
種目 発行者 文部科学省検定教科書，文部科学省著作教科書及び一般図書名

－ （文部科学省検定教科書）

文部科学省 こくご☆

文部科学省 こくご☆☆

文部科学省 こくご☆☆☆

リーブル おしゃべりさん

偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）くらしのことば

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１（改訂版）（ひらがなのことば・文・文章の読み）

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３（改訂版）（文章を読む，作文・詩を書く）

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」４

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」５

－ （文部科学省検定教科書）

あかね書房 もじのえほん  かんじ（１）

あかね書房 もじのえほん  かんじ（２）

三省堂 こどもきせつのぎょうじ絵じてん　第２版小型版

－ （文部科学省検定教科書）

学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑９ちきゅう

東洋館 くらしに役立つ社会

－ （文部科学省検定教科書）

小学館 ドラえもんちずずかん・１　にっぽんちず

－ （文部科学省検定教科書）

文部科学省 さんすう☆

文部科学省 さんすう☆☆

文部科学省 さんすう☆☆☆

絵本館 五味太郎の絵本１０　かたち

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」４

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」１

小学館 小学館子ども図鑑プレＮＥＯ楽しく遊ぶ学ぶ　かず・かたちの図鑑

－ （文部科学省検定教科書）

学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑８きせつ

学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑９ちきゅう

東洋館 くらしに役立つ理科

福音館書店 かわ

－ （文部科学省検定教科書）

文部科学省 おんがく☆

文部科学省 おんがく☆☆

文部科学省 おんがく☆☆☆

図工 － （文部科学省検定教科書）

家庭 － （文部科学省検定教科書）

山と渓谷社 家庭科の教科書小学校低学年～高学年

保健 － （文部科学省検定教科書）

生活 － （文部科学省検定教科書）

道徳 － （文部科学省検定教科書）

社会

算数

令和４年度使用教科用図書採択一覧表

（小学校特別支援学級用）

国語

書写

地図

音楽

理科

資料２



種目 発行者 文部科学省検定教科書，文部科学省著作教科書及び一般図書名

国語 － （文部科学省検定教科書）

書写 － （文部科学省検定教科書）

社会・地理 － （文部科学省検定教科書）

社会・歴史 － （文部科学省検定教科書）

社会・公民 － （文部科学省検定教科書）

社会・地図 － （文部科学省検定教科書）

数学 － （文部科学省検定教科書）

理科 － （文部科学省検定教科書）

音楽（一般） － （文部科学省検定教科書）

音楽（器楽合奏） － （文部科学省検定教科書）

美術 － （文部科学省検定教科書）

保健体育 － （文部科学省検定教科書）

技術 － （文部科学省検定教科書）

家庭 － （文部科学省検定教科書）

英語 － （文部科学省検定教科書）

道徳 － （文部科学省検定教科書）

令和４年度使用教科用図書採択一覧表

（中学校特別支援学級用）



資料２補足資料 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 使用調布市立学校特別支援学級教科書調査研究報告書 

 

 

 

 

 

校  種 

 

小学校 

 

教  科 

 

別紙の通り 

 

種  目 

 

別紙の通り 

 

校 長 名 

  

川島 隆宏 

 

委員長名 

  

安達 佳恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式２ 



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 1 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 算数

検定 音楽

検定 図工

検定 生活

検定 道徳

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
児童の障害等の実態を踏まえて学習内容を取捨選択すれば、指導することが
できるため。通常学級との交流及び共同学習にも使用できるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
あいさつ、身の回りの清潔、自然愛や思いやりなど、普段の生活と結び付けて
考えることができるような読み物があるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
児童の障害等の実態を踏まえて学習内容を取捨選択すれば、指導することが
できるため。通常学級との交流及び共同学習にも使用できるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
児童の障害等の実態を踏まえて学習内容を取捨選択すれば、指導することが
できるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
鉛筆の持ち方や姿勢、文字の書き順など、学習内容に触れさせたい内容であ
るため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
数の順序、仲間分け、合成分解、図形や時刻など、基礎的な内容であるため。

第一小学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
ひらがなの基礎や発声、言葉の表記など、基礎的かつ繰り返し定着を図りたい
内容であるため。



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 2 学年

種類 種目

文科 国語・言語

検定 書写

文科 算数

検定 音楽

検定 道徳

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
児童の障害等の実態を踏まえて学習内容を取捨選択すれば、指導する
ことができるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
あいさつ、きまり、思いやりなど、普段の生活と結び付けて考えることが
できるような読み物があるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
カタカナや観察カードの書き方など、触れさせたい内容であるため。

文部科学省 さんすう☆
マッチングや分類など、繰り返し定着を図りたい内容であるため。

第一小学校

発行者名 図書名 推薦理由

文部科学省 こくご☆
簡単なものの名前や色など、繰り返し定着を図りたい内容であるため。



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 3 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 社会

検定 地図

検定 算数

検定 理科

検定 音楽

検定 図工

検定 保健

検定 道徳 通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
善悪の判断、規則、思いやりなど、普段の生活と結び付けて考えること
ができるような読み物があるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
児童の障害等の実態を踏まえて学習内容を取捨選択すれば、指導することが
できるため。通常の学級との交流及び共同学習を行うことがあるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学習内容を取捨選択し、児童の発達段階を把握しながら、基礎的な内容を指導
することができるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学習内容を取捨選択し、児童の発達段階を把握しながら、植物の体のつくり
や、ゴム・風の力等基礎的な内容を指導することができるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
児童の障害等の実態を踏まえて学習内容を取捨選択すれば、指導することが
できるため。通常の学級との交流及び共同学習を行うことがあるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
社会科見学など通常学級との交流を行う際、学習するため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学習内容を取捨選択し、児童の発達段階を把握しながら、わり算など基礎的な
内容を指導することができるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
習字（毛筆）の基礎など、触れさせたい内容があるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
社会科見学など通常学級との交流を行う際、学習するため。

第一小学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学習内容を取捨選択し、児童の発達段階を把握しながら、基礎的な内容を指導
することができるため。



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 4 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 社会

検定 算数

検定 理科

検定 音楽

検定 道徳

文科 国語・言語

文科 算数

文部科学省 こくご☆☆
物の名称や短文など、日常生活に結び付け定着を図りたい内容である
ため。

文部科学省 さんすう☆☆
上下左右や曜日など、算数の基礎的内容を学習することができるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
児童の障害等の実態を踏まえて学習内容を取捨選択すれば、指導することが
できるため。通常の学級との交流及び共同学習を行うことがあるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
善悪の判断、思いやり、自然の大切さなど、普段の生活と結び付けて考
えることができるような読み物があるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学習内容を取捨選択し、児童の発達段階を把握しながら、基礎的な内容を指導
することができるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学習内容を取捨選択し、児童の発達段階を把握しながら、天気と気温、電池の
はたらき等基礎的な内容を指導することができるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
毛筆のはらいやはね・折れなど、触れさせたい内容があるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
社会科見学など通常学級との交流を行う際、学習するため。

