
議案第２１号

令和４年度使用特別支援学校小中学部及び 

小中学校特別支援学級教科用図書の採択について 

（学校教育法附則第９条教科用図書） 

議案第２１号



令和４年度使用特別支援学校小中学部及び小中学校特別支援学級教科用図書採択希望一覧
（学校教育法附則第９条教科用図書）

NO. 科目 発行者名(コード） 図書番号 一般図書名

1 国語 あかね書房01-1 001 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
2 国語 あかね書房01-1 539 ゆびにんぎょうえほん１　３びきのちびくま
3 国語 あかね書房01-1 A01 もじのえほん　あいうえお
4 国語 あかね書房01-1 A02 もじのえほん　かたかなアイウエオ
5 国語 あかね書房01-1 A03 もじのえほん　かんじ（１）
6 国語 あかね書房01-1 B03 あかねえほんシリーズ　えほんえかきうた
7 国語 あかね書房01-1 I01 あかね書房の学習えほん　あそぼうあそぼうあいうえお
8 国語 あかね書房01-1 I02 あかね書房の学習えほん　おかあさんだいすき１．２．３
9 国語 岩崎書店02-1 E03 五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお
10 国語 絵本館04-1 503 五味太郎・創作絵本　あいうえおばけだぞ
11 国語 絵本館04-1 508 五味太郎の絵本　ことばのえほんあいうえお
12 国語 絵本館04-1 511 五味太郎ことばのえほん　あいうえおかるた
13 国語 絵本館04-1 522 パンダ銭湯　
14 国語 旺文社05-3 501 とってもやさしい中学国語１‐３年改訂版
15 国語 旺文社05-3 550 小学えいご絵じてん８００三訂版　
16 国語 旺文社05-3 551 ペンがおしゃべり！　ベビー＆キッズえいご絵じてん５００三訂版
17 国語 旺文社05-3 B06 学校では教えてくれない大切なこと（６）　友だち関係（気持の伝え方）
18 国語 偕成社06-1 576 エリック・カールの絵本　パパ、お月さまとって！
19 国語 偕成社06-1 606 とびだす・ひろがる！えほんシリーズ　とびだす・ひろがる！たべものえほん
20 国語 偕成社06-1 623 下村式　となえてかく漢字練習ノート小学２年生改訂２版
21 国語 偕成社06-1 D08 ノンタンあそぼうよ（８）　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
22 国語 偕成社06-1 H01 日本むかし話　おむすびころりん
23 国語 偕成社06-1 O01 五味太郎・言葉図鑑（１）　うごきのことば
24 国語 偕成社06-1 O06 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば
25 国語 偕成社06-1 T01 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
26 国語 偕成社06-1 T05 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）　ごちゃまぜカメレオン
27 国語 偕成社06-1 W01 木村裕一・しかけ絵本（１）　みんなみんなみーつけた
28 国語 学研06-2 511 学研の図鑑ＬＩＶＥ（ライブ）　動物
29 国語 学研06-2 552 おはなしドリル　都道府県のおはなし低学年
30 国語 学研06-2 554 おはなしドリル　せかいの国のおはなし小学２年
31 国語 学研06-2 559 学研の幼児ワーク　３～４歳かいてけせるひらがな新装版
32 国語 学研06-2 582 おはなし推理ドリル　都道府県事件ファイル小学４～６年
33 国語 学研06-2 586 ４年生までに身につけたい言葉力１１００　
34 国語 学研06-2 588 小学全漢字おぼえるカード　
35 国語 学研06-2 646 はっけんことばのずかん　うごきのことばえいごつき
36 国語 学研06-2 654 小学生向辞典・事典　レインボーことば絵じてん
37 国語 学研06-2 667 中学国語をひとつひとつわかりやすく。改訂版　
38 国語 金の星社07-2 524 新しいえほん　へんしんトンネル
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39 国語 金の星社07-2 533 音のでる絵本　おとのでるあいうえおのえほん
40 国語 金の星社07-2 563 ことばって、おもしろいな　「ものの名まえ」絵じてんお店
41 国語 金の星社07-2 568 あいうえおのえほん　
42 国語 金の星社07-2 582 いきものしゃしん　あいうえおのえほん
43 国語 くもん出版08-1 501 もじ・ことば２　はじめてのひらがな２集
44 国語 くもん出版08-1 506 もじ・ことば８　ぶんのおけいこ
45 国語 くもん出版08-1 510 生活図鑑カード　のりものカード
46 国語 くもん出版08-1 515 書きかたカードカタカナ　
47 国語 くもん出版08-1 519 ひらがなことばカード１集　
48 国語 くもん出版08-1 522 カタカナカード　
49 国語 くもん出版08-1 523 ぶんカード１集　
50 国語 くもん出版08-1 524 ぶんカード２集　
51 国語 くもん出版08-1 525 ゆびなぞりカードひらがな　
52 国語 くもん出版08-1 526 反対ことばカード　
53 国語 くもん出版08-1 545 自然図鑑カード　動物カード
54 国語 くもん出版08-1 590 小学ドリル国語　４年生の言葉と文のきまり
55 国語 くもん出版08-1 594 小学ドリル国語　２年生の文章の読解
56 国語 くもん出版08-1 595 小学ドリル国語　３年生の文章の読解
57 国語 くもん出版08-1 596 小学ドリル国語　４年生の文章の読解
58 国語 くもん出版08-1 597 小学ドリル国語　５年生の文章の読解
59 国語 くもん出版08-1 598 小学ドリル国語　６年生の文章の読解
60 国語 くもん出版08-1 599 小学ドリル国語　１年生のかん字
61 国語 くもん出版08-1 602 小学ドリル国語　４年生の漢字
62 国語 くもん出版08-1 651 漢字にぐ－んと強くなる小学３年生　
63 国語 くもん出版08-1 654 漢字にぐ－んと強くなる小学６年生　
64 国語 くもん出版08-1 666 いっきに極める国語（１）　小学１～３年の漢字
65 国語 くもん出版08-1 684 ＣＤ付き童謡カード第１集　
66 国語 くもん出版08-1 700 くろくまくんのことばえほん　なまえのことば
67 国語 くもん出版08-1 786 言葉と文法にぐ－んと強くなる　小学６年生
68 国語 くもん出版08-1 A01 もじ・ことば１　はじめてのひらがな１集
69 国語 くもん出版08-1 B01 生活図鑑カード　たべものカード
70 国語 くもん出版08-1 B02 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
71 国語 くもん出版08-1 C01 書きかたカード「ひらがな」　
72 国語 くもん出版08-1 D01 ひらがなカード　
73 国語 グランまま08-2 006 ことばえほん　
74 国語 講談社10-1 555 決定版心をそだてるはじめての伝記１０１人　
75 国語 講談社10-1 559 翻訳絵本　せんをたどって
76 国語 講談社10-1 569 ステキナカタカナ　
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77 国語 好学社10-2 507 レオ・レオニの絵本　さかなはさかな
78 国語 好学社10-2 A01 レオ・レオニの絵本　スイミー
79 国語 こぐま社10-4 G01 柳原良平のえほん　かおかおどんなかお
80 国語 合同出版10-8 549 イラスト版子どものアサーション　自分の気持ちをきちんと言える３８の話し方
81 国語 合同出版10-8 550 イラスト版子どものアンガーマネジメント　怒りをコントロールする４３のスキル
82 国語 合同出版10-8 551 イラスト版子どもの対話力　上手に意思を伝える４３の対話トレーニング
83 国語 合同出版10-8 556 イラスト版子どものストレスマネジメント　自分で自分を上手に助ける４５の練習
84 国語 合同出版10-8 558 イラスト版こころのコミュニケーション　子どもとマスターする４９の話の聞き方・伝え方
85 国語 合同出版10-8 561 発達協会式ソーシャルスキルがたのしく身につくカード　２こんなときどうする？
86 国語 こばと10-9 531 中高生のための国語　
87 国語 こばと10-9 601 初級編ステップアップ　マッチングⅠ
88 国語 こばと10-9 602 初級編ステップアップ　マッチングⅡ
89 国語 こばと10-9 603 初級編ステップアップ　ことば・もじ
90 国語 こばと10-9 605 初級編ステップアップ　こくごⅠ
91 国語 こばと10-9 606 中級編ジャンプアップ　こくごⅡ
92 国語 こばと10-9 607 中級編ジャンプアップ　こくごⅢ
93 国語 こばと10-9 614 上級編レベルアップ　漢字
94 国語 こばと10-9 616 上級編レベルアップ　せいかつ
95 国語 こばと10-9 617 上級編レベルアップ　ことばのつかいかた
96 国語 こばと10-9 618 上級編レベルアップ　対人関係スキルアップトレーニングシート
97 国語 三省堂11-4 506 三省堂こどもことば絵じてん増補新装版　
98 国語 三省堂11-4 507 三省堂ことばつかいかた絵じてん増補新装版　
99 国語 三省堂11-4 508 こどももののなまえ絵じてん増補新装版　
100 国語 三省堂11-4 538 こどもマナーとけいご絵じてん　
101 国語 三省堂11-4 544 こどももののなまえ絵じてん増補新装版小型版　
102 国語 小学館12-2 525 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
103 国語 小学館12-2 592 小学館の子ども辞典　小学館ことばのえじてん
104 国語 小学館12-2 633 そらまめくんのぼくのいちにち　
105 国語 小学館12-2 665 ドラえもんとやってみよう！　ドラえもんはじめてのひらがな
106 国語 小学館12-2 778 東京駅たんけん絵本　ＪＲ電車・新幹線・パノラマつき！
107 国語 小学館12-2 788 しゃしんがいっぱい！はじめてずかん４１５　
108 国語 鈴木出版13-2 559 たのしくあそぼ！スマホえほん　
109 国語 成美堂出版14-4 501 音のでる絵本　ひらがなかけたよ！
110 国語 成美堂出版14-4 511 はじめてのえんぴつちょう４・５・６歳　ひらがなカタカナぜんぶ
111 国語 成美堂出版14-4 532 電車大集合！スーパー大百科ＤＶＤつき　
112 国語 成美堂出版14-4 541 かわいいおとえほん　はじめてのピアノ
113 国語 草思社15-3 001 みんなのためのルールブック　あたりまえだけど、とても大切なこと
114 国語 大日本絵画16-3 532 つまみひきしかけえほん　しあわせならてをたたこう
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令和４年度使用特別支援学校小中学部及び小中学校特別支援学級教科用図書採択希望一覧
（学校教育法附則第９条教科用図書）

