
千葉大学教育学部附属特別支援学校教科書採択理由 （令和２年度） 

 

小学部及び中学部の教科書採択理由は以下のとおりです。 

 

１ 指導を行うにあたり、障害の特性や発達段階に応じて適当であること。 

２ 児童生徒にとって、興味関心がもちやすく、一定期間継続して取り組めることが見込ま

れること。 

３ 使用するにあたり、配列や表示方法が工夫され児童生徒の学習効果が見込まれること。 

 

 これらをもとに、各図書を採択しました。個別の理由については別紙のとおりです。 

 



中学部

教科 発行者 図書名 理由

国語 偕成社
五味太郎・言葉図鑑（３）

かざることば（A）

・日常の言語活動に行かせる言葉が取り上げら
れているため。
・１６の名詞に関わる約260語が盛り込まれ、たく
さんの形容詞を学習することができる。
・性質や様子を表す言葉が適切に表現されてい
るため。

国語 偕成社
五味太郎・言葉図鑑（５）

つなぎのことば（A）

・「てにおは」などのつなぎ言葉（助詞）47語を取り
入れた簡単な文章を集めているため。
・一つの場面で用いられる文が簡潔であるため。
・場面ごとに、どのような女子を使うのか表現され
ている。また、文中の助詞にはアンダーラインが
付けられていて分かりやすいため。

国語 偕成社
ともだちだいすき（２）
おべんとうなあに？

・ピクニックという日常生活で身近な題材が取り
上げられているため。
・絵と文字のバランスや文章の量が適切であるた
め。
・絵が大きく、動物たちの表情が分かりやすく表
現されているため。

国語 くもん出版 書き方カード「ひらがな」

・生活に身近な物が例として文字と絵で描かれて
いるため。
・カード形式により五十音を一文字ずつ提示して
いくことが可能で、理解しやすいため。
・表は絵と筆順、裏には白抜きの文字で練習でき
るようになっているため。

国語 同成社

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・ぶん・文
章の読み）

・単語から始まり、文の理解まで学習を進めるこ
とができるため。
・日常生活の場面に合わせた単語や基本的な文
章の決まりが取り上げられているため。
・文字の大きさや数が進度に合わせて変化して
いるため。

国語 同成社

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）

・漢数字や曜日、身体部位など日常生活の中で、
よく使われる言葉が取り上げられているため。
・点線をなぞりカタカナ、漢字の練習ができる工
夫がされており漢字学習の導入も活用しやすい
ため。
・内容の理解を助けるような分かりやすい絵が添
えられているため。

国語 PHP
子供の字がうまくなる練習

ノート

・「書く」ことの基本的な内容が豊富で、練習貢の
量も適切であるため。
・生徒の課題に応じて繰り返し活用できるため。
・各ステップごとにイラストや解説が明記され、指
導内容が分かりやすいため。

国語 ポプラ
音の出でる知育絵本４

こえでおぼえるあいうえおの
ほん

・身近な単語を取り上げタッチ操作で言葉をゲー
ムのように楽しみながら学習できる工夫がされて
いるため。
・絵本23貢の中に、絵や言葉、簡単な問題がコン
パクトにまとめられているため。
・文字キーが行ごとに色分けされていて分かりや
すいため。

国語 文部科学省 国語★★★

・買い物学習や社会見学などの実際の単元活動
への発展を図ることができる内容が取り上げられ
ているため。
 ・運動会、作業販売会などの行事やイベントなど
の案内、または振り返りなどまとめを書くことへの
発展につながる内容のため。



国語 東洋館 くらしに役立つ国語

・社会生活に必要な事柄が場面に沿って取り上
げられているため
・現場実習や卒業後の生活に直結した学習内容
が多く、資料として履歴書や申請書等の記載もあ
り、活用しやすいため。

数学 あかね書房
あかね書房の学習えほん
おかあさんだいすき１・２・３

・動物の絵を使い、１から10までの数とそれを表
す文字及びその書き順と読み方が学習できるた
め。
・優しい語り口で、動物と数を対応させながら、自
然に数や足し算に興味・関心が持てるよう工夫さ
れているため。
・数字は大きく書かれ、文章が平易な話し言葉で
書かれているため。

