
中学校

種目
今年度新たに
調査した本

書名 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

国語 くらしに役立つ国語 東洋館出版社

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てあ
る。ひらがな・カタカナ・漢字を織
り交ぜ挿絵や図を使い各事例をわか
りやすく表現している。

紙質は適当である。大きさも手ごろ
で扱いやすい。

文章理解が苦手な生徒にとっても、
体験しながら学べるように構成され
ている。特に書類関係は，例も載せ
てあり、練習しながら書き方を覚え
ることができる。

国語 4年生までに身につけたい言葉力１１００ 学研プラス
語彙力を高める必要なアドバイスがあ
り、日常生活に使用する必要な言葉の
意味を知る内容で扱われている。

文字が大きく漢字にふりがなが付いて
おり分かりやすい。

名詞の言葉、動きのある言葉、表現を
豊かにする言葉にまとめられ、教科の
内容が分かりやすく扱われている。

表紙はコーティングされている。厚さも
あり、耐久性がある。

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。

国語 ひとりだちするための国語 日本教育研究出版

知的障がいのある中高校生向けに、あ
いさつ・自己紹介・電話・新聞・辞書・日
記・作文・手紙・履歴書・インタビューな
どが、説明されている。

各単元で、基礎学習と具体的な生活
シーンでの応用がセットになっている。

２色刷り、ルビ付、書き込み可能であ
る。具体的なイラストがあり、実際の場
面をイメージしやすい。

Ｂ５版・鉛筆で書き込みやすい紙質であ
り、１年間の使用に耐える丈夫さがあ
る。

知的障がい、学習障がいがある生徒
にとって、漢字のふりがな、挿絵、
写真が多く使われており、自立に必
要な知識や技能、マナーについての
内容を学習することができる。
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書写
漢字が楽しくなる本ワーク①

基本漢字あそび
太郎次郎社エディタ

ス

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。

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、絵や図で表記してい
る。どのページも挿絵があり、なににつ
いて学習しているのかわかりやすく問題
も記入しやすい。

表紙はやや硬い紙で、のりとじで製本し
ている。

漢字の習得に時間がかかる生徒に、形
や成り立ちと合わせてクイズ感覚で学習
できるため、生徒の意欲につなげられや
すい。

書写
漢字がたのしくなる本ワ－ク②

あわせ漢字あそび
太郎次郎社エディタ

ス

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、あわせ漢字について１
５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、絵や図で表記してい
る。どのページも挿絵があり、何につい
て学習しているのかわかりやすく問題も
記入しやすい。

表紙はやや硬い紙で、のりとじで製本し
ている。

漢字の習得に時間がかかる生徒に、形
や成り立ちと合わせてクイズ感覚で学習
できるため、生徒の意欲につなげられや
すい。

書写
漢字がたのしくなる本ワ－ク④

漢字の音あそび
太郎次郎社エディタ

ス

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い。
文字がはっきりと表れ捉えやすい。

表紙が薄くて軽く、耐久性にやや欠ける
ものの、適度な厚さで手にとって見やす
い。

漢字の習得に時間がかかる生徒に、形
や成り立ちと合わせてクイズ感覚で学習
できるため、生徒の意欲につなげられや
すい。
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社会 くらしに役立つ　社会 東洋館出版社
社会の成り立ちや都道府県の特徴な
ど、生活で使える社会の基本的知識が
載っている。

基本的に見開き２頁１単元とし構成して
いる。字の大きさも見やすい。

難しい漢字にはふりがながふってある。
公共で使う地図、新聞記事など生活で
目にしている物を多く図として取り入れ
ている。

表紙はやや硬い紙で、のりとじで製本し
ている。

知的障がい、学習障がいがある生徒に
とっても、漢字にふりがながあり、法律な
どの成り立ち、病院や地図など実生活
に根付いた社会的な考えを学ぶことが
できる。

社会 超ビジュアル！日本の歴史人物大辞典 西東社
小学生向けに、日本の弥生時代から昭
和までの著名な歴史上の人物２５０人を
紹介している。

順に読めば、歴史の理解が深まる。ま
たは、興味をもった人物を中心に歴史的
背景などに関心が広がる。

全頁フルカラー、絵や図などが豊富で、
整理されている。ルビ付で用語解説もあ
る。アイコン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。

