
議案第１９号 

 

２０２２年度使用教科用図書（特別支援学級）の採択について 

 

   

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

 

 

   ２０２１年８月６日提出 

   町田市教育委員会 

    教育長 坂 本 修 一 

 

 

 

（提案理由説明） 

 本件は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第

１３条及び第１４条、同法施行令第１４条及び第１５条、学校教育

法附則９条の規定、並びに町田市立小・中学校教科用図書採択要綱

に基づき２０２２年度使用教科用図書を採択するものです。 

  

 

 



別表

種目 発行者 文部科学省著作教科書及び一般図書名

1 生活 あかね書房 えほん、よんで！　２　おいしいおとなあに？

2 生活 あかね書房 けんちゃんとあそぼう①　のってのって

3 生活 あかね書房 けんちゃんとあそぼう③　まねっこまねっこ

4 生活 あかね書房 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる

5 生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ②　ノンタンおやすみなさい

6 生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ⑧　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう

7 生活 偕成社 赤ちゃん版ノンタン②　ノンタンもぐもぐもぐ

8 生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん①　ごあいさつあそび

9 生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん④　ひとりでうんちできるかな

10 生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん⑥　いいおへんじできるかな

11 生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん⑧　シャンプーだいすき

12 生活 こぐま社 こぐまちゃんえほん第2集　こぐまちゃんのみずあそび

13 生活 こぐま社 こぐまちゃんえほん第2集　こぐまちゃんいたいいたい

14 生活 こぐま社 創作絵本シリーズ　かおかおどんなかお

15 生活 こぐま社 ねずみさんのながいパン

16 生活 コクヨ しかけえほん　おやさいどうぞ

17 生活 小学館 おにぎりくん　（いただきますシリーズ）

18 生活 小学館 からあげくん　（いただきますシリーズ）

19 生活 小学館 たまごやきくん　（いただきますシリーズ）

20 生活 鈴木出版 マークのずかん

21 生活 大日本絵画 むしむしさわってごらん

22 生活 童心社 さつまのおいも

23 生活 童心社 はなのさくえほん

24 生活 ひかりのくに ともだちいっぱい

25 生活 ビーエル出版 マットくんのトラックトラック

26 生活 福音館書店 おにぎり

27 生活 福音館書店 サンドイッチ　サンドイッチ

28 生活 福音館書店 幼児絵本シリーズ（くまくんの絵本）おふろだ、おふろだ！

29 生活 福音館書店 幼児絵本シリーズ（くまくんの絵本）どうすればいいのかな？　

30 生活 福音館書店 幼児絵本シリーズ（くまくんの絵本）こんにちは　

31 生活 福音館書店 幼児絵本シリーズ（くまくんの絵本）いただきまあす　

32 生活 福音館書店 幼児絵本シリーズ　やさい

33 生活 福音館書店 あかちゃんの絵本　どうぶつのおやこ

34 生活 ユイバーサルデザイン絵本センター おでかけまるちゃん

〔2022年度　小学校特別支援学級使用図書一覧〕
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種目 発行者 文部科学省著作教科書及び一般図書名

〔2022年度　小学校特別支援学級使用図書一覧〕

35 生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん①　かばくんのいちにち

36 生活 あかね書房 くりのきえんのおともだち②　あしたえんそくだから

37 生活 あかね書房 うたってあそぼう２　えかきうた（むし・さかな）

38 生活 あかね書房 からだのえほん２　すっきりうんち

39 生活 絵本館 五味太郎の絵本⑧　みず

40 生活 偕成社 外国のえほん　うんちしたのはだれよ！

41 生活 偕成社 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし

42 生活 偕成社 五味太郎の絵本　わにさんどきっ　はいしゃさんどきっ

43 生活 偕成社 日本の絵本　はけたよはけたよ

44 生活 偕成社 パンダくんパンダくん　なにみているの？

45 生活 金の星社 せんろはつづく

46 生活 グランまま社 ぼくとわたしのせいかつえほん

47 生活 講談社 講談社の創作絵本　どしゃぶり

48 生活 小峰書店 おはよう

49 生活 ひかりのくに こどものずかん　Mio10　たべもの

50 生活 ひかりのくに 202シリーズ　たべもの202

51 生活 ひさかたチャイルド しぜんにタッチ　みかんのひみつ

52 生活 評論社 ほーら、大きくなったでしょう①　こいぬ

53 生活 PHP研究所 パオちゃんのたのしいおふろ

54 生活 福音館書店 かがくのとも傑作集　ばばばあちゃんのやきいもたいかい

55 生活 福音館書店 かがくのとも傑作集　ポットくんとミミズくん

56 生活 福音館書店 サラダでげんき

57 生活 福音館書店 創作童話シリーズ　おおきなおおきなおいも

58 生活 福音館書店 日本傑作絵本シリーズ　おつかい

59 生活 福音館書店 日本傑作絵本シリーズ　るすばん

60 生活 福音館書店 日本傑作絵本シリーズ　おふろだいすき

61 生活 福音館書店 日本傑作絵本シリーズ　もーいいかい　まぁだだよ

62 生活 福音館書店 日本傑作絵本シリーズ　ぐりとぐらの1ねんかん

63 生活 福音館書店 ねぇどっちがすき？

64 生活 福音館書店 町の水族館・町の植物園　さかなやさんとやおやさん

65 生活 フレーベル館 アンパンマンのおはなしでてこい⑤　アンパンマンとはみがきやま

66 生活 ブロンズ新社 挨拶絵本

67 生活 文化出版局 どうぶつあれあれえほん　だれかしら

68 生活 くもん出版 くもんの生活図鑑カード　マーク標識カード　１集
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種目 発行者 文部科学省著作教科書及び一般図書名

〔2022年度　小学校特別支援学級使用図書一覧〕

69 生活 好学社 ねずみのつきめくり

70 生活 講談社 親子で楽しんで驚くほど身につく！　こども　せいかつ百科

71 生活 岩崎書店 かいかたそだてかたずかん④　やさいのうえかたそだてかた

72 生活 偕成社 子どもの生活③　マナーをきちんとおぼえよう！

73 生活 偕成社 子どものマナー図鑑　④　　おつきあいのマナー

74 生活 偕成社 子どものマナー図鑑　⑤　　１２か月・行事のマナー

75 生活 学研教育出版 あそびのおうさまずかん　あそび増補改訂

76 生活 学研プラス ふしぎ・びっくり!?　こども図鑑　きせつ

77 生活 合同出版 イラスト版　子どものお手伝い　子どもとマスターする49の生活技術

78 生活 合同出版 イラスト版　体のしごと　子どもとマスターする49の生活技術　２

79 生活 合同出版 イラスト版　子どものマナー　子どもとマスターする49の生活技術　３

80 生活 合同出版 イラスト版　気持ちの伝え方　コミュニケーションに自信がつく44のトレーニング

81 生活 合同出版 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

82 生活 講談社 心をそだてる子ども歳時記１２か月

83 生活 玉川大学出版部 ともだち

84 生活 白泉社 しばわんこの和のこころ

85 生活 ひかりのくに こどものずかん　Mio11　やさい・くだもの

86 生活 ひかりのくに こどものずかん　Mio12　きせつとしぜん

87 生活 福音館書店 単行本　正しい暮らし方読本

88 生活 福音館書店 かがくのとも傑作集　しゃぼんだまとあそぼう

89 生活 福音館書店 こどものとも傑作集　しょうぼうじどうしゃじぷた

90 生活 福音館書店 こどものとも傑作集　ふわふわふとん

91 生活 福村出版 シリーズ生活を学ぶ①　つくって食べよう

92 生活 福村出版 シリーズ生活を学ぶ⑤　遠くへ行きたいな

93 生活 フレーベル館 フレーベル館の図鑑　ナチュラＮＡＴＵＲＡ　１２　はる　なつ　あき　ふゆ

94 生活 ポプラ社 ペーパーランド⑧　おりがみえあそび

95 生活 三省堂 こども　マナーとけいご　絵じてん

生活 検定済教科書の拡大教科書

1 国語 偕成社 エリック・カールの絵本　できるかな？あたまからつまさきまで

2 国語 偕成社 エリック・カールの絵本　くまさんくまさんなにみてるの？

3 国語 偕成社 ちいさな　くも

4 国語 偕成社 どいてよへびくん

5 国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ①　ノンタンぶらんこのせて

6 国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ③　あかんべノンタン
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種目 発行者 文部科学省著作教科書及び一般図書名
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7 国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ⑪　ノンタンぱっぱらばなし

8 国語 偕成社 ぽぽぽぽぽ

9 国語 偕成社 あさになったのでまどをあけますよ

10 国語 学研プラス ０，１，２さいむき　ベビーダヤンえほん　さわって　ダヤン

11 国語 こぐま社 絵巻えほん　１１ぴきのねこマラソン大会

12 国語 こぐま社 にしまきかやこの絵本　わたしのワンピース

13 国語 小学館 きむらゆういちの　パッチン絵本　おいしいな！

14 国語 小学館 きむらゆういちの　パッチン絵本　だ～れだ　だれだ！

15 国語 小学館 きむらゆういちの　パッチン絵本　プレゼントはなあに？

16 国語 小学館 きむらゆういちの　パッチン絵本　おおきくなったら

17 国語 童心社 松谷みよ子　あかちゃんの本　あなたはだあれ

18 国語 童心社 ももんちゃんあそぼう　どんどこももんちゃん

19 国語 童心社 ももんちゃんあそぼう　すりすりももんちゃん

20 国語 徳間書店 コッケモーモー！

21 国語 ひかりのくに こんなときってなんていう？　～おそとであそぼう～

22 国語 ひさかたチャイルド ミーミとクークの絵本　ミーミとクークのあか・あお・きいろ

23 国語 評論社 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？

24 国語 福音館書店 うずらちゃんのかくれんぼ

25 国語 福音館書店 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ

26 国語 福音館書店 こどものとも絵本　おおきなかぶ

27 国語 文研出版 ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン

28 国語 文研出版 みるみる絵本　もこもこもこ

29 国語 ポプラ社 ねずみくんの絵本①　ねずみくんのチョッキ

30 国語 三起商行 レインボウブックス　ことば

31 国語 ユニバーサルデザイン絵本センター てんてん

32 国語 リーブル しりとりしましょ！　たべものあいうえお

33 国語 岩崎書店 ママと赤ちゃんのたべもの絵本３　くだものぱっくん

34 国語 ポプラ社 どうぶつ　いろいろ　かくれんぼ

35 国語 あかね書房 村上勉の学習えほん　あそぼうあそぼう　あいうえお

36 国語 岩崎書店 えほん・ハートランド⑪　りんごがひとつ

37 国語 絵本館 五味太郎・ことばとかずのえほん　ことばのえほん　あいうえお

38 国語 絵本館 五味太郎・ことばあそびえほん　３　　いっぽんばしわたる

39 国語 絵本館 のでのでので

40 国語 偕成社 かこさとしおはなしのえほん⑥　おたまじゃくしの１０１ちゃん
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種目 発行者 文部科学省著作教科書及び一般図書名

〔2022年度　小学校特別支援学級使用図書一覧〕

41 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑③　かざることば（Ａ）

42 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑⑤　つなぎのことば

43 国語 偕成社 すてきな三にんぐみ

44 国語 金の星社 くまのこうちょうせんせい

45 国語 金の星社 にじいろの　しまうま

46 国語 紀伊國屋書店 どっちがへん？　スペシャル

47 国語 グランまま社 つちだよしはるの絵本　ことばえほん

48 国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集　こぐまちゃんとどうぶつえん

49 国語 こぐま社 別冊こぐまちゃんえほん　さよならさんかく

50 国語 こぐま社 １１ぴきのねことあほうどり

51 国語 こぐま社 ことばあそびえほん　ぶたたぬききつねねこ

52 国語 至光社 おうさまのたからもの

53 国語 成美堂出版 ＣＤできく　童謡つき　よみきかせ絵本

54 国語 チャイルド本社 ぬったりかいたり　らくがきＢＯＯＫ

55 国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのせんたく

56 国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのぴくにっく

57 国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごはん

58 国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのとんぼいけ

59 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編①

60 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編②

61 国語 同友館 点字どうぶつえん

62 国語 戸田デザイン研究室 漢字えほん

63 国語 戸田デザイン研究室 よみかた絵本

64 国語 のら書店 ことばあそびえほん　さかさまはやくちならべかえ

65 国語 ピエール出版 ひとつぶの　えんどうまめ

66 国語 ひかりのくに 子どもの力を引き出す認識絵本　おおきいちいさい

67 国語 ひさかたチャイルド ごろりん　ごろん　ころろろろ

68 国語 ひさかたチャイルド わらべきみかのスキンシップ絵本１　あいうえお

69 国語 評論社 きょうはみんなでクマがりだ

70 国語 評論社 なんでもふたつ

71 国語 PHP研究社 そらとぶパン

72 国語 ビーエル出版 ぞうのエルマー①　ぞうのエルマー

73 国語 ビーエル出版 ぞうのエルマー②　エルマーエルマー

74 国語 福音館書店 幼児絵本シリーズ　おでかけのまえに
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75 国語 福音館書店 こどものとも傑作集　かばくんのふね

