
第２７号議案  

 

 

平成３１年度使用教科用図書の採択について  

 

 

 

上記の議案を提出します。  

 

 

 

平成３０年（２０１８年）８月３日  

 

 

 

提出者  中野区教育委員会教育長職務代理  伊藤  亜矢子  

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

平成３１年度に中野区立小学校及び中学校で使用する教科用図書

を採択する必要がある。  

 

 



平成３１年度使用教科用図書の採択について  

 

 平成３１年度に中野区立小学校及び中学校で使用する教科用図書

について、別紙平成３１年度使用教科用図書採択一覧表のとおり採

択する。  

 

 平成３０年（２０１８年）８月３日  

 

中野区教育委員会  
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平成３１年度使用　区立小学校用（検定教科書）一覧表

1

種目 発行者名 教科書名（略称）

国 語 光村図書出版株式会社 国語

書 写 日本文教出版株式会社 小学書写

社 会 東京書籍株式会社 新編　新しい社会

地 図 株式会社帝国書院 楽しく学ぶ　小学生の地図帳

算 数 東京書籍株式会社 新編　新しい算数

理 科 教育出版株式会社 未来をひらく　小学理科

生 活 教育出版株式会社 せいかつ

音 楽 教育出版株式会社 小学音楽　音楽のおくりもの

図 画 工 作 開隆堂出版株式会社 図画工作

家 庭 開隆堂出版株式会社 小学校　わたしたちの家庭科

保 健 東京書籍株式会社 新編　新しい保健

道 徳 東京書籍株式会社 新しい道徳



平成３１年度使用　区立小学校特別支援学級用（文部科学省著作教科書）一覧表

2

種　　目 発行者名 教科書名（略称）

こくご　☆

こくご　☆☆

こくご　☆☆☆

さんすう　☆

さんすう　☆☆（１）

さんすう　☆☆（２）

さんすう　☆☆☆

国 語

算 数

東京書籍株式会社

教育出版株式会社



平成３１年度使用　区立小学校特別支援学級用（一般図書）一覧表

 3

＜小学校用＞

種目 発行者名 図書名

岩崎書店 えほん・ハートランド⑪　りんごがひとつ

偕成社 五味太郎・言葉図鑑(１)　うごきのことば

偕成社 五味太郎・言葉図鑑(３)　かざることば（Ａ）

偕成社 五味太郎・言葉図鑑(６)　くらしのことば

学研プラス レインボーことば絵じてん

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

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３

同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４

日本教育研 ひとりだちするための国語

福音館 こどものとも絵本　そらいろのたね

福音館 そらまめくんのベッド

講談社 世界の絵本（新）　にじいろのさかな

ポプラ社 ねずみくんの絵本①　ねずみくんのチョッキ

リーブル あっちゃんあがつく　たべものあいうえお

リーブル しりとりしましょ！　たべものあいうえお

あかね書房 もじのえほん　あいうえお

あかね書房 もじのえほん　かたかなアイウエオ

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）

岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本

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

偕成社 ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろ　あいうえお

スリーエーネットワーク 絵でわかるかんたんかんじ８０

スリーエーネットワーク 絵でわかるかんたんかんじ１６０

太郎次郎社 漢字がたのしくなるシリーズ　漢字がたのしくなる本ワーク①　基本漢字あそび

太郎次郎社 漢字がたのしくなるシリーズ　漢字がたのしくなる本ワーク②　あわせ漢字あそび

太郎次郎社 漢字がたのしくなる本シリーズ　漢字がたのしくなる本ワーク③　部首あそび

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

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

戸田デザイン あいうえおえほん

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

国語

書写



平成３１年度使用　区立小学校特別支援学級用（一般図書）一覧表

 4

種目 発行者名 図書名

学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑８　きせつ

学研 キッズ・えほんシリーズ　日本がわかるちずの絵本　改訂版

くもん出版 生活図鑑カード　お店カード

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

小学館 ドラえもんちずかん１　にっぽんちず

小学館 ドラえもんちずかん２　せかいちず

戸田デザイン せかい地図絵本

