
議案第２号 

 

 

県立特別支援学校小中学部における令和５年度（２０２３年度）

使用教科用図書の採択について 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 県立学校における教科用図書採択については、熊本県教育委員会の権限に属する事務の

委任等に関する規則第２条第１項第１２号の規定により、教育委員会に付議する必要があ

るため。 

 

 

 

 

  

 

 

 

○熊本県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則 

（平成２０年熊本県教育委員会規則第５号） 

  （委任） 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に 

委任する。 

  (1)～(11)（略） 

  (12) 県立学校教科用図書採択の基本方針及び教科用図書の採択 

  (13)～(25)（略） 

 ２（略） 

 

○県立学校における教科用図書採択の基本方針（平成２７年６月改正） 

３ 教科用図書採択の方法 

（３）教科用図書の採択 

 ウ 教育委員会は、県立学校において使用する教科用図書について審議し、採択 

する。 

参考：関係法令条項等 



資料１



県立特別支援学校における教科用図書採択について 

 

特別支援教育課 

１ 採択権者 熊本県教育委員会 

 

２ 選定～採択までの流れ 

※検定済教科書については、令和４年度においては、原則として令和３年度と同一の教科書を採

択しなければならない。 

 ①文部科学省検定済教科書の場合  ②文部科学省 

著作教科書の場合 

 
③一般図書の場合 

中学校用 小学校用   

※中学校用について

は、R2 年度の合同選

定委員会で選定済 

※小学校用について

は、R1 年度の合同選

定委員会で選定済 

    

     

 

 

 

 特別支援教育課へ選定理由書を提出  

特別支援教育課で選定理由書の確認、とりまとめ 

学校からの提出 1 回目（5 月下旬）、2 回目（7 月初旬） 

 教科書採択委員会（７月１２日）  

【委員】県立学校教育局長、関係課課長 

【内容】資料（選定理由書、採択希望図書一覧）をもとに採択希望教科書について審議し、その

結果を教育委員会に結果を報告 

 ８月定例 教育委員会  

※8 月 31 日までに採択（無償措置法施行令第 14 条第 1 項） 

【合同選定委員会：採択替えのある年の

６月～７月上旬】（令和 4 年度は開催し

ない） 

○調査委員 

準ずる教育課程を編成する特別支援学

校５校の代表者（管理職、教務主任）、事

務局（特別支援教育課） 

（１）検定済教科書の調査研究を行い、調査

結果資料を作成 

（２）通知後、調査結果に基づき各校で協

議・選定する。 

【校内選定委員会：毎年４月～７月】 

○選定委員 

各特別支援学校の校長をはじめとする教員

で構成。 

各校の児童生徒の実態に応じた教科書につ

いて協議・選定し、採択希望図書とする。 

資料２ 



 

 

熊本県立特別支援学校小・中学部における 

令和５年度（２０２３年度）使用 

教科用図書採択案 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年（２０２２年）８月２日（火） 

資料３ 
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県立特別支援学校小・中学部における 

令和５年度（２０２３年度）使用教科用図書種類数一覧 
 

 

【 検 定 済 教 科 書 】 ８ 校 （ 数 字 は 種 類 数 ）  

 学 校 名  使 用 教 科  小 学 部  中 学 部  

１  盲 学 校 （ 視 ）  （ 全 ）  １ ３  １ ６  

２  熊 本 聾 学 校 （ 聴 ）  （ 全 ）  １ ３  ２ ２  

３  熊 本 支 援 学 校 （ 知 ）  道  １  １  

４  松 橋 支 援 学 校 （ 肢 ）  （ 全 ）  １ ３  １ ６  

５  松 橋 東 支 援 学 校 （ 肢 病 ）  （ 全 ）  １ ３  １ ６  

６  黒 石 原 支 援 学 校 （ 病 ）  （ 全 ）  １ ３  １ ６  

７  小 国 支 援 学 校 （ 知 ）  道  １  ０  

８  天 草 支 援 学 校 （ 知 ）  図  保  道  ３  ２  

 

 

【 著 作 教 科 書 】 １ ７ 校 （ 数 字 は 種 類 数 ）  

 学 校 名  種 類  小 学 部  中 学 部  

１  盲 学 校 （ 視 ）  視  知  ９  ２ ０  

２  熊 本 聾 学 校 （ 聴 ）  聴  知  ４  ８  

３  熊 本 支 援 学 校 （ 知 ）  知  ３  ６  

４  熊本かがやきの森支援学校（肢 ）  知  ３  ６  

５  松 橋 西 支 援 学 校 （ 知 ）  知  ３  ６  

６  松 橋 支 援 学 校 （ 肢 ）  知  ３  ６  

７  松 橋 東 支 援 学 校 （ 肢 病 ）  知  ３  ６  

８  荒 尾 支 援 学 校 （ 知 ）  知  ３  ６  

９  か も と 稲 田 支 援 学 校 （ 知 ）  知  ３  ６  

10  大 津 支 援 学 校 （ 知 ）  知  ３  ６  

11  菊 池 支 援 学 校 （ 知 ）  知  ３  ６  

12  黒 石 原 支 援 学 校 （ 病 ）  知  ３  ６  

13  小 国 支 援 学 校 （ 知 ）  知  ３  ６  

14  芦 北 支 援 学 校 （ 肢 ）  知  ３  ６  

15  球 磨 支 援 学 校 （ 知 ）  知  ３  ６  

16  天 草 支 援 学 校 （ 知 ）  知  ３  ６  

17  苓 北 支 援 学 校 （ 肢 ）  知  ３  ６  
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【 一 般 図 書 】 １ ７ 校 （ 数 字 は 種 類 数 ）  

 学 校 名  小 学 部  中 学 部  

１  盲 学 校 （ 視 ）  １ １ ７  １ ３ ５  

２  熊 本 聾 学 校 （ 聴 ）  ７ ８  ８ ８  

３  熊 本 支 援 学 校 （ 知 ）  ９ ２  ８ ８  

４  熊本かがやきの森支援学校（肢 ）  ８ ４  ８ ６  

５  松 橋 西 支 援 学 校 （ 知 ）  １ ２ ６  １ ６ ６  

６  松 橋 支 援 学 校 （ 肢 ）  １ ２ ９  １ ０ ６  

７  松 橋 東 支 援 学 校 （ 肢 病 ）  １ １ ９  １ ７ ２  

８  荒 尾 支 援 学 校 （ 知 ）  １ １ ８  ８ ９  

９  か も と 稲 田 支 援 学 校 （ 知 ）  ８ ９  １ １ ９  

10 大 津 支 援 学 校 （ 知 ）  ９ ３  １ ０ ９  

11 菊 池 支 援 学 校 （ 知 ）  １ ０ ４  １ ２ ３  

12 黒 石 原 支 援 学 校 （ 病 ）  ８ ５  ８ ３  

13  小 国 支 援 学 校 （ 知 ）  ７ ４  ６ ９  

14  芦 北 支 援 学 校 （ 肢 ）  ５ ５  ６ ５  

15  球 磨 支 援 学 校 （ 知 ）  ８ ３  ８ ８  

16  天 草 支 援 学 校 （ 知 ）  ４ ２  ７ ２  

17  苓 北 支 援 学 校 （ 肢 ）  ３ ５  ５ ４  
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県立特別支援学校小・中学部における 

令和５年度（２０２３年度）使用教科用図書（案） 

 

 

 

 

「検定済教科書」 
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番号 略称
038 光村 107 こくご－上　かざぐるま 原典
038 光村 108 こくご－下　ともだち 原典
038 光村 207 こくご二上　たんぽぽ 原典
038 光村 208 こくご二下　赤とんぼ 原典
038 光村 307 国語三上 わかば 原典
038 光村 308 国語三下 あおぞら 原典
038 光村 407 国語四上　かがやき 原典
038 光村 408 国語四下　はばたき 原典
038 光村 507 国語五　銀河 原典
038 光村 607 国語六　創造 原典
116 日文 105 しょうがくしょしゃ　一ねん
116 日文 205 小学しょしゃ　二年
116 日文 305 小学書写　三年
116 日文 405 小学書写　四年
116 日文 505 小学書写　五年
116 日文 605 小学書写　六年
017 教出 303 小学社会3 原典
017 教出 403 小学社会4 原典
017 教出 503 小学社会5 原典
017 教出 603 小学社会6 原典

地図 046 帝国 302 楽しく学ぶ小学生の地図帳 　3・4・5・6年
004 大日本 103 たのしいさんすう1ねん 原典
004 大日本 203 たのしい算数2年 原典
004 大日本 303 たのしい算数3年 原典
004 大日本 403 たのしい算数4年 原典
004 大日本 503 たのしい算数5年 原典
004 大日本 603 たのしい算数6年 原典
002 東書 301 新しい理科　3 原典
002 東書 401 新しい理科　4 原典
002 東書 501 新しい理科　5 原典
002 東書 601 新しい理科　6 原典
061 啓林館 113 わくわく　せいかつ上
061 啓林館 114 いきいき せいかつ下
027 教芸 102 小学生のおんがく　1
027 教芸 202 小学生の音楽　2
027 教芸 302 小学生の音楽　3
027 教芸 402 小学生の音楽　4
027 教芸 502 小学生の音楽　5
027 教芸 602 小学生の音楽　6
009 開隆堂 101 ずがこうさく1・2上　わくわくするね
009 開隆堂 102 ずがこうさく1・2下　みつけたよ
009 開隆堂 301 図画工作3・4上　できたらいいな
009 開隆堂 302 図画工作3・4下　力を合わせて
009 開隆堂 501 図画工作5・6上　心をひらいて
009 開隆堂 502 図画工作5・6下　つながる思い

家庭 009 開隆堂 502 わたしたちの家庭科　5・6
224 学研 305 みんなのほけん　3・4年
224 学研 505 みんなの保健　5・6年
009 開隆堂 503 Ｊｕｎｉｏｒ　Ｓｕｎｓｈｉｎｅ 5 原典
009 開隆堂 603 Ｊｕｎｉｏｒ　Ｓｕｎｓｈｉｎｅ 6 原典
017 教出 104 しょうがくどうとく1　はばたこうあすへ 原典
017 教出 204 小学どうとく2　はばたこう明日へ 原典
017 教出 304 小学どうとく3　はばたこう明日へ 原典
017 教出 404 小学道徳4　はばたこう明日へ 原典
017 教出 504 小学道徳5　はばたこう明日へ 原典
017 教出 604 小学道徳6　はばたこう明日へ 原典

学校の教育目標

幼児児童生徒、一人一人の教育的ニーズや法令等の根拠に基づいた教育活動を実践し、保護者、教職員との更
なる信頼関係の構築に努め、安全安心な学校を実現する。

採択希望教科用図書（小学部）

盲学校学校名

文部科学省検定済教科書
発行者

教科書名 備考
教科書の
記号・番号

教科書種目

国語

書写

社会

算数

理科

生活

音楽

図画工作

保健

英語

道徳
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番号 略称
038 光村 704 国語１ 原典
038 光村 804 国語２ 原典
038 光村 904 国語３ 原典

書写 017 教出 703 中学書写
社会（地理） 017 教出 702 中学社会　地理　地域にまなぶ 原典
社会（歴史） 017 教出 706 中学社会　歴史　未来をひらく 原典
社会（公民） 017 教出 902 中学社会　公民　ともに生きる 原典

地図 046 帝国 702 社会科地図
104 数研 706 日々の学びに数学的な見方・考え方をはたらかせる これからの 数学1 原典
104 数研 806 日々の学びに数学的な見方・考え方をはたらかせる これからの 数学2 原典
104 数研 906 日々の学びに数学的な見方・考え方をはたらかせる これからの 数学3 原典
002 東書 701 新しい科学1 原典
002 東書 801 新しい科学2 原典
002 東書 901 新しい科学3 原典
027 教芸 702 中学生の音楽　1
027 教芸 803 中学生の音楽　2・3上
027 教芸 804 中学生の音楽　2・3下

音楽（器楽合奏） 027 教芸 752 中学生の器楽
116 日文 703 美術1　美術との出会い
116 日文 803 美術2・3上 学びの実感と広がり
116 日文 804 美術2・3下 学びの探求と未来

保健体育 224 学研 704 中学保健体育
技術・家庭（技術） 009 開隆堂 704 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） 009 開隆堂 703 技術・家庭　家庭分野　生活の土台　自立と共生

002 東書 701 NEW HORIZON　English　Course1 原典
002 東書 801 NEW HORIZON　English　Course2 原典
002 東書 901 NEW HORIZON　English　Course1 原典
017 教出 702 中学道徳1　とびだそう　未来へ 原典
017 教出 802 中学道徳2　とびだそう　未来へ 原典
017 教出 902 中学道徳3　とびだそう　未来へ 原典