第一小学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学習内容を取捨選択し、児童の発達段階を把握しながら、基礎的な内容を指導
することができるため。



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 5 学年

種類 種目

文科 国語・言語

検定 書写

検定 社会

文科 算数

検定 理科

検定 音楽

検定 図工

検定 家庭

検定 保健

検定 道徳

検定 国語・言語

検定 算数

一般 理科

一般 社会

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学習内容を取捨選択し、児童の発達段階を把握しながら、基礎的な内容を指導
することができるため。

学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑  ８きせつ
写真が多く、理解しやすいため。

学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑  ９ちきゅう
写真が多く、理解しやすいため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
責任、安全、伝統文化など、触れさせたい内容があるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学習内容を取捨選択し、児童の発達段階を把握しながら、基礎的な内容を指導
することができるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
調理方法や裁縫など、学習内容に触れさせたい内容があるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
心の健康や病気の予防など、学習内容に触れさせたい内容があるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
児童の障害等の実態を踏まえて学習内容を取捨選択すれば、指導することが
できるため。通常の学級との交流及び共同学習を行うことがあるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
児童の障害等の実態を踏まえて学習内容を取捨選択すれば、指導することが
できるため。通常の学級との交流及び共同学習を行うことがあるため。

文部科学省 さんすう☆☆☆
長さや高さなど、繰り返し定着を図りたい内容であるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学習内容を取捨選択し、児童の発達段階を把握しながら、天気の変化、生命の
つながり等基礎的な内容を指導することができるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
毛筆のはらいやはね・折れなど、触れさせたい内容があるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
社会科見学など通常学級との交流を行う際、学習するため。

第一小学校

発行者名 図書名 推薦理由

文部科学省 こくご☆☆☆
長音、拗音、促音など、繰り返し定着を図りたい内容であるため。



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 6 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 社会

検定 算数

検定 理科

検定 音楽

検定 道徳

一般 国語・言語

一般 算数

一般 社会

一般 理科

東洋館 くらしに役立つ社会  
身近な内容で、日常生活に即しており理解しやすいため。

東洋館 くらしに役立つ理科  
身近な内容で、日常生活に即しており理解しやすいため。

リーブル おしゃべりさん
様々なお話に触れ、物語を楽しみながら音読や語彙の獲得につなげら
れると考えられるから。

絵本館 五味太郎の絵本１０  かたち
日常生活で大切な形の学習を積み重ねるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
児童の障害等の実態を踏まえて学習内容を取捨選択すれば、指導することが
できるため。通常の学級との交流及び共同学習を行うことがあるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
責任、安全、勤労など、触れさせたい内容があるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学習内容を取捨選択し、児童の発達段階を把握しながら、基礎的な内容を指導
することができるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学習内容を取捨選択し、児童の発達段階を把握しながら、基礎的な内容を指導すること
ができるため。通常の学級との交流及び共同学習を行うことがあるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
毛筆のはらいやはね・折れ・止めなど、触れさせたい内容があるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
社会科見学など通常学級との交流を行う際、学習するため。

第一小学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学習内容を取捨選択し、児童の発達段階を把握しながら、基礎的な内容を指導
することができるため。



 

 

 

 

 

 

令和４年度 使用調布市立学校特別支援学級教科書調査研究報告書 

 

 

 

 

 

校  種 

 

小学校 

 

教  科 

 

別紙の通り 

 

種  目 

 

別紙の通り 

 

校 長 名 

  

小野 勝政 

 

委員長名 
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様式２ 



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 1 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 算数

検定 音楽

検定 図工

検定 生活

検定 道徳

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・生活単元学習の内容を参考にしている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・道徳の授業で、使用している。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・歌唱や合奏の指導について、内容を参考にしている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・描画や工作の指導において、内容を参考にしている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・書初めの学習で使用するため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・系統立てて学習を進めることができるため、見通しをもつことができる。

八雲台小学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・系統立てて学習を進めることができるため、見通しをもつことができる。



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 2 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 算数

検定 音楽

検定 道徳

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・歌唱や合奏の指導について、内容を参考にしている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・道徳の授業で、使用している。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・書初めの学習で使用するため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・系統立てて学習を進めることができるため、見通しをもつことができる。

八雲台小学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・系統立てて学習を進めることができるため、見通しをもつことができる。



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 3 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 社会

検定 地図

検定 算数

検定 理科

検定 音楽

検定 図工

検定 保健

検定 道徳 通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・道徳の授業で、使用している。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・描画や工作の指導において、内容を参考にしている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・学年で保健の学習をすすめるときに同学年で活用する

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・系統立てて学習を進めることができるため、見通しをもつことができる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・歌唱や合奏の指導について、内容を参考にしている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・地図記号の学習や、地域の学習では、

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・系統立てて学習を進めることができるため、見通しをもつことができる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・書初めの学習で使用するため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・地域の学習では、

八雲台小学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・系統立てて学習を進めることができるため、見通しをもつことができる。



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 4 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 社会

検定 算数

検定 理科

検定 音楽

検定 道徳

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・歌唱や合奏の指導について、内容を参考にしている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・道徳の授業で、使用している。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・系統立てて学習を進めることができるため、見通しをもつことができる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・系統立てて学習を進めることができるため、見通しをもつことができる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・書初めの学習で使用するため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・東京都の学習では、教科書を手掛かりにすることで、理解を進めること
ができる。

八雲台小学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・系統立てて学習を進めることができるため、見通しをもつことができる。



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 5 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 社会

検定 算数

検定 理科

検定 音楽

検定 図工

検定 家庭

検定 保健

検定 道徳 通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・道徳の授業で、使用している。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・交流学習をするときに通常の学級の児童と同じ学習をするため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・学年で保健の学習をすすめるときに同学年で活用するため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・歌唱や合奏の指導について、内容を参考にしている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・描画や工作の指導において、内容を参考にしている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・系統立てて学習を進めることができるため、見通しをもつことができる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・系統立てて学習を進めることができるため、見通しをもつことができる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・書初めの学習で使用するため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・都道府県の学習では、地図帳や社会科資料集を手掛かりにして情報を
得ることができる。

八雲台小学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・系統立てて学習を進めることができるため、見通しをもつことができる。



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 6 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 社会

検定 算数

検定 理科

検定 音楽

検定 道徳

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・歌唱や合奏の指導について、内容を参考にしている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・道徳の授業で、使用している。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・系統立てて学習を進めることができるため、見通しをもつことができる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・系統立てて学習を進めることができるため、見通しをもつことができる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・書初めの学習で使用するため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・歴史の学習では、歴史の教科書や資料集を手掛かりにすることで、理
解を進めることができる。

八雲台小学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
・系統立てて学習を進めることができるため、見通しをもつことができる。
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様式２ 



