平成３０年度八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）
中学校
種目

国語

国語

国語

国語

国語

国語

書名

くらしに役立つ国語

五味太郎・言葉図鑑①うごきのことば

五味太郎・言葉図鑑③かざることば

五味太郎・言葉図鑑⑥くらしのことば

国語

話してみよう！

子どものマナー図鑑（４）おつきあいのマ
ナー

発行者名

東洋館出版

偕成社

偕成社

偕成社

1

内容

２－（１）
全体の構成や各項目の配列

２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

その他

自己紹介、手紙の書き方、メモの
取り方、電話やメールの利用とマ
ナー、電気料金の支払い方法等に
ついての調べ学習等、生活してい
くうえで必要な知識や技能、マ
ナーについての内容が具体的に扱
われている。

資料を含めて１６の単元で構成され
ている。単元ごとに具体的な事例等
が示され、挿絵や写真によりまとめ
られている。

難しい漢字にはふりがながふっ 紙質も適当である。大きさも手 社会に出るために必要な知識
てある。ひらがな・カタカナ・ ごろで扱いやすい。
を、生徒が体験的に学んでいく
漢字を織り交ぜ挿絵や図を使い
ことができる。
各事例をわかりやすく表現して
いる。

日常生活を１１の場面に分けて、
生活の中の動作や状況を表す言葉
を、絵とともに示している。
反対の言葉や似た言葉も取り上げ
ている。

見開きで２頁で１場面とし、その中
に様々な動作をしている絵が描かれ
ている。巻末には索引が絵とともに
記載されている。

親しみやすい楽しい表情の絵が
見開きいっぱいに描かれてお
り、絵が主体となっている。巻
末の索引はすべての言葉が記載
されている。

言葉の働きごとにまとめた「言葉
図鑑」シリーズの第３巻である。
「かざることば」（形容詞）２５
６語が、表情や動作表現を表した
絵で描かれ、形容詞の意味をイ
メージすることができる。語いが
豊富で絵を楽しみながら言葉のも
つおもしろさを味わえる図鑑であ
る。

１項目について、見開き２頁の構成
になっている。１つの単語に対し
て、１６個の四角の升（８cm×６．
５cm）が示され、その中に絵と形容
詞を用いた例文が書かれている。巻
末に「かざることば」(形容詞）の
索引がある。

文字は、１３ポイントで表記さ 表紙は厚く、耐久性があり、紙 たくさんの形容表現に触れ、そ
れている。文は二語文で全て平 質は丈夫で装丁もしっかりして の使い方、使い分けを学ぶこと
仮名が用いられ、全頁カラーで いる。
ができる。
ある。絵の下に例文が示される
形容詞の使用については、一部
パターンで統一されている。
補足の説明が必要であるが、初
歩的な言葉の概念が分かる段階
の生徒には、絵本や言葉遊びと
して楽しむことができる。

日常会話に見られる暮らしの言葉
を「あいさつことば」など、２６
の状況に応じて絵とともに示して
いる。３３６の言葉を記載してい
る。

２６の状況に応じて、表のように並
べたり、お礼とお詫びの言葉を対応
できるように見開きで入れるなど工
夫されている。

はっきりした輪郭の豊かな表情
の絵と、手書きの文字が親しみ
やすい。仮名書きで書かれてお
り、片仮名には振り仮名が付い
ている。分類についての目次が
巻頭にある。

製本・装丁はしっかりしてい
５００以上の動詞を取り上げて
る。
いて、語いを増やす段階の生徒
紙質も良く、繰り返しの使用に に活用することができる。
耐えうる強度がある。

製本・装丁はしっかりしてい
る。
紙質も良く、繰り返しの使用に
も耐える強度となっている。

具体的な例を豊富に取り上げなが 話す力をつけるための例や、練習が 小学校高学年としての難読語は 丈夫な表紙で使いやすい。
ら、「話す練習をしたいが、どん 段階的に構成されている。
読み仮名が振ってある。イラス
なことをしてよいかわからな
トや図形は多用されている。目
い。」という場合に、練習できる
次もあり、日常の学習にも使え
さ・え・ら書 内容である。
る。
房

偕成社

３

日常会話を扱い、良く聞く言葉
を３３６例集めていて、楽しみ
ながら、言葉を豊かにすること
ができる。

話す力を養うという目的で、小
学校高学年から中学生を対象に
書かれている本である。

子どもたちが日常生活の範囲で接 もくじがあり、本の冒頭に、この本 全ページカラー印刷でイラスト 表紙は硬い紙でのりとじで製本 周りと円滑に関係を築くための
する人々や、暮らしている場所で の読み方や活用法の説明がある。
を多く取り入れ、家族、近所、 している。耐久性がある。
手だての紹介として、道徳や学
のおつきあいのマナーを紹介して
学校などの場面ごとのマナーを
活などでも使用している。
いる。
紹介している。
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平成３０年度八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）
中学校
種目

国語

国語

書名

発行者名

文字を覚える絵本しりとりあいうえお

例解学習国語辞典第十版

ワイド版

偕成社

小学館

1

内容

２－（１）
全体の構成や各項目の配列

国語

国語

国語

書写

例解学習漢字辞典第八版

ワイド版

言葉力１１００

子どもと一緒に読みたい詩１００

一人立ちするための国語

例解学習国語辞典第十版

３

その他

全１３３１ページの小学生向けの 一般的な辞書と同じく、五十音順で 例文で「――」を用いず、語句 ワイド版はＡ５サイズで見やす 特筆なし
国語辞典である。３６５００語が 語句を調べることができる。
が書かれているので、理解しや い。厚めの表紙にはビニールも
収録されているなかでも、重要語
すい。見出しも大きく、漢字は ついており汚れにくく、さらに
句７７００語は赤字になってい
教科書体で書かれているため、 は箱までついているため、耐久
る。
正しい字の形を確認することが 性がある。
できる。

小学館

学研出版

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

動物を題材にしたリズミカルな短 五十音順に頭韻を３回踏み、最後の 絵は色彩がはっきりしている。 表紙、紙質、装丁はしっかりし 五十音順にしりとりの要領で短
文が五十音順に、しりとりの形で 句が、次の音で終わるように作られ ページの上５分の１は文、下は ており、耐久性がある。
文を配置し、頭韻が踏まれてお
配置されている。
た五七調を基本とした短文が、各頁 絵と分かれており、文字を注目
り、声を出して読むことで、楽
の上に記載されている。
しやすい標記となっている。
しく学習できる。
文の下に、短文の題材となった動物
語頭の韻を踏む音は７０ポイ
の絵が配されている。全体の分量は ント、文末の音は２４ポイント
４７頁となっている。
と大きく表記されている。本文
は１８ポイント、片仮名には平
仮名が付けられている。

全１２２５ページの小学生向けの 一般的な辞書と同じく、部首・音
漢字辞典である。約２５０００語 訓・総画索引で調べることができ
が収録されている。
る。
国語

２－（２）
表記・表現

大きな教科書体のフォントで見 ワイド版はＡ５サイズで見やす 特筆なし
やすく、正しい字の形を確認す い。厚めの表紙にはビニールも
ることができる。
ついており汚れにくく、さらに
は箱までついているため、耐久
性がある。

語彙力を高める必要なアドバイス 文字が大きく漢字にふりがなが付い 名詞の言葉、動きのある言葉、 表紙はコーティングされてい
があり、日常生活に使用する必要 ており分かりやすい。
表現を豊かにする言葉にまとめ る。厚さもあり、耐久性があ
な言葉の意味を知る内容で扱かわ
られ、教科の内容が分かりやす る。
れている。
く扱われている。

小学生から中学生向けに、音を楽 テーマ別に章が分かれている。
しむ詩から、学校生活の始まりの
詩、自然・社会・自分・人間を見
つめる詩、日本の名詩まで、幅広
たんぽぽ出版
く扱っている。

生きる力を身に付けるために必
要な言葉が具体的に取り扱われ
ている。

全文ひらがな、一部カタカナや Ａ４変形（正方形）、めくりや 文字の習熟度や精神的な発達の
漢字を含む詩、ルビ付き・ルビ すく耐久性のある紙質、かがり 度合いに応じて、１冊の中から
なしの詩がある。
である。
詩を選び、教材にすることがで
きる。

知的障害のある中高校生向けに、 各単元で、基礎学習と具体的な生活 ２色刷り、ルビ付、書き込み可 Ｂ５版・鉛筆で書き込みやすい 特筆なし
あいさつ・自己紹介・電話・新
シーンでの応用がセットになってい 能である。具体的なイラストが 紙質であり、１年間の使用に耐
聞・辞書・日記・作文・手紙・履 る。
あり、実際の場面をイメージし える丈夫さがある。
やすい。
日本教育研究 歴書・インタビューなどが、説明
されている。
出版

小学館

小学生向けに、３６５００語を収 ５０音順で語句を調べることができ ２色刷りであり、見出し語は明 ソフトカバー、Ｂ６版であ
通常版
録し、要単語７７００語は赤字で る。
朝体太字、解説はゴシック体で り、、手元で操作しやすく、身 （ワイド版ではない）
表記されている。
見分けがつきやすい。イラスト 近に置きやすい。
入りで生徒の理解を促しやす
い。
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平成３０年度八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）
中学校
種目

書写

書写

書写

書写

書写

書写

書写

書名

発行者名

例解学習漢字辞典第八版

小学館

くもん式ひらがなカード

にほんご

くもん出版

だいすき１-ワークブック-

下村式となえて書く
ノート小学校３年生

下村式となえて書く
ノート小学校４年生

下村式となえて書く
ノート小学校５年生

漢字ドリル漢字練習

漢字ドリル漢字練習

漢字ドリル漢字練習

漢字が楽しくなるシリーズ
る本

漢字が楽しくな

むぎ書房

偕成社

偕成社

偕成社

太朗次郎社

1

内容

２－（１）
全体の構成や各項目の配列

２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３

その他

小学生向けに、約２５０００語を 部首の画数から総画数の順に語を調 ２色刷りであり、総ルビ付き、 ソフトカバー、Ｂ６版であ
通常版
収録し、慣用句・ことわざ・故事 べることができる。
重要語には書き順も示され、見 り、、手元で操作しやすく、身 （ワイド版ではない）
成語も紹介されている。
やすい。イラスト入りで生徒の 近に置きやすい。
理解を促しやすい。

平仮名五十音の清音を含む言葉
を一つずつ４６枚のカードに記載
している。
カードと同じＢ６サイズの「こ
とばのえほん」が付属しており、
カードに記載されている以外の言
葉も含まれている。

カードの表面には、平仮名の五十音
を含む言葉の絵が描かれ、さらに英
単語も書かれている。裏面には平仮
名が一文字大きく記され、五十音の
順に数字が振られている。

絵は見やすく、大きく描かれて
いる。
裏面の文字の大きさは２５０ポ
イント。

大きさはＢ６サイズとなってい
る。
カードは厚紙である。付属の
「ことばのえほん」は、ステー
プラー２箇所止めの簡易な装丁
となっている。

絵を見ながら名称を言ったり文
字を読んだり複数の中から選択
したりなど、様々な活用法があ
る。
カード形式のため、組み合わせ
などの学習活動ができる。

平仮名と片仮名の五十音が紹介さ
れ、筆順や単語が学習できるよう
になっている。五十音を使用した
身近な単語が一文字ごとに使用さ
れている。

平仮名は、一文字ずつ筆順と単語例
が示され、対応する親しみやすい絵
が描かれている。片仮名の筆順は、
見開きの一覧表にまとめて示され、
単語例は身近なものを中心に扱われ
ている。対応する絵はわかりやす
い。書き込み部分がある。

平仮名の文字は、７０ポイン
表紙、本文ともに紙質は薄い。 平仮名と片仮名の習得を目指し
ト、筆順を示す文字が５０ポイ
た書写手本として活用できる。
ント、単語例で使われている文
平仮名や片仮名だけではな
字が２４ポイントで示されてい
く、体や食べ物、反対の言葉、
る。
季節、天気などの言葉を集め、
巻末の平仮名と片仮名の一覧表
時間割や家の周りなど身近な単
は、上下段に対応させるように
語を応用して学習できる頁があ
示されている。
る。