美術

英語

道徳

国語

数学

理科

音楽（一般）

採択希望教科用図書（中学部）
文部科学省検定済教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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番号 略称
038 光村 107 こくご－上　かざぐるま
038 光村 108 こくご－下　ともだち
038 光村 207 こくご二上　たんぽぽ
038 光村 208 こくご二下　赤とんぼ
038 光村 307 国語三上 わかば
038 光村 308 国語三下 あおぞら
038 光村 407 国語四上　かがやき
038 光村 408 国語四下　はばたき
038 光村 507 国語五　銀河
038 光村 607 国語六　創造
116 日文 105 しょうがくしょしゃ　一ねん
116 日文 205 小学しょしゃ　二年
116 日文 305 小学書写　三年
116 日文 405 小学書写　四年
116 日文 505 小学書写　五年
116 日文 605 小学書写　六年
002 東書 301 新しい社会3
002 東書 401 新しい社会4
002 東書 501 新しい社会5　上
002 東書 502 新しい社会5　下
002 東書 601 新しい社会6　政治・国際編
002 東書 602 新しい社会6　歴史編

地図 046 帝国 302 楽しく学ぶ　小学生の地図帳　3・4・5・6年
002 東書 101 あたらしい　さんすう　1①　さんすうの　とびら
002 東書 102 あたらしい　さんすう　1②　さんすう　だいすき！
002 東書 201 新しい算数　2上　考えるって　おもしろい！
002 東書 202 新しい算数　2下　考えるって　おもしろい！
002 東書 301 新しい算数　3上　考えるっておもしろい！
002 東書 302 新しい算数　3下　考えるっておもしろい！
002 東書 401 新しい算数　4上　考えると見方が広がる！
002 東書 402 新しい算数　4下　考えると見方が広がる！
002 東書 501 新しい算数　5上　考えると見方が広がる！
002 東書 502 新しい算数　5下　考えると見方が広がる！
002 東書 601 新しい算数　6　数学へジャンプ！
017 教出 304 みらいをひらく　小学理科　3
017 教出 404 未来をひらく　小学理科　4
017 教出 504 未来をひらく　小学理科　5
017 教出 604 未来をひらく　小学理科　6
061 啓林館 113 わくわく　せいかつ上
061 啓林館 114 いきいき せいかつ下
027 教芸 102 小学生のおんがく　1
027 教芸 202 小学生の音楽　2
027 教芸 302 小学生の音楽　3
027 教芸 402 小学生の音楽　4
027 教芸 502 小学生の音楽　5
027 教芸 602 小学生の音楽　6
009 開隆堂 101 ずがこうさく1・2上　わくわくするね
009 開隆堂 102 ずがこうさく1・2下　みつけたよ
009 開隆堂 301 図画工作3・4上　できたらいいな
009 開隆堂 302 図画工作3・4下　力を合わせて
009 開隆堂 501 図画工作5・6上　心をひらいて
009 開隆堂 502 図画工作5・6下　つながる思い

家庭 002 東書 501 新しい家庭　5・6
224 学研 305 みんなのほけん　3・4年
224 学研 505 みんなの保健　5・6年
002 東書 501 NEW　HORIZON　Elementary　English　Course　5
002 東書 502 NEW　HORIZON　Elementary　English　Course　Picture　Dictionary
002 東書 601 NEW　HORIZON　Elementary　English　Course　6
017 教出 104 しょうがくどうとく1　はばたこうあすへ
017 教出 204 小学どうとく2　はばたこう明日へ
017 教出 304 小学どうとく3　はばたこう明日へ
017 教出 404 小学道徳4　はばたこう明日へ
017 教出 504 小学道徳5　はばたこう明日へ
017 教出 604 小学道徳6　はばたこう明日へ

備考

国語

学校名 熊本聾学校

学校の教育目標

豊かなコミュニケーション力と確かな学力の向上を図り、様々な人と関わり合いながら自ら社会参加していく態度を
育成する。

採択希望教科用図書（小学部）
文部科学省検定済教科書

音楽

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名

書写

社会

算数

理科

生活

図画工作

保健

英語

道徳
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番号 略称
038 光村 107 こくご－上　かざぐるま
038 光村 108 こくご－下　ともだち
038 光村 207 こくご二上　たんぽぽ
038 光村 208 こくご二下　赤とんぼ
038 光村 307 国語三上 わかば
038 光村 308 国語三下 あおぞら
038 光村 407 国語四上　かがやき
038 光村 408 国語四下　はばたき
061 啓林館 113 わくわく　せいかつ上
061 啓林館 114 いきいき せいかつ下
002 東書 301 新しい社会3
002 東書 401 新しい社会4
002 東書 101 あたらしい　さんすう　1①　さんすうの　とびら
002 東書 102 あたらしい　さんすう　1②　さんすう　だいすき！
002 東書 201 新しい算数　2上　考えるって　おもしろい！
002 東書 202 新しい算数　2下　考えるって　おもしろい！
002 東書 301 新しい算数　3上　考えるっておもしろい！
002 東書 302 新しい算数　3下　考えるっておもしろい！
002 東書 401 新しい算数　4上　考えると見方が広がる！
002 東書 402 新しい算数　4下　考えると見方が広がる！
009 開隆堂 101 ずがこうさく1・2上　わくわくするね
009 開隆堂 102 ずがこうさく1・2下　みつけたよ
009 開隆堂 301 図画工作3・4上　できたらいいな
009 開隆堂 302 図画工作3・4下　力を合わせて

保健 224 学研 305 みんなのほけん　3・4年
038 光村 704 国語1
038 光村 804 国語2
038 光村 904 国語3

書写 017 教出 703 中学書写
社会（地理） 017 教出 702 中学社会　地理　地域にまなぶ
社会（歴史） 002 東書 705 新しい社会　歴史
社会（公民） 046 帝国 903 社会科　中学生の公民　よりよい社会を目指して

地図 046 帝国 702 中学校社会科地図
002 東書 701 新しい数学1
002 東書 801 新しい数学2
002 東書 901 新しい数学3
061 啓林館 705 未来へひろがるサイエンス1
061 啓林館 805 未来へひろがるサイエンス2
061 啓林館 905 未来へひろがるサイエンス3
017 教出 701 中学音楽　1　音楽のおくりもの
017 教出 801 中学音楽　2・3上　音楽のおくりもの
017 教出 802 中学音楽　2・3下　音楽のおくりもの

音楽（器楽合奏） 017 教出 751 中学器楽　音楽のおくりもの
116 日文 703 美術1　美術との出会い
116 日文 803 美術2・3上　学びの実感と広がり
116 日文 804 美術2・3下　学びの探求と未来

保健体育 050 大修館 703 最新　中学校保健体育
技術・家庭（技術） 002 東書 701 新しい技術・家庭　技術分野　未来を創る　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　
技術・家庭（家庭） 002 東書 701 新しい技術・家庭　家庭分野　自立と共生を目指して　

002 東書 701 NEW HORIZON English Course　1
002 東書 801 NEW HORIZON English Course　2
002 東書 901 NEW HORIZON English Course　3
116 日文 704 中学道徳　あすを生きる　1
116 日文 705 中学道徳　あすを生きる　1　道徳ノート
116 日文 804 中学道徳　あすを生きる　2
116 日文 805 中学道徳　あすを生きる　2　道徳ノート
116 日文 904 中学道徳　あすを生きる　3
116 日文 905 中学道徳　あすを生きる　3　道徳ノート

備考

国語

採択希望教科用図書（中学部）
文部科学省検定済教科書

数学

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名

生活

社会

算数

図画工作

国語

理科

音楽（一般）

美術

英語

道徳
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学校の教育目標

番号 略称
道徳 017 教出 104 しょうがくどうとく1　はばたこうあすへ

番号 略称
017 教出 104 しょうがくどうとく1　はばたこうあすへ
017 教出 204 小学どうとく2　はばたこう明日へ
017 教出 304 小学どうとく3　はばたこう明日へ
017 教出 404 小学道徳4　はばたこう明日へ

道徳

採択希望教科用図書（中学部）
文部科学省検定済教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

将来の自立や豊かな生活を実現するために、一人一人の教育的ニーズに応じた最適な指導・支援を行い、主体
的に学び、取り組む子どもを育てる。

文部科学省検定済教科書

熊本支援学校学校名

発行者
教科書名 備考

教科書の
記号・番号

教科書種目

採択希望教科用図書（小学部）

9



番号 略称
038 光村 107 こくご－上　かざぐるま
038 光村 108 こくご－下　ともだち
038 光村 207 こくご二上　たんぽぽ
038 光村 208 こくご二下　赤とんぼ
038 光村 307 国語三上 わかば
038 光村 308 国語三下 あおぞら
038 光村 407 国語四上　かがやき
038 光村 408 国語四下　はばたき
038 光村 507 国語五　銀河
038 光村 607 国語六　創造
116 日文 105 しょうがくしょしゃ　一ねん
116 日文 205 小学しょしゃ　二年
116 日文 305 小学書写　三年
116 日文 405 小学書写　四年
116 日文 505 小学書写　五年
116 日文 605 小学書写　六年
002 東書 301 新しい社会3
002 東書 401 新しい社会4
002 東書 501 新しい社会5　上
002 東書 502 新しい社会5　下
002 東書 601 新しい社会6　政治・国際編
002 東書 602 新しい社会6　歴史編

地図 046 帝国 302 楽しく学ぶ　小学生の地図帳　3・4・5・6年
002 東書 101 あたらしい　さんすう　1①　さんすうの　とびら
002 東書 102 あたらしい　さんすう　1②　さんすう　だいすき！
002 東書 201 新しい算数　2上　考えるって　おもしろい！
002 東書 202 新しい算数　2下　考えるって　おもしろい！
002 東書 301 新しい算数　3上　考えるっておもしろい！
002 東書 302 新しい算数　3下　考えるっておもしろい！
002 東書 401 新しい算数　4上　考えると見方が広がる！
002 東書 402 新しい算数　4下　考えると見方が広がる！
002 東書 501 新しい算数　5上　考えると見方が広がる！
002 東書 502 新しい算数　5下　考えると見方が広がる！
002 東書 601 新しい算数　6　数学へジャンプ！
017 教出 304 みらいをひらく　小学理科　3
017 教出 404 未来をひらく　小学理科　4
017 教出 504 未来をひらく　小学理科　5
017 教出 604 未来をひらく　小学理科　6
061 啓林館 113 わくわく　せいかつ上
061 啓林館 114 いきいき せいかつ下
027 教芸 102 小学生のおんがく　1
027 教芸 202 小学生の音楽　2
027 教芸 302 小学生の音楽　3
027 教芸 402 小学生の音楽　4
027 教芸 502 小学生の音楽　5
027 教芸 602 小学生の音楽　6
009 開隆堂 101 ずがこうさく1・2上　わくわくするね
009 開隆堂 102 ずがこうさく1・2下　みつけたよ
009 開隆堂 301 図画工作3・4上　できたらいいな
009 開隆堂 302 図画工作3・4下　力を合わせて
009 開隆堂 501 図画工作5・6上　心をひらいて
009 開隆堂 502 図画工作5・6下　つながる思い

家庭 002 東書 501 新しい家庭　5・6
224 学研 305 みんなのほけん　3・4年
224 学研 505 みんなの保健　5・6年
002 東書 501 NEW　HORIZON　Elementary　English　Course　5
002 東書 502 NEW　HORIZON　Elementary　English　Course　Picture　Dictionary
002 東書 601 NEW　HORIZON　Elementary　English　Course　6
017 教出 104 しょうがくどうとく1　はばたこうあすへ
017 教出 204 小学どうとく2　はばたこう明日へ
017 教出 304 小学どうとく3　はばたこう明日へ
017 教出 404 小学道徳4　はばたこう明日へ
017 教出 504 小学道徳5　はばたこう明日へ
017 教出 604 小学道徳6　はばたこう明日へ

備考

国語

学校名 松橋支援学校

学校の教育目標

児童生徒一人一人の個性を大切にし、きめ細やかで専門性の高い教育活動を通して、自立と社会参加に向けて、
豊かな人生を切り拓く児童生徒を育てる。

採択希望教科用図書（小学部）
文部科学省検定済教科書

音楽

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名

書写

社会

算数

理科

生活

図画工作

保健

英語

道徳
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番号 略称
038 光村 704 国語1
038 光村 804 国語2
038 光村 904 国語3

書写 017 教出 703 中学書写
社会（地理） 017 教出 702 中学社会　地理　地域にまなぶ
社会（歴史） 002 東書 705 新しい社会　歴史
社会（公民） 046 帝国 903 社会科　中学生の公民　よりよい社会を目指して

地図 046 帝国 702 中学校社会科地図
002 東書 701 新しい数学1
002 東書 801 新しい数学2
002 東書 901 新しい数学3
061 啓林館 705 未来へひろがるサイエンス1
061 啓林館 805 未来へひろがるサイエンス2
061 啓林館 905 未来へひろがるサイエンス3
017 教出 701 中学音楽　1　音楽のおくりもの
017 教出 801 中学音楽　2・3上　音楽のおくりもの
017 教出 802 中学音楽　2・3下　音楽のおくりもの

