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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　児童・生徒の特性及び必要性等

言葉の使い方、表現の仕方への理解に課
題がある生徒に、日常使われる言葉の意
味が簡潔にまとまっていて、語彙力をつ
けることができる。

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。１ページ
６問構成で、取り組みやすい量である。
また、暮らしと自然についての言葉など
をイラストを用いて説明しており、理解
しやすい。

漢字の読み書きはある程度できるが、言
葉の意味が分からず生活の中で使うこと
ができない生徒が、語彙力を増やすため
に活用できる。

手紙の書き方や電話の受け答えなど社会
生活に必要なことへの理解が不足する生
徒にとって、実生活に必要な言葉や知識
を学習することができる。

漢字に振り仮名があり、挿絵、写真が多
く使われているため、知的障害、学習障
害がある生徒には使いやすい。特別支援
の生徒が社会に出て必要となる社会的な
マナーや行動を学習することができる。

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。
内容においても常に対人関係を意識した
ものとなっており、社会性を身に付け、
将来の自立に役立つ内容となっている。

文字が大きく、見やすいため、学習に対
する抵抗が少ない。また、生活上の経験
が少ない生徒にとって掲載されている題
材は実生活において必要なことが取り上
げられており、自立活動の一環としても
扱いやすい。

令和４年度（2022年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

難しい漢字には振り仮名
が振ってある。平仮名・
片仮名・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。

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。

文字が大きく漢字に振り
仮名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。

中学校

国語
４年生までに身につけたい言葉力１
１００

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。
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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　児童・生徒の特性及び必要性等

令和４年度（2022年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

中学校

知的障害、学習障害がある児童にも、理
解しやすいように工夫されている。特別
支援の生徒が社会に出て必要な自己紹
介・電話のかけ方手紙の書き方を学習す
ることができる。

イラストが豊富で文字が苦手な生徒でも
内容をイメージして学習することができ
る。また、興味や関心に偏りがある生徒
にとっても、色々な項目がバランスよく
取り上げられており、コミュニケーショ
ン力の育成にもつながる内容となってい
る。

各ページの内容量が多くないので、ゆっ
くり余裕をもって授業が進められ理解も
深まる。話の内容をイメージする際、文
字だけではなくイラストなど視覚に訴え
るページも多いので活用しやすい。

漢字の振り仮名、挿絵、写真が多く使わ
れており、知的障害・学習障害がある生
徒にとって、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。書き込み欄も大きく取り組みや
すい。

文章理解が苦手な生徒にとって、将来の
自立に向けた必要な読み書き、聞く、伝
えることがわかりやすく構成してあるの
で理解しやすい。

国語 ひとりだちするための国語
日本教育研究

出版

知的障害のある中高校生
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。
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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　児童・生徒の特性及び必要性等

社会に出て必要となる漢字の読み書きを
楽しみながら学習することができるよう
に工夫されている。

漢字が苦手な生徒にとってカルタや漢字
ゲームが入っていて取り組みやすい内容
になっている。

漢字に苦手意識をもっている生徒に対
し、挿絵やクイズ等を使い楽しみながら
学習できるように工夫されている。

クイズや挿絵が工夫されていて、字を書
くことが苦手な生徒でも、漢字の読み書
きを楽しみながら学習できるように工夫
されている。

ＬＤ傾向の生徒をはじめ、漢字の習得に
時間がかかる生徒が複数いる。形や成り
立ちと合わせてクイズ感覚で学習できる
ため、漢字への苦手意識を軽くし、生徒
の意欲につなげることができる。

漢字に苦手意識を持っている生徒に対
し、クイズや挿絵などを使って、学習意
欲が向上するような工夫がされている。

漢字に苦手意識を持っている生徒に対
し、クイズや挿絵などを使って、学習意
欲が向上するような工夫がされている。

字を書くことが苦手な生徒でも、漢字の
読み書きの練習を楽しみながら学習する
ことができるように工夫されている。

漢字に苦手意識をもっている生徒にとっ
て、クイズや挿絵など楽しく漢字練習を
進めることができる。

漢字、振り仮名、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。

書写
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。

書写
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

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。

中学校

令和４年度（2022年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

書写
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

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、振り仮名、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。
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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　児童・生徒の特性及び必要性等

