりやすい。また、内容が幅広く取り扱われており、全学年を通して系
統的に指導がしやすい。また、言葉にも細かい注意が払われ、丁寧に段
階を追って拡充していけるようになっており、聴覚障害児に指導する上
で適している。

2

3

新しい国語　六6

東書

新しい国語　五

4

5

5

社会

6

地図

5

6

3

5

3・4・5・6

書写
3

4

2

 R４申請　聾話学校　小学部　課程１
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日常生活で活用するための教材や学習活動が設定されており、児童の実
態や生活の状況に根ざしている。写真や挿し絵だけでなく二次元コード
による動画コンテンツが豊富に準備されており、分かりやすい。

写真や挿し絵も多く掲載されており、説明も丁寧に記述されている。グ
ラフも変化が視覚的にとらえられるように工夫されており、分かりやす
く、児童が関心をもって学習に臨みやすい。

学研
みんなのほけん　３・４年

みんなの保健　５・６年

小学校　わたしたちの家庭科　５・６

材料や作り方の説明が、写真や挿し絵を交え、丁寧に分かりやすく記載
されている。また児童の発達段階や興味関心を考慮した題材が選ばれ児
童が自由でのびのびと楽しんで取り組めるよう配慮がされている。

楽器の演奏の仕方やリズム打ちが、絵・写真や図で分かりやすい。ま
た、歌詞や音程などをていねいに扱い、歌唱や演奏ができるように細か
な配慮がされているため、分かりやすい。

図画工作５・６上　心をひらいて
図画工作５・６下　つながる思い

小学生の音楽　２

小学生の音楽　３

開隆堂

ずがこうさく１・２上　わくわくするね
ずがこうさく１・２下　みつけたよ
図画工作３・４上　できたらいいな
図画工作３・４下　力を合わせて

教芸

色調が落ち着いており視覚的にとらえやすい。また様々な分野におい
て、児童が自分で考えたり実際にやってみたりするための手がかりが、
豊富な写真や絵などを用いてわかりやすく提示されている。

小学生のおんがく　１

小学生の音楽　６

小学生の音楽　４

わくわく理科　３

選定理由

保健

5・6 開隆堂

3・4

5・6

家庭

5・6

2

3

図工

1・2

3・4

5 わくわく理科　５

生活 1・2 東書
どきどき わくわく

あたらしい せいかつ 上
あしたへ ジャンプ　新しい 生活 下

新しい算数　３上　考えるっておもしろい！
新しい算数　３下　考えるっておもしろい！

写真や絵などの資料が大きさ、文字量のバランス良く、見やすいように
工夫されている。実験・観察の方法が端的にまとめられており、写真や
挿し絵で手順が分かりやすく示されている。まとめのページが充実して
おり、基本・基礎的な知識・技能の確実な定着が図れる。

3

6

6

音楽

1

4

導入がていねいで、数量や概念が具体物（タイル等）や挿し絵で表わさ
れており、学習内容や展開が児童に理解しやすいように工夫されてい
る。文章での説明と、式や図形の提示のバランスがよく、学習内容が
しっかり押さえられている。

新しい算数　５上　考えると見方が広がる！
新しい算数　５下　考えると見方が広がる！

1

5 小学生の音楽　５

算数 東書

あたらしい　さんすう　１①　さんすうの　とびら
あたらしい　さんすう　１②　さんすう　だいすき！

新しい算数　２上　考えるって　おもしろい！
新しい算数　２下　考えるって　おもしろい！

新しい算数　６　数学へジャンプ！

理科 啓林館

わくわく理科　６

4

5

6

わくわく理科　４

新しい算数　４上　考えると見方が広がる！
新しい算数　４下　考えると見方が広がる！

4

3

発行者の略称 書名使用学年

2

教科
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アルファベットや単語のスペルを書く学習がていねいに取り上げられて
おり、聴覚障害児に指導する上で適している。学習内容や題材が考えや
すく、児童が興味関心をもって取り組めそうな工夫がされている。6 JUNIOR TOTAL ENGLISH 2

教科 使用学年 発行者の略称 書名 選定理由

特別の教科　道徳

1

学研

新・みんなのどうとく１

読み物教材の語彙表現が分かりやすく、文章量が児童の実態に適してい
る。写真や挿し絵が豊富に用いられたり、主題や問いかけが本文の後ろ
に示されるなど、多面的、多角的な思考を促す手立てとなるよう工夫さ
れている。

5 新・みんなの道徳５

6 新・みんなの道徳６

2 新・みんなのどうとく２

3 新・みんなのどうとく３

4 新・みんなの道徳４

外国語
5

学図
JUNIOR TOTAL ENGLISH 1
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2 教出 17 B-221
こくご

ことばのべんきょう
二ねん

5 教出 17 B-521

6 教出 17 B-621
国語

ことばの練習　六年

特別支援学校小学部聴覚障害者用に作られており、指導したい内容
が系統立てて記載されており、聴覚障害児の言語指導に適したもの
になっている。

言語指導

1 教出 17 B-121
こくご

ことばのべんきょう
一ねん

4 教出 17 B-421
国語

ことばのれんしゅう　四年

特別支援学校小学部聴覚障害者用に作られており、指導したい内容
が系統立てて記載されており、聴覚障害児の言語指導に適したもの
になっている。

3 教出 17 B-321
こくご

ことばのべんきょう
三ねん

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

齋藤孝のイッキによめる！
名作選　小学１年生新装版

特別支援学校小学部聴覚障害者用に作られており、指導したい内容
が系統立てて記載されており、聴覚障害児の言語指導に適したもの
になっている。

特別支援学校小学部聴覚障害者用に作られており、指導したい内容
が系統立てて記載されており、聴覚障害児の言語指導に適したもの
になっている。

特別支援学校小学部聴覚障害者用に作られており、指導したい内容
が系統立てて記載されており、聴覚障害児の言語指導に適したもの
になっている。

国語
ことばの練習　五年

特別支援学校小学部聴覚障害者用に作られており、指導したい内容
が系統立てて記載されており、聴覚障害児の言語指導に適したもの
になっている。

掲載されていることばが学校や家庭での事柄である上に、平易な文
章で表現されており、理解しやすい。また、作文や詩を書く学習の
中で文章表現力をつけていくこともできる。

読み取り、書く、話す、聞くなど、様々な内容について平易な文章
で表現され、挿絵も多く用いられており理解しやすい。また語彙等
についてもていねいに取り上げられている。

齋藤孝のイッキによめる！
名作選　小学２年生新装版

ゆっくり学ぶ子のための
「こくご」１（改訂版）
（ひらがなのことば・文・

文章の読み）
ゆっくり学ぶ子のための
「こくご」２（改訂版）
（かたかな・かん字の

読み書き）
ゆっくり学ぶ子のための
「こくご」３（改訂版）

（文章を読む、
作文・詩を書く）

ゆっくり学ぶ子のための
国語４

古今の名作の短編や長編の一部が読みやすい文章量でまとめられて
いる。作品ごとにクイズと編者による作品解説がついており、作品
の内容や観点をふり返ることができる。

古今の名作の短編や長編の一部が読みやすい文章量でまとめられて
いる。作品ごとにクイズと編者による作品解説がついており、作品
の内容や観点をふり返ることができる。

講談社 10-1

講談社

A03

A04

531

53210-1

同成社 20-5

同成社 20-5

滋賀県立聾話学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程２ ］

同成社 20-5

A01

A02

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

同成社

図書コード
（教科書記号番号）

教科書名
変更の
有無

選定理由

20-5

掲載されていることばが学校や家庭での事柄であるので、児童が興
味・関心や具体的なイメージをもって学習を進めることができる。

掲載されていることばが学校や家庭での事柄であるので、児童が興
味・関心や具体的なイメージをもって学習を進めることができる。

国語

1

2

3

4

5

6
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名

書写

算数

つまずきやすい小数点の移動やくり上がり・くり下がりが、具体的
な図や筆算でわかりやすく示されており、日常生活に必要な小数を
意欲的に、学ぶことができる。6 同成社 20-5 507

ゆっくり学ぶ子のための
さんすうドリルＥ

小数のたし算ひき算

単元内容の説明が工夫されており、理解しやすい。単元の配列も配
慮されている。また、具体的な絵や図を示しながらきめ細かな展開
がされており、学習に適している。2 同成社 20-5 C04

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」４

（くり上がり、くり下がり、
２けたの数の計算）

かけ算の式が表している意味をしっかりと理解できるように、具体
的な図や優しい文章で、わかりやすく示されており、かけ算の力が
幅広くつけられるようになっている。

5 同成社 20-5 505
ゆっくり学ぶ子のための

さんすうドリルＤ
　わり算

わり算の基本的な意味から、４けた÷２けたという、大きな数の筆
算まで、パターンごとに型わけをして、わり算の力がしっかりと身
につくようになっている。

ゆっくり学ぶ子のための
さんすうドリルＢ

３～４けたの
たしざんひきざん

生活の中で使われる３けた、４けたのたしざん・ひきざんが、具体
的な図や筆算でわかりやすく示されており、段階を追って丁寧に学
ぶことができる。

4 同成社 20-5 504
ゆっくり学ぶ子のための

さんすうドリルＣ
かけ算

同成社3 20-5 506

6 東書 002

1 同成社

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」３

（６～９のたし算、
ひき算、位取り）

具体的な絵や図を示しながらまとめられており、イメージをもって
取り組むことができわかりやすく、６～９のたし算、ひき算、位取
りの学習に適している。20-5 C03

鉛筆や筆の持ち方などを写真などを用い丁寧に説明されており、わ
かりやすい。イラストや図番がシンプルで学習に集中しやすい。配
列や分量も適切である。601 新しい書写　六

鉛筆や筆の持ち方などを写真などを用い丁寧に説明されており、わ
かりやすい。イラストや図番がシンプルで学習に集中しやすい。配
列や分量も適切である。

5 東書 002 501 新しい書写　五

鉛筆や筆の持ち方などを写真などを用い丁寧に説明されており、わ
かりやすい。イラストや図番がシンプルで学習に集中しやすい。配
列や分量も適切である。

401 新しい書写　四4 東書 002

鉛筆や筆の持ち方などを写真などを用い丁寧に説明されており、わ
かりやすい。水書用紙がついており、筆圧の変化を伴う運筆の練習
ができる。配列や分量も適切である。

鉛筆や筆の持ち方などを写真などを用い丁寧に説明されており、わ
かりやすい。水書用紙がついており、筆圧の変化を伴う運筆の練習
ができる。配列や分量も適切である。

新しい書写　三

鉛筆や筆の持ち方などを写真などを用い丁寧に説明されており、わ
かりやすい。イラストや図番がシンプルで学習に集中しやすい。配
列や分量も適切である。

201 新しい　しょしゃ　二

301

あたらしい　しょしゃ　一

変更の
有無

選定理由

002

1 東書 002 101

3 東書 002

2 東書

 R４申請　聾話学校　小学部　課程２

- 26 -



生活 4 啓林館 061

音楽

1 教芸 027

6 啓林館

教科

6 教芸 027 小学生の音楽　６

2 教芸 027 小学生の音楽　２

602

202

302

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

内容が精選され、記述の仕方も簡潔明瞭でわかりやすい。また、写
真や挿し絵、グラフなどがわかりやすく、児童が親しみを持って関
心をもって学習に取り組める。

102 小学生のおんがく　１

一般的で知っておきたい歌などが取り上げられており、題材として
ふさわしいもので構成されている。また、挿し絵もあり、歌詞のイ
メージをもちやすいという特徴がある。4 教芸 027 402

誰もが知っている歌を中心に構成されている。この教科書には、リ
ズム打ちなど聴覚障害児にとっても分かりやすく表されているとい
う特徴がある。

一般的で知っておきたい歌やリズムがはっきりした歌などが多く取
り入れられ、題材、挿し絵等が適当である。またリズムがはっきり
した歌が多く、聴覚障害児に分かりやすい。

一般的で知っておきたい歌やリズムがはっきりした歌などが多く取
り入れられ、題材、挿し絵等が適当である。またリズムがはっきり
した歌が多く、聴覚障害児に分かりやすい。3 教芸 027

一般的で知っておきたい歌などが取り上げられており、題材として
ふさわしいもので構成されている。また、挿し絵もあり、歌詞のイ
メージをもちやすいという特徴がある。

一般的で知っておきたい歌などが取り上げられており、題材が適当
である。また挿し絵もあり、歌詞のイメージをもちやすく学年集団
での学習でより深めることにも適している。5 教芸 027 502

小学生の音楽　４

小学生の音楽　３

小学生の音楽　５

061 406 わくわく理科　４

実験・観察の方法が端的にまとめられており、写真や挿し絵で手順
が分かりやすい。また、まとめのページが充実しており、基本・基
礎的な知識・技能の確実な定着が図れる。

401 新しい社会４5 東書 002

306 わくわく理科　３

実験・観察の方法が端的にまとめられており、写真や挿し絵で手順
が分かりやすい。また、まとめのページが充実しており、基本・基
礎的な知識・技能の確実な定着が図れる。

3013 東書 002 新しい社会３

様々な分野において、児童が自分で考えたり実際にやってみたりす
るための手がかりとなることが、豊富な写真や絵などを用いてわか
りやすく提示されている。

101
102

1・2 東書 002

どきどき わくわく
あたらしい せいかつ 上

あしたへ ジャンプ
新しい 生活 下

内容が精選され、記述の仕方も簡潔明瞭でわかりやすい。また、写
真や挿し絵、グラフなどがわかりやすく、児童が親しみを持って関
心をもって学習に取り組める。

使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）
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図工

保健

3・4 学研 224

5・6 開隆堂 009

5・6 学研 224

3・4 開隆堂 009

開隆堂 009

図画工作５・６上
心をひらいて

図画工作５・６下
つながる思い

505

305

501
502

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

101
102

301
302

健康面で観点ごとにまとめられており、図版をみながら取り組め分
かりやすい構成になっている。また、写真や挿し絵が多く掲載さ
れ、児童が意欲的に学習を進めることができる。

みんなの保健
５・６年

材料や作り方の説明が、写真や挿し絵を交え、丁寧に分かりやすく
記載されている。様々な題材や内容の写真が豊富で、児童がイメー
ジを広げて学習に取り組める。

みんなのほけん
３・４年

この教科書には多くの種類の工作教材が掲載されており、それぞれ
に児童の発達段階や興味関心を考慮した題材が選ばれ、児童が自由
でのびのびと楽しんで学習に取り組める。

健康や命の大切さを児童自身が考えることができるように、簡単な
言葉を使用し、丁寧に記述がされている。また、写真や挿し絵が多
く掲載され、分かりやすい。

図画工作３・４上
できたらいいな

図画工作３・４下
力を合わせて

材料や作り方の説明が、写真や挿し絵を交え、丁寧に分かりやすく
記載されている。様々な題材や内容の写真が豊富で、児童がイメー
ジを広げて学習に取り組める。

ずがこうさく１・２上
わくわくするね

ずがこうさく１・２下
みつけたよ

1・2

図書コード
（教科書記号番号）

教科書名
変更の
有無

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）
選定理由（変更理由）

特別の教科
道徳

1 偕成社 06-1 Z01
子どものマナー図鑑

（１）
ふだんの生活のマナー

日常生活の中での善悪や思いやり、約束や社会のきまり、健康や安
全に関することなどが、具体的な場面を描いた絵と、簡単な言葉で
記載されており、分かりやすい。

2 偕成社 06-1 Z03
子どものマナー図鑑

（３）
でかけるときのマナー

社会生活の中での善悪や思いやり、約束や社会のきまり、健康や安
全に関することなどが、具体的な場面を描いた絵と、簡単な言葉で
記載されており、分かりやすい。

3 偕成社 06-1 599
子どものマナー図鑑

（４）
おつきあいのマナー

日常生活や社会生活の中での善悪や思いやりや礼儀、約束や社会の
きまりに関することなどが、具体的な場面を描いた絵と、簡単な言
葉で記載されており、分かりやすい。

4 学研 224 209 新・みんなのどうとく２

写真や挿し絵が豊富で、主題や問いかけ、お話の展開が視覚的にと
らえやすい。語彙表現が分かりやすく、文章量が児童の実態に適し
ている。

5 学研 224 309 新・みんなのどうとく３

写真や挿し絵が豊富で、主題や問いかけ、お話の展開が視覚的にと
らえやすい。語彙表現が分かりやすく、文章量が児童の実態に適し
ている。

6 学研 224 409 新・みんなの道徳４

写真や挿し絵が豊富で、主題や問いかけ、お話の展開が視覚的にと
らえやすい。語彙表現が分かりやすく、文章量が児童の実態に適し
ている。
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

国語

1 同成社 20-5 B02

4 同成社 20-5 A03

3 同成社 20-5 A02

6 水王舎 63-09 507

ゆっくり学ぶ子のための
「こくご」入門編２

（改訂版）
（ひらがなの読み書き）

挿し絵とともにひらがなが書かれており、ひらがなの読み書きの学
習をすすめるのに適している。また、濁音や拗音などの学習もあわ
せてすすめることができる内容になっている。

2 同成社 20-5 A01

ゆっくり学ぶ子のための
「こくご」１（改訂版）

（ひらがなのことば・文・文
章の読み）

掲載されていることばが学校や家庭での事柄であるので、児童が興
味・関心や具体的なイメージをもって学習を進めることができる。

ゆっくり学ぶ子のための
「こくご」２（改訂版）

（かたかな・かん字の読み書
き）

掲載されていることばが学校や家庭での事柄であるので、児童が興
味・関心や具体的なイメージをもってカタカナや漢字の学習を進め
ることができる。

ゆっくり学ぶ子のための
「こくご」３（改訂版）

（文章を読む、作文・詩を書
く）

掲載されていることばが学校や家庭での事柄である上に、平易な文
章で表現されており、理解しやすい。また、作文や詩を書く学習の
中で文章表現力をつけていくこともできる。

5 水王舎 63-09 509
はじめての論理
小１レベル

主語・述語といった言葉のきまりや接続詞などの文法を、系統立て
て学習することができる。イラストや図でわかりやすく示してお
り、視覚的に理解しやすい。

はじめての論理国語
小２レベル

主語・述語・修飾語といった言葉のきまりや接続詞などの文法を系
統立てて学習することができる。イラストや図でわかりやすく示し
ており、視覚的に理解しやすい。

言語指導

1 三省堂 11-4 544

4 フレーベル 28-8

こども
もののなまえ絵じてん
増補新装版小型版

食べ物・衣服・乗り物・動植物など、身近な生活と関わりのあるも
のとその名称との関係が、豊富な絵を使いながらまとめられてお
り、ものの名前を理解する学習に適している。

2 三省堂 11-4 A07
こども

きせつのぎょうじ
絵じてん第２版小型版

子どもが体験する年中行事が、イラストで楽しく解説されている。
また行事で用いる道具の名前や使い方などが分かりやすく、豊かな
季節感が自然に身につく構成になっている。

3 フレーベル 28-8 9784577028476
フレーベル館の図鑑
ナチュラ　たべもの

食べ物や飲み物の種類や作り方が写真やイラストを用いて分類され
ており、体験を通してことばを学ぶ学習に適している。また、収
穫・生産から流通までの表示が分かりやすい。

9784577028391

フレーベル館の図鑑
ナチュラ  どうぶつ

ほにゅうるい／はちゅうる
い

動物の種類が広く編集されており、なかま分けなどさまざまなこと
ばの指導に役立てることができる。また主要な動物が紹介されてい
ることや、種類が整理されており、分かりやすい。

5 フレーベル 28-8  9784577028377
フレーベル館の図鑑
ナチュラ　こんちゅう

代表的な昆虫が写真やイラストを用いて分類され、取り上げられて
いる数も写真や文字の大きさも適当であり視覚的にも分かりやす
い。調べ学習にも活かすことができる。

6 パイインタ 76-16 537
これだけは

知っておきたい！
こども図鑑

宇宙、気象、動物、人間の体や世界などについて幅広く取り上げら
れており、興味関心を持って学習に取り組むことができる。図版や
写真が豊富で、視覚的にわかりやすい。
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教科書名
変更の
有無

選定理由

書写

1 くもん出版 08-1 609
小学ドリル国語

１年生のひらがな・
カタカナのかきかた

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

線からはじめて、やさしい文字から順番に文字を書く練習をする構
成になっており、「とめ」「はね」などの書き方に気をつけて無理
なく効果的に学習を進めることができる。

2 くもん出版 08-1 610
小学ドリル国語

１年生の
かん字のかきかた

漢字の書き方、｢折れ｣や｢止め｣、書き順、漢字の画数、配置等、書
写としての書き方を重視した編集で指導しやすい。鉛筆の使い方も
合わせて記述されており、復習にも活用できる。

漢字の書き方、｢折れ｣や｢止め｣、書き順、漢字の画数等、書写とし
ての書き方を重視した編集で指導しやすい。1年生の漢字も合わせ
て記述されており、復習にも活用できる。

4 学研 06-2 9784053050854
毎日のドリル

小学生のアルファベットと
ローマ字

豊富な練習問題があり、アルファベットとローマ字がしっかり身に
つくようになっている。迷路などもあり、楽しみながら学べるよう
に工夫されている。

3 くもん出版 08-1 611
小学ドリル国語

２年生のかん字の書き方

20-5 505

漢字の書き方、｢折れ｣や｢止め｣、書き順、漢字の画数等、書写とし
ての書き方を重視した編集で指導しやすい。2年生の漢字も合わせ
て記述されており復習にも活用できる。

6 くもん出版 08-1 602
小学ドリル国語
４年生の漢字

一字ずつなぞる練習ができるため、字の形、字を書く上での留意点
などが分かり、整えて書くことができる。また、漢字を形や部首な
どで仲間分けした配列や分量も適切である。

5 くもん出版 08-1 612
小学ドリル国語

３年生の漢字の書き方

ゆっくり学ぶ子のための「さ
んすう」２

（１対１対応、１～５の数、
５までのたし算）

具体的な絵や図を示しながらまとめられており、１対１対応、１か
ら５までの数、５までの合成・分解の学習に適している。また
「+、＝」の記号を用いる学習に移行しやすい。

2 同成社 20-5 C03

ゆっくり学ぶ子のための「さ
んすう」３

（６～９のたし算、ひき算、
位取り）

具体的な絵や図を示しながらまとめられており、イメージをもって
取り組むことができわかりやすく、６～９のたし算、ひき算、位取
りの学習に適している。

1 同成社 20-5 C02

ゆっくり学ぶ子のための「さ
んすう」４

（くり上がり、くり下がり、
２けたの数の計算）

単元内容の説明が工夫されており、理解しやすい。単元の配列も配
慮されている。また、具体的な絵や図を示しながらきめ細かな展開
がされており、学習に適している。

ゆっくり学ぶ子のための
さんすうドリルＢ

３～４けたのたしざんひきざ
ん

生活の中でに使われる３けた、４けたのたしざん・ひきざんが、具
体的な図や筆算でわかりやすく示されており、段階を追って丁寧に
学ぶことができる。

5 同成社 20-5 504
ゆっくり学ぶ子のための

さんすうドリルＣ
かけ算

かけ算の式が表している意味をしっかりと理解できるように、具体
的な図や優しい文章で、わかりやすく示されており、かけ算の力が
幅広くつけられるようになっている。

4 同成社 20-5 506

3 同成社 20-5 C04

ゆっくり学ぶ子のための
さんすうドリルＤ

　わり算

わり算の基本的な意味から、４けた÷２けたという、大きな数の筆
算まで、パターンごとに型わけをして、わり算の力がしっかりと身
につくようになっている。

算数

6 同成社
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教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

生活

1・2 東書 002
101
102

どきどき わくわく
あたらしい せいかつ 上

あしたへ ジャンプ
新しい 生活 下

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

様々な分野において、児童が自分で考えたり実際にやってみたりす
るための手がかりとなることが、豊富な写真や絵などを用いてわか
りやすく提示されている。

代表的な野菜や草花の栽培方法が、写真やイラストを用いてわかり
やすく説明されているため、植物を育てる学習に活かすことができ
る。

4 フレーベル 28-8 H01
フレーベル館の図鑑ナチュラ
ふしぎをためす図鑑（１）か

がくあそび

身近なものを利用した科学的な活動が、挿し絵を用いながら分かり
やすく紹介されている。児童が実際に取り組むことが容易で、興味
をもって学習を進めることができる。

3 フレーベル 28-8 D02
ふしぎをためす

かがく図鑑
　しょくぶつのさいばい

生きる力に直結する「衣・食・住」について幅広く取り上げられて
いる。イラストでわかりやすく示されており、楽しみながら学習を
すすめていくことができる。

6 講談社 10-1 628
決定版夢をそだてる
みんなに仕事３００

身近な仕事について、豊富な絵や写真で紹介されているため、イ
メージをもちやすく分かりやすい。また、実際に仕事に就いている
人が語るという構成なので、興味をもって学習を進めることができ
る。

5 福音館 28-1 639
Ｄｏ！図鑑シリーズ

生活図鑑

音楽

1 教芸 027 102

4 教芸 027 402

3 教芸 027 302

6 教芸 027 602

小学生のおんがく　１

誰もが知っている歌を中心に構成されている。この教科書には、リ
ズム打ちなど聴覚障害児にとっても分かりやすく表されているとい
う特徴がある。

2 教芸 027 202 小学生の音楽　２

一般的で知っておきたい歌やリズムがはっきりした歌などが多く取
り入れられ、題材、挿し絵等が適当である。またリズムがはっきり
した歌が多く、聴覚障害児に分かりやすい。

小学生の音楽　３

一般的で知っておきたい歌やリズムがはっきりした歌などが多く取
り入れられ、題材、挿し絵等が適当である。またリズムがはっきり
した歌が多く、聴覚障害児に分かりやすい。

小学生の音楽　４

一般的で知っておきたい歌などが取り上げられており、題材として
ふさわしいもので構成されている。また、挿し絵もあり、歌詞のイ
メージをもちやすいという特徴がある。

5 教芸 027 502 小学生の音楽　５

一般的で知っておきたい歌などが取り上げられており、題材が適当
である。また挿し絵もあり、歌詞のイメージをもちやすく学年集団
での学習でより深めることにも適している。

小学生の音楽　６

一般的で知っておきたい歌などが取り上げられており、題材として
ふさわしいもので構成されている。また、挿し絵もあり、歌詞のイ
メージをもちやすいという特徴がある。
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教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

図工

1・2 開隆堂 009
101
102

ずがこうさく１・２上
わくわくするね

ずがこうさく１・２下
みつけたよ

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

この教科書には多くの種類の工作教材が掲載されており、それぞれ
に児童の発達段階や興味関心を考慮した題材が選ばれ、児童が自由
でのびのびと楽しんで学習に取り組める。

3・4 開隆堂 009
301
302

図画工作３・４上
できたらいいな

図画工作３・４下
力を合わせて

材料や作り方の説明が、写真や挿し絵を交え、丁寧に分かりやすく
記載されている。様々な題材や内容の写真が豊富で、児童がイメー
ジを広げて学習に取り組める。

材料や作り方の説明が、写真や挿し絵を交え、丁寧に分かりやすく
記載されている。様々な題材や内容の写真が豊富で、児童がイメー
ジを広げて学習に取り組める。

保健

3・4 学研 224 305 みんなのほけん　３・４年

5・6 開隆堂 009
501
502

図画工作５・６上
心をひらいて

図画工作５・６下
つながる思い

健康や命の大切さを児童自身が考えることができるように、簡単な
言葉を使用し、丁寧に記述がされている。また、写真や挿し絵が多
く掲載され、分かりやすい。

5・6 学研 224 505 みんなの保健　５・６年

健康面で観点ごとにまとめられており、図版をみながら取り組め分
かりやすい構成になっている。また、写真や挿絵が多く掲載され、
児童が意欲的に学習を進めることができる。

特別の教科
道徳

1 講談社 10-1 E01

4 偕成社 06-1 599

講談社の年齢で選ぶ知育
絵本　４・５・６さいの

きもちをつたえる
ことばのえほん

日常生活や社会生活に必要な基本のことばが取り上げられており、
あいさつや思いやり、気持ちを表す言葉を学ぶことができる。挿し
絵やイラストが豊富で興味をもちやすい。

2 偕成社 06-1 Z01
子どものマナー図鑑（１）
ふだんの生活のマナー

日常生活の中での善悪や思いやり、約束や社会のきまり、健康や安
全に関することなどが、具体的な場面を描いた絵と、簡単な言葉で
記載されており、分かりやすい。

3 偕成社 06-1 Z03
子どものマナー図鑑（３）
でかけるときのマナー

社会生活の中での善悪や思いやり、約束や社会のきまり、健康や安
全に関することなどが、具体的な場面を描いた絵と、簡単な言葉で
記載されており、分かりやすい。

6 小学館 12-2 682
マンガでわかる

よのなかのルール

日常生活や社会生活の中での善悪や思いやりや礼儀、約束や社会の
きまりに関することなどが、題材ごとに見開きで表示されており、
わかりやすい。マンガを取り入れているので、児童が興味をもって
学習を進めることができる。

子どものマナー図鑑（４）
おつきあいのマナー

日常生活や社会生活の中での善悪や思いやりや礼儀、約束や社会の
きまりに関することなどが、具体的な場面を描いた絵と、簡単な言
葉で記載されており、分かりやすい。

5 三省堂 11-4 540
こどもマナーとけいご

絵じてん小型版

日常生活や社会生活の身近な場面を見開きでのわかりやすい図解、
簡単な言葉での説明で、善悪や思いやり、礼儀約束や社会のきまり
に関することなど幅広い内容が取り上げられている。
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滋賀県立聾話学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程４ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

国語

1 三省堂 11-4 544

4 同成社 20-5 A01

3 同成社 20-5 B02

6 同成社 20-5 A03

こども
もののなまえ絵じてん
増補新装版小型版

食べ物・衣服・乗り物・動植物など、身近な生活と関わりのあるも
のとその名称との関係が、豊富な絵を使いながらまとめられてお
り、ものの名前を理解する学習に適している。

2 くもん出版 08-1 582
くもんの辞典シリーズ

ことば絵じてん

絵が豊富で児童が興味・関心をもちやすく、日常生活に即したこと
ばが取り上げられている。内容も適切にまとめられており、ことば
の学習をすすめる上で適している。

ゆっくり学ぶ子のための「こ
くご」入門編２

（改訂版）
（ひらがなの読み書き）

挿し絵とともにひらがなが書かれており、ひらがなの読み書きの学
習をすすめるのに適している。また、濁音や拗音などの学習もあわ
せてすすめることができる内容になっている。

ゆっくり学ぶ子のための
「こくご」１（改訂版）

（ひらがなのことば・文・文
章の読み）

掲載されていることばが学校や家庭での事柄であるので、児童が興
味・関心や具体的なイメージをもって学習を進めることができる。

5 同成社 20-5 A02

ゆっくり学ぶ子のための
「こくご」２（改訂版）

（かたかな・かん字の読み書
き）

掲載されていることばが学校や家庭での事柄であるので、児童が興
味・関心や具体的なイメージをもって学習を進めることができる。

ゆっくり学ぶ子のための
「こくご」３（改訂版）

（文章を読む、作文・詩を書
く）

掲載されていることばが学校や家庭での事柄である上に、平易な文
章で表現されており、理解しやすい。また、作文や詩を書くことで
文章表現力をつけていくこともできる。

言語指導

1 ひかりのく 27－1 K09

4 学研 06-2 501

新装版ＫＩＤＳ２１１２
たべものひゃっか

肉や米、野菜など食材を中心に身近な食べ物の写真やイラストがた
くさん記載されており、言葉の学習に適している。また、児童の生
活に関連付けて、意欲を持って、学習を深めることができる。

2 学研 06-2 502
はっけんずかん
どうぶつ改訂版

生活の中で身近な動物の名前や特徴が、豊富な写真とともに記載さ
れており、ことばの学習に適している。また、イラストのしかけ
ページがあり、児童が興味・関心をもって学習することができる。

3 三省堂 11-4 A07
こどもきせつのぎょうじ

絵じてん
第２版小型版

子どもが体験する年中行事を、イラストで楽しく解説されている。
また行事で用いる道具の名前や使い方などが分かりやすく、豊かな
季節感が自然に身につく構成になっている。

はっけんずかん
しょくぶつ

身近な植物の名前や特徴が、豊富な写真とともに記載されており、
ことばの学習に適している。また、イラストのしかけページがあ
り、児童が興味・関心をもって学習することができる。

5 学研 06-2 507
あそびのおうさまずかん

むし増補改訂

生活の中で身近な虫が写真でたくさん掲載されており、具体的でわ
かりやすい。また、「まどあきしかけ｣があり、児童が興味・関心
をもって学習することができる。

6 学研 06-2 505
はっけんずかん
うみ改訂版

海でくらす魚などの生き物が写真でたくさん掲載されており、具体
的でわかりやすい。また、「まどあきしかけ｣があり、児童が興
味・関心をもって学習することができる。

 R４申請　聾話学校　小学部　課程４

- 33 -



教科書名
変更の
有無

選定理由

書写

1 くもん出版 08-1 F01
おけいこ

はじめてのおけいこ

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

児童の動かしやすい範囲から、徐々に複雑な動きに進み、文字につ
ながっていく構成であり、手指の感覚を鍛えるために適切である。

2 成美堂出版 14-4 507
はじめてのえんぴつちょう
３・４・５歳ひらがな

手指・手首の操作性を高めるための工夫がされており、運筆の学習
に適している。成長の段階を踏んで、ひらがな46文字を、ていねい
に学習することができる。

正しいえんぴつの持ち方や姿勢などの基礎から学ぶことができる。
また、カタカナを上手に書くためのポイントがわかりやすく、繰り
返して学習することができる。

4 くもん出版 08-1 504
もじ・ことば６

ひらがなしりとりあそび

言葉集めやしりとりあそびを通して、楽しみながら、語彙を豊かに
することができる。なぞって書くことで正しい字の形を学ぶことが
できる。

3 学研 06-2 570
学研の頭脳開発　くせの
ないきれいな字になる

カタカナれんしゅうちょう

20-1 A03

なぞって書くことで正しい字の形を学ぶことができる。名詞や動
詞、反対語なども取り上げられており、語彙を広げることができ
る。

6 くもん出版 08-1 506
もじ・ことば８
ぶんのおけいこ

なぞって書くことで正しい字の形を学ぶことができる。助詞や簡単
な文が取り上げられており、言葉の学習に適している。

5 くもん出版 08-1 505
もじ・ことば７

ことばのおけいこ

かずのほん１
どっちがたくさん

数をとらえる前の１対１対応と集合遊びが掲載されている。絵を用
いて簡単に説明がされているため、児童にとって視覚的にとらえや
すく、楽しみながら学べる。

2 同成社 20-5 C01

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」１

（量概念の基礎、比較、なか
ま集め）

数の基本となる概念をやさしいものから順に学べ、また、生活の中
で活かせる内容である。量概念の基礎となる比較やなかま集めの学
習を効果的に進めることができる。

1 童心社 20-1 A01

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」２

（１対１対応、１～５の数、
５までのたし算）

具体的な絵や図を示しながらまとめられており、１対１対応、１か
ら５までの数、５までの合成・分解の学習に適している。また
「+、＝」の記号を用いる学習に移行しやすい。

かずのほん２
０から１０まで

身近なものを通して０から１０までの数の概念を質問形式で掲載さ
れているので、指導者と生徒がやりとりしながら楽しく学ぶことが
できる。

5 同成社 20-5 C03

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」３

（６～９のたし算、ひき算、
位取り）

具体的な絵や図を示しながらまとめられており、イメージをもって
取り組むことができわかりやすく、６～９のたし算、ひき算、位取
りの学習に適している。

4 童心社 20-1 A02

3 同成社 20-5 C02

かずのほん３
０から１０までの
たしざんひきざん

絵と図解で、わかりやすくたし算ひき算の概念を獲得することがで
きる。初めて計算にふれる生徒でも計算の基礎をじっくりと学ぶこ
とができる。

算数

6 童心社
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教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

生活

1・2 東書 002
101
102

どきどき わくわく
あたらしい せいかつ 上

あしたへ ジャンプ
新しい 生活 下

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

様々な分野において、児童が自分で考えたり実際にやってみたりす
るための手がかりとなることが、豊富な写真や絵などを用いてわか
りやすく提示されている。

生きる力に直結する「衣・食・住」の基本となる事柄が、取り上げ
られている。写真、イラスト等でわかりやすく示されており、楽し
みながら学習をすすめていくことができる。

4 チャイルド 17-1 552
チャイルドブックこども百
科　なりたい！わくわく！

おしごとずかん

しごとの内容や一日の流れ、服装等をわかりやすく取り上げてい
る。イラストがわかりやすく、イメージを持ちやすいので、楽しく
学習を進めることができる。

3 小学館 12-2 526
小学館の子ども図鑑プレ
ＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶ

せいかつの図鑑

地震が起きたときの身の守り方を、児童が自分で考えながら学ぶこ
とができる。通学路や自宅、教室など、状況ごとに文字と絵で、わ
かりやすく書かれている。

6 偕成社 06-1 X01
坂本廣子の

ひとりでクッキング（１）
朝ごはんつくろう！

簡単な朝ごはん作りを通して、料理の基本を学ぶことができる。道
具・材料や作り方がイラストで示されており、児童自身が学びなが
ら、調理活動を進めていくのに適している。

5 ポプラ 30-2 583
いのちを守る

地震・防災の本１
じしんのえほん

音楽

1 永岡書店 21-1 532

4 成美堂出版 14-4 2

3 成美堂出版 14-4 539

6 音楽センタ 55-12 527

ＤＶＤとイラストで
よくわかる！

手あそびうたブック

指や手先を使った簡単な遊び歌から、身体全体を使う遊び歌まで、
幅広く取り上げられている。イラスト、ＤＶＤ付きで掲載されてお
り、音楽に親しんでいくのに適している。

2 ポプラ 30-2 O07
おととあそぼうシリーズ７
ドン！ドコ！ドン！たいこ

一般的によく歌われている曲が多い。また、聴覚障害児にとって振
動で理解しやすい楽器である太鼓を用いており、リズムを感じなが
ら、音楽に親しむことができる。

ＤＶＤでひける！はじめて
のピアノえほん１

たのしいピアノのおけいこ

楽譜の階名と同じ色のシールがついており、鍵盤ハーモニカに貼る
と、簡単に演奏することができる。なじみがある簡単な童謡が多
く、興味を持って取り組むことができる。

ＤＶＤでひける！はじめて
のピアノえほん２

たのしいピアノのうた

楽譜の階名と同じ色のシールがついており、鍵盤ハーモニカに貼る
と、簡単に演奏することができる。一般的によく歌われる曲が多
く、興味を持って取り組むことができる。

5 鈴木出版 13-2 502
歌でおぼえる

手話ソングブック
－ともだちになるために－

日常よく使うなじみのある手話を使った歌が収録されており、興味
を持って音楽に親しむことができる。手話イラストが分かりやす
く、親しみやすい絵である。

手話でうたう
こどものうたベスト

行事や交流会で歌われることの多い曲が取り入れられており、興味
を持って学習することができる。手話イラストが分かりやすく、親
しみやすい絵である。
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教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

図工

1・2 開隆堂 009
101
102

ずがこうさく１・２上
わくわくするね

ずがこうさく１・２下
みつけたよ

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

この教科書には多くの種類の工作教材が掲載されており、それぞれ
に児童の発達段階や興味関心を考慮した題材が選ばれ、児童が自由
でのびのびと楽しんで学習に取り組める。

3・4 開隆堂 009
301
302

図画工作３・４上
できたらいいな

図画工作３・４下
力を合わせて

材料や作り方の説明が、写真や挿し絵を交え、丁寧に分かりやすく
記載されている。様々な題材や内容の写真が豊富で、児童がイメー
ジを広げて学習に取り組める。

材料や作り方の説明が、写真や挿し絵を交え、丁寧に分かりやすく
記載されている。様々な題材や内容の写真が豊富で、児童がイメー
ジを広げて学習に取り組める。

保健

3・4 学研 06-2 I01
あそびのおうさまずかん

からだ増補改訂

5・6 開隆堂 009
501
502

図画工作５・６上
心をひらいて

図画工作５・６下
つながる思い

人間や他の生き物の体がイラストや写真を中心に紹介されており、
しくみやはたらきがわかりやすい。児童にとって視覚的に捉えやす
く、興味・関心を持って学習できる。

5・6 学研 224 305 みんなのほけん　３・４年

写真や挿し絵も多く掲載されており、説明も丁寧に記述されてい
る。グラフも変化が視覚的にとらえられるように工夫されており、
児童が関心をもって学習に臨みやすい。

特別の教科
道徳

1 合同出版 10-8 B01

4 合同出版 10-8 B04

絵でわかる
こどものせいかつずかん１
　みのまわりのきほん

日常生活に関する基本動作が取り上げられており、生活習慣を身に
着けることができる。１日の生活の場面ごとにイラストでわかりや
すく示されており、視覚的に捉えやすい。

2 合同出版 10-8 531
絵でわかる

こどものせいかつずかん２
　しょくじのきほん

食事に関する基本動作やマナー、あいさつや思いやりなどが取り上
げられている。イラストでわかりやすく示されており、視覚的に捉
えやすい。

3 合同出版 10-8 B03
絵でわかる

こどものせいかつずかん３
　おでかけのきほん

日常生活や社会生活の中に関する基本動作や約束や思いやりなどが
取り上げられている。イラストでわかりやすく示されており、視覚
的に捉えやすい。

6 三省堂 11-4 540
こども

マナーとけいご
絵じてん小型版

日常生活や社会生活の身近な場面を見開きでのわかりやすい図解と
簡単な言葉で説明されている。善悪や思いやり、礼儀約束や社会の
きまりに関することなど幅広い内容が取り上げられている。

絵でわかる
こどものせいかつずかん４
　おつきあいのきほん

日常生活の中でのあいさつや思いやり、約束や気持ちを表す言葉
が、場面ごとにイラストでわかりやすく示されており、分かりやす
い。

5 講談社 10-1 E01

講談社の年齢で選ぶ知育
絵本　４・５・６さいの

きもちをつたえる
ことばのえほん

日常生活や社会生活に必要な基本のことばが取り上げられており、
あいさつや思いやり、気持ちを表す言葉を学ぶことができる。挿し
絵やイラストが豊富で興味をもちやすい。
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学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

3

算数 教出

しょうがくさんすう１

小学算数２上
小学算数２下

小学算数６

1

2

3

6

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

新しい書写　四

新しい書写　五

新しい書写　六

帝国
楽しく学ぶ　小学生の地図帳

３･４･５･６年

日文

小学算数３上
小学算数３下
小学算数４上
小学算数４下

小学算数５

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

滋賀県立北大津養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程１ ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

国語三上　わかば
国語三下　あおぞら
国語四上　かがやき
国語四下　はばたき

1

2

3
光村

国語五　銀河

4

5

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

国語六　創造

こくご一上　かざぐるま
こくご一下　ともだち
こくご二上　たんぽぽ
こくご二下　赤とんぼ

6

国語

小学社会　４年
社会

6

書写 東書

あたらしい　しょしゃ　一

新しい　しょしゃ　二

1

2

新しい書写　三

4

小学社会　３年

小学社会　５年

小学社会　６年

5

6

3

5

3・4・5・6

4

4

5

地図
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東書
新しいほけん　３･４

選定理由書名教科 使用学年 発行者の略称

保健

5・6 東書

音楽

3・4

5・6

家庭

5・6

図工

1・2

日文

理科

5

生活 1・2

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。
新しい保健　５･６

新しい家庭　５･６

どきどきわくわく
あたらしい　せいかつ　上

あしたへジャンプ　新しい　生活　下

6

小学生の音楽　５

2 小学生の音楽　２

3

1

4

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

ずがこうさく１･２上
たのしいな　おもしろいな

ずがこうさく１･２下
たのしいな　おもしろいな

図画工作３･４上
ためしたよ　見つけたよ

図画工作３･４下
ためしたよ　見つけたよ

図画工作５･６上
見つめて　広げて
図画工作５･６下
見つめて　広げて

小学生のおんがく １

小学生の音楽　６

小学生の音楽　４

小学生の音楽　３

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

新しい理科　３

東書

新しい理科　６

新しい理科　４

新しい理科　５

4

3

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

3・4

5

6

教芸

東書
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しょうがくどうとく いきる ちから １

しょうがくどうとく いきる ちから １
どうとくノート

小学どうとく　生きる 力　２

小学どうとく　生きる 力　２
どうとくノート

小学どうとく　生きる力　３

小学どうとく　生きる力　３
どうとくノート

小学道徳　生きる力　４

小学道徳　生きる力　４
道徳ノート

小学道徳　生きる力　５

教科

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

2

3

5

6

特別の教科
道徳

1

日文

4

外国語

5
ＮＥＷ ＨＯＲＩＺＯＮ Elementary

Englesh Course 5

ＮＥＷ ＨＯＲＩＺＯＮ Elementary
Englesh Course 6

6

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。東書

使用学年 発行者の略称 書名 選定理由

小学道徳　生きる力　５
道徳ノート

小学道徳　生きる力　６

小学道徳　生きる力　６
道徳ノート
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5 くもん出版 08-1 502
もじ・ことば４

やさしいひらがな２集

段階を経ながら、５０音に加え、「を」や濁音、半濁音が加わりす
べてのひらがなを練習することができる。文字の形に気をつけて丁
寧に書くことができる。

6 くもん出版 08-1 505
もじ・ことば７

ことばのおけいこ

児童が書きやすい簡単な文字から順番に配列され、身近なひらがな
を書きながら簡単な文にもふれることができ、読み書きの練習をす
ることができる。

3 くもん出版 08-1 572
めいろ３

やさしいめいろ１集

たくさんの迷路が簡単な物から順に並べられていて、迷路遊びを通
して楽しみながら段階的に運筆力と集中力を養うことができる。

もじ・ことば３
やさしいひらがな１集

運筆力を高めながら、ひらがなの形をマスターすることに適してい
る。イラストとともにことばと文字をひとつずつ覚えていける。

ゆっくり学ぶ子のための「こ
くご」２（改訂版）  （かた
かな・かん字の読み書き）

カタカナ・漢字の読み書きを中心に、児童に身近な学校や家庭など
の日常生活に即した内容でわかりやすく表記されている。

書写

1 くもん出版 08-1 C01

4 くもん出版 08-1 A03

書きかたカード
「ひらがな」

マーカーペンで直接字をなぞってひらがなの書き方を練習すること
ができる。運筆力を高めことばを学習することができる。

2 くもん出版 08-1 515 書きかたカードカタカナ

マーカーペンで直接字をなぞってカタカナの書き方を練習すること
ができる。運筆力を高めことばを学習することができる。

こくご　☆☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されており、国語で
学ばせたい内容がイラストなどを使いわかりやすく取り入れられて
いる。

ゆっくり学ぶ子のための「こ
くご」１（改訂版）  （ひら
がなのことば・文・文章の読

み）

わかりやすい表記でひらがなの簡単な単語の読みから始まるよう構
成されている。また、児童に身近な学校や家庭の事柄が掲載されて
いてイメージを持って学習しやすい。

5 東書 002 C-123 こくご　☆☆☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されており、国語で
学ばせたい内容がイラストなどを使いわかりやすく取り入れられて
いる。

こくご　☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されており、国語で
学ばせたい内容がイラストなどを使いわかりやすく取り入れられて
いる。

2 絵本館 04-1 511
五味太郎ことばのえほん

あいうえおかるた

児童が興味を持ちやすい楽しい図版とリズミカルな文面で構成され
ている。カルタとして遊びながら文字やことばを学ぶことができ
る。

国語

1 東書 002 C-121

4 同成社 20-5 A01

3 東書 002 C-122

6 同成社 20-5 A02

滋賀県立北大津養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程２ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

R４申請　北大津養護学校　小学部　課程２

- 40 -



教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

ひとりでできるもん！５
すてきなおかし作り

わかりやすい絵や写真がたくさん使われており、簡単な料理に興味
を持って取り組める。楽しんで身近なおかしを作ることができる。

見て、学んで、力がつく！
こども日本地図２０２１版

写真が鮮明でわかりやすい。自然に日本の地図への関心を深め、日
本各地の地理の基礎知識を身につけることができる。

自然図鑑カード
花と木カード

身近な植物のイラストを見ながら植物の名前を読むことで、自然に
名前を覚えたりことばへの関心を高めたりすることができる。

5 永岡書店 21-1 519
楽しく学んで

力がつく！こども世界地図

豊富な写真で楽しく世界についての理解が深まるこども世界地図
帳。児童が楽しみながら世界各国に関心を向けることができる。

生活図鑑カード
 のりものカード

児童に身近な乗り物がカードでわかりやすく示してあり、生活の場
に即して楽しみながら学習することができる。カード形式なので
様々な場で使うことができる。

2 くもん出版 08-1 514
生活図鑑カード

くだものやさいカード
（２集）

児童に身近なくだものがカードでわかりやすく示してあり、生活の
場に即して楽しみながら学習することができる。カード形式なので
様々な場で使うことができる。

生活

1 くもん出版 08-1 510

4 くもん出版 08-1 546

3 永岡書店 21-1 520

6 金の星社 07-2 F05

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されており、算数で
学ばせたい内容がイラストなどを使いわかりやすく取り入れられて
いる。

6 くもん出版 08-1 562
かず・けいさん７

 はじめてのひきざん

少しずつ難しくなる問題に挑戦しながら、ひきざんの基礎が養え
る。

5 教出 017 C-124 さんすう　☆☆☆

かず・けいさん４
 はじめてのたしざん

少しずつ難しくなる問題に挑戦しながら、たしざんの基礎が養え
る。

3 教出 017
C-122
C-123

さんすう　☆☆（１）
さんすう　☆☆（２）

算数

1 教出 017 C-121 さんすう　☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されており、算数で
学ばせたい内容がイラストなどを使いわかりやすく取り入れられて
いる。

2 くもん出版 08-1 558
かず・けいさん３
すうじおけいこ

段階的な数字を学習して数の感覚を養い、たしざんの基礎を養うこ
とができる。

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されており、算数で
学ばせたい内容がイラストなどを使いわかりやすく取り入れられて
いる。

4 くもん出版 08-1 559
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正しい姿勢、丈夫な骨作りについてやさしく解説してあり、身体に
対して関心を向けやすい内容である。児童に身近な姿勢について意
識することができる。

保健

5・6 ひかりのく 27-1 I09
改訂新版体験を広げる
こどものずかん９
からだとけんこう

3・4 あかね書房 01-1 508

5・6 二見書房 78-25 501
ワクワクさんのふしぎ工作

（遊べるふろく付き）

家庭にある身近な素材を使い、簡単に作れて楽しめる工作が紹介さ
れている。シンプルな作り方と巧みな仕掛けで動きのある面白い工
作ができる。

からだのえほん３  おへそ
にきいてごらん

身体に対して関心を向けやすい内容であり、楽しんで取り組むこと
ができる。児童に身近なおへそについてかわいいイラストで学ぶこ
とができる。

かわいいイラストで児童が興味を持って実際に図の中に色を塗る活
動も楽しむことができる。クレパスなどを使った描画活動にも展開
できる。

3・4 学研 06-2 I12
あそびのおうさまずかん

リサイクルこうさく
増補改訂

できあがりを写真で示すなど、わかりやすい工夫がされている。廃
材など日常生活にあるものを使って楽しく工作できる。

図工

1・2 学研 06-2 G09

なじみの深い音楽に合わせてたいこを叩くことができ、音を鳴らす
楽しさを味わうことができる。たいこを叩きたくなるような音楽が
選曲されている。

6 大日本絵画 16-3 A01
メロディーえほん
ＩＣピアノえほん

四季のどうよう－１２カ月

やさしいメロディーで親しみやすく、楽しみながら音楽活動に取り
組むことができる。楽譜と鍵盤の色を一致させることで弾く活動も
楽しめる。

5 ポプラ 30-2 007
おととあそぼうシリーズ７
ドン！ドコ！ドン！たいこ

あそびのおうさまＢＯＯＫ
どんどんぬるほん

21-1 532
ＤＶＤとイラストで

よくわかる！
手あそびうたブック

ＤＶＤ付なので、手あそびの動きや流れがわかりやすく、見ている
だけでも楽しめるような内容となっている。ＤＶＤを見ながら、一
緒に手あそびを楽しむことができる。

3 カエル 56-33 501
ＤＶＤつき

ケロポンズのいち・にの
たいそうＢＯＯＫ

音楽

1 永岡書店 21-1 007
お手本のうた付き！

どうよううたのえほん

親しみやすい楽曲で構成されており、お手本を繰り返し聞きながら
音楽活動を行うことができる。自分でイラストを見てボタンを押し
て選曲することができる。

2 永岡書店 21-1 009
お手本のうた付き！

どうよううたのえほん２

やさしい曲や童謡で編集されており、楽しみながら音楽活動を行う
ことができる。自分でイラストを見てボタンを押して選曲すること
ができる。

親しみやすい曲に合わせて分かりやすい振りが付いているため、児
童が楽しみながら活動できる内容となっている。ＤＶＤがあるた
め、視覚的にも分かりやすい。

4 永岡書店
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創作絵本　よみきかせ
日本昔話かさじぞう

相手を思いやる大切さを主人公の優しさに溢れた行動から学ぶこと
ができる。やわらかなタッチで描かれた絵や味のある表情も物語を
引き立てており、興味を持つことができる。

「おれたち、ともだち！」
絵本  ともだちや

物語を通して、多様な考え方や感じ方に接することができる。友だ
ちとは何かを考えるきっかけを作り、自分で考えを深め、判断し表
現できる力を育むことができる。

「おれたち、ともだち！」
絵本　あしたもともだち

登場人物の気持ちから、お互いを理解すること、尊重すること、思
いやる心を感じることができる。また、自分の経験と照らし合わせ
ながら考えを深めることができる。

絵本の時間２３
おまえうまそうだな

登場人物の感情から、一緒に過ごす中で、育まれる絆や愛情を感じ
ることができる。また、人に頼られることから自己有用感につなが
り、よりよい自分に気づくことができる。

ともだちだいすき（３）
ぼうしころころ

風で飛ばされた、ぞうくんのぼうしを探し、友だちとのふれあいの
大切さをやさしく伝えることができる。

2 福音館 28-1 603
こどものとも絵本

そらまめくんのベッド

「かして」「だめ」「いいよ」という友だちと関わり始める時の大
切な言葉が物語の中にたくさん出てきて、友だちとの関わり方を学
ぶことができる。

特別の教科
道徳

1 偕成社 06-1 597

4 偕成社 06-1 522

3 偕成社 06-1 E01

6 講談社 10-1 512

5 ポプラ 30-2 561
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5 偕成社 06-1 005
五味太郎・言葉図鑑（５）

つなぎのことば

字形のイメージ化に工夫が凝らされており、図鑑という想定でいろ
いろな例をあげる中で、書きたいという思いをもたせることができ
る。

6 岩崎書店 02-1 E01
五味太郎の

ことばとかずの絵本
 漢字の絵本

漢字のイメージを絵で表している。独特のタッチで漢字のイメージ
を絵で表を用いて簡単な漢字を紹介しており、視覚的にイメージす
ることができ、楽しみながら漢字を書くことに取り組める。

3 偕成社 06-1 001
五味太郎・言葉図鑑（１）

うごきのことば

字形のイメージ化に工夫が凝らされており、図鑑という想定でいろ
いろな例をあげる中で楽しく文字を書くことにつなげることができ
る。また、多くの動詞にそれぞれふさわしい絵があり興味を示しや
すい。

五味太郎・言葉図鑑（３）
かざることば（Ａ）

字形のイメージ化に工夫が凝らされており、図鑑という想定でいろ
いろな例をあげる中で、書きたいという思いをもたせることができ
る。イラストと形容詞がマッチングしており、言葉の楽しさを実感
することもできる。

日本傑作絵本シリーズ
おしゃべりなたまごやき

造本は堅牢で、上質な日本語が使用されている。印刷は鮮明であ
り、独特の大きな構図が特徴的な絵に促され、豊かにイメージを膨
らませ、楽しく学習できる。

書写

1 福音館 28-1 613

4 偕成社 06-1 003

安野光雅の絵本
あいうえおの本

木目調のひらがなや挿絵等に工夫が凝らされていて興味を持ちやす
くなっている。また、デザイン化した字形で、大きな絵のように表
現されており、わかりやすく書くことのイメージを持たせることが
できる。

2 あかね書房 01-1 A01 もじのえほん  あいうえお

鮮明で親しみやすいたのしい絵とリズミカルな文で、「字」がおぼ
えられるように工夫されており、リズミカルな文を使ったあそびな
どを通して、書くことにつながることが期待できる。

エリック・カールの絵本
たんじょうびの
ふしぎなてがみ

造本は堅牢で、印刷も鮮明であり、はり絵のようないろいろな形の
絵があり興味関心を示しやすい。また、しかけもあり見るだけでな
く触ることによりイメージを膨らませることができる。

エリック・カールの絵本
ごきげんななめの

てんとうむし改訂大型版

造本は堅牢で、印刷も鮮明であり、はり絵のような絵により豊かに
イメージを膨らませることができる。また、ページが段階的に大き
くなるしかけになっており、展開に興味をもたせやすい。

5 福音館 28-1 J02
世界傑作絵本シリーズ

ブレーメンのおんがくたい

グリムの有名な昔話であるが、造本は堅牢で、独特の色彩、やさし
いタッチで絵が描かれており、わかりやすい文章とともに児童が物
語に対して興味をもちやすいよう工夫されている。

五味太郎・しかけ絵本
（１）

きいろいのはちょうちょ

独特のタッチの絵で印刷も鮮明であり、絵に促されちょうちょ以外
のものの登場もあり豊かにイメージをふくらませるとともに、ちょ
うちょの形の穴あきのしかけにより楽しく学習できる。

2 偕成社 06-1 593
五味太郎・しかけ絵本

（３）
まどからおくりもの

子どもたちの表情や仕草がとても生き生きと独特のタッチで描かれ
ており、印刷も鮮明であり、絵に促され豊かにイメージをふくらま
せるとともに、しかけにより楽しく学習できる。

国語

1 偕成社 06-1 V01

4 偕成社 06-1 577

3 偕成社 06-1 572

6 福音館 28-1 624
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シリーズ生活を学ぶ１
つくって食べよう

分かりやすい絵と解説になっており、児童にとって簡単に活動でき
る内容でもあり、食べることだけでなく自分たちで作ることにも興
味をもつことができるよう工夫されている。

昆虫とあそぼう

分かりやすい絵と色使いで昆虫が実物の大きさも示しながら紹介さ
れており、見るだけでも楽しい内容であり、自然に対して興味を
もって学習できる内容である。

スカーリーおじさんの
はたらく人たち

いろいろな職業についてユーモラスなかわいい動物たちが紹介する
ストーリー仕立てになっており、職業について楽しみながら興味を
もって学習できるように工夫されている。

5 福音館 28-1 G03
福音館の科学シリーズ

地球

地球の内部が地表から中心部にわたって美しい絵で描かれていると
ともに、分かりやすい解説がされているので、地球について興味を
もって学習できる内容である。

生活図鑑カード
たべものカード

絵や写真が大きくきれいで見やすい。身近な題材で食べ物への興
味・関心がもちやすい。

2 福音館 28-1 G04
福音館の科学シリーズ

道ばたの四季

身近に見られる花や虫や鳥などが数多く自然の中での姿として繊細
なタッチで描かれており、身近な自然に対して興味をもって学習で
きるよう工夫されている。

生活

1 くもん出版 08-1 B01

4 評論社 27-2 A01

3 戸田デザイ 20-4 010

6 福村出版 28-7 A01

内容を楽しむなかで、遊びながらたしざんに触れるようになってお
り、数や量の概念を身につけられるよう工夫されている。絵もはっ
きりとして足し算の基礎を楽しく学習できる。

6 偕成社 06-1 636
まついのりこ・数の絵本

はじめてのひきざん

内容を楽しむ中で、遊びながらひきざんに触れるようになってお
り、数や量の概念を身につけられるよう工夫されている。絵もはっ
きりとしていて引き算の基礎を楽しく学習できる。

5 偕成社 06-1 637
まついのりこ・数の絵本

はじめてのたしざん

安野光雅の絵本  はじめて
であうすうがくの絵本２

繊細なタッチの美しい絵が使用されているので興味関心をひきつけ
ることができる。また、数式や記号のかわりに動物が使われており
遊び感覚で数の基本を学習できる。

3 福音館 28-1 I01
安野光雅の絵本  はじめて
であうすうがくの絵本１

算数

1 あかね書房 01-1 B02
あかねえほんシリーズ

かたちのえほんまる・さん
かく・しかくさん

はっきりとした色彩で描かれた絵を楽しく見ながら、身近なものを
使ったリズミカルな文にあわせて、丸、三角等形についての理解が
深まるよう工夫されている。

2 偕成社 06-1 A04
ことばをおぼえる本
 かず・かたち・いろ

あいうえお

数・形・色を材料に言葉から文字への興味をひきだすことをねらっ
た内容であり、楽しく絵を見ながら、数、形や色等について学習で
きるように工夫されている。

繊細なタッチの美しい絵で「なかまはずれ」「じゅんばん」等が表
されており、興味を引きつけることができるので、あそび感覚で数
字や数に興味をもつことができる。

4 福音館 28-1 610
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健康な日常生活を送るために必要なことが、平易な文章で、漢字は
仮名が振られており絵も多く理解しやすくなっているので、自分た
ちのからだの仕組みについて楽しく学習できる。

保健

5・6 福村出版 28-7 A06
シリーズ生活を学ぶ６
わたしたちのからだ

3・4 あかね書房 01-1 G04

5・6 学研 06-2 G08
あそびのおうさまＢＯＯＫ

はじめてきるほん

切る、やぶる、貼るという手指を使った活動や、はさみやのりなど
の道具を使った活動が体験できる。色彩も豊かで児童が興味を持ち
楽しく取り組むことができる。

からだのえほん４
からだにもしもし

絵がはっきりとしており、楽しく絵を見ながら、からだについて興
味をもって学習していけるよう文章が工夫されている。また、健診
に対して見通しをもたせやすく日常生活にも役立つ。

可塑性のある身近な素材を使って遊びながら、描く・作る学習をす
ることができる。また、できあがったもので遊ぶことも可能であり
より興味関心をもたせやすい。

3・4 学研 06-2 001
あそびのおうさまＢＯＯＫ

ぬって

親しみやすい挿絵に促されて、色のイメージを広げながら楽しく活
用することができる。塗るという活動の初期段階においても楽しく
取り組めるように工夫されている。

図工

1・2 岩崎書店 02-1 A06

何度も歌いたくなるよく知っている童謡が多くあり、またそれぞれ
の歌に合わせた温かくほのぼのとした絵が親しみやすく、楽しみな
がら学習できるよう工夫されている。

6 成美堂出版 14-4 540
ＣＤ付すぐ覚えられる
わらべうたあそび

○

（供給不能による変更）
古くから伝わってきた日本の歌を、ＣＤを聴きながら、動きやリズ
ムを取って遊ぶことができる。わらべうたは、音域が狭いため、児
童が真似をしやすく、楽しく遊べる。

5 グランまま 08-2 002 うたえほん

あそびの絵本
ねんどあそび

27-1 002
どうようでおえかきできる
どうようＮＥＷ絵かきうた

ブック

絵の色彩が鮮明で子どもの気持ちをひきつけやすい。また、よく知
られている童謡を歌いながらの絵かき歌が紹介されており、楽しく
学習できるよう工夫されている。

3 ぶどう社 78-7 502
幼児と障害のある子の
リズムうたあそび

音楽

1 三起商行 82-3 505
ポカポカフレンズの

おんがくえほん  たいこ

左右違う音の出る太鼓がついており、１５曲の曲目に合わせて叩く
ことで音楽の楽しさを学ぶことができる。また、太鼓を叩くとライ
トが光り、より興味をもって学習できる。

2 ドレミ楽譜 20-2 501
ピアノとおともだちになる
はじめてのピアノあそび

絵も歌も親しみやすく、絵を指さしながら１本指の簡単な動きで音
が出るようになっており興味をもって学習できる。また、あそびな
がら歌う歌も紹介されており、楽しく歌えるような内容になってい
る。

絵も歌も親しみやすく興味をもって学習できる。歌だけでなく、リ
ズムあそびの内容がくわしい解説とイラストで紹介されており、子
どもにとって興味をもって学習できる。

4 ひかりのく
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

ピーマン村の絵本たち  お
おきくなるっていうことは

服が小さくなったり、歯が生えたりすることだけでなく、我慢でき
たり判断できたり、年下に優しくできたりということを通して、自
分の成長を喜びとして感じることができる。

ごめんやさい

「ごめんなさい」と言うのは、なかなか勇気がいることだが、仲直
りできる魔法の言葉でもある。失敗は誰にだってあるものだという
ことを学ぶこともできる。

どうぞのいす

挿絵からイメージや思考が深まるよう工夫され、児童の実態に応じ
て学習が効果的に進められるよう配慮されている。椅子を巡って思
いやりや優しい気持ちを感じることができる。

だいじょうぶだいじょうぶ

不安な気持ちになると、おまじないの言葉で助けてくれたおじい
ちゃんのあたたかさが伝わってくる。この本で、生きていくための
しなやかな強さを育むことができる。

三浦太郎のあかちゃんえほ
ん くっついた

「くっついた」の繰り返しが楽しく、題材に適した挿絵からイメー
ジや思考が深まるよう工夫されている。児童の実態に合わせて学習
が効果的に進められるよう配慮されている。

2 ひかりのく 27-1 524 ありがとまと

主人公が困っている野菜たちを華麗に助けていく話は、コミカルで
分かりやすい。この本を通じて、ありがとうの気持ちを学ぶことが
できる。

特別の教科
道徳

1 こぐま社 10-4 540

4 ひさかた 27-3 D02

3 ひかりのく 27-1 525

6 童心社 20-1 L02

5 講談社 10-1 574

R４申請　北大津養護学校　小学部　課程３

- 47 -



ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

五味太郎・言葉図鑑（６）
くらしのことば

5 偕成社 06-1 557
五味太郎・言葉図鑑（２）

ようすのことば

6 偕成社 06-1

岩崎書店 02-1

4 あかね書房 A02
もじのえほん

かたかなアイウエオ

あいうえおべんとう

E03
五味太郎のことばとかずの
絵本  ことばのあいうえお

独特のタッチの絵であるとともに字形のイメージ化に工夫が凝らさ
れている。また、身近なことばを取材し作成されているので、あそ
びなどを通して楽しく書くことに興味を持たせることかできる。

身近で親しみやすい内容で、色彩も明瞭に描かれていて児童の興味
を引き付ける。児童が楽しみながら文字に親しむことができるよう
工夫されている。

身近なものを使ったリズミカルな文と鮮明な絵で内容も工夫されて
いる。また、字形のイメージ化に工夫がなされ、カタカナを学習す
る際にも楽しく覚えながら書くことができる。

児童が気持ちを向けやすそうな独特のタッチの絵でことばと絵をむ
すびつけて紹介されており、動作のしかたや物のありかたなどよう
すのことばについても、興味をもって書こうとすることに気持ちを
むけさせることができる。

生活の中の話し言葉が多く使われ、日常の身近な内容でわかりやす
く、ことばと絵をむすびつけて紹介されており、身近なことからく
らしについても、興味をもって書こうとすることに気持ちをむけさ
せることができる。

身近なものとともに文字がかかれており、具体物や文字に対して興
味を持ちやすくなっている。また、具体物や文字を使ったあそびに
も活用できるので楽しみながら書くことにつなげることが期待でき
る。

世界傑作絵本シリーズ
三びきのやぎの
がらがらどん

動物や植物がはっきりとした色彩と形で描かれており絵がわかりや
すい。また、わかりやすい内容に加えしかけがあることでより絵本
に興味をもって学習できる。

内容が簡潔にまとめられており、児童にとってストーリーがわかり
やすい。また、穴あきのしかけとともにハケ使いの色と切り絵の手
法での美しい絵であり、興味をもって学習できる。

文字はほとんど登場しないが、著者の美しく豊かな色彩表現である
ハケ使いの色と切り絵の手法での美しい絵があり、イメージを膨ら
ませながら絵本に興味をもって学習できる。

個性ある動物などが美しい色使いのやさしいタッチで描かれている
とともに、ストーリーを追いやすく分かりやすい文章で豊かにイ
メージを膨らませることができる。

ぐりとぐらの絵本
ぐりとぐらの１ねんかん

動物を題材にしてやさしくわかりやすい内容であり、造本は堅牢
で、美しい色使いのやさしいタッチの絵で豊かにイメージを膨らま
せることができる。

ほのぼのとしたタッチの絵と分かりやすい文で、登場人物に興味が
持てるだけでなく、１年間の移り変わりを、イメージを膨らませな
がら学習することができる。

木村裕一・しかけ絵本
（１）  みんなみんなみー

つけた

エリック・カールの絵本
はらぺこあおむし

エリック・カールの絵本
うたがみえるきこえるよ

世界傑作絵本シリーズ
てぶくろ

あいうえおえほん

006

1 戸田デザイ 20-4 003

3 くもん出版 08-1 001

01-1

書写

2

4

福音館 28-1

福音館

T02

J01

J03

K0428-1

偕成社

教科書名
変更の
有無

選定理由

5

6

滋賀県立北大津養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程４ ］

偕成社 06-1

W01

T01

教科
使用
学年

発行者

福音館 28-1

06-1

06-1

発行者
コード

（番号）

偕成社

図書コード
（教科書記号番号）

国語

1

2

3
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ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

001

4

001
こどもがつくる
たのしいお料理

カラー写真が美しく、調理工程がわかりやすい簡単な絵で示されて
おり、見通しを持って調理ができるよう工夫されている。また、大
人と一緒に活動しやくす人間関係の形成にも役立つ。

婦人之友 28-2

ぼくとわたしの
せいかつえほん

毎日の生活の中のできごとが分かりやすく説明されており、身近な
生活の問題に興味をもつような豊富な内容で、生活経験の不足を補
い楽しく学習できる。

5 グランまま 08-2

生活

1 偕成社 06-1

2 偕成社 06-1

6

4 ひかりのく 27-1 J04
はじめてのずかん４
やさいとくだもの

児童が毎日の生活の中でよく見かけたり食べたりする野菜と果物が
でているとともに果物は出まわる季節順に並べられているので、身
近な野菜、果物にさらに興味をもちながら学習できる。

B073 くもん出版 08-1

あかちゃんのあそびえほん
（６）

いいおへんじできるかな

生活図鑑カード
生活道具カード

登場人物を含め絵や色づかいが美しいだけでなく、時計がついた時
計の形の絵本になっていることで、興味をもって遊びながら時計に
親しむことができる。

6 大日本絵画 16-3 506
とけいつきしかけえほん
ピーターいまなんじ？

返事という毎日の生活の中での基本的なことがらが、楽しく親しみ
やすい絵で表現されており、コミュニケーションの一部を楽しみな
がら学習できる。

R03
あかちゃんのあそびえほん

（３）
 いただきますあそび

毎日の生活の中での基本的なことがらが、動物の“いただきます"
のしぐさで表され楽しく親しみやすい内容になっており、食事のマ
ナーについて楽しく学習できるよう工夫されている。

R06

身近な生活道具がわかりやすい絵で示されており、児童にとって理
解しやすくなっている。また、大人とのやりとりにも活用すること
が可能で、楽しく学習できる。

偕成社 06-1 A02
エリック・カールかずのほ
ん  １，２，３どうぶつえ

んへ

絵本館

切り絵タッチの美しい絵で動物の紹介をしながら数に親しむことが
できるようになっており、数に入るまでの数量的な認識が身につく
よう工夫されている。

5 岩崎書店 02-1 E04
五味太郎の

ことばとかずの絵本
かずの絵本

文章も楽しく絵も鮮明で、身近な生活の中のかずを楽しむ絵本に
なっており、数に入るまでの数量的な認識が身につくよう工夫され
ている。

児童の好きな食べものがやさしいタッチで多く描かれた絵本であ
る。また、数に入るまでの数量的な認識が身につくよう工夫されて
おり、絵を見ながら楽しく学習できる。

2 絵本館 04-1 A10
五味太郎の絵本１０

かたち

児童の好きな食べものがやさしいタッチで多く描かれた絵本であ
る。また、数に入るまでの数量的な認識が身につくよう工夫されて
おり、絵を見ながら楽しく学習できる。

五味太郎の絵本９
いろ

ぞうやワニなどが登場し、わかりやすく見やすい絵でいろが紹介さ
れており、また、しかけもあり興味をもって学習する中で、色の概
念が身につくよう工夫されている。

A09

くまたんのはじめてシリー
ズ  おいしいおいしい１・

２・３

算数

1 小峰書店 10-5 C02

3 04-1
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ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

図工

保健

E02

3・4 童心社 20-1 535

001

音楽

1 ひかりのく 27-1 F02

ごはんやおかしなど食べ物が、体内のどこを通って、どうなるのか
という内容であり、わかりやすい絵とともに食物の摂取から排泄ま
でを学ぶことができる。

かこさとしからだの本２
たべもののたび

登場人物が大きく口を開けている絵に、食べ物シールを貼っていく
内容である。この絵本を読むことで、ごっこ遊びを楽しみながら、
つもりや見立ての力を育てることができる。

絵本・ちいさななかまたち
からだっていいな

分かりやすい絵と詩的な文やしかけにより、自分のからだに興味を
もち、楽しみながら学習できる。また、からだを動かす活動にも使
用することができる。

02-1 A17
あそびの絵本
えのぐあそび

内容が豊富であるとともに筆だけでなくヘラ、刷毛，スポンジ等身
近な素材を使っているので、児童にとっても扱いやすく、遊びなが
ら描く・作る学習をすることができる。

516 あーんあーんあーん

子ども達にとって聞きやすく、歌いやすいメロディーの歌が多く収
録されているＣＤである。また、四季に応じた曲がそれぞれに入っ
ており、歌を通して季節を感じることができる。

6 クレヨンハ 58-3 520

5・6 童心社 20-1

ＣＤ新しい子どもたちの歌
シリーズ　第７集

ポケットに歌をつめて

1・2 岩崎書店 02-1

5・6 コクヨ 10-10

A06
あそびの絵本
ねんどあそび

可塑性のある身近な素材を使って遊びながら、描く・作る学習をす
ることができる。また、できあがったもので遊ぶことも可能であり
より興味関心をもたせやすい。

3・4 岩崎書店

メロディやテンポが分かりやすい歌で親しみやすく、興味をもって
学習できる。また、ＣＤがついているので手軽に歌を聴いたり歌う
ことが可能である。

5 ひかりのく 27-1 013

おととあそぼうシリーズ７
ドン！ドコ！ドン！たいこ

ＤＶＤ付なので、手あそびの動きや流れがわかりやすく、見ている
だけでも楽しめるような内容となっている。ＤＶＤを見ながら、一
緒に手あそびを楽しむことができる。

4 ポプラ

あそびうたのほんＣＤつき

30-2 007

たのしいてあそび
うたえほん

児童にとって親しみやすい歌が取り上げられているだけでなく、手
あそびもあるので大人と一緒に活動することも可能であり、さらに
興味関心をもって学習できる。

3 ひかりのく 27-1

改訂新版どうようえほん２

歌いやすく親しみやすい歌が多く紹介されており、また、歌うだけ
でなく身体を使って活動できるものもあり、音楽に興味がもちやす
い内容になっている。

メロディーえほん  ＩＣピ
アノえほん四季のどうよう

－１２カ月

親しみやすい童謡が多く取り上げられており、興味をもって楽しく
歌いやすい。また、鍵盤をタッチすると音が出るので、演奏活動に
も利用することができる。

2 大日本絵画 16-3 A01
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ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

特別の教科
道徳

1 偕成社 06-1 D01
ノンタンあそぼうよ（１）
ノンタンぶらんこのせて

物語を通して、自分の経験と照らし合わせながら考えを深めること
ができる。相手の気持ちを考えたり、人との関わり方や社会のルー
ルを学べたりする内容になっている。

2 偕成社 06-1 518
ノンタンあそぼうよ（１

７）ノンタンいたいのとん
でけ～☆

兄弟と喧嘩をしてしまう具体的な内容を通して、友だちと喧嘩して
しまった時に自分ならどうするか、そして、友だちへの思いに気づ
き、人との関わり方を学ぶことができる。

朝から夜までの生活を、楽しくユーモラスに表現している。それぞ
れの場面から、自主的、努力的、行動的といった子ども達にとって
大切なことを学ぶことができる。

4 こぐま社 10-4 535
こぐまちゃんえほん第３集
こぐまちゃんありがとう

「ありがとう」といわれる絵本の場面を通して、「ありがとう」を
言われるとうれしい気持ちや、「ありがとう」の意味をさりげなく
子ども達に伝えることができる。

3 こぐま社 10-4 B01
こぐまちゃんえほん第１集

こぐまちゃんおはよう

「ごめんなさい」の言葉がなかなか出てこない時、心の中であや
まっても相手に伝わらない。この本を通して勇気を出して「ごめん
なさい」を伝える大切さを学ぶことができる。

6 岩崎書店 02-1 513
げんきえほん４
ともだちいいな

友だちとのボールの取り合いの場面から、みんなでボールを使った
方が楽しいというストーリーとなっており、そのことを通して、友
だちの良さを認識することができる。

5 岩崎書店 02-1 514
げんきえほん５
ごめんなさい
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学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

算数 大日本

たのしいさんすう１ねん

たのしい算数２年

たのしい算数６年

1

2

3

地図

5

6

3

5

3・4・5・6

滋賀県立鳥居本養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程１ ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

国語三上　わかば
国語三下　あおぞら
国語四上　かがやき
国語四下　はばたき

1

2

3
光村

国語五　銀河

4

5

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

国語六　創造

こくご一上　かざぐるま
こくご一下　ともだち
こくご二上　たんぽぽ
こくご二下　赤とんぼ

6

国語

社会

6

書写 日文

しょうがくしょしゃ　一ねん

小学しょしゃ　二年

1

2

小学書写　四年

小学書写　五年

4

6

4

5

小学書写　六年

帝国
楽しく学ぶ　小学生の地図帳

３・４・５・６年

東書

新しい社会３

新しい社会５　上
新しい社会５　下

新しい社会６　政治・国際編
新しい社会６　歴史編

たのしい算数３年

たのしい算数４年

たのしい算数５年

4 新しい社会４
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

3 小学書写　三年

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

R４申請　鳥居本養護学校　小学部　課程１

- 52 -



新しい保健　５・６

わたしたちの家庭科
５・６

保健

5・6 開隆堂

3・4

5・6

家庭

5・6
図画工作５・６上　見つめて　広げて
図画工作５・６下　見つめて　広げて

図工

1・2

日文

教科 使用学年 発行者の略称

理科

選定理由書名

1

教芸
4

小学生のおんがく　１

小学生の音楽　６

小学生の音楽　４

5 小学生の音楽　５

2 小学生の音楽　２

3 小学生の音楽　３

5 新しい理科　５

6

どきどき　わくわく
あたらしい　せいかつ　上

あしたへ　ジャンプ
新しい　生活　下

6

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

生活 1・2 東書

音楽

東書
新しいほけん　３・４

新しい理科　３

4

3

ずがこうさく１・２上
たのしいな　おもしろいな

ずがこうさく１・２下
たのしいな　おもしろいな

3・4

図画工作３・４上
ためしたよ　見つけたよ

図画工作３・４下
ためしたよ　見つけたよ

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

東書

新しい理科　６

新しい理科　４
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5
NEW HORIZON Elementary English

Course 5

教科 使用学年

NEW HORIZON Elementary English
Course

Picture Dictionary
外国語 東書 学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

特別の教科　道徳 日文 学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

6
小学道徳　生きる力 ６

小学道徳　生きる力 ６　道徳ノート

1
しょうがくどうとく　いきる ちから １
しょうがくどうとく　いきる ちから １

どうとくノート

2
小学どうとく　生きる 力 ２
小学どうとく　生きる 力 ２

どうとくノート
小学どうとく　生きる力 ３
小学どうとく　生きる力 ３

どうとくノート

4
小学道徳　生きる力 ４

小学道徳　生きる力 ４　道徳ノート

5

6
NEW HORIZON Elementary English

Course 6

小学道徳　生きる力 ５
小学道徳　生きる力 ５　道徳ノート

3

5・6

選定理由発行者の略称 書名
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ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

小学書写　六年

5 日文 116 505 小学書写　五年

6 日文 116

日文 116

4 日文 405 小学書写　四年

小学書写　三年

205 小学しょしゃ　二年

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習するた
め、同一の検定教科用図書を使用する
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習するた
め、同一の検定教科用図書を使用する
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習するた
め、同一の検定教科用図書を使用する
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習するた
め、同一の検定教科用図書を使用する
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習するた
め、同一の検定教科用図書を使用する
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習するた
め、同一の検定教科用図書を使用する
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

こくご二上　たんぽぽ
こくご二下　赤とんぼ

絵を見ながらひらがなの読みの学習ができ、運筆練習が楽しく学習
できるように工夫されている。

日常生活に結びついた題材を用いて、児童が興味関心を持ちながら
ひらがなの学習、漢字の学習、文章の読み書きの学習が順序立てて
できるように工夫されている。

日常生活に結びついた題材を用いて、児童が興味関心を持ちながら
ひらがなの学習、漢字の学習、文章の読み書きの学習が順序立てて
できるように工夫されている。

日常生活に結びついた題材を用いて、児童が興味関心を持ちながら
ひらがなの学習、漢字の学習、文章の読み書きの学習が順序立てて
できるように工夫されている。

国語三上　わかば
国語三下　あおぞら

知的障害に応じて２年生の小学校検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

知的障害に応じて３年生の小学校検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

ゆっくり学ぶ子のための
「こくご」入門編２（改訂版）

（ひらがなの読み書き）

ゆっくり学ぶ子のための
「こくご」１（改訂版）

(ひらがなのことば・文・文章の読み)

ゆっくり学ぶ子のための
「こくご」２（改訂版）
（かたかな・かん字の読み書き）

ゆっくり学ぶ子のための
「こくご」３（改訂版）
（文章を読む、作文・詩を書く）

しょうがくしょしゃ
一ねん

605

1 日文 116 105

3 日文 116 305

116

書写

2

4

光村 038

光村

A02

A03

207
208

307
308

038

同成社

教科書名
変更の
有無

選定理由

5

6

滋賀県立鳥居本養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程２ ］

同成社 20-5

B02

A01

教科
使用
学年

発行者

同成社 20-5

20-5

20-5

発行者コー
ド

（番号）

同成社

図書コード
（教科書記号番号）

国語

1

2

3
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ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

発行者
発行者コー

ド
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

D02

4

D03
ふしぎをためすかがく図鑑

かがくあそび

児童にとって目で見て分かる身近な実験が多く、興味関心をもって
科学の不思議にふれることができる。

フレーベル 28-8

ふしぎをためす
かがく図鑑

しょくぶつのさいばい

写真や挿絵が多く草花や野菜などの植物の栽培方法を理解しやす
い。

5 フレーベル 28-8

生活

1 東書 002

2 東書 002

6

4 フレーベル 28-8 D04
ふしぎをためす

かがく図鑑
しぜんあそび

理科的な興味関心をもたせやすく、身近なものについての理解が得
られやすい。絵や図も見やすく楽しみながら学習できる。

M063 福音館 28-1

どきどき　わくわく
あたらしい　せいかつ　上

みぢかなかがくシリーズ
町たんけん

知的障害に配慮して、３年生の小学校検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

6 大日本 004 303 たのしい算数３年

1,2年生（生活上下）の小学校検定教科用図書を使用する。学校所
在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

102
あしたへ　ジャンプ
新しい　生活　下

1,2年生（生活上下）の小学校検定教科用図書を使用する。学校所
在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

101

児童が興味関心をもちながら考えられる身近な内容が多く、絵を見
ながら楽しく活動ができる。

同成社 20-5 C05

たのしい算数２年

同成社

知的障害に配慮して、２年生の小学校検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

5

大日本 004 203

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」５

（３けたの数の計算、かけ算、わり算）

具体的な絵や図を用いながら、細かいステップで学習ができるため
児童にとって理解しやすい。

生活体験と対応させながら、基本的な算数の概念を身に付けること
ができる。

2 同成社 20-5 C03
ゆっくり学ぶ子のための

「さんすう」３
（６～９のたし算、ひき算、位取り）

タイル（半具体物）を使いながら位取りや６から９までの足し算の
学習ができ、児童にとって分かりやすい。

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」４

（くり上がり、くり下がり、２けたの数
の計算）

具体的な絵や図を用いながら、細かいステップで学習ができるため
児童にとって理解しやすい。

C04

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」２
（１対１対応、１～５の数、５までのた

し算）

算数

1 同成社 20-5 C02

3 20-5
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ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

発行者
発行者コー

ド
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

図工

保健

501

3・4 東書 002 301

302

音楽

1 教芸 027 102

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習するた
め、同一の検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。新しい保健　５・６

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習するた
め、同一の検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

新しいほけん　３・４

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習するた
め、同一の検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

116
303
304

図画工作３・４上
ためしたよ　見つけたよ

図画工作３・４下
ためしたよ　見つけたよ

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習するた
め、同一の検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

503
504

図画工作５・６上　見つめて　広げて
図画工作５・６下　見つめて　広げて

６年生の小学校検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

6 教芸 027 602

5・6 東書 002

小学生の音楽　６

1・2 日文 116

5・6 日文 116

103
104

ずがこうさく１・２上
たのしいな　おもしろいな

ずがこうさく１・２下
たのしいな　おもしろいな

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習するた
め、同一の検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

3・4 日文

５年生の小学校検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

5 教芸 027 502

小学生の音楽　４

４年生の小学校検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

4 教芸

小学生の音楽　５

027 402

小学生の音楽　３

３年生の小学校検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

3 教芸 027

小学生のおんがく　１

１年生の小学校検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

小学生の音楽　２

２年生の小学校検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

2 教芸 027 202
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ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

発行者
発行者コー

ド
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

特別の教科
道徳

1 日文 116
106
107

しょうがくどうとく
いきる　ちから　１
しょうがくどうとく
いきる　ちから　１

どうとくノート

１年生の小学校検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

2 日文 116
206
207

小学どうとく 生きる 力 ２
小学どうとく 生きる 力 ２

どうとくノート

２年生の小学校検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

３年生の小学校検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

4 日文 116
406
407

小学道徳　生きる力 ４
小学道徳　生きる力 ４

道徳ノート

４年生の小学校検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

3 日文 116
306
307

小学どうとく　生きる力 ３
小学どうとく　生きる力 ３

どうとくノート

５年生の小学校検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

6 日文 116
606
607

小学道徳　生きる力 ６
小学道徳　生きる力 ６

道徳ノート

６年生の小学校検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

5 日文 116
506
507

小学道徳　生きる力 ５
小学道徳　生きる力 ５

道徳ノート
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算数 啓林館

わくわく　さんすう１

わくわく　算数２上
わくわく　算数２下

わくわく　算数６

1

2

3

2

6

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

3

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

小学書写　四年

小学書写　五年

小学書写　六年

帝国
楽しく学ぶ　小学生の地図帳

３・４・５・６年

日文

小学社会　３年

小学社会　５年

小学社会　６年

わくわく　算数３上
わくわく　算数３下
わくわく　算数４上
わくわく　算数４下

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

滋賀県立長浜養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程１ ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

国語三上　わかば
国語三下　あおぞら
国語四上　かがやき
国語四下　はばたき

1

2

3
光村

国語五　銀河

4

5

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

国語六　創造

こくご一上　かざぐるま
こくご一下　ともだち
こくご二上　たんぽぽ
こくご二下　赤とんぼ

4

6

国語

1

地図

5

6

3

5

3・4・5・6

4 小学社会　４年
社会

6

書写 日文

しょうがくしょしゃ　一ねん

小学しょしゃ　二年

小学書写　三年

4

5 わくわく　算数５
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みんなの保健　５・６年

小学校　わたしたちの家庭科　５・６

保健

5・6 開隆堂

3・4

5・6

家庭

5・6
図画工作５・６上　見つめて　広げて
図画工作５・６下　見つめて　広げて

図工

1・2

日文

教科

3

東書

選定理由

理科

書名

1

教芸
4

小学生のおんがく　１

小学生の音楽　６

使用学年 発行者の略称

新しい理科　３

4

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

小学生の音楽　４

5 小学生の音楽　５

2 小学生の音楽　２

3 小学生の音楽　３

1・2 東書生活

音楽

学研

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

みんなのほけん　３・４年

新しい理科　６

新しい理科　４

5 新しい理科　５

6

どきどき　わくわく　あたらしい　せい
かつ　上

あしたへ　ジャンプ　新しい　生活　下

6

ずがこうさく１・２上　たのしいな　おもしろいな
ずがこうさく１・２下　たのしいな　おもしろいな

3・4
図画工作３・４上　ためしたよ　見つけたよ
図画工作３・４下　ためしたよ　見つけたよ

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。
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6

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。東書5・6
NEW HORIZON Elementary

English Course Picture Dictionary
外国語

5
NEW HORIZON Elementary

English Course ５

NEW HORIZON Elementary
English Course ６

教科

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

2
小学どうとく　生きる　力　２

小学どうとく　生きる　力　２　どうとくノート

3
小学どうとく　生きる力　３

小学どうとく　生きる力　３　どうとくノート

小学道徳　生きる力　４
小学道徳　生きる力　４　道徳ノート

5
小学道徳　生きる力　５

小学道徳　生きる力　５　道徳ノート

6

特別の教科
道徳

1

日文

しょうがくどうとく　いきる　ちから　１
しょうがくどうとく　いきる　ちから　１　どうとくノート

小学道徳　生きる力　６
小学道徳　生きる力　６　道徳ノート

選定理由

4

発行者の略称 書名使用学年
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ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

国語読解習熟プリント小学
２年生

5 くもん出版 08-1 610
小学ドリル国語　１年生の

かん字のかきかた

6 清風堂書店 64-2

くもん出版 08-1

4 くもん出版 609
小学ドリル国語　１年生の
ひらがな・カタカナのかき

かた

もじ・ことば５
ひらがなおけいこ

525 ゆびなぞりカードひらがな

書字力を付けるに有効性がる。カードの表面が凸凹になっており、
指でなぞり書きすることで形を覚えやすく工夫されている。

文字学習の入門として正しくひらがなを正確に書けるようになるこ
とを目的としている。

書き順、読みがな、なぞり書き、漢字の書き取りが学びやすく編集
されている。

文字を正しく書く書写能力を身につけることができる。きめ細やか
なステップと繰り返し練習によって、書写能力を生かした文字学習
が無理なくできる。

表記能力を高める文字学習、言葉の広がりを促す語彙学習、言葉や
文字のきまりを身につける文法学習、文学内容を正確に読みとる読
解学習など、幅広い学習に対応している。

専用のペンがついており、絵本に繰り返し、直接自由に描いていく
ことができる。子どもたちに表現する喜びや描いて遊ぶ楽しさを伝
えることができる。

こくご　☆☆

〔供給不能による変更〕繰り返しの展開に期待感をもって楽しく読
み進めることができる。

様々な様子を表す言葉などが、イラストと共に掲載されており、絵
を見て言葉を学習できるようになっている。

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、国語で
学ばせたい内容が取り入れられている。

簡単な言葉を更に簡単に説明し、リアルな絵を添えて言葉の意味や
読み方を学ぶことができる内容である。

決定版まんが日本昔ばなし
１０１

○

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、国語で
学ばせたい内容が取り入れられている。

子ども達の大好きなまんが日本昔話が１０１話掲載されて、毎日読
むことができる。簡単なストーリーで読み切りのお話は読むことが
楽しみになり、読む力を付けることができる。

こどものとも絵本
おおきなかぶ

ことばえほん

こくご　☆

三省堂こどもことば絵じて
ん　増補新装版

ぴんきいしろっぷちゃんの
らくがきえほん　あそぼ！

513

1 フレーベル 28-8 003

3 くもん出版 08-1 503

08-1

書写

2

4

東書 002

講談社

C-121

506

C-122

56610-1

東書

教科書名
変更の
有無

選定理由

5

6

滋賀県立長浜養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程２ ］

グランまま 08-2

H26

006

教科
使用
学年

発行者

三省堂 11-4

28-1

002

発行者
コード

（番号）

福音館

図書コード
（教科書記号番号）

国語

1

2

3
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ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

Z01

4

9784052032004

C01
ドラえもんちずかん１

にっぽんちず

児童に親しみのあるキャラクターが、日本の各地を分かりやすく紹
介しており、児童の興味を引きつけながら学習を進めることができ
る。小学館 12-2

子どものマナー図鑑（１）
ふだんの生活のマナー

基本的なマナーとその理由が丁寧に絵と文章で書かれている。分か
りやすいイラストが多く、知的障害のある児童にも分かりやすい。

5 偕成社 06-1

生活

1 学研 06-2

2 ひかりのく 27-1

6

4 ひかりのく 27-1 I08
改訂新版体験を広げるこど
ものずかん８　あそびのず

かん

身近なものでいろいろなあそびの提案がしてあり、体験をひろげて
いける。

101
102

3 東書 002

ふれあいこどもずかん
春夏秋冬

～きせつのしぜん～

どきどき　わくわく　あたら
しい　せいかつ　上

あしたへ　ジャンプ　新しい
生活　下

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、算数で
学ばせたい内容が網羅されている。

6 教出 017 C-124 さんすう　☆☆☆

子ども達の身近な事物を分かりやすいイラストや写真をふんだんに
使って紹介されている。

I04
改訂新版体験を広げるこど
ものずかん４　はなとやさ

い・くだもの

身の周りの身近なものに目を向ける学習に役立つ。花ややさい・く
だものに興味を持って見られる内容で構成されている。

知的障害に配慮しながら、１、２年生の小学校検定教科用図書を使
用する。学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとす
る。