NO. 科目 発行者名(コード） 図書番号 一般図書名

115 国語 大日本絵画16-3 A01 メロディーえほん　ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
116 国語 太郎次郎社16-4 A01 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１基本漢字あそび
117 国語 太郎次郎社16-4 A02 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
118 国語 チャイルド17-1 544 チャイルドブックこども百科　にほんごだいすきことばの図鑑
119 国語 東京書店20-3 515 ドアをあけたら　
120 国語 東京書店20-3 519 ０さいからのにほんごえいごことば絵じてん　
121 国語 東京書店20-3 536 わくわく音あそびえほん　にほんご★えいごおしゃべりタブレットえほん
122 国語 戸田デザイ20-4 007 よみかた絵本　
123 国語 同成社20-5 502 ゆっくり学ぶ子のための　国語５
124 国語 同成社20-5 A01 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１（改訂版）　（ひらがなのことば・文・文章の読み）
125 国語 同成社20-5 A02 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２（改訂版）　（かたかな・かん字の読み書き）
126 国語 同成社20-5 A03 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３（改訂版）　（文章を読む、作文・詩を書く）
127 国語 同成社20-5 A04 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
128 国語 同成社20-5 B01 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編１（改訂版）　（表象形成・音韻形成・発声・発音）
129 国語 同成社20-5 B02 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編２（改訂版）　（ひらがなの読み書き）
130 国語 東洋館20-7 002 くらしに役立つ国語　
131 国語 日本教育研22-3 A01 ひとりだちするための国語　
132 国語 評論社27-2 B01 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？
133 国語 ひさかた27-3 595 さわってごらん！ふしぎなふしぎなまほうの木　
134 国語 ひさかた27-3 C04 スキンシップ絵本　かたかなアイウエオ
135 国語 ＰＨＰ27-4 001 子どもの字がうまくなる練習ノート　
136 国語 福音館28-1 509 幼児絵本シリーズ　きんぎょがにげた
137 国語 福音館28-1 603 こどものとも絵本　そらまめくんのベッド
138 国語 福音館28-1 H21 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら
139 国語 福音館28-1 H26 こどものとも絵本　おおきなかぶ
140 国語 ブロンズ新28-3 530 だるまさんと　
141 国語 ブロンズ新28-3 537 だるまさんが　
142 国語 ブロンズ新28-3 544 だるまさんシリーズ３冊セット　
143 国語 文研出版28-6 A16 ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン
144 国語 ポプラ30-2 537 音のでる知育絵本２０　わらべきみかの音のでることばえほん
145 国語 ポプラ30-2 544 トーマスかるた　
146 国語 ポプラ30-2 555 やさい・くだものぴったりカード　
147 国語 ポプラ30-2 598 つんでならべてちえキューブ　
148 国語 ポプラ30-2 P04 音のでる知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん
149 国語 ポプラ30-2 P15 音のでる知育絵本１５　こえでおぼえるごあいさつえほん
150 国語 理論社40-1 A01 あいうえおうさま　
151 国語 リーブル40-3 002 しりとりしましょ！たべものあいうえお　
152 国語 リーブル40-3 505 たべものかるたあっちゃんあがつく　