【様式４（別紙）】　小学校特別支援学級用

小学校特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 小学校特別支援学級 1 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 算数

検定 音楽

検定 図工

検定 生活

検定 道徳

富士見台

発行者名 図書名 推薦理由

通常学級と同じ 通常学級と同じ
挿絵や簡単な言葉や文が掲載されており、児童の実態に合わせて指導
しやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
鉛筆を持って書く力が付いてきた児童には、実態に応じた文字指導がで
きる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
数に興味が出てきている時期であるので、児童の実態に合わせて一桁
の数の指導ができる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ 歌うことが好きな児童が多いので、曲目を選択して、歌唱の指導ができる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ 身近で分かり易い題材を選択して、指導できる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
児童の実態に合わせて、作品を選び、指導するのに適している。
写真が掲載されているので、児童にとって理解しやすくなっている。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
児童にとって身近な題材が多く、指導しやすい。写真が多く掲載されてい
るので、児童にイメージをもたせやすい。



小学校特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 小学校特別支援学級 2 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 算数

検定 音楽

検定 道徳

富士見台

発行者名 図書名 推薦理由

通常学級と同じ 通常学級と同じ
児童の実態に合わせて必要な単元を選択して、その単元の基
本的な考え方を指導に生かせる。特にかけ算の導入に使用す
ることができる。

通常学級と同じ 通常と同じ
挿絵や簡単な言葉や文が掲載されており、児童の実態に合わ
せて指導しやすい。短い物語なら、教師と一緒に内容の大体を
理解するための指導に使うことができる。

通常学級と同じ 通常と同じ
鉛筆を持って書く力が付いてきているので、実態に応じた文字
指導ができる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ 身近で分かり易い題材を選択して、指導できる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
歌うことが好きな児童が多いので、曲目を選択して、歌唱の指導
ができる。児童が楽しめる曲が多い。



小学校特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 小学校特別支援学級 3 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 社会

検定 地図

検定 算数

検定 理科

検定 音楽

検定 図工

検定 保健

検定 道徳

通常学級と同じ 通常学級と同じ

物語文、説明文とも、教師と一緒に時間を掛けて取り組めば内
容の大体を理解するための指導に使うとができる。俳句は、言
葉のリズムを感じて楽しむことができるので、音読の学習として
の指導に適している。

発行者名 図書名 推薦理由

通常学級と同じ 通常学級と同じ
毛筆の入門期の指導に適している。図解されているので、分か
り易い。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
社会の仕組みや身近な地域のことについて、分かり易く書かれ
ているので、児童の実態に合わせて指導しやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
地図の理解は児童によって差が大きいが、校外学習など外に目
を向けていく機会に、必要に応じて活用できる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
児童の実態に合わせて必要な単元を選択して、その単元の基
本的な考え方の指導に生かせる。特に、少数や分数の導入に
使用できる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ 身近で分かり易い題材を選択して、指導できる。

富士見台

通常学級と同じ 通常学級と同じ
身近な生活の仕方について、分かり易く掲載されているので、指
導しやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ

児童の実態に合わせて、作品を選び、指導するのに適してい
る。
写真が掲載されているので、児童にとって理解しやすくなってい
る。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
日常生活を送る中で、必要な題材を選択して、指導できる。
自然に関することは、写真が多く掲載されているので、指導しや
すい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
歌うことが好きな児童が多いので、曲目を選択して、歌唱の指導
ができる。児童が楽しめる曲が多い。
リコーダーの入門期の指導に適している。



【様式４（別紙）】　小学校特別支援学級用

小学校特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 小学校特別支援学級 4 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 社会

検定 算数

検定 理科

検定 保健

検定 道徳

富士見台

発行者名 図書名 推薦理由

通常学級と同じ 通常学級と同じ

詩や俳句などの教材は、繰り返し音読したり、部分的に暗唱した
りして、言葉のリズムを楽しみ、言語への興味をもたせる教材と
して適している。
物語文は、繰り返し読み聞かせることで、ストーリー性のある文
章の楽しさを味わわせることができるので、活用しやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
書き初めを目標に必要な部分を選択して指導するのに適してい
る。

通常学級と同じ 通常学級と同じ

社会の仕組みや身近な地域のことについて、分かり易く書かれ
ている。通常の学級の社会科見学にも交流学習として参加する
ので、必要に応じて指導できる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
児童の実態に合わせて必要な単元を選択して、その単元の基
本的な考え方の指導に生かせる。特に、面積の導入に使用する
ことができる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
日常生活を送る中で、必要な題材を選択して、指導できる。
自然に関することは、写真が多く掲載されているので、指導しや
すい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ 身近で分かり易い題材を選択して、指導できる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
身近な生活の仕方について、分かり易く掲載されているので、指
導しやすい。



小学校特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 小学校特別支援学級 5 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 社会

検定 算数

検定 理科

検定 音楽

検定 図工

検定 家庭

検定 保健

検定 道徳

富士見台

発行者名 図書名 推薦理由

通常学級と同じ 通常学級と同じ

詩や漢文などの教材は、繰り返し音読したり、部分的に暗唱した
りして、言葉のリズムを楽しみ、言語への興味をもたせる教材と
して適している。
物語文は、繰り返し読み聞かせることで、ストーリー性のある文
章の楽しさを味わわせることができるので、活用しやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
書き初めを目標に必要な部分を選択して指導するのに適してい
る。

通常学級と同じ 通常学級と同じ

社会の仕組みや日本の地理について、分かり易く書かれてい
る。通常の学級の社会科見学や移動教室にも交流学習として
参加するので、必要に応じて指導できる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
児童の実態に合わせて必要な単元を選択して、その単元の基
本的な考え方の指導に生かせる。特に立体の学習の導入に使
用できる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ

日常生活を送る中で、必要な題材を選択して、指導できる。
自然に関することは、写真が多く掲載されているので、指導しや
すい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
行事や卒業式に向けて、曲目を選択して、歌唱の指導ができ
る。

通常学級と同じ 通常学級と同じ

児童の実態に合わせて、作品を選び、指導するのに適してい
る。
写真が掲載されているので、児童にとって理解しやすくなってい
る。

通常学級と同じ 通常学級と同じ 身近で分かり易い題材を選択して、指導できる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ

生活に必要な基本的な内容になっているので、児童の実態に合
わせて指導するのに適している。
調理学習には力を入れているので、その指導に役立てたい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
生活していくのに必要なけがや病気についての知識が分かり易
く掲載されていて、指導しやすい。



小学校特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 小学校特別支援学級 6 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 社会

検定 算数

検定 理科

検定 音楽

検定 道徳

富士見台

発行者名 図書名 推薦理由

通常学級と同じ 通常学級と同じ

詩や漢文などの教材は、繰り返し音読したり、部分的に暗唱した
りして、言葉のリズムを楽しみ、言語への興味をもたせる教材と
して適している。
物語文は、繰り返し読み聞かせることで、ストーリー性のある文
章の楽しさを味わわせることができるので、活用しやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
書き初めを目標に必要な部分を選択して指導するのに適してい
る。