ひさかたチャイルド スキンシップ絵本　せかいのこっきえほん

福音館 みぢかなかがくシリーズ　町たんけんーはたらく人みつけたー

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

平凡社 はじめましてせかいちず

平凡社 はじめましてにほんちず

岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　すうじの絵本

くもん出版 はとのクルックのとけいえほん

小学館 楽しく遊ぶ学ぶ　かず・かたちの図鑑

鈴木出版 かぞえておぼえる　かずのえほん

童心社 かずのほん３　０から１０までのたしざんひきざん

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）

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）

同成社 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）

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）

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）

戸田デザイン とけいのえほん

日本教育研 ひとりだちするための算数・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

福音館 安野光雅の絵本　はじめてであうすうがくの絵本１

福音館 安野光雅の絵本　はじめてであうすうがくの絵本２

福音館 安野光雅の絵本　はじめてであうすうがくの絵本3

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

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

社会

算数



平成３１年度使用　区立小学校特別支援学級用（一般図書）一覧表

 5

種目 発行者名 図書名

岩崎書店 絵本図鑑シリーズ８　やさいのずかん

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？

世界文化社 写真でわかるなぜなに１　どうぶつ

童心社 かこさとしかがくの本３　たねからめがでて

ひかりのくに 改訂新版　体験を広げるこどものずかん１　どうぶつえん

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

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

ひかりのくに はじめてのずかん④　やさいとくだもの

評論社 しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと

福音館 福音館の科学シリーズ　昆虫

福音館 福音館の科学シリーズ　地球

福音館 福音館の科学シリーズ　道ばたの四季

福音館 虫たちのふしぎ

フレーベル館 ふしぎをためすかがく図鑑　しぜんあそび

フレーベル館 ふしぎをためすかがく図鑑　かがくあそび

あかね書房 かばくん・くらしの絵本①　かばくんのいちにち

学研 ほんとのおおきさ動物園

鈴木出版 マークのずかん

ひかりのくに ２０２シリーズ　たべもの２０２

ひかりのくに 子どものずかんMio10　たべもの

福音館 幼児絵本シリーズ　やさいのおなか

あかね書房 あかねえほんシリーズ　えほんえかきうた

あかね書房 うたってあそぼう①　えかきうた（どうぶつ）

偕成社 エリックカールの絵本　月よう日はなにたべる？ーアメリカのわらべうた

偕成社 うたのパレット

くもん出版 くもんの童謡集　うたの絵本①

ドレミ楽譜出版 やさしいこどものうたとあそび

ドレミ楽譜出版 保育名歌　こどものうた１００選

ひかりのくに たのしいてあそびうたえほん

理科

生活

音楽



平成３１年度使用　区立小学校特別支援学級用（一般図書）一覧表

 6

種目 発行者名 図書名

岩崎書店 あそびの絵本8　紙ねんどあそび

岩崎書店 あそびの絵本17　えのぐあそび

岩崎書店 あそびの絵本23　えかきあそび

学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん

さえら たのしいこうさくきょうしつ1

福音館 ブルーナのたのしいべんきょう２　しろ、あか、きいろ

福音館 かがくのとも絵本　しんぶんしでつくろう

福音館 Do!図鑑シリーズ　工作図鑑

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

偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー

金の星社 ひとりでできるもん！2　おいしい肉・豆・魚料理

金の星社 ひとりでできるもん！6　だいすきおやつ作り

金の星社 ひとりでできるもん！10　おしゃれなおかし作り

女子栄養大 新・こどもクッキング

全日本手をつなぐ育
成会

自立生活ハンドブック⑤　ぼなぺてぃ　どうぞめしあがれ

全日本手をつなぐ育
成会

自立生活ハンドブック⑧　食（しょく）

あかね書房 からだのえほん④　からだにもしもし

