
令和５年度使用教科用図書の採択について

１ 採択の時期

令和４年８月３１日までに採択する。

２ 採択の方法

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。

⑴ 小学校用教科用図書の採択

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～５年度使用）

⑵ 中学校用教科書の採択

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～６年度使用）

⑶ 特別支援学級で使用する教科書の採択

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。

3 その他

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。

〈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。

４ 今後の教科書採択のスケジュール

○ ８月５日(金) 教育委員会定例会（採択議決予定）

令 和 4 年 （２０２２年 ）7 月 ２９日
教 育 委 員 会 資 料
教 育 委 員 会 事 務 局 指 導 室 長



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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
漢字が楽しくなる本ワーク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
漢字が楽しくなる本ワーク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 漢字が楽しくなる本ワーク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)



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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 小学館 小学館の図鑑NEO＋ぷらす くらべる図鑑　新版
「生き物」「惑星」「建築物」などテーマに分けられ、様々な物を比べている。写真、イラスト、
解説文で詳しく鮮明している図鑑・興味・関心をもち読むことができる。

6年 小学館 小学館の図鑑NEO＋ぷらす もっとくらべる図鑑
動物や建物、天体などの大きさ、服装、時間の流れ、場所の違いを比べながら、物の概念
や属性などを学習することができる。

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)

・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

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



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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 ドレミ楽譜出版社 保育名歌　こどものうた１００選
昔から歌い継がれている子供の歌から新しい子供の歌まで１００曲が掲載されている。みん
なで、楽しく歌うことができる。

図画工作 アリス館 わくせいキャベジ動物図鑑
野菜や果物を使って製作した、架空の星に生活している架空の動物を紹介している。どん
な動物が出てくるか想像して楽しむことができる。

家庭
(５年から)



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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 BL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



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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

2年

3年

4年

5年

6年

1年

2年

3年

4年

5年

6年

3年

4年

5年

6年

国語 光村 検定教科書

書写 日文 検定教科書

社会
(３年から)

東書 検定教科書



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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

2年

3年

4年

5年

6年

3年

4年

5年

6年

1年

2年

＜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 東書 検定教科書

理科
(３年から)

大日本 検定教科書

東書 検定教科書

・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

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



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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

2年

3年

4年

5年

6年

1年 学研プラス あそびのおうさま　はじめてぬるほん
形に色を塗るページから、模様を書き入れるページへ進む。自由に塗れるスペー
スが多く、児童の活動がより広がると思われる。

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

正方形に近い装丁で、児童の手になじみやすく扱いやすい大きさ。簡潔な表現
で、順を追って展開され、親しみやすい内容である。

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
読み聞かせをして、興味をもったものを一緒に作ることができる。家や動物に見立
てて遊ぶ内容であり、説明が分かりやすい。

4年 岩崎書店 あそびの絵本１７えのぐあそび
すぐにやってみたくなるような内容で、遊びの中から美しさや面白さを見つけてい
く構成になっている。

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

はっきりとした色調である。挿絵が簡潔で、凸凹を触ることができ、児童が興味をも
ちやすい内容である。

6年 岩崎書店 あそびの絵本⑧　紙ねんどあそび
挿絵が子ども気持ちになって描かれており、親しみやすい。様々な遊び方が説明
され、簡単な道具を使う作例も示されている。

5年
全日本手をつなぐ育成

会連合会
自立生活ハンドブック　８　しょく（食）

写真が多く、分かりやすい。文字を読むことが苦手な児童にも活用しやすい。巻末
に材料の分量の一覧表が載っている。

6年
全日本手をつなぐ育成

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

文字情報を抑え、写真で示されていて分かりやすい内容である。視覚に訴える構
成であり、調理への興味関心を高めることができる。

音楽 教出 検定教科書

図画工作

家庭
(５年から)



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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
健康診断の様子が、温かみのある絵と平仮名の表現で示されていて、身体のこと
や健康診断を意識するきっかけとして、適している。

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？

赤、黄色、緑の栄養素が含まれている食べ物が、カラーの絵で示してあり、児童に
も理解しやすい。

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

漢字に仮名がふられている、全てに絵が付いていて、読みやすく工夫されている。
虫歯の原因から予防まで、分かりやすく説明されている。

6年 岩崎書店 知識の絵本３　ひとのからだ
人の身体について、生命の誕生から大人への成長、消化器循環器、男女の身体
の違いなど、１年間で扱うのに適した情報量である。

5年 成美堂出版 CDつき楽しく歌える英語のうた
親しまれている曲が多く、手遊び歌、身体動作を伴う歌などが、楽譜付きで収録さ
れている。児童の興味を喚起する色鮮やかな絵である。