76 国語 福音館書店 こどものとも傑作集　ぐりとぐら

77 国語 福音館書店 こどものとも傑作集　そらいろのたね

78 国語 福音館書店 世界傑作絵本シリーズ　三びきのやぎのがらがらどん

79 国語 福音館書店 そらまめくんのベッド

80 国語 福音館書店 日本傑作絵本シリーズ　ぐりとぐらのおおそうじ

81 国語 福音館書店 ペーパーバック絵本　ことばのべんきょう１　くまちゃんのいちにち

82 国語 福音館書店 幼児絵本シリーズ　きんぎょがにげた

83 国語 福音館書店 まあちゃんの　ながいかみ

84 国語 福音館書店 きょだいな　きょだいな

85 国語 文渓堂 うそつきのつき

86 国語 ほるぷ出版 手であそぼう　ゆびであいうえお

87 国語 ユニバーサルデザイン絵本センター ゾウさんのハナのおはなし

88 国語 ユニバーサルデザイン絵本センター てんてんシリーズ・２　ともだち

89 国語 ユニバーサルデザイン絵本センター へんしんまるちゃん

90 国語 リーブル あっちゃんあがつく　たべものあいうえお

91 国語 岩崎書店 はなのみち

92 国語 金の星社 へんしんトンネル

93 国語 童心社 あいうえおのほん改訂新版

94 国語 ポプラ社 とりかえっこ

95 国語 岩崎書店 ものがたり絵本２０　花さき山

96 国語 岩崎書店 創作絵本３６　半日村

97 国語 偕成社 いわさきちひろの絵本　つるのおんがえし

98 国語 偕成社 日本むかし話　おむすびころりん

99 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑①　うごきのことば

100 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑⑥　くらしのことば

101 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑⑦　たとえのことば

102 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑⑧　かくれたことば

103 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑⑨　しっぽのことば

104 国語 偕成社 絵本・日本の童話名作選　ごんぎつね

105 国語 偕成社 かこさとし　おはなしのえほん④　どろぼうがっこう

106 国語 偕成社 かこさとし　おはなしのえほん⑦　からすのパンやさん

107 国語 偕成社 かこさとし　おはなしのえほん⑧　にんじんばたけのパピプペポ

108 国語 偕成社 絵本・日本の童話名作選　手ぶくろを買いに
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109 国語 偕成社 文字を覚える絵本　しりとりあいうえお

110 国語 学研プラス ４年生までに身につけたい　言葉力１１００

111 国語 学習研究社 レインボーことば絵じてん

112 国語 金の星社 こどものくに傑作絵本　あしたもあそぼうね

113 国語 好学社 レオ・レオニの絵本　スイミー

114 国語 好学社 アレクサンダとぜんまいねずみ

115 国語 講談社 創作絵本　おじさんのかさ

116 国語 こぐま社 馬場のぼるの絵本　１１ぴきのねこ

117 国語 さ・え・ら書房 さ・え・ら図書館／国語　話してみようよ！

118 国語 小学館 いちねんせい

119 国語 小学館 アリババと40人のとうぞく

120 国語 小学館 さんまいのおふだ

121 国語 小学館 ちからたろう

122 国語 小学館 泣いた赤鬼

123 国語 西東社 絵で見てたのしくおぼえよう！　ことわざ・四字熟語じてん

124 国語 東洋館出版 くらしに役立つ　国語

125 国語 童心社 絵本・こどものひろば　わっこおばちゃんのしりとりあそび

126 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」①

127 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」②

128 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」③

129 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「国語」④

130 国語 日本教育研究出版 ひとりだちするための国語

131 国語 日本ライトハウス やさしい文字教室１　カタカナ・ひらがな編

132 国語 評論社 ベスト・ヒット絵本　ずーっとずっとだいすきだよ

133 国語 福音館書店 こどものとも傑作集　はじめてのおつかい

134 国語 福音館書店 こどものとも傑作集　ぐりとぐらのかいすいよく

135 国語 福音館書店 日本傑作絵本シリーズ　きょうはなんのひ？

136 国語 福音館書店 日本傑作絵本シリーズ　こんとあき

137 国語 福音館書店 世界傑作絵本シリーズ　てぶくろ

138 国語 福音館書店 世界傑作絵本シリーズ　ブレーメンのおんがくたい

139 国語 福音館書店 こどものとも傑作集　めっきらもっきらどおんどん

140 国語 福音館書店 こどものとも傑作集　おじぞうさん

141 国語 福音館書店 こどものとも傑作集　そらまめくんとめだかのこ

142 国語 福音館書店 こどものとも傑作集　ぶたぶたくんのおかいもの
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種目 発行者 文部科学省著作教科書及び一般図書名

〔2022年度　小学校特別支援学級使用図書一覧〕

143 国語 福音館書店 だるまちゃんとてんぐちゃん

144 国語 福音館書店 いそがしいよる　ばばばあちゃんのおはなし

145 国語 福音館書店 しろいうさぎとくろいうさぎ

146 国語 福音館書店 スーホの白い馬

147 国語 ポプラ社 ねずみくんのきもち

148 国語 ほるぷ出版 イメージの森　ねこのジジミ

149 国語 本の泉社 小学校学習漢字１００６字がすべて読める漢字童話

150 国語 岩崎書店 としょかんライオン

151 国語 講談社 空の絵本

152 国語 子どもの未来社 注文の多い料理店

153 国語 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶ　こくごの図鑑

154 国語 草思社 子ども版　声に出して読みたい日本語４　朝焼　小焼だ　ゆあーん　ゆよーん

155 国語 草思社 子ども版　声に出して読みたい日本語１　どつどど　どどうど　雨ニモマケズ

156 国語 草思社 子ども版　声に出して読みたい日本語５　ややこしや　寿限無　寿限無

157 国語 童話館出版 気持ちの本

158 国語 ほるぷ出版 声にだすことばえほん　おくのほそ道

国語 文部科学省著作教科書　こくご

国語 検定済教科書の拡大教科書

1 書写 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお

2 書写 くもん出版 くもん式のひらがなカード

3 書写 くもん出版 書きかたカード　ひらがな

4 書写 くもん出版 カタカナカード

5 書写 くもん出版 ひらがなことばカード　１集

6 書写 くもん出版 ひらがなことばカード　２集

7 書写 くもん出版 ひらがなことばカード　３集

8 書写 こぐま社 あいうえおはよう

9 書写 太郎次郎社 子どもがしあげる手づくり絵本　あいうえおあそび（上）ひらがな５０音

10 書写 戸田デザイン研究室 あいうえおえほん

11 書写 戸田デザイン研究室 カタカナえほん

12 書写 ひさかたチャイルド わらべきみかのスキンシップ絵本４　かたかなアイウエオ

13 書写 ＰＨＰ研究所 高嶋式　子どもの字がうまくなる練習ノート

14 書写 福音館書店 安野光雄の絵本　あいうえおの本

15 書写 ブロンズ新社 らくがき絵本　あ・い・う・え・お

16 書写 むぎ書房 にほんご　だいすき1　－テキストー
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〔2022年度　小学校特別支援学級使用図書一覧〕

17 書写 むぎ書房 にほんご　だいすき1　－ワークブックー

18 書写 理論社 あいうえおうさま

19 書写 あかね書房 村上勉の学習えほん　かたかなえほん　アイウエオ

20 書写 あかね書房 もじのえほん　かんじ①

21 書写 あかね書房 もじのえほん　かんじ②

22 書写 あかね書房 もじのえほん　あいうえお

23 書写 あかね書房 もじのえほん　かたかなアイウエオ

24 書写 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本

25 書写 偕成社 ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろ・あいうえお

26 書写 太郎次郎社 子どもがしあげる手づくり絵本　あいうえおあそび（下）かな文字へんしん術

27 書写 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本ワーク①　基本漢字あそび

28 書写 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本ワーク②　あわせ漢字あそび

29 書写 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本ワーク③　部首あそび

30 書写 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本ワーク④　漢字の音あそび

31 書写 点字学習を支援する会 視覚障害者の漢字学習　教育用漢字　小学１年

32 書写 点字学習を支援する会 視覚障害者の漢字学習　教育用漢字　小学２年

33 書写 点字学習を支援する会 視覚障害者の漢字学習　教育用漢字　小学３年

34 書写 点字学習を支援する会 視覚障害者の漢字学習　教育用漢字　小学４年

35 書写 点字学習を支援する会 視覚障害者の漢字学習　教育用漢字　小学５年

36 書写 点字学習を支援する会 視覚障害者の漢字学習　教育用漢字　小学６年

37 書写 スリーエーネットワーク 絵でわかるかんたんかんじ８０

38 書写 スリーエーネットワーク 絵でわかるかんたんかんじ１６０

39 書写 スリーエーネットワーク 絵でわかるかんたんかんじ２００

書写 検定済教科書の拡大教科書

1 社会 あかね書房 かばくん・くらしのえほん②　かばくんのおかいもの

2 社会 アリス館 うららちゃんののりものえほん１　でんしゃにのって

3 社会 絵本館 高畠　純の絵本　おとうさんのえほん

4 社会 絵本館 五味太郎の絵本①　のりもの　

5 社会 偕成社 あかちゃんのあそびえほん②　いないいないばああそび

6 社会 金の星社 バートンののりものえほん　でんしゃ

7 社会 くもん出版 くもんのせいかつ図鑑　生活道具カード

8 社会 くもん出版 くもんのせいかつ図鑑　のりものカード

9 社会 ひさかたチャイルド ロングセラー絵本　でんしゃでいこう　でんしゃでかえろう

10 社会 あかね書房 くまたくんのえほん１　ぼくパトカーにのったんだ
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11 社会 あかね書房 くまたくんのえほん６　ぼくしんかんせんにのったんだ

12 社会 学習プラス キッズ・えほんシリーズ Kid's MAP 日本がわかる　ちずのえほん　改訂版

13 社会 学習プラス めくってはっけん！　せかいちずえほん

14 社会 学習プラス めくってはっけん！　にほんちずえほん

15 社会 くもん出版 くもんのせいかつ図鑑　お店カード　－町のお店と公共施設－

16 社会 ジュラ出版局 プータン　どこいくの？

17 社会 童心社 せとうちたいこさん　デパートいきタイ

18 社会 白泉社 １日１０分で　ちずをおぼえる絵本　改訂版

19 社会 ひさかたチャイルド せかいの　こっきえほん（スキンシップ絵本）

20 社会 福音館書店 みるずかん・かんじるずかん　世界のあいさつ

21 社会 平凡社 新版　はじめまして　せかいちず

22 社会 平凡社 新版　はじめまして　にほんちず

23 社会 くもん出版 くもんの写真図鑑カード　電車・地下鉄カード

24 社会 学研プラス 読んで見て楽しむ　日本地図帳　増補改訂版

25 社会 学研プラス 読んで見て楽しむ　世界地図帳　増補改訂版

26 社会 小峰書店 あたらしいのりものずかん④　東京パノラマたんけん

27 社会 東洋館出版 くらしに役立つ　社会

28 社会 童心社 祇園祭

29 社会 戸田デザイン研究室 にっぽん地図絵本

30 社会 戸田デザイン研究室 せかい地図絵本

31 社会 永岡書店 見て、学んで、力がつく！　こども日本地図　2019年版

32 社会 永岡書店 楽しく学んで力がつく！　こども世界地図

33 社会 農山漁村文化協会 かこさとしの自然のしくみ　地球のちからえほん⑨せかいあちこちちきゅうたんけん

34 社会 評論社 ピーター・スピアーの絵本①　せかいのひとびと

35 社会 福音館書店 絵で見る日本の歴史

36 社会 福音館書店 科学シリーズ　ぼくらの地図旅行

37 社会 福音館書店 幼児絵本シリーズ　ゆきのひのゆうびんやさん

38 社会 福音館書店 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん　はたらく人みつけた

39 社会 フレーベル館 フレーベル館の図鑑　ＮＡＴＵＲＡ　ちきゅうかんきょう

40 社会 光村教育図書 せかいでいちばんつよい国

41 社会 ゆまに書房 はじめて手にする世界地図　イエティを探せ

42 社会 くもん出版 世界の国旗カード１集

43 社会 くもん出版 日本地図カード

44 社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習世界地図帳
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45 社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習日本地図帳