中学校

令和４年度（2022年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

漢字を覚えることが苦手で、文章を書く
ときに適切な漢字を思い出せない生徒に
とって、漢字辞書としても活用しやす
い。また、漢字の成り立ちや間違いやす
いポイントなどが丁寧に解説されている
点も漢字が苦手な生徒にとってよい。

集中することが苦手な生徒にとって、漢
字を覚えるだけでなく成り立ちや意味を
考えながら取り組むことができる内容と
なっている。

漢字の習得が難しい生徒にとって、字の
成り立ちも載っているので理解しやす
い。

漢字の正しい書き順が身についていない
傾向がある生徒に、一文字ずつすべてに
書き順が見やすく記されており、学習し
やすい。

誌面は３色刷りで分かり
やすい。小学校で習う音
読み・訓読みが掲載され
ている。すべての漢字に
振り仮名がついている。

表紙は耐久性があり、
しっかりしている。紙質
は良く、丈夫である。
本のサイズが文庫本の大
きさで持ち運びしやす
い。

書写 旺文社

小学校で学習する漢字の
正しい書き方が示されて
いる。すべての漢字に成
り立ちや注意点のコラム
がついていて、より理解
が深まるようになってい
る。

小学校で学習する漢字
が、学年ごとに掲載され
ている。索引がついてい
るので、漢字を調べるこ
ともでき、辞書の役割も
果たしている。

小学漢字１０２６字の正しい書き方
四訂版
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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　児童・生徒の特性及び必要性等

語彙力や漢字の読み書きに課題がある生
徒にとって、漢字に振り仮名があり、わ
かりやすい。公共施設などの利用につい
ても触れられており、将来の自立に向け
て役立つ内容となっている。

知的障害があり漢字の読み書きに課題が
ある生徒にとって、生活に必要な社会の
知識や仕組みを理解するために必要な項
目がわかりやすくまとめられている。

生活上の経験が浅い生徒にとって、経済
の話や政治の話等、生きていく上で、必
要な知識を学ぶことが出来る。

社会の仕組みや生活に必要な公共施設に
ついての知識を知らない生徒にとって、
実生活に生かせる知識を学ぶことができ
る。文章だけでは理解できない生徒に
とっても、消費生活や流通の仕組みなど
図で説明されており理解しやすい。

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。

全ページカラーである。
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。

解説文だけでは理解しづらい生徒にとっ
て、その地域の写真やイラスト、解説が
あるため、具体的にイメージして学習す
ることができ、より理解を深めることが
できる。

文字の認知が難しい生徒、過去の事象の
理解が難しい生徒がおり、歴史には苦手
意識を持ちやすい。この本はアイコン等
を用いることでビジュアル面の工夫が良
くなされており、視覚的に歴史と人物へ
の関心と理解を深めることができる。

歴史上の人物が漫画やゲームの登場人物
のように書いてあるため。文字理解の難
しい生徒、歴史について苦手意識がある
生徒にも抵抗感なく学習に取り組むこと
ができる。

歴史上の人物を写真や図をたくさん使用
して紹介しているので、歴史に興味や関
心を深めることができる。文字が苦手な
生徒にとっても写真や図が多いことで興
味が持てるようになっている。

全ページフルカラー、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。

社会
超ビジュアル！日本の歴史人物大事
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。

中学校

令和４年度（2022年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

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ページ
１単元とし構成してい
る。字の大きさも見やす
い。

難しい漢字には振り仮名
が振ってある。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。
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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　児童・生徒の特性及び必要性等

機械的な計算はできても、それを実生活
で活用できない生徒に対して、いろいろ
な生活場面に合わせた実例が示されてお
り、わかりやすい。将来の自立に向け
て、生きる力につながる内容となってい
る。

四則計算や数量についての理解が進んで
きた生徒は、中学以降、生活場面でその
力を生かすことが求められる。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こと
で、効果的に数学力を高めることができ
る。