6年 成美堂出版
CDつき小学生の英語レッスン
絵で見て学ぼう英会話

全ページカラー印刷で、全ての英文に片仮名で読み方を示している。全ての漢字
にふりがなが振られている。

1年

2年

3年

4年

5年

6年

保健
(３年から)

英語
(５年から)

特別の教科
道徳 東書 検定教科書



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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

2年

3年

4年

5年

6年

1年

2年

3年

4年

5年

6年

3年

4年

5年

6年

国語 光村 検定教科書

書写 日文 検定教科書

社会
(３年から)

東書 検定教科書



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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

2年

3年

4年

5年

6年

3年

4年

5年

6年

1年

2年

＜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 東書 検定教科書

理科
(３年から)

大日本 検定教科書

東書 検定教科書

・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

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



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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

2年

3年

4年

5年

6年

1年

2年

3年

4年

5年

6年

5年

6年

音楽 教出 検定教科書

図画工作 開隆堂 検定教科書

家庭
(５年から)

開隆堂 検定教科書



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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

4年

5年

6年

5年

6年

1年

2年

3年

4年

5年

6年

保健
(３年から)

光文 検定教科書

英語
(５年から)

東書 検定教科書

特別の教科
道徳 東書 検定教科書



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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

２年

３年 （他教科においても、同様）

４年

５年

６年

１年

２年

３年

４年

５年

６年

３年

４年

５年

６年

国語 光村 検定教科書

　児童の実態や保護者の希望、授業内容から、全学年検定教科書を使用
している。通常の学級の採択される教科書が変更になる場合はそれにあ
わせて変更を希望する。

書写 日文 検定教科書

社会
(３年から)

東書 検定教科書



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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

２年

３年

４年

５年

６年

３年

４年

５年

６年

１年

２年

＜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 東書 検定教科書

理科
(３年から)

大日本 検定教科書

東書 検定教科書

・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

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



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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

２年

３年

４年

５年

６年

１年

２年

３年

４年

５年

６年

５年

６年

音楽 教出 検定教科書

図画工作 開隆堂 検定教科書

家庭
(５年から)

開隆堂 検定教科書



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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

４年

５年

６年

５年

６年

１年

２年

３年

４年

５年

６年

保健
(３年から)

光文 検定教科書

英語
(５年から)

東書 検定教科書

特別の教科
道徳 東書 検定教科書



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用一般図書の採択希望一覧

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 光村 検定教科書

2年 東書 こくご☆☆ 児童の発達段階に適しているため。

3年 東書 こくご☆☆☆ 児童の発達段階に適しているため。

4年 小学館 さんまいのおふだ
見開き2ページ１場面構成で読みやすく、児童が興味を持って読み進める
ことができる。読み聞かせや劇遊びに活用することができる。

5年 小学館 泣いた赤鬼
主人公の気持ちについて、イラストを見ながら考えたり､話し合ったりするこ
とができる。

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 日文 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 戸田デザイン研究所 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 戸田デザイン研究所 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 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
自分たちの住んでいる東京への関心を高めるとともに、東京についての地
理的な学習に利用することができる。

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)



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用一般図書の採択希望一覧

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 東書 検定教科書

2年 教出 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 ひかりのくに こどものずかん④はなと　やさい・くだもの
花と野菜がはっきりとしたイラストで示されており、季節ごとの分類は分かり
やすい。

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 東書 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)

・「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

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



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用一般図書の採択希望一覧

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

2年

3年

4年

5年

6年

1年

2年

3年

4年

5年

6年

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 教育芸術社 ５訂版　歌はともだち 学校行事や季節にちなんだ曲を多く紹介しており、長く使用できる。

図画工作 開隆堂 検定教科書

家庭
(５年から)



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用一般図書の採択希望一覧

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

2年

3年

4年

5年

6年

保健
(3年から)

英語
(5年から)

特別の教科
道徳 冨山房 もりのともだち 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。



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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

2年

3年

4年

5年

6年

1年

2年

3年

4年

5年

6年

3年

4年

5年

6年

国語 光村 検定教科書

書写 日文 検定教科書

社会
(３年から)

東書 検定教科書



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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

2年

3年

4年

5年

6年

3年

4年

5年

6年

1年

2年

＜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 東書 検定教科書

理科
(３年から)

大日本 検定教科書

東書 検定教科書

・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

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



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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

2年

3年

4年

5年

6年

1年

2年

3年

4年

5年

6年

5年

6年

音楽 教出 検定教科書

図画工作 開隆堂 検定教科書

家庭
(５年から)

開隆堂 検定教科書



小学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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