小学校３年生で習う漢字について 見開き２ページに４文字の漢字が
書き順や成り立ちが説明されてい 載っており、それぞれに書き順、読
る。また、漢字を丁寧に書く練
み書きの練習ができる。
習、読み書きの練習ができる。

該当の漢字は太字で大きく強調 紙質は厚く、破れにくい。表紙 特筆なし
され、見やすい。絵や図が取り はビニール加工されているた
入れられ、わかりやすく説明さ め、耐久性がある。
れている。漢字や読み仮名を書
く所が強調され、見やすい。

小学校４年生で習う漢字について 見開き２ページに４文字の漢字が
書き順や成り立ちが説明されてい 載っており、それぞれに書き順、読
る。また、漢字を丁寧に書く練
み書きの練習ができる。
習、読み書きの練習ができる。

該当の漢字は太字で大きく強調 紙質は厚く、破れにくい。表紙 特筆なし
され、見やすい。絵や図が取り はビニール加工されているた
入れられ、わかりやすく説明さ め、耐久性がある。
れている。漢字や読み仮名を書
く所が強調され、見やすい。

小学校５年生で習う漢字について 見開き２ページに４文字の漢字が
書き順や成り立ちが説明されてい 載っており、それぞれに書き順、読
る。また、漢字を丁寧に書く練
み書きの練習ができる。
習、読み書きの練習ができる。

該当の漢字は太字で大きく強調 紙質は厚く、破れにくい。表紙 特筆なし
され、見やすい。絵や図が取り はビニール加工されているた
入れられ、わかりやすく説明さ め、耐久性がある。
れている。漢字や読み仮名を書
く所が強調され、見やすい。

平仮名、片仮名、数字、漢字が大
きく１文字ずつ示され、筆順を含
めて文字をきれいに書くポイント
を学習することができる。
鉛筆の持ち方、運筆練習、色鉛筆
でのなぞり、塗り潰し練習など文
字を書く準備段階の学習が含まれ
ている。

練習用手本の文字の大きさは１ 表紙はソフトカバーである。
３０ポイント、１１０ポイン
製本はしっかりしている。
ト、５４ポイントで示されてい
る。文字練習用のマス目は、２
０mm×２０mmである。手本は手
書きで親しみやすく、書き方の
ポイントが具体的に説明されて
いる。

ステップ１（鉛筆の持ち方や姿勢）
ステップ２（平仮名）ステップ３
（数字と片仮名）ステップ４（漢
字）の構成になっている。練習頁は
見開きで、右頁が上手に書くための
ポイント、左頁が練習用の書き込み
頁となっている。
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運筆練習や文字を書くポイント
が丁寧に示されている。

平成３０年度八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）
中学校
種目

書写

書写

書写

書写

書写

書写

書名

発行者名

漢字が楽しくなる本シリーズ１漢字基礎あそ
太朗次郎社
び

漢字が楽しくなる本シリーズ２あわせ漢字あ
太朗次郎社
そび

漢字が楽しくなる本シリーズ４漢字の音あそ
太朗次郎社
び

五味太郎のことばとかずの絵本
いうえお

ことばのあ

子どもの字がうまくなる練習ノート

小学漢字１００６字の正しい書き方

岩崎書店

1

内容

いちばんわかりやすい小学生のための学習世
成美堂出版
界地図帳

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３

その他

全３章において、漢字は絵からでき
たこと、十の画でできていること、
○○を表す漢字と題し、９つの例で
紹介している。

漢字、ふりがな、絵や図で表記 表紙はやや硬い紙で、のりとじ 漢字に苦手意識をもっている生
している。どのページも挿絵が で製本している。
徒でも絵やカルタを使いながら
あり、なにについて学習してい
クイズ感覚で漢字の学習をする
るのかわかりやすく問題も記入
ことができる。
しやすい。

シリーズ１の学習を基に、漢字の
組み合わせを絵や説明を基に示し
てある。主に漢字の足し算が、ク
イズ感覚で学習が進められる。

全４章において、合わせ漢字につい
て１５事例を紹介している。漢字の
足し算と絵をもとに、１つの漢字が
成り立っていることを説明してい
る。

漢字、ふりがな、絵や図で表記 表紙はやや硬い紙で、のりとじ 逆さ文字になったり、漢字の形
している。どのページも挿絵が で製本している。
を覚えることが困難な生徒が、
あり、何について学習している
漢字の成り立ちに理由付けをし
のかわかりやすく問題も記入し
ながら学習することができる。
やすい。

小学３年生までの漢字を使い漢字
の音遊びを通して、形成文字の成
り立ちに気付かせる内容になって
いる。中学校の漢字も扱ってい
る。

漢字の音読み、単語・長音・２音等
の分類演習、音と形の一致と音の記
号となる部首の位置、音の変化で構
成されている。

読みに重点を置くので絵は少な 表紙が薄くて軽く、耐久性にや 漢字の音読みについて楽しく学
い。
や欠けるものの、適度な厚さで ぶことができる。取り扱う漢字
文字がはっきりと表れ捉えやす 手にとって見やすい。
の数がかなり増え、生徒の実態
い。
に応じた取り扱いが必要とな
る。

小学１，２年生の配当漢字を中心 身近な「父・母」から「東・西・
とした
南・北」まで、意味や内容を示す絵
１２２字が、絵とともに示されて を大きく配置している。
いる。絵と漢字を対応させなが
ら、意味内容に気付かせる内容と
なっている。

字体は明朝体である。漢字全部 紙質は厚くて、耐久性に富んで 文字を絵とともにイメージして
に仮名が振られている。絵は表 いる。装丁もしっかりしてお
親しむ構成である。表意文字と
情豊かで美しい。各頁、色彩豊 り、扱いやすい大きさである。 しての特性のつかめる内容と
かな絵が描かれており、親しみ
なっている。漢字学習の入門期
やすい。
として活用できる。

ステップ１（鉛筆の持ち方や姿勢）
ステップ２（平仮名）ステップ３
（数字と片仮名）ステップ４（漢
字）の構成になっている。練習頁は
見開きで、右頁が上手に書くための
ポイント、左頁が練習用
の書き込み頁となっている。

練習用手本の文字の大きさは１ 表紙はソフトカバーである。
３０ポイント、１１０ポイン
製本はしっかりしている。
ト、５４ポイントで示されてい
る。文字練習用のマス目は、２
０mm×２０mmである。手本は手
書きで親しみやすく、書き方の
ポイントが具体的に説明されて
いる。

運筆練習や文字を書くポイント
が丁寧に示されているが、生徒
には理解が困難な表記が一部あ
り、指導者が説明を加えるなど
配慮が必要である。

小学校で学ぶ漢字１００６字の書 小学校で学ぶ漢字が学年ごとに分け 全頁３色刷りである。漢字を書 大きさはＡ６判で、製本はしっ 特筆なし
き順が１画ずつ示されている。加 て構成されており、巻末には同訓異 くときのポイントや間違いやす かりしている。
えて、漢字の成り立ちや意味、総 字や同音異義語などが載っている。 い点は赤字で示されている。
画数や部首の呼び方、中学校以上
で習う音読み、・訓読みも示され
ている。
世界を八つの地域に分け、それぞ
れの地形、国の形、自然、文化、
産業、歴史などを、写真やイラス
ト、解説文で説明している。

社会

２－（２）
表記・表現

漢字の成り立ちが、絵や説明を基
に示してある。昔話や、カルタを
題材にするなど、クイズを解くよ
うな感覚で、漢字の学習ができ
る。

平仮名、片仮名、数字、漢字が大
きく１文字ずつ示され、筆順を含
めて文字をきれいに書くポイント
を学習することができる。
鉛筆の持ち方、運筆練習、色鉛筆
ＰＨＰ研究所
でのなぞり、塗り潰し練習など文
字を書く準備段階の学習が含まれ
ている。

旺文社

２－（１）
全体の構成や各項目の配列

「アジア」「アフリカ」「ヨーロッ
パ」「ロシアとその周辺」「北・中
央アメリカ」「南アメリカ」「オセ
アニア」「北極・南極」で章立てし
ている。各地域の衛星写真と行政地
図が見開きであり、文化、産業、歴
史などを紹介している。

4

前頁カラーである。本文の文字 紙はやや厚く、コーティングさ 巻頭６頁で「国際連合や国際機
の大きさは８ポイントであり、 れている。表紙はやや硬い紙で 構」「気候と食べ物」「図法」
漢字には全て振り仮名が振って あり、のりでとじてある。
「時差と標準時」について説明
ある。自然、文化、産業、歴史
している。
などを紹介する写真やイラスト
巻末７頁で「産業や環境問題」
には、解説文が付いている。
「人口などの国別データ」につ
いて説明している。巻頭に世界
全図の折込があり、巻末に「世
界の国かるた」が付いている。

平成３０年度八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）
中学校
種目

社会

社会

社会

社会

社会

社会

書名

発行者名

キッズ・えほんシリーズ kid’MAP
日本がわかる ちずのえほん改訂版

くもんのせいかつ図鑑

生活道具カード

くらしに役立つ社会

日本の歴史

小学校学年都道府県に強くなる
日本地図ドリル

くもん出版

東洋館出版

にっぽん地図絵本

絵で見る

学研マーケ
ティング

内容

日本地図カード

２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３

その他

４７都道府県ごとの自然、農作物
及び建造物等の特色と山や川の高
さや長さの比較、コメや卵の生産
量の比較を紹介している絵本と
なっている。

前半は、各都道府県の地形や動物、
祭り等の特色が１頁で構成され、頁
の左上に都道府県の特色が示されて
いる。後半は、日本国内の山川、建
造物の高さや長さ、コメや卵の生産
量の比較等が見開き２頁で示されて
いる。

見出しは３４ポイントで、主要 紙質は薄く、表紙は硬い。糸か イラストが大きく見やすいの
な文字は１５ポイントで表記さ がりで製本してあり耐久性があ で、生徒の興味を引きやすい。
れている。各頁に挿絵又は図が る。
各都道府県の特色等が分かりや
あり、全頁カラーである。
すく挿絵で紹介されている。

生活に身近な店舗や公共施設につ
いて、絵カードとして紹介されて
いる。表にイラスト、裏に名称と
解説が掲載されている。

店舗や公共施設が３１選ばれ、一つ
の店で１枚のカードを使用し、表裏
対応型の構成となっている。３１枚
の絵カードとなっている。

カードの表はカラーのイラスト
で、全体的なイメージで店等の
雰囲気を出している。裏は、名
称が５２ポイントの平仮名で、
提示したときに見やすい。説明
文は１２ポイントで漢字には振
り仮名が振ってある。

厚くしっかりした紙質で、防水
性もあり、耐久性に優れてい
る。左上にはホルダーリング用
の穴も開いている。

店舗等への興味の度合いに応じ
て、裏面解説の挿絵を活用して
理解を深めることができる。１
枚のイラストにたくさんの品物
が並んでいる等、情報量が多
い。

社会の成り立ちや都道府県の特徴 基本的に見開き２頁１単元とし構成 難しい漢字にはふりがながふっ 表紙はやや硬い紙で、のりとじ 法律などの成り立ちや、病院や
など、生活で使える社会の基本的 している。字の大きさも見やすい。 てある。公共で使う地図、新聞 で製本している。
地図など実生活に根付いた社会
知識が載っている。
記事など生活で目にしている物
的な考えを学ばせることができ
を多く図として取り入れてい
る。
る。

日本が世界の国々の中の一つである
ことが示され、国土、各地方と統一
的に構成されている。地方が見開き
２頁に収まっている。

都道府県名が各地方別に図解さ 紙質が良く、水をはじく。コン 観光案内図のような地方の簡略
れ学習しやすい。文章はすべて パクトな大きさで、装丁もしっ な絵地図の上に、都道府県名と
仮名で表記されている。挿絵は かりしていて、使いやすい。
山・河・川・特産物の挿絵があ
カラーの簡略な絵で分かりやす
る。後半は、山の高さ比べや交
い。
通網を簡略な絵で説明してい
る。

日本の旧石器時代から現代までの
人々の生活の様子を描いた絵本と
なっている。この人は何をしてい
るのだろうかと想像したり歴史的
な特徴のある道具や出来事等を探
したりしながら、日本の歴史の大
きな流れを視覚的に学べる構成と
なっている。

