平成３１年度使用教科書の採択結果及び採択理由一覧
大阪教育大学附属特別支援学校
【小学部】

平成３１年４月１日現在

科目

発行者の略称

書名

採 択 理 由

国 語

あかね

けんちゃんとあそぼう３
まねっこまねっこ

「まねっこまねっこ」など、繰り返す言葉が多くあり、リズム
に乗って楽しく読むことができる構成となっている。

季節の移り変わりと山から海への電車の旅が、イラストと
でんしゃでいこうでんしゃ リズミカルな文で描かれており、ひらがなの読み書きを獲
ひさかた
でかえろう
得している児童も、その前段階の児童も楽しめる内容に
なっている。

書 写

子どもがよく知っている動物を描き、親しみやすい内容で
あり、文字も読みやすい。繰り返しの会話文を楽しみなが
ら次の段階へ進めるように配列されている。

福音館

こどものとも絵本 ぞうく
んのさんぽ

偕成社

児童たちが興味を持ちやすい「おにぎり」が題材になって
日本むかし話 おむすび
いること、繰り返し出てくる擬音が親しみやすく絵本の話
ころりん
しに注目しやすい。

東書

こくご☆

季節ごとの挿絵や身近な日常生活の絵を中心に構成さ
れており、単語獲得前段階の児童も目で楽しめる内容に
なっている。

東書

こくご☆☆

語彙の学習、文づくり（２語文程度）、お話しづくり等内容
が多岐にわたっていて、国語学習で習得したい学習事項
が網羅されている。

東書

こくご☆☆☆

少し長い文章の読解する力の育成、特殊音節を含む語
彙の学習、漢字学習入門、作文学習等、国語の学習で習
得したい学習事項が網羅されている。

学研

自由に色を塗って色彩感覚、創造力を豊かに育む初めて
あそびのおうさまＢＯＯＫ
のぬりえ本となっており、児童が楽しく取り組める内容に
はじめてぬるほん
なっている。

親しみやすい挿絵をもとに、線結びやなぞり等の作業を
もじ・ことば１ はじめての
くもん出版
中心に運筆力を高めながら、「し」等の書きやすいひらが
ひらがな１集
なから取り組める内容になっている。

くもん出版

親しみやすい挿絵をもとに、身近な漢字の書き方を学習
もじ・ことば１１ はじめて
することができる。声に出して読みながら漢字の読み方を
のかん字
書く練習ができる内容になっている。

くもん出版

おけいこ はじめてのお
けいこ

鉛筆を自由に使いこなせる基本運筆力をつけ、楽しみな
がら学習することができる。指先を動かす協応作業力を
養うことができる内容になっている。

身近な事物の挿絵を見ながら、五十音順に濁音・半濁音
もじ・ことば４ やさしいひ を含むすべてのひらがなを学習できる内容になっている。
くもん出版
らがな２集
五十音を書く練習や五十音順に身近なことばを学習でき
る構成になっている。

くもん出版

もじ・ことば１０ カタカナ
くもん出版
おけいこ

身近な事物の挿絵を見ながら、濁音・半濁音を含むすべ
てのカタカナを学習できる内容になっている。五十音を書
く練習や五十音順に身近なことばを学習できる構成に
なっている。

アンパンマンとはじめよ
う！ あいうえおカード

親しみやすい挿絵を見ながら場面に沿ったひらがなの学
習を行うことができる。

フレーベル

算 数

ひらがなの読み書きがひと通りできるようになった児童
もじ・ことば７ ことばのお
が、絵に対応したなまえことば（名詞）、ようすことば（形容
けいこ
詞）、うごきことば（動詞）が学習できる内容になっている。

偕成社

身近な物の絵と１から１０までを対応させて学習する内容
ノンタン・ボードブック ノ
になっている。見開き２ページで１つの数を扱って、鮮明
ンタン１・２・３
な絵で直感的に理解しやすいよう構成されている。

10以上の比較的大きな数字と数量の関係を親しみが持
てるイラストで描かれており、分かりやすい。児童と一緒
戸田デザイン １から１００までのえほん
に数えることで大きな数の習得に役立たせることができ
る。
ＰＨＰ

折り紙を楽しみながら、四角形、三角形等の図形が学習
５回で折れる！折り紙お できる。また、動物編、宝物編、建物や車編、またそれら
もちゃ
を折った後の遊び編と児童が興味をもてる構成となって
いる。