通常学級と同じ 通常学級と同じ

社会の仕組みや日本の歴史について、児童の興味関心に合わ
せて指導できる。挿絵が分かり易いので、活用しやすい。通常
の学級の社会科見学や移動教室にも交流学習として参加する
ので、必要に応じて指導できる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
児童の実態に合わせて必要な単元を選択して、その単元の基
本的な考え方の指導に生かせる。特に、比や割合の導入に使
用できる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ 身近で分かり易い題材を選択して、指導できる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ

日常生活を送る中で、必要な題材を選択して、指導できる。
自然に関することは、写真が多く掲載されているので、指導しや
すい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
行事や卒業式に向けて、曲目を選択して、歌唱の指導ができ
る。
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様式２ 



【様式１】  小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 1 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 算数

検定 音楽

検定 図工

検定 生活

検定 道徳

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学校生活を中心とした内容が，イラストや写真で分かりやすく掲載されて
おり，無理なく段階的に学ぶことができる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
全員が自分の学年の検定教科書を揃えていき，現在の学年にとらわれず個々
の発達段階に合った教材を取捨選択できる状態を作っていきたい。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
親しみやすい歌や手遊びが取り上げられている。また鍵盤ハーモニカや身近な
打楽器の使い方も扱っている。取捨選択しながら授業で活用できる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
児童が活動している写真や作品がカラーで掲載されており、作品作りのイメージ
をもちやすい。数多くの同年代の児童作品に触れることもよい刺激となる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
ひらがな，カタカナの正しい形を学ぶために，通常の学級と同じものを手
本とすることが望ましいと考える。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
入門期の基礎的な内容を段階的に学べるようになっており、児童のペー
スで順番に学ぶことで基礎が身に付くと考える。

滝坂小学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
イラスト中心のページや，入門期にふさわしい短い教材が多く，取捨選
択して使用することができる。



【様式１】  小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 2 学年

種類 種目

文科 国語・言語

検定 書写

文科 算数

検定 音楽

検定 道徳

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学習内容を取捨選択しながら歌唱や簡単な合奏に取り組むことができ
る。また鑑賞教材を通して様々な音楽に触れることができる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
全員が自分の学年の検定教科書を揃えていき，現在の学年にとらわれず個々
の発達段階に合った教材を取捨選択できる状態を作っていきたい。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
ひらがなやカタカナ，やさしい漢字を学ぶにあたり，通常の学級と同じも
のを手本とすることが望ましいと考える。

文部科学省 さんすう☆☆
紙面のレイアウトや色遣いがシンプルで、必要な内容に注視しやすい。
形や重さ、広さ、大きさの感覚を育てるイラスト教材が多い。

滝坂小学校

発行者名 図書名 推薦理由

文部科学省 こくご☆☆
紙面のレイアウトや色遣いがシンプルで、必要な内容に注視しやすい。
書字だけでなく、日常生活の中で必要な内容の「話す」教材も多い。



【様式１】  小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 3 学年

種類 種目

文科 国語・言語

検定 書写

検定 社会

一般 地図

文科 算数

検定 理科

検定 音楽

検定 図工

検定 保健

検定 道徳 通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
全員が自分の学年の検定教科書を揃えていき，現在の学年にとらわれず個々
の発達段階に合った教材を取捨選択できる状態を作っていきたい。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
通常の学級の指導内容をゆっくり学ぶことで，意欲的に学習に取り組め
ると考える。同学年の児童の作品に触れることもよい刺激となる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学習内容を取捨選択し，イラストや写真を利用しながら，通常の学級の
指導内容をゆっくり学ぶことができる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
生活科から理科へと発展した，身近で親しみやすい内容のため，無理な
く学習できるものが多い。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
リコーダーの入門期の学習に必要な内容が写真やイラストで学べ，練習曲も掲
載されている。また鑑賞教材を通して様々な音楽に触れることができる。

小学館
ドラえもんちずかん・１　にっぽんち

ず
イラストや写真も多く，情報量も絞られていて，イメージがつかみやす
い。

文部科学省 さんすう☆☆☆
めくったり書き込んだりできるページがあり、児童が興味を持って学習できる工
夫がある。時計、カレンダー、お金を扱っている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
用具の名称や使い方、筆の持ち方、運筆の基本など、毛筆の入門期の
学習に必要な内容が学べる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
交流学習として行っている社会科見学などの事前学習で使用すること
ができる。

滝坂小学校

発行者名 図書名 推薦理由

文部科学省 こくご☆☆☆
やさしい物語文、説明文がソフトで美しい挿絵とともに掲載されている。買い物、
電話、会の進行やあいさつ等、実生活に結び付いた教材が多い。



【様式１】  小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 4 学年

種類 種目

一般 国語・言語

一般 書写

検定 社会

一般 算数

一般 理科

文科 音楽

検定 道徳

文部科学省 おんがく☆
日頃親しんでいる歌が多く掲載され、歌集として使用できる。シンプルな紙面で、
歌詞が見やすい。また鑑賞教材を通して様々な音楽に触れることができる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
全員が自分の学年の検定教科書を揃えていき，現在の学年にとらわれず個々
の発達段階に合った教材を取捨選択できる状態を作っていきたい。

同成社
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」４

（くり上がり、くり下がり、２けたの数の計算）

タイルの操作のしかたをしっかりと説明しており、くり上がり、くり下がりが確実に学習でき
るつくりになっている。優しいタッチの挿絵で、抵抗感なく読むことができる。

福音館書店 校庭の雑草
前ページ詳細なイラストで描かれており、分かりやすい。しっかりした作りなので
屋外に持ち出して、自然の生育状態にある植物とイラストを対比させての観察
にも使用できる。

あかね書房 もじのえほん  かんじ（１）
象形文字・指示文字を中心に，漢字のできる様子がストーリーの中で分
かりやすく描かれており，楽しみながら漢字の学習を継続できる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
交流学習として行っている社会科見学などの事前学習で使用すること
ができる。

滝坂小学校

発行者名 図書名 推薦理由

同成社
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３（改訂版）

（文章を読む、作文・詩を書く）

説明的な文章や会話を含んだ文章がある。対義語，動詞や形容詞等の例もあ
り，言葉の使い方を知りながら少しくわしい文章を書く学習ができる。



【様式１】   小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 5 学年

種類 種目

一般 国語・言語

一般 書写

検定 社会

一般 算数

一般 理科

文科 音楽

検定 図工

検定 家庭

検定 保健

検定 道徳 通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
全員が自分の学年の検定教科書を揃えていき，現在の学年にとらわれず個々
の発達段階に合った教材を取捨選択できる状態を作っていきたい。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学習内容を取捨選択し，イラストや写真を利用しながら，通常の学級の
指導内容をゆっくり学ぶことができる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学習内容を取捨選択し，イラストや写真を利用しながら，通常の学級の
指導内容をゆっくり学ぶことができる。