同成社 20-5 C03
ゆっくり学ぶ子のための

「さんすう」３（６～９の
たし算、ひき算、位取り）

教出

足し算や引き算がタイルを操作し、５の塊を意識しながら学習する
ことができる。時計の読み方は、生活を通して理解できるように工
夫されている。

5 同成社 20-5 C04

ゆっくり学ぶ子のための「さ
んすう」４（くり上がり、く
り下がり、２けたの数の計

算）

繰り上がり繰り下がりのある計算は、タイルを操作して学習でき、
単位の学習も系統的に学べるような工夫がされている。

シンプルで見やすい。楽しい絵を見ながら数の概念に親しむ工夫が
されている。

2 教出 017 C-121 さんすう　☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、算数で
学ばせたい内容が網羅されている。

さんすう　☆☆
（１）（２）

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、算数で
学ばせたい内容が網羅されている。

C-122・C-123

スキンシップ絵本
かずのえほん

算数

1 ひさかた 27-3 C05

3 017
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ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

図工

保健

E13

3・4 あかね書房 01-1 G04

A01

音楽

1 ひかりのく 27-1 F01

いろいろな状態に応じた対応を具体的に説明してあり、児童に理解
しやすい内容となっている。かがくのとも絵本

きゅうきゅうばこ

ジャバラのように続く本の台紙にシールや色紙を使いながら自分だ
けのオリジナルブックを作り上げていく。絵の完成には身の回りや
生活の視点を広げるきっかけとなる。

からだのえほん４
からだにもしもし

絵がはっきりとしており、楽しく絵を見ながら体について興味を
持って学習していける文章が工夫されている。

06-2
おうさまのたからばこ　ふ

しぎなクレヨン

カラフルな色のクレヨンが数本ついており、児童が色使いなどに興
味を持って取り組める内容になっている。

9784052017216

503 ジャバラワークブック

知的障害に配慮しながら、１年生の小学校検定教科用図書を使用す
る。学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

6 教芸 027 102

5・6 福音館 28-1

小学生のおんがく　１

1・2 チャイルド 17-1

5・6 コクヨ 10-10

505
つくろう！あそぼう！身近
な素材を生かす手作りおも

ちゃとプレゼント

身近なものを使っての工作が多数紹介され、子ども達の身の回りや
生活の視点を広げるきっかけとなる。

3・4 学研

この本は鍵盤も長く音あそびを十分に楽しむことができる。楽譜に
ドレミのカナがふってあり、カタカナが読める児童には自分で弾け
るように工夫されている。5 ポプラ 30-2 534

おんがく　☆☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、音楽で
学ばせたい内容が網羅されている。

4 東書

おととあそぼうシリーズ４
４どうようクラシック名曲

ピアノえほん改訂版

002 C-122

メロディーえほん　ＩＣピ
アノえほん四季のどうよう

１２か月

親しみやすい曲がやさしいメロディーで紹介されており、児童が自
分で楽しみながら学習できる。

3 大日本絵画 16-3

改訂新版どうようえほん１

なじみのあるポピュラーな曲が多く掲載されており、挿絵を見なが
ら曲のイメージを膨らませて歌えるように工夫されている。

おんがく　☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、音楽で
学ばせたい内容が網羅されている。

2 東書 2 C-121
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ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

特別の教科
道徳

1 ひかりのく 27-1 524 ありがとまと

主人公が困っている野菜たちを華麗に助けていく話は、コミカルで
分かりやすく、この本を通して、ありがとうの気持ちを学ぶことが
できる内容である。

2 ひかりのく 27-1 525 ごめんやさい

「ごめんなさい」と言うのはなかなか勇気がいることだが、仲直り
できる魔法の言葉でもある。失敗は誰にだってあるものだというこ
とを学ぶことができる本である。

知的障害に配慮しながら、１年生の小学校検定教科用図書を使用す
る。学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

4 ポプラ 30-2 504
ねずみくんの絵本２

りんごがたべたいねずみく
ん

だれにでも、その人なりの持ち味や良さがあり、他の人が持ってい
ないものがあるはずである。この本を読むことで、自分にしかない
何かを見つけるヒントに気が付くことができる。

3 日文 116
106
107

しょうがくどうとく　いきる
ちから　１

しょうがくどうとく　いきる
ちから　１　どうとくノート

知的障害に配慮しながら、２年生の小学校検定教科用図書を使用す
る。学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

6 偕成社 06-1 537
日本のむかし話

つるのおんがえし

自分を助けてくれたお礼に、自分を犠牲にして答えようとするけな
げな姿から、恩返しすることの意味や価値を考え、他者とのより良
い関わり方について学ぶことができる。

5 日文 116
206
207

小学どうとく　生きる　力
２

小学どうとく　生きる　力
２　どうとくノート
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5 リーブル 40-3 001
あっちゃんあがつく
たべものあいうえお

食べ物という身近で親しみやすい題材が明るい色彩の挿し絵と大き
な字で描かれており、文字への興味関心につなげることができる。

6 リーブル 40-3 002
しりとりしましょ！たべも

のあいうえお

絵を楽しみながらことばのおもしろさに触れられ、ひらがな文字の
獲得につながる。

3 くもん出版 08-1 525 ゆびなぞりカードひらがな

カードの表面が凹凸になっており、ゆびでなぞり描きすることで文
字の形を覚えられるよう工夫されている。また、繰り返し使用で
き、習得しやすい。

あいうえおえほん

色鮮やかで、解りやすいシンプルな大型の挿し絵が使われており、
子どもにひらがなのイメージを持たせやすい。親しみを持ちながら
文字に関心が持てる教材になっている。

せきとりしりとり

あふれるような絵の力強さに引き込まれる。お話の内容は、相撲の
やりとりをしりとりことばのリズムで作られ、ことばややりとりの
リズムの良さを楽しむことができる。

書写

1 偕成社 06-1 525

4 戸田デザイ 20-4 003

日本の絵本
しりとりあいうえお

しりとりの最初の文字が五十音順に大きく記されており、言葉の面
白さに触れながら、文字に親しみ、書くことへの興味を深めること
ができる。

2 偕成社 06-1 612
あけて・あけてえほん

れいぞうこ

日常の中で良く知った身近な食べ物が明瞭な色彩の絵とシンプルな
文字の表記で記されており、文字に親しみ、書くことへの興味を深
めることができる。

ポカポカフレンズのことば
えほん　こえであいうえお

ボタンを押せば音声が鳴ることで文字への興味関心を音声と共に高
められる。音声と文字を同時に扱うことでことばを確かめ、覚える
ことが出来る。

パノラマえほん
でんしゃのたび

児童の好きなおでかけを題材にしており、絵の描写も細かく、繰り
返し見る度に必ず新しい発見ができるほど、繰り返し読む楽しみが
ある。

5 偕成社 06-1 527 日本の絵本　もぐらバス

児童の好きなおでかけを題材にしており、バスの進む道中にいろい
ろな動物が乗り込んでくる展開は、お話への興味をひきやすい。

どうぞのいす

誰かのために、という思いが、いすを通じていろんな動物に広がっ
ていく。独り占めするのではなく、みんなで分かち合う、そういう
優しさをこの本を通して学ぶことができる。

2 福音館 28-1 J03
世界傑作絵本シリーズ　三
びきのやぎのがらがらどん

読み聞かせで児童に人気の名作として選定。ストーリーがわかりや
すく、トロルの登場やヤギとのやりとりをドキドキしながら楽しむ
ことができる。

国語

1 ひさかた 27-3 D02

4 ひさかた 27-3 550

3 三起商行 82-3 501

6 文溪堂 78-12 514
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学年

発行者
発行者
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ISBNコード
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

かえるえんみどりぐみ１
とけいのえほんいまなんじ

かえるの日常を時間経緯の中でお話化した絵本である。付属の手回
し時計を使って時計の読み取りの学習ができる。

五味太郎・創作絵本　でん
わでおはなし

身近な自分の生活に興味を持てるような内容であり、期待感を持っ
て読み進められ、読み終わった後にはごっこ遊びにも展開できる。

五味太郎・言葉図鑑（１）
うごきのことば

子ども達の身近な生活の中の絵がページいっぱいに広がり、絵の様
子を表す動詞がかかれている。行動の概念形成するにはよい工夫が
されている。

5 戸田デザイ 20-4 009 とけいのえほん

時計の概念を身近に捉えられるような工夫がされている。絵と時計
が連想しやすくなっている。

こどももののなまえ絵じて
ん　増補新装版

子ども達の身近な食べ物や乗り物の身の回りのものが絵とひらがな
で図鑑になっている。名前を覚えたり、概念形成するにはよい工夫
がされている。

2 あかね書房 01-1 H02
かばくん・くらしのえほん
２　かばくんのおかいもの

主人公が様々な店で買い物をする様子を見て、疑似的に買い物を体
験し学ぶことができる内容である。

生活

1 三省堂 11-4 508

4 偕成社 06-1 O01

3 絵本館 04-1 502

6 あかね書房 01-1 540

ページを開くたびにリボンの数が増え、楽しく数を数えられえる。
最後に絵本をさかさまにするとまた新しいストーリーが始まり、数
的概念を楽しく身につけることができる。

6 ひさかた 27－3 D01
でんしゃでいこうでんしゃ

でかえろう

様々な電車の音を感じながらきれいな景色を楽しむことができる。
本の表裏どちらからでも読み始めることができ、二通りの楽しみ方
があり、工夫されている。

5 大日本絵画 16-3 567
１から１０まで…ひっくり

かえしてもういちど

おりたたみしかけえほん
よこながきしゃぽっぽ

本の外見のおもしろさ（長い）どんどんつながる車輌の数（いっぱ
い）、など細かな描写を楽しみながら数的概念を身につけることが
できる。

3 こぐま社 10-4 520
ねずみさんのえほんシリー
ズ　ねずみさんのながいパ

ン
算数

1 大日本絵画 16-3 543
めくりしかけえほん　はこ
のなかにはなんびきいる

の？

色鮮やかな挿絵や楽しい仕掛けとともに、数や量の概念を身につけ
られるように工夫されている絵本である。

2 偕成社 06-1 9784031251501
はたらくくるま

まかせとけ

合い言葉「まかせとけ」のやりとりと、大仕事の中で「たくさん」
という量の概念を自然に身につけられるように工夫されている。

小さなねずみが身体よりもうんと長いパンを食べるお話で「長い」
「短い」「小さい」「大きい」の対比概念や量概念の基礎を含む絵
本である。

4 大日本絵画 16-3 542
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

定本は工作しようとハサミを使ったわにが誤って手を切ってしまう
お話。日常的にハサミを使う児童が、自分の体験と照らし合わせな
がらイメージを広げられる絵本である。

保健

5・6 福音館 28-1 518
幼児絵本シリーズ

わにわにのおおけが

3・4 アリス館 51-4 526

5・6 コクヨ 10-10 Ａ01 かおノート

本の台紙は顔になっており、付属の顔のパーツシールで自分好みの
顔を作り上げていくブックである。シールもたっぷりあり、福笑い
が楽しみながら、創造力を膨らませられる。

ぷくちゃんのすてきなぱん
つ

選定本はトイレトレーニングに向けて失敗することは怖くない「だ
いじょうぶ」のやりとりで展開されている。自分の体験と重ねなが
ら、お話を楽しむことができる。

色彩が鮮やかで、児童の描く意欲を高めてくれる。自由に描いて遊
ぶ中で、色彩感覚や創造力を豊かに育むことのできる絵本である。

3・4 偕成社 06-1 T03
エリック・カールの絵本

（ぬりえ絵本）わたしだけ
のはらぺこあおむし

「はらぺこあおむし」のぬりえ版。絵本そのままの作りで、中は塗
り絵を自由に楽しむことができる。全部塗り終わったらオリジナル
の絵本が完成する喜びがある。図工

1・2 学研 06-2 O01

馴染のある曲に合わせてたいこをたたいたり、音楽を鳴らす楽しさ
を味わえる。

6 クレヨンハ 58-3 520
ＣＤ新しい子どもたちの歌
シリーズ第７集ポケットに

歌をつめて

子どもたちに馴染みやすい美しい歌詞やメロディーが収録されてい
る。ＣＤを聞いて音楽に親しむことができる。

5 ポプラ 30-2 O07
おととあそぼうシリーズ７
ドン！ドコ！ドン！たいこ

あそびのおうさまＢＯＯＫ
ぬって

27-1 002
どうようでおえかきできる
どうようNEW絵かきうた

ブック

聞き覚えのある童謡や身近な歌が掲載されており、歌いながら楽し
く絵が描けるようになっている。

3 三起商行 82-3 506
ポカポカフレンズのおんが

くえほん　ピアノ

音楽

1 ひかりのく 27-1 013 あそびうたのほん　CDつき

馴染みのある曲が遊び方付きで掲載されており、CDと合わせて楽し
みながら歌にふれることができる。

2 三起商行 82-3 505
ポカポカフレンズのおんが

くえほん　たいこ

自分で音を出す喜びや楽しみを引き出す。子ども達の大好きな童謡
に、たいこあそびをプラスして、聞いても楽しめ、付属の２個のた
いこをたたいて自分で演奏しても楽しい工夫がされている。

子ども達の大好きな童謡に、ピアノあそびをプラスして、聞いても
楽しめ、付属のピアノで音あそびをしても楽しい工夫がされてい
る。

4 ひかりのく

R4申請　長浜養護学校　小学部　課程３
- 68 -



教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

ルイス・スロボドキンの絵本
ありがとう

...どういたしまして

なかなか素直に言えない「ありがとう」「どういたしまして」の言
葉は心が温かくなるものだと考えさせてくれる本である。

ゆうたくんのいばりいぬ４
ゆうたとかぞく

家族の大切さを簡潔な言葉と絵で伝えており、誰かを守ること誰か
に守られていることの幸せや喜びを感じとるきっかけにできる本で
ある。

だいじょうぶだいじょうぶ

不安な気持ちになると、おまじないの言葉で助けてくれるおじい
ちゃんのあたたかさが伝わってくる。この本で、生きていくための
しなやかな強さを育むことができる。

あなたがだいすき

いろいろな動物が登場し、短いシンプルな文章で子どもを愛する気
持ちを表現した本である。自分を温かく包んでくれる人のことを感
じとるきっかけにできる本である。

ありがとまと

主人公が困っている野菜たちを華麗に助けていく話は、コミカルで
分かりやすく、この本を通して、ありがとうの気持ちを学ぶことが
できる内容である。

2 ひかりのく 27-1 525 ごめんやさい

「ごめんなさい」と言うのはなかなか勇気がいることだが、仲直り
できる魔法の言葉でもある。失敗は誰にだってあるものだというこ
とを学ぶことができる本である。

特別の教科
道徳

1 ひかりのく 27-1 524

4 講談社 10-1 574

3 あかね書房 01-1 543

6 偕成社 06-1 618

5 ポプラ 30-2 565
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5 リーブル 40-3 001
あっちゃんあがつく
たべものあいうえお

食べ物という身近で親しみやすい題材が明るい色彩の挿し絵と大き
な字で描かれており、文字への興味関心につなげることができる。

6 リーブル 40-3 002
しりとりしましょ！
たべものあいうえお

絵を楽しみながらことばのおもしろさに触れられ、ひらがな文字の
獲得につながる。

3 くもん出版 08-1 525
ゆびなぞりカード

ひらがな

カードの表面が凹凸になっており、ゆびでなぞり描きすることで文
字の形を覚えられるよう工夫されている。また、繰り返し使用で
き、習得しやすい。

あいうえおえほん

色鮮やかで、解りやすいシンプルな大型の挿し絵が使われており、
子どもにひらがなのイメージを持たせやすい。親しみを持ちながら
文字に関心が持てる教材になっている。

せきとりしりとり

あふれるような絵の力強さに引き込まれる。お話の内容は、相撲の
やりとりをしりとりことばのリズムで作られ、ことばややりとりの
リズムの良さを楽しむことができる。

書写

1 徳間書店 70-3 532

4 戸田デザイ 20-4 003

ぎゅっ

リズミカルで「ぎゅっ」のくり返しの文章が楽しく、絵や文字が大
きく鮮明で、書くことへの興味を深めることができる。

2 こぐま社 10-4 540
三浦太郎のあかちゃんえほ

ん　くっついた

「くっついた」のリズミカルでくり返しの文章が親しみやすく、シ
ンプルな絵や大きな文字は、書くことへの興味を深めるものであ
る。

ポカポカフレンズのことば
えほん　こえであいうえお

児童の実態からボタンを押し文字への興味関心を音声と共に高めら
れる。ボタンを押すとアイウエオの音声がでる。音声と文字を同時
に扱うことでことばを確かめ、覚えることが出来る。

パノラマえほん
でんしゃのたび

児童の好きなおでかけを題材にしており、絵の描写も細かく、繰り
返し見る度に必ず新しい発見ができるほど、繰り返し読む楽しみが
ある。

5 偕成社 06-1 527 日本の絵本　もぐらバス

児童の好きなおでかけを題材にしており、バスの進む道中にいろい
ろな動物が乗り込んでくる展開は、お話への興味をひきやすい。

ももんちゃんとあそぼう
どんどこももんちゃん

やりとりの繰り返しがとても楽しく、読み聞かせてもらっても、大
人と児童や児童同士でやりとりをしても楽しみが広がる。

2 童心社 20-1 589
ももんちゃんとあそぼう
ごくらくももんちゃん

日常に即したお風呂を題材にももんちゃんと登場者のやりとりの繰
り返しが楽しく、あそび場面で展開をしても楽しみが広がる。

国語

1 童心社 20-1 560

4 ひさかた 27-3 550

3 三起商行 82-3 501

6 文溪堂 78-12 514

滋賀県立長浜養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程４ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

R4申請　長浜養護学校　小学部　課程４
- 70 -



教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

かえるえんみどりぐみ１
とけいのえほんいまなんじ

かえるの日常を時間経緯の中でお話化した絵本である。付属の手回
し時計を使って時計の読み取りの学習ができる。

五味太郎・創作絵本
でんわでおはなし

身近な自分の生活に興味を持てるような内容である。期待感を持っ
て読み進められ、読み終わった後にはごっこ遊びにも展開できる。

五味太郎・言葉図鑑（１）
うごきのことば

子ども達の身近な生活の中の絵がページいっぱいに広がり、絵の様
子を表す動詞がかかれている。行動の概念形成するにはよい工夫が
されている。

5 戸田デザイ 20-4 009 とけいのえほん

時計の概念を身近に捉えられるような工夫がされている。絵と時間
が連想しやすくなっている。

おべんとうバス

色調が鮮明で親しみやすく、楽しみながら、身近な自分の生活に興
味を持てる内容である。

2 偕成社 06-1 611
あけて・あけてえほん

といれ

表紙から洋式トイレの絵が描かれ、トイレの中や使い方を順にやり
とりしながら学ぶことができる。日常生活場面に活用できる内容で
ある。

生活

1 ひさかた 27-3 544

4 偕成社 06-1 O01

3 絵本館 04-1 502

6 あかね書房 01-1 540

ページを開くたびにリボンの数が増え、楽しく数を数えられえる。
最後に絵本をさかさまにするとまた新しいストーリーが始まる。

6 ひさかた 27-3 D01
でんしゃでいこうでんしゃ

でかえろう

様々な電車の音を感じながらきれいな景色を楽しむことができる。
本の表裏どちらからでも読み始めることができ、二通りの楽しみ方
がある。

5 大日本絵画 16-3 567
１から１０まで…ひっくり

かえしてもういちど

おりたたみしかけえほん
よこながきしゃぽっぽ

絵本のページが全てつながっている絵本である。本の外見のおもし
ろさ（長い）どんどんつながる車輌の数（いっぱい）、描写の細か
い風景には何度見ても発見がある。

3 こぐま社 10-4 520
ねずみさんのえほんシリー
ズねずみさんのながいパン

算数

1 こぐま社 10-4 B01
こぐまちゃんえほん別冊

さよならさんかく

おなじみのフレーズの言葉遊びを色や形の概念へと広げて身につけ
ることができる。

2 大日本絵画 16-3 501
あなあきしかけえほん
かわいいてんとうむし

ページをめくる度にてんとう虫が一匹ずつ減っていく算数的要素が
含まれる絵本。くり返しの文章で親しみやすく、立体のてんとう虫
や蜂に触れながら、数への興味を育むことができる。

小さなねずみが身体よりもうんと長いパンを食べるお話で「長い」
「短い」「小さい」「大きい」の対比概念や量概念の基礎を含む絵
本である。

4 大日本絵画 16-3 542
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学年

発行者
発行者
コード
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図書コード
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ISBNコード
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未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

選定本は工作しようとハサミを使ったわにが誤って手を切ってしま
うお話。日常的にハサミを使う児童が、自分の体験と照らし合わせ
ながらイメージを広げられる絵本である。

保健

5・6 福音館 28-1 518
幼児絵本シリーズ

わにわにのおおけが

3・4 アリス館 51-4 526

5・6 コクヨ 10-10 A01 かおノート

手本がなく、子どもの自由な発想で楽しく塗って遊びながら学べ
る。大型でのびのびと描くことができ、はみ出しても「上手にでき
た」「おおしろかった」と実感できる。

ぷくちゃんのすてきなぱん
つ

選定本はトイレトレーニングに向けて失敗することは怖くない「だ
いじょうぶ」のやりとりで展開されている。自分の体験と重ねなが
ら,お話を楽しむことが出来る。

紙粘土から土粘土まで、様々な作品の作り方が、イラスト付きで工
程が紹介されており、興味をもって制作できるような内容となって
いる。

3・4 学研 06-2 G07
あそびのおうさまＢＯＯＫ

はじめてぬるほん

手本がなく、子どもの自由な発想で楽しく塗って遊びながら学べ
る。大型でのびのびと描くことができ、はみ出しても「上手にでき
た」「おおしろかった」と実感できる。図工

1・2 岩崎書店 02-1 A06

馴染のある曲に合わせてたいこをたたいたり、音楽を鳴らす楽しさ
を味わえる。

6 クレヨンハ 58-3 520
ＣＤ新しい子どもたちの歌
シリーズ第７集　ポケット

に歌をつめて

子どもたちに馴染みやすい美しい歌詞やメロディーが収録されてい
る。ＣＤを聞いて音楽に親しむことができる。

5 ポプラ 30-2 O07
おととあそぼうシリーズ７
ドン！ドコ！ドン！たいこ

あそびの絵本　ねんどあそ
び

27-1 002
どうようでおえかきできる
どうようNEW絵かきうた

ブック

聞き覚えのある童謡や身近な歌が掲載されており、歌いながら楽し
く絵が描けるようになっている。

3 三起商行 82-3 506
ポカポカフレンズのおんが

くえほん　ピアノ

音楽

1 金の星社 07-2 530
音のでる絵本　おとのでる

♪てあそびうたえほん

児童に親しみのある童謡がたくさん入っており音と光が出ると共に
付属の２個のたいこをたたいて演奏に参加することができる。

2 永岡書店 21-1 007
お手本のうた付き！

どうよううたのえほん

全てにお手本の歌があり、子どもでも覚えやすくて楽しみやすい。

子ども達の大好きな童謡に、ピアノあそびをプラスして、聞いても
楽しめ、付属のピアノで音あそびをしても楽しい工夫がされてい
る。

4 ひかりのく
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ルイス・スロボドキンの絵
本　ありがとう...どうい

たしまして

なかなか素直に言えない「ありがとう」「どういたしまして」の言
葉は心が温かくなるものだと考えさせてくれる本である。

ゆうたくんのいばりいぬ４
ゆうたとかぞく

家族の大切さを簡潔な言葉と絵で伝えており、誰かを守ること誰か
に守られていることの幸せや喜びを感じとるきっかけにできる本で
ある。

だいじょうぶだいじょうぶ

不安な気持ちになると、おまじないの言葉で助けてくれるおじい
ちゃんのあたたかさが伝わってくる。この本で、生きていくための
しなやかな強さを育むことができる。

あなたがだいすき

いろいろな動物が登場し、短いシンプルな文章で子どもを愛する気
持ちを表現した本である。自分を温かく包んでくれる人のことを感
じとるきっかけにできる本である。

ありがとまと

主人公が困っている野菜たちを華麗に助けていく話は、コミカルで
分かりやすく、この本を通して、ありがとうの気持ちを学ぶことが
できる内容である。

2 ひかりのく 27-1 525 ごめんやさい

「ごめんなさい」と言うのはなかなか勇気がいることだが、仲直り
できる魔法の言葉でもある。失敗は誰にだってあるものだというこ
とを学ぶことができる本である。

特別の教科
道徳

1 ひかりのく 27-1 524

4 講談社 10-1 574

3 あかね書房 01-1 543

6 偕成社 06-1 618

5 ポプラ 30-2 565
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5 大日本図書 66-11 504
ばけばけばけばけばけたく

ん

リズミカルな本文と色鮮やかな変身の絵が興味関心をひきやすい。
背景とのコントラストで文字に注目しやすく、言葉のリズムを楽し
みながら文字への興味を育むことができる。

6 大日本図書 66-11 506
こねこのプチュ絵本

ぴっちゃんぽっちゃん

明るいタッチの絵と、言葉のリズムや繰り返しの展開を楽しみなが
ら、文字への興味を育むことができる。

3 こぐま社 10-4 543
三浦太郎のあかちゃんえほん

なーらんだ

リズミカルでくり返しの多い文章も親しみやすい内容である。絵が
シンプルで字も大きく、楽しみながら文字に親しむことができる。

日本の絵本　ピンポーン

明るいタッチの絵と大きな文字を見ながら文字への興味を育むこと
ができる。日常の生活場面にも沿った親しみやすい内容で、日常の
遊びや学習に移行させることができる。

こどものとも絵本
ぞうくんのさんぽ

親しみのある動物が登場し、動物が大きく描かれているので児童が
注目しやすい。また、わかりやすくくり返し展開されていく内容な
ので、やりとりを交えながら楽しめる。

書写

1 徳間書店 70-3 532

4 偕成社 06-1 526

ぎゅっ

リズミカルで「ぎゅっ」のくり返しの文章が楽しく、絵や文字が大
きく鮮明で楽しみながら文字に親しむことができる。

2 こぐま社 10-4 540
三浦太郎のあかちゃんえほん

くっついた

「くっついた」のリズミカルでくり返しの文章と動物たちの仲良く
くっつく様子は親しみやすい内容である。絵がシンプルで字も大き
く、楽しみながら文字に親しむことができる。

へんなかお

やりとりあそびを盛り込んだ繰り返しの文体からできた絵本。画面
いっぱいに広がる動物たちの変な顔と、やりとりの繰り返しが楽し
く、読み聞かせてもらっても、やりとりをしても楽しみが広がる。

だるまさんシリーズ３冊
セット

だるまさんの動きに合わせたことばのリズムを感じ、次の展開が期
待できる。やりとりの繰り返しがとても楽しく、読み聞かせや、大
人と身体あそびなど、遊びに展開できる。

5 こぐま社 10-4 542
わらべうたえほん　ちびす

けどっこい

動物やちび助の相撲あそびの繰り返しのお話である。童歌の節に合
わせたことばのリズムからお話に引き寄せられる。

ももんちゃんとあそぼう
どんどこももんちゃん

やりとりの繰り返しがとても楽しく、読み聞かせてもらっても、大
人と児童や児童同士でやりとりをしても楽しみが広がる。

2 童心社 20-1 589
ももんちゃんとあそぼう
ごくらくももんちゃん

日常に即したお風呂を題材にももんちゃんと登場者のやりとりの繰
り返しがとても楽しく、あそび場面で展開をしても楽しみが広が
る。

国語

1 童心社 20-1 560

4 ブロンズ新 28-3 544

3 白泉社 76-4 504

6 福音館 28-1 H13
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発行者
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教科
使用
学年

発行者
発行者コード

（番号）
図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

おべんとうの本１
ぼくのおべんとう

みんなの大好きなお弁当を題材にした絵本である。各ページをめく
るとそこにはおいしそうに描かれたお弁当のおかずが登場し、ワク
ワク期待を持って見ることのできる絵本である。

こぐまちゃんえほん第３集
しろくまちゃんのほっと

けーき

ハッキリとした色合いが分かり易く、児童の目につきやすい。楽し
く絵を見ながら調理に興味をもちやすい。

日本傑作絵本シリーズ
おふろだいすき

動物たちと一緒にお風呂に楽しそうに入る場面が多く描かれてお
り、身近な生活に興味関心を持ちやすい。

5 福音館 28-1 642
いやだいやだの絵本

ねないこだれだ

寝ないと怖い目に合うお話を面白おかしく伝えている。インパクト
のある絵が児童にとって分かり易い。

おべんとうバス

色調が鮮明で親しみやすく、楽しみながら、身近な自分の生活に興
味を持てる内容である。

2 偕成社 06-1 611
あけて・あけてえほん

といれ

表紙から洋式トイレの絵が描かれ、トイレの中や使い方を順にやり
とりしながら学ぶことができる。日常生活場面に活用できる内容で
ある。

生活

1 ひさかた 27-3 544

4 福音館 28-1 K01

3 こぐま社 10-4 B05

6 アリス館 51-4 506

児童に親しみやすい歌「幸せなら手をたたこう」に合わせてページ
をめくると、仕掛けが飛び出し興味をひきやすい。楽しみながら、
さまざまな色や形の概念に親しむことができる内容である。

6 大日本絵画 16-3 520
しかけえほん

いろいろきしゃぽっぽ
〇

〔供給不能による変更〕ページをめくる度に中央に現れるリボンが
増え、カラフルなきしゃぽっぽが出来あがっていく。色と数の概念
に親しむことができる内容である。

5 大日本絵画 16-3 532
つまみひきしかけえほん

しあわせならてをたたこう

しかけ絵本の本棚
コロちゃんはどこ？

ページ毎に隠れている物を探したり触れて感触を楽しんだりして、
色や形、数の概念にも親しむことができる内容である。

3 文化出版局 28-4 E07
どうぶつあれあれえほん第
４集　かくしたのだあれ

算数

1 こぐま社 10-4 B01
こぐまちゃんえほん別冊

さよならさんかく

おなじみのフレーズの言葉遊びを色や形の概念へと広げて身につけ
ることができる。

2 大日本絵画 16-3 501
あなあきしかけえほん
かわいいてんとうむし

ページをめくる度にてんとう虫が一匹ずつ減っていく算数的要素が
含まれる絵本。くり返しの文章で親しみやすく、立体のてんとう虫
や蜂に触れながら、数への興味を育むことができる。

動物たちが隠したものを探すなかで、楽しみながら色や形の概念に
ふれることができる。

4 評論社 27-2 B01
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発行者
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ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
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選定理由

モグラさんの頭にうんちが直撃。ページをめくる度に動物が登場
し、それぞれが興味を引く音と共にうんちをするという楽しい展開
で、うんちへの抵抗感の軽減も期待できる。

保健

5・6 偕成社 06-1 540
外国の絵本

うんちしたのはだれよ！

3・4 偕成社 06-1 U01

5・6 コクヨ 10-10 516 あーんあーんあーん

どうぶつたちの口にシールでできた食べ物を貼り、食べさせるつも
りになれる。また、台紙は色彩鮮やかで興味を引き、シールの操作
を通し、手指の操作性を高めることができる。

五味太郎の絵本
わにさんどきっはいしゃさ

んどきっ
○

〔供給不能による変更〕自分のからだや健康に関する事柄につい
て、楽しくその必要性について学ぶことができる。

紙粘土から土粘土まで、様々な作品の作り方が、イラスト付きで工
程が紹介されており、興味をもって制作できるような内容となって
いる。

3・4 学研 06-2 G09
あそびのおうさまＢＯＯＫ

どんどんぬるほん

自由に遊んで色彩感覚、創造力を豊かに育める絵本になっている。
ページ数も豊富で、のびのびと描けるように工夫されている。

図工

1・2 岩崎書店 02-1 A06

馴染みのある、身近な歌に手遊びの振りがついており、イラストを
見て楽しんだり、手遊びをしながら楽しんだりと工夫がされてい
る。

6 偕成社 06-1 004
１０＋１人の絵本作家オリ
ジナルソング集　うたのパ

レット

絵本作家が作ったオリジナルの歌集で、曲に合った楽しい絵や美し
い絵を楽しみながら、大人からのかかわりを楽しめるような内容に
なっている。

5 ひかりのく 27-1 001
たのしいてあそびうたえほ

ん

あそびの絵本
ねんどあそび

21-1 007
お手本のうた付き！

どうよううたのえほん

全てにお手本の歌があり、子どもでも覚えやすくて楽しみやすい。

3 金の星社 07-2 536
　ドンドン！わっしょい！
あっぱれおまつりたいこえ

ほん
音楽

1 金の星社 07-2 530
音のでる絵本　おとのでる

♪てあそびうたえほん

児童に親しみのある童謡がたくさん入っており音と光が出ると共に
付属の２個のたいこをたたいて演奏に参加することができる。

2 東京書店 20-3 524
わくわく音あそびえほん

おててでポコポコたいこえ
ほん

メロディに合わせてボタンを押して音を出し楽しむことができる。
子どもたちが耳慣れた曲が収録されており曲ごとに違う音が出るこ
とで、興味を持って演奏できる。

子どもが親しみやすいうたを聞きながら、たいこをたたきながら曲
を楽しむことができる。大人に歌いかけてもらったり、リズムを
とったりして曲を楽しむことができる。

4 永岡書店
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いもとようこ名作絵本
てぶくろをかいに

母が子を心配しする気持ち、周囲は自分が思っているよりも温かい
ということを、この本を通して知ることができることが期待でき
る。

こねこちゃんえほん６
かぜひいちゃった

風邪をひいた友だちが母親に甘やかしてもらっているところを見て
うらやましくなり嘘をつく話である。主人公の行動に共感や疑問を
唱えながら自分のより良い行動について考えることができる。

ノンタンあそぼうよ（１）
ノンタンぶらんこのせて

公共物を独り占めしてなかなか友だちに譲ろうとしない主人公の自
発性を巧みに描く内容である。自分が楽しければいいのではなく、
友だちのことも考えるきっかけにできる内容である。

えほん・ワンダーランド８
ともだちほしいなおおかみ

くん

人は他人を見かけで判断してしまいがちだが、友だちを作るという
ことは、外見なのか中身なのか、深く考えさせられる本である。

ありがとまと

主人公が困っている野菜たちを華麗に助けていく話は、コミカルで
分かりやすく、この本を通して、ありがとうの気持ちを学ぶことが
できる内容である。

2 ひかりのく 27-1 525 ごめんやさい

「ごめんなさい」と言うのはなかなか勇気がいることだが、仲直り
できる魔法の言葉でもある。失敗は誰にだってあるものだというこ
とを学ぶことができる本である。

特別の教科
道徳

1 ひかりのく 27-1 524

4 偕成社 06-1 D01

3 金の星社 07-2 509

6 金の星社 07-2 548

5 岩崎書店 02-1 527

R4申請　長浜養護学校　小学部　課程５
- 77 -



地図

5

6

3

5

3・4・5・6

4 小学社会　４年
社会

6

書写 光村

しょしゃ　一ねん

しょしゃ　二年

1

2

6

書写　三年

4

5

滋賀県立草津養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程1 ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

国語三上　わかば
国語三下　あおぞら
国語四上　かがやき
国語四下　はばたき

1

2

3
光村

国語五　銀河

4

5

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

国語六　創造

こくご一上　かざぐるま
こくご一下　ともだち
こくご二上　たんぽぽ
こくご二下　赤とんぼ

6

国語

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

書写　四年

書写　五年

書写　六年

帝国
楽しく学ぶ　小学生の地図帳

３・４・５・６年

日文

小学社会　３年

小学社会　５年

小学社会　６年

たのしい算数３年

たのしい算数４年

たのしい算数５年

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。
4

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

3

算数 大日本

たのしいさんすう１ねん

たのしい算数２年

たのしい算数６年

1

2

3
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生活 1・2 啓林館

音楽

学研
みんなのほけん　３・４年

わくわく理科　３

4

3

ずがこうさく１・２上/下
たのしいな　おもしろいな

3・4
図画工作３・４上/下

ためしたよ　見つけたよ

啓林館

わくわく理科　６

わくわく理科　４

5 わくわく理科　５

6

わくわく　せいかつ上
いきいき　せいかつ下

6

小学生の音楽　５

2 小学生の音楽　２

3 小学生の音楽　３

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

理科

1

教芸
4

小学生のおんがく１

小学生の音楽　６

小学生の音楽　４

5

選定理由書名

みんなの保健　５・６年

小学校　わたしたちの家庭科５・６

保健

5・6 開隆堂

3・4

5・6

家庭

5・6
図画工作５・６上/下
見つめて　広げて

図工

1・2

日文

教科 使用学年 発行者の略称
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選定理由発行者の略称 書名教科

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

2
小学どうとく　生きる　力　２
小学どうとく　生きる　力　２

どうとくノート

3
小学どうとく　生きる力　３
小学どうとく　生きる力　３

どうとくノート

小学道徳　生きる力　４
小学道徳　生きる力　４　道徳ノート

5
小学道徳　生きる力　５

小学道徳　生きる力　５　道徳ノート

6

特別の教科
道徳

1

日文

しょうがくどうとく　いきる　ちから　１
しょうがくどうとく　いきる　ちから　１

どうとくノート

小学道徳　生きる力　６
小学道徳　生きる力　６　道徳ノート

4

外国語

5
NEW HORIZON Elementary English Course

5

NEW HORIZON Elementary English Course
6

6

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。東書

使用学年
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教科書名
変更の
有無

選定理由

5

6

滋賀県立草津養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程２ ］

福音館 28-1

H26

H21

教科
使用
学年

発行者

童心社 20-1

28-1

28-1

発行者
コード
（番号）

福音館

図書コード
（教科書記号番号）

国語

1

2

3

4

こぐま社 10-4

講談社

J01

H02

F02

56610-1

福音館

06-1

こどものとも絵本
おおきなかぶ

ぐりとぐらの絵本
ぐりとぐら

世界傑作絵本シリーズ
てぶくろ

１４ひきのシリーズ
１４ひきのぴくにっく

あっちゃんあがつくたべも
のあいうえお

文字数が適当で美しい挿絵によって興味・関心を引きやすい。ま
た、身近な動きの言葉の概念を生活の中で捉えることができるよ
う配慮されている。

文字数が適当で美しい挿絵によって興味・関心を引きやすい。ま
た、豊かな言葉の概念を生活の中で捉えることができるよう配慮
されている。

生活の中の話言葉が多く使われ、日常の身近な内容で分かりやす
く、言葉と絵を結びつけて紹介されており、身近なことからくら
しについて興味をもって学習できる。

身近で親しみやすく、明るいタッチの絵と大きな字を見ながら、
また、テンポのよい文章を聞きながら文字に興味・関心をもって
取り組める。

馬場のぼるのえほん
１１ぴきのねこ

繰り返しの展開に期待感をもって楽しく読み進めることができ
る。劇あそびにも展開でき、楽しく言語活動ができるように工夫
されている。

大胆な絵と鮮やかな色彩がワイドな画面に構成されていて、楽し
く学習を進めることができる。

話の展開が分かりやすく、文や言葉が平易であると共に、楽しい
絵でイメージを膨らませて学習できる。

印刷が鮮明で、絵の内容や話の展開が親しみやすく、楽しく言語
活動ができるように工夫されている。

決定版まんが日本昔ばなし
１０１

話の展開に繰り返しなどから期待感をもって読み進められる。ま
た言葉のおもしろさや、楽しい絵でイメージを膨らませ、劇あそ
びへの展開もできる。

「桃太郎」や「さるかに合戦」など、児童が親しみやすいお話
を、かわいらしいアニメーションの挿絵とともに楽しむことがで
きる。

1 リーブル 40-3 001

3 偕成社 06-1 O10

文字や絵が大きく、親しみやすく、身近な絵から文字に楽しく興
味をもつことができる。

ものの名称が、身近なものから徐々に広がるので、楽しみ、イ
メージしながら物の名前を学習することができる。

5 偕成社 06-1 O03
五味太郎・言葉図鑑（３）

かざることば（Ａ）

6 偕成社 06-1 O06

書写

2 福音館 28-1

4 偕成社 O01
五味太郎・言葉図鑑（１）

うごきのことば

五味太郎・言葉図鑑（１
０）  なまえのことば

613
安野光雅の絵本  あいうえ

おの本

五味太郎・言葉図鑑（６）
くらしのことば

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書
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算数

1 絵本館 04-1 A10

3 02-1 E05

五味太郎の絵本１０  かた
ち

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

形を象徴した登場人物が分かりやすい絵で紹介されており興味を
持って形の概念が身につくよう工夫されている。

2 絵本館 04-1 D02
五味太郎の絵本

がずのえほん１・２・３

挿絵が児童の興味を引くもので構成されており、声に出して数え
るのに適している。

五味太郎のことばとかずの
絵本　すうじの絵本

親しみやすい絵を見ながら、身近な生活の中で数字が意識できる
ように工夫されている。

玉川大学出 66-20 503 かずをかぞえる

岩崎書店

親しみやすいイラストで１から１００までの数字、数を理解する
ことができるよう工夫されている。また、数の唱え方と実際のも
のを対応させ、数の理解や計算の基礎を学ぶことができる。

5 戸田デザイ 20-4 009 とけいのえほん

振り子時計から、いろいろなイラストや話の展開により、時間の
イメージを広げることができるよう工夫されている。

日本傑作絵本シリーズ　お
ふろだいすき

こどものとも絵本  おなべ
おなべにえたかな？

１から１００までの数字と物の数え方がイラストで説明されてお
り、児童の興味・関心を引きやすい。また、「匹」「枚」といっ
た助数詞や日付、時計の読み方など掲載されており、内容も充実
している。

6 三省堂 11-4 A04
三省堂こどもかずの絵じて

ん

身近な自分の生活に興味をもてるような内容であり、生活に活か
すなど楽しく利用しながら学習できる。

B01
生活図鑑カード　たべもの

カード

絵や写真が大きくきれいで見やすい。身近な題材で食べ物への興
味・関心がもちやすい。

K01

児童に興味のある内容で、生活の中で見聞きするストーリーに
なっており、日常生活へと広げていける。

4 福音館 28-1 H56
 こどものとも絵本  はじ

めてのおつかい

児童に興味のある身近なものが描かれていて、生活の中でイメー
ジを広げられるものである。

6013 福音館 28-1

福音館の科学シリーズ
道ばたの四季

楽しく絵をみながら、四季の自然に対して興味をもって学習を展
開できる内容である。

5 福音館 28-1

生活

1 福音館 28-1

2 くもん出版 08-1

6 004
いちばんわかりやすい

小学生のための学習日本地
図帳

楽しいイラストを使った日本地図で、各県の位置や名物、地域の
特色など、視覚的にも楽しみながら学べる内容となっている。

成美堂出版 14-4

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

G04

4
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教科書名
変更の
有無

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

選定理由（変更理由）
ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

わくわく音あそびえほん
新装版ドンドコドンドン

たいこであそぼ
○

（供給不能による変更）
身近な曲に親しみながら、たいこを叩いてリズムを取り、楽しむ
ことができる。たいこのほか、タンバリンやシンバルなどの音も
出せ、いろんな音色に親しむことができる。

3 東京書店 20-3

改訂新版どうようえほん２

児童に人気のある楽しい歌が取り上げられている。かわいらしい
挿絵を見て歌の世界のイメージを広げることができる。

図書コード
（教科書記号番号）

ポカポカフレンズのおんが
くえほん　ピアノ

児童に人気の歌が取り上げられている。鍵盤を奏でることで音が
なり、楽しみながら学習することができる。

2 三起商行 82-3 506

聞き覚えのある童謡や身近な題材の子どもの歌を取り上げてい
る。伴奏無しで子どもから大人まで一緒に歌える歌を編集してい
る。

5 ひかりのく 27-1 002

ＣＤ付き　楽器カード

２６種類の楽器の写真カードで名称・特徴・演奏の仕方を知り、
ＣＤで楽器の特徴としての音色を聴くことができ、音楽の世界を
ひろげることができる。

4 くもん出版

どうようでおえかきできる
どうようＮＥＷ絵かきうた

ブック

08-1 G03

児童にとって親しみやすく、歌いやすい曲が多く収められてい
る。また、手話曲（イラスト付き）もあるため、手話をしながら
歌うことができる。

6 音楽センタ 55－12 507

5・6 あかね書房 01-1

クラスでうたうこどものう
たＣＤブック  ベスト１

1・2 岩崎書店 02-1

5・6 福音館 28-1

A08
あそびの絵本　紙ねんどあ

そび

本を見ながら一緒に作っていくことができる。素材を変化させる
楽しみを感じ、あそびながら楽しく学習することができる。

3・4 福音館

からだのえほん１　むしば
くんだいすき？

具体的な内容で楽しい挿絵に促されて、からだについて興味を
もって学習することができる。

28-1 E18
かがくのとも絵本  かみ

コップでつくろう

内容が豊富で、身近な紙コップを使った遊びが数多く紹介されて
おり、楽しく学習することができる。

E19
かがくのとも絵本  平野レ

ミのおりょうりブック

具体的な内容で楽しい挿絵に促されて、からだについて興味・関
心を深めることができる。からだのえほん４　からだ

にもしもし

内容が豊富で、身近な道具や用具を使った料理が数多く紹介され
ており、楽しく学習することができる。

図工

保健

G04

3・4 あかね書房 01-1 506

503

音楽

1 ひかりのく 27-1 F02
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優しく美しい絵と、丁寧できれいな言葉で心地よく書かれれてい
る。自分自身にとってたいせつなことが何なのかを考えられる機
会を与える内容となっている。

6 偕成社 06-1 618
ルイス・スロボドキンの絵本

ありがとう...どういたしまして

日々の生活の中で耳にする「ありがとう」という言葉に込められ
た思いが、優しい雰囲気の絵でわかりやすく描かれた教材となっ
ている。

5 フレーベル 28-8 2 たいせつなこと

ひまわりえほんシリーズ
トラネコとクロネコ

子どもたちが日常でやりそうな口げんかをテーマとし、言い合い
をしたり弱点を突っつき合ったりしながら仲良くなっていく、友
だちとの関係が表現されている内容となっている。

3 偕成社 06-1 521
「おれたち、ともだち！」

絵本
ごめんねともだち特別の教科

道徳

1 岩崎書店 02-1 520 だいすきぎゅっぎゅっ

うさぎの親子を通じて、日常の中でお互いを大切に思う、親子の
愛情を感じられ、視覚的にもわかりやすい内容となっている。

2 偕成社 06-1 506
かこさとし・おはなしのほん（6）

おたまじゃくしの101ちゃん

母が子どもたちを思う気持ちが強く描かれていたり、子どもたち
が力を合わせて母を助けたりする様子が描かれており、みんなで
力を合わせる様子が伝わる教材である。

おおかみときつねが大げんかをし、「ごめんね」の一言がなかな
か言えないといった、普段の生活の中であるような内容が描かれ
ており、友だちとの関係性について描かれた教材である。

4 鈴木出版 13-2 554

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）
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5 偕成社 06-1 O03
五味太郎・言葉図鑑（３）

かざることば(A)

文字数が適当で美しい挿絵によって興味・関心を引きやすい。ま
た、豊かな言葉の概念を生活の中で捉えることができるよう配慮
されている。

6 偕成社 06-1 O06
五味太郎・言葉図鑑（６）

くらしのことば

文字数が適当で楽しい挿絵によって興味・関心を引きやすい。ま
た、身近なくらしの言葉の概念を生活の中で捉えることができる
ように配慮されている。

3 偕成社 06-1 O10
五味太郎・言葉図鑑（１

０）なまえのことば

ものの名称が、身近なものから徐々に広がるので、楽しみ、イ
メージしながら物の名前を学習することができる。

五味太郎・言葉図鑑（１）
うごきのことば

文字数が適当で美しい挿絵によって興味・関心を引きやすい。ま
た、身近な動きの言葉の概念を生活の中で捉えることができるよ
う配慮されている。

世界傑作絵本シリーズ
ブレーメンのおんがくたい

造本が堅ろうで印刷も鮮明であり、文字と絵のバランスがよく、
絵に促されて楽しく言語活動ができるように配慮されている。

書写

1 リーブル 40-3 001

4 偕成社 06-1 O01

あっちゃんあがつくたべも
のあいうえお

身近で親しみやすく、明るいタッチの絵と大きな字を見ながら、
また、テンポのよい文章を聞きながら文字に興味・関心をもって
取り組める。

2 福音館 28-1 613
安野光雅の絵本　あいうえ

おの本

文字や絵が大きく、親しみやすく、身近な絵から文字に楽しく興
味をもつことができる。

ねずみくんの絵本２　りん
ごがたべたいねずみくん

お話の展開が分かりやすく、文や言葉が平易であると共に、楽し
い絵でイメージを膨らませて学習できる。

ぐりとぐらの絵本  ぐりと
ぐらのおきゃくさま

子供たちの好きな行事に関わる内容で、興味関心をもちやすく、
生活に根ざした内容でイメージを膨らませて読むことができる。

5 福音館 28-1 626
日本傑作絵本シリーズ　も

もたろう

お話の展開が分かりやすく、親しげな文と絵のバランスがよく、
絵に促されて楽しく言語活動ができるように配慮されている。

こどものとも絵本　ぞうく
んのさんぽ

簡単なストーリーと繰り返しの要素があり、次を期待しながら読
み進められる。また、劇遊びにも展開して楽しめる。

2 福音館 28-1 H26
こどものとも絵本　おおき

なかぶ

繰り返しの展開に期待感をもって読み進めることができる。劇遊
びにも展開させ、楽しく言語活動ができるよう工夫されている。

国語

1 福音館 28-1 H13

4 福音館 28-1 635

3 ポプラ 30-2 504

6 福音館 28-1 J02
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教科
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学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
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教科書名
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改訂新版体験を広げるこど
ものずかん８あそびのずか

ん

身近な生き物や自然に関心がもてるような内容で、あそびを通し
ていろいろな経験ができるようになっている。

かばくん・くらしのえほん
２  かばくんのおかいもの

親しみやすい絵と、買い物というお話の内容により、やりとりを
豊かに広げたり、楽しみながら生活に関わる身近な事柄が学習で
きる。

こどものとも絵本  せんた
くかあちゃん

文章や挿絵などから、模倣したり考えたりすることで、洗濯とい
う日常生活における活動をイメージしたり、興味・関心を広げる
ことができる。

5 ひさかた 27-3 522 ドライブにいこう ○

【供給不能による変更】
迫力のあるパノラマページがあり、一緒にドライブに行っている
つもりで読み進められ、身近な余暇生活について興味や関心を湧
き立たせられる。

幼児絵本シリーズ　やさい

親しみのある野菜がどのようにできるのか、なっているのかが洗
練された絵で描かれていてわかりやすい。

2 福音館 28-1 K01
日本傑作絵本シリーズ　お

ふろだいすき

身近な自分の生活に興味をもてるような内容であり、生活に活か
すなど楽しく利用できる。

生活

1 福音館 28-1 B08

4 福音館 28-1 592

3 あかね書房 01-1 H02

6 ひかりのく 27-1 I08

身近な題材で生活の中で数に触れられるようになっており、楽し
く数や量の概念を学べるようになっている。

6 戸田デザイ 20-4 009 とけいのえほん

造本が堅ろうで挿絵も鮮明であり。絵も大きくて見やすい。時
計・時間の概念を身近に捉えられるように配慮されている。

5 偕成社 06-1 607
おにの子あかたろうのほん
（１）あかたろうの１・

２・３の３・４・５

文字数が適当で、美しい挿絵によって興味・関心を引きやすい。
また、色の概念を生活の中で捉えることができるよう配慮されて
いる。

文字数が適当で、美しい挿絵によって興味・関心を引きやすい。
また、形の概念を生活の中で捉えることができるよう配慮されて
いる。

4 絵本館 04-1 D02
五味太郎の絵本　かずのえ

ほん１・２・３

文字数が適当で、美しい挿絵によって興味・関心を引きやすい。
また、数の概念を生活の中で捉えることができるよう配慮されて
いる。

3 絵本館 04-1 A10
五味太郎の絵本１０　かた

ち

教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

算数

1 こぐま社 10-4 E01
こぐまちゃんえほん別冊

さよならさんかく

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

絵が鮮明で分かりやすく、楽しみながら形の概念を身に付けられ
るように工夫されている。

2 絵本館 04-1 A09 五味太郎の絵本９　いろ
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具体的な内容で楽しい挿絵に促されて、からだについて興味・関
心をもって学習を深めていける。

保健

5・6 福音館 28-1 E16
かがくのとも絵本  みんな

うんち

3・4 偕成社 06-1 U01

5・6 偕成社 06-1 X01
坂本廣子のひとりでクッキ
ング（１）朝ごはんつくろ

う！

身近な道具や用具を使った料理が数多く紹介されており、楽しく
利用することができる。

五味太郎の絵本
わにさんどきっはいしゃさ

んどきっ

自分のからだや健康に関する事柄について、楽しくその必要性に
ついて学ぶことができる。

【供給不能による変更】
自分の好きなおかずのシールなどを選んでお弁当を完成させる
シールブック。貼ったりはがしたりできるので、イメージを広げ
ながら何度も利用することができる。

3・4 福音館 28-1 E14
かがくのとも絵本  しんぶ

んしでつくろう

身近な新聞紙を使った遊びが数多く紹介されていて、楽しく利用
することができる。

図工

1・2 コクヨ 10-10 9784905122333

童謡やクラシックなど様々なジャンルの曲を簡単にピアノ鍵盤で
弾くことができるように工夫されている。

6 くもん出版 08-1 G03 ＣＤ付き  楽器カード

２６種類の楽器の写真カードで名称・特徴・演奏の仕方を知り、
CDで楽器の特徴としての音色を聴くことができ、音楽の世界を広
げることができる。

5 成美堂出版 14-4 002
ＤＶＤでひける！はじめて
のピアノえほん２　たのし

いピアノのうた

おべんとうブック ○

013 あそびうたのほんＣＤつき

身体表現をしながら歌うことにより、言葉や歌のイメージを高
め、楽しく学習することができる。

○

【供給不能による変更】
身近な曲に親しみながら、たいこを叩いてリズムを取り、楽しむ
ことができる。たいこのほか、タンバリンやシンバルなどの音も
出せ、いろんな音色に親しむことができる。

4 大日本絵画 16-3 A01
メロディーえほん  ＩＣピ
アノえほん四季のどうよう

－１２カ月

音声を効果的に利用でき、四季の歌が精選されていてイメージし
やすい。美しい挿絵も多く、楽しく学習できる。

3 東京書店 20-3 503
わくわく音あそびえほん
新装版ドンドコドンドン

たいこであそぼ

教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

音楽

1 三起商行 82-3 507
ポカポカフレンズ　おうた

えほんＤＸ

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

身近で親しみやすい音楽を聴きながら楽しめる。また、絵の描い
てあるスイッチがあり、押すと音楽が流れ児童が興味を持てる。

2 ひかりのく 27-1
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ルイス・スロボドキンの絵
本

ありがとう...どういたし
まして

日々の生活の中で耳にする「ありがとう」という言葉に込められ
た思いが、優しい雰囲気の絵で解りやすく描かれた教材となって
いる。

「おれたち、ともだち！」
絵本

ごめんねともだち

おおかみときつねが大げんかをし、「ごめんね」の一言がなかな
か言えないといった、普段の生活の中であるような内容が描かれ
ており、友だちとの関係性について描かれた教材である。

ひまわりえほんシリーズ
トラネコとクロネコ

子どもたちが日常でやりそうな口げんかをテーマとし、言い合い
をしたり、弱点を突っつき合ったりしながら、仲良くなってい
く、友だちとの関係が表現されている内容となっている。

たいせつなこと

優しく美しい絵と、丁寧できれいな言葉で心地よく描かれてい
る。自分自身にとってたいせつなことが何なのかを考えられる機
会を与える内容となっている。

だいすきぎゅっぎゅっ

うさぎの親子を通じて、日常の中でお互いを大切に思う、親子の
愛情を感じられ、視覚的にもわかりやすい内容となっている。

2 偕成社 06-1 506

かこさとし・おはなしのほ
ん（6）

おたまじゃくしの101ちゃ
ん

母が子どもたちを思う気持ちが強く描かれていたり、子どもたち
が力を合わせて母を助けたりする様子が描かれており、みんなで
力を合わせる様子が伝わる教材である。

特別の教科
道徳

1 岩崎書店 02-1 520

4 鈴木出版 13-2 554

3 偕成社 06-1 521

6 偕成社 06-1 618

5 フレーベル 28-8 2

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）
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5 偕成社 06-1 O10
五味太郎・言葉図鑑（１

０）なまえのことば

言葉遊び的な要素が含まれ、また、楽しい挿絵によって興味・関
心がひきやすく、絵から名前の言葉がイメージできるよう工夫さ
れている。

6 偕成社 06-1 O06
五味太郎・言葉図鑑（６）

くらしのことば

文字数が適当で楽しい挿絵によって興味・関心を引きやすい。ま
た、身近なくらしの言葉の概念を生活の中で捉えることができる
ように配慮されている。

3 戸田デザイ 20-4 003 あいうえおえほん

造本も堅ろうで印刷も鮮明であり、挿絵や文字が大きく楽しみな
がら文字を覚えることができる。

あっちゃんあがつく
たべものあいうえお

身近で親しみやすく、明るいタッチの絵と大きな字を見ながら、
また、テンポのよい文章を聞きながら文字に興味・関心をもって
取り組める。

世界傑作絵本シリーズ
おおかみと七ひきのこやぎ

繰り返しに期待や見通しをもって読み進められる。また、わかり
やすい展開であることから、劇遊びなどにも発展させることがで
きる。

書写

1 評論社 27-2 505

4 リーブル 40-3 001

さわってあそぶコロちゃん
ののうじょう

分かりやすい絵柄で、親しみやすい内容であると共に、触って感
触を確かめたり楽しみながら文字に親しむことができる工夫がさ
れている。

2 くもん出版 08-1 001 あいうえおべんとう

身近な親しみやすい内容で、色彩が明瞭でわかりやすくなってい
る。楽しみながら文字に触れられるように工夫されている。

日本むかし話　おむすびこ
ろりん

言葉や内容が単純で展開が分かりやすく、印刷が鮮明で絵や話の
内容に促されて、楽しい言語活動に導くように配慮されている。

にしまきかやこのえほん
わたしのワンピース

身近な言葉や擬音語などの繰り返しにより、絵本の世界をイメー
ジしたり、空想したりして楽しく読み進められる。

5 福音館 28-1 J03
世界傑作絵本シリーズ

三びきのやぎのがらがらど
ん

繰り返しに変化があり期待して読み進められる。こわい題材でも
絵本や劇化の中でつもりをもって楽しめる。

エリック・カールの絵本
はらぺこあおむし

繰り返しの展開を楽しめ、展開をイメージして読み進められる。
また、歌に合わせて楽しく学習することもできる。

2 偕成社 06-1 D01
ノンタンあそぼうよ（１）
ノンタンぶらんこのせて

言葉やストーリーが単純で親しみやすく、楽しい絵で児童の興味
をひきつける内容である。

国語

1 偕成社 06-1 T01

4 こぐま社 10-4 521

3 偕成社 06-1 H01

6 福音館 28-1 615
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おたすけこびと

身近な生活に興味関心をもてる内容であり、擬音を上手く用いて
動きをイメージしやすい文章になっている。

こぐまちゃんえほん第３集
しろくまちゃんのほっと

けーき

色調が鮮明で親しみやすく、楽しく絵を見ながら生活に興味を
もって楽しく学習していける内容である。

日本傑作絵本シリーズ
おふろだいすき

身近な自分の生活に興味をもてるような内容であり、生活の場面
に活かして楽しく利用できる。

5 ひさかた 27-3 D01
でんしゃでいこう　でん

しゃでかえろう

身近な生活に興味関心をもてる内容であり、生活の場面に活かし
て楽しく利用できる。

こぐまちゃんえほん第１集
こぐまちゃんおはよう

色調が鮮明で親しみやすく、楽しく絵を見ながら生活に興味を
もって楽しく学習していける内容である。

2 こぐま社 10-4 B03
こぐまちゃんえほん第２集
こぐまちゃんのみずあそび

色調が鮮明で親しみやすく、楽しく絵を見ながら生活に興味を
もって楽しく学習していける内容である。

生活

1 こぐま社 10-4 B01

4 福音館 28-1 K01

3 こぐま社 10-4 B05

6 徳間書店 70-3 529

文字数が適当で美しい挿絵によって、興味・関心をひきやすい。
また、鮮明な色彩で色が理解しやすく、大小の概念にも気づく工
夫がされている。

6 戸田デザイ 20-4 009 とけいのえほん

造本が堅ろうで挿絵も鮮明であり。絵も大きくて見やすい。時
計・時間の概念を身近に捉えられるように配慮されている。

5 講談社 10-1 501 創作絵本　ぼくのくれよん

文字数が適当で、美しい挿絵によって興味・関心を引きやすい。
また、色の概念を生活の中で捉えることができるよう配慮されて
いる。

文字数が適当で、美しい挿絵によって興味・関心を引きやすい。
また、かたちの概念を生活の中で捉えることができるように配慮
されている。

4 絵本館 04-1 D02
五味太郎の絵本　かずのえ

ほん１・２・３

文字数が適当で楽しい挿絵によって興味・関心を引きやすい。ま
た、数や量の概念を生活の中で捉えることができるように配慮さ
れている。

3 絵本館 04-1 A10
五味太郎の絵本１０　かた

ち

教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

算数

1 こぐま社 10-4 E01
こぐまちゃんえほん別冊

さよならさんかく

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

絵が鮮明で分かりやすく、楽しみながら形の概念を身に付けられ
るように工夫されている。

2 絵本館 04-1 A09 五味太郎の絵本９　いろ
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具体的な内容で楽しい挿絵に促されて、からだについて興味・関
心をもって学習を深めていける。

保健

5・6 福音館 28-1 E16
かがくのとも絵本  みんな

うんち

3・4 偕成社 06-1 U01

5・6 福音館 28-1 647
福音館の単行本  かがみの
えほんきょうのおやつは

鏡のように反射する絵本のため、自分で工夫しながら読むことが
でき、絵が三次元に見えるような内容になっている。

五味太郎の絵本
わにさんどきっはいしゃさ

んどきっ

自分のからだや健康に関する事柄について、楽しくその必要性に
ついて学ぶことができる。

簡単な動作や繰り返しが多く、見通しがもちやすい内容なので、
ごっこ遊びにもつながりやすい。

3・4 学研 06-2 G07
あそびのおうさまＢＯＯＫ

はじめてぬるほん

親しみやすい挿絵に促されて、色のイメージを広げ、遊びながら
楽しく利用することができる。

図工

1・2 アリス館 51-4 542

童謡やクラシックなど様々なジャンルの曲を簡単にピアノ鍵盤で
弾くことができるように工夫されている。

6 大日本絵画 16-3 514
おとがなるさわるしかけえ
ほん　はじめてのオーケス

トラ
○

【供給不能による変更】
オーケストラの楽器の音色に触れたり、その楽曲を仕掛けに触る
だけで楽しめる絵本。本格的なオーケストラの音楽を身近に楽し
むことができる。

5 成美堂出版 14-4 002
ＤＶＤでひける！はじめて
のピアノえほん２　たのし

いピアノのうた

ぐるぐるえほん  ぐるぐる
カレー

013 あそびうたのほんＣＤつき

身体表現しながら歌うことにより、言葉や歌のイメージを高め、
楽しく学習することができる。

○

【供給不能による変更】
身近な曲に親しみながら、たいこを叩いてリズムを取り、楽しむ
ことができる。たいこのほか、タンバリンやシンバルなどの音も
出せ、いろんな音色に親しむことができる。

4 大日本絵画 16-3 A01
メロディーえほん  ＩＣピ
アノえほん四季のどうよう

－１２カ月

音声を効果的に利用でき、四季の歌が精選されていてイメージし
やすい。美しい挿絵も多く、楽しく学習できる。

3 東京書店 20-3 503
わくわく音あそびえほん
新装版ドンドコドンドン

たいこであそぼ

教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

音楽

1 三起商行 82-3 507
ポカポカフレンズ　おうた

えほんＤＸ

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

身近で親しみやすい音楽を聴きながら楽しめる。また、絵の描い
てあるスイッチがあり、押すと音楽が流れ児童が興味を持てる。

2 ひかりのく 27-1
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ずーっとずっとだいすきだよ

日々の生活の中で、大切な人やものに対して考えられる機会を与
える教材となっている。また、人やものに愛情を注ぐたいせつさ
を教えてくれる内容となっている。

どうぞのいす

色々な登場人物の「思いやり」のこもった様子が、やさしい言い
回しの文章と繰り返しのリズミカルな文章で楽しめる教材であ
る。

いやだいやだの絵本
いやだいやだ

日常的によく耳にする言葉で、わかりやすい内容となっている。
言葉数も少なく、読みやすくなっている。また、「自分ならどう
するか」と考えられる魅力的な教材である。

だいじょうぶだいじょうぶ ○

【供給不能による変更】
おじいさんと孫の会話を通して、身近な物事について考え、不安
や怖いものにも向き合う気持ちを教えてくれる教材で、生きるた
めのヒントを学ぶことができる。

だいすきぎゅっぎゅっ

うさぎの親子を通じて、日常の中でお互いを大切に思う、親子の
愛情を感じられ、視覚的にもわかりやすい内容となっている。

2 偕成社 06-1 506
かこさとし・おはなしのほん（6）

おたまじゃくしの101ちゃん

母が子どもたちを思う気持ちが強く描かれていたり、子どもたち
が力を合わせて母を助けたりする様子が描かれており、みんなで
力を合わせる様子が伝わる教材である。

特別の教科
道徳

1 岩崎書店 02-1 520

4 福音館 28-1 643

3 ひさかた 27-3 D02

6 評論社 27-2 510

5 講談社 10-1 574

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）
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5 文研出版 28-6 A16
ジョイフルえほん傑作集

りんごがドスーン

大きなリンゴが落ちてきて動物皆でいろいろな音を出しながら食
べる内容。繰り返しと音の表現を楽しみながら学習できる。

6 福音館 28-1 593
こどものとも絵本  めっき

らもっきらどおんどん

言葉遊び的な要素でお話が構成されており、お話の展開を期待し
ながら本に親しむことができる。

3 偕成社 06-1 510
ノンタンあそぼうよ（３）

あかんべノンタン

繰り返しの言葉による楽しい話の内容を期待しながら、本に親し
むことができる。

あっちゃんあがつくたべも
のあいうえお

身近で親しみやすく、明るいタッチの絵と大きな字を見ながら、
また、テンポのよい文章を聞きながら文字に興味・関心をもって
学習に取り組める。

ぐりとぐらの絵本　ぐりと
ぐら

大胆な絵と鮮やかな色彩がワイドな画面に構成されていて、楽し
く見ながら学習を進めることができる。

書写

1 評論社 27-2 505

4 リーブル 40-3 001

さわってあそぶコロちゃん
ののうじょう

分かりやすい絵柄で、親しみやすい内容であると共に、触って感
触を確かめながら楽しんで文字に親しむことができるよう工夫さ
れている。

2 くもん出版 08-1 001 あいうえおべんとう

身近な親しみやすい内容で、色彩が明瞭でわかりやすくなってい
る。楽しみながら文字に触れられるように工夫されている。

こどものとも絵本　ぞうく
んのさんぽ

簡単なストーリーと繰り返しがあり、期待しながら読み進められ
る。劇遊び等に展開させ、楽しく言語活動ができるように工夫さ
れている。

こどものとも絵本　おおき
なかぶ

繰り返しの展開に期待感をもって読み進めることができ、劇遊び
等にも展開させ、楽しく言語活動ができるように工夫されてい
る。

5 ポプラ 30-2 504
ねずみくんの絵本２

りんごがたべたいねずみく
ん

お話の展開が分かりやすく、文や言葉が平易であると共に楽しい
絵でイメージを膨らませて学習できる。

エリック・カールの絵本
はらぺこあおむし

繰り返しの展開を楽しめ、展開をイメージして読み進められる。
また、歌に合わせて楽しく学習することもできる。

2 福音館 28-1 509
幼児絵本シリーズ　きん

ぎょがにげた

絵が鮮明で分かりやすく、絵本からかくれんぼ遊びなどに発展さ
せて楽しむことができる。

国語

1 偕成社 06-1 T01

4 福音館 28-1 H26

3 福音館 28-1 H13

6 福音館 28-1 H21
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教科
使用
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発行者
発行者
コード
（番号）
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ISBNコード
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教科書名
変更の
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おたすけこびと

身近な生活に興味関心をもてる内容であり、擬音を上手く用いて
動きをイメージしやすい文章になっている。

こぐまちゃんえほん第３集
しろくまちゃんのほっと

けーき

色調が鮮明で親しみやすく、楽しく絵を見ながら調理に興味を
もって楽しく学習していける内容である。

日本傑作絵本シリーズ
おふろだいすき

身近な生活に興味関心をもてる内容であり、生活の場面に活かし
て楽しく利用できる。

5 福音館 28-1 642
いやだいやだの絵本

ねないこだれだ

「夜は子どもは起きている時間ではない」というメッセージがイ
ンパクトのあるお話しで伝えられ、怖いながらも生活の場面に生
かして利用できるような内容である。

こぐまちゃんえほん第１集
こぐまちゃんおはよう

色調が鮮明で親しみやすく、楽しく絵を見ながら生活に興味を
もって楽しく学習していける内容である。

2 こぐま社 10-4 B03
こぐまちゃんえほん第２集
こぐまちゃんのみずあそび

色調が鮮明で親しみやすく、楽しく絵を見ながら水遊びに興味を
もって楽しく学習していける内容である。

生活

1 こぐま社 10-4 B01

4 福音館 28-1 K01

3 こぐま社 10-4 B05

6 徳間書店 70-3 529

視覚障害がある児童にも活用できる本である。絵柄が触ってわか
るように工夫されており、視覚的に楽しむことが難しい児童で
も、触りながら絵本を楽しむことができる。

6 ＵＤ絵本 87-11 523
ユニバーサルデザイン絵本
１４てんてんシリーズ２と

もだち

視覚障害がある児童にも活用できる本である。絵柄が触ってわか
るように工夫されており、視覚的に楽しむことが難しい児童で
も、触りながら絵本を楽しむことができる。

5 ＵＤ絵本 87-11 506
ユニバーサルデザイン絵本

６おでかけまるちゃん

ブルーナの絵本  しろ、あ
か、きいろ

文字数が適当で楽しい挿絵によって興味・関心を引きやすい。ま
た、数や量の概念を生活の中で捉えることができるように配慮さ
れている。

3 小峰書店 10-5 C02
くまたんのはじめてシリー
ズおいしいおいしい１・

２・３
算数

1 くもん出版 08-1 550
くもんのはじめてのえほん

２なにいろ？

見開き展開で、子どもにとって身近なものをとおして、１０色の
色の名前を学習できるようになっている。絵を見ながら、楽しく
色や数について興味関心をもつことができる。

2 ひかりのく 27-1 B10
認識絵本１０　おおきいち

いさい

「おおきい ちいさい」のくり返しが楽しい、鮮やかな色と形の
抽象画の絵本であり、量の概念を身に付けられるよう工夫されて
いる。

文字数が適当で、美しい挿絵によって興味・関心を引きやすい。
また、かたちの概念を生活の中で捉えることができるように配慮
されている。

4 福音館 28-1 501
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

具体的な内容で楽しい挿絵に促されて、からだについての興味・
関心をもって学習を深めていける。

保健

5・6 福音館 28-1 E16
かがくのとも絵本  みんな

うんち

3・4 偕成社 06-1 U01

5・6 福音館 28-1 579
福音館の科学シリーズ
いっしょにつくろう

学習で作ったおもちゃや簡単で楽しいおもちゃ作りが紹介されて
おり、身近な素材を使って簡単なおもちゃを手作りして遊ぶこと
ができる。

五味太郎の絵本
わにさんどきっはいしゃさ

んどきっ

自分のからだや健康に関する事柄について、楽しくその必要性に
ついて学ぶことができる。

展開されるしかけの中の身近な素材に触れて遊びながら、楽しく
利用することができる。

3・4 福音館 28-1 E20
かがくのとも絵本  しゃぼ

んだまとあそぼう

内容が豊富で、身近な道具や用具、廃材など利用した遊びが紹介
されており、楽しく利用することができる。

図工

1・2 あかね書房 01-1 001

童謡やクラシックなど様々なジャンルの曲を簡単にピアノ鍵盤で
弾くことができるように工夫されている。

6 ひかりのく 27-1 013 あそびうたのほんCDつき

身体表現しながら歌うことにより、言葉や歌のイメージを高め、
楽しく学習することができる。

5 成美堂出版 14-4 002
ＤＶＤでひける！はじめて
のピアノえほん２　たのし

いピアノのうた

単行本　さわってあそぼう
ふわふわあひる

16-3 A01
メロディーえほん　ICピア
ノえほん四季のどうようー

１２カ月

音声を効果的に利用でき、四季の歌が精選されていてイメージし
やすい。美しい挿絵も多く、楽しく学習できる。

3 東京書店 20-3 503
わくわく音あそびえほん
新装版ドンドコドンドン

たいこであそぼ
音楽

1 三起商行 82-3 507
ポカポカフレンズ　おうた

えほんＤＸ

身近で親しみやすい音楽を聴きながら楽しめる。また、絵の描い
てあるスイッチがあり、押すと音楽が流れ児童が興味を持てる。

2 ひかりのく 27-1 F02 改訂新版どうようえほん２

児童に人気のある楽しい歌が取り上げられている。かわいらしい
挿絵を見て歌の世界のイメージを広げることができる。

○

【供給不能による変更】
身近な曲に親しみながら、たいこを叩いてリズムを取り、楽しむ
ことができる。たいこのほか、タンバリンやシンバルなどの音も
出せ、いろんな音色に親しむことができる。

4 大日本絵画
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

ずーっとずっとだいすきだよ

日々の生活の中で、大切な人やものに対して考えられる機会を与
える教材となっている。また、人やものに愛情を注ぐたいせつさ
を教えてくれる内容となっている。

どうぞのいす

色々な登場人物の「思いやり」のこもった様子が、やさしい言い
回しの文章と繰り返しのリズミカルな文章で楽しめる教材であ
る。

いやだいやだの絵本
いやだいやだ

日常的によく耳にする言葉で、わかりやすい内容となっている。
言葉数も少なく、読みやすくなっている。また、「自分ならどう
するか」と考えられる魅力的な教材である。

だいじょうぶだいじょうぶ ○

【供給不能による変更】
おじいさんと孫の会話を通して、身近な物事について考え、不安
や怖いものにも向き合う気持ちを教えてくれる教材で、生きるた
めのヒントを学ぶことができる。

だいすきぎゅっぎゅっ

うさぎの親子を通じて、日常の中でお互いを大切に思う、親子の
愛情を感じられ、視覚的にもわかりやすい内容となっている。

2 偕成社 06-1 506
かこさとし・おはなしのほん（6）

おたまじゃくしの101ちゃん

母が子どもたちを思う気持ちが強く描かれていたり、子どもたち
が力を合わせて母を助けたりする様子が描かれており、みんなで
力を合わせる様子が伝わる教材である。

特別の教科
道徳

1 岩崎書店 02-1 520

4 福音館 28-1 643

3 ひさかた 27-3 D02

6 評論社 27-2 510

5 講談社 10-1 574
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算数 大日本

たのしいさんすう１ねん

たのしい算数２年

たのしい算数６年

1

2

3

6

4

5

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

書写　四年

書写　五年

書写　六年

帝国
楽しく学ぶ　小学生の地図帳

３・４・５・６年

日文

小学社会　３年

小学社会　５年

小学社会　６年

たのしい算数３年

たのしい算数４年

たのしい算数５年

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

滋賀県立守山養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程１ ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

国語三上　わかば
国語三下　あおぞら
国語四上　かがやき
国語四下　はばたき

1

2

3
光村

国語五　銀河

4

5

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

国語六　創造

こくご一上　かざぐるま
こくご一下　ともだち
こくご二上　たんぽぽ
こくご二下　赤とんぼ

6

地図

国語

5

6

3

5

3・4・5・6

4 小学社会　４年
社会

6

書写 光村

しょしゃ　一ねん

しょしゃ　二年

1

2

書写　三年

4

3
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教科 使用学年 発行者の略称 選定理由書名

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

1

教芸
4

小学生のおんがく　１

小学生の音楽　６

小学生の音楽　４

5

2 小学生の音楽　２

3 小学生の音楽　３

1・2

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

みんなの保健　５・６年

小学校　わたしたちの家庭科　５・６開隆堂

図画工作５・６上　見つめて　広げて
図画工作５・６下　見つめて　広げて

日文

理科

わくわく理科　３

4

3

ずがこうさく１・２上　たのしいな　おもしろいな
ずがこうさく１・２下　たのしいな　おもしろいな

3・4 図画工作３・４上　ためしたよ　見つけたよ
図画工作３・４下　ためしたよ　見つけたよ

啓林館

わくわく理科　６

わくわく理科　４

5 わくわく理科　５

6

わくわく　せいかつ上
いきいき　せいかつ下

6

小学生の音楽　５

生活 1・2 啓林館

音楽

学研
みんなのほけん　３・４年

保健

5・6

3・4

5・6

家庭

5・6

図工
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学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。東書

選定理由

特別の教科　道
徳

1

日文

しょうがくどうとく　いきる　ちから　１
しょうがくどうとく　いきる　ちから　１　どうとくノート

小学道徳　生きる力　６
小学道徳　生きる力　６　道徳ノート

4

5
NEW HORIZON Elementary

English Course ５

NEW HORIZON Elementary
English Course Picture Dictionary

5・6

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

2 小学どうとく　生きる 力　２
小学どうとく　生きる力　２　どうとくノート

3 小学どうとく　生きる力　３
小学どうとく　生きる力　３　どうとくノート

小学道徳　生きる力　４
小学道徳　生きる力　４　道徳ノート

5 小学道徳　生きる力　５
小学道徳　生きる力　５　道徳ノート

6

外国語

NEW HORIZON Elementary
English Course ６

6

使用学年 発行者の略称 書名教科
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ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

604

書写

2 光村 038

4 光村 404 書写　四年

書写　三年

204 しょしゃ　二年

書写　六年

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

5 光村 038 504 書写　五年

6 光村 038

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

国語六　創造

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

1 光村 038 104

3 光村 038 304

国語五　銀河

2

3

4

光村 038

光村

307
308

407
408

507

607038

光村

滋賀県立守山養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程２］

光村 038

107
108

207
208

教科
使用
学年

発行者

光村 038

038

038

こくご一上　かざぐるま
こくご一下　ともだち

こくご二上　たんぽぽ
こくご二下　赤とんぼ

国語三上　わかば
国語三下　あおぞら

国語四上　かがやき
国語四下　はばたき

発行者
コード
（番号）

光村

図書コード
（教科書記号番号）

国語

1

教科書名
変更の
有無

選定理由

5

6

038

しょしゃ　一ねん

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。
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604
606

4

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

302
楽しく学ぶ　小学生の地図

帳
３・４・５・６年

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

帝国 046

小学社会　６年
わくわく理科　６

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

6
日文

啓林館
116
061

生活

1・2 啓林館 061

3
日文

啓林館
116
061

3・4・
5・6

5
日文

啓林館
116
061

504
506

小学社会　５年
わくわく理科　５

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

404
406

4
日文

啓林館
116
061

わくわく　せいかつ上
いきいき　せいかつ下

小学社会　４年
わくわく理科　４

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

6 大日本 004 603 たのしい算数６年

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

304
306

小学社会　３年
わくわく理科　３

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

113
114

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

大日本 004 403 たのしい算数４年

大日本

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

5 大日本 004 503 たのしい算数５年

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

2 大日本 004 203 たのしい算数２年

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

たのしい算数３年

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

算数

1 大日本 004 103

3 004 303

たのしいさんすう１ねん
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図工

保健

505

3・4 学研 224 305

302

音楽

1 教芸 027 102

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

みんなの保健　５・６年

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

みんなのほけん　３・４年

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

116
303
304

図画工作３・４上　ためしたよ　見つけ
たよ

図画工作３・４下　ためしたよ　見つけ
たよ

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

503
504

図画工作５・６上　見つめて　広げて
図画工作５・６下　見つめて　広げて

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

6 教芸 027 602

5・6 学研 224

小学生の音楽　６

1・2 日文 116

5・6 日文 116

103
104

ずがこうさく１・２上　たのしいな　お
もしろいな

ずがこうさく１・２下　たのしいな　お
もしろいな

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

3・4 日文

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

5 教芸 027 502

小学生の音楽　４

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

4 教芸

小学生の音楽　５

027 402

小学生の音楽　３

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

3 教芸 027

小学生のおんがく　１

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

図書コード
（教科書記号番号）

小学生の音楽　２

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

2 教芸 027 202

教科書名
変更の
有無

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

選定理由（変更理由）
ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

R４申請　守山養護学校　小学部　課程２

- 102 -



教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

4 日文 116
406
407

1 日文 116
106
107

しょうがくどうとく　いきる　ちから
１

しょうがくどうとく　いきる　ちから
１　どうとくノート

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

2 日文 116
206
207

小学どうとく　生きる 力　２
小学どうとく　生きる 力　２　どうと

くノート

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

特別の教科
道徳

5

5・6

5・6

6

外国語
活動

家庭

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

5 日文 116
506
507

小学道徳　生きる力　５
小学道徳　生きる力　５　道徳ノート

小学道徳　生きる力　４
小学道徳　生きる力　４　道徳ノート

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

3 日文 116
306
307

小学どうとく　生きる力　３
小学どうとく　生きる力　３　どうとく

ノート

002 501
NEW HORIZON Elementary

English Course ５

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

東書

東書

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

6 日文 116
606
607

小学道徳　生きる力　６
小学道徳　生きる力　６　道徳ノート

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の児童と一緒に学習する
ため、同一の検定教科用図書を使用する。学校所在地の採択地区
（守山市）の採択図書に同じとする。

開隆堂

002

002

009

502

601

502

NEW HORIZON Elementary
English Course Picture

Dictionary

NEW HORIZON Elementary
English Course ６

小学校　わたしたちの家庭科
５・６

東書
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レオ・レオニの絵本
スイミー

6 くもん出版 08-1

こどものとも絵本
おおきなかぶ

2 好学社 10-2 A01

4 偕成社 06-1 501

福音館

「おれたち、ともだち！」
絵本　ともだちや

1

509

偕成社 06-1 557

滋賀県立守山養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程３ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

児童が読みやすく、書きやすい文字から学習できるように構成さ
れている。また、食べ物や動物など児童の興味をもつことばが多
く、楽しみながら学習できる。

五味太郎・言葉図鑑（２）
ようすのことば

書写

1 くもん出版 08-1 F01

4 くもん出版 08-1 508

おけいこ
はじめてのおけいこ

2 くもん出版 08-1 A01
もじ・ことば１

はじめてのひらがな１集

5 くもん出版 08-1

国語

6

3 くもん出版 08-1 501
もじ・ことば２

はじめてのひらがな２集

3 偕成社 06-1 E01

5 偕成社 06-1

絵本・日本の童話名作選
ごんぎつね

28-1 H26

589
小学ドリル国語

３年生の言葉と文のきまり

もじ・ことば１０
カタカナおけいこ

もじ・ことば１２
漢字おけいこ

O01
五味太郎・言葉図鑑（１）

うごきのことば

漢字の読み書きの学習ができ、何回も繰り返し練習できるように
構成されており、習熟ができる。

ドリル形式で学習でき、読み書きの土台となる言葉の知識や文法
の力を身につけるのに適している。

話の展開と挿絵がうまく対応している。繰り返しが多いので、内
容がわかりやすく、劇遊びに移行しやすい。

児童の発達段階に即した題材である。挿絵が美しく、海の世界へ
の想像を膨らませ、多くの考えを引き出させるのに適している。
テーマがはっきりしており、読書意欲を高めるのに適している。

児童の発達段階に即した題材である。児童に親しみのある動物が
登場し、楽しみながら読み進めていくことができる。

児童の発達段階に即した題材である。美しい絵と情緒豊かな文章
で児童の想像力を高め、劇遊びにも発展できる。

児童の発達段階に即した題材である。絵を見ながら言葉の意味を
理解したり、話し言葉（語彙数）を増やすのに役立つ。

児童の発達段階に即した題材である。絵を見ながら言葉の意味を
理解したり、話し言葉（語彙数）や書き言葉を増やすのに役立
つ。

鉛筆で線を引くうちに、基本運筆力がつき、文字や数字を書くた
めの準備を整えることができる。

鉛筆の持ち方や姿勢に気をつけて、文字を書く習慣が身に付き、
文字の形に気をつけてていねいに書く練習ができる。

鉛筆の持ち方や姿勢に気をつけて、文字を書く習慣が身に付き、
文字の形に気をつけてていねいに書く練習ができる。ひらがな５
０音が網羅されていて、練習に適している。
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教科書名
変更の
有無

算数

1 同成社 20-5 C01

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

2 戸田デザイ 20-4 002

4 同成社 20-5 C03

3 同成社 20-5 C02

C02

6 同成社 20-5 C05

5 同成社 20-5 C04

2 くもん出版 08-1 B01

みぢかなかがくシリーズ
町たんけん

ドラえもんちずかん１
にっぽんちず

生活

1 福音館 28-1 585

4 福音館 28-1 M06

3 ひかりのく 27-1 507

6 小学館 12-2

5 小学館 12-2 C01

身近な問題に興味、関心が持てるような内容が豊富に含まれてお
り、絵をみながら楽しく活動できる。

都道府県の地理的な特徴・有名な建造物などが、豊富な写真と絵
で示され、さらに、４コマ漫画での解説やテーマ別のコーナーも
あり、児童が興味関心を持ちやすい。

選定理由（変更理由）

親しみやすい挿絵を手がかりに、量概念の基礎や比較、識別の力
を身につけるのに適している。

絵が大きくて鮮明で、色も美しく、児童が興味を持ち楽しみなが
ら数量の学習ができるように工夫されている。

基礎的な算数の概念を獲得し、生活経験と対応させながら数量の
概念や５までの簡単な計算の学習ができる。

タイルを使って計算ができるよう構成されており、実際に具体物
を操作することで自然と計算力を身につけることができる。

くり上がりのある足し算やくり下がりのある引き算、２けたの計
算がわかりやすく説明されており、繰り返し練習することで習熟
を促すように構成されている。

３けたの数の計算やかけ算、わり算の入門部分がわかりやすく説
明されており、繰り返し練習することで習熟できるように構成さ
れている。また、金銭の計算では、生活経験と対応させながら学
習できるようになっている。

児童に親しみのある内容で、挿絵を見ながら友だちや教師と楽し
く活動ができるように工夫されている。

児童に身近な食べ物がわかりやすい絵で示してある。児童の生活
場面に関連付けて活用することができる。カード形式であり様々
な場面で活用することができる。

絵本形式のわかりやくす楽しい挿絵で、野菜や果物について楽し
みながら学べ経験を拡げるのに適している。

大陸別に各国の歴史的遺産・動植物・交通手段などが、豊富な写
真や絵で示され、わかりやすい。さらに、４コマ漫画での解説が
児童の関心を高め、外国のことも身近に感じられる。

ドラえもんちずかん２
せかいちず

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」１

（量概念の基礎、比較、な
かま集め）

１から１００までのえほん

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」３

（６～９のたし算、ひき
算、位取り）

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」２

（１対１対応、１～５の
数、５までのたし算）

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」５

（３けたの数の計算、かけ
算、わり算）

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」４

（くり上がり、くり下が
り、２けたの数の計算）

福音館の科学シリーズ
野の草花

生活図鑑カード
たべものカード

こどものずかんMio１１
やさい・くだもの
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音楽

1 ひかりのく 27-1 F01

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

2 ひかりのく 27-1 F02

4 くもん出版 08-1 G03

3 ひかりのく 27-1 F03

6 ドレミ楽譜 20-2 002

5 ドレミ楽譜 20-2 001

保育名歌
こどものうた１００選

やさしい
こどものうたとあそび

3・4 福音館 28-1 E18図工

1・2 岩﨑書店 02-1 A08

5・6 福音館 28-1 579

あそびの絵本　紙ねんどあ
そび

かがくのとも絵本　かみ
コップでつくろう

福音館の科学シリーズ
いっしょにつくろう

保健

児童の発達段階に即した題材である。児童にとって身近な食べ物
を題材にしており、楽しみながら食生活について考えるのに適し
ている。

図やイラストを使ってわかりやすく体のことが説明されており、
健康について興味を持って学習することができる。

げんきをつくる食育えほん
２

じょうぶなからだをつくる
たべもの

改訂新版
体験を広げるこどものずか
ん９　からだとけんこう

5・6 ひかりのく 27-1 I09

3・4 金の星社 07-2 510

選定理由（変更理由）

簡単で楽しいおもちゃ作りが紹介されており、身近な素材を使っ
て簡単なおもちゃを手作りして遊ぶことができる。

児童にとって親しみがあり、歌いやすい曲が多く収められてい
る。挿絵が美しく、曲のイメージを膨らませながら歌ったり、手
遊びをしたりするのに適している。

児童にとって親しみがあり、歌いやすい曲が多く収められてい
る。挿絵が美しく、曲のイメージを膨らませながら歌ったり、リ
ズム遊びをしたりするのに適している。

児童にとって親しみがあり、歌いやすい曲が多く収められてい
る。挿絵が美しく、曲のイメージを膨らませながら歌ったり、楽
器を遊びをしたりするのに適している。

２６種類の楽器の写真カードで名称、特徴、演奏、の仕方を知
り、CDで楽器の特徴としての音色を聞くことができ、楽しみなが
ら音楽の世界を広げることができる。

児童にとって親しみがあり、歌いやすい曲が多く収められてい
る。リズム遊びや楽器遊びなどが多く紹介され、友だちや教師と
楽しく合奏することができる。

児童にとって親しみがあり、歌いやすい曲が多く収められてい
る。また、身近な楽器などで楽しく演奏できる曲目などが多く紹
介されている。

本を見ながら一緒に作っていくことができ、身近な素材にふれて
遊びながら、楽しく学習することができる。

生活の中で身近な存在である紙コップを使った遊びが数多く紹介
されており、楽しみながら創作意欲を高めることができる。

変更の
有無

改訂新版
どうようえほん１

改訂新版
どうようえほん２

ＣＤ付き
楽器カード

改訂新版
どうようえほん３

教科書名
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

特別の教科
道徳

1 偕成社 06-1 597

4 偕成社 06-1 600

3 偕成社 06-1 599

6 偕成社 06-1 508

5 偕成社 06-1 507

2 偕成社 06-1 598

ともだちだいすき（３）
ぼうしころころ

子どものマナー図鑑（２）
食事のマナー

かこさとし・おはなしのほ
ん（１１）　からすのおか

しやさん

子どものマナー図鑑（４）
おつきあいのマナー

子どものマナー図鑑（５）
１２か月・行事のマナー

かこさとし・おはなしのほ
ん（７）　からすのパンや

さん

大きくなったチョコくんがみんなのためにお菓子屋さんを始める
場面など、みんなのためにできることをわかりやすく学ぶことが
できる。

日常生活のマナーに関して、わかりやすいイラストで表現し、や
さしい言葉で説明しているため、実際の場面をイメージして学ぶ
ことができる。

１年間のいろいろな行事マナーに関して、わかりやすいイラスト
で表現し、やさしい言葉で説明しているため、実際の場面をイ
メージして学ぶことができる。

みんなの意見を参考にして、すてきな形のパンをどっさり焼く場
面など、思いやりやゆずりあいの心情をわかりやすく学ぶことが
できる。

風で飛ばされた、ぞうくんのぼうしを探し、友だちとのふれあい
の大切さをやさしく伝えることができる。

食事のマナーに関して、わかりやすいイラストで表現し、やさし
い言葉で説明しているため、実際の場面をイメージして学ぶこと
ができる。
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滋賀県立守山養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程４ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

国語

1 福音館 28-1 J01

4 偕成社 06-1 T01

3 福音館 28-1 H21

6 福音館 28-1 H25

世界傑作絵本シリーズ
てぶくろ

話の展開と挿絵とがうまく対応している。繰り返しが多いので内
容がわかりやすく、読み聞かせにも適している。

2 福音館 28-1 J03
世界傑作絵本シリーズ

三びきのやぎのがらがらど
ん

挿絵が美しく、児童の想像力を引き出し、話の展開を楽しむこと
ができる。繰り返しが多いので、内容がわかりやすく、読み聞か
せにも適している。

ぐりとぐらの絵本
ぐりとぐら

児童に親しみのある動物が登場し、次の展開を期待しながら物語
の面白さを味わうことができる。内容が児童にとって身近なもの
であり、ごっこ遊びにつなげるのに適している。

エリック・カールの絵本
はらぺこあおむし

外国の果物や食べ物などが鮮やかな色彩で描かれており、視覚的
にも楽しむことができる。内容が面白くて、わかりやすく、ペー
プサート劇などにつなげるのに適している。

5 童心社 20-1 624
１４ひきのシリーズ
１４ひきのもちつき

児童に親しみのある動物が登場し、季節感もあり、感性を豊かに
するのに適している。内容が面白くて、わかりやすく、イメージ
を広げることができる。

こどものとも絵本
そらいろのたね

児童に興味関心のある身近なものが楽しい絵で描かれていて、豊
かにイメージを広げられる。

書写

1 ポプラ 30-2 P04

4 岩崎書店 02-1 A17

音のでる知育絵本４
こえでおぼえるあいうえお

のほん

ひらがなと音声で分かりやすく文字を確認することができる。ボ
タンを押して操作することで楽しみながら文字にふれることがで
きる。

2 岩崎書店 02-1 A07
あそびの絵本

クレヨンあそび

挿絵が児童の興味を引くものが多く、楽しみながらなぞったり線
を引く練習ができるように工夫されている。クレヨンなどをしっ
かり持って書くことで、手指の運動能力を高めるのに適してい
る。