ポプラ

絵がはっきりしており、形をとらえやすい。ストーリーも分
クーとマーのおぼえるえ
かりやすく親しみやすい内容になっている。いろんな服を
ほん１ ぼくのいろなあに
通して色の学習ができる構成となっている。

ポプラ

クーとマーのおぼえるえ
ほん２
このかたちなあに

絵がはっきりしており、形をとらえやすい。ストーリーも分
かりやすく親しみやすい内容になっている。

さんすう☆

色合わせや形合わせ、絵合わせ、多い少ない等数の前
段階の要素がたくさん含まれており、いろいろな発達の児
童に適している。

さんすう☆☆（１）（２）

数と計算領域については、計算以前の段階の児童が数
の概念理解や数の合成・分解の学習を行う際にイラスト
等を交えて理解しやすいように示されている。また、他領
域についても挿絵が多く使われており、親しみやすく理解
しやすい構成になっている。

さんすう☆☆☆

10以上の数の学習、足し算等の説明がイラスト等を使っ
てわかりやすく理解しやすいように説明されている。ま
た、「高い－低い」の数量関係、時計、図形の学習につい
てもイラストや数直線等でわかりやすく図示されており、
理解しやすい構成になっている。

教出

教出

教出

生 活

学研

さまざまな動物の写真が鮮明で、見やすくわかりやすい
あそびのおうさまずかん
構成になっている。動物に興味を持てるような内容になっ
どうぶつ増補改訂
ている。

学研

あそびのおうさまずかん ひらがなで書かれ、写真が豊富で親しみやすく、分かりや
７ たべもの増補改訂
すい。写真が鮮明で、見やすく、食べたくなる、作りたくな
るという気持ちになるように工夫されている。

簡単に制作でき、遊ぶ体験が広げられるとともに、自然
改訂新版体験を広げるこ
への認識が深まるように配慮されている。また、自然のい
ひかりのくに どものずかん８ あそび
ろいろな力を利用して遊ぶ方法がわかりやすく配列され
のずかん
ており、日々の生活に活用することができる。

文化出版社

これしってるよ
みぢかなもの

いまじん
梧桐書院
どうなる？どうする？

音 楽

ひかりのくに

こぐま社

毎日の生活と季節の移り変わりの「みぢかなもの」が子ど
も達の姿とともに、を落ち着いた色彩で描かれ、わかりや
すいように工夫されている。
季節ごとのテーマが表されており、人との関わりや自分
自身の気持ちについて考えることができるように、親しみ
やすい絵と簡潔な文でまとめられている内容になってい
る。

手遊び指あそび
歌あそびブック１

1曲ごとに楽譜と2種類の遊び方が載せられている。歌う
楽しさや簡単な身体表現が学習できるように配慮されて
いる。

いっしょにうたって！
たのしいうたの絵本

一つひとつの歌の歌詞とともに、親しみがもてるイラスト
が描かれ、歌のイメージが促されるよう工夫されている。
四季の行事や、児童が覚えやすい歌が選定されている。

オウル社 １２か月のうたのえほん

挿絵をもとに四季の移り変わりや日本の伝統的な行事に
親しむことができる。

東出

おんがく☆

カラーで見開きの挿絵が中心に構成されており、歌や音
楽のイメージが持ちやすい内容になっている。

東出

おんがく☆☆

☆よりも細かなカラーの挿絵で構成となっている。リズム
遊びの楽譜には、タンバリンの絵が使われており、児童
たちが叩く場所を理解しやすいように工夫されている。

東出

おんがく☆☆☆

高学年らしい歌曲や、合奏用の曲で構成されている。ま
た、楽譜はカラーで示される等、児童たちにとってわかり
やすい紙面構成となっている。

図 工
あそびの絵本
岩崎書店
紙ねんどあそび

ポプラ

ペーパーランド８
おりがみえあそび

紙ねんどを使った遊び方が分かりやすく説明されている。
また、紙ねんど作品をもとにして、手を使った遊びに発展
する内容になっており、児童が楽しみながら手指を動か
すきっかけになる内容である。
簡単に折れて、色々な表現ができるよう工夫された内容
になっている。折り紙を絵と組み合わせることで、表現が
広がるよう工夫されている。