日本の旧石器時代から頁をめくる度
に、縄文から現代へおって順に時代
が新しくなる構成で３１場面描かれ
ている。旧石器時代を除き、各時代
の人々の生活の様子が描かれてい
る。巻末に各絵の詳細な解説があ
る。

文字の大きさは９ポイントで表
記されている。全頁カラー印刷
である。漢字に振り仮名が付い
ている。上段に大きな字で時代
がわかる表記がある。下段に
は、各時代の様子が短文で説明
してある。時代の特徴が１つの
絵の中に詳細に描かれている。

学研出版

くもん出版

紙質は、やや艶があり厚い。表 文を読むだけでは理解しにくい
紙は硬い紙であり、糸かがりで 生徒にも、観察や発見を通して
製本されているため、耐久性が 学習を進めることができる。
ある。

小学生向けに、日本の地形・都道 カラー資料、地名・地形・日本のベ １０頁のカラー資料、日本地図 Ｂ５版・鉛筆で書き込みやすい 読むだけでは理解がしにくい生
府県・文化を解説している。
スト３・各都道府県の特色の順にま ポスター、各都道府県の特色
紙質であり、１年間の使用に耐 徒に、書き込み考えながら学習
とめられている。
シールが付属。１色刷りだが単 える丈夫さがある。
を進めるのに有効である。
元ごとに違う色を用いている。

４７都道府県を絵カードで紹介し
ている。表面に都道府県名と地
図、裏面に都道府県の説明を掲載
している。
社会

２－（１）
全体の構成や各項目の配列

日本列島を、北海道から沖縄まで
８地方に分け、挿絵と文章で説明
し、後半は山・川・道路・鉄道・
戸田デザイン 動物などの項目ごとに説明してあ
る。
研究室

福音館書店

はじめての

1

１都道府県につき１枚のカードを使
用し、表裏対応型の構成となってい
る。表面には縦書きで都道府県名が
書いてある。裏面には都道府県庁所
在地と説明文、日本地図があり、地
図には都道府県の場所が分かるよう
色分けがしてある。

5

カード表はカラー、裏は白黒印 厚くしっかりした紙質で、耐久 都道府県への興味・関心や学習
刷であり、表面の地図は高低差 性に優れている。 大きさも適 の段階に応じて、裏面の説明や
を色分けで示している。表面右 当で扱いやすい。
地図を活用した調べ学習へとつ
端に地域区分ごとに色分けした
なげることができる。付録とし
ラインが引かれている。表面の
て日本全図が付いている。
都道府県名は漢字で表記してあ
る。裏面の漢字には振り仮名が
振ってある。裏面の説明文は１
１ポイントで７５字程度にまと
めてある。

平成３０年度八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）
中学校
種目

社会

社会

数学

数学

数学

数学

書名

私たちの進路

超ビジュアル！日本の歴史人物大辞典

１から１００までのえほん

おおきい

ちいさい

くもんのとけいカード

くもん式のかずカード

発行者名

1

内容

２－（１）
全体の構成や各項目の配列

２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３

その他

特別支援学級の生徒が中学校を卒 自己理解、就労に至るまでの知識、 漢字にふりがなが付けられてい 表紙は厚紙でしっかりできてい 特筆なし
業して、高等部、社会人に至るま 社会人になってからの働き方が分か る。図が分かりやすく取り扱わ て、Ａ４サイズの大きさで扱い
での流れや仕組みが扱われてい
りやすく構成されている。
れている。
やすい。
日本教育研究 る。
出版

西東社

小学生向けに、日本の弥生時代か 順に読めば、歴史の理解が深まる。 全頁フルカラー、絵や図などが Ａ５版で扱いやすく、紙質も１ 読んで理解することが苦手な生
ら昭和までの著名な歴史上の人物 または、興味をもった人物を中心に 豊富で、整理されている。ルビ 年間の学習に耐える丈夫さがあ 徒でも、見て理解しやすい。
２５０人を紹介している。
歴史的背景などに関心が広がる。
付で用語解説もある。アイコン る。
やパラメーターにより人物の特
徴を視覚的に捉えやすい。

１～１００までの数について、身
近な物や動物の絵と、数字を示
し、集合数としての理解を図る内
戸田デザイン 容である。
研究室

福音館書店

コアラを中心とした物語に沿って、
１～２０までのは一つずつ数字と絵
が増え、２０以上は１０ずつ増え、
１００までの数が示されている。

主に二つの相似な形の比較を通し ２頁で一項目の構成である。本の後 「おおきい」の文字は６０ポイ 表紙の紙は硬い。紙質は十分に 抽象的なイラストで構成されて
て大きい、小さいを学ぶことがで 半では比較するイラストの数を増や ント、「ちいさい」の文字は２ 厚く十分に耐久性がある。製本 いる。
きる。
したり、少しずつ小さくなったりす ４ポイントである。イラストは はのりとじである。
る。
原色であったり、グラデーショ
ンであったりして色のメリハリ
がある。
カードに書かれたアナログ時計の
長針と短針の位置から、時刻を読
み取るものである。また、カード
の裏には時刻の読み方が日本語・
英語表記で示されている。

何時・何時半・何時１５分・何時４
５分と難易度にそった４７枚のカー
ドが用意されている。生徒の発達の
状況に合わせて、カード選択ができ
る。全体で４７枚ある。

長針は赤色、短針は青色でわか カードは厚紙でできていて耐久 時刻の読みは生活との関連を付
りやすい。文字の大きさは１０ 性がある。大きさはＢ６サイ
けることが大切であるので、単
０ポイントである。カード裏の ズ。
なるカードの読みに終始しない
時刻の読み方を示す漢字には振
ように工夫する必要があるが、
り仮名が付いている。デジタル
時計の学習に活用できる。カー
表記と英語表記がある。生活と
ドを収納する箱は小さめでやや
の関連を図るためのシートや自
使いにくい面がある。
由に時刻を設定するための文字
盤カードと長針、短針が用意さ
れている。

表面が赤い点（ドット）で数を表
し、裏面にそれに対応した数字が
かいてあるカードである。ドット
の数を数えて、数字を確認する内
容である。

数を表すカードは１～５０までの５
０枚である。表面の赤い点（ドッ
ト）は、横に並べて表示され、５以
上になると次の行へ移るようになっ
ている。それが５０まで繰り返され
る。

赤い点（ドット）と数字のカー カードは厚紙でできていて耐久 点の数と数字が対応しているこ
ドというとてもシンプルな内容 性がある。大きさはＢ６サイズ とに気付くまで繰り返し学習す
で、分かりやすい。点は見やす で扱いやすい。
ることで、数字の読み方と数字
い大きさで指で指して数えるこ
の量を体得できる。
とが容易である。数字の大きさ
は太く表記（３００ポイントの
丸ゴシック体）され、指でな
ぞって学習することも可能であ
る。

くもん出版

くもん出版

絵は動物が中心となり、全部カ 紙質、装丁ともしっかりしてい 物語を楽しみながら、１～１０
ラーである。どの動物も表情豊 る。
０までの数を学習できる。
かに描かれている。文字は、平
仮名、片仮名、数字である。

6

平成３０年度八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）
中学校
種目

数学

数学

数学

数学

数学

数学

数学

書名

発行者名

くらしに役立つ数学

東洋館出版

できるできる算数練習帳４年

桐書房

できるできる算数練習帳５年

桐書房

内容

２－（１）
全体の構成や各項目の配列

２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

基礎編として、数と計算、量と測 基礎編、生活編の２部構成になって 小学校３年生以上の漢字に振り 一般の教科書と同様の装丁。
定、図形と面積・容積、時刻・時 いる。
仮名がついている。また、数学
間と速度などについて扱ってい
で使う新しい用語などにも振り
る。
仮名がついている。問題と一緒
生活編として、自分の身の回りの
にイラストも掲載され、視覚に
こと、毎日の生活のこと等につい
より、理解できるような工夫が
て扱っており、数学的な知識や技
ある。
能等が学習できる。

３

その他

具体的な内容を扱っているの
で、実際に買い物などの体験活
動と合わせて指導すると効果
的。

小学４年生の算数が、イラストと 各単元ごとに、短い区切りでまとめ 必要最小限の内容が整理され、 Ｂ５版・鉛筆で書き込みやすい 読むだけでは理解がしにくい生
練習問題付でまとめられている。 られている。
余白で区切られており、見やす 紙質であり、１年間の使用に耐 徒に、書き込み考えながら学習
い。イラスト入りで生徒の理解 える丈夫さがある。
を進めるのに有効である。
を促しやすい。

小学校５年生の数学（小数、垂直 各単元ごとに、短い区切りでまとめ 必要最小限の内容が整理され、 Ｂ５版・鉛筆で書き込みやすい 読むだけでは理解がしにくい生
と平行、概数、小数のかけ算とわ られている。
余白で区切られており、見やす 紙質であり、２年間の使用に耐 徒に、書き込み考えながら学習
り算、面積、分数など）が、イラ
い。イラスト入りで生徒の理解 える丈夫さがある。
を進めるのに有効である。
ストと練習問題付でまとめられて
を促しやすい。
いる。

午前１時から夜の１２時までの時 見開きの２頁で１時刻が扱われ、左 風景の絵は、その自国の雰囲気 装丁はしっかりとしており、大 短くわかりやすく解説が書かれ
刻と読み方が１時間ごとに記され 頁には時刻に合った風景が示されて が分かりやすく表されている。 きさも適切で扱いやすい。
いているので、自由に話しかけ
ている。最後の４頁で、分まで読 いる。２４場面で構成されている。 時計の時刻が色分けされてい
をしながら進める学習に適して
て、見やすい。風景の絵は抽象
いる。
戸田デザイン む内容を扱っている。
的な物がある。
研究室

とけいのえほん

とけいのえほん②

はとのクルックとけいえほん

小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ
学ぶかず・かたちの図鑑

1

アナログ時計の長針と短針の主人
公がおばけのぼうやに１時間は６
０分であることや長針が４や７に
戸田デザイン あるときの時間の読み方を教えて
いる。
研究室

見開き２頁で１場面が展開されてい
る。文字盤の作られ方や長針と短針
の役割などを解説しながら物語が進
行している。

本文は１２ポイントのゴシック 製本は糸とじである。表紙の紙 「とけいのほん①」の発展とし
体である。パステル調の淡い色 は硬く、紙質は厚いため十分な て使うことができる。
彩である。イラストがかわいら 耐久性がある。
しく親しみやすい。時計の文字
盤に注目できるよう配色が工夫
されている。

親しみやすい動物を人間の生活に
例えて、朝６時から夜８時までと
いう生活時間の中で、生活の流れ
と時刻を対応させて学習できる絵
本である。

見開き２頁で構成している。前半は
○時、後半は○時○分という時刻と
なり、時刻表示の仕方は話が進むに
つれて難しくなっている。表紙を含
めて、全ての右頁が時計の大きさに
くりぬいてあり、読み進めながら時
計を操作して時刻の学習ができるよ
うになっている。

文字の大きさは１８ポイントで
ある。平仮名と片仮名で表記さ
れており、片仮名には振り仮名
が付いている。全頁カラーであ
る。実際に針を動かせる時計の
模型が貼り付けられていて、ど
の頁でも利用できるようになっ
ている。

表紙は厚紙で、時計の模型も
しっかりしていて、針も操作し
やすい。やや大きく重めであ
る。

時刻・時間としての学習が困難
な場合には、一日の時の移り変
わりを理解させる学習としても
利用できる。

順序数、集合数、記数法、数の合
成分解、割合などの数の概念、円
や三角などの基本的な図形、大き
さ、長さ、時間、重さなどを、豊
富な事例・イラストなどを通して
学ぶことができる。

１項目が見開き２頁で構成されい
る。具体物の操作を伴うとより効果
的に学習できる内容が多い。目次と
索引がある。

見出しは７２、４８、２４ポイ
ント、本文は２４、１２ポイン
トのゴシック体が用いられてい
る。全頁カラーである。写真は
色がきれいで、イラストは親し
みやすい絵柄である。