46 社会 受験研究社 小学クイズと絵地図で都道府県基礎丸わかり

社会 検定済教科書の拡大教科書

1 算数・数学 絵本館 五味太郎の絵本⑨　いろ

2 算数・数学 絵本館 五味太郎の絵本⑩　かたち

3 算数・数学 絵本館 ふたりではんぶん

4 算数・数学 偕成社 エリック・カールの絵本　パパ、お月さまとって！

5 算数・数学 金の星社 つみき

6 算数・数学 くもん出版 くもん式のかずカード

7 算数・数学 講談社 ブルーナのアイディアブック　ミッフィーのいまなんじ

8 算数・数学 こぐま社 おんなじ　おんなじ

9 算数・数学 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）

10 算数・数学 福音館書店 ブルーナのたのしいべんきょう１　まる、しかく、さんかく

11 算数・数学 福音館書店 ０・１・２えほん　まるくておいしいよ　

12 算数・数学 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集　かくしたのだあれ

13 算数・数学 ポプラ社 絵本・いつでもいっしょ２　どうぶつなんびき？

14 算数・数学 幼年教育出版社 かずあそび　１

15 算数・数学 福音館書店 おおきい　ちいさい

16 算数・数学 あかね書房 村上　勉の学習えほん　おかあさんだいすき　１・２・３

17 算数・数学 あかね書房 あかねえほんシリーズ　かたちのえほん　まる・さんかく・しかくさん

18 算数・数学 偕成社 五味太郎ゲームブック№１　さがしてみよう　みつけてみよう

19 算数・数学 偕成社 文字と数の本　１，２，３どうぶつえんへ

20 算数・数学 くもん出版 くもんのとけいカード

21 算数・数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科⑥　かずあそび１・２・３

22 算数・数学 鈴木出版 かぞえておぼえる　かずのえほん

23 算数・数学 童心社 かずのほん１　どっちがたくさん

24 算数・数学 童心社 かずのほん２　 　0から10まで

25 算数・数学 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」②（１対１対応、１～５の数、５までのたし算）

26 算数・数学 戸田デザイン研究室 １から１００までのえほん

27 算数・数学 戸田デザイン研究室 とけいのえほん

28 算数・数学 ひかりのくに 子どもの力を引き出す認識絵本　いくつかな

29 算数・数学 福音館書店 かがくのとも傑作集　かずのほん

30 算数・数学 偕成社 １００かいだてのいえ

31 算数・数学 金の星社 ３びきのくま
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32 算数・数学 講談社 かぞえてみよう

33 算数・数学 福音館書店 とけいのほん①

34 算数・数学 福音館書店 とけいのほん②

35 算数・数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本

36 算数・数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　すうじの絵本

37 算数・数学 絵本館 五味太郎　かずのえほん1・2・3

38 算数・数学 学研プラス さわって学べる算数図鑑

39 算数・数学 くもん出版 １分きざみで時計がよめる　はとのクルックのとけいえほん

40 算数・数学 講談社 もしも日本人がみんな米つぶだったら

41 算数・数学 ジュラ出版局 プータンいまなんじ？

42 算数・数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科　とけいとじかん

43 算数・数学 太郎次郎社エディタス スーパータイルのさんすう１　らくらく算数ブック１

44 算数・数学 太郎次郎社エディタス スーパータイルのさんすう２　らくらく算数ブック２

45 算数・数学 太郎次郎社エディタス スーパータイルのさんすう３　らくらく算数ブック３

46 算数・数学 東洋館出版 くらしに役立つ　数学

47 算数・数学 童心社 かずのほん③　　０から１０までのたしざんひきざん

48 算数・数学 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」③（６～９までのたし算、ひき算、位取り）

49 算数・数学 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）

50 算数・数学 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）

51 算数・数学 ひさかたチャイルド わらべきみかのスキンシップ絵本５　かずのえほん

52 算数・数学 福音館書店 安野光雅の絵本　はじめてであうすうがくの絵本１

53 算数・数学 福音館書店 安野光雅の絵本　はじめてであうすうがくの絵本２

54 算数・数学 福音館書店 安野光雅の絵本　はじめてであうすうがくの絵本３

55 算数・数学 民衆社 さんすうだいすき　あそぶ・つくる・しらべる　小学校２年

56 算数・数学 民衆社 さんすうだいすき　あそぶ・つくる・しらべる　小学校３年

57 算数・数学 むぎ書房 わかるさんすう１

58 算数・数学 むぎ書房 わかるさんすう２

59 算数・数学 小学館 楽しく遊ぶ学ぶ　かず・かたちの図鑑

60 算数・数学 日本教育研究出版 ひとりだちするための算数・数学

算数・数学 文部科学省著作教科書  さんすう

算数・数学 検定済教科書の拡大教科書

1 理科 童心社 絵本・ちいさななかまたち　はたけのともだち

2 理科 童心社 ピチクルピチクル

3 理科 福音館書店 幼児絵本シリーズ　くだもの
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4 理科 福音館書店 幼児絵本シリーズ　やさいのおなか

5 理科 福音館書店 かがくのとも傑作集　みんなうんち

6 理科 ユニバーサルデザイン絵本センター チョウチョウのおやこ

7 理科 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ⑧　やさいのずかん

8 理科 岩崎書店 のはらずかん　絵本図鑑シリーズ１２　野の花と虫たち

9 理科 偕成社 エリック・カールの絵本　やどかりのおひっこし

10 理科 学研プラス はっけんずかん「どうぶつ　改訂版」

11 理科 金の星社 やさしいからだのえほん①　からだのなかはどうなっているの？

12 理科 金の星社 やさしいからだのえほん④　むしばはどうしてできるの？

13 理科 金の星社 やさしいからだのえほん⑤　ちはどうしてながれるの？

14 理科 くもん出版 くもんのせいかつ図鑑　くだものやさいカード

15 理科 くもん出版 自然図鑑カード・動物カード

16 理科 小峰書店 りかのこうさく　１ねんせい

17 理科 世界文化社 写真でわかるなぜなにシリーズ①　どうぶつ

18 理科 世界文化社 写真でわかるなぜなにシリーズ②　こんちゅう

19 理科 世界文化社 写真でわかるなぜなにシリーズ④　しょくぶつ

20 理科 ひかりのくに 改訂版　体験を広げる　こどものずかん①　どうぶつえん

21 理科 ひかりのくに こどものずかん④　はなと　やさい・くだもの

22 理科 ひかりのくに はじめてのずかん④　やさいとくだもの

23 理科 ビリケン出版 いってかえって星から星へ

24 理科 福音館書店 科学シリーズ　昆虫　－ちいさななかまたち－

25 理科 福音館書店 科学シリーズ　道ばたの四季

26 理科 福音館書店 かがくのとも傑作集　たべられるしょくぶつ

27 理科 福音館書店 かがくのとも傑作集　ぼく、だんごむし

28 理科 福音館書店 かわ

29 理科 福音館書店 校庭のざっ草

30 理科 福音館書店 こどものとも傑作集　ぽとんぽとんはなんのおと

31 理科 福音館書店 どきどきしぜん　しもばしら

32 理科 婦人之友社 よくみるよくきくよくする絵本　たべものとからだ

33 理科 ほるぷ出版 海外秀作絵本（イエラ・マリ）　木のうた

34 理科 偕成社 かこさとし　ほしのほん２　なつのほし

35 理科 偕成社 かこさとし　ほしのほん　あきのほし

36 理科 偕成社 わたしの昆虫記④　樹液をめぐる昆虫たち

37 理科 学研プラス ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　ちきゅう
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〔2022年度　小学校特別支援学級使用図書一覧〕

38 理科 さ・え・ら書房 牛乳パックの実験

39 理科 小学館 小学館の図鑑NEO　大むかしの生物

40 理科 小学館 小学館の図鑑NEO　飼育と観察

41 理科 小学館 小学館のこども図鑑　プレNEO　楽しく遊ぶ学ぶ　ふしぎの図鑑

42 理科 誠文堂新光社 小学理科か・ん・ぺ・き　新しい教養のための理科　基礎編

43 理科 東洋館出版社 くらしに役立つ　理科

44 理科 童話屋 葉っぱのフレディ　いのちの旅

45 理科 戸田デザイン研究室 昆虫とあそぼう

46 理科 農山漁村文化協会 つくってあそぼう１１　砂糖の絵本

47 理科 評論社 しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと

48 理科 福音館書店 かがくのとも傑作集　ざりがに

49 理科 福音館書店 かがくのとも傑作集　どんぐり

50 理科 福音館書店 科学シリーズ　じめんのうえとじめんのした

51 理科 福音館書店 科学シリーズ　どうぶつえんガイド

52 理科 福音館書店 科学シリーズ　地球

53 理科 福音館書店 科学シリーズ　野の草花

54 理科 福音館書店 科学シリーズ　木の本

55 理科 福音館書店 はじめてであうずかん①　こんちゅう

56 理科 福音館書店 みるずかん・かんじるずかん　なく虫ずかん

57 理科 福音館書店 みるずかん・かんじるずかん　たねのずかん

58 理科 福音館書店 虫たちのふしぎ

59 理科 フレーベル館 ふしぎをためすかがく図鑑　かがくあそび

60 理科 フレーベル館 ふしぎをためすかがく図鑑　しぜんあそび

61 理科 文化出版局 ひろってうれしい知ってたのしいどんぐりノート

62 理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかる　おもしろ実験！！

63 理科 農山漁村文化協会 そだてて遊ぼう９　ダイズの絵本

64 理科 フレーベル館 フレーベル館の図鑑　ナチュラＮＡＴＵＲＡ　ふしぎをためす図鑑　かがくあそび

65 理科 小学館 小学館の図鑑　ＮＥＯ＋ぷらす　くらべる図鑑　新版

66 理科 小学館 小学館の図鑑　ＮＥＯ＋ぷらす　もっとくらべる図鑑

理科 検定済教科書の拡大教科書

1 音楽 偕成社 エリック・カールの絵本　月ようびはなにたべる？

2 音楽 偕成社 エリック・カールの絵本　うたがみえるきこえるよ

3 音楽 偕成社 五味太郎　音と文字の本　どどどどど

4 音楽 ドレミ楽譜出版社 やさしいこどものうたとあそび
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5 音楽 ひかりのくに 改訂　みんなでうたおう　どうようえほん①

6 音楽 福音館書店 日本傑作絵本シリーズ　みんなであそぶわらべうた

7 音楽 ぶどう社 幼児と障害のある子のリズムうたあそび

8 音楽 こぐま社 あんたがた　どこさ　　－おかあさんと子どものあそびうた－

9 音楽 こぐま社 あがりめ　さがりめ　　－おかあさんと子どものあそびうた－

10 音楽 あかね書房 あかねえほんシリーズ　えほんえかきうた

11 音楽 あかね書房 うたってあそぼう①　えかきうた（どうぶつ）

12 音楽 グランまま社 うたえほん

13 音楽 グランまま社 うたえほんⅡ

14 音楽 グランまま社 うたえほんⅢ

15 音楽 くもん出版 くもんの写真図鑑カード　楽器カード

16 音楽 講談社 歌の絵本　　日本の唱歌より

17 音楽 講談社 歌の絵本Ⅱ　　世界の唱歌より

18 音楽 こぐま社 いっぱいうたって！　たのしいうたの絵本

19 音楽 徳間書店 きみどこへゆくの？　スウェーデンの子どものうた

20 音楽 ひかりのくに たのしいてあそび　うたえほん

21 音楽 ひかりのくに どうようでおえかきできる！　どうよう　ＮＥＷ　絵かきうたブック

22 音楽 ひかりのくに 手あそび指あそび歌あそびブック１

23 音楽 こぐま社 いっしょに　うたって！　　－たのしい　うたの絵本－

24 音楽 あかね書房 うたいましょう　おどりましょう

25 音楽 偕成社 うたのパレット

26 音楽 汐文社 和楽器にチャレンジ１　和太鼓を打ってみよう

27 音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！　はじめてのピアノえほん①　たのしいピアノのおけいこ

28 音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！　はじめてのピアノえほん②　たのしいピアノのうた

