
令和２年度　滋賀大学教育学部附属特別支援学校　中学部　教科用図書　

教科 使用学年 発行者コード発行者名 図書コード番号教科書名

国語 1 002 東書 C-112 こくご　☆☆

2 002 東書 C-113
こくご　☆☆

☆

3 20-5 同成社 A02 

ゆっくり学ぶ

子のための

「こくご」２

（改訂版）

（かたかな・

かん字の読み

書き）

数学 1 017 教出 C-114
さんすう　☆

☆☆

2 017 教出 C-711 
数学　☆☆☆

☆

3 20-5 同成社 C03 

ゆっくり学ぶ

子のための

「さんすう」

３　（６～９

のたし算、ひ

き算、位取

り）



社会 1 28-１ 福音館 G05

福音館の科学

シリーズ　ぼ

くらの地図旅

行

2 28-１ 福音館 564

みるずかん・

かんじるずか

ん　世界のあ

いさつ

3 28-１ 福音館 G03

福音館の科学

シリーズ　地

球その中をさ

ぐろう

理科 1 27-1 ひかりのくI04

改訂新版体験

を広げるこど

ものずかん４

はなとやさ

い・くだもの

2 28-1 福音館 G04 

福音館の科学

シリーズ　道

ばたの四季

3 28-1 福音館 G01

福音館の科学

シリーズ　昆

虫ちいさなな

かまたち



音楽 1 2 東書 C711 音楽☆☆☆☆

2 06-2 学研 775

音楽をもっと

好きになる本

１　歌や演奏

を楽しむ

3 20424 音楽センター 530

教室ですぐ使

えるＣＤブッ

ク７

お別れ会・卒

業式で歌おう

美術 1 10-3 国土社 B16 

たのしい図画

工作１６　ち

ぎり紙・きり

紙・はり紙

2 11-1 さえら C01

たのしい工作

教室　たのし

いこうさく

きょうしつ１

3 11-1 さえら C08

たのしい工作

教室　木のぞ

うけい教室

家庭 1 06-1 偕成社 X07

坂本廣子のひ

とりでクッキ

ング（７）

おべんとうを

つくろう



2 06-1 偕成社 X01 

坂本廣子のひ

とりでクッキ

ング（１）

朝ごはんをつ

くろう

3 06-1 偕成社 X02

坂本廣子のひ

とりでクッキ

ング（２）

昼ごはんをつ

くろう

書写 1 08-1
 くもん出版 610

小学ドリル国

語　1年生のか

ん字のかきか

た

2 08-1
 くもん出版 611

小学ドリル国

語　2年生のか

ん字の書き方



3 08-1
 くもん出版 612

小学ドリル国

語　3年生の漢

字の書き方

保健 1 02-1 岩崎書店 B03
知識の絵本

ひとのからだ

2 06-1 偕成社 J05

子どもの健康

を考える絵本

（５）　こん

なときどうす

るの？

3 27-1 ひかりのくにI09

改訂新版体験

を広げるこど

ものずかん９

からだとけん

こう



外国語 1 01-1 あかね書房552

あかね書房の

学習えほん

えいご絵じて

んABC

2 01-1 あかね書房I03

あかね書房の

学習えほん

ことばのえほ

んABC

3 01-1 あかね書房I06

あかね書房の

学習えほん

えいごえほん

ぞうさんのピ

クニック

道徳 1 10-8 合同出版 B04

絵でわかる子

どもの生活図

鑑4

「おつきあい

のきほん」



2 10-8 合同出版 B05

絵でわかる子

どもの生活図

鑑4

「おつきあい

のきほん」

3 10-8 合同出版 B06

絵でわかる子

どもの生活図

鑑4

「おつきあい

のきほん」
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選定理由

生徒の興味ある身近なもので楽

しく豊かにイメージを広げるこ

とができ文章や言葉が平易であ

る。

少し長い文章の読解する力の養

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。

簡単な単語、文章の読み、語彙

を増やす訓練、やや長い文章の

読みを学習するなど、発達段階

に応じた内容の配列がなされて

おり、利用しやすい。

１０以上の数の学習、足し算な

どがイラストや図を多く用いて

わかりやすく説明されている。

また、数量関係、時計、図形の

学習についても数直線やイラス

トでわかりやすく図示されてい

る。

数のまとまりを考える学習、四

則計算、長さや重さ、図形、金

銭の内容が、図やイラスト、透

明セロファンなどでわかりやす

く学習できるよう工夫されて示

されている。

位取りや一桁の足し算・引き算

が基礎から順に系統的に取り組

めるように配慮されており、タ

イル図や絵でわかりやすく学習

できるよう構成されている。



物語の中で、地図の読み方、使

い方がわかりやすく解説されて

いる。子どもたちが地図を頼り

に旅行をするという設定で、社

会や生活に興味が持ちやすい内

容である。

子ども達が使っているあいさつ

を切り口に、世界ではどういう

言い方をするのかということ

を、イラストや短いストーリー

の中で、楽しく知ることがで

き、興味をもちやすい。

自分が住んでいる周りを親しみ

やすいイラストで描き、見えな

い地中や季節の変化などを見開

きで知ることができる。地中の

様子、宇宙の様子も描かれ、知

らない世界への興味をもちやす