数を扱うのが苦手な生徒に対して、分か
りやすく時間・分数・単位を学習し日常
生活に必要な単元を学習することができ
る。

計算はできるが文章問題や質問を変える
と解けない生徒が多い。本書は生活場面
をイメージした設問を扱い、数学を使っ
て考えさせることができる。

文章だけでは理解できない生徒や計算は
できても生活に生かせない生徒にとっ
て、実生活に即した題材で、イラストが
多く取り入れられていて理解しやすい。
生活の中で使用される時間やお金、重さ
などの単位を実生活に合わせた場面設定
で学習できる。

数学が苦手な知的障害のある生徒にとっ
て実際の生活に必要な数量感覚を学習を
通して身に付けられる。また、ルビあり
で良い。

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、身近なものから題材として扱われて
おり、かつ視覚的にもわかりやすく構成
されている。

イラストが親しみやすく、学習が苦手な
生徒にとっても抵抗が少ない。内容が実
生活で役立つものが取り上げられてお
り、より実践的な学習を行うことができ
る。

中学校

数学 くらしに役立つ数学 東洋館出版社

特別支援学級の生徒を対
象に作成されている。自
立にむけて、家庭生活の
基本となる知識等を中心
に構成されている。

令和４年度（2022年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

一般の教科書と同様の装
丁である。

数学 ひとりだちするための算数・数学

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。

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。

日本教育研究
出版

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。

知的障害のある中高校向
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。
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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　児童・生徒の特性及び必要性等

中学校

令和４年度（2022年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

基礎的な数学の力を身に付けたのち、発
展的な問題に困難を覚える生徒が多数い
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、丁寧に説明しているの
で、内容に沿って学びながら実力をつけ
ることができる。

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。

四則計算の仕組みを考えながら学習する
ことができる。

数学の計算力を付けるだけでは、より豊
かな数学の世界の理解には、なかなかつ
ながらない。基礎の計算力の段階で止
まっている生徒にとって、本書に書かれ
ている教材や教具を実際に学ぶことで、
体験を通してより数学の理解を深めるこ
とができる。

四則計算はできるが、数・時間・量など
の概念の理解が難しい生徒にとって、
数・形・大きさなどの理解につながる体
験を写真や図、絵を通して学ぶことがで
きる。生徒たちへの言葉かけのヒントや
体験のためのアドバイスが書かれてお
り、数の学習にも活用しやすい。

数学 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。

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、平
仮名、片仮名、数字であ
る。「指導の展開」が教
師にとって参考となる。

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

小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽
しく遊ぶ学ぶかず・かたちの図鑑

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。

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。

１項目が見開き２ページ
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、２
４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。全ページカラーであ
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。

数学

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。
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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　児童・生徒の特性及び必要性等

写真や絵が豊富なので、知的障害のある
生徒が物事をイメージしやすい。また、
ルビが付いており読みやすくなってい
る。

疑問を解決しながら様々な知識が学べる
工夫があるため、理科が苦手な知的障害
のある生徒にも理解しやすい。また、興
味がわくようなキャラクターが使われて
いて、楽しみながら学習できる。

「くらべる」という新しい視点から分類
をされていて、見ているだけでも楽しめ
る図鑑であり、空間認知の低い生徒にも
理解しやすい。

写真や絵を使って知的障害のある生徒に
も物事をイメージしやすくつくられてい
る。漢字に振り仮名があり、読みやす
い。

漢字に振り仮名が付けられていること
で、知的障害のある生徒も抵抗なく読む
ことができる。図とともに学習内容がわ
かりやすく明記されていて、自立に向け
た生徒の学習に活用できる。

文字だけでは理解しにくい生徒にとっ
て、くらしに結び付く知識として、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。
また、けがや病気など保健的な内容にも
触れている点も良い。

理科の学習内容の中で、実生活に直接役
立つ内容に絞って、系統的にまとめられ
ている。適度に振り仮名をつけたり、文
章をわかりやすくするなど、軽度の知的
障害のある中学生が使いやすい難易度に
なっている。