文部科学省 おんがく☆☆
日頃親しんでいる歌が多く掲載され、歌集として使用できる。シンプルな紙面で、
歌詞が見やすい。リズム遊びの楽譜が分かりやすい。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
通常の学級の指導内容をゆっくり学ぶことで，意欲的に学習に取り組め
ると考える。同学年の児童の作品に触れることもよい刺激となる。

小学館
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
くらしの中の「かず・かたち」「大きさ」を扱っており，測る，数えるなどの体
験を通して学べ、算数の世界を広げることができる。

福音館書店 かわ
上流から下流への川の流れる様子、周囲の地形、人々の生活の様子などが、
分かりやすく描かれている。本文が全て、ひらがなで表記されている。

あかね書房 もじのえほん  かんじ（２）
漢字の成り立ちについて詳しく書かれている。楽しい絵とお話で書かれており，
繰り返し読んだりながめたりしながら漢字に親しむことができる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
交流学習として行っている社会科見学などの事前学習で使用すること
ができる。

滝坂小学校

発行者名 図書名 推薦理由

同成社 ゆっくり学ぶ子のための  国語４
「こくご３」よりやや高度な内容の説明文や物語文を扱っている。助詞，助動詞，
接続語なども示されており，より発展的な学習を進めることができる。



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 6 学年

種類 種目

一般 国語・言語

一般 書写

検定 社会

一般 算数

一般 理科

文科 音楽

検定 道徳 通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
全員が自分の学年の検定教科書を揃えていき，現在の学年にとらわれず個々
の発達段階に合った教材を取捨選択できる状態を作っていきたい。

三省堂
こどもきせつのぎょうじ絵じてん

第２版小型版

月ごとのや行事や祝日をイラストと平易な文で解説してある。普段触れる機会の
少ない言葉を書きながら、語彙を増やすことができる。

日頃親しんでいる歌が多く掲載され、歌集として使用できる。階名入りの優しい
合奏曲の楽譜がわかりやすく、児童が自分で見て演奏できる。文部科学省 おんがく☆☆☆

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
交流学習として行っている社会科見学などの事前学習で使用すること
ができる。

学研プラス
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑

ちきゅう

実際に目にする自然の事物や現象を扱っており親しみやすい。解説には、写真
や挿絵を豊富に使用し、平易な言葉で科学的な見方や考え方を学習できる。

同成社
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）

計算のほか、お金、単位の換算、文章題など、卒業までにおさえたい実生活に役立つ算
数を学ぶ内容になっている。優しいタッチの挿絵で、抵抗感なく読むことができる。

滝坂小学校

発行者名 図書名 推薦理由

同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語５
生活に即し、聞く・話す・書く力を伸ばすことができる教材が配列してある。中学
校での英語学習に向けて、ローマ字の教材がある。
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【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 1 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 算数

検定 音楽

検定 図工

検定 生活

検定 道徳

通常学級と同じ 通常学級と同じ
写真とイラストがふんだんに使われていて興味をもちやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
写真やイラストが多く内容を理解しやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
写真やイラストが大きく掲載されていて歌詞のイメージをつかみやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
いろいろな作品例が載っていて、意欲が沸くとともに、作品イメージをも
ちにくい児童にとって見本となる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
「まがり」「おりかえし」などひらがなの部分を、イラスト付きで示してあり
鉛筆の動かし方をイメージしやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
ドット図や形などの付録があり、具体的な操作ができるように工夫されて
いる。

染地小学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常学級と同じ 通常学級と同じ
文章だけでなく，イラストや吹き出しが多く使われていて分かりやすい。



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 2 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 算数

検定 音楽

検定 道徳

通常学級と同じ 通常学級と同じ
写真やイラストが大きく掲載されていて歌詞のイメージをつかみやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
写真やイラストが多く内容を理解しやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
「まがり」「おりかえし」などひらがなの部分を、イラスト付きで示してあり
鉛筆の動かし方をイメージしやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
ドット図や形などの付録があり、具体的な操作ができるように工夫されて
いる。

染地小学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常学級と同じ 通常学級と同じ
文章だけでなく、イラストや吹き出しが多く使われていて分かりやすい。



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 3 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 社会

検定 地図

検定 算数

検定 理科

検定 音楽

検定 図工

検定 保健

検定 道徳 通常学級と同じ 通常学級と同じ
写真やイラストが多く内容を理解しやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
いろいろな作品例が載っていて、意欲が沸くとともに、作品イメージをも
ちにくい児童にとって見本となる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
ワークシート形式で書き込めるように作られている。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
写真が大きくて見やすく、たくさん掲載されている。興味関心をもちやす
い。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
写真やイラストが大きく掲載されていて歌詞のイメージをつかみやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
大判で見やすく、イラストもきれいで分かりやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
ドット図や形などの付録があり、具体的な操作ができるように工夫されて
いる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
穂先が色を変えてで示されていて、運筆の仕方が分かりやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
染地小学校で取り組まれているふれあい（地域のご高齢の方々）から昔
の道具を教えてもらう学習や、インタビューの仕方といった社会科見学
の事前学習に扱いたい内容が盛り込まれている。

染地小学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常学級と同じ 通常学級と同じ
文章だけでなく、イラストや吹き出しが多く使われていて分かりやすい。



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 4 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 社会

検定 算数

検定 理科

検定 音楽

検定 道徳

通常学級と同じ 通常学級と同じ
写真やイラストが大きく掲載されていて歌詞のイメージをつかみやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
写真やイラストが多く内容を理解しやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
ドット図や形などの付録があり、具体的な操作ができるように工夫されて
いる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
写真が大きくて見やすく、たくさん掲載されている。興味関心をもちやす
い。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
穂先が色を変えてで示されていて、運筆の仕方が分かりやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ

染地小学校で取り組まれているふれあい（地域のご高齢の方々）から昔
の道具を教えてもらう学習や、インタビューの仕方といった社会科見学
の事前学習に扱いたい内容が盛り込まれている。

染地小学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常学級と同じ 通常学級と同じ
文章だけでなく、イラストや吹き出しが多く使われていて分かりやすい。



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 5 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 社会

検定 算数

検定 理科

検定 音楽

検定 図工

検定 家庭

検定 保健

検定 道徳 通常学級と同じ 通常学級と同じ
写真やイラストが多く内容を理解しやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
調理における安全な使い方と危険な使い方が両方示されていることで、
危険予知の力も身に着けられる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
ワークシート形式で書き込めるように作られている。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
写真やイラストが大きく掲載されていて歌詞のイメージをつかみやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
いろいろな作品例が載っていて、意欲が沸くとともに、作品イメージをも
ちにくい児童にとって見本となる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
ドット図や形などの付録があり、具体的な操作ができるように工夫されて
いる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
写真が大きくて見やすく、たくさん掲載されている。興味関心をもちやす
い。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
穂先が色を変えてで示されていて、運筆の仕方が分かりやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
社会科見学の事前事後学習で扱いたい内容が盛り込まれている。