岩崎書店 知識の絵本　ひとのからだ

偕成社 子どもの健康を考える絵本④　からだのすきなたべものなあに？

偕成社 子どもの生活（６）　じょうぶなからだになれるよ！

学研プラス どんどんめくってはっけん！からだのふしぎ

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！

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

福音館 かがくのとも絵本　きゅうきゅうばこ

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

学研プラス ぴよちゃんとひまわり

教育画劇 ふわふわちゃん　おでかけこんにちは

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

冨山房 もりのともだち

BL出版 手と手をつないで

福音館書店 いきてるって どんなこと？

保健

家庭

図画工作

道徳



平成３１年度使用　区立中学校用（検定教科書）一覧表

7

種　目 発行者名 教科書名（略称）

国 語 光村図書出版株式会社 国語

書 写 教育出版株式会社 中学書写

社 会
(地 理 的分 野 )

教育出版株式会社 中学社会  地理  地域にまなぶ

社 会
(歴 史 的分 野 )

教育出版株式会社 中学社会　歴史　未来をひらく

社 会
(公 民 的分 野 )

教育出版株式会社 中学社会　公民　ともに生きる

地 図 東京書籍株式会社 新編　新しい社会　地図

数 学 東京書籍株式会社 新編　新しい数学

理 科 大日本図書株式会社 新版　理科の世界

音 楽 ( 一 般 ) 教育出版株式会社 中学音楽　音楽のおくりもの

音 楽 ( 器 楽 ) 教育出版株式会社 中学器楽　音楽のおくりもの

美 術 日本文教出版株式会社 美術

保 健 体 育 東京書籍株式会社 新編　新しい保健体育

技 術 ・ 家 庭
( 技 術 分 野 )

開隆堂出版株式会社 技術・家庭（技術分野）

技 術 ・ 家 庭
( 家 庭 分 野 )

開隆堂出版株式会社 技術・家庭（家庭分野）

英 語 開隆堂出版株式会社
ＳＵＮＳＨＩＮＥ
ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ

道 徳 東京書籍株式会社 新しい道徳



平成３１年度使用　区立中学校特別支援学級用（文部科学省著作教科書）一覧表

8

種　　目 発行者名 教科書名（略称）

国 語 東京書籍株式会社 国語　☆☆☆☆

数 学 教育出版株式会社 数学　☆☆☆☆

音 楽 東京書籍株式会社 音楽　☆☆☆☆



平成３１年度使用　区立中学校特別支援学級用（一般図書）一覧表

9

＜中学校＞

種目 発行者名 図書名

同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４

東洋館 くらしに役立つ国語

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

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

太郎次郎社 漢字がたのしくなる本ワーク③　部首あそび

東洋館 くらしに役立つ社会

福音館 絵で見る日本の歴史

福音館 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-

東洋館 くらしに役立つ数学

日本教育研 ひとりだちするための算数・数学

民衆社 さんすうだいすき　あそぶ・つくる・しらべる2年

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

学研 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂　人のからだ

小学館 小学館の図鑑NEO　飼育と観察

小学館 小学館の図鑑NEO＋ぷらす　もっとくらべる図鑑

フレーベル館 ふしぎをためすかがく図鑑　かがくあそび

偕成社 かこさとし　うつくしい絵

東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ

福音館 Ｄｏ！図鑑シリーズ　工作図鑑

岩崎書店 知識の絵本３　ひとのからだ

合同出版
子どもとマスターする45の操体法　改定新版　イラスト版　からだの
つかい方ととのえ方

東洋館 くらしに役立つ保健体育

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

全日本手をつなぐ育成会 自立生活ハンドブック５　ぼなぺてぃ　どうぞめしあがれ

女子栄養大 新・こどもクッキング

文化出版局 はじめてのキッチン　小学生から大人まで

大阪教育図書 からだで学ぶ英語教室

成美堂出版 ＣＤつき小学校の英語レッスン　絵でみて学ぼう英会話

成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた

創英社 New ABC of English 基本編

戸田デザイン 和英えほん

技術・
家庭

英語

美術

保健体育

国語

書写

社会

数学

理科
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