特定の分野の知識を豊富に持っている生
徒に対して、系統的な内容で、より広い
内容に結びつけさせることが期待でき
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。

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。

漢字には振り仮名が付い
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。

中学校

理科
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑
９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。

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ページで構成されて
いる。観音開きになって
いるページがあり、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１６，１２ポイン
トなどである。全ページ
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

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。

理科
小学館の図鑑ＮＥＯぷらす　もっと
くらべる図鑑

小学館

令和４年度（2022年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）
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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　児童・生徒の特性及び必要性等

中学校

令和４年度（2022年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

文字を読んで理解することが苦手な生徒
にとっても、実験のやり方が図と写真で
表されており、理解しやすい。実験の様
子も写真で掲載されており、理科の学習
に興味を持つことができる。

実験の様子や実物が写真で掲載されてお
り、文字だけでは内容をイメージしづら
い生徒にとって視覚的に理解しやすくで
きている。

文字・音声などの言語理解が苦手な生徒
が複数在籍している。そうした生徒に
とって体験的に学び、考えを深めていく
ことはとても重要なステップである。本
書は、具体的で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。

文字を読んで理解することが苦手な生徒
にとって、写真が多用されており、楽し
くてわかりやすい。また図や表を使って
分かりやすく説明されている。

カラー写真が多く用いられており、文字
が苦手な生徒にとって視覚的に興味を引
く内容となっている。

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。

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。

理科 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。

漢字には振り仮名が付い
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。

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。
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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　児童・生徒の特性及び必要性等

音楽 ◎
クラス合唱曲集
「レッツ・コーラス！」
第二版

音楽之友社

長年親しまれている定番
曲や、人気曲を網羅する
とともに、魅力的な新曲
も取り上げた合唱曲集。

全５６曲が掲載されてお
り、編成や音域、難易度
を目安に４つのグループ
に分けられていて選曲し
やすい。

目次に簡潔な「楽曲紹
介」がついており、「作
曲者から」のコメントが
豊富に掲載されている。

Ｂ５判
若干分厚いが、表紙は
コーティングされてい
る。

音程や音域に課題がある生徒が多いが、
この本は、合唱用としてつくられた定番
曲が多く載っているため、そうした生徒
にも歌いやすい。また、親しみやすい曲
も収載されており、鑑賞時に生徒にとっ
て取りかかりやすい。曲数は３年間かけ
て学ぶのにちょうど良い量である。

現代の曲から伝統的な曲まで生徒が歌い
やすいように工夫されている。挿絵など
が豊富なため、知的障害のある生徒でも
曲のイメージをもって歌うことができ
る。

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。ほとんどのページにその歌の背景に
ある情景が写真やイラストで描かれてお
りイメージがわきやすい。

索引が表記されていることで、曲が見つ
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。よく知られている曲から合唱に使
われる曲までたくさん掲載されており、
３年間使用することができる。

音楽 ＣＤ付き　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。Ｃ
Ｄ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。

平仮名・片仮名中心の表
記であり、漢字には、振
り仮名が振ってある。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。

音楽の学習に消極的で楽器についての知
識がない生徒にとって、楽器の写真が
カードになっており、付属のＣＤでその
音色を聴くことができるので、音楽への
興味を高めるきっかけになる内容となっ
ている。

令和４年度（2022年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

中学校

音楽 ５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Ｂ６判で、紙質
は薄く、軟らかい。
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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　児童・生徒の特性及び必要性等

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
がらつくる方法を紹介し
ている。

目次がある。つくり方の
解説を半ページに１つず
つという構成となってい
る。

漢字には振り仮名が振っ
てある。また、使うも
の、つくり方が、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。

作業学習の一つとして、知的障害のある
生徒が紙工作に興味関心を持って取り組
める内容となっており、分かりやすくつ
くられている。

生徒の実態に合った内容の題材が多く記
載されている。文字ばかりだと抵抗感の
ある生徒にとって、本書は図が多いので
視覚的に理解しやすい。

作業に苦手意識のある生徒にとって、身
近な素材を使った題材が取り上げられて
いるので、興味を持たせやすい。また作
業の手順が写真で示されており、理解し
やすい。

巧緻性が弱い生徒にとっても、手順が分
かりやすく明確に記載されているので理
解しやすい。また、身近で興味が持てる
題材が多いので意欲的に取り組める。知
的障害、学習障害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、家庭での学習にも有効である。