音楽（器楽合奏） 017 教出 751 中学器楽　音楽のおくりもの
116 日文 703 美術1　美術との出会い
116 日文 803 美術2・3上　学びの実感と広がり
116 日文 804 美術2・3下　学びの探求と未来

保健体育 050 大修館 703 最新　中学校保健体育
技術・家庭（技術） 002 東書 701 新しい技術・家庭　技術分野　未来を創る　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
技術・家庭（家庭） 002 東書 701 新しい技術・家庭　家庭分野　自立と共生を目指して

002 東書 701 NEW HORIZON English Course　1
002 東書 801 NEW HORIZON English Course　2
002 東書 901 NEW HORIZON English Course　3
116 日文 704 中学道徳　あすを生きる　1
116 日文 705 中学道徳　あすを生きる　1　道徳ノート
116 日文 804 中学道徳　あすを生きる　2
116 日文 805 中学道徳　あすを生きる　2　道徳ノート
116 日文 904 中学道徳　あすを生きる　3
116 日文 905 中学道徳　あすを生きる　3　道徳ノート

備考

国語

採択希望教科用図書（中学部）
文部科学省検定済教科書

道徳

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名

数学

理科

音楽（一般）

美術

英語

11



番号 略称
038 光村 107 こくご－上　かざぐるま
038 光村 108 こくご－下　ともだち
038 光村 207 こくご二上　たんぽぽ
038 光村 208 こくご二下　赤とんぼ
038 光村 307 国語三上 わかば
038 光村 308 国語三下 あおぞら
038 光村 407 国語四上　かがやき
038 光村 408 国語四下　はばたき
038 光村 507 国語五　銀河
038 光村 607 国語六　創造
116 日文 105 しょうがくしょしゃ　一ねん
116 日文 205 小学しょしゃ　二年
116 日文 305 小学書写　三年
116 日文 405 小学書写　四年
116 日文 505 小学書写　五年
116 日文 605 小学書写　六年
002 東書 301 新しい社会3
002 東書 401 新しい社会4
002 東書 501 新しい社会5　上
002 東書 502 新しい社会5　下
002 東書 601 新しい社会6　政治・国際編
002 東書 602 新しい社会6　歴史編

地図 046 帝国 302 楽しく学ぶ　小学生の地図帳　3・4・5・6年
002 東書 101 あたらしい　さんすう　1①　さんすうの　とびら
002 東書 102 あたらしい　さんすう　1②　さんすう　だいすき！
002 東書 201 新しい算数　2上　考えるって　おもしろい！
002 東書 202 新しい算数　2下　考えるって　おもしろい！
002 東書 301 新しい算数　3上　考えるっておもしろい！
002 東書 302 新しい算数　3下　考えるっておもしろい！
002 東書 401 新しい算数　4上　考えると見方が広がる！
002 東書 402 新しい算数　4下　考えると見方が広がる！
002 東書 501 新しい算数　5上　考えると見方が広がる！
002 東書 502 新しい算数　5下　考えると見方が広がる！
002 東書 601 新しい算数　6　数学へジャンプ！
017 教出 304 みらいをひらく　小学理科　3
017 教出 404 未来をひらく　小学理科　4
017 教出 504 未来をひらく　小学理科　5
017 教出 604 未来をひらく　小学理科　6
061 啓林館 113 わくわく　せいかつ上
061 啓林館 114 いきいき せいかつ下
027 教芸 102 小学生のおんがく　1
027 教芸 202 小学生の音楽　2
027 教芸 302 小学生の音楽　3
027 教芸 402 小学生の音楽　4
027 教芸 502 小学生の音楽　5
027 教芸 602 小学生の音楽　6
009 開隆堂 101 ずがこうさく1・2上　わくわくするね
009 開隆堂 102 ずがこうさく1・2下　みつけたよ
009 開隆堂 301 図画工作3・4上　できたらいいな
009 開隆堂 302 図画工作3・4下　力を合わせて
009 開隆堂 501 図画工作5・6上　心をひらいて
009 開隆堂 502 図画工作5・6下　つながる思い

家庭 002 東書 501 新しい家庭　5・6
224 学研 305 みんなのほけん　3・4年
224 学研 505 みんなの保健　5・6年
002 東書 501 NEW　HORIZON　Elementary　English　Course　5
002 東書 502 NEW　HORIZON　Elementary　English　Course　Picture　Dictionary
002 東書 601 NEW　HORIZON　Elementary　English　Course　6
017 教出 104 しょうがくどうとく1　はばたこうあすへ
017 教出 204 小学どうとく2　はばたこう明日へ
017 教出 304 小学どうとく3　はばたこう明日へ
017 教出 404 小学道徳4　はばたこう明日へ
017 教出 504 小学道徳5　はばたこう明日へ
017 教出 604 小学道徳6　はばたこう明日へ

備考

国語

学校名 松橋東支援学校

学校の教育目標

生命の尊重・深い愛情を基盤に、幼児児童生徒一人一人の個性や特性を大切にして可能性を最大限に伸ば
し、豊かな感性を育み、主体的に・自立的に生きていこうとする幼児児童生徒を育成する。

採択希望教科用図書（小学部）
文部科学省検定済教科書

音楽

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名

書写

社会

算数

理科

生活

図画工作

保健

英語

道徳
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番号 略称
038 光村 704 国語1
038 光村 804 国語2
038 光村 904 国語3

書写 017 教出 703 中学書写
社会（地理） 017 教出 702 中学社会　地理　地域にまなぶ
社会（歴史） 002 東書 705 新しい社会　歴史
社会（公民） 046 帝国 903 社会科　中学生の公民　よりよい社会を目指して

地図 046 帝国 702 中学校社会科地図
002 東書 701 新しい数学1
002 東書 801 新しい数学2
002 東書 901 新しい数学3
061 啓林館 705 未来へひろがるサイエンス1
061 啓林館 805 未来へひろがるサイエンス2
061 啓林館 905 未来へひろがるサイエンス3
017 教出 701 中学音楽　1　音楽のおくりもの
017 教出 801 中学音楽　2・3上　音楽のおくりもの
017 教出 802 中学音楽　2・3下　音楽のおくりもの

音楽（器楽合奏） 017 教出 751 中学器楽　音楽のおくりもの
116 日文 703 美術1　美術との出会い
116 日文 803 美術2・3上　学びの実感と広がり
116 日文 804 美術2・3下　学びの探求と未来

保健体育 050 大修館 703 最新　中学校保健体育
技術・家庭（技術） 002 東書 701 新しい技術・家庭　技術分野　未来を創る　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
技術・家庭（家庭） 002 東書 701 新しい技術・家庭　家庭分野　自立と共生を目指して

002 東書 701 NEW HORIZON English Course　1
002 東書 801 NEW HORIZON English Course　2
002 東書 901 NEW HORIZON English Course　3
116 日文 704 中学道徳　あすを生きる　1
116 日文 705 中学道徳　あすを生きる　1　道徳ノート
116 日文 804 中学道徳　あすを生きる　2
116 日文 805 中学道徳　あすを生きる　2　道徳ノート
116 日文 904 中学道徳　あすを生きる　3
116 日文 905 中学道徳　あすを生きる　3　道徳ノート

備考

国語

採択希望教科用図書（中学部）
文部科学省検定済教科書

道徳

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名

数学

理科

音楽（一般）

美術

英語
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番号 略称
038 光村 107 こくご－上　かざぐるま
038 光村 108 こくご－下　ともだち
038 光村 207 こくご二上　たんぽぽ
038 光村 208 こくご二下　赤とんぼ
038 光村 307 国語三上 わかば
038 光村 308 国語三下 あおぞら
038 光村 407 国語四上　かがやき
038 光村 408 国語四下　はばたき
038 光村 507 国語五　銀河
038 光村 607 国語六　創造
116 日文 105 しょうがくしょしゃ　一ねん
116 日文 205 小学しょしゃ　二年
116 日文 305 小学書写　三年
116 日文 405 小学書写　四年
116 日文 505 小学書写　五年
116 日文 605 小学書写　六年
002 東書 301 新しい社会3
002 東書 401 新しい社会4
002 東書 501 新しい社会5　上
002 東書 502 新しい社会5　下
002 東書 601 新しい社会6　政治・国際編
002 東書 602 新しい社会6　歴史編

地図 046 帝国 302 楽しく学ぶ　小学生の地図帳　3・4・5・6年
002 東書 101 あたらしい　さんすう　1①　さんすうの　とびら
002 東書 102 あたらしい　さんすう　1②　さんすう　だいすき！
002 東書 201 新しい算数　2上　考えるって　おもしろい！
002 東書 202 新しい算数　2下　考えるって　おもしろい！
002 東書 301 新しい算数　3上　考えるっておもしろい！
002 東書 302 新しい算数　3下　考えるっておもしろい！
002 東書 401 新しい算数　4上　考えると見方が広がる！
002 東書 402 新しい算数　4下　考えると見方が広がる！
002 東書 501 新しい算数　5上　考えると見方が広がる！
002 東書 502 新しい算数　5下　考えると見方が広がる！
002 東書 601 新しい算数　6　数学へジャンプ！
017 教出 304 みらいをひらく　小学理科　3
017 教出 404 未来をひらく　小学理科　4
017 教出 504 未来をひらく　小学理科　5
017 教出 604 未来をひらく　小学理科　6
061 啓林館 113 わくわく　せいかつ上
061 啓林館 114 いきいき せいかつ下
027 教芸 102 小学生のおんがく　1
027 教芸 202 小学生の音楽　2
027 教芸 302 小学生の音楽　3
027 教芸 402 小学生の音楽　4
027 教芸 502 小学生の音楽　5
027 教芸 602 小学生の音楽　6
009 開隆堂 101 ずがこうさく1・2上　わくわくするね
009 開隆堂 102 ずがこうさく1・2下　みつけたよ
009 開隆堂 301 図画工作3・4上　できたらいいな
009 開隆堂 302 図画工作3・4下　力を合わせて
009 開隆堂 501 図画工作5・6上　心をひらいて
009 開隆堂 502 図画工作5・6下　つながる思い

家庭 002 東書 501 新しい家庭　5・6
224 学研 305 みんなのほけん　3・4年
224 学研 505 みんなの保健　5・6年
002 東書 501 NEW　HORIZON　Elementary　English　Course　5
002 東書 502 NEW　HORIZON　Elementary　English　Course　Picture　Dictionary
002 東書 601 NEW　HORIZON　Elementary　English　Course　6
017 教出 104 しょうがくどうとく1　はばたこうあすへ
017 教出 204 小学どうとく2　はばたこう明日へ
017 教出 304 小学どうとく3　はばたこう明日へ
017 教出 404 小学道徳4　はばたこう明日へ
017 教出 504 小学道徳5　はばたこう明日へ
017 教出 604 小学道徳6　はばたこう明日へ

備考

国語

学校名 黒石原支援学校

学校の教育目標

児童生徒一人一人の今を充実させるとともに、将来の自立と社会参加を目指し、可能性を伸ばす。

採択希望教科用図書（小学部）
文部科学省検定済教科書

音楽

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名

書写

社会

算数

理科

生活

図画工作

保健

英語

道徳
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番号 略称
038 光村 704 国語1
038 光村 804 国語2
038 光村 904 国語3

書写 017 教出 703 中学書写
社会（地理） 017 教出 702 中学社会　地理　地域にまなぶ
社会（歴史） 002 東書 705 新しい社会　歴史
社会（公民） 046 帝国 903 社会科　中学生の公民　よりよい社会を目指して

地図 046 帝国 702 中学校社会科地図
002 東書 701 新しい数学1
002 東書 801 新しい数学2
002 東書 901 新しい数学3
061 啓林館 705 未来へひろがるサイエンス1
061 啓林館 805 未来へひろがるサイエンス2
061 啓林館 905 未来へひろがるサイエンス3
017 教出 701 中学音楽　1　音楽のおくりもの
017 教出 801 中学音楽　2・3上　音楽のおくりもの
017 教出 802 中学音楽　2・3下　音楽のおくりもの

音楽（器楽合奏） 017 教出 751 中学器楽　音楽のおくりもの
116 日文 703 美術1　美術との出会い
116 日文 803 美術2・3上　学びの実感と広がり
116 日文 804 美術2・3下　学びの探求と未来

保健体育 050 大修館 703 最新　中学校保健体育
技術・家庭（技術） 002 東書 701 新しい技術・家庭　技術分野　未来を創る　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
技術・家庭（家庭） 002 東書 701 新しい技術・家庭　家庭分野　自立と共生を目指して

002 東書 701 NEW HORIZON English Course　1
002 東書 801 NEW HORIZON English Course　2
002 東書 901 NEW HORIZON English Course　3
116 日文 704 中学道徳　あすを生きる　1
116 日文 705 中学道徳　あすを生きる　1　道徳ノート
116 日文 804 中学道徳　あすを生きる　2
116 日文 805 中学道徳　あすを生きる　2　道徳ノート
116 日文 904 中学道徳　あすを生きる　3
116 日文 905 中学道徳　あすを生きる　3　道徳ノート