い。

アサガオなどの花と庭の樹木、

ミカンなどの果物、野菜、穀

物、キノコなどを取り上げ、見

つけ方や栽培方法などを紹介し

ているので、生徒自身が体験し

発見する喜びを味わえる。

四季折々身近に見られる花や虫

や鳥など700種を、景観の中に

あるがままの姿で紹介されてい

るので、自然に対して興味を持

ちやすい。

昆虫の生態を知ることができる

図鑑であり、季節・住む環境

(草・林・水）・食べる物でも

分類しているので分かりやす

く、虫に対して親近感が持て

る。



歌のイメージを高める楽しい挿

絵が取り入れてあり、行事など

で歌えるなじみのある曲目が多

く編集されている。

音楽にまつわる楽しいお話が多

く掲載されている。誌面に記載

されたＱＲコードを読めば，す

ぐに音や曲も聴け学習に取り入

れやすい。

生徒達が歌いやすい曲が編集さ

れている。ＣＤが付いているの

で歌唱の見本があり、学習に取

り組みやすい。

紙や葉など身近にある材料を使

い、果物や魚などが作れるので

意欲的 に活動しやすい。ま

た、できあがり作品を見て興味

を膨らませやすくして いる。

空き缶、牛乳パックなど身近な

材料を使っての工作が多く載せ

られている。楽しいイラストと

写真があり、生徒たちの作って

みようという気持ちを 起こさ

せる本である

木で動物、ロボットなど身近な

ものが作ってあり、意欲的に活

動しやす く、またできあがり

作品を見てより興味が持てるよ

うに工夫されている。

本のはじめに調理の約束が丁寧

に説明されている。写真やイラ

ストがわかりやすく丁寧なコメ

ントが記載されている。メ

ニューも日常に応用しやすい。

１年生にとって、取り組みやす

いメニューが取り上げられてい

る。



本のはじめに調理の約束が丁寧

に説明されている。写真やイラ

ストがわかりやすく丁寧なコメ

ントが記載されている。メ

ニューも日常に応用しやすい。

２年生にとって、取り組みやす

い簡単な朝ご飯作りのメニュー

が取り上げられている。

本のはじめに調理の約束が丁寧

に説明されている。写真やイラ

ストがわかりやすく丁寧なコメ

ントが記載されている。メ

ニューも日常に応用しやすい。

３年生にとって、取り組みやす

い昼ご飯作りのメニューが取り

上げられている。

1年生の漢字が繰り返し練習で

きる。止めやはらい、はねなど

の似ている特徴の漢字がまとめ

て練習できるような構成になっ

ている。絵の説明もあり、書く

ときに気を付けるポイントや書

き順がわかりやすい。

２年生の漢字が繰り返し練習で

きる。止めやはらい、はねなど

の似ている特徴の漢字がまとめ

て練習できるような構成になっ

ている。絵の説明もあり、書く

ときに気を付けるポイントや書

き順がわかりやすい。



３年生の漢字が繰り返し練習で

きる。止めやはらい、はねなど

の似ている特徴の漢字がまとめ

て練習できるような構成になっ

ている。絵の説明もあり、書く

ときに気を付けるポイントや書

き順がわかりやすい。

「ひとはいきている」という言

葉で始まり・終わる内容の通

り、ひとの一生の変化が柔らか

な挿絵とともに描かれている。

また、消化器官、骨、心臓、筋

肉などが写真ともに平易な言葉

で書かれており、子どもたちに

とって、理解しやすい内容と

なっている。

目にゴミが入った時や鼻血が出

た時など、日常生活で起こるケ

ガについて、応急処置の手順が

図解されている。してはいけな

いことや保護者用の詳しい内容

も書かれており、指導の際に役

立つ内容になっている。

目、頭、耳など各部位の説明

が、１つずつ詳しく書かれてい

る。どうして見えるのか、心臓

がどうやって血をおくるのか

等、科学的な説明があり、興味

がある子にはより詳しく学べる

内容となっている。



絵と英語と日本語が結びつけら

れていて、意味を理解しやすく

まとめられている。発音も発音

記号に近いカタカナ表記がされ

ている。ユーモアあふれる絵を

楽しみながら、AからZまで、

生活に必要な英語の言葉を、知

らず知らずのうちに覚えること

ができる。

動きのある鮮やかな色調のイラ

ストで描かれており、子どもの

興味をひきやすい。絵と英語と

日本語が結びつけられていて、

意味を理解しやすく作られてい

る。300語程度の身近な単語

が、アルファベット順にまとめ

られており、わかりやすい内容

である。

簡単な英会話と英単語、日本語

訳が、一場面の中でわかりやす

く紹介されている。見開きで一

つの場面が描かれ、身近で親し

みやすい場面、よく聞かれる英

語が取り上げられている。発音

もカタカナで表記されており、

わかりやすい。

人と接するときにおぼえておき

たい基本的なマナーやルールが

イラストでわかりやすく書かれ

ている。日常生活の様々な場面

を想定している内容で、社会的

生活能力を育てるために役に立

つ。



人と接するときにおぼえておき

たい基本的なマナーやルールが

イラストでわかりやすく書かれ

ている。日常生活の様々な場面

を想定している内容で、社会的

生活能力を育てるために役に立

つ。

人と接するときにおぼえておき

たい基本的なマナーやルールが

イラストでわかりやすく書かれ

ている。日常生活の様々な場面

を想定している内容で、社会的

生活能力を育てるために役に立

つ。


