
 

 

平成３１年度八王子市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書採択一覧 

 

 小学校 

種目 書名 発行者名 

国語 
世界傑作絵本シリーズ 

ブレーメンのおんがくたい 
福音館書店 

国語 ３びきのかわいいオオカミ 冨山房 

国語 あっちゃんあがつく たべものあいうえお リーブル 

国語 くらしに役立つ 国語 東洋館出版 

国語 こども語源じてん 講談社 

国語 ぞうのエルマー① ぞうのエルマー ピーエル出版 

国語 どっちがへん？ スペシャル 紀伊國屋 

国語 世界の絵本（新） にじいろのさかな 講談社 

国語 創作絵本３６ 半日村 岩崎書店 

国語 ありさんあいうえおひらがなえほん 旬報社 

国語 みるみる絵本 もこもこもこ 文研出版 

国語 
子ども版 声に出して読みたい日本語５ 

ややこしや 寿限無 寿限無 
草思社 

国語 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」① 同成社 

国語 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」② 同成社 



種目 書名 発行者名 

国語 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」③ 同成社 

国語 ゆっくり学ぶ子のための 国語４ 同成社 

国語 ゆっくり学ぶ子のための 国語５ 同成社 

国語 
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編① 

（表象形成・音韻形成・発声・発音） 
同成社 

国語 
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編② 

（ひらがなの読み書き） 
同成社 

国語 レインボーことば絵じてん 学研プラス 

国語 絵本・日本の童話名作選 手ぶくろを買いに 偕成社 

国語 
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 
小学館 

国語 スーホの白い馬 福音館書店 

国語 
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 
偕成社 

国語 音読集１ひばり 光文書院 

国語 児童図書館・絵本の部屋 きょうはみんなでクマがりだ 評論社 

国語 ふたりはともだち 文化出版局 

国語 学びと育ちのサポートワーク 文字への準備 明治図書 

国語 読んでおきたい名作 小学４年 成美堂出版 

書写 
もじのかたちをとらえるための 

ひらがなれんしゅうちょう 改訂版 

ＮＰＯ法人 

リヴォルヴ学

校教育研究所 



種目 書名 発行者名 

書写 あいうえおえほん 
戸田デザイン

研究室 

書写 村上勉の学習えほん かたかなえほん アイウエオ あかね書房 

書写 くもん式のひらがなカード くもん出版 

書写 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 
ひさかたチャ

イルド 

書写 もじのえほん かんじ① あかね書房 

書写 らくがき絵本 あ・い・う・え・お ブロンズ新社 

書写 漢字がたのしくなる本ワ－ク① 基本漢字あそび 
太郎次郎社エ

ディタス 

書写 漢字がたのしくなる本ワ－ク② あわせ漢字あそび 
太郎次郎社エ

ディタス 

書写 漢字がたのしくなる本ワ－ク③ 部首あそび 
太郎次郎社エ

ディタス 

書写 漢字がたのしくなる本ワ－ク④ 漢字の音あそび 
太郎次郎社エ

ディタス 

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 五味太郎のことばとかずの絵本 漢字の絵本 岩崎書店 

書写 
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 

太郎次郎社エ

ディタス 

書写 あいうえおうさま 理論社 

書写 
外国人の子どものための日本語 

絵でわかるかんたんかんじ１６０ 

 

武 蔵 野 市 帰

国・外国人教育

相談室 教材開

発グループ  

 



種目 書名 発行者名 

書写 
外国人の子どものための日本語  

絵でわかるかんたんかんじ２００ 

 

武 蔵 野 市 帰

国・外国人教育

相談室 教材開

発グループ  

 