大型本で重い本である。表紙の
紙は硬く、紙質は厚い。製本は
糸とじであるため、十分な耐久
性がある。

本書に書かれている教材や教具
を実際に準備して指導すること
で、体験を通してより理解を深
めることができる。

くもん出版

楽しく遊ぶ

小学館
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中学校
種目

数学

数学

数学

数学

数学

数学

数学

書名

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」③

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」④

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」⑤

一人立ちするための数学

改訂版初級算数習熟プリント小学３年生

改訂版初級算数習熟プリント小学４年生

改訂版初級算数習熟プリント小学５年生

発行者名

同成社

同成社

同成社

1

内容

６～２桁までの数、１桁の足し
算・引き算、時計の読み方につい
て、図・文字・記号を用いて示し
ている。

２－（１）
全体の構成や各項目の配列
数字を書く、色を塗る等の練習問題
もある。時計の読み方は、長針はす
べて「１２」を指しているため、１
時間単位の読み方に限定される。

２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

各単元は、タイル操作、筆算、文章
題の構成になっている。「ことばを
ゆたかに」のコーナーも参考にな
る。

その他

絵は身近な物や動物、食べ物を 紙質・装丁ともしっかりしてい ６～１０までの数を、５のまと
取り上げ、一部はカラーであ
て、耐久性に優れている。大き まりを基にした考え方で説明し
る。文字は、平仮名、片仮名、 さはＢ５で扱いやすい。
ている。練習問題も適当な分量
数字である。ほとんどの頁に
で載っており、本に書き込める
「指導の展開」が載っている。
ようになっている。足し算・引
き算の導入の段階の指導に適し
ている。

繰り上がりのある足し算、繰り下 例題、練習問題も分量が多く載って 絵は身近な物や動物を取り上
紙質・装丁ともしっかりしてい
がりのある引き算を中心に、２桁 いる。「さんすうの窓」も、興味の げ、一部はカラーである。文字 て、耐久性に優れている。大き
の足し算・引き算・単位につい
あるコーナーになっている。
は、平仮名、片仮名、数字であ さはＢ６で扱いやすい。
て、図・文字・記号を用いて示し
る。ほとんどの頁に「指導の展
ている。
開」が載っている。

３桁の数と、その足し算・引き
算、お金の計算、掛け算・割り算
の入門、単位の換算について、
図・文字・記号を用いて示してい
る。

３

繰り上がり、繰り下がりの計算
について、常にタイルを操作
し、確かめた上でひっ算を行う
など、理解を確実にしようと、
丁寧に説明している。「さんす
うの窓」がワンポイントアドバ
イスになっている。

絵は身近な生活場面を取り上
紙質・装丁ともしっかりしてい ３桁の数とその足し算・引き
げ、一部はカラーである。文字 て、耐久性に優れている。大き 算、お金の計算、掛け算・割り
は、漢字、ひらがな、カタカ
さはＢ５で扱いやすい。
算の入門、単位の換算につい
ナ、数字である。「指導の展
て、丁寧に説明している。「さ
開」が教師にとって参考とな
んすうの窓」や「ことばをゆた
る。
かに」のコーナーも活用でき
る。

知的障害のある中高校向けに、重 各単元で、基礎学習と具体的な生活 ２色刷り、ルビ付、書き込み可 Ｂ５版・鉛筆で書き込みやすい 特筆なし
さと量、長さ、図形、表とグラ
シーンでの応用がセットになってい 能である。具体的なイラストが 紙質であり、１年間の使用に耐
フ、時間、こよみ、金銭などが、 る。
あり、実際の場面をイメージし える丈夫さがある。
やすい。
日本教育研究 説明されている。
出版

清風堂書店

清風堂書店

清風堂書店

小学校３年生で学習する「２年 見開き２頁を４分割して項目ごとに 文章は横書きで、比較的大きな 表紙の紙質は光沢があり、厚
のたしかめ」「時刻と時間」「四 問題が出題されている。
文字とイラストで表記されてい い。
則計算」「表とグラフ」「小数の
る。
たし算・ひき算」「分数のたし
算・ひき算」「重さ」が項目ごと
に収録されている。

特筆なし

小学校４年生で学習する「３年 見開き２頁を４分割して項目ごとに 文章は横書きで、比較的大きな 表紙の紙質は光沢があり、厚
のたしかめ」「およその数」「式 問題が出題されている。
文字とイラストで表記されてい い。
と計算」「分数」「計算の見積も
る。
り」「角の大きさ」「面積」「小
数の計算」が項目ごとに収録され
ている。

読むだけでは理解がしにくい生
徒に、書き込み考えながら学習
を進めるのに有効である。

小学校５年生で学習する「４年 見開き２頁を４分割して項目ごとに 文章は横書きで、比較的大きな 表紙の紙質は光沢があり、厚
のたしかめ」「小数・分数」「倍 問題が出題されている。
文字とイラストで表記されてい い。
数・約数」「面積」「円と円周」
る。
「立体」「体積」「平均」が項目
ごとに収録されている。

読むだけでは理解がしにくい生
徒に、書き込み考えながら学習
を進めるのに有効である。
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中学校
種目

理科

理科

理科

理科

理科

理科

理科

書名

NEO

大むかしの生物

NEOプラス

もっとくらべる図鑑

くらしに役立つ理科

発行者名

ふしぎをためすかがく図鑑かがくあそび

自然図鑑カード・動物カード

内容

２－（１）
全体の構成や各項目の配列

小学館

東洋館出版

学研出版

フレーベル館

くもん出版

２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３

その他

古生代から新生代までの様々な生
物を化石の写真、イラスト、解説
文等で詳しく記載した図鑑であ
る。

大昔の生物を、デボン紀、白亜紀な
どの紀ごとに分け、化石の写真、写
実的なイラストで紹介し、文章で詳
しく説明している。

ほとんどの頁がカラーで見やす 装丁は丈夫で、紙質もしっかり 大昔の生物と併せて、地球や宇
い。漢字には全て振り仮名が振 しており、頁がめくりやすい。 宙の歴史、大陸移動などの地学
られている。先カンブリア時
的な内容を学習することができ
代、古生代、中生代、新生代ご
る。
とに頁が色分けされている。解
すでに絶滅している生物を扱っ
説文に最も多く使われている文
ているため、授業で扱うには工
字の大きさは８．５ポイントで
夫が必要である。
ある。
１６０頁の「町の中で化石
ウォッチング」を参考に校外活
動に発展させることができる。
大昔の生物の名前を使った五十
音表が、付録として１枚付いて
いる。

動物や建物、天体などの大きさ、
服装、食べ物、動物の行動や能
力、時間の流れ、場所の違いを比
べながら、物の概念や属性などを
学習することができる。

大きさ、行動や能力、時間の流れ、
場所の違い、それぞれによる比較を
四章で構成している。見開き２頁で
構成されている。観音開きになって
いる頁があり、スケール感や時間の
流れを感じることができる。

見出しは４０ポイント、本文は 表紙の紙は硬く紙質は厚い。糸 写真やイラストで、比較が分か
１６，１２ポイントなどであ
かがりで製本されているため、 りやすく記載されている。様々
る。全頁カラーである。鮮やか 耐久性がある
な比較を通して、動物の生態を
に写っている写真を使用してい
理解できる。
る。イラストは写実的であり、
色も実物に近い配色となってい
る。

小学館

ニューワイド学研の図鑑１７実験・自由研究 学研出版

ふしぎ・びっくり！？子ども図鑑９地球

1

自然と暮らし、地球環境、薬品の 書体の文字が大きくわかりやすい。 漢字に振り仮名が付けられてお 表紙は厚く、大きさも手頃で取 特筆なし
つかい方と目的、疾病の予防、快
り、図解の説明もあり、事例も り扱いやすい。
適に安全な生活を送ることが、生
適切に取り扱われている。
徒が分かりやすいように取り扱わ
れている。

昆虫、動物、自然のふしぎについ もくじがある。一頁、１テーマ、も 漢字にはふりがながふってあ
表紙はとても硬い紙で、のりと 昆虫や動物、植物などが好きな
て、自分で研究する方法を紹介し しくは見開き２頁で１テーマで構成 る。どのテーマも研究のねら
じで製本している。耐久性があ 生徒が、クールダウンの際に眺
ている。
されている。
い、仕方、わかったこと、まと る。
めていることも多い。絵が多い
め方、発展・お手本自由研究と
ので、美術や理科など教科をま
手順が決められ紹介されてい
たいで使用している。
る。
地球の成り立ちや地球の中でおこ もくじと、この本の使い方が始めに 漢字にはふりがながついてお
表紙はとても硬い紙で、のりと 主に天気のふしぎについて学習
るふしぎや生き物、天気などにつ 示してある。また、最後のページに り、絵や、写真を多く取り入れ じで製本している。耐久性があ の中でこの本を読みながら、学
いて紹介している。
索引がある。
全ページカラー印刷で表記され る。
習を進めている。
ている。

物にはいろいろな性質があり、い もくじと、この本の使い方が始めに 漢字にはふりがながついてお
表紙はとても硬い紙で、のりと 身近にある物で物の性質を理解
ろいろな現象が起こることを身近 示してある。また、最後のページに り、絵や、写真を多く取り入れ じで製本している。耐久性があ し、実験で確かめられるので、
なテーマを取り上げながら、実験 索引がある。
全ページカラー印刷で表記され る。
授業の際、参考にさせている。
の方法を紹介している。
ている。

カードにより描かれたイラストと
簡単な文章により、動物の体のつ
くりや生体の特徴等について学習
する内容である。

３１種類の動物について、１種類に カードの表のイラストは、白地 紛失防止のために、とじるため 身近な動物について学習するこ
つき１枚のカードを用い、表には成 にカラーで写実的に描かれてお の穴がカードの左上に開けられ とができる。裏面の解説文の内
体のイラスト、裏には動物の名称と り見やすい。
ている。
容を活用するなどして、学習を
簡単な文章で説明している。
カードは、厚紙で、丈夫でしっ 発展させることができる。
かりしている。
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中学校
種目

理科

理科

理科

理科

音楽

音楽

音楽

書名

発行者名

写真でわかるなぜなにシリーズ①どうぶつ

世界文化社

写真でわかるなぜなにシリーズ④しょくぶつ 世界文化社

小学理科か・ん・ぺ・き新しい教養のための
誠文堂新光社
理科 基礎編

理科がとくいになる

５改訂版

実験おもしろ大百科

歌はともだち

あかねせかいの本
ましょう

うたのえほんⅢ

うたいましょう

学研出版

教育芸術社

おどり

あかね書房

グランまま社

1

内容

２－（１）
全体の構成や各項目の配列

２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３

その他

生徒になじみ深い動物園にいる動 一つの動物について、ほぼ見開き２ 動物１種類につき、１～５枚の 装丁がしっかりしている。
物など、２３種類の動物につい
頁にまとめてあり、３～５のＱ＆Ａ 写真を掲載している。
て、子供が素朴に思う疑問を写
で構成されている。
写真は大きく色が鮮やかであ
真、絵、文章でＱ＆Ａ形式で解説
る。
している。
解説の文章は平易で、漢字には
仮名が振ってある。
初めに目次、終わりに五十音順
の索引があり、動物との質問に
よって、動物を検索できる。

生徒が、素朴に疑問に思うよう
な設問が多く、興味が高められ
る。
写真が大きくて見やすく、色が
鮮やかなので、生徒も楽しめ
る。

生徒がよく知っている、身近な花
や木、果物、野菜２３種類につい
て、疑問に答える形で写真、絵、
文章でＱ＆Ａ形式で解説してい
る。

Ｑ＆Ａ形式なので、系統性はな
いが、日常の会話の中でも出て
きそうな質問が多いので、植物
に関する興味や関心を高めるこ
とができる。
写真が豊富に使われており、見
て楽しむこともできる。

一つの植物について、ほぼ１～２頁
でまとめてある。
一つの植物について、１～３のＱ＆
Ａで構成されている。

文章は平易な表現である。漢
装丁がしっかりしている。
字、片仮名には仮名が振ってあ
る。写真は大きく色鮮やかであ
る。
はじめに目次、終わりに五十音
順の索引がある。

昆虫や動物、植物の様子、気象や 全体が生命の世界、地球と宇宙、身 難しい漢字には振り仮名が付い 表紙は薄手の紙であるが、コー 身近なものを扱った簡単な実験
星空の観察、身近なものでできる の回りの科学の３部で構成されてい ている。文の中でポイントとな ティングされている。
が多く掲載され、調べ学習に活
実験について、分かりやすく解説 る。
る部分はピンクの文字で記され
用しやすい。
している。
ている。

