
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４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次の表のとおりです。 

 



中学部

教科 発行者 図書名 理由

国語 あかね書房
もじのえほん
あいうえお

・語頭に五十音の各音がついた分が集められて
いつあ。言葉遊びをとおして、文字に興味がもて
るよう工夫されているため。
・しっかりとした大きい文字である。五十音の段ご
とに文字の地の色が色分けされているため。

国語 偕成社
五味太郎・言葉図鑑（６）

くらしのことば

・あいさつをはじめ生活の中での話し言葉が集め
られており、日常生活の様々な場面で用いる言
葉が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、貢ごとに変化があ
り、様々な場面が描かれ、言葉の使い方がわか
るようになっているため。

国語 太郎次郎社
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

・漢字の成り立ちから、書き順、つくり、意味など
を段階を追って学習できる内容であるため。
・漢字の成り立ちから、漢字の知識が身に付くよ
う系統的に配列されているため。
・漢字の画の色分けができるように、構成されて
いる。

国語 戸田デザイン あいうえおえほん

・平仮名五十音が一文字ずつ絵とともに示され、
分かりやすい。
・イラストとそれに対応する絵が見開きで学べ、次
の展開が想像しやすい構成となっている。
・はっきりとした色彩で見やすい。

国語 戸田デザイン よみかた絵本

・リズミカルな文章で、耳で聞いていても興味を引
くよう工夫されているため。
・五十音順に配列され、見通しをもって学習する
ことができるため。
・はっきりとした豊かな色彩で見やすいため。

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・文・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 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４

・生活にある身近な事柄の教材文を取り入れ、学
校生活とあわせて年間をとおして利用できるた
め。
・読む力や書く力、話す力を段階的に身につけて
いけるよう系統的に扱われているため。
・内容の理解を助けるような挿絵があり、効果的
であるため。

国語 東洋館 くらしに役立つ国語

・自立した社会生活に必要な自己紹介から会話
力までの内容が取り上げられており、内容が豊
富で適切な量であるため。
・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。

国語 福音館
ぐりとぐらの絵本

ぐりとぐらの１ねんかん

・リズミカルな文章で書かれており、読み聞かせ
にも適している。季節に関する内容が書かれてい
るため。
・文字は見やすく、漢字には振り仮名が振られて
いるため。
・場面の様子がよくわかり、色彩も豊かである。

国語 くもん出版 書き方カード「ひらがな」

・筆順が明確に示されており、意欲的に学習でき
るよう工夫されているため。
・カード形式なので、生徒の実態に応じて、配列
や提示の仕方などの工夫ができるため。
・一文字が大きく、筆順毎に色分けされているた
め。

国語 ひさかた
スキンシップ絵本
かたかなアイエウオ

・絵と文字のバランスが適切でわかりやすいた
め。
・五十音順で、平仮名も併記され、分かりやすい
ため。
・絵と文字が対で見開きにかかれていて、わかり
やすいため。

数学 岩崎書店
五味太郎のことばとかずの絵本

すうじの絵本

・見開きに一つか二つの内容がまとめられている
ため。
場面に応じた数字の使い方が学習できるため。
・絵は見やすく，それぞれの数字が、読みやすい
ようにはっきりと描かれているため。

数学 偕成社
エリック・カールのかずのえほん

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。
・１から１０までの順序数と集合数が、順序立てて
配列されているため。
・動物の表情がユーモラスで、色彩が豊かである
ため。

数学 くもん出版 とけいカード

・カード形式で、時計の文字盤とデジタル表示が
描かれており、時計の読み方が学習できるため。
・カード形式なので、興味・関心に応じて配列を工
夫することができるため。
・紙質が良く、四隅は丸くしてあるので安全であ
る。



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おり、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。
・時計、おかね、カレンダーが大きく分かりやす
く、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 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、生
徒の数への興味を引き出しやすくなっているた
め。
・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。

数学 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て、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
なっているため。
・絵がわかりやすく、数えたりブロックを置いたり
する学習に適しているため。

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
ており、イラストを見ながら楽しくゲーム感覚で学
べるため。

数学 同成社

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
足し算）

・絵と絵、絵とタイルを対応させながら、１対１対
応、１～５までの数、５までの足し算の学習が段
階を追ってできるようになっているため。
・細かなステップで系統的に組織、配列されてお
り、理解度に応じて選択し繰り返し学習すること
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」５

（３けたの数の計算、かけ算、わり
算）

・位取り表を活用し、３桁同士の加減算、筆算を
中心にお金の計算、かけ算、わり算の入門や単
位の換算、図形など様々な学習を取り上げてい
るため。
・生活に身近な事柄を文章題にして取り上げてお
り、１貢及び見開きで１つの内容を扱っているた
め。

数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学

・「基礎」４項目、「生活シーン」３項目ずつにまと
められ、実生活に関連したテーマで扱っているた
め。
・絵や図等が多く描かれており、問題の内容が把
握しやすいため。

数学 ひかりのくに 認識絵本５　いくつかな

・大小、高低、長短等の比較概念や１から１０まで
の数概念、数の合成、分解、時計、お金等、算数
の基礎的な学習ができるため。
・平易で簡潔な分を用いていて分かりやすく、学
習内容と対応した絵が描かれており、課題の理
解を促すよう工夫されているため。



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。
・色刷りされている貢があり、見やすい工夫がさ
れているため。

