
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。 

 



小学部

教科 発行者 図書名 理由

国語 あかね書房
もじのえほん

かたかなアイウエオ

・身近なものの絵と言葉遊びの文が同時に楽しめ
るため。
・五十音順にカタカナ各行がしめられており、思え
安いように配列されているため。
・見やすい色彩であり、愉快な絵で楽しめるように
描かれている。

国語 偕成社
五味太郎・言葉図鑑（１０）

なまえのことば

・日常生活でよく目にするものの名前が数多く取
り上げられているため。
・絵を楽しむ段階から言葉の使い方を学ぶ段階ま
で実態に応じて活用できる。
・目をひくような色彩であるため。

国語 偕成社
エリック・カールの絵本
はらぺこあおむし

・読み聞かせや劇遊び、理科や算数、生活科の
学習にも活用できるため。
・言葉が精選され、簡潔な文章で表されていて、
読みやすいため。
・色彩が豊かで親しみやすいため。

国語 偕成社
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

・日常生活で目にする赤や青、黄などの色や動物
を取り上げているため。
・絵と文字のバランスや文の長さも適切であるた
め。
・絵が大きく、ぬり絵としても使いやすいため。

国語 偕成社
エリック・カールの絵本
月ようびはなにたべる？
－アメリカのわらべうた－

・曜日と身近な食べ物が取り上げられているた
め。
・繰り返しの言葉を効果的に使って構成されてお
り、歌いながら読めるよう工夫されているため。
・養護は平易で読みやすく、同じ言葉のリズムで
繰り返し表現されているため。

国語 偕成社
木村裕一・しかけ絵本（１）
みんなみんなみーつけた

・「かくれんぼ」という身近な遊びが取り上げられ
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。
・簡潔な文章で表され、展開が分かりやすいた
め。

国語 くもん出版 ひらがなカード

・カード形式で、表には物の絵と文字がかかれ、
裏にはひらがな一文字が大きく書かれているた
め。
・児童生徒の実態に応じ、物の名称を覚えること
や、カードの絵と具体物のマッチングにも活用で
きるため。

国語 こぐま出版
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

・しろくまちゃんが、ホットケーキを作るという平易
で分かりやすい内容であるため。
・読み聞かせや生活課の学習等にも活用できる
ため。
・ユーモラスな絵で分かりやすく描かれているた
め。

国語 小峰書店
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

・くまたんの活動が絵と適切な二語文で表現され
ているため。
・日常生活で多く経験する内容を取り上げている
ため。
・文が五十音順に配列されており、読みやすいた
め。



国語 ジュラ
かいてけしてまたかける

あいうえお

・付属のペンで直接書いたり消したりしながら五
十音が学べるように工夫されているため。
・線を書く練習から始まり、文字をなぞる、文字を
書き入れるという段階で読み書きができるように
なっているため。

国語 評論社
しかけ絵本の本棚
コロちゃんはどこ？

・身近な生活場面にある物や場所が取り上げら
れているため。
・言葉が精選され、簡潔な文章で表されていて、
分かりやすいため。
・絵が大きく分かりやすく描かれた、しかけ絵本で
あるため。

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

・絵本と音の出るICボードで、ひらがなや単語の
学習ができるため。
・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。

算数 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。
・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。
・明るい色調で、動物たちや数字が分かりやすく
描かれているため。

算数 あかね書房
単行本　さわってあそぼうふわ

ふわあひる

・見たり触れたりすることを通して、身近な色や形
に親しむことができるため。
・見開きごとに、7種類の感触、色、形と数が圧駆
られており、適切な分量であるため。
・白地の中に形がはっきりと描かれているため。

算数 偕成社
エリック・カールかずの本
１，２，３どうぶつえんへ

・列車に乗る動物が1から順に増え、10までの数
を数えられるようになっているため。
・見開きごとに一つの数を扱うことで、分かりやす
く順序立てて学習できるため。
・動物の表情がユーモラスで、色彩が豊かである
ため。

算数 金の星社
あかちゃんとおかあさんの絵本
ハティちゃんのまる・さんかく・し

かく

・「○△□」の形を使って同ずつや物を表現した絵
本で、「まる」「さんかく」「しかく」の名称が学習で
きるため。
・色々な大きさや種類の「○△□」が扱われてい
るため。
・色彩が鮮明で、形の枠取りもはっきりしているた
め。

算数 小峰書店
くまたんのはじめてシリーズ
おいしいおいしい　1・２・３

・カレー、目玉焼き、スパゲッティー等の身近な食
べ物が取り上げられていることに加えて、動物も
登場するので、興味・関心をもって取り組みやす
いため。
・食べ物の絵と数字に、数を指で示した手の絵が
描かれており、児童の実態に応じて活用できるた
め。

算数 小学館
21世紀幼稚園百科６
かずあそび１・２・３

・食べ物や身近な生活用品が写真で取り上げら
れていることに加えて、写真が豊富なことで、児
童の数への興味を引き出しやすくなっているた
め。
・おはじきを使った学習も可能で、１０までの数と
数字の対応や、数の大小・順序などの数概念が
段階的に学習できるため。



算数 童心社
かずのほん２
０から１０まで

・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
る活動に発展できるため。
・大きな絵や数字、はっきりと描かれたタイルによ
り内容を理解しやすいため。

算数
戸田デザ
イン

６つの色

・算数の入り口として、色や形を見分けたり、分類
したりする学習ができるため。
・文字とデザイン化された絵がシンプルでかつ、
はっきりとした配色で描かれていて、児童が興
味・関心をもって学習に取り組みやすくなっている
ため。