書写 ４年生までに身につけたい言葉力１１００   学研プラス 

書写 高嶋式 子どもの字がうまくなる練習ノート ＰＨＰ研究所 

書写 小学全漢字おぼえるカード 学研プラス 

社会 あたらしいのりものずかん④ 東京パノラマたんけん 小峰書店 

社会 
キッズ・えほんシリーズＫｉｄ’ｓ ＭＡＰ 

日本がわかる ちずのえほん 改訂版 
学研プラス 

社会 せかいの こっきえほん （スキンシップ絵本） 
ひさかたチャ

イルド 

社会 ドラえもんちずかん１ にっぽんちず 小学館 

社会 ドラえもんちずかん２ せかいちず 小学館 

社会 はじめてちずかんシリーズ１ ドラえもんのせいかいちず 小学館 

社会 はじめてちずかんシリーズ２ ドラえもんのにほんちず 小学館 

社会 みるずかん・かんじるずかん 世界のあいさつ 福音館書店 

社会 絵で見る日本の歴史 福音館書店 

社会 
いちばんわかりやすい 

小学生のための学習日本地図帳 
成美堂出版 

社会 かばくん・くらしのえほん② かばくんのおかいもの あかね書房 



種目 書名 発行者名 

算数 
ドラえもんの算数おもしろ攻略 

分数・小数がわかる 改訂新版 
小学館 

算数 １から１００までのえほん 
戸田デザイン

研究室 

算数 はとのクルックのとけいえほん くもん出版 

算数 
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 

算数 
さんすうだいすき 

あそぶ・つくる・しらべる 小学校３年 
民衆社 

算数 すうじのおけいこえほん くもん出版 

算数 スーパータイルのさんすう らくらく算数ブック１ 
太郎次郎社エ

ディタス 

算数 スーパータイルのさんすう らくらく算数ブック２ 
太郎次郎社エ

ディタス 

算数 スーパータイルのさんすう らくらく算数ブック３ 
太郎次郎社エ

ディタス 

算数 できるできる算数練習帳１年 
きょういくネ

ット 

算数 できるできる算数練習帳２年 
きょういくネ

ット 

算数 できるできる算数練習帳３年 
きょういくネ

ット 

算数 できるできる算数練習帳５年 
きょういくネ

ット 

算数 
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 

算数 
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 

算数 
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） 
同成社 

算数 
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 



種目 書名 発行者名 

算数 
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） 
同成社 

算数 わかるさんすう２ むぎ書房 

算数 学ぼう！算数 中学年用上３年 改訂版 数研出版 

算数 
算数たんけん９ 

大きな数でわる わり算 
偕成社 

算数 小学校６年分 やさしくわかる算数図鑑 成美堂出版 

算数 くもん式のかずカード くもん出版 

算数 楽しく遊ぶ学ぶ かず・かたちの図鑑 小学館 

算数 まついのりこ・数の絵本  はじめてのたしざん 偕成社 

算数 まついのりこ・数の絵本  はじめてのひきざん 偕成社 

算数 学びと育ちのサポートワーク かずへの準備 明治図書 

算数 学ぼう！算数 中学年用下４年 改訂版 数研出版 

算数 
算数たんけん４ 

くりあがり くりさがり ２けたのたしざんひきざん 
偕成社 

理科 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 ちきゅう 学研プラス 

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 実験おもしろ大百科 学研プラス 

理科 小学館の図鑑ＮＥＯ 飼育と観察 小学館 

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 



種目 書名 発行者名 

理科 虫たちのふしぎ 福音館書店 

理科 科学シリーズ 野の草花 福音館書店 

理科 小学校の理科を良問ベスト６０で完全攻略 ＰＨＰ研究所 

音楽 うたのパレット 偕成社 

音楽 うたえほん グランまま社 

音楽 うたえほんⅡ グランまま社 

音楽 うたえほんⅢ グランまま社 

音楽 やさしい こどものうたとあそび 
ドレミ楽譜出

版社 

音楽 ５訂版 歌はともだち 教育芸術社 

音楽 改訂 みんなでうたおう どうようえほん① ひかりのくに 

音楽 歌の絵本 日本の唱歌より 講談社 

図画工作 ノージーのひらめき工房レッツ！ひらめき工作ブック ＮＨＫ出版 

図画工作 あそびのおうさまＢＯＯＫ きって 学研プラス 

図画工作 あそびのおうさまＢＯＯＫ はじめてきるほん 学研プラス 

図画工作 あそびの絵本６ ねんどあそび 岩崎書店 

図画工作 あそびの絵本７ クレヨンあそび 岩崎書店 

図画工作 あそびの絵本１７ えのぐあそび 岩崎書店 



