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令和 3 年（２０２1 年）７月 27 日
教 育 委 員 会 資 料
教 育 委 員 会 事 務 局指導室

令和4年度使用教科用図書の採択について

１ 採択の方法及び時期

⑴ 採択の方法

ア 一般図書を除き、原則４年間は毎年度、種目毎に同一の教科書を採択する。

イ 教育委員会の協議については、中野区立学校教科用図書の採択に関する規則

第１０条の規定に基づき非公開とする。

⑵ 採択の時期

令和３年８月３１日までに採択を行う。

〈義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令〉

第十四条 義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、当該教科用図書を使用する

年度の前年度の八月三十一日までに行わなければならない。

第十五条 法第十四条の規定により種目ごとに同一の教科用図書を採択する期間は、学校教育法

(昭和二十二年法律第二十六号)附則第九条第一項に規定する教科用図書を採択す

る場合を除き、四年とする。

〈中野区立学校教科用図書の採択に関する規則〉

第 １ ０ 条 教科書採択の過程にあっては教科書採択が行われる日の前日まで、選定調査委員会

及び調査研究会の委員を特定できる事項にあっては教科書採択が行われる日まで、

それぞれ非公開とする。

２ 社会（歴史的分野）について

自由社『新しい歴史教科書』が文部科学大臣の検定を経て新たに発行されるこ

とになったため、社会（歴史的分野）においては無償措置法施行規則第６条第３号

により、採択替えを行うことも可能である。

また、採択替えを行うか否かは、採択権者の判断によるべきものであり、その際

は東京都教育委員会の調査研究結果のほか、昨年度における採択理由や検討経

緯及び内容等を踏まえて判断することも考えられる。

（令和３年３月３０日付２初教科第６７号｢令和４年度使用教科書の採択事務処理について｣より）
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３ 採択の内容

ア 小学校

一般図書を除き、４年間は令和元年度に採択したものと同一のものを採択しな

ければならない（令和２年度～令和５年度使用）。

イ 中学校

一般図書を除き、４年間は令和２年度に採択したものと同一のものを採択しなけ

ればならない（令和３年度～令和６年度使用）。ただし、「社会（歴史的分野）」の

教科書については採択替えを行うことも可能である。

ウ 特別支援学級

検定教科書又は文部科学省著作教科書を使用することが適当でない場合には、

一般図書を使用することができる。また、検定教科書の採択替えは通常学級と

同様、４年に一度行われるが、一般図書の採択替えは毎年行うことができる。

4 今後の教科書採択のスケジュール

○ ８月６日(金) 教育委員会定例会（採択議決）

〇 第三回定例会にて報告



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名　：　　江原小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

１年 リーブル あっちゃんあがつく　たべものあいうえお
平仮名の五十音を１音ずつ示し、身近な食べ物と関連付けながら、平仮名を学習できるように工
夫されている。歌を口ずさむなど、楽しみながら五十音を学ぶことができる。

２年 リーブル しりとりしましょ！　たべものあいうえお
様々な食べ物の名称で、しりとりを展開していく内容の絵本である。食べ物の名称を学習したり、
平仮名を学習したりするなど、児童の発達段階に応じた使い方ができる。

3年 偕成社 五味太郎・言葉図鑑③　かざることば（Ａ）
「かざることば」（形容詞）２５６語が、表情や動作表現を表した絵で描かれ、形容詞の意味をイ
メージすることができ、絵を楽しみながら、言葉のもつおもしろさを味わうことができる。

4年 偕成社 五味太郎・言葉図鑑①　うごきのことば
日常生活を１１の場面に分けて、生活の中の動作や状況を表す言葉を絵とともに示している。語
彙を増やしていく段階の児童が楽しく学習を進めていくことができる教材である。

5年 偕成社 五味太郎・言葉図鑑⑤　つなぎのことば
大きな文字で書かれた例文、ページの大半の占める挿絵、挿絵についての補足説明文から構成
されている。「かぜ」につながる「つなぎことば」の使い分けが、例文として示されている。

6年 偕成社 五味太郎・言葉図鑑⑥　くらしのことば
日常会話でよく聞く暮らしの言葉３３６例を、「あいさつことば」など２６の状況に応じて絵とともに
取り上げており、楽しみながら言葉を豊かにすることができる。

１年 あかね書房 もじのえほん　あいうえお
平仮名の五十音が１文字ずつ紹介されている。文字の理解を促すためのリズミカルな文章があ
る。文字への興味・関心を高めることができ、暗唱活動にも活用できる。

２年 あかね書房 もじのえほん　かたかなアイウエオ
片仮名の五十音が１文字ずつ紹介されている。１文字ごとに、中心となる文字を多用した短い文
章と、親しみやすい挿絵が描かれており、楽しく学習することができる。

3年 あかね書房 もじのえほん　かんじ②
猫を主人公にして、６０字の漢字の音読み、訓読みを物語を読み進めながら学習できる。漢字に
はいろいろな読み方があることを、一つの話の中で覚えることができる。

4年 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
１０１の基本的な漢字についての成立が図解されている。書き込む作業がいくつも用意されてお
り、基本の漢字を習得することに効果的である。

5年 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
基本の１０１字を部首とする１２８字の成り立ちや用例を示すとともに、部首という考え方を扱って
おり、漢字の組み立てや成り立ちを理解するのに適している。

6年 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本ワーク③部首あそび
漢字の部首１２９について、それぞれの成り立ちと意味、部首ごとの代表的な漢字を取り上げてい
る。部首や漢字についての理解を深めるのに適している。