美術 かこさとし　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掲載されており、
「平仮名表記」で説明されているので、
読みが苦手な生徒にも理解しやすい。

紙質は厚みがある。表紙
はやや硬く、のりとじで
製本してある。

中学校

令和４年度（2022年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

美術 きむら式おもしろ造形タイム
チャイルド本

社

身近な素材を利用した平
面・立体作品のつくり方
と完成作品を紹介してい
る。短時間でつくりやす
い作品が多い。

平面作品と立体作品の項
目別に構成されており、
見開き2ページで一つの技
法について説明してい
る。

文字の大きさは見出しが
２８ポイント、本文が９.
５ポイントで見やすく、
常用漢字での説明であ
る。製作手順はイラスト
で説明されており、分か
りやすい。
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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　児童・生徒の特性及び必要性等

文章・言語理解が苦手で身体の使い方が
分からない生徒にとって、絵や写真での
説明がされていることで理解しやすく、
ボディイメージを高めやすい。

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。

文字だけでは理解しにくい生徒にとっ
て、図を用いて説明してあるので分かり
やすい。また、自分たちの体に関心を持
ち、心も体も健康に生活するための方法
を詳しく学ぶことができる。

健康な生活や病気の予防に関して絵を
使って説明してあり、特別支援の生徒が
けがや病気についての知識を深め、生活
に役立てることができる内容となってい
る。

保健の分野の特に重要な分野がまとめら
れていて使いやすい。文字ばかりでは学
習意欲が低下する生徒にとって、分かり
やすいイラストがあり、興味をもって学
習できる内容になっている。

文章理解の難しい生徒にとって、本書は
イラストが豊富で視覚的に理解しやすい
内容になっている。

知的な遅れがあり、文章だけでは伝わり
にくい生徒に対し、本書は、文字の間隔
が広くイラストで分かりやすく説明され
ているので適している。

知的障害、学習障害のある生徒が自立し
て生活するために必要なスキルが分かり
やすく記載されている。

知的障害のある小中高校
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。

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。

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。

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。

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。

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

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。

令和４年度（2022年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

保健体育

廣済堂あかつ
き

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。

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「ＳＴＡＧＥ」
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。

中学校

保健体育 図解中学体育東京版

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。
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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　児童・生徒の特性及び必要性等

令和４年度（2022年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

中学校

運動が苦手な生徒がつまずきやすいポイ
ントを取り上げ、イラストと文でわかり
やすく解説している。

ボディイメージが持ちにくく、体の使い
方が上手でない生徒にとって、イラスト
や写真でポイントを丁寧に説明している
ので、動きのイメージを持たせることが
できる。また、視覚的に理解しやすく、
さらに競技のルールもわかりやすく明記
されている。

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
語なども一目で分かるよ
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
イントを押さえやすい。
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
したつくりである。

保健体育 中学体育実技　東京都版改訂新版
学研教育みら

い

14



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　児童・生徒の特性及び必要性等

技術
（職業）

・
家庭

◎ 障害のある子のための職業ガイド
日本教育研究

出版

イラスト満載で興味がわ
くビジュアル仕事図鑑で
ある。就職に向けた取組
の記載も充実しており、
障害のある子どもが、好
きなことや、自分の適性
に合わせて職業を選択で
きる内容になっている。

１．就職への取り組み
仕事の選び方や自己分析
の方法を解説。就職する
上で必要となる生活スキ
ル等も記載されている。
２．職業ガイド
プログラマー、コンビニ
店員から、Youtuber、声
優まで、多くの仕事をイ
ラスト付きで紹介してい
る。職業の特徴のほか注
意点も記載している。