種目 書名 発行者名 

図画工作 かがくのとも傑作集 かみであそぼう きる・おる 福音館書店 

図画工作 たのしい工作教室 たのしいこうさくきょうしつ１ さ・え・ら書房 

図画工作 たのしい紙こうさく⑦ 紙でつくるカード・ポスター 小峰書店 

図画工作 たのしい図画工作⑨ うごくおもちゃ 国土社 

図画工作 親子でつくろう！遊べるおりがみ 成美堂出版 

図画工作 あそびのおうさまＢＯＯＫ ぬって 学研プラス 

図画工作 かんたん、ふしぎ。切り紙ブック 日本文芸社 

図画工作 きむら式 おもしろ 造形タイム 
チャイルド本

社 

図画工作 ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ 
チャイルド本

社 

図画工作 
プレＮＥＯ ＢＯＯＫＳ 日本人のたしなみ 

行事・歳時記・自然 きせつのおり紙 
小学館 

家庭 こどもがつくるたのしいお料理 婦人之友社 

家庭 新・こどもクッキング 
女子栄養大学 

出版部 

家庭 子どものマナー図鑑 １ ふだんの生活のマナー 偕成社 

家庭 
プレＮＥＯ ＢＯＯＫＳ 

きせつの行事りょうりキッズレシピ 
小学館 

保健 フレーベル館の図鑑ナチュラ たべもの フレーベル館 

保健 
改訂新版 イラスト版 からだのつかい方・ととのえ方 

子どもとマスターする４５の操体法 
合同出版 

保健 ２１世紀幼稚園百科⑪ からだのふしぎ 小学館 



種目 書名 発行者名 

保健 かがくのとも傑作集 きゅうきゅうばこ 福音館書店 

保健 かこさとし からだの本２ たべもののたび 童心社 

保健 からだだいすきえほん（４） かぜにまけるな！ 学研プラス 

保健 からだのえほん⑦ なみだくん ありがとう あかね書房 

保健 
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？ 
偕成社 

保健 
子どもの健康を考える絵本⑤ 

こんなときどうするの？ 
偕成社 

保健 子供の生活⑥ じょうぶなからだになれるよ！ 偕成社 

保健 知識の絵本 ひとのからだ 岩崎書店 

保健 どんどんめくってはっけん！ からだのふしぎ 学研プラス 

保健 
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 
小学館 

生活 幼児絵本シリーズ やさいのおなか 福音館書店 

生活 坂本廣子のひとりでクッキング（２）昼ごはんつくろう！ 偕成社 

生活 ひろってうれしい知ってたのしいどんぐりノート 文化出版局 

生活 町の水族館・町の植物園 さかなやさんとやおやさん 福音館書店 

生活 キッズ・絵本シリーズ 日本がわかるちずのえほん 改訂版 学研プラス 

生活 ２０２シリーズ たべもの２０２ ひかりのくに 

生活 こどものとも絵本 おおきなかぶ 福音館書店 



種目 書名 発行者名 

生活 
アンパンマンのおはなしでてこい⑤ 

アンパンマンとはみがきやま 
フレーベル館 

生活 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 

生活 いちばんわかりやすい 小学生のための学習日本地図帳 成美堂出版 

生活 
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 
合同出版 

生活 
イラスト版 子どものソーシャルスキル 

友だち関係に勇気と自信がつく４２のメソッド 
合同出版 

生活 
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 
岩崎書店 

生活 かがくのとも傑作集 ばばばあちゃんのやきいもたいかい 福音館書店 

生活 からだのえほん２ すっきりうんち あかね書房 

生活 こどもがつくるたのしいお料理 婦人之友社 

生活 こどものずかんＭｉｏ１０ たべもの ひかりのくに 

生活 こどものずかんＭｉｏ１２ きせつとしぜん ひかりのくに 

生活 こどもマナーとけいご絵じてん 三省堂 

生活 シリーズ生活を学ぶ① つくって食べよう 福村出版 

生活 シリーズ生活を学ぶ⑤ 遠くへ行きたいな 福村出版 

生活 せかいちず絵本 
戸田デザイン

研究室 

生活 ドラえもんちずかん１ にっぽんちず 小学館 

生活 にっぽんちず絵本 
戸田デザイン

研究室 



種目 書名 発行者名 

生活 ねずみさんのながいパン こぐま社 

生活 はじめてのキッチン 小学生からおとなまで 文化出版局 

生活 さつまのおいも 童心社 

生活 ひとりでできるもん！４ うれしいごはん、パン、めん料理 金の星社 

生活 ふしぎをためすかがく図鑑 かがくあそび フレーベル館 

生活 ふしぎをためすかがく図鑑 しぜんあそび フレーベル館 

生活 ふしぎをためすかがく図鑑 いきもののしいく フレーベル館 

生活 
フレーベル館のナチュラ ふしぎをためす図鑑 

しぜんあそび 
フレーベル館 

生活 ぼくとわたしのせいかつえほん グランまま社 

生活 みぢかなかがくシリーズ 町たんけん 福音館書店 

生活 
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？ 