3年 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－
生活に身近な店舗や公共施設について、絵カードで紹介されている。店舗等への興味の度合い
に応じて、裏面解説の挿絵を活用して、理解を深めることができる。

4年 くもん出版 くもんのせいかつ図鑑　生活道具カード 生活に身近な道具について、絵カードとして紹介されている。

5年 平凡社 新版　はじめまして　にほんちず
日本各地の特徴がよく表れている、動きのある挿絵と、簡潔な文章でわかりやすく、都道府県名
や各地の名産等を、地図の中から探し出すクイズも設定されており、児童が興味をもちやすい。

6年 平凡社 新版　はじめまして　せかいちず
世界各地の特徴がよく表れている、動きのある挿絵と、簡潔な文章でわかりやすく、よく聞くよう
な国名や言葉を、地図の中から探し出すクイズも設定されており、児童が興味をもちやすい。

国語

書写

社会
(３年から)

※網掛け部分は昨年度の採択から変更された図書



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名　：　　江原小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

１年 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
身近な物や動物などを通して物の数え方、長い・短い、重い・軽い、高い・低い、左右などの算数
の基礎的な概念が学習できる。

２年 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
親しみやすい動物を人間の生活に例えて、生活の流れと時刻を対応させて学習できる絵本であ
る。実際に針を動かせる時計の模型がついていて活用できる。

3年 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）
３桁の数とそのたし算・ひき算、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
説明している。

4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２年
小学２年生で学習する加法や減法、乗法の概念と測定法が網羅されている。数唱や計算を通し
て学習する内容であり、習熟度に応じて取り組むことができる。

5年 小学館 楽しく遊ぶ学ぶ かず・かたちの図鑑
順序数、集合数、記数法、数の合成分解、割合などの数の概念、円や三角形などの基本的な図
形、大きさ、長さ、時間、重さなどを、豊富な事例・イラストなどを通して学ぶことができる。

6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
小学３年で学習する３桁の数のたし算、ひき算、かけ算、わり算、分数、図形、単位、小数等につい
て、身近な活動を通して学習できる。解法がわかりやすい。

3年 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
動物園でよく目にする動物を取り上げ、その特徴を写真や絵によって簡潔に分かりやすく説明し
ている。生活の様子にも気付くことができるように構成されている。

4年 ひかりのくに はじめてのずかん④　やさいとくだもの
身近に目にする野菜や果物を、写真やはっきりした色調の絵を使いながら、紹介している。日常
生活と結び付いており、親しみやすい。

5年 フレーベル館 ふしぎをためすかがく図鑑　しぜんあそび
草や花、生き物、川や海、雲、風、雪などの身近なものについて、それらの観察の方法や探し方の
内容を数多く紹介しており、自由研究にも活用できる。

6年 フレーベル館 ふしぎをためすかがく図鑑　かがくあそび
水、色、空気、音、鏡、レンズ、静電気、電池、磁石等の身近なものをテーマに取り上げ、実験や工
作的な内容を数多く紹介している。実験方法も具体的に示されている。

１年 ひかりのくに ２０２シリーズ　たべもの２０２
紹介されている２０２種類の食べ物は、家庭の食卓や給食でよく出されるものであり、児童にとっ
て親しみやすく、カラー写真も鮮やかで楽しく学習することができる。

２年 鈴木出版 マークのずかん
道路標識や案内表示など児童にとって大切な身近なマークを中心に掲載し、各頁、マークが中心
で文字は少ないため児童の目を引きやすいように工夫されている。

＜注意＞ ・「知的障害特別支援学校小学部の教科である生活」を希望する場合、「社会」「理科」「生活」「家庭」の各教科はとれないので留意する。

算数

理科
(３年から)

生活
(２年まで)

※希望冊数の上
限等は下の注意
欄を参照のこと

・「知的障害特別支援学校小学部の教科である生活」の教科書としては、附則第９条図書の中から次の冊数を限度として選ぶことができる。
　第１・２学年は１冊、第３・４学年は２冊、第５・６学年以上は３冊

※網掛け部分は昨年度の採択から変更された図書



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名　：　　江原小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

１年

２年

3年

4年

5年

6年

１年

２年

3年

4年

5年

6年

5年 金の星社
ひとりでできるもん！６
　だいすきおやつ作り

電子レンジやフライパンを使い、ごはん、じゃがいも等で簡単にできる１５種類のおやつの作り方
が紹介されている。完成した料理が写真で大きく掲載されており、分かりやすい。

6年 金の星社
ひとりでできるもん⑩
　おしゃれなおかし作り

調理手順が簡単で児童にも容易にできる１６種類のおかしの作り方が紹介されている。焼く、蒸
す、冷やすなど調理方法の説明が分かりやすく、調理の基礎を学ぶことができる。

音楽 こぐま社
いっぱいうたって！
たのしいうたの絵本

昔から歌い継がれている子供の歌30曲が掲載されている歌絵本である。
歌詞と曲を想起できる挿絵が大きく描かれている。

図画工作 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
廃物を利用したり身近な素材を利用して、手軽に作れるプレゼントを紹介している。児童が見て
作れるよう、絵で作り方を説明している。

家庭
(５年から)

※網掛け部分は昨年度の採択から変更された図書



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名　：　　江原小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

3年 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
歯の構造及び虫歯について、虫歯の予防について、虫歯が痛み始めるところから、虫歯の原因、
進行、予防について順にわかりやすく説明している。

4年 偕成社
子供の生活⑥　

じょうぶなからだになれるよ！
入浴の仕方や風邪、けがをしたときの対処の仕方、日常生活の中での健康作りのための、体のよ
り良い動かし方を、絵と文章で示しており、良い例、悪い例が具体的に示されている。