算数
戸田デザ
イン

１から１００までのえほん

・身近な生活場面を取り上げ、動物と数を関連付
けて描いているため。
・描かれた絵を数えることや５や１０のかたまりを
学習することなど、実態に応じて活用できる構成
となっているため。

算数 ポプラ
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

・時計に興味を持ち、時刻の学習が段階的に学
べるよう工夫されているため。
・上に見本、下に操作域という構成になっていて、
学習が進めやすくなっているため。
・注目させたい数字や時計の針に、赤や青のはっ
きりした色が使われているため。

生活
あかね書
房

かばくん・くらしのえほん２
かばくんのおかいもの

・パン屋やおもちゃ屋など店ごとに扱っている物
が取り出して描かれ、理解しやすいため。
・買い物に出かけたときの様子が自然な流れで
表現されているため。
・気持ちや日常的な行動が分かりやすく描かれて
いるため。

生活 学研
はっけんずかん
のりもの改訂版

・イラストと写真が多く、乗り物の特徴がつかみや
すく、数多くの乗り物が、児童の目を引くように
テーマ毎に分類・配列されているため。
・乗り物の名前や特徴について、絵の中の扉を開
くとわかる仕掛けになっていて、児童の興味・関
心がもちやすいため。

生活 学研
あそびのおうさまBOOK
はじめてぬるほん

・絵本に、自由に模様や色づけをして、絵を完成
することができ、描画導入期には適切な量である
ため。
・色を塗ったり、、絵を描いたりして、自分だけの
絵本を完成させることができ、発達の段階に応じ
て想像を広げながら絵を描くことができるため。

生活 学研
あそびのおうさまBOOK
はじめてきるほん

・貼って遊ぶ頁に切り取った紙を貼り付け、色塗り
をしながら、自分だけの絵本を完成させることが
でき、楽しんではさみの使い方を覚えることがで
きるため。
・紙質がよく、適度な厚さがあり、切ったり破いた
りしやすく、切る・破る・貼る・塗る活動で、見通し
をもって取り組みやすいため。

生活 学研 ほんとのおおきさ動物園

・動物園や映像、本等で見知り、親しみのある動
物を取り上げており、体験に基づく学習ができる
ため。
・見開きで実物大の写真が示されていて、動物の
やわらかい表情、実物大での質感が伝わってき
やすく、動物のイメージや特徴がわかりやすく工
夫されているため。



生活 くもん出版
生活図鑑カード

くだものやさいカード1集

・カード形式で表には果物や野菜のイラストが、
裏には大きな文字で名前が書かれてあり､説明も
添えられていて､わかりやすいものとなっているた
め。
・生活の中で身近な果物や野菜が扱われてい
て、その名称や特性がとらえやすいため、様々な
学習場面で幅広く活用できるため。

生活 鈴木出版
知育えほん
マークのずかん

・マークが一つずつ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。
・身近な道路標識や環境マークが多く取り上げら
れているため。
・マークの名称がひらがなやカタカナだけでなく漢
字でも書かれているため。

生活 チャイルド ぬったりかいたりらくがきBOOK

・顔の表情や空の様子、お店の品物を描くなど、
日常生活と関連させながら楽しく取り組めるた
め。
・グレーの線で絵が描かれて、どこからでも始め
られるようになっていて、描いたものが、自分なり
の絵本になるため、様々な場面を想像できるよう
な工夫がされているため。

生活 永岡書店
お手本のうた付き！
どうよううたのえほん２

・操作が簡単で、切り替えスイッチと絵のボタン操
作で、聴きたい曲をすぐに選択できるようになって
いて、児童が親しみやすいものとなっているた
め。
・カラオケ機能が付いているので、聴くだけでな
く、自分でも歌いたいという気持ちがわいてきて、
楽しめる工夫がされているため。

生活 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。
・白色の背景にマークが明確に表示され、見やす
いため。

生活 ポプラ
あそびのひろば４
はりえあそび

・貼り絵の作り方や完成品が、見て分かるように
工夫されているため。
・身の回りにある材料を利用して、簡単にはリエ
を作る方法が紹介されているため。
・作り方が、写真やイラストを用いて分かりやすく
説明されているため。

生活 ポプラ
うたってかいてけせるえほん１

音のでるえかきうた

・直線や曲線を使って簡単に描ける絵から複雑な
絵までが取り上げられているため。
・一つの題材が見開き貢で提示されている。説明
の語句も端的で分かりやすいため。
・描く絵と同じような絵が描かれていて分かりやす
いため。

生活 ポプラ
おととあそぼうシリーズ３１
おてほんのうたがながれる
てあそびうたえほん

・個人でできるものから複数で遊ぶ歌まで取り上
げられており、実態に応じて活用できるため。
・広く知られている曲が多く取り上げられているの
で親しみやすいため。
・歌詞とその歌のイラストが描かれていて、曲のイ
メージがつかみやすいため。

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。
・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。



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。

家庭 ひかりのく
新装版KIDS２１１２
たべものひゃっか

・食材の写真が大きく鮮明であり、絵もリアルに描
かれていて、興味をひくよう紹介されているため。
・身近な食べ物や食材にまつわる様々な情報が
取り上げられていて、日常生活に活用できる内容
であるため。
・写真は大きく鮮明であり、絵もリアルに描かれて
いるため。


