県立神戸聴覚特別支援学校の教科用図書（一般図書）令和２年度採択理由書
No

1

発行者コード

発行者名

06-1 偕成社

図書名

図書コード

A04

ことばをおぼえる本

かず・かたち・いろあいうえお

＜小学部＞

採 択 理 由
楽しく遊びながら、数や形、色の言葉を身に付けることができる。

印

クイズ形式になっているので、やりとりをしながら学習することができる。
イラストが児童の興味を引くもので、「次は何の動物だろう」とわくわくしながら読みすすめることができる。

2

06-1 偕成社

L01 日本の絵本

１００かいだてのいえ

3

08-1 くもん出版 B01 生活図鑑カード

4

08-1 くもん出版 B02 生活図鑑カード くだものやさいカード１集 果物や野菜の名前を覚えたり読んだりしていく中で、文字や言葉への関心を高められる。

5

08-1 くもん出版 B07 生活図鑑カード

１から１００までの順序数に慣れ親しむことができる。
身近な食べ物が実物そっくりに描かれているのでわかりやすい。

たべものカード

カード式になっているので、必要に応じていろいろな使い方ができる。
身近な果物や野菜が一枚ずつのカードに本物そっくりに描かれていて、わかりやすい。

身近な道具が本物そっくりに描かれていて、わかりやすい。
生活道具カード

道具の名前を読むことで文字に親しみ、言葉への関心を高めることができる。
カードの裏面に、その文字から始まる身近な物のイラストが描かれており、文字と言葉を対応させながら楽しく学習することができる。

6

08-1 くもん出版 D01 ひらがなカード

カード式なので、提示したり選んだりなど、いろいろな使い方ができる。

7

08-1 くもん出版 D02 とけいカード

裏面に時刻の読み方（漢字・ひらがな）とデジタル表示が書かれており、読み方とアナログ・デジタルを対応させながら学習ができる。

赤と青で色分けされた短針と長針の組み合わせでわかりやすく、基本的な時刻の読み方をくり返し学習できる。

8

16-4 太朗次郎社 A02

9

20-5 同成社

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２あわせ漢字あそ
び

「へん」と「つくり」、「かんむり」と「あし」をあわせてできる漢字の仕組みを遊びながら楽しく学べる。
絵をふんだんに取り入れ、漢字の仕組みがひと目でわかるように仕組まれている。
字が大きく見やすい。

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５

C05 （３けたの数の計算、かけ算、わり算）

絵や図で説明がしてあり、視覚的に分かり易いので、３けたの数の計算や九九、わり算の導入学習に適している。
単位の換算を学習できる。
身近な数学の内容となっており、生活にすぐに活かすことのできる内容となっている。

10 22-3 日本教育研 A02

ひとりだちするための算数・数学

計算の能力よりも、生活で活用ができる考え方を学ぶことができる。
写真やイラストが多く掲載されており、本と実物を見比べながら学習を進めることができる。

ふしぎをためすかがく図鑑
11 28-8 フレーベル D03
かがくあそび

身の回りにあるものを使った実験が多く取り上げられているため、理科を身近な物と考え興味関心を深めることができる。

子どもの生活に密着したテーマをとりあげ、家庭・学校・公共の場所など日常生活の場面ごとに解説を加えてある。
12 11-4 三省堂

538 こどもマナーとけいご絵じてん

楽しいイラストによる図解と、ふりがなつきの丁寧な説明で、楽しく学べる。
最新の敬語解説がついている。
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採

択

理

由

＜中学部＞
印

印

書体もフォントの大きさも大変見やすい。
1

02-1 岩崎書店

E02 五味太郎のことばとかずの絵本 絵本ＡＢＣ 英単語の読み方がカタカナで表記されており、視覚的に発音を理解することができる。
日常生活で必要なことや身近なことが題材として取り上げられており、実体験と結びつけて学習が進められる。
４７語のつなぎの言葉（助詞）と、それに合ったイラストが描かれており、言葉の続き方や意味がわかりやすい。