5年 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－
食物を、栄養バランスや食事の形態から４色に分けて分かりやすく説明している。食べたものが
どのように消化されていくかについても説明されている。

6年 福音館書店 かがくのともの　きゅうきゅうばこ　新版
毎日の生活の中で、起こりやすい火傷、擦り傷、鼻血など12項目について、応急処置を具体的に
説明している。内容、表現等、児童の興味を引きやすく工夫されている。

5年 戸田デザイン研究室 ＡＢＣえほん
アルファベットの絵、文字とも、デザインに工夫があり、学習するものの興味を引きつける。１頁に
一つの単語なので、先へ進むことも楽しみになるような構成である。

6年 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
象のエルトンの学校での一日の出来事を通して、身近な英単語や、英語表現が学べるようになっ
ている。内容は日本語で説明がある。

１年 教育画劇 ふわふわちゃん　おでかけこんにちは
ふわふわちゃんが様々な動物や植物と挨拶を交わしながら、楽しそうに関わっており、挨拶の大
切さや関係づくりのきっかけになることについて、学習することができる。

２年 学研プラス ぴよちゃんとひまわり
主人公のひよこがひまわりを育てる経験を通して、身近な物への親しみや思いやり、自然のすば
らしさや生命の尊さについて学習することができる。

3年 ビーエル出版 手と手をつないで
大きなねずみと小さなねずみが手をつないで野山を歩き、２匹で一緒にいることの嬉しさや喜び
を描いた物語で、友達の大切さとともに、自然の素晴らしさや大切さを学ぶことができる。

4年 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

友情、家族、勇気、希望等をテーマに、16話の物語が集録された絵本である。物語によって、テー
マが異なるため、友情や思いやり、生命の尊さなど、様々な内容について、学習することができ
る。

5年 福音館書店 いきてるって どんなこと？
主人公の女の子が、身近な動物や植物を観察し、生き物とそうではない物との違いについて考え
ながら、主人公とともに、「生きていることはどういうことか」と考える学習に活用できる。

6年 冨山房 もりのともだち
困って泣いているうさぎのために、森の動物たちがうさぎの家を取り返そうと奮闘する物語を通
して、善悪の判断や正義、友情について学習することができる。

保健
(３年から)

英語
(５年から)

特別の教科
道徳

※網掛け部分は昨年度の採択から変更された図書



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名　：　　西中野小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

1年 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」①
文字が大きくて読みやすい。イラストもあり指導しやす
い。

2年 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」②
文字が大きくて読みやすい。イラストもあり指導しやす
い。

3年 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」③
文字が大きくて読みやすい。イラストもあり指導しやす
い。

4年 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「国語」④
文字が大きくて読みやすい。イラストもあり指導しやす
い。

5年 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２あわせ漢字あそび
イラストがあり、楽しく漢字や言葉の学習ができる。

6年 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
イラストがあり、楽しく漢字や言葉の学習ができる。

1年 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
ひらがなの文字に興味・感心をもてるワークブックである
ため。

2年
戸田デザイン

研究室
あいうえおえほん

文字が大きくて読みやすい。イラストもあり指導しやすい
ため。

3年 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 数の学習にイラストが多く見やすいため。

4年 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 カタカナが大きくてみやすいため。

5年 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
カタカナが大きくてみやすいため。

6年 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本 漢字に興味をもてるつくりになっているため。

3年 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 イラストが多く、興味をもちやすい作りのため。

4年 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 イラストが多く、興味をもちやすい作りのため。

5年 小学館 ドラえもんちずかん１  にっぽんちず 楽しく、興味をもって社会科を学ぶことができる。

6年 小学館 ドラえもんちずかん２  せかいちず 楽しく、興味をもって社会科を学ぶことができる。

国語

書写

社会
(３年から)

※網掛け部分は昨年度の採択から変更された図書



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名　：　　西中野小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

1年 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）

数字が大きく、イラストもありわかりやすいため。

2年 童心社 かずのほん３　０から１０までのたしざんひきざん 数字が大きく、イラストもありわかりやすいため。

3年 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

数字が大きく、イラストもありわかりやすいため。

4年 同成社
ゆっくり学ぶ子ののための「さんすう」④

（くり上がり、くり下がり、２けたの数の計算）
数字が大きく、イラストもありわかりやすいため。

5年 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

時計の読み方がわかりやすく書かれているため。

6年 日本教育研究出版 ひとりだちするための算数・数学 
実際の生活場面から算数を学習していくことで、分かり
やすい。

3年 福音館書店 虫たちのふしぎ 写真が大きく見やすいため、指導しやすいため。

4年 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ⑧やさいのずかん 写真が大きく見やすいため、指導しやすいめ。

5年 評論社 しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと 身体のつくりがイラストで大きく見やすいため。

6年 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？
身体のつくりがイラストで大きく見やすいため。

1年 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 児童の好きな絵本で、指導しやすいため。

2年 福音館書店 幼児絵本シリーズ　やさい 児童の好きな絵本で、指導しやすいため。

＜注意＞ ・「知的障害特別支援学校小学部の教科である生活」を希望する場合、「社会」「理科」「生活」「家庭」の各教科はとれないので留意する。

算数

理科
(３年から)

生活
(２年まで)
※希望冊数の
上限等は下の
注意欄を参照

のこと

・「知的障害特別支援学校小学部の教科である生活」の教科書としては、附則第９条図書の中から次の冊数を限度として選ぶことができる。
　第１・２学年は１冊、第３・４学年は２冊、第５・６学年以上は３冊

※網掛け部分は昨年度の採択から変更された図書



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名　：　　西中野小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