3 ポプラ 30-2 A08
あそびのひろば８
らくがきあそび

鉛筆や色鉛筆などで自由に線を引いたり、落書き遊びをすること
で書くことへの意欲を高めるのに適している。鉛筆の持ち方にも
慣れ、筆圧をつけて書く習慣が身につけられる。

あそびの絵本
えのぐあそび

筆を使ってのびのびと線を引く楽しさを味わい、書くことへの意
欲を高めるのに適している。筆の持ち方にも慣れ、なめらかに書
く習慣が身につけられる。

5 ブロンズ新 28-3 A02
らくがきえほんあ・い・

う・え・お

挿絵や文字がはっきり見やすい。ひらがなを身近で楽しく感じる
ことができるように工夫されている。また直接書き込みができ、
言葉作りを楽しむことができる。

6 岩崎書店 02-1 A23
あそびの絵本
えかきあそび

わかりやすく児童に親しみのある内容で、遊びながらなぞったり
直線や曲線、斜線を引いたりできるように構成されている。筆圧
をつけ、運筆力を高めるのに適している。
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教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

算数

1 福音館 28-1 A01
ブルーナの絵本

まる、しかく、さんかく

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

ブルーナの親しみやすくわかりやすい挿絵で、楽しみながら形の
概念を身につけるように工夫されている。

2 こぐま社 10-4 E01
こぐまちゃんえほん別冊

さよならさんかく

絵が鮮明でわかりやすく、いろいろなさんかくが登場すること
で、楽しみながらさんかくの形の概念を身につけられるように工
夫されている。

文字数が適当で親しみのある動物が登場し、カラフルな挿絵で、
色の概念を生活の中でとらえることができるよう配慮されてい
る。

4 絵本館 04-1 A10
五味太郎の絵本１０

かたち

文字数が適当で親しみのある動物が登場し、楽しく挿絵を見なが
ら、形の概念を生活の中でとらえることができるよう配慮されて
いる。

3 絵本館 04-1 A09 五味太郎の絵本９　いろ

絵本形式で楽しく絵を見ながら、１から３までの数の概念を身に
つけられるよう工夫されている。

6 絵本館 04-1 D02
五味太郎の絵本

かずのえほん１・２・３

挿絵が児童の興味を引くもので構成されており、楽しみながら数
の概念を身につけられるよう工夫されている。挿絵がわかりやす
く、声を出して数えるのに適している。

5 ひさかた 27-3 B02
ミーミとクークのえほん
ミーミとクークの１・２・

３

生活

1 こぐま社 10-4 B01

4 福音館 28-1 B08

3 フレーベル 28-8 001

6 福音館 28-1 592

こぐまちゃんえほん第１集
こぐまちゃんおはよう

色調が鮮明で親しみやすく、楽しく絵を見ながら生活に興味を
持って楽しく学習できる内容である。

2 福音館 28-1 642
いやだいやだの絵本

ねないこだれだ

身近な生活に興味関心を持ちやすい、生活の場面に密着した内容
であり、楽しく学習を進められる。

プータンいまなんじ？ ○

（教給付不能による変更）
本物そっくりの時計がついており、お話に合わせて時計を動かし
ながら1日の流れを学ぶことができる。

幼児絵本シリーズ  やさい

親しみのある野菜がどのようにできるのか、どのようになってい
るのかが洗練された絵で描かれておりわかりやすい。

5 福音館 28-1 K01
日本傑作絵本シリーズ

おふろだいすき

お風呂という身近で自分の生活に興味を持てるような内容であ
り、楽しく学習しながら生活に活かしていくことができる。

こどものとも絵本  せんた
くかあちゃん

ごっこあそびややりとりを豊かに広げ、仕掛け絵本で楽しみなが
ら生活に関わる身近な事柄が学習できる。
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教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

音楽

1 大日本絵画 16-3 A01
メロディーえほん
ＩＣピアノえほん

四季のどうよう－１２ヵ月

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

よく親しまれている四季の童謡が選択されている。楽譜と鍵盤の
色を一致させることで弾く活動も楽しめる。

2 永岡書店 21-1 009
お手本のうた付き！どうよ

ううたのえほん２

やさしいメロディーをお手本付きで繰り返し聞くことができ、楽
しみながら音楽活動を行うことができる。自分でイラストを見て
ボタンを押して選曲することができる。

○

（供給不能による変更）
学習場面で聴いたことのある歌が多く編集されており、興味・関
心をもちながら、大人と一緒に楽しんで歌うことができる。曲調
も様々で、歌い方の練習にもなる。

4 ポプラ 30-2 O07
おととあそぼうシリーズ７
ドン！ドコ！ドン！たいこ

たいこという親しみのある楽器を題材として、感じたことを体全
体を使って楽しみながら表現できる。

3 クレヨンハ 58-3 517
ＣＤ新しい子どもたちの歌
シリーズ　第３集パレード

図工

1・2 福音館 28-1 561

子どもたちになじみがあり、学習場面でも聴いたことのある歌を
楽しんだり大人と一緒に歌ったりすることができる。

6 クレヨンハ 58-3 516
ＣＤ新しい子どもたちの歌
シリーズ　第２集ぼくたち

のうた

学習場面で聴いたことのある歌が多く編集されており、興味・関
心をもちながら、大人と一緒に楽しんで歌うことができる。

5 クレヨンハ 58-3 515
ＣＤ新しい子どもたちの歌
シリーズ　第１集世界中の

こどもたちが

かがくのとも絵本  やさい
でぺったん

ストーリー仕立てで身近な野菜を使ってスタンプをするおもしろ
さを紹介しており、興味を持って学習できる。

3・4 偕成社 06-1 T03
エリック・カールの絵本
（ぬりえ絵本）　わたしだ

けのはらぺこあおむし

なじみのあるはらぺこあおむしのお話に沿って、自分でイメージ
を広げ自由にあおむしなどを塗っていく内容で、完成の喜びを得
られる創作型絵本である。

5・6 学研 06-2 G08
あそびのおうさまBOOK

はじめてきるほん

遊びの要素が豊富に取り入れられており、自由にページを切った
りやぶいたりして、想像力・感性を豊かに育てることができる。

絵本・ちいさななかまたち
からだっていいな

わかりやすいイラストで、からだの名称やはたらきについて学習
できる内容で、日常生活の中で必要な知識を身につけられる。

心とからだも健康であるための生活に基づく内容で興味を持ちや
すく、積極的に活用していくことができる。

保健

5・6 ポプラ 30-2 572
からだとこころのえほん２

けんかのきもち

3・4 童心社 20-1 535
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

特別の教科
道徳

1 偕成社 06-1 509

4 偕成社 06-1 512

3 偕成社 06-1 511

6 偕成社 06-1 514

5 偕成社 06-1 513

ノンタンあそぼうよ（２）
ノンタンおやすみなさい

暗い夜におにごっこをしたら、どろんになるなど、夜にふさわし
い生活の決まりを意識し、睡眠をとることの大切さを考えること
ができる。

2 偕成社 06-1 510
ノンタンあそぼうよ（３）

あかんべノンタン

カラカサおばけを追いかけて、迷路をすすめば、おばけがみんな
の友だちなるなど、仲間つくりの意識を高めることができる。

ノンタンあそぼうよ（10）
ノンタンボールまてまてま

て

ノンタンのだいじなボールが、お空で風船にまぎれたり、ねずみ
さんの穴に入ったりする。しかし、ぶたさんと協力して課題を克
服するなど仲間と協力することの大切さを学ぶことができる。

ノンタンあそぼうよ（４）
ノンタンおよぐのだいすき

海でおよいでいたノンタンたちが、まいごのちびっこかめさんの
ママを探しに出かけるという仲間との友情について考えさせるこ
とができる。

ノンタンあそぼうよ（５）
ノンタンほわほわほわわ

風船ガムをたくさんかんでいたノンタンが、はずみで飲みこんで
しまうなど、マナーとルールを守ることの大切さを学ぶことがで
きる。

ノンタンあそぼうよ（９）
ノンタンのたんじょうび

目かくしされて連れていかれたところにあったものを見て、ノン
タンがとても喜ぶなど、友情の大切さを学ぶことができる。
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滋賀県立守山養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程５ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

国語

1 偕成社 06-1 W01

4 偕成社 06-1 509

3 偕成社 06-1 D01

6 偕成社 06-1 513

木村裕一・しかけ絵本(１)
みんなみんなみーつけた

挿絵が児童の興味を引くもので構成されており、教師がしかけを
動かすことでお話のおもしろさや楽しさを感じ取れるようになっ
ている。

2 福音館 28-1 H13
こどものとも絵本
ぞうくんのさんぽ

親しみのある動物たちが登場し、物語のおもしろさや楽しさを感
じ取るのに適している。内容が児童にとって身近なものであり、
教師が関わることで遊びに拡がりを持たせるのに適している。

ノンタンあそぼうよ(１)
ノンタンぶらんこのせて

親しみやすい動物たちが登場し、教師と共感しながら話のおもし
ろさや楽しさを感じ取るのに適している。また読み手が文章に節
をつけて読むことで、ことば遊びにつなげやすい。遊びながら生
活におけるルールや友だちとの関わり方が意識できる。

ノンタンあそぼうよ(２)
ノンタンおやすみなさい

親しみやすい動物たちが登場し、教師と共感しながら話のおもし
ろさや楽しさを感じ取るのに適している。また、読み手が文章に
節をつけて読むことで、ことば遊びにつなげやすくなっている。
お話の中で夜眠る時の約束ごとが意識できる。

5 偕成社 06-1 D08
ノンタンあそぼうよ(８)
ノンタンあわぷくぷくぷぷ

ぷう

親しみやすい動物たちが登場し、教師と共感しながら話のおもし
ろさや楽しさを感じ取るのに適している。また、読み手が文章に
節をつけて読むことで、ことば遊びにつなげやすくなっている。
お話の中で清潔への意識付けができる。

ノンタンあそぼうよ(９)
ノンタンのたんじょうび

親しみやすい動物たちが登場し、教師と共感しながら話のおもし
ろさや楽しさを感じ取るのに適している。お話を通して誕生日を
迎えることや成長することへの期待感が意識できる。

書写

1 偕成社 06-1 R01

4 ポプラ 30-2 A08

あかちゃんのあそびえほん
（１）ごあいさつあそび

しかけ絵本で楽しみながら学習することができる。様々な場面の
あいさつを大人と楽しみながら見ることができる。

2 戸田デザイ 20-4 513
赤ちゃんにおくる絵本

〔１〕

１ページごとにすっきりとした色づかいとはっきりとした絵が描
かれており、児童にとってもわかりやすい。ページをめくるたび
に期待感が生まれる絵本である。

3 講談社 10-1 539
ブルーナの０歳からの本

第３集

１ページに一つずつ、児童がよく知っている動物の絵が描かれて
いる。絵はシンプルではっきりとした色彩で描かれており、わか
りやすく児童の興味を引きつける。

あそびのひろば８
らくがきあそび

鉛筆や色鉛筆などで自由に線を引いたり、落書き遊びをすること
で、書くことへの意欲を高めるのに適している。鉛筆の持ち方に
も慣れ、筆圧をつけて書く習慣が身につけられる。

5 こぐま社 10-4 B05
こぐまちゃんえほん第３集
しろくまちゃんのほっと

けーき

絵はシンプルではっきりとした色彩で描かれており、楽しい擬音
語や擬態語が多くリズミカルなので、繰り返し読むほどに楽しさ
が増し、言葉への興味が高められる絵本である。

6 福音館 28-1 515
幼児絵本シリーズ

うずらちゃんのかくれんぼ

かくれんぼの言葉のかけ合いがとても楽しく、鮮やかな色づかい
で愛らしいうずらとひよこの絵が児童の心を引きつけ、学習への
意欲を高められる。
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

算数

1 偕成社 06-1 A02
エリック・カールかずのほ

ん　１,２,３
どうぶつえんへ

きり絵タッチの美しい絵で動物の紹介をしながら、数に親しむこ
とができるようになっており、数に入るまでの数量的な認識が身
につくよう工夫されている。

2 ひかりのく 27-1 B10
認識絵本１０

おおきいちいさい

わかりやすい絵と言葉で物の大きさ比べがされており、自然に大
きさを意識できるような構成になっている。

絵が鮮明でわかりやすく、絵を楽しみながら、数や量の概念を身
につけられるよう工夫されている。

4 福音館 28-1 501
ブルーナの絵本

しろ、あか、きいろ

絵が鮮明でわかりやすく、絵を楽しみながら、色の概念を身につ
けられるよう工夫されている。

3 小峰書店 10-5 C02

くまたんのはじめてシリー
ズ

おいしいおいしい１・２・
３

お話の中で前学年までのいろ・形・数などの要素を身近なものの
中でとらえることができるように配慮されている。

6 あかね書房 01-1 B02
あかねえほんシリーズ

かたちのえほんまる・さん
かく・しかくさん

絵が鮮明であり、展開もわかりやすく、楽しみながら形の概念を
身につけられるよう工夫されている。

5 偕成社 06-1 576
エリック・カールの絵本
パパ、お月さまとって！

あかちゃんのあそびえほん
(２)

いないいないばああそび

挿絵が非常におもしろく児童の興味をひくものであり、教師と共
感しながら、楽しくやりとり遊びができるように工夫されてい
る。

2 偕成社 06-1 R06
あかちゃんのあそびえほん

(６)
いいおへんじできるかな

挿絵が非常におもしろく児童の興味をひくものであり、教師と共
感しながら、楽しく遊びができるように工夫されている。遊びを
とおして生活におけるいろいろなあいさつへの意識付けができ
る。

1 偕成社 06-1 R02

あかちゃんのあそびえほん
(４)

ひとりでうんちできるかな

挿絵が非常におもしろく児童の興味をひくものであり、教師と共
感しながら、楽しく遊びができるように工夫されている。遊びを
とおして排泄について意識できるようになっている。

あかちゃんのあそびえほん
(３)

いただきますあそび

挿絵が非常におもしろく児童の興味をひくものであり、教師と共
感しながら、楽しく遊びができるように工夫されている。遊びを
とおして食事前のあいさつが意識できるようになっている。

5 福音館 28-1 512
幼児絵本シリーズ
たまごのあかちゃん

たまごの赤ちゃんの成長過程を追いながら、大きな絵でわかりや
すく見やすい。楽しい雰囲気を感じ取るのに適している。

4 偕成社 06-1 R03

3 偕成社 06-1 R04

かがくのとも絵本  みんな
うんち

児童にとって親しみのある動物が登場し、楽しみながら排泄につ
いて意識できるように工夫されている。

生活

6 福音館 28-1 E16
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

音楽

1 ひかりのく 27-1 001
たのしいてあそびうたえほ

ん

よく耳にする親しみやすい曲が多く、友だちや教師と一緒に楽し
みながら手遊びをするのに適している。

2 ひかりのく 27-1 002
どうようでおえかきできる
どうようＮＥＷ絵かきうた

ブック

聞き覚えのある童謡や身近な題材の子どもの歌を取り上げてい
る。伴奏なしで大人から子どもまで一緒に歌える歌を編集してい
る。

児童にとって親しみがあり、歌いやすい曲が多く収められてい
る。挿絵が美しく、曲のイメージを膨らませながら歌ったり、手
遊びをするのに適している。

4 ひかりのく 27-1 013 あそびうたのほんＣＤつき

親しみやすく歌いやすい曲が多く収められている。イラストをも
とに曲のイメージを膨らませながら歌ったり、リズム遊びをした
りできるよう工夫されている。

3 ひかりのく 27-1 012
手あそび指あそび歌あそび

ブック1

図工

1・2 岩崎書店 02-1 A06

児童にとって歌いやすい曲が多く編集されている。絵本に合わせ
て想像を膨らませながら歌ったり、楽器を演奏したりすることが
できるように工夫されている。

6 グランまま 08-2 002 うたえほん

やさしいタッチの挿絵と共に親しみやすい曲が数多く紹介されて
おり、歌のイメージを膨らませ楽しむことができるように工夫さ
れている。

5 コンセル 60-20 511
いっしょに歌おう!エリッ
ク・カール絵うたソング

ブック

あそびの絵本
ねんどあそび

粘土を使った表現活動を中心に、楽しく取り組めるように構成さ
れている。感触遊びに発展させることができる。

3・4 チャイルド 17-1 001
ぬったりかいたりらくがき

ＢＯＯＫ

本に直接書き込みができ、イメージを膨らませながら大きくのび
のびと描けるよう工夫されている。

5・6 福音館 28-1 E20
かがくのとも絵本

しゃぼんだまとあそぼう

触れる、感じる素材として幅広い設定で取り組める。また、自分
で作って遊ぶ工程もわかりやすく解説してある。

しかけえほん
はみがきしましょ

大きな動物が口を開けて飛び出し、その動物の歯を色々な方法で
磨く中で、楽しみながら歯磨きの仕方について学ぶことができ
る。

挿絵が大きくてわかりやすく、楽しみながら体の仕組みや働きに
ついて意識できるように工夫されている。

保健

5・6 あかね書房 01-1 G04
からだのえほん４
からだにもしもし

3・4 大日本絵画 16-3 521
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

特別の教科
道徳

1 福音館 28-1 516

4 福音館 28-1 519

3 福音館 28-1 518

6 福音館 28-1 524

5 福音館 28-1 520

幼児絵本シリーズ
わにわにのごちそう

わにわにが、肉をフライパンでジュージュー焼き、なりふりかま
わず食べたり、飲み込んだりして、食べることや生命の大切さを
学ぶことができる。

2 福音館 28-1 517
幼児絵本シリーズ
わにわにのおふろ

ちゃんとお湯につかり、おもちゃで遊び、せっけんのあぶくをと
ばし、シャワーをマイクに歌までうたうわにわにの姿から、基本
的な生活習慣について意識することができる。

幼児絵本シリーズ
もりのおふろ

ライオン、ゾウ、ウサギなど、たくさんの動物が森のおふろに
やってきて、みんなで輪になり背中を流し合うなど、仲間とへの
思いやりの気持ちを高めることができる。

幼児絵本シリーズ
わにわにのおおけが

ハサミで指の先をほんの少し切ってしまったわにわにが、あわて
て薬を塗り、包帯をぐるぐる巻く姿など、命の大切さを学ぶこと
ができる。

幼児絵本シリーズ
ねえどっちがすき？

楽しくてすてきなものの数々から、どれか一つを選ぶことは嬉し
いけれど、とっても難しい選択である。どちらを選んでもいんだ
という、児童の正直なきもちを引き出し、誠実な気持ちを高める
ことができる。

幼児絵本シリーズ
おやおや、おやさい

野菜たちが、スタジアムや外の川べりを走る様をユーモラスに描
かれていて、仲間との協力や友情について気づき考えることがで
きる。
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たのしい算数５年

6 たのしい算数６年

算数

1

大日本

たのしいさんすう１ねん

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

2 たのしい算数２年

3 たのしい算数３年

4

小学社会　６年

地図 3・4・5・6 帝国
楽しく学ぶ　小学校の地図帳

３・４・５・６年
学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

社会

3

日文

小学社会　３年

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。
4 小学社会　４年

5 小学社会　５年

6

たのしい算数４年

5

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

2 しょしゃ　二年

3 書写　三年

4 書写　四年

5 書写　五年

6

書写

1

光村

しょしゃ　一ねん

書写　六年

国語

1

光村

こくご一上　かざぐるま
こくご一下　ともだち

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

2
こくご二上　たんぽぽ
こくご二下　赤とんぼ

3
国語三上　わかば

国語三下　あおぞら

4

滋賀県立野洲養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程１ ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 発行者の略称 書名 選定理由

国語四上　かがやき
国語四下　はばたき

5 国語五　銀河

6 国語六　創造
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みんなのほけん　３・４年
学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

図工

1・2

日文

ずがこうさく１・２　上・下
たのしいな　おもしろいな

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。3・4
図画工作　３・４上・下
ためしたよ　見つけたよ

5・6
図画工作　５・６上・下

見つめて　広げて

5・6 みんなの保健　５・６年

家庭 5・6 開隆堂 小学校　わたしたちの家庭科　５・６ 学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

保健
3・4

学研

4 小学生の音楽　４

5 小学生の音楽　５

6 小学生の音楽　６

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

音楽

1

教芸

小学生のおんがく　１

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

2 小学生の音楽　２

3 小学生の音楽　３

6 わくわく理科　６

生活 1・2 啓林館
わくわくせいかつ上
いきいきせいかつ下

選定理由

理科

3

啓林館

わくわく理科　３

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。
4 わくわく理科　４

5 わくわく理科　５

教科 使用学年 発行者の略称 書名
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書名

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

2
小学どうとく　生きる　力　２
小学どうとく　生きる　力　２

どうとくノート

3
小学道徳　生きる力　３
小学道徳　生きる力　３

道徳ノート

4

選定理由

6
小学道徳　生きる力　６
小学道徳　生きる力　６

道徳ノート

外国語

5

東書

ＮＥＷ　ＨＯＲＩＺＯＮ
　Ｅｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｕｒｓｅ　５ 学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

6
ＮＥＷ　ＨＯＲＩＺＯＮ

　Ｅｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｕｒｓｅ　６

小学道徳　生きる力　４
小学道徳　生きる力　４

道徳ノート

5
小学道徳　生きる力　５
小学道徳　生きる力　５

道徳ノート

特別の教科　道徳

1

日文

しょうがくどうとく　いきる ちから
１

しょうがくどうとく　いきる ちから
１

教科 使用学年 発行者の略称

R４申請　野洲養護学校　小学部　課程１

- 118 -



5 光村 038 104 しょしゃ　一ねん
知的障害に配慮しながら、１年生の小学校検定教科用図書を使用す
る。学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

6 光村 038 204 しょしゃ　二年

知的障害に配慮しながら、２年生の小学校検定教科用図書を使用す
る。学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

3 偕成社 06-1 O03
五味太郎・言葉図鑑（３）

かざることば（A）

児童が興味関心を持てるような楽しいイラストでたくさんの言語が
表記されている。形容詞の理解につなげられる。絵を楽しみながら
ことばの面白さに触れられる。

五味太郎・言葉図鑑（５）
つなぎのことば

児童が興味関心を持てるような楽しいイラストでたくさんの言語が
表記されている。接続詞の理解につなげられる。絵を楽しみながら
ことばの面白さに触れられる。

国語三上　わかば
国語三下　あおぞら

知的障害に配慮しながら、３年生の小学校検定教科用図書を使用す
る。学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

書写

1 小峰書店 10-5 9784338274012

4 偕成社 06-1 O05

筆で遊ぼう書道入門１
「書」ってなんだろう

○

（教育課程見直しによる変更）
手で書くことへの興味をもつために、図が多く使用されており、筆
遊びや筆で文字を書くことを楽しみながら学習することができる。

2 偕成社 06-1 O01
五味太郎・言葉図鑑（１）

うごきのことば

児童が興味関心を持てるような楽しいイラストでたくさんの言語が
表記されている。楽しみながら動詞の理解、語彙力を増やすことへ
つなげられる。

ゆっくり学ぶ子のための「こ
くご」２（改訂版）

　（かたかな・かん字の読み
書き）

カタカナ・漢字の読み書きを中心に、児童に身近な学校や家庭など
の日常生活に即した内容でわかりやすく表記されている。

ゆっくり学ぶ子のための「こ
くご」３（改訂版）

　（文章を読む、作文・詩を
書く）

児童に身近な学校や家庭に関係する文章の読み書きを中心に、無理
なく段階的に言語力・文章表現力がつくように構成されている。

5 光村 038
207
208

こくご二上　たんぽぽ
こくご二下　赤とんぼ

知的障害に配慮しながら、２年生の小学校検定教科用図書を使用す
る。学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

ゆっくり学ぶ子のための「こ
くご」入門編２（改訂版）
（ひらがなの読み書き）

発音から始まり、段階的にひらがなの獲得に進むよう構成されてい
るので学習しやすい。また、濁音や拗音などの学習も合わせて進め
やすい。

2 同成社 20-5 A01

ゆっくり学ぶ子のための「こ
くご」１（改訂版）

（ひらがなのことば・文・文
章の読み）

わかりやすい表記でひらがなの簡単な単語の読みから始まるよう構
成されている。また、児童に身近な学校や家庭の事柄が掲載されて
いてイメージをもって学習しやすい。

国語

1 同成社 20-5 B02

4 同成社 20-5 A03

3 同成社 20-5 A02

6 光村 038
307
308

滋賀県立野洲養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程２ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の有

無
選定理由
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の有

無
選定理由

わくわく理科　４

知的障害に配慮しながら、４年生理科の小学校検定教科用図書を使
用する。学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとす
る。

生活

6 啓林館 061 406

こども　もののなまえ絵じ
てん　増補新装版

ものの名前を覚えたり、分野別のものの図鑑として活用できる。１
つ１つの物の名前を覚えるだけでなく、場面や図解を通して、こと
ばの理解も深めることができる。

小学館の子ども図鑑　プレ
NEO　楽しく遊ぶ学ぶ　せ

いかつの図鑑

「ほうきとちりとりの使い方」など、児童が身近でありながらも詳
しく知る機会の少ない衣・食・住の基本について、わかりやすく学
ぶことができる。

5 啓林館 061 306 わくわく理科　３

知的障害に配慮しながら、３年生理科の小学校検定教科用図書を使
用する。学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとす
る。

4 小学館 12-2 526

3 三省堂 11-4 508

かがくのとも絵本　みんな
うんち

親しみのある動物の登場でわかりやすく排泄について学習できる。
子どもたちにとって身近な題材であり、具体的に生活の場面をイ
メージしながら読み進めることができる。

2 世界文化社 14-5 A01
写真でわかるなぜなに１

どうぶつ

児童がよく知っている動物の写真が使われており、具体的な図もイ
メージを持ちやすく、児童が楽しく興味を持って学習することがで
きる。

1 福音館 28-1 E16

知的障害に配慮しながら、２年生の小学校検定教科用図書を使用す
る。学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

6 大日本 004 303 たのしい算数３年

知的障害に配慮しながら、３年生の小学校検定教科用図書を使用す
る。学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

5 大日本 004 203 たのしい算数２年

たのしいさんすう１ねん

知的障害に配慮しながら、１年生の小学校検定教科用図書を使用す
る。学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

3 同成社 20-5 C03
ゆっくり学ぶ子のための「さ
んすう」３（６～９のたし
算、ひき算、位取り）

算数

1 同成社 20-5 C01
ゆっくり学ぶ子のための「さ
んすう」１（量概念の基礎、

比較、なかま集め）

児童に身近な生活や物を題材に、大小・高低・などの比較やなかま
集め、ゲームをすることで数への興味付けができ、量概念の基礎を
学ぶことができる。

2 同成社 20-5 C02
ゆっくり学ぶ子のための「さ
んすう」２（１対１対応、１
～５の数、５までのたし算）

５までの数を使って、１対１対応、大小比較から合成・分解、簡単
な足し算までのタイルを使って学習ができるようになっている。

９までの数を使って大小比較から合成・分解、簡単な足し算、引き
算、位取りの学習ができるようになっている。

4 大日本 004 103
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の有

無
選定理由

わかりやすく図解してあり、身体に関心を向けることができる。健
康について、日々の自分の身体を振り返ることができる。

保健

5・6 ひかりのく 27-1 I09
改訂新版体験を広げるこど
ものずかん９  からだとけ

んこう

3・4 あかね書房 01-1 508

5・6 日文 116
303
304

図画工作　３・４上下
ためしたよ　見つけたよ

知的障害に配慮しながら、３・４年生の小学校検定教科用図書を使
用する。学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとす
る。

からだのえほん３  おへそ
にきいてごらん

身体に対して関心を向けやすい内容であり、楽しく取り組むことが
できる。生命の誕生に興味を持ったり、自分の身体について関心を
向けることができる。

絵の具を使い、筆・指・ヘラ・ストロー・霧吹きなど様々な身近な
ものを利用する活動が紹介されている。楽しみながら表現活動をす
えうことができる。

3・4 日文 116
103
104

ずがこうさく　１・２上下
たのしいな　おもしろいな

知的障害に配慮しながら、１・２年生の小学校検定教科用図書を使
用する。学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとす
る。

図工

1・2 岩崎書店 02-1 A17

知的障害に配慮しながら、2年生の小学校検定教科用図書を使用す
る。学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

6 教芸 027 302 小学生の音楽　３

知的障害に配慮しながら、3年生の小学校検定教科用図書を使用す
る。学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

5 教芸 027 202 小学生の音楽　２

あそびの絵本
えのぐあそび

児童に馴染みのあるアニメソングが収録されている。楽譜に鍵盤と
対応した音階マークがついているので分かりやすく、弾く活動を楽
しむことができる。

入学式や卒業式、音楽会の曲や季節の歌、歌い継ぎたい日本の曲な
ども様々な曲がたくさん入っている。楽譜もついているので弾く活
動も楽しめる。

4 教芸 027 102 小学生のおんがく　１

知的障害に配慮しながら、１年生の小学校検定教科用図書を使用す
る。学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

3 教芸 07-4 005 ５訂版歌はともだち

音楽

1 大日本絵画 16-3 A01
メロディーえほん　ＩＣピ
アノえほん四季のどうよう

－１２カ月

児童がよく知っている、よく親しまれている四季の童謡が選択され
ている。楽譜と鍵盤の色を一致させることで弾く活動も楽しめる。

2 ポプラ 30-2 532
おととあそぼうシリーズ３
９　じぶんでひけたよ！

メロディー　ピアノえほん
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無
選定理由

創作絵本　よみきかせ日本
昔話

かさじぞう

相手を思いやる大切さを主人公の優しさに溢れた行動から学ぶこと
ができる。やわらかなタッチで描かれた絵や味のある表現も物語を
引き立てており、興味を持つことができる。

しょうがくどうとく
いきるちから　１

知的障害に配慮しながら、１年生の小学校検定教科用図書を使用す
る。学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

かこさとし・おはなしのほ
ん（７）からすのパンやさ

ん

みんなの意見を参考にして、素敵な形のパンをどっさり焼く場面な
ど、思いやりや譲り合いの心情を学ぶことができる。

小学どうとく
生きる力　２

知的障害に配慮しながら、２年生の小学校検定教科用図書を使用す
る。学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

げんきえほん３
ありがとう

心から伝える「ありがとう」といやいや口に出す「ありがとう」は
相手に伝わる気持ちが違ってくるのだと学ぶことができる。

2 岩崎書店 02-1 514
げんきえほん５
ごめんなさい

「ごめんなさい」の言葉がなかなか出てこないとき、心の中で謝っ
ても相手には伝わらない。この本を通して勇気を出して「ごめんな
さい」を伝える大切さを学ぶことができる。

特別の教科
道徳

1 岩崎書店 02-1 512

4 偕成社 06-1 507

3 日文 116 106

6 講談社 10-1 512

5 日文 116 206
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5 くもん出版 08-1 505
もじ・ことば７　ことばの

おけいこ

児童が書きやすい簡単な字から順番に配列され、身近なひらがなを
書きながら簡単な文にも触れることができ、読み書きの練習をする
ことができる。

6 くもん出版 08-1 504
もじ・ことば６　ひらがな

しりとりあそび

しりとり遊びをしながら児童が楽しみながら文字に関心を持ち、読
むことや書くことに興味を持ち、覚えることができる。

3 くもん出版 08-1 A03
もじ・ことば３　やさしい

ひらがな１集

運筆力を高めながら、ひらがなの形をマスターすることに適してい
る。イラストとともにことばと文字を一つずつ覚えていける。

もじ・ことば４　やさしい
ひらがな２集

段階を経ながら、５０音に加え、「を」や濁音、半濁音が加わり全
てのひらがなを練習することができる。文字の形に気をつけて丁寧
に書くことができる。

こくご　☆☆☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されており、国語で
学ばせたい内容がイラストなどを使い、わかりやすく取り入れられ
ている。

書写

1 くもん出版 08-1 572

4 くもん出版 08-1 502

めいろ３　やさしいめいろ
１集

たくさんの迷路が簡単な物から順に並べられていて、迷路遊びを通
して楽しみながら段階的に運筆力と集中力を養うことができる。

2 くもん出版 08-1 573
めいろ４　やさしいめいろ

２集

迷路遊びで楽しみながら書くことに慣れ、運筆を練習し、文字や数
字を書く力を養い、書く力につなげていくことに適している。

はらぺこあおむしエリッ
ク・カール　あいうえお

カード
○

（供給不能による変更）
絵が鮮明でわかりやすい。身近な食べ物や生き物の絵と文字が対応
させてあり児童が興味を持って文字を学ぶことができる。

五味太郎ことばのえほん
あいうえおかるた

児童が興味を持ちやすい楽しい図版とリズミカルな文面で構成され
ている。カルタとして遊びながら文字やことばを学ぶことができ
る。

5 東書 002 C-122 こくご　☆☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されており、国語で
学ばせたい内容がイラストなどを使い、わかりやすく取り入れられ
ている。

音のでる知育絵本４　こえ
でおぼえるあいうえおのほ

ん

ひらがなと音声でわかりやすく文字を確認することができる。自分
でボタンを押して操作することで楽しみながら文字に触れることが
できる。

2 戸田デザイ 20-4 003 あいうえおえほん

色彩が鮮やかでデザインもはっきりしていて文字も大きくて見やす
い。書き順も示されていて児童が文字を学ぶ見本に適している。

国語

1 ポプラ 30-2 P04

4 絵本館 04-1 511

3 交通新聞 60-29 512

6 東書 002 C-123
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学年

発行者
発行者
コード
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ISBNコード
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教科書名
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ちびまる子ちゃんのはじめ
てのクッキングえほん　か
んたん！たまごりょうり

身近な素材卵を使った簡単な手順の調理が示してあり親しみが持て
る。卵をゆでたり焼いたり煮たり、いろいろな調理法を経験するこ
とができる。

生活

6 金の星社 07-2 556

生活図鑑カード  のりもの
カード

児童に身近な乗り物がカードでわかりやすく示してあり、生活の場
に即して楽しみながら学習することができる。カード形式なので
様々な場で使うことができる。

生活図鑑カード  生活道具
カード

児童に身近な生活道具がわかりやすい絵で示してあるので、楽しみ
ながら学習することができる。カード形式なので様々な場で使うこ
とができる。

5 金の星社 07-2 F05
ひとりでできるもん！５

すてきなおかし作り

わかりやすい絵や写真がたくさん使われており、簡単な調理に興味
を持って取り組める。楽しんで身近なお菓子を作ることができる。

4 くもん出版 08-1 B07

3 くもん出版 08-1 510

くろくまくんのことばえほ
ん　なまえのことば

家の中のものをはじめとする生活に身近なものの名前の言葉が分か
りやすい絵とともに表現されていて、理解しやすく工夫されてい
る。

2 くもん出版 08-1 B02
生活図鑑カード  くだもの

やさいカード１集

児童に身近な果物がわかりやすい絵で示してあり、生活の場に即し
て活用することができる。カード形式なので様々な場で使うことが
できる。

1 くもん出版 08-1 700

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されており、算数で
学ばせたい内容がイラストなどを使い、わかりやすく取り入れられ
ている。

6 教出 017 C-124 さんすう　☆☆☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されており、算数で
学ばせたい内容がイラストなどを使い、わかりやすく取り入れられ
ている。

5 教出 017
C-122
C-123

さんすう　☆☆（１）
さんすう　☆☆（２）

とけいカード

はっきりした時計の図が、絵と文字でカードに表記されており、段
階的に時間を学習することに適している。カードにない時刻は時計
を組み立てて示すこともできる。

3 くもん出版 08-1 688 すうじのおけいこえほん

算数

1 あかね書房 01-1 539
ゆびにんぎょうえほん１

３びきのちびくま

絵を見たり、仕掛けを体験したりする中で、楽しみながら数につい
て学ぶことができ、数への興味・関心を促すことができる。

2 絵本館 04-1 D02
五味太郎の絵本  かずのえ

ほん１・２・３

ただ数字が書いてあるだけではなく、豊かな色彩の親しみやすいス
トーリーのある絵で、楽しみながら数の並びや加減を学ぶことがで
きる。

数字を見立てた絵になっているので、なにに見えるかのあてっこ遊
びをしたり、絵の中にあるものを数えたりすることで数の世界を広
げることができる。

4 くもん出版 08-1 D02
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正しい姿勢、丈夫な骨づくりをやさしく解説してあり、身体に対し
て関心を向けやすい内容である。児童に身近な姿勢について意識す
ることができる。

保健

5・6 あかね書房 01-1 509
からだのえほん６  せなか

をぴん

3・4 あかね書房 01-1 508

5・6 二見書房 78-25 501
ワクワクさんのふしぎ工作

（遊べるふろく付き）

家庭にある身近な素材を使い、簡単に作れて楽しめる工作を紹介さ
れている。シンプルな作り方と巧みな仕掛けで、動きのある面白い
工作を作ることができる。

からだのえほん３  おへそ
にきいてごらん

身体に対して関心を向けやすい内容であり、楽しんで取り組むこと
ができる。児童に身近なおへそについて、かわいいイラストで学ぶ
ことができる。

色鮮やかなシールがついており、児童が興味を持ちやすい。楽しく
塗ったりシールを貼ったりして、児童の自由な発想で様々な「か
お」を作ることができる。

3・4 学研 06-2 I12
あそびのおうさまずかん１
２  リサイクルこうさく増

補改訂

できあがりを写真で示すなど、わかりやすい工夫がされている。廃
材など日常生活にあるものを使って楽しく工作できる。

図工

1・2 コクヨ 10-10 A01

児童に親しみのある手遊び歌が収録されている。聴くだけでなく、
イラストや歌詞を見ながら手遊びを楽しむことができる。

6 大日本絵画 16-3 A01
メロディーえほん  ＩＣピ
アノえほん四季のどうよう

－１２カ月

楽しいメロディーで親しみやすく、楽しみながら音楽活動に取り組
むことができる。楽譜と鍵盤の色を一致させることで弾く活動も楽
しめる。

5 金の星社 07-2 530
音のでる絵本　おとのでる

てあそびうたえほん

かおノート

○

（供給不能による変更）
児童に親しみのある曲が収録されており、楽しみながら音楽活動を
行うことができる。聴くだけでなく、手のひらサイズのボタンを叩
くとカスタネットや鈴の音が鳴り、リズムも楽しむことができる。

親しみのある曲や童謡で編集されており、曲を楽しみ、太鼓を叩き
ながらリズムを学習することができる。

4 金の星社 07-2 596
おとのでる　うたっておど
れる　からだあそびうたえ

ほん

児童に親しみのある曲が収録されており、踊り方のイラストや歌詞
も掲載されている。聴くだけでなく、身体を動かしながら曲を楽し
むことができる。

3 ポプラ 30-2 O07
おととあそぼうシリーズ７
ドン！ドコ！ドン！たいこ

音楽

1 ポプラ 30-2 9784591124086
新装版おてほんのうたがな

がれるどうようえほん
○

（供給不能による変更）
親しみやすい楽曲で構成されており、お手本を繰り返し聞きながら
音楽活動を行うことができる。自分でイラストを見てボタンを押し
て選曲することができる。

2 金の星社 07-2 537
うたってたたこう！　わく
わくリズムあそびどうよう

えほん
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絵本の時間２３
おまえうまそうだな

登場人物の感情から、一緒に過ごしていく中で育まれる絆や愛情を
感じることができる。また、人に頼られることから自己有用感につ
ながり、よりよい自分に気付くことができる。

ねずみくんの絵本１　ねず
みくんのチョッキ

題材に適した挿絵からイメージや思考が深まるよう工夫され、児童
の実態に合わせて学習が効果的に進められるよう配慮されている。

どうぞのいす

次に椅子に座る相手を思って行動する姿が描かれており、子どもの
心に思いやりを育むことができる内容である。シンプルな繰り返し
の文章でわかりやすい。

「おれたち、ともだち！」
絵本

ともだちや

児童が物語を通して、多様な考え方や感じ方に接することができ
る。友だちとは何かを考えるきっかけを作ることができ、自分で考
えを深め、判断し表現できる力を育むことができる内容となってい
る。

ありがとまと

主人公が困っている野菜たちを華麗にお助けしていく話は、コミカ
ルでわかりやすい。この本を通じて、ありがとうの気持ちを学ぶこ
とができる。

2 ひかりのく 27-1 525 ごめんやさい

「ごめんなさい」というのはなかなか勇気がいることだが、仲直り
できる魔法の言葉でもある。失敗は誰にだってあるものだというこ
とを学ぶことができる。

特別の教科
道徳

1 ひかりのく 27-1 524

4 ひさかた 27-3 D02

3 ポプラ 30-2 D05

6 ポプラ 30-2 561

5 偕成社 06-1 Ｅ01
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5 戸田デザイ 20-4 007 よみかた絵本
わかりやすい内容で、ことばや文字に興味を持ち学習できる。一文
字が見開き１ページ構成されており、わかりやすい。

6 くもん出版 08-1 F01
おけいこ  はじめてのおけ

いこ

段階を踏んで書く楽しさを味わいながら、鉛筆に触れる経験ができ
る。鉛筆を自由に使いこなせる運筆力をつけることができる。

3 岩崎書店 02-1 A23
あそびの絵本  えかきあそ

び

まる、さんかく、しかくの基本の形を書くなど、楽しく取り組むこ
とができる。児童が文字に興味が持てる題材で、わかりやすい内容
である。

五味太郎のことばとかずの
絵本  ことばのあいうえお

児童に身近な生活で使う言葉を使いながら、わかりやすい楽しい絵
で掲載されていて、児童がことばや文字に興味を持ち学習できる。

レオ・レオニの絵本　さか
なはさかな

美しい色彩の絵柄で子どもも関心を持ちやすい。最後には自分のま
わりにも素敵なことがたくさんあると気づく様子がわかりやすく描
かれている。

書写

1 あかね書房 01-1 A01

4 岩崎書店 02-1 E03

もじのえほん  あいうえお

楽しい絵とリズミカルな文でわかりやすい内容であり、ことばや文
字に興味がもてる。１ページに一文字が大きく書かれていて、わか
りやすい。

2 リーブル 40-3 001
あっちゃんあがつくたべも

のあいうえお

食べ物が題材になっていて、絵も詳細で児童の興味が細部まで続く
内容である。また、リズミカルなことばも楽しめる。

こぐまちゃんえほん第３集
しろくまちゃんのほっと

けーき

色が鮮やかで絵もシンプルでわかりやすく、興味が持てる内容であ
る。ホットケーキが焼けるところは、特に興味を持って見ることが
できる。

ピーマン村の絵本たち  え
んそくバス

はっきりとしたイラストと親しみやすい内容で、児童が興味を持ち
やすい。劇遊び等へ発展させやすく楽しみながら、ことばに触れら
れる。

5 童心社 20-1 527
せとうちたいこさんシリー

ズ  デパートいきタイ

楽しいイラストと親しみやすい内容で話が展開することで楽しみな
がらことばに触れ、やりとり遊びに発展させられる。

ぐりとぐらの絵本  ぐりと
ぐら

親しみやすい絵と文章で、楽しみながらことばを育てることができ
る。ストーリーもわかりやすく、児童が興味を持って聞くことがで
きる。

2 あかね書房 01-1 542
たまごのほん  たたくとぽ

ん

色づかいも鮮やかで興味を持って見られる。また、繰り返のことば
の面白さがあり、楽しみながらことばに触れることができる。

国語

1 福音館 28-1 H21

4 童心社 20-1 515

3 こぐま社 10-4 B05

6 好学社 10-2 507
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生活図鑑カード　お店カー
ド

はっきりしたわかりやすい絵で様々なお店がカードで示してあり、
やりとり遊び等でも使い易い。カード形式なので様々な場で使うこ
とができる。

生活

6 くもん出版 08-1 B06

はっけんずかん  どうぶつ
改訂版

様々な動物たちの生態がわかりやすい絵柄で描かれている。各ペー
ジのしかけをめくると動物の巣の中をのぞくことができ、児童が興
味を持ちやすい内容である。

あそびのおうさまずかん
からだ増補改訂

体の名称や働きなどをわかりやすく紹介している。また、骨や目な
どの各部をいろいろな動物と比較していて、児童の興味を引きやす
い。

5 くもん出版 08-1 B02
生活図鑑カード　くだもの

やさいカード１集

わかりやすい絵で様々場面設定をし、学習を進めることができる。
カードなので、やりとり遊びなどに使うことができる。

4 学研 06-2 I01

3 学研 06-2 502

かがくのとも絵本  みんな
うんち

親しみのある動物が登場し、わかりやすく排泄について学習でき
る。子どもたちにとって身近な題材であり、具体的に生活の場面を
イメージしながら読み進めることができる。

2 学研 06-2 C03
はっけんずかん  のりもの

改訂版

生活で利用する乗り物の絵や憧れの乗り物など、子どもたちにとっ
て興味深いものが多い。絵が見やすくわかりやすいので、児童の興
味を引きやすい。

1 福音館 28-1 E16

絵が鮮明でわかりやすく、親しみやすい内容である。多い少ない、
同じ違うなどの比較を楽しみながら体験することができる。

6 フレーベル 28-8 001 プータンいまなんじ？

親しみやすい絵のストーリーに合わせながら、模型の時計を自分で
操作することができる。楽しみながら時計や時間に親しむことがで
きる。

5 偕成社 06-1 Ａ02
エリック・カールかずのほ
ん  １，２，３どうぶつえ

んへ

認識絵本１０  おおきいち
いさい

児童に身近でわかりやすい絵とことばで物の大きさ比べがされてお
り、自然に大きさを意識できるような構成になっている。

3 ひかりのく 27-1 B05 認識絵本５  いくつかな

算数

1 偕成社 06-1 T01
エリック・カールの絵本

はらぺこあおむし

絵が鮮明でわかりやすく、繰り返しのフレーズで数や順番について
親しめる。内容を通じて、数の概念の土台を築いていける。

2 絵本館 04-1 504
五味太郎・創作絵本  ふた

りではんぶん

絵が鮮明でわかりやすく、ストーリーを楽しみながら数についての
興味関心を高められる内容である。内容を通じて、数の概念の土台
を築いていける。

絵が鮮明でわかりやすい。やりとりを楽しみながら、物と物の関係
や数への興味関心を高めることができる。内容を通して、数の概念
の土台を築いていける。

4 ひかりのく 27-1 B10
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わかりやすくまた楽しく取り組める内容であり、児童の実態に合わ
せて学習に取り組むことができる。児童に身近な自分の身体につい
て興味を持つことができる。

保健

5・6 あかね書房 01-1 G04
からだのえほん４  からだ

にもしもし

3・4 あかね書房 01-1 508

5・6 コクヨ 10-10 A01 かおノート

色鮮やかなシールがついており、子どもが興味を持ちやすい。楽し
く塗ったりシールを貼ったりして、子どもの自由な発想で様々な
「かお」を作ることができる。

からだのえほん３  おへそ
にきいてごらん

身体に対して関心を向けやすい内容であり、楽しんで取り組むこと
ができる。児童に身近なおへそについて、かわいいイラストで学ぶ
ことができる。

見るだけでなく実際に自由に塗ったり描いたりする中で、色や塗る
活動に対して興味関心を高めることができる。

3・4 学研 06-2 G08
あそびのおうさまＢＯＯＫ

はじめてきるほん

見るだけでなくいろいろな方法で切ったり、貼ったり、色を塗った
りすることで、楽しんで手指を使うことができる。

図工

1・2 学研 06-2 G07

児童に親しみのある手遊び歌が収録されている。聴くだけでなく、
イラストや歌詞を見ながら手遊びを楽しむことができる。

6 大日本絵画 16-3 A01
メロディーえほん  ＩＣピ
アノえほん四季のどうよう

－１２カ月

やさしいメロディーで親しみやすく、楽しみながら音楽活動に取り
組むことができる。楽譜と鍵盤の色を一致させることで弾く活動も
楽しめる。

5 金の星社 07-2 530
音のでる絵本　おとのでる

てあそびうたえほん

あそびのおうさまＢＯＯＫ
はじめてぬるほん

○

（供給不能による変更）
児童に親しみのある曲が収録されており、楽しみながら音楽活動を
行うことができる。聴くだけでなく、手のひらサイズのボタンを叩
くとカスタネットや鈴の音が鳴り、リズムも楽しむことができる。

親しみのある曲や童謡で編集されており、曲を楽しみ、太鼓を叩き
ながらリズムを学習することができる。

4 金の星社 07-2 596
おとのでる　うたっておど
れる　からだあそびうたえ

ほん

児童に親しみのある曲が収録されており、踊り方のイラストや歌詞
も掲載されている。聴くだけでなく、身体を動かしながら曲を楽し
むことができる。

3 ポプラ 30-2 O07
おととあそぼうシリーズ７
ドン！ドコ！ドン！たいこ

音楽

1 ポプラ 30-2 9784591124086
新装版おてほんのうたがな

がれるどうようえほん
○

（供給不能による変更）
親しみやすい楽曲で構成されており、お手本を繰り返し聞きながら
音楽活動を行うことができる。自分でイラストを見てボタンを押し
て選曲することができる。

2 金の星社 07-2 537
うたってたたこう！　わく
わくリズムあそびどうよう

えほん
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こどものとも絵本
そらまめくんのベッド

物語を通して、自分の経験と照らし合わせながら考えを深めること
ができる。主人公が自分の大切なものを友だちに貸すということに
葛藤しつつも、気持ちが変わっていく様子がわかりやすく描かれて
いる。

ねずみくんの絵本１　ねず
みくんのチョッキ

題材に適した挿絵からイメージや思考が深まるよう工夫され、児童
の実態に合わせて学習が効果的に進められるよう配慮されている。

どうぞのいす

次に椅子に座る相手を思って行動する姿が描かれており、子どもの
心に思いやりを育むことができる内容である。シンプルな繰り返し
の文章でわかりやすい。

絵本・こどものひろば
くれよんのくろくん

物語を通して、自分の経験と照らし合わせながら考えを深めること
ができる。友だちはみんなそれぞれ良いところがあって、一人ひと
りが素晴らしい存在であるということが感じられる内容になってい
る。

ありがとまと

主人公が困っている野菜たちを華麗にお助けしていく話は、コミカ
ルでわかりやすい。この本を通じて、ありがとうの気持ちを学ぶこ
とができる。

2 ひかりのく 27-1 525 ごめんやさい

「ごめんなさい」というのはなかなか勇気がいることだが、仲直り
できる魔法の言葉でもある。失敗は誰にだってあるものだというこ
とを学ぶことができる。

特別の教科
道徳

1 ひかりのく 27-1 524

4 ひさかた 27-3 D02

3 ポプラ 30-2 D05

6 福音館 28-1 603

5 童心社 20-1 623
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5 偕成社 06-1 568
あかちゃんのあそびえほん
（１１）  こちょこちょあそ

び

しかけ絵本で楽しみながら学習でき、文字も簡単でわかりやすい。
子どもたちにとって身近な生活の場面が再現されており、簡単な内
容でやりとり遊びに発展できる。

6 偕成社 06-1 R06
あかちゃんのあそびえほん
（６）  いいおへんじでき

るかな

しかけ絵本で楽しみながら学習でき、文字も簡単でわかりやすい。
簡単な内容から子どもたちにとって身近な生活の場面が再現されて
おり、やりとり遊びを楽しむことができる。

3 偕成社 06-1 R03
あかちゃんのあそびえほん
（３）  いただきますあそ

び

しかけ絵本で楽しみながら学習でき、文字も簡単でわかりやすい。
「いただきます」のあいさつを大人と楽しみながら見ることができ
る。

あかちゃんのあそびえほん
（４）  ひとりでうんちで

きるかな

しかけ絵本で楽しみながら学習でき、文字も簡単でわかりやすい。
子どもたちにとって身近な生活の場面が再現されており、大人と楽
しみながら見ることができる。

幼児絵本シリーズ  わにわ
にのおふろ

擬態語が多く、文章のリズムが良いので、児童が興味を持って楽し
んでお話に触れられる。ストーリーもわかりやすく楽しむことがで
きる。

書写

1 偕成社 06-1 R01

4 偕成社 06-1 R04

あかちゃんのあそびえほん
（１）  ごあいさつあそび

しかけ絵本で楽しみながら学習でき、文字も簡単でわかりやすい。
いろいろな場面のあいさつを大人と楽しみながら見ることができ
る。

2 偕成社 06-1 R02
あかちゃんのあそびえほん
（２）  いないいないばあ

あそび

しかけ絵本で楽しみながら学習でき、文字も簡単でわかりやすい。
いないいないばあ遊びを大人と楽しみながら見ることができる。

ノンタンあそぼうよ（１）
ノンタンぶらんこのせて

児童が好きなキャラクターと身近な題材で児童の興味関心を引きや
すい内容である。楽しみながらことばを学ぶやりとり遊び等に展開
できる。

こどものとも絵本  ぞうく
んのさんぽ

明るい色彩とわかりやすいストーリーで児童が興味を持ちやすい。
繰り返しのことばの面白さからことばへの関心を高めることができ
る。

5 福音館 28-1 642
いやだいやだの絵本  ねな

いこだれだ

はっきりした色合いの絵で児童も視覚的に捉えやすく、大人に読ん
でもらってやりとりをしながら楽しめる内容である。

みるみる絵本  もこもこも
こ

鮮やかな色彩と単純な構成で形成されていて、繰り返しのことばの
面白さからことばへの関心を高めることができる。

2 文研出版 28-6 A16
ジョイフルえほん傑作集

りんごがドスーン

親しみやすいイラストとわかりやすいストーリーで繰り返しのこと
ばの面白さからことばへの関心を高めることができる。

国語

1 文研出版 28-6 B05

4 福音館 28-1 H13

3 偕成社 06-1 D01

6 福音館 28-1 517
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幼児絵本シリーズ
 おべんとう

身近な題材を取り扱っており、児童に親しみやすい。生活場面に合
わせた内容で、子どもたちが楽しみながら読み進めることができ
る。

ノンタンあそぼうよ（９）
ノンタンのたんじょうび

身近な題材を取り扱っており、児童に親しみやすい。「せいかつ」
の誕生会のときに読み聞かせをする場面等に使うことができる。

ノンタンあそぼうよ
（１０）  ノンタンボール

まてまてまて

わかりやすい展開で、生活場面の遊びに発展させやすい内容であ
る。子どもたちが楽しみながら読み進めることができる。

5 福音館 28-1 574
福音館あかちゃんの絵本

どうぶつのおやこ

身近な動物の親子が掲載されている。絵も鮮明でわかりやすく、身
近な動物に関心を持たせるきっかけの学習に使うことができる。

幼児絵本シリーズ  やさい

児童に身近なものを写実的な絵で表示してあり、わかりやすい内容
である。身近な野菜に興味を持つきっかけになりやすい。

2 偕成社 06-1 D08
ノンタンあそぼうよ（８）
ノンタンあわぷくぷくぷぷ

ぷう

児童が好きなキャラクターのイラストと生活場面に合わせた内容
で、児童にとって身近な題材を使っており、親しみやすい内容であ
る。

生活

1 福音館 28-1 B08

4 偕成社 06-1 514

3 偕成社 06-1 513

6 福音館 28-1 523

児童が興味を持って読み進められる絵と具体的に操作をする内容で
ある。お話を通して数を意識でき、楽しみながら読み進めることが
できる。

6 福音館 28-1 615
世界傑作絵本シリーズ  お
おかみと七ひきのこやぎ

物語を通して、数を意識できる。ストーリーがわかりやすく、子ど
もたちが楽しみながら読み進めることができる。劇遊び等にも発展
させやすい。

5 福音館 28-1 J02
世界傑作絵本シリーズ

ブレーメンのおんがくたい

こどものとも絵本
おおきなかぶ

具体的に操作をする内容から、お話を通して数を意識できる。劇遊
び等にも発展させやすく、子どもたちが楽しみながら読み進めるこ
とができる。

3 福音館 28-1 J03
世界傑作絵本シリーズ  三
びきのやぎのがらがらどん

算数

1 偕成社 06-1 T01
エリック・カールの絵本

はらぺこあおむし

絵が鮮明でわかりやすく、繰り返しのフレーズで数や順番について
楽しめる。内容を通して、数の概念の土台を築いていける。

2 金の星社 07-2 521
はじめての絵本たいむ

つみき

絵が鮮明でわかりやすく、遊びの中で数を意識しながら大人と一緒
に読み進めることができる。読んだ後、積木あそびに発展すること
ができる。

物語を通して、数や大きさを意識できる。劇遊び等にも発展させや
すく、子どもたちが楽しみながら読み進めることができる。

4 福音館 28-1 H26
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わかりやすく、また楽しく取り組める内容であり、児童の実態に合
わせて学ぶことができる。児童に身近な自分の身体について興味を
持つことができる。

保健

5・6 あかね書房 01-1 G04
からだのえほん４
からだにもしもし

3・4 あかね書房 01-1 508

5・6 岩崎書店 02-1 A06
あそびの絵本
 ねんどあそび

粘土を使った表現活動を中心に、楽しく取り組めるように構成され
ている。粘土を使った感触あそびに発展させることができる。

からだのえほん３
 おへそにきいてごらん

身体に対して関心を向けやすい内容であり、楽しんで取り組むこと
ができる。児童に身近なおへそについて、かわいいイラストで学ぶ
ことができる。

はっきりした絵と短い文で児童が視覚的に捉えやすい。描画の初歩
を楽しみながら、興味を持って取り組める内容である。

3・4 岩崎書店 02-1 A17
あそびの絵本
 えのぐあそび

絵の具を使い、筆・指・ヘラ・ストロー・霧吹きなど様々な身近な
物を利用する活動が紹介されている。楽しみながら表現活動をする
ことができる。

図工

1・2 福音館 28-1 539

児童に親しみのある手遊び歌が収録されている。聴くだけでなく、
イラストや歌詞を見ながら手遊びを楽しむことができる。

6 大日本絵画 16-3 A01
メロディーえほん  ＩＣピ
アノえほん四季のどうよう

－１２カ月

やさしいメロディーで親しみやすく、楽しみながら音楽活動に取り
組むことができる。楽譜と鍵盤の色を一致させることで弾く活動も
楽しめる。

5 金の星社 07-2 530
音のでる絵本　おとのでる

てあそびうたえほん

０．１．２．えほん
てんてんてん

07-2 596
おとのでる　うたっておど
れる　からだあそびうたえ

ほん

児童に親しみのある曲が収録されており、踊り方のイラストや歌詞
も掲載されている。聴くだけでなく、身体を動かしながら曲を楽し
むことができる。

3 ポプラ 30-2 O07
おととあそぼうシリーズ７
ドン！ドコ！ドン！たいこ

音楽

1 ポプラ 30-2 9784591124086
新装版おてほんのうたがな

がれるどうようえほん
○

（供給不能による変更）
親しみやすい楽曲で構成されており、お手本を繰り返し聞きながら
音楽活動を行うことができる。自分でイラストを見てボタンを押し
て選曲することができる。

2 金の星社 07-2 537
うたってたたこう！　わく
わくリズムあそびどうよう

えほん
○

（供給不能による変更）
児童に親しみのある曲が収録されており、楽しみながら音楽活動を
行うことができる。聴くだけでなく、手のひらサイズのボタンを叩
くとカスタネットや鈴の音が鳴り、リズムも楽しむことができる。

親しみのある曲や童謡で編集されており、曲を楽しみ、太鼓を叩き
ながらリズムを学習することができる。

4 金の星社
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

こどものとも絵本
そらまめくんのベッド

物語を通して、自分の経験と照らし合わせながら考えを深めること
ができる。主人公が自分の大切なものを友だちに貸すということに
葛藤しつつも、気持ちが変わっていく様子がわかりやすく描かれて
いる。

すっくのこんなときってな
んていう？おうちのなかで

一日の生活の中であいさつが取り上げられている。左ページに状況
説明と絵、右ページにあいさつの言葉のみが書かれており、わかり
やすい。

ゆっくのこんなときってな
んていう？おそとであそぼ

う

生活の中でのあいさつが取り上げられている。左ページに状況説明
と絵、右ページにあいさつの言葉のみが書かれており、わかりやす
い。

すっくのこんなときってな
んていう？ともだちできた

よ

初めて出会ったこと仲良くなれる素敵な言葉を、親しみやすい絵を
通じて覚えられる。気持ちを伝えることの大切さがわかるあいさつ
の絵本。

三浦太郎のあかちゃん
えほん　くっついた

題材に適した挿絵からイメージや思考が深まるよう工夫され、児童
の実態に合わせて学習が効果的に進められるよう配慮されている。

2 福音館 28-1 547
０．１．２．えほん

かさ　さしてあげるね

題材に適した挿絵からイメージや思考が深まるよう工夫され、児童
の実態に合わせて学習が効果的に進められるよう配慮されている。

特別の教科
道徳

1 こぐま社 10-4 540

4 ひかりのく 27-1 537

3 ひかりのく 27-1 551

6 福音館 28-1 603

5 ひかりのく 27-1 552

R４申請　野洲養護学校　小学部　課程５

- 134 -



地図

国語

5

6

3

5

3・4・5・6

4 小学社会　４年
社会

6

書写 光村

しょしゃ　一ねん

しょしゃ　二年

1

2

書写　三年

4

3

滋賀県立三雲養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程１ ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

国語三上　わかば
国語三下　あおぞら
国語四上　かがやき
国語四下　はばたき

1

2

3
光村

国語五　銀河

4

5

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

国語六　創造

こくご一上　かざぐるま
こくご一下　ともだち
こくご二上　たんぽぽ
こくご二下　赤とんぼ

6

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

書写　四年

書写　五年

書写　六年

帝国
楽しく学ぶ　小学生の地図帳

３・４・５・６年

日文

小学社会　３年

小学社会　５年

小学社会　６年

たのしい算数３年

たのしい算数４年

たのしい算数５年

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

算数 大日本

たのしいさんすう１ねん

たのしい算数２年

たのしい算数６年

1

2

3

6

4

5
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生活 1・2 啓林館

音楽

学研
みんなのほけん　３・４年

保健

5・6

3・4

5・6

家庭

5・6

図工

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

みんなの保健　５・６年

小学校　わたしたちの家庭科　５・６開隆堂

図画工作５・６上　見つめて　広げて
図画工作５・６下　見つめて　広げて

日文

理科

わくわく理科　３

4

3

ずがこうさく１・２上
たのしいな　おもしろいな

ずがこうさく１・２下
たのしいな　おもしろいな

3・4

図画工作３・４上
ためしたよ　見つけたよ

図画工作３・４下
ためしたよ　見つけたよ

啓林館

わくわく理科　６

わくわく理科　４

5 わくわく理科　５

6

わくわく　せいかつ上
いきいき　せいかつ下

6

小学生の音楽　５

1

教芸
4

小学生のおんがく　１

小学生の音楽　６

小学生の音楽　４

5

2 小学生の音楽　２

3 小学生の音楽　３

1・2

選定理由書名

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

教科 使用学年 発行者の略称
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外国語

NEW HORIZON Elementary
English Course ６

6

使用学年 発行者の略称 書名教科

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

2
小学どうとく　生きる力　２
小学どうとく　生きる力　２

どうとくノート

3
小学どうとく　生きる力　３
小学どうとく　生きる力　３

どうとくノート

小学道徳　生きる力　４
小学道徳　生きる力　４　道徳ノート

5
小学道徳　生きる力　５

小学道徳　生きる力　５　道徳ノート

6

特別の教科　道徳

1

日文

しょうがくどうとく　いきる　ちから
１

しょうがくどうとく　いきる　ちから
１　どうとくノート

小学道徳　生きる力　６
小学道徳　生きる力　６　道徳ノート

4

5
NEW HORIZON Elementary

English Course ５

5・6
NEW HORIZON Elementary

English Course Picture Dictionary
学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。東書

選定理由
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滋賀県立三雲養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程２ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

国語

1 ひさかた 27-3 D02

4 東書 002 C-123

3 東書 002 C-122

6 偕成社 06-1 O03

どうぞのいす

ほのぼのとした絵で、シンプルでわかりやすいストーリーとなっ
ている。ストーリーの中にいろいろな動物たちが出てきて、それ
ぞれの思いやりの心を感じながら読むことができる。

2 東書 002 C-121 こくご　☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、国語
で学ばせたい内容が網羅されている。

こくご　☆☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、国語
で学ばせたい内容が網羅されている。

こくご　☆☆☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、国語
で学ばせたい内容が網羅されている。

5 偕成社 06-1 O10
五味太郎・言葉図鑑

（１０）なまえのことば

文法上の名詞を集めた本であるが、どうしてそのように呼ばれる
ようになったのか理由が重要視されるページや、物の名前だけで
なく、見えないものや場所など日頃何気なく使っている名前を再
発見できる。

五味太郎・言葉図鑑（３）
かざることば（Ａ）

修飾する言葉をわかりやすく鮮明な絵で表現しており、形容詞を
楽しく理解できる。学習した言葉を生活の中での会話ややりとり
に生かしていくことが期待できる。

書写

1 くもん出版 08-1 A01

4 くもん出版 08-1 506

もじ・ことば１
はじめてのひらがな１集

楽しい絵などを交え、子どもたちがひらがなに興味をもちなが
ら、簡単なひらがなから楽しく練習することができる。

2 くもん出版 08-1 503
もじ・ことば５
ひらがなおけいこ

子どもたちにとって書きやすいひらがなから配列され、清音・濁
音などの練習もできる内容となっている。文字に興味をもち始め
た子どもたちが楽しく書くことができる。

3 くもん出版 08-1 505
もじ・ことば７
ことばのおけいこ

ひらがなの練習をしながら、普段使っている動詞や形容詞も学習
できる内容になっている。子どもたちが自分で書く嬉しさを感じ
ながら書くことができる。

もじ・ことば８
ぶんのおけいこ

簡単な文を読みながら、実際に助詞を使って文を書く練習ができ
る内容になっているため、子どもたちが興味をもちながら文を学
習することができる。

5 太郎次郎社 16-4 A01

漢字がたのしくなる本
シリーズ

漢字がたのしくなる本
ワーク１基本漢字あそび

漢字の基本をイラストなどで示しながら、楽しくワークをして覚
えていくことができる本。漢字を書いてみたい思いが出てきた子
どもたちにとって興味を引かれる内容となっている。

6 太郎次郎社 16-4 A02

漢字がたのしくなる本
シリーズ

漢字がたのしくなる本
ワーク２あわせ漢字あそび

５年生のワークのシリーズ２である。漢字と漢字を合わせるな
ど、ゲーム感覚で楽しみながらワークを進めることができ、漢字
に親しんでいくことができる。
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教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

算数

1 幼年教育 88-6 503 かずあそび１

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

楽しい遊びを通して、数字の概念を獲得する経験ができるような
内容となっている。また、手を動かしながら考えるような工夫が
されており、数を扱えるようになるためのしくみを身につけるこ
とができる。

2 教出 017 C-121 さんすう　☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、算数
で学ばせたい内容が網羅されている。

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、算数
で学ばせたい内容が網羅されている。

4 教出 017 C-124 さんすう　☆☆☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、算数
で学ばせたい内容が網羅されている。

3 教出 017
C-122
C-123

さんすう　☆☆（１）
さんすう　☆☆（２）

繰り上がり、繰り下がり、２桁の数の計算の基本概念が、絵によ
りわかりやすく紹介されており、子どもたちの実態に合わせて学
習を進めることができる。

6 同成社 20-5 C05

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」５

（３けたの数の計算、
かけ算、わり算）

３桁の数の、たし算、引き算､掛け算､割り算､の基本概念を学べ
る。子どもたちが苦手意識をもたないように、また理解しやすい
ように、わかりやすい絵とともに紹介されている。

5 同成社 20-5 C04

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」４

（くり上がり、くり下が
り、２けたの数の計算）

生活

1 福音館 28-1 K01

4 福村出版 28-7 A05

3 ひかりのく 27-1 I04

6 金の星社 07-2 F05

日本傑作絵本シリーズ
おふろだいすき

子どもたちにとって身近なお風呂が題材であり、興味を持ちやす
い。登場人物も魅力的で楽しく読み進めることができ、子どもた
ちの生活に活かすことができる。

2 戸田デザイ 20-4 010 昆虫とあそぼう

子どもたちにとって身近な虫が、身近なところで発見できる生態
を興味深い内容でシンプルに示している。イラストもシンプルで
わかりやすい。飼育の参考にも使える。

改訂新版体験を広げるこど
ものずかん４

はなとやさい・くだもの

植物の見つけ方や栽培方法などについて、子ども自身が体験し、
発見する喜びを味わえる本。身近な植物への興味・関心を広げる
ことができる。

シリーズ生活を学ぶ５
遠くへ行きたいな

交通ルールや社会的マナー各種について説明してある。子どもた
ちに知ってほしいいろいろな決まりやエチケットについてわかり
やすく紹介している。

5 福音館 28-1 M06
みぢかなかがくシリーズ

町たんけん

町並み風景が絵により豊かに表現されており、そこで働く人や生
活する人々の姿を見ることができ、いろいろな仕事に興味を持つ
ことができる。

ひとりでできるもん！５
すてきなおかし作り

わかりやすい絵や写真がたくさん使われており、簡単な調理に興
味をもつことができる。
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教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

音楽

1 東京書店 20-3 503
わくわく音あそびえほん
新装版ドンドコドンドン

たいこであそぼ

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

○

（供給不能による変更）子どもたちが自分でたいこを叩きながら
身近な曲に親しむことができる。また、楽しくたいこを叩きなが
ら簡単なリズムを感じ、学習することができる。

2 大日本絵画 16-3 A01
メロディーえほん  ＩＣピ
アノえほん四季のどうよう

－１２カ月

よく親しまれている季節の童謡を楽しく歌ったり弾いたりしなが
ら学ぶことができる。楽譜と鍵盤を一致させて弾くことができ、
音をならす楽しさが感じられる。

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、音楽
で学ばせたい内容が網羅されている。

4 東書 002 C-123 おんがく　☆☆☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、音楽
で学ばせたい内容が網羅されている。

3 東書 002 C-122 おんがく　☆☆

図工

1・2 岩崎書店 02-1 A07

26種類の楽器の写真カードで名称、特徴、演奏の仕方を知り、Ｃ
Ｄで楽器の特徴としての音色を聴くことができ、音楽の世界を広
げることができる。

6 カエル 56-33 501
ＤⅤＤつきケロポンズのい
ち・にのたいそうＢＯＯＫ

児童に親しみやすい曲がたくさんあり、楽譜もついているため授
業に活かしやすい。また、曲に合わせて分かりやすい振り付けが
ついているので楽しみながら学習できる。幅広い段階の子どもた
ちが歌ったり踊ったりできる内容となっている。

5 くもん出版 08-1 G03 ＣＤ付き  楽器カード

あそびの絵本
クレヨンあそび

クレヨンを使っての様々な表現活動が幅広く準備され、子どもた
ちの興味や関心を引き出し、表現する意欲が高められるよう工夫
されているため、楽しく表現活動に取り組むことができる。

3・4 岩崎書店 02-1 G12
ひとりでできる手づくりＢ
ＯＸ  しぜんで工作しよう

石や落ち葉、小枝などの自然のものを使っての工作が、わかりや
すく紹介されている。子どもたちにとって身近なものを使うた
め、より興味・関心を広げることができる。

5・6 国土社 10-3 B09
たのしい図画工作９

うごくおもちゃ

身近にあるものを使って作る、動くおもちゃが幅広く紹介されて
おり、興味関心を引き出し、自分で作ってみたいという意欲を高
められるよう工夫されている。

子どもの健康を考える絵本
（４）  からだがすきなた

べものなあに？

健康な身体作りの基礎となる食べ物について、わかりやすい絵を
見ながら楽しく学ぶことができる。自分の身体について考える
きっかけとなる。

（供給不能による変更）簡単な説明と見やすい写真や絵で、身体
のさまざまな部位がわかりやすく説明されている。子どもたちが
自分の身体を意識しながら読むことができる。

保健

5・6 学研 06-2 L12
ニューワイド学研の図鑑

増補改訂人のからだ
○

3・4 偕成社 06-1 J04
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

特別の教科
道徳

1 偕成社 06-1 E01

4 福音館 28-1 617

3 金の星社 07-2 578

6 フレーベル 28-8 002

5 小学館 12-2 668

「おれたち、ともだち！」
絵本  ともだちや

友だちはお金では買えないこと、無理に友だちのふりをしてもど
こかに無理があることなど、主として自分自身に関すること、他
の人とのかかわりに関することが楽しい絵で描かれている。

2 偕成社 06-1 521
「おれたち、ともだち！」
絵本  ごめんねともだち

友だちとの付き合いの中でよくある衝突から仲直りまでの心の葛
藤をよく表しており、主として他の人との関わりに関することが
かかれている。

たいせつなこと

大切なことは何か、ひとつひとつのものについて、優しい絵と丁
寧できれいな言葉で心地よく読み進められる。「あなたにとって
大切なことは何か」と考えさせられる内容となっている。

ないた

「泣く」ということや色々な気持ちについてえがかれており、主
として自分自身に関することを意識できる本である。

世界傑作絵本シリーズ
ラチとらいおん

ひ弱な主人公がライオンの助けをかりて強く成長していく過程を
描いている。心身共に成長する主人公の姿を通して希望と勇気を
持ってくじけない心の大切さを学ぶ。

おこだでませんように

主人公の心の変化やさまざまな気持ちが感じられるストーリー展
開となっており、場面によって変化をつけながら読み進められ
る。周りの人のことについて考えさせられる内容になっている。
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滋賀県立三雲養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程３ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

国語

1 ひさかた 27-3 D02

4 東書 002 C-123

3 東書 002 C-122

6 偕成社 06-1 O03

どうぞのいす

ほのぼのとした絵で、シンプルでわかりやすいストーリーとなっ
ている。ストーリーの中にいろいろな動物たちが出てきて、それ
ぞれの思いやりの心を感じながら読むことができる。

2 東書 002 C-121 こくご　☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、国語
で学ばせたい内容が網羅されている。

こくご　☆☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、国語
で学ばせたい内容が網羅されている。

こくご　☆☆☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、国語
で学ばせたい内容が網羅されている。

5 偕成社 06-1 O10
五味太郎・言葉図鑑

（１０）  なまえのことば

文法上の名詞を集めた本であるが、どうしてそのように呼ばれる
ようになったのか理由が重要視されるページや、物の名前だけで
なく、見えないものや場所など日頃何気なく使っている名前を再
発見できる。

五味太郎・言葉図鑑（３）
かざることば（Ａ）

修飾する言葉をわかりやすく鮮明な絵で表現しており、形容詞を
楽しく理解できる。学習した言葉を生活の中での会話ややりとり
に生かしていくことが期待できる。

書写

1 くもん出版 08-1 A01

4 くもん出版 08-1 506

もじ・ことば１
はじめてのひらがな１集

楽しい絵などを交え、子どもたちがひらがなに興味をもちなが
ら、簡単なひらがなから楽しく練習することができる。

2 くもん出版 08-1 503
もじ・ことば５
ひらがなおけいこ

子どもたちにとって書きやすいひらがなから配列され、清音・濁
音などの練習もできる内容となっている。文字に興味をもち始め
た子どもたちが楽しく書くことができる。

3 くもん出版 08-1 505
もじ・ことば７
ことばのおけいこ

ひらがなの練習をしながら、普段使っている動詞や形容詞も学習
できる内容になっている。子どもたちが自分で書く嬉しさを感じ
ながら書くことができる。

もじ・ことば８
ぶんのおけいこ

簡単な文を読みながら、実際に助詞を使って文を書く練習ができ
る内容になっているため、子どもたちが興味をもちながら文を学
習することができる。

5 くもん出版 08-1 609
小学ドリル国語

１年生のひらがな・
カタカナのかきかた

小学1年生のひらがな・カタカナを正しく、きれいに書く力が反
復練習で身につけられる。線を描く練習から始めて、やさしい文
字から順番に書く練習をするので、無理なく学習できる。

6 戸田デザイ 20-4 502 漢字えほん

小学校1，2年生で習う最重要漢字を中心に、成り立ちから書き
順、使い方、音読み・訓読みを整理してわかりやすく紹介されて
いる。
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教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

算数

1 幼年教育 88-6 503 かずあそび１

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

楽しい遊びを通して、数字の概念を獲得する経験ができるような
内容となっている。また、手を動かしながら考えるような工夫が
されており、数を扱えるようになるためのしくみを身につけるこ
とができる。

2 教出 017 C-121 さんすう　☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、算数
で学ばせたい内容が網羅されている。

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、算数
で学ばせたい内容が網羅されている。

4 教出 017 C-124 さんすう　☆☆☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、算数
で学ばせたい内容が網羅されている。

3 教出 017
C-122
C-123

さんすう　☆☆（１）
さんすう　☆☆（２）

繰り上がり、繰り下がり、２桁の数の計算の基本概念が、絵によ
りわかりやすく紹介されており、子どもたちの実態に合わせて学
習を進めることができる。

6 こばと 10-9 B01
中級編ジャンプアップ

とけい・おかね・
カレンダー

時計・お金・カレンダーの学習が取り入れてあり、実生活にもつ
ながるように工夫されている。また、イラストをたくさん取り入
れてあり、取り組みやすい課題になっている。

5 同成社 20-5 C04

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」４

（くり上がり、くり下が
り、２けたの数の計算）

生活

1 福音館 28-1 K01

4 学研 06-2 J04

3 ひかりのく 27-1 I04

6 金の星社 07-2 F05

日本傑作絵本シリーズ
おふろだいすき

子どもたちにとって身近なお風呂が題材であり、興味を持ちやす
い。登場人物も魅力的で楽しく読み進めることができ、子どもた
ちの生活に活かすことができる。

2 戸田デザイ 20-4 010 昆虫とあそぼう

子どもたちにとって身近な虫が、身近なところで発見できる生態
を興味深い内容でシンプルに示している。イラストもシンプルで
わかりやすい。飼育の参考にも使える。

改訂新版体験を広げるこど
ものずかん４

はなとやさい・くだもの

植物の見つけ方や栽培方法などについて、子ども自身が体験し、
発見する喜びを味わえる本。身近な植物への興味・関心を広げる
ことができる。

ふしぎ・びっくり！？
こども図鑑　８きせつ

○

（供給不能による変更）春夏秋冬の季節ごとに特有な自然や行
事、遊びや食べ物が紹介されている。豊富な写真とイラストで分
かりやすく楽しめるように工夫されている。

5 チャイルド 17-1 535
チャイルドブックこども百
科　ふしぎ、ふしぎ！かが

くあそび図鑑
○

（供給不能による変更）身近な水、空気、音、磁石、光などを用
いたかがく遊びが紹介されており、さまざまな現象の不思議を学
習できる。写真とイラストがたくさんあり、目で見ても楽しむこ
とができる。

ひとりでできるもん！５
すてきなおかし作り

わかりやすい絵や写真がたくさん使われており、簡単な調理に興
味をもつことができる。
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教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

音楽

1 東京書店 20-3 503
わくわく音あそびえほん
新装版ドンドコドンドン

たいこであそぼ

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

○

（供給不能による変更）子どもたちが自分でたいこを叩きながら
身近な曲に親しむことができる。また、楽しくたいこを叩きなが
ら簡単なリズムを感じ、学習することができる。

2 大日本絵画 16-3 A01
メロディーえほん  ＩＣピ
アノえほん四季のどうよう

－１２カ月

よく親しまれている季節の童謡を楽しく歌ったり弾いたりしなが
ら学ぶことができる。楽譜と鍵盤を一致させて弾くことができ、
音をならす楽しさが感じられる。

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、音楽
で学ばせたい内容が網羅されている。

4 東書 002 C-123 おんがく　☆☆☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、音楽
で学ばせたい内容が網羅されている。

3 東書 002 C-122 おんがく　☆☆

図工

1・2 岩崎書店 02-1 A07

26種類の楽器の写真カードで名称、特徴、演奏の仕方を知り、Ｃ
Ｄで楽器の特徴としての音色を聴くことができ、音楽の世界を広
げることができる。

6 カエル 56-33 501
ＤⅤＤつきケロポンズのい
ち・にのたいそうＢＯＯＫ

児童に親しみやすい曲がたくさんあり、楽譜もついているため授
業に活かしやすい。また、曲に合わせて分かりやすい振り付けが
ついているので楽しみながら学習できる。幅広い段階の子どもた
ちが歌ったり踊ったりできる内容となっている。

5 くもん出版 08-1 G03 ＣＤ付き  楽器カード

あそびの絵本
クレヨンあそび

クレヨンを使っての様々な表現活動が幅広く準備され、子どもた
ちの興味や関心を引き出し、表現する意欲が高められるよう工夫
されているため、楽しく表現活動に取り組むことができる。

3・4 学研 06-2 I12
あそびのおうさまずかん
リサイクルこうさく増補改

訂

リサイクル素材を使う内容が数多く紹介されており、身近な物を
使って工作できる内容になっている。様々なものが扱われてお
り、児童も関心をもつことができる。

5・6 国土社 10-3 B09
たのしい図画工作９

うごくおもちゃ

身近にあるものを使って作る、動くおもちゃが幅広く紹介されて
おり、興味関心を引き出し、自分で作ってみたいという意欲を高
められるよう工夫されている。

子どもの健康を考える絵本
（４）  からだがすきなた

べものなあに？

健康な身体作りの基礎となる食べ物について、わかりやすい絵を
見ながら楽しく学ぶことができる。自分の身体について考える
きっかけとなる。

（供給不能による変更）簡単な説明と見やすい写真や絵で、身体
のさまざまな部位がわかりやすく説明されている。子どもたちが
自分の身体を意識しながら読むことができる。

保健

5・6 学研 06-2 L12
ニューワイド学研の図鑑

増補改訂人のからだ
○

3・4 偕成社 06-1 J04
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

特別の教科
道徳

1 偕成社 06-1 E01

4 福音館 28-1 617

3 金の星社 07-2 578

6 フレーベル 28-8 002

5 小学館 12-2 668

「おれたち、ともだち！」
絵本  ともだちや

友だちはお金では買えないこと、無理に友だちのふりをしてもど
こかに無理があることなど、主として自分自身に関すること、他
の人とのかかわりに関することが楽しい絵で描かれている。

2 偕成社 06-1 521
「おれたち、ともだち！」
絵本  ごめんねともだち

友だちとの付き合いの中でよくある衝突から仲直りまでの心の葛
藤をよく表しており、主として他の人との関わりに関することが
かかれている。

たいせつなこと

大切なことは何か、ひとつひとつのものについて、優しい絵と丁
寧できれいな言葉で心地よく読み進められる。「あなたにとって
大切なことは何か」と考えさせられる内容となっている。

ないた

「泣く」ということや色々な気持ちについてえがかれており、主
として自分自身に関することを意識できる本である。

世界傑作絵本シリーズ
ラチとらいおん

ひ弱な主人公がライオンの助けをかりて強く成長していく過程を
描いている。心身共に成長する主人公の姿を通して希望と勇気を
持ってくじけない心の大切さを学ぶ。

おこだでませんように

主人公の心の変化やさまざまな気持ちが感じられるストーリー展
開となっており、場面によって変化をつけながら読み進められ
る。周りの人のことについて考えさせられる内容になっている。
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滋賀県立三雲養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程４ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

国語

1 福音館 28-1 H13

4 ポプラ 30-2 504

3 偕成社 06-1 T01

6 偕成社 06-1 O06

こどものとも絵本
ぞうくんのさんぽ

単純な言葉の繰り返しや、一匹増えていって最後に「あっ」と思
う展開の意外性があって、興味関心を持ってみることが出来、豊
かにイメージを膨らませることができる。

2 絵本館 04-1 503
五味太郎・創作絵本
あいうえおばけだぞ

簡単なストーリー展開で、あいうえお順にそれぞれのおばけが登
場する。子どもたちが楽しく読み進められるので、興味をもちな
がら五十音が学べる内容になっている。

エリック・カールの絵本
はらぺこあおむし

ものの名前、数、曜日について学習することができる。穴あきの
しかけで興味を誘う。色使いがはっきりしていて分かりやすく、
興味や関心をもって見ることができる。

ねずみくんの絵本２
りんごがたべたい

ねずみくん

いろいろな動物が登場し、「次はどうなるだろう」といった期待
や想像を膨らませて見ることができる。動物の特徴を捉えて言語
化する学習にも応用できる。

5 偕成社 06-1 O01
五味太郎・言葉図鑑（１）

うごきのことば

挿絵と言葉を対応させながら、子どもたちにとって身近な動きの
言葉の意味を理解することができる。イラストを見ながら言葉を
口に出してみることで、言葉のもつ面白さも味わうことができ
る。

五味太郎・言葉図鑑（６）
くらしのことば

日常生活の様々な言葉が載せられており、意欲的に言語経験を広
げていけるよう配慮されている。子どもたちにとって身近な言葉
であるため、興味をもって学習できる。

書写

1 くもん出版 08-1 F01

4 くもん出版 08-1 A03

おけいこ
はじめてのおけいこ

楽しい絵とともに、えんぴつを使って線などをなぞることによ
り、実際の文字での練習をする前に運筆力をつける練習ができる
内容となっている。

2 くもん出版 08-1 A01
もじ・ことば１

はじめてのひらがな１集

楽しい絵などを交え、子どもたちがひらがなに興味をもちなが
ら、簡単なひらがなから楽しく練習することができる。

3 くもん出版 08-1 501
もじ・ことば２

はじめてのひらがな２集

楽しい絵などを交え、同書１集と同じくひらがなに興味をもちな
がら、ひらがなの練習が進められる。１集より少し筆運びが難し
いひらがなの練習ができる。

もじ・ことば３
やさしいひらがな１集

子どもたちにとって身近にある物や単語を取り上げた内容の中で
ひらがなの練習が進めていける内容となっており、運筆力をつけ
ることができる。

5 くもん出版 08-1 502
もじ・ことば４

やさしいひらがな２集

『やさしいひらがな１集』同様、身近にある物や単語を取り上
げ、子どもたちが楽しく学びながらひらがなの練習を進めていけ
る内容となっている。

6 くもん出版 08-1 505
もじ・ことば７
ことばのおけいこ

子どもたちにとって書きやすい字から配列され、楽しく清音・濁
音などの練習もできる内容となっている。
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教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

算数

1 童心社 20-1 A01
かずのほん１

どっちがたくさん

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

並べて描かれている絵を見て、どちらが多いかを見比べながら読
み進められる本。１対１対応や集合などを、子どもたちが楽しん
で遊びながら学ぶことが出来る。

2 童心社 20-1 A02
かずのほん２

０から１０まで

０から１０までの数の概念を質問形式に展開しており､興味をも
ちやすい。子どもたちがゲーム感覚で楽しく遊びながら学ぶこと
が出来るようになっている。

色々な題材の絵がページをめくる毎に数が増えていく。次に現れ
る絵を期待しながら楽しめる。２０以上は１０単位で増えていき
数が多いイラストも圧巻。

4 大日本絵画 16-3 506
とけいつきしかけえほん
ピーターいまなんじ？

○

（供給不能による変更）絵本のお話の中で、子どもたちが自分で
長針、短針を操作しながら学習できる。問いかけに答えながら、
時刻に関して楽しく学ぶことができる。

3 戸田デザイ 20-4 002 １から１００までのえほん

１から５０までの数字が、数字とドットでひとつずつ対応させて
カードになっており、わかりやすく数を学習することができる。

6 くもん出版 08-1 D02 とけいカード

はっきりした時計の図が、絵と文字でカードに表記されており、
段階的に時間を学習するのに適している。

5 くもん出版 08-1 D03 かずカード

生活

1 あかね書房 01-1 H01

4 偕成社 06-1 S01

3 金の星社 07-2 E01

6 金の星社 07-2 F05

かばくん・くらしのえほん
１  かばくんのいちにち

子どもに親しみやすい絵を通して､日常生活の中でどんなことを
しているのか、本を見ながら知ることができる。かばくんの一日
の様子と自分の生活を重ね合わせながら楽しむことができる。

2 あかね書房 01-1 H02
かばくん・くらしのえほん
２  かばくんのおかいもの

お母さんと買い物に行くキャラクター（かばくん）を通して、ど
んな店に買い物に行くか、どこにおいてあるかなど、興味をもっ
て見る(読む）ことができる。

やさしいからだのえほん１
からだのなかはどうなって

いるの？

体の働きについてかわいいイラストや写真で説明されており､わ
かりやすい。本を読みながら、子どもたちが自分の体に興味・関
心をもつことができる。

安全のしつけ絵本（１）
きをつけようね

親しみやすい絵と仕掛けで、交通ルールについて分かりやすく紹
介されており、興味をもって見ることができる。 子どもたちが
普段の生活の中で知っておきたいルールを楽しく学ぶことができ
る。

5 こぐま社 10-4 B05
こぐまちゃんえほん第３集
しろくまちゃんのほっと

けーき

色調が鮮明で親しみやすく、児童にとって身近な題材である。楽
しく絵を見ながら調理に興味をもって学習できる内容となってい
る。

ひとりでできるもん！５
すてきなおかし作り

わかりやすい絵や写真がたくさん使われており、簡単な調理に興
味をもつことができる。

R４申請　三雲養護学校　小学部　課程４

- 147 -



教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

音楽

1 東京書店 20-3 503
わくわく音あそびえほん
新装版ドンドコドンドン

たいこであそぼ

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

○

（供給不能による変更）子どもたちが自分でたいこを叩きながら
身近な曲に親しむことができる。また、楽しくたいこを叩きなが
ら簡単なリズムを感じ、学習することができる。

2 大日本絵画 16-3 A01
メロディーえほん  ＩＣピ
アノえほん四季のどうよう

－１２カ月

子どもたちにとって身近でよく親しまれている童謡を、自分で鍵
盤を弾きながら楽しむことができる。鍵盤を操作することで、音
をならす楽しさが感じられる。

テンポの速い歌を中心に、親しみやすく楽しい歌が挿絵と共に紹
介されており､歌のイメージを膨らませ､楽しむことができるよう
工夫されている。

4 ひかりのく 27-1 515 改訂新版どうようえほん４

手遊び歌が取り上げられており、楽しく遊ぶことができる。やさ
しいタッチの挿絵と共に歌が紹介されており､歌のイメージを膨
らませ､楽しむことができるよう工夫されている。

3 ひかりのく 27-1 F03 改訂新版どうようえほん３

図工

1・2 学研 06-2 O01

26種類の楽器の写真カードで名称、特徴、演奏の仕方を知り、Ｃ
Ｄで楽器の特徴としての音色を聴くことができ、音楽の世界を広
げることができる。

6 カエル 56-33 501
ＤⅤＤつきケロポンズのい
ち・にのたいそうＢＯＯＫ

児童に親しみやすい曲がたくさんあり、楽譜もついているため授
業に活かしやすい。また、曲に合わせて分かりやすい振り付けが
ついているので楽しみながら学習できる。幅広い段階の子どもた
ちが歌ったり踊ったりできる内容となっている。

5 くもん出版 08-1 G03 ＣＤ付き  楽器カード

あそびのおうさまＢＯＯＫ
ぬって

塗り絵としても絵本としても楽しめる。自由な発想を育むことが
できる。

3・4 偕成社 06-1 T03
エリック・カールの絵本
（ぬりえ絵本）  わたしだ

けのはらぺこあおむし

馴染みのあるはらぺこあおむしのお話に沿って、自分でイメージ
を広げ自由にあおむしなどが塗っていける内容。完成の喜びも得
られる創作型絵本。

5・6 国土社 10-3 B09
たのしい図画工作９

うごくおもちゃ

身近にあるものを使って作る、動くおもちゃが幅広く紹介されて
おり、子どもたちの興味関心を引き出し、創作する意欲を高めら
れるよう工夫されている。

からだのえほん４
からだにもしもし

学校でなじみの深い健康診断を題材に､子どもの心情を分かりや
すい絵とともにひらがなで表現しており､健康や体について興味
関心を持って見ることができる。

骨や血液、内臓のしくみや働きなどを、分かりやすいように迫力
ある３Ｄイラストを使って紹介している。健康や命の大切さを知
ることができる。

保健

5・6 ひかりのく 27-1 C09
こどものずかんＭｉｏ９

ひとのからだ

3・4 あかね書房 01-1 G04
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

特別の教科
道徳

1 福音館 28-1 643

4 福音館 28-1 603

3 ポプラ 30-2 507

6 偕成社 06-1 618

5 ポプラ 30-2 572

いやだいやだの絵本
いやだいやだ

よいこと、わるいことの区別をし、よいこととはどんなことなの
かを考えるきっかけを与える本である。

2 絵本塾出版 54-27 504 かしてあげたいな

身近にいる人に温かい心で接し、親切にすることの大切さを学ぶ
ことができる。

ルイス・スロボドキンの絵
本  ありがとう．．．

どういたしまして

シンプルな絵とリズムにのった文書の絵本で読みやすい。コミュ
ニケーションの大切さを学べる内容となっている。

ねずみくんの絵本２９
 うそついちゃった

ねずみくん

うそをつくことはよくないこと、みんなを困らせてしまうことと
いうメッセージがかわいらしい絵でわかりやすく書かれている。

こどものとも絵本
そらまめくんのベッド

主人公が自分の大切なものを葛藤しながらも友だちに貸せたこと
を通して、友だちに思いやりが伝わる様子が書かれている。日常
の経験と照らし合わせながら考えを深めることができる。