備考

国語

採択希望教科用図書（中学部）
文部科学省検定済教科書

道徳

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名

数学

理科

音楽（一般）

美術

英語
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番号 略称
道徳 017 教出 104 しょうがくどうとく１　はばたこうあすへ

文部科学省検定済教科書

学校名 小国支援学校

学校の教育目標

一人一人の個性と特性に応じた適切な指導を行い、調和のとれた心豊かでたくましい児童生徒を育成する。

採択希望教科用図書（小学部）

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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番号 略称
図画工作 116 日文 103 ずがこうさく1・2上　たのしいな　おもしろいな
図画工作 116 日文 104 ずがこうさく1・2下　たのしいな　おもしろいな
図画工作 116 日文 303 図画工作3・4上　ためしたよ　見つけたよ
図画工作 116 日文 304 図画工作3・4下　ためしたよ　見つけたよ

保健 224 学研 305 みんなのほけん　3・4年
道徳 002 東書 101 新訂　あたらしいどうとく　１
道徳 002 東書 201 新訂　新しいどうとく　２
道徳 002 東書 301 新訂　新しいどうとく　３

番号 略称
道徳 017 教出 404 小学道徳4　はばたこう明日へ
道徳 017 教出 504 小学道徳5　はばたこう明日へ
道徳 017 教出 604 小学道徳6　はばたこう明日へ

採択希望教科用図書（中学部）

学校名 天草支援学校

学校の教育目標

自分らしく　元気に　持てる力を精一杯発揮し　人と関わりながら　主体的に学び生活する児童生徒の育成

採択希望教科用図書（小学部）
文部科学省検定済教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

文部科学省検定済教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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県立特別支援学校小・中学部における 

令和５年度（２０２３年度）使用教科用図書（案） 

 

 

 

 

「著作教科書」 
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 ライト こくご 点字導入編
2 ライト こくご １
3 ライト こくご ２
4 ライト 国語　３
5 ライト 国語　４
6 ライト 国語　５
7 ライト 国語　６
8 支援セ 社会　３
9 支援セ 社会　４
10 支援セ 社会　５
11 支援セ 社会　６
12 ヘレン さんすう　触って学ぶ導入編
13 ヘレン さんすう １
14 ヘレン さんすう ２
15 ヘレン さんすう 珠算編１
16 ヘレン さんすう 珠算編２
17 ヘレン さんすう 珠算編３
18 ヘレン さんすう 珠算編４
19 ヘレン さんすう ３
20 ヘレン 算数 ４
21 ヘレン 算数 ５
22 ヘレン 算数 ６
23 東点 理科　３
24 東点 理科　４
25 東点 理科　５
26 東点 理科　６
27 東点 英語　５
28 東点 英語　６
29 ライト どうとく １
30 ライト どうとく ２
31 ライト どうとく ３
32 ライト 道徳　４
33 ライト 道徳　５
34 ライト 道徳　６
35 東書 こくご☆
36 東書 こくご☆☆
37 東書 こくご☆☆☆
38 教出 さんすう☆
39 教出 さんすう☆☆（１）
40 教出 さんすう☆☆（２）
41 教出 さんすう☆☆☆
42 東書 おんがく☆
43 東書 おんがく☆☆
44 東書 おんがく☆☆☆

学校名 盲学校

幼児児童生徒、一人一人の教育的ニーズや法令等の根拠に基づいた教育活動を実践し、保護者、教職員と
の更なる信頼関係の構築に努め、安全安心な学校を実現する。

文部科学省著作教科書

音楽

算数

国語

道徳

英語

理科

算数

社会

国語
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番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 ライト こくご 点字導入編
2 ライト こくご １
3 ライト こくご ２
4 ライト 国語　３
5 ライト 国語　４
6 ライト 国語　５
7 ライト 国語　６
8 支援セ 社会　３
9 支援セ 社会　４
10 支援セ 社会　５
11 支援セ 社会　６
12 ヘレン さんすう　触って学ぶ導入編
13 ヘレン さんすう １
14 ヘレン さんすう ２
15 ヘレン さんすう 珠算編１
16 ヘレン さんすう 珠算編２
17 ヘレン さんすう 珠算編３
18 ヘレン さんすう 珠算編４
19 ヘレン さんすう ３
20 ヘレン 算数 ４
21 ヘレン 算数 ５
22 ヘレン 算数 ６
23 東点 理科　３
24 東点 理科　４
25 東点 理科　５
26 東点 理科　６
27 東点 英語　５
28 東点 英語　６
29 ライト どうとく １
30 ライト どうとく ２
31 ライト どうとく ３
32 ライト 道徳　４
33 ライト 道徳　５
34 ライト 道徳　６
35 支援セ 国語　１
36 支援セ 国語　２
37 支援セ 国語　３
38 社会（地理的分野） 支援セ 社会（地理）
39 社会（歴史的分野） ヘレン 社会（歴史）
40 社会（公民的分野） 日点 社会（公民）
41 ライト 数学　１
42 ライト 数学　２
43 ライト 数学　３
44 東点 理科　１
45 東点 理科　２
46 東点 理科　３
47 東点 英語　１
48 東点 英語（資料編）
49 東点 英語　２
50 東点 英語　３
51 ヘレン 道徳　１
52 ヘレン 道徳　２
53 ヘレン 道徳　３
54 東書 こくご☆
55 東書 こくご☆☆
56 東書 こくご☆☆☆
57 教出 さんすう☆
58 教出 さんすう☆☆（１）
59 教出 さんすう☆☆（２）
60 教出 さんすう☆☆☆
61 東書 おんがく☆
62 東書 おんがく☆☆
63 東書 おんがく☆☆☆
64 東書 国語☆☆☆☆
65 東書 国語☆☆☆☆☆
66 教出 数学☆☆☆☆
67 教出 数学☆☆☆☆☆
68 東書 音楽☆☆☆☆
69 東書 音楽☆☆☆☆☆

文部科学省著作教科書
採択希望教科用図書（中学部）

音楽

数学

国語

音楽

算数

国語

道徳

英語

理科

数学

社会

国語

国語

道徳

英語

理科

算数
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 教出 こくご　ことばのべんきょう一ねん

2 教出 こくご　ことばのべんきょう二ねん

3 教出 こくご　ことばのべんきょう三ねん

4 教出 国語　ことばのれんしゅう四年

5 教出 国語　ことばの練習五年

6 教出 国語　ことばの練習六年

7 東書 こくご☆

8 東書 こくご☆☆

9 東書 こくご☆☆☆

10 教出 さんすう☆

11 教出 さんすう☆☆（１）

12 教出 さんすう☆☆（２）

13 教出 さんすう☆☆☆

14 東書 おんがく☆

15 東書 おんがく☆☆

16 東書 おんがく☆☆☆

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 教出 こくご　ことばのべんきょう一ねん

2 教出 こくご　ことばのべんきょう二ねん

3 教出 こくご　ことばのべんきょう三ねん

4 教出 国語　ことばのれんしゅう四年

5 教出 国語　ことばの練習五年

6 教出 国語　ことばの練習六年

7 東書 こくご☆

8 東書 こくご☆☆

9 東書 こくご☆☆☆

10 教出 さんすう☆

11 教出 さんすう☆☆（１）

12 教出 さんすう☆☆（２）

13 教出 さんすう☆☆☆

14 東書 おんがく☆

15 東書 おんがく☆☆

16 東書 おんがく☆☆☆

17 言語 教出 国語　言語編

18 東書 国語☆☆☆☆

19 東書 国語☆☆☆☆☆

20 教出 数学☆☆☆☆

21 教出 数学☆☆☆☆☆

22 東書 音楽☆☆☆☆

23 東書 音楽☆☆☆☆☆
音楽

数学

国語

音楽

算数

国語

言語指導

音楽

算数

国語

豊かなコミュニケーション力と確かな学力の向上を図り、様々な人と関わり合いながら自ら社会参加していく
態度を育成する。

文部科学省著作教科書

文部科学省著作教科書

学校名 熊本聾学校

言語指導
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

11 東書 国語☆☆☆☆

12 東書 国語☆☆☆☆☆

13 教出 数学☆☆☆☆

14 教出 数学☆☆☆☆☆

15 東書 音楽☆☆☆☆

16 東書 音楽☆☆☆☆☆

算数

学校名 熊本支援学校

将来の自立や豊かな生活を実現するために、一人一人の教育的ニーズに応じた最適な指導・支援を行い、主
体的に学び、取り組む子どもを育てる。

文部科学省著作教科書

国語

数学

音楽

音楽

文部科学省著作教科書

国語

算数

音楽

国語
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

11 東書 国語☆☆☆☆

12 東書 国語☆☆☆☆☆

13 教出 数学☆☆☆☆

14 教出 数学☆☆☆☆☆

15 東書 音楽☆☆☆☆

16 東書 音楽☆☆☆☆☆

熊本かがやきの森支援学校学校名

文部科学省著作教科書

健やかで意欲的に学び、人との関わりを楽しみながら自分らしく生きる児童生徒を育成する。

文部科学省著作教科書

国語

算数

音楽

音楽

国語

算数

音楽

国語

数学
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

11 東書 国語☆☆☆☆

12 東書 国語☆☆☆☆☆

13 教出 数学☆☆☆☆

14 教出 数学☆☆☆☆☆

15 東書 音楽☆☆☆☆

16 東書 音楽☆☆☆☆☆

学校名 松橋西支援学校

文部科学省著作教科書

心豊かでたくましい児童生徒の育成

文部科学省著作教科書

国語

算数

音楽

音楽

国語

算数

音楽

国語

数学
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

11 東書 国語☆☆☆☆

12 東書 国語☆☆☆☆☆

13 教出 数学☆☆☆☆

14 教出 数学☆☆☆☆☆

15 東書 音楽☆☆☆☆

16 東書 音楽☆☆☆☆☆

算数

学校名 松橋支援学校

児童生徒一人一人の個性を大切にし、きめ細やかで専門性の高い教育活動を通して、自立と社会参加に向
けて、豊かな人生を切り拓く児童生徒を育てる。

文部科学省著作教科書

国語

数学

音楽

音楽

文部科学省著作教科書

国語

算数

音楽

国語

25



学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

11 東書 国語☆☆☆☆

12 東書 国語☆☆☆☆☆

13 教出 数学☆☆☆☆

14 教出 数学☆☆☆☆☆

15 東書 音楽☆☆☆☆

16 東書 音楽☆☆☆☆☆

生命の尊重・深い愛情を基盤に、幼児児童生徒一人一人の個性や特性を大切にして可能性を最大限に伸ば
し、豊かな感性を育み、主体的に・自立的に生きていこうとする幼児児童生徒を育成する。

文部科学省著作教科書

文部科学省著作教科書

松橋東支援学校学校名

国語

算数

音楽

音楽

国語

算数

音楽

国語

数学

26



学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

11 東書 国語☆☆☆☆

12 東書 国語☆☆☆☆☆

13 教出 数学☆☆☆☆

14 教出 数学☆☆☆☆☆

15 東書 音楽☆☆☆☆

16 東書 音楽☆☆☆☆☆

国語

音楽

算数

国語

荒尾支援学校学校名

文部科学省著作教科書

一人一人の自立と社会参加を目指し、地域・社会に開かれた教育活動の展開

文部科学省著作教科書

音楽

数学

国語

音楽

算数
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

11 東書 国語☆☆☆☆

12 東書 国語☆☆☆☆☆

13 教出 数学☆☆☆☆

14 教出 数学☆☆☆☆☆

15 東書 音楽☆☆☆☆

16 東書 音楽☆☆☆☆☆

算数

学校名 かもと稲田支援学校

地域や家庭と連携しながら児童生徒一人一人に応じた教育活動を実践することで、児童生徒が自分に自信を
持ち、夢に向かって挑戦する力や地域社会の中で生きていく力を育む。

文部科学省著作教科書

国語

数学

音楽

音楽

文部科学省著作教科書

国語

算数

音楽

国語
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

11 東書 国語☆☆☆☆

12 東書 国語☆☆☆☆☆

13 教出 数学☆☆☆☆

14 教出 数学☆☆☆☆☆

15 東書 音楽☆☆☆☆

16 東書 音楽☆☆☆☆☆

算数

学校名 大津支援学校

一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を行い、将来の自立と社会参加をめざして主
体的に学び、取り組む児童生徒を育成する。