4 / 25 ページ



令和４年度使用特別支援学校小中学部及び小中学校特別支援学級教科用図書採択希望一覧
（学校教育法附則第９条教科用図書）

NO. 科目 発行者名(コード） 図書番号 一般図書名

153 国語 リーブル40-3 510 おみせやさんでくださいな！　
154 国語 リーブル40-3 512 おはなし３０ねぇ、よんで！　おしゃべりさん
155 国語 かもがわ56-13 501 特別支援教育のカード教材　意味からおぼえる漢字イラストカード１年生
156 国語 かもがわ56-13 506 あたまと心で考えようＳＳＴワークシート　自己認知・コミュニケーションスキル編
157 国語 かもがわ56-13 511 特別支援教育のカード教材　意味からおぼえる漢字イラストカード４年生改訂版
158 国語 喜楽研57-22 507 豊かな読解力がつく国語プリント小学４年改訂版　
159 国語 喜楽研57-22 510 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばあそび１　
160 国語 喜楽研57-22 511 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばあそび２　
161 国語 喜楽研57-22 513 ゆっくりていねいに学びたい子のためのひらがなワーク　
162 国語 喜楽研57-22 514 ゆっくりていねいに学びたい子のためのかたかなワーク　
163 国語 喜楽研57-22 515 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばワーク　
164 国語 喜楽研57-22 516 ゆっくりていねいに学びたい子のための作文ワーク初級１　
165 国語 喜楽研57-22 517 ゆっくりていねいに学びたい子のための作文ワーク初級２　
166 国語 喜楽研57-22 519 ゆっくりていねいに学びたい子のための漢字ワーク２－１　
167 国語 喜楽研57-22 521 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク１－１　
168 国語 喜楽研57-22 522 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク１－２　
169 国語 喜楽研57-22 523 ゆっくりていねいに学びたい子のため読解ワーク２－１　
170 国語 喜楽研57-22 525 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク３－１　
171 国語 喜楽研57-22 526 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク３－２　
172 国語 喜楽研57-22 527 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク４－１　
173 国語 喜楽研57-22 528 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク４－２　
174 国語 喜楽研57-22 530 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク５－２　
175 国語 喜楽研57-22 531 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク６－１　
176 国語 喜楽研57-22 532 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク６－２　
177 国語 紀伊國屋57-31 501 どっちがへん？スペシャル　
178 国語 交通新聞60-29 510 おいしいあいうえお　
179 国語 交通新聞60-29 521 でんしゃのカキクケコ　
180 国語 コスミック60-32 513 ひとりでできるみんなでできるのりものかるた　
181 国語 コロロ発達60-40 501 自閉症児のためのコミュニケーションワーク　いつどこだれ
182 国語 主婦の友62-12 621 頭のいい子を育てる　おはなし３６６
183 国語 清風堂書店64-2 507 国語習熟プリント小学２年生大判サイズ　
184 国語 清風堂書店64-2 517 考える力を育てる語彙と文法　国語・ことばの習熟プリント小学校低学年１年２年
185 国語 大日本図書66-11 508 いろいろバス　
186 国語 漢字能力検72-16 525 漢検４級漢字学習ステップ改訂四版　
187 国語 日本図書72-31 507 こくごだいすき　第７巻ことばのほん１
188 国語 白泉社76-4 516 それしかないわけないでしょう　
189 国語 文理78-13 513 わからないをわかるにかえる１中学国語１～３年改訂版　
190 国語 ベネッセ79-6 582 にほんご・えいごおしゃべりことばずかん　
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191 国語 三起商行82-3 501 ポカポカフレンズのことばえほん　こえであいうえお
192 国語 明治図書84-1 520 読み書きが苦手な子どもへの＜漢字＞支援ワーク　１～３年編
193 国語 明治図書84-1 526 読み書きが苦手な子どもへの＜漢字＞支援ワーク　４～６年編
194 国語 教出017 B-421 国語　ことばのれんしゅう　四年
195 国語 学研06-2 コード外 かがくのおはなし　小学１年
196 国語 学研06-2 コード外 歴史事件ファイル　小学４～６年
197 国語 学研06-2 コード外 危険生物のおはなし　低学年
198 書写 あかね書房01-1 001 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
199 書写 あかね書房01-1 A04 もじのえほん　かんじ（２）
200 書写 岩崎書店02-1 A07 あそびの絵本　クレヨンあそび
201 書写 岩崎書店02-1 E01 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
202 書写 岩崎書店02-1 E03 五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお
203 書写 学研06-2 545 いっしょにあそぼ　ぬのひもえほんしましまぐるぐる
204 書写 学研06-2 559 学研の幼児ワーク　３～４歳かいてけせるひらがな新装版
205 書写 学研06-2 587 小学校で習う全漢字の書き方改訂版　
206 書写 学研06-2 588 小学全漢字おぼえるカード　
207 書写 学研06-2 G07 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
208 書写 金の星社07-2 530 音のでる絵本　おとのでる♪てあそびうたえほん
209 書写 金の星社07-2 533 音のでる絵本　おとのでるあいうえおのえほん
210 書写 くもん出版08-1 507 もじ・ことば９　はじめてのカタカナ
211 書写 くもん出版08-1 515 書きかたカードカタカナ　
212 書写 くもん出版08-1 516 書きかたカード漢字　
213 書写 くもん出版08-1 519 ひらがなことばカード１集　
214 書写 くもん出版08-1 521 ひらがなことばカード３集　
215 書写 くもん出版08-1 522 カタカナカード　
216 書写 くもん出版08-1 523 ぶんカード１集　
217 書写 くもん出版08-1 525 ゆびなぞりカードひらがな　
218 書写 くもん出版08-1 536 写真図鑑カード　はたらく自動車カード
219 書写 くもん出版08-1 601 小学ドリル国語　３年生の漢字
220 書写 くもん出版08-1 666 いっきに極める国語（１）　小学１～３年の漢字
221 書写 くもん出版08-1 688 すうじのおけいこえほん　
222 書写 くもん出版08-1 689 ひらがなのおけいこえほん　
223 書写 くもん出版08-1 700 くろくまくんのことばえほん　なまえのことば
224 書写 くもん出版08-1 809 ことばのえほん２　かっきくけっこ
225 書写 くもん出版08-1 A01 もじ・ことば１　はじめてのひらがな１集
226 書写 くもん出版08-1 A03 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
227 書写 くもん出版08-1 A11 もじ・ことば１１　はじめてのかん字
228 書写 くもん出版08-1 C01 書きかたカード「ひらがな」　
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229 書写 くもん出版08-1 D01 ひらがなカード　
230 書写 グランまま08-2 006 ことばえほん　
231 書写 講談社10-1 559 翻訳絵本　せんをたどって
232 書写 こばと10-9 601 初級編ステップアップ　マッチングⅠ
233 書写 こばと10-9 602 初級編ステップアップ　マッチングⅡ
234 書写 こばと10-9 603 初級編ステップアップ　ことば・もじ
235 書写 こばと10-9 605 初級編ステップアップ　こくごⅠ
236 書写 こばと10-9 606 中級編ジャンプアップ　こくごⅡ
237 書写 こばと10-9 607 中級編ジャンプアップ　こくごⅢ
238 書写 視覚デザイ12-10 511 かたちでおぼえるあいうえお　
239 書写 小学館12-2 523 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯはるなつあきふゆ　楽しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑
240 書写 小学館12-2 665 ドラえもんとやってみよう！　ドラえもんはじめてのひらがな
241 書写 成美堂出版14-4 501 音のでる絵本　ひらがなかけたよ！
242 書写 太郎次郎社16-4 A01 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１基本漢字あそび
243 書写 太郎次郎社16-4 C03 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
244 書写 童心社20-1 556 とことこえほん　まるまるころころ
245 書写 戸田デザイ20-4 003 あいうえおえほん　
246 書写 同成社20-5 A01 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１（改訂版）　（ひらがなのことば・文・文章の読み）
247 書写 同成社20-5 A02 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２（改訂版）　（かたかな・かん字の読み書き）
248 書写 同成社20-5 B02 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編２（改訂版）　（ひらがなの読み書き）
249 書写 評論社27-2 507 さわってあそぶえほん　ちっちゃなウサちゃんおねんねよ
250 書写 ＰＨＰ27-4 001 子どもの字がうまくなる練習ノート　
251 書写 ブロンズ新28-3 A02 らくがきえほんあ・い・う・え・お　
252 書写 フレーベル28-8 003 ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん　あそぼ！
253 書写 フレーベル28-8 005 かいてけしてまたかける　あいうえお
254 書写 ポプラ30-2 558 ポプラ社の知育ドリルぜんぶできちゃうシリーズ３　せんをかこう１
255 書写 ポプラ30-2 P04 音のでる知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん
256 書写 ポプラ30-2 P15 音のでる知育絵本１５　こえでおぼえるごあいさつえほん
257 書写 朝日新聞51-6 512 てあそびうた＆ゆびあそびゲームタブレット　音でる♪知育絵本
258 書写 かもがわ56-13 501 特別支援教育のカード教材　意味からおぼえる漢字イラストカード１年生
259 書写 河出新社56-7 521 水だけでスイスイまほうのぬりえ　
260 書写 喜楽研57-22 513 ゆっくりていねいに学びたい子のためのひらがなワーク　
261 書写 喜楽研57-22 517 ゆっくりていねいに学びたい子のための作文ワーク初級２　
262 書写 喜楽研57-22 518 ゆっくりていねいに学びたい子のための　漢字ワーク１
263 書写 喜楽研57-22 519 ゆっくりていねいに学びたい子のための漢字ワーク２－１　
264 書写 喜楽研57-22 520 ゆっくりていねいに学びたい子のための漢字ワーク２－２　
265 書写 交通新聞60-29 510 おいしいあいうえお　
266 書写 交通新聞60-29 537 でんしゃのあいうえおくりかえしれんしゅうブック　
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267 書写 実務教育出62-50 501 なぞらずにうまくなる子どものひらがな練習帳　
268 書写 パイインタ76-16 544 はじめてのなんどもかけるひらがなぶっく　
269 書写 ＵＤ絵本87-11 501 ユニバーサルデザイン絵本１　てんてん
270 書写 日点（一般）T217 004 視覚障害者の漢字学習　（教育用漢字　小学４年）
271 算数（数学） あかね書房01-1 001 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
272 算数（数学） あかね書房01-1 546 九九をとなえる王子さま　
273 算数（数学） あかね書房01-1 I02 あかね書房の学習えほん　おかあさんだいすき１．２．３
274 算数（数学） 岩崎書店02-1 541 すくすく脳育て！　かたちをはめこむまるさんかくしかく
275 算数（数学） 岩崎書店02-1 E04 五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本
276 算数（数学） 岩崎書店02-1 E05 五味太郎のことばとかずの絵本　すうじの絵本
277 算数（数学） 絵本館04-1 D02 五味太郎の絵本　かずのえほん１・２・３
278 算数（数学） 旺文社05-3 505 とってもやさしい中１数学三訂版
279 算数（数学） 偕成社06-1 548 １００かいだてのいえシリーズ　ちか１００かいだてのいえ
280 算数（数学） 偕成社06-1 551 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
281 算数（数学） 偕成社06-1 602 せべまさゆきあそぶえほん　さがしてごらん１００にんかくれんぼ
282 算数（数学） 偕成社06-1 A02 エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ
283 算数（数学） 偕成社06-1 A04 ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろあいうえお
284 算数（数学） 偕成社06-1 L01 １００かいだてのいえシリーズ　１００かいだてのいえ