29 音楽 ドレミ楽譜出版社 保育名歌　こどものうた100選

30 音楽 福音館書店 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！

31 音楽 教育芸術社 ５訂版　歌はともだち

32 音楽 教育芸術社 MY　SONG　６訂版

33 音楽 教育芸術社 混成合唱曲集●クラス用　New　Chorus　Friends　６訂版

34 音楽 アリス館 シリーズ音楽はともだち２　日本の音　日本の音楽

音楽 文部科学省著作教科書　おんがく

音楽 検定済教科書の拡大教科書

1 図画工作・美術 岩崎書店 あそびの絵本⑦　クレヨンあそび

2 図画工作・美術 えほんの杜 いろいろ　ばあ
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3 図画工作・美術 偕成社 あかちゃんのあそびえほん⑤　うごくにんぎょうあそび

4 図画工作・美術 偕成社 エンバリーおじさんの絵かきえほん　しもんスタンプでかいてみよう

5 図画工作・美術 学研プラス あそびのおうさま　はじめてぬるほん

6 図画工作・美術 学研プラス あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって

7 図画工作・美術 金の星社 あかちゃんとおかあさんの絵本　このいろなあに

8 図画工作・美術 くもん出版 くれよん　ぐるぐる

9 図画工作・美術 講談社 創作絵本　ぼくのクレヨン

10 図画工作・美術 講談社 にじいろカメレオン

11 図画工作・美術 国土社 たのしい図画工作１６　　ちぎり絵・きり絵・はり絵

12 図画工作・美術 戸田デザイン研究室 ６つの色

13 図画工作・美術 福音館書店 かがくのとも傑作集　かみであそぼう　きる・おる　

14 図画工作・美術 福音館書店 ブルーナのたのしいべんきょう２　しろ、あか、きいろ

15 図画工作・美術 ポプラ社 あそびのひろば④　はりえあそび

16 図画工作・美術 ポプラ社 クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに

17 図画工作・美術 ユニバーサルデザイン絵本センター みんなでさわってレッツおえかき　　でこぼこえかきうた

18 図画工作・美術 ポプラ社 いろいろいろのほん

19 図画工作・美術 岩崎書店 あそびの絵本６　ねんどあそび

20 図画工作・美術 岩崎書店 あそびの絵本１７　えのぐあそび

21 図画工作・美術 岩崎書店 あそびの絵本２３　えかきあそび

22 図画工作・美術 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸ　１２　しぜんで工作しよう

23 図画工作・美術 偕成社 わたしだけのはらぺこあおむし

24 図画工作・美術 偕成社 ぬりえ絵本　ごちゃまぜカメレオン

25 図画工作・美術 学研プラス あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどん　ぬるほん

26 図画工作・美術 さ・え・ら書房 たのしいこうさくきょうしつ１

27 図画工作・美術 視覚デザイン研究所 色のえほん

28 図画工作・美術 ジュラ出版社 ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん　あそぼ！

29 図画工作・美術 小学館 小学館あーとぶっく１　ゴッホの絵本　うずまきぐるぐる

30 図画工作・美術 小学館 小学館あーとぶっく２　モネの絵本　太陽とおいかけっこ

31 図画工作・美術 のら書店 はじめてのこうさくあそび

32 図画工作・美術 福音館書店 かがくのとも傑作集　しんぶんしでつくろう　

33 図画工作・美術 ポプラ社 あそびのひろば②　やさしいてづくりのプレゼント

34 図画工作・美術 ポプラ社 ペーパーランド③　とびだすカード  

35 図画工作・美術 ポプラ社 ペーパーランド⑨　はこをつくろう

36 図画工作・美術 ほるぷ出版 手であそぼう　まねっこあかあおきいろ
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37 図画工作・美術 ユニバーサルデザイン絵本センター なないろのクラ

38 図画工作・美術 ユニバーサルデザイン絵本センター みんなでさわってレッツおえかき　　でこぼこえかきうた２

39 図画工作・美術 アリス館 わくせいキャベジ動物図鑑

40 図画工作・美術 理論社 tupera  tuperaの工作BOOK　つくってみよう！　へんてこピープル

41 図画工作・美術 岩崎書店 あそびの絵本⑧　紙ねんどあそび

42 図画工作・美術 偕成社 うつくしい絵

43 図画工作・美術 国土社 たのしい図画工作⑨　うごくおもちゃ

44 図画工作・美術 国土社 たのしい図画工作⑭　こすりだし・すりだし

45 図画工作・美術 さ・え・ら書房 たのしい工作教室　木のぞうけい教室

46 図画工作・美術 さ・え・ら書房 母と子の手づくり教室　母と子のたのしい草木ぞめ①

47 図画工作・美術 高橋書店 親子でいっしょに　あそぼう！　おりがみ

48 図画工作・美術 チャイルド本社 子どもの個性を引き出す　きむら式おもしろ造形タイム

49 図画工作・美術 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ

50 図画工作・美術 日本文芸社 かんたん、ふしぎ。切り紙ブック

51 図画工作・美術 ＰＨＰ研究所 すぐに作れて大満足　かんたん！遊べる！ビックリ工作

52 図画工作・美術 ひかりのくに 改訂新版　体験を広げるこどものずかん⑧　あそびのずかん

53 図画工作・美術 福音館書店 科学シリーズ　いっしょにつくろう　絵本の世界をひろげる　手作りおもちゃ

54 図画工作・美術 福音館書店 DO！図鑑シリーズ　　工作図鑑

55 図画工作・美術 視覚デザイン研究所 大切なものの残しかた　色えんぴつな気分

56 図画工作・美術 メイツ出版 楽しみながら才能を伸ばす！　小学生の絵画とっておきレッスン　改訂版

図画工作・美術 検定済教科書の拡大教科書

1 保健・体育 絵本館 おどります

2 保健・体育 金の星社 こねこちゃんえほん⑥　かぜひいちゃった

3 保健・体育 童心社 ピーマン村の絵本たち　よーいどん！

4 保健・体育 佼成出版社 なにをたべてきたの？

5 保健・体育 福音館書店 ようい　どん

6 保健・体育 福音館書店 ぺんぎんたいそう

7 保健・体育 あかね書房 からだのえほん④　からだにもしもし

8 保健・体育 金の星社 げんきをつくる食育えほん１　たべるのだいすき　　－みんなげんきー

9 保健・体育 金の星社 やさいのおしゃべり

10 保健・体育 童心社 かこさとし　からだの本２　たべもののたび

11 保健・体育 ひかりのくに こどものずかんＭｉｏ（みお）⑨　ひとのからだ

12 保健・体育 ひさかたチャイルド どうなってるの？　からだのなか

13 保健・体育 福音館書店 およぐ
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14 保健・体育 福音館書店 かがくのともの　きゅうきゅうばこ　新版

15 保健・体育 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　　－あかのえいようのなかまたちー

16 保健・体育 金の星社 げんきをつくる食育えほん３　びょうきからまもってくれるたべもの　　－みどりのえいようのなかまたちー

17 保健・体育 金の星社 げんきをつくる食育えほん４　つよいちからがでるたべもの　　－きいろのえいようのなかまたちー

18 保健・体育 あかね書房 からだのえほん⑦　なみだくん　ありがとう

19 保健・体育 岩崎書店 知識の絵本３　ひとのからだ

20 保健・体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本④からだがすきなたべものなあに？

21 保健・体育 偕成社 子供の生活⑥　じょうぶなからだになれるよ！

22 保健・体育 小学館 ２１世紀幼稚園百科⑪　からだのふしぎ

23 保健・体育 大日本図書 子どもたのしいかがく　よい歯　つよい歯　かわいい歯

24 保健・体育 合同出版 ［改訂新版］イラスト版　からだのつかい方・ととのえ方　子どもとマスターする４５の操体法

25 保健・体育 合同出版 イラスト版からだのしくみとケア　子どもとマスターする５８のからだの知識

26 保健・体育 国土社 保健室で見る本①　からだをまもろう、動かそう

27 保健・体育 三省堂 こども　からだのしくみ絵じてん　　小型版

保健・体育 検定済教科書の拡大教科書

1 家庭 偕成社 あかちゃんのあそびえほん③　いただきますあそび

2 家庭 くもん出版 いろいろサンドイッチ

3 家庭 くもん出版 くもんのせいかつ図鑑カード　たべものカード

4 家庭 こぐま社 しろくまちゃんのほっとけーき

5 家庭 全国手をつなぐ育成会連合会 自立生活ハンドブック　８　しょく（食）

6 家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング③　ばんごはんをつくろう！（和食編）　

7 家庭 学研プラス キッチンでおやつマジック大百科

8 家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１　たのしいたまご料理

9 家庭 全国手をつなぐ育成会連合会 自立生活ハンドブック⑤　ぼなぺてぃ　どうぞめしあがれ

10 家庭 福音館書店 かがくのとも傑作集　平野レミのおりょうりブック　　－ひも　ほうちょうもつかわない　

11 家庭 福音館書店 ばばばあちゃんのおもちつき

12 家庭 ジアース教育新社 ひとりでできちゃった！クッキング

13 家庭 草思社 みんなのためのルールブック

14 家庭 あすなろ書房 テーブルマナーの絵本

15 家庭 大月書店 シリーズ　子どもとつくる４３　針と糸でつくる

16 家庭 大月書店 たべもの教室②　小麦粉でつくる

17 家庭 大月書店 たべもの教室⑤　たまごでつくる

18 家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング①　朝ごはんつくろう！

19 家庭 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！
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20 家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング⑦　おべんとうつくろう！

21 家庭 偕成社 子どものマナー図鑑　１　ふだんの生活のマナー

22 家庭 偕成社 子どものマナー図鑑　３　でかけるときのマナー

23 家庭 偕成社 子どものマナー図鑑　２　食事のマナー

24 家庭 偕成社 ５つの栄養素調べて学んでバランスよく食べる①　たんぱく質　血や筋肉をつくる　

25 家庭 偕成社 ５つの栄養素調べて学んでバランスよく食べる②　炭水化物

26 家庭 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

27 家庭 金の星社 ひとりでできるもん！５　すてきなおかし作り

28 家庭 金の星社 ひとりでできるもん！６　だいすきおやつ作り

29 家庭 金の星社 ひとりでできるもん⑩　おしゃれなおかし作り

30 家庭 合同出版 イラスト版　台所のしごと　子どもとマスターする　３７の調理の知識

31 家庭 合同出版 イラスト版　修理のこつ　子どもとマスターする　５４の生活技術

32 家庭 さ・え・ら書房 毛糸と布のたのしい手づくり教室

33 家庭 小学館 小学館の子ども図鑑　プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶ　せいかつの図鑑

34 家庭 女子栄養大学出版部 新・こどもクッキング

35 家庭 東洋館出版社 くらしに役立つ　家庭

36 家庭 ナツメ社 子どもの生きる力を育てる　せいかつの絵じてん

37 家庭 福音館書店 料理図鑑　『生きる底力』をつけよう

38 家庭 婦人之友社 こどもがつくる　たのしいお料理

39 家庭 文化出版局 はじめてのキッチン　小学生からおとなまで。

40 家庭 山と渓谷社 家庭科の教科書　小学校低学年～高学年用

41 家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング④　ばんごはんをつくろう！　〈洋食・中華編〉

42 家庭 河出書房新社 はじめて絵本　たのしいおりょうり

43 家庭 講談社 小林カツ代のおべんとう決まった！

44 家庭 福音館書店 生活図鑑　『生きる力』を楽しくみがく

45 家庭 開隆堂出版 職業・家庭　たのしい家庭科　わたしたちのくらしに生かす

46 家庭 開隆堂出版 共に生きる家庭科　自立を目指して

家庭 検定済教科書の拡大教科書

1 英語 くもん出版 英語カード　　たべもの編

2 英語 福音館書店 安野光雅の絵本　ＡＢＣの本　へそまがりのアルファベット

3 英語 あかね書房 ことばのえほんＡＢＣ

4 英語 あかね書房 村上勉の学習えほん　えいごえほん　ぞうさんのピクニック

5 英語 あかね書房 村上勉の学習えほん　えいごえほん　ぞうさんがっこうにいく

6 英語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　絵本ＡＢＣ
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7 英語 学研プラス ０さい～４さい　こどもずかん　英語つき