2

06-1 偕成社

O05 五味太郎・言葉図鑑５ つなぎのことば ページの中の話題で助詞の使い方が、三例ずつ具体的に整理されている。
文字に大きな丸ゴシック体が使用されており、読みやすい。
１年間、四季折々の行事や、その季節にしか見られない自然を、イラストや写真を用いて鮮やかに紹介されているた

3

28-8 フレーベル G12

フレーベル館の図鑑ナチュラ
はるなつあきふゆ

め、意欲的に学習に取り組めることが期待できる。
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1

発行者コード

発行者名

図書名

図書コード

01-1 あかね書房 I06

あかね書房の学習えほん えいごえほん

＜高等部＞

採 択 理 由
発音がカタカナ文字で書き表されており、簡単に発音することができる。
ぞうさんのピクニック

印

印

絵に表情があり、楽しく学習に取り組める。
初歩的な英会話が取り上げられており、学習に取り組みやすい。
書体もフォントの大きさも大変見やすい。

2

02-1 岩崎書店

E02 五味太郎のことばとかずの絵本 絵本ＡＢＣ 英単語の読み方がカタカナで表記されており、視覚的に発音を理解することができる。
日常生活で必要なことや身近なことが題材として取り上げられており、実体験と結びつけて学習が進められる。
日常生活とのかかわりが深い身近なおやつの作り方が平易な文章で丁寧に説明されている。

3

07-2 金の星社

F06 ひとりでできるもん！６ だいすきおやつ作り イラストや写真が多用されており理解しやすく、特に実習するときに活用しやすい。

4

11-4 三省堂

538 こどもマナーとけいご絵じてん

子どもの生活に密着したテーマをとりあげ、家庭・学校・公共の場所など日常生活の場面ごとに解説を加えてある。
楽しいイラストによる図解と、ふりがなつきの丁寧な説明で、楽しく学べる。
最新の敬語解説がついている。
料理作りの手順や材料がイラストで大きく分かりやすくかかれているため実習するときに活用しやすい。
5

12-7

6

20-4 戸田デザイン 001 和英えほん

女子栄養大学出版部

001 新・こどもクッキング

また、料理用語や料理に使う道具も説明が分かりやすく書かれている。
文字、絵、色づかいとも鮮明でわかりやすい。
和英辞典の形式で、身近なことばが取り上げられている。
一つ一つのことばに絵があり、日本語と英語を結びつけやすい。
見やすい文字の大きさと学習の進めやすいやり方と手本が示されている。

7

20-7 東洋館出版社 002 くらしに役立つ国語

自己紹介や電話のかけ方等を通して表現力を養う内容や、履歴書等の書き方の掲載もあり、生活に対応できる内容となっている。

社会生活を送るための国語力を身につけることができる。
学習する分野ごとに分かれており、学習の際に視覚的に見通しがもちやすい。
8

20-7 東洋館出版社 004 くらしに役立つ理科

また、生活に活かせる理科の知識が学べる内容である。
生活習慣の基礎、マナー、気持ちよく暮らすためのヒント、伝えていきたい年中行事とその由来などを、

9

21-2

ナツメ社

001 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん イラストとともにわかりやすく説明されている。
書き込み式で使いやすい。

10 22-3 日本教育研 A01 ひとりだちするための国語

生活していくうえで必要な国語を学ぶことができる。
基礎項目と応用力を身につける項目の２段構成により、コミュニケーション能力の定着をはかることができる。
イラストが多く描かれており、文字での説明は比較的少ない。視覚優位の生徒にとっては、図鑑のように実物と見比べて使うことができる。

11 28-1 福音館

G01 福音館の科学シリーズ

昆虫

色鮮やかに描かれており、季節ごとや種類ごとに分かれているため、フィールドワークにおいて調べやすい構成となっている。

ラストが多く取り入れられており、１つ１つがとても細かく、地球上の因果関係をより多く伝えることができる教材である。
12 28-1 福音館

G03 福音館の科学シリーズ

13 28-7 福村出版

A06 シリーズ生活を学ぶ６ わたしたちのからだ 学習に苦手意識のある生徒にとっても取り組みやすくなっている。

地球

視覚優位の生徒が興味を持つことができる教材である。
写真や図ではなく、挿絵が用いられており、絵本を読む感覚で学習に取り組むことができる。

生活に必要な知識・感覚を身につけることができる。
14 20-5 同成社

ゆっくり学ぶ子のための
(9784886213174)