Ｂ５判４色カラー（１２
０ページ）
ほとんどの漢字にはルビ
が振ってある。

やや厚めの紙を使用。ル
ビつき。

就労に対するイメージを持ちにくい生徒
が多いが、本書は様々な仕事をイラスト
で紹介しているので、職業に対して興
味・関心がわく構成になっている。ま
た、障害のある子どもが、職業選択や就
職をする上で参考となる資料が充実して
いるので、具体的なイメージを基に職業
を選択し、将来への見通しを持つことが
できる。

特別支援学級用に作成されているので、
文字の大きさも見やすく、わかりやすい
構成になっている。働くために必要な力
をイメージすることができる。

特別支援学級の生徒がどのような進路に
進むのかをイメージしやすく、働く意味
や働くために必要な力を理解することが
できる。

技術
（職業）

・
家庭

共に生きる家庭科－自立を目指して 開隆堂

特別支援学級の生徒を対
象に作成されている。自
立にむけて、家庭生活の
基本となる知識等を中心
に構成されている。

自立した生活に向けて、
家庭内の役割、衣服の手
入れ、洗濯、調理、買い
物などの単元を中心に構
成されている。

Ｂ５判オールカラー６５
ページ

表紙はやや厚い紙で、の
りとじで製本されてい
る。

家庭科の学習内容の中から特別支援学級
の生徒用に必要な内容をピックアップし
ている。文字の大きさ、内容もわかりや
すい構成になっており、文章理解の難し
い生徒にとっても読みやすい。

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。
中学生が一人でつくれる
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。漢字には振り仮名
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。

日常生活で必要な食への関心や調理の知
識、技術について、絵や写真等を使い解
説しており、知的障害のある生徒が理解
して学べる図書である。

卒業後の自立した社会生活を送る上で必
要な内容が、特別支援学級の生徒用にわ
かりやすく明記されている。

衣・食・住に関する生活に必要なスキル
が写真や図を用いてわかりやすく説明さ
れている。自立に向けて、生活に必要な
知識を学習できる。

令和４年度（2022年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

調理のページには１０種
類の献立が紹介されてい
る。１人分の材料とつく
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。

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。

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。

働く意味・目的から現場
実習、報告会などの仕方
や情報機器の使い方など
の説明がされている。

Ｂ５判オールカラー６４
ページ

表紙はやや厚い紙で、の
りとじで製本されてい
る。

中学校

技術
（職業）

・
家庭

夢を育む技術、職業－未来に向かっ
て

開隆堂

特別支援学級の生徒を対
象に作成されている。自
立にむけて、職業につい
て理解する内容で構成さ
れている。
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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　児童・生徒の特性及び必要性等

令和４年度（2022年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

中学校

言語理解が苦手な生徒にとっても、調理
方法が図やイラストで説明してあり、理
解しやすい。また、食への関心を高める
ことができる。

日常生活で必要な食への関心や調理の知
識、技術を丁寧に説明して学べる図書で
ある。

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

特別支援学級の生徒がひ
とりでもできるような調
理方法を学べる内容に
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
く平仮名が多く、漢字に
振り仮名が付いている。

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。

平仮名や漢字のルビ振りで読みやすさを
考慮してあり、図表が豊富なため、文字
の理解に困難さを抱えている生徒に適し
ている。また、ひとりでも調理できるよ
うに、調理の仕方を工夫して紹介してあ
り、生徒の自立につながる内容となって
いる。

日常生活に必要な、衣・食・住について
の知識や技術を手順を追ってわかりやす
く学ぶことができる。

知的障害、学習障害があり、衣・食・住
への関心や知識、技術に乏しい生徒に
とって、この本は、その手順等を学ぶこ
とができる内容になっている。

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ページから見開き２
ページで示している。

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
ページの紙質は厚く、取
り扱いやすい。

イラストを用いて、作業の手順が分かり
やすく書かれているため、知的障害、学
習障害があり、衣・食・住への関心や知
識、技術に乏しい生徒に適している。

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ページ又は４
ページで簡潔に説明され
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
ページの紙質は厚く、取
り扱いやすい。

技術
（職業）

・
家庭

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
手作業の一つひとつに応
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。