からだとこころのえほん２
けんかのきもち

友だちと喧嘩したときの悔しい気持ちや負けたくないという気持
ちがえがかれており、過ちは素直に改めることや、友達と仲良く
し、助け合うとの大切さが伝わる本である。
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

国語

1 ブロンズ新 28-3 537

4 こぐま社 10-4 G01

3 ＢＬ出版 77-13 518

6 童心社 20-1 L02

だるまさんが

「だるまさんが・・・」という言葉のリズムを感じ、続きを期待
しながら読み進めることができる。ごく簡単な繰り返しがわかり
やすく、楽しみが広がる内容となっている。

2 ひさかた 27-3 587
わらべうたえほん

おべんとうばこのうた

聴いたことのあるわらべうたが楽しい絵で表現されており、言葉
の意味が分かりやすい。

まっかなちっちゃいきかん
しゃのぼうけん

あおだすすめすすめ

興味をもちやすい電車のストーリー。パノラマ絵本でスケールが
大きく構成されている。世界を旅する電車で、周りの風景も細か
く描かれており、いろいろな視点で楽しめる。

柳原良平のえほん
かおかおどんなかお

”笑う”、”怒る”などの子どもたちがよくするいろいろな顔の
表情をわかりやすいイラストとひらがなで表現し､絵を見ながら
文字に関心が持てるように工夫されている。

5 童心社 20-1 519
ピーマン村の絵本たち

クリスマス・オールスター

ひな人形やこいのぼり、七夕などが登場し、季節を感じることが
できる。絵が大きく単純なストーリーでわかりやすい。最後にサ
ンタクロースが出てくるなど、夢をもって読み進められる絵本。

ピーマン村の絵本たち  お
おきくなるっていうことは

親しみやすくやさしい絵で、「大きくなる」とはどういうことか
を身近なことに置き換えて表現しており､理解しやすく関心がも
てるよう工夫されている。

書写

1 くもん出版 08-1 570

4 くもん出版 08-1 501

めいろ１
はじめてのめいろ１集

鉛筆などでなぞっていくめいろあそびを通して、書く楽しさを感
じながら、運筆力をみにつけることができる。

2 くもん出版 08-1 F01
おけいこ

はじめてのおけいこ

楽しい絵とともに、えんぴつを使って線などをなぞることによ
り、実際の文字での練習をする前に基本的な運筆力をつける練習
ができる内容となっている。

3 くもん出版 08-1 A01
もじ・ことば１

はじめてのひらがな１集

楽しい絵などを交えることにより、子どもたちが書きやすい興味
をもちながら、簡単なひらがなを練習することができる内容と
なっている。書きやすいひらがなから学習できるようになってい
る。

もじ・ことば２
はじめてのひらがな２集

楽しい絵などを交えることにより、同書１集と同じくひらがなに
興味をもちながら、ひらがなの練習が進められる内容となってい
る。１集より少し筆運びが難しいひらがなの練習ができる

5 くもん出版 08-1 A03
もじ・ことば３

やさしいひらがな１集

身近にある物や単語を取り上げた内容の中でひらがなの練習が進
めていける内容となっており、運筆力をつけることができる。鉛
筆を持って自分で書くことの楽しさを感じられる。

6 くもん出版 08-1 502
もじ・ことば４

やさしいひらがな２集

同書１集同様、子どもたちにとって身近にある物や身近な単語を
取り上げ、楽しみながらいろいろなひらがなの練習が進めていけ
る内容となっている。
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教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

算数

1 偕成社 06-1 A02
エリック・カールかずのほ
ん  １，２，３どうぶつえ

んへ

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

きれいな色彩の子どもたちが惹きつけられる絵で動物が描かれて
おり、子どもたちが楽しんで絵本を見ながら、数についても意識
して見ることができる。

2 戸田デザイ 20-4 008 ６つの色

鮮明な色と線でイラストが描かれており､簡潔でわかりやすい。
子どもたちが身近な色について興味・関心をもちながら読むこと
ができる。

どちらが多くてどちらが少ないのか、数の比較をわかりやすい絵
で表現しており、子どもたちが絵を見て楽しみながら、興味や関
心をもって見ることができる。

4 金の星社 07-2 521
はじめての絵本たいむ

つみき

「ひとつ、ふたつ・・・」といった数え方に楽しみながら触れる
ことができる。子どもたちにとって身近な積み木というおもちゃ
が描かれていて親しみやすい。

3 童心社 20-1 A01
かずのほん１

どっちがたくさん

鮮明で見やすい絵を通して、子どもたちにとっても身近な風景の
中に数があふれていることを知り､生活の中で数が意識できるよ
う工夫されている。

6 岩崎書店 02-1 E05
五味太郎のことばとかずの

絵本  すうじの絵本

親しみやすい絵を見ながら、子どもたちが身近な風景の中に数字
があふれていることを知ることができる。また、生活の中で数字
が意識できるよう工夫されている。

5 岩崎書店 02-1 E04
五味太郎のことばとかずの

絵本  かずの絵本

生活

1 岩崎書店 02-1 519

4 金の星社 07-2 F01

3 学研 06-2 C03

6 金の星社 07-2 F05

ママと赤ちゃんのたべもの
絵本２  おやさいとんとん

絵がかわいらしく見ていて楽しい絵本。子どもたちにとって身近
な野菜が出てきて、カレーライスが出来上がっていくストーリー
がわかりやすい。

2 あかね書房 01-1 H02
かばくん・くらしのえほん
２  かばくんのおかいもの

お母さんと買い物に行くキャラクター（かばくん）を通してどん
な店に買い物に行くのか、どこに置いてあるかなど興味をもって
見ることができる。

はっけんずかん
のりもの改訂版

いろいろな乗り物の写真が載っており、児童にとって興味をもち
やすい。また、しかけをめくると乗り物が動いたり、中の様子が
わかるなどの工夫がされており、期待をもちながら楽しめる内容
となっている。

ひとりでできるもん！１
たのしいたまご料理

比較的手ごろな卵を使った料理が紹介されていて、調理にも少し
関心を持ち始める中学年で使用でき、興味・関心を持ちながら読
み進められるようになっている。

5 岩崎書店 02-1 F12
絵本図鑑シリーズ１２  の
はらのずかん－野の花と虫

たち－

子どもたちが日頃から目にしている身近な花や、それに集まる虫
たちについて、見ていて楽しい絵を見ながら興味・関心をもって
学習できる内容になっている。

ひとりでできるもん！５
すてきなおかし作り

わかりやすい絵や写真がたくさん使われており、簡単な調理に興
味をもつことができる。
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教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

音楽

1 永岡書店 21-1 532
ＤＶＤとイラストでよくわ
かる！手あそびうたブック

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

ＤＶＤ付なので、手遊びのやり方や動きがわかりやすく、見てい
るだけでも楽しめる。ＤＶＤを見ながら一緒に手遊びをすること
を楽しめる内容となっている。

2 大日本絵画 16-3 A01
メロディーえほん  ＩＣピ
アノえほん四季のどうよう

－１２カ月

子どもたちにとって身近でよく親しまれている童謡を、自分で鍵
盤を弾きながら楽しむことができる。鍵盤を操作することで、音
をならす楽しさが感じられる。

ボタンを押すと曲が流れ、歌を覚えたり、手本に合わせて歌った
りすることを楽しめる内容となっている。

4 コスミック 60-32 512
マイクのついた！
どうようえほん

児童にとって親しみやすい曲がたくさんあり、音楽を聴いたり、
マイクを使って歌ったりしながら音楽を楽しむことができる内容
となっている。

3 三起商行 82-3 507
ポカポカフレンズ
おうたえほんＤＸ

図工

1・2 学研 06-2 O01

ボタンが大きく、手指の操作が難しい児童がより簡単に操作でき
る。なじみのある曲にあわせて太鼓を演奏することができ、音を
鳴らす楽しさを感じられる。

6 グランまま 08-2 002 うたえほん

やさしいタッチの挿絵とともに､親しみやすい曲が数多く紹介さ
れており､子どもたちが歌のイメージを膨らませながら楽しむこ
とができるよう工夫されている。

5 三起商行 82-3 505
ポカポカフレンズのおんが

くえほん  たいこ

あそびのおうさまＢＯＯＫ
ぬって

塗り絵としても絵本としても楽しめる。自由な発想を育むことが
できる。

3・4 学研 06-2 G07
あそびのおうさまＢＯＯＫ

はじめてぬるほん

見るだけでなく、実際に自由に塗ったり描いたりする中で、色や
塗る活動に対して、興味関心を高めることができる。

5・6 岩崎書店 02-1 A06
あそびの絵本
ねんどあそび

粘土を使って遊びながら描く、作る学習をすることができる。出
来上がったもので、遊ぶことも出来て、楽しく取り組める。

からだのえほん４
からだにもしもし

学校でなじみの深い健康診断を題材に、そのときの子どもの心情
をわかりやすい絵とともに表現しており､興味・関心をもって見
ることができる。

わかりやすい写真と簡単な説明があり、人の身体についてわかり
やすく、興味・関心をもって見たり読んだりすることができる。
子どもたちが自分の身体を意識するきっかけとなる。

保健

5・6 小学館 12-2 B11
２１世紀幼稚園百科１１

からだのふしぎ

3・4 あかね書房 01-1 G04
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由（変更理由）

特別の教科
道徳

1 福音館 28-1 643

4 福音館 28-1 603

3 ポプラ 30-2 507

6 偕成社 06-1 618

5 ポプラ 30-2 572

いやだいやだの絵本
 いやだいやだ

よいこと、わるいことの区別をし、よいこととはどんなことなの
かを考えるきっかけを与える本である。

2 絵本塾出版 54-27 504 かしてあげたいな

身近にいる人に温かい心で接し、親切にすることの大切さを学ぶ
ことができる。

ルイス・スロボドキンの絵
本  ありがとう．．．

どういたしまして

シンプルな絵とリズムにのった文書の絵本で読みやすい。コミュ
ニケーションの大切さを学べる内容となっている。

ねずみくんの絵本２９
うそついちゃったねずみく

ん

うそをつくことはよくないこと、みんなを困らせてしまうことと
いうメッセージがかわいらしい絵でわかりやすく書かれている。

こどものとも絵本
そらまめくんのベッド

主人公が自分の大切なものを葛藤しながらも友だちに貸せたこと
を通して、友だちに思いやりが伝わる様子が書かれている。日常
の経験と照らし合わせながら考えを深めることができる。

からだとこころのえほん２
けんかのきもち

友だちと喧嘩したときの悔しい気持ちや負けたくないという気持
ちがえがかれており、過ちは素直に改めることや、友達と仲良く
し、助け合うとの大切さが伝わる本である。
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教科書名
変更の
有無

選定理由

5

6

滋賀県立三雲養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程６ ］

主婦の友 62-12

R01

518

教科
使用
学年

発行者

偕成社 06-1

06-1

27-3

発行者
コード

（番号）

偕成社

図書コード
（教科書記号番号）

国語

1

2

3

4

童心社 20-1

三起商行

544

593

519

50182-3

ひさかた

五味太郎・しかけ絵本
（３）

まどからおくりもの

ぬったりかいたりらくがき
ＢＯＯＫ

○

A23

1 チャイルド 17-1 001

3 くもん出版 08-1 001

02-1

書写

2

わかりやすい絵柄で、親しみやすい内容であるとともに触って感触
を確かめたり、楽しみながら文字に親しむことができる工夫がされ
ている。

身近な親しみやすい内容で、色彩が明瞭でわかりやすい。楽しみな
がら文字に触れられるように工夫されている。

子どもたちにとって身近なクレヨンを使っての様々な表現活動が幅
広く準備され､興味や感心を引き出し､表現する意欲が高められるよ
うに工夫されている。

絵の具で描かれた絵、模様など色彩豊かに描かれていて、絵筆等を
用いて大きな動きで運筆力を高められる。また、自分でも描きたく
なるように工夫されている。

装丁は美しく、子どもたちが親しみやすい内容で、楽しみながら運
筆力を高められるように工夫されている。

（供給不能による変更）身近なもののイラストが簡単に描かれてお
り、絵本の中に絵を描いて遊ぶことができる。ページ数が多く、思
い切り描くことを楽しめる。

ピーマン村の絵本たち
クリスマス・オールスター

楽しい絵を仕掛けで繰り返し見ることによって日常のあいさつが学
べる内容になっている。見てわかりやすい仕掛けが子どもたちの興
味を引く。

大型絵本でめくりやすく、絵も大きいのでわかりやすい。注目する
絵に布や紙が貼ってあるしかけ絵本で、触って感触を指で感じなが
ら楽しむことができる

子どもたちが大好きなおべんとうと、バスが題材であり、興味がも
ちやすい。食べ物が擬人化されていて楽しく読みすすめることがで
きる。

四角に切り取られた窓のしかけから出てくる絵などを見られること
で「なにが出てくるだろう」と興味を持ちながら、楽しめる内容と
なっている。

ポカポカフレンズのことば
えほん  こえであいうえお

ひな人形やこいのぼり、七夕などが登場し、季節を感じることがで
きる。絵が大きく単純なストーリーでわかりやすい。最後にサンタ
クロースが出てくるなど、夢をもって読み進められる絵本。

ボタンを押すだけでひらがなの発声が聞ける。絵だけの理解が難し
い児童にとっては、音と文字がリンクするのでよりわかりやすい。
また、自分で押した音が出る楽しさを感じられる。

あかちゃんのあそびえほん
（１）  ごあいさつあそび

ＢＡＢＹＴＯＵＣＨぷれい
ぶっく

おべんとうバス

評論社 27-2

4 岩崎書店 A07
あそびの絵本

クレヨンあそび

あいうえおべんとう

505
さわってあそぶコロちゃん

ののうじょう

あそびの絵本
えかきあそび

5 岩崎書店 02-1 A17
あそびの絵本
えのぐあそび

6 岩崎書店 02-1

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書
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教科書名
変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

これなあに？かたぬきえほ
ん５  くだものいろいろか

くれんぼ

算数

1 ポプラ 30-2 516

3 28-1

型抜きのページをめくると、いろいろなくだものの絵が登場するし
かけ。１ページに１つの絵でわかりやすく、色が鮮明であり、視覚
的にはっきりわかりやすい。

2 絵本館 04-1 A09 五味太郎の絵本９  いろ

見やすい絵を使って色が紹介されており、色の種類への興味付けが
できる。知っている色や知らなかった色など、いろいろな色につい
て楽しく学ぶことができる。

ブルーナの絵本
まる、しかく、さんかく

○

（供給不能による変更）日常よく目にする身近な物を、丸、三角、
四角の形で表現している。また、色も鮮明で形を楽しみながら学習
できる。A01

こぐま社 10-4 E01
こぐまちゃんえほん別冊

さよならさんかく

福音館

かわいらしいこぐまちゃんの絵が親しみやすく、子どもたちの興味
を引く。なかま集めを基本として色や形を意識して見ることができ
る。

5 小峰書店 10-5 C02
くまたんのはじめてシリー
ズ  おいしいおいしい１・

２・３

子どもたちにとって身近な食べ物を題材にしてあり、興味をもって
見やすい。絵本を見ながら、数量的な認識が身につくよう工夫され
ている。

3 こぐま社 10-4

２０２シリーズ  たべもの
２０２

こぐまちゃんえほん第１集
こぐまちゃんおはよう

親しみやすい絵で１から１０までの数を紹介し、様々な数量概念に
迫れるよう工夫されている。数量の概念を生活の中で捉えることが
できるのでわかりやすい。6 絵本館 04-1 D02

五味太郎の絵本
かずのえほん１・２・３

たくさんの色鮮やかな食べ物が紹介されており見やすく、子どもた
ちが食べ物に興味や関心をもちながら読むことができる内容になっ
ている。

H02
かばくん・くらしのえほん
２  かばくんのおかいもの

お母さんと買い物に行くキャラクター（かばくん）を通してどんな
店に買い物に行くのか、どこに置いてあるかなど興味をもって見る
ことができる。

D01

色調が鮮明で親しみやすい。絵を見ながら、一日の生活の流れがわ
かるようになっており、生活場面に応じて利用できる。

生活図鑑カード
のりものカード

子どもたちが好きな働く車や、普段の生活の中で見たことがある
車、テレビなどで見て興味をもった乗り物などがきれいな写真で紹
介されている。5 くもん出版 08-1

生活

1 ひかりのく 27-1

2 あかね書房 01－1

6

4 くもん出版 08-1 B01
生活図鑑カード
たべものカード

カレーライスやラーメンなど馴染みのある食べ物がそれぞれ一枚ず
つのカードで紹介されており、興味、関心をもてる内容になってい
る。

B01

F05
ひとりでできるもん！５

すてきなおかし作り

わかりやすい絵や写真がたくさん使われており、簡単な調理に興味
をもつことができる。

金の星社 07-2

510

4
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教科書名
変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

ケロポンズとエビカニクス
でおどっちゃお！

ボタンを押すと子どもたちに人気の曲が流れ歌ったり、踊ったりと
楽しめる内容である。

3 ポプラ 30-2

ＤＶＤとイラストでよくわ
かる！手あそびうたブック

ＤＶＤ付なので、手遊びのやり方がわかりやすく、見ているだけで
も楽しめる。ＤＶＤの映像や歌に合わせて一緒に自分でも手を動か
しながら遊ぶことができ、楽しめる。

ミキハウスの絵本
ポカポカフレンズ

たいこでポン
○

（供給不能による変更）子どもたちに身近な曲が収録されており、
ボタンが大きく扱いやすい。音楽とともにライトが光るため、聴覚
だけでなく視覚からも楽しみながらリズムを学習することができ
る。

2 三起商行 82-3 516

ボタンが大きく、手指の操作が難しい児童がより簡単に操作でき
る。なじみのある曲にあわせて太鼓を演奏することができ、音を鳴
らす楽しさを感じられる。5 三起商行 82-3 505

ポカポカフレンズのリズム
えほん  マラカス

馴染みのある曲に合わせて、マラカスを振ることができ、楽しみな
がら音を出すことができる。また、音を切り替えることができ、
様々な音色に親しむことができる。4 三起商行

ポカポカフレンズのおんが
くえほん  たいこ

82-3 509

よく親しまれている童謡を聞いたり歌ったりして楽しめる。子ども
たちが自分で鍵盤を弾くことができ、自分で押さえた音が鳴る楽し
さを感じることができる。6 大日本絵画 16-3 A01

5・6 童心社 20-1

メロディーえほん  ＩＣピ
アノえほん四季のどうよう

－１２カ月

1・2 学研 06-2

5・6 岩崎書店 02-1

O01
あそびのおうさまＢＯＯＫ

ぬって

塗り絵としても絵本としても楽しめる。自由な発想を育むことがで
きる。

3・4 あかね書房

虫歯の怖さとどうすれば虫歯にならないのかを学ぶことができる。
見やすい絵と簡単な文字でわかりやすく、興味をもって読み進めら
れる。

01-1 001
単行本  さわってあそぼう

ふわふわあひる

展開されるしかけの素材に触れ、遊びながら楽しく学習することが
できる。

A06
あそびの絵本
ねんどあそび

食べたものが体の中ではどうなっていくのかが、絵によってわかり
やすく紹介されており､食べるという行為に対して興味関心が広が
り、意欲が高められる。

かこさとしからだの本２
たべもののたび

粘土を使って遊びながら描く、作る学習をすることができる。出来
上がったもので、遊ぶことも出来て、楽しく取り組める。

からだのえほん１
むしばくんだいすき？

図工

保健

E02

3・4 あかね書房 01-1 506

591

音楽

1 永岡書店 21-1 532
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教科書名
変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

友だちと喧嘩したときの悔しい気持ちや負けたくないという気持ち
がえがかれており、過ちは素直に改めることや、友達と仲良くし、
助け合うとの大切さが伝わる本である。

6 偕成社 06-1 618
ルイス・スロボドキンの絵

本  ありがとう．．．
どういたしまして

シンプルな絵とリズムにのった文書の絵本で読みやすい。コミュニ
ケーションの大切さを学べる内容となっている。

5 ポプラ 30-2 572
からだとこころのえほん２

けんかのきもち

こどものとも絵本
そらまめくんのベッド

主人公が自分の大切なものを葛藤しながらも友だちに貸せたことを
通して、友だちに思いやりが伝わる様子が書かれている。日常の経
験と照らし合わせながら考えを深めることができる。

3 ポプラ 30-2 507
ねずみくんの絵本２９

うそついちゃったねずみく
ん特別の教科

道徳

1 福音館 28-1 643
いやだいやだの絵本

いやだいやだ

よいこと、わるいことの区別をし、よいこととはどんなことなのか
を考えるきっかけを与える本である。

2 絵本塾出版 54-27 504 かしてあげたいな

身近にいる人に温かい心で接し、親切にすることの大切さを学ぶこ
とができる。

うそをつくことはよくないこと、みんなを困らせてしまうこととい
うメッセージがかわいらしい絵でわかりやすく書かれている。

4 福音館 28-1 603
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地図

5

6

3

5

3・4・5・6

4 新しい社会４
社会

6

書写 東書

　あたらしいしょしゃ 一

　新しいしょしゃ 二

1

2

6

　新しい書写 三

4

5

滋賀県立新旭養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程１ ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

ひろがる言葉　小学国語　四上
ひろがる言葉　小学国語　四下

1

2

3
教出

ひろがる言葉　小学国語　五上
ひろがる言葉　小学国語　五下

4

5

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

ひろがる言葉　小学国語　六上
ひろがる言葉　小学国語　六下

6

国語

ひろがることば しょうがくこくご 一上
ひろがることば しょうがくこくご 一下

ひろがることば　小学国語　二上
ひろがることば　小学国語　二下

ひろがる言葉　小学国語　三上
ひろがる言葉　小学国語　三下

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

　新しい書写 四

　新しい書写 五

　新しい書写 六

帝国
楽しく学ぶ　小学生の地図帳

３・４・５・６年

東書

新しい社会３

新しい社会５　上
新しい社会５　下

新しい社会６　政治・国際編
新しい社会６　歴史編

たのしい算数　３年

たのしい算数　４年

たのしい算数　５年

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。
4

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

3

算数 大日本

たのしいさんすう １ねん　

たのしい算数　２年

たのしい算数　６年

1

2

3
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生活 1・2 大日本

音楽

学研
みんなのほけん　３・４年

みらいをひらく　小学理科　３

4

3

ずがこうさく１・２上　たのしいな　おも
しろいな

ずがこうさく１・２下　たのしいな　おも
しろいな

3・4

図画工作３・４上　ためしたよ・見つけた
よ

図画工作３・４下　ためしたよ・見つけた
よ

教出

未来をひらく　小学理科　６

未来をひらく　小学理科　４

5 未来をひらく　小学理科　５

6

たのしい　せいかつ　上　なかよし
たのしい　せいかつ　下　はっけん

6

小学生の音楽　５

2 小学生の音楽　２

3 小学生の音楽　３

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

理科

1

教芸
4

小学生のおんがく　１

小学生の音楽　６

小学生の音楽　４

5

選定理由書名

みんなの保健　５・６年

小学校わたしたちの家庭科　５・６

保健

5・6 開隆堂

3・4

5・6

家庭

5・6
図画工作５・６上　見つめて　広げて
図画工作５・６下　見つめて　広げて

図工

1・2

日文

教科 使用学年 発行者の略称

R４申請　新旭養護学校　小学部　課程１

- 159 -



選定理由発行者の略称 書名教科

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

2
小学どうとく　生きる 力　２
小学どうとく　生きる 力　２

どうとくノート

3
小学どうとく　生きる力　３
小学どうとく　生きる力　３

どうとくノート

小学道徳　生きる力　４
小学道徳　生きる力　４　道徳ノート

5
小学道徳　生きる力　５

小学道徳　生きる力　５　道徳ノート５

6

特別の教科　道徳

1

日文

しょうがくどうとく　いきる　ちから　１
しょうがくどうとく　いきる　ちから　１　どう

とくノート

小学道徳　生きる力　６
小学道徳　生きる力　６　道徳ノート

4

外国語

5 ONE WORLD Smile 5

ONE WORLD Smile 66

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。教出

使用学年
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滋賀県立新旭養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程２ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

国語

1 小学館 12-2 634

4 福音館 28-1 H13

3 福音館 28-1 509

6 福音館 28-1 J03

きむらゆういちの
パッチン絵本
おいしいな！

本に厚みがあり、作りがしっかりしている。また、印刷が鮮明で絵
に促されながら豊かにイメージを膨らませ学習ができる。ごく基本
的な生活場面を通してことばの学びにつなげられる。

2 偕成社 06-1 T01
エリックカールの絵本

はらぺこあおむし

テーマが日常的で親しみやすく、かつ発展があり楽しく読み進めら
れる。色使いも美しくイメージを膨らませながら学習に取り組むこ
とができる。

幼児絵本シリーズ
きんぎょがにげた

絵が鮮明でわかりやすいため、視覚的に対象が捉えやすく、次の展
開に興味をもって学習に取り組める。また、遊びにも発展させるこ
とができる。

こどものとも絵本
ぞうくんのさんぽ

本の作りがしっかりしている。わかりやすい簡単なストーリーと、
繰り返しがあることで期待しながら読み進められる。また、劇遊び
にも発展させられる。

5 福音館 28-1 J01
世界傑作絵本シリーズ

てぶくろ

やさしいタッチの挿絵で豊かにイメージを膨らませて学習できる。
繰り返しのストーリーでわかりやすく、次の展開を期待しながら楽
しく読み進められる。

世界傑作絵本シリーズ
三びきのやぎの
がらがらどん

繰り返しのストーリーであるが、変化を持たせて読み進められ、期
待をもたせられる。また、豊かにイメージを膨らませる言語活動に
取り組める。

書写

1 偕成社 06-1 510

4 くもん出版 08-1 C01

ノンタンあそぼうよ(３)
あかんべノンタン

視覚的にもわかりやすく、親しみやすい内容である。また、リズム
よくことばが繰り返されているため、豊かにイメージを広げること
ができる。

2 岩崎書店 02-1 E03
五味太郎のことばと

かずの絵本
ことばのあいうえお

わかりやすい挿絵が多く、字が大きいため見やすい。また、字形の
イメージ化に工夫が凝らされているため、ことばや文字について、
楽しく学習することができる。

3 戸田デザイ 20-4 501 カタカナえほん

視覚的にわかりやすいシンプルな絵と文字が見開きのページで載せ
られており、かたかなの50音を文字や言葉を、絵と結びつけながら
学ぶことができる。

書きかたカード
「ひらがな」

文字が大きく書かれている。また、直接ペンを使ってひらがなの書
き方を繰り返し学習できるよう工夫されているため、体験的な学習
が可能である。

5 リーブル 40-3 001
あっちゃんあがつく
たべものあいうえお

明るい色彩で描かれており、数々の親しみやすい挿絵に興味を持つ
ことができるよう工夫がされている。絵を楽しみながら、ことばの
おもしろさや文字に関心をもって取り組むことができる。

6 偕成社 06-1 001
五味太郎・言葉図鑑(１)

うごきのことば

多くの楽しい挿絵で構成されているため、視覚的にイメージしやす
く、興味・関心をもって文字の学習に取り組みやすい。収録言語も
たいへん豊富である。
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1 絵本館 04-1 A10
五味太郎の絵本１０

かたち

アイデアいっぱいのしかけが多くされており、児童の興味関心をひ
きやすい。また、楽しく絵を見ながら、数や量の概念に親しむこと
ができるような工夫がされている。

2 ひかりのく 27-1 B10
認識絵本１０

おおきいちいさい

描かれているイラストが児童にとって身近な物が多く、楽しみなが
ら量の概念を広げることができる。また、量の概念を身につけてい
けるような工夫がされている。

親しみやすい絵を見て、楽しみながら読み進めることができる。ま
た、数や量の概念を広げ、身につけていけるような工夫がされてい
る。

4 岩崎書店 02-1 E05
五味太郎の

ことばとかずの絵本
すうじの絵本

児童が日常生活で触れる、身近な時間や日付、体重、車のナン
バー、スポーツ競技の得点などを用いて、数字の意味を理解する絵
本になっている。

3 金の星社 07-2 B02

あかちゃんと
おかあさんの絵本
ハティちゃんの
いち・に・さん

絵に迫力があり、おもしろい要素が盛り込まれている。人や果物を
探したり、１００人を数えたり、絵を眺めたりと児童の興味関心に
合わせて楽しめる内容となっている。

6 絵本館 04-1 D02
五味太郎の絵本

かずのえほん１・２・３

絵の色調がとても鮮明で視覚的にわかりやすく、興味関心を持ちや
すい。また、読み進める上で、楽しみながら数の概念を身に付けて
いけるような工夫がされている。

5 偕成社 06-1 602
せべまさゆきあそぶえほん

さがしてごらん
１００にんかくれんぼ

五味太郎の絵本
わにさんどきっ

はいしゃさんどきっ

繰り返されることばでお話が展開されており親しみやすい。子ども
の生活に出てくる事柄が取り上げられていて、自分の生活への振り
返りにもつなげられる。

2 三省堂 11-4 508
こども

もののなまえ絵じてん
増補新装版

「たべもの」「いきもの」など、児童にわかりやすいように分野別
に分類され、掲載されている。また、イラストが多く載せられてお
り、視覚的にもとても見やすい。

1 偕成社 06-1 U01

はっけんずかん　のりもの
改訂版

○

（供給不能による変更）
生活で利用する乗り物や憧れの乗り物など子どもたちにとって興味
深いものが多い。絵が見やすくわかりやすいので児童が興味を持ち
やすい。

講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ
動物新訂版111分ＤＶＤつ

き

大迫力の写真と動きのあるイラストが多く掲載されており、興味・
関心を引きやすい。また付属のDVDによって更に動物について学ぶ
ことができる。

5 岩崎書店 02-1 F12
絵本図鑑シリーズ12

のはらのずかん
－野の花と虫たち－

児童が日頃よく目にする身近な花や虫について、視覚的にわかりや
すく、見ていて楽しむことができる。また、絵を見て、興味・関心
を持って学習をすることができる。

4 講談社 10-1 523

3 学研 06-2 C03

小学館の図鑑ＮＥＯ
飼育と観察

草花や生き物の育て方、飼い方が写真や挿絵によって詳しく解説さ
れており、身の周りの自然への興味関心をよりひきだすことができ
る。

生活

6 小学館 12-2 505
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音楽

1 永岡書店 21-1 007
お手本のうた付き！

どうよううたのえほん

児童が親しみやすい曲で構成されている。また、児童自身が絵を押
すことで曲が流れてくるので簡単に操作することができるため、興
味を持って楽しく学習できる。

2 永岡書店 21－1 009
お手本のうた付き！

どうよううたのえほん２

昔から親しまれている童謡を中心に１６曲が収録されている。お手
本があるのですぐに歌うことができ、カラオケに切り替えもでき
る。

各曲のボタンには、わかりやすい絵が表記されており、児童が自分
で選択して音楽に親しめ、付属のピアノで音遊びもできるように工
夫されている。

4 ひかりのく 27-1 002
どうようでおえかきできる
どうようNEW絵かきうた

ブック

聞き覚えのある童謡や身近な題材の子どもの歌が選ばれている。伴
奏無しで子どもから大人まで一緒に歌える歌が色々と入っている。

3 三起商行 82-3 506
ポカポカフレンズのおんが

くえほん　ピアノ

図工

1・2 福音館 28-1 E20

身近な親しみのある曲が多く収められており興味が持てる。また、
挿絵やＤＶＤを見て振りをつけながら楽しく学習できるよう工夫さ
れている。

6 音楽センタ 55-12 507

クラスでうたう
こどものうた

CDブック
ベスト１

親しみやすい曲が収められており、収録曲も多く、手話イラストも
描かれているため、様々な活用が可能である。また、ＣＤを聞いて
リズムやメロディーを感じ楽しむことができる。

5 永岡書店 21-1 532
DVDとイラストで
よくわかる！

手あそびうたブック

かがくのとも絵本
 しゃぼんだまとあそぼう

視覚的にわかりやすい具体的な写真を用いられている。遊びの要素
が多く取り上げられており、身近に活用することができる工夫がさ
れている。

3・4 福音館 28-1 E18
かがくのとも絵本

かみコップでつくろう

児童の日常生活に身近な素材が多く取り上げられており親しみやす
い内容である。また、遊びを通じて楽しく創造力を養っていくこと
ができるような工夫がされている。

5・6 ブロンズ新 28-3 556
らくがき絵本

五味太郎５０％

収録内容がたいへん豊富であり、描かれている絵も児童が興味を持
ちやすいものが多いため、意欲的に楽しく利用することができるよ
う工夫がされている。

０.１.２えほん
はしるのだいすき

大人と一緒に読み進める中で、話を聞いたり、絵を見たりしなが
ら、身体について楽しく学習することができるような工夫がされて
いる。

健康で過ごすにはどうしたらよいかを、視覚的に鮮明でわかりやす
い絵を見ながら学習することができる。また、実際に言葉に出して
読み進めることで、面白味が感じられる本である。

保健

5・6 ほるぷ 80-6 586
声にだすことばえほん
おっと合点承知之助

3・4 福音館 28-1 546
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特別の教科
道徳

1 グランまま 08-2 504

4 ひさかた 27-3 D02

3 福音館 28-1 603

6 偕成社 06-1 E01

5 童心社 20-1 623

おはよう

日常生活や社会生活に必要な知識、技能や習慣が身に付くよう基礎
的・基本的な事項が取り上げられており、学習指導要領に沿った内
容となっている。

2 ひかりのく 27-1 524 ありがとまと

集団や社会に関してのコミュニケーションに必要な基本のことばを
育てる工夫がされており、学習指導要領に沿った内容となってい
る。

「おれたち、ともだち！」
絵本  ともだちや

自分の存在や友だちの意味について、自分の経験と照らし合わせて
考えられる内容となっている。さらに、自分で考えを深め、判断や
表現できる力を育むことができる内容となっている。

こどものとも絵本
そらまめくんのベッド

主人公の葛藤や気持ちの変化がわかりやすく描かれており、自分の
経験と照らし合わせながら考えを深めることができる内容になって
いる。

どうぞのいす

友だちへの思いやりがテーマとなっている内容で、自分の経験と照
らし合わせて考えられる内容となっている。また、優しい気持ちを
育めるような柔らかい挿絵となっている。

絵本・こどものひろば
くれよんのくろくん

自他の違いや良さに気づくという内容に、自分の経験と照らし合わ
せながら、自他を認め合うことの大切さを学ぶことができる内容と
なっている。
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1

2

3

4

こぐま社 10-4

童心社

A16

G01

L0120-1

文研出版

松谷みよ子
あかちゃんの本
のせてのせて

えほん、よんで！２
おいしいおとなあに？

もじのえほん
あいうえお

502
こぐまちゃんえほん

第１集　こぐまちゃんと
どうぶつえん

五味太郎・言葉図鑑(１０)
なまえのことば

5 絵本館 04-1 503
五味太郎・創作絵本
あいうえおばけだぞ

ことばと文字のイメージがしやすいように工夫が凝らされてい
る。また、児童にとって身近な生活経験を通して楽しく学習でき
るように構成されているため、意欲的に読み進めることができ
る。

ことばと文字のイメージがしやすいように工夫が凝らされてお
り、描かれている絵が鮮明であり視覚的に興味が持ちやすい。ま
た、遊びなどを通して楽しく学習できる。

大きなカードに、大きな字でひらがなが書かれており、視覚的に
見やすい。また、凹凸があるため、指でひらがなをなぞった際、
触覚を刺激することができる。

挿絵や文字がはっきりしていて親しみやすい。お化けが登場する
ことで興味を持ちやすく、文字やことばの学習に意欲的に取り組
める。

楽しい挿絵で興味・関心を引きやすい。また、ものの名称が身近
なものから徐々に広がっていくのでイメージしながらものの名前
を学習することができる。

視覚的にわかりやすい鮮明な挿絵で興味・関心が持てる。また、
楽しく絵を見ながらことばと文字へのイメージを膨らませること
ができる。

柳原良平のえほん
かおかおどんなかお

視覚的にわかりやすい数多くの絵に促されながら、興味を持って
楽しく言語学習に取り組める。また、紙厚がある作りで、子ども
達が容易に自分でめくって楽しむことが期待される。

挿絵は鮮明で文字も大きく見やすく視覚的にわかりやすい。ま
た、しかけ絵本になっているので、児童の注目を促しやすく、楽
しく学習が進められる。

身近な動物がたくさん出てきてリズミカルなことばの繰り返しが
子ども達の興味関心を引きつける。また、挿絵を見ながらお話の
世界を膨らませていける。

簡単なやりとりの繰り返しがあり、楽しく言語活動を引き出せ、
児童に興味・関心を持たせられる。簡単な劇遊びにもつなげられ
る。

ピーマン村の絵本たち
さつまのおいも

視覚的に鮮明でわかりやすい、いろいろな表情の挿絵が用いられ
ているため、より豊かにイメージを広げながら読み進めることが
できる。

色彩も鮮明で絵も楽しく、興味を持ちやすいような工夫がされて
いる。また、身近な活動を通してイメージを広げ、ことばにつな
げることができる。

あかちゃんの
あそびえほん（２）

いないいないばああそび

しかけ絵本の本棚
コロちゃんはどこ？

ジョイフルえほん傑作集
りんごがドスーン

6 偕成社 06-1

3 あかね書房 01-1 A01

08-1

010

書写

2 こぐま社 10-4

4 くもん出版 525 ゆびなぞりカードひらがな

1 あかね書房 01-1 519

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

9784494001064
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五味太郎の絵本１
のりもの

算数

1 絵本館 04-1 506

3 01-1

色彩が鮮明で視覚的にわかりやすい絵を見ながら、楽しんで読み
進めることができる。また、数の概念に入るまでの数量的な認識
が身に付くような工夫がされている。

2 ひかりのく 27-1 B10
認識絵本１０

おおきいちいさい

描かれている様々な絵を見て物の大小に親しむことができる。ま
た、繰り返し描かれる絵と言葉の一致により、量の概念を楽しみ
ながら学習することができる。

なぞなぞ
あなあきえほん２
かずのかくれんぼ

色彩が鮮明で親しみやすい楽しいと感じられる絵が数多く描かれ
ていることによって、数への興味が持ちやすいような配慮がされ
ている。

520

こぐま社 10-4 E01
こぐまちゃんえほん別冊

さよならさんかく

あかね書房

挿絵が鮮明で視覚的にはっきりわかりやすく、楽しい絵を見なが
ら読み進めることができる。また、数に入るまでの数量的な認識
を身に付けることができる。

5 くもん出版 08-1 557
かず・けいさん２
やさしいすうじ

描かれている絵が鮮明でわかりやすく親しみやすい。また楽しみ
ながら数や量への概念を身に付けられるような工夫がされてい
る。

3 くもん出版 08-1

生活図鑑カード
たべものカード

自然図鑑カード
動物カード

絵を見ながら系統的に配列されていて、数にはいるまでの数量的
認識を身に付けることができ、また挿絵が鮮明で楽しく絵を見な
がら利用できる。

6 偕成社 06-1 T01
エリック・カールの絵本

はらぺこあおむし

児童の生活に身近で、興味が湧き、関心を持ちやすそうな食べ物
がカードになっているため、言葉を覚えたり、学習の展開に用い
ることができる。

B02
生活図鑑カード

くだものやさいカード１集

児童にとって、身近な果物や野菜がカードになっているため、興
味・関心を持って活用したり、学習で幅広く用いたりすることが
できる。また、果物や野菜の知識を深めることもできる。

B01

動物がカードになっており、視覚的にわかりやすく活用しやすい
形になっている。また、動物についての知識を深めることができ
る。

生活図鑑カード
お店カード

身近ないろいろなお店がカードになっており、見やすく活用しや
すい。生活の幅を広げ、お店についての知識を深めることができ
る。

5 くもん出版 08-1

生活

1 くもん出版 08-1

2 くもん出版 08-1

6

4 くもん出版 08-1 510
生活図鑑カード
のりものカード

のりものがカードになっており、興味が持て見やすく活用しやす
い形になっている。のりものについての知識を深めることができ
る。

545

B07
生活図鑑カード
生活道具カード

児童の日常生活に関わりのある、身近で馴染みのある道具の名前
を学習することができるため、生活知識を豊かにすることができ
る。

くもん出版 08-1

B06

4
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使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

うたえほん

児童にとって、親しみやすく楽しい曲で構成されているため、興
味や関心をもって学習をすることができる。また、大人と一緒に
読み進めることで更に楽しむことができる。

3 グランまま 08-2

お手本のうた付き！
どうよううたのえほん

児童が親しみやすい曲で構成されている。また、児童自身が絵を
押すことで曲が流れてくるので簡単に操作することができるた
め、興味を持って楽しく学習できる。

手あそび指あそび
歌あそびブック１

児童にとって、親しみやすい曲が数多く収められているため、興
味・関心を持ちやすい。そのため、意欲を持って楽しみながら学
習することができる。

2 ひかりのく 27-1 012

身近な親しみのある曲が多く収められており興味がもてる。ま
た、挿絵やＤＶＤを見て振りをつけながら楽しく学習できるよう
工夫されている。

5 永岡書店 21-1 532

うたえほんⅡ

児童が親しみやすく、楽しいと感じられる作品が数多く収められ
ているため、興味をもって学習を進めることができる工夫がされ
ている。

4 グランまま

DVDとイラストで
よくわかる！

手あそびうたブック

08-2 003

（供給不能による変更）
児童にとって歌いやすい曲が多く編集されている。絵本に合わせ
て歌ったり、楽器を演奏したりすることができるように工夫され
ている

6 コンセル 60-20 511

5・6 ポプラ 30-2

いっしょに歌おう！エリッ
ク・カール絵うたソング

ブック

1・2 福音館 28-1

5・6 チャイルド 17-1

E20
かがくのとも絵本

しゃぼんだまとあそぼう

○

視覚的にわかりやすい具体的な写真を用いられている。遊びの要
素が多く取り上げられており、身近に活用することができる工夫
がされている。

3・4 学研

数多くの絵が描かれているため、視覚的にわかりやすい。また、
身体について学習できる内容であるため、日常的に利用しやす
い。

06-2 G07
あそびのおうさま

BOOK
はじめてぬるほん

視覚に訴えるわかりやすい挿絵が用いられているため、興味を
もって楽しく学習することができる。また、色彩感覚や想像力を
豊かに育むことができる。

001
ぬったりかいたり

らくがきBOOK

心も体も健康でいるためにどうすれば良いのかを、生活に基づく
内容で学ぶことができる。児童が興味・関心持ちやすく、積極的
に活用することができる。

からだとこころの
えほん２

けんかのきもち

収録されている内容がたいへん豊富であり、視覚的にわかりやす
く構成されているため、興味や関心を持って学習することができ
る。

絵本・ちいさな
なかまたち

からだっていいな

図工

保健

572

3・4 童心社 20-1 535

002

音楽

1 永岡書店 21-1 007

R４申請　新旭養護学校　小学部　課程３

- 167 -



教科書名
変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

主人公と友だちとのやりとりを通して、善悪について考えたり、
自分の経験と照らし合わせながら考えを深めることができる内容
になっている。

6 ポプラ 30-2 D05
ねずみくんの絵本１
ねずみくんのチョッキ

主人公と友だちとのやりとりに、自分の経験を照らし合わせて
様々な気持ちについて多角的にみることを学習できる内容になっ
ている。

5 偕成社 06-1 D01
ノンタンあそぼうよ(１)
ノンタンぶらんこのせて

あかちゃんといっしょ０・
１・２しーっ

いろいろな動物がでてくる楽しさを感じられると同時に、優しい
気持ちや思いやりについて感じることができる内容となってい
る。

3 岩崎書店 02-1 520 だいすきぎゅっぎゅっ

特別の教科
道徳

1 こぐま社 10-4 540
三浦太郎のあかちゃんえほ

ん
くっついた

シンプルな挿絵や繰り返しの言葉から、わかりやすく愛情を感
じ、あたたかな気持ちを育むことができる内容となっている。

2 福音館 28-1 9784834006872
福音館あかちゃん絵本
おつきさまこんばんは

少し困った事が起きた時の気持ちや、解決した時に得た安心感
を、柔らかい挿絵と言葉を通して感じたり共有したりすることが
できる内容となっている。

親子の何気ない日常の中にもたっぷりと愛情を感じられる内容と
なっている。また、時刻などの日常生活で使うことばも使われて
おり、発展できる内容となっている。

4 フレーベル 28-8 9784577039885
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算数 東書

あたらしいさんすう　１①　さんすうのとびら
あたらしいさんすう　１②　さんすうだいすき！

新しい算数　２上　考えるって　おもしろい！
新しい算数　２下　考えるって　おもしろい！

新しい算数　６　数学へジャンプ！

1

2

3
学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

新しい書写　四

新しい書写　五

新しい書写　六

帝国
楽しく学ぶ　小学生の地図帳

３・４・５・６年

日文

小学社会３年

小学社会５年

小学社会６年

新しい算数　３上　考えるっておもしろい！
新しい算数　３下　考えるっておもしろい！

新しい算数　４上　考えると見方が広がる！
あたらしい算数　４下　考えると見方が広がる！

新しい算数　５上　考えると見方が広がる！
新しい算数　５下　考えると見方が広がる！

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。
4

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

3

滋賀県立八日市養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程1 ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

新しい国語　三上
新しい国語　三下
新しい国語　四上
新しい国語　四下

1

2

3
東書

新しい国語　五

4

5

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

新しい国語　六

あたらしい　こくご　一上
あたらしい　こくご　一下

新しい　国語　二上
新しい　国語　二下

6

国語

地図

5

6

3

5

3・4・5・6

4 小学社会４年
社会

6

書写 東書

あたらしい　しょしゃ　一

新しい　しょしゃ　二

1

2

6

新しい書写　三

4

5
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新しい保健　５・６

小学校　わたしたちの家庭科　５・６

保健

5・6 開隆堂

3・4

5・6

家庭

5・6
図画工作５・６上　見つめて　広げて
図画工作５・６下　見つめて　広げて

図工

1・2

日文

教科 使用学年 発行者の略称 選定理由書名

理科

1

教芸
4

小学生のおんがく　１

小学生の音楽　６

小学生の音楽　４

5

小学生の音楽　３

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

生活 1・2 東書

音楽

東書
新しいほけん　３・４

新しい理科　３

4

3

ずがこうさく１・２上たのしいな　おもしろいな
ずがこうさく１・２下たのしいな　おもしろいな

3・4
図画工作３・４上　ためしたよ　見つけたよ
図画工作３・４下　ためしたよ　見つけたよ

東書

新しい理科　６

新しい理科　４

5 新しい理科　５

6

どきどき　わくわく
あたらしい　せいかつ　上

あしたへ　ジャンプ　新しい　生活　下

6

小学生の音楽　５

2 小学生の音楽　２

3
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6

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。東書

使用学年

外国語

5
NEW HORIZON Elementary English Course ５

NEW HORIZON Elementary
English Course Picture Dictionary

NEW HORIZON Elementary English
Course ６

教科

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

2
小学どうとく　生きる　力　２

小学どうとく　生きる　力　２　どうとくノート

3
小学どうとく　生きる力　３

小学どうとく　生きる力　３　どうとくノート

小学道徳　生きる力　４
小学道徳　生きる力　４　道徳ノート

5
小学道徳　生きる力　５

小学道徳　生きる力　５　道徳ノート

6

特別の教科　道徳

1

日文

しょうがくどうとく　いきる　ちから　１
しょうがくどうとく　いきる　ちから　１　どうと

くノート

小学道徳　生きる力　６
小学道徳　生きる力　６　道徳ノート

4

選定理由発行者の略称 書名
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ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

書写

2 くもん出版 08-1

4 くもん出版 600
小学ドリル国語  ２年生の

かん字

1 くもん出版 08-1 C01

6 太郎次郎社 16-4

3 くもん出版 08-1 599

08-1

501

身近な漢字４０字の書き方をペンで書き入れ消すことができ、繰り
返し学習することができる。挿絵により、読みと一致させながら覚
えやすい。

漢字の正しい書き順や使い方、正しく漢字を書写する力を身に付け
られる内容になっており、小１程度の漢字の定着を図る目的に合っ
ている。

漢字の正しい書き順や使い方、正しく漢字を書写する力を身に付け
られる内容になっている。

表現力を高める文学学習、言葉の習熟を促す語彙学習、文のきまり
を身につける文法学習、正確に読み取る読解学習など、幅広い内容
を細かいステップで学ぶことができる

基本となる漢字が関心を持てるように書かれており理解しやすい。

１字１枚のカードに直接ペンを使って書き入れ、消すことができ
る。ひらがなの筆順や書き方の学習に、繰り返し取り組むことがで
き、運筆力を高められる。文字を含む言葉の絵が添えられていて、
言葉として文字の学習をできる。

ゆっくり学ぶ子のための「こ
くご」３（改訂版）  （文章
を読む、作文・詩を書く）

挿絵を見ながらひらがなを読むことに慣れるよう構成されており、
文字を書く練習を楽しく繰り返しできるような工夫もあり、学習し
やすい。

わかりやすい表記で、日常生活に結びついた言葉が教材として選ば
れており、生活経験と結びつけながら言葉を育てることができる。

日常生活の身近なところから題材が設定されており、カタカナ・漢
字の読み書きを中心に段階的に学習できるように配列されている。

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、国語で
学ばせたい内容が取り入れられている。

おはなしプレＮＥＯ　心や
さしく賢い子に育つみじか

いおはなし３６６

日常生活の身近なところから題材が設定されており親しみやすい。
文章の読み書きを中心に段階的に学習でき、言語経験を広げること
ができる。

２分程度で読める短いお話が３６６話収録されており、読み聞かせ
やすい。また、様々なジャンルの話を網羅しており、児童の興味に
適している。

ゆっくり学ぶ子のための「こ
くご」入門編２（改訂版）
（ひらがなの読み書き）

ゆっくり学ぶ子のための「こ
くご」１（改訂版）　（ひら
がなのことば・文・文章の読

み）

ゆっくり学ぶ子のための「こ
くご」２（改訂版）　（かた
かな・かん字の読み書き）

こくご　☆☆☆

書きかたカード「ひらが
な」

小学ドリル国語  １年生の
かん字

516 書きかたカード漢字

漢字がたのしくなる本シリー
ズ　漢字がたのしくなる本１
改訂版１０１字の基本漢字

5 清風堂書店 64-2 507
小学国語習熟プリント２年

生大判サイズ

4

同成社 20-5

小学館

A02

C-123

A03

70012-2

同成社

教科書名
変更の
有無

選定理由

5

6

滋賀県立八日市養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程2 ］

同成社 20-5

B02

A01

教科
使用
学年

発行者

東書 002

20-5

20-5

発行者
コード

（番号）

同成社

図書コード
（教科書記号番号）

国語

1

2

3
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ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

A01

4

D02
ふしぎをためすかがく図鑑

しょくぶつのさいばい

草花や野菜の育て方が写真や挿絵によって詳しく解説されている。
種や花、実のつきかたなど、植物に関することを幅広く取り上げて
いるので、実際に栽培する時に使いやすい。フレーベル 28-8

スカーリーおじさんの  は
たらく人たち

ストーリー仕立てでいろいろな職業について紹介されているので楽
しく興味をもって学習できる。

5 評論社 27-2

生活

1 学研 06-2

2 戸田デザイ 20-4

6

4 フレーベル 28-8 D03
ふしぎをためすかがく図鑑

かがくあそび

水、色、かがみ、レンズなど身近なテーマで目で見て分かる実験が
数多く紹介されており、自分で考えたり工夫したりしながら、科学
の不思議に触れることができる。

J043 学研 06-2

あそびのおうさまずかん
むし増補改訂

ふしぎ・びっくり！？こど
も図鑑　８きせつ

知的障害に配慮して、1年生の小学校検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

6 東書 002 101,102

あたらしい　さんすう　１①
さんすうの　とびら

あたらしい　さんすう　１②
さんすう　だいすき！

子どもたちの生活に身近な虫の写真が豊富で、生態や飼い方が、図
解で示され、自然への興味を引き起こすことができる。

005 にっぽんちず絵本

シンプルな絵によって、各都道府県の説明の他、交通、動植物など
いろいろなジャンル別に説明されていて分かりやすく、絵本として
も楽しめる。

507

四季について絵や写真で分かりやすく説明されており、興味を持っ
て学習することができる。

教出 017 C-124 さんすう　☆☆☆

同成社

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、算数で
学ばせたい内容が取り入れられている。

5 むぎ書房 33-1 A02 わかるさんすう２

段階的に３桁の数の計算や単位について学習でき、繰り返し練習す
ることで習熟を促すように構成されている。

５までの数を使って集合数としての数の意味と足し算が学習でき、
大小比較から足し算までをタイルを使って系統的に学習できる。

2 同成社 20-5 C03
ゆっくり学ぶ子のための「さ
んすう」３　（６～９のたし

算、ひき算、位取り）

６から２桁までの数と１桁の足し算引き算がタイルを操作して学習
でき、時計の読み方が生活を通して理解できるように配慮されてい
る。

ゆっくり学ぶ子のための「さ
んすう」４　（くり上がり、
くり下がり、２けたの数の計

算）

繰り上がり繰り下がりのある計算や単位の学習が系統的に構成さ
れ、細かいステップで生活に結びつけて学習できる。

C04

ゆっくり学ぶ子のための「さ
んすう」２　（１対１対応、
１～５の数、５までのたし

算）

算数

1 同成社 20-5 C02

3 20-5
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ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

図工

保健

543

3・4 ひかりのく 27-1 I09

509

音楽

1 大日本絵画 16-3 A01

子どもたちが自分の身体のなかで、比較的見やすく興味のある「お
へそ」を通して人の命のつながりについて学ぶことができる。かこさとしからだの本１

あなたのおへそ

牛乳パック、ペットボトル、ラップの芯など身近な材料を使ってあ
そべるおもちゃ作りが紹介されており、簡単な道具を使いながら
作って、遊んで楽しむことができる。

改訂新版体験を広げるこど
ものずかん９  からだとけ

んこう

人の身体の仕組みや不思議さを遊びや実験を中心に体験しながら学
習を進めることができる。身体の器官や仕組みが大まかなグループ
に分けて示されており、利用しやすい。

10-3 B09
たのしい図画工作９  うご

くおもちゃ

自分で作った物で友だちと遊べるようなおもちゃが紹介されてお
り、作った物で遊ぶ楽しさを味わうことができる。

I12
あそびのおうさまずかん

リサイクルこうさく増補改
訂

ＣＤを聞いてリズムやメロディを感じたり、いろいろな歌に親しむ
ことができる。

6 音楽センタ 55-12 507

5・6 童心社 20-1

クラスでうたうこどものう
たＣＤブック　ベスト１

1・2 岩崎書店 02-1

5・6 学研 06-2

G12
ひとりでできる手づくりＢ
ＯＸ  しぜんで工作しよう

どんぐりなどの木の実などを使って工作し、それを使って遊ぶ楽し
さを味わうことができる。

3・4 国土社

CD付きで遊び方を大きく取り扱っているので、わかりやすく興味を
もちやすい。

5 音楽センタ 55-12 502

ＣＤ付き  楽器カード

２６種類の楽器の写真カードで名称、特徴、演奏の仕方を知り、Ｃ
Ｄで楽器の特徴としての音色を聞くことができ、音楽の世界を広げ
ることができる。4 くもん出版

ＣＤ・クラスでうたうこど
ものうた　音楽会のうた・

行事のうた曲集

08-1 G03

ピカリンベストつながりあ
そび・うたＣＤブック１幼

児編

簡単ですぐに遊べる遊び歌がたくさん掲載されていて、友達と一緒
に歌遊びを楽しむことができる。

3 音楽センタ 55-12

メロディーえほん　ＩＣピ
アノえほん四季のどうよう

－１２カ月

よく親しまれている童謡を、楽譜と鍵盤のマークを一致させること
で弾くことができるので、自分でならす楽しさを感じながら音楽に
親しむことができる。

あそびうたのほんＣＤつき

ＣＤつきで遊び方も大きく取り扱っているので、分かりやすく興味
をもちやすい。

2 ひかりのく 27-1 013
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ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

特別の教科
道徳

1 偕成社 06-1 D01
ノンタンあそぼうよ（１）
ノンタンぶらんこのせて

譲ることの大切さを学ぶことができる。リズミカルで繰り返しの多
い文章で読み聞かせに適している。また、遊びながら生活における
ルールや友達との関わり方が意識できる。

2 ひさかた 27-3 D02 どうぞのいす

次に椅子に座る相手を思って行動する姿が描かれており、子どもの
心に思いやりを育むことができる内容である。シンプルな繰り返し
の文章で分かりやすい。

日常生活の中で遣われる感謝の言葉をテーマとした図書である。
「ありがとう」に込められた本当のぬくもりを感じることができ
る。

4 童心社 20-1 623
絵本・こどものひろば  く

れよんのくろくん

様々な性格をもつクレヨンたちが、友だちの良さに気付いていく過
程が描かれた作品である。お互いの良さを認め合うことの大切さを
学ぶことができる。

3 偕成社 06-1 617
フランソワーズのえほん

ありがとうのえほん

初めての体験に出会う時の、緊張や一歩踏み出す勇気を描いた作品
である。素朴なタッチの挿絵が清々しく、共感を呼ぶ。また、主人
公が一人で買い物をする姿から、自立心を育むことができる。

6 講談社 10-1 512
創作絵本  よみきかせ日本

昔話かさじぞう

相手を思いやる大切さを主人公の優しさに溢れた行動から学ぶこと
ができる。やわらかなタッチで描かれた絵や味のある表情も物語を
引き立てており、興味をもつことができる。

5 福音館 28-1 H56
こどものとも絵本  はじめ

てのおつかい
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5 くもん出版 08-1 507
もじ・ことば９  はじめて

のカタカナ

ひらがなと対比させながら、カタカナの清音46字を練習することが
できる。イラストも多く楽しみながら学習できる。

6 くもん出版 08-1 508
もじ・ことば１０  カタカ

ナおけいこ

暮らしの様々な場面で使われているカタカナが学習でき、カタカナ
の定着を図ることができる。

3 くもん出版 08-1 502
もじ・ことば４  やさしい

ひらがな２集

身近なひらがなの言葉をなぞりがきしながら、ひらがなの書き方を
練習することができる。

もじ・ことば５  ひらがな
おけいこ

書きやすい字から順にひらがなの読み書きを学習することができ
る。挿絵を見ながら言葉の中でひらがなを練習できる。

五味太郎・言葉図鑑（３）
かざることば（Ａ）

物のかたちや有様を言い表す形容詞が２５６語掲載されている。絵
を楽しみながら、言葉のもつ面白さを学ぶことができる。

書写

1 くもん出版 08-1 C01

4 くもん出版 08-1 503

書きかたカード「ひらが
な」

ペンで直接に書いてひらがなの書き方を学習することができるの
で、興味を持って文字学習に取り組むことができる。書いたり消し
たりして繰り返し学習することができるので、正しい文字を獲得し
ていくのに有効である。

2 くもん出版 08-1 A03
もじ・ことば３  やさしい

ひらがな１集

運筆力を高めながら、ひらがなの形をマスターすることができる。
ひらがながイラストとともにひとつずつのっており、ことばと文字
を組み合わせておぼえられる。

カタカナえほん

かたかなの５０音が、わかりやすいシンプルな絵と文字を見開き
ページで紹介されており、文字と言葉と絵を結びつけながら学ぶこ
とができる。

こくご　☆☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、国語で
学ばせたい内容が取り入れられている。

5 偕成社 06-1 O01
五味太郎・言葉図鑑（１）

うごきのことば

言葉遊び的要素が含まれている。楽しい絵によって興味関心を引き
やすく、絵から動きの言葉をイメージしやすい。また、ことばがイ
メージできる工夫がされているので文字の学習が楽しく進められ
る。

あいうえおえほん

５０音のひらがな文字と絵が、見開きページに、わかりやすく単純
に紹介される構成になっている。挿絵を見ながら、自由にお話をし
たり、文字と言葉と絵を結びつけて学ぶことができる。

2 リーブル 40-3 001
あっちゃんあがつくたべも

のあいうえお

「あ」～「ん」まで濁音、半濁音も含めて６９音すべてが学習でき
る。また、名前の頭文字で言葉遊びができる。

国語

1 戸田デザイ 20-4 003

4 東書 002 C-122

3 戸田デザイ 20-4 501

6 偕成社 06-1 O03

滋賀県立八日市養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程3 ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

ふしぎをためすかがく図鑑
かがくあそび

身近な材料の実験が紹介され、児童の興味関心に適しており、学習
の中で使いやすい。

生活

6 フレーベル 28-8 D03

生活図鑑カード  生活道具
カード

身近な道具３１点を収録してあり、生活と結びつけながら、それぞ
れの道具の名前を知り、言葉の世界や生活知識を広げることができ
る。

こどもがつくるたのしいお
料理

作り方の手順が一からイラストで書いてあるので子どもでも分かり
やすい。

5 福音館 28-1 M06
みぢかなかがくシリーズ

町たんけん

子どもたちの身近な世界である町のなかで働く人が挿絵を使って分
かりやすく描かれていて、色々な職業などについて学習できる。

4 婦人之友 28-2 001

3 くもん出版 08-1 B07

学研の図鑑ＬＩＶＥ
ｅｃｏ　食べもの

様々な食べ物を写真豊富に紹介しており、興味が持ちやすい。また
DVD付のため、分かりやすく食材が身近な食べ物になる過程につい
て学ぶことができる。

2 学研 06-2 C03
はっけんずかん　のりもの

改訂版

写真が豊富で、仕掛けなども多く興味をもちやすいように工夫され
ている。よく知っている乗り物が数多く載っており、見て楽しみな
がら学ぶことができる。

1 学研 06-2 517

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、算数で
学ばせたい内容が取り入れられている。

6 教出 017 C-124 さんすう☆☆☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、算数で
学ばせたい内容が取り入れられている。

5 教出 017 C-122、C-123 さんすう☆☆（１）（２）

かずカード

数に親しんで５０までの数唱力を身につけることができる。数の並
びやそれに対する量の認識を育て、足し算・引き算の学習に結びつ
けることができる。カードであることで幅広く学習を設定できる。

3 戸田デザイ 20-4 009 とけいのえほん

算数

1 絵本館 04-1 D02
五味太郎の絵本  かずのえ

ほん１・２・３

１～１０までの数字を１ページごとにストーリーのある豊かな色彩
の親しみやすい絵で表し、絵を見ながら数の並びや加減を楽しく見
たり考えたりできる。数の初歩の指導として、興味を向けるのに有
効である。

2 童心社 20-1 A02
かずのほん２  ０から１０

まで

興味を持って、楽しみながら数の基礎的な学習に取り組める。

○

（供給不能による変更）
時計の絵に、その時間に合う分かりやすい絵が描かれており、時間
のイメージを広げられるよう工夫されている。

4 くもん出版 08-1 D03
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

食べたものが口から胃、腸へと変化しながら送られ、体外へ排出さ
れるまでを楽しい絵で描かれており、十分理解できない子どもたち
も、自分の身体を意識しながらイメージをもって見ることができ
る。

保健

5・6 童心社 20-1 E02
かこさとしからだの本２

たべもののたび

3・4 金の星社 07-2 J04

5・6 岩崎書店 02-1 501
あそびの絵本  きりがみあ

そび

切ることを楽しみながら作品作りを学習することができる。

やさしいからだのえほん４
むしばはどうしてできる

の？

虫歯になる理由や防ぐ方法が分かりやすく絵で紹介されており、虫
歯になるまでの過程がイメージを持ちながら学ぶことができる。

紙コップを簡単に切り、何かを加えることでいろいろなものを作
る、その作り方やそれで遊ぶ様子が描かれていて、作ってみたいと
いう気持ちを引き出すことができる。少し指導上配慮することで自
分で作って楽しむことができる。

3・4 福音館 28-1 E15
かがくのとも絵本  かみで

あそぼうきる・おる

紙にちょっとした工夫をして、切る、折ることで紙遊びができる。
また、型紙がついているので作品が作りやすくなっている。

図工

1・2 福音館 28-1 E18

CD付きで遊び方を大きく取り扱っているので、わかりやすく興味を
もちやすい。

6 音楽センタ 55-12 509
ピカリンベストつながりあ
そび・うたＣＤブック１幼

児編

友達と一緒に歌って遊ぶ楽しさを指導することができる内容であ
る。

5 ひかりのく 27-1 013 あそびうたのほんＣＤつき

かがくのとも絵本  かみ
コップでつくろう

なじみな曲が多く、大人と一緒に聞いたり歌ったりして遊ぶなど幅
広く活用できる。

楽譜に記されたマークを鍵盤と一致させ、ばちで叩くと木琴や鉄琴
の音色が鳴り、楽しみながら音楽に親しむことができる。

4 大日本絵画 16-3 A01
メロディーえほん  ＩＣピ
アノえほん四季のどうよう

－１２カ月

よく親しまれている童謡を、楽譜と鍵盤のマークを一致させること
で弾くことができるので、自分でならす楽しさを感じながら音楽に
親しむことができる。

3 ポプラ 30-2 530
おととあそぼうシリーズ１
１  どうようもっきんえほ

ん
音楽

1 ひかりのく 27-1 002
どうようでおえかきできる
どうようNEW絵かきうた

ブック

児童にとって聞き覚えのある童謡などが取り上げられている。童謡
を使って簡単に絵が描けるので、大人と一緒に絵を描いたりしなが
ら楽しむことができる。

2 くもん出版 08-1 684 ＣＤ付き童謡カード第１集
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

創作絵本  よみきかせ日本
昔話かさじぞう

相手を思いやる大切さを主人公の優しさに溢れた行動から学ぶこと
ができる。やわらかなタッチで描かれた絵や味のある表情も物語を
引き立てており、興味をもつことができる。

フランソワーズのえほん
ありがとうのえほん

日常生活の中で遣われる感謝の言葉をテーマとした図書である。
「ありがとう」に込められた本当のぬくもりを感じることができ
る。

絵本・こどものひろば  く
れよんのくろくん

様々な性格をもつクレヨンたちが、友だちの良さに気付いていく過
程が描かれた作品である。お互いの良さを認め合うことの大切さを
学ぶことができる。

こどものとも絵本  はじめ
てのおつかい

初めての体験に出会う時の、緊張や一歩踏み出す勇気を描いた作品
である。素朴なタッチの挿絵が清々しく、共感を呼ぶ。また、主人
公が一人で買い物をする姿から、自立心を育むことができる。

ノンタンあそぼうよ（１）
ノンタンぶらんこのせて

譲ることの大切さを学ぶことができる。リズミカルで繰り返しの多
い文章で読み聞かせに適している。また、遊びながら生活における
ルールや友達との関わり方が意識できる。

2 ひさかた 27-3 D02 どうぞのいす

次に椅子に座る相手を思って行動する姿が描かれており、子どもの
心に思いやりを育むことができる内容である。シンプルな繰り返し
の文章で分かりやすい。

特別の教科
道徳

1 偕成社 06-1 D01

4 童心社 20-1 623

3 偕成社 06-1 617

6 講談社 10-1 512

5 福音館 28-1 H56
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5 くもん出版 08-1 A01
もじ・ことば１  はじめて

のひらがな１集

段階をふみながら、運筆力を高める練習ができ、一筆で書ける、
書きやすいひらがなの練習をすることができる。

6 くもん出版 08-1 501
もじ・ことば２  はじめて

のひらがな２集

段階を踏みながら運筆力を高める練習ができ、書きやすいひらが
なの練習ができる。

3 偕成社 06-1 554
五味太郎音と文字の本  ぽ

ぽぽぽぽ

本を読みながら、繰り返しのことばを楽しんで文字を学ぶことが
できる。

おけいこ  はじめてのおけ
いこ

書く楽しさを味わいながら基本的な運筆力を身につけることがで
きる。子どもの身近な世界や物語の世界が描かれた絵の中で、線
を引いていくところがはっきり示されており、直線から段階的に
難しい線の練習ができる。

こどももののなまえ絵じて
ん増補新装版

児童を取り巻く身近な物とその名称の関係が分野別に分かりやす
く図解されており、絵もやわらかなタッチで親しみを持って覚え
ることができる。

書写

1 くもん出版 08-1 570

4 くもん出版 08-1 F01

めいろ１  はじめてのめい
ろ１集

鉛筆などでなぞっていくめいろあそびを通して、書く楽しさを感
じながら、運筆力を身につけることができる。

2 ポプラ 30-2 558
ポプラ社の知育ドリルぜん
ぶできちゃうシリーズ３

せんをかこう１

基本の運筆力を高めていけるような内容が工夫されている。

世界傑作絵本シリーズ  三
びきのやぎのがらがらどん

印象的な絵で注目しやすく、繰り返される物語の展開がわかりや
すい。

世界傑作絵本シリーズ  ブ
レーメンのおんがくたい

子どもが親しみやすい動物が登場人物であり、印象的な絵で注目
しやすい。物語の展開が興味を引きやすい。

5 絵本館 04-1 511
五味太郎ことばのえほん

あいうえおかるた

リズム感があり、想像力を膨らませるような言葉でかるたが作ら
れている。繰り返し遊びながら学ぶことができる。

生活図鑑カード  たべもの
カード

子どもたちの大好きなたべものをカードの写真を見ながら、言葉
の理解を広げることができる。カードなので注目しやすく、何組
かのカードを使ってかるたあそびをしたり、いろいろな取り組み
方で学習を展開できる。

2 金の星社 07-2 568 あいうえおのえほん

やわらかなタッチの絵から連想して、ひらがなを覚えることがで
きる。筆順も一緒に掲載されており、なぞり書きをしてひらがな
を学ぶことができる。

国語

1 くもん出版 08-1 B01

4 福音館 28-1 J02

3 福音館 28-1 J03

6 三省堂 11-4 508
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生活図鑑カード  くだもの
やさいカード１集

児童の生活にある身近な果物や野菜がカードになっているので、
買い物学習や食べ物作りなどの活動で利用したり、児童に応じて
幅広く活用できる。

生活

6 くもん出版 08-1 B02

これしってるよ  どうぶつ

動物がシンプルな絵で表現されており、親しみやすく分かりやす
い。

かがくのとも絵本  平野レ
ミのおりょうりブック

初めて料理する子どもでも簡単に楽しくできる料理が紹介されて
いる。

5 くもん出版 08-1 B07
生活図鑑カード  生活道具

カード

児童の生活にある身近な道具がカードになっているので、いろい
ろな活動の中で、道具を選ぶ時の視覚的な手がかりにしたり、名
前を覚えたり、児童に応じて幅広く活用できる。

4 福音館 28-1 E19

3 文化出版局 28-4 531

幼児絵本シリーズ  やさい

児童に身近な野菜が写実的な絵で表示されており、分かりやすい
内容である。身近な野菜に興味を持つきっかけになりやすい。

2 福音館 28-1 K01
日本傑作絵本シリーズ  お

ふろだいすき

現実と夢の間の物語の中で、子ども自身が期待しながら本人の実
経験と照らして楽しく学ぶことができる。

1 福音館 28-1 B08

１から１０までの数字を１ページごとにストーリーのある絵で表
し、絵を見ながら数の基礎を学習できる。

6 フレーベル 28-8 001 プータンいまなんじ？

模型の時計がついているので、絵本のストーリーとあわせて操作
しながら楽しく時間について学習することができる。

5 絵本館 04-1 D02
五味太郎の絵本  かずのえ

ほん１・２・３

くまたんのはじめてシリー
ズ  おいしいおいしい１・

２・３

１から１０までの数を子どもたちの好きな食べ物を１つ１つ指さ
しながら数えていったり、お話を楽しみながら数の学習につなげ
ることができる。

3 福音館 28-1 501
ブルーナの絵本  しろ、あ

か、きいろ

算数

1 こぐま社 10-4 C01
ぶうとぴょんの絵本  おん

なじおんなじ

おとなと楽しい絵を見ながら、「おんなじ」ということばのひび
きを楽しんだり、２つの絵が同じであることに気付いていくこと
ができる。

2 ひかりのく 27-1 B05 認識絵本５ いくつかな

動物や身近なものの絵に興味関心を持ちやすく、おとなとやりと
りを楽しみながら、数への興味関心を高めることができる。

鮮明で単純な色形で構成されており、絵を見たり大人とのやりと
りを通して色の学習に入ることができる。

4 小峰書店 10-5 C02
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具体的な内容で楽しい挿絵に促されて、からだについて興味を
持って学習を進めることができる。

保健

5・6 福音館 28-1 E16
かがくのとも絵本  みんな

うんち

3・4 リーブル 40-3 502

5・6 学研 06-2 G08
あそびのおうさまＢＯＯＫ

はじめてきるほん

はさみで切る活動を楽しみながら、イメージを膨らませてイラス
トの中に貼る活動ができる。

ももちゃんはなちゃん  は
みがきシュッシュッ

あたたかくやらわらかなタッチの絵で、身近なストーリーになっ
ており、親しみやすい。自分で見たり、大人に読んでもらったり
楽しみながら歯磨きについて学べる。

クレヨンを題材にした図書であり、クレヨンで描くことに興味を
持ち活動できるよう構成されている。

3・4 くもん出版 08-1 553
ファーストステップドリル
さいしょのきってみよう

一回の操作で切れる長さに設定されており、はさみの基礎を習得
しながら達成感を味わえるよう工夫されている。

図工

1・2 学研 06-2 G07

CD付きで遊び方を大きく取り扱っているので、わかりやすく興味
をもちやすい。

6 クレヨンハ 58-3 520
ＣＤ新しい子どもたちの歌
シリーズ　第７集ポケット

に歌をつめて

ＣＤを聞いてリズムやメロディを感じて音楽を楽しむことができ
る。

5 ポプラ 30-2 532
おととあそぼうシリーズ３
９　じぶんでひけたよ！メ

ロディーピアノえほん

あそびのおうさまＢＯＯＫ
はじめてぬるほん

全てにお手本のうたがついていて、子どもでも覚えやすく親しみ
やすい。

児童にとって聞き覚えのある童謡などが取り上げられている。童
謡を使って簡単に絵が描けるので、大人と一緒に絵を描いたりし
ながら楽しむことができる。

4 永岡書店 21-1 009
お手本のうた付き！どうよ

ううたのえほん２

自動演奏がついているので、児童が音楽に合わせて演奏したり、
一緒に歌うことができる。

3 ひかりのく 27-1 002
どうようでおえかきできる
どうようNEW絵かきうた

ブック
音楽

1 ポプラ 30-2 O07
おととあそぼうシリーズ７
ドン！ドコ！ドン！たいこ

親しみのある曲に子どもたちの好きなたいこを叩きながら親しむ
ことができる。

2 永岡書店 21-1 007
お手本のうた付き！どうよ

ううたのえほん
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創作絵本  よみきかせ日本
昔話かさじぞう

相手を思いやる大切さを主人公の優しさに溢れた行動から学ぶこ
とができる。やわらかなタッチで描かれた絵や味のある表情も物
語を引き立てており、興味をもつことができる。

フランソワーズのえほん
ありがとうのえほん

日常生活の中で遣われる感謝の言葉をテーマとした図書である。
「ありがとう」に込められた本当のぬくもりを感じることができ
る。

絵本・こどものひろば  く
れよんのくろくん

様々な性格をもつクレヨンたちが、友だちの良さに気付いていく
過程が描かれた作品である。お互いの良さを認め合うことの大切
さを学ぶことができる。

こどものとも絵本  はじめ
てのおつかい

初めての体験に出会う時の、緊張や一歩踏み出す勇気を描いた作
品である。素朴なタッチの挿絵が清々しく、共感を呼ぶ。また、
主人公が一人で買い物をする姿から、自立心を育むことができ
る。

ノンタンあそぼうよ（１）
ノンタンぶらんこのせて

譲ることの大切さを学ぶことができる。リズミカルで繰り返しの
多い文章で読み聞かせに適している。また、遊びながら生活にお
けるルールや友達との関わり方が意識できる。

2 ひさかた 27-3 D02 どうぞのいす

次に椅子に座る相手を思って行動する姿が描かれており、子ども
の心に思いやりを育むことができる内容である。シンプルな繰り
返しの文章で分かりやすい。

特別の教科
道徳

1 偕成社 06-1 D01

4 童心社 20-1 623

3 偕成社 06-1 617

6 講談社 10-1 512

5 福音館 28-1 H56
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5 こぐま社 10-4 B01
こぐまちゃんえほん第１集

こぐまちゃんおはよう

重度の児童にとって見やすいはっきりとした絵である。１日の流れ
がストーリーになっていて生活習慣が学べる。

6 こぐま社 10-4 509
こぐまちゃんえほん別冊
たんじょうびおめでとう

自分の生活の身近な場面ばかりで展開され、お誕生日という設定も
関心を持って引きつけられ、実生活と結びつけてことばについて楽
しんで学べる。

3 評論社 27-2 503
コロちゃんのびっくり箱
コロちゃんのがっこう

親しみのある動物を主人公にしたしかけ絵本であり、大人とやりと
りしながら、ことばや文字に興味を持つようにすることができる。

こぐまちゃんえほん第１集
こぐまちゃんとどうぶつえ

ん

身近な動物を重度の児童にとって見やすい鮮明な形・色づかいの絵
本をとおして、ストーリーとともにことばについて楽しく学習でき
る。

ぐりとぐらの絵本  ぐりと
ぐら

話の展開が、身近な遠足やお料理であり、ことばのリズミカルなこ
とやいろいろな動物が描かれていることで、興味を持って見たり聞
いたりすることができる。

書写

1 福音館 28-1 H13

4 こぐま社 10-4 502

こどものとも絵本  ぞうく
んのさんぽ

繰り返しのストーリーとわかりやすい絵で理解しやすく、気持ちの
高まりや作品へ興味関心から、書写に表すことにつなげられる内容
である。

2 評論社 27-2 B01
しかけ絵本の本棚  コロ

ちゃんはどこ？

しかけ絵本で、ページを期待してめくり、お話を楽しめる。大人と
のやりとりを楽しみながら、ことばに興味を向けることができる。

ともだちだいすき（２）
おべんとうなあに？

遠足やお弁当という児童の生活に身近な題材の話に加え、お弁当が
しかけになっていることで、期待して見たり聞いたりすることがで
きる。

こどものとも絵本  おおき
なかぶ

繰り返しのストーリーでわかりやすく、重度の児童も楽しみにして
見たり聞いたりできる。繰り返しの言葉がリズミカルで楽しめ、簡
単なごっこ遊びに展開することもできる。

5 偕成社 06-1 T01
エリック・カールの絵本

はらぺこあおむし

繰り返しのストーリー、繰り返しの言葉で、わかりやすく、きいて
楽しめる。あおむしが食べるものが仕掛けになっており、全体に色
彩も美しく視覚的にも楽しむことができる。

２０２シリーズ  たべもの
２０２

身近な興味を持ちやすいたべものが、写真によって、５０音ごとに
たくさん集められているので、重度の児童も、大人とやりとりしな
がら、楽しく学習できる。

2 ポプラ 30-2 543
こえでおぼえるトーマスあ

いうえお

ひらがなと音声でわかりやすく文字を確認することができる。自分
でボタンを押して操作することで楽しみながら文字にふれることが
できる。

国語

1 ひかりのく 27-1 D01

4 福音館 28-1 H26

3 偕成社 06-1 Y01

6 福音館 28-1 H21
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生活図鑑カード  くだもの
やさいカード１集

児童の生活にある身近な果物や野菜がカードになっているので、買
い物学習や食べ物作りなどの活動で利用したり、児童に応じて学習
に幅広く活用できる。

生活

6 くもん出版 08-1 B02

幼児絵本シリーズ  やさい
のおなか

身近なやさいの断面図が白黒やカラーで描かれ、関心をもって見る
ことができる。

これしってるよ  どうぶつ

動物がシンプルな絵で表現されており、色々な動物に親しみやすく
分かりやすい。

5 くもん出版 08-1 B07
生活図鑑カード  生活道具

カード

児童の生活にある身近な道具がカードになっているので、いろいろ
な活動の中で道具を選ぶ時の視覚的な手がかりにしたり、名前を覚
えたり、児童に応じて学習に幅広く活用できる。

4 文化出版局 28-4 531

3 福音館 28-1 B09

こぐまちゃんえほん第３集
しろくまちゃんのほっと

けーき

実際に経験することの多いホットケーキ作りが題材であり、興味を
持って見ることができる。シンプルな絵で重度の児童にとって見や
すい。

2 福音館 28-1 K01
日本傑作絵本シリーズ  お

ふろだいすき

現実と夢の間の物語の中で、子ども自身が期待しながら本人の実経
験と照らして楽しく学ぶことができる。

1 こぐま社 10-4 B05

１から１０までの数字を１ページごとにストーリーのある絵で表
し、絵を見ながら数の基礎を学習できるようになっており、絵を見
て楽しむこともでき、児童の実態に応じて使用できる。

6 フレーベル 28-8 001 プータンいまなんじ？

模型の時計がついているので絵本のストーリーとあわせて操作しな
がら楽しく時間について学習することができる。

5 絵本館 04-1 D02
五味太郎の絵本  かずのえ

ほん１・２・３

くまたんのはじめてシリー
ズ  おいしいおいしい１・

２・３

１から１０までの数を子どもたちの好きな食べ物を１つ１つ指さし
ながら数えていったり、お話を楽しみながら数の学習につなげるこ
とができる。絵本としても楽しめ児童の実態に応じて展開できる。

3 福音館 28-1 501
ブルーナの絵本  しろ、あ

か、きいろ

算数

1 偕成社 06-1 A02
エリック・カールかずのほ
ん  １，２，３どうぶつえ

んへ

１から１０までを動物の数と対応して数えることができる。ページ
をめくるごとに動物が鮮やかに描かれており、楽しみながら数に親
しむことができる。

2 ポプラ 30-2 512
これなあに？かたぬきえほ
ん１  どうぶついろいろか

くれんぼ

色と形に注目しながら型抜きになったページをめくると身近な動物
が現れるしくみになっており、絵・言葉共にシンプルでわかりやす
い。

鮮明で単純な色・形で構成されており、絵を見たり大人とのやりと
りを通して色の学習に入ることができる。

4 小峰書店 10-5 C02
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具体的な内容で楽しい挿絵に促されて、からだについて興味を持っ
て学習を進めることができる。

保健

5・6 福音館 28-1 E16
かがくのとも絵本  みんな

うんち

3・4 偕成社 06-1 603

5・6 チャイルド 17-1 001
ぬったりかいたりらくがき

ＢＯＯＫ

おえかきのヒントがいっぱいある中で、自由に書き込んだり色を
塗ったりして楽しむことができる。

２才からのあそびえほん
（４）  はみがきはみがき

ごはんを食べた後には歯をみがくという分かりやすい内容で、しか
けを楽しみながら歯磨きの習慣を学ぶことができる。

2色のペンで、絵本の中に絵を自由に描いたり消したりして遊ぶこ
とができ、描くことを楽しむことができる。

3・4 学研 06-2 O01
あそびのおうさまＢＯＯＫ

ぬって

カラフルなイラストが数多く掲載されており、創造力を膨らませな
がら楽しんで色を塗ることができる。

図工

1・2 フレーベル 28-8 003

CD付きで遊び方を大きく取り扱っているので、わかりやすく興味を
もちやすい。

6 ポプラ 30-2 O07
おととあそぼうシリーズ７
ドン！ドコ！ドン！たいこ

親しみのある曲に子どもたちの好きなたいこを叩きながら親しむこ
とができる。

5 永岡書店 21-1 009
お手本のうた付き！どうよ

ううたのえほん２

ぴんきいしろっぷちゃんの
らくがきえほん　あそぼ！

全てにお手本のうたがついていて、子どもでも覚えやすく親しみや
すい。

親しみやすい歌が多く取り上げられており、興味や関心をもって学
習をすることができる。

4 ひかりのく 27-1 002
どうようでおえかきできる
どうようNEW絵かきうた

ブック

児童にとって聞き覚えのある童謡などが取り上げられている。童謡
を使って簡単に絵が描けるので、大人と一緒に絵を描いたりしなが
ら楽しむことができる。

3 グランまま 08－2 002 うたえほん

音楽

1 東京書店 20-3 532
わくわく音あそびえほん
ゆかいなどうようえほん

親しみやすい歌が多く取り上げられており、ボタンを押すことで歌
や曲が流れ、聴いたり、手本に合わせて歌ったりして楽しむことが
できる。

2 永岡書店 21-1 007
お手本のうた付き！どうよ

ううたのえほん
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創作絵本  よみきかせ日本
昔話かさじぞう

相手を思いやる大切さを主人公の優しさに溢れた行動から学ぶこと
ができる。やわらかなタッチで描かれた絵や味のある表情も物語を
引き立てており、興味をもつことができる。

フランソワーズのえほん
ありがとうのえほん

日常生活の中で遣われる感謝の言葉をテーマとした図書である。
「ありがとう」に込められた本当のぬくもりを感じることができ
る。

絵本・こどものひろば  く
れよんのくろくん

様々な性格をもつクレヨンたちが、友だちの良さに気付いていく過
程が描かれた作品である。お互いの良さを認め合うことの大切さを
学ぶことができる。

こどものとも絵本  はじめ
てのおつかい

初めての体験に出会う時の、緊張や一歩踏み出す勇気を描いた作品
である。素朴なタッチの挿絵が清々しく、共感を呼ぶ。また、主人
公が一人で買い物をする姿から、自立心を育むことができる。

ノンタンあそぼうよ（１）
ノンタンぶらんこのせて

譲ることの大切さを学ぶことができる。リズミカルで繰り返しの多
い文章で読み聞かせに適している。また、遊びながら生活における
ルールや友達との関わり方が意識できる。

2 ひさかた 27-3 D02 どうぞのいす

次に椅子に座る相手を思って行動する姿が描かれており、子どもの
心に思いやりを育むことができる内容である。シンプルな繰り返し
の文章で分かりやすい。

特別の教科
道徳

1 偕成社 06-1 D01

4 童心社 20-1 623

3 偕成社 06-1 617

6 講談社 10-1 512

5 福音館 28-1 H56
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地図

5

6

3

5

3・4・5・6

4 新しい社会４
社会

6

書写 日文

しょうがくしょしゃ　一ねん

小学しょしゃ　二年

1

2

6

小学書写　三年

4

5

滋賀県立甲良養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程１ ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

国語三上　わかば
国語三下　あおぞら
国語四上　かがやき
国語四下　はばたき

1

2

3
光村

国語五　銀河

4

5

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

国語六　創造

こくご一上　かざぐるま
こくご一下　ともだち
こくご二上　たんぽぽ
こくご二下　赤とんぼ

6

国語

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

小学書写　四年

小学書写　五年

小学書写　六年

帝国
楽しく学ぶ　小学生の地図帳

３・４・５・６年

東書

新しい社会３

新しい社会５　上
新しい社会５　下

新しい社会６　政治・国際編
新しい社会６　歴史編

たのしい算数３年

たのしい算数４年

たのしい算数５年

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。
4

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

3

算数 大日本

たのしいさんすう１ねん

たのしい算数２年

たのしい算数６年

1

2

3

R４申請　甲良養護学校　小学部　課程１

- 188 -



生活 1・2 東書

音楽

東書
新しいほけん　３・４

新しい理科　３

4

3

ずがこうさく１・２上　たのしいな　お
もしろいな

3・4
図画工作３・４上　ためしたよ　見つけ

たよ

東書

新しい理科　６

新しい理科　４

5 新しい理科　５

6

どきどき　わくわく　あたらしい　せい
かつ　上

あしたへ　ジャンプ　新しい　生活　下

6

小学生の音楽　５

2 小学生の音楽　２

3 小学生の音楽　３

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

理科

1

教芸
4

小学生のおんがく　１

小学生の音楽　６

小学生の音楽　４

5

選定理由書名

新しい保健　５・６

わたしたちの家庭科　５・６

保健

5・6 開隆堂

3・4

5・6

家庭

5・6
図画工作５・６上　見つめて　広げて
図画工作５・６下　見つめて　広げて

図工

1・2

日文

教科 使用学年 発行者の略称
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5・6
NEW HORIZON Elementary

English Course Picture Dictionary

選定理由発行者の略称 書名教科

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

2
小学どうとく　生きる力　２

小学どうとく　生きる　力　２　どうと
くノート

3
小学どうどく　生きる力　３

小学どうとく　生きる力　３　道徳ノー
ト

小学道徳　生きる力　４
小学道徳　生きる力　４　道徳ノート

5
小学道徳　生きる力　５

小学道徳　生きる力　５　道徳ノート

6

特別の教科　道
徳

1

日文

しょうがくどうとく　いきる　ちから
１

小学道徳　生きる力　６
小学道徳　生きる力　６　道徳ノート

4

外国語

5
NEW HORIZON Elementary

English Course ５

NEW HORIZON Elementary
English Course ６

6

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。東書

使用学年
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教科書名
変更の
有無

選定理由

5

6

滋賀県立甲良養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程２ ］

好学社 10-2

T01

A01

教科
使用
学年

発行者

東書 002

06-1

28-1

発行者
コード
（番号）

偕成社

図書コード
（教科書記号番号）

国語

1

2

3

4

東書 002

東書

J02

C-121

C-122

C-123002

福音館

こくご☆

五味太郎のことばとかずの
絵本　ことばのあいうえお

516

1 岩崎書店 02-1 E03

3 くもん出版 08-1 C01

08-1

書写

2

身近なものを題材にリズミカルな文と鮮明な絵、字形のイメージ
化につながるように構成されいている。

「あ」から「ん」まで、ひらがな全てを収録されている。全ての
文字に色付けされ筆順とヒントになるイラストがあり、楽しみな
がら文字にふれることができる。

挿絵を見ながら読み書きの練習ができるよう構成されており、ひ
らがなの読み書きをことばの中で取り組くむことができる。

カードに直接ペンを使って書き入れたり消したりすることができ
る。カタカナの筆順や書き方の学習に繰り返し取り組むことがで
きる。

身近な漢字４０字の書き方を、カードに直接ペンで書き入れ、消
して、繰り返し学習することができる。

ひらがなを習得していく段階の子どもにとって挿絵や文字が大き
くすっきりと見やすい。楽しみながら文字やことばの学習ができ
る。

こくご☆☆

ことばへの導入段階の子どもにとって、発展的繰り返しをベース
にした話の展開がわかりやすい。また、テーマが日常的で親しみ
やすい。絵もシンプルで主題がわかりやすく、色使いも美しくイ
メージもふくらませやすい。

単純な物語構成で話の展開がわかりやすい。文章は簡潔で短く、
使われていることばも平易である。絵は単純化されテーマがわか
りやすい。色使いもシンプルでイメージをふくらませやすい。

子どもが親しみやすい動物が登場人物であり、印象的な絵で構成
されていて注目しやすい。それぞれの動物の鳴き声が出てくる場
面や、弱かった動物たちが力を合わせる展開が興味をひきやす
い。

文部科学省の著作本であり、指導内容が系統化され、小学部段階
での生活で必要な国語の指導の重点化が図られるよう工夫されて
いる。

こくご☆☆☆

文部科学省の著作本であり、指導内容が系統化され、小学部段階
での生活で必要な国語の指導の重点化が図られるよう工夫されて
いる。

文部科学省の著作本であり、指導内容が系統化され、小学部段階
での生活で必要な国語の指導の重点化が図られるよう工夫されて
いる。

エリックカールの絵本
はらぺこあおむし

レオ・レオニの絵本
スイミー

世界傑作絵本シリーズ
ブレーメンのおんがくたい

あかね書房 01-1

4 くもん出版 505
もじ・ことば７
ことばのおけいこ

書きかたカード
「ひらがな」

A02
もじのえほん

かたかなアイウエオ

書きかたカード漢字

5 くもん出版 08-1 515 書きかたカードカタカナ

6 くもん出版 08-1

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

R４申請　甲良養護学校　小学部　課程２

- 191 -



教科書名
変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

認識絵本１０
おおきいちいさい

算数

1 ひかりのく 27-1 B10

3 02-1

身近な題材をもとに分かりやすく構成されており、絵を見ながら
大小関係の比較ができるように工夫されているなど、数量への意
識を高めるために適している。

2 岩崎書店 02-1 E04
五味太郎のことばとかずの

絵本　かずの絵本

生活の中で身近なものの集合を取り上げており、具体物操作を通
して比較や仲間分けの学習ができる。

五味太郎のことばとかずの
絵本　すうじの絵本

１０までの数についてものの集まりや個数、数詞や数字を学ぶこ
とができる。描かれている集合を使って具体物や半具体物に置き
換えた比較が学習できるように工夫されており、わかりやすい。

E05

教出 017 C-121 さんすう☆

岩崎書店

文部科学省の著作本であり、指導内容が系統化され、小学部段階
での生活で必要な算数の指導の重点化が図られるよう工夫されて
いる。

5 教出 017
C-122
C-123

さんすう☆☆（１）
さんすう☆☆（２）

文部科学省の著作本であり、指導内容が系統化され、小学部段階
での生活で必要な算数の指導の重点化が図られるよう工夫されて
いる。

3 学研 06-2

五味太郎の絵本
わにさんどきっ

はいしゃさんどきっ

ふしぎ・びっくり！？こど
も図鑑　８　きせつ

文部科学省の著作本であり、指導内容が系統化され、小学部段階
での生活で必要な算数の指導の重点化が図られるよう工夫されて
いる。

6 教出 017 C-124 さんすう☆☆☆

繰り返されることばでお話が展開されていて親しみやすい。子ど
もの生活にでてくる事柄が取り上げられており、自分の生活への
振り返りにも期待できる。

604
とびだす・ひろがる！えほ
んシリーズ  とびだす・ひ
ろがる！のりものえほん

子どもの生活に親しみのあるものが取り上げられている。しかけ
等視覚的にも興味をひきやすい工夫がされている。

U01

季節折々の動物、植物、昆虫や季節に密着した行事や習慣が絵や
写真でわかりやすく説明されており、興味を持って学習すること
ができる。

みぢかなかがくシリーズ
町たんけん

働く人に興味や関心を持ちやすいように構成されている。紹介さ
れている人々が子どもにとって身近であるので、親しみを持って
読むことができる。

5 福音館 28-1

生活

1 偕成社 06-1

2 偕成社 06-1

6

4 福音館 28-1 L01
みぢかなかがくシリーズ
町の水族館・町の植物園

生活に身近なものが題材として取り上げられており、興味をひき
だしやすいように工夫されている。写真や図版が豊富で見ていて
楽しく、視覚的にも理解しやすくなっている。