文部科学省著作教科書

国語

数学

音楽

音楽

文部科学省著作教科書

国語

算数

音楽

国語
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

11 東書 国語☆☆☆☆

12 東書 国語☆☆☆☆☆

13 教出 数学☆☆☆☆

14 教出 数学☆☆☆☆☆

15 東書 音楽☆☆☆☆

16 東書 音楽☆☆☆☆☆

算数

学校名 菊池支援学校

一人一人の障がいの状態や特性、教育的ニーズなどエビデンスに基づいた教育活動を実践し、未来に向かって
自立し、社会参加できる、生きる力を持った児童生徒を育成する。

文部科学省著作教科書

国語

数学

音楽

音楽

文部科学省著作教科書

国語

算数

音楽

国語
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

11 東書 国語☆☆☆☆

12 東書 国語☆☆☆☆☆

13 教出 数学☆☆☆☆

14 教出 数学☆☆☆☆☆

15 東書 音楽☆☆☆☆

16 東書 音楽☆☆☆☆☆

算数

学校名 黒石原支援学校

児童生徒一人一人の今を充実させるとともに、将来の自立と社会参加を目指し、可能性を伸ばす。

文部科学省著作教科書

国語

数学

音楽

音楽

文部科学省著作教科書

国語

算数

音楽

国語
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

11 東書 国語☆☆☆☆

12 東書 国語☆☆☆☆☆

13 教出 数学☆☆☆☆

14 教出 数学☆☆☆☆☆

15 東書 音楽☆☆☆☆

16 東書 音楽☆☆☆☆☆

算数

学校名 小国支援学校

一人一人の個性と特性に応じた適切な指導を行い、調和のとれた心豊かでたくましい児童生徒を育成する。

文部科学省著作教科書

国語

数学

音楽

音楽

文部科学省著作教科書

国語

算数

音楽

国語
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

11 東書 国語☆☆☆☆

12 東書 国語☆☆☆☆☆

13 教出 数学☆☆☆☆

14 教出 数学☆☆☆☆☆

15 東書 音楽☆☆☆☆

16 東書 音楽☆☆☆☆☆

算数

学校名 芦北支援学校

ア　児童生徒それぞれの力や特性を見極め、さらに伸ばすきめ細やかな指導を行う。
イ　一人一人が将来に向けて生活の質を向上させ、自立した生活ができるよう、生きる力を持った児童生徒を育成する。
ウ　児童生徒同士、職員、家庭、地域が共に学び、共に育つよう連携を深める。

文部科学省著作教科書

国語

数学

音楽

音楽

文部科学省著作教科書

国語

算数

音楽

国語
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

11 東書 国語☆☆☆☆

12 東書 国語☆☆☆☆☆

13 教出 数学☆☆☆☆

14 教出 数学☆☆☆☆☆

15 東書 音楽☆☆☆☆

16 東書 音楽☆☆☆☆☆

算数

学校名 球磨支援学校

１　児童生徒一人一人の能力や適正に応じた教育活動を実践する。
２　互いに励まし助け合い、たくましく生き抜く児童生徒を育成する。
３　社会的自立や将来の豊かな生活に向けての知識・技能・態度を育てる。

文部科学省著作教科書

国語

数学

音楽

音楽

文部科学省著作教科書

国語

算数

音楽

国語
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

11 東書 国語☆☆☆☆

12 東書 国語☆☆☆☆☆

13 教出 数学☆☆☆☆

14 教出 数学☆☆☆☆☆

15 東書 音楽☆☆☆☆

16 東書 音楽☆☆☆☆☆

算数

学校名 天草支援学校

自分らしく　元気に　持てる力を精一杯発揮し　人と関わりながら　主体的に学び生活する児童生徒の育成

文部科学省著作教科書

国語

数学

音楽

音楽

文部科学省著作教科書

国語

算数

音楽

国語
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 東書 こくご☆

2 東書 こくご☆☆

3 東書 こくご☆☆☆

4 教出 さんすう☆

5 教出 さんすう☆☆（１）

6 教出 さんすう☆☆（２）

7 教出 さんすう☆☆☆

8 東書 おんがく☆

9 東書 おんがく☆☆

10 東書 おんがく☆☆☆

11 東書 国語☆☆☆☆

12 東書 国語☆☆☆☆☆

13 教出 数学☆☆☆☆

14 教出 数学☆☆☆☆☆

15 東書 音楽☆☆☆☆

16 東書 音楽☆☆☆☆☆

算数

学校名 苓北支援学校

個々の可能性を伸ばし、自立と豊かな生活につながる教育の実践

文部科学省著作教科書

国語

数学

音楽

音楽

文部科学省著作教科書

国語

算数

音楽

国語
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県立特別支援学校小・中学部における 

令和５年度（２０２３年度）使用教科用図書（案） 

 

 

 

 

「一般図書」 
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称

1 生活 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

2 生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん２かばくんのおかいもの

3 生活 あかね書房 単行本さわってあそぼうふわふわあひる

4 生活 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１０）なまえのことば

5 生活 偕成社 安全のしつけ絵本(1)きをつけようね

6 生活 偕成社 エリック・カールの絵本 くまさんくまさんなにみてるの？

7 生活 学研 はっけんずかんのりもの改訂版

8 生活 学研 ほんとのおおきさほんとのおおきさ動物園  

9 生活 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード

10 生活 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード

11 生活 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集こぐまちゃんおはよう

12 生活 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ12　のはらのずかんー野の花と虫たちー

13 生活 金の星社 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

14 生活 評論社 さわってあそぶコロちゃんののうじょう

15 生活 BL出版 てんじつきさわるえほんさわってたのしむどうぶつずかん

16 生活 三起商行 ポカポカフレンズ音のでるパズル絵本のりものプップー

17 生活 金の星社 1ねんせいのせいかつえじてん

18 国語 あかね書房 もじのえほんあいうえお

19 国語 あかね書房 もじのえほんかたかなアイウエオ

20 国語 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし

21 国語 くもん出版 ひらがなカード  

22 国語 こぐま社 ことばあそびの絵本ぶたたぬききつねねこ

23 国語 こぐま社 てんじつきさわるえほんしろくまちゃんのほっとけーき

24 国語 同成社 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）

25 国語 評論社 しかけ絵本の本棚  コロちゃんはどこ？

26 国語 理論社 あいうえおうさま  

27 国語 戸田デザイ あいうえおえほん

28 国語 えほんの杜 あいうえおゴリラ

29 国語 大日本図書 ばけばけばけばけばけたくん

30 国語 点字学習 視覚障害者の漢字学習小学１年墨字版

31 国語 西村書店 どんなきもち？

32 国語 金の星社 新しいえほんへんしんトンネル

33 国語 金の星社 いもとようこ世界の名作絵本おおきなかぶ

34 国語 金の星社 音のでる絵本おとのでるあいうえおのえほん

35 国語 くもん出版 ゆびなぞりカードひらがな

36 国語 くもん出版 ぶんカード２集

37 算数 あかね書房 あかねえほんシリーズかたちのえほんまる・さんかく・しかくさん

38 算数 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本かずの絵本

39 算数 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本すうじの絵本

40 算数 絵本館 五味太郎の絵本１０かたち

41 算数 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ

42 算数 金の星社 音のでるとけいえほんいまなんじ？

43 算数 くもん出版 とけいカード  

44 算数 くもん出版 かずカード  

45 算数 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん  

46 算数 小学館 デコボコえほんかずをかぞえよう！

47 算数 童心社 かずのほん１どっちがたくさん

48 算数 童心社 かずのほん２０から１０まで

49 算数 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）

50 算数 ポプラ さわって学ぼう点字の本２さわってたのしむ点字つきえほん２かたち

51 算数 くもん出版 たしざんカード

学校名 盲学校

幼児児童生徒、一人一人の教育的ニーズや法令等の根拠に基づいた教育活動を実践し、保護者、教職員
との更なる信頼関係の構築に努め、安全安心な学校を実現する。

書籍名称
学校教育法附則９条の規定による一般図書
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52 算数 成美堂出版 音と光のでる絵本いっぱいスイッチ

53 算数 金の星社 ひらめきパズルタングラム

54 音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード

55 音楽 成美堂出版 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

56 音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた  

57 音楽 大日本絵画 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

58 音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん  

59 音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１  

60 音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき  

61 図画工作 あかね書房 あかねえほんシリーズえほんえかきうた

62 図画工作 岩崎書店 あそびの絵本ねんどあそび

63 図画工作 偕成社 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

64 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん

65 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん

66 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって

67 図画工作 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ  

68 図画工作 のら書店 はじめてのこうさくあそび  

69 図画工作 ポプラ あそびのひろば４はりえあそび

70 図画工作 偕成社 さわる絵本新装版これ、なあに？ ※点字版

71 図画工作 日点（一般） いろんなかたちをさわってみよう－幾何学立体教材－ ※点字版

72 図画工作 東点（一般） 点字器で描ける絵と模様（改訂） ※点字版

73 体育 あかね書房 からだのえほん４からだにもしもし

74 体育 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）うごきのことば

75 体育 偕成社 子どもの生活（６）じょうぶなからだになれるよ！

76 体育 偕成社 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－

77 体育 学研 あそびのおうさまずかんからだ増補改訂

78 体育 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？

79 体育 こぐま社 柳原良平のえほんかおかおどんなかお  

80 体育 童心社 ピーマン村の絵本たちよーいどん！

81 体育 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９ひとのからだ

82 体育 評論社 しかけ絵本の本棚からだのなかとそと

83 体育 福音館 かがくのとも絵本みんなうんち

84 体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（３）女の子が大人になるとき

85 体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（４）男の子が大人になるとき

86 道徳 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）ノンタンぶらんこのせて

87 道徳 偕成社 ノンタンあそぼうよ（９）ノンタンのたんじょうび

88 道徳 好学社 レオ・レオニの絵本スイミー

89 道徳 福音館 世界傑作絵本シリーズブレーメンのおんがくたい

90 道徳 福音館 世界傑作絵本シリーズ三びきのやぎのがらがらどん

91 道徳 玉川大学出 ともだち

92 道徳 小学館 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

93 道徳 福音館 てんじつきさわるえほんてんじつきさわるえほんぐりとぐら

94 道徳 大日本図書 ともだちのつくりかた

95 地図 ライト 初等地図帳 ※点字版

96 音楽 ライト 小学生のおんがく１ ※点字版

97 音楽 ライト 小学生の音楽２ ※点字版

98 音楽 ライト 小学生の音楽3－1 ※点字版

99 音楽 ライト 小学生の音楽3－2 ※点字版

100 音楽 ライト 小学生の音楽4－1 ※点字版

101 音楽 ライト 小学生の音楽4－2 ※点字版

102 音楽 ライト 小学生の音楽5－1 ※点字版

103 音楽 ライト 小学生の音楽5－2 ※点字版

104 音楽 ライト 小学生の音楽6－1 ※点字版

105 音楽 ライト 小学生の音楽6－2 ※点字版

106 保健 ライト  みんなのほけん　３・４年 ※点字版

107 保健 ライト  みんなの保健５・６年 ※点字版

108 家庭 ヘレン 家庭科５・６年　１ ※点字版

109 家庭 ヘレン 家庭科５・６年　２ ※点字版

110 家庭 ヘレン 家庭科５・６年　３ ※点字版

111 家庭 ヘレン 家庭科５・６年　４ ※点字版

112 書写 日点（一般） 視覚障害者の漢字学習（教育用漢字　小学１年） ※点字版

113 書写 日点（一般） 視覚障害者の漢字学習（教育用漢字　小学２年） ※点字版

114 書写 日点（一般） 視覚障害者の漢字学習（教育用漢字　小学３年） ※点字版
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115 書写 日点（一般） 視覚障害者の漢字学習（教育用漢字　小学４年） ※点字版

116 書写 日点（一般） 視覚障害者の漢字学習（教育用漢字　小学５年） ※点字版

117 書写 日点（一般） 視覚障害者の漢字学習（教育用漢字　小学６年） ※点字版

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称
1 国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本漢字の絵本