1年 ドレミ楽譜出版社 やさしいこどものうたとあそび 多くの歌詞が載っていて調べやすいため。

2年 あかね書房 あかねえほんシリーズ　えほんえかきうた 絵描き歌を指導しやすいため。

3年 偕成社 うたのパレット 多くの歌詞が載っていて調べやすいため。

4年 あかね書房 うたってあそぼう①えかきうた（どうぶつ） 絵描き歌を指導しやすいため。

5年 偕成社 エリック・カールの絵本　月ようびはなにたべる？ 児童の好きな絵本で、指導しやすいため。

6年 ドレミ楽譜出版社 保育名歌　こどものうた１００選 多くの歌詞が載っていて調べやすいため。

1年 学研プラス あそびのおうさま　はじめてぬるほん カラフルなイラストで色塗りに興味がもてる教材のため。

2年 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 児童の好きな絵本で、指導しやすいため。

3年 福音館書店 かがくのとも傑作集　しんぶんしでつくろう 身近な新聞紙での作品作りが多く紹介されているため。

4年 岩崎書店 あそびの絵本１７　えのぐあそび 児童の好きな絵の具遊びが多く紹介されているため。

5年
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 絵描き歌を指導しやすいため。

6年 岩崎書店 あそびの絵本⑧　紙ねんどあそび 児童の好きな紙粘土が多く紹介されているため。

5年
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） 食について詳しく書かれているため。

6年
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 食について詳しく書かれているため。

音楽

図画工作

家庭
(５年から)

※網掛け部分は昨年度の採択から変更された図書



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名　：　　西中野小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

3年 あかね書房
からだのえほん④　
からだにもしもし

身体について、イラストで描かれており分かりやすい。

4年 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？
身体について、イラストで描かれており分かりやすい。

5年 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 歯について、イラストで分かりやすくかかれいるため。

6年 岩崎書店 知識の絵本３　ひとのからだ 身体について、イラストで描かれており分かりやすい。

5年 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた  
CDでの音声とイラストでの視覚で英語を親しむことがで
きる。

6年 成美堂出版 ＣＤつき小学生の英語レッスン  絵でみて学ぼう英会話
CDでの音声とイラストでの視覚で英語を親しむことがで
きる。

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー イラストがあり、マナーが分かりやすく、理解しやすい。

4年 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～
難しい内容を分かりやすく指導するため。

5年 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～
難しい内容を分かりやすく指導するため。

6年 偕成社 子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー イラストがあり、マナーが分かりやすく、理解しやすい。

保健
(３年から)

英語
(５年から)

特別の教科
道徳

※網掛け部分は昨年度の採択から変更された図書



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名：みなみの小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

1年 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」①
ひらがな書きの単語から物語文まで系統的に学習できるように配列さ
れていて読み書き学習ができる。

2年 文部科学省著作教科書 こくご☆☆☆
音読教材がたくさん載っていて，音読の指導に適切である。また、カタ
カナや数字、曜日など身近な漢字の学習ができる。

3年 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」②
カタカナ，簡単な漢字の基礎的な使い方や書き順，送り仮名の練習が
できる。

4年 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」③
説明的文章や会話を含んだ文章，作文の例示があって，音読，作文の
学習ができる。

5年 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「国語」④
内容が系統的に配置され，身近な題材を使い，漢字，簡単な文章読解
の指導に適切である。

6年 日本教育研究出版 ひとりだちするための国語
実生活に必要な聞く、話す、読む、書くの基礎が項目立てされていて、
イラストも多く、興味をもって学習ができる。

1年 あかね書房 もじのえほん　あいうえお
５０音が１文字ずつ紹介されていて，ひらがなと言葉の書きかたの関連
づけの学習ができる。

2年 あかね書房 もじのえほん　かたかなアイウエオ
１文字ごとに，短い文章と親しみやすい挿絵が描かれていて，カタカナ
への興味をもたせる学習に適切である。

3年 あかね書房 もじのえほん　かんじ①
漢字の起源を絵で表し，物語を通して学習できるように構成されてい
て，漢字の読み方を学習できる。

4年 あかね書房 もじのえほん　かんじ②
漢字の音読みと訓読みの学習が進められるように構成されていて，漢
字にはいろいろな読み方があることを学習できる。

5年 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
基本的な漢字の成り立ちをクイズやパズル，カルタなどの設問に答えな
がら，あそびを通して学習できる。

6年 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
部首の分類名や名称，組み合わされた文字の意味などで配列され，漢
字をあそびやゲームを通して学習できる。

3年 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

土地，風景，行事について，見開き２ページのわかりやすい挿絵と表現
で学習できる。

4年 戸田デザイン研究室 にっぽん地図絵本
地理，名所，産物などの特色を多くの写真やイラストとで紹介してあり，
興味関心を高めて学習できる。

5年 戸田デザイン研究室 せかい地図絵本
地理，名所，産物などの特色を多くの写真やイラストとで紹介してあり，
興味関心を高めて学習できる。

6年 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
働く人をピックアップしたイラストなど，生活に身近な内容で，理解を深
めるのに適している。

国語

書写

社会
(３年から)

※網掛け部分は昨年度の採択から変更された図書



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名：みなみの小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