岩崎書店

地 図

保 健

あそびの絵本 きりがみ はさみを使ったさまざまな切り紙遊びの内容になってい
あそび
る。視覚的に理解しやすく工夫されている。

戸田デザイン にっぽん地図絵本

絵がシンプルで日本地図が地方別にカラー区分されて描
かれていて見やすい内容になっている。また、川、山、道
路、線路等の比較表があり、日本の特徴がわかるように
表現されていて、字も読みやすく絵の大きさも適切であ
る。

やさしいからだのえほん
体の仕組みについての疑問に答える形で、わかりやすく
①
金の星社
構成されており、大きく描かれたイラストとひらがな文字で
からだのなかはどうなっ
児童にも理解しやすい内容になっている。
ているの
わかりやすいイラストとマークによって、視覚的に理解し
からだが元気になる本３
やすく、興味関心が持てるように工夫されている。身体を
あかね書房 けんこうをまもる！３つの
健康に保つための方法や工夫を楽しく学習することがで
ポイント
きる。

道 徳

絵でわかるこどものせい
学校での学習を始め、家庭での指導や校外学習におい
合同出版 かつずかん１
ても、応用できる内容となっている。
みのまわりのきほん
絵でわかるこどものせい 学校での学習を始め、家庭での指導や校外学習におい
合同出版 かつずかん３ おでかけ ても、応用できる内容であり、買い物での場面を取り上げ
のきほん
た内容である。

福音館

ぐりとぐらの１ねんかん

大日本図書 ともだちのつくりかた

季節の移り変わりを感じ取り、身近な自然に親しみながら
優しい心を育つよう工夫されている。見開きごとに各月の
行事がわかりやすく示されている。
友だちをつくるためには、人との関わりをとおして相手を
理解し、自分を知ることが大切であることを取り上げた内
容である。

平成３１年度使用教科書の採択結果及び採択理由一覧
大阪教育大学附属特別支援学校
【中学部】
科目

平成３１年４月１日現在
発行者の略称

書名

五味太郎・言葉図鑑
偕成社 （１）
うごきのことば
国語

東書

数学

社会

理科

外国語

音楽

教出

講談社

福音館

採 択 理 由
数多くの動きのイラストがあり、それらに動詞の言
葉が添えられている。言葉と具体的なイメージとが
結びつきやすく、言葉の概念を構築する際に非常に
参考になる。簡単でわかりやすく、辞書としても活
用でき、生徒たちにとって学習しやすい内容となっ
ている。

国語☆☆☆☆

挨拶や言葉のやりとり等、日常に必要な課題や読解
しやすい物語等が掲載されており、生徒達の学習段
階に合わせて活用しやすい内容となっている。

数学☆☆☆☆

数のまとまりを考える学習から、四則計算、長さや
重さ、図形、金銭等と発達段階に合わせて学習でき
る内容となっている。ポイントの大きさや色づかい
に工夫がされており、透明セロファンが使用されて
いる等、生徒たちにとって学習しやすい内容となっ
ている。

知育アルバム
みぢかなマーク300

交通標識や危険標識など生徒が守るべき基本的な
マークについて、わかりやすく書かれている。ま
た、地図記号からエコマークまで、重要度に応じた
配列で載っており、本校の生徒にとって、取り組み
やすい内容となっている。

福音館の科学シリーズ
地球その中をさぐろう

道ばたの植物、昆虫、鳥たち、それぞれが絵と名前
で紹介されていて、四季の移り変わりを感じなが
ら、豊かな自然を学習できる内容になっている。絵
が多く取り入れられているので生徒にわかりやす
く、教室外での学習にも活用しやすい。

どのページにもドラえもんとその仲間が登場し、楽
しく英語に親しむことができる。付属のCDには、こ
小学館 ドラえもんはじめての英語辞典
の本に出てくる見出し、例文が収録されているの
で、ネイティブの発音を聴きながら英語を聴き取る
力を育てることができる。

東書

音楽☆☆☆☆

扱われている楽曲について、イメージしやすいイラ
ストや写真が載せてある。また、リズムの習得がし
やすいよう言葉が添えてあったり、階名に色をつけ
ていたりする等、支援の方法も本校生徒の実態に
合っている。