285 算数（数学） 偕成社06-1 T01 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
286 算数（数学） 偕成社06-1 T06 エリック・カールの絵本　月ようびはなにたべる？ーアメリカのわらべうた
287 算数（数学） 学研06-2 535 さわって学べる算数図鑑　
288 算数（数学） 学研06-2 562 学研の幼児ワーク　３歳かず
289 算数（数学） 学研06-2 563 学研の幼児ワーク　５歳たしざん
290 算数（数学） 学研06-2 567 学研の頭脳開発　おかねのれんしゅうちょう
291 算数（数学） 学研06-2 568 学研の頭脳開発　でんしゃのかず・とけいれんしゅうちょう
292 算数（数学） 学研06-2 596 宮本算数教室の教材　賢くなるパズル入門編
293 算数（数学） 学研06-2 624 学研の頭脳開発お金の計算と買い物が得意になる　おかねのれんしゅうちょうおかいもの編
294 算数（数学） 金の星社07-2 535 音のでるとけいえほん　いまなんじ？
295 算数（数学） 金の星社07-2 592 アニメおさるのジョージとけいえほん　いまなんじ？
296 算数（数学） くもん出版08-1 557 かず・けいさん２　やさしいすうじ
297 算数（数学） くもん出版08-1 559 かず・けいさん４　はじめてのたしざん
298 算数（数学） くもん出版08-1 563 かず・けいさん８　ひきざんおけいこ
299 算数（数学） くもん出版08-1 564 かず・けいさん９　はじめての九九
300 算数（数学） くもん出版08-1 614 小学ドリル算数　２年生の数・りょう・図形
301 算数（数学） くもん出版08-1 615 小学ドリル算数　３年生の数・りょう・図形
302 算数（数学） くもん出版08-1 616 小学ドリル算数　４年生の数・量・図形
303 算数（数学） くもん出版08-1 617 小学ドリル算数　５年生の数・量・図形
304 算数（数学） くもん出版08-1 618 小学ドリル算数　６年生の数・量・図形
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305 算数（数学） くもん出版08-1 621 小学ドリル算数　３年生の文章題
306 算数（数学） くもん出版08-1 631 小学ドリル算数計算　３年生のわり算
307 算数（数学） くもん出版08-1 688 すうじのおけいこえほん　
308 算数（数学） くもん出版08-1 703 くろくまくんのたんぐらむえほん　
309 算数（数学） くもん出版08-1 717 くろくまくんのかずあそび・すごろくえほん　
310 算数（数学） くもん出版08-1 777 いっきに極める算数（１）　小学１～３年のたし算・ひき算
311 算数（数学） くもん出版08-1 D02 とけいカード　
312 算数（数学） くもん出版08-1 D03 かずカード　
313 算数（数学） くもん出版08-1 E01 はとのクルックのとけいえほん　
314 算数（数学） 講談社10-1 559 翻訳絵本　せんをたどって
315 算数（数学） 講談社10-1 615 音の出る学習時計えほん　いまなんじ？
316 算数（数学） 講談社10-1 H05 ブルーナのアイディアブック　ミッフィーの１から１０まで
317 算数（数学） こぐま社10-4 E01 こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく
318 算数（数学） こばと10-9 532 中高生のための数学　
319 算数（数学） こばと10-9 601 初級編ステップアップ　マッチングⅠ
320 算数（数学） こばと10-9 602 初級編ステップアップ　マッチングⅡ
321 算数（数学） こばと10-9 604 初級編ステップアップ　かず・すうじ
322 算数（数学） こばと10-9 608 初級編ステップアップ　さんすうⅠ
323 算数（数学） こばと10-9 609 中級編ジャンプアップ　さんすうⅡ
324 算数（数学） こばと10-9 610 中級編ジャンプアップ　さんすうⅢ
325 算数（数学） こばと10-9 613 中級編ジャンプアップ　集中力・注意力アップトレーニングシート
326 算数（数学） こばと10-9 619 上級編レベルアップ　お金と時計の文章題
327 算数（数学） こばと10-9 B01 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー
328 算数（数学） 三省堂11-4 545 こどもひらがなとかずの絵じてん小型版　
329 算数（数学） 三省堂11-4 A04 三省堂こどもかずの絵じてん　
330 算数（数学） 小学館12-2 524 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶかず・かたちの図鑑
331 算数（数学） 小学館12-2 560 ドラえもんの算数おもしろ攻略　かけ算・わり算（改訂新版）
332 算数（数学） 小学館12-2 631 小児科医がつくったＬＤ児・ＡＤＨＤ児のための　ゆっくりさんすうプリント１０までのかず
333 算数（数学） 小学館12-2 688 ドラえもんとおぼえよう！とけいのえほん　
334 算数（数学） 小学館12-2 689 ｎｅｗドラえもん九九のうたＣＤブック　
335 算数（数学） 小学館12-2 B06 ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３
336 算数（数学） 小学館12-2 Z01 デコボコえほん　かずをかぞえよう！
337 算数（数学） 成美堂出版14-4 505 音と光のでる絵本　もりのとけいえほん
338 算数（数学） 成美堂出版14-4 513 はじめてのえんぴつちょう５・６・７歳　たしざんひきざん
339 算数（数学） 成美堂出版14-4 550 音と光のでる絵本　いっぱいスイッチ
340 算数（数学） 世界文化社14-5 650 うたで楽しむかけ算九九えほん　
341 算数（数学） 大日本絵画16-3 501 あなあきしかけえほん　かわいいてんとうむし
342 算数（数学） 大日本絵画16-3 504 あなあきしかけえほん　１０ぴきなかよしさかなくん
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343 算数（数学） 大日本絵画16-3 505 あなあきしかけえほん　１０ぴきぴよぴよひよこちゃん
344 算数（数学） 大日本絵画16-3 520 しかけえほん　いろいろきしゃぽっぽ
345 算数（数学） 大日本絵画16-3 562 ジグソーしかけえほん　かたちをはずしてうらがえし
346 算数（数学） 童心社20-1 A02 かずのほん２　０から１０まで
347 算数（数学） 童心社20-1 A03 かずのほん３　０から１０までのたしざんひきざん
348 算数（数学） 戸田デザイ20-4 002 １から１００までのえほん　
349 算数（数学） 戸田デザイ20-4 009 とけいのえほん　
350 算数（数学） 同成社20-5 503 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＡ　２けたまでのたしざんひきざん
351 算数（数学） 同成社20-5 504 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＣ　かけ算
352 算数（数学） 同成社20-5 C01 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）
353 算数（数学） 同成社20-5 C02 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）
354 算数（数学） 同成社20-5 C03 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）
355 算数（数学） 同成社20-5 C04 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）
356 算数（数学） 同成社20-5 C05 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）
357 算数（数学） 東洋館20-7 003 くらしに役立つ数学　
358 算数（数学） 東洋館20-7 508 くらしに役立つワーク数学　
359 算数（数学） 日本教育研22-3 510 ひとりだちするための算数・数学ワーク１お金編　
360 算数（数学） 日本教育研22-3 A02 ひとりだちするための算数・数学　
361 算数（数学） ひかりのく27-1 002 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
362 算数（数学） ひかりのく27-1 518 指さし・指なぞり　１２３かず
363 算数（数学） ひかりのく27-1 B10 認識絵本１０　おおきいちいさい
364 算数（数学） ひさかた27-3 B02 ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの１・２・３
365 算数（数学） ひさかた27-3 C05 スキンシップ絵本　かずのえほん
366 算数（数学） 福音館28-1 542 ０．１．２．えほん　おおきいちいさい
367 算数（数学） 福音館28-1 A01 ブルーナの絵本　まる、しかく、さんかく
368 算数（数学） フレーベル28-8 001 プータンいまなんじ？　
369 算数（数学） ポプラ30-2 551 ふわふわトイブック２　くだものぴったりふわふわパズル
370 算数（数学） ポプラ30-2 555 やさい・くだものぴったりカード　
371 算数（数学） ポプラ30-2 598 つんでならべてちえキューブ　
372 算数（数学） ポプラ30-2 604 いちごがいっこいろ・かず・かたち　
373 算数（数学） ポプラ30-2 P16 音のでる知育絵本１６　とけいがよめるようになる！！とけいくん
374 算数（数学） 民衆社32-1 508 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる３年　
375 算数（数学） 民衆社32-1 518 算数あそびファックス資料集（改訂版）　小学校３・４年
376 算数（数学） 民衆社32-1 546 算数あそびファックス資料集改訂版　小学校５・６年生
377 算数（数学） 朝日学生51-35 506 ひとりで学べる算数小学２年生　
378 算数（数学） 朝日学生51-35 507 ひとりで学べる算数小学３年生　
379 算数（数学） かんき出版56-29 508 改訂版小学校６年間の算数が１冊でしっかりわかる問題集　
380 算数（数学） 喜楽研57-22 539 ゆっくりていねいに学べる　どの子もわかる算数プリント１－１
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381 算数（数学） 喜楽研57-22 540 ゆっくりていねいに学べる　どの子もわかる算数プリント１－２
382 算数（数学） 喜楽研57-22 541 ゆっくりていねいに学べる　どの子もわかる算数プリント２－１
383 算数（数学） 喜楽研57-22 542 ゆっくりていねいに学べる　どの子もわかる算数プリント２－２
384 算数（数学） 喜楽研57-22 543 ゆっくりていねいに学べる　どの子もわかる算数プリント３－１
385 算数（数学） 喜楽研57-22 544 ゆっくりていねいに学べる　どの子もわかる算数プリント３－２
386 算数（数学） 喜楽研57-22 545 ゆっくりていねいに学べる　どの子もわかる算数プリント４－１
387 算数（数学） 喜楽研57-22 546 ゆっくりていねいに学べる　どの子もわかる算数プリント４－２
388 算数（数学） 喜楽研57-22 554 教科書算数プリント２年基礎編　
389 算数（数学） 喜楽研57-22 556 教科書算数プリント４年基礎編　
390 算数（数学） ジアース62-43 505 すぐに使える学習シリーズ　特別支援のためのかずの学習第１集
391 算数（数学） 東京書籍70-12 522 目でみる算数の図鑑　
392 算数（数学） 日本図書72-31 514 さんすうだいすき　第１巻どちらがおおきい？
393 算数（数学） 文理78-13 514 わからないをわかるにかえる６中１数学改訂版　
394 算数（数学） ベネッセ79-6 536 たまひよ音のずかん絵本　なきごえきけちゃう！どうぶつずかん
395 算数（数学） ベネッセ79-6 569 たまひよごっこあそび絵本　スーパーのりものえほん
396 算数（数学） 三起商行82-3 513 ポカポカフレンズ音のでるパズル絵本　どうぶつワンワン
397 算数（数学） 三起商行82-3 526 ミキハウス音のでるおしごとえほん　レジスター
398 算数（数学） 明治図書84-1 509 グレーゾーンの子どもに対応した　算数ワーク上級編１
399 算数（数学） 明治図書84-1 546 数が苦手な子のための計算支援ワーク４　買い物計算ができる応用トレーニング編
400 生活 あかね書房01-1 001 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
401 生活 岩崎書店02-1 E04 五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本
402 生活 偕成社06-1 609 さわる絵本　新装版これ、なあに？
403 生活 偕成社06-1 R01 あかちゃんのあそびえほん（１）　ごあいさつあそび
404 生活 偕成社06-1 R06 あかちゃんのあそびえほん（６）　いいおへんじできるかな
405 生活 学研06-2 518 ほんとのおおきさ　もっと！ほんとのおおきさ動物園
406 生活 学研06-2 545 いっしょにあそぼ　ぬのひもえほんしましまぐるぐる
407 生活 学研06-2 615 いっしょにあそぼ　しましまぐるぐるタオルであそぼ！えほん
408 生活 学研06-2 J04 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　８きせつ
409 生活 金の星社07-2 538 ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん１　ルールをまもろう！こうつうあんぜん
410 生活 くもん出版08-1 B01 生活図鑑カード　たべものカード
411 生活 くもん出版08-1 B02 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
412 生活 くもん出版08-1 B07 生活図鑑カード　生活道具カード
413 生活 グランまま08-2 001 ぼくとわたしのせいかつえほん　
414 生活 講談社10-1 578 ＤＸ版新幹線のたび　はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断
415 生活 こばと10-9 B01 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー
416 生活 三省堂11-4 508 こどももののなまえ絵じてん増補新装版　
417 生活 小学館12-2 649 ピタゴラ装置ＤＶＤブック１　
418 生活 成美堂出版14-4 501 音のでる絵本　ひらがなかけたよ！