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ページで、１テー
マとしまとめている。漢
字には振り仮名が付いて
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。
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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　児童・生徒の特性及び必要性等

令和４年度（2022年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

中学校

将来の生活にイメージが持てない生徒
が、就労の必要性を学び、就労に必要な
スキルを単元ごとに学習できる内容と
なっている。また、書き込み式なので使
いやすい。

携帯やスマートフォンの使い方や金銭の
管理、人との付き合い方など、特別支援
学級の生徒が自立し、社会参加していく
ために必要な力を系統的に学習すること
ができる。

就労に対するイメージが持てない生徒に
対し、自分のことや周囲のこと、就労の
ために必要なことを関連付けて学習する
ことができる。

自らの進路についてイメージが持てない
生徒が多く、上級学校進学や就労につい
て基礎から学ぶ必要がある。本書は、進
路選択に必要な様々なスキルが単元ごと
に学習できるので、３年生はもちろん、
１、２年生にとっても進路に対する意識
づけをすることができる。

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。

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ページの構成で、
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。
各ページの初出漢字のみ
振り仮名が付いている。
表紙以外は全ページモノ
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。
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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　児童・生徒の特性及び必要性等

英語 ◎
学ぼう！英語
英語の文

数研出版

基本をきっちりおさえ，
総合的な英語力の基礎固
めができる。基本を丁寧
に扱っているため，英語
に苦手意識のある中学生
にも適している。

中学の英語で一番のハー
ドルであるbe動詞と一般
動詞の識別が、わかりや
すくイラスト入って説明
している。

 音声教材付き
表紙はやや硬い紙で、の
りとじで製本している。

『学ぼう！英語　単語・発音・アルファ
ベット』に続く本で、英語に苦手意識を
持つ知的障害のある生徒でもＣＤを使っ
て基本から丁寧に学ぶことができる。

カードを使うことで特別支援学級の生徒
が興味を持って取り組めるようにつくら
れており、ＣＤでネイティブスピーカー
の発音も聞くことができる。

文字だけでは使用場面をイメージできな
い生徒にとって、身近な会話表現の使用
場面が絵と文字の両方で表されており、
言葉の意味と使い方が想像しやすい。ま
た、ＣＤを聞き、リズムに合わせて楽し
く学習できる。

身近な語彙が図と共に紹介されており、
楽しく覚えられるように歌も紹介されて
いる。英語への抵抗感がある生徒にも親
しみやすい。

知的障害のある生徒の中には英語への抵
抗感がある生徒がいるため、遊び感覚で
学べるように歌を基に楽しみながら学べ
る本書を選んだ。

明るいイラストで親しみやすく、様々な
ゲームが載っているため、アルファベッ
トや英語学習に苦手意識を持っている生
徒にも、抵抗感が少ない。

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、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。

中学校

令和４年度（2022年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

英語 ＣＤ付き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。

英語 からだで学ぶ英語教室 大阪教育図書

特別支援学級の生徒を対
象に作成されている。自
立にむけて、家庭生活の
基本となる知識等を中心
に構成されている。

９つのテーマを設け、｢
Play｣と｢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。
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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　児童・生徒の特性及び必要性等

中学校

令和４年度（2022年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

英語に苦手意識をもっている知的障害の
ある生徒でも、同梱しているＣＤと一緒
に耳から発音を真似て学ぶことができ
る。

はじめに身近な言葉の中にある英単語に
耳を慣れさせてから、文字の発音の仕
方、書き方を段階的に学ぶことができ
る。各単元は、聞く・書く・話すをバラ
ンスよく無理なく学ぶことができる。ま
た、ＣＤ付きで繰り返し発音を確認でき
る。

生活に出てくる身近な単語の音を聞く活
動から始まっており、英語が苦手な生徒
でも抵抗感なく学習を進めることができ
る。アルファベットの音についても丁寧
に取り扱われており、文字を覚えること
が苦手な生徒にとっての支援となる。

挿絵が多く生徒がイメージしながら学習
できる。また、みんなで声を出して発音
の練習をすることで英語への抵抗感が減
らすことができる。

英語 英語のゲーム　文字であそぼう 三省堂

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、ＣＤ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ページが一つの
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、
漢字である。漢字には振
り仮名が付いている。本
文は丸ゴシック１４ポイ
ントで、課題により８～
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。