8 英語 学研プラス ０さい～４さい　こどもずかん　もっと　英語つき

9 英語 金の星社 ＡＢＣの　えほん

10 英語 くもん出版 英語のうたカード

11 英語 くもん出版 英語カード　　家の中のもの編

12 英語 くもん出版 英語カード　　どうぶつ編

13 英語 戸田デザイン研究室 和英えほん

14 英語 戸田デザイン研究室 ＡＢＣえほん

15 英語 戸田デザイン研究室 英和じてん絵本

16 英語 徳間書店 たのしいＡＢＣ

17 英語 永岡書店 こども　ものしりずかん

18 英語 アプリコット出版 Learning World ①

19 英語 大阪教育図書 からだで学ぶ英語教室

20 英語 くもん出版 英語カード　　あいさつと話しことば編

21 英語 くもん出版 英語カード　　町の中のもの編

22 英語 くもん出版 英語カード　　たのしい会話編

23 英語 くもん出版 英語カード　　おでかけの会話編

24 英語 三省堂 英語のゲーム　音で遊ぼう

25 英語 成美堂出版 ＣＤつき　楽しく歌える英語のうた

26 英語 創英社 Ｎｅｗ　ＡＢＣ　ｏｆ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　基本編

27 英語 創英社 Ｎｅｗ　ＡＢＣ　ｏｆ　ＥＮＧＬＩＳＨ　単語編　（新装改訂新版）

28 英語 創英社 Ｎｅｗ　ＡＢＣ　ｏｆ　ＥＮＧＬＩＳＨ　会話編　（新装改訂新版）

29 英語 オックスフォード大学出版局 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｔｉｍｅ　４　Ｓｔｕｄｅｎｔ　Ｂｏｏｋ

30 英語 日本トータルアカデミー Ｅｎｊｏｙ　Ｅｎｇｌｉｓｈ①

31 英語 日本トータルアカデミー Ｅｎｊｏｙ　Ｅｎｇｌｉｓｈ②

英語 検定済教科書の拡大教科書

1 道徳 偕成社 まついのりこあかちゃんえほん　ばいばい

2 道徳 偕成社 ぼくだけのこと

3 道徳 教育画劇 ふわふわちゃん　おでかけこんにちは

4 道徳 福音館書店 じのない　えほん

5 道徳 学研プラス ぴよちゃんとひまわり

6 道徳 冨山房 もりのともだち

7 道徳 偕成社 ほげちゃん

8 道徳 偕成社 ともだちや
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9 道徳 フレーベル館 たいせつなこと

10 道徳 ビーエル出版 手と手をつないで

11 道徳 小学館 おひさまセレクション　勇気をくれるおはなし１６話

12 道徳 小学館 おこだでませんように

13 道徳 講談社 4・5・6さいのきもちをつたえる　ことばのえほん

14 道徳 福音館書店 いきてるって　どんなこと？

15 道徳 あすなろ書房 おおきな木

16 道徳 旺文社 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～

17 道徳 旺文社 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～

18 道徳 日本図書センター 逆境に負けない力をつける！　こども菜根譚

道徳 検定済教科書の拡大教科書
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1 国語 偕成社 エリック・カールの絵本　できるかな？あたまからつまさきまで

2 国語 偕成社 エリック・カールの絵本　くまさんくまさんなにみてるの？

3 国語 偕成社 ちいさな　くも

4 国語 偕成社 どいてよへびくん

5 国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ①　ノンタンぶらんこのせて

6 国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ③　あかんべノンタン

7 国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ⑪　ノンタンぱっぱらばなし

8 国語 偕成社 ぽぽぽぽぽ

9 国語 偕成社 あさになったのでまどをあけますよ

10 国語 学研プラス ０，１，２さいむき　ベビーダヤンえほん　さわって　ダヤン

11 国語 こぐま社 絵巻えほん　１１ぴきのねこマラソン大会

12 国語 こぐま社 にしまきかやこの絵本　わたしのワンピース

13 国語 小学館 きむらゆういちの　パッチン絵本　おいしいな！

14 国語 小学館 きむらゆういちの　パッチン絵本　だ～れだ　だれだ！

15 国語 小学館 きむらゆういちの　パッチン絵本　プレゼントはなあに？

16 国語 小学館 きむらゆういちの　パッチン絵本　おおきくなったら

17 国語 童心社 松谷みよ子　あかちゃんの本　あなたはだあれ

18 国語 童心社 ももんちゃんあそぼう　どんどこももんちゃん

19 国語 童心社 ももんちゃんあそぼう　すりすりももんちゃん

20 国語 徳間書店 コッケモーモー！

21 国語 ひかりのくに こんなときってなんていう？　～おそとであそぼう～

22 国語 ひさかたチャイルド ミーミとクークの絵本　ミーミとクークのあか・あお・きいろ

23 国語 評論社 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？

24 国語 福音館書店 うずらちゃんのかくれんぼ

25 国語 福音館書店 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ

26 国語 福音館書店 こどものとも絵本　おおきなかぶ

27 国語 文研出版 ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン

28 国語 文研出版 みるみる絵本　もこもこもこ

29 国語 ポプラ社 ねずみくんの絵本①　ねずみくんのチョッキ

30 国語 三起商行 レインボウブックス　ことば

31 国語 ユニバーサルデザイン絵本センター てんてん

32 国語 リーブル しりとりしましょ！　たべものあいうえお

33 国語 岩崎書店 ママと赤ちゃんのたべもの絵本３　くだものぱっくん

34 国語 ポプラ社 どうぶつ　いろいろ　かくれんぼ

〔2022年度　中学校特別支援学級使用図書一覧〕
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35 国語 あかね書房 村上勉の学習えほん　あそぼうあそぼう　あいうえお

36 国語 岩崎書店 えほん・ハートランド⑪　りんごがひとつ

37 国語 絵本館 五味太郎・ことばとかずのえほん　ことばのえほん　あいうえお

38 国語 絵本館 五味太郎・ことばあそびえほん　３　　いっぽんばしわたる

39 国語 絵本館 のでのでので

40 国語 偕成社 かこさとしおはなしのえほん⑥　おたまじゃくしの１０１ちゃん

41 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑③　かざることば（Ａ）

42 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑⑤　つなぎのことば

43 国語 偕成社 すてきな三にんぐみ

44 国語 金の星社 くまのこうちょうせんせい

45 国語 金の星社 にじいろの　しまうま

46 国語 紀伊國屋書店 どっちがへん？　スペシャル

47 国語 グランまま社 つちだよしはるの絵本　ことばえほん

48 国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集　こぐまちゃんとどうぶつえん

49 国語 こぐま社 別冊こぐまちゃんえほん　さよならさんかく

50 国語 こぐま社 １１ぴきのねことあほうどり

51 国語 こぐま社 ことばあそびえほん　ぶたたぬききつねねこ

52 国語 至光社 おうさまのたからもの

53 国語 成美堂出版 ＣＤできく　童謡つき　よみきかせ絵本

54 国語 チャイルド本社 ぬったりかいたり　らくがきＢＯＯＫ

55 国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのせんたく

56 国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのぴくにっく

57 国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごはん

58 国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのとんぼいけ

59 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編①

60 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編②

61 国語 同友館 点字どうぶつえん

62 国語 戸田デザイン研究室 漢字えほん

63 国語 戸田デザイン研究室 よみかた絵本

64 国語 のら書店 ことばあそびえほん　さかさまはやくちならべかえ

65 国語 ピエール出版 ひとつぶの　えんどうまめ

66 国語 ひかりのくに 子どもの力を引き出す認識絵本　おおきいちいさい

67 国語 ひさかたチャイルド ごろりん　ごろん　ころろろろ

68 国語 ひさかたチャイルド わらべきみかのスキンシップ絵本１　あいうえお
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69 国語 評論社 きょうはみんなでクマがりだ

70 国語 評論社 なんでもふたつ

71 国語 PHP研究社 そらとぶパン

72 国語 ビーエル出版 ぞうのエルマー①　ぞうのエルマー

73 国語 ビーエル出版 ぞうのエルマー②　エルマーエルマー

74 国語 福音館書店 幼児絵本シリーズ　おでかけのまえに

75 国語 福音館書店 こどものとも傑作集　かばくんのふね

76 国語 福音館書店 こどものとも傑作集　ぐりとぐら

77 国語 福音館書店 こどものとも傑作集　そらいろのたね

78 国語 福音館書店 世界傑作絵本シリーズ　三びきのやぎのがらがらどん

79 国語 福音館書店 そらまめくんのベッド

80 国語 福音館書店 日本傑作絵本シリーズ　ぐりとぐらのおおそうじ

81 国語 福音館書店 ペーパーバック絵本　ことばのべんきょう１　くまちゃんのいちにち

82 国語 福音館書店 幼児絵本シリーズ　きんぎょがにげた

83 国語 福音館書店 まあちゃんの　ながいかみ

84 国語 福音館書店 きょだいな　きょだいな

85 国語 文渓堂 うそつきのつき

86 国語 ほるぷ出版 手であそぼう　ゆびであいうえお

87 国語 ユニバーサルデザイン絵本センター ゾウさんのハナのおはなし

88 国語 ユニバーサルデザイン絵本センター てんてんシリーズ・２　ともだち

89 国語 ユニバーサルデザイン絵本センター へんしんまるちゃん

90 国語 リーブル あっちゃんあがつく　たべものあいうえお

91 国語 岩崎書店 はなのみち

92 国語 金の星社 へんしんトンネル

93 国語 童心社 あいうえおのほん改訂新版

94 国語 ポプラ社 とりかえっこ

95 国語 岩崎書店 ものがたり絵本２０　花さき山

96 国語 岩崎書店 創作絵本３６　半日村

97 国語 偕成社 いわさきちひろの絵本　つるのおんがえし

98 国語 偕成社 日本むかし話　おむすびころりん

99 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑①　うごきのことば

100 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑⑥　くらしのことば

101 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑⑦　たとえのことば

102 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑⑧　かくれたことば
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103 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑⑨　しっぽのことば

104 国語 偕成社 絵本・日本の童話名作選　ごんぎつね

105 国語 偕成社 かこさとし　おはなしのえほん④　どろぼうがっこう

106 国語 偕成社 かこさとし　おはなしのえほん⑦　からすのパンやさん

107 国語 偕成社 かこさとし　おはなしのえほん⑧　にんじんばたけのパピプペポ

108 国語 偕成社 絵本・日本の童話名作選　手ぶくろを買いに

109 国語 偕成社 文字を覚える絵本　しりとりあいうえお

110 国語 学研プラス ４年生までに身につけたい　言葉力１１００

111 国語 学習研究社 レインボーことば絵じてん

112 国語 金の星社 こどものくに傑作絵本　あしたもあそぼうね

113 国語 好学社 レオ・レオニの絵本　スイミー

114 国語 好学社 アレクサンダとぜんまいねずみ

115 国語 講談社 創作絵本　おじさんのかさ

116 国語 こぐま社 馬場のぼるの絵本　１１ぴきのねこ

117 国語 さ・え・ら書房 さ・え・ら図書館／国語　話してみようよ！

118 国語 小学館 いちねんせい

119 国語 小学館 アリババと40人のとうぞく

120 国語 小学館 さんまいのおふだ

121 国語 小学館 ちからたろう

122 国語 小学館 泣いた赤鬼

123 国語 西東社 絵で見てたのしくおぼえよう！　ことわざ・四字熟語じてん

124 国語 東洋館出版 くらしに役立つ　国語

125 国語 童心社 絵本・こどものひろば　わっこおばちゃんのしりとりあそび

126 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」①

127 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」②

128 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」③

129 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「国語」④

130 国語 日本教育研究出版 ひとりだちするための国語

131 国語 日本ライトハウス やさしい文字教室１　カタカナ・ひらがな編

132 国語 評論社 ベスト・ヒット絵本　ずーっとずっとだいすきだよ

133 国語 福音館書店 こどものとも傑作集　はじめてのおつかい

134 国語 福音館書店 こどものとも傑作集　ぐりとぐらのかいすいよく

135 国語 福音館書店 日本傑作絵本シリーズ　きょうはなんのひ？

136 国語 福音館書店 日本傑作絵本シリーズ　こんとあき
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137 国語 福音館書店 世界傑作絵本シリーズ　てぶくろ