11 / 25 ページ



令和４年度使用特別支援学校小中学部及び小中学校特別支援学級教科用図書採択希望一覧
（学校教育法附則第９条教科用図書）

NO. 科目 発行者名(コード） 図書番号 一般図書名

419 生活 世界文化社14-5 A01 写真でわかるなぜなに１　どうぶつ
420 生活 童心社20-1 658 松谷みよ子あかちゃんの本　いないいないばあ
421 生活 童心社20-1 L06 ピーマン村の絵本たち　よーいどん！
422 生活 永岡書店21-1 525 こども写真ひゃっか　はたらくくるま大図鑑ＤＸ〈デラックス〉ＤＶＤ付き
423 生活 ひかりのく27-1 527 も・や・し～！　
424 生活 ひかりのく27-1 D01 ２０２シリーズ　たべもの２０２
425 生活 ポプラ30-2 552 ふわふわトイブック４　のりものぴったりふわふわパズル
426 生活 アリス館51-4 530 ぴんぽーん　
427 生活 三起商行82-3 527 ミキハウス音のでるおしごとえほん　くるま
428 社会 あかね書房01-1 523 マナーと敬語完全マスター！１　学校のマナーと敬語
429 社会 あかね書房01-1 H01 かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち
430 社会 あかね書房01-1 H02 かばくん・くらしのえほん２　かばくんのおかいもの
431 社会 旺文社05-3 504 とってもやさしい中学公民改訂版
432 社会 旺文社05-3 528 小学社会社会問題の正しい解き方ドリル３年改訂版　
433 社会 偕成社06-1 D08 ノンタンあそぼうよ（８）　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
434 社会 偕成社06-1 J05 子どもの健康を考える絵本（５）　こんなときどうするの？
435 社会 偕成社06-1 S01 安全のしつけ絵本（１）　きをつけようね
436 社会 偕成社06-1 W12 木村裕一・しかけ絵本（１２）　げんきにごあいさつ
437 社会 偕成社06-1 Z01 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
438 社会 学研06-2 510 学研の図鑑ＬＩＶＥ（ライブ）　昆虫
439 社会 学研06-2 518 ほんとのおおきさ　もっと！ほんとのおおきさ動物園
440 社会 学研06-2 528 社会科常識シリーズ　ＮＥＷ日本列島ジグソー
441 社会 学研06-2 630 めくってはっけん！　せかいちずえほん
442 社会 学研06-2 649 あそびのおうさまずかん　のりもの増補改訂
443 社会 学研06-2 655 中学歴史をひとつひとつわかりやすく。改訂版　
444 社会 学研06-2 656 中学公民をひとつひとつわかりやすく。改訂版　
445 社会 学研06-2 J04 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　８きせつ
446 社会 学研06-2 N01 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ動物園
447 社会 金の星社07-2 001 おてつだいの絵本　
448 社会 金の星社07-2 538 ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん１　ルールをまもろう！こうつうあんぜん
449 社会 金の星社07-2 550 はじめてのちずえほん　たべものちずのえほん
450 社会 金の星社07-2 551 はじめてのちずえほん　にほんちずのえほん
451 社会 金の星社07-2 554 社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちの　しごと場２つくるしごと・売るしごと
452 社会 金の星社07-2 555 社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちのしごと場　３乗りもののしごと駅・空港・自動車工場
453 社会 金の星社07-2 564 ことばって、おもしろいな　「ものの名まえ」絵じてん町
454 社会 くもん出版08-1 510 生活図鑑カード　のりものカード
455 社会 くもん出版08-1 511 生活図鑑カード　マーク標識カード１集
456 社会 くもん出版08-1 583 まんが歴史年表大事典　
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457 社会 くもん出版08-1 792 小学１・２年生のうちに「しゃかい」の見方・考え方が　楽しく身につく本
458 社会 くもん出版08-1 797 決定版まるわかり記号の大事典　
459 社会 くもん出版08-1 B07 生活図鑑カード　生活道具カード
460 社会 講談社10-1 553 こどもせいかつ百科　
461 社会 講談社10-1 558 決定版心をそだてるはじめての日本の歴史名場面１０１　
462 社会 講談社10-1 578 ＤＸ版新幹線のたび　はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断
463 社会 国土社10-3 544 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（３）　地域・社会生活編
464 社会 国土社10-3 555 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（２）　学校生活編
465 社会 合同出版10-8 B01 絵でわかるこどものせいかつずかん１　みのまわりのきほん
466 社会 合同出版10-8 B04 絵でわかるこどものせいかつずかん４　おつきあいのきほん
467 社会 三省堂11-4 A07 こどもきせつのぎょうじ絵じてん第２版小型版　
468 社会 視覚デザイ12-10 510 ５さいからのにっぽんちず　
469 社会 小学館12-2 523 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯはるなつあきふゆ　楽しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑
470 社会 小学館12-2 531 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶにっぽんの図鑑
471 社会 小学館12-2 532 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　新版・楽しく遊ぶ学ぶせかいの図鑑
472 社会 小学館12-2 547 にっぽん探検大図鑑　ＮＩＰＰＯＮ－ＰＡＬ
473 社会 小学館12-2 553 ドラえもんの社会科おもしろ攻略　日本の歴史１５人
474 社会 小学館12-2 682 マンガでわかるよのなかのルール　
475 社会 小学館12-2 772 キッズペディア歴史館　日本史の大事件そのとき世界は
476 社会 小学館12-2 C01 ドラえもんちずかん１　にっぽんちず
477 社会 小学館12-2 C02 ドラえもんちずかん２　せかいちず
478 社会 鈴木出版13-2 A05 知育えほん　マークのずかん
479 社会 育成会14-3 506 自立生活ハンドブック１１　ひとりだち（改訂版）
480 社会 成美堂出版14-4 004 いちばんわかりやすい　小学生のための学習日本地図帳
481 社会 成美堂出版14-4 504 音と光のでる絵本　もりのレストラン
482 社会 成美堂出版14-4 532 電車大集合！スーパー大百科ＤＶＤつき　
483 社会 世界文化社14-5 559 はじめての日本地図絵本　
484 社会 草思社15-3 001 みんなのためのルールブック　あたりまえだけど、とても大切なこと
485 社会 東京書店20-3 515 ドアをあけたら　
486 社会 戸田デザイ20-4 005 にっぽんちず絵本　
487 社会 東洋館20-7 001 くらしに役立つ社会　
488 社会 永岡書店21-1 522 パズル＆ゲーム日本地図　
489 社会 ナツメ社21-2 001 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
490 社会 日本教育研22-3 505 ひとりだちするための　ビジネスマナー＆コミュニケーション
491 社会 ひかりのく27-1 003 マナーやルールがどんどんわかる！　新装改訂版みぢかなマーク
492 社会 評論社27-2 505 さわってあそぶコロちゃんののうじょう　
493 社会 ＰＨＰ27-4 684 はっけんＮＩＰＰＯＮ　地図と新聞で見る４７都道府県
494 社会 福音館28-1 505 幼児絵本シリーズ（くまくんの絵本）　こんにちは
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495 社会 福音館28-1 H56 こどものとも絵本　はじめてのおつかい
496 社会 福音館28-1 L01 みぢかなかがくシリーズ　町の水族館・町の植物園
497 社会 福音館28-1 M06 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん
498 社会 ブロンズ新28-3 C01 しごとば　
499 社会 福村出版28-7 A05 シリーズ生活を学ぶ５　遠くへ行きたいな
500 社会 ポプラ30-2 552 ふわふわトイブック４　のりものぴったりふわふわパズル
501 社会 ポプラ30-2 603 トミカサウンドデラックス　
502 社会 ポプラ30-2 P15 音のでる知育絵本１５　こえでおぼえるごあいさつえほん
503 社会 リーブル40-3 510 おみせやさんでくださいな！　
504 社会 明石書店51-19 501 えほん日本国憲法　
505 社会 えほんの杜54-20 506 もっと日本が好きになる！なるほど都道府県３１２　
506 社会 河出新社56-7 506 大人の塗り絵　京都の風景編
507 社会 コロロ発達60-40 505 自閉症児のためのコミュニケーションワーク　物の用途・場所と目的・人と職業
508 社会 主婦の友62-12 624 おかいもの　
509 社会 新興出版社62-13 508 ホントにわかる中学地理　
510 社会 主婦と生活62-8 511 都道府県地理カード改訂版　
511 社会 主婦と生活62-8 530 すみっコぐらし学習ドリル　小学社会４７都道府県
512 社会 清風堂書店64-2 523 社会習熟プリント白地図大判サイズ　
513 社会 高橋書店66-10 527 たのしく読める日本のすごい歴史人物伝　
514 社会 パイインタ76-16 539 うごかす！めくる！のりもの　
515 社会 ベネッセ79-6 569 たまひよごっこあそび絵本　スーパーのりものえほん
516 社会 ベネッセ79-6 579 しまじろうの歌えほん　しまじろうどうようえほん
517 社会 三起商行82-3 519 ミキハウスの絵本　ポカポカフレンズマイクでうたおう
518 社会 三起商行82-3 528 ミキハウス音のでるおしごとえほん　でんしゃ
519 社会 唯学書房87-14 501 発達障害の子どもたちのためのお仕事図鑑　
520 社会 学研06-2 コード外 名人はっけん！まちたんけん２　お店の人
521 地図 学研06-2 528 社会科常識シリーズ　ＮＥＷ日本列島ジグソー
522 地図 金の星社07-2 551 はじめてのちずえほん　にほんちずのえほん
523 地図 くもん出版08-1 529 日本地図カード　
524 地図 小学館12-2 C01 ドラえもんちずかん１　にっぽんちず
525 地図 成美堂出版14-4 004 いちばんわかりやすい　小学生のための学習日本地図帳
526 地図 世界文化社14-5 559 はじめての日本地図絵本　
527 地図 草思社15-3 526 考える力がつく子ども地図帳〈世界〉　
528 地図 戸田デザイ20-4 005 にっぽんちず絵本　
529 地図 永岡書店21-1 524 めざせ鉄道博士！日本全国鉄道路線地図新版　
530 地図 ひかりのく27-1 553 写真と絵で「なぜ？」がわかる　かがくのふしぎひゃっか
531 地図 平凡社29-1 B02 新版はじめましてにほんちず　
532 地図 主婦と生活62-8 511 都道府県地理カード改訂版　
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533 地図 三起商行82-3 517 ミキハウスの絵本　パズルえほんにほんちず
534 理科 あかね書房01-1 507 からだのえほん２　すっきりうんち
535 理科 あかね書房01-1 G04 からだのえほん４　からだにもしもし
536 理科 岩崎書店02-1 C04 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
537 理科 旺文社05-3 506 とってもやさしい中１理科改訂版
538 理科 学研06-2 501 はっけんずかん　しょくぶつ
539 理科 学研06-2 502 はっけんずかん　どうぶつ改訂版
540 理科 学研06-2 503 はっけんずかん　むし新版
541 理科 学研06-2 504 はっけんずかん　きょうりゅう新版
542 理科 学研06-2 508 学研の頭脳開発　身近な自然と理科が好きになるかがくのれんしゅうちょう
543 理科 学研06-2 512 学研の図鑑ＬＩＶＥ（ライブ）　人体
544 理科 学研06-2 517 学研の図鑑ＬＩＶＥ　ｅｃｏ　食べもの
545 理科 学研06-2 519 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ水族館
546 理科 学研06-2 628 学研の図鑑ＬＩＶＥ　なるほど！魚の漢字
547 理科 学研06-2 646 はっけんことばのずかん　うごきのことばえいごつき
548 理科 学研06-2 I01 あそびのおうさまずかん　からだ増補改訂
549 理科 学研06-2 J04 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　８きせつ
550 理科 学研06-2 J09 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　９ちきゅう
551 理科 学研06-2 N01 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ動物園
552 理科 金の星社07-2 582 いきものしゃしん　あいうえおのえほん
553 理科 くもん出版08-1 546 自然図鑑カード　花と木カード