表紙は厚紙で、ビニール
コートされたカバーが付
いている。

明るいイラストで親しみやすい。生徒が
意欲的に活動できる様々なゲームが載っ
ている。

全ページカラー印刷であ
り、イラストも多い。Ｃ
Ｄ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。

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。

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。
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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　児童・生徒の特性及び必要性等

道徳 ◎
学校では教えてくれない大切なこと
（11）友だち関係（考え方のちが
い）

旺文社

その人それぞれに、価値
観や育った環境の違い、
教育方針の違いなどによ
り、大切にしている「考
え方」がある。人間は一
人ひとり大切にしている
価値観や考え方に違いが
あるということを認め、
問題が起きたときに、ど
うやって解決していった
らよいかを学んでいく。

ストーリー仕立てのマン
ガや親しみやすいキャラ
クターが登場するので、
難しいテーマでも楽しん
で読み進めることができ
る。

Ａ５版　オールカラー。
本文の文字の大きさは、
６.５ポイントから１２ポ
イントで表記している。

表紙はやや硬い紙で、の
りとじで製本している。

友だちとの気持ちのすれ違いとその解決
方法について、読みやすいイラストや漫
画で描かれており、人とのコミュニケー
ションに困難さを抱える生徒が自分自身
に置き換えて考えることができる内容と
なっている。

自己肯定感の低い生徒が多く、自分を認
めることができない場面が多くある。本
書は、イラスト等で視覚的に理解しやす
いので、客観的に自分を見つめなおすこ
とができる。

コミュニケーションの取り方が難しい生
徒にとって、自分の気持ちの見つめ方や
友だちへの伝え方を、漫画やイラストに
よって楽しくわかりやすく学ぶことがで
きる。

同年代の友人と関わる機会や実体験が少
ない生徒にとって、実際の出来事に沿っ
た内容を漫画で見ることで、客観的に行
動を振り返ることができる。

自分の良さを理解・想像することに課題
がある生徒が年々増えている。そうした
生徒にとって、本書はイラスト等を用い
ることで、自分の事を客観的に評価する
ことができる。

道徳
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）

旺文社

相手にきちんと伝わる伝
え方を知ることは、良好
な人間関係を築く上でと
ても大切なことである。
友だち関係につまずいた
ときに、どうやって気持
ちを伝えたらお互い理解
しあえるかについて学ん
でいく。

ストーリー仕立てのマン
ガや親しみやすいキャラ
クターが登場するので、
難しいテーマでも子ども
が楽しみ読み進められ
る。

Ａ５版　オールカラー。
本文の文字の大きさは、
６.５ポイントから１２ポ
イントで表記している。

表紙はやや硬い紙で、の
りとじで製本している。

他人とのコミュニケーションの取り方が
難しい生徒にとって、イラストや漫画で
気持ちや感情について示しているので理
解しやすく、自分の気持ちの適切な伝え
方を学ぶのに適している。また、本書を
通して友だち関係でのつまづきを客観的
に捉え、自分のことに置き換えて考える
ことができる。

令和４年度（2022年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

中学校

本文の文字の大きさは、
６.５ポイントから１２ポ
イントで表記している。

表紙はやや硬い紙で、の
りとじで製本している。

道徳
学校では教えてくれない大切なこと
（２）友だち関係（自分と仲良く）

旺文社

人とのかかわりを良くす
るためには、まず自分の
事を知り、自分を好きに
なることが大切であると
いうことについて、視覚
的に説明している。

見開き２ページを１事例
とし、一つの事柄につい
て絵などで説明した後、
対処方法や別の事例を紹
介する構成となってい
る。
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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　児童・生徒の特性及び必要性等

令和４年度（2022年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

中学校

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。

ほぼ全ページに内容に即
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。

言葉でイメージすることが苦手な生徒に
対して、本書はイラスト等を用いること
で、実際に、自分の日常生活・学校生活
の中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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