Ａ５版で扱いやすく、紙質も１年間の学
習に耐える丈夫さがある。

文字の認知が難しい生徒にとっても、ア
イコン等を用いることで視覚的に歴史な
どの理解を深めることができるため。

社会
いちばんわかりやすい

小学生のための学習世界地図帳
成美堂出版

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。

「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。

全頁カラーである。本文の文字の大きさ
は８ポイントであり、漢字には全て振り
仮名が振ってある。自然、文化、産業、
歴史などを紹介する写真やイラストに
は、解説文が付いている。

紙はやや厚く、コーティングされている。
表紙はやや硬い紙であり、のりでとじて
ある。

空間認知が難しい生徒にとっても、解説
文などがあることでより理解を深めるこ
とができるため。
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数学 くらしに役立つ　数学 東洋館出版社

基礎編として、数と計算、量と測定、図
形と面積・容積、時刻・時間と速度など
について扱っている。
生活編として、自分の身の回りのこと、
毎日の生活のこと等について扱ってお
り、数学的な知識や技能等が学習でき
る。

基礎編、生活編の２部構成になってい
る。

小学校３年生以上の漢字に振り仮名が
ついている。また、数学で使う新しい用
語などにも振り仮名がついている。問題
と一緒にイラストも掲載され、視覚によ
り、理解できるような工夫がある。

一般の教科書と同様の装丁である。

四則計算は処理できるが、それを日常
生活で活用できない生徒に対して、生活
場面に合わせた実例が題材となってい
る。

数学
楽しく遊ぶ学ぶ

かず・かたちの図鑑
小学館

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頁で構成されている。
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２
４、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。

体験的に学ぶことのほうが得意で言語
理解が苦手な生徒に対して、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。

数学
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）

同成社

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。

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。

絵は身近な生活場面を取り上げ、一部
はカラーである。文字は、漢字、ひらが
な、カタカナ、数字である。「指導の展
開」が教師にとって参考となる。

紙質・装丁ともしっかりしていて、耐久性
に優れている。大きさはＢ５で扱いやす
い。

基礎的な計算力はあるが発展的な問題
に対しては困難さを覚える生徒にとっ
て、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、丁寧に説明している。「さ
んすうの窓」や「ことばをゆたかに」の
コーナーも活用できる。

数学 ひとりだちするための算数・数学 日本教育研究出版
知的障がいのある中高校向けに、重さ
と量、長さ、図形、表とグラフ、時間、こ
よみ、金銭などが、説明されている。

各単元で、基礎学習と具体的な生活
シーンでの応用がセットになっている。

２色刷り、ルビ付、書き込み可能であ
る。具体的なイラストがあり、実際の場
面をイメージしやすい。

Ｂ５版・鉛筆で書き込みやすい紙質であ
り、１年間の使用に耐える丈夫さがあ
る。

日常的に使われる、多くの単位や図形、
時間の概念等が混乱しやすい生徒に
とって、生活場面に合わせた題材で視
覚的に明記されているので活用しやす
い。
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今年度新たに
調査した本
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理科
小学館の図鑑　NEOぷらす

もっとくらべる図鑑
小学館

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１
６，１２ポイントなどである。全頁
カラーである。鮮やかに写っている
写真を使用している。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。

表紙の紙は硬く紙質は厚い。糸かが
りで製本されているため、耐久性が
ある。

体験的に学ぶことの方が得意で、言語
理解が苦手な生徒にとって、写真やイラ
ストで比較が分かりやすく記載されてい
るため動物の生態を理解しやすい。

理科 くらしに役立つ  理科 東洋館出版社

自然と暮らし、地球環境、薬品のつかい
方と目的、疾病の予防、快適に安全な
生活を送ることが、生徒が分かりやすい
ように取り扱われている。

書体の文字が大きく分かりやすい。
漢字に振り仮名が付けられており、図解
の説明もあり、事例も適切に取り扱われ
ている。

表紙は厚く、大きさも手頃で取り扱いや
すい。

文字だけでは理解しにくい生徒にとっ
て、生活に身近な知識として、自然、生
き物、環境、エネルギー等が、図ととも
にわかりやすく明記されており、自立に
向けた生徒の学習に活用できる。

