
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。 

 



小学部

教科 発行者 図書名 理由

国語 偕成社
五味太郎・言葉図鑑
うごきのことば

・言葉と絵を照らし合わせながら、言葉の意味を
深める学習としても活用できるため。
・生活場面の広がりに伴い、それに合った動詞が
配列されているため。
・動詞の特徴を分かりやすく表す、多様なイラスト
表現があるため。

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

できるかな？
－あたまからつまさきまで－

・ペンギン、キリン、ゴリラなど親しみやすい動物
が取り上げられているため。
・問いかけと返事で展開し、言葉が精選されてわ
かりやすいため。
・大きな絵でわかりやすく描かれているため。

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、児童の実態に応じて、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 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。
・絵はシンプルで親しみやすいため。

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 ひかりのくに
２０２シリーズ
たべもの２０２

・身近な食べ物が取り上げられているため。
・クイズコーナーが設けられ、興味・関心が広がる
ように工夫されているため。
・内容によって、写真と絵で使い分けて表現して
ありわかりやすいため。

国語 リーブル
あっちゃんあがつくたべものの

あいうえお

・絵や文字を楽しみ、学習をするには適切な量で
あるため。
・見開きで、文章と絵が対になっていて、どの頁
からでも読んだり歌ったりして楽しめるため。
・愉快な絵で学習を楽しめるように描かれている
ため。



国語 評論社
しかけ絵本の本棚
コロちゃんはどこ？

・左の文字を読み、右のしかけの部分を開いた
り、めくったりして、コロちゃん探しを楽しみなが
ら、読み進めることができるため。
・絵が大きく分かりやすく描かれた、仕掛け絵本
のため。

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
す数字及びその書き順と読み方が学習できる。１
１から２０までの数も扱われているため。
・どの数字についても、同じ構成でページが進め
られているため。
・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 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。

算数 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。

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

・「○△□」の形を使って動物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。
・いろいろな大きさや種類の「○△□」が扱われて
いるため。
・輪郭は太く黒い実線となっていて、形をとらえや
すいため。

算数 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。

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。
・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。
・目や耳、口などの数から身近にある物の数へと
広がっているため。
・分かりやすい問いかけが平仮名で書かれてい
るため。

算数 童心社
かずのほん３

０から１０までのたしざんひきざん

・加減法の意味や記号、０から１０までの加減法
が、絵やタイル、数式を使いながら学習できる。
・加減法適用の場面の理解、立式、タイル操作の
仕方が分かりやすい。
・白と黒を基調とし、学習のポイント部分に色を効
果的に使っている。

算数 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。
・平易で簡潔な文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。

算数 戸田デザイン ６つの色

・身近にある６色を使って花、木、木の実、水など
を表現しており親しみやすく、見開きで一つの場
面を表現しており、文字とデザイン化された絵が
シンプルで学習しやすいため。
・単純な形と色が変化したり組み合わさったりしな
がら、具体手物へと変わっていく構成となってお
り、分かりやすいため。

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

・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。

生活 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。

生活 学研
はっけんずかん
のりもの改訂版

・テーマごとに分類された絵や写真が載っており
わかりやすいため。
・乗り物の種類や名称、特徴が描かれている。
・写真が鮮明で分かりやすい。

生活 学研
ほんとのおおきさ

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 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。

生活 くもん出版
生活図鑑カード
たべものカード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、児童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。

生活 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。

生活 ひかりのくに
改訂新版体験を広げるこどもの

ずかん１
どうぶつえん

・動物園で見られる動物が数多く取り上げられて
おり、動物の特徴や暮らし方が、分かりやすく説
明されているため。
・動物園での食べ物や生育時の様子などが紹介
されており、興味、関心や実態に応じて活用で
き、実物に近い色彩なので見て楽しめるため。

家庭 ひかりのくに
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

・身近な野菜や果物や草花、樹木が、具体的に
取り上げられているため。
・春夏秋冬の花、木、果物、野菜、穀物やきのこ
などが項目ごとに配列されている。

家庭 岩崎書店
あそびの絵本
えかきあそび

・身近な果物や動物が取り上げられており、親し
みやすく、輪郭がはっきりしていて分かりやすい
ため。
・文字を読んでいくと、絵描き歌のようになってお
り、楽しみながら絵が描けるように工夫されてい
る。

家庭 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。

家庭 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。



家庭 ひかりのくに
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。

家庭 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、スイッチを押すだけで、一人でも
曲が聴けるようになっている。
・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。

家庭 のら書店 はじめてのこうさくあそび

・工作の手順がイラストと文で分かりやすく説明さ
れているため。
・簡単に作れて遊びに利用できるものが取り上げ
ているため。
・できあがった工作の遊び方がわかるように写真
で紹介されているため。

家庭 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、見てわかるように
工夫されているため。
・材料と作り方、完成品が写真でしめされている
ため。
・完成品のカラー写真が大きく載せられてるた
め。