J04

502
旭山動物園写真集　泳ぐペ
ンギンとアザラシＤＶＤ付

き

動物の様々な生態が視覚的にわかりやすい写真で紹介されてい
る。DVDが付いているので、子どもが興味を持って繰り返し見る
ことができる。

朝日出版 51-15

M06

4
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教科書名
変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

１０＋１人の絵本作家
オリジナルソング集

うたのパレット

様々な絵本作家が歌ごとに挿絵を描いており、歌のイメージが広
がりやすい。歌の内容も子どもにとって親しみやすい。

3 偕成社 06-1

おんがく☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、音楽
で学ばせたい内容が網羅されている。

ＣＤ新しい子どもたちの歌
シリーズ　第１集世界中の

こどもたちが

子どもたちになじみやすい歌が収録されている。CDを聞きながら
繰り返し歌い、親しむことができる。

2 クレヨンハ 58-3 515

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、音楽
で学ばせたい内容が網羅されている。

5 東書 002 C-123

おんがく☆☆

文部科学省の著作本であり、知的障害用に編集されていて、音楽
で学ばせたい内容が網羅されている。

4 東書

おんがく☆☆☆

002 C-122

歌うだけではなく手話の表現を取り入れることで、表現の豊かな
広がりを期待できる。

6 鈴木出版 13-2 502

5・6 金の星社 07-2

歌でおぼえる手話ソング
ブックーともだちになるた

めにー

1・2 学研 06-2

5・6 偕成社 06-1

G07
あそびのおうさまＢＯＯＫ

はじめてぬるほん

遊びの要素が豊富に取り入れられており、塗るという活動の初期
段階においても、より楽しく取り組めるように工夫されている。

3・4 偕成社

虫歯ができる様子についてわかりやすく説明されている。また、
図版によりイメージが持ちやすいよう工夫されている。自分の健
康や生活について関心を持ち考えることができる。

06-1 T03
エリック・カールの絵本
（ぬりえ絵本）　わたしだ

けのはらぺこあおむし

子どもが好きな色を塗ることにより、楽しみながら自分だけの絵
本を仕上げることができる。塗り絵感覚でできあがった時の充実
感が味わえる。

T05
エリック・カールの絵本

（ぬりえ絵本）
ごちゃまぜカメレオン

日常生活の中で身近な食事について、どのような食べ物を食べる
ことが必要かを学習することができるように工夫されている。ま
た、図版は具体的でわかりやすい。

げんきをつくる食育えほん
２　じょうぶなからだをつ

くるたべもの

自分で色を塗ることにより、楽しみながら自分だけの絵本を仕上
げることができる。想像力を育む工夫がされている。

やさしいからだのえほん４
むしばはどうしてできる

の？

図工

保健

510

3・4 金の星社 07-2 J04

004

音楽

1 東書 002 C-121
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教科書名
変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

登場人物の感情から、一緒に過ごしていく中で育まれる絆や愛情
を感じることができる。また、人に頼られることから自己有効感
につながり、よりよい自分に気づくことができる。

6 ポプラ 30-2 562
絵本の時間４１　きみはほ

んとうにステキだね

誰にでも、人との出会いから「思いやり」や「やさしさ」にふれ
感謝の心が芽生え、その心の変化から仲間を大切にする気持ちを
育むことができる。

5 ポプラ 30-2 561
絵本の時間２３　おまえう

まそうだな

「おれたち、ともだち!」
絵本 ごめんねともだち

友だちとのつきあいの中にある葛藤から仲直りまでの気持ちがあ
らわされている。けんかをしてもまた仲良くなる関係をきずいて
いける「ごめん」の一言の大事さが伝わってくる。

3 偕成社 06-1 522
「おれたち、ともだち!」
絵本 あしたもともだち

特別の教科
道徳

1 評論社 27-2 510
ずーっとずっとだいすきだ

よ

動物の一生から、命の大切さや家族愛が感じられ、子ども達の自
尊感情を育てることができる。また、言葉にすることの大切さを
感じることができる。

2 偕成社 06-1 523
「おれたち、ともだち！」
絵本  ともだちくるかな

「こころ（きもち）」をテーマに、人にはいろいろな感情のある
ことに気づき、自分の気持ちについて考えさせる機会をもつこと
ができる。

物語をとおして、登場人物の気持ちから、お互いを理解するこ
と、そして尊重すること、お互いを思いやる心を感じることがで
きる。また、自分の経験と照らし合わせながら考えを深めること
ができる。

4 偕成社 06-1 521
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5 リーブル 40-3 505
たべものかるたあっちゃん

あがつく

食べ物という身近な題材が親しみやすい挿絵で描かれており、言
葉のおもしろさから文字へと興味関心を広げることができる。

6 絵本館 04-1 503
五味太郎・創作絵本
あいうえおばけだぞ

子どもが興味を持ちやすいおばけを題材とすることで、文字やこ
とばの学習に意欲的に取り組むことを期待できる。挿絵や文字が
すっきりと大きく親しみやすい。

3 ポプラ 30-2 520
クーとマーのおぼえるえほ

ん３
ぼくのからだここなあに

はっきりした色合いや親しみやすい挿絵で、子どもが興味をもっ
て取り組みやすい。身体の各部位の名称が大きなひらがなで書か
れており、絵と言葉を比べながら、文字について学ぶことができ
る。

あいうえおえほん

単純化された挿絵は子どもがイメージを膨らませやすく、ひらが
なに興味を持たせるための導入に使いやすい。見開き２ページに
絵と文字が一文字ずつ描いてある構成であり、視覚的にわかりや
すい。

コロちゃんのびっくり箱
コロちゃんのたんじょうび

子どもにとって楽しく身近なテーマである。子ども自身の経験か
ら誕生日にどのようなことがあるか展開を予想しながら読み進め
ることができる。

書写

1 福音館 28-1 506

4 戸田デザイ 20-4 003

幼児絵本シリーズ（くまく
んの絵本）おふろだ、おふ

ろだ！

日常的なテーマで親しみやすい。挿絵や文字が大きく印刷されて
おり、文字について、子どもが興味・関心をもちやすい。

2 偕成社 06-1 525
日本の絵本

しりとりあいうえお

しりとりの最初の文字が五十音順に大きく記されており、リズミ
カルな言葉にふれながら文字に親しむことができる。

くりのきえんのおともだち
２　あしたえんそくだから

子どもにとって日常的な内容でイメージしやすく、日常的に見聞
きすることばの理解を促しやすい。

こどものとも絵本
ぞうくんのさんぽ

内容の起承転結がわかりやすく日常生活と結びつけて理解しやす
い。絵がシンプルで各キャラクターを特徴的にとらえやすい。

5 岩崎書店 02-1 517
いわさきよみきかせ2012
（どうぶつのおはなし）り

んごがひとつ

話の展開が単純な繰り返しでわかりやすい。絵は親しみやすく子
どもの興味をひきやすい。

ジョイフルえほん傑作集
りんごがドスーン

ことばに関心が向きにくい子どもにとっても「むしゃむしゃ」と
いう擬音の繰り返しによって興味をひきやすい。絵は単純化され
主題がわかりやすい。話の展開が単純な繰り返しでわかりやす
い。

2 偕成社 06-1 570
エリック・カールの絵本
パンダくんパンダくんなに

みているの？

シンプルなデザインで描かれている。「何を見ているの」と繰り
返される内容となっていて、子どもが親しみやすい。

国語

1 文研出版 28-6 A16

4 福音館 28-1 H13

3 あかね書房 01-1 F02

6 評論社 27-2 502

滋賀県立甲良養護学校小学部　教科用図書申請書　　［ 課程３ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

プータンどこいくの？

親しみやすい挿絵としかけがあり、身のまわりにも興味関心が広
げられ、色々な乗り物の名前を自然に覚えられるように工夫され
ている。

生活

6 フレーベル 28-8 004

幼児絵本シリーズ
（くまくんの絵本）

いただきまあす

日常生活で繰り返し経験する生活習慣がテーマとして取り上げら
れており、生活に密着した内容を学習するのに適している。

ぼくとわたしのせいかつ
えほん

子どもの身近にあるものが並べられており、また優しい画風で親
しみやすいので子ども自身が興味を持って読み進めていくことが
できる。

5 福音館 28-1 511
幼児絵本シリーズ

きょうのおべんとう
なんだろな

子どもにとって関心の深いテーマであり、日常生活経験からもイ
メージを持ちやすく期待感を持ちながら学習を進めることができ
る。

4 グランまま 08-2 001

3 福音館 28-1 507

かばくん・くらしのえほん
２  かばくんのおかいもの

どこの売り場へ行けば何が売っているのか、物の絵がやさしいイ
ラストでたくさん描かれてあり親しみやすい。

2 こぐま社 10-4 B05
こぐまちゃんえほん第３集

しろくまちゃんの
ほっとけーき

子どもが興味をもつ題材を取り入れながら、本当に料理をしてい
るように効果音が工夫されており、ごっこ遊びを楽しむことがで
きる。

1 あかね書房 01-1 H02

動物をテーマとすることで数への興味を高め、数を操作すること
へ関心を引き出す工夫がされている。

6 フレーベル 28-8 001 プータンいまなんじ？

親しみの持てるキャラクターを用いることで、楽しく時間につい
て学べる工夫がされている。模型の時計が添付していることか
ら、操作を通して理解を深めることもできる。

5 偕成社 06-1 A02
エリック・カール

かずのほん
１、２、３どうぶつえんへ

あかね書房の学習えほん
おかあさんだいすき

１・２・３

数をまとまりとしてとらえるための工夫がされており、数えるこ
との興味を促すことができる。

3 こぐま社 10-4 C01
ぶうとぴょんのえほん

おんなじおんなじ

算数

1 あかね書房 01-1 539
ゆびにんぎょうえほん１

３びきのちびくま

動物を登場人物にしてあり、子どもが興味を持ちやすく、数への
関心を促し、楽しく学習できる。

2 講談社 10-1 H05
ブルーナのアイディアブッ
ク　ミッフィーの１から１

０まで

背景がすっきりとした絵の中に、シンプルな絵で子どもにとって
興味深い動物等が描かれていて、一つひとつ指をさしたり数えた
りすることで、数に関する興味を引き出しやすい。

二人の登場人物の対比に目を引く効果があり、また、絵も子ども
にわかりやすく描かれていて、「同じ」という概念を視覚的に理
解できる工夫がされている。

4 あかね書房 01-1 I02
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教科
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学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

日常生活の中で身近な食事について、どのような食べ物を食べる
ことが必要かを学習することができるように工夫されている。ま
た、図版は具体的でわかりやすい。

保健

5・6 金の星社 07-2 510
げんきをつくる食育えほん
２　じょうぶなからだをつ

くるたべもの

3・4 あかね書房 01-1 506

5・6 学研 06-2 G09
あそびのおうさまＢＯＯＫ

どんどんぬるほん

遊びの要素が豊富に取り入れられており、自由に色をぬったり、
描いたりすることができ、色彩感覚や創造力を育むことができ
る。

からだのえほん１　むしば
くんだいすき？

簡潔にわかりやすく虫歯についての知識が得られるように、体験
と結び付けて理解しやすいように工夫されている。

クレヨンやマジックを持ち始めた段階の子どもに、描くことへの
興味を引き出すような工夫が各ページに施されていて、自由に大
きく描く楽しさを味わうことができる。

3・4 コクヨ 10-10 A01 かおノート

付属の目・鼻・口などの顔のパーツを貼ったり、ペンや色鉛筆で
書き加えたり、自由な発想で顔を完成させることができ「アート
なふくわらい」を楽しむことができる。

図工

1・2 チャイルド 17-1 001

良く親しまれている童謡を、鍵盤と鍵盤のマークを一致させるこ
とで弾くことができるので、自分で鳴らす楽しさを感じながら童
謡に親しむことができる。

6 大日本絵画 16-3 514
おとがなるしかけえほん
はじめてのオーケストラ

楽器の種類ごとの音をなじみ深いクラシックのフレーズで紹介さ
れており、音楽に親しみやすい。また、コンサートホールの臨場
感が味わうことができる。

5 大日本絵画 16-3 A01
メロディーえほん　ICピア
ノえほん四季のどうようー

１２ヵ月

ぬったりかいたりらくがき
ＢＯＯＫ

子どもたちに人気の曲や馴染みのある手遊び歌が収録されてお
り、ボタンを押すと曲が流れ歌ったり踊ったりと楽しむことがで
きる。

児童に親しみやすい曲がたくさん収録されてあり、テンポやボ
リューム、音色も変えることができたり、鍵盤上ライト付きで曲
をガイドする機能があり、自分で演奏を楽しむことができる。

4 成美堂出版 14-4 540
ＣＤ付すぐ覚えられるわら

べうたあそび

身近なわらべうたのCDがついており、曲を楽しみながら歌に親し
むことができる。

3 三起商行 82-3 508
ポカポカフレンズのおんが

くえほん　もっきん

音楽

1 三起商行 82-3 505
ポカポカフレンズのおんが

くえほん　たいこ

子ども達の好きな曲が収録されてあり、聴いても楽しむことがで
きる。左右のたいこから異なる音が鳴ったり、テンポやボリュー
ムが変えられ、自分で演奏しても楽しい工夫がされている。

2 ポプラ 30-2 591
ケロポンズとエビカニクス

でおどっちゃお！
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絵本のおくりもの　ふたり
はいつもともだち

自分の都合だけで行動するのではなく、相手の気持ちも考えなが
ら行動する大切さ、友情のすばらしさに気づくことができる。

ないた

児童が物語をとおして「なく」ということから、人の感情を知
り、人の気持ちを理解して広い心で受け止めて、人にやさしくす
ることの大切さを学べる内容になっている。

フランソワーズのえほん
ありがとうのえほん

日常生活でよく使われる感謝のことば「ありがとう」がテーマに
あり、絵のやさしさ、言葉のやさしさを通して「ありがとう」に
込められたぬくもりを感じることができる。

おこる

「おこる」という感情について考え、相手の気持ちになって考え
てみることができる。おこっている自分を客観的に見たり、心の
コントロールにつなげることができる。

どうぞのいす

動物たちの「次のだれかのために･･･」の行動とシンプルでテン
ポの良い言い回しの文章から「思いやり」というものを絵と文章
で表現されている。

2 講談社 10-1 574 だいじょうぶだいじょうぶ

自分の立ちふさがるものに対して、おじいちゃんの優しさにあふ
れたステキな魔法の言葉に助けられ育ってきたあたたかさが伝
わってくる。この本で、生きていくためのしなやかな強さを育む
ことができる。

特別の教科
道徳

1 ひさかた 27-3 D02

4 偕成社 06-1 617

3 金の星社 07-2 578

6 金の星社 07-2 580

5 金の星社 07-2 579
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令和４年度使用

滋賀県立特別支援学校　中学部

学校別教科用図書

別紙２



盲学校　 P 1
聾話学校 P 14
北大津養護学校 P 29
鳥居本養護学校 P 40
長浜養護学校 P 45
草津養護学校 P 58
守山養護学校 P 72
野洲養護学校 P 82
三雲養護学校 P 98
新旭養護学校 P 108
八日市養護学校 P 116
甲良養護学校 P 136



理科

3

国語２

国語３

数学

1

2

1

2

3

文部科学省著作点字教科書の原本である。国語

書写

1

色彩が鮮明で、視覚障害の生徒にとって見やすく、わかりやすい構成と
なっている。また、国語と同一方針で編集されているので、関連性を
持って学習することができる。

光村

光村

国語１

2

3

文部科学省著作点字教科書の原本である。

東書

中学社会　歴史　未来をひらく

中学社会　公民　ともに生きる

中学校社会科地図

日々の学びに数学的な見方・考え方をはたら
かせる

これからの数学１

数研

1・2・3

3

中学書写一・二・三年1・2・3

地図

社会（地理）

社会（歴史）

社会（公民）

1・2 教出

教出

教出

帝国

1・2・3

滋賀県立盲学校中学部　教科用図書　　［ 課程１ ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

拡大教科書が作成されており、色彩が鮮明で視覚障害の生徒にとって見
やすい構成となっている。また、資料が豊富であり、基礎的、基本的な
事項がわかりやすく取り上げられている。

文部科学省著作点字教科書の原本である。

文部科学省著作点字教科書の原本である。

文部科学省著作点字教科書の原本である。

中学社会　地理　地域にまなぶ

新しい科学３

新しい科学１

新しい科学２

日々の学びに数学的な見方・考え方をはたら
かせる

これからの数学２

日々の学びに数学的な見方・考え方をはたら
かせる

これからの数学３

文部科学省著作点字教科書の原本である。

R４　盲学校　中学部　課程１
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検定教科書の中で唯一の点訳教科書の原本である。

技術家庭
（技術）

検定教科書の中で唯一の点訳教科書の原本である。

検定教科書の中で唯一の点訳教科書の原本である。

検定教科書の中で唯一の点訳教科書の原本である。

検定教科書の中で唯一の点訳教科書の原本である。

技術家庭
（家庭）

1

2・3

教芸

教芸 中学生の音楽　１

開隆堂

開隆堂

器楽

2・3

1

教科 使用学年

大判で色彩が鮮明で視覚障害の生徒にも見やすい構成になっている。また資料な
どが豊富であり、基礎的、基本的な事項がわかりやすく取り上げられている。

1・2・3

音楽

選定理由

特別の教科　道徳

1

教出

中学道徳１
とびだそう未来へ

   美術２・３上　学びの実践と広がり
   美術２・３下　学びの探求と未来

技術・家庭 技術分野
テクノロジーに希望をのせて

技術・家庭 家庭分野
生活の土台　自立と共生

日文

学研

外国語

1

2

3

1・2・3

保健体育 1・2・3

1・2・3

美術

文部科学省著作点字教科書の原本である。2
中学道徳２

とびだそう未来へ

3
中学道徳３

とびだそう未来へ

東書

中学保健体育

NEW HORIZON English Course　１

NEW HORIZON English Course　２

NEW HORIZON English Course　３

文部科学省著作点字教科書の原本である。

検定教科書の中で唯一の点訳教科書の原本である。

発行者の略称

日文

中学生の音楽　２・３　上下

中学生の器楽

美術１　美術との出会い

教芸

書名

大判で色彩が鮮明で視覚障害の生徒にも見やすい構成になっている。また資料な
どが豊富であり、基礎的、基本的な事項がわかりやすく取り上げられている。

R４　盲学校　中学部　課程１
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滋賀県立盲学校中学部　教科用図書　　［ 課程１　拡大教科書 ］　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 発行者の略称 書名 選定理由

国語

1

光村

国語１（拡大教科書）

拡大教科書の中で、唯一点字教科書の原本を拡大したものである。2 国語２（拡大教科書）

3 国語３（拡大教科書）

書写 1・2・3 光村
中学書写一・二・三年

（拡大教科書）

中学書写を拡大をしたものであり、視覚障害の生徒にとって、みやすく
わかりやすい構成となっている。また、国語と同一方針で編集されてい
るので、関連性を持って学習することができる。

社会（地理） 1・2 教出
中学社会　地理　地域にまなぶ

（拡大教科書）
拡大教科書の中で、唯一点字教科書の原本を拡大したものである。

社会（歴史） 1・2・3 教出
中学社会　歴史　未来をひらく

（拡大教科書）
拡大教科書の中で、唯一点字教科書の原本を拡大したものである。

社会（公民） 3 教出
中学社会　公民　ともに生きる

（拡大教科書）
拡大教科書の中で、唯一点字教科書の原本を拡大したものである。

理科

1

東書

新しい科学　１年
（拡大教科書）

地図 1・2・3 帝国
中学校社会科地図
（拡大教科書）

拡大教科書の中で、唯一点字教科書の原本を拡大したものである。2
新しい科学　２年
（拡大教科書）

3
新しい科学　３年
（拡大教科書）

中学生社会科地図を拡大したものであり、色彩が鮮明で視覚に障害のあ
る生徒にとって見やすい構成となっている。また、資料が豊富であり、
基礎的、基本的な事項がわかりやすく取り上げられている。

数学

1

数研

日々の学びに数学的な見方・考え方をはたら
かせる

これからの数学１（拡大教科書）

拡大教科書の中で、唯一点字教科書の原本を拡大したものである。2
日々の学びに数学的な見方・考え方をはたら

かせる
これからの数学２（拡大教科書）

3
日々の学びに数学的な見方・考え方をはたら

かせる
これからの数学３（拡大教科書）

R４　盲学校　中学部　課程１　拡大
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教科 使用学年 発行者の略称 書名 選定理由

音楽

1 教芸 中学生の音楽　１（拡大教科書） 点訳教科書が発行されている唯一の検定教科書を拡大したものである。

2・3 教芸
中学生の音楽　２・３　上下

（拡大教科書）
点訳教科書が発行されている唯一の検定教科書を拡大したものである。

器楽 1・2・3 教芸 中学生の器楽（拡大教科書） 点訳教科書が発行されている唯一の検定教科書を拡大したものである。

美術

1 日文 美術１　美術との出会い（拡大教科書）
中学美術の拡大教材であり、視覚障害の生徒にも見やすい構成になっている。ま
た資料などが豊富であり、基礎的、基本的な事項がわかりやすく取り上げられて
いる。

2・3 日文

   美術２・３上　学びの実践と広がり（拡大
教科書）
   美術２・３下　学びの探求と未来（拡大教
科書）

中学美術の拡大教材であり、視覚障害の生徒にも見やすい構成になっている。ま
た資料などが豊富であり、基礎的、基本的な事項がわかりやすく取り上げられて
いる。

技術家庭
（技術）

1・2・3 開隆堂
技術・家庭 技術分野 （拡大教科書）

テクノロジーに希望をのせて
点訳教科書が発行されている唯一の検定教科書を拡大したものである。

技術家庭
（家庭）

1・2・3 開隆堂
技術・家庭 家庭分野 （拡大教科書）

生活の土台　自立と共生
点訳教科書が発行されている唯一の検定教科書を拡大したものである。

保健体育 1・2・3 学研 中学保健体育（拡大教科書） 点訳教科書が発行されている唯一の検定教科書を拡大したものである。

外国語

1

東書

NEW HORIZON English Course　１
（拡大教科書）

拡大教科書の中で、唯一点字教科書の原本を拡大したものである。2
NEW HORIZON English Course　２

（拡大教科書）

3
NEW HORIZON English Course　３

（拡大教科書）

特別の教科　道徳

1

教出

中学道徳１　とびだそう未来へ
(拡大教科書）

拡大教科書の中で、唯一点字教科書の原本を拡大したものである。2
中学道徳２　とびだそう未来へ

(拡大教科書）

3
中学道徳３　とびだそう未来へ

(拡大教科書）

R４　盲学校　中学部　課程１　拡大
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滋賀県立盲学校中学部　教科用図書　　［ 課程１　点字教科書 ］　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 発行者の略称 書名 選定理由

国語

1

支援センター

　　　国語　１－１～１－６

文部科学省著作点字教科書である。2 　　　国語　２－１～２－６

3 　　　国語　３－１～３－６

書写 1・2・3 点訳本発行なし。

社会（地理） 1・2 支援センター 　　　社会（地理）１～１２ 文部科学省著作点字教科書である。

社会（歴史） 1・2・3 ヘレン 　　　社会（歴史）１～１０ 文部科学省著作点字教科書である。

社会（公民） 3 日点       社会（公民）１～１２ 文部科学省著作点字教科書である。

理科

1

東点

　　　理科　１－１～１－１１

地図 1・2・3 東点 改訂日本地図・世界地図

文部科学省著作点字教科書である。2 　　　理科　２－１～２－１２

3 　　　理科　３－１～３－１２

全盲の生徒にとって、触察がしやすい構成であり、触覚を通じてイメー
ジ形成がしやすく、大陸、国、県の形など基礎的、基本的な内容を理解
するのに適している。

数学

1

ライト

　　　数学１－１～１－８，探求ノート

文部科学省著作点字教科書である。2 　　　数学２－１～２－７，探求ノート

3 　　　数学３－１～３－９，探求ノート

R４　盲学校　中学部　課程１　点字
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教科 使用学年 発行者の略称 書名 選定理由

1・2・3

器楽 1・2・3 ライト 　中学生の器楽　１～２ 点訳教科書として唯一発行されている。

美術

音楽

1 ライト 　中学生の音楽　１－１、１－２ 点訳教科書として唯一発行されている。

2・3 ライト
　中学生の音楽　２・３
　上１・２　下１・２

点訳教科書として唯一発行されている。

東点 点字器で描ける絵と模様（改訂）
美術の点訳教科書は発行されてないが、本書は、点字器を使用した絵や模様の描
き方が掲載されており、全盲の生徒が形や模様を学習するのに適した教材であ
る。

　技術・家庭（家庭分野）　１～９ 点訳教科書として唯一発行されている。

保健体育 1・2・3 ライト 　中学保健体育　１～６ 点訳教科書として唯一発行されている。

技術家庭
（技術）

1・2・3 ヘレン 　技術・家庭（技術分野）　１～１０ 点訳教科書として唯一発行されている。

技術家庭
（家庭）

1・2・3 ヘレン

特別の教科　道徳

1

ヘレン

道徳１－１～１－２

文部科学省著作点字教科書である。2 道徳２－１～２－２

3 道徳３－１～３－２

外国語

1

東点

　英語　１－１～１－５
　　　　　資料編１～４

文部科学省著作点字教科書である。2 　英語　２－１～２－６

3 　英語　３－１～３－６

R４　盲学校　中学部　課程１　点字
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理科

I08
改訂新版体験を広げるこど

ものずかん８
あそびのずかん

講談社の動く図鑑MOVE
はじめてのずかんみぢかな

いきもの

1 ひかりのく 27-1

系統的に数の理解を深めることができ、分かりやすい図や絵で弱
視生徒にも見やすい。

3 太郎次郎社 16-4 512
スーパータイルのさんすう

らくらく算数ブック３

数学

3 講談社 10‐1

身近な自然現象について分かりやすく説明してあり、また、遊び
を通じて興味を持ったり、科学的な考え方を身に付けたりするの
に適している。

2 小学館 12-2 523
小学館の子ども図鑑プレ
NEOはるなつあきふゆ  楽
しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑

地図 1・2・3 戸田デザイ 20-4

1 太郎次郎社 16-4 510

図書コード
（教科書記号番号）

小学館

1

2

3 くもん出版

発行者
コード

（番号）

同成社 20-5

発行者

08-1 518

1

社会 2 永岡書店

変更の
有無

選定理由

滋賀県立盲学校中学部　教科用図書　　［ 課程２ ］

喜楽研 57-22

A01

教科
使用
学年

国語

教科書名

印刷が鮮明である。身近な題材で子どもたち分かりやすい内容で
ある。言葉のイメージを持ちやすく、再現遊び等の活動を通して
言語理解や表現の力を育てられる。

身近な題材で子どもたち分かりやすい内容である。言葉のイメー
ジを持ちやすく、学びやすい内容である。

子どもの漢字への興味を育て、書き順等丁寧に学習することがで
きるので、読む、書く力を高める学習ができる。

ゆっくり学ぶ子のための
「こくご」１（改訂版）

（ひらがなのことば・文・文
章の読み）

豊かな読解力がつく
国語プリント  小学１年

改訂版

漢字カード１集

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

9784862771087

書写 1・2・3 岩崎書店 02-1 E03
五味太郎のことばとかずの
絵本  ことばのあいうえお

印刷が鮮明でさし絵が多い。さし絵をもとにしながら文字やこと
ばの導入の学習をおこなうことができる。

21-1 522 パズル＆ゲーム日本地図

わかりやすいパズルゲームを通してより楽しく日本地図が学習で
きる。

12-2 574 小学館こども大百科

身近な生活について多くの内容が盛り込まれ、広く学習に活用で
きる。

小学館

印刷が鮮明で見やすい。分かりやすい図や絵で、数概念を理解し
やすい。

2 小学館 12-2 524
小学館の子ども図鑑

プレNEO  楽しく遊ぶ学ぶ
かず・かたちの図鑑

○

＜供給不能による変更＞
都道府県が色で塗り分けられたブロックで表現されていて、見た
だけで形をとらえる。配色もとっても鮮やかでイラストも見やす
い。

005

12-2 526
小学館の子ども図鑑

プレNEO  楽しく遊ぶ学ぶ
せいかつの図鑑

身近な生活にかかわる知恵や技が写真やイラストを使いわかりや
すく説明しており理解しやすい。

3

にっぽんちず絵本

数学の知恵･図形のおもしろさを見て遊んで学習できる。生活の中
で数学を体感することができる。

スーパータイルのさんすう
らくらく算数ブック１

606

季節にまつわる一年の行事や暮らし・食べ物･自然など、普段の生活か
ら興味を引き出す学習活用ができる。

DVDも付いていて、はじめて出会う自然の世界の生き物を、季節を
感じさせる本格的なイラストとダイナミックな写真で紹介してお
り、生徒が興味を持って学習できる。

R４　盲学校　中学部　課程２
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図書コード
（教科書記号番号）

発行者
コード

（番号）
発行者

変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

教科書名
ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

外国語
CDつきえほん　はじめての

英語の歌

色彩が鮮明で見やすい。なじみのある曲をＣＤを使って英語でき
けて歌うことができる。

3 mpi 54-22 505
アルファベットチャンツ

CD付

2 学研 06-2 605

ＣＤがついており、聞きながらリズムにのって楽しく正しい発音
を身につけられる。

保健体育

音楽

美術

2 音楽センタ 55-12 520
クラスでうたうこどもの
うたCDブック  ベスト２

1 のら書店 25-1 001 はじめてのこうさくあそび

職業家庭

58-3 515
CD新しい子どもたちの歌シ
リーズ  第１集世界中の

こどもたちが

選曲が親しみやすく、生徒の興味を引き出しながら、楽しく学習
活用できる。

1 クレヨンハ

3 ドレミ楽譜 20-2 001
やさしい

こどものうたとあそび

親しみのある曲が選曲されており、教師と一緒に手遊び・歌遊び
ができて楽しみながら意欲を高めることができる。

遊びの要素が多く取り上げられ、作った後も一緒に遊べる工夫が
されており、視覚障害の生徒にも作る楽しさを感じさせることが
できる。

2・3 成美堂出版 14-4 006

日常生活の動作を大型イラストで図解的に説明してあるのでわか
りやすく学習できる。

2・3 合同出版 10-8 A01

シリーズ生活を学ぶ１
 つくって食べよう

28-7 A01

作ってみよう！リサイクル
工作６８

順を追ってわかりやすく説明しているので工程を理解しやすい。
身近なものを題材にするので取り組みやすい。

さし絵が豊富でわかりやすく工夫されている。基本的な調理方法
や食べ物の作り方についてわかりやすく説明がされており、調理
の活動に利用できる。1 福村出版

日頃聞き慣れている名曲について、ＣＤを聞きながら楽しく学ぶ
ことが出来る。

各部分の名称や働きなど、体にまつわるさまざまな情報をわかり
やすく紹介している。Ｑ＆Ａも掲載しているので興味をもちやす
くなっている。1・2・3 学研 06-2 I01

あそびのおうさまずかん
からだ　増補改訂

子どもとマスターする４９
の生活技術

イラスト版 手のしごと

1 くもん出版 08-1 537 CD付き英語のうたカード

歌いやすく、楽しく歌える歌が収録されており、歌を覚えること
で、英語に対する興味が高まる。

特別の教
科　道徳

1・2・3 高橋書店 66-10 514
こころのふしぎ　なぜ？

どうして？

生徒が直面する心の葛藤がわかりやすいイラストで表現されてお
り、自己を振り返る機会となるよう配慮されている。自己理解を
深め、明るく前向きに生きようとする姿勢をはぐくむことができ
る。

R４　盲学校　中学部　課程２
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国語

1
ライト
(一般）

T182 9784652034316

滋賀県立盲学校中学部　教科用図書　　［ 課程２　点字 ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

ことばあそびの本
ことばあそび１年生

点訳されている図書であり、視覚障害の生徒でも学習活用ができ
る。あいうえおうた、数字のうた、音のうたなど、簡単な内容で興
味を持って学習しやすい内容になっている。

2
ライト
(一般）

T182 016
ことばあそびの本

ことばあそび２年生

点訳されている図書であり、全盲の生徒でも学習活用ができる。意
味ちがいことばやさかさまことばなどが、わかりやすい詩になって
いるので点字使用者が学習しやすい。

3
ライト
(一般）

T182 9784652034330
ことばあそびの本

ことばあそび３年生

点訳されている図書であり、全盲の生徒でも学習活用ができる。お
もしろい形をした詩、擬音でできた詩など，おもしろい詩で楽しみ
ながら学習ができる。

本物の電話感覚で電話をかけたり、楽しく利用したりできる。録
音・再生機能がついており、自分の発した声をすぐに聞くことがで
きる。

日本のむかしばなし

点訳されている図書であり、全盲の生徒でも学習活用ができる。わ
かりやすい昔話から、言葉について親しみをもって学ぶことができ
る。

1・2・3
ライト
(一般）

T182 9784931129832書写

点訳されている図書であり、全盲の生徒でも学習活用ができる。実
際の生活で起きるような内容の物語が揃っており、身近に感じるこ
とができる内容になっている。

3
ライト
(一般）

T182 9784834022308
きかんぼのちいちゃい

いもうと　その３
いたずらハリー

点訳されている図書であり、全盲の生徒でも学習活用ができる。簡
単なエピソードでわかりやすく実生活を振り返ることのできる内容
である。

2
ライト
(一般）

T182 017
きかんぼのちいちゃい

いもうと　その２おとまり
社会

1 成美堂出版 14-4 502
音と光のでる絵本

プルルルもしもし！
でんわではなそ！

はじめての日本地図絵本

都道府県の特徴を楽しみながら覚えられ、歌って県庁所在地を覚え
られるようにＣＤが付いている。

数学

1 講談社 10-1 615
音の出る学習時計えほん

いまなんじ？

地図 1・2・3 世界文化社 14-5 559

○

＜供給不能による変更＞
時計の長針と短針の読み方が楽しく学べ、針を回してボタンを押す
と声で時間を理解でき、自然と時間の感覚を身に付けることができ
る。

2 三起商行 82-3 526
ミキハウス

音のでるおしごとえほん
レジスター

実際にレジを打ち、買い物をしているように学習ができる。音声の
コメントもあり、楽しみながら取り組むことができる。

全盲の生徒でも点字の線をさわってたどり、迷路を楽しめるように
なっている。単一の線をたどってゆく簡単なものから始まり、順を
追って難しいものにチャレンジしていける。

3 小学館 12-2 9784097264972
てんじつきさわるえほんシ

リーズ  さわるめいろ

R４　盲学校　中学部　課程２　点字
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

理科

1 小学館 12-2 541
小学館の図鑑NEOの

クラフトぶっく  りったい
やさい・くだもの館

クラフトブックなので身近な野菜と果物を、のりやはさみを使わず
簡単工作で作れるようになっている。視覚障害の生徒でも触って野
菜や果物の形を理解することができる

音楽

1 クレヨンハ 58-3 515

身近に咲くお花を簡単に作ることができる紙工作ブックになっており、視
覚障害の生徒でも触って花の形を知ることができる。

3 小学館 12-2 539
小学館の図鑑NEOの
クラフトぶっく

新・りったいどうぶつ館

身近な動物を簡単な紙工作で作ることができ、視覚障害の生徒でも
触って動物の形を学習することができる。

2 小学館 12-2 537
小学館の図鑑NEOの
クラフトぶっく
りったいお花館

CD新しい子どもたちの歌シ
リーズ  第１集世界中の

こどもたちが

選曲が親しみやすく、生徒の興味を引き出しながら、楽しく学習活
用できる。

2 音楽センタ 55-12 520
クラスでうたうこどもの
うたCDブック  ベスト２

日頃聞き慣れている名曲について、ＣＤを聞きながら楽しく学ぶこ
とができる。

3 ドレミ楽譜 20-2 001
やさしい

こどものうたとあそび

親しみのある曲が選曲されており、教師と一緒に手遊び・歌遊びが
できで楽しみながら意欲を高めることができる。

はじめてのこうさくあそび

遊びの要素が多く取り上げられ、つくった後も一緒に遊べる工夫が
されており、視覚障害の生徒にもつくる楽しさを感じさせることが
できる。

順を追ってわかりやすく説明しているので工程を理解しやすい。身
近なものを題材にするので取り組みやすい。

職業家庭

1 ひかりのく 27-1 C10
こどものずかんMio１０

たべもの

たべものに関する簡単な情報がわかりやすく掲載されており、クイ
ズなどで、楽しみながら学ぶことができる。

美術

身近な生活にかかわる知恵や技がわかりやすく説明しており、言葉
で説明することで実生活に結びつけて学習することができる。

2・3 成美堂出版 14-4 006
作ってみよう！リサイクル

工作６８

1 のら書店 25-1 001

保健体育 1・2・3 学研 06-2 IO1
あそびのおうさまずかん１

からだ　増補改訂

2・3 小学館 12-2 526
小学館の子ども図鑑プレ

NEO 楽しく遊ぶ学ぶ
せいかつの図鑑

各部分の名称や働きなど、体にまつわるさまざまな情報をわかりや
すく紹介している。Ｑ＆Ａも掲載しているので興味をもちやすく
なったいる。

外国語

1 くもん出版 08-1 537 CD付き英語のうたカード

歌いやすく、楽しく歌える歌が収録されており、歌を覚えること
で、英語に対する興味が高まる。

色彩が鮮明で見やすい。なじみのある曲をＣＤを使って英語できけ
て歌うことができる。

3 mpi 54-22 505
アルファベットチャンツ

CD付

ＣＤがついており、聞きながらリズムにのって楽しく正しい発音を
身につけられる。

2 学研 06-2 605
CDつきえほん　はじめての

英語の歌

R４　盲学校　中学部　課程２　点字
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

生徒が直面する心の葛藤がわかりやすいイラストで表現されてお
り、自己を振り返る機会となるよう配慮されている。自己理解を深
め、明るく前向きに生きようとする姿勢をはぐくむことができる。

特別の教
科　道徳

1・2・3 高橋書店 66-10 514
こころのふしぎ　なぜ？

どうして？

R４　盲学校　中学部　課程２　点字
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国語

1 三起商工 82-3 511

滋賀県立盲学校中学部　教科用図書　　［ 課程３ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

ポカポカフレンズのしかけ
と音のえほん　なにしてる

の？せいかつ
○

＜供給不能による変更＞
引っ張ったりめくったりと、楽しい３６個のしかけと１０種類の効
果音で掃除機の音や電話の呼び出し音、花火の音など身近な音を学
ぶことができる。

2 ポプラ 30-2 537
音のでる知育絵本２０

わらべきみかの音のでる
ことばえほん

簡単な操作で日常で使うあいさつが聞くことができるので障害の重
い生徒でも使用することができる。

3 ポプラ 30-2
978-4-591-
15154-9

音のでる知育絵本２７
よくばりおけいこ
あいうえお　ABC

簡単な操作で、ひらがなからアルファベット、数字、あいさつ、歌
やピアノまで入っており、生徒の興味関心に合わせて楽しむことが
できる。

電話でのごっこ遊びが楽しめる音のでる本になっており興味を持ち
やすく実生活に発展できる。

てんじつきさわるえほん
こぐまちゃんと
どうぶつえん

いろんなど動物がさわって楽しめる。カラーの絵柄にイラストが浮
き出ているので触っても楽しめるようになっている。

1・2・3 こぐま社 10-4 553書写

クラフトブックなので身近な野菜と果物を、のりやはさみを使わず
簡単工作で作れるようになっており、視覚障害の生徒でも触って野
菜や果物の形を理解することができる。

3 小学館 12-2 526
小学館の子ども図鑑プレ
NEO  楽しく遊ぶ学ぶ

せいかつ図鑑

身近な生活にか関わる知恵や技が写真やイラストを使い、わかりや
すく説明しており理解しやすい。

2 小学館 12-2 541
小学館の図鑑NEOの

クラフトぶっく  りったい
やさい・くだもの館

社会

1 成美堂出版 14-4 502
音と光の出る絵本

プルルルもしもし！
でんわではなそ！

ポカポカフレンズ
音のでるパズル絵本
のりものプップー

乗り物のパズルをはめるという簡単な操作で、いろいろな乗り物の
音が出るので視覚障害の生徒でも扱いやすくなっている。

数学

1 講談社 10-1 615
音の出る学習時計えほん

いまなんじ？

地図 1・2・3 三起商行 82-3 514

○

＜供給不能による変更＞
時計の長針と短針の読み方が楽しく学べ、針を回してボタンを押す
と声で時間を理解でき、自然と時間の感覚を身に付けることができ
る。

2 三起商行 82-3 526
ミキハウス

音のでるおしごとえほん
レジスター

お金の学習をする際に、レジを使ったごっこ遊びが楽しめ、音がで
る本になっているので、興味を持って取り組める。

○

＜供給不能による変更＞
電話、メール、写真など、遊びながら学べるスマホ型のおもちゃが
ついた多機能型「知育」絵本で、コミュニケーションや音楽や算数
の力を養える。

3 金の星社 07-2 9784323890548
ピカピカ！ プルル♪　も
しもし スマホであそぼ！

理科

1 ポプラ 30-2 535
音のでる知育絵本１７　脳
科学からうまれたあなぽこ

えほん

好奇心を刺激しながら、楽しく動物の鳴き声を学習することができ
る。

ピースの型はめ楽しみ、ボタンを押すと身近なペットの鳴き声の音も出る
ように工夫されている。

3 大日本絵画 16-3 574
おとがなるさわるしかけ

えほん  にぎやか
ジャングル！

さまざまな素材を使って触って感触を感じることができ、鳴き声の
音も出るようになっているので興味を持ちやすい。

2 三起商行 82-3 513
ポカポカフレンズ音のでる
パズル絵本　どうぶつワン

ワン

R４　盲学校　中学部　課程３
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

音楽

1 クレヨンハ 58-3 515
CD新しい子どもたちの
歌シリーズ  第１集

世界中のこどもたちが

選曲が親しみやすく、生徒の興味を引き出しながら、楽しく学習活
用できる。

2 音楽センタ 55-12 520
クラスでうたうこどもの
うたCDブック  ベスト２

日頃聞き慣れている名曲について、ＣＤを聞きながら楽しく学ぶこ
とができる。

3 ドレミ楽譜 20-2 001
やさしい

こどものうたとあそび

親しみのある曲が選曲されており、教師と一緒に手遊び・歌遊びが
できで楽しみながら意欲を高めることができる。

はじめてのこうさくあそび

色彩が鮮明で見やすい。遊びの要素が多く取り上げられ、作った後
も一緒に遊べる工夫がされており、視覚障害の生徒にも作る楽しさ
を感じさせることができる。

（供給不能による変更）
工作を通して生徒の心の中に残る不思議さを実感できるように工夫
されていて、巻末にはすぐに楽しめるよう、切り紙遊びのふろくも
付いている。

職業家庭

1 成美堂出版 14-4 504
音と光のでる絵本
もりのレストラン

音と光の効果で本当に料理をしているような気分が味わえる教材に
なっている。実際の調理に発展させることができる。

美術

2・3 二見書房 78-25 501
ワクワクさんのふしぎ工作

（遊べるふろく付き）
○

1 のら書店 25-1 001

身体の絵が大きく見やすい。等身大の人体模型で自分の体について
より具体的に認識を深めることができる。

たべものに関する図鑑になっており、わかりやすく見やすい。クイ
ズなどで、楽しみながら学ぶことができる。

保健体育 1・2・3 ポプラ 30-2 587

ポップアップ人体えほんポッ
プアップ人体図鑑

－等身大ポスターが
とびだす

2・3 ひかりのく 27-1 C10
こどものずかんMio１０

たべもの

特別の教
科　道徳

1・2・3 偕成社 06-1 D01
ノンタンあそぼうよ（１）
ノンタンぶらんこのせて

楽しく順番やルールを学ぶことができる内容となっており、他の人
と仲良くする大切さを意識することが期待できる。

R４　盲学校　中学部　課程３
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数学

1

日文

中学数学１

導入は身近で考えやすい題材を取り上げ、興味関心をひくよう工夫され
ている。図なども豊富で視覚的に理解しやすく、説明文もわかりやす
い。練習問題は、基礎的な内容から応用まで幅広く取り上げられてお
り、学習内容の定着につなげていくことができる。

2 中学数学２

3 中学数学３

社会（公民） 3 帝国
社会科　中学生の公民　よりよい社

会を目指して
図表やグラフなど資料の引用が豊富で、事象の理解にも結び付けやす
い。また公民的分野の幅広い問題が取り扱われている。

地図 1・2・3 帝国 中学校社会科地図
明るい色調で文字も見やすく、地形の特徴など捉えやすい。資料集とし
て歴史の授業にも活用しやすい。

図表やグラフなど資料の引用が豊富で、事象の理解にも結び付けやす
い。説明文が短く、聾話学校生徒の読解に適している。

社会（歴史） 1・2・3 帝国
社会科　中学生の歴史　日本の歩み

と世界の動き
図表やグラフなど資料の引用が豊富で、事象の理解にも結び付けやす
い。史実の流れがスムーズに記述・展開されており理解しやすい。

2・3 新しい書写　一・二・三年

社会（地理） 1・2 教出 中学社会　地理　地域にまなぶ

言語 1・2・3 教出 国語　言語編
聾話学校用に編集されていて、指導計画上、適切である。身近な生活を
取り上げ、言語理解について理解が深められるようわかりやすく、工夫
されている。

書写

1

東書

新しい書写　一・二・三年 内容の構成・配列が適切である。楷書の筆使いが、見てわかりやすいよ
うに工夫されている。硬筆では気づきにくい文字の書き方が、丁寧に取
り上げられている。

滋賀県立聾話学校中学部　教科用図書　　［ 課程１ ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 発行者の略称 書名 選定理由

国語

1

三省堂

現代の国語１

内容の構成が適切であり、挿絵や写真も多く、聾話学校の生徒も視覚的
に理解しやすい。資料も豊富で言語の学びを広げ、深められる。古文・
漢文・文法についても基本的な内容の定着につなげることができる。

2 現代の国語２

3 現代の国語３

R4　聾話学校　中学部　課程１
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教科 使用学年 発行者の略称 書名 選定理由

技術家庭
（技術）

1・2・3 東書
新しい技術・家庭　技術分野　未来

を創る Technology
写真や資料が豊富で一つ一つの単元・項目の構成が整理され系統的に配
置されており、日常生活との関連についても深めやすい。

技術家庭
（家庭）

1・2・3 東書
新しい技術・家庭　家庭分野　自立

と共生を目指して
写真や資料が豊富で一つ一つの単元・項目の構成が整理され系統的に配
置されており、日常生活との関連についても深めやすい。

保健体育 1・2・3 大日本 中学校保健体育
学習内容のイメージが持ちやすい写真や図が多く使われており、理解を
深めやすい。

外国語

1

東書

NEW HORIZON English Course 1

基礎基本となる文法・語句が分かりやすく提示され、学習しやすい。学
んだ表現が、自己表現につなげられるよう、工夫されている。内容が系
統だったテーマで構成されており、興味を引き出しやすい。

2 NEW HORIZON English Course 2

3 NEW HORIZON English Course 3

図版が大きく、視覚教材が充実しており鑑賞素材として活用することが
できる。
学習の流れに対応しており生徒にもわかりやすい。

2・3
美術２・３上　学びの実感と広がり
美術２・３下　学びの探求と未来

2・3 教芸
中学生の音楽　２・３上
中学生の音楽　２・３下

教材の選択と配列が適切であり、図表・写真も効果的である。また、楽
典などの資料も充実しておりわかりやすい。

器楽 1・2・3 教芸 中学生の器楽
それぞれの楽器の解説が見やすく整理されており、図表や写真も見やす
く効果的である。

音楽

1 教芸 中学生の音楽　１
教材の選択と配列が適切であり、図表・写真も効果的である。また、楽
典などの資料も充実しておりわかりやすい。

美術

1

日文

美術１　美術との出会い

理科

1

啓林館

未来へひろがるサイエンス１

写真やイラスト、図などが豊富で見やすく視覚的にとらえやすいことか
ら、生徒の興味・関心を高めやすい。字が大きく行間も開いていて読み
やすい。実験についてもまとめ方が一目でわかりやすく、目的や結果、
考察の観点がわかりやすい。

2 未来へひろがるサイエンス２

3 未来へひろがるサイエンス３

R4　聾話学校　中学部　課程１
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教科 使用学年 発行者の略称 書名 選定理由

特別の教科　道徳

1

光村

中学道徳　１　きみが　いちばん
ひかるとき

各学年、発達段階に即して、臓器移植や尊厳死など三教材ずつ「生命の
尊さ」に関する教材が掲載されるなど、生徒一人一人が、自分の存在を
大切に思えたり、他者の存在を大切に思えたり「生命を大切にする心」
を培っていくための題材が幅広く設定されている。

2
中学道徳　２　きみが　いちばん

ひかるとき

3
中学道徳　３　きみが　いちばん

ひかるとき

R4　聾話学校　中学部　課程１
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勉強する習慣が身につくように構成されており、無理なく実力アッ
プできるようになっている。長文読解の力、書く力など、項目毎に
学習していくことができる。

国語　言語編

聾話学校用に編集されていて、指導計画上、適切である。身近な生
活を取り上げ、言語理解について理解が深められるようわかりやす
く、工夫されている。

1・2・3 東書 002 701
新編　新しい書写

一・二・三年

内容の構成・配列が適切である。楷書の筆使いが、見てわかりやす
いように、工夫されている。硬筆では気付きにくい文字の書き方
が、丁寧に取り上げられている。

はなまるリトル３年生社会

小学校3年生で学ぶことがらをまとめて掲載されている。生徒が日
常生活で体験したことがあるような身近な問題から少しずつ学ぶ範
囲を広げていくように構成されている。

国語

1 講談社 10-1 9784062196451
齋藤孝のイッキによめる！
名作選  小学４年生新装版

生徒の関心をひく言語表現の作品が精選され、物語の楽しさを感じ
る工夫がされている。生徒が興味を持てる有名な作品も多く、目に
する機会の多い文章が掲載されている。

2 講談社 10-1 650
斉藤孝のイッキによめる！
名作選  小学５年生新装版

生徒の関心をひく言語表現の作品が精選され、物語の楽しさを感じ
る工夫がされている。生徒が興味を持てる有名な作品も多く、目に
する機会の多い文章が掲載されている。

3 民衆社 32-1 505
基礎学力アップ国語だいす

き小学５年生

滋賀県立聾話学校中学部　教科用図書　　［ 課程２ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

言語 1・2・3 教出 017 B-721

書写

2 くもん出版 08-1 657

1 ナガセ 71-6 504

地図

社会にぐ－んと強くなる
小学３年生

小学校３年生の社会を内容ごとにこまかく分けて、集中して学習で
きるように構成されている。写真やイラストも多く、生徒が意欲的
に取り組むことができる。

3 くもん出版 08-1 658
社会にぐ－んと強くなる

小学４年生

小学校４年生の社会を内容ごとにこまかく分けて、集中して学習で
きるように構成されている。写真やイラストも多く、生徒が意欲的
に取り組むことができる。

1・2・3 帝国 046 702 中学校社会科地図
明るい色調で文字が見やすく、色分けした等高段彩が用いられてい
る。地形の特徴も捉えやすいように立体的なレリーフ表現がなされ
ている。

社会

新しい算数　５上　考えると見方が広が
る！

新しい算数　５下　考えると見方が広が
る！

導入がていねいで理解しやすい。日常生活で体験するような質問も
多く掲載されており、生徒が意欲的に取り組むことができる。

シグマベスト　これでわか
る算数小学４年

小学校４年生の内容をまとめたような形で、参考書と問題集が１つ
になっており、理解したことをすぐ確認できる構成になっており、
意欲を持って取り組みやすい。

2 数研出版 63-8 506
学ぼう！算数　高学年用上

５年改訂版

1 文英堂 78-9 504

小学校５年生で学習する内容がまとめられており、絵図と説明文を
見比べて、学習内容を理解しやすいように構成されている。数学

3 東書 002
501
502

R4　聾話学校　中学部　課程２
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

小学英語スーパードリル１
アルファベット・ローマ字
フォニックスNEW EDITION

002 502
NEW HORIZON Elmentary

English Course
Picture Dictionary

○

2 東書 002 601

（供給不能による変更）教科書の内容に沿った絵カードが用意され
ており、興味関心が持ちやすい。アクティビティな活動が期待で
き、継続して使えるよう工夫されている。

理科

小学校で学ぶ内容が、科学や生物などまとめた形でわかりやすく構
成されている。系統的な学習につなげられる。具体的な実験方法が
丁寧に図解してある。

2・3 誠文堂新光 64-13 507
新しい教養のための理科

応用編１

小学校で学ぶ内容が、生活と結び付けて、わかりやすくまとめられてい
る。写真や図も多く掲載されており分かりやすい。基礎編とあわせて系統
的に学べる。

1 誠文堂新光 64-13 506
新しい教養のための理科

基礎編

音楽

器楽 1.2.3 教芸 027 752

教材の選択と配列が適切であり、図表・写真も効果的である。該当
学年と同じ教科書を使用することにより、学年全体での学習に使用
することができる。

2・3 教芸 027
803
804

中学生の音楽　２・３上
中学生の音楽　２・３下

教材の選択と配列が適切であり、図表・写真も効果的である。該当
学年と同じ教科書を使用することにより、学年全体での学習に使用
することができる。

1 教芸 027 702 中学生の音楽　１

2・3 日文 116
803
804

美術

中学生の器楽
楽典などの資料も充実しており、見やすい。該当学年と同じ教科書
を使用することにより、学年全体での学習に使用することができ
る。次年度から1年次より3年間使用。

1 日文 116 703 美術１　美術との出会い

美術の芸術作品が精選され、生徒が意欲的に取り組めるように工夫
されている。該当学年と同じ教科書を使用することにより、学年全
体での学習に使用することができる。

美術２・３上　学びの実感と
広がり

美術２・３下　学びの探求と
未来

美術の芸術作品が精選され、生徒が意欲的に取り組めるように工夫
されている。該当学年と同じ教科書を使用することにより、学年全
体での学習に使用することができる。

新しい技術・家庭　家庭分
野　自立と共生を目指して

写真や絵が多く使われており、生徒にわかりやすいように工夫され
ている。該当学年と同じ教科書を使用することにより、全体での学
習に使用することができる。

1 東書 002 701
新しい技術・家庭　技術分

野　未来を創る
Technology

職業家庭

保健体育

内容が精選されている。視覚でとらえやすい資料（図・イラスト）
が比較的多い。該当学年と同じ教科書を使用することにより、全体
での学習に使用することができる。

1 東書 002 501
NEW HORIZON Elmentary

English Course 5
○

1・2・3 大日本 004 702  中学校保健体育

（供給不能による変更）毎時間のキーセンテンスがわかりやすい形
でまとめられている。見開きで完結する内容になっている。丁寧に
段階を追って理解できる内容に工夫されている。

１つ１つの単元の重点が整理され、系統的に配置されている。また
写真や資料が豊富で理解しやすく、日常生活との関連も深い。写真
などでも分かりやすく掲載されている。

2・3 東書 002 701

NEW HORIZON Elmentary
English Course 6

○

（供給不能による変更）継続した学習ができる。毎時間のキーセン
テンスがわかりやすい形でまとめられている。見開きで完結する内
容になっている。丁寧に段階を追って学習できる内容に工夫されて
いる。生徒の興味関心が持ちやすい。

「手・耳・口・目」の学習をバランスよくミックスした内容となっ
ており、英語の基本的な学習がしやすい。英語の内容も理解しやす
く工夫されている。

3 Jリサーチ 62-54 501

外国語

1・2・3 東書

R4　聾話学校　中学部　課程２
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

703

特別の教科
道徳

生徒一人一人が、自分の存在を大切に思えたり、他者を大切に思え
たり「生命を大切にする心」を培っていくための題材が幅広く設定
されている。

3

中学道徳　１　きみが　い
ちばん　ひかるとき

生徒一人一人が、自分の存在を大切に思えたり、他者を大切に思え
たり「生命を大切にする心」を培っていくための題材が幅広く設定
されている。1 光村 038

光村 038 903
中学道徳　３　きみが　い

ちばん　ひかるとき

生徒一人一人が、自分の存在を大切に思えたり、他者を大切に思え
たり「生命を大切にする心」を培っていくための題材が幅広く設定
されている。

2 光村 038 803
中学道徳　２　きみが　い

ちばん　ひかるとき

R4　聾話学校　中学部　課程２
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滋賀県立聾話学校中学部　教科用図書　　［ 課程３ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

国語

1 同成社 20-5 A04
ゆっくり学ぶ子のための

国語４

文章の種類が多く、生徒が様々な文章に慣れることができる。小学
校低学年の読みやすい漢字が使われているので、文章の内容の学習
にも入りやすい。

2 清風堂書店 64-2 508 9784867091357
国語習熟プリント

小学３年生大判サイズ

内容が文法学習、物語や説明文の文章読解など、様々な領域から扱
われており、基礎・基本を反復して学習することができる。

3 くもん出版 08-1 646
言葉と文法にぐ－んと強く

なる　小学４年生

漢字の成り立ちの説明があり、使いやすくわかりやすい。また、字
が大きくて見やすく学習に向かいやすい構成で作られている。

子どものための手話事典

日常生活、学校生活で使用する約５００の基本的用語の手話をわか
りやすく解説している。大きなイラストで指の動きも見てわかりや
すい。

1・2・3 東書 002 701
新編　新しい書写　一・

二・三年

内容の構成・配列が適切である。楷書の筆使いが、見てわかりやす
いように、工夫されている。硬筆では気付きにくい文字の書き方
が、丁寧に取り上げられている。

言語 1・2・3 汐文社 67-3 554

書写

社会 2 小学館 12-2 532

1 小学館 12-2 575
２１世紀こども百科歴史館

＜増補版＞

写真やイラストが多く掲載されており興味関心を持ちやすい。遺跡
や建築物など図解でくわしく解説しており、より深い知識を得るこ
とができる。

地図

小学館の子ども図鑑プレＮ
ＥＯ　新版・楽しく遊ぶ学

ぶせかいの図鑑

日本と外国の違いが楽しくわかり、世界に興味がわき、「言語や文
化についての体験的理解」に適合して、意欲的に学習できる。

3 小学館 12-2 683 にっぽん発見！マップ

生徒の好奇心をかきたてる各都道府県の名所や特産物が数多く紹介
されており、身近な日本のことをより詳しく知ることができる。

1・2・3 成美堂出版 14-4 004
いちばんわかりやすい　小
学生のための学習日本地図

帳

詳しい地図、美しい衛星写真に加え、名所など観光写真、イラスト
など最新の情報が掲載されている。日本地図の興味関心を引き出し
やすい。

シグマベスト　これでわか
る算数小学４年

小学校４年生の内容をまとめたような形で、参考書と問題集が１つ
になっており、理解したことをすぐ確認できる構成になっており、
意欲を持って取り組みやすい。

新しい算数　３上
考えるっておもしろい！

新しい算数　３下
考えるっておもしろい！

導入がていねいで理解しやすい。また、数量や概念も具体物や挿し
絵で表されていて把握しやすい。内容が精選されており、系統的に
学習を進めることができる。

2 東書 002
401
402

新しい算数　４上
考えると見方が広がる！

新しい算数　４下
考えると見方が広がる！

1 東書 002
301
302

導入が丁寧で理解しやすい。また、数量や概念も具体物や挿し絵で
表されていて把握しやすい。内容が精選されており、系統的に学習
を進めることができる。数学

3 文英堂 78-9 504

R4　聾話学校　中学部　課程3
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

理科

自然に関する理科の学習内容について、関心を広げるような説明が
盛り込まれ楽しく学習できる。写真や挿絵も鮮明で利用しやすく生
徒の意欲を高めることができる。

2・3 農文協 75-1 546
農作業の絵本３　野菜の栽

培と診断

野菜の育て方について、大きく見やすいイラストと短くわかりやすい文章
で説明されている。実際の栽培や観察の際に比較もしやすく、生徒にとっ
て学習しやすい。

1 フレーベル 28-8 D04
ふしぎをためすかがく図鑑

しぜんあそび

音楽

器楽 1.2.3 教芸 027 752

教材の選択と配列が適切であり、図表・写真も効果的である。該当
学年と同じ教科書を使用することにより、学年全体での学習に使用
することができる。

2 教芸 027
803
804

中学生の音楽　２・３上
中学生の音楽　２・３下

教材の選択と配列が適切であり、図表・写真も効果的である。該当
学年と同じ教科書を使用することにより、学年全体での学習に使用
することができる。

1 教芸 027 702 中学生の音楽　１

2・3 日文 116
803
804

美術

中学生の器楽

楽典などの資料も充実しており、見やすい。該当学年と同じ教科書
を使用することにより、学年全体での学習に使用することができ
る。次年度から1年次より3年間使用。

1 日文 116 703 美術１　美術との出会い

美術の芸術作品が精選され、生徒が意欲的に取り組めるように工夫
されている。該当学年と同じ教科書を使用することにより、学年全
体での学習に使用することができる。

美術２・３上　学びの実感と
広がり

美術２・３下　学びの探求と
未来

美術の芸術作品が精選され、生徒が意欲的に取り組めるように工夫
されている。該当学年と同じ教科書を使用することにより、学年全
体での学習に使用することができる。

１つ１つの単元の重点が整理され、系統的に配置されている。また
写真や資料が豊富で理解しやすく、日常生活との関連も深い。写真
などでも分かりやすく掲載されている。

2・3 東書 002 701
新しい技術・家庭　家庭分
野　自立と共生を目指して

写真や絵が多く使われており、生徒にわかりやすいように工夫され
ている。該当学年と同じ教科書を使用することにより、全体での学
習に使用することができる。

1 東書 002 701
新しい技術・家庭　技術分

野　未来を創る
Technology

職業家庭

保健体育

外国語

内容が精選されている。視覚でとらえやすいイラストが多く学びや
すい。生徒にとって関わりの深い日常生活の中から学習していくこ
とができる。

1 くもん出版 08-1 674
くもんの小学基礎英語　たの

しく学べる英単語

1・2・3 ひかりのく 27-1 I09
改訂新版体験を広げる

こどものずかん９
からだとけんこう

簡単な英単語にふれ、学習を深めていくことができる。イラストな
ども豊富で表情や動作などから、英語の内容もわかりやすいよう工
夫されている。

2 Ｊリサーチ 62-54 505
クレヨンせんせいのえいご

であそぼう！１

学校生活の中で見聞きする簡単な英単語が多く掲載されている。生
徒にとって身近な英語を使って関心を深めながら学習することがで
きる。

ＢＯＯＫ１の続きで、学校生活や日常生活で見聞きする簡単な英単
語が多く掲載されている。身近な英語を使って楽しみながら学習す
ることができる。

3 Ｊリサーチ 62-54 506
クレヨンせんせいのえいご

であそぼう！２

R4　聾話学校　中学部　課程3
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

特別の教科
道徳

目に見えない「気持ち」をわかりやすい絵で表現している。具体的
場面をイメージしやすく、自分の気持ちと向き合うことの大切さを
学ぶことができる。

3 旺文社 05-3 B06
学校では教えてくれない大
切なこと（６）　友だち関

係（気持の伝え方）

マナーと敬語完全マス
ター！１　学校のマナーと

敬語

身近な学校でのマナーや言葉遣いを絵探しで遊びながら、楽しく学
習することができ、礼儀の意義を理解し、時と場に応じた適切な言
動を学ぶことができる。

目には見えない「気持ち」をわかりやすい絵で表現している。他の
人とのかかわりの基礎となる、気持ちの伝え方についてわかりやす
く学ぶことができる。

2 旺文社 05-3 B02
学校では教えてくれない大
切なこと（２）　友だち関

係（自分と仲良く）

1 あかね書房 01-1 523

R4　聾話学校　中学部　課程3
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国語

1 水王舎 63-09 509

滋賀県立聾話学校中学部　教科用図書　　［ 課程４ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

はじめての論理国語
小1レベル

○

（教育課程の見直しによる変更）供給主語・述語といった言葉のき
まりや接続詞などの文法を、系統立てて学習することができる。イ
ラストや図でわかりやすく、示してあり、視覚的にわかりやすい。

2 水王舎 63-09 507
はじめての論理国語

小2レベル
○

（教育課程の見直しによる変更）主語・述語・修飾語といった言葉
のきまりや接続詞などの文法を、系統立てて学習することができ
る。イラストや図でわかりやすく、示してあり、視覚的にわかりや
すい。

3 同成社 20-5 A04
ゆっくり学ぶ子のための

国語４

文章の種類が多く、生徒が様々な文章になれることができる。小学
校低学年の読みやすい漢字が使われているので、文章の内容の学習
にも入りやすい。

三省堂ことばつかいかた絵
じてん増補新装版

テーマ別に動詞・形容詞が身近な場面のイラストとともに掲載され
ているため、体験とことばをつなげながら学習することができる。

書写

1 日本習字普 72-21 502
はじめてのかきかた

幼児から小学生低学年

言語 1・2・3 三省堂 11-4 507

社会

1 ひかりのく 27-1 514

生徒が「書」に興味関心を持ったり親しめるよう工夫されている。
書道の基本から運筆まで分かりやすく説明されていて学習を進めや
すい。

2・3 ＰＨＰ 27-4 001
子どもの字がうまくなる練

習ノート

正しいえんぴつの持ち方と正しい姿勢を身につけることができる。ひらが
な、カタカナ、数字、漢字を上手に書くためのポイントがわかりやすく説明
されている。

改訂新版辞書びきえほんも
ののはじまり

物や乗物等子どもに身近な物の始まり約２００項目を５０音順に解
説されており、日本初のものや世界初のものなど、わかりやすく構
成されている。

2 ひかりのく 27-1 513
辞書びきえほん歴史上の人

物

小学校の教科書に取り上げられている重要人物を順に並べて解説さ
れている。人と人とのつながりもわかりやすく興味を広げていくこ
とができる。

3 さえら 11-1 533
絵で見るある町の歴史

タイムトラベラーと旅する
12,000年

原始時代から現代まで、特定の町の詳細な絵を通して、人々の生活
やその移り変わりが理解でき、宝探しなど興味を引く工夫もされて
いる。

いちばんわかりやすい　小
学生のための学習日本地図

帳

詳しい地図、美しい衛星写真に加え、名所など観光写真、イラスト
など最新の情報が掲載されている。日本地図の興味関心をひきだし
やすい。地図 1・2・3 成美堂出版 14-4 004

R4　聾話学校　中学部　課程４
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

数学

1 草思社 15-3 511
考える力がつく算数脳パズ
ル　新はじめてなぞぺ～

指導者とのやりとりの中で楽しみながら算数体験ができる。スモー
ルステップなので、「わかった」という実感をもって学習をすすめ
ていくことができる。

2 同成社 20-5 C03
ゆっくり学ぶ子のための「さ
んすう」３　（６～９のたし

算、ひき算、位取り）

理科
日常生活の中で生徒が疑問に思う不思議を写真とイラストでわかりやすく
説明している。また身近な科学のふしぎについても、分かりやすい実験を
通して学ぶことができる。

６から２けたまでの数と、１けたの数のたし算、ひき算、時計の読
み方を、タイル操作をしながら、しっかり学習することができる。

指を使って数える「数えたし」では、表せない数を「５－２進法」
でタイル操作をしっかりやると必ず答えがでることを確認しなが
ら、学習することができる。3 同成社 20-5 C04

ゆっくり学ぶ子のための「さ
んすう」４

（くり上がり、くり下がり、
２けたの数の計算）

イラストで音楽が楽しく図解されており、興味・関心を引き出しや
すい。譜面のQRコードから音や曲が聴けることから、音楽に身近に
触れながら取り組むことができる。

2・3 ひかりのく 27-1 553
写真と絵で「なぜ？」がわ

かる　かがくのふしぎ
ひゃっか

1 ひかりのく 27-1 535
改訂版いきもののくらしと
かいかた１　むしくらしと

かいかた

生徒にとって日常生活で目にすることの多い川、野原など身近にい
る小さな生き物の生態や飼育方法をイラストなどでわかりやすく解
説している。

音楽 2 永岡書店 21-1 007
お手本のうた付き！どうよ

ううたのえほん

生徒がＴＶや遊戯などで目にしたり、触れたりしたことがあるよう
な定番の童謡から最近の歌まで、楽しいイラストとともに興味を
持って見たり聞いたりすることができる。

3 永岡書店 21-1 009

1

お手本のうた付き！どうよ
ううたのえほん２

生徒がＴＶや小学校での音楽などで触れたり、学習したことのある
定番の童謡から最近の歌まで、楽しいイラストとともに興味を持っ
て見たり聞いたりすることができる。

学研 06-2 597
音楽をもっと好きになる本

１　歌や演奏を楽しむ

（供給不能による変更）図版が大きく、視覚教材が充実しており鑑
賞素材として活用することができる。

（教育課程の見直しによる変更）1年次使用教科書の供給不能によ
り、2.3年次使用教科書も変更したい。学習の流れに対応しており
生徒にもわかりやすく、1年次から3年間継続した学習につなげられ
る。

D01
２０２シリーズ　たべもの

２０２

押絵などがわかりやすく豊富で、興味・関心を喚起し、学習を効果
的に進められるように配列されている。

1 ひかりのく 27-1 003
マナーやルールがどんどん
わかる！ 新装改訂版みぢ

かなマーク

生徒にとって日常生活で目にすることの多いトイレのマーク、標識
など日常生活でよく目にするマークをイラストや写真とともに学ぶ
ことができる。

2・3 ひかりのく 27-1

職業家庭

美術

1

日文

2・3

美術１　美術との出会い

○

○

116

116

703

803
美術２・３上　学びの実感

と広がり

804
美術２・３下　学びの探求

と未来

R4　聾話学校　中学部　課程４
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

すごいね！みんなの通学路

世界の様々な地域に住む子どもたちの通学風景が収められており、
日本の状況と比べながら、国際的な視野に立って、世界の平和と人
類の幸福について感じることができる。

約３００の仕事とその概要をイラストを中心に紹介されている。将
来の自分について想像を膨らませることができ、勤労の尊さや意義
を理解し、奉仕の精神について学ぶ学習にも活用できる。

3 旺文社 05-3 B02
学校では教えてくれない大
切なこと（２）  友だち関

係（自分と仲良く）

目には見えない「気持ち」をわかりやすい絵で表現されており、具
体的場面をイメージしやすい。自己を見つめ、個性を伸ばすため
に、自分の気持ちと向き合うことの大切さを学ぶことができる。

3 三省堂 11-4 550 こどもしごと絵じてん

イラストを多く使い、体内の名称やはたらきが見てわかるように解
説されている。「なぜ汗をかくのか」など、体の不思議についても
楽しく学ぶことができる。

1・2・3 金の星社 07-2 E01
やさしいからだのえほん１
からだのなかはどうなって

いるの？
保健体育

特別の教科
道徳

1 西村書店 72-13 507

R4　聾話学校　中学部　課程４
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幼児絵本シリーズ
 しゅっぱつしんこう！

大きな駅から列車に乗り、乗り換えながら小さな駅に着くまでを、
目に映るままに克明に描かれている。生徒自身もまるで列車に乗っ
ているような感覚で楽しんで学習することができる。地図 1・2・3 福音館 28-1 9784834000863

あいうえおべんとう

生徒が興味を持ちやすい食べ物のイラストで構成されており、校外
学習に持参する身近なおべんとうを題材に、ことばの学習ができ
る。絵も貼り絵になっており、楽しくイメージしながら繰り返し学
習できる。

3 リーブル 40-3 510
おみせやさんでください

な！

まるでお店屋さん百科事典のように、３７店舗ものお店が描かれて
おり、何が売っているのか絵を見ながら楽しく学ぶことができる。

社会

1 小学館 12-2 514

ひらがなが大きく書かれており、生徒にとって分かりやすい。色々
なイラストとともに書かれたひらがなの文字をなぞって繰り返し書
くことにより、ひらがなを学習し身につけていくのに適している。

2・3 くもん出版 08-1 9784774308371
おやこでいっしょに

シリーズ
３さいからのひらがな新装版

ひらがなが大きく書かれており、生徒にとって分かりやすい。文字をな
ぞって書くことにより、文字を学習し身につけていくのに適している。１年
生から系統的に学ぶことができる。

小学館の図鑑ＮＥＯ
動物ＤＶＤつき

様々な動物の写真がのっており、関心を引きやすい。DVDもついて
いて、実際の動きなど詳しく観察することができ、興味を持って学
習することができる。

2 くもん出版 08-1 001

エンバリーおじさんの絵か
きえほん　しもんスタンプ

でかいてみよう

｢しもんスタンプ｣という題材を通して１つの物から様々な物に変化
していく様子が非常に楽しい。発想力や創造性を発揮しながら、楽
しくことばの学習ができる。

書写

1 くもん出版 08-1 9784774308364
おやこでいっしょに

シリーズ
２さいからのひらがな新装版

言語 1・2・3 偕成社 06-1 F01

五味太郎・言葉図鑑（１）
うごきのことば

ことばをイラストで示すことで、魅力的に言葉を紹介している。
「笑う」「喜ぶ」など全てイラストで表わされているため、ことば
だけでなく気持ちや様子を理解することができる。

3 くもん出版 08-1 526 反対ことばカード

日常生活の中で使う反対ことばの形容詞が取り上げられている。色
がはっきりして、絵が分りやすい。さらにカード形式となっており
視覚的にもとらえやすい。

国語

1 小学館 12-2 525

滋賀県立聾話学校中学部　教科用図書　　［ 課程５ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

小学館の子ども図鑑プレＮ
ＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶこく

ごの図鑑

絵が豊富で生徒が興味・関心を持ちやすく、日常生活に即したこと
ばが取り上げられている。内容もわかりやすく適切にまとめられて
おり、ことばの学習に適している。

2 偕成社 06-1 O01

Ｒ4　聾話学校　中学部　課程5
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

美術

1

日文

116 703

美術１　美術との出会い

○

（教育課程見直しによる変更）図版が大きく、視覚教材が充実して
おり鑑賞素材として活用することができる。

2・3 116
803

美術２・３上　学びの実感
と広がり

○

（教育課程見直しによる変更）1年次使用教科書の供給不能によ
り、2.3年次使用教科書も変更したい。学習の流れに対応しており
生徒にもわかりやすく、1年次から3年間継続した学習につなげられ
る。804

美術２・３下　学びの探求
と未来

身近にあるものを使って取り組めるものが多く掲載されている。イ
ラストなどで作り方の手順も細かく説明されており、手指の操作力
を向上させるためにも有効である。

2・3

日常生活で食することの多い朝食、昼食、夕食、おやつなど21種類
の料理が紹介されており、つくる手順がすべてカラー写真で、見て
わかるように配列されている。

1 福音館 9784834019094

職業家庭

たくさんのふしぎ傑作集
糸あそび布あそび

（供給不能による変更）
人気の乗り物のサイレンやエンジン音とイラストで、子どもたちの
興味関心を引き出しやすい。いろいろな音の違いを感じることに
よって、表現活動を楽しめるように編集されている。

2 金の星社 07-2 529
音のでる絵本　おとのでる

どうぶつえほん
○

（供給不能による変更）子どもに馴染みのある10種類の動物の鳴き
声とイラストを使ってわかるように編集されている。動物の鳴き声
を用いた歌が編集されており、音楽を楽しみながら擬声語を覚えて
いくように工夫されている。

（教育課程見直しによる変更）手遊びをして楽しめる歌を中心に編
集されている。手遊びの仕方がわかりやすく解説されており、身ぶ
りなどでの表現を身につけていくためにも有効である。3 金の星社 07-2 530

音のでる絵本　おとのでる
てあそびうたえほん

育成会 14-3 A05
自立生活ハンドブック５

ぼなぺてぃ
どうぞめしあがれ

28-1

音楽

1 金の星社 07-2 528
音のでる絵本　おとのでる

のりものえほん
○

2・3 福音館 28-1 582
福音館の科学シリーズ　虫

の飼いかたさがしかた

○

理科

1 福音館 28-1 585
福音館の科学シリーズ　野

の草花

日常生活で目にすることの多い、身近な野の花が美しく描かれてい
る。生育している環境も合わせて書かれており視覚的に捉えやすい
ため、興味・関心を引き出しやすい。

身近な虫を中心に紹介されており、親しみやすい構成となっている。虫が
成長していく過程を観察することができ、興味・関心を引き出しやすい。

○

（供給不能による変更）
カードがめくりやすく、文字がはっきりしているので覚えやすい。
数を楽しく学ぶことができる。

ページを進めていく毎に数がどんどん増えていき、絵もカラフルで
分かりやすい。数字を固まりとしてだけではなく、数として意識し
やすいように工夫がなされている。3 戸田デザイ 20-4 002 １から１００までのえほん

数学

1 岩崎書店 02-1 509 ペネロペいまなんじ？

時間の概念が分かりだした生徒が実際に時計を動かしながら、体験
的に学習すすめることができる。また、一分刻みで動かせるため、
正確な時間を学ぶことができる。

2 くもん出版 08-1 D03 かずカード

Ｒ4　聾話学校　中学部　課程5
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

金の星社

約３００の仕事とその概要をイラストを中心に紹介されている。将来の自
分について想像を膨らませることができ、勤労の尊さや意義を理解し、奉
仕の精神について学ぶ学習にも活用できる。

3 三省堂 11-4 9784385143262

主人公はおじいちゃん、おばあちゃんであるが、心あたたまる絵
で、「ありがとう」の大切さを感じられる絵本になっており、温か
い人間愛の精神を深め、他者に対して思いやりの心をもつ大切さを
学ぶことができる。

2 あかね書房 01-1 9784251011015 きみ、なにがすき？

どのようにしたら友達と仲良くなれるかを、主人公やその友達がいろいろ
と考える物語になっており、友情の尊さを理解し、心から信頼できる友人
をもち、お互いに励まし合い、高め合うことを絵本を通して学ぶことができ
る。

07-2 9784323024561 ありがとさん♪1

特別の教科
道徳

こどもしごと絵じてん

保健体育 1・2・3 ポプラ 30-2 587
ポップアップ人体えほん

ポップアップ人体図鑑－等身
大ポスターがとびだす！

身体の絵が大きく、飛び出す仕掛けとなっており視覚的に捉えやす
い。等身大の人体模型でより具体的に、自分の体について認識を深
めることができる。

Ｒ4　聾話学校　中学部　課程5

- 28 -



国語２

国語３

新しい書写一・二・三年

社会科　中学生の地理
世界の姿と日本の国土

未来へひろがるサイエンス３

未来へひろがるサイエンス１

未来へひろがるサイエンス２

新しい数学２

新しい数学３

数学

1

2

1

2

3

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

理科

3

1・2・3

1・2・3

3

地図

社会（地理）

社会（歴史）

社会（公民）

1・2 帝国

未定

東書

帝国

啓林館

未定

新しい社会　公民

中学校社会科地図

新しい数学１

東書

滋賀県立北大津養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程１ ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。国語

書写

1

1・2・3 学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

光村

東書

国語１

2

3

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

R４　北大津養護学校　中学部　課程１
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学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。2 中学道徳２　とびだそう未来へ

3 中学道徳３　とびだそう未来へ

東書

新しい保健体育

NEW HORIZON
 English Course １

NEW HORIZON
English Course ２

NEW HORIZON
 English Course ３

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

発行者の略称

光村

中学生の音楽　２・３上
中学生の音楽　２・３下

中学生の器楽

美 術１

教芸

特別の教科　道徳

1

教出

中学道徳１　とびだそう未来へ

美 術２・３

技術・家庭　技術分野
テクノロジーに希望をのせて

技術・家庭　家庭分野
生活の土台　自立と共生

光村

東書

外国語

1

2

3

1・2・3

保健体育 1・2・3

1・2・3

美術

教科 使用学年

1

書名

器楽

2・3

選定理由

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

1・2・3

音楽

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

技術家庭
（技術）

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（大津市）の採択図書に同じとする。

技術家庭
（家庭）

1

2・3

教芸

教芸 中学生の音楽　１

開隆堂

開隆堂

R４　北大津養護学校　中学部　課程１
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国語

1 同成社 20-5 A03

滋賀県立北大津養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程２ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

ゆっくり学ぶ子のための「こ
くご」３(改訂版)(文章を読

む、作文・詩を書く)

いろいろな文章を読む練習から、作文や詩を書く練習をする指導内
容が生徒の実態に応じて指導できる。

2 同成社 20-5 A04
ゆっくり学ぶ子のための

国語４

文字教材と説明文教材の読み、作文や詩の表現力の指導、聞く力や
話す力、言語や文法にかかわる教材を生徒の言語的実態に応じて指
導できるように図られている。

3 同成社 20-5 502
ゆっくり学ぶ子のための

国語５

詩や文章を読み、書く力を育てるだけでなく、その中から生活に必
要な知識・感覚も身につけるような工夫や、語彙を広げより豊かな
ことばの使い方を身につけることができるよう図られている。

すべてカラーになっていて見やすく、日本や世界のことを詳細に紹
介しており、生徒の興味・関心を引いて、他国のことも調べてみよ
うという意欲をかきたてる構成となっている。

できる！！がふえる↑ドリ
ルかん字２年

漢字の書き方・使い方が非常にわかりやすく解説されている。漢字
習得を課題とする生徒にとって書きやすい構成で、繰り返し書くこ
とに取り組むことができる。

2・3 文理 78-13 531
できる！！がふえる↑ドリ

ル漢字３年

1 文理 78-13 535

漢字の書き方・使い方が非常にわかりやすく解説されている。漢字
習得を課題とする生徒にとって書きやすい構成で、繰り返し書くこ
とに取り組むことができる。

書写

日本の大まかな時代の流れを知る上でポイントになる人物が１５人
取り上げられていてわかりやすい。イラスト入りの解説で生徒が興
味をもって学習を進めることができる。

3 金の星社 07-2 554

社会科見学に役立つわたした
ちのくらしとまちの　しごと
場２つくるしごと・売るしご

と

農家や食品工場、スーパーマーケットなど、食べ物をつくったり、
売ったりする１０の仕事場の仕事内容などを写真や図版で詳しく紹
介している。

2 小学館 12-2 553
ドラえもんの社会科おもし
ろ攻略　日本の歴史１５人

社会

1 小学館 12-2 576 ２１世紀こども地図館

読んで見て楽しむ日本地図
帳増補改訂版

鮮明なイラストや写真と学習に使えるデータが豊富で、都道府県の
情報や世界遺産のことなど生徒が興味をもって、自分から調べるこ
とができる構成になっている。

数学

1 喜楽研 57-22 554
 教科書算数プリント２年

基礎編

地図 1・2・3 学研 06-2 525

イラストが豊富で丁寧に説明があり、数や量について小学校２年生
程度の内容の学習に対して、楽しみながら取り組めるよう工夫され
ている。

2 喜楽研 57-22 555
教科書算数プリント３年

基礎編

イラストが豊富で丁寧に説明があり、数や量について小学校３年生
程度の内容の学習に対して、楽しみながら取り組めるよう工夫され
ている。

イラストが豊富で丁寧に説明があり、数や量について小学校４年生
程度の内容の学習に対して、楽しみながら取り組めるよう工夫され
ている。

3 喜楽研 57-22 556
教科書算数プリント４年

基礎編
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簡単に手に入る身近な材料を使ってできる実験を、写真とイラスト
で分かりやすく紹介されている。物の色々な性質や現象が起こるこ
とを実験を通して確かめることができる。

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

音楽

1 東書 002 C-721

鮮明な写真やイラストが多く使用されており、身近な生き物に対して興
味・関心が持ちやすくなっている。また、生徒が自分でも調べやすい構
成になっており、知識として身についていくことも期待できる。

2・3 小学館 12-2 546
いきもの探検大図鑑　ＮＡ

ＴＵＲＥ－ＰＡＬ

音楽☆☆☆☆

理科

1 フレーベル 28-8 D03
ふしぎをためすかがく図鑑

かがくあそび

豊富な曲数のＣＤが添付されており、生徒にとって親しみのある曲
を聴きながらクラスで合唱できるので、興味・関心をもって繰り返
し学習に取り組みやすくなっている。

ポップアップで味わう
不思議な世界

レオナルド・ダ・ヴィンチ

レオナルドダヴィンチの描くイラストをポップアップ絵本で見るこ
とのできる１冊で、芸術を触れさせたい時にもよい絵本であり、興
味の幅を広げることが期待できる。

知的障害のある生徒がわかりやすい合奏の楽譜などが掲載されてお
り、学習で活用しやすい。

2 クレヨンハ 58-3 517
ＣＤ新しい子どもたちの歌

シリーズ  第３集
パレード

ＣＤが添付されており、音楽を聴いたり歌ったりすることができる
とともに、歌、絵が親しみやすいものとなっていて、興味をもって
楽しみながら学習に取り組むことが期待できる。

たのしい工作教室
たのしい

こうさくきょうしつ１

1 大日本絵画 16-3 541

3 音楽センタ 55-12 507
クラスでうたう

こどものうたＣＤ
ブック ベスト１

2・3 偕成社 06-1 X01
坂本廣子のひとりで
クッキング（１）

 朝ごはんつくろう！

身近な材料を使った工作について、たくさんのイラストや写真を
使ってわかりやすく解説されており、生徒の興味や関心をもたせや
すい内容となっている。

職業家庭

1 金の星社 07-2 F06
ひとりでできるもん！６
だいすきおやつ作り

カラフルなイラストや解説が豊富で材料や工程が大変わかりやすく
なっており、興味を持つことができるとともに、手順に従い、見通
しをもって調理実習に取り組むことができる。

美術

鮮明な写真やカラフルなイラストが豊富で材料や工程もわかりやす
く、興味・関心をもって調理実習に取り組むことができる。また、
生徒が日常生活にも応用しやすくなっている。

2・3 さえら 11-1 C01

カラフルな絵や鮮明な写真が豊富で、身体各部のつくりやそのしく
み、健康に関することまで興味をもって学習に取り組める。思春期
でもあり、性教育にも活用しやすい。

保健体育 1・2・3 学研 06-2 L12
ニューワイド学研の図鑑
増補改訂人のからだ
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教科書名
変更の
有無

選定理由

特別の教科
道徳

1 旺文社 05-3 B02
学校では教えてくれない大
切なこと(２)友だち関係

(自分と仲良く)

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

身につけたい社会常識、集団での約束事等、分かりやすいコミック
絵本の形にまとめられており、また、日常生活の中で使用する言葉
が多く、場面で活動設定ができるので、授業で活用しやすい。

3 小学館 12-2 682
マンガでわかるよのなかの

ルール

目に見えない「気持ち」をマンガでイメージしやすく、わかりやす
い。また、自分のことや相手のことを知る大切さをわかりやすく描
かれている。

2 旺文社 05-3 B06
学校では教えてくれない大
切なこと(６)友だち関係

(気持ちの伝え方)

マンガでイメージしやすく、気持ちの切り替え方も身近な例でわかりやす
くまとめられており、生徒が興味を持ちやすい内容構成になっている。
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国語

1 偕成社 06-1 502

滋賀県立北大津養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程３ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

絵本・日本の童話名作選
手ぶくろを買いに

狐の親子の会話や身体の丸み、雪の質感、夜の灯りなどからぬくも
りの伝わってくる絵で、視覚的にわかりやすい。

2 岩崎書店 02-1 505 滝平二郎の絵本 花さき山

美しい切り絵によって、お話のイメージを膨らませ、生徒に感動を
与えることができる。また、学級等で劇・劇遊びの題材として発展
させていきながら活用することができる。

3 講談社 10-1 515
世界の絵本　にじいろのさ
かなうみのそこのぼうけん

非常にカラフルな絵で生徒の興味を引き付けやすく、ストーリー展
開も楽しめる内容である。また、劇・劇あそび等にも活用しやすい
内容であり、発展的に授業に使用することができる。

各時代の様子を見開きの絵で丁寧にあらわされていて、言葉だけで
なく視覚的にも分かりやすいよう工夫されており、その時代の生活
や文化にも興味・関心をもちやすい。

ドラえもんはじめての漢字
辞典第２版

小学校で学ぶ学習漢字全1026字を完全収録し、一字一字をオールカ
ラーでていねいに解説している。覚えやすいように、読み方ごとに
熟語を並べ工夫がされている。

2・3 くもん出版 08-1 666
いっきに極める国語(1)
小学１～３年の漢字

1 小学館 12-2 596

小学校１年生～３年生の国語で学習する漢字440字を、意味や形などの
漢字の特徴ごとにグループに分けるなど工夫されており、力をつけるこ
とが期待できる。

書写

色調が明るく、鮮明な絵でわかりやすいので、楽しく地図の学習が
できる。

3 福村出版 28-7 A05
シリーズ生活を学ぶ５ 遠

くへ行きたいな

交通ルール、公共施設の説明、利用の仕方などを知ることができ、
社会生活の基礎となることを学ぶことができる。また、特別活動等
での体験的な活動にも生かしやすい。

2 戸田デザイ 20-4 005 にっぽんちず絵本社会

1 福音館 28-1 583
福音館の科学シリーズ
絵で見る日本の歴史

せかいちず絵本

カラフルな色使いで世界各国が紹介されている。また、世界の山の
高さ比べ、川の長さ比べ、鉄道など、世界に興味をもたせやすい内
容であり、図や表もわかりやすい。

数学

1 同成社 20-5 C03

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」３ （６～９
のたし算、ひき算、位取

り）

地図 1・2・3 戸田デザイ 20-4 006

文章が簡潔でわかりやすく、生徒が興味をもって絵を見ながら具体
的に比較や仲間集めができるよう構成されており、数や量の概念を
付けていきやすいように工夫されている。

2 同成社 20-5 C04

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」４ （くり上
がり、くり下がり、２けた

の数の計算）

文章が簡潔でわかりやすく、生徒の興味のもてる題材を用いてい
て、具体的なさいころの操作で置き換えることにより、数や量の概
念を付けていきやすいように工夫されている。

基礎から無理なく理解でき、生徒のペースに応じて進めていくこと
ができるように編集されている。また文章が簡潔で数や量の概念を
付けていきやすいように工夫されている。

3 同成社 20-5 C05

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」５ （３けた
の数の計算、かけ算、わり

算）
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

理科

1 小学館 12-2 512
小学館の図鑑ＮＥＯ　恐竜

ＤＶＤつき
○

（供給不能による変更）
写真が大きくて見やすく、細かな部分も描写されており、興味を持
ちやすい。また、新発見の恐竜が揃っていて楽しめるように内容も
充実している。

音楽

1 クレヨンハ 58-3 516

身近に育てられる植物、野菜の育て方を紹介されており、草花や野菜の
育て方、栽培の仕方を、写真・イラストで、わかりやすく説明されている。

2・3 フレーベル 28-8 D02
ふしぎをためすかがく図鑑

しょくぶつのさいばい

ＣＤ新しい子どもたちの歌
シリーズ　第２集ぼくたち

のうた

ＣＤが添付されており、歌に親しみやすい。また、四季折々の歌が
あり、生徒にとって楽しく歌えるようになっている。

2 ドレミ楽譜 20-2 002
保育名歌　こどものうた１

００選

　遊べる工作大図鑑

1 さえら 11-1 510

古くから歌い継がれ現在でも親しまれている歌から新しい感覚の歌
など、豊富な曲数が収録されており、個人が興味・関心をもつだけ
でなく、集団として楽しく授業の中で活用できる。

3 Ｋ・Ｍ・Ｐ 59-5 501
ドレミファソラシド８つの
音で弾けるやさしいメロ

ディ

８音で演奏できるため、ハンドベルや木琴、ミニキーボードで演奏
しやすい。すべての楽譜にカタカナで階名が表記されているためわ
かりやすい。

たのしい工作教室 たのし
いねんど工作

できあがり作品を見て生徒の興味・関心がもちやすくしてあるとと
もに、粘土という身近な材料使っているので意欲的に学習にとりく
める。また、作成の工程も具体的でわかりやすく説明されている。

2・3 女子栄養大 12-7 001 新・こどもクッキング

紙、木や竹、その他の材料など身の回りのものを使って作って遊べ
る。意欲的に活動しやすく、作成の工程も具体的でわかりやすく説
明されている。

職業家庭

1 開隆堂出版 06-4 002
　職業・家庭たのしい家庭
科　わたしのくらしに生か

す

特別支援学校の生徒を想定して、イメージや学習の見通しが持てる
よう工夫されており、生活自立を図ることを中心に学ぶことができ
る。

美術

写真で料理の作り方がわかりやすく説明されており、調理の工程が
簡単に理解できる。また、身近な素材を多くとりあげてあり、興味
がもちやすく、意欲的に活動できる。

2・3 日東書院 72-8 504

ルールとマナーを学ぶ子ど
も生活図鑑(３)　地域・社

会生活編

保健体育 1・2・3 学研 06-2 L12
ニューワイド学研の図鑑
増補改訂人のからだ

買い物や外出、地域活動の参加する際の基本的なルールやマナーが、
イラストとわかりやすい文章で表現されている。また、修学旅行に向けた
校外学習や買い物学習を行う中学２年生に適している。