1年 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）

５までの数について，具体物の操作から半具体物への移行をイラストを
交えて学習できる。

2年 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）

６から２桁までの数，たし算，ひき算等について，図・文字・記号を用い
て学習できる。

3年 文部科学省著作教科書 さんすう☆☆☆
多くのイラストをもとに，1位数のたし算，ひき算，長さくさベ，重さくら
べ，形の学習ができる。

4年 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）

例題，練習問題も分量が多く載っていて，二桁の足し算引き算の導入
に適している。

5年 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）

タイル操作，筆算，文章題の構成になっていて，三桁の数の基本的な取
り扱いが学習できる。

6年 日本教育研究出版 ひとりだちするための算数・数学
実生活に必要な基本項目と生活場面で項目立てされていて、イラスト
も多く、興味をもって学習ができる。

3年 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
写真や絵が豊富で，動物の食べ物や性質等が，適当な分量で説明さ
れていて，興味を高めて学習できる。

4年 ひかりのくに こどものずかん④　はなと　やさい・くだもの
身近に目にする野菜や果物を写真や絵を使いながら，日常生活と結び
つけて植物について学習できる。

5年 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

写真や絵が豊富で，身近な生活と結びついた工夫したあそびを学習で
きる。

6年 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ＋ぷらす　もっとくらべる図鑑
写真や絵が多く使われていて，ものに対する興味を高めるのに適して
いる。

1年 ひかりのくに ２０２シリーズ　たべもの２０２
五十音順に平仮名とその書き順、片仮名が示され、その字を使った食
べ物が示され、平仮名とともに、食べ物の名称を学習できる。

2年 ひかりのくに ２０２シリーズ　たべもの２０２
五十音順に平仮名とその書き順、片仮名が示され、その字を使った食
べ物が示され、平仮名とともに、食べ物の名称を学習できる。

＜注意＞ ・「知的障害特別支援学校小学部の教科である生活」を希望する場合、「社会」「理科」「生活」「家庭」の各教科はとれないので留意する。

算数

理科
(３年から)

生活
(２年まで)
※希望冊数
の上限等は
下の注意欄
を参照のこと

・「知的障害特別支援学校小学部の教科である生活」の教科書としては、附則第９条図書の中から次の冊数を限度として選ぶことができる。
　第１・２学年は１冊、第３・４学年は２冊、第５・６学年以上は３冊

※網掛け部分は昨年度の採択から変更された図書



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名：みなみの小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

1年 ひかりのくに 手あそび指あそび歌あそびブック１
１曲を見開き２ページに歌詞や遊び方をイラストで示されており、イメー
ジしやすい。

2年 ひかりのくに 手あそび指あそび歌あそびブック１
１曲を見開き２ページに歌詞や遊び方をイラストで示されており、イメー
ジしやすい。

3年 ひかりのくに 手あそび指あそび歌あそびブック１
１曲を見開き２ページに歌詞や遊び方をイラストで示されており、イメー
ジしやすい。

4年 ひかりのくに 手あそび指あそび歌あそびブック１
１曲を見開き２ページに歌詞や遊び方をイラストで示されており、イメー
ジしやすい。

5年 ひかりのくに 手あそび指あそび歌あそびブック１
１曲を見開き２ページに歌詞や遊び方をイラストで示されており、イメー
ジしやすい。

6年 ひかりのくに 手あそび指あそび歌あそびブック１
１曲を見開き２ページに歌詞や遊び方をイラストで示されており、イメー
ジしやすい。

1年 国土社 たのしい図画工作⑨　うごくおもちゃ
一つのテーマについて、多様な完成例が示されているため、児童の創
作意欲を喚起させる内容である。

2年 国土社 たのしい図画工作⑨　うごくおもちゃ
一つのテーマについて、多様な完成例が示されているため、児童の創
作意欲を喚起させる内容である。

3年 国土社 たのしい図画工作⑨　うごくおもちゃ
一つのテーマについて、多様な完成例が示されているため、児童の創
作意欲を喚起させる内容である。

4年 国土社 たのしい図画工作⑨　うごくおもちゃ
一つのテーマについて、多様な完成例が示されているため、児童の創
作意欲を喚起させる内容である。

5年 国土社 たのしい図画工作⑨　うごくおもちゃ
一つのテーマについて、多様な完成例が示されているため、児童の創
作意欲を喚起させる内容である。

6年 国土社 たのしい図画工作⑨　うごくおもちゃ
一つのテーマについて、多様な完成例が示されているため、児童の創
作意欲を喚起させる内容である。

5年 ジアース教育新社 ひとりでできちゃった！クッキング
手順ごとに写真で様子を説明しており、視覚的に内容理解に促す工夫
が多く取り入れられているため、児童が主体的に調理しやすい内容と
なっている。

6年 ジアース教育新社 ひとりでできちゃった！クッキング
手順ごとに写真で様子を説明しており、視覚的に内容理解に促す工夫
が多く取り入れられているため、児童が主体的に調理しやすい内容と
なっている。

音楽

図画工作

家庭
(５年から)

※網掛け部分は昨年度の採択から変更された図書



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名：みなみの小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

3年 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－
見開き２ページで絵と簡潔な文章で食物について説明されており、理
解しやすい。

4年 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－
見開き２ページで絵と簡潔な文章で食物について説明されており、理
解しやすい。

5年 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－
見開き２ページで絵と簡潔な文章で食物について説明されており、理
解しやすい。

6年 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－
見開き２ページで絵と簡潔な文章で食物について説明されており、理
解しやすい。

5年 あかね書房 ことばのえほんABC A～Z順に配列され、分量も無理のない程度にまとめられている。

6年 あかね書房 ことばのえほんABC A～Z順に配列され、分量も無理のない程度にまとめられている。

1年 偕成社 ほげちゃん
物語を通して、身近な人の愛情や普段の生活の大切さについて学習で
きる。

2年 偕成社 ほげちゃん
物語を通して、身近な人の愛情や普段の生活の大切さについて学習で
きる。

3年 偕成社 ほげちゃん
物語を通して、身近な人の愛情や普段の生活の大切さについて学習で
きる。

4年 偕成社 ほげちゃん
物語を通して、身近な人の愛情や普段の生活の大切さについて学習で
きる。

5年 偕成社 ほげちゃん
物語を通して、身近な人の愛情や普段の生活の大切さについて学習で
きる。

6年 偕成社 ほげちゃん
物語を通して、身近な人の愛情や普段の生活の大切さについて学習で
きる。

保健
(３年から)