理科
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑

ちきゅう 学研プラス
地球の成り立ちや地球の中でおこるふ
しぎや生き物、天気などについて紹介し
ている。

もくじと、この本の使い方が始めに示し
てある。また、最後のページに索引があ
る。

漢字にはふりがながついており、絵や、
写真を多く取り入れ全ページカラー印刷
で表記されている。

表紙はとても硬い紙で、のりとじで製本
している。耐久性がある。

文字だけでは理解しにくい生徒にとっ
て、写真やイラストで、天気や太陽・月・
星等について分かりやすく記載されてい
る。テレビの天気予報等を理解できる学
習を深めることが可能である。

理科
ふしぎをためすかがく図鑑

かがくあそび
フレーベル館

物にはいろいろな性質があり、いろ
いろな現象が起こることを身近な
テーマを取り上げながら、実験の方
法を紹介している。

もくじと、この本の使い方が始めに
示してある。また、最後のページに
索引がある。

漢字にはふりがながついており、絵
や、写真を多く取り入れ全ページカ
ラー印刷で表記されている。

表紙はとても硬い紙で、のりとじで
製本している。耐久性がある。

言語理解が難しい生徒にとっても、実物
が写真で表記されており、視覚的に理
解しやすくできている。

理科
小学理科か・ん・ぺ・き

新しい教養のための理科　基礎編
誠文堂新光社

昆虫や動物、植物の様子、気象や星空
の観察、身近なものでできる実験につい
て、分かりやすく解説している。

全体が生命の世界、地球と宇宙、身の
回りの科学の３部で構成されている。

難しい漢字には振り仮名が付いている。
文の中でポイントとなる部分はピンクの
文字で記されている。

表紙は薄手の紙であるが、コーティング
されている。

体験的に学ぶことのほうが得意で言語
理解が苦手な生徒にとって、身近なもの
を扱った簡単な実験が多く掲載され、調
べ学習に活用しやすい。
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音楽 ５改訂版　歌はともだち 教育芸術社

童謡・唱歌を含めて、これからも歌い継
いでいきたい日本の歌、授業や行事、
集会で歌いたい愛唱歌など全１４５曲を
バランスよく取り上げ、持ち運びやすくコ
ンパクトな２冊にまとめている。

曲はあいうえお順に構成されており、行
事や季節に合わせて曲を見付けること
ができるよう目次の他に歌の手引が
載っている。

曲のイメージを持ちやすいよう挿絵も多
く掲載され、歌詞に昔の言葉や意味の
難しい言葉があるときは曲が終わったと
ころに解説を載せてある。

大きさはＡ７判で、紙質は薄く、軟らか
い。

歌うことのみでは、曲をイメージしづらい
という生徒にとって、挿絵などを用い曲
のイメージをもって歌うことができる。
また索引が表記されていることで、曲が
見付けやすく、処理に時間がかかる生
徒にとって、スムーズに使用しやすくで
きている。

音楽 ◎ くもんの写真図鑑カード　　楽器カード くもん出版

カード表面に楽器の写真があり、右側
に、弦楽器や打楽器等の分類が紹介さ
れている。裏面には楽器名、解説文、奏
法の説明がある。付属のCDも優れてい
る。

31枚の写真カードで楽器が紹介されて
いる。CDには管弦楽器25種類、和楽器
が6種類、計31種類の楽器の音と曲の
一部が紹介されている。

ひらがな・カタカナ中心の表記であり、
漢字には、ふりがなが振ってある。写真
は鮮明で見やすい。

リング穴の開いている厚手のカードであ
る。大きさもB６サイズで扱いやすい。

歌唱はできるが器楽に対して興味関心
が持てない生徒にとって、カードもCDも
非常に理解しやすくできており、生徒が
器楽に対する興味関心を強く持つこと
のできる教材である。
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書名 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

美術 うつくしい絵 偕成社

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。

代表的な絵画を中心に搭載されてお
り、「ひらがな表記」で説明されているの
で、読みが苦手な生徒が理解しやす
い。

美術
たのしい紙こうさく⑦

紙でつくるカード・ポスター
小峰書店

季節の行事に関する作品や、招待状な
どを、はさみやカッター、のり、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。