554 理科 くもん出版08-1 793 小学１・２年生のうちに「りか」の見方・考え方が　楽しく身につく本
555 理科 講談社10-1 001 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！　
556 理科 講談社10-1 521 講談社の動く図鑑ワンダーＭＯＶＥ　大自然のふしぎ
557 理科 講談社10-1 522 講談社の動く図鑑ワンダーＭＯＶＥ　生きもののふしぎ
558 理科 講談社10-1 523 講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ　動物新訂版１１１分ＤＶＤつき
559 理科 講談社10-1 527 講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ　星と星座
560 理科 小峰書店10-5 B01 りかのこうさく１ねんせい　
561 理科 合同出版10-8 545 マンガ版自閉症日常生活おたすけじてん　
562 理科 こばと10-9 615 上級編レベルアップ　しぜん
563 理科 三省堂11-4 546 こどものからだのしくみ絵じてん　
564 理科 三省堂11-4 558 こどもかがく絵じてん　
565 理科 小学館12-2 511 小学館の図鑑ＮＥＯ　昆虫ＤＶＤつき
566 理科 小学館12-2 514 小学館の図鑑ＮＥＯ　動物ＤＶＤつき
567 理科 小学館12-2 517 小学館の図鑑ＮＥＯ　新版鳥ＤＶＤ付き
568 理科 小学館12-2 520 小学館の図鑑ＮＥＯぷらす　新版くらべる図鑑
569 理科 小学館12-2 523 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯはるなつあきふゆ　楽しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑
570 理科 小学館12-2 526 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
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571 理科 小学館12-2 534 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったいどうぶつ館
572 理科 小学館12-2 649 ピタゴラ装置ＤＶＤブック１　
573 理科 小学館12-2 650 ピタゴラ装置ＤＶＤブック２　
574 理科 小学館12-2 651 ピタゴラ装置ＤＶＤブック３　
575 理科 小学館12-2 771 キッズペディア科学館　
576 理科 成美堂出版14-4 550 音と光のでる絵本　いっぱいスイッチ
577 理科 世界文化社14-5 508 写真でわかるなぜなに４　しょくぶつ
578 理科 世界文化社14-5 A01 写真でわかるなぜなに１　どうぶつ
579 理科 大日本絵画16-3 553 動く写真で見る野生動物の世界しかけえほん　サファリ
580 理科 東点181 002 改訂　世界地図
581 理科 永岡書店21-1 524 めざせ鉄道博士！日本全国鉄道路線地図新版　
582 理科 ひかりのく27-1 507 こどものずかんＭｉｏ１１　やさい・くだもの
583 理科 ひかりのく27-1 553 写真と絵で「なぜ？」がわかる　かがくのふしぎひゃっか
584 理科 ひかりのく27-1 C12 こどものずかんＭｉｏ１２　きせつとしぜん
585 理科 ひかりのく27-1 I04 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
586 理科 評論社27-2 B25 しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと
587 理科 ひさかた27-3 633 しぜんにタッチ！みかんのひみつ　
588 理科 福音館28-1 G08 福音館の科学シリーズ　どうぶつえんガイド
589 理科 福音館28-1 K04 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐらの１ねんかん
590 理科 フレーベル28-8 D02 ふしぎをためすかがく図鑑　しょくぶつのさいばい
591 理科 フレーベル28-8 D03 ふしぎをためすかがく図鑑　かがくあそび
592 理科 フレーベル28-8 D04 ふしぎをためすかがく図鑑　しぜんあそび
593 理科 フレーベル28-8 G12 フレーベル館の図鑑ナチュラ　はるなつあきふゆ
594 理科 フレーベル28-8 H01 フレーベル館の図鑑ナチュラ　ふしぎをためす図鑑（１）かがくあそび
595 理科 ポプラ30-2 540 音のでる知育絵本２５　脳科学からうまれたかおたっちえほん
596 理科 朝日新聞51-6 517 なきごえきいて！どうぶつパズル　型はめ・音でる知育絵本
597 理科 カドカワ56-28 506 ピクサーのなかまと学ぶはじめての科学３　生きもののふしぎ
598 理科 カエル56-33 501 ＤⅤＤつきケロポンズのいち・にのたいそうＢＯＯＫ　
599 理科 喜楽研57-22 542 ゆっくりていねいに学べる　どの子もわかる算数プリント２－２
600 理科 新日本62-6 502 でんじろう先生のおもしろ科学実験室２　ふしぎ実験
601 理科 新日本62-6 503 でんじろう先生のおもしろ科学実験室３　工作実験
602 理科 主婦と生活62-8 504 米村でんじろう先生のスーパー個人授業　すごい！うちでもこんな実験ができるんだ！
603 理科 主婦と生活62-8 506 でんじろう先生のカッコいい！科学おもちゃ　
604 理科 主婦と生活62-8 507 でんじろう先生の超ウケる実験ルーム　
605 理科 主婦と生活62-8 524 でんじろう先生の学校の理科がぐんぐんわかるおもしろ実験　
606 理科 清風堂書店64-2 561 分野別学習ノート　理科３植物・動物小学４・５・６年生
607 理科 東京書籍70-12 528 カラオケアニメとフラッシュカードで　英語の歌と日常英単語をみるみる覚えるデジタル絵本
608 理科 日本図書72-31 537 気象キャラクター図鑑　
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609 理科 日本図書72-31 541 感染症キャラクター図鑑　
610 理科 パイインタ76-16 517 はじめてのからだえほん　
611 理科 ベネッセ79-6 536 たまひよ音のずかん絵本　なきごえきけちゃう！どうぶつずかん
612 理科 ベネッセ79-6 569 たまひよごっこあそび絵本　スーパーのりものえほん
613 理科 三起商行82-3 515 ミキハウスの絵本　うちゅう－光るインクえほん
614 理科 三起商行82-3 521 てざわりえほん　サファリへいこう！
615 理科 みくに出版82-6 506 目で見る理科資料集小学校低学年用　
616 理科 メイツ出版84-4 511 図解でしっかりわかる！小学生の理科　楽しみながら知識がひろがる
617 家庭 あかね書房01-1 551 つくりたい！食べたい！料理大百科４　あまくておいしいお菓子がいっぱい
618 家庭 学研06-2 564 学研の幼児ワーク　４～６歳こうさく
619 家庭 くもん出版08-1 001 あいうえおべんとう　
620 家庭 さえら11-1 532 母と子の手づくり教室　毛糸と布のたのしい手づくり教室
621 家庭 成美堂出版14-4 545 いちばんわかりやすい　家事のきほん大事典
622 家庭 ナツメ社21-2 001 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
623 家庭 ひかりのく27-1 C10 こどものずかんＭｉｏ１０　たべもの
624 家庭 ひかりのく27-1 D01 ２０２シリーズ　たべもの２０２
625 家庭 三起商行82-3 529 ミキハウス音のでるおしごとえほん　キッチン
626 技術・家庭 旺文社05-3 524 学校では教えてくれない大切なこと（１８）　からだと心
627 技術・家庭 開隆堂出版06-4 001 職業・家庭たのしい職業科　わたしの夢につながる
628 技術・家庭 開隆堂出版06-4 002 職業・家庭たのしい家庭科　わたしのくらしに生かす
629 技術・家庭 金の星社07-2 532 音のでる絵本　ピカピカ！プルル♪もしもしスマホであそぼ！
630 技術・家庭 こばと10-9 612 図工編　かんたん工作アイデア集
631 技術・家庭 女子栄養大12-7 505 毎日の食事のカロリーガイド第３版　
632 技術・家庭 ナツメ社21-2 001 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
633 技術・家庭 山と溪谷社36-1 001 家庭科の教科書小学校低学年～高学年用　
634 技術・家庭 技術評論社57-26 506 まなびのずかん　親子でかんたんスクラッチプログラミングの図鑑
635 技術・家庭 ＮＨＫ出版72-24 548 ＮＨＫすすめ！キッチン戦隊クックルン　まんぷくりょうり＆かんたんおやつ
636 職業・家庭 あかね書房01-1 522 なぞなぞあなあきえほん６　たべもののかくれんぼ
637 職業・家庭 岩崎書店02-1 509 ペネロペいまなんじ？　
638 職業・家庭 開隆堂出版06-4 002 職業・家庭たのしい家庭科　わたしのくらしに生かす
639 職業・家庭 金の星社07-2 F05 ひとりでできるもん！５　すてきなおかし作り
640 職業・家庭 教育画劇07-5 550 おべんとパズル　
641 職業・家庭 講談社10-1 553 こどもせいかつ百科　
642 職業・家庭 国土社10-3 541 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（１）　家庭生活編
643 職業・家庭 永岡書店21-1 566 はじめてずかんこれ、な～に？６５０　
644 職業・家庭 日本教育研22-3 508 ひとりだちするための調理学習　
645 職業・家庭 福音館28-1 M06 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん
646 職業・家庭 三起商行82-3 529 ミキハウス音のでるおしごとえほん　キッチン
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647 音楽 旺文社05-3 550 小学えいご絵じてん８００三訂版　
648 音楽 偕成社06-1 T02 エリック・カールの絵本　うたがみえるきこえるよ
649 音楽 金の星社07-2 536 ドンドン！わっしょい！　あっぱれおまつりたいこえほん
650 音楽 金の星社07-2 537 うたってたたこう！　わくわくリズムあそびどうようえほん
651 音楽 金の星社07-2 596 おとのでるうたっておどれるからだあそびうたえほん　
652 音楽 くもん出版08-1 684 ＣＤ付き童謡カード第１集　
653 音楽 くもん出版08-1 G03 ＣＤ付き　楽器カード
654 音楽 成美堂出版14-4 002 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
655 音楽 成美堂出版14-4 541 かわいいおとえほん　はじめてのピアノ
656 音楽 大日本絵画16-3 514 おとがなるしかけえほん　はじめてのオーケストラ
657 音楽 大日本絵画16-3 A01 メロディーえほん　ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
658 音楽 東京書店20-3 503 わくわく音あそびえほん　新装版ドンドコドンドンたいこであそぼ
659 音楽 東京書店20-3 512 わくわく音あそびえほん　みんなのおうたえほん
660 音楽 東京書店20-3 521 わくわく音あそびえほん　ヒュルヒュルドカーンおまつりたいこ！
661 音楽 東京書店20-3 534 わくわく音あそびえほん　きらきらマイクでうたおう！たのしいおうたえほん
662 音楽 東京書店20-3 540 わくわく音あそびえほん　名曲いっぱい！たのしいピアノえほん
663 音楽 永岡書店21-1 007 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
664 音楽 永岡書店21-1 009 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２　
665 音楽 永岡書店21-1 521 木製知育パズル　たのしいにっぽんちず
666 音楽 永岡書店21-1 532 ＤＶＤとイラストでよくわかる！手あそびうたブック　
667 音楽 永岡書店21-1 533 トントンたいこリズムえほん　
668 音楽 永岡書店21-1 548 きいてうたって２４曲どうよううたのえほん　
669 音楽 ひかりのく27-1 002 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
670 音楽 ひかりのく27-1 013 あそびうたのほんＣＤつき　
671 音楽 ひかりのく27-1 F01 改訂新版どうようえほん１　
672 音楽 フレーベル28-8 509 アンパンマンリズムえほん　アンパンマンといっしょにがっきであそぼう
673 音楽 フレーベル28-8 513 みんなでてあそびアンパンマンとうたっておどろう　
674 音楽 ポプラ30-2 510 ふりふりたんたん音のでる楽器絵本６　プーさんのタンバリンえほん
675 音楽 ポプラ30-2 532 おととあそぼうシリーズ３９　じぶんでひけたよ！メロディーピアノえほん
676 音楽 ポプラ30-2 534 おととあそぼうシリーズ４４　どうようクラシック名曲ピアノえほん改訂版
677 音楽 ポプラ30-2 535 音のでる知育絵本１７　脳科学からうまれたあなぽこえほん
678 音楽 ポプラ30-2 538 音のでる知育絵本２２　脳科学からうまれたにぎにぎえほん
679 音楽 ポプラ30-2 548 ディズニーのえいごのほん１０　ディズニーのえいごのおうた
680 音楽 ポプラ30-2 593 世界のミュージック図鑑　
681 音楽 ポプラ30-2 O07 おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ
682 音楽 ポプラ30-2 P04 音のでる知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん
683 音楽 音楽センタ55-12 520 クラスでうたうこどものうたＣＤブック　ベスト２
684 音楽 音楽センタ55-12 534 まーぼーおじさんと手づくり楽器をつくろう　