小学生向けに、身近な物を用い
て、簡単にできる自然的科学的・
手品的・工作的・料理的・物理的
実験が、２３３例紹介されてい
る。

全頁フルカラーで、大きな実験
タイトル、疑問を感じさせるサ
ブタイトルはカラー中字、実験
の様子は写真、手順はイラスト
で、示されている。全文ルビ付
き。1冊を通じ、各項目の情報
は、パターン化された表示で見
分けやすい。
童謡・唱歌を含めて、これからも 曲はあいうえお順に構成されてお
曲のイメージを持ちやすいよう
歌い継いでいきたい日本の歌、授 り、行事や季節に合わせて曲を見付 挿絵も多く掲載され、歌詞に昔
業や行事、集会で歌いたい愛唱歌 けることができるよう目次の他に歌 の言葉や意味の難しい言葉があ
など全１４５曲をバランスよく取 の手引が載っている。
るときは曲が終わったところに
り上げ、持ち運びやすくコンパク
解説を載せてある。
トな１冊にまとめている。
病気で寝ているおばあさんのため
に、主人公の少女が友達と楽団を
作り、音楽によって町の人々が一
つになって踊る物語である。

９章にカテゴリー分けされた実験
と、自由研究のまとめ方から成る。
各頁または各見開き頁に、実験の様
子を大きな写真で示し、不思議さを
感じさせ、実験手順が示されてい
る。解説は小さく示してある。

見開き２頁ごとの展開になってお
り、見やすい構成となっている。一
つの絵の中に平均２００文字程度の
文章が示されている。全体の分量は
３２頁で適当である。

Ａ４変形、丈夫な綴じで耐久性 百科事典であるが、疑問を出発
があり、めくりやすい紙質であ 点に体験的な学びができ、図鑑
る。
という形式により情報が整理さ
れ見やすくなっている。

大きさはＡ６判で、紙質は薄
く、軟らかい。

特筆なし

内容が分かりやすい挿絵が使わ 表紙、紙質、装丁ともしっかり 物語の展開をたどるうちに、ア
れていて、色使いも多い。難し しており、十分に耐久性があ
コーディオンをはじめ他の楽器
い漢字には振り仮名が示されて る。
の音や演奏される音楽への興
いる。文字の大きさは１２ポイ
味・関心を高めることができ
ントである。
る。

日本と世界の昔からの童謡が２６ １曲の歌を分かりやすく説明がなさ 資料を含めて１６の単元で構成 表面はコーティングで仕上げて 世界的に知られている民謡が取
歌取り扱われている。歌詞、音
れ、全体の構成もバランスが取れて されている。単元ごとに具体的 あり、大きさもＢ５サイズで取 り扱われている。
符、字体もわかりやすい。
いる。
な事例等が示され、挿絵や写真 り扱われている。
によりまとめられている。
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平成３０年度八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）
中学校
種目

美術

美術

美術

美術

美術

美術

美術

保健体育

書名

Do！図鑑シリーズ

工作図鑑

うつくしい絵

改訂新版

楽しい紙こうさく７紙でつくるカードポス
ター

大人の塗り絵

福音館書店

偕成社

体験を広げるこどものずかん⑧

図工の教科書

発行者名

小学校低学年～高学年用

鉄道のある風景編

こすりだし・すりだし

[改訂新版]イラスト版からだのつかいかた

1

内容

２－（１）
全体の構成や各項目の配列

２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３

その他

伝承玩具から創作玩具まで、挿絵
入りで取り上げ、作品例、道具の
使い方、材料、作り方に分けて簡
潔に説明してある。

使う道具別に、手・はさみ等、大き
く１０項目に分け、さらにその作り
方の難易度をＡからＤまでに分けて
配列している。

道具の表示、材料の表示は分か ２６０種３８４頁と、分厚い本 あらゆる工作が、分かりやすく
りやすい絵で示し、作り方だけ である。 大きさもＢ５判で手 載っていて、年間を通して活用
でなく、遊び方まで紹介してい 頃である。
できる。使い方を工夫すれば、
る。内容は、小学校３年生を基
長く活用することのできる本で
準にしてある。
ある。

世界的に著名な５人の画家の代表
作を鑑賞しながら、絵画による表
現の在り方や作者の心情を通した
「うつくしい絵」について説明し
ている。

各画家の自画像と作品、作品の解説
や、その時の心情等が説明されてい
る。絵のどのようなところが、心を
打つのか分かりやすい。

全てカラー写真で印刷されてい
る。作品も見やすい大きさで、
説明も理解しやすい。用語は易
しく、漢字には振り仮名が付い
ている。

四角に近い形で扱いやすくなっ
ている。本文の紙質も、絵の印
刷を考慮したものとなってい
る。
装丁もしっかりしている。

絵を見る大切なポイントが、丁
寧に説明されており、「うつく
しい絵とはどのようなものか」
「心を打つとはどういうことな
のか」などが、分かりやすい。

風や音等、身近なものでの遊び方 一つの遊びについて見開きとなって 文字の大きさは１２ポイントで 表紙は厚手でコーティングされ 遊び方や作り方だけでなく、素
や身近な材料で簡単に作れる玩具 いる。
表記されているが、作り方の説 ており、耐久性がある。
材等の関連する事柄に関する解
での遊び方を紹介している図鑑で 作り方や遊び方の種類が多い。
明文は９ポイントである。 漢
説もある。
ある。風や星等の自然現象につい
字に振り仮名が付いている。写
ひかりのくに
ての解説もある。
真や絵（イラスト）が多く使用
され、全頁カラーである。

小峰書店

山と渓谷社

河出書房新社

季節の行事に関する作品や、招待 もくじがある。作り方の解説を半
状などを、はさみやカッター、の ページに１つで構成されている。
り、クレヨンや色鉛筆を使いなが
ら作る方法を紹介している。

漢字にはふりがながふってあ
表紙は硬い紙で、のりとじで製 学校生活の中で行事ごとに作る
る。また、使うもの、作り方
本している。
ものをピックアップしやすい。
が、絵と説明、完成図を交え簡
メッセージを書くこともできる
潔に書かれている。
ので、国語や、道徳などと連携
し、使用している。

絵画や工作について、描き方や作
り方、道具の使い方や遊び方など
を幅広く紹介した内容である。学
習指導要領での位置付け、活動の
目安になる時間や難易度も示され
ている。

文字の大きさは、見出しが４４ 紙質は薄く、柔らかい。表紙の 各頁に制作の難易度や学習のね
ポイントで、作り方の説明は１ 紙は柔らかく、のりとじで製本 らいが示してある。
０．５ポイントである。全頁カ してある。
ラーで、道具や工程を写真で示
している。

３章に分かれており、第１章は絵画
編、第２章は工作ねんど編、第３章
は工作編の構成である。一つの作品
について見開き２頁で、作り方から
完成までを示している。
目次がある。

情景豊かな１１の鉄道名風景の写 カラーのページと白黒の塗り絵部分 写実的な塗り絵に仕上がってい 丈夫な表紙で使いやすい。
実的な塗り絵である。
のページがある。見本となるページ る。とても細かに書かれてい
を参考に色を塗ることができる。
る。色も濃淡の表現の幅が広く
ある。

見本となる絵を見て色を塗るこ
とで、観察力・色の表現の学習
につながる。また、かなり細か
な線で描かれており、それを塗
ることで指先の訓練にもなる。

美術に必要な色鉛筆、クレヨン、 上質紙、ざら紙、半紙、画用紙、色 全てにおいてカラー版になって 表紙は硬い紙で、内容は写真入 造形を通じて、生徒にこすり出
パステルを使ってこすり出しの基 紙を使いこすり出しのやり方を学べ おり分かりやすい。視覚から入 りで丈夫である。
しの楽しみと創造力が豊かに育
礎・基本を学ぶように扱われてい るようになっている。
ることが有効に扱われている。
まれる扱いに構成されている。
子どもの本の る。
国土社

合同出版

日常動作や基本的な運動につい
て、正しい例と悪い例を分かりや
すくイラストを使って説明してい
る。

全４章で構成され４５の動きを説明
している。
一つの動きについて、見開き２頁か
ら４頁で、イラストを使って説明す
る構成になっている。
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本文の文字の大きさは、１２ポ 紙質は薄く、表紙は柔らかい。 全ての動きについて、具体的な
イントで表記されている。
のりとじで製本してある。
ポイントを示した分かりやすい
体の使い方の良い例悪い例を、
挿絵と、詳細な説明が付いてい
イラストを使い説明している。
るので実際に活用しやすい。
全頁、黒１色刷りである。

平成３０年度八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）
中学校
種目

保健体育

保健体育

保健体育

保健体育

保健体育

保健体育

書名

発行者名

２１世紀幼稚園百科⑪からだのふしぎ

およぐ

福音館書店

くらしに役立つ保健体育

子どもの健康を考える絵本
たべものなあに？

内容

身体部位の名称、消化器・循環
器・骨と筋肉の仕組みや健康な体
作りについて、写真や模型を提示
し、具体的に説明している図鑑で
ある。

からだがすきな

小学校低学年～高学年

２－（１）
全体の構成や各項目の配列
身体の各器官について、見開きで１
４のテーマについて見やすく構成さ
れている。
身体の部分について幅広く解説され
ている。

２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３

その他

写真、模型での図示など、身体 紙質が厚く、耐久性に富んでい この図鑑では必要な事柄や身体
の部分を焦点化し分かりやすく る。
器官を、生徒の実態に応じて取
表現されている。
り出して指導することによっ
細かい文字で説明されている箇
て、興味・関心を引き出すこと
所もいくつか見られる。
が可能である。
各頁の下に詳細な説明や補助資
料が記載され、指導上の参考に
なる。

プールに怖がらずに入りたくなる 見開き２頁で、水遊びから、潜る、 本文の文字の大きさは１４ポイ
ように、水遊びから、水に浮いて 浮くなどの段階を追って、水に慣れ ントで表記されている。
バタ足するまでの様子を表した絵 る様子が描かれている。
全頁カラー印刷で、はっきりと
本である。
した色使いである。
全て平仮名表記で、分かち書き
がされており、文章も簡潔であ
る。

光沢がなく、厚みのある紙であ 水に慣れる段階の生徒の、水泳
る。
の事前学習に適している絵本で
表紙は硬い紙で、糸かがりで製 ある。
本してあるため、十分な耐久性
がある。

生徒が興味をもちそうなスポーツ
がたくさん取り上げられている。
保健分野はけがや病気の予防の手
立てが示されている。

さまざまなスポーツのルールや習得 自分の考えや調べたことを書き 鉛筆での書き込みを消しても跡 授業では、動画や写真などと合
法を学習し、運動をすることの大切 込むところがあり、ノートがな が残りにくい紙質である。
わせて見せるようにするとより
さが理解できるように構成されてい くても学習することができる。
分かりやすい。
る。また心と体の発達についてや、
けがや病気に対する処置法なども解
説されている。生涯をとおして心身
ともに健康なくらしをおくるために
必要な知識を学ぶことができる。

子供が好きそうな食べ物の話から
始まり、体の成長や健康維持に必
要な、栄養素について示してい
る。

口が好きな食べ物と、体に必要な食
べ物の違いを示し、健康な体を作る
には三つの栄養素をバランス良くと
る必要があることを示している。

赤、黄色、緑の栄養素が含まれ Ｂ５判でまとめられていて、装 食品の絵を多く掲載して、生徒
ている食べ物が、カラーの絵で 丁もしっかりしている。
の興味をひきやすい。
示してあり、生徒にも理解しや
また、好きな食べ物ばかり食べ
すい。大人に対しての解説もあ
るのではなく、基本的な栄養の
る。
知識を理解させるとともに、栄
養的にバランスのとれた食生活
が、大切であることを示してい
る。
大人と一緒に読める工夫もされ
ている。

知的障害のある小中高校生向け
生命誕生の仕組みから、体の仕組
に、自分と他者のからだを大切に み、健康、ストレスや病気、薬物へ
するための知識と、その具体的な と章立てされている。
手をつなぐ育 方法が示されている。
成会