2 国語 偕成社 ことばをおぼえる本かず・かたち・いろあいうえお

3 国語 くもん出版 ひらがなカード

4 国語 くもん出版 生活図鑑カードのりものカード

5 国語 講談社 点字つきさわる絵本あらしのよるに

6 国語 小学館 きむらゆういちのパッチン絵本おいしいな！

7 国語 東洋館 くらしに役立つ国語

8 国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお

9 国語 リーブル おはなし３０ねぇ、よんで！おしゃべりさん

10 国語 冨山房 しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩

11 社会 学研 はっけんずかんのりもの改訂版

12 社会 東洋館 くらしに役立つ社会

13 社会 平凡社 新版はじめましてにほんちず

14 社会 帝国書院 みんなの地図帳

15 社会 金の星社 はじめてのちずえほんせかいちずのえほん

16 社会 教育画劇 ぼくがラーメンたべてるとき

17 社会 国土社 地図っておもしろい！２地図を読めるようになろう

18 社会 講談社 せんそうしない

19 社会 こばと 中高生のための生活・社会

20 社会 偕成社 きみが考える・世の中のしくみ（１）政治ってなんだろう？

21 社会 講談社 ＤＸ版新幹線のたびはやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断

22 社会 理論社 だじゃれ日本一周

23 数学 あかね書房 あかねえほんシリーズかたちのえほんまる・さんかく・しかくさん

24 数学 絵本館 五味太郎の絵本かずのえほん１・２・３

25 数学 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ

26 数学 くもん出版 とけいカード

27 数学 くもん出版 かずカード

28 数学 三起商行 ポカポカフレンズのおしゃべりえほんカチコチとけい

29 数学 ＵＤ絵本 ユニバーサルデザイン絵本６おでかけまるちゃん

30 数学 学研 さわって学べる算数図鑑

31 数学 金の星社 音のでるとけいえほんいまなんじ？

32 数学 ポプラ 音のでる知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのほん

33 数学 東洋館 くらしに役立つ数学

34 数学 成美堂出版 音と光のでる絵本いっぱいスイッチ

35 理科 あかね書房 単行本さわってあそぼうふわふわあひる

36 理科 学研 ほんとのおおきさほんとのおおきさ動物園

37 理科 アリス館 はじめての手づくり科学あそび３かぜ・くうき・みずであそぼ

38 理科 大日本絵画 むしむしさわってごらん

39 理科 いかだ社 １００円ショップでわくわく科学実験

40 理科 学研 ビジュアル理科事典

41 理科 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード（２集）

42 理科 東洋館 くらしに役立つ理科

43 理科 朝日新聞 なきごえきいて！どうぶつパズル型はめ・音でる知育絵本

44 音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード

45 音楽 大日本絵画 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

46 音楽 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん

47 音楽 ポプラ 世界のミュージック図鑑

48 音楽 コスミック マイクのついた！どうようえほん

49 音楽 くおん出版 リズムカード

50 音楽 大日本絵画 おとがなるしかけえほんはじめてのオーケストラ

51 音楽 プレジデ社 ＣＤ付き名曲を聴きながら旅するオーケストラの絵本

52 美術 あかね書房 あかねえほんシリーズえほんえかきうた

53 美術 小峰書店 リサイクル工作ずかん

54 美術 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸしぜんで工作しよう

書籍名称
学校教育法附則９条の規定による一般図書
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55 美術 さえら たのしい工作教室木のぞうけい教室

56 美術 偕成社 さわる絵本新装版これ、なあに？

57 美術 金の星社 デザインあみるほん

58 美術 小峰書店 新やさしいこうさく１新聞紙でつくろう！

59 美術 福音館 福音館の単行本かがみのえほんふしぎなにじ

60 美術 日点（一般） いろんなかたちをさわってみよう－幾何学立体教材－ ※点字版

61 美術 日点（一般） ふれる世界の名画集 ※点字版

62 体育 岩崎書店 知識の絵本ひとのからだ

63 体育 偕成社 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－

64 体育 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？

65 体育 学研 あそびのおうさまずかんからだ増補改訂

66 体育 ひかりのく 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

67 体育 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１８）からだと心

68 体育 金の星社 やさしくわかるびょうきのえほんどうしてかぜをひくの？インフルエンザになるの？

69 体育 金の星社 おとのでるうたっておどれるからだあそびうたえほん

70 職業・家庭 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！

71 職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カードお店カード

72 職業・家庭 福音館 福音館の科学シリーズただいまお仕事中

73 職業・家庭 ひかりのく 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

74 職業・家庭 ブロンズ新 しごとば

75 職業・家庭 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

76 職業・家庭 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

77 職業・家庭 日本教育研 ひとりだちするための調理学習

78 職業・家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭

79 職業・家庭 日本教育研 ひとりだちするための進路学習

80 職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード

81 英語 大阪教育図 からだで学ぶ英語教室

82 英語 くもん出版 ＣＤ付き英語のうたカード

83 英語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本絵本ＡＢＣ

84 英語 三省堂 親子でうたう英語うたの絵じてん

85 英語 ラボ教育 英日ＣＤ付英語絵本コロちゃんはどこ？Ｗｈｅｒｅ’ｓＳｐｏｔ？

86 英語 学研 ＣＤつきえほんはじめての英語の歌

87 英語 交通新聞 のりものでおぼえる！ＡＢＣ

88 英語 くもん出版 えいご１はじめてのアルファベット

89 英語 東京書籍 小学生の英語絵ずかん＜しゃべるぺん付き＞

90 英語 小学館 ママ歌って！英語のうた

91 道徳 好学社 レオ・レオニの絵本スイミー

92 道徳 福音館 世界傑作絵本シリーズブレーメンのおんがくたい

93 道徳 福音館 世界傑作絵本シリーズ三びきのやぎのがらがらどん

94 道徳 リベラル社 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

95 道徳 リベラル社 道徳えほんつよくやさしい心を育てるおしえてほとけさま

96 道徳 金の星社 おもいやりの絵本みんなのきもちがわかるかな？

97 道徳 ひさかた どうぞのいす

98 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１１）友だち関係（考え方のちがい）

99 道徳 徳間書店 コッケモーモー！

100 道徳 偕成社 エリック・カールボードブック（音の出る絵本）ボードブックだんまりこおろぎ

101 地図 ライト 社会科地図帳 ※点字版

102 音楽（一般） ライト 中学生の音楽　１－１ ※点字版

103 音楽（一般） ライト 中学生の音楽　１－２ ※点字版

104 音楽（一般） ライト 中学生の音楽　２・３上　１ ※点字版

105 音楽（一般） ライト 中学生の音楽　２・３上　２ ※点字版

106 音楽（一般） ライト 中学生の音楽　２・３下　１ ※点字版

107 音楽（一般） ライト 中学生の音楽　２・３下　２ ※点字版

108 音楽（器楽合奏） ライト 中学生の器楽　１ ※点字版

109 音楽（器楽合奏） ライト 中学生の器楽　２ ※点字版

110 保健体育 ライト 中学保健体育　１ ※点字版

111 保健体育 ライト 中学保健体育　２ ※点字版

112 保健体育 ライト 中学保健体育　３ ※点字版

113 保健体育 ライト 中学保健体育　４ ※点字版

114 保健体育 ライト 中学保健体育　５ ※点字版

115 保健体育 ライト 中学保健体育　６ ※点字版

116 技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　１ ※点字版
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117 技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　２ ※点字版

118 技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　３ ※点字版

119 技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　４ ※点字版

120 技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　５ ※点字版

121 技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　６ ※点字版

122 技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　７ ※点字版

123 技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　８ ※点字版

124 技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　９ ※点字版

125 技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　１０ ※点字版

126 技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　１ ※点字版

127 技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　２ ※点字版

128 技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　３ ※点字版

129 技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　４ ※点字版

130 技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　５ ※点字版

131 技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　６ ※点字版

132 技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　７ ※点字版

133 技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　８ ※点字版

134 技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　９ ※点字版

135 書写 日点（一般） 視覚障害者の漢字学習　（常用漢字中学校編） ※点字版
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 生活 学研 名人はっけん！まちたんけん２お店のひと

2 生活 金の星社 やさしくわかるびょうきのえほんどうしてかぜをひくの？インフルエンザになるの？  

3 生活 金の星社 やさしくわかるぼうさい・ぼうはんのえほんこうつうあんぜんどうするの？

4 生活 金の星社 やさしくわかるぼうさい・ぼうはんのえほんじしん・つなみどうするの？

5 生活 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集

6 生活 くもん出版 くろくまくんのにほんちずえほんさがして見つけて日本一周！

7 生活 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード（２集）

8 生活 グランまま ぼくとわたしのせいかつえほん

9 生活 合同出版 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

10 生活 合同出版 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

11 生活 合同出版 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

12 生活 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん

13 生活 のら書店 子どもと楽しむ行事とあそびのえほん

14 生活 ひさかた どうなってるの？からだのなか

15 生活 少年写真新 危険予知シリーズどこがあぶないのかな？３まち

16 生活 新星出版社 こども栄養学どうして野菜を食べなきゃいけないの？

17 生活 ＮＨＫ出版 １０歳からのキッチンの教科書１簡単おいしいはじめてレシピ

18 国語 偕成社 ことばをおぼえる本かず・かたち・いろあいうえお

19 国語 くもん出版 くろくまくんのことばえほんうごきのことば 

20 国語 くもん出版 くろくまくんのことばえほんようすのことば

21 国語 くもん出版 くろくまくんのことばえほんなまえのことば

22 国語 視覚デザイ かたちでおぼえるあいうえお

23 国語 戸田デザイ よみかた絵本

24 国語 同成社 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）

25 国語 同成社 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）

26 国語 同成社 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）

27 国語 ひさかた スキンシップ絵本かたかなアイウエオ

28 国語 ひさかた たのしいおおきいことば絵本

29 国語 かもがわ 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

30 国語 かもがわ 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２年生上

31 国語 交通新聞 おいしいあいうえお

32 国語 実務教育出 なぞらずにうまくなる子どものひらがな練習帳

33 国語 実務教育出 なぞらずにうまくなる子どものカタカナ練習帳

34 国語 日本図書 こくごだいすき第７巻ことばのほん１ 

35 国語 日本図書 こくごだいすき第１巻かなのほん（１）ひらがな

36 算数 あかね書房 あかねえほんシリーズかたちのえほんまる・さんかく・しかくさん

37 算数 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本かずの絵本

38 算数 くもん出版 時計のみかたが楽しくわかるくろくまくんのとけいえほん

39 算数 くもん出版 くろくまくんのかずあそび・すごろくえほん

40 算数 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん

41 算数 童心社 かずのほん２０から１０まで

42 算数 戸田デザイ １から１００までのえほん

43 算数 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）

44 算数 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）

45 算数 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）

46 算数 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）

47 算数 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん

48 算数 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）

49 算数 日本図書 さんすうだいすき第６巻かずってなんだ？２６から９９まで

50 算数 日本図書 さんすうだいすき第３巻かずってなんだ？１

51 算数 日本図書 さんすうだいすき第４巻わけるまとめる 

学校名 熊本聾学校

豊かなコミュニケーション力と確かな学力の向上を図り、様々な人と関わり合いながら自ら社会参加していく
態度を育成する。

学校教育法附則９条の規定による一般図書
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52 算数 日本図書 さんすうだいすき第２巻なかまあつめ

53 算数 日本図書 さんすうだいすき第１巻どちらがおおきい？

54 音楽 音楽センタ 手話でうたうこどものうたベスト

55 音楽 音楽センタ まーぼーおじさんと手づくり楽器をつくろう

56 音楽 いかだ社 音が出るおもちゃ＆楽器あそび

57 音楽 金の星社 ドンドン！わっしょい！あっぱれおまつりたいこえほん 

58 音楽 ひかりのく はじめてのやさしい手話の歌あそび

59 音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード

60 図画工作 コクヨ  あーんあーんあーん

61 図画工作 ポプラ  やってみよう！ブック１はじめてのこうさく

62 図画工作 ポプラ    やってみよう！ブック２１ねんきせつのこうさくあそび

63 図画工作 ポプラ     リサイクル工作であそぼう！手づくりおもちゃ２００（１）うごかす

64 図画工作 新日本 うごくおもちゃをつくってみよう！ぴょんぴょんぐんぐんとぶ・すすむおもちゃ

65 図画工作 ＮＨＫ出版 ＮＨＫノージーのひらめき工房レッツ！工作ピクニック

66 図画工作 メイツ出版 楽しみながら才能を伸ばす！小学生の絵画とっておきレッスン改訂版

67 体育 合同出版 イラスト版１０歳からの性教育子どもとマスターする５１の性のしくみと命のだいじ

68 体育 童心社 おかあさんとみる性の本わたしのはなし

69 体育 童心社 おかあさんとみる性の本ぼくのはなし

70 体育 エイデル あっ！そうなんだ！性と生幼児・小学生そしておとなへ 

71 体育 カドカワ 性の絵本みんながもってるたからものってなーんだ？ 

72 道徳 偕成社 子どものマナー図鑑（３）でかけるときのマナー

73 道徳 偕成社 子どものマナー図鑑（４）おつきあいのマナー

74 道徳 金の星社 おもいやりの絵本みんなのきもちがわかるかな？

75 道徳 合同出版 イラスト版コミュニケーション図鑑

76 道徳 大日本図書 ともだちのつくりかた

77 道徳 西村書店 どんなきもち？ 

78 道徳 日本図書 こどもルールブックよくできました！

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語

2 国語 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん

3 国語 同成社 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）

4 国語 同成社 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）

5 国語 同成社 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）
6 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
7 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語５
8 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（５）つなぎのことば

9 国語 戸田デザイ あいうえおえほん

10 国語 こばと 初級編ステップアップこくごⅠ

11 国語 こばと 中級編ジャンプアップこくごⅡ

12 国語 こばと 中級編ジャンプアップこくごⅢ

13 国語 こばと 上級編レベルアップことばのつかいかた

14 国語 こばと 上級編レベルアップせいかつ

15 社会 理論社 こどものための防災教室身の守りかたがわかる本

16 社会 小学館 ドラえもんちずかん１にっぽんちず

17 社会 小学館 ドラえもんちずかん２せかいちず

18 社会 小学館 きっずジャポニカ・セレクション１０才までに知っておきたい世の中まるごとガイドブック基礎編

19 社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい小学生のための学習世界地図帳

20 社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい小学生のための学習日本地図帳

21 社会 福音館 福音館の科学シリーズぼくらの地図旅行

22 社会 福音館 みぢかなかがくシリーズ町たんけん

23 社会 福村出版 シリーズ生活を学ぶ５遠くへ行きたいな

24 社会 平凡社 新版はじめましてにほんちず

25 数学 あかね書房 あかねえほんシリーズかたちのえほんまる・さんかく・しかくさん

26 数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本すうじの絵本

27 数学 こばと 初級編ステップアップかず・すうじ

28 数学 こばと 中級編ジャンプアップさんすうⅡ

29 数学 こばと 上級編レベルアップお金と時計の文章題

30 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学

31 数学 くもん出版 とけいカード

32 数学 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー

学校教育法附則９条の規定による一般図書
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33 数学 こばと 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

