
 

 

 平成３０年度八王子市立中学校特別支援学級使用教科用図書採択一覧（一般図書） 

 

中学校 

種 目 書 名 発行者名 

国語 くらしに役立つ国語 東洋館出版 

国語 五味太郎・言葉図鑑①うごきのことば 偕成社 

国語 五味太郎・言葉図鑑③かざることば 偕成社 

国語 五味太郎・言葉図鑑⑥くらしのことば 偕成社 

国語 国語 話してみよう！ 
さ・え・ら 

書房 

国語 子どものマナー図鑑（４）おつきあいのマナー 偕成社 

国語 文字を覚える絵本しりとりあいうえお 偕成社 

国語 例解学習国語辞典第十版 ワイド版 小学館 

国語 例解学習漢字辞典第八版 ワイド版 小学館 

国語 言葉力１１００ 学研出版 

国語 子どもと一緒に読みたい詩１００ たんぽぽ出版 

国語 一人立ちするための国語 
日本教育研究

出版 

書写 例解学習国語辞典第十版 小学館 

書写 例解学習漢字辞典第八版 小学館 

書写 くもん式ひらがなカード くもん出版 

書写 にほんご だいすき１-ワークブック- むぎ書房 

書写 
下村式となえて書く  

漢字ドリル漢字練習ノート小学校３年生 
偕成社 



書写 
下村式となえて書く  

漢字ドリル漢字練習ノート小学校４年生 
偕成社 

書写 
下村式となえて書く  

漢字ドリル漢字練習ノート小学校５年生 
偕成社 

書写 漢字が楽しくなるシリーズ 漢字が楽しくなる本 太朗次郎社 

書写 漢字が楽しくなる本シリーズ１漢字基礎あそび 太朗次郎社 

書写 漢字が楽しくなる本シリーズ２あわせ漢字あそび 太朗次郎社 

書写 漢字が楽しくなる本シリーズ４漢字の音あそび 太朗次郎社 

書写 
五味太郎のことばとかずの絵本  

ことばのあいうえお 
岩崎書店 

書写 子どもの字がうまくなる練習ノート ＰＨＰ研究所 

書写 小学漢字１００６字の正しい書き方 旺文社 

社会 
いちばんわかりやすい 

小学生のための学習世界地図帳 
成美堂出版 

社会 
キッズ・えほんシリーズ kid’MAP  

日本がわかる ちずのえほん改訂版 

学研マーケ 

ティング 

社会 くもんのせいかつ図鑑 生活道具カード くもん出版 

社会 くらしに役立つ社会 東洋館出版 

社会 にっぽん地図絵本 
戸田デザイン

研究室 

社会 絵で見る 日本の歴史 福音館書店 

社会 
小学校学年都道府県に強くなる  

はじめての日本地図ドリル 
学研出版 

社会 日本地図カード くもん出版 

社会 私たちの進路 
日本教育研究

出版 

社会 超ビジュアル！日本の歴史人物大辞典 西東社 

数学 １から１００までのえほん 
戸田デザイン

研究室 



数学 おおきい ちいさい 福音館書店 

数学 くもんのとけいカード くもん出版 

数学 くもん式のかずカード くもん出版 

数学 くらしに役立つ数学 東洋館出版 

数学 できるできる算数練習帳４年 桐書房 

数学 できるできる算数練習帳５年 桐書房 

数学 とけいのえほん 
戸田デザイン

研究室 

数学 とけいのえほん② 
戸田デザイン

研究室 

数学 はとのクルックとけいえほん くもん出版 

数学 
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 
小学館 

数学 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」③ 同成社 

数学 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」④ 同成社 

数学 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」⑤ 同成社 

数学 一人立ちするための数学 
日本教育研究

出版 

数学 改訂版初級算数習熟プリント小学３年生 清風堂書店  

数学 改訂版初級算数習熟プリント小学４年生 清風堂書店  

数学 改訂版初級算数習熟プリント小学５年生 清風堂書店  

理科 ＮＥＯ 大むかしの生物 小学館 

理科 ＮＥＯプラス もっとくらべる図鑑 小学館 

理科 くらしに役立つ理科 東洋館出版 

理科 ニューワイド学研の図鑑１７実験・自由研究 学研出版 



理科 ふしぎ・びっくり！？子ども図鑑９地球 学研出版 

理科 ふしぎをためすかがく図鑑かがくあそび フレーベル館 

理科 自然図鑑カード・動物カード くもん出版 

理科 写真でわかるなぜなにシリーズ①どうぶつ 世界文化社 

理科 写真でわかるなぜなにシリーズ④しょくぶつ 世界文化社 

理科 
小学理科か・ん・ぺ・き新しい教養のための理科  

基礎編 
誠文堂新光社 

理科 理科がとくいになる 実験おもしろ大百科 学研出版 

音楽 ５改訂版 歌はともだち 教育芸術社 

音楽 
あかねせかいの本  

うたいましょう おどりましょう 
あかね書房 