18 / 25 ページ



令和４年度使用特別支援学校小中学部及び小中学校特別支援学級教科用図書採択希望一覧
（学校教育法附則第９条教科用図書）

NO. 科目 発行者名(コード） 図書番号 一般図書名

685 音楽 カエル56-33 501 ＤⅤＤつきケロポンズのいち・にのたいそうＢＯＯＫ　
686 音楽 西東社64-9 515 ３コードから弾ける！やさしいピアノ名曲１５０　
687 音楽 ベネッセ79-6 571 たまひよ楽器あそび絵本　すてきなピアノえほんＤＸ
688 音楽 ベネッセ79-6 579 しまじろうの歌えほん　しまじろうどうようえほん
689 音楽 ベネッセ79-6 581 たまひよ楽器あそび絵本　０・１・２才おててでたたこうたんたんたいこ
690 音楽 三起商行82-3 505 ポカポカフレンズのおんがくえほん　たいこ
691 音楽 三起商行82-3 506 ポカポカフレンズのおんがくえほん　ピアノ
692 音楽 三起商行82-3 519 ミキハウスの絵本　ポカポカフレンズマイクでうたおう
693 音楽 明治図書84-1 521 “体を楽器”にした音楽表現　リズム＆ゲームにどっぷり！リトミック７７選
694 音楽 唯学書房87-14 501 発達障害の子どもたちのためのお仕事図鑑　
695 音楽 ライト182 006 小学生の音楽　４－１
696 音楽 ライト182 007 小学生の音楽　４－２
697 図工（美術） あかね書房01-1 001 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
698 図工（美術） 岩崎書店02-1 548 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック　
699 図工（美術） 岩崎書店02-1 A06 あそびの絵本　ねんどあそび
700 図工（美術） 岩崎書店02-1 A23 あそびの絵本　えかきあそび
701 図工（美術） 偕成社06-1 T03 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）　わたしだけのはらぺこあおむし
702 図工（美術） 偕成社06-1 T05 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）　ごちゃまぜカメレオン
703 図工（美術） 偕成社06-1 T07 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－
704 図工（美術） 学研06-2 564 学研の幼児ワーク　４～６歳こうさく
705 図工（美術） 学研06-2 669 おうさまのたからばこ　スタンプポン
706 図工（美術） 学研06-2 G07 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
707 図工（美術） 学研06-2 G08 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
708 図工（美術） 学研06-2 G09 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん
709 図工（美術） 学研06-2 I12 あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく増補改訂
710 図工（美術） 学研06-2 O01 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって
711 図工（美術） 学研06-2 O02 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって
712 図工（美術） くもん出版08-1 576 こうさく１　はじめてのはさみ
713 図工（美術） くもん出版08-1 577 こうさく２　はじめてのかみこうさく１集
714 図工（美術） くもん出版08-1 A01 もじ・ことば１　はじめてのひらがな１集
715 図工（美術） コクヨ10-10 511 かおノート２　
716 図工（美術） コクヨ10-10 516 あーんあーんあーん　
717 図工（美術） コクヨ10-10 A01 かおノート　
718 図工（美術） 講談社10-1 559 翻訳絵本　せんをたどって
719 図工（美術） 講談社10-1 584 １日１０分でえがじょうずにかけるほん　６さい～小学校低学年対象
720 図工（美術） 国土社10-3 B09 たのしい図画工作９　うごくおもちゃ
721 図工（美術） 小学館12-2 641 デコボコえほん　あかあおきいろ
722 図工（美術） 小学館12-2 695 びじゅチューン！ＤＶＤＢＯＯＫ　
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723 図工（美術） 小学館12-2 N01 あーとぶっく　ひらめき美術館第１館
724 図工（美術） 大日本絵画16-3 529 しかけえほん　きいろいしかくちゃん
725 図工（美術） 大日本絵画16-3 531 おおがたしかけえほん　おばけやしき（新装版）
726 図工（美術） チャイルド17-1 001 ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ　
727 図工（美術） 戸田デザイ20-4 005 にっぽんちず絵本　
728 図工（美術） 戸田デザイ20-4 008 ６つの色　
729 図工（美術） 戸田デザイ20-4 511 ２２の色　
730 図工（美術） 永岡書店21-1 506 木のえほん　どうぶつパズル
731 図工（美術） 永岡書店21-1 525 こども写真ひゃっか　はたらくくるま大図鑑ＤＸ〈デラックス〉ＤＶＤ付き
732 図工（美術） 福音館28-1 661 びじゅつのゆうえんち　うごく浮世絵！？
733 図工（美術） 福音館28-1 G09 福音館の科学シリーズ　あそびのレシピ
734 図工（美術） 福音館28-1 N01 Ｄｏ！図鑑シリーズ　工作図鑑
735 図工（美術） ブロンズ新28-3 556 らくがき絵本五味太郎５０％　
736 図工（美術） フレーベル28-8 003 ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん　あそぼ！
737 図工（美術） ポプラ30-2 001 いろいろいろのほん　
738 図工（美術） ポプラ30-2 A04 あそびのひろば４　はりえあそび
739 図工（美術） ＭＤＮ54-29 501 ほっこり癒されるすみっコぐらし塗り絵レッスンブック　
740 図工（美術） オレンジ55-13 501 ペーパートレインＢＯＯＫジュニア新幹線大集合！　
741 図工（美術） 河出新社56-7 521 水だけでスイスイまほうのぬりえ　
742 図工（美術） 河出新社56-7 545 けずってスクラッチアート　ゆらゆら海でかくれんぼ
743 図工（美術） 主婦の友62-12 518 ＢＡＢＹＴＯＵＣＨぷれいぶっく　
744 図工（美術） 誠文堂新光64-13 522 お絵かき辞典　描きたい絵がスイスイ描ける
745 図工（美術） 誠文堂新光64-13 527 色えんぴつでイラスト　１２色ではじめる色あそび
746 図工（美術） 徳間書店70-3 547 ＭＡＰＳらくがきワークブック　
747 図工（美術） 西村書店72-13 505 直感こども美術館　見てごらん！名画だよ
748 図工（美術） ライト（一般）T182 012 人のくらしのなぜ？
749 保健（体育） あかね書房01-1 506 からだのえほん１　むしばくんだいすき？
750 保健（体育） あかね書房01-1 G04 からだのえほん４　からだにもしもし
751 保健（体育） 岩崎書店02-1 543 めくってわかる！ひとのからだ　
752 保健（体育） 偕成社06-1 J04 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？
753 保健（体育） 偕成社06-1 J05 子どもの健康を考える絵本（５）　こんなときどうするの？
754 保健（体育） 偕成社06-1 T07 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－
755 保健（体育） 学研06-2 512 学研の図鑑ＬＩＶＥ（ライブ）　人体
756 保健（体育） 学研06-2 607 はっけんずかん　たべもの
757 保健（体育） 学研06-2 I01 あそびのおうさまずかん　からだ増補改訂
758 保健（体育） 学研06-2 L12 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂人のからだ
759 保健（体育） 金の星社07-2 510 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
760 保健（体育） 金の星社07-2 561 見たい聞きたい恥ずかしくない性の本　男の子の心とからだ
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761 保健（体育） 金の星社07-2 596 おとのでるうたっておどれるからだあそびうたえほん　
762 保健（体育） 金の星社07-2 E01 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？
763 保健（体育） 金の星社07-2 J04 やさしいからだのえほん４　むしばはどうしてできるの？
764 保健（体育） 合同出版10-8 A02 子どもとマスターする４５の操体法　改訂新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方
765 保健（体育） 小学館12-2 528 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶげんきの図鑑
766 保健（体育） 育成会14-3 A04 自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？
767 保健（体育） 成美堂出版14-4 535 ちょうしんきつきからだずかん　
768 保健（体育） 童心社20-1 542 おかあさんとみる性の本　わたしのはなし
769 保健（体育） 童心社20-1 E02 かこさとしからだの本２　たべもののたび
770 保健（体育） 永岡書店21-1 532 ＤＶＤとイラストでよくわかる！手あそびうたブック　
771 保健（体育） 評論社27-2 B25 しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと
772 保健（体育） ひさかた27-3 A01 あかちゃんのための絵本　はみがきしゅわしゅわ
773 保健（体育） 福音館28-1 E16 かがくのとも絵本　みんなうんち
774 保健（体育） フレーベル28-8 G09 フレーベル館の図鑑ナチュラ　ひとのからだ
775 保健（体育） アリス館51-4 545 はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう　
776 保健（体育） アーニ出版51-8 504 性教育の絵本　
777 保健（体育） 交通新聞60-29 538 どうぶつまねっこたいそう　
778 保健（体育） 少年写真新62-4 509 ドキドキワクワク性教育（４）　男の子が大人になるとき
779 保健（体育） パイインタ76-16 517 はじめてのからだえほん　
780 道徳 あかね書房01-1 525 マナーと敬語完全マスター！３　町のマナーと敬語
781 道徳 あかね書房01-1 545 新えほんシリーズ２　ごあいさつごあいさつ
782 道徳 あかね書房01-1 549 じぶんでじぶんをまもろう１　ぜったいについていかないよ！ゆうかいつれさりにあわない
783 道徳 あかね書房01-1 H01 かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち
784 道徳 岩崎書店02-1 543 めくってわかる！ひとのからだ　
785 道徳 旺文社05-3 515 学校では教えてくれない大切なこと（９）　ルールとマナー
786 道徳 旺文社05-3 520 学校では教えてくれない大切なこと１４　自信の育て方
787 道徳 旺文社05-3 551 ペンがおしゃべり！　ベビー＆キッズえいご絵じてん５００三訂版
788 道徳 旺文社05-3 B06 学校では教えてくれない大切なこと（６）　友だち関係（気持の伝え方）
789 道徳 偕成社06-1 510 ノンタンあそぼうよ（３）　あかんべノンタン
790 道徳 偕成社06-1 513 ノンタンあそぼうよ（９）　ノンタンのたんじょうび
791 道徳 偕成社06-1 514 ノンタンあそぼうよ（１０）　ノンタンボールまてまてまて
792 道徳 偕成社06-1 516 ノンタンあそぼうよ（１２）　ノンタンこちょこちょこちょ
793 道徳 偕成社06-1 557 五味太郎・言葉図鑑（２）　ようすのことば
794 道徳 偕成社06-1 598 子どものマナー図鑑（２）　食事のマナー
795 道徳 偕成社06-1 D01 ノンタンあそぼうよ（１）　ノンタンぶらんこのせて
796 道徳 偕成社06-1 D08 ノンタンあそぼうよ（８）　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
