
平成２８年度　使用教科用図書の採択結果と採択理由

教科 発行者 書名 採択理由

東書 こくご☆
文字が大きく行間も広く、絵が多い。興味を持って
学習できる。簡潔な表現が多く、ことばや文字の学
習が段階的に進められる。

東書 こくご☆☆
文字が大きく行間も広く、絵が多い。興味を持って
学習できる。簡潔な表現が多く、ことばや文字の学
習が段階的に進められる。

東書 こくご☆☆☆
文字やことばの学習に、身近な物を取り上げている
のでわかりやすい。言語力を深め、読みの力を伸ば
す学習に活用しやすい。

戸田デザ
イン研究
所

あいうえおえほん
ひらがな50音について、大きくわかりやすい絵と書
き順が示されており、読み書きの学習に活用しやす
い。

教出 さんすう☆
学習指導要領の目標・内容に合致した題材が取り上
げられている。カードや透かしがあり、直感的に色
や形・数に関する学習ができる。

教出 さんすう☆☆（１）
学習指導要領の目標・内容に合致した題材が取り上
げられている。凹凸が有り、触覚も使いながら形の
学習ができる。

教出 さんすう☆☆（２）
学習指導要領の目標・内容に合致した題材が取り上
げられている。凹凸が有り、触覚も使いながら形の
学習ができる。

教出 さんすう☆☆☆
具体物からの操作を通して理解できるよう配慮され
ている。簡単な計算について、細かいステップで学
習できるようになっている。

東書 おんがく☆
学習指導要領の目標・内容に合致した題材が取り上
げられている。音楽のイメージについてわかりやす
い絵や簡潔な文章で示されている。

東書 おんがく☆☆
学習指導要領の目標・内容に合致した題材が取り上
げられている。音楽のイメージについてわかりやす
い絵や簡潔な文章で示されている。

東書 おんがく☆☆☆
学習指導要領の目標・内容に合致した題材が取り上
げられている。音楽のイメージについてわかりやす
い絵や簡潔な文章で示されている。

岩崎書店
あそびの絵本17
えのぐあそび

図画工作の学習でつかいやすい。絵の具を使った画
法やあそびについて、わかりやすい絵と簡潔な文章
で示されている。

岩崎書店
あそびの絵本6
ねんどあそび

図画工作の学習でつかいやすい。粘土を使った造形
あそびについて、わかりやすい絵と簡潔な文章で示
されている。

岩崎書店
あそびの絵本7
クレヨンあそび

図画工作の学習でつかいやすい。クレヨンを用いた
画法について、わかりやすい絵と簡潔な文章で示さ
れている。

岩崎書店
あそびの絵本8
紙ねんどあそび

図画工作の学習でつかいやすい。粘土を使った造形
あそびについて、わかりやすい絵と簡潔な文章で示
されている。
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ポプラ社
あそびのひろば4
はりえあそび

図画工作で使いやすい。子どもたちに取り組みやす
い作品例が豊富に示されている。

福音館
書店

かがくのとも絵本
かみであそぼう　きる・
おる

図画工作で使いやすい。作品例だけでなく、子ども
の興味をひくための導入が工夫されている。

保健 偕成社
子どもの生活６
じょうぶなからだになれ
るよ！

健康に関する基礎的な事柄がイラストとともに分か
りやすく説明されている。

童心社
ピーマン村の絵本たち
さつまのおいも

絵が多く、物語を読み進める中で、さつまいもの成
長や収穫について、自然と興味関心や理解を深める
ことができる。

グラン
まま社

ぼくとわたしのせいかつ
えほん

生活で使う物や身近な食べ物等について、わかりや
すい絵と文字で示されていて、様々な学習で活用で
きる。

フレーベ
ル館

アンパンマンのおはなし
でてこい⑤
あんぱんまんとはみがき
やま

児童が親しみを感じているキャラクターが登場す
る。絵が多く、物語を読み進める中で、自然と歯磨
きの大切さがわかるようになっている。

福音館
書店

こどものとも絵本
はじめてのおつかい

絵が多く、物語を読み進める中で、買い物（おつか
い）やお金について興味を持ちやすい。

福村出版
シリーズ生活を学ぶ１
つくってたべよう

ゆでたまごやみそ汁など、身近な献立の作り方を通
して、調理活動に関する基礎的な事柄が丁寧に説明
されている。

福音館
書店

ばばばあちゃんの絵本
ばばばあちゃんのやきい
もたいかい

絵が多く、物語を読み進める中で、火の扱い方や簡
単な調理活動について、自然と興味関心や理解を深
めることができる。

グラン
まま社

つちだよしはるの絵本
ことばえほん

身近でよく使うことばが選定され、シンプルで分か
りやすい絵とともに示されている。

金の星社
ひとりでできるもん！６
だいすきおやつ作り

写真が豊富で子どもにもイメージが持ちやすく、興
味をひきやすい。

偕成社
安全のしつけ絵本１
気をつけようね

安全に移動するために必要な事柄が親しみやすいイ
ラストで説明されている。

金の星社
ひとりでできるもん④
うれしいごはん、パン、
めん料理

写真が豊富で子どもにもイメージが持ちやすく、興
味をひきやすい。

福村出版
シリーズ生活を学ぶ５
遠くへ行きたいな

移動の際に気を付けること、買物の仕方、公共の施
設の利用の仕方など、身につけさせたい基本的な事
柄がおさえられている。

偕成社
子どもの生活３
マナーをきちんとおぼえ
よう！

生活習慣の基本的な事柄が分かりやすいイラストと
ともにまとめられている。
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平成２８年度　使用教科用図書の採択結果と採択理由