社会 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

・取り上げられている場面が日常生活の中でよく
経験しているもので、親しみやすいため。
・買い物に出かけた時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。

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より気持ちの伝え方が学べ
るようになっているため。
・漫画・イラストで表現され、吹き出しによって分
かりやすい表現であるため、興味・関心を持ちや
すいため。

社会 金の星社
ひとりでできるもん！４

うれしいごはん、パン、めん料理

・普段、食べ慣れている料理が取り上げられてい
るため。
・作り方がイラストで分かりやすく描かれているた
め。
・完成品の写真が大きく載せられているため。

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！

・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最適であるため。
・単純なイラストで表現されているため。

社会 くもん出版
生活図鑑カード

くだものやさいカード１集

・身近な果物や野菜が取り上げられているため。
・カード形式なので、生徒の実態に応じて、配列
や提示の仕方などの工夫ができるため。
・実物に近い絵が描かれており、分かりやすいた
め。

社会 コクヨ かおノート

・付属のシールを使い、自由な発想で顔の表情
が作成でき、貢ごとに１つの顔が作れるなど情報
が整理され、分かりやすい展開となっているた
め。
・ユーモラスな絵でわかりやすく描かれており、顔
の部位を覚えたり、表情をまねたり、発達段階に
応じて活用できるため。

社会 合同出版
子どもとマスターする４５の操体法

改訂新版イラスト版
からだの使い方とととのえ方

・動作ごとにイラストや記号を使って分かりやすく
表現されているため。
・見開きで記載され、難しい文章表現には、理解
の手助けとなるイラストが併記されているため。



社会 小学館
ドラえもんちずずかん１

にっぽんちず

・見開きで一つの地方やテーマについて説明され
ていているため。
・ドラえもんと一緒に日本を旅する設定になってい
るため。
・絵が親しみやすく、クイズもあり、楽しみながら
学習できるため。

社会 鈴木出版
知育えほん

マークのずかん

・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。
・日常生活の中で見落としがちなマークも紹介さ
れ、興味・関心を持ちやすいため。

社会 ひかりのくに
マナーやルールがどんどんわか

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。
・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。
・見たり、調べたりしたいマークを索引からすぐに
探すことができる。

社会 偕成社
子どものマナー図鑑（１）
ふだんの生活のマナー

・表現豊かなイラストから、楽しみながらマナーを
考えやすいため。
生活場面ごとに正しいマナーや誤った事例が描
かれており、理解しやすいため。
イラストが具体的で内容がわかりやすいため。

職業/家庭 岩崎書店
絵本図鑑シリーズ８
やさいのずかん

・身近な野菜が豊富に取り上げられ親しみやす
く、季節ごとに栽培される野菜の発芽から収穫ま
での様子がわかりやすく描かれているため。
・柔らかな色彩の絵であり、実物に近く、野菜の
成長の様子が丁寧に描かれ、実物と比較しやす
いため。

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 学研
あそびのおうさまずかん１２
リサイクルこうさく増補改訂

・できあがった作品を使って楽しく遊ぶことができ
るため。
・道具の使い方、簡単な玩具から凝った玩具の作
り方など、幅広く取り上げているため。
・イラストと写真が多く、材料や作り方、遊び方が
わかりやすいため。

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。



職業/家庭 教育画劇
つくってたべよう！お料理マジック

２

・家庭でもできる調理を栄養素の説明を加えて取
り上げていて、簡単な調理の手順が、イラストや
写真で分かりやすく説明されているため。
・調理手順が簡潔な文とイラストで説明されてお
り、調理の仕方と食材の特徴を合わせて学べる
ようになっているため。

職業/家庭 小学館
２１世紀幼稚園百科１１

からだのふしぎ

・各ページの興味を引くタイトルに基づき、体の仕
組みや機能がわかりやすく説明されているため。
・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。
・絵や写真が色彩豊かで分かりやすいため。

職業/家庭 小学館
あーとぶっく

ひらめき美術館第１館

・名画や小学生の作品が紹介されており、自分で
絵やコメントを書き込むページがあるため。
・どのページから見ても楽しめる構成のため。
・世界の名画を、鮮明な写真で取り上げており、
見て楽しめるため。

職業/家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング

・料理の手順を写真やイラストを用いて分かりや
すく説明しているため。
・食材やメニュー別にまとめられており、家庭でも
活用できる内容であるため。
・完成した料理の写真が鮮明であるため。

職業/家庭 東洋館 くらしに役立つ社会

・各教科や生活単元学習、産業現場等における
実習においても活用できるため。
・社会のきまりから始まり、身近な暮らしや経済に
ついて、段階的に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。

職業/家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭

・身の回りの生活に必要なことが、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。
・家庭生活の中で自分ができることから、社会自
立に必要な知識までが、系統的に配列されてい
るため。

職業/家庭 ブロンズ新 しごとば

・九つの職種について、見開きで仕事場、道具、
内容を絵と文字で示されているため。
・人や道具のイラストから仕事内容への興味・関
心が広がる内容であるため。
・絵が多く理解しやすいため。

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 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がっこうに
いく

・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 くもん出版
ＣＤ付き英語カード

あいさつと話しことば編

・身近な会話表現が取り上げられているため。
・表現豊かなＣＤを聞くことで、英会話を楽しむ意
欲につながるため。
・ＣＤを活用することで実際の発音を聞きながら学
習することができるため。

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を聞きながら、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 戸田デザイン 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。

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。