もくじがある。作り方の解説を半ページ
に１つで構成されている。

漢字にはふりがながふってある。また、
使うもの、作り方が、絵と説明、完成図
を交え簡潔に書かれている。

表紙は硬い紙で、のりとじで製本してい
る。

手指の巧緻性が弱い生徒のために、作
るものがわかりやすく明確に表記されて
いる。また興味がもてる題材が多いの
で意欲的に取り組める内容である。
知的障がい、学習障がいがある生徒に
とって、写真やイラストが豊富で、分かり
やすく記載されている。

美術 ◎ ビジュアルカルタ　　世界の名画 学研プラス

有名画家の代表的な作品をカルタにし
ている。取り札と読み札とで、作品を紹
介する形になっている。各作品を所蔵す
る美術館の位置がわかる世界地図が
付属されている。

取り札の表面中央に名作絵画が示さ
れ、作者や作品の名前が書かれてい
る。取り札の裏面は、作者と名画の詳し
い情報が書かれている。読み札には作
品名と作風を表した分が記載されてい
る。

取り札は全札カラー印刷で美しい。読み
札は文字が大きく、読みやすい。ふりが
ながすべての漢字についており、理解し
やすい。

取り札・読み札ともに、光沢があり、厚
みもあるため、耐久性がある。カルタと
地図は箱に収納できる。

製作はできるが鑑賞が苦手な生徒に
とって、札の組み合わせでいろいろな活
用ができる。名画に興味を持ちづらい生
徒にも、鑑賞へのよい導入となる。
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保健体育 くらしに役立つ  保健体育 東洋館出版社

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。保健分野では
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法
を学習し、運動をすることの大切さが理
解できるように構成されている。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。

自分の考えや調べたことを書き込むとこ
ろがあり、ノートがなくても学習すること
ができる。

鉛筆での書き込みを消しても跡が残り
にくい紙質である。

自分の身体の使い方がつかめない生
徒に対して、各競技毎にポイントや練習
の仕方が明記されているので学習しや
すい。

保健体育
自立生活ハンドブック４
からだ！！げんき！？

全国手をつなぐ育
成会連合会

知的障がいのある小中高校生向けに、
自分と他者のからだを大切にするため
の知識と、その具体的な方法が示され
ている。

生命誕生の仕組みから、体の仕組み、
健康、ストレスや病気、薬物へと章立て
されている。

白黒１色刷り。図やイラスト、グラフなど
を含み、イメージしやすい。文字は大き
く、ルビ付である。

Ａ３版で、めくりやすく、書き込みがで
き、耐久性のある紙質である。

文字の理解に困難があり、解説を読ん
でも理解できない生徒にとって、写真や
イラストで、分かりやすく記載されている
図書を選んだ。

保健体育 中学体育実技 学研教育みらい

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。
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や写真も
多く、ポイントを抑えやすい。また、クイ
ズや自分で使えるチェックシートも付い
ており、楽しめる内容になっている。

表紙はビニール加工になっており、しっ
かりとした作りである。

ボディイメージが弱いため、口頭での指
示による理解に課題がある生徒にとっ
て、実際のイラスト等を用いて視覚的に
理解を深めることが出来る。

保健体育 ◎ 図解中学体育 廣済堂あかつき

ビジュアルなイラストは、すべて実写起
こしの精緻な筆さばきでいきいきと表現
され、生徒の視覚に焼き付く。動きがす
べてコマおくりの写真のように絵で図示
されていて、わかりやすい。また最新の
八王子市の中学校大会の記録もついて
いる。本校では以前から、通常級でこの
本を使用している。

学習指導要領の趣旨に沿って、学校間
接続および発達段階に応じたまとまりを
整理し、系統性・発展性を踏まえた学習
の道すじや学びの工夫例を３段階の「Ｓ
ＴＡＧＥ」構成でわかりやすく明示されて
いる。

オールカラーページでイラストや写真が
多く、ポイントを押さえやすい。ＤＡＮＣＥ
での各単元の目標は「～表現しよう」
「～踊ろう」などと口語の呼びかけになっ
ていて親しみやすい。