教科 発行者 書名 採択理由

国語 東書 こくご☆☆☆☆
電話や手紙など、生活に即した内容を取り上げてい
るので興味を持って学習できる。メモや手紙の書き
方等、生活に即した内容が取り上げられている。

帝国書院 中学校社会科地図
日本・世界の特徴的な生活・産業・地形がコンパク
トにまとまっている。

学研
学習関連単品
読んで見て楽しむ日本地
図帳

絵や色彩がはっきりしており、わかりやすい。
日本の各地方の生活・産業・地形などの様々な情報
が理解しやすい。

永岡書店
見て、学んで、力がつ
く！
こども世界地図

楽しいイラストで見やすく世界各地の情報が描かれ
ている。

数学 教出 数学☆☆☆☆

計算機や体温計など、生活の中で実際に使っている
物で説明していることが多く、わかりやすい。
身近なものの量について、単位の表し方が理解しや
すい。

講談社
講談社の動く図鑑MOVE
魚

わかりやすい魚の絵と説明で、興味を持って学習で
きる。

学研
ジュニア学研の図鑑
昆虫

わかりやすい昆虫の絵と説明で、興味を持って学習
できる。

学研
新版ふしぎ・びっくり!?
こども図鑑　きせつ

季節と生活を関連しながらわかりやすいイラストを
用いて説明している。

音楽 東書 おんがく☆☆☆☆
歌唱は季節ごとに区切ってあり、季節と歌の関係が
わかりやすい。生徒が親しみやすい曲が多数選曲さ
れている。

視覚デザ
イン研究
所

ハートアートシリーズ
色のえほん

色や混色のイメージをわかりやすく表現している。

フレーベ
ル館

ことばでひらく絵のせか
い
はじめてであう美術館

有名な絵画作品に親しみがもてるよう紹介してい
る。版が大きく見やすい。

社会

理科

美術
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フレーベ
ル館

フレーベル館の図鑑
ナチュラ　ひとのからだ

絵やイラストが親しみやすく、興味を持って体の内
部が学べる。

金の星社
げんきをつくる食育えほ
ん２　じょうぶなからだ
をつくるたべもの

食べ物と健康のつながりがわかりやすく表現されて
いる。

福村出版
シリーズ生活を学ぶ⑥
わたしたちのからだ

わかりやすい内容で、生徒自ら学ぶことができる。

日本教育
研究出版

私たちの調理（絵で見て
学べるやさしい料理教
室）

身近で簡単な調理の手順がわかりやすく描かれてい
る

偕成社
坂本廣子のひとりでクッ
キング②昼ごはんつくろ
う！

興味関心がわくメニューをわかりやすく紹介してい
る。

福音館
書店

福音館の科学シリーズ
ただいまお仕事中
大きくなったらどんな仕
事をしてみたい？

わかりやすいイラストで仕事を紹介している。

戸田デザ
イン研究
室

ABCえほん
アルファベットへの興味関心を高め、なじみやすい
イラストもわかりやすく表現となっている。

あかね
書房

あかね書房の学習えほん
えいごえほん
ぞうさんがっこうにいく

身近な英単語をわかりやすいイラストともに紹介し
ている。

成美堂
出版

CD付き　楽しく歌える英
語のうた

なじみのある歌を英語で歌えるように紹介してい
る。CD付きで使いやすい。

保体

技術
家庭

英語



平成２８年度　使用教科用図書の採択結果と採択理由

教科 発行者 書名 採択理由

地理
歴史

二宮 地図306　基本地図帳
世界の国々に関しては、象徴的な写真を多用してイ
メージしやすくするなどの配慮がされている。

大揚社 ピリオドノート

月経についての基礎的な事柄が、日常生活に密接に
関連した内容で構成されている。生徒は、月経のし
くみについて学んだり、記録をとることができる。

育成会
自立生活ハンドブック④
からだ！！げんき！？

絵や図などを活用し、生徒の発達段階や認知などを
踏まえた内容・構成になっている。基礎的な事柄
が、段階的に習得できる。

音楽 正進社 コーラスフェスティバル

合唱において大切な姿勢・呼吸・発声についての解
説があり、様々な合唱曲に親しみ、喜び、感動でき
るよう選曲されている。

ニチブン
私たちの進路
（明日へのステップ）

自己に関すること、職業興味、現場実習や進路決定
に向けた準備、卒後の生活まで幅広く扱っており、
社会人に向けた様々な基礎的事項が段階的に学習で
きる。また、書き込む欄も多く設けられ、それぞれ
が考えながら学習を進めることができるように工夫
されている。

育成会
自立生活ハンドブック
１１
ひとりだち　改訂版

絵を活用し、生徒の発達段階や認知などを踏まえた
内容・構成になっている。基礎的な事柄が段階的に
習得できる。

育成会 あたらしいほうりつの本

知的障害のある生徒が地域で生活するうえで必要に
なるであろう福祉サービスの仕組みや実際の手続き
についてイラストや簡潔な説明文でわかりやすく示
されている。

家庭
女子栄養
大学出版

改訂版　毎日の食事のカ
ロリーガイド

身近な食べ物のカロリーや栄養素について、分かり
やすく記載されている。４つの食品群が点数化さ
れ、栄養バランスのチェックが容易にできるよう工
夫されている。

問い合わせ　　東京学芸大学総務部附属学校課　042-329-7808

保健
体育

職業
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