染地小学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常学級と同じ 通常学級と同じ
文章だけでなく、イラストや吹き出しが多く使われていて分かりやすい。



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 6 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 社会

検定 算数

検定 理科

検定 音楽

検定 道徳

通常学級と同じ 通常学級と同じ
写真やイラストが大きく掲載されていて歌詞のイメージをつかみやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
写真やイラストが多く内容を理解しやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
ドット図や形などの付録があり、具体的な操作ができるように工夫されて
いる。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
写真が大きくて見やすく、たくさん掲載されている。興味関心をもちやす
い。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
穂先が色を変えてで示されていて、運筆の仕方が分かりやすい。

通常学級と同じ 通常学級と同じ
社会科見学の事前事後学習で扱いたい内容が盛り込まれている。
写真が多く、興味関心をもちやすい。

染地小学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常学級と同じ 通常学級と同じ
文章だけでなく、イラストや吹き出しが多く使われていて分かりやすい。
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【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 1 学年

種類 種目

文科 国語・言語

検定 書写

文科 算数

文科 音楽

検定 図工

検定 生活

検定 道徳

多摩川小学校

発行者名 図書名 推薦理由

文部科学省 こくご☆
日常生活と結び付いた内容が多いので，学んだことを生活に生かすこと
ができるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
鉛筆の持ち方や姿勢，文字の書き順など，文字を書く指導に有効である
ため。

文部科学省 さんすう☆
絵や文字が大きく，問題数も適度にあるので学習しやすい。身近な題材
で基本事項を学ぶことができるため。

文部科学省 おんがく☆
親しみのある歌が多く掲載されているので，歌集として使用することがで
き，鑑賞教材を通して様々な音楽にも触れることができるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
児童の実態に合わせて，作品を選び，指導するのに適しているため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
児童にとって身近な題材が多く，写真も多く掲載されているので，児童に
イメージをもたせるのに有効であると考えるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
あいさつ，身の回りの清潔，自然愛や思いやりなど，普段の生活と結び
付けて考えることができるような読み物があるため。



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 2 学年

種類 種目

一般 国語・言語

検定 書写

一般 算数

文科 音楽

検定 道徳

多摩川小学校

発行者名 図書名 推薦理由

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編1（改訂版）  （表象形成・音韻形成・発声・発音）
身近な物を題材にして，発声・発語を系統的に指導できるように構成さ
れていて，音声言語の指導にも効果的であるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
鉛筆の持ち方や姿勢，文字の書き順など，文字を書く指導に有効である
ため。

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」１  （量概念の基礎、比較、なかま集め）
数の基礎的な概念を獲得させる段階の児童の指導に適しているため。

文部科学省 おんがく☆
親しみのある歌が多く掲載されているので，歌集として使用することがで
き，鑑賞教材を通して様々な音楽にも触れることができるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
あいさつ，きまり，思いやりなど，普段の生活と結び付けて考えることが
できるような読み物があるため。



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 3 学年

種類 種目

文科 国語・言語

検定 書写

検定 社会

検定 地図

文科 算数

検定 理科

文科 音楽

検定 図工

検定 保健

検定 道徳

多摩川小学校

発行者名 図書名 推薦理由

文部科学省

こくご☆☆
レイアウトや色遣いがとてもシンプルで，必要な内容に注視しやすく，日
常生活に結びついた題材が多く取り入れられているため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
正しい姿勢，道具の名称や使い方，筆の持ち方，運筆の基本など書写
（毛筆）の基本事項を学習できるため。

文部科学省

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
社会の仕組みや身近な地域のことについて，分かり易く書かれているの
で，児童の実態に合わせて指導するのに有効であると考えるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
生活単元学習の中で，都道府県や日本，世界の国々の地理的環境の
特色を学習するのに有効であると考えるため。

文部科学省 さんすう☆☆
レイアウトや色遣いがとてもシンプルで，必要な内容に注視しやすく，形
や重さ，広さ，大きさの感覚を育てるイラスト教材が多いため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
写真や図など興味・関心を喚起するものが多く，生活単元学習の中で，
自然の事物・現象を学習できるため。

文部科学省 おんがく☆
親しみのある歌が多く掲載されているので，歌集として使用することがで
き，鑑賞教材を通して様々な音楽にも触れることができるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
材料や用具の使い方など基本事項を確認しながら学習できるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
身近な生活の仕方について，分かり易く掲載されているので，指導しや
すく，心身の健康についての理解を深めることができるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
身近で分かり易い題材を選択して，指導することができるため。



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 4 学年

種類 種目

文科 国語・言語

検定 書写

検定 社会

一般 算数

検定 理科

文科 音楽

検定 道徳

多摩川小学校

発行者名 図書名 推薦理由

文部科学省 こくご☆☆☆
日常生活と結びつきやすい内容が多く，学んだことを生活に生かすこと
ができるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
書き初めを目標に必要な部分を選択して指導するのに適しているため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
社会の仕組みや身近な地域のことについて，分かり易く書かれている。
社会科見学の際も，必要に応じて指導することができるため。

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」４  （くり上がり、くり下がり、２けたの数の計算）
繰り上がり，繰り下がりの計算について，常にタイルを操作し，確かめた
うえで筆算を行うなど，丁寧に説明されているため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
日常生活の中で，必要な題材を選択して，指導できるため。
自然に関することは，写真が多く掲載されているので，指導しやすい。

文部科学省 おんがく☆☆
親しみのある歌が多く掲載されていて，歌集として使用できる。シンプル
な紙面で，歌詞が見やすく，リズム遊びの楽譜も分かりやすいため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
身近で分かり易い題材を選択して，指導することができるため。



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 5 学年

種類 種目

文科 国語・言語

検定 書写

検定 社会

一般 算数

検定 理科

文科 音楽

検定 図工

一般 家庭

検定 保健

検定 道徳

多摩川小学校

発行者名 図書名 推薦理由

文部科学省 こくご☆☆☆
日常生活と結びつきやすい内容が多く，学んだことを生活に生かすこと
ができるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
書き初めを目標に必要な部分を選択して指導するのに適しているため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」４  （くり上がり、くり下がり、２けたの数の計算）
繰り上がり，繰り下がりの計算について，常にタイルを操作し，確かめた
うえで筆算を行うなど，丁寧に説明されているため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
日常生活を送る中で，必要な題材を選択して，指導できるため。
自然に関することは，写真が多く掲載されているので，指導しやすい。