数学 小学館
２１世紀幼稚園百科２

とけいとじかん

・時計に興味・関心をもち、時間や時刻の学習が
段階的に進められるよう工夫さらえているため。
・様々な時計の写真を扱うことで、時間や時刻に
関心を持ちやすい。個々の進度に応じて活用で
きるため。
・時計の読み方を学習した後、日常にある様々な
時計で学べるよう構成されているため。

数学 童心社
かずのえほん２
０から１０まで

・身近なものの数を数える場面が示されていて、
０から１０までの数を、絵やタイルを使いながら学
習できるように工夫されているため。
・遊びや生活の中で、身近にある事物の数を数え
る活動に発展することができるため。

数学 同成社

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）

・基礎的な算数の概念（量・比較の基礎学習、な
かま集め）に着目し、考える力を伸ばすように段
階を追った内容になっているため。
・日常よく見かける果物や動物、学習道具を用い
ていて、イラストを見ながら楽しくゲーム感覚で学
ぶことができ、生徒が親しみやすく学習できるた
め。

数学 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）

・６から９までの数概念、1桁同士の加減算、2桁
の数、時計の読み方など基礎的な学習ができる
ため。
・タイルの操作やイラストなどを用い、視覚的なヒ
ントを示すことで課題の理解がうながされるた
め。

数学 日本教育研
ひとりだちするための算数・

数学

・日常生活に必要な数量や図形などの内容が取
り上げられているため。
・全体の内容が「基礎」と「生活シーン」に分か
れ、実生活に関連したテーマで扱われているた
め。

数学 こばと
中級編ジャンプアップ

とけい・おかね・カレンダー

・時計やカレンダーの読み方、お金の数え方が段
階的に学べるようになっているため。
・実生活につながりやすい身近な数字について
学ぶことができるため。
・問題文は短く分かりやすい表現で書かれている
ため。

数学 文部科学省 数学★★★★

・生活単元学習での買い物学習や、他教科での
学習場面で数学的知識（計算、量の測定など）が
活用できるように、基本的な知識の定着を効果的
に図るため。
・日常生活で使用するものが図表や写真、絵等
が適切に扱われていて、興味・関心をひきやすい
ため。



数学 東洋館 くらしに役立つ数学

・社会生活に必要な数量や図形などの内容が取
り上げられているため。
・レシートや時刻表の読み方など具体的な内容が
扱われ、電卓の使い方が段階的に学習できるた
め。
・絵や図等が多く描かれており、問題の内容が
ハックしやすいため。

社会 金の星社
げんきをつくる食育えほん１

たべるのだいすき！

・食べ物を分かりやすく４食に分け、バランスの良
い食事の大切さが取り上げられているため。
・身近な食べ物のイラストが使われており、バラン
スのよい食事に関心がもてるため。
・食の入門期の学習として適切であるため。

社会 偕成社
子どものマナー図鑑（１）

ふだんの生活マナー

・日常生活上の基本的なマナーを具体的に紹介
しているため。
・1日の流れの中での身近なもののマナーや約束
が取り上げられているため。
・分かりやすい言葉が用いられ、ほとんどひらが
なで書かれている。漢字にはふりがながふられて
いるため。

社会 東洋館 くらしに役立つ理科

・身近な暮らしに活かしているよう、健康に暮らす
ことや会的で安全に暮らすことについて説明され
ているため。
・体の仕組みから始まり、段階的に身近な暮らし
や産業について学習できるようになっているた
め。
・写真やイラスト、図解が効果的に使われている
ため。

社会 ひかりのく
マナーやルールがどんどん

分かる！
みぢかなマーク新装改訂版

・マークが大きく強調されており、そのマークが使
われている場面が絵で示されているため。
・道路標識やトイレ、郵便局などの身近なマーク
が多く取り上げられているため。
・マークだけでなく、使われている場面が絵で描
かれているため。

社会 旺文社
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）

・人間関係の中でより良い気持ちの伝え方が学
べるようになっているため。
・子どもの生活体験と関連させやすい構成となっ
ているため。
・実生活に即したテーマごとに配列されていて、ど
のテーマからでも活用できるため。

社会 ナツメ社
子供の生きる力を育てる生活

の絵じてん

・衣食住の場面ごとに日頃の具体的な行動がイ
ラストや写真で示されているため。
日常の生活動作から系統立てて配列されてお
り、各発達段階で使用できる。コラムやクイズが
挿入されており、発展的学習に対応できるため。
・多くの写真、イラストがあり、分かりやすいため。