797 道徳 偕成社06-1 Q03 子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！
798 道徳 偕成社06-1 R01 あかちゃんのあそびえほん（１）　ごあいさつあそび
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799 道徳 偕成社06-1 R03 あかちゃんのあそびえほん（３）　いただきますあそび
800 道徳 偕成社06-1 R06 あかちゃんのあそびえほん（６）　いいおへんじできるかな
801 道徳 偕成社06-1 S01 安全のしつけ絵本（１）　きをつけようね
802 道徳 偕成社06-1 T01 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
803 道徳 偕成社06-1 T06 エリック・カールの絵本　月ようびはなにたべる？ーアメリカのわらべうた
804 道徳 偕成社06-1 Z01 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
805 道徳 学研06-2 629 なぜ僕らは働くのか　
806 道徳 開隆堂出版06-4 508 中学生のための学校生活のマナー　
807 道徳 金の星社07-2 001 おてつだいの絵本　
808 道徳 金の星社07-2 532 音のでる絵本　ピカピカ！プルル♪もしもしスマホであそぼ！
809 道徳 金の星社07-2 602 大人になってこまらない　マンガで身につくネットのルールとマナー
810 道徳 くもん出版08-1 511 生活図鑑カード　マーク標識カード１集
811 道徳 グランまま08-2 502 ふわふわ、ぽかぽか　
812 道徳 コクヨ10-10 516 あーんあーんあーん　
813 道徳 講談社10-1 553 こどもせいかつ百科　
814 道徳 講談社10-1 574 だいじょうぶだいじょうぶ　
815 道徳 講談社10-1 615 音の出る学習時計えほん　いまなんじ？
816 道徳 講談社10-1 E01 講談社の年齢で選ぶ知育絵本　４・５・６さいのきもちをつたえることばのえほん
817 道徳 好学社10-2 504 レオ・レオニの絵本　じぶんだけのいろ
818 道徳 国土社10-3 541 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（１）　家庭生活編
819 道徳 国土社10-3 544 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（３）　地域・社会生活編
820 道徳 国土社10-3 545 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（４）　人間関係編
821 道徳 国土社10-3 555 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（２）　学校生活編
822 道徳 合同出版10-8 522 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
823 道徳 合同出版10-8 534 子どもとマスターする４９の敬語　イラスト版気持ちが伝わる言葉の使い方
824 道徳 合同出版10-8 537 絵でみてわかるこどものせいかつずかん　堅牢保存版１みのまわりのきほん
825 道徳 合同出版10-8 557 イラスト版コミュニケーション図鑑　
826 道徳 合同出版10-8 560 発達協会式ソーシャルスキルがたのしく身につくカード　１どっちがカッコイイ？
827 道徳 合同出版10-8 561 発達協会式ソーシャルスキルがたのしく身につくカード　２こんなときどうする？
828 道徳 合同出版10-8 564 絵でわかるこどものせいかつずかん　堅牢保存版４おつきあいのきほん
829 道徳 合同出版10-8 B01 絵でわかるこどものせいかつずかん１　みのまわりのきほん
830 道徳 合同出版10-8 B03 絵でわかるこどものせいかつずかん３　おでかけのきほん
831 道徳 合同出版10-8 B04 絵でわかるこどものせいかつずかん４　おつきあいのきほん
832 道徳 こばと10-9 618 上級編レベルアップ　対人関係スキルアップトレーニングシート
833 道徳 こばと10-9 619 上級編レベルアップ　お金と時計の文章題
834 道徳 三省堂11-4 550 こどもしごと絵じてん　
835 道徳 小学館12-2 526 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
836 道徳 小学館12-2 682 マンガでわかるよのなかのルール　
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837 道徳 小学館12-2 693 はじめてのしつけ絵本　トイレにいこうね
838 道徳 鈴木出版13-2 A05 知育えほん　マークのずかん
839 道徳 成美堂出版14-4 515 よみきかせおはなし絵本１　むかしばなし・名作２０
840 道徳 成美堂出版14-4 532 電車大集合！スーパー大百科ＤＶＤつき　
841 道徳 草思社15-3 001 みんなのためのルールブック　あたりまえだけど、とても大切なこと
842 道徳 大日本絵画16-3 508 とってもキュートなさわるしかけえほん　ルルちゃんのふく
843 道徳 大日本絵画16-3 575 さわるおとがなるしかけえほん　あ、らいおん！だめだよ、だめだよ、くすぐっちゃ！
844 道徳 チャイルド17-1 537 チャイルドブックこども百科　くらしとぎょうじのせいかつ図鑑
845 道徳 永岡書店21-1 007 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
846 道徳 永岡書店21-1 554 ポップアップ絵本　カラーモンスターきもちはなにいろ？
847 道徳 ひかりのく27-1 003 マナーやルールがどんどんわかる！　新装改訂版みぢかなマーク
848 道徳 ひかりのく27-1 527 も・や・し～！　
849 道徳 評論社27-2 517 ほーら、大きくなったでしょ　こいぬ
850 道徳 ひさかた27-3 D02 どうぞのいす　
851 道徳 福音館28-1 505 幼児絵本シリーズ（くまくんの絵本）　こんにちは
852 道徳 福音館28-1 604 こどものとも絵本　そらまめくんとめだかのこ
853 道徳 福音館28-1 H13 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ
854 道徳 福音館28-1 H21 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら
855 道徳 ブロンズ新28-3 558 おしくら・まんじゅう　
856 道徳 文化出版局28-4 E07 どうぶつあれあれえほん第４集　かくしたのだあれ
857 道徳 ポプラ30-2 522 クーとマーのおぼえるえほん６　ごあいさつなあに
858 道徳 ポプラ30-2 P15 音のでる知育絵本１５　こえでおぼえるごあいさつえほん
859 道徳 ポプラ30-2 P16 音のでる知育絵本１６　とけいがよめるようになる！！とけいくん
860 道徳 アーニ出版51-8 504 性教育の絵本　
861 道徳 エスコＲ54-21 501 ソーシャルスキルトレーニング絵カード　１日の生活の絵カード
862 道徳 かもがわ56-13 506 あたまと心で考えようＳＳＴワークシート　自己認知・コミュニケーションスキル編
863 道徳 かもがわ56-13 515 あたまと心で考えようＳＳＴワークシート　思春期編
864 道徳 交通新聞60-29 518 はらぺこあおむしエリック・カール　マグネットあそび
865 道徳 少年写真新62-4 527 きもち　
866 道徳 青春出版64-18 501 １０歳までに身につけたい一生困らない子どものマナー　
867 道徳 高橋書店66-10 514 こころのふしぎ　なぜ？どうして？
868 道徳 西村書店72-13 508 どんなきもち？　
869 道徳 日本図書72-31 531 メシが食える大人になる！よのなかルールブック　
870 道徳 日本図書72-31 533 もうモヤモヤしない！気もちの伝え方　
871 道徳 パイインタ76-16 517 はじめてのからだえほん　
872 道徳 三起商行82-3 503 ポカポカフレンズのおしゃべりえほん　もしもしでんわ
873 道徳 三起商行82-3 511 ポカポカフレンズのしかけと音のえほん　なにしてるの？せいかつ
874 道徳 リベラル社90-13 502 道徳えほん　つよくやさしい心を育てるおしえてえんまさま
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875 外国語 あかね書房01-1 I03 あかね書房の学習えほん　ことばのえほんＡＢＣ
876 外国語 あかね書房01-1 I06 あかね書房の学習えほん　えいごえほんぞうさんのピクニック
877 外国語 あかね書房01-1 I07 あかね書房の学習えほん　えいごえほんぞうさんがっこうにいく
878 外国語 大阪教育図05-1 001 からだで学ぶ英語教室　
879 外国語 旺文社05-3 508 とってもやさしい中１英語改訂版
880 外国語 旺文社05-3 550 小学えいご絵じてん８００三訂版　
881 外国語 旺文社05-3 551 ペンがおしゃべり！　ベビー＆キッズえいご絵じてん５００三訂版
882 外国語 学研06-2 606 小学生の英語ドリル１　アルファベット・ローマ字・フォニックス
883 外国語 学研06-2 639 小学ひとつひとつわかりやすく　小６英語をひとつひとつわかりやすく。
884 外国語 学研06-2 643 音の出る知育絵本　ななちゃんのメロディーにぎにぎえいごつき
885 外国語 金の星社07-2 606 おとのでる♪えいごのうたえほん　
886 外国語 くもん出版08-1 537 ＣＤ付き英語のうたカード　
887 外国語 くもん出版08-1 541 ＣＤ付き英語カードたべもの編　
888 外国語 くもん出版08-1 674 くもんの小学基礎英語　たのしく学べる英単語
889 外国語 講談社10-1 622 小学生のスラスラ英語ドリル２　
890 外国語 講談社10-1 631 おしゃべりタッチペンつき！　にほんごえいごはじめてのずかん９００
891 外国語 三省堂11-4 504 親子ではじめる英会話絵じてん１　らくらくひとこと編ＣＤ付
892 外国語 三省堂11-4 555 ＡＲで英語が聞ける英語もののなまえ絵じてん　
893 外国語 三省堂11-4 C01 親子でうたう英語うたの絵じてん　
894 外国語 小学館12-2 599 ドラえもんはじめての英語辞典改訂第２版　
895 外国語 小学館12-2 740 タッチペンで音が聞ける！　ドラえもんはじめての英語図鑑
896 外国語 小学館12-2 775 ドラえもんはじめての英語ドリル　アルファベット・フォニックス・ローマ字
897 外国語 成美堂出版14-4 005 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた　
898 外国語 成美堂出版14-4 521 ＣＤで楽しむ　えいごよみきかせ絵本１
899 外国語 成美堂出版14-4 545 いちばんわかりやすい　家事のきほん大事典
900 外国語 太郎次郎社16-4 501 漢字がたのしくなる本シリーズ　漢字がたのしくなる本１改訂版１０１字の基本漢字
901 外国語 東京書店20-3 533 わくわく音あそびえほん　はじめてのえいごのおうたえほん
902 外国語 ポプラ30-2 548 ディズニーのえいごのほん１０　ディズニーのえいごのおうた
903 外国語 ポプラ30-2 549 ディズニーのえいごのほん１４　こえでおぼえるミッキーのＡＢＣ
904 外国語 アルク51-5 515 小学生の英検５級合格トレーニングブック　
905 外国語 ｍｐｉ54-22 513 子供のための英語で自己表現ワーク１　
906 外国語 ｍｐｉ54-22 516 子供のための英語で自己表現ワーク２　
907 外国語 ｍｐｉ54-22 517 子供のための英語で自己表現ワーク３　
908 外国語 河出新社56-7 540 だいすき！トムトとジェリーわかったシリーズ　トムとジェリーのえいご絵じてんＣＤつき
909 外国語 新興出版社62-13 512 ホントにわかる中１英語　
910 外国語 新興出版社62-13 534 おうちレッスンえいご１　リズム♪でおぼえるフォニックスアルファベット
911 外国語 新興出版社62-13 543 ホントにわかる中２英語　
912 外国語 新学社62-20 501 わくわくローマ字練習　
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913 外国語 新星出版社62-22 522 おとのでるえほん　英語のてあそびうた
914 外国語 東京書籍70-12 505 小学生の英語絵ずかん＜しゃべるぺん付き＞　
915 外国語 文理78-13 515 わからないをわかるにかえる１２中１英語改訂版　

※下学年使用の文部科学省検定済教科書、文部科学省著作用教科書、検定済教科書を原典とする拡大教科書・点字教科書を含む
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