絵や写真が豊富で、身体のつくりから健康に関することまで興味を
もって学習できる。生徒が素朴に持つような疑問にもわかりやすく
解説されており、思春期の生徒たちの性教育にも活用しやすい。

特別の教科
道徳

1 国土社 10-3 555
ルールとマナーを学ぶ子ど
も生活図鑑(２)　学校生活

編

生活の流れをシチュエーション別に絵で楽しく見ながら、必要な
ルールとマナーをイラストやわかりやすい文章で表現されており、
卒業を控えた中学３年生に適した内容となっている。

3 国土社 10-3 545
ルールとマナーを学ぶ子ど
も生活図鑑(４)　人間関係

編

安全で楽しい学校生活を送るための基本的なルールやマナーが、親
しみやすいイラストとわかりやすい文章で表現されている。読みや
すく、学校生活に慣れることが大切な中学１年生に適している。

2 国土社 10-3 544
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国語

1 くもん出版 08-1 726

滋賀県立北大津養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程４ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

だれかな？カード

生徒の実態に適した文字、ことばが中心に使用されている。生徒に
身近な動物を使っていることもあり、興味をもちやすく、楽しく見
ながら学習を進めることができる。

2 講談社 10-1 515
世界の絵本　にじいろのさ
かなうみのそこのぼうけん

非常にカラフルな絵で生徒の興味を引き付けやすくなっており、ス
トーリー展開も楽しめ、劇・劇あそび等にも活用しやすい内容であ
る。

3 小学館 12-2 525
小学館の子ども図鑑プレ

ＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶこ
くごの図鑑

文字やことば、文に関する事柄が、写真とイラストを交えながら分
かりやすく豊富に示されており、広く学習に活用できる。

計算ができる数字ボタン等が付いており、買い物について知ること
ができる。身近な社会との関わりである買い物について関心をもっ
て実際に買い物学習に役立てることができる。

かいてけしてまたかける
あいうえお

生徒が興味を持ち、思わず書きたくなるような楽しい絵を掲載して
いる。書いて、消して…を繰り返すことができる。

2・3 くもん出版 08-1 A01
もじ・ことば１ はじめて

のひらがな１集

1 フレーベル 28-8 005

ひらがなを無理なく学習するために、一筆で書ける字から練習するよう
工夫されているので、生徒も意欲的に取り組むことができる。

書写

スーパーなどで売られているものやファミリーレストランのメ
ニューなど身近な食べ物が多く掲載され、知っているものや好きな
ものを指差しながら興味をもって見ることができる。

3 小学館 12-2 C02
ドラえもんちずかん２　せ

かいちず

色彩が豊かで世界の様子が写真とイラストで優しく紹介されてお
り、楽しく学習できるように工夫されている。馴染みのあるキャラ
クターと一緒に絵本の中を旅行する内容になっている。

2 女子栄養大 12-7 505
毎日の食事カロリーガイド

第３版
社会

1 三起商行 82-3 526
ミキハウス音のでるおしご

とえほん  レジスター

木製知育パズル　たのしい
にっぽんちず

パズルピースを主体的に扱うことを通して、日本の都道府県名やそ
れぞれの面積に親しみをもって学習できるよう工夫されている。

数学

1 童心社 20-1 A01
かずのほん１ どっちがた

くさん

地図 1・2・3 永岡書店 21-1 521

個別的な対応から２つの集合の大きさを１対１対応によって比較す
るまで、生徒にとってわかりやすく、また楽しんで学習を進めてい
けるように工夫されている。

2 福音館 28-1 628
日本傑作絵本シリーズ　１
０までかぞえられるこやぎ

子やぎの心情になって数をかぞえる等、生徒の実態に合っており、
興味をひく絵とストーリーで楽しみながら数に親しむことができ
る。また、「１～１０までのかず」を学ぶことができる。

長針や短針が本物そっくりに動き、一目で時間が分かるように工夫
がされている。時計合わせゲーム機能などもあり、ゲーム形式で時
計について楽しく学習することができる。

3 ポプラ 30-2 P16
音のでる知育絵本１６　と

けいがよめるようにな
る！！とけいくん
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（供給不能による変更）
写真が大きくて見やすく、細かな部分も描写されており、興味を持
ちやすい。また、新発見の恐竜が揃っていて楽しめるように内容も
充実している。

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

音楽

1 くもん出版 08-1 G03

身近に育てられる植物、野菜の育て方を紹介されており、草花や野菜の
育て方、栽培の仕方を、写真・イラストで、わかりやすく説明されている。

2・3 フレーベル 28-8 D02
ふしぎをためすかがく図鑑

しょくぶつのさいばい

ＣＤ付き  楽器カード

理科

1 小学館 12-2 512
小学館の図鑑ＮＥＯ　恐竜

ＤＶＤつき
○

卒業学年にふさわしい曲が多く収録されている。手話イラスト付の
曲もあり、音楽表現の幅が広がる。

エリック・カールの絵本
（ぬりえ絵本）  わたしだ

けのはらぺこあおむし

絵本全体がぬりえになっており、生徒一人ひとり違う作品に仕上げ
ることができる。

オーケストラで使われる楽器２５種と和楽器６種の計３１種類の音
が収録されている。様々な楽器の種類や音色を知り、その楽器が活
躍する曲を聴いて楽器への興味を広げることができる。

2 音楽センタ 55-12 507
クラスでうたうこどものう
たＣＤブック　ベスト１

親しみのある曲を、ＣＤを聞きながら歌うことができる。また、カ
ラオケに合わせて歌うこともできる。手話イラストも掲載されてい
るため、興味をもって学習しやすい。

身近な素材でできる！つ
くって遊ぼう！かんたんお
もしろ工作１・２・３年生

1 偕成社 06-1 T03

3 音楽センタ 55-12 530
教室ですぐに使えるＣＤ

ブック７  お別れ会・卒業
式でうたおう！

本を開くと写真が映像のように動く仕掛けがあり、興味関心を引くよう工
夫されている。また、ヘビやカエル、トラなどたくさんの命と色にあふれた
ジャングルの世界を味わうことができる内容である。

2・3 金の星社 07-2 F06
ひとりでできるもん！６
だいすきおやつ作り

つくってかざる、つくってあそぶの２つの項目にわかれていて、画
像が豊富で作り方の説明もわかりやすく、興味・関心を広げること
ができる。

職業家庭

1 ひかりのく 27-1 D01
２０２シリーズ　たべもの

２０２

挿絵などが分かりやすく豊富で、興味・関心を喚起し、学習を効果
的に進められるように配列されている。

美術

カラフルなイラストや解説が豊富で材料や工程が大変わかりやすく
なっており、興味を持つことができるとともに、手順に従い、見通
しを持って調理実習に取り組むことができる。

2・3 メイツ出版 84-4 515

絵や写真が豊富で、身体のつくりから健康に関することまで興味を
もって学習できる。生徒が素朴に持つような疑問にもわかりやすく
解説されており、思春期の生徒たちの性教育にも活用しやすい。

保健体育 1・2・3 学研 06-2 L12
ニューワイド学研の図鑑
増補改訂人のからだ

特別の教科
道徳

1 大日本絵画 16-3 554
動く写真で見る海の生物

しかけえほん　オーシャン

本を開くと写真が映像のように動く仕掛けがあり、サイ、ヒョウな
ど絶滅寸前の動物たちが生き生きと動いて見え、野生動物の生態を
学ぶことができる。また、生命の尊さ、自然愛護を指導するために
適した内容である。

3 大日本絵画 16-3 571
フォティキュラーブック

ワイルド

本を開くと写真が映像のように動き、興味関心を引くように工夫さ
れている。ウミガメやクラゲ、サメなど楽しく海の生物を学べ、リ
アルに体験できる。また、生命の尊さ、自然愛護を指導するために
適した内容である。

2 大日本絵画 16-3 572
フォティキュラーブック

ジャングル
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数や概念について、立体的なしかけがあることで生徒が興味・関心
をもち、楽しみながら学んでいくことができるように工夫された内
容になっている。

3 大日本絵画 16-3 525
しかけえほん びっくりか

ずあそび

理論社

読み聞かせを楽しみながら、だんごの色や形を学習できる。見るこ
とが苦手な生徒に対しても耳でことばの抑揚を楽しむことができ
る。

2 くもん出版 08-1 706 いろいろじゃがいも

海から山へ、山から谷へ、電車に乗って旅をしているようにページ
を開ければ広がる大パノラマが連続し、興味・関心を持って学習が
できる。

550

40-1 528 だじゃれ日本一周

鮮やか挿絵と面白い言葉のリズムで表現されており、興味関心を
もって都道府県を知ることができる。

3

パノラマえほん でんしゃ
のたび

読み聞かせを楽しみながら、じゃがいもの色や形を学習できる。見
ることが苦手な生徒に対しても耳でことばの抑揚を楽しむことがで
きる。

28-1 625
日本傑作絵本シリーズ  ね
ぎぼうずのあさたろうその

１

鮮やかな挿絵と擬音語や擬態語がたくさん使われていたり、リズミ
カルな言葉で登場人物とのやりとりが展開していく工夫がされてい
たりするので、興味をもたせることができる。

20-1 H02

705 いろいろだんご

１４ひきのシリーズ １４
ひきのぴくにっく

自然描写に力が入っている本で、何種類もの細かい花の絵が描かれ
てある。絵本を通して散歩など身近な生活体験をイメージできる工
夫がされている。

書写

2・3 フレーベル 28-8

生徒が興味を持ち、思わず書きたくなるような楽しい絵を掲載している。
書いて、消して…を繰り返すことができる。

005
かいてけしてまたかける

あいうえお

1 リーブル 40-3 001
あっちゃんあがつくたべも

のあいうえお

分かりやすく、魅力的なイラストとリズミカルな文章で、ひらがな
や食べ物の名前に触れることができる。

変更の
有無

選定理由

滋賀県立北大津養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程５ ］

好学社 10-2

508

A01

教科
使用
学年

国語

教科書名

わかりやすい言葉や絵、簡単なやりとりの繰り返しがあるので、展
開もわかりやすい。登場人物が次々と出てきてテンポよく読み聞か
せを楽しむことができる。

鮮やかな色彩の絵が見開きで構成されているのでわかりやすく興味
関心をひく内容になっている。また、簡単なストーリーになってい
るので、楽しく見ながら繰り返し学習ができる。

非常にカラフルな絵で飛び出したり隠れたりするようになっている
ため、生徒の興味を引き付けやすくなっており、楽しく見ながらス
トーリーを追った学習をすることができる。

うららちゃんののりものえ
ほん１　でんしゃにのって

レオ・レオニの絵本 スイ
ミー

にじいろのさかなブック
ポップアップ絵本にじいろ

のさかなのかくれんぼ

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

数学

地図 1・2・3

図書コード
（教科書記号番号）

童心社

1

2

3 講談社

発行者
コード

（番号）

アリス館 51-4

ひさかた 27-3

発行者

10-1

1 くもん出版 08-1

519

1

社会 2 福音館
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特別の教科
道徳

1 偕成社 06-1 587
エリック・カールボードブッ
ク（音の出る絵本）  ボード
ブックだんまりこおろぎ

日本の伝統文化の一つである落語をかわいらしい挿絵とＣＤで親し
みをもって学習できるように工夫されている。また、我が国の伝統
と文化の尊重、郷土を愛する態度を育むために適切な内容である。

3 小学館 12-2 652
ＣＤつきおもしろ落語絵本

ごくらくらくご

非常にカラフルな絵で興味を引き付けやすく、ストーリー展開も楽
しめる内容である。また、希望と勇気、克己と強い意志や、友情、
信頼の内容を指導するために適している。

2 ベネッセ 79-6 536
たまひよ音のずかん絵本

なきごえきけちゃう！どう
ぶつずかん

学研 06-2 L12
ニューワイド学研の図鑑
増補改訂人のからだ

福音館の単行本　かがみの
えほんきょうのおやつは

収録しているどうぶつは、41種類あり、どうぶつを1回タッチすると日本語
の名前・英語の名前・どうぶつのなきごえ、2回タッチするとどうぶつのま
めちしきが聞ける。

2・3 小学館 12-2 606

絵が大きくきれいで見やすく、絵本を開くと両側のページの絵が互
いに映りこみ、驚くほど立体的に見えて、調理に興味を持ちやす
い。

2・3 福音館 28-1 647

２０２シリーズ　たべもの
２０２

27-1 D01

あーとぶっく　ひらめき美
術館第３館

数々の名画と作品を生み出した画家の背景を、子どもたちにもわか
りやすく、親しみが持てるように解説しており、世界の名画に触れ
ることができる。

挿絵などがわかりやすく豊富で、興味・関心を喚起し、学習を効果
的に進められるように配列されている。また、普段馴染みのある食
べ物がたくさん載せられている。

1 ひかりのく

挿絵が豊富に掲載されているため、興味をもってからだの名称やそ
れぞれの器官のはたらきなどの知識を得ることができる。

1・2・3

G03 ＣＤ付き  楽器カード

1 岩崎書店 02-1 507
ペネロペしかけえほん８

ペネロぺルーヴルびじゅつ
かんへいく

太鼓は扱いやすく手でたたくだけで十分反応し、簡単な楽器として
演奏が体験できる。実際に音を鳴らして遊びながら楽しさを味わう
学習ができる。

いろいろな楽器のイラストを見たリ、付属のＣＤで演奏を聴いたり
しながら楽器の音や形の違いを感じることができる。カードという
形態は学習方法に柔軟に対応できる。

3 永岡書店 21-1 532
ＤＶＤとイラストでよくわ
かる！手あそびうたブック

子どもに馴染みの深い手あそび歌がたくさん収録されており、ＤＶ
Ｄを観ながら楽しく歌唱できる。

実際に展示してある名画や作品が出てきて、しかけを楽しみながら
芸術に触れ合い楽しむ学習ができる。

大迫力の写真と動きのあるイラストが掲載されており、動物への興
味関心がもてるよう工夫されている。また、付属のＤＶＤによって
さらに動物について学ぶことができる。

2・3 講談社 10-1 525
講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ

植物ＤＶＤつき

教科書名
変更の
有無

使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

職業家庭

保健体育

選定理由

理科

音楽

美術

523
講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ
動物新訂版１１１分ＤＶＤ

つき

図書コード
（教科書記号番号）

教科

2 くもん出版 08-1

1 講談社 10-1

大迫力の写真と動きのあるイラストが掲載されており、植物への興味関
心がもてるよう工夫されている。また、付属のＤＶＤによってさらに植物に
ついて学ぶことができる。

1 東京書店 20-3 503
わくわく音あそびえほん

新装版ドンドコドンドンた
いこであそぼ
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現代の国語　２

現代の国語　３

中学書写

社会科　中学生の地理
世界の姿と日本の国土

未来へひろがるサイエンス３

未来へひろがるサイエンス１

未来へひろがるサイエンス２

数学の世界２

数学の世界３

数学

1

2

1

2

3

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

理科

3

1・2・3

1・2・3

3

地図

社会（地理）

社会（歴史）

社会（公民）

1・2 帝国

未定

日文

帝国

啓林館

未定

中学社会　公民的分野

中学校社会科地図

数学の世界１

大日本

滋賀県立鳥居本養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程１ ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。国語

書写

1

1・2・3 学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

三省堂

教出

現代の国語　１

2

3

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。
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学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。2 中学生の道徳　自分を考える２

3 中学生の道徳　自分をのばす３

東書

新しい保健体育

NEW HORIZON English Course　１

NEW HORIZON English Course　２

NEW HORIZON English Course　３

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

発行者の略称

日文

中学生の音楽　２・３上
中学生の音楽　２・３下

中学生の器楽

美術１　美術との出会い

教芸

特別の教科　道徳

1

廣あかつき

中学生の道徳　自分を見つめる1

美術２・３上　学びの実感と広がり
美術２・３下　学びの探求と未来

新しい技術・家庭　技術分野
未来を創る Technology

新しい技術・家庭　家庭分野
自立と共生を目指して

日文

東書

外国語

1

2

3

1・2・3

保健体育 1・2・3

1・2・3

美術

教科 使用学年

1

書名

器楽

2・3

選定理由

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

1・2・3

音楽

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

技術家庭
（技術）

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

技術家庭
（家庭）

1

2・3

教芸

教芸 中学生の音楽　１

東書

東書

R４　鳥居本養護学校　中学部　課程１
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3

福音館の科学シリーズ
ぼくらの地図旅行

C-721 数学☆☆☆☆

東洋館

特別支援学校用に編集されており、中学部生徒に必要な数学の指導
がしやすく工夫されている。

目的地までの道のりを読者が地図を見ながら地図旅行に参加でき、
地図の基礎基本を学習できる。写真も多く分かりやすい。

G05

20-7 001 くらしに役立つ社会

身近な題材をもとに、社会のきまりやしくみについて関心や理解を
深められる内容となっており、社会生活に役立つ事項が分かりやす
く説明されている。

中学書写

１・２・３年生の中学校検定教科書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

28-1 M06
みぢかなかがくシリーズ

町たんけん

絵が精緻に描かれていて、町の様子が分かりやすい内容になってい
る。また、町の構成が理解しやすいように工夫されている。

29-1 B02
新版

はじめましてにほんちず

最新の都道府県の史跡や観光、物産などの資料がわかりやすく編集
されており、日本の地理の基礎を学ぶことができる。

変更の
有無

選定理由

滋賀県立鳥居本養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程２ ］

C‐721

教科
使用
学年

国語

教科書名

特別支援学校用に編集されており、中学部生徒に必要な国語の指導
がしやすく工夫されている。

国語☆☆☆☆

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

数学

地図 1・2・3

図書コード
（教科書記号番号）

平凡社

1・2・3

発行者
コード

（番号）

東書 002

福音館 28-1

発行者

1・2・3 教出 017

1

社会 2 福音館

書写 1・2・3 教出 017 703
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１・２・３年生の中学校検定教科書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

1・2・3 学研 224 704 中学保健体育

新しい技術・家庭
家庭分野

自立と共生を目指して

2・3 日文 116
803
804

１・２・３年生の中学校検定教科書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

1・2・3 東書 2 701

新しい技術・家庭
技術分野

未来を創る Technology
2 701

美術２・３上
学びの実感と広がり

美術２・３下
学びの探求と未来

２・３年生の中学校検定教科書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

１・２・３年生の中学校検定教科書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

1・2・3 東書

803
804

中学生の音楽 ２・３上
中学生の音楽 ２・３下

1 日文 116 703 美術１　美術との出会い

１年生の中学校検定教科書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

G03

２・３年生の中学校検定教科書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

1・2・3 教芸 027 752 中学生の器楽

１・２・３年生の中学校検定教科書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

１年生の中学校検定教科書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

027 702 中学生の音楽 １

3 福音館 28-1

四季折々に私たちの身近に見られる花や虫や鳥などを自然の景観の
中にあるがままの姿で紹介してあり、自然を見る視点や基本的な知
識を身につけることができる。

2 学研 06-2 L12
ニューワイド学研の図鑑

増補改訂人のからだ

教科書名
変更の
有無

使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

職業家庭

保健体育

選定理由

理科

音楽

美術

G04
福音館の科学シリーズ

道ばたの四季

図書コード
（教科書記号番号）

教科

福音館の科学シリーズ
地球

2・3 教芸 027

1 福音館 28-1

私たちの体のつくりや仕組みに興味が持てるように、内容が豊富で楽しく
利用できる。分かりやすく解説があり、楽しみながら学習できる。

地球の中の様子を地表から中心部にわたって描いてあり、地球内部
の巨大なエネルギーが地球を変えていく過程など、理解しやすい。

1 教芸
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１・２・３年生の中学校検定教科書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

2 廣あかつき 232 807
中学生の道徳　自分を考え

る２

１・２・３年生の中学校検定教科書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

教科書名
変更の
有無

選定理由

特別の教科
道徳

1 廣あかつき 232 707
中学生の道徳　自分を見つ

める1

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

１・２・３年生の中学校検定教科書を使用する。
学校所在地の採択地区（彦根市）の採択図書に同じとする。

3 廣あかつき 232 907
中学生の道徳　自分をのば

す３

R４　鳥居本養護学校　中学部　課程２
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滋賀県立長浜養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程1 ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。国語

書写

1

1・2・3 学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

光村

光村

国語１

2

3

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

理科

3

1・2・3

1・2・3

3

地図

社会（地理）

社会（歴史）

社会（公民）

1・2 帝国

未定

東書

帝国

啓林館

未定

新編　新しい社会　公民

中学校社会科地図

未来へひろがる数学１

啓林館数学

1

2

1

2

3

国語２

国語３

中学書写一・二・三年

社会科　中学生の地理
世界の姿と日本の国土

未来へひろがるサイエンス３

未来へひろがるサイエンス１

未来へひろがるサイエンス２

未来へひろがる数学２

未来へひろがる数学３

R4　長浜養護学校　中学部　課程１
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学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

1・2・3

音楽

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

技術家庭
（技術）

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

技術家庭
（家庭）

1

2・3

教芸

教芸 中学生の音楽１

東書

東書

書名

器楽

2・3

選定理由教科 使用学年

1

発行者の略称

日文

中学生の音楽２・３上
中学生の音楽２・３下

中学生の器楽

美術１　　出会いと広がり

教芸

特別の教科　道徳

1

東書

新しい道徳１

美術２・３上　学びの深まり
美術２・３下　美の探究

新編 新しい技術・家庭　技術分野
未来を創る　Technology

新編 新しい技術・家庭　家庭分野
自立と共生を目指して

日文

学研

外国語

1

2

3

1・2・3

保健体育 1・2・3

1・2・3

美術

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。2 新しい道徳２

3 新しい道徳３

東書

新・中学保健体育

NEW HORAIZON English Course 1

NEW HORAIZON English Course 2

NEW HORAIZON English Course 3

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

R4　長浜養護学校　中学部　課程１
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国語

1 光村 038 507

滋賀県立長浜養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程２］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

国語五　銀河

知的障害に応じて、５年生の小学校検定教科用図書を使用する。学
校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

2 光村 038 607 国語六　創造

知的障害に応じて、６年生の小学校検定教科用図書を使用する。学
校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

3 光村 038 704 国語1

知的障害に応じて、１年生の中学校検定教科用図書を使用する。学
校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

中学書写一・二・三年

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

2・3 光村 038 704 中学書写一・二・三年

1 光村 038 704

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

書写

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

3 東書 002 901 新しい社会　公民

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

2 未定 未定 未定 未定社会

1 帝国 046 703
社会科　中学生の地理
世界の姿と日本の国土

中学校社会科地図

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

数学

1 啓林館 061 508 わくわく　算数５

地図 1・2・3 帝国 046 702

知的障害に応じて、、５年生の小学校検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

2 啓林館 061 608 わくわく　算数６

知的障害に応じて、、６年生の小学校検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

知的障害に応じて、、１年生の中学校検定教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

3 啓林館 061 705 未来へひろがる数学１

R4　長浜養護学校　中学部　課程２
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

理科

1 啓林館 061 705
未来へひろがるサイエンス

１

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

音楽

1 教芸 027 702

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

3 啓林館 061 905
未来へひろがるサイエンス

３

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

2 啓林館 061 805
未来へひろがるサイエンス

２

中学生の音楽　１

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

2 教芸 027
803
804

中学生の音楽　２・３上
中学生の音楽　２・３下

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

3 教芸 027 752 中学生の器楽

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

美術１　美術との出会い

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

職業家庭

1 東書 002 701
新編　新しい技術・家庭
技術分野　未来を創る

technology

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

美術

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

2・3 日文 116
803
804

美術２・３上　学びの実感と
広がり

美術２・３下　学びの探求と
未来

1 日文 116 703

保健体育 1・2・3 学研 704 中学保健体育

2・3 開隆堂 703
新編　新しい技術・家庭
家庭分野　自立と共生を

目指して

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

外国語

1 東書 002 701
NEW HORIZON English

Course1

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

3 東書 002 901
NEW HORIZON English

Course3

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

2 東書 002 801
NEW HORIZON English

Course2

R4　長浜養護学校　中学部　課程２
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教科書名
変更の
有無

選定理由

特別の教科
道徳

1 東書 002 701 新訂　新しい道徳１

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

3 東書 002 901 新訂　新しい道徳３

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

2 東書 002 801 新訂　新しい道徳２

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、学校所在地の採択地区（長浜市）の採択図書に同じとする。

R4　長浜養護学校　中学部　課程２
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国語

1 偕成社 06-1 502

滋賀県立長浜養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程３］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

絵本・日本の童話名作選
手ぶくろを買いに

狐の親子の会話や身体の丸み、雪の質感、夜の灯りなどからぬくも
りの伝わってくる。絵で、視覚的に見てもわかりやすい。

2 岩崎書店 02-1 505 滝平二郎の絵本　花さき山

美しい切り絵によって、お話のイメージを膨らませ、生徒に感動を
与えることができる。また、学級等で劇、劇遊びの題材として発展
しながら活用することができる。

3 学研 06-2 9784053016577
わかる！できる！応用自在参考書国語

改訂版

要点が分かりやすくまとめられていて、読みやすい。また、随所に
イラストや写真が掲載されてあり、イメージを広げる助けになる。

世界の国々の自然や特産物、文化などがカラー写真で紹介されてお
り、生徒が興味を持って地理に関する知識を身につけることができ
る。

もじのえほん　かんじ（1）

楽しい文と絵が一体となって、楽しみながら漢字の成り立ちが分か
るように書かれてあり、興味・関心を持って漢字が書けるように工
夫されている。

2・3 あかね書房 01-1 A04 もじのえほん　かんじ（２）

1 あかね書房 01-1 A03

楽しい文と絵が一体となって、楽しみながら漢字の成り立ちが分か
るように書かれてあり、興味・関心を持って漢字が書けるように工
夫されている。

書写

写真やイラストが豊富で、生徒の歴史への興味を高める工夫がされ
ている。またネット学習に対応しているため、生徒自ら調べるなど
様々な活用をすることができる。

3 東洋館 20-7 001 くらしに役立つ社会

身近な事例をもとに、修了や社会の決まりについて学ぶことがで
き、現代の社会について考えるきっかけとすることができる。

2 小学館 12-2 575
２１世紀こども百科歴史館

＜増補版＞
社会

1 小学館 12-2 9784092131712
世界の国ぐに探検大図鑑

WORLD-PAL

新編　新しい社会　地図

障害に応じて、３年間を通じて中学校検定教科書を使用する。
長浜市（学校所在地）の採択本と同じとする。

数学

1 くもん出版 08-1 631
小学ドリル算数計算

３年生のわり算

地図 1・2・3 東書 002 723

同じレベルの問題を繰り返し練習できるように、問題の配列が工夫
されており、計算力を効果的に育むことができる。

2 くもん出版 08-1 615
小学ドリル算数計算

３年生の数・りょう・図形

同じレベルの問題を繰り返し練習できるように、問題の配列が工夫
されており、数量や図形の間隔と問題を解く力を身につけることが
できる。

同じレベルの問題を繰り返し練習できるように、問題の配列が工夫
されており、文章題の解き方を身につけることができる。

3 くもん出版 08-1 621
小学ドリル算数
３年生の文章題

R4　長浜養護学校　中学部　課程３
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

理科

1 小学館 12-2 574 小学館こども大百科

動物だけでなく、あらゆる分野の事柄について掲載されている。ま
た、それに関する様々な実験内容が分かりやすく配列されている。

音楽

1 東書 002 C-721

写真が鮮明であるとともに内容も豊富で説明もわかりやすく、身近な植物
について興味関心が広がるような内容である。

3 小学館 12-2 546
いきもの探検大図鑑

NATURE-PAL

身近な生き物について、興味・関心が広がるように内容が盛り込ま
れている。写真や挿絵も鮮明で分かりやすくされている。

2 学研 06-2 514
学研の図鑑

LIVE（ライブ）　植物

音楽☆☆☆☆

豊富な曲数がCDに収められており、好きな曲・お気に入りの曲を見
てリズム遊びをすることができる。集団で楽しむこともできる。

小学館の図鑑NEO
クラフトぶっくりったい昆虫館

生徒が興味を持ちやすい昆虫の図鑑であるため。

文部科学省の著作本であり、馴染みのある曲が多く収められてい
る。挿絵やイラストと共に楽しく学習できるように工夫されてい
る。

2 新星出版社 62-22 515
頭のいい子が育つクラシックの名曲

世界に羽ばたく音楽の旅

ＣＤがついており、生徒が自らクラシックの名曲に触れるきっかけ
となる。また、分かりやすいイラストや写真を多用した解説で、音
楽や世界について楽しんで知識を広げることができる。

図画工作５・６上　見つめて広げて
図画工作５・６下　見つめて広げて

1 小学館 12-2 533

3 音楽センタ 55-12 506
クラスでうたうこどものうたCDブック

リズムあそび曲集

2・3 成美堂出版 14-4 006 作ってみよう！リサイクル工作６８

障害に応じて、小学校の検定教科書を使用する。
長浜市（学校所在地）の採択本と同じとする。

職業家庭

1 開隆堂 06-4 502 小学校　わたしたちの家庭科　５・６

障害に応じて、小学校の検定教科書を使用する。
長浜市（学校所在地）の採択本と同じとする。

美術

ペットボトルや段ボールなど身近な材料を使っての作り方が多く掲
載されている、難易度があり、写真やイラストで作り方が分かりや
すくなっているため、活用がしやすい。

2・3 日文 116
503
504

保健体育 1・2・3 学研 06-2 L12
ニューワイド学研の図鑑
増補改訂　人のからだ

児童図書館・絵本の部屋
わすれられないおくりもの

挿絵が豊富に掲載されているため、興味を持って、からだの名称や
それぞれの器官のはたらきなどの知識を得ることができる。

特別の教科
道徳

1 合同出版 10-8 B04
絵でわかるこどものせいかつずかん４

おつきあいのきほん

20の場面での動作をイラストでわかりやく学ぶことができる。周り
の人との関わりについて豊かな心情を育てることができる。

友人の死を通して、残された者たちが日々を生きていくことの大切
さを教えてくれる。友人同士のあり方や、お互いに心を伝えあって
いくことの大切さを考えさせられる。

3 講談社 10-1 614 ことばのかたち

この本では、ことばや気持ち等目には見えないモノを絵と文で表現
している。自分の言葉が、時には人を傷つけ、人を助け、人と抱擁
しあえるきっかけとなる。

2 評論社 27-2 552
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数学

地図 1・2・3

図書コード
（教科書記号番号）

福音館

1

2

3 偕成社

発行者
コード

（番号）

くもん出版 08-1

戸田デザイン 20-4

発行者

06-1

1 くもん出版 08-1

006

1

社会 2 福音館

変更の
有無

選定理由

滋賀県立長浜養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程４］

偕成社 06-1

509

005

教科
使用
学年

国語

教科書名

イラストを見て、言葉や文の意味をイメージしながら書くことがで
き、漢字の正しい使い方を身につけることができる。

親しみやすいイラストと共に、日常会話で使用する「つなぎこと
ば」が取り上げられている。楽しみながら接続語を身につけること
ができる。

「あいさつことば」をはじめ、暮らしの中で使われている言葉が取
り上げられている。楽しみながら人とのコミュニケーションに役立
つ言葉を身につけることができる。

もじ・ことば１２
漢字おけいこ

五味太郎・言葉図鑑（５）
つなぎのことば

五味太郎・言葉図鑑（６）
くらしのことば

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

書写

2・3 あかね書房 01-1

楽しい文と絵が一体となって、楽しみながら漢字の成り立ちが分か
るように書かれてあり、興味関心を持って漢字が書けるよう工夫さ
れている。A04 もじのえほん　かんじ（２）

1 あかね書房 01-1 A03 もじのえほん　かんじ（１）

楽しい文と絵が一体となって、楽しみながら漢字の成り立ちが分か
るように書かれてあり、興味関心を持って漢字が書けるよう工夫さ
れている。

28-1 M06
みぢかなかがくシリーズ

町たんけん

生徒の興味ある身近なものが精密なイラストで表され、魚や野菜な
どの種類も豊富でお店屋さんの様子を楽しく学習していくことがで
きる。

28-1 L01

627
小学ドリル算数計算

２年生のたし算

みぢかなかがくシリーズ
町の水族館・町の植物園

生徒の興味ある身近なものが精密なイラストで表され、魚や野菜な
どの種類も豊富でお店屋さんの様子を楽しく学習していくことがで
きる。

くもん出版

同じレベルの問題を繰り返し練習できるように、問題の配列が工夫
されており、計算力を効果的に育むことができる。

2 くもん出版 08-1 613
小学ドリル算数

１ねんせいのすう・りょう・ず
けい

絵が鮮明で、見てわかりやすい内容である。世界の主な山、川、湖
なども視覚的に明記されていて興味を持って取り組みやすい。

006

08-1 529 日本地図カード

各県の形の面白さや地図を見る楽しさにふれながら、日本の各地の
自然や暮らしへの興味が育つように工夫されている。カード式であ
るため、ことばへの関心を持ちやすい。3

せかいちず絵本

同じレベルの問題を繰り返し練習できるように、問題の配列が工夫
されており、計算力を効果的に育むことができる。

同じレベルの問題を繰り返し練習できるように、問題の配列が工夫
されており、計算力を効果的に育むことができる。

3 くもん出版 08-1 619
小学ドリル算数

１ねんせいの文しょうだい
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特別の教科
道徳

児童図書館・絵本の部屋
わすれられないおくりもの

友人の死を通して、残された者たちが日々を生きていくことの大切
さを教えてくれる。友人同士のあり方や、お互いに心を伝えあって
いくことの大切さを考えさせられる。

3 講談社 10-1 614 ことばのかたち

2 評論社 27-2 552

この本では、ことばや気持ち等目には見えないモノを絵と文で表現
している。自分の言葉が、時には人を傷つけ、人を助け、人と抱擁
しあえるきっかけとなる。

職業家庭

保健体育

選定理由

理科

音楽

美術

574 小学館こども大百科

図書コード
（教科書記号番号）

教科

いきもの探検大図鑑
ＮＡＴＵＲＥ－ＰＡＬ

2 新星出版社 62-22

1 小学館 12-2

自然の草花、木の実や石などを使った身近な遊びが絵や写真を使っ
て掲載されており、生徒が興味を持って自らやってみたいという気
持ちを起こさせるよう工夫されている。

身近な生き物について、興味関心が広がるように内容が盛り込まれ
ている。写真や挿絵も鮮明で、分かりやすくされている。

1 東書

教科書名
変更の
有無

使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

002 C-123 おんがく☆☆☆

3 小学館 12-2

動物だけでなく、あらゆる分野の事柄が掲載されている。また、そ
れに関する様々な実験内容が分かりやすく配列されている。

2 フレーベル 28-8 D04
ふしぎをためすかがく図鑑

しぜんあそび

515
頭のいい子が育つクラシックの

名曲　世界に羽ばたく
音楽の旅

1 小学館 12-2 533
小学館の図鑑NEOクラフト
ぶっくりったい昆虫館

文部科学省の著作本であり、馴染みのある曲が多く収められてい
る。挿絵やイラストと共に楽しく学習することができるよう工夫さ
れている。

546

生徒が自らクラシックの名曲に触れるきっかけとなる。分かりやす
いイラストや写真を多用した解説で、音楽や世界について楽しんで
知識を広げることができる。

3 音楽センタ 55-12 506
クラスでうたうこどものうたCD

ブック
リズムあそび曲集

豊富な曲数がCDに収められており、好きな曲・お気に入りの曲を見
つけて、リズム遊びをすることができる。集団で楽しむこともでき
る。

生徒が興味が持ちやすい昆虫の図鑑であるため。

2・3 さえら 11-1 C01

ペットボトルや段ボールなど身近な材料を使っての作り方が多く掲
載されている。難易度があり、写真やイラストで作り方が分かりや
すくなっているため、活用しやすい。2・3 成美堂出版 14-4 006

新版基礎から学ぶビジュアル
クッキング

57-11 501

たのしい工作教室
たのしいこうさくきょうしつ１

空き缶、牛乳パックなど身近な材料を使っての工作が多く載せられ
ている。楽しいイラストと写真はせいとの作ってみようという気持
ちを起こさせる本である。

調理の手順を示すイラストや写真が豊富で分かりやすく掲載されて
いるため、調理に関する生徒の興味・関心を高めることができる。

1 教育図書

基本的な体の仕組みについての挿絵や記述が大変わかりやすく掲載
されており、興味を持ちながら学習できる内容である。

1・2・3 金の星社 07-2 E01
やさしいからだのえほん１から
だのなかはどうなっているの？

作ってみよう！リサイクル
工作６８

1 合同出版 10-8 B04
絵でわかるこどものせいかつ

ずかん４
おつきあいのきほん

20の場面での動作をイラストでわかりやく学ぶことができる。周り
の人との関わりについて豊かな心情を育てることができる。
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国語

1 偕成社 06-1 T04

滋賀県立長浜養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程５］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

エリック・カールの絵本
くまさんくまさんなにみて

るの？

平易な言葉の繰り返しで分かりやすい。イラストが美しく、色彩や
身近な動物に対する興味や認識も深めることができる。

2 童心社 20-1 H02
１４ひきのシリーズ

１４ひきのぴくにっく

言葉が平易で分かりやすい。主人公たちのピクニックに出かけるス
トーリーが、子どもたちに身近で美しいイラストと共に本に対する
興味や意欲が持ちやすい。

3 好学社 10-2 A01
レオ・レオニの絵本

スイミー

言葉が平易で分かり分かりやすく、ストーリーの展開が明快であ
る。美しいイラストと共に、本に対する興味や意欲が持ちやすい。

身近な道具が明瞭でわかりやすくカードに描かれており、興味関心
を持って取り組めるものである。また、カードという形態は柔軟な
学習方法がとりやすく利用しやすい。

安野光雅の絵本
あいうえおの本

身近な事柄が描かれ、文字や言葉につなげた内容で表現されている
ため親しみやすく、文字を書いてみようと意欲が持てるよう工夫さ
れている。

2・3 くもん出版 08-1 502
もじ・ことば４

やさしいひらがな２集

1 福音館 28-1 613

基本的な文字を繰り返し書くことで、読み書きの力を定着させるこ
とができる。また、きめ細やかなステップと繰り返し練習によって
文字学習が無理なくできる。

書写

身近で親しみのあるお店が明瞭でわかりやすく描かれており、興味
関心を持って取り組むことができる。カードという形態は柔軟な学
習方法がとりやすく利用しやすい。

3 くもん出版 08-1 510
生活図鑑カード
のりものカード

身近なものから様々な乗り物が分かりやすく描かれており、興味関
心を持って取り組めるものである。カードという形態は柔軟な学習
方法がとりやすく利用しやすい。

2 くもん出版 08-1 B06
生活図鑑カード

お店カード
社会

1 くもん出版 08-1 B07
生活図鑑カード
生活道具カード

せかいちず絵本

絵が鮮明で、見てわかりやすい内容である。世界の主な山、川、湖
なども視覚的に明記されていて、興味を持って取り組みやすい。

数学

1 絵本館 04-1 D02
五味太郎の絵本

かずのえほん１・２・３

地図 1・2・3 戸田デザイ 20-4 006

クマがいくつも手土産を買いながらウサギさん家族の家に遊びに行
くストーリーになっているので、興味津々で読み進めていくことが
できる。

2 童心社 20-1 A01
かずのほん１

どっちがたくさん

数認識の基本である、１対１対応について、色々な場面を描きなが
ら数の集合について気付くように構成されている。

身近な日常生活の絵を見ながら、時刻や時間の概念を身につけて行
けるように工夫されている。時計の針を動かすこともでき、興味を
持ちやすい。3 フレーベル 28-8 001 プータンいまなんじ？
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード
（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

理科

1 くもん出版 08-1 B01
生活図鑑カード
たべものカード

毎日の身近な食べ物が分かりやすく描かれているため、生徒が興味
関心を持って取り組めるものである。また、カードという形態は柔
軟な学習方法がとりやすく利用しやすい。

音楽

1 ドレミ楽譜 20-2 507

果物や野菜の絵が分かりやすく描かれているため、生徒が興味関心
を持って取り組めるものである。また、カードという形態は柔軟な
学習方法がとりやすく利用しやすい。

3 くもん出版 08-1 545
自然図鑑カード

動物カード

色々な動物が分かりやすく描かれているため、興味を持って学習し
やすい。また、カードという形態は学習方法に柔軟に対応できる。

2 くもん出版 08-1 B02
生活図鑑カード

くだものやさいカード１集

子どもに大人気
手あそび指あそび改訂版

色々な楽器のイラストを見たり、付属のＣＤで演奏を聴いたりした
ながら楽器の音や形の違いを感じることができる。カードという形
態は学習方法に柔軟に対応できる。

あなあきしかけえほん
１０ぴきいもむしだいこう

しん

いもむしのイラストの鮮やかな色遣いと、立体的な仕掛けがある絵
本であるため、興味関心を持って見ることができる。

生徒が親しみやすい曲が４８曲収録されており、教師や友達同士で
楽しみながら学習できるよう工夫されている。

2 ひかりのく 27-1 013
あそびうたのほん

ＣＤつき

子どもに馴染みのある曲が多く掲載されている。また、ＣＤが一緒
についており、音楽とともに遊び方まで掲載されているため活用し
やすい。

たのしい図画工作１６
ちぎり紙・切り紙・はり絵

1 大日本絵画 16-3 502

3 くもん出版 08-1 G03 ＣＤ付き　楽器カード

2・3 金の星社 07-2 508
ＮＨＫ・ひとりでできるも
ん！リサイクルでつくっ

ちゃおう

紙や葉など身近にある材料を使って作品作りができるため、生徒た
ちもわかりやすく活動しやすい。また、完成作品を見てさらにイ
メージを膨らませることができる。

職業家庭

1 金の星社 07-2 F06
ひとりでできるもん！６

だいすきおやつ作り

調理手順を示すイラストや写真が豊富で分かりやすく、生徒の興味
関心を高めることができる。調理に対する意欲を起こさせる本であ
る。

美術

身近な材料を使って、簡単な作業でできるものが選定されており、
モノづくりの技術や身近な道具の使い方を分かりやすく学習でき
る。

2・3 国土社 10-3 B16

保健体育 1・2・3 金の星社 07-2 E01
やさしいからだのえほん１
からだのなかはどうなって

いるの？

うれしい

基本的な体の仕組みについての挿絵や記述が大変わかりやすく記載
されている。そのため、興味を持ちながら学習できる。

特別の教科
道徳

1 文溪堂 78-12 548 わたしはあかねこ

ありのままの自分を受け入れること、自分に自信をもって生きるこ
とを考えさせられる内容。シンプルな絵描写で読みやすい一冊。

人それぞれうれしいことは違っていても、うれしいと心はふくら
み、誰かとうれしさをわかちあえれば喜びは倍になることは同じだ
ということを考えさせられる。

3 岩崎書店 02-1 530 じぶん

自分のあり方とは何だろう、私たちの目、耳、手、足、頭、心…そ
れを使ってどんなことをしてあげられるか。感性が育つ本である。

2 岩崎書店 02-1 529
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国語

1 偕成社 06-1 T04

滋賀県立長浜養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程６］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

エリック・カールの絵本
くまさんくまさんなにみてるの？

平易な言葉の繰り返しで分かりやすい。イラストが美しく、色彩や
身近な動物に対する興味関心や認識も深めることができる。

2 童心社 20-1 H01
１４ひきシリーズ

１４ひきのあさごはん

言葉が平易で分かりやすい。主人公たちの起床から朝ごはんまでの
ストーリーが子どもたちに身近であり、美しいイラストと共に本に
対する興味や意欲が持ちやすい。

3 好学社 10-2 A01
レオ・レオニの絵本

スイミー

言葉が平易で分かりやすく、ストーリーの展開が明快である。美し
いイラストと共に、本に対する興味や意欲が持ちやすい。

○

(供給不能のため)
イラストに興味や意欲が持てるように工夫されているため。

安野光雅の絵本
あいうえおの本

身近な事柄が絵と文字や言葉につなげた内容で表現されており、文
字に興味を持ち、書いてみようという意欲が持てるよう工夫されて
いる。

2・3 ポプラ 30-2 P04
音のでる知育絵本４

こえでおぼえるあいうえおのほん

1 福音館 28-1 613

ボタンを押すと５０音と単語を聞くことができる。また、何度も書
けるホワイトボードとクイズ機能があるので、音と絵と文字を楽し
く学習できる。

書写

○

(供給不能のため)
イラストに興味や意欲が持てるように工夫されているため。

3 ポプラ 30-2 530
おととあそぼう
シリーズ１１

どうようもっきんえほん

身近な家の中の音から外界への興味や関心を引き出すことができ
る。また、音が出ることで手指の操作性や本に向かう力もつけるこ
とができる。

2 学研 06-2 C03
はっけんずかん
のりもの改訂版

社会

1 小学館 12-2 C01
ドラえもんちずかん１

にっぽんちず

せかいちず絵本

絵が鮮明で、見ていてわかりやすい内容である。世界の主な山、
川、湖なども視覚的に明記されていて興味を持って取り組みやす
い。

数学

1 絵本館 04-1 A09 五味太郎の絵本９　いろ

地図 1・2・3 戸田デザイ 20-4 006

楽しい絵と言葉によって、色や数の概念を習得できるように工夫さ
れている。様々な動物が色々な色で登場するので、本に興味を持ち
やすい。

2 絵本館 04-1 A10
五味太郎の絵本１０

かたち

色々な形をした登場人物が出てくる。楽しい絵と言葉によって、数
や形の概念を習得できるように工夫されている。

身近な日常生活の絵を見ながら、時刻や時間の概念を身につけて行
けるように工夫されている。時計の針を動かすこともでき、興味を
持ちやすい。3 フレーベル 28-8 001 プータンいまなんじ？
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

理科

1 金の星社 07-2 528
音のでる絵本

おとのでるのりものえほん

パトカーや消防車など人気かつ身近な乗り物１０種の臨場感あふれ
るサイレンやエンジン音が鳴るので楽しく学習できる。

音楽

1 ドレミ楽譜 20-2 507

ふわふわ・ざらざらなあどの触覚からの刺激により、「なにか
な？」と意識を外に向けることができる。動物にちなんだ様々な感
触や色などで、生き物に関することを楽しく学ぶことができる。

3 岩崎書店 02-1 F12
絵本図鑑シリーズ１２

のはらのずかん
野の花と虫たち

絵が豊富に使われており、細部まで詳しく見ることができる。身近
なところに生息している虫や花をより細かに学習することができ
る。

2 あかね書房 01-1 001
単行本　さわってあそぼう

ふわふわあひる

子どもに大人気
手あそび指あそび改訂版

子どもに馴染みのある曲が多く掲載されている。ＣＤがついてお
り、音楽と共に遊び方も掲載されているため活用がしやすい。

あなあきしかけほん
１０ぴきいもむしだいこうしん

いもむしのイラストの鮮やかな色遣いと、立体的な仕掛けがある絵
本であるため、興味・関心を持って見ることができる。

生徒が親しみやすい曲が４８曲も収録されており、教師や友達同士
で楽しみながら学習できるよう工夫されている。

2 永岡書店 21-1 009
お手本のうた付き！どうよううたの

えほん２

生徒にとってなじみのある曲がそろっている。メロディだけでなく
お手本の歌も流れる装置がついており、関心をもって操作すること
ができる・

楽しい図画工作１６
ちぎり紙・きり紙・はり絵

1 大日本絵画 16-3 502

3 ひかりのく 27-1 013 あそびうたのほんＣＤつき

2・3 金の星社 07-2 508
ＮＨＫ・ひとりでできるもん！
リサイクルでつくっちゃおう

紙や葉など身近な材料を使って作品作りができるため、生徒たちも
わかりやすく活動しやすい。また、完成作品を見て、さらにイメー
ジを膨らませることができる。

職業家庭

1 金の星社 07-2 F06
ひとりでできるもん！６

だいすきおやつ作り

調理手順を示すイラストや写真が豊富で分かりやすい。生徒の興
味・関心を高めることができ、調理に対する意欲を起こさせる本で
ある。

美術

身近な材料を使って、簡単な作業でできるものが選定されており、
モノづくりの技術や身近な道具の使い方を分かりやすく学習でき
る。

2・3 国土社 10-3 B16

保健体育 1・2・3 ほるぷ 80-6 515
うんぴ・うんにょ・うんち・うんご

―うんこのえほん―

こどものとも絵本
はじめてのおつかい

身近なものを楽しい絵でユニークに取り上げられている。そのた
め、身体や健康について楽しく学習することができる。

特別の教科
道徳

1 鈴木出版 13-2 536
ひまわりえほんシリーズ

にゃーご

人と人との付き合い方を考えさせられる内容。親しい気持ちで接す
れば相手との距離も縮まる、先入観に惑わされないことも大事だと
学べる本。

誰かのために行動することは勇気のいることで、それが初めて経験
することならなおさらである。この本は、妹のために初めて一人で
お使いをすることを通してそういったことを教えてくれる。

3 童心社 20-1 654 かえりみち

相手を思いやることはとても大事なことで、相手のことを考えると
いうことはどういうことなのかを考えさせられる。なかなかできな
いが、この本を読むと自分を振り返ることができる。

2 福音館 28-1 H56
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国語２

国語３

中学書写

社会科　中学生の地理　世界の姿と
日本の国土

未来へひろがるサイエンス３

未来へひろがるサイエンス１

未来へひろがるサイエンス２

未来へひろがる数学２

未来へひろがる数学３

数学

1

2

1

2

3

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

理科

3

1・2・3

1・2・3

3

地図

社会（地理）

社会（歴史）

社会（公民）

1・2 帝国

未定

日文

帝国

啓林館

未定

中学社会　公民的分野

中学校社会科地図

未来へひろがる数学１

啓林館

滋賀県立草津養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程１ ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。国語

書写

1

1・2・3 学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

光村

教出

国語１

2

3

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。
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学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。2
中学道徳　あすを生きる２，道徳

ノート

3
中学道徳　あすを生きる３，道徳

ノート

東書

中学保健体育

NEW　HORIZON　English　Course１

NEW　HORIZON　English　Course２

NEW　HORIZON　English　Course３

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

発行者の略称

日文

中学生の音楽２・３上、２・３下

中学生の器楽

美術１　美術との出会い

教芸

特別の教科　道徳

1

日文

中学道徳　あすを生きる１，道徳
ノート

美術２・３上　学びの実感と広が
り、２・３下　学びの探求と未来

新しい技術・家庭　技術分野　未来
を創る　Technology

新しい技術・家庭　家庭分野　自立
と共生を目指して

日文

学研

外国語

1

2

3

1・2・3

保健体育 1・2・3

1・2・3

美術

教科 使用学年

1

書名

器楽

2・3

選定理由

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

1・2・3

音楽

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

技術家庭
（技術）

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書に同じとする。

技術家庭
（家庭）

1

2・3

教芸

教芸 中学生の音楽１

東書

東書
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国語

1 くもん出版 08-1 644

滋賀県立草津養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程２ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

言葉と文法にぐ－んと強く
なる　小学２年生

国語の言葉と文法(言語事項)の内容を、学習要素ごとにこまかく分
けて学習できる。単元ごとに学習を進めていくことができ、スモー
ルステップで効率的に学習できる。

2 くもん出版 08-1 645
言葉と文法にぐ－んと強く

なる　小学３年生

国語の言葉と文法(言語事項)の内容を、学習要素ごとにこまかく分
けて学習できる。単元ごとに学習を進めていくことができ、スモー
ルステップで効率的に学習できる。

3 くもん出版 08-1 646
言葉と文法にぐ－んと強く

なる　小学４年生

国語の言葉と文法(言語事項)の内容を、学習要素ごとにこまかく分
けて学習できる。単元ごとに学習を進めていくことができ、スモー
ルステップで効率的に学習できる。

社会科の基礎・基本を習得することを目的としており、地理・歴
史・公民の3分野をこの一冊で網羅していて分かりやすい。

漢検８級漢字学習ステップ
改訂三版

漢字の習得を課題とする生徒が、漢字検定という目標を持ちなが
ら、学習をすすめることで知識を広げることができる。

2・3 漢字能力検 72-16 509
漢検７級漢字学習ステップ

改訂四版

1 漢字能力検 72-16 503

漢字検定という目標を持ち、昨年度より少しずつステップアップしなが
ら、漢字の知識を広げていくことができる。

書写

日本の大まかな時代の流れを知る上で、キーポイントになる人物15
人を取り上げてわかりやすいイラストで解説してあり、生徒が興味
を持って読むことができる。

3 金の星社 07-2 554

社会科見学に役立つわたした
ちのくらしとまちの　しごと
場２つくるしごと・売るしご

と

○

（供給不能による変更）
食べ物をつくったり、売ったりする１０の仕事場の仕事内容などを
写真や図版で詳しく紹介されている。地域のしごと場の役割を考
え、理解することで視野を広げることができる。

2 小学館 12-2 553
ドラえもんの社会科おもし
ろ攻略　日本の歴史１５人

社会

1 小学館 12-2 584
陰山メゾット徹底反復社会
プリント　小学校３～６年

中学校社会科地図

学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書と同じとする。内容が
精選され、社会科の学習で有効に活用できる。

数学

1 清風堂書店 64-2 530
算数習熟プリント小学２年

生大判サイズ

地図 1・2・3 帝国 046 702

単元ごとの始まりがわかりやすく工夫されている。はじめの問題は
薄い文字でやり方をわかりやすく示されている。問題も厳選されて
いて、ゆったりとしたペースで取り組むことができる。

2 清風堂書店 64-2 531
算数習熟プリント小学３年

生大判サイズ

単元ごとの始まりがわかりやすく工夫されている。はじめの問題は
薄い文字でやり方をわかりやすく示されている。問題も厳選されて
いて、ゆったりとしたペースで取り組むことができる。

単元ごとの始まりがわかりやすく工夫されている。はじめの問題は
薄い文字でやり方をわかりやすく示されている。問題も厳選されて
いて、ゆったりとしたペースで取り組むことができる。

3 清風堂書店 64-2 532
算数習熟プリント小学４年

生大判サイズ
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

理科

1 主婦と生活 62-8 524
でんじろう先生の学校の理
科がぐんぐんわかるおもし

ろ実験
○

（供給不能による変更）
理科実験の原理を使って、遊びながら理科を楽しく学ぶことができ
る。自由研究のアイデアの収録や、HPで実験動画の用意があるな
ど、学びを支える工夫がされている。

人の身体について、普段外から見えにくい個所や部分も、絵や図を用い
てわかりやすく説明がされている。身体の各部についての理解を深めや
すい。

2・3 学研 06-2 L12
ニューワイド学研の図鑑
増補改訂人のからだ

音楽　☆☆☆☆

美術１　美術との出会い ○

（教育課程の見直しによる変更）
学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書と同じとする。幅広い
内容で構成されており、興味・関心が持てる内容になっている。

知的障害のある生徒が、わかりやすい合奏の楽譜が掲載されてお
り、各単元で学習に活用しやすい内容で構成されている。

音楽 1・2・3 東書 002 C-721

（教育課程の見直しによる変更）
学校所在地の採択地区（草津市）の採択図書と同じとする。幅広い
内容で構成されており、興味・関心が持てる内容になっている。

職業家庭

1 開隆堂出版 06-4 002
職業・家庭たのしい家庭科
わたしのくらしに生かす

○

（教育課程の見直しによる変更）
家庭科の内容について、一冊まるまる授業に使える教科用図書とし
て、生徒にとって読みやすくわかりやすく工夫されている。

美術

○

（教育課程の見直しによる変更）
職業科の内容について、一冊まるまる授業に使える教科用図書とし
て、生徒にとって読みやすくわかりやすく工夫されている。

2・3 日文 116
803
804

美術２・３上　学びの実感
と広がり、２・３下　学び

の探求と未来
○

1 日文 116 703

保健体育 1・2・3 合同出版 10-8 525
イラスト版１０歳からの性教
育　子どもとマスターする５
１の性のしくみと命のだいじ

○

2・3 開隆堂出版 06-4 001
職業・家庭たのしい職業科

わたしの夢につながる

（供給不能による変更）
沢山のイラストを用いて、生徒が自分の性や体の成長について楽し
く知り、疑問や不安を解消できるよう。くわしく学ぶことができ
る。

外国語

1 ｍｐｉ 54-22 505
アルファベットチャンツＣ

Ｄ付

ＣＤに合わせて７８単語のアルファベットの音が練習でき、英語で
数の数え方を覚えることができる。英語が初めての生徒も、リズム
に乗って楽しく学習できやすい。

ＣＤに合せて102問のクイズにチャレンジすることができる。色・
動物・算数・食べ物・反対語など、生活になじみのある単語やあい
さつなどを楽しく学習することができる。

3 小学館 12-2 598 ドラえもん英語図解辞典

身近な衣食住・学校・スポーツ・遊びなどの分野、約1500単語や表
現がオールカラーのイラストと写真で紹介されている。パネルやコ
ラム、なぞなぞなどで楽しく学習できる。

2 ｍｐｉ 54-22 512 クイズでチャンツＣＤ付
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教科書名
変更の
有無

選定理由

特別の教科
道徳

1 草思社 15-3 001
みんなのためのルールブッ
ク　あたりまえだけど、と

ても大切なこと

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

イラストとふきだしを使って具体的な方法が解説されている。コ
ミュニケーションを通じて、豊かな道徳的心情を育てることができ
る。

3 合同出版 10-8 558

イラスト版こころのコミュ
ニケーション　子どもとマ
スターする４９の話の聞き

方・伝え方

人を思いやる心、自分を大切にする心を育てるルールが、シンプル
に表現され、ルビがうたれている。生徒が自分で読むこともでき、
一緒に考えることで深めていくことができる。

2 合同出版 10-8 502
子どもとマスターする４９
の生活技術　イラスト版子

どものマナー

基本的生活習慣や、学校や公共の場などの場面に則したマナーが習得
しやすいように、分かりやすく図解されており、明るい生活態度を養うこ
とができる。
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国語

1 同成社 20-5 A02

滋賀県立草津養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程３ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

ゆっくり学ぶ子のための「こ
くご」２（改訂版）　（かた
かな・かん字の読み書き）

短い教材文でカタカナ、漢字を読む勉強からワークブックで書く練
習ができるようになっている。自分のペースで楽しく学んでいける
教材である。

2 東書 002 C-123 こくご　☆☆☆

身近にある場面で言葉を使うことを楽しみながら練習することがで
きる内容である。イラストを見ながら字や文章の練習ができ、展開
が分かりやすい物語を扱っている。

3 東書 002 C-721 国語　☆☆☆☆

身近な場面で丁寧なやりとりができるように例が載せてある。長文
では間隔をあけているため、見やすく朗読がしやすいようになって
いる。また、イラストがどのページにも載せていることで意欲を引
き出しやすい。

普段の生活の中での基本的なマナー（手紙を書く時や電話をする
時、お手伝いをする時、する番をする時など）を漫画仕立てのイラ
ストで分かり易く構成されている。

もじ・ことば５　ひらがな
おけいこ

ひらがなを「書く」ことを課題としている生徒に濁音や半濁音を繰
り返し書かせることができる。挿絵も生徒の興味を引くものであ
る。

2・3 くもん出版 08-1 509
もじ・ことば１２　漢字お

けいこ

1 くもん出版 08-1 503

漢字の習得を課題とする生徒に繰り返し書かせることができる。挿絵も
生徒の興味をひくものである。

書写

生徒にとって、身近なおみせについて取り上げてある。たくさんの
魚や野菜がとても精巧に描かれており、自分がおみせに来ているよ
うな疑似体験ができ、興味をもって学習をすすめることができる。

3 福音館 28-1 M06
みぢかなかがくシリーズ

町たんけん

生徒にとって、身近な働く人について、次々と描かれており、実際
に自分が町を歩いているような疑似体験ができ、興味をもって学習
をすすめることができる。

2 福音館 28-1 L01
みぢかなかがくシリーズ
町の水族館・町の植物園

社会

1 偕成社 06-1 Z01
子どものマナー図鑑（１）

ふだんの生活のマナー

せかいちず絵本

世界の国々のことや自然環境のことなど、色鮮やかなイラストを使
用されており、楽しく身近に感じるような内容で紹介されている。

数学

1 同成社 20-5 C03
ゆっくり学ぶ子のための「さ
んすう」３　（６～９のたし

算、ひき算、位取り）

地図 1・2・3 戸田デザイ 20-4 006

基礎的な問題がたくさんのイラストで出題されている。難易度が
ゆっくりとステップアップされており、意欲が持ちやすい。

2 教出 017 C-124 さんすう　☆☆☆

数の合成と分解をイラスト、樹形図、ブロックの絵などあらゆる方
法で分かり易く表現されている。生徒の興味ある身近なもので楽し
く、豊かにイメージをひろげることができる。

計算では、位で色分けして視覚的に見やすく理解しやすい。食べ物
など生徒が好きなイラストがたくさん載せてあり、興味・関心が持
てやすい。

3 教出 017 C-721 数学　☆☆☆☆
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生徒にとって身近なからだについて、絵や写真を豊富に使用してお
り、言葉だけではわかりにくい生徒にとって視覚的に理解しやすい
ように工夫されている。

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

音楽

1 シンコーＭ 62-47 501

暮らしの中で感じる素朴な疑問に答える内容で、イラストが多用されてい
て分かりやすい。一つの疑問から派生するであろう新たな疑問にも答え
られる仕組みで、楽しく学ぶことができる。

2・3 小学館 12-2 527
小学館の子ども図鑑プレＮ
ＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶふし

ぎの図鑑

キャラで楽しく学ぼう！音
楽記号図鑑

理科

1 学研 06-2 I01
あそびのおうさまずかん

からだ増補改訂

代表的な音楽記号がキャラクターで解説されていて覚えやすい。そ
れぞれの役割やイメージが擬人化され、楽器演奏に取り組む基礎を
楽しく学ぶことができる。

2 ポプラ 30-2 532
おととあそぼうシリーズ３
９　じぶんでひけたよ！メ

ロディーピアノえほん
○

（教育課程の見直しによる変更）
童謡やクラシックなど、生徒が親しみやすい曲が３０曲収録されて
いる。楽譜に鍵盤と対応したマークがついており、正しい音階で演
奏に挑戦することができる。

3 東書 002 C-721 音楽　☆☆☆☆

知的障害のある生徒が、わかりやすい合奏の楽譜が掲載されてお
り、各単元で学習に活用しやすい内容で構成されている。

エリック・カールの絵本
（ぬりえ絵本）　わたしだ

けのはらぺこあおむし

馴染みのあるはらぺこあおむしを使う事で興味がもてる。絵本全体
がぬりえになっており、生徒ひとりひとり違う作品に仕上げること
ができる。

絵本全体がぬりえになっており、生徒ひとりひとり違う作品に仕上
げることができる。また、様々なリサイクル品を知ることで新たな
発見ができる。

職業家庭

1 ひかりのく 27-1 D01
２０２シリーズ　たべもの

２０２

挿絵などがわかりやすく豊富で、興味・関心を喚起し、学習を効果
的に進められるように配列されている。また、普段馴染みのある食
べ物がたくさん載せられている。

美術

作り方の手順が一からイラストで書かれてあり、分かりやすい。子
どもが作ったレシピや失敗談も載っていて興味を持ちやすい。

2・3 学研 06-2 I12
あそびのおうさまずかん

リサイクルこうさく増補改
訂

1 偕成社 06-1 T03

保健体育 1・2・3 あかね書房 01-1 508
からだのえほん３　おへそ

にきいてごらん

2・3 婦人之友 28-2 001
こどもがつくるたのしいお

料理

十人十色のおへその写真が２０個ほど載っており、１つ１つが母親
のおへそとつながっていたことを知り、おへその大切さや感謝する
心が学べるきっかけとなる。

外国語

1 ｍｐｉ 54-22 505
アルファベットチャンツＣ

Ｄ付

ＣＤに合わせて７８単語のアルファベットの音が練習でき、英語で
数の数え方を覚えることができる。英語が初めての生徒も、リズム
に乗って楽しく学習できやすい。

ＣＤに合せて102問のクイズにチャレンジすることができる。色・
動物・算数・食べ物・反対語など、生活になじみのある単語やあい
さつなどを楽しく学習することができる。

3 永岡書店 21-1 501 こどもものしりずかん

身近な衣食住・学校・スポーツ・遊びなどの分野、約1500単語や表
現がオールカラーのイラストと写真で紹介されている。パネルやコ
ラム、なぞなぞなどで楽しく学習できる。

2 ｍｐｉ 54-22 512 クイズでチャンツＣＤ付
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教科書名
変更の
有無

選定理由

特別の教科
道徳

1 講談社 10-1 E01
講談社の年齢で選ぶ知育絵本
４・５・６さいのきもちをつ

たえることばのえほん

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

周りの人との関わりについての基本的な事柄の説明や、20の場面で
の動作をイラストでわかりやすく学ぶことができ、豊かな道徳的心
情を育てることができる。

3 合同出版 10-8 B04
絵でわかるこどものせいか
つずかん４　おつきあいの

きほん

様々な場面で必要なコミュニケーションについて短いお話がまとめ
られており、長期にわたって学習に取り組んでいくことができる。

2 合同出版 10-8 B03
絵でわかるこどものせいか
つずかん３　おでかけのき

ほん

ひとつずつに絵があって、すべてひらがなで書かれている。とても分かり
やすいイラストで描かれており、自分の経験と重ねながら生活態度を学
ぶことができる。
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国語

1 リーブル 40-3 002

滋賀県立草津養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程４ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

しりとりしましょ！たべも
のあいうえお

食べ物のさし絵が分かりやすく、楽しく興味・関心をひく作りに
なっている。言葉遊びの要素が高く、楽しく見聞きすることができ
る。

2 くもん出版 08-1 B07
生活図鑑カード　生活道具

カード

カードになっている為、繰り返し様々な学習方法での活用ができ
る。生徒に身近な生活道具を題材にとりあげているため興味をもち
やすく、生活に活かせる。

3 くもん出版 08-1 582
くもんの辞典シリーズ　こ

とば絵じてん

ことばが、場面ごとに整理され（名詞、動詞、形容詞、形容動詞）
表示されていること、すべて絵で表されていることから生徒がこと
ばを学習するのに適している。

自分が操作し、働きかけたことが絵本上での変化となり、楽しめる
仕掛け絵本となっている。色使いが鮮やかでより興味が持てる。

おけいこ　はじめてのおけ
いこ

生徒たちに身近な世界や物語の中の世界が鮮やかに描かれており、
興味をもって、線ひきあそびをしながら基本運筆力がつくように工
夫されている。

2・3 くもん出版 08-1 A01
もじ・ことば１　はじめて

のひらがな１集

1 くもん出版 08-1 F01

書くことやひらがなの読み書きに興味を持ちはじめた生徒にとって、基本
運筆力を高めながら、書きやすいひらがな１０文字が学習できるように
工夫されている。

書写

大好きな生徒が多い働く車という身近な題材を通して、社会への関
心をうながすように工夫されている。

3 偕成社 06-1 Q03
子どもの生活（３）　マ
ナーをきちんとおぼえよ

う！

手洗い後の水切りやトイレのノック、肘をついて食べない、箸で刺
さない、トイレのエチケットなど日本の生活習慣の基本が絵本で紹
介されており、大きな絵で分かりやすく描かれている。

2 永岡書店 21-1 547
はじめてずかんのりものな

～に？
社会

1 大日本絵画 16-3 531
おおがたしかけえほん　お

ばけやしき（新装版）

せかいちず絵本

世界の国々のことや自然環境のことなど、色鮮やかなイラストを使
用されており、楽しく身近に感じるような内容で紹介されている。

数学

1 くもん出版 08-1 556
かず・けいさん１　はじめ

てのすうじ

地図 1・2・3 戸田デザイ 20-4 006

生徒に身近な世界や物語の中の世界が鮮やかに描かれており、興味
を持って、色ぬりあそびや線ひきあそびを楽しみながら、かずや数
字の学習が進められる。

2 ポプラ 30-2 N02
絵本・いつでもいっしょ２

どうぶつなんびき？

それぞれ登場してくる動物に親しみやすく、遊びながら数に興味を
もって分かりやすく学ぶことができる内容となっている。

○

（教育課程の見直しによる変更）文部科学省著作本の採択
日常生活の中での学習、遊びの中での学習、数量課題を設けての学
習と、段階的、発展的に系統立てて学べる。

3 教出 017 C-121 さんすう　☆
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大迫力の写真と動きのあるイラストが掲載されており、動物への興
味関心が持てるよう工夫されている。また、付属のＤＶＤによって
さらに動物について学ぶことができる。

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

音楽

1 金の星社 07-2 536

生徒にとって興味をもちやすい野菜と果物について、絵や写真を豊富に
使用しており、言葉だけではわかりにくい生徒にとって視覚的に理解し
やすいように工夫されている。

2・3 ひかりのく 27-1 J04
はじめてのずかん４　やさ

いとくだもの

ドンドン！わっしょい！
あっぱれおまつりたいこえ

ほん

理科

1 講談社 10-1 523
講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ
動物新訂版１１１分ＤＶＤ

つき

バチがついていて、いろいろな曲に合わせて叩いて音を鳴らすこと
ができる。音色や効果音が計8種類あり、興味を持ちやすい。

2 東京書店 20-3 512
わくわく音あそびえほん
みんなのおうたえほん

○

（供給不能による変更）
童謡からポップスまで、バラエティー豊かな楽曲が25曲入ってお
り、歌詞付き絵本や音声モジュールで、生徒が自ら楽しむことがで
きる。

3 金の星社 07-2 537
うたってたたこう！　わく
わくリズムあそびどうよう

えほん

聞き馴染みのある曲が多く収められており、またボタン操作でカス
タネット、すずなどの音も楽しめるように工夫されている。

エリック・カールの絵本
（ぬりえ絵本）　わたしだ

けのはらぺこあおむし

馴染みのあるはらぺこあおむしを使う事で興味がもてる。絵本全体
がぬりえになっており、生徒ひとりひとり違う作品に仕上げること
ができる。

絵本全体がぬりえになっており、生徒ひとりひとり違う作品に仕上
げることができる。また、様々なリサイクル品を知ることで新たな
発見ができる。

職業家庭

1 ひかりのく 27-1 D01
２０２シリーズ　たべもの

２０２

挿絵などがわかりやすく豊富で、興味・関心を喚起し、学習を効果
的に進められるように配列されている。また、普段馴染みのある食
べ物がたくさん載せられている。

美術

作り方の手順が一からイラストで書かれてあり、分かりやすい。子
どもが作ったレシピや失敗談も載っていて興味を持ちやすい。

2・3 学研 06-2 I12
あそびのおうさまずかん

リサイクルこうさく増補改
訂

1 偕成社 06-1 T03

保健体育 1・2・3 あかね書房 01-1 508
からだのえほん３　おへそ

にきいてごらん

2・3 婦人之友 28-2 001
こどもがつくるたのしいお

料理

十人十色のおへその写真が２０個ほど載っており、１つ１つが母親
のおへそとつながっていたことを知り、おへその大切さや感謝する
心が学べるきっかけとなる。

外国語

1 くもん出版 08-1 537 ＣＤ付き英語のうたカード

よく聞きなれた英語の歌を選曲してあり、英語に対する興味をもた
せやすい。また、英語のうたカードも分かりやすい絵を使用されて
いる。

状況の絵カードは、楽しい描画で様々な活用方法で学習を行うこと
ができ、生徒の興味関心を引きやすい。ＣＤがあり、文字を理解し
にくい生徒にも音や言葉から英語に親しみを持たせやすい。

3 くもん出版 08-1 539
ＣＤ付き英語カード家の中

のもの編

身近な家庭の物の絵カードは、分かりやすい描画である。また様々
な活用方法で学習を行うことができ、生徒の興味関心を引きやす
い。ＣＤがあり、文字を理解しにくい生徒にも音や言葉から英語に
親しみを持たせやすい。

2 くもん出版 08-1 H02
ＣＤ付き英語カードあいさ

つと話しことば編
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教科書名
変更の
有無

選定理由

特別の教科
道徳

1 ポプラ 30-2 561
絵本の時間２３　おまえう

まそうだな

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

母親が子どもを心配する気持ちや、周りにいる人たちは自分が思っ
ているよりもずっと温かいということに気付くという内容である。
温かい人間愛の精神を深め、他者に対し思いやりの心をもつことの
大切さを学ぶことができる。

3 金の星社 07-2 548
いもとようこ名作絵本　て

ぶくろをかいに

動物の弱肉強食の世界をわかりやすい物語で表し、愛や優しさとは
難しいものではない感情であることに気づかせる内容になってい
る。お互いの個性を尊重し、他者を思いやる心をもつことが大切で
あることを学ぶことができる。

2 岩崎書店 02-1 527
えほん・ワンダーランド８
ともだちほしいなおおかみ

くん

おおかみの心情から、人を見かけだけで判断するのではなく、深く関わ
ることで相手を理解できることを学べるよう工夫されており、それぞれの
個性や立場を尊重することの大切さに気付くことができる。
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国語

1 偕成社 06-1 608

滋賀県立草津養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程５ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

田島征三の絵本　とべバッ
タ

言葉や内容が単純で、展開がわかりやすく、楽しい挿絵でイメージ
を膨らませて学習できる。

2 童心社 20-1 667
絵本・こどものひろば　ゴ

ムあたまポンたろう
○

（教育課程の見直しによる変更）
絵や言葉の抑揚で、生徒の興味・関心を引きやすい。登場人物が
次々出てきてテンポよく読み聞かせを楽しむことができる。

3 童心社 20-1 538
童心社の絵本　じごくのそ

うべえ

方言で親しみやすい登場人物、迫力のある絵で生徒の興味・関心を
引きやすい。

立体的な作りとなっており、自分で操作しながら読みすすめること
で様々な動きが生まれ、楽しみながら学習できる。

ことばあそびの絵本　ぶた
たぬききつねねこ

愛嬌のあるかわいい挿絵も多く取り入れられており、楽しみながら
ことばの学習ができるように工夫されている。

2・3 戸田デザイ 20-4 007 よみかた絵本

1 こぐま社 10-4 D01

興味を抱くような挿絵も多く取り入れられており、文字も大きく鮮明で、親
しみやすい絵本である。

書写

○

（教育課程の見直しによる変更）
登場人物に対するしかけを見て、楽しむことができる教材であり、
シンプルで色鮮やかなイラストのため見やすい。

3 永岡書店 21-1 547
はじめてずかんのりものな

～に？

大好きな生徒が多い働く車という身近な題材を通して、社会への関
心をうながすように工夫されている。

2 偕成社 06-1 658
五味太郎・しかけ絵本２

とうさんまいご
社会

1 大日本絵画 16-3 531
おおがたしかけえほん　お

ばけやしき（新装版）

せかいちず絵本

世界の国々のことや自然環境のことなど、色鮮やかなイラストを使
用されており、楽しく身近に感じるような内容で紹介されている。

数学

1 金の星社 07-2 B02
あかちゃんとおかあさんの
絵本　ハティちゃんのい

ち・に・さん

地図 1・2・3 戸田デザイ 20-4 006

大きなカラフルな絵が両開きのページを使って書かれており、１～
１０までの数を楽しいごろ合わせをしながら覚えることができる。
また、様々な動物や食べ物を紹介しながら数に親しむことができ
る。

2 福音館 28-1 I01
安野光雅の絵本　はじめて
であうすうがくの絵本１

美しい挿絵によって物語への興味・関心を引きやすい。また、数と
量の概念を生活の中でとらえることができるように配慮されてい
る。

○

（教育課程の見直しによる変更）
動物園に行くというわかりやすいお話のなかで、楽しみながら数を
数えることなどに興味をもって数の概念の学習ができる。

3 偕成社 06-1 A02
エリック・カールかずのほ
ん　１，２，３どうぶつえ

んへ
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大迫力の写真と動きのあるイラストが掲載されており、動物への興
味関心が持てるよう工夫されている。また、付属のＤＶＤによって
さらに動物について学ぶことができる。

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

音楽

1 金の星社 07-2 536

生徒にとって興味をもちやすい野菜と果物について、絵や写真を豊富に
使用しており、言葉だけではわかりにくい生徒にとって視覚的に理解し
やすいように工夫されている。

2・3 ひかりのく 27-1 J04
はじめてのずかん４　やさ

いとくだもの

ドンドン！わっしょい！
あっぱれおまつりたいこえ

ほん

理科

1 講談社 10-1 523
講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ
動物新訂版１１１分ＤＶＤ

つき

（供給不能による変更）
全25曲が収録されており、英語版と日本語版で楽しむことができた
り、カラオケモードやメドレーモードなど、様々な楽しみ方ができ
るように工夫されている。

ペネロペしかけえほん８
ペネロぺルーヴルびじゅつ

かんへいく

実際に展示してある名画や作品が出てきて、しかけを楽しみながら
芸術に触れ合い楽しむ学習ができる。

バチがついていて、いろいろな曲に合わせて叩いて音を鳴らすこと
ができる。音色や効果音が計8種類あり、興味を持ちやすい。

2 金の星社 07-2 537
うたってたたこう！　わく
わくリズムあそびどうよう

えほん

聞き馴染みのある曲が多く収められており、またボタン操作でカス
タネット、すずなどの音も楽しめるように工夫されている。

エリック・カールの絵本
くまさんくまさんなにみて

るの？

1 岩崎書店 02-1 507

3 東京書店 20-3 520
わくわく音あそびえほん

えいごにほんごおうたえほ
ん

○

2・3 婦人之友 28-2 001
こどもがつくるたのしいお

料理

色使いが鮮やかで、視覚的に楽しむことができる。分かり易い言葉
のリズムで読み聞かせも楽しむことができる。

職業家庭

1 ひかりのく 27-1 D01
２０２シリーズ　たべもの

２０２

挿絵などがわかりやすく豊富で、興味・関心を喚起し、学習を効果
的に進められるように配列されている。また、普段馴染みのある食
べ物がたくさん載せられている。

美術

作り方の手順が一からイラストで書かれてあり、分かりやすい。子
どもが作ったレシピや失敗談も載っていて興味を持ちやすい。

2・3 偕成社 06-1 T04

（教育課程の見直しによる変更）
絵の構成や色遣いがはっきりとしていて注目を得やすい。命の誕生
を楽しく描いており、興味を持ちやすい内容になっている。

外国語 1・2・3 くもん出版 08-1 537 ＣＤ付き英語のうたカード

よく聞きなれた英語の歌を選曲してあり、英語に対する興味をもた
せやすい。また、英語のうたカードも分かりやすい絵を使用されて
いる。

保健体育 1・2・3 ＢＬ出版 77-13 531 おへそのあな ○
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教科書名
変更の
有無

選定理由

特別の教科
道徳

1 金の星社 07-2 585 にじいろのしまうま

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

生徒の好きな動物がたくさん出てくるので、興味をもって読むこと
ができる。親切にすることの大切さや、身近な人に温かい気持ちで
接するきっかけをつくることができる。

3 絵本塾出版 54-27 504 かしてあげたいな

色の配色がきれいで温かみのあるイラストで描かれている。友だち
の幸せを思う気持ちを分かりやすく書かれており、相手を尊重する
ことの大切さを学ぶことができる。

2 偕成社 06-1 539
外国の絵本　ぼちぼちいこ

か

のんびり、おっとりした魅力的なかばを主人公にしており、興味を持ちや
すい。へこたれずに乗り切っていく姿から、楽しく自分らしさを考えること
ができる。
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国語2

国語3

中学書写

社会科　中学生の地理
世界の姿と日本の国土

未来へひろがるサイエンス３

未来へひろがるサイエンス１

未来へひろがるサイエンス２

未来へひろがる数学２

未来へひろがる数学３

数学

1

2

1

2

3

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

理科

3

1・2・3

1・2・3

3

地図

社会（地理）

社会（歴史）

社会（公民）

1・2 帝国

未定

日文

帝国

啓林館

未定

中学社会　公民的分野

中学校社会科地図

未来へひろがる数学１

啓林館

滋賀県立守山養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程１ ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。国語

書写

1

1・2・3 学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

光村

教出

国語1

2

3

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。
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学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

発行者の略称

日文

中学生の音楽　２・３上下

中学生の器楽

美術1　美術との出会い

教芸

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

中学道徳　あすを生きる　２

中学道徳　あすを生きる　３

東書

中学保健体育

NEW HORIZON English Course １

NEW HORIZON English Course ２

NEW HORIZON English Course ３

特別の教科　道徳

1

日文

中学道徳　あすを生きる　１

美術2・3上　学びの実感と広がり
美術2・3下　学びの探求と未来

新しい技術・家庭　技術分野
未来を創る　Technology

新しい技術・家庭　家庭分野
自立と共生を目指して

日文

学研

外国語

1

2

3

1・2・3

保健体育 1・2・3

1・2・3

美術

2

3

教科 使用学年

1

書名

器楽

2・3

選定理由

1・2・3

音楽

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

技術家庭
（技術）

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（守山市）の採択図書に同じとする。

技術家庭
（家庭）

1

2・3

教芸

教芸 中学生の音楽　１

東書

東書
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社会

地図

数学

理科

3 福音館 28-1 G01
福音館の科学シリーズ　昆

虫

せかいちず絵本

D03
ふしぎをためす科学図鑑

かがくあそび
フレーベル 28-82

いきもの探検大図鑑
NATURE-PAL

生徒たちに見てわかりやすい絵やイラストがたくさん載せられてお
り、世界の主な山や川などに興味を持たせやすく、指導が効果的に
進められる。

身近な材料を使ってできる実験や役に立つ科学あそびがとりあげられ、
実際に体験することができる。また、写真やイラストが見やすく楽しみな
がら学習できる。

滋賀県立守山養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程２ ］

教出 017

C-721

703

教科
使用
学年

教科書名

指導内容が系統化されており、中学部段階での生活の中で必要な国
語の指導の重点化が図られるよう工夫されている。

１・２・３年生の中学校検定教科書を使用する。

図書コード
（教科書記号番号）

国語

書写

1・2・3

1・2・3

国語☆☆☆☆

29-1

1

平凡社

503

中学書写

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

変更の
有無

選定理由
発行者
コード

（番号）

東書 002

発行者

戸田デザイ

生物を興味深く学習できる。写真や絵が豊富で、記述も生徒にわか
りやすく工夫して記述してあるため、生物についての理解が得られ
やすい。

546

017 C-721 数学☆☆☆☆

指導内容が系統化されており、中学部段階での生活の中で必要な数
学の重点化が図られるよう工夫されている。

20-4 006

小学館 12-2

小さな昆虫について、写真などを使いながら生態がよくわかるよう
に掲載されている。

1・2・3

1・2・3 教出

日本各地の自然・地名・名産・名所がイラストでわかりやすく紹介
されており、関連して気候や産業・伝統工芸・祭りまでの内容が豊
富である。

世界の自然・地形・産業が地図とイラストで詳しく紹介してあり楽
しく取り組める。内容が豊富でわかりやすく学習できる。

504
新訂第７版ジュニア地図帳

こども世界の旅

1 平凡社
新訂第７版ジュニア地図帳

こども日本の旅

新訂第４版ジュニア地図帳
こども歴史の旅

日本と世界の出来事が１～３世紀の単位で見開きで構成されてあ
り、年表と解説および地図がワンセットでまとめてある。立体編集
の仕掛けもあり、効果的な指導ができる。

3 29-1

2 平凡社 505

29-1

R４　守山養護学校　中学部　課程2

- 74 -



教科

音楽

美術

中学道徳　あすを生きる
３

116 904

中学道徳　あすを生きる
２

62-54

東書 002
新しい技術・家庭　家庭分野

自立と共生を目指して

使用
学年

職業家庭

保健体育

外国語

特別の教科
道徳

２年生の中学校検定教科書を使用する。

３年生の中学校検定教科書を使用する。

3 日文

505
クレヨンせんせいのえいご

であそぼう！１

1 日文 116 704
中学道徳　あすを生きる

１

１年生の中学校検定教科書を使用する。

Ｊリサーチ

2 日文 116 804

写真や絵が豊富で、生徒が興味をもって学習することができる。生
徒が考えそうな疑問や発想が、わかりやすく説明されていて、楽し
みながら学習できるように工夫されている。

701

身近な生活の中で見聞きする簡単な英語が盛り込まれており、生徒
が興味関心をもって学習できる。また、ＣＤを聴きながら学習でき
るように工夫されている。

06-2 L12

１・２・３年生の中学校検定教科書を使用する。

1・2・3

ニューワイド学研の図鑑
増補改訂人のからだ

1・2・3

２・３年生の中学校検定教科書を使用する。

1・2・3 東書 002 701
新しい技術・家庭　技術分

野
未来を創る　Technology

１・２・３年生の中学校検定教科書を使用する。

1・2・3 学研

803
804

美術2・3上　学びの実感と広
がり

美術2・3下　学びの探求と未
来

2・3 日文 116

図書コード
（教科書記号番号）

教科書名
変更の
有無

美術1　美術との出会い1 日文 116

1・2・3 東書 002 C-721 音楽☆☆☆☆

１年生の中学校検定教科書を使用する。

703

選定理由
ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

発行者
発行者
コード

（番号）
指導内容が系統化されており、中学部段階で音楽について興味関心
を高める指導の重点化が図られるよう工夫されている。
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国語

1 こぐま社 10-4 525

滋賀県立守山養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程３ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

馬場のぼるのえほん　１１
ぴきのねことぶた

挿絵が親しみやすくイメージを豊かに膨らますことができ、猫たち
の表情、文章の表現などがわかりやすい。

2 こぐま社 10-4 531
馬場のぼるのえほん　１１
ぴきのねことあほうどり

話の内容がわかりやすく、また、数に興味をもてるような絵本であ
る。挿絵もおもしろく楽しみながら学習できる。

3 こぐま社 10-4 526
馬場のぼるのえほん　１１
ぴきのねこふくろのなか

１１ぴきの猫が繰り広げる話の展開もおもしろく、楽しみながら
ルールや決まりについても考えられる内容となっている。

身近な生活について興味を持つような内容が盛り込まれ、楽しく利
用できる。生活の中での様々な疑問に対して生徒自らが調べるな
ど、様々な活用をすることができる。

ひらがなことばカード１集

イラストと結びつけて、ひらがなが覚えられるように工夫されてお
り、学習に活用しやすい。

2・3 くもん出版 08-1 522 カタカナカード

1 くもん出版 08-1 519

カードでカタカナが覚えられるように工夫されており、学習に活用
しやすい。

書写

身近な生活について興味を持つような内容が盛り込まれ、楽しく利
用できる。歴史に関する様々な疑問に対して生徒自らが調べるな
ど、様々な活用をすることができる。

3 評論社 27-2 C01
ピーター・スピアーの絵本

１　せかいのひとびと

身近な生活の問題に興味を持つような内容で、世界の人々の生活の
様子について楽しく学習できる。

2 小学館 12-2 575
２１世紀こども百科歴史館

＜増補版＞
社会

1 小学館 12-2 574 小学館こども大百科

せかいちず絵本

絵が鮮明で、世界の主な山、川、湖などが見てわかりやすい内容で
あり、興味を持って学習に取り組みやすい。

数学

1 くもん出版 08-1 D03 かずカード

地図 1・2・3 戸田デザイ 20-4 006

数と量の関係がわかりやすい。カードなどで並べたり、組み合わせ
たりするなど工夫することができ、様々な数や量について学習しや
すい。

2 童心社 20-1 A02
かずのほん２　０から１０

まで

絵本を見ながら、いろいろなもので数や量の概念をつけていけるよ
うに工夫されている。

絵本を見ながら、０から１０までの数や量の概念をつけていけるよ
うに工夫されている。

3 童心社 20-1 A03
かずのほん３　０から１０
までのたしざんひきざん
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

理科

1 小学館 12-2 505
小学館の図鑑ＮＥＯ　飼育

と観察

昆虫、水中生物、植物、小鳥など、身近な生き物の飼い方、育て方
について学ぶことができる。飼育方法、生き物の観察ポイントな
ど、知りたい情報が全て網羅されている。

音楽

1 大日本絵画 16-3 A01

よく知っている動物や身近な草花を興味深く観察することができ、
知らず知らずのうちに自然に対する優しい心や科学する目を養うこ
とができる。

3 フレーベル 28-8 D04
ふしぎをためすかがく図鑑

しぜんあそび

遊びを通して、身近な自然や動植物に興味をもてるよう、写真やイ
ラストでわかりやすく紹介されている。調べ学習にも十分活用でき
る。

2 福音館 28-1 527
幼児絵本シリーズ　どうぶ

つのこどもたち

メロディーえほん　ＩＣピ
アノえほん四季のどうよう

－１２カ月

親しみやすく、楽しい作品が多く収められているので生徒の音楽へ
の興味を引き出しやすく、楽しく学べる。

2 音楽センタ 55-12 519
クラスでうたうこどもうた

ＣＤブック　ベスト４

生徒が親しみやすい曲が多く掲載されており、また、手話やダンス
などの具体的な表現活動が示されているので、学習の幅が広げられ
る。

3 永岡書店 21-1 009
お手本のうた付き！どうよ

ううたのえほん２

季節に合った曲が入っており、生徒にとってなじみの曲も多い。カ
ラオケ、歌入りともに楽しめる。

幼児絵本シリーズ　やさい
のおなか

色の違いのおもしろさが具体的に理解できるようまとめられてい
る。

牛乳パック、新聞紙、わりばし、ストロー、紙コップなど、身近な
ものを使って簡単に作れる作品がたくさん収められている。材料が
すぐ手に入るので、作ってみようという意欲を持ちやすい。

職業家庭

1 金の星社 07-2 F06
ひとりでできるもん！６
だいすきおやつ作り

絵や写真が大きくきれいで見やすく、子どもが好きなおやつを扱っ
ており、調理に対して興味をもって取り組むことができる。

美術

実際に家庭で調理実習等に取り組める題材が数多く掲載されている
とともに、絵や写真が鮮明である。また、学習を効果的に進められ
るように配列されている。

2・3 小峰書店 10-5 001 リサイクル工作ずかん

1 福音館 28-1 B09

保健体育 1・2・3 偕成社 06-1 J05
子どもの健康を考える絵本
（５）　こんなときどうす

るの？

2・3 偕成社 06-1 X02
坂本廣子のひとりでクッキ
ング（２）　昼ごはんつく

ろう！

図や写真が多く、視覚的に学習できる。健康に関する内容が豊富
で、日常生活にも利用しやすい。

1・2・3 くもん出版 08-1 H02
ＣＤ付き英語カードあいさ

つと話しことば編

楽しい描画で様々な活用方法で学習を行うことができ、生徒の興味
関心を引きやすい。ＣＤがあり、文字を理解しにくい生徒にも音や
言葉から英語に親しみを持たせやすい。

外国語
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教科

特別の教科
道徳

変更の
有無

選定理由

1・2・3 合同出版 10-8 522

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

集団や社会に関してのコミュニケーションに必要な基本のことばや
態度を育てる工夫がされており、学習指導要領に沿った内容となっ
ている。

使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
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国語

1 童心社 20-1 H01

滋賀県立守山養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程４ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

１４ひきのシリーズ　１４
ひきのあさごはん

言葉がひらがなでわかりやすい。食事場面など身近な生活体験をイ
メージさせるよう工夫されている。

2 童心社 20-1 H02
１４ひきのシリーズ　１４

ひきのぴくにっく

言葉がひらがなでわかりやすい。散歩など身近な生活体験をイメー
ジさせるよう工夫されている。

3 好学社 10-2 A01
レオ・レオニの絵本　スイ

ミー

言葉が平易でわかりやすい。ストーリーの展開が明快で、美しいイ
ラストとともに本に対する興味や意欲・関心が持ちやすい。

挿絵や写真などがわかりやすく、人々の暮らしを理解しやすい。し
かけがあり、イメージをもちながら楽しく学べるように工夫されて
いる。

あいうえおえほん

親しみがわくような挿絵が多く取り入れられており、楽しみながら
ひらがなを学習できる。

2・3 理論社 40-1 A01 あいうえおうさま

1 戸田デザイ 20-4 003

文字が大きく多彩に描かれており、順序立てて学習できるように工
夫されている。

書写

内容や挿絵、写真などが豊富でわかりやすく、指導が効果的に進め
られる。生徒に興味ある身近なものが楽しく描かれていて、しかけ
があることで、もののイメージがしやすい。