Ａ４版で、めくりやすく、書き込みがで
き、耐久性のある紙質である。

文章理解が苦手で身体の使い方が分
からない生徒にとって、絵や写真で内容
が説明されているので理解しやすい。

保健体育 ◎ イラスト版　からだのつかい方・ととのえ方　子
どもとマスターする４５の操体法

合同出版
日常動作や基本的な運動について、正
しい例・悪い例を用いてわかりやすくイ
ラスト入りで示している。

全4章で45の動きを説明している。動き
の一つずつについて、見開き2～4ペー
ジで、イラストを使って説明する構成と
なっている。

本文は、12ポイントの文字で表記されて
いる。イラストが上手に使われており、
わかりやすい表記になっている。

紙質は薄く、表紙は柔らかい。のりとじ
で製本してある。

自分の身体の使い方がイメージしにくい
生徒にとって、具体的なポイントを示し
たわかりやすい挿絵と詳細な説明がつ
いており、運動に苦手意識を持つ生徒
でも実際に活用しやすい。
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技術（職業）・家
庭

Do!図鑑シリーズ
料理図鑑

福音館書店
調理の仕方、道具の使い方、食材の基
本的知識などが、テーマごとに分けられ
細かく紹介されている。

もくじと索引がある。見開き２頁で、１
テーマとしまとめている。漢字にはふり
がながついている。

イラストで食材の切り方や、形などを示
し、絵を見て作業の流れがわかるように
なっている。

表紙はやや硬い紙で、のりとじで製本し
ている。

分かりやすい絵と説明で表記されている
ため、自分の力で調理できる基礎知識
が身に付けやすい。
食への関心や調理の知識、技術に乏し
い生徒がいるため、その手順等を学べ
る図書である。

技術（職業）・家
庭

子どもとマスターする５４の生活技術
イラスト版修理のこつ

合同出版

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、補習・修
理、洗う、干す、たたむ、収納・片付けの
８項目に分けて合計５４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。

文字の大きさは、各項目のアドバイス部
分が１０ポイント、説明部分が９ポイント
である。

表紙は耐水性があり、各頁の紙質は厚
く、取り扱いやすい。

知的障がい、学習障がいがあり、衣・
食・住への関心や知識、技術に乏しい
生徒にとって、その手順等を学ぶことが
できる。

技術（職業）・家
庭

くらしに役立つ　家庭 東洋館出版社
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種類の献立が紹
介されている。１人分の材料と作り方が
片側１ページにまとめられており、一目
で分かるようになっている。

丈夫でめくりやすい紙質である。

生活に必要な衣食住に関わる基礎的な
力が身についていない生徒に対して、衣
食住の視点で、自立に向けて役立つポ
イントや知識が明記されている。
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が
深まる。

技術（職業）・家
庭

坂本廣子のひとりでクッキング②
昼ごはんつくろう！

偕成社

昼ごはんを食べることの大切さを示すと
共に、子どもでもできるメニューを絵と写
真で紹介している。
中学生が一人で作れるような簡単な昼
ごはんを題材にしている。

事前準備・調理作業・後片付けに至るま
でを、挿絵・写真を使用して構成してい
る。調理1種類につき見開き3ページのも
のが多い。

作業の過程を挿絵で、できあがりの調
理を写真で、表現しているものが多い。
漢字にはふりがながついている。目次
はご飯類と麺類を対比するような表記に
なっている。

装丁はしっかりしている。紙質は厚く扱
いやすい。

食への関心や調理の知識、技術に乏し
い生徒にとっても基本的な調理を中心と
してよくまとめられており、動物のキャラ
クターも興味関心を持ちやすい。
調理の経験が少ない生徒でも活用しや
すい内容構成である。

技術（職業）・家
庭

坂本廣子のひとりでクッキング⑦
おべんとうつくろう！

偕成社
簡単なお弁当を題材にしている。
副食を単品扱いとし、組み合わせてお
弁当が作れるようにしている。

事前の準備、調理作業、後片付け、お
弁当としての献立例で構成している。

出来上がった調理は写真で、作業の過
程は挿絵を中心に構成されている。

装丁はしっかりしている。紙質は厚く扱
いやすい。

食や調理に対し、関心が持てない生徒
に対し、挿絵やキャラクターで調理を紹
介し、組み合わせてお弁当を作れるよう
に構成してある。

技術（職業）・家
庭

子どもとマスターする
49の生活技術

イラスト版　手のしごと
合同出版

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１１ポイン
トである。具体的な写真、イラスト、図で
動作のポイント等が分かりやすく説明し
てある。