138 国語 福音館書店 世界傑作絵本シリーズ　ブレーメンのおんがくたい

139 国語 福音館書店 こどものとも傑作集　めっきらもっきらどおんどん

140 国語 福音館書店 こどものとも傑作集　おじぞうさん

141 国語 福音館書店 こどものとも傑作集　そらまめくんとめだかのこ

142 国語 福音館書店 こどものとも傑作集　ぶたぶたくんのおかいもの

143 国語 福音館書店 だるまちゃんとてんぐちゃん

144 国語 福音館書店 いそがしいよる　ばばばあちゃんのおはなし

145 国語 福音館書店 しろいうさぎとくろいうさぎ

146 国語 福音館書店 スーホの白い馬

147 国語 ポプラ社 ねずみくんのきもち

148 国語 ほるぷ出版 イメージの森　ねこのジジミ

149 国語 本の泉社 小学校学習漢字１００６字がすべて読める漢字童話

150 国語 岩崎書店 としょかんライオン

151 国語 講談社 空の絵本

152 国語 子どもの未来社 注文の多い料理店

153 国語 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶ　こくごの図鑑

154 国語 草思社 子ども版　声に出して読みたい日本語４　朝焼　小焼だ　ゆあーん　ゆよーん

155 国語 草思社 子ども版　声に出して読みたい日本語１　どつどど　どどうど　雨ニモマケズ

156 国語 草思社 子ども版　声に出して読みたい日本語５　ややこしや　寿限無　寿限無

157 国語 童話館出版 気持ちの本

158 国語 ほるぷ出版 声にだすことばえほん　おくのほそ道

国語 文部科学省著作教科書　こくご

国語 検定済教科書の拡大教科書

1 書写 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお

2 書写 くもん出版 くもん式のひらがなカード

3 書写 くもん出版 書きかたカード　ひらがな

4 書写 くもん出版 カタカナカード

5 書写 くもん出版 ひらがなことばカード　１集

6 書写 くもん出版 ひらがなことばカード　２集

7 書写 くもん出版 ひらがなことばカード　３集

8 書写 こぐま社 あいうえおはよう

9 書写 太郎次郎社 子どもがしあげる手づくり絵本　あいうえおあそび（上）ひらがな５０音

10 書写 戸田デザイン研究室 あいうえおえほん
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11 書写 戸田デザイン研究室 カタカナえほん

12 書写 ひさかたチャイルド わらべきみかのスキンシップ絵本４　かたかなアイウエオ

13 書写 ＰＨＰ研究所 高嶋式　子どもの字がうまくなる練習ノート

14 書写 福音館書店 安野光雄の絵本　あいうえおの本

15 書写 ブロンズ新社 らくがき絵本　あ・い・う・え・お

16 書写 むぎ書房 にほんご　だいすき1　－テキストー

17 書写 むぎ書房 にほんご　だいすき1　－ワークブックー

18 書写 理論社 あいうえおうさま

19 書写 あかね書房 村上勉の学習えほん　かたかなえほん　アイウエオ

20 書写 あかね書房 もじのえほん　かんじ①

21 書写 あかね書房 もじのえほん　かんじ②

22 書写 あかね書房 もじのえほん　あいうえお

23 書写 あかね書房 もじのえほん　かたかなアイウエオ

24 書写 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本

25 書写 偕成社 ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろ・あいうえお

26 書写 太郎次郎社 子どもがしあげる手づくり絵本　あいうえおあそび（下）かな文字へんしん術

27 書写 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本ワーク①　基本漢字あそび

28 書写 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本ワーク②　あわせ漢字あそび

29 書写 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本ワーク③　部首あそび

30 書写 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本ワーク④　漢字の音あそび

31 書写 点字学習を支援する会 視覚障害者の漢字学習　教育用漢字　小学１年

32 書写 点字学習を支援する会 視覚障害者の漢字学習　教育用漢字　小学２年

33 書写 点字学習を支援する会 視覚障害者の漢字学習　教育用漢字　小学３年

34 書写 点字学習を支援する会 視覚障害者の漢字学習　教育用漢字　小学４年

35 書写 点字学習を支援する会 視覚障害者の漢字学習　教育用漢字　小学５年

36 書写 点字学習を支援する会 視覚障害者の漢字学習　教育用漢字　小学６年

37 書写 スリーエーネットワーク 絵でわかるかんたんかんじ８０

38 書写 スリーエーネットワーク 絵でわかるかんたんかんじ１６０

39 書写 スリーエーネットワーク 絵でわかるかんたんかんじ２００

書写 検定済教科書の拡大教科書

1 社会 あかね書房 かばくん・くらしのえほん②　かばくんのおかいもの

2 社会 アリス館 うららちゃんののりものえほん１　でんしゃにのって

3 社会 絵本館 高畠　純の絵本　おとうさんのえほん

4 社会 絵本館 五味太郎の絵本①　のりもの　
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5 社会 偕成社 あかちゃんのあそびえほん②　いないいないばああそび

6 社会 金の星社 バートンののりものえほん　でんしゃ

7 社会 くもん出版 くもんのせいかつ図鑑　生活道具カード

8 社会 くもん出版 くもんのせいかつ図鑑　のりものカード

9 社会 ひさかたチャイルド ロングセラー絵本　でんしゃでいこう　でんしゃでかえろう

10 社会 あかね書房 くまたくんのえほん１　ぼくパトカーにのったんだ

11 社会 あかね書房 くまたくんのえほん６　ぼくしんかんせんにのったんだ

12 社会 学習プラス キッズ・えほんシリーズ Kid's MAP 日本がわかる　ちずのえほん　改訂版

13 社会 学習プラス めくってはっけん！　せかいちずえほん

14 社会 学習プラス めくってはっけん！　にほんちずえほん

15 社会 くもん出版 くもんのせいかつ図鑑　お店カード　－町のお店と公共施設－

16 社会 ジュラ出版局 プータン　どこいくの？

17 社会 童心社 せとうちたいこさん　デパートいきタイ

18 社会 白泉社 １日１０分で　ちずをおぼえる絵本　改訂版

19 社会 ひさかたチャイルド せかいの　こっきえほん（スキンシップ絵本）

20 社会 福音館書店 みるずかん・かんじるずかん　世界のあいさつ

21 社会 平凡社 新版　はじめまして　せかいちず

22 社会 平凡社 新版　はじめまして　にほんちず

23 社会 くもん出版 くもんの写真図鑑カード　電車・地下鉄カード

24 社会 学研プラス 読んで見て楽しむ　日本地図帳　増補改訂版

25 社会 学研プラス 読んで見て楽しむ　世界地図帳　増補改訂版

26 社会 小峰書店 あたらしいのりものずかん④　東京パノラマたんけん

27 社会 東洋館出版 くらしに役立つ　社会

28 社会 童心社 祇園祭

29 社会 戸田デザイン研究室 にっぽん地図絵本

30 社会 戸田デザイン研究室 せかい地図絵本

31 社会 永岡書店 見て、学んで、力がつく！　こども日本地図　2019年版

32 社会 永岡書店 楽しく学んで力がつく！　こども世界地図

33 社会 農山漁村文化協会 かこさとしの自然のしくみ　地球のちからえほん⑨せかいあちこちちきゅうたんけん

34 社会 評論社 ピーター・スピアーの絵本①　せかいのひとびと

35 社会 福音館書店 絵で見る日本の歴史

36 社会 福音館書店 科学シリーズ　ぼくらの地図旅行

37 社会 福音館書店 幼児絵本シリーズ　ゆきのひのゆうびんやさん

38 社会 福音館書店 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん　はたらく人みつけた
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39 社会 フレーベル館 フレーベル館の図鑑　ＮＡＴＵＲＡ　ちきゅうかんきょう

40 社会 光村教育図書 せかいでいちばんつよい国

41 社会 ゆまに書房 はじめて手にする世界地図　イエティを探せ

42 社会 くもん出版 世界の国旗カード１集

43 社会 くもん出版 日本地図カード

44 社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習世界地図帳

45 社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習日本地図帳

46 社会 受験研究社 小学クイズと絵地図で都道府県基礎丸わかり

社会 検定済教科書の拡大教科書

1 算数・数学 絵本館 五味太郎の絵本⑨　いろ

2 算数・数学 絵本館 五味太郎の絵本⑩　かたち

3 算数・数学 絵本館 ふたりではんぶん

4 算数・数学 偕成社 エリック・カールの絵本　パパ、お月さまとって！

5 算数・数学 金の星社 つみき

6 算数・数学 くもん出版 くもん式のかずカード

7 算数・数学 講談社 ブルーナのアイディアブック　ミッフィーのいまなんじ

8 算数・数学 こぐま社 おんなじ　おんなじ

9 算数・数学 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）

10 算数・数学 福音館書店 ブルーナのたのしいべんきょう１　まる、しかく、さんかく

11 算数・数学 福音館書店 ０・１・２えほん　まるくておいしいよ　

12 算数・数学 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集　かくしたのだあれ

13 算数・数学 ポプラ社 絵本・いつでもいっしょ２　どうぶつなんびき？

14 算数・数学 幼年教育出版社 かずあそび　１

15 算数・数学 福音館書店 おおきい　ちいさい

16 算数・数学 あかね書房 村上　勉の学習えほん　おかあさんだいすき　１・２・３

17 算数・数学 あかね書房 あかねえほんシリーズ　かたちのえほん　まる・さんかく・しかくさん

18 算数・数学 偕成社 五味太郎ゲームブック№１　さがしてみよう　みつけてみよう

19 算数・数学 偕成社 文字と数の本　１，２，３どうぶつえんへ

20 算数・数学 くもん出版 くもんのとけいカード

21 算数・数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科⑥　かずあそび１・２・３

22 算数・数学 鈴木出版 かぞえておぼえる　かずのえほん

23 算数・数学 童心社 かずのほん１　どっちがたくさん

24 算数・数学 童心社 かずのほん２　 　0から10まで

25 算数・数学 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」②（１対１対応、１～５の数、５までのたし算）
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26 算数・数学 戸田デザイン研究室 １から１００までのえほん

27 算数・数学 戸田デザイン研究室 とけいのえほん

28 算数・数学 ひかりのくに 子どもの力を引き出す認識絵本　いくつかな

29 算数・数学 福音館書店 かがくのとも傑作集　かずのほん

30 算数・数学 偕成社 １００かいだてのいえ

31 算数・数学 金の星社 ３びきのくま

32 算数・数学 講談社 かぞえてみよう

33 算数・数学 福音館書店 とけいのほん①

34 算数・数学 福音館書店 とけいのほん②

35 算数・数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本

36 算数・数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　すうじの絵本

37 算数・数学 絵本館 五味太郎　かずのえほん1・2・3

38 算数・数学 学研プラス さわって学べる算数図鑑

39 算数・数学 くもん出版 １分きざみで時計がよめる　はとのクルックのとけいえほん

40 算数・数学 講談社 もしも日本人がみんな米つぶだったら

41 算数・数学 ジュラ出版局 プータンいまなんじ？

42 算数・数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科　とけいとじかん

43 算数・数学 太郎次郎社エディタス スーパータイルのさんすう１　らくらく算数ブック１

44 算数・数学 太郎次郎社エディタス スーパータイルのさんすう２　らくらく算数ブック２

45 算数・数学 太郎次郎社エディタス スーパータイルのさんすう３　らくらく算数ブック３

46 算数・数学 東洋館出版 くらしに役立つ　数学

47 算数・数学 童心社 かずのほん③　　０から１０までのたしざんひきざん

48 算数・数学 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」③（６～９までのたし算、ひき算、位取り）

49 算数・数学 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）

50 算数・数学 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）

51 算数・数学 ひさかたチャイルド わらべきみかのスキンシップ絵本５　かずのえほん

52 算数・数学 福音館書店 安野光雅の絵本　はじめてであうすうがくの絵本１

53 算数・数学 福音館書店 安野光雅の絵本　はじめてであうすうがくの絵本２

54 算数・数学 福音館書店 安野光雅の絵本　はじめてであうすうがくの絵本３

55 算数・数学 民衆社 さんすうだいすき　あそぶ・つくる・しらべる　小学校２年

56 算数・数学 民衆社 さんすうだいすき　あそぶ・つくる・しらべる　小学校３年

57 算数・数学 むぎ書房 わかるさんすう１

58 算数・数学 むぎ書房 わかるさんすう２

59 算数・数学 小学館 楽しく遊ぶ学ぶ　かず・かたちの図鑑
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60 算数・数学 日本教育研究出版 ひとりだちするための算数・数学