文部科学省 おんがく☆☆
親しみのある歌が多く掲載されていて，歌集として使用できる。シンプル
な紙面で，歌詞が見やすく，リズム遊びの楽譜も分かりやすいため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
児童の実態に合わせて，作品を選び，指導するのに適しているため。
写真が掲載されているので，児童にとって理解しやすくなっている。

山と渓谷社
家庭科の教科書

小学校低学年～高学年用
基本的な家事を中心に写真やイラストなども多く，とても分かりやすくま
とめられているため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
生活していくのに必要なけがや病気についての知識が分かり易く掲載さ
れていて，指導しやすいため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
身近で分かり易い題材を選択して，指導することができるため。



【様式１】　小学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 6 学年

種類 種目

一般 国語・言語

検定 書写

検定 社会

一般 算数

検定 理科

文科 音楽

検定 道徳

多摩川小学校

発行者名 図書名 推薦理由

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３（改訂版）  （文章を読む、作文・詩を書く）
身近な題材を使い，児童が親しみやすい内容になっている。簡単な文章
の読み書きを始める際に効果的であると考えるため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
書き初めを目標に必要な部分を選択して指導するのに適しているため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
社会の仕組みや日本の歴史について，児童の興味関心に合わせて指
導することができるため。挿絵が分かり易いので，活用しやすい。

同成社 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）
３桁の数とその足し算・引き算，お金の計算，かけ算・わり算の入門，単
位の換算について，丁寧に説明してあり，指導に適しているため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
日常生活を送る中で，必要な題材を選択して，指導できるため。
自然に関することは，写真が多く掲載されているので，指導しやすい。

文部科学省 おんがく☆☆
親しみのある歌が多く掲載されていて，歌集として使用できる。シンプル
な紙面で，歌詞が見やすく，リズム遊びの楽譜も分かりやすいため。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
身近で分かり易い題材を選択して，指導することができるため。
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【様式１】　中学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 1 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 社会・地理

検定 社会・歴史

検定 社会・地図

検定 数学

検定 理科

検定 音楽（一般）

検定 音楽（器楽合奏）

検定 美術

検定 保健体育

検定 技術

検定 家庭

検定 英語

検定 道徳

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯定感の高まりが
期待できる。イラストが多く、基礎的な英語が学べる。巻末にローマ字表がある。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯
定感の高まりが期待できる。読み物資料として活用できる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯定感の高まりが
期待できる。コンピュータの基本操作の説明が分かりやすい。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯定感の高まりが期待でき
る。図表や写真が多く、興味関心がひきつけやすい。日常生活と関連付けて指導しやすい内容が
取り扱われている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯定感の
高まりが期待できる。資料として活用できる。模写で活用できる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯定感の高まりが
期待できる。日常生活と関連付けて指導しやすい内容が取り扱われている

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯
定感の高まりが期待できる。歌唱や鑑賞の指導で活用できる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯定感の高まりが
期待できる。リズムに音階等もついて分かりやすく示されている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯定感の高まりが
期待できる。日常的な題材を扱っており、課題として活用できる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯定感の高まりが
期待できる。図表や写真が多く、興味関心がひきつけやすい。資料として活用できる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯定感の高まりが
期待できる。日本や世界の様子を、図表や資料で確認できる

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯定感の高まりが期待でき
る。筆順、字形、はがきの書き方など、日常生活に必要な書字について取り扱っている。

調布中学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯
定感の高まりが期待できる。読み物として活用できる

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯定感の高まりが
期待できる。資料で過去の歴史を確認できたり、年表が活用できる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯定感の高まりが期待でき
る。世界では国旗や首都、日本では、県境や県庁など分かりやすく記されている。



【様式１】　中学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 2 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 数学

検定 理科

検定 音楽（一般）

検定 美術

検定 英語

検定 道徳

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯
定感の高まりが期待できる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯
定感の高まりが期待できる。読み物資料として活用できる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯
定感の高まりが期待できる。歌唱や鑑賞の指導で活用できる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯
定感の高まりが期待できる。資料として活用できる。模写で活用できる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯定感の高まりが
期待できる。日常的な題材を扱っており、課題として活用できる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯定感の高まりが
期待できる。図表や写真が多く、興味関心がひきつけやすい。資料として活用できる

調布中学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯
定感の高まりが期待できる。読み物として活用できる。



【様式１】　中学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 3 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 社会・公民

検定 数学

検定 理科

検定 英語

検定 道徳 通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯
定感の高まりが期待できる。読み物資料として活用できる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯定感の高まりが
期待できる。図表や写真が多く、興味関心がひきつけやすい。資料として活用できる

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯
定感の高まりが期待できる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯定感の高まりが期待でき
る。日常生活に関連付けたり、社会生活上必要な知識を指導することができる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯定感の
高まりが期待できる。日常的な題材を扱っており、課題として活用できる。

調布中学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
学年に応じた教科書を配布することで、生活年齢の意識づけや、自己肯
定感の高まりが期待できる。読み物として活用できる



 

 

 

 

 

 

令和４年度 使用調布市立学校特別支援学級教科書調査研究報告書 
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中学校 

 

教  科 

 

別紙の通り 

 

種  目 

 

別紙の通り 

 

校 長 名 

  

髙橋 剛三 

 

委員長名 

  

土方 恒徳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式２ 



【様式１】　中学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 1 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 社会・地理

検定 社会・歴史

検定 社会・地図

検定 数学

検定 理科

検定 音楽（一般）

検定 音楽（器楽合奏）

検定 美術

検定 保健体育

検定 技術

検定 家庭

検定 英語

検定 道徳 通常の学級と同じ 通常の学級と同じ 同上

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ 同上

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
内容のすべてを活用するのはむつかしいが、学習の実態や発達段階に応じて個別の教材を工夫し
つつ、生活年齢に応じた自覚の育成涵養のために検定教科書も可能な範囲で活用したい。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
内容のすべてを活用するのはむつかしいが、学習の実態や発達段階に応じて個別の教材を工夫し
つつ、生活年齢に応じた自覚の育成涵養のために検定教科書も可能な範囲で活用したい。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
技法や実例のわかりやすい例示が多く、特別支援学級でも活用できる部分が多い。わ
かりやすく示す工夫も多く、生徒が自ら学ぼうとする意欲にもつながると思われる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ 同上

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
技法や実例のわかりやすい例示が多く、特別支援学級でも活用できる部分が多い。わ
かりやすく示す工夫も多く、生徒が自ら学ぼうとする意欲にもつながると思われる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
実験の説明、図表なども豊富で特別支援学級の授業で活用できる部分
も多い。生徒の実態に応じて活用できる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
技法や実例のわかりやすい例示が多く、特別支援学級でも活用できる部分が多い。わ
かりやすく示す工夫も多く、生徒が自ら学ぼうとする意欲にもつながると思われる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
内容を網羅的に履修するのはむつかしいが、特別支援学級でも活用で
きる部分は多く、生徒が自ら学ぶための資料としても使いやすい。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
内容のすべてを活用するのはむつかしいが、学習の実態や発達段階に応じて個別の教材を工夫し
つつ、生活年齢に応じた自覚の育成涵養のために検定教科書も可能な範囲で活用したい。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ 同上