34 数学 こばと 初級編ステップアップさんすうⅠ

35 数学 こばと 中級編ジャンプアップさんすうⅢ

36 数学 こばと 中高生のための数学

37 理科 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ８やさいのずかん

38 理科 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ１２のはらのずかん－野の花と虫たち－

39 理科 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸしぜんで工作しよう

40 理科 戸田デザイ 昆虫とあそぼう

41 理科 福音館 福音館の科学シリーズ道ばたの四季

42 理科 学研 どんどんめくってはっけん！からだのふしぎ

43 理科 講談社 講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ動物新訂版１１１分ＤＶＤつき

44 理科 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ〔新版〕科学の実験ＤＶＤつき

45 理科 主婦の友 しぜんとかがくのはっけん！３６６

46 音楽 金の星社 ドンドン！わっしょい！あっぱれおまつりたいこえほん

47 音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード

48 音楽 くおん出版 リズムカード

49 音楽 大日本絵画 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

50 音楽 音楽センタ 手話でうたうこどものうたベスト

51 音楽 鈴木出版 歌でおぼえる手話ソングブック２きみとぼくのラララ

52 音楽 ポプラ 世界のミュージック図鑑

53 音楽 いかだ社 音が出るおもちゃ＆楽器あそび

54 音楽 カワイ出版 ぼくと楽器はくぶつかん

55 美術 福音館 Ｄｏ！図鑑シリーズ工作図鑑

56 美術 秀学社 美術資料

57 美術 さえら たのしい工作教室たのしいこうさくきょうしつ１

58 美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８

59 保健体育 岩崎書店 知識の絵本ひとのからだ

60 保健体育 合同出版 イラスト版１０歳からの性教育子どもとマスターする５１の性のしくみと命のだいじ

61 保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育

62 保健体育 さえら ケガ・病気・からだの本１ケガの巻

63 保健体育 ひかりのく 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

64 保健体育 合同出版 子どもとマスターする５８のからだの知識イラスト版からだのしくみとケア

65 職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術イラスト版手のしごと

66 職業・家庭 評論社 スカーリーおじさんの  はたらく人たち

67 職業・家庭 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

68 職業・家庭 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

69 職業・家庭 ひかりのく 新装版ＫＩＤＳ２１１２たべものひゃっか

70 職業・家庭 福音館 福音館の科学シリーズただいまお仕事中

71 職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術イラスト版子どものお手伝い

72 英語 金の星社 ＡＢＣのえほん

73 英語 戸田デザイ ＡＢＣえほん

74 英語 くもん出版 書きかたカードアルファベット

75 英語 くもん出版 ＣＤ付き英語カード家の中のもの編

76 英語 くもん出版 ＣＤ付き英語カードたべもの編

77 英語 くもん出版 えいごで１・２・３！

78 英語 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

79 英語 こばと 中高生のための英語

80 英語 くもん出版 えいご１はじめてのアルファベット

81 道徳 かもがわ あたまと心で考えようＳＳＴワークシート社会的行動編

82 道徳 合同出版 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

83 道徳 合同出版 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

84 道徳 こばと 心をのばすソーシャルスキルトレーニング用ワークシート上

85 道徳 こばと 心をのばすソーシャルスキルトレーニング用ワークシート下

86 道徳 草思社 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

87 道徳 福音館 福音館の単行本きもち

88 道徳 ひかりのく 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
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称

1 生活 あかね書房 単行本さわってあそぼうふわふわあひる

2 生活 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１０）なまえのことば

3 生活 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！

4 生活 学研 あそびのおうさまずかんからだ増補改訂

5 生活 学研 はっけんずかんしょくぶつ

6 生活 学研 学研の頭脳開発おかねのれんしゅうちょう

7 生活 金の星社 ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん４どうしたらいいの？じしん・かじ

8 生活 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード

9 生活 くもん出版 自然図鑑カード動物カード

10 生活 小峰書店 さがしてみよう！まちの記号とマーク１学校の記号とマーク

11 生活 合同出版 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

12 生活 合同出版 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

13 生活 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん

14 生活 小学館 デコボコえほんのりもの

15 生活 視覚デザイ ハートアートシリーズ色のえほん

16 生活 大日本絵画 しかけえほんはみがきしましょ

17 生活 永岡書店 なぜ？ど〜して？図鑑

18 生活 ひかりのく 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

19 生活 ひさかた わらべうたえほんおべんとうばこのうた

20 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）うごきのことば

21 国語 金の星社 いきものしゃしんあいうえおのえほん

22 国語 講談社 にじいろカメレオン

23 国語 講談社 すてきなひらがな

24 国語 講談社 ステキナカタカナ

25 国語 こばと 初級編ステップアップことば・もじ

26 国語 こばと 初級編ステップアップこくごⅠ

27 国語 こばと 中級編ジャンプアップこくごⅡ

28 国語 こばと 中級編ジャンプアップこくごⅢ

29 国語 視覚デザイ かたちでおぼえるあいうえお

30 国語 戸田デザイ よみかた絵本

31 国語 同成社 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）

32 国語 永岡書店 おしゃべりあいうえおはじめてのひらがな・カタカナ

33 国語 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２

34 国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ三びきのやぎのがらがらどん

35 国語 福音館 世界傑作絵本シリーズしろいうさぎとくろいうさぎ

36 国語 喜楽研 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

37 算数 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本すうじの絵本

38 算数 岩崎書店 ペネロペいまなんじ？

39 算数 岩崎書店 すくすく脳育て！かたちをはめこむまるさんかくしかく

40 算数 絵本館 五味太郎の絵本１０かたち

41 算数 絵本館 五味太郎の絵本かずのえほん１・２・３

42 算数 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん

43 算数 くもん出版 かずのえほんいくつかな？

44 算数 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー

45 算数 こばと 初級編ステップアップマッチングⅠ

学校名 熊本支援学校

将来の自立や豊かな生活を実現するために、一人一人の教育的ニーズに応じた最適な指導・支援を行い、主
体的に学び、取り組む子どもを育てる。

学校教育法附則９条の規定による一般図書
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46 算数 こばと 初級編ステップアップかず・すうじ

47 算数 戸田デザイ １から１００までのえほん

48 算数 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）

49 算数 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）

50 算数 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）

51 算数 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）

52 算数 永岡書店 木のえほんたべものだいすき

53 算数 西村書店 １２３かずのえほん

54 音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード

55 音楽 大日本絵画 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

56 音楽 大日本絵画 おとがなるしかけえほんはじめてのオーケストラ

57 音楽 のら書店 わらべうたであそびましょ！

58 音楽 フレーベル アンパンマンピアノえほん

59 音楽 コスミック いっぱいうたおう！どうようえほん

60 音楽 新星出版社 おとのでるえほんたのしいてあそびうた

61 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんピアノ

62 図画工作 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック

63 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん

64 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって

65 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって

66 図画工作 コクヨ ジャバラワークブック

67 図画工作 コクヨ おめんワークボックス

68 図画工作 小学館 デコボコえほんあかあおきいろ

69 図画工作 ブロンズ新 らくがき絵本ＰＡＲＴ２五味太郎２５％

70 体育 あかね書房 からだがげんきになる本１けんこうをしる！４つのひみつ

71 体育 あかね書房 からだが元気になる本２けんこうをつくる！４つのヒント

72 体育 あかね書房 からだがげんきになる本３けんこうをまもる！３つのポイント

73 体育 国土社 保健室で見る本１からだをまもろう・動かそう予防とトレーニング

74 体育 合同出版 運動が得意になる４３の基本レッスンイラスト版体育のコツ

75 体育 合同出版 子どもとマスターする５８のからだの知識イラスト版からだのしくみとケア

76 体育 ひさかた どうなってるの？からだのなか

77 体育 文研出版 かがくのえほんからだのふしぎ

78 体育 いかだ社 遊ブックス体育遊び・ゲームワンダーランド

79 体育 交通新聞 どうぶつまねっこたいそう

80 体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（３）女の子が大人になるとき

81 体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（４）男の子が大人になるとき

82 道徳 偕成社 「おれたち、ともだち！」絵本ともだちや

83 道徳 金の星社 ないた

84 道徳 金の星社 おこる

85 道徳 金の星社 おもいやりの絵本みんなのきもちがわかるかな？

86 道徳 講談社 あらしのよるに

87 道徳 世界文化社 ＰｒｉＰｒｉ発達支援絵カード（５）コミュニケーション

88 道徳 童心社 絵本・こどものひろばくれよんのくろくん

89 道徳 ひさかた どうぞのいす

90 道徳 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐら

91 道徳 ポプラ 絵本の時間２３おまえうまそうだな

92 道徳 玉川大学出 ともだち

47



採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 あかね書房 たのしくおぼえるあいうえおえほん

2 国語 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし

3 国語 金の星社 のりものしゃしんあいうえおのえほん

4 国語 金の星社 いきものしゃしんあいうえおのえほん

5 国語 くもん出版 ひらがなのおけいこえほん

6 国語 こばと 初級編ステップアップことば・もじ

7 国語 こばと 初級編ステップアップこくごⅠ

8 国語 こばと 中級編ジャンプアップこくごⅢ

9 国語 戸田デザイ よみかた絵本

10 国語 同成社 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）

11 国語 福音館 こどものとも絵本おおきなかぶ

12 国語 喜楽研 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

13 国語 新学社 わくわくローマ字練習

14 社会 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１０）なまえのことば

15 社会 学研 読んで見て楽しむ日本地図帳増補改訂版

16 社会 国土社 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

17 社会 小峰書店 さがしてみよう！まちの記号とマーク１学校の記号とマーク

18 社会 こばと 中高生のための生活・社会

19 社会 こばと 上級編レベルアップせいかつ

20 社会 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん

21 社会 戸田デザイ ことばじてん絵本

22 社会 ＰＨＰ みんなの防災えほん

23 社会 山と溪谷社 でんしゃでまなぶにほんちず

24 数学 岩崎書店 すくすく脳育て！かたちをはめこむまるさんかくしかく

25 数学 絵本館 五味太郎の絵本かずのえほん１・２・３

26 数学 金の星社 音のでるとけいえほんいまなんじ？

27 数学 くもん出版 かずのえほんいくつかな？

28 数学 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー

29 数学 こばと 中高生のための数学

30 数学 こばと 初級編ステップアップ　マッチングⅠ

31 数学 こばと 初級編ステップアップマッチングⅡ

32 数学 こばと 初級編ステップアップかず・すうじ

33 数学 小学館 ドラえもんの算数おもしろ攻略たしざん・ひきざん（改訂新版）

34 数学 大日本絵画 めくりしかけえほんたのしいかずのえほん

35 数学 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）

36 数学 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）

37 数学 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）

38 数学 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）

39 理科 岩崎書店 めくってわかる！ひとのからだ

40 理科 岩崎書店 ちしきのぽけっと１１びっくり！？昆虫館いろ・もよう・かたち

41 理科 旺文社 小学総合的研究わかる理科実験・観察新装版

42 理科 偕成社 ちょこっとできるびっくりあそび（１）水のふしぎあそび

43 理科 こばと 中高生のための自然・理科

44 理科 こばと 上級編レベルアップしぜん

45 理科 小学館 ドラえもんの理科おもしろ攻略生物（植物・昆虫・動物）がよくわかる

46 理科 小学館 名探偵コナン実験・観察ファイル解明！身のまわりの不思議

47 理科 大日本絵画 むしむしさわってごらん

48 理科 永岡書店 なぜ？ど〜して？図鑑

49 音楽 大日本絵画 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

50 音楽 東京書店 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

51 音楽 永岡書店 きいてうたって２４曲どうよううたのえほん

52 音楽 ひかりのく はじめてのやさしい手話の歌あそび

学校教育法附則９条の規定による一般図書
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53 音楽 フレーベル 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