白黒１色刷り。図やイラスト、 Ａ３版で、めくりやすく、書き 色の少なさと文字サイズが複雑
グラフなどを含み、イメージし 込みができ、耐久性のある紙質 なため、各ページを必要に応じ
やすい。文字は大きく、ルビ付 である。
て選び、視覚誘導しながら活用
である。
する。

東洋館出版社

自立生活ハンドブック４からだ！！げん
き！？

体育の教科書

小学館

1

偕成社

山と渓谷社

小学校の体育で行う基本的な運動
の効果的な練習方法を、写真を活
用して簡潔に示している。学習指
導要領での位置付け、習得の目安
になる時間、難易度も示されてい
る。

目次がある。低学年編、中学年編、
高学年編、応用編、運動能力をのば
すポイントの５章構成である。
１章に１１項目、２章に１２項目、
３章に８項目、４章に４項目が段階
的な練習方法で説明されている。

12

説明文は９．５ポイントであ
紙質は薄く、柔らかい。
１項目に対して、段階に合わせ
る。全頁カラーである。一連の 表紙は柔らかい紙であり、のり た練習方法が示してあり、分か
動きを分割した大きな写真と説 とじで製本してある。
りやすい。
明文を掲載し、留意点等を四角
囲みで示している。

平成３０年度八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）
中学校
種目

保健体育

保健体育

保健体育

保健体育

保健体育

書名

知識の絵本３

発行者名

ひとのからだ

中学保健体育をひとつひとつわかりやすく

中学体育実技

体幹トレーニング

改訂新版

体験を広げる

岩崎書店

学研教育出版

1

内容

人の体について、生命の誕生から
大人への身体の成長、男女や大人
と子供の身体の違い及び消化器、
循環器等機能等について説明して
いる。

２－（１）
全体の構成や各項目の配列
身体の発達に関して、触れられて
いる。
一年間で取り扱うので適量であ
る。

２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

挿絵と文章が中心であるが、内
臓や骨については、レントゲン
写真を使っている。
全文、平仮名での表記である。

Ａ４変形判で、装丁はしっかり
している。
表紙は厚く、糸でとじられてい
る。
中紙も厚みがあり、耐久性があ
る。

中学校の保健体育で習うスポーツ ３章に分かれており、第１章は体育 解説部分は絵で示し、重要な用 表紙はソフトカバーである。
の基本的な技とルールとともに、 実技、第２章は保健、第３章は体育 語は頁の右上に全頁共通で示す 製本はしっかりしている。
保健分野・体育理論の学習のポイ 理論の構成である。
等、見やすいように工夫されて
ントが示されている。
いる。

３

その他

体の発達について、前半で触れ
られ、後半は、内臓、筋肉など
の機能について触れられてい
る。

特筆なし

・体育の実技について種目別に
ルールや技術、練習方法などをイ
ラストや写真を交えて詳しく掲載
している。
学研教育出版
・東京都の中学生の体育資料（体
力テストやと大会の記録など）も
まとめられている。

種目別に色分けされた見出し付き
で、分かりやすくまとめられてい
る。また、各種目の１ページ目には
トップアスリートの写真が載ってい
ると共に、競技の歴史や基本用語な
ども一目でわかるようにレイアウト
されている。

オールカラーページでイラスト 表紙はビニール加工になってお 本校では通常の学級でもこの図
や写真も多く、ポイントを抑え り、しっかりとした作りであ
書を副教材として使用してお
やすい。また、クイズや自分で る。
り、それに習って特別支援学級
使えるチェックシートも付いて
でも採択している。
おり、楽しめる内容になってい
る。

支援学級生徒に必要不可欠な姿勢
の保持「体幹」の鍛え方について
具体的に学習できる扱いになって
ＫＫベストセ いる。
ラーズ

体幹の意義、ストレッチング、スト 全てにおいてカラー版になって Ｂ５サイズで、扱いやすくなっ 付属のＤＶＤが付いており、視
レッチングの実践、ストレッチング おり分かりやすい。視覚から入 ている。
覚からも体幹トレーニングの知
を取り入れた練習方法、運動の基礎 ることが有効に扱われている。
識と理解を深められる。
から実践まで分かりやすく図解と説
明の構成で扱われている。

小学生向けに、人の身体の仕組
各ページまたは見開きページに、体 全頁フルカラーで、親しみやす 厚紙の表紙で、糸かがり、めく 多少だが図と文字が整理されて
み、各部位の役割や構造を、身近 の各部位の役割や構造を、１つ１
いイラストと詳細な図、説明文 り易く耐久性のある紙質であ
いない印象があり、生徒の視点
な例を用いて、解説している。
つ、図と言葉、イラストで解説して にはルビが付いている。問いか る。Ｂ５変形である。
を誘導しながら活用する。
いる。日常生活場面での使われ方も けは、口語調で親しみやすい。
からだとけんこう ひかりのくに
示されている。

技術（職業）・
Do！図鑑シリーズ料理図鑑
家庭

技術（職業）・
あたらしいほうりつの本（２０１４）
家庭

福音館書店

調理の仕方、道具の使い方、食材 もくじと索引がある。見開き２貢
イラストで食材の切り方や、形 表紙はやや硬い紙で、のりとじ 調理の事前学習等で活用した
の基本的知識などが、テーマごと で、１テーマとしまとめている。漢 などを示し、絵を見て作業の流 で製本している。
り、帯学習として導入で１テー
に分けられ細かく紹介されてい
字にはふりがながついている。
れがわかるようになっている。
マごと取り上げたりしている。
る。

障害のある人が地域で暮らしてい
くための色々な支援について、学
習できる内容になっている。特別
全国手をつな
支援学級の生徒にとって、必要な
ぐ育成会連合
内容と思われる。
会

・手帳に関すること・年金に関する
こと・医療費に関すること・障害福
祉サービス・相談に関すること・住
むに関すること
・過ごす、働くに関すること・でか
けるに関すること
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・ルビがふってあるので、読み 紙質は厚めで耐久性がある。
やすい。
・イラストで説明してあるので
分りやすい。

特筆なし

平成３０年度八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）
中学校
種目

書名

技術（職業）・ イラスト版 台所のしごと
家庭
ターする３７の調理の知識

技術（職業）・ イラスト版修理のこつ
家庭
る５４の生活技術

発行者名

子どもとマス

子どもとマスターす

技術（職業）・ くもんのせいかつ図鑑カード
家庭
ド

たべものカー

技術（職業）・
くらしに役立つ家庭
家庭

技術（職業）・
ひとりでできちゃった！クッキング
家庭

技術（職業）・
よくわかるはじめてのらくらくキーボード
家庭

合同出版

合同出版

くもん出版

東洋館出版

1

内容

２－（１）
全体の構成や各項目の配列

２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３

その他

調理に必要な知識について、「準
備・下ごしらえ」「調理・水回
り」「調理・火回り」「調理・調
理台回り」「食卓・食卓回り」の
５領域３７項目について、イラス
トと文章で説明している。

一つの項目に対して数種類の食材や
調理方法の紹介で構成している。保
護者や指導者向けのアドバイスを各
項目ごとに文章で説明している。

文字の大きさは、料理の説明部 表紙は耐水性があり、各頁の紙 特筆なし
分が９ポイント、アドバイス部 質は厚く、取り扱いやすい。
分が１０ポイントである。漢字
には振り仮名が付いていない。
全頁モノクロである。

自転車の点検、トイレ掃除風呂掃
除、台所掃除、電球の交換、洗濯
機で洗う、衣服を干す、衣服をた
たむ、ボタンを付ける、アイロン
をかけるなど日常生活上の手入れ
や修理についての作業を紹介して
いる。

保守・保全、掃除、修理・修繕、補 文字の大きさは、各項目のアド 表紙は耐水性があり、各頁の紙 特筆なし
習・修理、洗う、干す、たたむ、収 バイス部分が１０ポイント、説 質は厚く、取り扱いやすい。
納・片付けの８項目に分けて合計５ 明部分が９ポイントである。
４の作業項目で構成している。各項
目は１頁から見開き２頁で示してい
る。

「おにぎり」「やきそば」「ハン
バーグ」など、子供に親しみのあ
る食べ物３１種類を絵で表した
カード集である。また、カードの
裏には、名前の由来や作り方など
について、２、３文で示した解説
がある。

表面は、白地にカラーで、写実的に
描かれた食べ物のみが、大きく示さ
れている。裏面は、食べ物の名前、
解説文、子供が食べている様子を描
いたイラストが黒で印刷され、分か
りやすい構成である。

カードの裏面の文字の大きさ
紙質は厚く扱いやすい。
は、表題が５４ポイントで、本
文は１３ポイントである。表題
は平仮名又は片仮名の表記で、
本文の漢字や片仮名には振り仮
名が振ってある。

特筆なし

衣・食・住と家庭とに分けて章立
てしてある。家庭経済についても
取り上げられており、実践的な内
容である。

家庭や社会での自分の役割を考え、
卒業後、社会の一員として主体的に
生きていくために必要な基礎知識が
写真やイラストを交えて分かりやす
く紹介されている。親元を離れて生
活する際のテキストになり得る内容
である。

調理のページには１０種類の献 丈夫でめくりやすい紙質であ
立が紹介されている。１人分の る。
材料と作り方が片側１ページに
まとめられており、一目でわか
るようになっている。

イラストなどがシンプルで分か
りやすい。動画や写真と併用す
るとより理解できる。

全４２種類の料理を包丁や火を使 第１章では本の中に紹介されたレシ 本文の文字の大きさは、８ポイ 表紙は光沢があり硬い。紙質は 手順ごとに写真で様子を説明し
わずに調理する方法を、写真付き ピを調理するための基礎知識や技能 ントで構成されている。漢字に 光沢があり柔らかい。
ており、視覚的に内容理解を促
の手順を用いて説明している。
を８項目に分けて説明している。一 は全て振り仮名が付いている。
す工夫が多く取り入れられてい
つのレシピにつき、見開き２頁でま 調理道具をシンボルマークで表
るため、生徒が、主体的に調理
ジアース教育
とめており、全頁カラー刷りであ
示しており分かりやすい。 手
しやすい内容となっている。
新社
る。
順ごとに番号が振ってある。

ＦＯＭ出版

技術（職業）・ 坂本廣子のひとりでクッキング（１）朝ごは
偕成社
家庭
んを作ろう！

タイピングについて、図解を用い キーボード全体図とその解説、説明 フォントも大きめで読みやす
Ａ４サイズでフォントも大き
て、わかりやすく説明されてい
および練習方法が順序立てて説明さ い。図解が多く、説明がとても く、見やすい。
る。
れている。またローマ字表もあり、 理解しやすくなっている。
理解しやすくなっている。

タイピングの練習がスモールス
テップで順を追って書かれてお
り、生徒一人でも慣れると理解
し、練習ができそうである。

簡単な朝ごはんを題材にしてい
事前の準備、調理作業、後片付けを 出来上がった調理は写真で、作 装丁はしっかりしている。紙質 基本的な調理作業を中心として
る。
挿絵を中心として、写真も入れなが 業の過程は挿絵を中心に構成さ は厚く扱いやすい。
まとめられている。主食の米、
主食にごはんとパンを用い、鶏卵 ら構成している。
れている。応用調理についても
パン、副食の例（鶏卵）を中心
を用いた調理を中心に使ってい
触れている。 漢字には振り仮
として構成されているが、魚、
る。
名がある。目次は、和風の調理
肉、野菜の組合せについても触
と洋風の調理が、対比できるよ
れている。動物のキャラクター
うに工夫してある。
が解説しており、生徒の興味を
引く構成である。
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平成３０年度八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）
中学校
種目