音楽 うたのえほんⅢ グランまま社 

美術 Do！図鑑シリーズ 工作図鑑 福音館書店 

美術 うつくしい絵 偕成社 

美術 改訂新版 体験を広げるこどものずかん⑧ ひかりのくに 

美術 楽しい紙こうさく７紙でつくるカードポスター 小峰書店 

美術 図工の教科書 小学校低学年～高学年用 山と渓谷社 

美術 大人の塗り絵 鉄道のある風景編 河出書房新社 

美術 こすりだし・すりだし 
子どもの本の

国土社 

保健体育 [改訂新版]イラスト版からだのつかいかた 合同出版 

保健体育 ２１世紀幼稚園百科⑪からだのふしぎ 小学館 

保健体育 およぐ 福音館書店 

保健体育 くらしに役立つ保健体育 東洋館出版社 



保健体育 
子どもの健康を考える絵本 からだがすきなたべもの 

なあに？ 
偕成社 

保健体育 自立生活ハンドブック４からだ！！げんき！？ 
手をつなぐ育

成会 

保健体育 体育の教科書 小学校低学年～高学年 山と渓谷社 

保健体育 知識の絵本３ ひとのからだ 岩崎書店 

保健体育 中学保健体育をひとつひとつわかりやすく 学研教育出版 

保健体育 中学体育実技 学研教育出版 

保健体育 体幹トレーニング 
ＫＫベストセ

ラーズ 

保健体育 改訂新版 体験を広げる からだとけんこう ひかりのくに 

技術（職業） 

・家庭 
Do！図鑑シリーズ料理図鑑 福音館書店 

技術（職業） 

・家庭 
あたらしいほうりつの本（２０１４） 

全国手をつなぐ

育成会連合会 

技術（職業） 

・家庭 

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 
合同出版 

技術（職業） 

・家庭 

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 
合同出版 

技術（職業） 

・家庭 
くもんのせいかつ図鑑カード たべものカード くもん出版 

技術（職業） 

・家庭 
くらしに役立つ家庭 東洋館出版 

技術（職業） 

・家庭 
ひとりでできちゃった！クッキング 

ジアース教育

新社 

技術（職業） 

・家庭 
よくわかるはじめてのらくらくキーボード ＦＯＭ出版 

技術（職業） 

・家庭 

坂本廣子のひとりでクッキング（１） 

朝ごはんを作ろう！ 
偕成社 

技術（職業） 

・家庭 

坂本廣子のひとりでクッキング（２） 

昼ごはんを作ろう！ 
偕成社 

技術（職業） 

・家庭 

坂本廣子のひとりでクッキング（７） 

おべんとう作ろう！ 
偕成社 



技術（職業） 

・家庭 
子どもとマスターする４９の生活技術 合同出版 

技術（職業） 

・家庭 

子どもとマスターする４９の生活技術  

イラスト版手の仕事 
合同出版 

技術（職業） 

・家庭 
子どものマナー図鑑（２）食事のマナー 偕成社 

技術（職業） 

・家庭 
子どもマナー図鑑１ ふだんの生活のマナー 偕成社 

技術（職業） 

・家庭 
子どもマナー図鑑３ でかけるときのマナー 偕成社 

技術（職業） 

・家庭 
私たちの進路＜あしたへのステップ＞ 

日本教育研究

出版 

技術（職業） 

・家庭 
自立生活ハンドブック８ しょく（食） 

全日本手をつ

なぐ育成会 

技術（職

業）・家庭 
こどもがつくる楽しいお料理 婦人之友社 

英語 ＣＤ付き英語カード あいさつと話しことば編 くもん出版 

英語 ＣＤ付き英語カード たのしい会話編 くもん出版 

英語 English Time 1 Student Book 
ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ 

大学出版局 

英語 Enjoy English① 
日本トータル

アカデミー 

英語 Learning World① 
アプリコット

出版 

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

英語 NEW ABC of ENGLISH 基礎編 創英社 

英語 からだで学ぶ英語教室 大阪教育図書 

英語 ことばのえほん ABC あかね書房 

英語 レインボー英和・和英辞典改訂第三版 学研出版 

英語 英語カード おでかけの会話編 くもん出版 



英語 英語カード どうぶつ編 くもん出版 

英語 英語カード 家の中のもの編 くもん出版 

英語 英語カード 町の中のもの編 くもん出版 

英語 英語のゲーム 文字であそぼ 三省堂 

英語 英語ビジュアル辞典５５５ 
mpi松香 

ﾌｫﾆｯｸｽ 

英語 英和えほん 
戸田デザイン

研究室 

英語 英和じてん絵本 
戸田デザイン

研究室 

英語 絵でわかる英語じてん１ 学校 
学研マーケ 

ティング 

英語 学ぼう！英語 単語・発音・アルファベット 数研出版 

英語 楽しく歌える英語の歌 成美堂出版 

 