表紙は耐水性があり、各頁の紙質は厚
く、取り扱いやすい。

知的障がい、学習障がいがあり、衣・
食・住への関心や知識、技術に乏しい
生徒にとって、その手順等を学ぶことが
できる。

技術（職業）・家
庭

ひとりだちするための進路学習 日本教育研究出版
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
て説明されている。

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。

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。

就労に対するイメージが持てない生徒
に対し、就労の必要性を知り、それに必
要なスキルが、単元毎に学習できるの
で、進路や就労を考えさせる中学３年生
には、意識づけしやすい。

技術（職業）・家
庭

こどもがつくるたのしいお料理 婦人之友社
特別支援学級生徒がひとりで調理でき
るよう調理方法を学べるようになってい
る。

全４０品の調理方法について、図解とわ
かりやすい説明文で料理の基礎知識を
学ぶように扱われている。

表現も生徒が分かりやすくひらがなが多
く、漢字にふりがなが付いている。

表紙のカバーにビニールテープが貼ら
れていて、水を防ぐ扱いになっている。

文字理解に困難さを抱えている生徒に
とって、ひらがなや漢字のルビ振りで読
みやすさを考慮してあり、さらに図表が
豊富で、ひとりで調理できるように、調理
の仕方を工夫して紹介している。
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英語 英語カード  たのしい会話編 くもん出版
日常生活で使う英語の挨拶や簡単な
会話を、カードとＣＤで説明してい
る。

ＣＤと、４６枚のカードで構成さ
れ、箱に入っている。箱には全カー
ドの一覧が載っている。

全カードカラーである。表は、イラ
ストとそれに対する短文の英語、裏
は英文のみで表記されている。

カードはしっかりした堅い紙で、耐
久性がある。１枚ずつばらにして使
うことも、リングでとじることもで
きる。

体験的に学ぶことのほうが得意で言
語理解が苦手な生徒でも、数枚ピッ
クアップし、フラッシュカードのよ
うに使用し、見るから発音させるの
流れで活用できる。

英語 Enjoy English①
日本トータルアカデ

ミー

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。

教科書体で２６ポイントで表記されてい
る。
全頁カラーである。例文には頁の下部
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。

紙質はやや厚みがある。表紙は柔らか
い紙で製本はのりでとじてある。

アルファベットの文字認知が苦手な生徒
にとって、視覚だけの情報だけでは、理
解しづらいアルファベットをＣＤを使い耳
から覚えることができるため。

英語 からだで学ぶ英語教室 大阪教育図書

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
校第１学年用に作られたものである。

９つのテーマを設け、｢Play｣｢Game｣を交
互に構成している。本の冒頭に、この本
の読み方や活用法の説明がある。

英文や単語に対して、それを表す挿絵
が書かれている。

表紙はやや硬い紙で、のりとじで製本し
ている。

体験的に学ぶことのほうが得意で言語
理解が苦手な生徒にとって、も絵やゲー
ム、歌を基に楽しみながら｢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。

英語
学ぼう！英語

単語・発音・アルファベット
数研出版

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。

全ページカラー印刷であり、イラス
トも多い。CDがついており、簡単な
問題も紹介されている。

表紙はやや硬い紙で、のりとじで製
本している。

体験的に学ぶことのほうが得意で言語
理解が苦手な生徒にとっても、アルファ
ベットの書き方や、単語の発音の仕方
の学習に役立てることができる。また生
活で使用できる身近な英単語をイラスト
で学うことが出来る。
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中学校

種目
今年度新たに
調査した本

書名 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

道徳
イラスト版　子どものソーシャルスキル　友だち

関係に勇気と自信がつく　４２のメソッド
合同出版

「思い」や「考え」を伝え合う技術、ソー
シャルスキルを身につければ友達との
関係に勇気と自信がつく内容。４２のメ
ソッドはいかにも学校で起こりそうな場
面をあげている。

一つの事柄について、漫画で説明した
後、その内容に対する対処方法や、別
の事例などを紹介する構成になってい
る。

ほぼ全頁に内容に即したイラストが挿
入されており、話の理解を助けている。
漢字にはすべて振り仮名が付いてい
る。

紙質、装丁ともにしっかりしており、耐久
性がある。

口頭での場面を想像することに課題が
ある生徒にとっても、イラスト等を用いる
ことで、実際に自分の生活で起こり得る
問題として理解し、考えることができる。
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