英語
(５年から)

特別の教科
道徳

※網掛け部分は昨年度の採択から変更された図書



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名　： 美鳩小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

１年 検定教科書

２年 検定教科書

３年 検定教科書

４年 検定教科書

５年 検定教科書

６年 検定教科書

１年 検定教科書

２年 検定教科書

３年 検定教科書

４年 検定教科書

５年 検定教科書

６年 検定教科書

３年 検定教科書

４年 検定教科書

５年 検定教科書

６年 検定教科書

国語

書写

社会
(３年から)



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名　： 美鳩小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

１年 検定教科書

２年 検定教科書

３年 検定教科書

４年 検定教科書

５年 検定教科書

６年 検定教科書

３年 検定教科書

４年 検定教科書

５年 検定教科書

６年 検定教科書

１年 検定教科書

２年 検定教科書

＜注意＞ ・知的障害特別支援学校小学部の教科である「生活」を希望する場合、「社会」「理科」「生活」「家庭」の各教科はとれないので留意する。

算数

理科
(３年から)

生活
(２年まで)
※希望冊数の
上限等は下の
注意欄を参照

のこと

・知的障害特別支援学校小学部の教科である「生活」の教科書としては、附則第９条図書の中から次の冊数を限度として選ぶことができる。
　第１・２学年は１冊、第３・４学年は２冊、第５・６学年以上は３冊



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名　： 美鳩小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

１年 検定教科書

２年 検定教科書

３年 検定教科書

４年 検定教科書

５年 検定教科書

６年 検定教科書

１年 検定教科書

２年 検定教科書

３年 検定教科書

４年 検定教科書

５年 検定教科書

６年 検定教科書

５年 検定教科書

６年 検定教科書

音楽

図画工作

家庭
(５年から)



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名　： 美鳩小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

３年 検定教科書

４年 検定教科書

５年 検定教科書

６年 検定教科書

５年 検定教科書

６年 検定教科書

１年 検定教科書

２年 検定教科書

３年 検定教科書

４年 検定教科書

５年 検定教科書

６年 検定教科書

保健
(３年から)

英語
(５年から)

特別の教科
道徳



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名：中野第一小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

1年 検定教科書

2年 文部科学省著作教科書 こくご☆☆ 児童の発達段階に適しているため。

3年 文部科学省著作教科書 こくご☆☆☆ 児童の発達段階に適しているため。

4年 岩崎書店 はなのみち
平仮名を覚えた児童が、自分で読み進めることのできる教材で
あるため。

5年 好学社 レオ・レオニの絵本　スイミー
物語の展開に興味を持ち、順序良く飲み進めることができるた
め。

6年 小学館
小学校の子ども図鑑プレNEO
楽しく遊ぶ学ぶこくごの図鑑

写真やイラストが多く児童が興味をもてることと。言葉が豊富に
記載されているため。

1年 検定教科書

2年 くもん出版 書きかたカード　ひらがな
繰り返しなぞることで平仮名の書き方を練習することができるた
め。

3年 PHP研究所
高嶋式

子どもの字がうまくなる練習ノート
運筆練習や文字を書くポイントが丁寧に示されているため。

4年
スリーエーネットワー

ク
絵でわかるかんたんかんじ80 止めや払いとともに、正しい書き順を学ぶことができるため。

5年
スリーエーネットワー

ク
絵でわかるかんたんかんじ160 止めや払いとともに、正しい書き順を学ぶことができるため。

6年 太郎次郎社 漢字が楽しくなる本ワーク③部首あそび
部首について、絵を多用し意味がつかみやすいように配慮され
ているため。

3年 戸田デザイン研究室 にっぽん地図絵本
分かりやすいイラストで、自分たちの住んでいる国土への関心
を広げられるため。

4年 戸田デザイン研究室 せかい地図絵本
分かりやすいイラストで世界への関心を広げることができるた
め。

5年 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
地球の成り立ちや気象、気候、環境問題について写真や図解を
通して学ぶことができるため。

6年 福音館書店 絵で見る日本の歴史
現代までの時代変化が見やすいイラストで描かれ、歴史への関
心を広げることができるため。

国語

書写

社会
(３年から)

※網掛け部分は昨年度の採択から変更された図書



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名：中野第一小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

1年 検定教科書

2年 文部科学省著作教科書 さんすう☆☆☆ 児童の発達段階に適しているため。

3年 偕成社 100かいだてのいえ 物語を通して1から100までの数を学ぶことができるため。

4年 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
算数の内容がイラストで分かりやすく説明されているため。

5年 小学館 楽しく遊ぶ学ぶ　かず・かたちの図鑑
さまざまな算数の内容を、豊富な事例・イラストなどを通して学
ぶことができるため。

6年 講談社 もしも日本人がみんな米つぶだったら
身近な米を用いて、1億までの数について、体感的に学習するこ
とができるため。

3年 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ⑧やさいのずかん
葉や種の比較ができるページがあって児童の興味をひく内容で
あることと、イラストが多く読みやすいため。

4年 フレーベル館 ふしぎをためすかがく図鑑　しぜんあそび
身近な自然を生かした遊びについて開催されており、児童の自
然への関心や親しみを高めることができるため。