神代中学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ 同上

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
内容のすべてを活用するのはむつかしいが、学習の実態や発達段階に応じて個別の教材を工夫し
つつ、生活年齢に応じた自覚の育成涵養のために検定教科書も可能な範囲で活用したい。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
写真や統計資料など、端的にわかりやすい資料が多く、生徒の実態に
応じて特別支援学級での授業でも活用できる。



【様式１】　中学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 2 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 数学

検定 理科

検定 音楽（一般）

検定 美術

検定 英語

検定 道徳

検定

検定

検定

検定

検定

検定

検定

検定

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
内容のすべてを活用するのはむつかしいが、学習の実態や発達段階に応じて個別の教材を工夫し
つつ、生活年齢に応じた自覚の育成涵養のために検定教科書も可能な範囲で活用したい。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ 同上

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
技法や実例のわかりやすい例示が多く、特別支援学級でも活用できる部分が多い。わ
かりやすく示す工夫も多く、生徒が自ら学ぼうとする意欲にもつながると思われる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ 同上

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ 同上

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
実験の説明、図表なども豊富で特別支援学級の授業で活用できる部分
も多い。生徒の実態に応じて活用できる。

神代中学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
内容のすべてを活用するのはむつかしいが、学習の実態や発達段階に応じて個別の教材を工夫し
つつ、生活年齢に応じた自覚の育成涵養のために検定教科書も可能な範囲で活用したい。



【様式１】　中学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 3 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 社会・公民

検定 数学

検定 理科

検定 英語

検定 道徳

検定

検定

検定

検定

検定

検定

検定

検定

検定

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ 同上

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
実験の説明、図表なども豊富で特別支援学級の授業で活用できる部分
も多い。生徒の実態に応じて活用できる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
内容のすべてを活用するのはむつかしいが、学習の実態や発達段階に応じて個別の教材を工夫し
つつ、生活年齢に応じた自覚の育成涵養のために検定教科書も可能な範囲で活用したい。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
図案やグラフ、法令の例示など、端的にわかりやすい資料が多く、生徒
の実態に応じて特別支援学級での授業でも活用できる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
内容のすべてを活用するのはむつかしいが、学習の実態や発達段階に応じて個別の教材を工夫し
つつ、生活年齢に応じた自覚の育成涵養のために検定教科書も可能な範囲で活用したい。

神代中学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
内容のすべてを活用するのはむつかしいが、学習の実態や発達段階に応じて個別の教材を工夫し
つつ、生活年齢に応じた自覚の育成涵養のために検定教科書も可能な範囲で活用したい。



 

 

 

 

 

 

令和４年度 使用調布市立学校特別支援学級教科書調査研究報告書 
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様式２ 



【様式１】　中学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 1 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 書写

検定 社会・地理

検定 社会・歴史

検定 社会・地図

検定 数学

検定 理科

検定 音楽（一般）

検定 音楽（器楽合奏）

検定 美術

検定 保健体育

検定 技術

検定 家庭

検定 英語

検定 道徳

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
身近な題材での英会話が取り上げられており，興味をもって学習できる
よう工夫されている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
写真や挿絵などから、扱われている内容が捉えやすく、興味をもって学
習できるよう工夫されている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
多くのジャンルの題材が取り上げられており、写真や絵も多く、学びやす
い工夫がされている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
多くのジャンルの題材が取り上げられており、衣食住における指導をバ
ンランスをもって指導しやすく編集してある。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
絵、彫刻、デザイン、工芸といった多様な分野の題材が扱われており、
授業に活かせる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
保健体育とあわせて、日常の生活に活かせるさまざまな知識が取り上げ
られていており、指導上の参考になる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
身近な歌や曲が扱われており、親しみをもって学習に取り組める工夫が
なされている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
リコーダー、ギター、和楽器の説明が詳しく、写真も多いためとても分か
りやすい編集がされている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
検定教科書を使用し、生活年齢を意識する機会が増えることで、本人の
自覚や学習意識の向上につなげていくことができる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
写真や資料がたくさん使われていて分かりやすく，興味をもって学習にと
りくめるような工夫がある。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
写真や絵、資料が多く使われており、ていねいなレイアウトで地理に興
味をもって学べる工夫がされている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
硬筆、毛筆のほか、手紙の書き方、はがきの書き方等も載っており、手
本が大きく授業で活用できる。

第三中学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
検定教科書を使用し、生活年齢を意識する機会が増えることで、本人の
自覚や学習意識の向上につなげていくことができる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
写真や絵、資料が多く使われており、人名にフリガナをふるなど分かりや
すく歴史に興味をもって学べるような工夫がされている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
情報量が豊富で生徒の学習状況に合わせて取り組みやすくなっている。



【様式１】　中学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 2 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 数学

検定 理科

検定 音楽（一般）

検定 美術

検定 英語

検定 道徳

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
身近な題材での英会話が取り上げられており，興味をもって学習できる
よう工夫されている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
写真や挿絵などから、扱われている内容が捉えやすく、興味をもって学
習できるよう工夫されている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
身近な歌や曲が扱われており、親しみをもって学習に取り組める工夫が
なされている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
絵、彫刻、デザイン、工芸といった多様な分野の題材が扱われており，
授業に活かせる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
検定教科書を使用し、生活年齢を意識する機会が増えることで、本人の
自覚や学習意識の向上につなげていくことができる。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
写真や資料がたくさん使われていて分かりやすく、興味をもって学習にと
りくめるような工夫がある。

第三中学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
検定教科書を使用し、生活年齢を意識する機会が増えることで、本人の
自覚や学習意識の向上につなげていくことができる。



【様式１】　中学校特別支援学級用

特別支援学級教科用図書　調査・研究報告書 特別支援学級 3 学年

種類 種目

検定 国語・言語

検定 社会・公民

検定 数学

検定 理科

検定 英語

検定 道徳 通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
写真や挿絵などから、扱われている内容が捉えやすく、興味をもって学
習できるよう工夫されている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
写真や資料がたくさん使われていて分かりやすく、興味をもって学習にと
りくめるような工夫がある。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
身近な題材での英会話が取り上げられており、興味をもって学習できる
よう工夫されている。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
写真や絵が多く使われており、興味をもって学べるような工夫がされてい
る。

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
検定教科書を使用し、生活年齢を意識する機会が増えることで、本人の
自覚や学習意識の向上につなげていくことができる。

第三中学校

発行者名 図書名 推薦理由

通常の学級と同じ 通常の学級と同じ
検定教科書を使用し、生活年齢を意識する機会が増えることで、本人の
自覚や学習意識の向上につなげていくことができる。