書名

発行者名

技術（職業）・ 坂本廣子のひとりでクッキング（２）昼ごは
偕成社
家庭
んを作ろう！

技術（職業）・ 坂本廣子のひとりでクッキング（７）おべん
偕成社
家庭
とう作ろう！

技術（職業）・
子どもとマスターする４９の生活技術
家庭

技術（職業）・ 子どもとマスターする４９の生活技術
家庭
スト版手の仕事

技術（職業）・
子どものマナー図鑑（２）食事のマナー
家庭

技術（職業）・
子どもマナー図鑑１
家庭

技術（職業）・
子どもマナー図鑑３
家庭

合同出版

イラ

合同出版

偕成社

ふだんの生活のマナー 偕成社

1

内容

２－（１）
全体の構成や各項目の配列

２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３

その他

昼ごはんを食べることの大切さを もくじがある。準備の仕方、メ
全ページカラー印刷。すべての 表紙は硬い紙で、のりとじで製 中学生が一人で短時間で作れる
示すと共に、子どもでもできるメ ニュー１４品、後片付けの順で構成 工程がイラストと簡単な説明文 本している。
レシピが多いので調理実習の際
ニューを絵と写真で紹介してい
されている。
で描かれている。
に活用ができる。
る。

簡単なお弁当を題材にしている。 事前の準備、調理作業、後片付け、 出来上がった調理は写真で、作 装丁はしっかりしている。紙質 単品で調理を紹介し、組み合わ
副食を単品扱いとし、組み合わせ お弁当としての献立例で構成してい 業の過程は挿絵を中心に構成さ は厚く扱いやすい。
せてお弁当を作れるように構成
てお弁当が作れるようにしてい
る。
れている。
してある。
る。

小学生向けに、日常生活に必要な 食生活、衣生活、住生活にカテゴ
道具の正しい扱いを手順を追っ
リー分けされ、各場面での道具の扱
て、説明している。
いが、手順化され、イラストと言葉
で解説されている。

手順の中でも必要なポイントが Ｂ５版でめくりやすく耐久性の 説明文は漢字交じりだが、教員
整理され図解してある。説明文 ある紙質である。
が読み上げることで、図解され
は漢字交じりだが、図が主体と
た動作の理解に集中できる。
なっている。

リンゴの皮をむく、洋服をたた
む、定規で線を引く等の日常生活
における４９の手作業を４項目に
分け、手作業一つ一つに応じたア
ドバイスと手順を追った動作のポ
イントを紹介している。

食生活、衣生活、住生活、勉強・遊
びの４項目について合計４９の項目
を設定している。各項目は見開き２
頁又は４頁で簡潔に説明されてい
る。

本の大きさはＢ５版で、文字は 表紙は耐水性があり、各頁の紙 家庭生活、学校生活で必要な生
１１ポイントである。具体的な 質は厚く、取り扱いやすい。
活技術について分かりやすく整
写真、イラスト、図で動作のポ
理されている。
イント等が分かりやすく説明し
てある。

小学生～中学生向けに、場所や食
事の種類ごとの食事のマナーや食
事中の所作、ＮＧ行為がまとめら
れている。

各見開き頁に、場所ごとの食事シー 親しみやすいイラストで動作の 厚紙の表紙で、糸かがり、めく
ンが描かれ、正しい所作やＮＧ行為 一つ一つが図と言葉で示されて り易く耐久性のある紙質であ
が示されている。各所作を詳細に示 いる。漢字はルビ付である。
る。Ｂ５変形である。
すページもある。

普段の家庭の食事場面の他に、
ファミリーレストラン・中華料
理店等の食事場面を多く取り上
げ、様々な場面で活用できるよ
うにしている。イラストはカ
ラーのキャラクターを用い、親
しみやすくしている。

生徒の生活全般にわたって基本的 日常生活を１６の項目に整理して、 イラストに付記されている説明 防水性のある表紙で、各頁の紙
なマナーについてイラストを活用 基本的なマナーについて学べるよう の文章は、生徒に話し掛けるよ 質は厚く、装丁もしっかりして
して説明している本である。
に構成されている。
うな表現で、詳細に説明してい いる。
る。各頁の説明文の文字の大き
さは、８ポイントで、絵は小さ
い。漢字には、振り仮名が付い
ている。

生徒の生活全般にわたって具体
的な項目を取り上げて、基本的
なマナーについて学習できるよ
うになっている。イラストは、
カラーで、親しみやすい表記に
なっている。

自転車の乗り方や、電車の中での
マナー、公共施設や遊園地、ホテ
ル等でのマナーについて具体的な
場面やイラストを活用して説明し
ている図鑑である。

外出先や利用交通機関等を２０の項
目に整理して、基本的な外出時のマ
ナーについて学べるように構成して
いる。

でかけるときのマナー 偕成社
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イラストに付記されている説明 防水性のある表紙で、各頁の紙 特筆なし
の文章は、子供に話し掛けるよ 質は厚く、装丁もしっかりして
うな表現で、詳細に説明してい いる。
る。それぞれの内容ごとに囲み
で区切り、説明している。漢字
には、振り仮名が付いている。
各頁の説明文の文字の大きさ
は、８ポイントで、絵は小さ
い。

平成３０年度八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）
中学校
種目

書名

発行者名

技術（職業）・
私たちの進路＜あしたへのステップ＞
家庭

技術（職業）・
自立生活ハンドブック８
家庭

しょく（食）

1

内容

自分のこと、働くこと等、進路を
考える際の手順が、ワークシート
形式で順序立てて説明されてい
日本教育研究
る。
出版

２－（１）
全体の構成や各項目の配列

２－（２）
表記・表現

一つのテーマについて見開き２頁の
構成で、生徒自身が記入して完成さ
せるワークシート形式になってい
る。６項目・４２種類の内容が記載
されている。

文字の大きさは１１ポイントで
表記されている。各頁の初出漢
字のみ振り仮名が付いている。
表紙以外は全頁モノクロであ
る。絵（イラスト）や具体的な
図表が多数用いられている。

２－（３）
製本の仕方や耐久性等
表紙はコーティングされてい
る。
本は薄手で軽く、携帯しやす
い。

３

その他

ワークシート形式なので、実際
の授業に活用しやすい。卒業後
の様々な出来事に対する対策等
の記述もあり、職業や進路指導
の学習で活用できる。

日常生活に多く食される料理１８ １種類の調理は見開きの２頁で、左 調理の手順、材料、分量は、調 表紙、紙質は薄く、装丁は簡素 調理方法は、写真のみの簡潔な
種類を中心に、調理手順の説明に 頁に完成品の写真、右頁に９つの調 理場面の写真のみで示してい
であるが、防水性のある素材で 表示になっており、分かりやす
文字を使用せず、写真のみで簡潔 理手順の写真で構成されている。
る。調理の手順は、全て９コマ 作られている。
く、生徒の興味・関心を高める
にしてあり、同一方向で示して
ことができる。文字を読むこと
全日本手をつ に示している本である。
ある。
が苦手な生徒にとっても活用で
なぐ育成会
きるようになっている。
支援学級生徒がひとりで調理でき 全４０品の調理方法について、図解 表現も生徒が分かりやすくひら 表紙のカバーにビニールテープ 特別支援学級の生徒がひとりで
るよう調理方法を学べるように
とわかりやすい説明文で料理の基礎 がなが多く、漢字にふりがなが が貼られていて、水を防ぐ扱い 調理できるように、調理の仕方
なっている。
知識を学ぶように扱われている。
付いている。
になっている。
を工夫している。

技術（職業）・
こどもがつくる楽しいお料理
家庭

英語

英語

英語

英語

ＣＤ付き英語カード
編

ＣＤ付き英語カード

あいさつと話しことば

たのしい会話編

English Time 1 Student

Enjoy English①

Book

婦人之友社

生活の中ですぐに使える英語の会
話表現を集め、４６枚のカードに
記載している。
英単語の発音を録音したＣＤが付
いている
くもん出版

くもん出版

絵は色彩が鮮やかではっきりと
している。カード表面の文字の
大きさは１６ポイントで、裏面
は訳語が９ポイント、英会話表
現は使われている文字数によっ
てポイントが１８～４２ポイン
トと異なる。

カードの大きさはＢ６で持ちや
すく扱いやすい。カードは厚紙
であるが、折れやすく、耐久性
にはやや欠ける。左上にはホル
ダーリング用の穴があいてい
る。

英会話表現には振り仮名が振ら
れておらず、指導者が読み方を
示すか、ＣＤを活用して学習を
進める必要がある。
外箱に「幼児から」と記載され
ていることについて、配慮を要
する。

日常生活で使う英語の挨拶や簡単 ＣＤと、４６枚のカードで構成さ
全カードカラーである。表は、 カードはしっかりした堅い紙
授業の冒頭に数枚ピックアップ
な会話を、カードとＣＤで説明し れ、箱に入っている。箱には全カー イラストとそれに対する短文の で、耐久性がある。１枚ずつば し、フラッシュカードのように
ている。
ドの一覧が載っている。
英語、裏は英文のみで表記され らにして使うことも、リングで 使用し、見る→発音させるの流
ている。
とじることもできる。
れで活用している。

身近な場面での英単語や会話を聞
いたり話したりすることに重点を
置いたテキストである。オックス
ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ大
フォード大学出版の児童向けの英
学出版局株式
語教材で、アジアの子どもたちの
会社
ために開発された国際言語プログ
ラムに基づいて作成してある。

日本トータル
アカデミー

内容は「あいさつやよびかけの表
現」「自分のまわりのことをいう表
現」「人に話しかける表現」で構成
されている。カードの表面には場面
を表した絵と吹き込みで英会話が書
かれている。裏面には英会話表現が
大きく書かれ、右下にその意味も添
えられている。

登場人物の日常会話で英会話の基
本的な表現を学習できる内容であ
る。付属のリスニングＣＤにネイ
ティブの発音による会話文、単
語、熟語、歌などが入っている。

１ユニットは４頁で、全１２ユニッ 文字の大きさは１４ポイントで 表紙は、コーティングされ、耐
トで構成している。１ユニットには ある。イラストは全頁カラーで 久性がある。
会話、語彙、例文がある。復習欄で ある。
は、お話し、パズル、歌などの活動
が盛り込まれ、巻末には、単語の
チェックリストを掲載している。
１ユニット４頁で、全１２ユニット
で構成してある。１ユニットには、
会話、単語、例文、アルファベット
の書き方などが付いている。 目次
がある。
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様々な生活場面を絵を見なが
ら、学習できるようになってい
る。別売りのＣＤ（定価５，３
３０円）、指導用マニュアル
（３，８４０円）がある。

教科書体で２６ポイントで表記 紙質はやや厚みがある。表紙は 特筆なし
されている。
柔らかい紙で製本はのりでとじ
全頁カラーである。例文には頁 てある。
の下部に、単語にはその部分の
下部に日本語訳が付いている。
はっきりとした色調の絵であ
る。

平成３０年度八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）
中学校
種目

英語

英語

英語

英語

英語

英語

英語

書名

Learning World①

２－（１）
全体の構成や各項目の配列

２－（２）
表記・表現

「住んでる町」や「ぼくのから
だ」など、日常生活に関わる身近
かな事項を題材にして英会話の基
アプリコット 礎を学習する内容である。
出版

見開き２頁で一つの単元となって、
英単語や英会話文が絵とともに示さ
れている。右側頁に直接書き込みな
がら学習をすることもできる構成と
なっている。巻頭に到達目標、巻末
にシラバスがある。

全頁カラーで、鮮やかな色彩の
イラストが描かれている。文字
の大きさは２４ポイントを中心
に使用し、特に強調したい部分
では様々なフォントを使用し、
強調している。

日常生活でよく使われる英語表現
を中心に学習する内容となってい
る。英単語の発音を録音したＣＤ
が付いている。

見開き２頁で一つの単元になってい
る。１０前後の会話文が絵とともに
記載されている。単元ごとに「ＬＥ
Ｔ‘Ｓ ＴＲＹ」という設問があ
る。表紙裏も楽手に活用できる。

文字の多い差は、２０～３２ポ 表紙は厚紙で、ビニールコート 付録のＣＤは、各頁に対応して
イントで、全頁カラーである。 されたカバーが付いている。
発音などの学習ができるよう工
表記はアルファベットで日本語
夫されているため、視覚障害の
訳はない。漢字には振り仮名が
生徒にも活用できる。指導者用
付いている。順番を表す数字及
マニュアルがある。巻末の英語
び「ＬＥＴ‘Ｓ ＴＲＹ」に記
索引は簡単な辞書としても活用
されている日本語は丸ゴシック
することができる。
体の７ポイントで表記されてい
る。