出会いと広がり

制作活動の様子や手順が生徒の制作風景の写真とコ
メントで示されている。また、作品の写真が数多く
使用されており、写真のサイズも大きいので作品の
イメージを把握しやすく、生徒が作品の理解を深め
ることができる。

フレーベル館の図鑑ナ
保健体育 フレーベル チュラ
ひとのからだ

身体について詳細な図解のあと、そのしくみや働き
を、こびとのキャラクターが説明する設定になって
おり、興味深く見ることができるような内容になっ
ている。

美術

道徳

日文

光村

美術

中学道徳１
きみがいちばんひかると
き

学びのテーマごとに「考える観点」としての発問
と、「見方を変えて」として視点を変えた問いが設
定されており、物事を多面的・多角的に考える工夫
がされている。

平成３１年度使用教科書の採択結果及び採択理由一覧
大阪教育大学附属特別支援学校
【高等部１年生】
科目

国語

平成３１年４月１日現在

発行者の
略称
福音館

書名

採 択 理 由

にほんご

簡素なことばと絵で構成されており、理解しやすい。ま
た、多種多様な文章が数多く載っており、様々な表現の
学習にもつなげることができるため選定した。

数学

東洋館

くらしに役立つ 数学

四領域単元別積み上げ教科書でなく、日常生活で使う数
量や図形が視覚的によりわかりやすく取り扱われてい
る。これによって得た知識や技能が生活の充実につなが
るであろうと考えるため選定した。

理科

東洋館

くらしに役立つ理科

文字も大きく、適度に図や写真が入っており、視覚的に
わかりやすい。章立てが生活と関連付けて構成されてい
るため選定した。

音楽

教出

音楽Ⅰ Tutti

からだをつかって音楽をつくる表現活動や、楽器の説明
等が視覚的にもわかりやすくされている。また我が国や
諸外国の音楽の教材が豊富であるため選定した。

美術

日文

高校美術１

学習に必要な題材が、各分野からバランスよく取り上げ
られている。作品制作の手法が的確に紹介され、視覚的
にも理解しやすいため選定した。

新しい技術・家庭（家庭
分野）

基礎的・基本的な知識・技術を確実に習得するための、
学習の目標が明確に示してあり、学習の習得状況を確
認できるように構成されている。また、必ず定着させたい
「基礎技能」をまとめてわかりやすく掲載しているため選
定した。

日本教育 ひとりだちするための進
研究出版 路学習

大きな文字と分かりやすいイラストで、理解しやすい。ま
た、これまで身につけてきたことを整理、確認しながら卒
業後の生活への移行がスムーズにできるように構成され
ているため選定した。

家庭

総合

社会

情報

東書

東洋館

くらしに役立つ 社会

色彩や段組み等の見やすさや、資料と文章の内容構成
が適切になされている。言語活動の充実を意識した振り
返りも設定されているため選定した。

実際の生活で起こりうる問題やトラブルをテーマにとりあ
最新事情でわかる情報モ げている。また、事例をマンガで紹介しており、親しみや
実教出版
ラル
すくイメージが掴みやすいように工夫されているため選定
した。

平成３１年度使用教科書の採択結果及び採択理由一覧
大阪教育大学附属特別支援学校
【高等部２年生】

平成３１年４月１日現在

科目

発行者の
略称

美術

日文

情報

書名

高校美術２

採 択 理 由
生徒が関心を持って、表現や鑑賞活動に取り組める題材
である。視覚的にもインパクトがあり、わかりやすいため
選定した。

実際の生活で起こりうる問題やトラブルをテーマにとりあ
最新事情でわかる情報モ げている。また、事例をマンガで紹介しており、親しみや
実教出版
ラル
すくイメージが掴みやすいように工夫されているため選定
した。

平成３１年度使用教科書の採択結果及び採択理由一覧
大阪教育大学附属特別支援学校
【高等部３年生】
科目

美術

情報

平成３１年４月１日現在

発行者の
略称

日文

書名

高校美術３

採 択 理 由
身近なものから新領域まで、生徒にとって興味を持ちや
すい作品を制作する作家を紹介している。また、美術に
かかわる各分野のアーティストを幅広く紹介しているため
選定した。

実際の生活で起こりうる問題やトラブルをテーマにとりあ
最新事情でわかる情報モ げている。また、事例をマンガで紹介しており、親しみや
実教出版
ラル
すくイメージが掴みやすいように工夫されているため選定
した。