5年 福音館書店
科学シリーズ　昆虫

　－ちいさななかまたち－
身の回りの小さな虫たちについての関心・理解を高められるた
め。

6年 小学館
小学館の図鑑NEO+ぷらす　

くらべる図鑑　新版
生き物や地球、自然現象や乗り物など、様々な物が比較できる
ページがあり、児童の興味をひく内容であるため。

1年 検定教科書

2年 学研 ほんとのおおきさ動物園 様々な動物についての関心・理解を高めるため。

＜注意＞ ・「知的障害特別支援学校小学部の教科である生活」を希望する場合、「社会」「理科」「生活」「家庭」の各教科はとれないので留意する。

算数

理科
(3年から)

生活
(2年まで)
※希望冊数の
上限等は下の
注意欄参照の

こと

・「知的障害特別支援学校小学部の教科である生活」の教科書としては、附則第９条図書の中から次の冊数を限度として選ぶことができる。
　第１・２学年は１冊、第３・４学年は２冊、第５・６学年以上は３冊

※網掛け部分は昨年度の採択から変更された図書



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名：中野第一小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

1年 あかね書房
うたってあそぼう①　
えかきうた（どうぶつ）

分かりやすい表記で、児童が楽しく取り組める内容であるため。

2年 あかね書房
うたってあそぼう①　
えかきうた（どうぶつ）

分かりやすい表記で、児童が楽しく取り組める内容であるため。

3年 あかね書房
うたってあそぼう①　
えかきうた（どうぶつ）

分かりやすい表記で、児童が楽しく取り組める内容であるため。

4年 あかね書房
うたってあそぼう①　
えかきうた（どうぶつ）

分かりやすい表記で、児童が楽しく取り組める内容であるため。

5年 あかね書房
うたってあそぼう①　
えかきうた（どうぶつ）

分かりやすい表記で、児童が楽しく取り組める内容であるため。

6年 あかね書房
うたってあそぼう①　
えかきうた（どうぶつ）

分かりやすい表記で、児童が楽しく取り組める内容であるため。

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

4年 検定教科書

5年 検定教科書

6年 検定教科書

5年 偕成社
子どものマナー図鑑１　
ふだんの生活のマナー

生活の流れに沿った分かりやすい説明で、楽しみながらマナー
について学ぶことができるため。

6年 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！
基本的な調理作業を中心としてまとめられていて、楽しみなが
ら調理作業に取り組むことができるため。

音楽

図画工作

家庭
(５年から)

※網掛け部分は昨年度の採択から変更された図書



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名：中野第一小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

3年 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－
食べ物の絵が豊富に掲載されており、児童が楽しみながら食べ
物について学ぶことができるため。

4年 福音館書店 かがくのともの　きゅうきゅうばこ　新版
日常的に起こりやすいけがなどの応急処置について、分かりや
すく学ぶことができるため。

5年 小学館 21世紀幼稚園百科⑪　からだのふしぎ
体の仕組みについて、イラストや図で分かりやすく示しているた
め。

6年 三省堂 こども　からだのしくみ絵じてん　小型版
体の仕組みについて、イラストや図で分かりやすく示しているた
め。

5年 あかね書房 ことばのえほんABC
AからZで始まる単語が、アルファベット順に掲載されており、児
童が楽しみながら学ぶことができるため。

6年 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
学校での一日の出来事を通して、身近な英単語が表現を楽し
みながら学ぶことができるため。

1年 偕成社 ともだちや
物語を通して、友情や信頼、相互理解について学習することが
できるため。

2年 偕成社 ともだちや
物語を通して、友情や信頼、相互理解について学習することが
できるため。

3年 偕成社 ともだちや
物語を通して、友情や信頼、相互理解について学習することが
できるため。

4年 偕成社 ともだちや
物語を通して、友情や信頼、相互理解について学習することが
できるため。

5年 偕成社 ともだちや
物語を通して、友情や信頼、相互理解について学習することが
できるため。

6年 偕成社 ともだちや
物語を通して、友情や信頼、相互理解について学習することが
できるため。

保健
(3年から)

英語
(5年から)

特別の教科
道徳

※網掛け部分は昨年度の採択から変更された図書



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名　：　令和小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

4年 検定教科書

5年 検定教科書

6年 検定教科書

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

4年 検定教科書

5年 検定教科書

6年 検定教科書

3年 検定教科書

4年 検定教科書

5年 検定教科書

6年 検定教科書

国語

書写

社会
(３年から)



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名　：　令和小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

4年 検定教科書

5年 検定教科書

6年 検定教科書

3年 検定教科書

4年 検定教科書

5年 検定教科書

6年 検定教科書

1年 検定教科書

2年 検定教科書

＜注意＞ ・知的障害特別支援学校小学部の教科である「生活」を希望する場合、「社会」「理科」「生活」「家庭」の各教科はとれないので留意する。

算数

理科
(３年から)

生活
(２年まで)
※希望冊数の
上限等は下の
注意欄参照のこ

と

・知的障害特別支援学校小学部の教科である「生活」の教科書としては、附則第９条図書の中から次の冊数を限度として選ぶことができる。
　第１・２学年は１冊、第３・４学年は２冊、第５・６学年以上は３冊



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名　：　令和小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

4年 検定教科書

5年 検定教科書

6年 検定教科書

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

4年 検定教科書

5年 検定教科書

6年 検定教科書

5年 検定教科書

6年 検定教科書

音楽

図画工作

家庭
(５年から)



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名　：　令和小学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

3年 検定教科書

4年 検定教科書

5年 検定教科書

6年 検定教科書

5年 検定教科書

6年 検定教科書

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

4年 検定教科書

5年 検定教科書

6年 検定教科書

保健
(３年から)