社会 偕成社
子どもの生活（３）

マナーをきちんとおぼえよ
う！

・自立に向け必要な生活習慣が取り上げられ、具
体的に説明されているため。
・手洗い、歯磨き、食事の仕方、友達とのコミュニ
ケーションなど日常生活を送る上で必要な内容で
あるため。
・イラストを多用し分かりやすく表現されているた
め。



職業/家庭 岩崎書店
かいかたそだてかたずかん４
やさいのうけかたそだてかた

・苗作りからプランター栽培、畑作り、植え付け、
手入れ、収穫まで絵と分かりやすい言葉で説明さ
れているため。
・一つ一つの野菜について栽培のコツが乗せら
れているため。
・畑の準備や植え付けなどの手順が分かりやすく
取り上げられ、活用しやすいため。

職業/家庭 偕成社
坂本廣子のひとりでクッキン

グ（１）
朝ごはんつくろう！

・調理手順が平易な文とイラストで分かりやすく説
明されているため。
・一人でも調理できるように、なじみのある朝の基
本的な献立が紹介されているため。
・調理手順は、平易で分かりやすい。漢字にはふ
りがながふられているため。

職業/家庭 偕成社
子どものマナー図鑑（３）
でかけるときのマナー

・地域や公共施設等での基本的なマナーについ
てわかりやすく紹介されているため。
・校外での学習を行う際に関連付けて取り扱うこ
とができる。家庭と連携して活用できるため。
・理解しやすいよう絵と文字による説明がされ、
配置も適切であるため。

職業/家庭 小学館
２１世紀幼稚園百科１１

からだのふしぎ

・日常生活で疑問に思う内容が興味深く取り上げ
られているため。
・体の部位の名称や体内の仕組みと働きを知り、
最後に健康について学習できるようになっている
ため。

職業/家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング

・調理の手順が一つ一つ写真またはイラストで分
かりやすく説明されているため。
・調理器具の写真や調理に関する用語の説明が
巻末に取り上げられ、活用しやすいため。
料理に応じた食材の切り方などのイラストがあ
り、分かりやすい。できあがりの料理の写真が鮮
明であるため。

職業/家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭

・自立した生活を送るために必要な基本的な知識
や技能が取り上げられているため。
・身の回りや生活に必要ことが分かりやすくイラ
ストで説明されているため。
・社会に出る前に身に付けたい生活の知識・技能
について、段階的に構成されているため。

職業/家庭 開隆堂出版
職業・家庭たのしい職業科

わたしの夢につながる

・職業にもつながる調理や製作、園芸が取り上げ
られているため。
・働くことの大切さから自分の将来像まで系統的
に学べるように編集されているため。
・カラー写真や絵が分かりやすく配置されている
ため。

外国語 あかね書房
あかね書房の学習えほん

ことばのえほんABC

・身近な英単語を親しみやすい絵とともに載せて
いるため。
・イラストが分かりやすく、英語に興味、関心を引
くよう工夫されているため。
・それぞれの英語の発音がカタカナで、より実際
の発音に近い表記がされている。強く発音すると
ころは太字表記されていて分かりやすいため。

外国語 あかね書房
あかね書房の学習えほん

えいごえほんぞうさんのピク
ニック

・簡単な英会話と英単語、日本語訳が、一場面の
中でわかりやすく紹介されているため。
・取り上げられている場面が身近で、英会話に親
しみやすいため。
・親しみやすい絵が描かれているため。



外国語 岩崎書店
五味太郎の言葉と数の絵本

絵本ABC

・アルファベットが意識しやすいように、大きく書
かれていて見やすいため。
・英語の身近な単語や略語にも興味、関心がもて
るようになっているため。
・イラストは大きくはっきりと描かれており、見やす
いため。

外国語 成美堂出版
CDつき楽しく歌える英語のう

た

・日常、耳にする親しみやすい曲が取り上げられ
ているため。
・CDを機器ながら、楽しんで英語を学べるように
なっているため。
・日本語訳には、ふりがながついていて分かりや
すいため。

外国語 戸田デザイ 和英えほん

・絵本の和英辞典になっていて、身近なもの８０
種類の名詞を取り上げているため。
・イラストと日本語、英単語の対応がつけやすい
ため。
・身近な動物や植物、生活用具、体の部位など８
０の名詞が英訳されていて、分かりやすいため。