家庭や学校など、身近な場面での
英会話表現を集めた、聞くこと、
話すことを重視したテキストであ
る。

基本的に構成は、絵が中心で、見開
き２頁で２場面となっている。右頁
には、リスニングの練習問題があ
る。

文字の大きさは１８ポイントで 製本が丈夫で、カバーもあるこ 指導用マニュアル、ＣＤが付い
ある。イラストはカラーで単純 とで耐久性が高い。
ている。
化されており、各場面の状況が
分かりやすくなっている。本文
の読み仮名、日本語訳はない。

発行者名

1

内容

NEW ABC of ENGLISH 会話編（新装改訂新版） 創英社

NEW ABC of ENGLISH 基礎編

からだで学ぶ英語教室

ことばのえほんABC

レインボー英和・和英辞典改訂第三版

英語カード

おでかけの会話編

創英社

英語のあいさつや、物の名前、顔
のパーツなど、歌や、作業を織り
交ぜて紹介している。小学校高学
年、または中学校１年生用に作ら
大阪教育図書
れたものである。

あかね書房

学研出版

くもん出版

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３

その他

紙質は光沢がなく、厚い。表紙 特筆なし
は柔らかいが、コーティングが
施され、のりとじで製本されて
いる。

目次がある。９つのテーマを設け、 英文や単語に対して、それを表 表紙はやや硬い紙で、のりとじ
｢Play｣｢Game｣を交互に構成してい
す挿絵が書かれている。
で製本している。
る。本の冒頭に、この本の読み方や
活用法の説明がある。

楽しい絵やゲーム、歌を基に、｢
聞く｣練習から入り｢話す｣活動に
つなげ、学習を進めることがで
きる。

ＡからＺで始まる単語が、アル
アルファベット１文字～２文字の内 見出しのアルファベットは１６ 表紙は厚くビニールコーティン 初歩的な英語を学ぶ生徒の英語
ファベット順にカラフルなイラス 容について、見開き２頁で構成され ０ポイントで大きく表記されて グされている。中の紙質は厚く への関心を高め、アルファベッ
トを交えて紹介されている絵本で ている。
いる。読み方は片仮名の黒字、 耐久性があり、装丁もしっかり トや英単語に親しむ素地をつく
ある。表紙裏には、アルファベッ
強く発音する部分は太字、言葉 している。
るために活用できる。アルファ
ト表、巻末には、体の名称、家
の意味は平仮名の青字で表記さ
ベットの順が視覚的に分かるよ
族、四季、月と曜日の英単語が紹
れている。絵は優しい筆遣いで
うに工夫されていて辞書の引き
介されている。また、表紙裏に色
大きく描かれている。
方にも応用できる。
と数字が紹介されている。

オールカラーのイラストや写真で
わかりやすく説明した、楽しみな
がら引ける辞典。英語の歌や会話
を収録したＣＤ２枚つき。

英和には約２３００語、和英には約 写真や絵が多く使用されてお
ハードカバーで耐久性のある本 特筆なし
３４００語が収録されている。英和 り、意味をイメージしやすいよ である。
には綴りと発音の関係がわかるよう う工夫されている。
フォニックス方式がとられている。

ハイキングや、動物園、遊園地な
どへの外出時に使える英語の応答
表現を集め、４６枚のカードに記
載している。２枚１組で一つの対
話になっている。英会話の発音を
録音したＣＤが付いている。

カードの内容は２枚１組で一つの対
話になっていて、全部で２３種類の
会話で構成されている。カードの表
面には、場面を表した絵と、英会話
が吹き出しで書かれている。裏面に
は英会話表現が大きく書かれ、その
右下に日本語訳が書かれている。
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絵は色彩が鮮やかではっきりと
している。カード表面の英単語
は１６ポイントで、裏面の英単
語は１８～７４ポイントであ
る。 日本語訳は９ポイントで
ある。

カードの大きさはＢ６で持ちや 特筆なし
すく扱いやすい。カードは厚紙
であるが、折れやすく、耐久性
にはやや欠ける。左上にはホル
ダーリング用の穴があいてい
る。

平成３０年度八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）
中学校
種目

英語

英語

英語

英語

英語

英語

書名

英語カード

英語カード

英語カード

英語のゲーム

どうぶつ編

家の中のもの編

町の中のもの編

文字であそぼ

英語ビジュアル辞典５５５

英和えほん

発行者名

２－（１）
全体の構成や各項目の配列

２－（２）
表記・表現

親しみやすく覚えやすい動物の英
単語を３８枚のカードに記載して
いる。英単語の発音を録音したＣ
Ｄが付いている。

カードの内容は２５種の動物の他、
７種の鳥、６種の虫で構成されてい
る。カードの表面には動物等の絵
と、その右上に小さく英単語が書か
れている。裏面には絵の内容を表す
英単語と、その右下に日本語訳が書
かれている。

絵はカラーのイラストで、写実
的に大きく描かれている。カー
ド表面の英単語は１６ポイント
で、裏面の英単語は２８～５４
ポイントである。 日本語訳は
９ポイントである。

カードの大きさはＢ６で持ちや 特筆なし
すく扱いやすい。カードは厚紙
であるが、折れやすく、耐久性
にはやや欠ける。左上にはホル
ダーリング用の穴があいてい
る。

家の中にある物のうち、身近で覚
えやすい英単語を３８枚のカード
に記載している。英単語の発音を
録音したＣＤが付いている。

カードの内容は「家具・電化製品」
「食器」「食べ物」「文房具など」
「身につけたり持ち歩くもの」で構
成されている。カードの表面には家
の中にある物の絵と、その右上に小
さく英単語が書かれている。裏面に
は絵の内容を表す英単語と、その右
下に日本語訳が書かれている。

絵はカラーのイラストで、写実
的に大きく描かれている。カー
ド表面の英単語は１６ポイント
で、裏面の英単語は２８～５４
ポイントである。 日本語訳は
９ポイントである。

カードの大きさはＢ６で持ちや 特筆なし
すく扱いやすい。カードは厚紙
であるが、折れやすく、耐久性
にはやや欠ける。左上にはホル
ダーリング用の穴があいてい
る。

町の中にある物のうち身近で覚え
やすい英単語を３８枚のカードに
記載している。英単語の発音を録
音したＣＤが付いている。

カードの内容は「建物」「町にある
施設」「乗り物」「公園にあるも
の」「店」で構成されている。カー
ドの表面には町の中にある物の絵
と、その右上に小さく英単語が書か
れている。裏面には絵の内容を表す
英単語と、その右下に日本語訳が書
かれている。

絵はカラーのイラストで、写実
的に大きく描かれている。カー
ド表面の英単語は１６ポイント
で、裏面の英単語は２８～５４
ポイントである。 日本語訳は
９ポイントである。

カードの大きさはＢ６で持ちや 特筆なし
すく扱いやすい。カードは厚紙
であるが、折れやすく、耐久性
にはやや欠ける。左上にはホル
ダーリング用の穴があいてい
る。

ゲームに取り組みながら、身近な
英単語や会話を楽しく学べる内容
である。ゲームの進め方が英語で
録音されたＣＤが付いており、Ｃ
Ｄを聴きながら実際にゲームを進
めることができる。

見開き２頁が一つのまとまりになっ
ていて、全部で２２のまとまりで構
成されている。巻頭に目次、本の使
い方が示されており、巻末にはゲー
ムの手引きやＣＤの録音内容が説明
されている。

表記は平仮名、片仮名、漢字で 表紙は厚紙で、ビニールコート ２２のまとまりで構成されてい
ある。 漢字には振り仮名が付 されたカバーが付いている。
るが、それぞれのまとまりが独
いている。本文は丸ゴシック１
立しているため、学習を区切っ
４ポイントで、課題により８～
て進めることができる。
２２ポイントの大きさで使い分
けられている。英単語は文字の
大きさとともに字体も変えてい
る。絵はカラーで鮮やかな色で
はっきりと描かれている。

小学生向けに、生活の中の身近な
挨拶や会話文、英単語が、シーン
別にまとめられている。コミュニ
ケーションを通した学習内容と
なっている。

見開き２頁に、各シーンが大きな図 全頁フルカラー、図絵と文字が Ａ３版で扱いやすくなってい
絵で描かれており、またその場で用 整理されて、示されている。難 る。
いられる表現や言葉が下部にまとめ しい漢字はルビ付きである。
られている。自分の答えを絵から選
択し、言葉に置き換え答えられるよ
うになっている。

1

内容

くもん出版

くもん出版

くもん出版

三省堂

株式会社mpi
松香ﾌｫﾆｯｸｽ

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３歳の幼児用に作られた絵辞書で 五十音順に配列され、分量も無理の 絵が原色で明るく、単純化され ハードカバーで耐久性のある本
ある。身近な単語を中心に、五十 ない程度にまとめられている。
て提示されている。単語が１頁 である。 細型で使いやすく
音順に配列されており、日本語と
に五つずつの絵とともに表記さ なっている。
れ、見やすいように工夫されて
戸田デザイン 英語が中とじの中扉を使って学習
できる。
いる。
研究室

18

３

その他

ＣＤが付属され、見たり読んだ
りすることが苦手な音声優位の
生徒にも活用できる。

絵が原色で描かれ、見やすく
なっている。単語も、身近なも
のが選択されており、英語に興
味をもつ、読み方に関心を覚え
るなどの工夫がなされている。

平成３０年度八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（選定資料作成委員会）
中学校
種目

英語

英語

英語

英語

書名

発行者名

内容

２－（１）
全体の構成や各項目の配列

２－（２）
表記・表現

２－（３）
製本の仕方や耐久性等

３

その他

アルファベット順に基本単語をイ １頁６語の単語で統一されている。 カラフルなイラストで色とデザ 表紙が厚く、紙の質も良く耐久 イラストのデザイン、単語の文
ラスト、発音記号、片仮名表記で 見やすく簡潔にするために意味の紹 インで分かりやすく表現してい 性がある。頻繁な使用にも耐え 字表現が優れ、見て楽しいもの
例文とともに記載している。
介を限定している。
る。単語の発音記号と例の英語 るが、両手で押さえないとすぐ になっている。
の文章が片仮名で書かれてい
に閉じてしまう。
戸田デザイン
る。
研究室

英和じてん絵本

絵でわかる英語じてん１

学ぼう！英語

1

学校

学研マーケ
ティング

単語・発音・アルファベット 数研出版

楽しく歌える英語の歌

成美堂出版

アメリカ合衆国の学校の様子（教 絵や写真に合わせて英単語と日本語 文字の大きさは１１ポイントを 表紙が硬い厚い紙で、製本も
特筆なし
室、各教科の紹介、学校生活の様 の組合せで６００以上載せている。 基本とし、吹き出しは９．５～ しっかりしているため、耐久性
子など）が絵と写真、日本語で紹 日本語・英語の索引が巻末にある。 １１ポイントである。片仮名で がある。
介されている。絵に合わせた簡単
発音の仕方が示され、アクセン
な単語を日本語と英語で表記して
トの部分はゴシック体で強調さ
いる。
れている。日本語の単語も、漢
字に全て振り仮名が付いてい
る。絵や写真が多く、全体的に
カラフルである。

アルファベットの書き方や単語に
ついて、野菜、おやつ、スポー
ツ、楽器などに分類され紹介され
ている。

もくじと、この本の使い方が始めに
示してある。音を聞く→アルファ
ベットの練習→英単語の順で紹介し
ている。

前ページカラー印刷であり、イ 表紙はやや硬い紙で、のりとじ アルファベットの書き方や、単
ラストも多い。ＣＤがついてお で製本している。
語の発音の仕方の学習に役立て
り、簡単な問題も紹介されてい
ることができる。
る。

外国の子供の英語の歌が２９曲集
められた歌集である。日本でも親
しまれている曲があり、手遊び
歌、身体動作を伴う歌等が、楽譜
付きで収録されている。また、歌
詞の日本語訳や歌が作られた背景
なども説明されている。

１曲が２～４頁にまとめられてお
り、全部で２９曲を載せている。楽
譜や英語歌詞、日本語訳等も含まれ
ている。

絵は色鮮やかに描かれ、生徒の 装丁、製本ともしっかりしてお 歌を収録したＣＤが付いてお
興味を喚起するものである。英 り、紙質も厚く丈夫である。
り、音楽を通して学習すること
語の歌詞は、約１２ポイントの
ができる。
文字で表記されている。
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