3 偕成社 06-1 V01
五味太郎・しかけ絵本

（１）　きいろいのはちょ
うちょ

ちょうちょの行き先をもとに、身近な生活の問題に興味をもつよう
な内容が盛り込まれ、楽しく学習できる。

2 偕成社 06-1 605
とびだす・ひろがる！えほ
んシリーズ　とびだす・ひ
ろがる！のりものえほん２

社会

1 偕成社 06-1 604
とびだす・ひろがる！えほ
んシリーズ　とびだす・ひ
ろがる！のりものえほん

にっぽんちず絵本

絵と色調が明るく、鮮明な図や表で効果的に表現されている。日本
の山や川などの地形についてわかりやすい。

数学

1 戸田デザイ 20-4 008 ６つの色

地図 1・2・3 戸田デザイ 20-4 005

色彩が豊かでわかりやすく、色の区別ができるように工夫されてい
る。

2 ポプラ 30-2 N02
絵本・いつでもいっしょ２

どうぶつなんびき？

身近な動物が登場し、絵も親しみやすくわかりやすい。遊びながら
数を学ぶことができる。

絵や写真を見ながら、数や量の概念をつけていきやすいように工夫
されている。

3 童心社 20-1 A01
かずのほん１　どっちがた

くさん
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

理科

1 ポプラ 30-2 556
すいぞくかんぴったりカー

ド

表面のカード２枚１組で絵を完成させ、水族館にいる生き物の形や
名前や特徴を楽しみながら認識することができる。

音楽

1 ドレミ楽譜 20-2 507

身近な食べ物がわかりやすくカードにかかれているため、生徒が興味・
関心をもって取り組める。

3 くもん出版 08-1 B02
生活図鑑カード　くだもの

やさいカード１集

くだものや野菜の絵がわかりやすくカードにかかれているため、生
徒が興味・関心をもって取り組める。また、カードという形態で活
用しやすい。

2 くもん出版 08-1 B01
生活図鑑カード　たべもの

カード

子どもに大人気　手あそび
指あそび改訂版

生徒の親しみやすい歌が数多くあり、手あそびを楽しみながら、学
習できるように工夫されている。

2 ドレミ楽譜 20-2 509
簡易ピアノ伴奏による　こ

どもの歌名曲アルバム

歌のイメージを高める楽しい挿絵が多く取り入れてあり、親しみや
すい曲が数多く編集されている。

3 永岡書店 21-1 007
お手本のうた付き！どうよ

ううたのえほん

季節に合った曲が入っており、生徒たちになじみの曲も多い。カラ
オケ、歌入りともに楽しめる。選曲のためのボタンが大きく、操作
しやすいため自分から音楽を楽しめる。

トリックアート図鑑
ペーパークラフト

○

（供給不能による変更）
様々なキットを自分で切り抜きながら作ることができる。ただのク
ラフトではなく、トリックアートとなっており、芸術の面白さを感
じることができる。

付属のマジックフィルムを絵の上にのせて動かすと、浮世絵に動き
が加わり、見て感じて楽しみながら学習ができる。また、日本の文
化を知ることができる内容である。

職業家庭

1 ジアース 62-43 503
ひとりでできちゃった！

クッキング

電子レンジやホットプレートを使うレシピが掲載してある。料理の
過程が写真で紹介してあり、視覚から理解しやすいように工夫がさ
れている。

美術

絵や写真が鮮明で調理例も多く、内容が充実している。材料や作り
方がわかりやすくイラスト入りで書かれており、イメージしやすい
内容になっている。

2・3 福音館 28-1 661
びじゅつのゆうえんち
うごく浮世絵！？

1 あかね書房 01-1 531

保健体育 1・2・3 婦人之友社 28-2 A01
よくみるよくきくよくする
絵本　たべものとからだ

2・3 偕成社 06-1 X01
坂本廣子のひとりでクッキ
ング（１）　朝ごはんつく

ろう！

食べ物と体についての図や写真が多く、視覚的に学習できる内容が
豊富である。

1・2・3 くもん出版 08-1 537 ＣＤ付き英語のうたカード

よく聞きなれた英語の歌を選曲してあり、英語に対する興味を持た
せやすい。また、英語のうたカードも分かりやすい絵を使用されて
いる。

外国語
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教科

特別の教科
道徳

変更の
有無

選定理由

1 ひさかた 27-3 D02 どうぞのいす

ほのぼのとした絵と、シンプルでテンポが良く優しい言い回しの文
章で、思いやりを感じることができる。

使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名

ごろりんごろんころろろろ

「どうぞのいす」の続編であり、ほのぼのとした動物の絵と、優しい言い
回しの文章で、思いやりを感じることができる。

3 偕成社

友だちとけんかをして寂しい気持ちや、謝りたいけど謝りにくい気
持ちなどを感じることができ、オオカミときつねの行動に共感しや
すい物語になっている。

06-1 521
「おれたち、ともだち！」
絵本　ごめんねともだち

2 ひさかた 27-3 615
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滋賀県立野洲養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程１ ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。国語

書写

1

1・2・3 学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

光村

教出

国語１

2

3

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

理科

3

1・2・3

1・2・3

3

地図

社会（地理）

社会（歴史）

社会（公民）

1・2 帝国書院

未定

日文

帝国書院

啓林館

未定

中学校社会　公民的分野

中学校社会科地図

未来へひろがる数学１

啓林館数学

1

2

1

2

3

国語２

国語３

中学書写

社会科　中学生の地理

未来へひろがるサイエンス３

未来へひろがるサイエンス１

未来へひろがるサイエンス２

未来へひろがる数学２

未来へひろがる数学３
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学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

1・2・3

音楽

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

技術家庭
（技術）

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

技術家庭
（家庭）

1

2・3

教芸

教芸 中学生の音楽１

東書

東書

書名

器楽

2・3

選定理由教科 使用学年

1

発行者の略称

日文

中学生の音楽 2・3上
中学生の音楽 2・3下

中学生の器楽

美術１　美術との出会い

教芸

特別の教科
道徳

1

日文

中学道徳あすを生きる 1
中学道徳　あすを生きる 1 道徳

ノート

美術2・3上　学びの実感と広がり
美術2・3下　学びの探求と未来

新しい技術・家庭　技術分野
未来を創る　Technology

新しい技術・家庭　家庭分野
自立と共生を目指して

日文

学研

外国語

1

2

3

1・2・3

保健体育 1・2・3

1・2・3

美術

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。2
中学道徳あすを生きる 2

中学道徳　あすを生きる 2 道徳
ノート

3
中学道徳あすを生きる 3

中学道徳　あすを生きる 3 道徳
ノート

東書

中学保健体育

NEW HORIZON
English Course 1

NEW HORIZON
English Course 2

NEW HORIZON
English Course 3

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（野洲市）の採択図書に同じとする。
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イラストで生徒が楽しみながら学ぶことができ、解説も丁寧で理解
しやすく構成されている。

基礎から応用まで幅広く対応されていて、算数の内容が系統的に取
り組める内容である。また、繰り返し学習することで、学んだ力が
定着できるように工夫されている。

3 民衆社 32-1 510
算数だいすきあそぶ・つく

る・しらべる５年

いちばんわかりやすい  小
学生のための学習日本地図

帳

衛星写真と詳しい地図によって空から見ているように眺められ、都
道府県ごとにわかりやすくまとめられてある。

数学

1 清風堂書店 64-2 555
算数習熟プリント小学３年

生

地図 1・2・3 成美堂出版 14-4 004

項目の最初の問題に、うすい文字で解き方を掲載してある。一つの
単元をスモールステップに分け、無理なく進めながら基礎がためを
し、実力アップができる内容となっている。

2 民衆社 32-1 509
 算数だいすきあそぶ・つ

くる・しらべる４年

書写

世界の国々の特色が絵や写真で楽しく学べる。知っておきたい65か
国や、自然・地形、歴史・人物、産業、くらし・文化のジャンル別
に特徴が紹介されている。

3 講談社 10-1 555
決定版心をそだてるはじめ

ての伝記１０１人

伝記として特徴を捉えて興味深くまとめられており、歴史の導入と
して利用しやすい。

2 ナツメ社 21-2 9784816365096
オールカラー　楽しく覚え

る！世界の国
社会

1 三省堂 11-4 540
こどもマナーとけいご絵じ

てん小型版

子どもの生活に密着したテーマをとりあげ、日常生活の場面ごとに
解説があり、マナーと敬語が正しく学習できる。

小学特訓ドリル漢字４年

漢字の読み・筆順・画数・部首を学び、漢字を使った書き取りの問題に取
り組む内容で、３年生に引き継ぐ形で正しく漢字を書く力を身につけるこ
とができる。

2・3 マール社 81-7 501 はじめての絵手紙教室

1 受験研究社 65-2 9784424624905

絵手紙の楽しさと表現することのおもしろさをわかりやすく説明してあ
る。実物大作成例付きである。

どの子も日本語がぐんぐん
ＵＰ  徹底反復音読プリン

ト

小学校全学年程度の学習ができる教科書である。音読を通して、目
と耳で楽しみながら、優れた文学作品の豊かな表現・語彙を学ぶこ
とができる。

3 東書 002 C-722 国語　☆☆☆☆☆

指導内容が特別支援学校用に編集されており、系統化されている。
さまざまな分野で構成されているため生徒実態に応じて学習に活用
することができる。

国語

1 東書 002 C-721

滋賀県立野洲養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程２ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

国語　☆☆☆☆

指導内容が特別支援学校用に編集されており、系統化されている。
さまざまな分野で構成されているため生徒実態に応じて学習に活用
することができる。

2 小学館 12-2 582
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

＜供給不能による変更＞
子どもの人体に関するなぜ？どうして？と思う疑問を集め、楽しい
イラストとともに、わかりやすく解説されている。

保健体育 1・2・3 ナツメ社 21-2 9784816355646
やさしくわかる子どものた
めの医学　人体のふしぎな

話３６５
○

2・3 開隆堂出版 06-4 002
職業・家庭　たのしい家庭
科　わたしのくらしに生か

す

１年生の教科書から系統立てて、１５世紀から現代アートまでの巨
匠４５人の名画について学ぶことができる。

職業家庭

1 開隆堂出版 06-4 001
職業・家庭　たのしい職業
科　わたしの夢につながる

特別支援学校の生徒を想定して、イメージや学習の見通しが持てる
よう工夫されており、職業自立を図ることを中心に学ぶことができ
る。

美術

特別支援学校の生徒を想定して、イメージや学習の見通しが持てる
よう工夫されており、生活自立を図ることを中心に学ぶことができ
る。

2・3 西村書店 72-13 505
直感こども美術館  見てご

らん！名画だよ

1 小学館 12-2 606

3 音楽センタ 55-12 527
手話でうたうこどものうた

ベスト

手話ダンスの様子とパートごとの詳細な説明が収録されている。手
話イラストもあり、幅広く使いやすい教材となっている。

あーとぶっく  ひらめき美
術館第３館

絵画を鑑賞するという活動ができる。こども向けに作られた本であ
るため興味ももちやすい。

年齢に応じた合唱曲や多様なジャンルの曲がイラスト付きで掲載さ
れており、器楽についても興味がもてるよう工夫されていて、学習
活動に活用しやすい。

2 民衆社 32-1 539
リコーダー曲集ベスト１０

２

演奏したくなる親しみのある曲が多く掲載されてあり、模範演奏Ｃ
Ｄも付いてあるため、お手本を聞いて演奏できる。

音楽

1 東書 002 C-721

基礎編に続いて、系統的に学習できる。写真とカラーの図が豊富で、わ
かりやすく構成されている。

3 ナツメ社 21-2 542
好奇心をそだて考えるのが
好きになる　科学のふしぎ

な話３６５
○

＜供給不能による変更＞
宇宙・自然・生きもの・からだなどジャンル分けがされている。す
べての話に楽しいイラストや図解が満載で、子どもがひとりでも読
めるよう、わかりやすく説明してある。

2 誠文堂新光 64-13 507
新しい教養のための理科

応用編１

音楽　☆☆☆☆

理科

1 誠文堂新光 64-13 506
新しい教養のための理科

基礎編

写真とカラーの図が豊富で、サブタイトルが『問いかけ」の形で親
しみやすく構成されている。ルビも多くついており、最初は理解は
難しくてもやがては理解できるような作りになっている。
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

○

＜教育課程の見直しによる変更＞
友だち関係における、状況に応じた気持ちの理解やふさわしい気持
ちの伝え方について、イラストや漫画でわかりやすく説明されてい
る。

○

＜教育課程の見直しによる変更＞
谷川俊太郎の詩をもとに、兄弟と家族がすごす何気ない日常を題材
にしてあり、生きていることについて、イラストとともに書かれて
ある。

2 光村図書 82-5 536 なんだろうなんだろう ○

＜教育課程の見直しによる変更＞
ふとした瞬間にうかぶ，12の「なんだろう」を考え、追究でき、漠
然としたテーマを、具体的に、ユーモアをまじえて描かれてある。

クレヨンせんせいのえいご
であそぼう！１

特別の教科
道徳

1 福音館 28-1  9784834083262 生きる

3 旺文社 05-3 B06
学校では教えてくれない大
切なこと（６）　友だち関

係（気持の伝え方）

外国語

1 くもん出版 08-1 537 ＣＤ付き英語のうたカード

聞き覚えのある英語の歌が選曲されており、楽しみながら英語に対
する興味をもたせることができる。

身近な生活の中で見聞きする簡単な英単語が盛り込まれており、生
徒が興味関心をもって学習できる。また、ＣＤを聞きながら学習で
きるように工夫されている。

3  Ｊリサーチ 62-54 506
クレヨンせんせいのえいご

であそぼう！２

２年時より系統的に学習できる。身近な生活の中で見聞きする簡単
な英単語が盛り込まれており、生徒が興味関心をもって学習でき
る。また、ＣＤを聞きながら学習できるように工夫されている。

2 Ｊリサーチ 62-54 505
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数学

1 民衆社 32-1 A02
さんすうだいすきあそぶ・

つくる・しらべる２年
○

地図 1・2・3

図書コード
（教科書記号番号）

小学館

1

2

3 東書

発行者
コード

（番号）

清風堂書店 64-2

永岡書店 21-1

発行者

002 C-721

1

社会 2 戸田デザイ

書写

2・3 受験研究社 65-2

変更の
有無

選定理由

滋賀県立野洲養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程３ ］

清風堂書店 64-2

507

508

教科
使用
学年

国語

教科書名

簡単な設問に記述式で解答を書き込むようになっており、生徒が主
体的に取り組める。内容も様々な領域から満遍なく出ている。読解
力の基礎作りに役立つ内容になっている。

簡単な設問に記述式で解答を書き込むようになっており、生徒が主
体的に取り組める。内容も様々な領域から満遍なく出ている。引き
続き読解力の基礎作りに役立つ内容になっている。

指導内容が特別支援学校用に編集されており、系統化されている。
さまざまな分野で構成されているため生徒実態に応じて学習に活用
することができる。

国語習熟プリント小学２年
生大判サイズ

国語習熟プリント小学3年
生大判サイズ

国語　☆☆☆☆

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

漢字の読み・筆順・画数・部首を学び、漢字を使った書き取りの問題に取
り組む内容で、２年生に引き継ぐ形で正しく漢字を書く力を身につけるこ
とができる。

552
特訓ドリル漢字小３(改訂

版)

1 受験研究社 65-2 551
特訓ドリル漢字小２(改訂

版)

漢字の読み・筆順・画数・部首を学び、漢字を使った書き取りの問
題に取り組む内容で、正しく漢字を書く力を身につけることができ
る。

小学館こども大百科

3

知育かるた
都道府県かるた

○

＜教育課程の見直しによる変更＞
2年版に続き、自分で工夫ができるようになっており、登場する仲
間と一緒に算数を楽しく勉強できる。

20-4 005 にっぽんちず絵本

色調が明るく、鮮明な絵でわかりやすい。北海道から沖縄までていねい
に紹介されており、楽しく地図の学習ができる。

身近な生活について多くの内容が盛り込まれ、広く学習に活用でき
る。写真も多く興味や理解を広げやすい。豊富な写真とイラストを
駆使し、好奇心に訴えながらわかりやすく解説してある。

12-2 574

＜教育課程の見直しによる変更＞
３学年分のたし算・ひき算を1冊の中でいっしょに学習でき、いっ
きに進んでいけるので、前に学んだことを忘れることなく、効率的
に学習できる。

3 くもん出版 08-1 777
いっきに極める算数（１）
小学１～３年のたし算・ひ

き算
○

偕成社

＜教育課程の見直しによる変更＞
自分でいっぱい工夫ができるようになっており、登場する仲間と一
緒に算数を楽しく勉強できる。

2 民衆社 32-1 508
さんすうだいすきあそぶ・

つくる・しらべる３年

各都道府県の形や位置だけでなく人口・面積・特徴などが覚えら
れ、札の組み合わせによって、難易度が調節できる。

523

06-1 Z03
子どものマナー図鑑（３）

でかけるときのマナー

外出するときに守らなければならないマナーをとりあげている。楽
しく安全な外出のために基本的なマナーをわかりやすく説明してあ
る。
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図書コード
（教科書記号番号）

発行者
コード

（番号）
発行者

変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

教科書名
ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

職業家庭

保健体育

1 東書 002

美術

1

3 Ｋ・Ｍ・Ｐ 59-5

小学館 12-2

2 クレヨンハ 58-3

2・3 小学館 12-2

理科

音楽

501
ドレミファソラシド８つの
音で弾けるやさしいメロ

ディ

1 福音館 28-1

＜供給不能による変更＞
野草や、庭・公園・校庭などに生えている草木、また、台所や冷蔵
庫の中の野菜など身近な植物を使って楽しく遊び、植物のことを知
るためのことが書かれてある。

2・3 ナツメ社 21-2 538
ナツメ社こどもブックス発想
力をそだて理科が好きになる

科学のおもしろい話365

身の回りの科学についての疑問をわかりやすく解説している。手軽
にできる実験や観察が多く掲載されているので、興味関心を持つこ
とができる。

578
福音館の科学シリーズ　植

物あそび
○

歌も絵も親しみやすく興味を持って学習できる。曲を聴きながら一
緒に歌唱したり合奏したりすることができる。

C-721

８音で演奏できるため、ハンドベルや木琴、ミニキーボードで演奏
しやすい。すべての音符にカタカナで階名が表記されているためわ
かりやすい。

生徒が興味を持ちやすい昆虫を題材とし、二次元の平面の紙が立体
へと変化していく過程を楽しみ、立体の造形について学習を展開し
ていくことができる。

年齢に応じた合唱曲や多様なジャンルの曲がイラスト付きで掲載さ
れており、器楽についても興味がもてるよう工夫されていて、学習
活動に活用しやすい。

音楽　☆☆☆☆

533
小学館の図鑑ＮＥＯのクラ
フトぶっく  りったい昆虫

館

517
ＣＤ新しい子どもたちの歌
シリーズ  第３集パレード

539

特別支援学校の生徒を想定して、イメージや学習の見通しが持てる
よう工夫されており、生活自立を図ることを中心に学ぶことができ
る。

2・3 開隆堂出版 06-4 002

職業・家庭　たのしい職業
科　わたしの夢につながる

06-4 001

小学館の図鑑ＮＥＯのクラ
フトぶっく  新・りったい

どうぶつ館

二次元の平面の紙が立体へと変化していく過程を楽しみ、立体の造
形について学習を展開していくことができる。

特別支援学校の生徒を想定して、イメージや学習の見通しが持てる
よう工夫されており、職業自立を図ることを中心に学ぶことができ
る。

1 開隆堂出版

職業・家庭　たのしい家庭
科　わたしのくらしに生か

す

9784816355646

＜供給不能による変更＞
子どもの人体に関するなぜ？どうして？と思う疑問を集め、楽しい
イラストとともに、わかりやすく解説されている。

1・2・3 ナツメ社 21-2
やさしくわかる子どものた
めの医学　人体のふしぎな

話３６５
○
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図書コード
（教科書記号番号）

発行者
コード

（番号）
発行者

変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

教科書名
ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

特別の教科
道徳

1 福音館 28-1  9784834083262 生きる

外国語

2 光村図書 82-5 536 なんだろうなんだろう

クレヨンせんせいのえいご
であそぼう！２

2 Ｊリサーチ 62-54 505

学校では教えてくれない大
切なこと（６）　友だち関

係（気持の伝え方）

＜教育課程の見直しによる変更＞
谷川俊太郎の詩をもとに、兄弟と家族がすごす何気ない日常を題材
にしてあり、生きていることについて、イラストとともに書かれて
ある。

1 くもん出版 08-1 537 ＣＤ付き英語のうたカード

聞き覚えのある英語の歌が選曲されており、楽しみながら英語に対
する興味をもたせることができる。

２年時より系統的に学習できる。身近な生活の中で見聞きする簡単
な英単語が盛り込まれており、生徒が興味関心をもって学習でき
る。また、ＣＤを聞きながら学習できるように工夫されている。

○

＜教育課程の見直しによる変更＞
ふとした瞬間にうかぶ，12の「なんだろう」を考え、追究でき、漠
然としたテーマを、具体的に、ユーモアをまじえて描かれてある。

○

○

クレヨンせんせいのえいご
であそぼう！１

身近な生活の中で見聞きする簡単な英単語が盛り込まれており、生
徒が興味関心をもって学習できる。また、ＣＤを聞きながら学習で
きるように工夫されている。

3  Ｊリサーチ 62-54 506

＜教育課程の見直しによる変更＞
友だち関係における、状況に応じた気持ちの理解やふさわしい気持
ちの伝え方について、イラストや漫画でわかりやすく説明されてい
る。

3 旺文社 05-3 B06
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国語

1 講談社 10-1 531

滋賀県立野洲養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程４ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

齋藤孝のイッキによめる！
名作選  小学１年生新装版

すべてが読みきりの短編であり、話の面白さを感じやすく、本や物
語への興味や読むことへの関心を高めることが期待できる。

2 清風堂書店 64-2 506
国語習熟プリント小学１年

生大判サイズ

簡単な設問に記述式で解答を書き込むようになっており、生徒が主
体的に取り組める。内容も様々な領域から出ている。基礎作りに役
立つ内容になっている。

3  明治図書 84-1 525
読み書きが苦手な子どもへ
の 〈基礎〉トレーニング

ワーク

拗音、促音、長音、撥音、拗長音、拗撥音の学習がスモールステッ
プで学習できるよう内容になっている。

身近な生活で目にするシンボルやマーク類が盛り込まれており、そ
れらを知ることで、生活に広がりをもたせることができる。

漢字がたのしくなる本シ
リーズ  新版１０１漢字カ

ルタ

楽しみながら漢字が覚えられるように工夫されている。学習時間だ
けではなく、生活の中でも生徒が自主的に利用できる。

2・3 あかね書房 01-1 A03 もじのえほんかんじ（１）

1 太郎次郎社 16-4 505

漢字の成り立ちが、簡単な話と絵でわかりやすく書かれている。漢字の
形をわかりやすく学習することができる。

書写

わかりやすいイラストで描かれた生活の場面を、自分の経験と重ね
ることで、基本の生活動作を無理なく身につける学習ができる。

3 ブロンズ新 28-3 C01 しごとば

使う道具や、仕事の流れもくわしく紹介されており、「しごとば」
を覗いているようなおもしろさが伝わってくるため、興味・関心を
もって学習できる。

2 合同出版 10-8 B01
絵でわかるこどものせいか
つずかん１  みのまわりの

きほん
社会

1  くもん出版 08-1 511
生活図鑑カード  マーク標

識カード１集

知育かるた
都道府県かるた

○

（供給不能による変更）
各都道府県の形や位置だけでなく人口・面積・特徴などが覚えら
れ、札の組み合わせによって、難易度が調節できる。

数学

1 童心社 20-1 A01
かずのほん１

どっちがたくさん

地図 1・2・3 永岡書店 21-1 523

個別的な対応から２つの集合の大きさを１対１対応により比較するまで、
生徒にとってわかりやすく、また楽しんで学習を進めていけるように工夫
されている。

2 福音館 28-1 628
日本傑作絵本シリーズ

10までかぞえられるこやぎ

子やぎの心情になって数を数える等、生徒の実態に合っており、興味を
ひく絵とストーリーで楽しみながら数に親しむことができる。また、「１～
10までのかず」を学ぶことができる。

生徒が意欲的に、また系統的に学習に取り組めるように基本的な計
算などの内容が配列されている。

3 清風堂書店 64-2 529
算数習熟プリント小学１年

生大判サイズ
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（供給不能による変更）
身の回りで見つかる生きものついて、その生きものに向いた方法、飼い
方、観察ポイントなどがすぐにわかるように書かれている。

○

＜供給不能による変更＞
なかなか観ることができない、極限の自然現象を、わかりやすく問
いながら解説してある。美しく迫力のある写真が使われてあり、印
象的な紙面になっている。

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

音楽

1 クレヨンハ 58-3 516
ＣＤ新しい子どもたちの歌
シリーズ  第２集ぼくたち

のうた

2・3 講談社 10-1 521
講談社の動く図鑑ワンダー
ＭＯＶＥ　大自然のふしぎ

理科

1 偕成社 06-1 639
理科に役立つ本

生きものつかまえたらどう
する？

○

歌も絵も親しみやすく興味を持って学習できる。曲を聴きながら一
緒に歌唱したり合奏したりすることができる。

2 クレヨンハ 58-3 517
ＣＤ新しい子どもたちの歌
シリーズ  第３集パレード

歌も絵も親しみやすく興味を持って学習できる。曲を聴きながら一
緒に歌唱したり合奏したりすることができる。

卒業ソングが歌入りとカラオケが全曲付いてある。曲によっては、
手話イラストも掲載されており、クラスでの取り組みにも活用しや
すい。

美術

1 偕成社 06-1 T03
 エリック・カールの絵本
（ぬりえ絵本）  わたしだ

けのはらぺこあおむし

3 音楽センタ 55-12 530
教室ですぐに使えるＣＤ

ブック７  お別れ会・卒業
式でうたおう！

楽しみながら創作活動ができる。描画が苦手な生徒も原作を見なが
ら自分の思うように描画や表現活動を楽しむことができる。

2・3 コクヨ 10-10 520 おめんワークボックス

ベースのお面に付属のパーツやシールを組み合わせて、自分だけの
お面が作れ、完成したものを実際にかぶって楽しむことができる。

ひとりでできるもん！６
だいすきおやつ作り

興味をもって調理実習に取り組める題材が多く掲載されていると共
に、挿絵がわかりやすく、学習を効果的に進められる工夫がされて
いる。

2・3 偕成社 06-1 X01
坂本廣子のひとりでクッキ
ング（１）  朝ごはんつく

ろう！

1 金の星社 07-2 F06

特別の教科
道徳

1 偕成社 06-1 542

絵や写真が鮮明で、調理例も多く、充実している。材料や作り方
が、わかりやすくイラスト入りで書かれており、一人で読んで作る
ことができる内容になっている。

保健体育 1・2・3 金の星社 07-2 E01
やさしいからだのえほん１
からだのなかはどうなって

いるの？

挿絵や記述が大変分かりやすく、生徒が興味を持ちながら体につい
て学習できるように工夫されている。

職業家庭

外国の絵本
すてきな三にんぐみ

おそろしい泥棒たちが、孤児を救う内容になっている。この物語か
ら人のために何かをしたりされたりすることについて振り返ること
ができる。

2 福音館 28-1 607
こどものとも絵本

しんせつなともだち

食べ物がない雪のある日に、一つのかぶが、うさぎからろばへ、ろばか
らやぎへと、友だちへの思いやりの心が届けられる様子が書かれてい
る。友だちへの思いやりについて考えられる本になっている。

3 評論社 27-2 552
児童図書館・絵本の部屋

わすれられないおくりもの

友だちの死を通して、知恵や工夫を共有しながら、残された者たち
が日々を生きていくことの大切さが書かれている。友だちのすばら
しさや命について考えられる本になっている。
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国語

1  くもん出版 08-1 526

滋賀県立野洲養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程５ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

反対ことばカード

楽しみながら反対語や文字が覚えられるように工夫されている。
カード形式のため、さまざまな形で学習に活用できる。

2  くもん出版 08-1 523 ぶんカード１集

わかりやすい言葉で、二語文や助詞の使い方が示されている。カー
ド形式のため、さまざまな形で学習に活用できる。

3 小峰書店 10-5 C01
くまたんのはじめてシリー
ズ　よめるよよめるよあい

うえお

あいすくりーむの「あ」、えほんの「え」、おりがみの「お」な
ど、子どもの好きな食べものや、遊び道具が、ふんだんに出てきて
楽しみながら、ひらがなが覚えられる。

してはいけないこと、話しかたなど、ふだんの生活の中での基本的
なマナーが、わかりやすいイラストとやさしいことばで説明してあ
る。

ひらがなカード

イラストと結びつけてひらがなが覚えられるように工夫されてい
る。カード形式のため、さまざまな形で学習に活用できる。

2・3 くもん出版 08-1 518 漢字カード１集

1  くもん出版 08-1 D01

イラストと結びつけて漢字が学習できるように工夫されている。カード形
式のため、様々な形で学習に活用できる。

書写

計算ができる数字ボタンやポイントカード、おかねシート付きで、
買い物について知ることができる。自分と身近な社会とのかかわり
である買い物について関心をもって実際の買い物学習に役立てるこ
とができる。

3 くもん出版 08-1 513
生活図鑑カード  こよみ

カード

節分、雛祭り、春分の日など、昔から伝わっている慣習・行事につ
いて、名前や意味を知ることができ、身近な生活の知識を広げるこ
とができる。

2 三起商行 82-3 526
ミキハウス音のでるおしご

とえほん  レジスター
社会

1  偕成社 06-1 Z01
子どものマナー図鑑（１）

ふだんの生活のマナー

木製知育パズル  たのしい
にっぽんちず

パズルピースを主体的に扱うことを通して、日本の都道府県名やそ
れぞれの面積に親しみをもって学習できるよう工夫されている。

数学

1 くもん出版 08-1 D03 かずカード

地図 1・2・3 永岡書店 21-1 521

１から５０までの数に親しむために、表に数字、裏に表の数字に対
応する●が表されており、数をかぞえる力や、数字の並び、数と量
の関係を身につける学習に必要である。

2 ブロンズ新 28-3 577
はじめてのかぞえる絵本
どのこかな？ かぞえてみ

よう１２３
○

＜教育課程の見直しによる変更＞
動物や物を、くらべて、かぞえて、みつける問いが書かれていて、
楽しく数について発見できるようになっている。

○

＜教育課程の見直しによる変更＞
1から10まで、10種類の動物が出てきて「おかあさんだいすき!」と
書かれている。温かい母と子のふれあいを通して、数を数える楽し
さが味わえる。

3 あかね書房 01-1 I02
あかね書房の学習えほん
おかあさんだいすき１．

２．３
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

様々な楽器の種類や音色を知り、その楽器の活躍する曲を聴いて音
楽や楽器に興味を広げることができる。

1 音楽センタ 55-12 507
 クラスでうたうこどもの
うたＣＤブック  ベスト１

1・2・3 小学館 12-2 523
小学館の子ども図鑑プレＮ
ＥＯはるなつあきふゆ  楽
しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑

季節ごとの植物や生き物、天体などについて、写真やイラストを交
えながらわかりやすく示されており、子どもが興味関心を持って学
習することができる。

親しみのある曲を、ＣＤを聞きながら歌うことができる。カラオケ
に合わせて歌うこともできる。手話イラストも掲載されている。

歌入りとカラオケのCDと、曲によっては手話イラストも掲載してあ
る。楽しく元気のでる歌が選曲してあるので親しみやすい。

美術

1 小学館 12-2 534
小学館の図鑑ＮＥＯのクラ
フトぶっく  りったいどう

ぶつ館

3 音楽センタ 55-12 529
教室ですぐ使えるＣＤブッ
ク１  学級びらきでうたお

う！

音楽 2 くもん出版 08-1 G03 ＣＤ付き  楽器カード

小学館の子ども図鑑プレＮ
ＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶせい

かつの図鑑

洗濯もののたたみ方、食べるマナー、三角おにぎりの作り方、雑巾
の絞り方など、衣・食・住の基本が取り上げられている。写真、イ
ラストで楽しく覚えられ、生きる力を身につけられる。

1・2・3  小学館 12-2 526

生徒が興味を持ちやすい動物を題材とし、二次元の平面の紙が立体
へと変化していく過程を楽しみ立体の造形について学習を展開して
いくことができる。

2・3 大日本絵画 16-3 519
しかけえほん  カレイドス
コープ（まんげきょう）

空や海、草木、街など、身の回りのいろいろな色が写真を使いなが
ら紹介されており、子ども達が興味をもって色についての学習をす
ることができる。

06-1 542

図や写真がとても多く、視覚的に学習できる健康に関する内容が豊富で
あり、日常生活にもしっかりと利用しやすいものとなっている。

保健体育 1・2・3 偕成社 06-1 J05
子どもの健康を考える絵本
(5)こんなときどうする

の？

友だちの死を通して、知恵や工夫を共有しながら、残された者たち
が日々を生きていくことの大切さが書かれている。友だちのすばら
しさや命について考えられる本になっている。

理科

職業家庭

3 評論社 27-2 552
児童国書館・絵本の部屋

わすれられないおくりもの

おそろしい泥棒たちが、孤児を救う内容になっている。この物語か
ら人のために何かをしたりされたりすることについて振り返ること
ができる。

2 福音館 28-1 607
こどものとも絵本

しんせつなともだち

食べ物がない雪のある日に、一つのかぶが、うさぎからろばへ、ろばか
らやぎへと、友だちへの思いやりの心が届けられる様子が書かれてい
る。友だちへの思いやりについて考えられる本になっている。

外国の絵本
すてきな三にんぐみ

特別の教科
道徳

1 偕成社
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国語

1 童心社 20-1 H01

滋賀県立野洲養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程６ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

１４ひきのシリーズ  １４
ひきのあさごはん

家族がそれぞれに担当して準備するあさごはんの様子が描かれてお
り、絵本を通して食事場面など身近な生活体験をイメージできる工
夫がされている。

2 童心社 20-1 H02
１４ひきのシリーズ  １４

ひきのぴくにっく

自然描写に力が入っている本で、何種類もの細かい花の絵が描かれ
てある。絵本を通して散歩など身近な生活体験をイメージできる工
夫がされている。

3 童心社 20-1 579
１４ひきのシリーズ  １４

ひきのせんたく

自然の美しさが絵本からあふれ出てきそうなほど緻密で美しい絵が
描かれており、絵本を通して季節をイメージできる工夫がされてい
る。

身近な食べ物の絵がリアルで分かりやすく描かれており、食べ物に
興味をもって名前を知ったり、発語を促す学習に活用できる。カー
ドの大きさや厚さが扱いやすい。

書きかたカード「ひらが
な」

一文字が一枚のカードとして独立しているので、一文字ずつ音声や
書き順の学習ができる。視覚的にわかりやすく、生徒が意欲的に学
習しやすい。

2・3 理論社 40-1 A01 あいうえおうさま

1 くもん出版 08-1 C01

たった４行の短い文章に、語呂が良く、カルタのようにリズムが良いので
楽しく取り組める。また、文字が大きく多彩にえがかれており、順序だて
て学習できるように工夫されている。

書写

スーパーやコンビニで売られているものやファミリーレストランの
メニューなど身近な食べ物が多く掲載され、知っているものや好き
なものを指差しながら、興味をもたせることができる。

3 学研 06-2 619
でんしゃ・のりもの

あいうえお
○

（供給不能による変更）楽しくなぞれる工夫がしてあり、自分でど
んどんすすめる。乗り物の名前で文字を覚えることができるように
大きく書かれている。

2 女子栄養大 12-7 505
毎日の食事カロリーガイド

第３版
社会

1 くもん出版 08-1 B01
生活図鑑カード  たべもの

カード

木製知育パズル  たのしい
にっぽんちず

パズルピースを主体的に扱うことを通して、日本の都道府県名やそ
れぞれの面積に親しみをもって学習できるよう工夫されている。

数学

1 絵本館 04-1 A10
五味太郎の絵本１０  かた

ち

地図 1・2・3 永岡書店 21-1 521

色彩が豊かでわかりやすく、イメージを膨らませながら形の学習で
きるように工夫されている。

2 絵本館 04-1 A09 五味太郎の絵本９  いろ

色彩が豊かでわかりやすく、イメージを膨らませながら色の学習で
きるように工夫されている。

赤・青・黄色の三原色から新しい色が生まれることを、ストーリー
があるため、楽しむことができる。色彩の不思議さ、楽しさ、美し
さを学習することができる。

3 戸田デザイ 20-4 008 ６つの色
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

音楽

1 東京書店 20-3 503

選定理由

理科 1・2・3 ひかりのく 27-1 J04
はじめてのずかん４
やさいとくだもの

やさいを植えて育つまでがわかる写真絵本で、やさいを通して、自
然や植物に対する関心を深めることができる。

わくわく音あそびえほん
新装版ドンドコドンドンた

いこであそぼ

太鼓は扱いやすく、指でも反応するので簡単な楽器として演奏が体
験できる。音を鳴らしながら音楽を楽しめることができる。

2 ベネッセ 79-6 571
たまひよ楽器あそび絵本
すてきなピアノえほんDX

定番の童謡からやさしいクラシックまで３０曲のメロディが流れた
り楽譜が載っているので、好きなメロディを流したり楽譜を見なが
ら弾くことができる。

3 音楽センタ 55-12 525
教室ですぐに使えるブック
３  学芸会・発表会でうた

おう！１

歌入りとカラオケのCDが入っている。楽しく元気のでる歌が選曲し
てあるので親しみやすい。

ペネロペしかけえほん８
ペネロぺルーヴルびじゅつ

かんへいく

実際に展示してある名画や作品がでてきて、しかけを楽しみながら
芸術に触れ合い親しむ学習ができる。

2・3  岩崎書店 02-1 501
あそびの絵本  きりがみあ

そび

1  岩崎書店 02-1 507

色彩印刷が鮮明で、遊びの要素が多く取り上げられており、きりが
みへの興味が持てるよう工夫がされている。

職業家庭 1・2・3 ジアース 62-43 503
ひとりでできちゃった！

クッキング

電子レンジやホットプレートを使うレシピが掲載してある。料理の
過程が写真で紹介してあり、視覚から理解しやすいように工夫がさ
れている。

美術

よくみるよくきくよくする
絵本  たべものとからだ

食べることの大切さや排泄の習慣の大切さが写真や絵でわかりやす
く説明されている。

特別の教科
道徳

1 西村書店 72-13 508 どんなきもち？

保健体育 1・2・3 婦人之友 28-2 A01

いろいろな種類の「怒る」ということが言葉と絵で表現してあり、大人と一
緒に読むことで怒るという感情に触れることができる。

3 金の星社 07-2 579 おこる

カラフルな魚たちの感情を簡単な言葉と表情で描かれている。一目
で、どんな感情の表情か読みながら楽しむことができる。

2 金の星社 07-2 578 ないた

いろいろな種類の「泣く」ということが言葉とユーモアあふれる絵で描か
れており、大人と一緒に読むことで泣くという感情に触れることができる。
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国語

1 大日本絵画 16-3 518

滋賀県立野洲養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程７ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

しかけえほん  ワドル！！

ページを開くと、動画を見ているかのように動物が歩く姿が映し出
される。自分でページをめくること（めっくてもらうこと）につい
て興味がもてるよう工夫されている。

2 あかね書房 01-1 001
単行本  さわってあそぼう

ふわふわあひる

ザラザラ・フワフワ・カサカサなどいろいろな手触りの素材が付い
てある。触覚、聴覚、視覚を十分に活用して、楽しく学習するため
に必要である。

3 こぐま社 10-4 512
たのしいうたの絵本  いっ

ぱいうたって！

季節に合わせた歌が絵を見てイメージが浮かぶように描かれてい
る。 絵本を見ながら、いっしょに歌うことにより、ことばの世界
を広げる学習ができる。

生活の中で身近な電話を再現しており、自分と一番身近な社会との
かかわりとして、電話をかけること、電話がかかってくること、両
方の体験をすることができる。

筆であそぼう書道入門２
さあ、筆で書いてみよう

手で書くことへの興味をもつために、筆遊びや筆で文字を書くこと
を楽しみながら体験することができる。

2・3 ブロンズ新 28-3 A02
らくがきえほん

あ・い・う・え・お

1 小峰書店 10-5 556

わかりやすい挿絵が描かれている。また、実際に本に書きこめるため教
師と一緒にひらがなを学習することができる。

書写

消防車、救急車、パトカーなど、人気ののりもの１０種類を、臨場
感あふれるサイレンやエンジン音とイラストで学習できる。

3 大日本絵画 16-3 508
とってもキュートなさわる
しかけえほん  ルルちゃん

のふく

主人公の服の素材の違いや、ヒモなど実際に指で触ることができ、
服の着脱などに関心を持たせることができる。

2 金の星社 07-2 528
音のでる絵本  おとのでる

のりものえほん
社会

1 三起商行 82-3 503
ポカポカフレンズのおしゃ
べりえほん  もしもしでん

わ

しかけえほん日本とびだす
国の風景

日本各地の有名な風景が描かれており、飛び出す仕組みになってい
るため視覚的に楽しむことができる。

数学

1 くもん出版 08-1 705 いろいろだんご

地図 1・2・3 大日本絵画 16-3 523

読み聞かせを楽しみながら、だんごの色や形を学習できる。見るこ
とが得意ではない生徒に対しても耳でことばの抑揚を楽しむことが
できる。

2 くもん出版 08-1 706  いろいろじゃがいも

読み聞かせを楽しみながら、じゃがいもの色や形を学習できる。見
ることが得意ではない生徒に対しても耳でことばの抑揚を楽しむこ
とができる。

めくるだけで、おめんをはずしたりつけたりしているように見える
しかけがあり視覚的に楽しむことができる。

3  偕成社 06-1 616
あっ！とおどろくしかけえ

ほん  おめんです
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

音楽

1 東京書店 20-3 503

選定理由

理科 1・2・3 金の星社 07-2 529
音のでる絵本　おとのでる

どうぶつえほん

10種類のどうぶつの鳴き声を音声で紹介している。どうぶつの絵
や、どうぶつにちなんだ音楽も入っており、楽しむことができる。

わくわく音あそびえほん
新装版ドンドコドンドンた

いこであそぼ

太鼓は扱いやすく、指でも反応するので簡単な楽器として演奏が体
験できる。音を鳴らしながら音楽を楽しめることができる。

2 ベネッセ 79-6 571
たまひよ楽器あそび絵本
すてきなピアノえほんDX

定番の童謡からやさしいクラシックまで３０曲のメロディが流れた
り楽譜が載っているので、好きなメロディを流したり楽譜を見なが
ら弾くことができる。

3 音楽センタ 55-12 525
教室ですぐに使えるブック
３  学芸会・発表会でうた

おう！１

歌入りとカラオケのCDが入っている。楽しく元気のでる歌が選曲し
てあるので親しみやすい。

ペネロペしかけえほん８
ペネロぺルーヴルびじゅつ

かんへいく

実際に展示してある名画や作品がでてきて、しかけを楽しみながら
芸術に触れ合い親しむ学習ができる。

2・3 偕成社 06-1 573
エリック・カールの絵本
やどかりのおひっこし

1  岩崎書店 02-1 507

どのページにも鮮やかな色が使われており、色を意識させることが
できる。やりとりできる会話形式の文で、読み聞かせとしても楽し
める内容となっている。

職業家庭 1・2・3 福音館 28-1 647
福音館の単行本  かがみの
えほんきょうのおやつは

直角に開くと反射して奥行きが出ることで、ホットケーキを焼く過
程が、本当に作っているような感覚でわかりやすく作られている。

美術

子どもの生活（６）  じょ
うぶなからだになれるよ！

挿し絵がとてもわかりやすく、どの生徒も興味を持ちながら無理な
く学べる内容となっている。

特別の教科
道徳

1 西村書店 72-13 508 どんなきもち？

保健体育 1・2・3 偕成社 06-1 Q06

いろいろな種類の「怒る」ということが言葉と絵で表現してあり、大人と一
緒に読むことで怒るという感情に触れることができる。

3 金の星社 07-2 579 おこる

カラフルな魚たちの感情を簡単な言葉と表情で描かれている。一目
で、どんな感情の表情か読みながら楽しむことができる。

2 金の星社 07-2 578 ないた

いろんな種類の「泣く」ということがえがかれており、主として自分自身に
関することを意識できる本である。

R４　野洲養護学校　中学部　課程７

- 97 -



滋賀県立三雲養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程１ ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。国語

書写

1

1・2・3 学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

光村

教出

国語１

2

3

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

理科

3

1・2・3

1・2・3

3

地図

社会（地理）

社会（歴史）

社会（公民）

1・2 帝国

未定

日文

帝国

啓林館

未定

中学社会　公民的分野

中学校社会科地図

未来へひろがる数学１

啓林館数学

1

2

1

2

3

国語２

国語３

中学書写

社会科　中学生の地理
世界の姿と日本の国土

未来へひろがるサイエンス３

未来へひろがるサイエンス１

未来へひろがるサイエンス２

未来へひろがる数学２

未来へひろがる数学３
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教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

1・2・3

音楽

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

技術家庭
（技術）

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

技術家庭
（家庭）

1

2・3

教芸

教芸 中学生の音楽　１

東書

東書

1

日文

中学生の音楽 2・3上
中学生の音楽 2・3下

中学生の器楽

美術１　美術との出会い

教芸

器楽

2・3

特別の教科　道徳

1

日文

中学道徳　あすを生きる 1
中学道徳　あすを生きる 1 道徳ノート

美術2・3上　学びの実感と広がり
美術2・3下　学びの探求と未来

新しい技術・家庭　技術分野
未来を創る Technology

新しい技術・家庭　家庭分野
自立と共生を目指して

日文

学研

外国語

1

2

3

1・2・3

保健体育 1・2・3

1・2・3

美術

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。2
中学道徳　あすを生きる 2

中学道徳　あすを生きる 2 道徳ノート

3
中学道徳　あすを生きる 3

中学道徳　あすを生きる 3 道徳ノート

東書

中学保健体育

NEW HORIZON
English Course 1

NEW HORIZON
English Course 2

NEW HORIZON
English Course 3

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（湖南市）の採択図書に同じとする。
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数学

地図 1・2・3

図書コード
（教科書記号番号）

あすなろ

1

2

3 清風堂書店

発行者
コード

（番号）

東書 002

増進堂 65-2

発行者

64-2

1 清風堂書店 64-2

1

社会 2 あすなろ

書写

変更の
有無

選定理由

滋賀県立三雲養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程２ ］

清風堂書店 64-2

C-722

508

教科
使用
学年

国語

教科書名

（教育課程の見直しによる変更）指導内容が特別支援学校用に編集
されており、系統化されている。
さまざまな分野で構成されているため生徒実態に応じて学習に活用
することができる。

文法・作文・漢字・お話づくりなどが様々な形式の問題で出題され
ており、生徒たちが主体的かつアクティブに取り組み学習できる。

文法・作文・漢字・お話づくりなどが様々な形式の問題で出題され
ており、生徒たちが主体的かつアクティブに取り組み学習できる。
2年生時に続いて、知識や表現力がより身に着く内容となってい
る。

○国語　☆☆☆☆☆

国語習熟プリント小学３年
生大判サイズ

国語習熟プリント小学４年
生大判サイズ

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

2・3 文理 78-13

509

漢字の書き順・読みがな・なぞり書き・書き取りが系統的に学習できる。
また、言葉がイラストで示されており、言葉の意味をイメージしながら漢
字を覚えることができる内容となっている。２年生時に続いて、反復学習
で身に付く内容となっている。

531
できる！！がふえる↑ドリ

ル漢字３年

1 文理 78-13 535
できる！！がふえる↑ドリ

ルかん字２年

漢字の書き順・読みがな・なぞり書き・書き取りが系統的に学習で
きる。また、言葉がイラストで示されており、言葉の意味をイメー
ジしながら漢字を覚えることができる内容となっている。

51-10 517
「和」の行事えほん秋と冬

の巻

「お彼岸」や「お正月」など、秋と冬の和の行事や季節の楽しみ方
がイラストや文章でわかりやすく紹介されている。

51-10 516

530
算数習熟プリント小学２年

生大判サイズ

「和」の行事えほん
春と夏の巻

「ひなまつり」や「七夕」など、春と夏の和の行事や季節の楽しみ
方がイラストや文章でわかりやすく紹介されている。

三省堂

いろいろな問題がバランスよく入っており、基礎・基本をしっかり
固めることができる。

2 清風堂書店 64-2 531
算数習熟プリント小学３年

生大判サイズ

日本の国土のありさま、地方や都道府県について端的に学習するこ
とができる。また、観光地や特産品がひと目で分かるイラスト満載
の大きな絵地図や、都道府県ジグソーパズルで楽しみながら学習を
進めることができる。

544

11-4 538
こどもマナーとけいご絵じ

てん

家庭、学校、公共施設などの場所に応じた生活の営み方が、端的に
わかりやすく示されている。さまざまな想定を加えながら学習する
ことができる。

3

小学クイズと絵地図で都道
府県基礎丸わかり

○

（供給不能による変更）いろいろな問題がバランスよく入ってお
り、基礎・基本をしっかり固めることができる。また、「考える力
をつける問題」「算数ゲーム」といった楽しみながら学びに向かえ
る工夫がされている。

（教育課程の見直しによる変更）指導内容が特別支援学校用に編集
されており、系統化されている。
さまざまな分野で構成されているため生徒実態に応じて学習に活用
することができる。

3 教出 017 　C-722 数学　☆☆☆☆☆ ○
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図書コード
（教科書記号番号）

発行者
コード

（番号）
発行者

変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

教科書名
ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

職業家庭

保健体育

理科

音楽

美術

C04
かいかたそだてかたずかん
４　やさいのうえかたそだ

てかた

2 音楽センタ 55-12

1 岩崎書店 02-1

519
クラスでうたうこどもうた

CDブック　ベスト4

1 福音館 28-1 661
びじゅつのゆうえんち
うごく浮世絵！？

1 音楽センタ 55-12 506
クラスでうたうこどものう
たCDブック　リズムあそび

曲集

野菜の栽培方法や時期がわかりやすく紹介されている。トマト、ナ
ス、トウモロコシなど、学校や家庭でも育てやすい野菜が多数掲載
されているため活用しやすい。

2・3 新日本 62-6 502
でんじろう先生のおもしろ
科学実験室２ふしぎ実験

○

生徒がみんなでリズムをとったり歌ったりするのに分かりやすく、
友だちやグループを意識しながら楽しく学習できる。

（供給不能による変更）「塩の結晶オーナメント」や「手作りスライム」など
身近な道具を使った実験が多数紹介されており、興味をもって学習に向
かうことができる。

生徒が親しみやすい曲などが多く掲載されていて、また手話やダン
スなどの歌唱表現がたくさんあり、音楽表現の幅が広げられる。

3 東書 002 C-722 音楽　☆☆☆☆☆ ○

（教育課程の見直しに伴う変更）指導内容が特別支援学校用に編集
されており、系統化されている。
さまざまな分野で構成されているため生徒実態に応じて学習に活用
することができる。

自分を認めてあげる大切さが学べる内容になっている。また、ストーリー
仕立てで親しみやすいキャラクターが登場し、子どもが楽しく読み進めら
れるように工夫されている。

付属のマジックフィルムを使用することで浮世絵に動きが加わり、
見て、感じて、楽しみながら学習することができる。

2・3 さえら 11-1 C01

できあがりや調理の手順が写真やイラストで丁寧に示されており、
興味をもちやすいように工夫されている。家庭学習でも活用しやす
い。

2・3 女子栄養大 12-7 001

つくりたい！食べたい！料
理大百科4　あまくておい
しいお菓子がいっぱい

01-1 551

たのしい工作教室　たのし
いこうさくきょうしつ１

身近な材料を使った工作について、たくさんのイラストや写真を
使って分かりやすく解説されている。

調理方法が写真やイラストでわかりやすく紹介されているため、学
校や家庭でも活用しやすい。身近な食材が多数掲載されているた
め、生徒の興味を惹きやすい。

1 あかね書房

（供給不能による変更）心身の健康に関して幅広い範囲で解説され
ている。また、イラストが多く分かりやすい内容となっているた
め、理解を深めることができる。

1・2・3 旺文社 05-3 524
学校では教えてくれない大
切なこと（18）からだと心

○

新・こどもクッキング

特別の教科
道徳

1 大月書店 55-1 501
性の絵本１

生きるってどういうこと？

自分の気持ちの伝え方や相手の考え方を理解するという相互理解の
観点があり、友だち関係で悩むことが多い生徒たちに対して取り組
みたい内容が書かれている。具体的なテーマ別に書かれており、読
みやすい工夫がされている。

3 旺文社 05-3 B06
学校では教えてくれない大
切なこと（6）友だち関係

（気持の伝え方）

「生まれる」から「老いる」まで、性を軸に生涯をたどっている内
容となっている。人との心の触れ合いや性に関わるさまざまな心や
体の変化の学習に取り組むことができる。

2 旺文社 05-3 B02
学校では教えてくれない大
切なこと（2）友だち関係

（自分と仲良く）

R４　三雲養護学校　中学部　課程２

- 101 -



絵や図で分かりやすく工夫されており、細かく段階を踏んで学習で
きる内容になっている。分かりやすい絵を用いて、20までの数の学
習ができ、足し算、引き算の基礎となる学習につなげることができ
る。

計算が苦手な生徒も無理なく理解しながら学習できるよう、手順や
コツがわかりやすく紹介されている。指導書としても活用しやすい
つくりとなっている。

3 同成社 20-5 503
ゆっくり学ぶ子のためのさ
んすうドリルA ２けたまで

のたしざんひきざん

にっぽんちず絵本

色調が明るく、鮮明な絵で、見て読んで分かりやすい。また、北海
道から沖縄まで丁寧に紹介されており、楽しく学習できる工夫がさ
れている。

数学

1 教出 017 C-721 数学　☆☆☆☆

地図 1・2・3 戸田デザイ 20-4 005

イラストなどがたくさん載せてあり、興味関心を引き出しやすい。
また、指導内容が系統化されており、生活の中で必要な基本的な内
容を学べるよう工夫されている。

2 くもん出版 08-1 613
小学ドリル算数

１年生のすう・りょう・ず
けい

書写

「お彼岸」や「お正月」など、秋、冬の和の伝統行事や季節の楽し
み方が、イラストや文章でわかりやすく紹介されている。

3 三省堂 11-4 538
こどもマナーとけいご絵じ

てん

家庭、学校、公共施設などの場所に応じた生活の営み方が、端的に
わかりやすく示されている。さまざまな想定を加えながら、学習す
ることができる。

2 あすなろ 51-10 517
「和」の行事えほん秋と冬

の巻
社会

1 あすなろ 51-10 516
「和」の行事えほん春と夏

の巻

「ひなまつり」や「七夕」など、春、夏の和の伝統行事や季節の楽
しみ方が、イラストや文章でわかりやすく紹介されている。

ゆっくり学ぶ子のための「こ
くご」入門編２（改訂版）
（ひらがなの読み書き）

五十音の読み書きから、日常で使用する簡単な単語が書けるように
なるために、順序立てて学習内容が示されている。

2・3 同成社 20-5 A02

ゆっくり学ぶ子のための「こ
くご」２（改訂版）

（かたかな・かん字の読み書
き）

1 同成社 20-5 B02

学習意欲が湧くように、短い教材文で構成されている。簡単なカタカナや
漢字をワークブック的に書く練習ができるようになっている。

ゆっくり学ぶ子のための「こ
くご」３（改訂版）

（文章を読む、作文・詩を書
く）

簡単な単語・文章の読み、語彙をふやす訓練、やや長い文章の読み
を学習するなど、発達段階に応じた内容の配列がなされており、利
用しやすい。

3 同成社 20-5 A04
ゆっくり学ぶ子のための国

語４

指導内容が系統化されており、指導の重点化が図られるよう工夫さ
れている。

国語

1 東書 002 C-721

滋賀県立三雲養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程３ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

国語　☆☆☆☆

身近な場面で丁寧なやりとりの例が示されており、学習に役立ちや
すい。イラストがどのページにも載せていることで意欲も引き出し
やすい。

2 同成社 20-5 A03
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

特別の教科
道徳

1 大月書店 55-1 501
性の絵本１

生きるってどういうこと？

自分の気持ちの伝え方や相手の考え方を理解するという相互理解の
観点があり、友だち関係で悩むことが多い生徒たちに対して取り組
みたい内容が書かれている。具体的なテーマ別に書かれており、読
みやすい工夫がされている。

3 旺文社 05-3 B06

（供給不能による変更）心身の健康に関して幅広い範囲で解説され
ている。また、イラストが多く分かりやすい内容となっているた
め、理解を深めることができる。

保健体育 1・2・3 旺文社 05-3 524
学校では教えてくれない大
切なこと（18）からだと心

○

学校では教えてくれない大
切なこと（6）友だち関係

（気持の伝え方）

「生まれる」から「老いる」まで、性を軸に生涯をたどっている内
容となっている。人との心の触れ合いや性に関わるさまざまな心や
体の変化の学習に取り組むことができる。

2 旺文社 05-3 B02
学校では教えてくれない大
切なこと（2）友だち関係

（自分と仲良く）

自分を認めてあげる大切さが学べる内容になっている。また、ストーリー
仕立てで親しみやすいキャラクターが登場し、子どもが楽しく読み進めら
れるように工夫されている。

2・3 女子栄養大 12-7 001 新・こどもクッキング

身近な材料を使った工作について、たくさんのイラストや写真を
使って分かりやすく解説されている。

職業家庭

1 あかね書房 01-1 551
つくりたい！食べたい！料
理大百科４　あまくておい

しいお菓子がいっぱい

調理方法が写真やイラストでわかりやすく紹介されているため、学
校や家庭でも活用しやすい。身近な食材が多数掲載されているた
め、生徒の興味を惹きやすい。

美術

できあがりや調理の手順が写真やイラストで丁寧に示されており、
興味をもちやすいように工夫されている。家庭学習でも活用しやす
い。

2・3 さえら 11-1 C01
たのしい工作教室　たのし
いこうさくきょうしつ１

1 福音館 28-1 661

3 東書 002 C-721 音楽　☆☆☆☆

打楽器演奏（身体表現も含む）や鑑賞などをする際のポイントが、
写真や絵で丁寧に説明されており、学習にも取り入れやすい内容と
なっている。

びじゅつのゆうえんち
うごく浮世絵！？

付属のマジックフィルムを使用することで浮世絵に動きが加わり、
見て、感じて、楽しみながら学習することができる。

生徒がみんなでリズムをとったり歌ったりするのに分かりやすく、
友だちやグループを意識しながら楽しく学習できる。

2 音楽センタ 55-12 519
クラスでうたうこどもうた

CDブック　ベスト４

生徒が親しみやすい曲などが多く掲載されていて、また手話やダン
スなどの歌唱表現がたくさんあり、音楽表現の幅が広げられる。

音楽

1 音楽センタ 55-12 506

○

（供給不能による変更）「塩の結晶オーナメント」や「手作りスライム」など
身近な道具を使った実験が多数紹介されており、興味をもって学習に向
かうことができる。

2・3 新日本 62-6 502
でんじろう先生のおもしろ
科学実験室２ふしぎ実験

クラスでうたうこどものう
たCDブック　リズムあそび

曲集

理科

1 岩崎書店 02-1 C04
かいかたそだてかたずかん
４　やさいのうえかたそだ

てかた

野菜の栽培方法や時期がわかりやすく紹介されている。トマト、ナ
ス、トウモロコシなど、学校や家庭でも育てやすい野菜が多数掲載
されているため活用しやすい。
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絵や図で内容が分かりやすいように工夫されており、細かく段階を
踏んで学習できるようになっている。分かりやすい絵を用いて、10
までの数の学習ができる。

１～１００までの数字と物の数え方を楽しいイラストで読みやすく
掲載されており、楽しく数の学習に取り組むことができる。

3 三省堂 11-4 A04
三省堂こどもかずの絵じて

ん

にっぽんちず絵本

色調が明るく、鮮明な絵で、見て読んで分かりやすい。また、北海
道から沖縄まで丁寧に紹介されており、楽しく学習できる工夫がさ
れている。

数学

1 こばと 10-9 604
初級編ステップアップか

ず・すうじ

地図 1・2・3 戸田デザイ 20-4 005

1から10までの数に親しむために、イラストを使って数字つなぎや
同じ数つなぎ、数の多少などを具体的に分かりやすく理解できるよ
うに工夫がされている。数と量の関係を身につける学習に役立つ。

2 小学館 12-2 631
小児科医がつくったLD児・
ADHD児のためのゆっくりさん
すうプリント10までのかず

書写

自転車でまちに出たとき、電車やバスに乗ったとき、友だちの家に
遊びに行ったときなど、外出先でのルールやマナーが、イラストで
端的にわかりやすく示されている。

3 三省堂 11-4 538
こどもマナーとけいご絵じ

てん

家庭、学校、公共施設などの場所に応じた生活の営み方が、端的に
わかりやすく示されている。さまざまな想定を加えながら、学習す
ることができる。

2 偕成社 06-1 Z03
子どものマナー図鑑（3）
でかけるときのマナー

社会

1 偕成社 06-1 Z01
子どものマナー図鑑（1）
ふだんの生活のマナー

電話のかけ方や、手紙の書き方など、コミュニケーションを図るう
えで必要なルールやマナーが、イラストで端的にわかりやすく示さ
れている。

下村式リズムでおぼえるひ
らがなあいうえお

一文字ずつカードになっており、音声や書き順の学習ができる。イ
ラストが描かれているなど視覚的にわかりやすく、生徒が意欲的に
学習できる。

2・3 くもん出版 08-1 C01
かきかたカード「ひらが

な」

1 文溪堂 78-12 507

文字のもつリズムにのって単語や文章を唱えることで、楽しみながらひ
らがなを読み書きできるように工夫されている。

国語　☆☆☆☆

身近な場面のやりとりが丁寧に例示されている。また、イラストが
どのページにも載せていることで生徒の興味や意欲を引き出しやす
い。

3 くもん出版 08-1 526 反対ことばカード

日常、使用頻度の高い「なまえことば」「ようすことば」「うごき
ことば」がイラストでわかりやすく示されている。カード形式なの
で、視覚的に見やすくなっている。

国語

1 同成社 20-5 A01

滋賀県立三雲養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程４ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

ゆっくり学ぶ子のための「こ
くご」1（改訂版）（ひらがな
のことば・文・文章の読み）

簡単な単語や文章の読み、語彙を増やす学習、やや長い文章の読み
まで幅広く取り扱われている。またイラストがあり、生徒の理解の
助けとなるよう工夫されている。

2 東書 002 C-721
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

特別の教科
道徳

1 大日本図書 66-11 510 ともだちのつくりかた

主人公が怒られることや怒ることの経験を経て、なぜ人は怒るのだ
ろう、怒るとどうなるのだろうということについて振り返りなが
ら、「怒る」ということについて深く考えさせられる内容になって
いる。

3 金の星 07-2 579

食べ物が身体に役立つ仕組みや、排泄の習慣の大切さなどが、写真
や図で丁寧に説明されている。保健体育だけでなく、日常生活の学
習でも活用しやすい。

保健体育 1・2・3 婦人之友 28-2 A01
よくみるよくきくよくする
絵本　たべものとからだ

おこる

やさしい言葉と楽しい絵で分かりやすくかかれている。人間関係の
基本的なルールなどを絵本の中で楽しみながら学べる内容になって
いる。

2 ポプラ 30-2 562
絵本の時間41

きみはほんとうにステキだ
ね

主人公の心の変化やさまざまな気持ちが感じられるストーリー展開と
なっており、場面よって変化をつけながら読み進められる。大切な人のこ
とについて考えさせられる内容になっている。

2・3 女子栄養大 12-7 001 新・こどもクッキング

身近な材料を使った工作について、たくさんのイラストや写真を
使って分かりやすく解説されている。

職業家庭

1 偕成社 06-1 X07
坂本廣子のひとりでクッキ

ング（7）
おべんとうつくろう！

自分でお弁当を作ってみたいと思うような挿絵や分かりやすい写真
があり、本を見ながら自分で作れるように工夫されている。

美術

できあがりや調理の手順が写真やイラストで丁寧に示されており、
興味をもちやすいように工夫されている。家庭学習でも活用しやす
い。

2・3 さえら 11-1 C01
たのしい工作教室　たのし
いこうさくきょうしつ１

1 福音館 28-1 661

3 東書 002 C-721 音楽　☆☆☆☆

打楽器演奏（身体表現も含む）や鑑賞などをする際のポイントが、
写真や絵で丁寧に説明されており、学習にも取り入れやすい内容と
なっている。

びじゅつのゆうえんち
うごく浮世絵！？

付属のマジックフィルムを使用することで浮世絵に動きが加わり、
見て、感じて、楽しみながら学習することができる。

生徒がみんなでリズムをとったり歌ったりするのに分かりやすく、
友だちやグループを意識しながら楽しく学習できる。

2 音楽センタ 55-12 519
クラスでうたうこどもうた

CDブック　ベスト4

生徒が親しみやすい曲などが多く掲載されていて、また手話やダン
スなどの歌唱表現がたくさんあり、音楽表現の幅が広げられる。

音楽

1 音楽センタ 55-12 506

写真とＤＶＤを合わせて視聴することで、より生き生きとした動物の生態
に触れることができる。視覚に障害がある生徒も、音声情報からイメージ
を膨らますことができる。

2・3 朝日出版 51-15 502
旭山動物園写真集　泳ぐペ
ンギンとアザラシDVD付き

クラスでうたうこどものう
たCDブック　リズムあそび

曲集

理科

1 くもん出版 08-1 514
生活図鑑カード　くだもの

野菜カード（2集）

野菜や果物の名前やつくりを学習することができる。カード形式な
ので、視覚的に見やすく、さまざまな形で授業に取り入れることが
できる。
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鮮やかな色彩とシンプルな形の型ぬきページをめくると、乗り物が
現れる仕掛け絵本となっており、興味をもちながら学習することが
できる。

虫や動物が多く登場し生徒にとって楽しくみることができるよう構
成されている。太陽と時刻が一緒に確認でき、親しみをもって数や
量の概念をつけていけるような工夫がされている。

3 偕成社 06-1 577
エリックカールの絵本

ごきげんななめのてんとう
むし改訂大型版

にっぽんちず絵本

色調が明るく、鮮明な絵で、見て読んで分かりやすい。また、北海
道から沖縄まで丁寧に紹介されており、楽しく学習できる工夫がさ
れている。

数学

1 ポプラ 30-2 512
これなあに？かたぬきえほ
ん1　どうぶついろいろか

くれんぼ

地図 1・2・3 戸田デザイ 20-4 005

鮮やかな色彩とシンプルな形の型ぬきページをめくると、動物が現
れる仕掛け絵本となっており、興味をもちながら学習することがで
きる。

2 ポプラ 30-2 513
これなあに？かたぬきえほ
ん2　のりものいろいろか

くれんぼ

書写

穴あきページのトンネルを抜けると景色が一変するつくりとなって
おり、想像と期待を膨らませながら読み進めることができる。

3 ひさかた 27-3 521 あめのひのえんそく

単調な文章からは想像できないような起承転結が、美しいイラスト
で表現されている。イラストの描写が細かく、絵探しなど、視覚的
にも楽しめるつくりとなっている。

2 ひさかた 27-3 D01
でんしゃでいこう

でんしゃでかえろう
社会

1 ひさかた 27-3 522 ドライブにいこう

身近な乗り物である車を題材にしているため、車窓から見える人や
建物、風景に、自分たちの体験を重ねながら読み進めることができ
る。描写が細かく、楽しめるつくりである。

音のでる知育絵本4
こえでおぼえるあいうえお

のほん

五十音のボタンを押すと、各音にまつわる単語を聞くことができ、
文字への興味をもちやすい。「読む」「聞く」「書く」それぞれに
ついて学ぶことができる。

2・3 くもん出版 08-1 525
ゆびなぞりカード

ひらがな

1 ポプラ 30-2 P04

文字への関心を高めるために文字の形に溝を切ることで、触ったりな
ぞったりしながら文字の形を楽しく認識し、文字の関心を高めることがで
きる内容になっている。

エリック・カールの絵本
たんじょうびのふしぎなて

がみ

丸形や星型などにページが切り取られており、そこから次のページ
をのぞいたり、形を触って物語の展開を楽しむことができる。ま
た、さまざまな形や鮮やかな色彩から物語への興味関心を引き付け
ることができる。

3 金の星 07-2 524
新しいえほん

へんしんトンネル

トンネルをくぐると言葉が入れ替わり、なぜか変身するという不思
議なトンネル。言葉の面白さや変身の様子に驚いたり楽しんだりし
ながら、擬音語、擬態語、言葉を聞き、語彙を増やすことができ
る。

国語

1 偕成社 06-1 575

滋賀県立三雲養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程５ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

エリック・カールの絵本
くもさんおへんじどうした

の

くもの巣の部分が膨らんでおり、実際に触って感触を楽しみながら
物語を感じていくことができる。繰り返しの決まったセリフが多く
分かりやすい。

2 偕成社 06-1 572
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

特別の教科
道徳

1 偕成社 06-1 539
外国の絵本

ぼちぼちいこか

今までの自分よりも一歩踏み出し殻を破っていく内容が書かれてお
り、勇気を奮い立たせ困難に立ち向かうことや思いやりについて考
えさせられる。また、場面や挿絵から変化をつけて教材を工夫しな
がら取り組める内容となっている。

3 岩崎書店 02-1 531

食べ物が身体に役立つ仕組みや、排泄の習慣の大切さなどが、写真
や図で丁寧に説明されている。保健体育だけでなく、日常生活の学
習でも活用しやすい。

保健体育 1・2・3 婦人之友 28-2 A01
よくみるよくきくよくする
絵本　たべものとからだ

創作絵本
モチモチの木

自分流に挑戦を続けるかばくんの「ぼちぼちいこか」の姿勢に、い
ろいろなことに挑戦する勇気をもらえる。そして、困難や失敗をあ
せらず自分なりに乗り越えやり遂げようとする気高さを感じること
ができる。

2 ポプラ 30-2 565 あなたがだいすき

あたたかいイラストと優しい文章で、たくさんの動物たちが伝えるそれぞ
れの「大好き」のかたち。ページをめくる度に人に愛されているすばらし
さ、愛を与える喜びが伝わり、子どもたちに「大好き」と「あなたが大切」と
いうことを伝えられる内容となっている。

2・3 金の星 07-2 F06
ひとりでできるもん！６
だいすきおやつ作り

ビー玉がゴールを目指す装置が、写真やイラストで紹介されていて
生徒の関心を引く。ＤＶＤを合わせて視聴することで、“作ったり
動かしたりしてみたい”と思わせる。

職業家庭

1 偕成社 06-1 X07
坂本廣子のひとりでクッキ
ング（7）おべんとうつく

ろう！

自分でお弁当を作ってみたいと思うような挿絵や分かりやすい写真
があり、本を見ながら自分で作れるように工夫されている。

美術

身近な食材が多く掲載されているため親しみやすい。また、写真や
イラストで調理の手順がわかりやすく示されており、手軽に感じら
れるため、学習にも取り入れやすい。

2・3 小学館 12-2 649 ピタゴラ装置DVDブック1

1 学研 06-2 G09

3 東書 002 C-721 音楽　☆☆☆☆

打楽器演奏（身体表現も含む）や鑑賞などをする際のポイントが、
写真や絵で丁寧に説明されており、学習にも取り入れやすい内容と
なっている。

あそびのおうさまBOOK
どんどんぬるほん

一ページごとに絵が違い、どのように塗るかも自由であり、絵本を
仕上げていくような楽しさがある。また、自由に遊んで色彩感覚、
想像力に働きかけるような内容となっている。

生徒がみんなでリズムをとったり歌ったりするのに分かりやすく、
友だちやグループを意識しながら楽しく学習できる。

2 音楽センタ 55-12 519
クラスでうたうこどもうた

CDブック　ベスト4

生徒が親しみやすい曲などが多く掲載されていて、また手話やダン
スなどの歌唱表現がたくさんあり、音楽表現の幅が広げられる。

音楽

1 音楽センタ 55-12 506

写真とＤＶＤを合わせて視聴することで、より生き生きとした動物の生態
に触れることができる。視覚に障害がある生徒も、音声情報からイメージ
を膨らますことができる。

2・3 朝日出版 51-15 502
旭山動物園写真集　泳ぐペ
ンギンとアザラシDVD付き

クラスでうたうこどものう
たCDブック　リズムあそび

曲集

理科

1 福音館 28-1 B09
幼児絵本シリーズ
やさいのおなか

身の回りの野菜の断面の形を見て、「これなあに」という問いかけ
が繰り返されるたびに、わくわくしながら発見することの驚きや喜
びを味わうことのできる内容になっている。
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- 107 -



　国語2

　国語3

　中学書写

　社会科　中学生の地理
世界の姿と日本の国土

　未来へひろがるサイエンス３

　未来へひろがるサイエンス１

　未来へひろがるサイエンス２

　数学の世界2年

　数学の世界3年

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

理科

3

1・2・3

1・2・3

3

地図

社会（地理）

社会（歴史）

社会（公民）

1・2 帝国

未定

帝国

2

数学

1

2

1

2

3

帝国

啓林館

未定

　社会科　中学生の公民
よりよい社会を目指して

　中学校社会科地図

　数学の世界1年

大日本

滋賀県立新旭養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程１ ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。国語

書写

1

1・2・3 学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

光村

教出

　国語1

3

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

R４　新旭養護学校　中学部　課程１
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教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。2 中学生の道徳　自分を考える２

3 中学生の道徳　自分をのばす３

東書

　中学保健体育

　NEW HORIZON　English Course 1

　NEW HORIZON English Course 2

　NEW HORIZON English Course 3

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

日文

　中学生の器楽

　美術１　美術との出会い

特別の教科　道徳

1

廣あかつき

 中学生の道徳　自分を見つめる１

　技術・家庭(技術分野)
テクノロジーに希望をのせて

技術・家庭(家庭分野)
生活の土台　自立と共生

学研

外国語

1

2

3

1・2・3

保健体育 1・2・3

1・2・3

美術

器楽

1

音楽

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

1・2・3

技術家庭
（技術）

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

技術家庭
（家庭）

1

教芸

教芸 　中学生の音楽１

開隆堂

開隆堂

2・3 日文
美術２・３上　学びの実感と広がり
美術２・３下　学びの探求と未来

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。

2・3 教芸
中学生の音楽２・３上
中学生の音楽２・３下

学校所在地の採択地区（高島市）の採択図書に同じとする。
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国語

1 東書 002 C-721

滋賀県立新旭養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程２ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

国語　☆☆☆☆

特別支援学校用にわかりやすく編集されており、中学部段階での生
活の中で必要な国語の指導の重点化が図られるよう工夫されてい
る。

2 同成社 20-5 A03
ゆっくり学ぶ子のための「こ
くご」３（改訂版）（文章を

読む、作文・詩を書く）
○

（供給不能による変更)
簡単な単語・文章の読み、語彙を増やす訓練、やや長い文章の読み
を学習するなど、発達に応じた内容の配列がなされており、利用し
やすい。

3 太郎次郎社 16-4 517
漢字がたのしくなる本シ

リーズ
新版９８部首カルタ

「さんずい」「しんにょう」など、もっともよく使われる９８の部
首名、成り立ちと意味を表す唱えことば、５００の用例漢字を収録
している。

校区内にある自然環境が舞台になっており、生徒にとって親しみや
すい。写真も多くわかりやすい。身近にある自然環境について学ぶ
ことができる。

中学書写　一・二・三年

手本のページに、点画や筆順、文字の整え方等の学習要素をイン
デックスで示し、その文字を書くときの留意点に気づけるように工
夫されている。

2・3 くもん出版 08-1 531 慣用句カード１集

1 光村 038 704

良く使われる慣用句を通してことばの世界を広げることができる。
また、カード形式になっており、色々な活動設定ができるので授業
で活用しやすい。

書写

日本の大まかな時代の流れを知る上で、キーポイントになる人物15
人を取り上げ分かりやすいイラストで解説しており、生徒が興味を
持って読める。

3 三省堂 11-4 538
こどもマナーとけいご絵じ

てん

家庭、学校、公共施設などの場所に応じた生活の営み方が、端的に
わかりやすく示されている。さまざまな想定を加えながら、学習す
ることができる。

2 小学館 12-2 553
ドラえもんの社会科　おも

しろ攻略
日本の歴史１５人

社会

1 偕成社 06-1 532
日本の絵本

おじいちゃんは水のにおい
がした

せかいちず絵本

鮮明な色使いと絵で視覚的にわかりやすく世界の地図が描かれてい
るため、中学生に適した内容である。また、日本地図ではなく世界
地図であることで、より視野を広げたい中学生に適している。

数学

1 教出 017 C-721 数学　☆☆☆☆

地図 1・2・3 戸田デザイ 20-4 006

特別支援学校（知的障害）用に編集され、更に指導内容が系統化さ
れており、生活の中で必要な数学の重点化が図られるよう工夫され
ている。

2 小学館 12-2 562
ドラえもんの算数　おもし
ろ攻略　図形がわかる（改

訂新版）

ドラえもんの漫画ならではの楽しいストーリー展開で、「図形がな
ぜそうなるのか」をわかりやすく理解できる。発展学習、チャレン
ジ学習にも活用できる。

簡単な文章で、具体物を用いることで計算に興味関心を持つことが
できる。数や量の概念を持たせながら、計算に取り組むことができ
る。3 同成社 20-5 C04

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」４（くり上が
り、くり下がり、２けたの

数の計算）

R４　新旭養護学校　中学部　課程２
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

理科

1 小学館 12-2 546
いきもの探検大図鑑

NATURE-PAL

生物を興味深く学習できる。写真や絵が豊富で、記述も生徒にわか
りやすく工夫してあるため、生物についての詳しい理解が得られや
すい。

音楽

1 東書 002 C-721

野菜の栽培方法や時期がわかりやすく紹介されている。学校や家庭
でも育てやすい野菜が多数掲載されており、高等部での作業学習に
繋げていくことができる。2・3 岩崎書店 02-1 C04

かいかたそだてかたずかん
４

やさいのうえかたそだてか
た

音楽　☆☆☆☆

鑑賞曲に関係する写真や簡単なリコーダー譜、英語やドイツ語の
歌、日本の楽器の絵や写真、お話しの音楽を作るためのイメージイ
ラスト等幅広いジャンルの題材が掲載されている。

2 クレヨンハ 58-3 517
ＣＤ新しい子どもたちの歌
シリーズ第３集　パレード

生徒が親しみやすい軽快な音楽も掲載されている。ＣＤも添付され
ているため、クラスでの合唱もでき、楽しい音楽の授業を行うこと
ができる。

3 音楽センタ 55-12 506
クラスでうたうこどものう
たＣＤブック　リズム遊び

曲集

豊富な曲数のＣＤが添付されており、ＣＤの曲を聴きながらリズム
遊びを楽しむことができる。集団での学習にも用いることができ、
興味関心を持ちながら楽しんで利用することができる。

こどもがつくるたのしいお
菓子

調理の手順を示す挿絵や写真が豊富でわかりやすい内容になってい
る。また生徒が好む題材が多く記載されており、興味を持ちやす
い。

あーとぶっく　ひらめき美
術館
第３館

感じること、味わうこと、想像することを大切にしながら絵画を鑑
賞することができる。解説の文章も、短くてわかりやすく書かれて
いるため、鑑賞を楽しめる。

2・3 西村書店 72-13 505
直感こども美術館　見てご

らん！名画だよ

1 小学館 12-2 606

１年生の教科書から系統立てて、１５世紀から現代アートまでの名
画について学ぶことができる。ユニークで楽しめる解説が書かれて
いるため、鑑賞を楽しめる内容になっている。

美術

（供給不能による変更）
挿絵が豊富に掲載されているため、興味をもって体の名称やそれぞ
れの器官の働きなどの知識を得ることができる。

家の中のお手伝いをすることの意義や、年齢に合った仕事・作業の
紹介がされており、将来の自立に向けて生活を意識した教材となっ
ている。

保健体育 1・2・3 学研 06-2 L12
ニューワイド学研の図鑑
増補改訂　人のからだ

○

2・3 合同出版 10-8 508
子どもとマスターする４９
の生活技術　イラスト版子

どものお手伝い

職業家庭

1 婦人之友 28-2 503

生徒が物語を通して、多様な考え方や感じ方に接することができ、
さらに自分で考えを深め、判断し、表現できる力を育むことができ
る内容となっている。

特別の教科
道徳

1 童心社 20-1 655
うまれてきてくれて

ありがとう

生徒が物語を通して、イメージや思考が深まるよう工夫され、題材
について学習が効果的に進められるように配慮されている。

3 小学館 12-2 9784092897373 ネバー　ギブアップ!

生命の誕生に関わる物語から、子どもの自己肯定感を育み、かけが
えのない生命の誕生にふれることができる内容である。

2 学研 06-2 589 絵本単品　ええところ

R４　新旭養護学校　中学部　課程２
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国語

1 金の星社 07-2 523

滋賀県立新旭養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程３ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

新しいえほん
とんとんとん

大胆な絵と鮮やかな色彩とおもしろみのある文で構成されていて、
興味関心をもって、楽しく見ながら学習をすすめることのできる内
容になっている。

2 リーブル 40-3 002
しりとりしましょ！たべも

のあいうえお

わかりやすい絵と生徒が興味をもちやすい食べ物のイラストで描か
れており、食べ物の名前や言葉のつながりの仕組みを学ぶことがで
きる。

3 偕成社 06-1 O06
五味太郎・言葉図鑑（６）

くらしのことば

わかりやすい絵で表現されており、楽しく学習を進めることができ
る。挨拶を中心とした話し言葉の使い方が覚えられ、日常生活に活
かせるような内容となっている。

校区内にある自然環境が舞台になっており、生徒にとって親しみや
すい。写真も多くわかりやすい。身近にある自然環境について学ぶ
ことができる。

下村式リズムでおぼえる
ひらがなあいうえお

リズミカルな文章で楽しくひらがなが読み書きできるように工夫さ
れている。一文字ずつ絵とリズミカルな文章と書き順が載ってお
り、生徒たちにとってわかりやすく構成されている。

2・3 太郎次郎社 16－4 530
もじかきうたカタカナカル

タ５０音

1 文溪堂 78-12 507

リズムに合わせてカタカナが読み書きできるように工夫されている。生徒
にとって親しみやすいイラストになっており、カタカナ言葉に触れながら言
葉を学ぶことができる。

書写

1ページに1国旗が掲載されていて、国旗の細かいデザインまで学習
することができる。

3 鈴木出版 13-2 A05
知育えほん

マークのずかん

生徒たちにとってよく目にする道路標識、案内表示、環境に関する
マークなどをテーマ別に分類し、構成されている。生活に必要な情
報を得ることができる。

2 戸田デザイ 20-4 506 国旗のえほん社会

1 偕成社 06-1 532
日本の絵本

おじいちゃんは水のにおい
がした

せかいちず絵本

シンプルで色彩豊かなイラストでわかりやすく説明されている。世
界の国々のことや自然環境のこと、動物、時差、気候、鉄道、民族
等、さまざまな視点で学ぶことができる。

数学

1 童心社 20-1 A01
かずのほん１

どっちがたくさん

地図 1・2・3 戸田デザイ 20-4 006

個別的な対応から２つの集合の大きさを１対１対応によって比較す
るまで、生徒たちにとってわかりやすく、また楽しんで学習を進め
ていけるよう工夫されている。

2 童心社 20-1 A02
かずのほん２

０から１０まで

簡潔な文章とともに、身体の部位や身近な物の絵で構成されている
ため、楽しんで学習を進めていくことができる。絵を見ながら０か
ら１０までの数や量の概念をつけていくことができる。

簡潔な文章とともに、色鮮やかでわかりやすい絵と図解で構成され
ている。絵を見ながら、足し算と引き算の基礎を学ぶことができ、
数や量の概念をつけていくことができる。3 童心社 20-1 A03

かずのほん３
０から１０までのたしざん

ひきざん
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

理科

1 小学館 12-2 522
小学館の図鑑ＮＥＯぷらす

もっとくらべる図鑑

挿絵や記述がわかりやすく構成されている。身近な事象から考えら
れることで、生徒が興味をもちながら学習ができるように工夫され
ている。

音楽

1 音楽センタ 55-12 534

身近な材料と簡単な道具で出来上がるように構成されている。出来
上がりの写真や作る工程のイラストを見ながら、イメージを膨らま
せ学習を楽しむことができるよう工夫されている。2・3 福音館 28-1 G09

福音館の科学シリーズ
あそびのレシピ

まーぼ－おじさんと
手づくり楽器をつくろう

身近な道具でマラカスや笛や太鼓等の生徒たちの知っている楽器が
作れるよう構成されている。付属のDVDの解説を見ながら、楽しく
楽器づくりができるよう工夫されている。

2 成美堂出版 14-4 002
ＤＶＤでひける！はじめての
ピアノ絵本２たのしいピアノ

のうた

生徒たちの知っている曲が収録されている。楽譜にも工夫がされて
おり、音符を色分けするなどわかりやすい内容となっている。

3 Ｋ・Ｍ・Ｐ 59-5 501
ドレミファソラシド 8つの
音で弾ける やさしいメロ

ディ

８つの音で演奏ができるため、ピアノ、マリンバ、ミュージックベ
ル等の楽器を使い、幅広く演奏ができるよう工夫されている。楽譜
を見ながら、楽しんで学習を進めることができる。

こどもがつくるたのしいお
菓子

調理の手順を示す挿絵や写真が豊富でわかりやすい内容になってい
る。また、生徒たちが好む題材が多く掲載されており、興味を持ち
やすい構成になっている。

６つの色

シンプルで色彩豊かなイラストで、ヘビと赤・青・黄の三原色が織
りなす物語となっている。色彩の不思議さ、楽しさ、美しさが伝わ
るよう工夫されている。

2・3 福音館 28-1 661
びじゅつのゆうえんち

うごく浮世絵！？

1 戸田デザイ 20-4 008

付属のマジックフィルムを絵の上にのせて動かすと、浮世絵に動き
が加わり、見て、感じて、楽しみながら学習することができる。ま
た、日本の文化を知ることができる内容である。

○

美術

（供給不能による変更）
挿絵や記述がわかりやすく構成されており、生徒が興味をもちなが
ら人間の身体について学習ができるように工夫された内容になって
いる。

写真、イラストが豊富に使用されており、生徒たちにとってわかり
やすい内容となっている。衣食住の基本が取り上げられており、楽
しく学習を進めていくことができるよう工夫されている。

保健体育 1・2・3 小学館 06-2 L12
ニューワイド学研の図鑑
増補改訂　人のからだ

○

2・3 小学館 12-2 526
小学館の子ども図鑑プレ
NEO　楽しく遊ぶ学ぶせい

かつの図鑑

職業家庭

1 婦人之友 28-2 503

（供給不能による変更）
友人の死を通して、残された者たちが日々生きていくことの大切さ
を教えてくれる。友人同士のあり方や、お互いに心を伝えあってい
くことの大切さに気付くよう工夫されている。

特別の教科
道徳

1 こぐま社 10-4 535
こぐまちゃんえほん第３集
こぐまちゃんありがとう

題材に適した挿絵からイメージや思考が深まるように工夫され、生
徒の実態に合わせて学習が効果的に進められるように配慮されてい
る。3 ひさかた 27-3 615

ごろりん　ごろん　ころろ
ろろ

挿絵は場面の状況を適切に表現しており、楽しみながら内容を理解
でき、集団や社会の中で必要な言葉を育てる工夫がされており、学
習指導要領に沿った内容となっている。

2 偕成社 27-2 552
児童図書館・絵本の部屋

わすれられないおくりもの
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絵が生徒にとって楽しく見ることができるように構成されている。
親しみやすく数や量の概念をつけていけるように工夫された内容に
なっている。3 偕成社 06-1 577

エリックカールの絵本
ごきげんななめのてんとう

むし改訂版大型版

偕成社

数や概念について、立体的な仕掛けがあることで生徒が興味関心を
もち、楽しみながら学んでいくことができるように工夫された内容
になっている。

2 ひさかた 27-3 B02
ミーミとクークのえほん

ミーミとクークの１・２・
３

絵が鮮明で、色分けがはっきりしていて、視覚的にわかりやすく構
成されている。それにより生徒が注目しやすく、また内容も実態に
即している。006

06-1 593
五味太郎・しかけ絵本

（３）
まどからおくりもの

身近な生活の事象について取り上げられていることで親しみやす
く、また楽しい構成や鮮明な絵であり、興味が持てるように工夫さ
れている。

絵が生徒にとって楽しく見ることができるように構成されているこ
とで、親しみながら数や量の概念をつけていけるように工夫されて
いる。

28-1 621
日本傑作絵本シリーズ

おつかい

身近な生活の事象を取り上げていることで、生徒にとって興味をも
つ内容であり親しみやすく生活経験の不足を補い楽しく利用でき
る。

525
しかけえほん

びっくりかずあそび

いわさきよみきかせ２０１
２（どうぶつのおはなし）

りんごがひとつ

3

せかいちず絵本

絵や構成に工夫されている為、見てわかりやすい内容になってい
る。それにより楽しく興味をもって学ぶことができるよう工夫され
ている。

書写

2・3 戸田デザイ 20-4

挿絵が大きく鮮明でありわかりやすい内容になっていて、興味関心をもっ
て見ることができる。それにより楽しみながらひらがなの基本的な事項を
学ぶことができる。003 あいうえおえほん

1 好学社 10-2 508
レオ・レオニの絵本
あいうえおのき

鮮やかな色彩と親しみやすい絵、文字やことばなどによって、生徒
が興味関心をもって楽しみながら学習をすすめることができる内容
になっている。

02-1 517

変更の
有無

選定理由

滋賀県立新旭養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程４ ］

金の星社 07-2

571

523

教科
使用
学年

国語

教科書名

大胆な絵と鮮やかな色彩がワイドな画面に構成されていることで、
生徒の感覚を刺激し、楽しく見ながら学習をすすめることができ
る。

大胆な絵と鮮やかな色彩とおもしろみのある文で構成されていて、
興味関心をもって、楽しく見ながら学習をすすめることができる内
容になっている。

印刷は鮮明で、絵に促されて話や場面のイメージを豊かに膨らませ
ていくことができる。また生徒が好きな動物が登場して興味関心を
もって読むことができる。

エリックカールの絵本
しろくまくんなにがきこえ

る？

新しいえほん
とんとんとん

ぐりとぐらの絵本
ぐりとぐらのえんそく

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

数学

地図 1・2・3

図書コード
（教科書記号番号）

岩崎書店

1

2

3 福音館

発行者
コード

（番号）

偕成社 06-1

戸田デザイ 20-4

発行者

28-1

1 大日本絵画 16-3

681

1

社会 2 福音館

R４　新旭養護学校　中学部　課程４

- 114 -



変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

教科書名
ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

図書コード
（教科書記号番号）

発行者
コード

（番号）
発行者

特別の教科
道徳

親しみやすい挿絵からイメージや思考が深まるように工夫され、人
に愛されることの素晴らしさや愛を与える喜びを味わうことができ
る内容になっており、生徒の実態に合わせて学習が効果的に進めら
れるように配慮されている。

3 ポプラ社 30-2 565 あなたがだいすき

ぎゅっ

いろいろな動物たちが抱き合う様子が表現されており、生徒の実態
に合わせて学習が効果的に進められるように配慮されている。身近
な人から大切にされていることに気付き、他者を思いやる気持ちを
育てることができる内容になっている。

2 童心社 20-1

親しみやすい挿絵とわかりやすい内容で、身近な人と触れ合う良さ
を楽しみながら学ぶことができ、生徒の実態や発達段階に即した内
容となっている。661

ももんちゃんあそぼう
ももんちゃん　ぎゅっ！

1 徳間書店 70-3 532

（供給不能による変更）
挿絵が豊富に掲載されているため、興味をもって体の名称やそれぞ
れの器官のはたらきなどの知識を得ることができる。1・2・3 学研 06-2 L12

ニューワイド学研の図鑑
増補改訂　人のからだ

○

かがくのとも絵本
平野レミのおりょうりブッ

ク

国土社 10-3 B16

調理の手順を示す挿絵や写真が豊富かつ具体的に描かれていてわか
りやすく、生徒が興味をもって学ぶことができる構成になってい
る。2・3 福音館 28-1 E19

幼児絵本シリーズ
くだもの

28-1 B06

楽しい図画工作１６
ちぎり絵・きり絵・はり絵

○

（供給不能による変更）
紙や葉など身近な材料を使って作品作りができるため、生徒たちも
わかりやすく活動しやすい。また、完成作品を見て、さらにイメー
ジを膨らませることができる。

身近な素材が多く、生徒にとって親しみやすい。また絵や取り上げ
てある話も興味関心をもちやすく、楽しく学習をすすめていくこと
ができる。1 福音館

2・3

親しみやすい曲が多く、また楽しい挿絵が豊富に使われていること
で、興味をもって楽しみながら音楽に触れやすい構成となってい
る。

534
まーぼーおじさんと手作り

楽器をつくろう

1 偕成社 06-1 T03

エリックカールの絵本
（ぬりえ絵本）

わたしだけのはらぺこあおむ
し

親しみのもてる歌が多く、曲数も豊富である。また踊りや手話など
も題材として取り上げられており、楽しく身体を動かしながら学習
することができる。

3 福音館 28-1 K02
日本傑作絵本シリーズみん
なであそぶわらべうた

リズミカルな繰り返しの多い歌を通して、歌う楽しさを味わうこと
ができる。歌に合わせて身体を動かしたり、ゲームを楽しんだりす
ることのできる題材が多く掲載されている。

生徒が親しみやすい話が題材であり、イメージをもって学ぶことが
できる。絵にオリジナルな色を直接記入することで、楽しみながら
創作活動ができる。

542

よく知っている動物や身近な草木を興味深く観察でき、自然に親し
む心を育てやすい。

2・3 福音館 28-1 L01
みぢかなかがくシリーズ
町の水族館・町の植物園

絵が鮮明で内容も豊富であり、視覚的にわかりやすく構成されてい
る。また説明もわかりやすく書かれている為、生徒が自然に親しむ
心を育てやすい。

職業家庭

保健体育

理科

音楽

美術

527
幼児絵本シリーズ

どうぶつのこどもたち

絵本・ＳＯＮＧ・ＢＯＯＫ
世界中のこどもたちが

2 音楽センタ 55-12

1 福音館 28-1

1 クレヨンハ 58-3
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帝国

未定

東書

帝国

現代の国語２

現代の国語３

　新しい書写　一・二・三年

社会科　中学の地理
世界の姿と日本の国土

未来へひろがるサイエンス３

未来へひろがるサイエンス１

未来へひろがるサイエンス２

数学の世界２

数学の世界３

理科

3

1・2・3

1・2・3

3

地図

社会（地理）

社会（歴史）

社会（公民）

1・2

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

啓林館

未定

新しい社会　公民

中学社会科地図

数学の世界１

大日本

滋賀県立八日市養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程１ ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