金の星社 

生活 
やさしいからだのえほん４ 

むしばはどうしてできるの？ 
金の星社 

生活 挨拶絵本 ブロンズ新社 

生活 家庭科の教科書小学校低学年～高学年 山と渓谷社 

生活 絵本図鑑シリーズ８ やさいのずかん 岩崎書店 

生活 たのしい科学あそび 牛乳パックの実験 さ・え・ら書房 

生活 坂本廣子のひとりでクッキング（１） 朝ごはんつくろう 偕成社 



種目 書名 発行者名 

生活 子どものマナー図鑑（１） ふだんの生活のマナー 偕成社 

生活 子どものマナー図鑑（２） 食事のマナー 偕成社 

生活 子どものマナー図鑑（３） でかけるときのマナー 偕成社 

生活 子どものマナー図鑑（４） おつきあいのマナー 偕成社 

生活 子どものマナー図鑑（５） １２か月・行事のマナー 偕成社 

生活 子どもの生活③ マナーをきちんとおぼえよう！ 偕成社 

生活 辞書びきえほん日本地図 ひかりのくに 

生活 小学館の図鑑ＮＥＯぷらす もっとくらべる図鑑 小学館 

生活 心をそだてる子ども歳時記１２か月 講談社 

生活 新・こどもクッキング 
女子栄養大学

出版部 

生活 新版 はじめましてせかいちず 平凡社 

生活 フレーベル館の図鑑ナチュラ はるなつあきふゆ フレーベル館 

生活 日本傑作絵本シリーズ ぐりとぐらの１ねんかん 福音館書店 

生活 １日１０分でちずをおぼえる絵本 白泉社 

生活 ２１世紀こども百科しごと館 小学館 

生活 あたらしいのりものずかん④ 東京パノラマたんけん 小峰書店 

生活 おてつだいの絵本 金の星社 



種目 書名 発行者名 

生活 
改訂新版 体験を広げるこどものずかん９ 

からだとけんこう 
ひかりのくに 

生活 
めくって楽しい５７のしかけ 

どうなってるの？からだのなか 

ひさかたチャ

イルド 

生活 めくってはっけん せかいちずえほん 学研プラス 

生活 めくってはっけん にほんちずえほん 学研プラス 

生活 レインボーことば絵じてん 学研プラス 

生活 プレＮＥＯ ＢＯＯＫＳ きせつのぎょうじえほん 小学館 

生活 プレＮＥＯ ＢＯＯＫＳ にほんのマナーえほん 小学館 

生活 プレＮＥＯ ＢＯＯＫＳ きせつの行事あそび＆うた・おり紙 小学館 

生活 プレＮＥＯ ＢＯＯＫＳ きせつの草花あそび＆うた・おり紙 小学館 

生活 
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ 

楽しく遊ぶ学ぶせいかつ図鑑 
小学館 

生活 
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ 

楽しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑 
小学館 

生活 
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ 

楽しく遊ぶ学ぶふしぎの図鑑 
小学館 

生活 
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ 

楽しく遊ぶ学ぶくふうの図鑑 
小学館 

生活 
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 
小学館 

生活 
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 
小学館 

生活 
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ 

楽しく遊ぶ学ぶよのなかの図鑑 
小学館 

道徳 ユーモアを楽しむ心が育つお話 主婦の友社 



種目 書名 発行者名 

道徳 未来へ向かう心が育つお話 主婦の友社 

道徳 ４・５・６さいのきもちをつたえる ことばのえほん 講談社 

道徳 おひさまセレクション 勇気をくれるおはなし１６話 小学館 

道徳 たいせつなこと フレーベル館 

道徳 ノンタンあそぼうよ（１） ノンタンぶらんこのせて 偕成社 

道徳 ふわふわちゃん おでかけこんにちは 教育画劇 

道徳 こどもマナーとけいご絵じてん 三省堂 

道徳 子どもの生活（３） マナーをきちんとおぼえよう！ 偕成社 

道徳 もりのともだち 冨山房 

道徳 
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～ 
旺文社 

道徳 
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～ 
旺文社 

道徳 １２ヶ月の親子で楽しむ和の行事 日東書院 

道徳 
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 
合同出版 

道徳 学校では教えてくれない大切なこと⑨ ルールとマナー 旺文社 

道徳 子どものマナー図鑑（１） ふだんの生活のマナー 偕成社 

道徳 子どものマナー図鑑（４） おつきあいのマナー 偕成社 

道徳 みんながいて ボク ワタシ がいる！ 友だちと学校 池田書店 



 