国語５

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。
初歩的な英単語も学習することができる。
「絵を見て文章にする」練習や「文章を読んで絵に描く」練習がメインになっているこの本は、聴覚障害の生徒にとって分かりやすい。

15

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

国語が得意科目になる「お絵かき」トレーニング
（9784799320167）

16

実教出版

コミュニケーション・スキル
(9784407315721)

17

18

19

20

21

22

23

24

25

日本情報
処理検定
協会
日本情報
処理検定
協会
日本情報
処理検定
協会
日本情報
処理検定
協会
日本情報
処理検定
協会
日本情報
処理検定
協会
日本情報
処理検定
協会
日本情報
処理検定
協会
日本情報
処理検定
協会

日本語ワープロ検定試験
模擬問題集３・４級編
日本語ワープロ検定試験
模擬問題集２・準２級編
日本語ワープロ検定試験
模擬問題集１・準１級編
日本語ワープロ検定試験
模擬問題集初段編
プレゼンテーション作成検定
試験 模擬問題集３・４級編
プレゼンテーション作成検定
試験 模擬問題集１・２級編
ホームページ作成検定試験
模擬問題集３・４級編
ホームページ作成検定試験
模擬問題集１・２級編
文書デザイン検定試験
模擬問題集３・４級編

大変興味が持てる内容が豊富に織り込まれている。
ひと目でわかるイラストが入っていて分かりやすい。
ビジネスマナー、コミュニケーション能力などを育成することができる。
実習を行う際に、よく利用される機能や、よく利用される単語などが細かい解説とともに配置されており、本校の生徒の実態に合った内容となっている。

社会一般で利用さるような定型書式の課題が多く用意されており卒業後にも役立つ内容となっている。
実習を行う際に、よく利用される機能や、よく利用される単語などが細かい解説とともに配置されており、本校の生徒の実態に合った内容となっている。

社会一般で利用さるような定型書式の課題が多く用意されており卒業後にも役立つ内容となっている。
実習を行う際に、よく利用される機能や、よく利用される単語などが細かい解説とともに配置されており、本校の生徒の実態に合った内容となっている。

社会一般で利用さるような定型書式の課題が多く用意されており卒業後にも役立つ内容となっている。
実習を行う際に、よく利用される機能や、よく利用される単語などが細かい解説とともに配置されており、本校の生徒の実態に合った内容となっている。

社会一般で利用さるような定型書式の課題が多く用意されており卒業後にも役立つ内容となっている。
実習を行う際に、よく利用される機能や、よく利用される単語などが細かい解説とともに配置されており、本校の生徒の実態に合った内容となっている。

社会一般で利用できるようなプレゼンソフトの構成が網羅されており卒業後にも役立つ内容となっている。
実習を行う際に、よく利用される機能や、よく利用される単語などが細かい解説とともに配置されており、本校の生徒の実態に合った内容となっている。

社会一般で利用できるようなプレゼンソフトの構成が網羅されており卒業後にも役立つ内容となっている。
実習を行う際に、よく利用される機能や、よく利用される単語などが細かい解説とともに配置されており、本校の生徒の実態に合った内容となっている。

ウェブページを作成する際に、よく利用されるようなレイアウトやページ構成が問題や解説にのっており卒業後も役立つ内容となっている。
実習を行う際に、よく利用される機能や、よく利用される単語などが細かい解説とともに配置されており、本校の生徒の実態に合った内容となっている。

ウェブページを作成する際に、よく利用されるようなレイアウトやページ構成が問題や解説にのっており卒業後も役立つ内容となっている。
実習を行う際に、よく利用される機能や、よく利用される単語などが細かい解説とともに配置されており、本校の生徒の実態に合った内容となっている。

ソフトウェア活用能力を体得することに加え、自ら考える力と、表現する能力を総合的な創造力の発揮の場として活用することができる。