数学

1

2

1

2

3

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。国語

書写

1

1・2・3 学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

三省堂

東書

現代の国語１

2

3
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教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。2
中学道徳　あすを生きる 2

中学道徳　あすを生きる 2 道徳ノート

3
中学道徳　あすを生きる 3

中学道徳　あすを生きる 3 道徳ノート

東書

最新　中学校保健体育

NEW HORIZON
English Course 1

NEW HORIZON
English Course 2

NEW HORIZON
English Course ３

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

教出

特別の教科　道徳

1

日文

中学道徳　あすを生きる 1
中学道徳　あすを生きる 1 道徳ノート

美術2・3上　学びの実感と広がり
美術2・3下　学びの探求と未来

技術・家庭　技術分野
テクノロジーに希望をのせて

技術・家庭　家庭分野
生活の土台　自立と共生

日文

大修館

外国語

1

2

3

1・2・3

保健体育 1・2・3

1・2・3

美術

器楽

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

1・2・3

音楽

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

技術家庭
（技術）

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（東近江市）の採択図書に同じとする。

技術家庭
（家庭）

1

2・3

教出

教出 中学音楽　１　音楽のおくりもの

開隆堂

開隆堂

2・3

1

日文

中学音楽2・3上　音楽のおくりもの
中学音楽2・3下　音楽のおくりもの

中学器楽　音楽のおくりもの

美術１　美術との出会い
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国語

1 東書 002 C-721

滋賀県立八日市養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程２］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

国語　☆☆☆☆

指導内容が系統化されており、生徒の実態に応じて指導できるよう
工夫されている。

2 太郎次郎社 16-4 517
漢字がたのしくなる本シ

リーズ  新版９８部首カル
タ

もっともよく使われる９８の部首名や、なりたちと意味などを、親
しみやすいカルタ形式で学習できる。

3 講談社 10-1 533
齋藤孝のイッキによめる！
名作選  小学３年生新装版

名作を短編集にしており、朝の読書にも活用できたり、生徒が意欲
的に学習できるように配慮されている。

ドラえもんのキャラクターと一緒に日本の各地方をめぐりながら、
都道府県名、地名、人々の暮らし、名所などを学べる。

新しい書写　三

3年生の小学校検定教科用図書を使用する。キャラクターが登場
し、課題解決のヒントなどを与えることで、主体的な学習を促すこ
とができるよう工夫されている。

2・3 東書 002 401 新しい書写　四

1 東書 002 301

４年生の小学校検定教科用図書を使用する。キャラクターが登場し、課
題解決のヒントなどを与えることで、主体的な学習を促すことができるよ
う工夫されている。

書写

ドラえもんのキャラクターと一緒に世界の各地をめぐりながら、国
名、言語、人々の暮らし、名所などを学べる。

3 戸田デザイ 20-4 506 国旗のえほん

１ページに１国旗が掲載されていて、国旗の細かいデザインまで学
習することができる。

2 小学館 12-2 C02
ドラえもんちずかん２  せ

かいちず
社会

1 小学館 12-2 C01
ドラえもんちずかん１

にっぽんちず

いちばんわかりやすい  小
学生のための学習日本地図

帳

最新の衛星写真と詳しい地図によって、空から見ているように日本
の姿が眺められる。都道府県ごとの名所や観光地などが、わかりや
すくまとめてある。

数学

1 同成社 20-5 C05

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」５  （３けた
の数の計算、かけ算、わり

算）

地図 1・2・3 成美堂出版 14-4 004

３けたの数の計算方法、かけ算わり算を、生徒に分かりやすく説明
してある。

2 教出 017 C-721 数学　☆☆☆☆

多くのイラストを使って学習内容がわかりやすくなるように工夫さ
れている。基本的な内容の説明だけでなく、練習問題や自ら取り組
む課題もあり、定着がはかれるよう工夫されている。

ドラえもんの漫画ならではの楽しいストーリー展開で、図形の「な
ぜそうなるのか」をわかりやすく理解できる。発展学習、チャレン
ジ学習にも活用できる。

3 小学館 12-2 562
ドラえもんの算数おもしろ
攻略  図形がわかる（改訂

新版）

R４　八日市養護学校　中学部　課程２

- 118 -



教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

理科

1 東書 002 401 新しい理科　４

４年生の小学校検定教科用図書を使用する。単元導入は、既習事項
や生活経験と単元の学習に関する写真やイラストが大きく掲載され
ており、見通しを持って学習が進められるよう配慮されている。

音楽

1 東書 002 C-721

人体のしくみや働きの基本的な知識を得られ、人体の調べ学習に役立
つ。説明も細かく、人の身体の仕組みがわかりやすく書かれている。

3 福音館 28-1 G03
福音館の科学シリーズ  地

球

地球の中のようすを地表から中心部のわたって描かれており、地球
内部の巨大なエネルギーが地球を変えていく過程が学習できる。

2 学研 06-2 L12
ニューワイド学研の図鑑
増補改訂人のからだ

音楽　☆☆☆☆

誰もが耳にしたことのある英語の歌で構成されており、CDも使いな
がら楽しく学習できる。

直感こども美術館　見てご
らん！名画だよ

15世紀から現代アートまでの名画について学ぶことができる。ユ
ニークで楽しめる解説が書かれおり、鑑賞を楽しめる内容になって
いる。

様々な類の多くの曲がイラストとともに紹介されており、多くの音
楽を学習することができる。選曲内容も適切で、楽器演奏にも配慮
され、学習効果をあげやすく工夫されている。

2 音楽センタ 55-12 519
 クラスでうたうこどもう
たＣＤブック　ベスト４

生徒が親しみやすい曲などが多く掲載されていて、また手話やダン
スなどの歌唱表現がたくさんあり、音楽表現の幅が広げられる。

505

3 成美堂出版 14-4 005
ＣＤつき楽しく歌える英語

のうた

子どもとマスターする４９
の生活技術  イラスト版子

どものお手伝い

身近な材料を使った動くおもちゃのユニークな表現、手法、作り方
がかかれており生徒が意欲的に取り組めるよう配慮されている。

職業家庭

1 教育図書 57-11 501
新版基礎から学ぶビジュア

ルクッキング

簡単にできる定番料理からこんだての作り方など紹介されており、
電子レンジで簡単に調理できるものもあり、実用的である。

美術

お手伝いという場面を通して、社会生活に必要な生活技術を身に付
けることができる。

2・3 国土社 10-3 B09
たのしい図画工作９  うご

くおもちゃ

1 西村書店 72-13

2・3 合同出版 10-8 508

体力とは何かを考えながら、病気をしない体力、行動をおこす体力
など、ケガや病気にならないための知識を学べる。

外国語 1 三省堂 11-4 502
ＡＲで英語が聞けるはじめ

てのえいご絵じてん

英単語や歌などを、ＡＲアプリを使って聞くことができる。探し絵
やめいろなどで楽しみながら、英語を覚えられるように工夫されて
いる。

保健体育 1・2・3 国土社 10-3 508
保健室で見る本１  からだ
をまもろう・動かそう予防

とトレーニング

R４　八日市養護学校　中学部　課程２
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

特別の教科
道徳

1 童心社 20-1 655
うまれてきてくれてありが

とう

親友とけんかをした主人公が、心の中の気持ちを思い切りぶつけ合
う中で友情を深め合う物語から、友情の大切さを学ぶことができる
内容である。

3 ポプラ 30-2 572
からだとこころのえほん２

けんかのきもち

生命の誕生に関わる物語から、子どもの自己肯定感を育み、かけが
えのない生命の誕生にふれることができる内容である。

2 講談社 10-1 574 だいじょうぶだいじょうぶ

不安な気持ちを抱える主人公と祖父とのやり取りを通して、生きていくた
めのしなやかな強さを育むことができ、心にしみる内容である。

R４　八日市養護学校　中学部　課程２
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国語

1 東書 002 C-721

滋賀県立八日市養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程3］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

国語　☆☆☆☆

指導内容が系統化されており、生徒の実態に応じて指導できるよう
工夫されている。

2 太郎次郎社 16-4 507
漢字がたのしくなる本シ

リーズ  漢字くみたてパズ
ル十の画べえ

すべての漢字は、１０種類の画で書くことができることを、１０色
に色分けした漢字くみたてパズルを完成させることで、楽しく学習
できる。

3 講談社 10-1 532
齋藤孝のイッキによめる！
名作選  小学２年生新装版

名作を短編集にしており、朝の読書にも活用できたり、生徒が意欲
的に学習できるように配慮されている。

ドラえもんのキャラクターと一緒に日本の各地方をめぐりながら、
都道府県名、地名、人々の暮らし、名所などを学べる。

新しい　しょしゃ　二

２年生の小学校検定教科用図書を使用する。キャラクターが登場
し、課題解決のヒントなどを与えることで、主体的な学習を促すこ
とができるよう工夫されている。

2・3 東書 002 301 新しい書写　三

1 東書 002 201

3年生の小学校検定教科用図書を使用する。キャラクターが登場し、課
題解決のヒントなどを与えることで、主体的な学習を促すことができるよ
う工夫されている。

書写

ドラえもんのキャラクターと一緒に世界の各地をめぐりながら、国
名、言語、人々の暮らし、名所などを学べる。

3 戸田デザイ 20-4 506 国旗のえほん

１ページに１国旗が掲載されていて、国旗の細かいデザインまで学
習することができる。

2 小学館 12-2 C02
ドラえもんちずかん２  せ

かいちず
社会

1 小学館 12-2 C01
ドラえもんちずかん１

にっぽんちず

いちばんわかりやすい  小
学生のための学習日本地図

帳

最新の衛星写真と詳しい地図によって、空から見ているように日本
の姿が眺められる。都道府県ごとの名所や観光地などが、わかりや
すくまとめてある。

数学

1 同成社 20-5 C04

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」４  （くり上
がり、くり下がり、２けた

の数の計算）

地図 1・2・3 成美堂出版 14-4 004

他学年で使用している図書との系統性で選定した。指を使って数え
る「数えたし」で表せない数をタイル捜査で表したり、繰り上がり
繰り下がりが定着できる内容になっている。

2 同成社 20-5 C05

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」５  （３けた
の数の計算、かけ算、わり

算）

３けたの数の計算方法、かけ算わり算を、生徒に分かりやすく説明
してある。

ドラえもんの漫画ならではの楽しいストーリー展開で、図形の「な
ぜそうなるのか」をわかりやすく理解できる。発展学習、チャレン
ジ学習にも活用できる。

3 小学館 12-2 562
ドラえもんの算数おもしろ
攻略  図形がわかる（改訂

新版）

R４　八日市養護学校　中学部　課程３
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

理科

1 東書 002 301 新しい理科　３

３年生の小学校検定教科用図書を使用する。単元導入は、既習事項
や生活経験と単元の学習に関する写真やイラストが大きく掲載され
ており、見通しを持って学習が進められるよう配慮されている。

音楽

1 東書 002 C-721

様々なふしぎを解き明かしていくシリーズで、わかりやすいまんがと図解
により、楽しみながら知識が身につくように配慮されている。

3 福音館 28-1 E02
かがくのとも絵本  たべら

れるしょくぶつ

身近な野菜の成長過程を、カラフルな絵を見ながら学習できるとと
もに、わたしたちが野菜の葉や茎、根などどの部分を食べているの
かも学習できる。

2 学研 06-2 L12
ニューワイド学研の図鑑
増補改訂人のからだ

音楽　☆☆☆☆

５年生の小学校検定教科用図書を使用する。児童が興味関心をもっ
て取り組める活動が多数設定されている。学習内容を段階的に発展
させながら学習できるように構成されている。

あーとぶっく  ひらめき美
術館第１館

有名画家の作品や生徒の作品が鑑賞でき、絵の見所や画家の個性が
わかりやすく学べるように工夫されている。

様々な類の多くの曲がイラストとともに紹介されており、多くの音
楽を学習することができる。選曲内容も適切で、楽器演奏にも配慮
され、学習効果をあげやすく工夫されている。

2 教芸 027 402 小学生の音楽　４

４年生の小学校検定教科用図書を使用する。児童が興味関心をもっ
て取り組める活動が多数設定されている。学習内容を段階的に発展
させながら学習できるように構成されている。

N01

3 教芸 027 502 小学生の音楽　５

子どもとマスターする４９
の生活技術  イラスト版子

どものお手伝い

紙の造形の基本的な技法で、紙やはっぱなど身近にある材料を使
い、果物や魚などが作れることができ、興味をもちながら学習でき
るように工夫でされている。

職業家庭

1 教育図書 57-11 501
新版基礎から学ぶビジュア

ルクッキング

簡単にできる定番料理からこんだての作り方など紹介されており、
電子レンジで簡単に調理できるものもあり、役立つ。

美術

お手伝いという場面を通して、社会生活に必要な生活技術を身に付
けることができる。

2・3 国土社 10-3 B16
たのしい図画工作１６  ち
ぎり紙・きり紙・はり絵

1 小学館 12-2

2・3 合同出版 10-8 508

体力とは何かを考えながら、病気をしない体力、行動をおこす体力
など、ケガや病気にならないための知識を学べる。

外国語 1 三省堂 11-4 502
ＡＲで英語が聞けるはじめ

てのえいご絵じてん

英単語や歌などを、ＡＲアプリを使って聞くことができる。探し絵
やめいろなどで楽しみながら、英語を覚えられるように工夫されて
いる。

保健体育 1・2・3 国土社 10-3 508
保健室で見る本１  からだ
をまもろう・動かそう予防

とトレーニング

R４　八日市養護学校　中学部　課程３
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

特別の教科
道徳

1 童心社 20-1 655
うまれてきてくれてありが

とう

親友とけんかをした主人公が、心の中の気持ちを思い切りぶつけ合
う中で友情を深め合う物語から、友情の大切さを学ぶことができる
内容である。

3 ポプラ 30-2 572
からだとこころのえほん２

けんかのきもち

生命の誕生に関わる物語から、子どもの自己肯定感を育み、かけが
えのない生命の誕生にふれることができる内容である。

2 講談社 10-1 574 だいじょうぶだいじょうぶ

不安な気持ちを抱える主人公と祖父とのやり取りを通して、生きていくた
めのしなやかな強さを育むことができ、心にしみる内容である。

R４　八日市養護学校　中学部　課程３
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国語

1 東書 002 C-721

滋賀県立八日市養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程４］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

国語　☆☆☆☆

指導内容が系統化されており、生徒の実態に応じて指導できるよう
工夫されている。

2 太郎次郎社 16-4 505
漢字がたのしくなる本シ

リーズ  新版１０１漢字カ
ルタ

漢字の成り立ちが一目でわかるように構成されている。生徒の興味
関心を引き出しながら学習できる。

3 講談社 10-1 531
齋藤孝のイッキによめる！
名作選  小学１年生新装版

読みやすく理解しやすい話が取り上げられており、話のおもしろさ
などを理解しやすく本に対する興味や読むことへの意欲を高めるこ
とが期待できる。

ドラえもんのキャラクターと一緒に日本の各地方をめぐりながら、
都道府県名、地名、人々の暮らし、名所などを学べる。

あたらしい　しょしゃ　一

1年生の小学校検定教科用図書を使用する。キャラクターが登場
し、課題解決のヒントなどを与えることで、主体的な学習を促すこ
とができるよう工夫されている。

2・3 東書 002 201 新しい　しょしゃ　二

1 東書 002 101

２年生の小学校検定教科用図書を使用する。キャラクターが登場し、課
題解決のヒントなどを与えることで、主体的な学習を促すことができるよ
う工夫されている。

書写

ドラえもんのキャラクターと一緒に世界の各地をめぐりながら、国
名、言語、人々の暮らし、名所などを学べる。

3 戸田デザイ 20-4 506 国旗のえほん

１ページに１国旗が掲載されていて、国旗の細かいデザインまで学
習することができる。

2 小学館 12-2 C02
ドラえもんちずかん２  せ

かいちず
社会

1 小学館 12-2 C01
ドラえもんちずかん１

にっぽんちず

いちばんわかりやすい  小
学生のための学習日本地図

帳

最新の衛星写真と詳しい地図によって、空から見ているように日本
の姿が眺められる。都道府県ごとの名所や観光地などが、わかりや
すくまとめてある。

数学

1 太郎次郎社 16-4 510
スーパータイルのさんすう

らくらく算数ブック１

地図 1・2・3 成美堂出版 14-4 004

身近な生活の中の数概念について興味を持つような内容が盛り込ま
れ、楽しく利用できる。題材が系統的に配列されていて、直接利用
でき、挿し絵も鮮明で利用しやすい。

2 同成社 20-5 C03

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」３  （６～９
のたし算、ひき算、位取

り）

他学年で使用している図書との系統性で選定した。６から２けたま
での数と、１けたのたし算、ひき算、時計の読み方を学習できる。
６以上の数が「５といくつ」で表されており、わかりやすい。

指を使って数える「数えたし」で表せない数をタイル捜査で表した
り、繰り上がり繰り下がりが定着できる内容になっている。

3 同成社 20-5 C04

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」４  （くり上
がり、くり下がり、２けた

の数の計算）

R４　八日市養護学校　中学部　課程４
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

理科

1 福音館 28-1 G01
福音館の科学シリーズ  昆

虫

小さな昆虫について、写真などを使いながら生態がよくわかるよう
に掲載されている。

音楽

1 くもん出版 08-1 G03

日本の美しい四季を、雪や落ち葉など、それぞれの四季を代表するもの
が紹介されており、自然の素晴らしさを学習できる。

3 福音館 28-1 G09
福音館の科学シリーズ  あ

そびのレシピ

手作り工作の本ではあるが、つくり方を説明するだけでなく、つく
る過程も楽しめる、イメージが広がる本である。

2 ひかりのく 27-1 C12
こどものずかんＭｉｏ１２

きせつとしぜん

ＣＤ付き  楽器カード

子どもになじみの深い手あそび歌がたくさん収録されており、ＤＶ
Ｄを観ながら楽しく歌唱できる。

トリックアート図鑑  ペー
パークラフト

目の錯覚を体験できる工作や、からくりのあるおもちゃなどが作れ
るキットが付いており、絵を鑑賞するだけでなく、実際に作ること
で、興味関心を広げることができる。

オーケストラで使われる楽器をたくさん学べ、CDでその音とその楽
器の名曲を学ぶことができる。

2 永岡書店 21-1 530
みんなでうたおう！  たの
しいこどものうた大全集２

０２

生徒がよく知っているうたが多く掲載されていて、生徒の意欲を高
めながら学習できる。

531

3 永岡書店 21-1 532
ＤＶＤとイラストでよくわ
かる！手あそびうたブック

坂本廣子のひとりでクッキ
ング（２）  昼ごはんつく

ろう！

目の錯覚を体験できる工作や、からくりのあるおもちゃなどが作れ
るキットが付いており、絵を鑑賞するだけでなく、実際に作ること
で、興味関心を広げることができる。

職業家庭

1 金の星社 07-2 F06
ひとりでできるもん！６
だいすきおやつ作り

興味を持って調理実習等に取り組める題材が数多く掲載されている
とともに、挿し絵が分かりやすく、学習を効果的に進める工夫がさ
れている。

美術

実際に家庭で調理実習等に取りくめる題材が数多く掲載されている
とともに、絵や写真が鮮明である。また、学習を効果的に進められ
るよう配列されている。

2・3 あかね書房 01-1 532
トリックアート図鑑  ペー
パークラフトふしぎの館

1 あかね書房 01-1

2・3 偕成社 06-1 X02

挿し絵や記述が大変分かりやすく、生徒が興味を持ちながら体につ
いて学習できるように工夫されている。

外国語 1 三省堂 11-4 502
ＡＲで英語が聞けるはじめ

てのえいご絵じてん

英単語や歌などを、ＡＲアプリを使って聞くことができる。探し絵
やめいろなどで楽しみながら、英語を覚えられるように工夫されて
いる。

保健体育 1・2・3 金の星社 07-2 E01
やさしいからだのえほん１
からだのなかはどうなって

いるの？
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

特別の教科
道徳

1 福音館 28-1 607
こどものとも絵本　しんせ

つなともだち

自分に自信がない主人公が、友だちとのやりとりを通して元気づけ
られる様子から、思いやりと自己肯定感を育むことができる内容で
ある。

3 学研 06-2 589 絵本単品　ええところ

相手を思いやって野菜を届けていく動物たちの行動から、思いやり
の心を育むことができる内容である。

2 偕成社 06-1 618
ルイス・スロボドキンの絵
本  ありがとう．．．どう

いたしまして

自分から進んでお礼が言えることの大切さを、主人公たちのやり取りか
ら学ぶことができる。感謝の気持ちを育むことができる内容である。
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国語

1 偕成社 06-1 O10

滋賀県立八日市養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程5］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

五味太郎・言葉図鑑（１
０）  なまえのことば

音声を効果的に活用でき、話し言葉を育てるのに適している。生徒
に分かりやすい挿し絵や表現が数多く、楽しみながら学習に取り組
める。

2 くもん出版 08-1 526 反対ことばカード

楽しみながら文字や言葉が覚えられるように工夫されている。カー
ド形式のため様々な形で学習に活用できる。

3 くもん出版 08-1 524 ぶんカード２集

分かりやすい言葉で２語文や助詞の使い方など話し言葉を育てるの
に適している。カード形式であり様々な形で学習に活用することが
できる。

日常生活の中で「こんなときどうすればいいか」という疑問に役に
立つ、子どものマナーがわかりやすく書かれている。

ひらがなカード

楽しみながら文字が覚えられるよう工夫されており、利用度が高
い。カード形式のため様々な形で学習に活用することができる。

2・3 くもん出版 08-1 515 書きかたカードカタカナ

1 くもん出版 08-1 D01

楽しみながら文字が覚えられるよう工夫されており、利用度が高い。カー
ド形式のため様々な形で学習に活用することができる。

書写

身近な生活について興味を持つような内容が盛り込まれ、楽しく利
用できる。日常生活の中で関わる機会が多い店などに親しみ、理解
しやすい内容である。

3 ひかりのく 27-1 511
改訂新版辞書びきえほん国

旗

国旗のデザインや色の見方の解説があり、世界の国旗についてわか
りやすく楽しみながら学習できる。

2 くもん出版 08-1 B06
生活図鑑カード  お店カー

ド
社会

1 偕成社 06-1 Z03
子どものマナー図鑑（３）

でかけるときのマナー

いちばんわかりやすい  小
学生のための学習日本地図

帳

最新の衛星写真と詳しい地図によって、空から見ているように日本
の姿が眺められる。都道府県ごとの名所や観光地などが、わかりや
すくまとめてある。

数学

1 日本図書 72-31 514
さんすうだいすき  第１巻

どちらがおおきい？

地図 1・2・3 成美堂出版 14-4 004

大きさ比べや大きい順、いろいろな大きさ（長い短い、高い低いな
ど）、大きさの概念が学べる。

2 日本図書 72-31 513
さんすうだいすき  第２巻

なかまあつめ

同じ種類のなかま集め(集合づくり)やなかまはずれ(集合分け)、ど
ちらがたくさん？(1対1対応)など、なかまの概念が学べる。

1から5までの数や”０”の意味、5までのたし算引き算など、０と1
から5までの数を総合的に学ぶことができる。

3 日本図書 72-31 509
さんすうだいすき  第３巻

かずってなんだ？１
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

理科

1 福音館 28-1 G08
福音館の科学シリーズ  ど

うぶつえんガイド

動物園にいる、大型獣から小動物までカラフルなイラストで紹介さ
れている。

音楽

1 くもん出版 08-1 G03

小さな昆虫について、写真などを使いながら生態がよくわかるように掲
載されている。

3 福音館 28-1 G04
福音館の科学シリーズ  道

ばたの四季

四季折々に身近にみられる花や虫、鳥などが、自然のあるがままの
姿で掲載されており、身近に感じながら学習できる。

2 福音館 28-1 G01
福音館の科学シリーズ  昆

虫

ＣＤ付き  楽器カード

子どもになじみの深い手あそび歌がたくさん収録されており、ＤＶ
Ｄを観ながら楽しく歌唱できる。

たのしい工作教室  たのし
いこうさくきょうしつ１

空き缶、牛乳パックなど、身近な材料を使った工作が掲載されてい
る。イラストや写真を使って、わかりやすく解説されており、生徒
の興味や関心を高めることができる。

オーケストラで使われる楽器をたくさん学べ、CDでその音色と楽器
の名曲を学ぶことができる。

2 永岡書店 21-1 530
みんなでうたおう！  たの
しいこどものうた大全集２

０２

生徒がよく知っているうたが多く掲載されていて、生徒の意欲を高
めながら学習できる。

はじめてのこうさくあそび

1 さえら 11-1 C01

3 永岡書店 21-1 532
ＤＶＤとイラストでよくわ
かる！手あそびうたブック

2・3 偕成社 06-1 X02
坂本廣子のひとりでクッキ
ング（２）  昼ごはんつく

ろう！

簡単な版画やスタンプ、ペーパークラフトづくりなど、一人ででき
るものから、挑戦したくなるような意識を高めるものが掲載されて
おり、学習を深めることができる。

職業家庭

1 金の星社 07-2 F06
ひとりでできるもん！６
だいすきおやつ作り

興味を持って調理実習等に取り組める題材が数多く掲載されている
とともに、挿し絵が分かりやすく、学習を効果的に進める工夫がさ
れている。

美術

実際に家庭で調理実習等に取りくめる題材が数多く掲載されている
とともに、絵や写真が鮮明である。また、学習を効果的に進められ
るよう配列されている。

2・3 のら書店 25-1 001

保健体育 1・2・3 偕成社 06-1 Q06
子どもの生活（６）  じょ
うぶなからだになれるよ！

実際に家庭で調理実習等に取りくめる題材が数多く掲載されている
とともに、絵や写真が鮮明である。また、学習を効果的に進められ
るよう配列されている。
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

ルイス・スロボドキンの絵
本  ありがとう．．．どう

いたしまして

自分から進んでお礼が言えることの大切さを、主人公たちのやり取りか
ら学ぶことができる。感謝の気持ちを育むことができる内容である。特別の教科

道徳

1 福音館 28-1 607
こどものとも絵本　しんせ

つなともだち

自分に自信がない主人公が、友だちとのやりとりを通して元気づけ
られる様子から、思いやりと自己肯定感を育むことができる内容で
ある。

3 学研 06-2 589 絵本単品　ええところ

相手を思いやって野菜を届けていく動物たちの行動から、思いやり
の心を育むことができる内容である。

2 偕成社 06-1 618
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国語

1 偕成社 06-1 615

滋賀県立八日市養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程６］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

はじめてよむ絵本（６）
ちょっといれて

繰り返しの展開が分かりやすく、リズミカルなやり取りから言葉に
関心をもつことができる。

2 くもん出版 08-1 582
くもんの辞典シリーズ  こ

とば絵じてん

名詞や動詞などのことばが、場面ごとに整理され表示されているこ
とや、すべて絵で表されていることから、生徒がことばを学習する
のに適している。

3 くもん出版 08-1 524 ぶんカード２集

カード形式なので様々な形で学習に利用できる。また、文字やこと
ばなどの芽を育てるのにふさわしい内容である。興味をもって取り
組めるように工夫されている。

ドラえもんのキャラクターと一緒に日本の各地方をめぐりながら、
都道府県名、地名、人々の暮らし、名所などを学べる。

らくがきえほんあ・い・
う・え・お

色を塗ったり文字を書いたり、楽しく学べるように工夫されてい
る。そのため、文字への興味関心を持たせやすく、書字活動への導
入として利用しやすい。

2・3 あかね書房 01-1 A02
もじのえほん  かたかなア

イウエオ

1 ブロンズ新 28-3 A02

リズミカルな文と楽しい絵でカタカナを覚えることができるので、子どもが
楽しく学習できる。

書写

写真が豊富で、仕掛けなども多く興味をもちやすいように工夫され
ている。よく知っている乗り物が数多く載っており、見て楽しみな
がら学ぶことができる。

3 福音館 28-1 L01
みぢかなかがくシリーズ
町の水族館・町の植物園

身近な題材を通して、社会への関心を促すように工夫されている。
鮮明な挿絵で分かりやすい。興味と関心を深める構成となってい
る。

2 学研 06-2 C03
はっけんずかん  のりもの

改訂版
社会

1 小学館 12-2 C01
ドラえもんちずかん１

にっぽんちず

にっぽんちず絵本

色調が明るく、鮮明な絵でわかりやすいので、楽しく地図の学習が
できる。

数学

1 あかね書房 01-1 B02
あかねえほんシリーズ  か
たちのえほんまる・さんか

く・しかくさん

地図 1・2・3 戸田デザイ 20-4 005

挿絵が鮮明で、楽しみながら形の学習ができるように配慮されてお
り、理解しやすい。

2 童心社 20-1 A01
かずのほん１  どっちがた

くさん

色彩と絵でイメージを膨らませながら学習でき、1対1対応や仲間集
めの学習などを通して、数と量の概念をつけていきやすいように工
夫されている。

１０までの数と量の概念をつけるため、わかりやすいように色彩と
絵でイメージを膨らませながら学習できるように工夫されている。

3 童心社 20-1 A02
かずのほん２  ０から１０

まで
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

理科

1 ポプラ 30-2 557
どうぶつえあわせぴったり

カード

表面のカード２枚１組で絵を完成させ、それぞれの形や特徴を覚え
たり、名前やものの見え方を楽しみながら認識することができる。

音楽

1 東京書店 20-3 503

小さな昆虫について、写真などを使いながら生態がよくわかるように掲
載されている。

3 ポプラ 30-2 555
やさい・くだものぴっ

たりカード

楽しく絵や写真を見ながら食べ物について興味をもって学習でき
る。マッチングして合わすこともでき、障害の実態に合っている。

2 福音館 28-1 G01
福音館の科学シリーズ  昆

虫

わくわく音あそびえほん
新装版ドンドコドンドンた

いこであそぼ

子どもになじみの深い手あそび歌がたくさん収録されており、ＤＶ
Ｄを観ながら楽しく歌唱できる。

どうようでおえかきできる
どうようＮＥＷ絵かきうた

ブック

子どもの好きな絵かき歌がたくさん入っており、曲を聴きながら何
度もお絵かきができ、絵が苦手な子どもでも楽しく取り組める。

たいこやタンバリン、シンバルなど楽しい音の出るたいこが搭載さ
れている。親しみのある童謡やアニメソングが１２曲入っていて、
楽しく叩くことができる。

2 ひかりのく 27-1 013
あそびうたのほんＣＤつき

大人と子どもとふたりでする遊び方を大きく扱っており、ＣＤをき
きながら体をつかって遊ぶことができる。

はじめてのこうさくあそび

1 ひかりのく 27-1 002

3 永岡書店 21-1 532
ＤＶＤとイラストでよくわ
かる！手あそびうたブック

2・3 金の星社 07-2 F01
ひとりでできるもん！１
たのしいたまご料理

簡単な版画やスタンプ、ペーパークラフトづくりなど、一人ででき
るものから、挑戦したくなるような意識を高めるものが掲載されて
おり、学習を深めることができる。

職業家庭

1 ジアース 62-43 503
ひとりでできちゃった！

クッキング

電子レンジやホットプレートを使うレシピが掲載してある。料理の
過程が写真で紹介してあり、視覚から理解しやすいように工夫がさ
れている。

美術

興味を持って調理等に取りくめる題材が数多く掲載されており、絵
や写真が鮮明で興味を持ちやすいよう工夫されている。

2・3 のら書店 25-1 001

保健体育 1・2・3 偕成社 06-1 Q06
子どもの生活（６）  じょ
うぶなからだになれるよ！

挿絵がわかりやすく、生徒が興味を持ちながら体について学習でき
るように工夫されている。

R４　八日市養護学校　中学部　課程６

- 131 -



教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

０、１、２、えほん　かさ
さしてあげるね

雨に濡れた動物たちに主人公が傘を差しだすという行動から、思いやり
の心を育むことができる内容である。特別の教科

道徳

1 童心社 20-1 656
ももんちゃんあそぼう　な

でなでももんちゃん

一人ひとり違いがあるからこそ良いのだということに気付くことが
できる内容である。相手を思いやることの大切さを学ぶことができ
る。

3 ポプラ 30-2 508 ねずみくんのきもち

主人公が様々な登場人物を思いやって行動する姿から、優しさを学
ぶことができる内容である。

2 福音館 28-1 547
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原色を中心に色の学習のはじまりの使用に適しており、子どもにわ
かりやすい内容になっている。

3 金の星社 07-2 B04
あかちゃんとおかあさんの

絵本  このいろなあに

福音館

絵が具体的でわかりやすく、かずの学習のはじまりの使用に適して
いる。

2 あかね書房 01-1 B02
あかねえほんシリーズ  か
たちのえほんまる・さんか

く・しかくさん

色調が明るく、鮮明な絵でわかりやすいので、楽しく地図の学習が
できる。

005

28-1 L01
みぢかなかがくシリーズ
町の水族館・町の植物園

身近な題材を通して、社会への関心を促すように工夫されている。
鮮明な挿絵で分かりやすい。興味と関心を深める構成となってい
る。

絵が具体的でわかりやすく、形の学習のはじまりの使用に適してい
る。

06-2 C03
はっけんずかん  のりもの

改訂版

写真が豊富で、仕掛けなども多く興味をもちやすいように工夫され
ている。よく知っている乗り物が数多く載っており、見て楽しみな
がら学ぶことができる。

B02
あかちゃんとおかあさんの
絵本  ハティちゃんのい

ち・に・さん

にっぽんちず絵本

ドラえもんのキャラクターと一緒に日本の各地方をめぐりながら、
都道府県名、地名、人々の暮らし、名所などを学べる。

書写

2・3 理論社 40-1

文字が大きく多彩に描かれており順序立てて学習できるように工夫され
ている。

A01 あいうえおうさま

1 ポプラ 30-2 P04
音のでる知育絵本４  こえ
でおぼえるあいうえおのほ

ん

ボタンを押すと50音と単語が聴け、音と絵と両方楽しむことができ
る。たのしいクイズもあり、興味がもてる。

12-2 C01
ドラえもんちずかん１

にっぽんちず
1

選定理由

滋賀県立八日市養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程７］

くもん出版 08-1

615

582

教科
使用
学年

国語

教科書名

繰り返しの展開が分かりやすく、リズミカルなやり取りから言葉に
関心をもつことができる。

名詞や動詞などのことばが、場面ごとに整理され表示されているこ
と。すべて絵で表されていることから生徒がことばを学習するのに
適している。

擬音が多く、絵や内容がユニークで、生徒の興味を惹き、面白さを
感じることができる。

はじめてよむ絵本（６）
ちょっといれて

くもんの辞典シリーズ  こ
とば絵じてん

新しいえほん
とんとんとん

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

523

社会 2 学研

変更の
有無

1・2・3

図書コード
（教科書記号番号）

小学館

1

2

3 金の星社

発行者
コード

（番号）

偕成社 06-1

戸田デザイ 20-4

発行者

07-2

3

数学

地図

1 金の星社 07-2
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選定理由教科
使用
学年

教科書名
ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

変更の
有無

図書コード
（教科書記号番号）

発行者
コード

（番号）
発行者

職業家庭

保健体育

電子レンジやホットプレートを使うレシピが掲載してある。料理の
過程が写真で紹介してあり、視覚から理解しやすいように工夫がさ
れている。

1 ジアース

興味を持って調理等に取りくめる題材が数多く掲載されており、絵
や写真が鮮明で興味を持ちやすいよう工夫されている。

2・3 金の星社 07-2 F01

ひとりでできちゃった！
クッキング

62-43 503

挿絵がわかりやすく、生徒が興味を持ちながら体について学習でき
るように工夫されている。

1・2・3 偕成社 06-1 Q06
子どもの生活（６）  じょ
うぶなからだになれるよ！

ひとりでできるもん！１
たのしいたまご料理

顔パーツのシールが付属されており、顔や顔のパーツを学習しなが
ら、シールを貼ったり、ペンや色鉛筆などで書き加えたりして、自
由な発想で描画できる。

2・3 くもん出版 08-1 553

メロディーえほん  ＩＣピ
アノえほん四季のどうよう

－１２カ月

ファーストステップドリル
さいしょのきってみよう

一回の操作で切れる長さに設定されており、はさみの基礎を習得し
ながら達成感を味わえるよう工夫されている。

表面のカード２枚１組で絵を完成させ、水族館にいる生き物の形や
名前や特徴を楽しみながら認識することができる。

どうぶつえあわせぴったり
カード

すいぞくかんぴったりカー
ド

503
わくわく音あそびえほん

新装版ドンドコドンドンた
いこであそぼ

1 コクヨ 10-10 A01 かおノート

音符と鍵盤がいろあわせしてあり、音階が読めなくても
演奏できる。春夏秋冬でわけて季節ごとの童謡が楽しめる。

556

たいこやタンバリン、シンバルなど楽しい音の出るたいこが搭載さ
れている。親しみのある童謡やアニメソングが１２曲入っていて、
楽しく叩くことができる。

3 ひかりのく 27-1 013 あそびうたのほんＣＤつき

大人と子どもとふたりでする遊び方を大きく扱っており、ＣＤをき
きながら体をつかってあそぶことができる。

表面のカード２枚１組で絵を完成させ、それぞれの形や特徴を覚え
たり、名前やものの見え方を楽しみながら認識することができる。

2 ポプラ 30-2 535
音のでる知育絵本１７  脳
科学からうまれたあなぽこ

えほん

脳科学的アイデアがいっぱいつまった絵本である。好奇心を剌激しなが
ら、楽しく動物と鳴き声が学習できる。

理科

音楽

美術

557

2 東京書店 20-3

1 ポプラ 30-2

ポプラ 30-2

1 大日本絵画 16-3 A01

3
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選定理由教科
使用
学年

教科書名
ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

変更の
有無

図書コード
（教科書記号番号）

発行者
コード

（番号）
発行者

一人ひとり違いがあるからこそ良いのだということに気付くことが
できる内容である。相手を思いやることの大切さを学ぶことができ
る。

3 ポプラ 30-2 508 ねずみくんのきもち

主人公が様々な登場人物を思いやって行動する姿から、優しさを学
ぶことができる内容である。

2 福音館 28-1 547
０、１、２、えほん　かさ

さしてあげるね
特別の教科

道徳

1 童心社 20-1 656
ももんちゃんあそぼう　な

でなでももんちゃん

雨に濡れた動物たちに主人公が傘を差しだすという行動から、思いやり
の心を育むことができる内容である。
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学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。国語

書写

1

1・2・3 学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

三省堂

教出

現代の国語１

2

3

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

啓林館

未定

中学社会　公民的分野

中学校社会科地図

数学の世界1年

大日本

滋賀県立甲良養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程１ ］　　　〔準ずる教育課程用〕

教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

数学

1

2

1

2

3

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

理科

3

1・2・3

1・2・3

3

地図

社会（地理）

社会（歴史）

社会（公民）

1・2 帝国

未定

日文

帝国

現代の国語２

現代の国語３

中学書写

社会科　中学生の地理
世界の姿と日本の国土

未来へひろがるサイエンス３

未来へひろがるサイエンス１

未来へひろがるサイエンス２

数学の世界2年

数学の世界3年
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教科 使用学年 書名発行者の略称 選定理由

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

1・2・3

音楽

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

技術家庭
（技術）

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

技術家庭
（家庭）

1

2・3

教芸

教芸 中学生の音楽１

東書

東書

2・3

1

日文

中学生の音楽２・３上
中学生の音楽２・３下

中学生の器楽

美術１美術との出会い

教芸

特別の教科　道徳

1

廣あかつき

中学生の道徳　自分を見つめる１
中学生の道徳ノート自分を見つめる１

美術２・３上学びの実感と広がり
美術２・３下学びの探求と未来

新しい技術・家庭　技術分野
未来を創るTechnology

新しい技術・家庭　家庭分野
自立と共生を目指して

日文

東書

外国語

1

2

3

1・2・3

保健体育 1・2・3

1・2・3

美術

器楽

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。2
中学生の道徳　自分を考える２

中学生の道徳ノート自分を考える２

3
中学生の道徳　自分をのばす３

中学生の道徳ノート自分をのばす３

東書

新しい保健体育

NEW HORIZON
English Course１

NEW HORIZON
 English Course２

NEW HORIZON
English Course３

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。
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1

社会 2 東書

302

002
601
602

002
301
401

数学

地図 1・2・3 帝国 046

1 大日本 004

002
501
502

東書

1

2

3 光村

発行者
コード

（番号）

光村 38

発行者

38

変更の
有無

選定理由

滋賀県立甲良養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程２ ］

光村 38

407
408

507

教科
使用
学年

国語

教科書名

知的障害に配慮しながら、4年生の小学校教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら、5年生の小学校教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら、6年生の小学校教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

国語四上　かがやき
国語四下　はばたき

国語五　銀河

国語六　創造

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

図書コード
（教科書記号番号）

607

新しい社会３
新しい社会４

3

楽しく学ぶ　小学生の地図
帳　３・４・５・６年

知的障害に配慮しながら、3、4年生の小学校教科用図書を使用す
る。学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

書写

2・3 日文 116

知的障害に配慮しながら、5年生の小学校教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

505 小学書写　五年

1 日文 116 405 小学書写　四年

知的障害に配慮しながら、4年生の小学校教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら、5年生の小学校教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

新しい社会５　上
新しい社会５　下

知的障害に配慮しながら、5年生の小学校教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

403 楽しい算数４年

知的障害に配慮しながら、6年生の小学校教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

3 大日本 004 603 楽しい算数６年

東書

知的障害に配慮しながら、4年生の小学校教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

2 大日本 004 503 楽しい算数５年

知的障害に配慮しながら、3、4、5、6年生の小学校教科用図書を使
用する。学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとす
る。

新しい社会６　政治・国際
編

新しい社会６　歴史編

知的障害に配慮しながら、6年生の小学校教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。
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発行者
コード

（番号）
発行者

変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

教科書名
ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

図書コード
（教科書記号番号）

外国語
NEW HORIZON

 English Course２

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の生徒と一緒に学習するた
め、同一の検定教科書を使用する。学校所在地の採択地区（甲良
町）の採択図書に同じとする。

3 東書 002 英語901
NEW HORIZON

 English Course３

2 東書 002 英語801

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の生徒と一緒に学習するた
め、同一の検定教科書を使用する。学校所在地の採択地区（甲良
町）の採択図書に同じとする。

1 教芸

音楽803
音楽804

1 日文 116

037

3 東書 002

美術703

027

1 東書 002

職業家庭

保健体育

理科

音楽

美術

2・3 教芸

知的障害に配慮しながら、4年生の小学校教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

2 東書 002 501 新しい理科　５

知的障害に配慮しながら、5年生の小学校教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

新しい理科　４401

美術1 美術との出会い

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の生徒と一緒に学習するた
め、同一の検定教科書を使用する。学校所在地の採択地区（甲良
町）の採択図書に同じとする。

601

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の生徒と一緒に学習するた
め、同一の検定教科書を使用する。学校所在地の採択地区（甲良
町）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の生徒と一緒に学習するた
め、同一の検定教科書を使用する。学校所在地の採択地区（甲良
町）の採択図書に同じとする。

新しい理科　６

中学生の音楽２・３上
中学生の音楽２・３下

音楽702
器楽752

中学生の音楽１
中学生の器楽

知的障害に配慮しながら、6年生の小学校教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の生徒と一緒に学習するた
め、同一の検定教科書を使用する。学校所在地の採択地区（甲良
町）の採択図書に同じとする。

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の生徒と一緒に学習するた
め、同一の検定教科書を使用する。学校所在地の採択地区（甲良
町）の採択図書に同じとする。

1・2・3 東書

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の生徒と一緒に学習するた
め、同一の検定教科書を使用する。学校所在地の採択地区（甲良
町）の採択図書に同じとする。

新しい技術・家庭　家庭分
野　自立と共生を目指して

家庭701002

2・3 日文 116
美術803
美術804

新しい技術・家庭　技術分
野　未来を創るTechnology

002 技術701

美術２・３上
学びの実感と広がり

美術２・３下
学びの探求と未来

東書1・2・3

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の生徒と一緒に学習するた
め、同一の検定教科書を使用する。学校所在地の採択地区（甲良
町）の採択図書に同じとする。

1・2・3 東書 002 保体701 新しい保健体育

1 東書 002 英語701
NEW HORIZON

 English Course１

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の生徒と一緒に学習するた
め、同一の検定教科書を使用する。学校所在地の採択地区（甲良
町）の採択図書に同じとする。
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発行者
コード

（番号）
発行者

変更の
有無

選定理由教科
使用
学年

教科書名
ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

図書コード
（教科書記号番号）

2 廣あかつき 232
道徳807
道徳808

中学生の道徳　自分を考える２
中学生の道徳ノート自分を考える２

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の生徒と一緒に学習するた
め、同一の検定教科書を使用する。学校所在地の採択地区（甲良
町）の採択図書に同じとする。

特別の教科
道徳

1 廣あかつき 232
道徳707
道徳708

中学生の道徳 自分を見つめる1
中学生の道徳ノート自分を見つめる１

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の生徒と一緒に学習するた
め、同一の検定教科書を使用する。学校所在地の採択地区（甲良
町）の採択図書に同じとする。

3 廣あかつき 232
道徳907
道徳908

中学生の道徳自分をのばす３
中学生の道徳ノート自分をのばす３

知的障害に配慮しながら準ずる教育課程の生徒と一緒に学習するた
め、同一の検定教科書を使用する。学校所在地の採択地区（甲良
町）の採択図書に同じとする。
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ドラえもんの漫画ならではの楽しいストーリー展開で、分数・小数
の「なぜそうなるのか」を分かりやすく理解できる。発展学習・
チャレンジ学習にも活用できる。

ドラえもんの漫画ならではの楽しいストーリー展開で、図形の「な
ぜそうなるのか」を分かりやすく理解できる。発展学習・チャレン
ジ学習にも活用できる。

3 小学館 12-2 562
ドラえもんの算数おもしろ
攻略　図形がわかる（改訂

新版）

読んで見て楽しむ日本地図
帳増補改訂版

鮮明なイラストや写真集、学習に生かせるデータが豊富である。都
道府県の情報や世界遺産のことなど、生徒が興味をもって自ら調べ
られる構成になっている。

数学

1 同成社 20-5 C05

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」５（３けたの
数の計算、かけ算、わり

算）

地図 1・2・3 学研 06-2 525

３桁の数の計算方法、掛け算割り算のやり方が、生徒に分かりやす
く説明されている。

2 小学館 12-2 561
ドラえもんの算数おもしろ
攻略　分数・小数がわかる

（改訂新版）

書写

多くの人物の経歴が特徴を捉えて面白くまとめられており、生徒の
興味関心に合わせて歴史の導入に活用できる。大人のための解説も
ついており、補足説明に役立つ。

3 金の星 07-2 554

社会科見学に役立つわたし
たちのくらしとまちのしご
と場２つくるしごと・売る

しごと

食べ物を作ったり、売ったりする１０の仕事の内容などを写真や図
版を使って詳しく紹介している。

2 講談社 10-1 555
決定版心をそだてるはじめ

ての伝記１０１人
社会

1 ポプラ 30-2 584
いのちを守る地震・防災の
本６　親子のための地震イ

ツモノート

地震に備え、普段の生活にあるもので工夫するための材料が載って
いる。地震の多い国日本で、防災に対する意識を高めることができ
る。

小学書写　三年

知的障害に配慮しながら、３年生の小学校教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

2・3 日文 116 405 小学書写　四年

1 日文 116 305

知的障害に配慮しながら、４年生の小学校教科用図書を使用する。
学校所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

しゃべる詩あそぶ詩きこえ
る詩

明るいユーモアのある詩がたくさん選ばれており、思わず声に出し
て読んでみたくなる内容である。何度も読む中で詩の一部を自分な
りの言葉に置き換えてみるなど、創作活動の導入にも使え、幅広く
活用できる。

3 太郎次郎社 16-4 503

漢字がたのしくなる本シ
リーズ　漢字がたのしくな
る本ワーク４漢字の音あそ

び

漢字の体系に則って、簡単な文字から、その組み合わせでできる
「あわせ漢字」へと、段階的に学べる画期的な学習システムを取り
入れている。形成文字を中心に、音と形を手掛かりに漢字に親しめ
るような内容である。

国語

1 日本教育研 22-3 A01

滋賀県立甲良養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程３ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

ひとりだちするための国語

人の話を正しく聞く、メモをとる、自分の言いたいことを相手に伝
えるなど、実生活において必要な力をつけるため項目に絞った構成
になっている。

2 富山房 78-2 503
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

主人公の男の子、女の子を中心とした家族の会話文から成りたって
おり、性に関して、子ども達に分かりやすい本である。

保健体育 1・2・3 アーニ出版 51-8 504 性教育の絵本

2・3 合同出版 10-8 A01
子どもとマスターする４９
の生活技術  イラスト版手

のしごと

さまざまな道具の使い方を覚えながら、伝承おもちゃから創作のも
のまで楽しく作ることができる。分かりやすい解説で、生徒が自分
で作ろうとする意欲を高めることができる。

職業家庭

1 偕成社 06-1 X07
坂本廣子のひとりでクッキ
ング（７）  おべんとうつ

くろう！

生徒の興味のある題材であり、自分でお弁当を作ってみたいと思う
ような挿絵や分かりやすい写真があり、本を見ながら自分で作るこ
とができるように工夫されている。

美術

箸の持ち方、雑巾の絞り方、手の洗い方など４９の日常の動作を大
型イラストで説明してある。中学部段階の生徒が身に付けておきた
い動作が丁寧に解説してある。

2・3 福音館 28-1 N01
Ｄｏ！図鑑シリーズ  工作

図鑑

1 小学館 12-2 N01

3 教芸 07-4 510
歌のミュージックランド

（４訂版）楽しい歌とコー
ラス

コーラスができる楽譜付きで、みんなで楽しく歌う活動ができる。
童謡、クラシックからTVで聴く流行りの歌まで多くのジャンルの曲
が掲載されているので、さまざまな歌に触れさせることができる。

あーとぶっく  ひらめき美
術館第１館

「展示室」、「みんなが参加する部屋」、「みんなの展覧会」の３
部で構成されており、鑑賞も、創作もすることのできる内容となっ
ている。

知的障害に配慮しながら、準ずる教育課程の生徒と一緒に学習する
ため、同一の検定教科書を使用する。学校所在地の採択地区（甲良
町）の採択図書に同じとする。

2 音楽センタ 55-12 506
クラスでうたうこどものう
たＣＤブック  リズムあそ

び曲集

クラスのみんなでリズムをとったり歌ったりするのに分かりやす
く、友だちやグループ作りに適した内容である。

音楽

1 教芸 27 702

家に必ずあるものや、簡単に手に入る身近な材料を使ってできる実験
が、写真とイラストで子ども向けに紹介されている。物にはさまざまな性
質があって、さまざまな現象が起こることを、実験を通して確かめること
ができる。

3 フレーベル 28-8 D04
ふしぎをためすかがく図鑑

しぜんあそび

自然の草木、木の実や石などを使った遊びが紹介されており、自然
の中での遊びを通して、季節や生き物に親しむことのできる内容で
ある。

2 フレーベル 28-8 D03
ふしぎをためすかがく図鑑

かがくあそび

中学生の音楽　１

理科

1 フレーベル 28-8 D02
ふしぎをためすかがく図鑑

しょくぶつのさいばい

植物の植え方、栽培の仕方が一つひとつ丁寧に説明されている。図
鑑としても使える。
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

知的障害に配慮して、５年生の小学校教科用図書を使用する。学校所
在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。特別の教科

道徳

1 日文 116
 406
 407

小学道徳　生きる力　４
小学道徳　生きる力　４道

徳ノート

知的障害に配慮して、６年生の小学校教科用図書を使用する。学校
所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

3 日文 116
606
607

小学道徳　生きる力　６
小学道徳　生きる力　６道

徳ノート

知的障害に配慮して、4年生の小学校教科用図書を使用する。学校
所在地の採択地区（甲良町）の採択図書に同じとする。

2 日文 116
506
507

小学道徳　生きる力　５
小学道徳　生きる力　５道

徳ノート
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繰り上がり、繰り下がりの計算、および２桁の数の計算方法を、生
徒に分かりやすく説明してある。

単元のはじめに分かりやすい解説が掲載してある。また、はじめの
問題は、薄い文字でやり方が掲載してある。問題を厳選し、ゆった
りしたスペースで書き込みやすくしている。

3 清風堂書店 64-2 530
算数習熟プリント小学２年

生大判サイズ

ドラえもんちずかん１
にっぽんちず

イラストと写真が豊富である。県名や地名のみならず、郷土料理や
鉄道の紹介もなされており、楽しみながら学ぶことができる。

数学

1 教出 017 C-721 数学　☆☆☆☆

地図 1・2・3 小学館 12-2 C01

内容が系統化されており、分野が豊富で生徒の実態に応じて指導で
きる。

2 同成社 20-5 C04

ゆっくり学ぶ子のための
「さんすう」４  （くり上
がり、くり下がり、２けた

の数の計算）

書写

日本の大まかな時代の流れを知る上でポイントになる人物が１５人
取り上げられている。イラスト入りの解説で、生徒が興味をもって
学習を進めることができる。

3 偕成社 06-1 Z01
子どものマナー図鑑（１）

ふだんの生活のマナー

身近な生活について興味を持てる内容になっている。日常生活の中
で起こりうる疑問について自ら考え、調べる学習に活用できる。

2 小学館 12-2 553
ドラえもんの社会科おもし
ろ攻略  日本の歴史１５人

社会

1 小学館 12-2 C02
ドラえもんちずかん２  せ

かいちず

イラストと写真が豊富である。国名や都市名のみならず、世界の料
理、祭り、国旗などの紹介もあり、世界が身近になる１冊である。

はじめての絵手紙教室

実物大の作例がありイメージが湧きやすく、手紙の入門書として最
適である。手紙の文字数も少なくて書写がしやすく、生徒が意欲を
もって書くことができる。

2・3 太郎次郎社 16-4 517
漢字がたのしくなる本シ

リーズ  新版９８部首カル
タ

1 マール社 81-7 501

９９枚の「漢字部首カード」と漢字部首プリントがセットになっている。部
首の意味と漢字を学年ごとに学習することができる。

漢字がたのしくなる本シ
リーズ  漢字がたのしくな
る本ワーク３部首あそび

漢字の体系に則って、簡単な文字から、その組み合わせでできる
「あわせ漢字」へと、段階的に学べる画期的な学習システムを取り
入れている。カルタ遊びなどを通して、部首を身に付けることがで
きる。

3 太郎次郎社 16-4 501

漢字がたのしくなる本シ
リーズ  漢字がたのしくな
る本１改訂版１０１字の基

本漢字

漢字の成り立ち、十種類の画、書き順の原則などについて身に着け
ることができる。

国語

1 東書 002 C-721

滋賀県立甲良養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程４ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

国語　☆☆☆☆

指導内容が系統化されており、分野が豊富で生徒の実態に応じて指
導できる。

2 太郎次郎社 16-4 A03
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

身体の特徴や動きが大型イラストで詳しく説明してあり分かりやす
い。食べる、動く、息をするなどの機能ごとに構成されているの
で、図鑑として調べる時にも活用しやすい。

保健体育 1・2・3 フレーベル 28-8 G09
フレーベル館の図鑑ナチュ

ラ  ひとのからだ

2・3 合同出版 10-8 505
子どもとマスターする３７
の調理の知識イラスト版台

所のしごと

紙の造形の基本的な技法で、紙や葉っぱなど身近にある材料を使
い、作品を作ることができる。果物や魚など、身近な作品が多く掲
載されている。

職業家庭

1 福音館 28-1 639
Ｄｏ！図鑑シリーズ  生活

図鑑

洗濯の仕方、トイレのつまりの直し方など、衣食住全般にわたる生
活の知識が掲載されている。写真が多く使われており、分かりやす
い。

美術

調理の基本がイラストで丁寧に解説されており、分かりやすい。調
理法、栄養素、食材の特徴を教えながら作ることのできるレシピが
多く掲載されている。

2・3 国土社 10-3 B16
たのしい図画工作１６  ち
ぎり紙・きり紙・はり絵

1 小学館 12-2 N01

3 教芸 07-4 510
歌のミュージックランド

（４訂版）楽しい歌とコー
ラス

コーラスができる楽譜付きで、みんなで楽しく歌う活動ができる。
童謡、クラシックからTVで聴く流行りの歌まで多くのジャンルの歌
が掲載されているので、さまざまな歌に触れさせることができる。

あーとぶっく  ひらめき美
術館第１館

「展示室」、「みんなが参加する部屋」、「みんなの展覧会」の３
部で構成されており、鑑賞も、創作もすることのできる内容となっ
ている。

内容が系統化されており、分野が豊富で生徒の実態に応じて指導で
きる。

2 K・M・P 59-5 501
ドレミファソラシド８つの
音で弾けるやさしいメロ

ディ

ポピュラー曲から童謡、唱歌、クラッシックまで、様々な曲が入っ
ており、楽譜も大きく、ドレミもふってあるため、気軽に演奏でき
る内容になっている。

音楽

1 東書 002 C-721

身近な材料と道具でできるように構成されている。出来上がりの写真や
作り方のイラストを見ながらイメージを膨らませて学習できるように工夫
されている。

3 講談社 10-1 001
米村でんじろうのＤＶＤで
わかるおもしろ実験！！

３０種類の実験を解説してある。７０分のDVDがついていて、映像
を通して実験をより分かりやすく、興味をもって見ることができ
る。

2 福音館 28-1 G09
福音館の科学シリーズ　あ

そびのレシピ

音楽　☆☆☆☆

理科

1 小学館 12-2 510
小学館の図鑑ＮＥＯ  野菜

と果物

身近な植物の調べ学習ができ、写真や挿絵が鮮明で、生徒が興味を
持って学習できる。
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

イラストによる例示が分かりやすく示されており、コミュニケーションに必
要な基本のことばや態度を育てる工夫がされている。場面ごとにコミュニ
ケーションの取り方が具体的に示され、ワークシートで考えを深められる
ように配慮されている。

特別の教科
道徳

1 旺文社 05-3 B02
学校では教えてくれない大
切なこと（２）友だち関係

（自分と仲良く）

テーマごとに様々な角度から取り上げられた題材が数多く示されて
おり、生徒の実態に合わせて学習が進められるよう配慮されてい
る。

3 高橋書店 66-10 514
こころのふしぎ  なぜ？ど

うして？

イラストが多く用いられ、楽しく読み進めることができる。子ども
の人間関係でよくあるつまずく状況を例にとり、自分の心の向き合
い方について学ぶことができる。

2 合同出版 10-8 522
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
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身近な時計や珍しい時計の写真が多く使われており、視覚的に時間
の流れを捉えられる。実際に針を動かして操作することで、時間に
対する知識を定着させやすい。

0～10までの足し算引き算について、イラストをまじえて分かりや
すく解説している。視覚的に分かりやすく整理されており、興味を
ひきやすい内容になっている。

3 童心社 20-1 A03
かずのほん３  ０から１０
までのたしざんひきざん

せかいちず絵本

大きな文字で、色使いがよく見やすい。遊び感覚でさまざまな世界
の国々に触れられうように工夫されている。

数学

1 福音館 28-1 I01
安野光雅の絵本  はじめて
であうすうがくの絵本１

地図 1・2・3 戸田デザイ 20-4 006

順番、背比べ、仲間はずれなどを通して数の概念を自分で考え発見
していけるような内容である。挿絵も美しく、興味関心をもって見
ることができる。

2 小学館 12-2 B02
２１世紀幼稚園百科２  と

けいとじかん

書写

大きな文字で、色彩も鮮やかで見やすい。遊び感覚で世界の国々に
触れられるように工夫されている。

3 福音館 28-1 G10
福音館の科学シリーズ  た

だいまお仕事中

身近な生活に関わるさまざまな職種や仕事内容が分かりやすく書い
てあり、社会のさまざまな仕事についての知識を広げていくことが
できる。自分の将来を考えるきっかけにもなる。

2 戸田デザイ 20-4 507 世界のことばあそびえほん社会

1 あかね書房 01-1 521
なぞなぞあなあきえほん４

のりもののかくれんぼ

なぞなぞ形式になっており、生徒たちが問題を解くという楽しみを
持ちながら学習していけるようになっている。

もじ・ことば３  やさしい
ひらがな１集

書くことやひらがなの読み書きに興味を持ち始めた生徒たちが、運
筆力を高めることができる。書きやすいひらがな１０文字から学習
できるような内容である。

2・3 くもん出版 08-1 A11
もじ・ことば１１  はじめ

てのかん字

1 くもん出版 08-1 A03

小学１年生の配当漢字から身近で分かりやすい３０文字の読み書きが
練習できる。ひらがな・カタカナの復習から、漢字の練習、最後に文の中
での仕上げの練習と、系統的に学習ができる。

あっちゃんあがつくたべも
のあいうえお

分かりやすく魅力的なイラストと、リズミカルな文章により、ひら
がなや食べ物の名前に楽しみながら触れることができる。

3 リーブル 40-3 002
しりとりしましょ！たべも

のあいうえお

分かりやすく魅力的なイラストで楽しく興味関心をひく作りになっ
ている。言葉遊びの要素が高く、楽しく学習できる。

国語

1 講談社 10-1 568

滋賀県立甲良養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程５ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

すてきなひらがな

１ページに大きくひらがな１文字が書かれていて、ひらがなを覚え
始めた生徒にとって、分かりやすい構成になっている。

2 リーブル 40-3 001
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

挿絵が親しみやすく、身近にある題材が多く取り上げられており、
生徒が興味を持って読み進められる。自分の身体や健康について考
えを深めていくことができる内容である。

保健体育 1・2・3 岩崎書店 02-1 B03 知識の絵本  ひとのからだ

2・3 女子栄養大 12-7 001 新・こどもクッキング

牛乳パック、新聞紙、割りばし、ストロー、紙コップなどの身近な
ものを使って簡単に作ることのできる作品が多く収められている。
材料がすぐに手に入るので、作ってみようという意欲をもちやす
い。

職業家庭

1 あかね書房 01-1 551
つくりたい！食べたい！料
理大百科４  あまくておい

しいお菓子がいっぱい

調理方法が写真やイラストで分かりやすく紹介されているため、学
校や家庭でも活用しやすい。身近な食材が多く掲載されているた
め、生徒の興味を惹きやすい。

美術

イラストや写真で料理の作り方を説明しており、学校や家庭でも活
用しやすい。イラストのキャラクターたちから料理の楽しさを感じ
られる。

2・3 小峰書店 10-5 001 リサイクル工作ずかん

1 さえら 11-1 510

3 音楽センタ 55-12 520
クラスでうたうこどものう
たＣＤブック  ベスト２

大人の入り口にさしかかる生徒に、より細やかに豊かに、自然への
親しみや友だちへの共感、明日への希望などを歌の中で意識できる
題材である。

たのしい工作教室  たのし
いねんど工作

アクセサリー、物語の主人公などをさまざまな粘土を使ってつくる
作品が紹介されている。お話のイメージを膨らませ、作品づくりを
していく生徒たちに合った内容である。

親しみのある曲を、CDを聴きながら歌うことができる。カラオケに
合わせて歌うこともできる。手話イラストも掲載されている。

2 音楽センタ 55-12 527
手話でうたうこどものうた

ベスト

手話ダンスというあまり触れたことのない世界を知ることができ、
生徒の視野を広げ豊かな感性をはぐくむのに適した題材である。

音楽

1 音楽センタ 55-12 507

野菜の栽培方法がわかりやすく紹介されている。トマト、ナス、トウモロコ
シなど学校や家庭でも育てやすい野菜が取り上げられており活用しや
すい。

3 福音館 28-1 G01
福音館の科学シリーズ  昆

虫

馴染みのある蝶やカブトムシをはじめ、さまざまな虫が掲載されて
おり、興味をもって見ることができる。写真が多く使われており、
実際に目にすることができない虫も、じっくり観察することができ
る。

2 岩崎書店 02-1 C04
かいかたそだてかたずかん
４　やさいのうえかたそだ

てかた

クラスでうたうこどものう
たＣＤブック  ベスト１

理科

1 ひかりのく 27-1 C12
こどものずかんMio１２

きせつとしぜん

四季を代表する、雪、落ち葉、花などを紹介しながら、自然の素晴
らしさを伝え、環境の大切さを学ぶことのできる内容である。
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

シンプルな絵とリズムにのった文章で「ありがとう」と「どういたしまして」
のやりとりが繰り返されている。読み進めてゆく中で自然に感謝する心
を感じることができる。

特別の教科
道徳

1 講談社 10-1 516
にじいろのさかなしましま

をたすける！

「たいせつなこと」とはなにかを、やさしく詩的な文章で語りかけ
ている。最後の一文であなたにとって大切なこととは？という問い
かけがなされ、自分にとって大切な存在について考えることができ
る工夫がされている。

3 フレーベル 28-8 002 たいせつなこと

にじいろに輝くうろこをもった、美しい魚が様々な生き物たちと出
会いながら成長してゆくストーリーを通して、仲間や友情の大切さ
を感じられる内容となっている。

2 偕成社 06-1 618
ルイス・スロボドキンの絵
本  ありがとう．．．どう

いたしまして
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お菓子、乗り物、動物など、親しみやすくて大きく見やすい絵が多
く掲載されており、楽しく数の学習に取り組むことができる。

１～１０の数の入門書であるが、絵を楽しみながら数に興味を持
ち、学習を進めていくことができる。数えるだけでなく、数の概念
を学習できるような内容である。

3 講談社 10-1 504 創作絵本  かぞえてみよう

にっぽんちず絵本

大きな文字で、色使いがよく見やすい。視覚的に捉えやすい内容
で、楽しんで見ることができる。

数学

1 童心社 20-1 A01
かずのほん１  どっちがた

くさん

地図 1・2・3 戸田デザイ 20-4 005

絵や写真が見やすい。１対１対応でどちらが多いか具体的に学習を
進めることができ、数や量の概念を理解しやすくなっている。

2 三省堂 11-4 A04
三省堂こどもかずの絵じて

ん

書写

生活の中で大切な知恵や技を分かりやすく解説している。豊富な写
真やイラストを見ることで、理解することができる。

3 ひかりのく 27-1 I04
改訂新版体験を広げるこど
ものずかん４  はなとやさ

い・くだもの

生徒にとって身近であり、興味関心の深い野菜や果物が大きく掲載
してあり、色も鮮やかで分かりやすい。花や野菜を育てることへの
意欲を引き出しやすい。

2 小学館 12-2 526
小学館の子ども図鑑プレＮ
ＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶせい

かつの図鑑
社会

1 大日本絵画 16-3 531
おおがたしかけえほん　お

ばけやしき（新装版）

色使いが鮮やかで生徒の興味をひきやすく、仕掛けを自分で操作し
ながら読み進められる。

らくがき絵本五味太郎５
０％

文字の導入および書き方の基礎として運筆をしたり、手の操作性を
高めたりするのに適した内容である。

2・3 ブロンズ新 28-3 A02
らくがきえほんあ・い・

う・え・お

1 ブロンズ新 28-3 556

実際に本に書き込みながら学習を進めていけるので、文字の導入として
生徒が興味をもち、楽しみながら学ぶことができる。

世界の絵本　にじいろのさ
かなうみのそこのぼうけん

生徒の興味を引き付けやすいカラフルな絵で、ストーリーも楽し
め、劇あそび等にも活用しやすい。

3 アリス館 51-4 506
おべんとうの本１  ぼくの

おべんとう

身近な「食べる」ということをもとに短い文で書いてあり、ひらが
なを覚え始めた生徒たちが絵本を自分で読んで見るという意欲につ
ながる。

国語

1 偕成社 06-1 539

滋賀県立甲良養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程６ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

外国の絵本  ぼちぼちいこ
か

色が鮮やかで、短く簡単な文章で展開していくので分かりやすく、
次の場面を期待しながら読み進めていける。

2 講談社 10-1 515
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

絵によって興味を引き、一番身近な排泄について分かりやすく説明
されている。自分の身体や生活に関心を持ち、考えていくことがで
きる。

保健体育 1・2・3 ほるぷ 80-6 515
うんぴ・うんにょ・うん

ち・うんご－うんこのえほ
ん－

2・3 ひかりのく 27-1 D01
２０２シリーズ  たべもの

２０２

紙粘土の扱い方、作品などが、実物の写真付きで多く掲載されてい
る。自分も作ってみようという気持ちをもちやすい内容である。イ
メージを広げ楽しみながら、手指の操作性を高めることができる。

職業家庭

1 金の星社 07-2 F06
ひとりでできるもん！６
だいすきおやつ作り

生徒たちの好きなおやつが、本を見ながら作れるよう詳しく書かれ
ている。写真とイラストが豊富で分かりやすい。

美術

あいうえお順にさまざまな食べ物が掲載されており、食べ物に対す
る興味・知識を広げていくことができる。絵が豊富で、本を見なが
ら会話を膨らませていける。

2・3 岩崎書店 02-1 A08
あそびの絵本  紙ねんどあ

そび

1 小学館 12-2 649

3 福音館 28-1 K02
日本傑作絵本シリーズ  み
んなであそぶわらべうた

リズミカルな繰り返しの多い歌を通して、歌う楽しさを味わうこと
ができる。歌に合わせて身体を動かしたり、ゲームを楽しんだりす
ることのできる題材が多く掲載されている。

ピタゴラ装置ＤＶＤブック
１

ビー玉がゴールを目指す装置が、イラストや写真で紹介されていて
生徒の関心を引く。DVDを合わせて視聴することで「作りたい」、
「動かしたい」と思わせる。

季節に合った曲が入っていて、生徒に馴染みの曲も多い。音声を効
果的に活用でき、聴いて楽しんだり、歌って楽しんだりすることが
できる。

2 ポプラ 30-2 O07
おととあそぼうシリーズ７
ドン！ドコ！ドン！たいこ

子どもたちに親しみのある曲が多く入っており、大太鼓や小太鼓、
タンバリンの音色が出るようになっていて、曲を聴いたり、音を出
してリズムを楽しんだりすることができる。

音楽

1 永岡書店 21-1 007

生徒たちが動物について持っている疑問について、イラストと写真で分
かりやすく説明されてある。

3 フレーベル 28-8 G12
フレーベル館の図鑑ナチュ

ラ  はるなつあきふゆ

春夏秋冬の季節ごとに、自然や行事、遊び等が紹介されていて、四
季の移り変わりや各々の季節の特徴を感じることができる。絵や写
真が豊富で興味をもって見やすい。

2 世界文化社 14-5 A01
写真でわかるなぜなに１

どうぶつ

お手本のうた付き！どうよ
ううたのえほん

理科

1 くもん出版 08-1 545
自然図鑑カード  動物カー

ド

数多くの動物を写真入りカードで説明してあり、視覚的にも捉えや
すく、動物への興味を引きだすことができる。
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

自分の色を持てないことを嘆いているカメレオンのストーリーから、友だ
ちの大切さや、周囲の人たちの大切さに気付かせてくれる内容である。特別の教科

道徳

1 絵本塾出版 54-27 504 かしてあげたいな

お友だちとどうやってつながりを作ったらよいか?どうすれば仲良
くなれるのか?と言うノウハウをイラストとともにやさしいことば
で具体的に書かれている。

3 大日本図書 66-11 510 ともだちのつくりかた

「ぼく」がみんなに、いろいろなモノをかしてあげるストーリーか
ら、やさしさや、友だちの大切さを学ぶことができる、心にひびく
内容となっている。

2 好学社 10-2 504
レオ・レオニの絵本  じぶ

んだけのいろ
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０．１．２．えほん
 てんてんてん

○

（供給不能により変更）
鮮やかな色とシンプルな形の模様の身近な虫が描かれており、リズ
ミカルな言葉の面白さもあり、絵本に興味がもてる。

鮮やかな色彩でシンプルな形の型抜きページをめくると、動物が現
る仕掛けとなっていて楽しみな学習することができる。

○△□の特徴をつかんだキャラクターが多く登場し、絵を楽しみな
がら形に触れられるよう工夫されている。

3 あかね書房 01-1 B02
あかねえほんシリーズ  か
たちのえほんまる・さんか

く・しかくさん

なぞってみつけるしかけえ
ほん　どこどこ、どっち？

せかいのたび
○

（供給不能により変更）
コースを指でたどれる立体的な仕掛け絵本で、世界を感じることが
できる。

数学

1 福音館 28-1 532
幼児絵本シリーズ  まるま

る

地図 1・2・3 大日本絵画 16－3 535

穴あき絵本になっており、２つの丸を目にして、非常にシンプルな
構成で顔の表情が表現されており、注目しやすい。

2 ポプラ 30-2 512
これなあに？かたぬきえほ
ん１どうぶついろいろかく

れんぼ

書写

○

（供給不能により変更）
穴あきページのトンネルを抜けると景色が一変するつくりとなって
おり、想像と期待を膨らませながら読み進めることができる。

3 偕成社 06-1 546
竹下文子×鈴木まもるのり
もの絵本  ピン・ポン・バ

ス

駅前を出発したバスが田舎町を走る様子を描いた本である。バスと
いう乗り物に興味を向けることができる。

2 ひさかた 27－3 D01
でんしゃでいこうでんしゃ

でかえろう
社会

1 ひかりのく 27-1 I08
改訂新版体験を広げるこど
ものずかん８  あそびのず

かん

2・3 ポプラ 30-2 P04
音の出る知育絵本４　こえ
でおぼえるあいうえおのほ

ん

1 ブロンズ新 28-3 501

523
新しいえほん
とんとんとん

擬音が多く、絵や内容がユニークで、生徒の興味を惹き、面白さを
感じることができる。

五味太郎音と文字の本
　ぽぽぽぽぽ

○

（供給不能により変更）
分かりやすい絵と音が繰り返すストーリーで、親しみやすい本であ
る。絵もシンプルで、生徒の興味を惹きやすい。

風、音、石などをテーマにおもちゃの作り方が絵入りで分かりやす
く書かれており、体験を広げることができる。

らくがき絵本ＰＡＲＴ２
五味太郎２５％

文字の導入および書き方の基礎として運筆をしたり、手の操作性を
高めたりするのに適した内容である。

五十音のボタンを押すと各音にちなんだ単語を聞くことができ、文字や
言葉に興味を持ちやすい。

国語

1 福音館 28-1 539

滋賀県立甲良養護学校中学部　教科用図書　　［ 課程７ ］

教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

2 偕成社 06-1 554

3 金の星社 07-2
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

簡潔にわかりやすく健康診断の大切さを楽しい絵で紹介されてい
る。

カラフルな用紙を切ったり破いたりして自由に用紙を貼っていくこ
とができ、生徒の想像力や感性を働かせたりしながら取り組める内
容となっている。

日常的に親しんでいる食べ物や、はじめて見る食べ物などさまざま
な食べ物を、カードを使って視覚的に楽しめるように工夫されてい
る。

3 永岡書店 21-1 009
お手本のうた付き！どうよ

ううたのえほん２

保健体育 1・2・3 あかね書房 01-1 G04
からだのえほん４　からだ

にもしもし

2・3 くもん出版 08-1 B02
生活図鑑カード  くだもの

やさいカード１集

職業家庭

1 くもん出版 08-1 B01
生活図鑑カード  たべもの

カード

美術

日常的に親しんでいる果物や野菜をはじめ、はじめて見るものま
で、さまざまな果物や野菜を、カードを使って視覚的に楽しめるよ
うに工夫されている。

2・3 学研 06-2 O02
あそびのおうさまＢＯＯＫ

はって

1 学研 06-2 G08

季節に合った曲が入っていて、子どもたちに馴染みの曲も多い。音
声を効果的に活用でき、聴いて楽しんだり、歌って楽しんだりする
ことができる。

あそびのおうさまＢＯＯＫ
はじめてきるほん

自由にページを切ったり破いたりして、想像力、感性を楽しく育め
るように工夫されている。

子どもたちに歌い続けられた童謡、わらべ歌が２８曲が載ってい
て、あたたかいタッチのイラストとともに歌って楽しめる。

2 ひかりのく 27-1 013 あそびうたのほんＣＤつき

大人と子ども、ふたりでする遊び方を大きく扱っており、ＣＤを聴
きながら身体を使って音楽を楽しむことができる。

音楽

1 グランまま 08-2 003

○

（供給不能により変更）
色鮮やかで見やすい絵で身近な動物が描かれており、2枚1組になって
いてマッチングすることができる。また、裏には、動物の前向きや後ろ向
きの姿も描かれてマッチング以外の学習にも使用できる。

3 岩崎書店 02-1 F12
絵本図鑑シリーズ１２  の
はらのずかん－野の花と虫

たち－

身近な場所に見られる花と虫とが取り上げられており、興味をもっ
て見ることができる。絵が豊富に使われている。

2 ポプラ 30-2 557
どうぶつえあわせぴったり

カード

うたえほんⅡ

理科

1 ポプラ 30-2 555
やさい・くだものぴったり

カード

色鮮やかで見やすい絵で身近な食べ物が描かれており、2枚1組に
なっていてマッチングすることができる。また、裏には食べ物の断
面の絵も描かれていてマッチング以外の学習にも使用できる。

R４　甲良養護学校　中学部　課程７
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教科
使用
学年

発行者
発行者
コード

（番号）

図書コード
（教科書記号番号）

ISBNコード
一般図書一覧
未掲載図書

教科書名
変更の
有無

選定理由

あかちゃんのあそびえほん
（１）  ごあいさつあそび

野菜の子どもたちが「ありがとう」の感謝の気持ちを伝え「どうい
たしまして」と受け止めるやりとりが繰り返されており、楽しみな
がら言葉を身につけられる内容となっている。

2 ひかりのく 27-1 525 ごめんやさい

野菜の子どもたちが、けんかしながらも「ごめんなさい」「いいよ」というや
りとりを繰り返す中で、楽しみながら言葉を身につけられる内容となって
いる。

特別の教科
道徳

1 ひかりのく 27-1 524 ありがとまと

いろいろな動物が主人公の家に遊びにきて、たのしく挨拶を交わす
やりとりを通して、「こんにちは」や「ありがとう」が覚えられる
内容となっている。仕掛けがあることで、視覚的に興味をひきやす
い。

3 偕成社 06-1 R01

R４　甲良養護学校　中学部　課程７
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「令和４年度使用 滋賀県立特別支援学校中学部 学校別採択予定教科用図 
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令和３年（2021 年）８月 23 日 

８ 月 定 例 教 育 委 員 会  

第 2 5 号 議 案 関 係 資 料  



滋賀県立特別支援学校小学部および中学部 

教科用図書の採択に関する基本方針 

 

１ 義務教育諸学校で使用する教科用図書（以下「教科書」という。）の採択は、

「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」の規定に基づいて

適正に実施するものとする。  

２ 採択にあたっては、令和３年３月３０日付け２文科初第２０１２号「教科

書採択における公正確保の徹底等について（通知）」および令和３年３月３０

日付け２初教科第６７号「令和４年度使用教科書の採択事務処理について（通

知）」に基づき、専門的な教科書研究の充実を図るとともに、適正かつ公正な

採択および開かれた採択を確保するものとする。 

３ 校長は、教科書の選定に関し、調査員会および選定委員会を設置するもの

とする。 

調査員会は、「県立特別支援学校小学部・中学部教科用図書選定にかかる資

料（2019 年度作成）」を十分活用し、専門的かつ十分な調査研究を行い、そ

の結果を校長に報告するものとする。 

４ 校長は、調査員会からの報告を受け、選定委員会を主宰し、教科書の選定

を行い、その結果を滋賀県教育委員会へ申請するものとする。 

５ 選定委員会は、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の趣旨および各

教科の「目標」や「内容」を十分に踏まえ、各学校の教育目標、教育課程に

相応し、かつ児童生徒の実態に応じた最も適切な教科書の選定について検討

するものとする。 

６ 県教育委員会は、各校における教科書の選定にあたり、学校に対し十分な

指導・助言を行い、校長からの申請を受け、教科書の採択を行うものとする。 

資料１ 

（５月 14日教育委員会にて決定） 
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採択に関する基本方針の通知
開催 教科書目録の送付

一般図書目録の送付
指導・助言・援助
　　教科書編修趣意書

文部科学省
　③ 　　　ホームページに掲載

  校長により選定

①② 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律　第11条
③ 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律　第10条
④⑤ 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律　第13条

採択の時期　義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令　第14条

選定審議会

諮 問 ①

答 申 ②

教科用図書展示会

特別支援学校

滋賀県立特別支援学校小学部および中学部
教科用図書採択の仕組み

教科用図書

【今後の予定】

⑤８月23日
＜教育委員会＞
○「教科用図書の採択」決定

⑥９月
○「教科用図書の採択」決定の通知

主宰

【これまでの経過】

①４月９日
<教育委員会（１回目）〉
○教科用図書選定審議会委員の選任
の承認
○同審議会への諮問事項の決定
　
②４月２０日
＜第１回教科用図書選定審議会＞
○教科用図書採択のための基本方針
について審議

③５月１４日
＜教育委員会（２回目）＞
○「教科用図書の採択に関する基本
方針」等決定
　５月２０日
○基本方針等を各特別支援学校へ通
知

　６月１日
＜第２回教科用図書選定審議会＞
○中学校における歴史教科書の選定
に必要な資料について決定
　
　６月11日
＜教育委員会（３回目）＞
中学校における歴史教科書の選定に
必要な資料について決定、参考資料
として県立特別支援学校へ送付

＜県立特別支援学校における選定＞
④７月２日
○各学校長から調査研究結果に基づ
く「申請」受理

滋賀県教育委員会 ⑤

調査員会 選定委員会

校長

 報告

申

請

④

採
択
決
定
⑥

資料２
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内部委員 外部委員

盲学校 ６月28日 5 3 2

聾話学校 ６月30日 11 9 2

北大津養護学校 ６月16日 9 7 2

鳥居本養護学校 ６月24日 9 7 2

長浜養護学校 ６月15日 12 9 3

草津養護学校 ７月１日 12 8 4

守山養護学校 ６月29日 9 7 2

野洲養護学校 ６月24日 13 8 5

三雲養護学校 ６月30日 10 8 2

新旭養護学校 ６月29日 9 6 3

八日市養護学校 ６月29日 8 6 2

甲良養護学校 ６月29日 9 7 2

内部委員 外部委員

盲学校 ６月28日 5 3 2

聾話学校 ６月30日 11 9 2

北大津養護学校 ６月16日 9 7 2

鳥居本養護学校 ６月24日 9 7 2

長浜養護学校 ６月15日 12 9 3

草津養護学校 ７月１日 12 8 4

守山養護学校 ６月29日 9 7 2

野洲養護学校 ６月24日 13 8 5

三雲養護学校 ６月30日 10 8 2

新旭養護学校 ６月29日 9 6 3

八日市養護学校 ６月29日 8 6 2

甲良養護学校 ６月29日 9 7 2

※［内部委員］・・・校長、副校長、教頭、教諭等
　 ［外部委員］・・・学校評議員、保護者等

令和４年度使用滋賀県立特別支援学校教科用図書選定委員会の状況

【 小学部 】
選定委員会

開催日
選定委員数

【 中学部 】
選定委員会

開催日
選定委員数

資料３
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発達年齢３歳半～５歳
三雲

発達年齢４歳以上

課程５ 発達年齢１歳半未満

課程３ 発達年齢３～４歳八日市

新旭
課程１ 準ずる教育課程  

課程７ 発達年齢１歳未満

課程２ 発達年齢２歳半以上

課程１ 準ずる教育課程  
課程２ 発達年齢４歳～６歳以上

課程１ 準ずる教育課程  

課程３
発達年齢１歳半～３歳

課程２

発達年齢２歳半～５歳半
課程６ 発達年齢１歳半～２歳半
課程７ 発達年齢１歳半未満

甲良

課程１ 準ずる教育課程  
課程２ 発達年齢９歳以上
課程３ 発達年齢７歳～９歳
課程４ 発達年齢５歳半～７歳
課程５

甲良
課程１ 準ずる教育課程  

八日市

課程１ 準ずる教育課程  

課程２ 発達年齢２歳以上
課程２ 発達年齢９歳以上

課程５ 発達年齢５～６歳程度
課程６ 発達年齢３～４歳程度
課程７ 発達年齢３歳未満

課程３ 発達年齢２歳未満
課程３ 発達年齢８～９歳程度
課程４ 発達年齢７歳程度

課程４ 発達年齢２歳未満
課程３ 発達年齢２～４歳

課程５ 発達年齢１歳半未満

発達年齢３歳～４歳
課程４

三雲

課程１ 準ずる教育課程  

課程４ 発達年齢１歳半～３歳

発達年齢４歳以上課程２
新旭

課程３ 発達年齢２歳半未満

課程１ 準ずる教育課程  

課程２ 発達年齢１０歳以上

課程５ 発達年齢１歳半～２歳半

課程５ 発達年齢３～５歳

課程６ 発達年齢１歳半未満

課程６ 発達年齢２歳
課程２ 発達年齢５歳以上

課程３ 発達年齢８～９歳

課程４ 発達年齢２歳半～３歳半

課程４ 発達年齢６～７歳野洲

課程１ 準ずる教育課程  

課程３

課程４ 発達年齢１歳半～３歳

課程４ 発達年齢２歳未満
野洲

課程１ 準ずる教育課程  
守山

課程１ 準ずる教育課程  

課程２ 発達年齢４歳以上

課程２ 発達年齢７歳～９歳以上

課程５ 発達年齢１歳半未満

守山

課程３ 発達年齢３歳～４歳

課程３ 発達年齢３～７歳

課程１

課程５ 発達年齢２歳半未満

準ずる教育課程  課程３ 発達年齢４～６歳
軽度知的障害 課程４

発達年齢４歳以上 課程５ 発達年齢３歳程度まで
発達年齢２歳半から４歳

課程２
課程３
課程４

発達年齢３～４歳

課程４ 発達年齢１歳半～３歳
草津

課程１ 準ずる教育課程  課程４ 発達年齢４～６歳
課程２ 発達年齢４歳以上

長浜

課程１

課程５ 発達年齢２～４歳
課程３ 発達年齢３～４歳 課程６ 発達年齢２歳未満

準ずる教育課程  
課程５ １歳半未満 課程２ 発達年齢６歳以上

草津課程１

長浜

課程１ 準ずる教育課程  
鳥居本

課程１ 準ずる教育課程  
課程２ 発達年齢３歳以上 課程２ 知的障害有
課程３ 発達年齢１～３歳（肢体） 準ずる教育課程  
課程４ 発達年齢１～３歳 課程２ 下学年対応の教育課程対象（肢体）
課程５ 発達年齢１歳未満 課程３ 発達年齢６～８歳

鳥居本
課程１ 準ずる教育課程  課程４ 発達年齢１歳半～２歳半
課程２ 知的障害有 課程５ 発達年齢１歳半未満

北大津課程４ 発達年齢１歳半未満
課程２ 発達年齢４歳以上

北大津

発達年齢２歳半～４歳課程３

課程２ 発達年齢２歳半以上 課程１ 準ずる教育課程  

課程１ 準ずる教育課程  
課程２ 発達年齢５歳以上

聾話

課程１ 準ずる教育課程  

課程１ 準ずる教育課程  課程５ 発達年齢３歳未満

課程３
課程４ 発達年齢４～５歳程度

聾話

発達年齢１歳半～２歳半課程３

課程２ 発達年齢４歳～６歳程度

発達年齢４歳～５歳
課程２ 発達年齢９～１０歳程度

課程４ 発達年齢４歳まで
課程３ 発達年齢６～８歳程度

盲

課程１（検定） 準ずる教育課程  課程１（検定） 準ずる教育課程  
課程１（拡大） 準ずる課程（拡大教科書使用） 課程１（拡大）

課程３ 発達年齢３～４歳 課程２（点字） 発達年齢４歳～６歳程度

教育課程の区分と対象となる児童生徒の目安

小学部 中学部

学校名 課程 目安となる対象 学校名 課程 目安となる対象

課程４ 発達年齢２歳未満 課程３ 発達年齢１歳半

準ずる課程（拡大教科書使用）
課程１（点字） 準ずる課程（点字教科書使用） 課程１（点字） 準ずる課程（点字教科書使用）

課程２ 発達年齢４～５歳
盲

資料４
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6

1

7

7

※課程については児童の発達に応じて区分している
※知的障害の課程で使用する検定教科書は一般図書に含んでいる

令和４年度使用 滋賀県立特別支援学校小学部　学校別採択予定教科用図書　学校別一覧

学校名 教科書の区分 検定教科書
一　般　図　書

合計

変更数（一般図書）

供給不能
による変更

教育課程の見
直し等による変更 変更合計

文科省著作本 その他一般図書
内下学年

検定教科書

盲

課程１（検定） 47

課程２

47
課程１（拡大） 47 47

41 41
課程１（点字） 37 10 47

課程４ 41 41
課程３ 41 41

聾話

課程１ 48 6 54
合計 47 37 180 264

課程２ 19 6 21 46

課程4 4 42 46
課程３ 12 34 46

北大津

課程１ 57 57
合計 83 12 97 192

課程２ 6 35 41
1

課程４ 41 41
課程３ 41 41 1

1

鳥居本
課程１ 49 49
合計 57 6 117 180 1

課程２ 41 41

長浜

課程１ 49 49
合計 49 41 90

課程２ 7 34 41 1 1

課程４ 41 41
課程３ 41 41

2
合計 49 7 157 213 3 3

課程５ 41 41 2

草津

課程１ 48 48

課程４ 41
課程３ 41 41

合計 48 164 212

課程２ 41 41 1 1
3 3

41 3 3
課程５ 41 41 2 2

9 9

守山

課程１ 49 49

課程4 41

課程２ 45 45
課程３ 41 41

41 2 2
課程5 41 41
合計 94 123 217 2 2

野洲

課程１ 48 48

課程４ 41
課程３ 4 37 41

合計 48 4 160 212

課程２ 41 41 1 1
3 3

41 2 2
課程５ 41 41 2 2

課程２ 8 33 41 2
課程１ 49 49

4 4
41 2 2

7 1 8

2

課程４ 41
課程３ 8 33 41

課程６ 41 41 3 3
課程５ 41 41

11

新旭

課程１ 48 48
合計 49 16 189 254 11

三雲

課程２ 41 41 1 1
1

合計 48 82 130 2 2
課程３ 41 41 1

八日市

課程１ 48 48

課程４ 41
課程３ 3 38 41

合計 48 5 159 212
課程５ 41

1 1
41
41

1 1

課程２ 2 39 41

9課程２ 32 41

1 37
131

総合計 669 96 1,542 2,307 36

甲良

課程１ 49 49

9 73
課程３ 41 41
合計 49

資料５
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2

2

4

4

3
5
2

10

15
5

20

36

※課程については生徒の発達に応じて区分している
※知的障害の課程で使用する検定教科書は一般図書に含んでいる

令和４年度使用 滋賀県立特別支援学校中学部　学校別採択予定教科用図書　学校別一覧

学校名 教科書の区分 検定教科書
一　般　図　書

合計

変更数（一般図書）

供給不能
による変更

教育課程の見
直し等による変更 変更合計

文科省著作本 その他一般図書
内下学年

検定教科書

盲

課程１（検定） 28

課程２

28
課程１（拡大） 28 28

26 26 1 1
課程１（点字） 18 8 26

1
課程３ 23 23 4 4

課程２（点字） 26 26 1

6

聾話

課程１ 29 1 30
合計 28 18 111 157 6

課程２ 17 1 11 29 3 3

課程４ 26 26 1 3 4
課程３ 8 20 28

3 6
合計 54 2 83 139 7 6 13

課程５ 26 26 3

課程２ 1 24 25
課程１ 28 28

課程３ 25 25 1 1
25 1 1

課程５ 25 25
課程４ 25

鳥居本
課程１ 28 28
合計 28 1 99 128 2 2

北大津

課程２ 12 2 7 21
合計 40 2 7 49

課程２ 29 29
課程１ 28 28

26課程４ 1 25
課程３ 1 25 26

課程６ 26 26 2 2
課程５ 26 26

2

草津

課程１ 28 28
合計 57 2 102 161 2

長浜

課程２ 3 1 22 26 3 4 7
1 1

課程４ 1 27 28 1 1 2
課程３ 5 23 28

4 5課程５ 26 26 1
10 15

守山

課程１ 28 28
合計 31 7 98 136 5

課程２ 8 3 9 20

課程4 27 27 1 1
課程3 25 25

1

野洲

課程１ 28 28
合計 36 3 61 100 1

課程２ 3 26 29 2 3 5
6 8

課程４ 25 25 3 3
課程３ 2 26 28 2

2 2
課程６ 23 23 1 1
課程５ 23 23

合計 28 5 146 179 8 11 19
課程７ 23 23

三雲

課程１ 28 28

課程４ 2 23
課程３ 3 22 25

合計 28 9 91 128

課程２ 3 22 25 3 3 6
2 2

25
課程５ 1 24 25

5 3 8

課程２ 3 22 25 2
課程１ 28 28

2
課程３ 25 25 2 2

25 2 2
合計 28 3 72 103 6

課程４ 25
6

八日市

課程１ 28 28

新旭

課程２ 3 24 27

課程４ 1 26 27
課程３ 2 25 27

課程６ 26 26
課程５ 26 26

合計 28 6 153 187
課程７ 26 26

甲良

課程１ 28 28

課程４ 3 23
課程３ 1 25 26

課程６ 26 26
26 26

課程２ 13 15 28

26
課程５ 26 26

5

30 77総合計 428 61 1,164 1,653 47

5
合計 42 3 141 186 5 5

課程７
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