算数・数学 文部科学省著作教科書  さんすう

算数・数学 検定済教科書の拡大教科書

1 理科 童心社 絵本・ちいさななかまたち　はたけのともだち

2 理科 童心社 ピチクルピチクル

3 理科 福音館書店 幼児絵本シリーズ　くだもの

4 理科 福音館書店 幼児絵本シリーズ　やさいのおなか

5 理科 福音館書店 かがくのとも傑作集　みんなうんち

6 理科 ユニバーサルデザイン絵本センター チョウチョウのおやこ

7 理科 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ⑧　やさいのずかん

8 理科 岩崎書店 のはらずかん　絵本図鑑シリーズ１２　野の花と虫たち

9 理科 偕成社 エリック・カールの絵本　やどかりのおひっこし

10 理科 学研プラス はっけんずかん「どうぶつ　改訂版」

11 理科 金の星社 やさしいからだのえほん①　からだのなかはどうなっているの？

12 理科 金の星社 やさしいからだのえほん④　むしばはどうしてできるの？

13 理科 金の星社 やさしいからだのえほん⑤　ちはどうしてながれるの？

14 理科 くもん出版 くもんのせいかつ図鑑　くだものやさいカード

15 理科 くもん出版 自然図鑑カード・動物カード

16 理科 小峰書店 りかのこうさく　１ねんせい

17 理科 世界文化社 写真でわかるなぜなにシリーズ①　どうぶつ

18 理科 世界文化社 写真でわかるなぜなにシリーズ②　こんちゅう

19 理科 世界文化社 写真でわかるなぜなにシリーズ④　しょくぶつ

20 理科 ひかりのくに 改訂版　体験を広げる　こどものずかん①　どうぶつえん

21 理科 ひかりのくに こどものずかん④　はなと　やさい・くだもの

22 理科 ひかりのくに はじめてのずかん④　やさいとくだもの

23 理科 ビリケン出版 いってかえって星から星へ

24 理科 福音館書店 科学シリーズ　昆虫　－ちいさななかまたち－

25 理科 福音館書店 科学シリーズ　道ばたの四季

26 理科 福音館書店 かがくのとも傑作集　たべられるしょくぶつ

27 理科 福音館書店 かがくのとも傑作集　ぼく、だんごむし

28 理科 福音館書店 かわ

29 理科 福音館書店 校庭のざっ草

30 理科 福音館書店 こどものとも傑作集　ぽとんぽとんはなんのおと

31 理科 福音館書店 どきどきしぜん　しもばしら
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32 理科 婦人之友社 よくみるよくきくよくする絵本　たべものとからだ

33 理科 ほるぷ出版 海外秀作絵本（イエラ・マリ）　木のうた

34 理科 偕成社 かこさとし　ほしのほん２　なつのほし

35 理科 偕成社 かこさとし　ほしのほん　あきのほし

36 理科 偕成社 わたしの昆虫記④　樹液をめぐる昆虫たち

37 理科 学研プラス ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　ちきゅう

38 理科 さ・え・ら書房 牛乳パックの実験

39 理科 小学館 小学館の図鑑NEO　大むかしの生物

40 理科 小学館 小学館の図鑑NEO　飼育と観察

41 理科 小学館 小学館のこども図鑑　プレNEO　楽しく遊ぶ学ぶ　ふしぎの図鑑

42 理科 誠文堂新光社 小学理科か・ん・ぺ・き　新しい教養のための理科　基礎編

43 理科 東洋館出版社 くらしに役立つ　理科

44 理科 童話屋 葉っぱのフレディ　いのちの旅

45 理科 戸田デザイン研究室 昆虫とあそぼう

46 理科 農山漁村文化協会 つくってあそぼう１１　砂糖の絵本

47 理科 評論社 しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと

48 理科 福音館書店 かがくのとも傑作集　ざりがに

49 理科 福音館書店 かがくのとも傑作集　どんぐり

50 理科 福音館書店 科学シリーズ　じめんのうえとじめんのした

51 理科 福音館書店 科学シリーズ　どうぶつえんガイド

52 理科 福音館書店 科学シリーズ　地球

53 理科 福音館書店 科学シリーズ　野の草花

54 理科 福音館書店 科学シリーズ　木の本

55 理科 福音館書店 はじめてであうずかん①　こんちゅう

56 理科 福音館書店 みるずかん・かんじるずかん　なく虫ずかん

57 理科 福音館書店 みるずかん・かんじるずかん　たねのずかん

58 理科 福音館書店 虫たちのふしぎ

59 理科 フレーベル館 ふしぎをためすかがく図鑑　かがくあそび

60 理科 フレーベル館 ふしぎをためすかがく図鑑　しぜんあそび

61 理科 文化出版局 ひろってうれしい知ってたのしいどんぐりノート

62 理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかる　おもしろ実験！！

63 理科 農山漁村文化協会 そだてて遊ぼう９　ダイズの絵本

64 理科 フレーベル館 フレーベル館の図鑑　ナチュラＮＡＴＵＲＡ　ふしぎをためす図鑑　かがくあそび

65 理科 小学館 小学館の図鑑　ＮＥＯ＋ぷらす　くらべる図鑑　新版
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66 理科 小学館 小学館の図鑑　ＮＥＯ＋ぷらす　もっとくらべる図鑑

理科 検定済教科書の拡大教科書

1 音楽 偕成社 エリック・カールの絵本　月ようびはなにたべる？

2 音楽 偕成社 エリック・カールの絵本　うたがみえるきこえるよ

3 音楽 偕成社 五味太郎　音と文字の本　どどどどど

4 音楽 ドレミ楽譜出版社 やさしいこどものうたとあそび

5 音楽 ひかりのくに 改訂　みんなでうたおう　どうようえほん①

6 音楽 福音館書店 日本傑作絵本シリーズ　みんなであそぶわらべうた

7 音楽 ぶどう社 幼児と障害のある子のリズムうたあそび

8 音楽 こぐま社 あんたがた　どこさ　　－おかあさんと子どものあそびうた－

9 音楽 こぐま社 あがりめ　さがりめ　　－おかあさんと子どものあそびうた－

10 音楽 あかね書房 あかねえほんシリーズ　えほんえかきうた

11 音楽 あかね書房 うたってあそぼう①　えかきうた（どうぶつ）

12 音楽 グランまま社 うたえほん

13 音楽 グランまま社 うたえほんⅡ

14 音楽 グランまま社 うたえほんⅢ

15 音楽 くもん出版 くもんの写真図鑑カード　楽器カード

16 音楽 講談社 歌の絵本　　日本の唱歌より

17 音楽 講談社 歌の絵本Ⅱ　　世界の唱歌より

18 音楽 こぐま社 いっぱいうたって！　たのしいうたの絵本

19 音楽 徳間書店 きみどこへゆくの？　スウェーデンの子どものうた

20 音楽 ひかりのくに たのしいてあそび　うたえほん

21 音楽 ひかりのくに どうようでおえかきできる！　どうよう　ＮＥＷ　絵かきうたブック

22 音楽 ひかりのくに 手あそび指あそび歌あそびブック１

23 音楽 こぐま社 いっしょに　うたって！　　－たのしい　うたの絵本－

24 音楽 あかね書房 うたいましょう　おどりましょう

25 音楽 偕成社 うたのパレット

26 音楽 汐文社 和楽器にチャレンジ１　和太鼓を打ってみよう

27 音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！　はじめてのピアノえほん①　たのしいピアノのおけいこ

28 音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！　はじめてのピアノえほん②　たのしいピアノのうた

29 音楽 ドレミ楽譜出版社 保育名歌　こどものうた100選

30 音楽 福音館書店 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！

31 音楽 教育芸術社 ５訂版　歌はともだち

32 音楽 教育芸術社 MY　SONG　６訂版
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33 音楽 教育芸術社 混成合唱曲集●クラス用　New　Chorus　Friends　６訂版

34 音楽 アリス館 シリーズ音楽はともだち２　日本の音　日本の音楽

音楽 文部科学省著作教科書　おんがく

音楽 検定済教科書の拡大教科書

1 図画工作・美術 岩崎書店 あそびの絵本⑦　クレヨンあそび

2 図画工作・美術 えほんの杜 いろいろ　ばあ

3 図画工作・美術 偕成社 あかちゃんのあそびえほん⑤　うごくにんぎょうあそび

4 図画工作・美術 偕成社 エンバリーおじさんの絵かきえほん　しもんスタンプでかいてみよう

5 図画工作・美術 学研プラス あそびのおうさま　はじめてぬるほん

6 図画工作・美術 学研プラス あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって

7 図画工作・美術 金の星社 あかちゃんとおかあさんの絵本　このいろなあに

8 図画工作・美術 くもん出版 くれよん　ぐるぐる

9 図画工作・美術 講談社 創作絵本　ぼくのクレヨン

10 図画工作・美術 講談社 にじいろカメレオン

11 図画工作・美術 国土社 たのしい図画工作１６　　ちぎり絵・きり絵・はり絵

12 図画工作・美術 戸田デザイン研究室 ６つの色

13 図画工作・美術 福音館書店 かがくのとも傑作集　かみであそぼう　きる・おる　

14 図画工作・美術 福音館書店 ブルーナのたのしいべんきょう２　しろ、あか、きいろ

15 図画工作・美術 ポプラ社 あそびのひろば④　はりえあそび

16 図画工作・美術 ポプラ社 クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに

17 図画工作・美術 ユニバーサルデザイン絵本センター みんなでさわってレッツおえかき　　でこぼこえかきうた

18 図画工作・美術 ポプラ社 いろいろいろのほん

19 図画工作・美術 岩崎書店 あそびの絵本６　ねんどあそび

20 図画工作・美術 岩崎書店 あそびの絵本１７　えのぐあそび

21 図画工作・美術 岩崎書店 あそびの絵本２３　えかきあそび

22 図画工作・美術 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸ　１２　しぜんで工作しよう

23 図画工作・美術 偕成社 わたしだけのはらぺこあおむし

24 図画工作・美術 偕成社 ぬりえ絵本　ごちゃまぜカメレオン

25 図画工作・美術 学研プラス あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどん　ぬるほん

26 図画工作・美術 さ・え・ら書房 たのしいこうさくきょうしつ１

27 図画工作・美術 視覚デザイン研究所 色のえほん

28 図画工作・美術 ジュラ出版社 ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん　あそぼ！

29 図画工作・美術 小学館 小学館あーとぶっく１　ゴッホの絵本　うずまきぐるぐる

30 図画工作・美術 小学館 小学館あーとぶっく２　モネの絵本　太陽とおいかけっこ
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31 図画工作・美術 のら書店 はじめてのこうさくあそび

32 図画工作・美術 福音館書店 かがくのとも傑作集　しんぶんしでつくろう　

33 図画工作・美術 ポプラ社 あそびのひろば②　やさしいてづくりのプレゼント

34 図画工作・美術 ポプラ社 ペーパーランド③　とびだすカード  

35 図画工作・美術 ポプラ社 ペーパーランド⑨　はこをつくろう

36 図画工作・美術 ほるぷ出版 手であそぼう　まねっこあかあおきいろ

37 図画工作・美術 ユニバーサルデザイン絵本センター なないろのクラ

38 図画工作・美術 ユニバーサルデザイン絵本センター みんなでさわってレッツおえかき　　でこぼこえかきうた２

39 図画工作・美術 アリス館 わくせいキャベジ動物図鑑

40 図画工作・美術 理論社 tupera  tuperaの工作BOOK　つくってみよう！　へんてこピープル

41 図画工作・美術 岩崎書店 あそびの絵本⑧　紙ねんどあそび

42 図画工作・美術 偕成社 うつくしい絵

43 図画工作・美術 国土社 たのしい図画工作⑨　うごくおもちゃ

44 図画工作・美術 国土社 たのしい図画工作⑭　こすりだし・すりだし

45 図画工作・美術 さ・え・ら書房 たのしい工作教室　木のぞうけい教室

46 図画工作・美術 さ・え・ら書房 母と子の手づくり教室　母と子のたのしい草木ぞめ①

47 図画工作・美術 高橋書店 親子でいっしょに　あそぼう！　おりがみ

48 図画工作・美術 チャイルド本社 子どもの個性を引き出す　きむら式おもしろ造形タイム

49 図画工作・美術 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ

50 図画工作・美術 日本文芸社 かんたん、ふしぎ。切り紙ブック

51 図画工作・美術 ＰＨＰ研究所 すぐに作れて大満足　かんたん！遊べる！ビックリ工作

52 図画工作・美術 ひかりのくに 改訂新版　体験を広げるこどものずかん⑧　あそびのずかん

53 図画工作・美術 福音館書店 科学シリーズ　いっしょにつくろう　絵本の世界をひろげる　手作りおもちゃ

54 図画工作・美術 福音館書店 DO！図鑑シリーズ　　工作図鑑

55 図画工作・美術 視覚デザイン研究所 大切なものの残しかた　色えんぴつな気分

56 図画工作・美術 メイツ出版 楽しみながら才能を伸ばす！　小学生の絵画とっておきレッスン　改訂版

図画工作・美術 検定済教科書の拡大教科書

1 保健・体育 絵本館 おどります

2 保健・体育 金の星社 こねこちゃんえほん⑥　かぜひいちゃった

3 保健・体育 童心社 ピーマン村の絵本たち　よーいどん！

4 保健・体育 佼成出版社 なにをたべてきたの？

5 保健・体育 福音館書店 ようい　どん

6 保健・体育 福音館書店 ぺんぎんたいそう

7 保健・体育 あかね書房 からだのえほん④　からだにもしもし
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8 保健・体育 金の星社 げんきをつくる食育えほん１　たべるのだいすき　　－みんなげんきー