英語
(５年から)

特別の教科
道徳



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名　：　　第二中学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

国語

書写

社会

数学

理科

音楽



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名　：　　第二中学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

美術

保健体育

技術・家庭

英語

特別の教科
道徳



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名　：　第七中学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

1年 文部科学省著作教科書 国語☆☆☆☆ 単元ごとの指導内容が具体的に扱われていて活用しやすい。

2年 文部科学省著作教科書 国語☆☆☆☆☆ 単元ごとの指導内容が具体的に扱われていて活用しやすい。

3年 東洋館出版社 くらしに役立つ　国語 生活に即した内容が具体的に扱われていて活用しやすい。

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

1年 検定教科書

2年 東洋館出版社 くらしに役立つ　社会 社会構造が項目別に分かりやすく扱っていて活用しやすい。

3年 福音館書店 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん

1年 文部科学省著作教科書 数学☆☆☆☆ 単元ごとの指導内容が具体的に扱われていて活用しやすい。

2年 文部科学省著作教科書 数学☆☆☆☆☆ 単元ごとの指導内容が具体的に扱われていて活用しやすい。

3年 東洋館出版社 くらしに役立つ　数学 社会構造が項目別に分かりやすく扱っていて活用しやすい。

1年 検定教科書

2年 東洋館出版社 くらしに役立つ　理科 社会構造が項目別に分かりやすく扱っていて活用しやすい。

3年 検定教科書

1年 文部科学省著作教科書 音楽☆☆☆☆ 単元ごとの指導内容が具体的に扱われていて活用しやすい。

2年 検定教科書　

3年 検定教科書

国語

書写

社会

数学

理科

音楽

※網掛け部分は昨年度の採択から変更された図書



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名　：　第七中学校

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

1年 検定教科書

2年 福音館書店 ＤＯ！図鑑シリーズ　工作図鑑 基本的な工作についてわかりやすく扱われている。

3年 偕成社 うつくしい絵

1年 検定教科書　

2年 検定教科書　

3年 検定教科書　

1年 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

知的障害の生徒の職業・家庭科についてわかりやすく扱われている。

2年 開隆堂出版
職業・家庭　たのしい家庭科
わたしのくらしに生かす

知的障害の生徒の職業・家庭科についてわかりやすく扱われている。

3年 東洋館出版社 くらしに役立つ　家庭 家庭科の内容について項目別にわかりやすく示されている。

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

美術

保健体育

技術・家庭

英語

特別の教科
道徳

※網掛け部分は昨年度の採択から変更された図書



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名　：　明和中学校　　

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

1年 文部科学省著作教科書 国語☆☆☆☆
カラー印刷であり、生活に必要な国語の知識が盛り込まれている。授業で
使用し、大変使いやすかった。

2年 東洋館出版社 くらしに役立つ　国語
生活に必要な国語の知識が盛り込まれているだけでなく、資料には今後の
生活に必要となる書類等の書き方などもあり、わかりやすい。

3年 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「国語」④
文学教材や文法教材が多く掲載されていて、3年間の段階的な学びに結び
つけることができる。

1年 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
基本的な漢字についての成り立ちが図解されていてわかりやすい。
クイズやパズル形式などで答える形式で、発達段階に合っている。

2年 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本ワーク③　部首遊び
部首について①よりさらに詳しく学ぶことができる。
また、絵を多用していることで難易な問題も答えやすい。

3年 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本ワーク④　漢字の音遊び
取り扱う漢字が多く、中学校で学ぶ漢字も取り入れてあり、習熟度別に活
用できる。

1年 検定教科書

2年 福音館書店 絵で見る　日本の歴史
日本の各時代の背景が描かれているため、視覚を通して学ぶことができ
る。

3年 東洋館出版社 くらしに役立つ 社会
政治、経済、社会の仕組みや地理、歴史の要点について様々な資料を示し
て説明しているのがわかりやすい。

1年 文部科学省著作教科書 数学☆☆☆☆ 計算方法等を丁寧に説明されている。数学の授業の導入に使用できる。

2年 東洋館出版社 くらしに役立つ 数学
基礎編と生活編に分かれていて、生活に必要な数学的な知識や技能等を
学ぶことができる。

3年 日本教育研究出版 ひとりだちするための算数・数学
身近な生活の場面で用いられる算数・数学の知識・技能を学ぶことができ
る。

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 文部科学省著作教科書 音楽☆☆☆☆ 様々な音楽について知ることができる。

国語

書写

社会

数学

理科

音楽

※網掛け部分は昨年度の採択から変更された図書



令和４年度使用特別支援学級教科用図書採択希望一覧

学校名　：　明和中学校　　

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

1年 文化出版局 はじめてのキッチン　小学生からおとなまで。
写真がたくさん掲載されていて、生活に役立つ料理のレシピが紹介されて
いる。

2年 検定教科書

3年 検定教科書

1年 創英社 New ABC of English 基本編
身近な場面での英会話表現が多く取り扱われていて、内容が充実してい
た。

2年 創英社
New ABC of English 会話編

　（新装改訂新版）
会話文をイラストとともに表記していて、生徒がわかりやすく学習できる。

3年 大阪教育図書 からだで学ぶ英語教室
内容が充実していた。動作によって学べるとともに、中学1年生で学習する
内容が組み込まれていて、より高度な英語を学習できる。

1年 検定教科書

2年 検定教科書

3年 検定教科書

美術

保健体育

技術・家庭

英語

特別の教科
道徳

※網掛け部分は昨年度の採択から変更された図書




