4年

5年

6年

5年

6年

1年

2年

3年

4年

5年

6年

保健
(３年から)

光文 検定教科書

英語
(５年から)

東書 検定教科書

特別の教科
道徳 東書 検定教科書



中学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

学校名 第二 中学校　 ※文部科学省著作教科書（心身障害学級・養護学校用）一般図書・希望なし

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

1年

2年

3年

1年

2年

3年

1年
帝国(地理)
教出(歴史)

2年
帝国(地理)
教出(歴史)

3年 教出(歴史)

1年

2年

3年

1年

2年

3年

1年

2年

3年

国語 光村 検定教科書

書写 教出 検定教科書

社会 検定教科書

数学 東書 検定教科書

理科 東書 検定教科書

音楽 教出 検定教科書



中学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

学校名 第二 中学校　 ※文部科学省著作教科書（心身障害学級・養護学校用）一般図書・希望なし

種目 使用学年 発行者 希望図書名 希望理由

1年

2年

3年

1年

2年

3年

1年

2年

3年

1年

2年

3年

1年

2年

3年

1年

2年

3年

美術 日文 検定教科書

保健体育 大修館 検定教科書

技術 開隆堂 検定教科書

家庭 開隆堂 検定教科書

英語 開隆堂 検定教科書

特別の教科
道徳

東書 検定教科書



中学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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 東書 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 東書 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 くらしに役立つ国語 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。

1年

2年

3年

1年 帝国 検定教科書 地図の基本を学べて、調べ学習に適切な内容で活用しやすい。

2年 東洋館 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 (なし) （なし）

1年 教出 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 教出 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 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 東書 検定教科書 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 東洋館 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 東書 検定教科書 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。

1年 東書 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

３年

国語

書写 教出 検定教科書 指導内容が明確に段階的に扱われていて活用しやすい。

社会

数学

理科

音楽
教出 検定教科書　 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。



中学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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 開隆堂 東京都版　美術表現と鑑賞 美術においての表現や鑑賞について分かりやすく扱われている。

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

3年 （なし） （なし）

1年

2年

3年

1年 開隆堂
職業・家庭科　楽しい職業科
わたしの夢につながる。

知的障害の生徒の職業科・家庭科について分かりやすく扱われている。

2年

3年

1年 （なし） （なし）

2年 開隆堂
職業・家庭科　楽しい家庭科
わたしのくらしに生かす。

知的障害の生徒の職業科・家庭科について分かりやすく扱われている。

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

1年

2年

3年

1年

2年

3年

美術

保健体育 大修館 検定教科書　 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。

技術
（なし） （なし）

家庭

英語 開隆堂 検定教科書 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。

特別の教科
道徳

東書 検定教科書



中学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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 東書 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 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 帝国 検定教科書

2年 福音館 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 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 教出 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 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 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

2年

3年

1年 教出 検定教科書

2年 教出 検定教科書（器楽）

3年 東書 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 東書 検定教科書

音楽



中学校　特別支援学級用 令和５年度使用教科用図書の採択希望一覧

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

2年

3年 （２学年の時に給与した、日本文教出版「美術②③下」で対応できる。）

1年

2年 （１学年の時に給与した、東京書籍「新しい保健体育」で対応できる。）

3年 （１学年の時に給与した、東京書籍「新しい保健体育」で対応できる。）

1年

2年

3年 開隆堂 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

3年 （２学年の時に給与した、開隆堂「技術・家庭（家庭分野）」で対応できる。）

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 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

2年

3年

美術 日文 検定教科書

保健体育 大修館 検定教科書

技術
（なし） （なし）

家庭
開隆堂 検定教科書

英語

特別の教科
道徳

東書 検定教科書



令和4年度使用　区立小学校用（検定教科書）一覧表

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 新しい算数

理 科 大日本図書株式会社 たのしい理科

生 活 東京書籍株式会社 新しい生活

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 株式会社光文書院 小学保健

英 語 東京書籍株式会社
NEW  HORIZON  Elementary 
English Course

道 徳 東京書籍株式会社 新訂　新しい道徳



令和4年度使用　区立中学校用（検定教科書）一覧表

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 )

株式会社帝国書院
社会科　中学生の地理
世界の姿と日本の国土

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 株式会社帝国書院 中学校社会科地図

数 学 東京書籍株式会社 新しい数学

理 科 東京書籍株式会社 新しい科学

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 株式会社大修館書店 最新　中学校保健体育

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
テクノロジーに希望をのせて

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
生活の土台　自立と共生

英 語 開隆堂出版株式会社
SUNSHINE ENGLISH 
COURSE

道 徳 東京書籍株式会社 新訂　新しい道徳