9 保健・体育 金の星社 やさいのおしゃべり

10 保健・体育 童心社 かこさとし　からだの本２　たべもののたび

11 保健・体育 ひかりのくに こどものずかんＭｉｏ（みお）⑨　ひとのからだ

12 保健・体育 ひさかたチャイルド どうなってるの？　からだのなか

13 保健・体育 福音館書店 およぐ

14 保健・体育 福音館書店 かがくのともの　きゅうきゅうばこ　新版

15 保健・体育 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　　－あかのえいようのなかまたちー

16 保健・体育 金の星社 げんきをつくる食育えほん３　びょうきからまもってくれるたべもの　　－みどりのえいようのなかまたちー

17 保健・体育 金の星社 げんきをつくる食育えほん４　つよいちからがでるたべもの　　－きいろのえいようのなかまたちー

18 保健・体育 あかね書房 からだのえほん⑦　なみだくん　ありがとう

19 保健・体育 岩崎書店 知識の絵本３　ひとのからだ

20 保健・体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本④からだがすきなたべものなあに？

21 保健・体育 偕成社 子供の生活⑥　じょうぶなからだになれるよ！

22 保健・体育 小学館 ２１世紀幼稚園百科⑪　からだのふしぎ

23 保健・体育 大日本図書 子どもたのしいかがく　よい歯　つよい歯　かわいい歯

24 保健・体育 合同出版 ［改訂新版］イラスト版　からだのつかい方・ととのえ方　子どもとマスターする４５の操体法

25 保健・体育 合同出版 イラスト版からだのしくみとケア　子どもとマスターする５８のからだの知識

26 保健・体育 国土社 保健室で見る本①　からだをまもろう、動かそう

27 保健・体育 三省堂 こども　からだのしくみ絵じてん　　小型版

保健・体育 検定済教科書の拡大教科書

1 家庭 偕成社 あかちゃんのあそびえほん③　いただきますあそび

2 家庭 くもん出版 いろいろサンドイッチ

3 家庭 くもん出版 くもんのせいかつ図鑑カード　たべものカード

4 家庭 こぐま社 しろくまちゃんのほっとけーき

5 家庭 全国手をつなぐ育成会連合会 自立生活ハンドブック　８　しょく（食）

6 家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング③　ばんごはんをつくろう！（和食編）　

7 家庭 学研プラス キッチンでおやつマジック大百科

8 家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１　たのしいたまご料理

9 家庭 全国手をつなぐ育成会連合会 自立生活ハンドブック⑤　ぼなぺてぃ　どうぞめしあがれ

10 家庭 福音館書店 かがくのとも傑作集　平野レミのおりょうりブック　　－ひも　ほうちょうもつかわない　

11 家庭 福音館書店 ばばばあちゃんのおもちつき

12 家庭 ジアース教育新社 ひとりでできちゃった！クッキング

13 家庭 草思社 みんなのためのルールブック
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〔2022年度　中学校特別支援学級使用図書一覧〕

14 家庭 あすなろ書房 テーブルマナーの絵本

15 家庭 大月書店 シリーズ　子どもとつくる４３　針と糸でつくる

16 家庭 大月書店 たべもの教室②　小麦粉でつくる

17 家庭 大月書店 たべもの教室⑤　たまごでつくる

18 家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング①　朝ごはんつくろう！

19 家庭 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！

20 家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング⑦　おべんとうつくろう！

21 家庭 偕成社 子どものマナー図鑑　１　ふだんの生活のマナー

22 家庭 偕成社 子どものマナー図鑑　３　でかけるときのマナー

23 家庭 偕成社 子どものマナー図鑑　２　食事のマナー

24 家庭 偕成社 ５つの栄養素調べて学んでバランスよく食べる①　たんぱく質　血や筋肉をつくる　

25 家庭 偕成社 ５つの栄養素調べて学んでバランスよく食べる②　炭水化物

26 家庭 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

27 家庭 金の星社 ひとりでできるもん！５　すてきなおかし作り

28 家庭 金の星社 ひとりでできるもん！６　だいすきおやつ作り

29 家庭 金の星社 ひとりでできるもん⑩　おしゃれなおかし作り

30 家庭 合同出版 イラスト版　台所のしごと　子どもとマスターする　３７の調理の知識

31 家庭 合同出版 イラスト版　修理のこつ　子どもとマスターする　５４の生活技術

32 家庭 さ・え・ら書房 毛糸と布のたのしい手づくり教室

33 家庭 小学館 小学館の子ども図鑑　プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶ　せいかつの図鑑

34 家庭 女子栄養大学出版部 新・こどもクッキング

35 家庭 東洋館出版社 くらしに役立つ　家庭

36 家庭 ナツメ社 子どもの生きる力を育てる　せいかつの絵じてん

37 家庭 福音館書店 料理図鑑　『生きる底力』をつけよう

38 家庭 婦人之友社 こどもがつくる　たのしいお料理

39 家庭 文化出版局 はじめてのキッチン　小学生からおとなまで。

40 家庭 山と渓谷社 家庭科の教科書　小学校低学年～高学年用

41 家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング④　ばんごはんをつくろう！　〈洋食・中華編〉

42 家庭 河出書房新社 はじめて絵本　たのしいおりょうり

43 家庭 講談社 小林カツ代のおべんとう決まった！

44 家庭 福音館書店 生活図鑑　『生きる力』を楽しくみがく

45 家庭 開隆堂出版 職業・家庭　たのしい家庭科　わたしたちのくらしに生かす

46 家庭 開隆堂出版 共に生きる家庭科　自立を目指して

家庭 検定済教科書の拡大教科書
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種目 発行者 文部科学省著作教科書及び一般図書名

〔2022年度　中学校特別支援学級使用図書一覧〕

1技術・職業 くもん出版 くもんの写真図鑑カード　はたらく自動車カード

2技術・職業 福音館書店 かがくのとも傑作集　やさいでぺったん

3技術・職業 岩崎書店 あそびの絵本21　きりがみあそび

4技術・職業 さ・え・ら書房 ダンボールのたのしい工作教室

5技術・職業 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作68

6技術・職業 富山房 やさいをそだてよう

7技術・職業 ブロンズ新社 しごとばシリーズ①　しごとば

8技術・職業 偕成社 みんなで！　いえをたてる

9技術・職業 開隆堂出版 職業・家庭　たのしい職業科　わたしの夢につながる

10技術・職業 ＦＯＭ出版 よくわかる　はじめてのらくらくキーボード　－ローマ字入力対応ー

11技術・職業 合同出版 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　

12技術・職業 さ・え・ら書房 母と子の園芸教室　野菜をつくろう

13技術・職業 さ・え・ら書房 母と子の手づくり教室　母と子の園芸教室　花をつくろう

14技術・職業 視覚デザイン研究所 みみずくくらふとシリーズ　陶芸初級レッスン

15技術・職業 総合科学出版 わくわく木考作　“楽しんで作れる木工作品集”

16技術・職業日本教育研究出版 私たちの進路　＜あしたへのステップ＞

17技術・職業日本教育研究出版 ひとりだちするための進路学習　－あしたへのステップ－

18技術・職業農山漁村文化協会 そだててあそぼう35　しいたけの絵本

19技術・職業農山漁村文化協会 そだててあそぼう36　土の絵本①　土とあそぼう

20技術・職業農山漁村文化協会 そだててあそぼう38　土の絵本③　作物をそだてる土

21技術・職業農山漁村文化協会 写真でわかるぼくらのイネつくり２　田植えと育ち

22技術・職業 ひかりのくに 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

23技術・職業 フレーベル館 ふしぎをためすかがく図鑑　しょくぶつのさいばい

24技術・職業 技術評論社 大きな字でわかりやすい　パソコン入門　[ウィンドウズ10対応版]

25技術・職業 アスキー・メディアワークス 大きな字ですぐわかる　はじめてのパソコン　ウィンドウズ８対応

26技術・職業 いかだ社 素材別　キッズハンドクラフト　楽しいダンボール工作

27技術・職業 福音館書店 ただいまお仕事中

28技術・職業 開隆堂出版 夢を育む技術、職業　未来に向かって

29技術・職業 中央法規出版 「働く」の教科書　15人の先輩とやりたい仕事を見つけよう！

技術・職業 検定済教科書の拡大教科書

1 英語 くもん出版 英語カード　　たべもの編

2 英語 福音館書店 安野光雅の絵本　ＡＢＣの本　へそまがりのアルファベット

3 英語 あかね書房 ことばのえほんＡＢＣ

4 英語 あかね書房 村上勉の学習えほん　えいごえほん　ぞうさんのピクニック
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5 英語 あかね書房 村上勉の学習えほん　えいごえほん　ぞうさんがっこうにいく

6 英語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　絵本ＡＢＣ

7 英語 学研プラス ０さい～４さい　こどもずかん　英語つき

8 英語 学研プラス ０さい～４さい　こどもずかん　もっと　英語つき

9 英語 金の星社 ＡＢＣの　えほん

10 英語 くもん出版 英語のうたカード

11 英語 くもん出版 英語カード　　家の中のもの編

12 英語 くもん出版 英語カード　　どうぶつ編

13 英語 戸田デザイン研究室 和英えほん

14 英語 戸田デザイン研究室 ＡＢＣえほん

15 英語 戸田デザイン研究室 英和じてん絵本

16 英語 徳間書店 たのしいＡＢＣ

17 英語 永岡書店 こども　ものしりずかん

18 英語 アプリコット出版 Learning World ①

19 英語 大阪教育図書 からだで学ぶ英語教室

20 英語 くもん出版 英語カード　　あいさつと話しことば編

21 英語 くもん出版 英語カード　　町の中のもの編

22 英語 くもん出版 英語カード　　たのしい会話編

23 英語 くもん出版 英語カード　　おでかけの会話編

24 英語 三省堂 英語のゲーム　音で遊ぼう

25 英語 成美堂出版 ＣＤつき　楽しく歌える英語のうた

26 英語 創英社 Ｎｅｗ　ＡＢＣ　ｏｆ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　基本編

27 英語 創英社 Ｎｅｗ　ＡＢＣ　ｏｆ　ＥＮＧＬＩＳＨ　単語編　（新装改訂新版）

28 英語 創英社 Ｎｅｗ　ＡＢＣ　ｏｆ　ＥＮＧＬＩＳＨ　会話編　（新装改訂新版）

29 英語 オックスフォード大学出版局 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｔｉｍｅ　４　Ｓｔｕｄｅｎｔ　Ｂｏｏｋ

30 英語 日本トータルアカデミー Ｅｎｊｏｙ　Ｅｎｇｌｉｓｈ①

31 英語 日本トータルアカデミー Ｅｎｊｏｙ　Ｅｎｇｌｉｓｈ②

英語 検定済教科書の拡大教科書

1 道徳 偕成社 まついのりこあかちゃんえほん　ばいばい

2 道徳 偕成社 ぼくだけのこと

3 道徳 教育画劇 ふわふわちゃん　おでかけこんにちは

4 道徳 福音館書店 じのない　えほん

5 道徳 学研プラス ぴよちゃんとひまわり

6 道徳 冨山房 もりのともだち
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7 道徳 偕成社 ほげちゃん

8 道徳 偕成社 ともだちや

9 道徳 フレーベル館 たいせつなこと

10 道徳 ビーエル出版 手と手をつないで

11 道徳 小学館 おひさまセレクション　勇気をくれるおはなし１６話

12 道徳 小学館 おこだでませんように

13 道徳 講談社 4・5・6さいのきもちをつたえる　ことばのえほん

14 道徳 福音館書店 いきてるって　どんなこと？

15 道徳 あすなろ書房 おおきな木

16 道徳 旺文社 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～

17 道徳 旺文社 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～

18 道徳 日本図書センター 逆境に負けない力をつける！　こども菜根譚

道徳 検定済教科書の拡大教科書
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