54 音楽 朝日新聞 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

55 音楽 音楽センタ 手話でうたうこどものうたベスト

56 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんもっきん

57 美術 偕成社 かこさとしうつくしい絵

58 美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん

59 美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって

60 美術 コクヨ かおノート

61 美術 コクヨ おえかき美術館

62 美術 小学館 あーとぶっくひらめき美術館第１館

63 美術 戸田デザイ ６つの色

64 美術 戸田デザイ どの色すき

65 美術 福音館 かがくのとも絵本かみであそぼうきる・おる

66 美術 民衆社 型紙をぬくだけですぐに作れる壁面工作！！つくる飾るあそぶ

67 保健体育 あかね書房 からだが元気になる本２けんこうをつくる！４つのヒント

68 保健体育 国土社 保健室で見る本１からだをまもろう・動かそう予防とトレーニング

69 保健体育 合同出版 運動が得意になる４３の基本レッスンイラスト版体育のコツ

70 保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育

71 保健体育 いかだ社 遊ブックス体育遊び・ゲームワンダーランド

72 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育〈２〉大切なからだ・こころ

73 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（３）女の子が大人になるとき

74 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（４）男の子が大人になるとき

75 職業・家庭 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！

76 職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（７）おべんとうつくろう！

77 職業・家庭 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

78 職業・家庭 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

79 職業・家庭 合同出版 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

80 職業・家庭 合同出版 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

81 職業・家庭 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０たべもの

82 職業・家庭 福音館 福音館の科学シリーズただいまお仕事中

83 職業・家庭 中央法規 「働く」の教科書１５人の先輩とやりたい仕事を見つけよう！

84 道徳 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（気持の伝え方）

85 道徳 偕成社 子どものマナー図鑑（１）ふだんの生活のマナー
86 道徳 偕成社 子どものマナー図鑑（３）でかけるときのマナー
87 道徳 日本図書 もうふりまわされない！怒り・イライラ
88 道徳 日本図書 もうモヤモヤしない！気もちの伝え方
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 生活 岩崎書店 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

2 生活 岩崎書店 めくってわかる！ひとのからだ　

3 生活 偕成社 日本の絵本いちばんはじめのマナーえほん

4 生活 学研 いっしょにあそぼ　ぬのひもえほんしましまぐるぐる

5 生活 金の星社 音のでる絵本おとのでるどうぶつえほん

6 生活 金の星社 ちびまる子ちゃんのはじめてのクッキングえほんうれしい！おかし・デザート

7 生活 金の星社 荒井真紀花の絵本あさがお

8 生活 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード

9 生活 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集

10 生活 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード

11 生活 くもん出版 生活図鑑カードこよみカード

12 生活 くもん出版 くろくまくんのことばえほんなまえのことば

13 生活 成美堂出版 ちょうしんきつきからだずかん　

14 生活 大日本絵画 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

15 生活 福音館 福音館の単行本かがみのえほんふしぎなにじ

16 生活 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん３ぼくのからだここなあに

17 生活 パイインタ はじめてのからだえほん

18 生活 パイインタ はじめてのてんきえほん

19 国語 偕成社 エリック・カールボードブック（音の出る絵本）ボードブックだんまりこおろぎ

20 国語 くもん出版 ひらがなカード

21 国語 くもん出版 あいうえおべんとう

22 国語 くもん出版 ぶんカード１集

23 国語 くもん出版 ぶんカード２集

24 国語 くもん出版 ゆびなぞりカードひらがな　

25 国語 くもん出版 くろくまくんのことばえほんうごきのことば

26 国語 講談社 すてきなひらがな

27 国語 小学館 おはなしデコボコえほんあかずきんちゃん

28 国語 小学館 ピタゴラスイッチこたつたこＤＶＤブック

29 国語 成美堂出版 よみきかせおはなし絵本１むかしばなし・名作２０

30 国語 世界文化社 おともだちカレー

31 国語 同成社 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）

32 国語 同成社 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）

33 国語 同成社 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）

34 国語 永岡書店 おしゃべりあいうえおはじめてのひらがな・カタカナ

35 国語 福音館 こどものとも絵本そらまめくんのベッド

36 国語 ブロンズ新 らくがきえほんあ・い・う・え・お

37 国語 アリス館 ぴんぽーん

38 算数 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本かずの絵本

39 算数 岩崎書店 すくすく脳育て！　かたちをはめこむまるさんかくしかく

40 算数 偕成社 五味太郎ゲーム・ブック（２）かぞえてみようくらべてみよう

41 算数 くもん出版 かずカード

42 算数 小学館 デコボコえほんかずをかぞえよう！

43 算数 小学館 デコボコえほんあかあおきいろ

44 算数 大日本絵画 しかけえほんびっくりかずあそび

45 算数 大日本絵画 むしむしさわってごらん　

46 算数 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）

47 算数 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）

48 算数 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）

学校名 熊本かがやきの森支援学校

健やかで意欲的に学び、人との関わりを楽しみながら自分らしく生きる児童生徒を育成する。
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49 算数 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）

50 算数 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）

51 算数 ひさかた スキンシップ絵本　かずのえほん

52 算数 福音館 こどものとも絵本　ぶたぶたくんのおかいもの

53 算数 ポプラ まるまるまるのほん

54 算数 ポプラ 音のでる知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのえほん

55 算数 交通新聞 はらぺこあおむしエリック・カール　いろ・かたちカード

56 算数 大日本図書 いろいろバス

57 算数 三起商行 ポカポカフレンズのおしゃべりえほんカチコチとけい

58 音楽 金の星社 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

59 音楽 金の星社 おとのでるうたっておどれるからだあそびうたえほん

60 音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード

61 音楽 成美堂出版 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

62 音楽 成美堂出版 かわいいおとえほんはじめてのピアノ

63 音楽 大日本絵画 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

64 音楽 大日本絵画 おとがなるしかけえほんはじめてのオーケストラ

65 音楽 東京書店 わくわく音あそびえほんみんなのおうたえほん

66 音楽 ポプラ 音のでる知育絵本２７よくばりおけいこあいうえおＡＢＣ

67 音楽 朝日新聞社 うたおう♪はなそう！おうた＆ことばタブレット音でる♪知育絵本

68 音楽 朝日新聞 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

69 音楽 朝日新聞 光る★音出る♪知育絵本リズムにのってぽんぽんたいこ

70 音楽 コスミック きらきらひかる！ピアノえほん　

71 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほん　ピアノ

72 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほん　もっきん

73 図画工作 岩崎書店 あそびの絵本紙ねんどあそび

74 図画工作 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック　

75 図画工作 偕成社 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

76 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん

77 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって

78 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって

79 図画工作 国土社 たのしい図画工作９うごくおもちゃ

80 図画工作 国土社 たのしい図画工作１４こすりだし・すりだし

81 図画工作 国土社 たのしい図画工作１６ちぎり紙・きり紙・はり絵

82 図画工作 大日本絵画 しかけえほんカレイドスコープ（まんげきょう）

83 図画工作 高橋書店 ５回おったらできあがり！！はじめてのおりがみ

84 図画工作 河出新社 水だけでスイスイまほうのぬりえ

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 偕成社 エリック・カールボードブック（音の出る絵本）　ボードブックだんまりこおろぎ

2 国語 くもん出版 ぶんカード１集　

3 国語 くもん出版 ぶんカード２集　

4 国語 くもん出版 くろくまくんのことばえほん　ようすのことば

5 国語 小峰書店 ことばの事典３６５日つかってみよう！ことわざ３６５日

6 国語 小学館 おはなしデコボコえほんあかずきんちゃん

7 国語 小学館 ピタゴラスイッチこたつたこＤＶＤブック　

8 国語 世界文化社 おともだちカレー　

学校教育法附則９条の規定による一般図書
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9 国語 大日本絵画 ディズニーしかけえほんドリーのずっと友だちだよ

10 国語 チャイルド 読み聞かせとんち・わらい話５０話　

11 国語 戸田デザイ あいうえおえほん　

12 国語 同成社 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）

13 国語 同成社 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）

14 国語 同成社 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）

15 国語 アリス館 ぴんぽーん　

16 国語 少年写真新 きもち　

17 国語 リヴォル 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

18 社会 金の星社 はじめてのちずえほんたべものちずのえほん

19 社会 金の星社 はじめてのちずえほんにほんちずのえほん

20 社会 金の星社 はじめてのちずえほんせかいちずのえほん

21 社会 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード

22 社会 くもん出版 生活図鑑カードマーク標識カード１集

23 社会 くもん出版 生活図鑑カードこよみカード

24 社会 国土社 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

25 社会 東洋館 くらしに役立つ社会　

26 社会 ほるぷ 声にだすことばえほんおくのほそ道

27 社会 三起商行 ミキハウス音のでるおしごとえほんくるま

28 数学 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ

29 数学 金の星社 音のでるとけいえほんいまなんじ？

30 数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん　

31 数学 小学館 デコボコえほんかずをかぞえよう！

32 数学 小学館 デコボコえほんあかあおきいろ

33 数学 小学館 おはなしデコボコえほんさんびきのこぶた

34 数学 大日本絵画 むしむしさわってごらん　

35 数学 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）

36 数学 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）

37 数学 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）

38 数学 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）

39 数学 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）

40 数学 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん

41 数学 ひさかた ねこのピートだいすきなしろいくつ　

42 数学 ポプラ まるまるまるのほん　

43 数学 交通新聞 はらぺこあおむしエリック・カール　いろ・かたちカード

44 数学 玉川大学出 かずをかぞえる

45 数学 西村書店 １２３かずのえほん　

46 数学 三起商行 ポカポカフレンズのおしゃべりえほんカチコチとけい

47 理科 偕成社 かこさとし・ほしのほん（２）なつのほし

48 理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！　

49 理科 小学館 ドラえもんの理科おもしろ攻略　理科実験Ｑ＆Ａ

50 理科 成美堂出版 ちょうしんきつきからだずかん　

51 理科 大日本絵画 キラキラしかけえほん　昆虫たち

52 理科 福音館 かがくのとも絵本　あしたのてんきははれ？くもり？あめ？

53 理科 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐらのうたうた１２つき

54 理科 福音館 福音館の単行本　かがみのえほんかがみのサーカス

55 音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード

56 音楽 大日本絵画 おとがなるしかけえほんはじめてのオーケストラ

57 音楽 東京書店 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

58 音楽 東京書店 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

59 音楽 ポプラ ディズニープリンセスロマンチックメロディーえほん　

60 音楽 朝日新聞 うたおう♪はなそう！おうた＆ことばタブレット音でる♪知育絵本

61 音楽 博雅堂 おはなし音楽会１新装版ベートーヴェンナレーション入りＣＤ付き

62 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんピアノ

63 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんもっきん
64 音楽 三起商行 ミキハウスの絵本ポカポカフレンズたいこでポン
65 美術 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック　

66 美術 偕成社 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
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67 美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん

68 美術 金の星社 ＮＨＫノージーのひらめき工房ノージーのひまつぶしブック

69 美術 大日本絵画 しかけえほんカレイドスコープ（まんげきょう）

70 美術 福音館 びじゅつのゆうえんちうごく浮世絵！？

71 美術 ポプラ ペーパーランド８おりがみえあそび

72 美術 ポプラ これなあに？かたぬきえほん１１しろくろいろいろかくれんぼ

73 美術 アリス館 いろがみびりびりぴったんこ　

74 美術 河出新社 水だけでスイスイまほうのぬりえ　

75 美術 ロクリン社 名画で遊ぶあそびじゅつ！世界をぐるりと美術鑑賞

76 職業・家庭 偕成社 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

77 職業・家庭 金の星社 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１くらしをささえるしごとせいそう工場・じょう水場

78 職業・家庭 金の星社 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

79 職業・家庭 金の星社 ちびまる子ちゃんのはじめてのクッキングえほんだいすき！人気メニュー

80 職業・家庭 金の星社 ちびまる子ちゃんのはじめてのクッキングえほんうれしい！おかし・デザート

81 職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カードお店カード

82 職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック５ぼなぺてぃどうぞめしあがれ

83 職業・家庭 ひさかた ねこのピートだいすきなよっつのボタン　

84 職業・家庭 福音館 こどものとも絵本まどのむこうのくだものなあに？

85 職業・家庭 ポプラ これなあに？かたぬきえほん４おきがえいろいろかくれんぼ

86 職業・家庭 ほるぷ パパ・カレー　
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称

1 生活 学研 はっけんずかん　しょくぶつ

2 生活 学研 あそびのおうさまずかん　からだ増補改訂

3 生活 金の星社 おてつだいの絵本　

4 生活 グランまま ぼくとわたしのせいかつえほん　

5 生活 合同出版 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

6 生活 合同出版 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

7 生活 合同出版 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

8 生活 三省堂 こどもぼうさい・あんぜん絵じてん　

9 生活 小学館 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

10 生活 小学館 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

11 生活 小学館 デコボコえほん　のりもの

12 生活 小学館 デコボコえほん　どうぶつ

13 生活 育成会 自立生活ハンドブック５　ぼなぺてぃどうぞめしあがれ

14 生活 大日本絵画 むしむしさわってごらん　

15 生活  ひさかた  めくってみよう！やさいとくだもの絵本図鑑　

16 生活 福音館 福音館の単行本　かがみのえほんふしぎなにじ

17 生活 福音館 福音館の単行本　かがみのえほんきょうのおやつは

18 生活 主婦の友 しぜんとかがくのはっけん！３６６　

19 生活 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
20 国語 くもん出版 反対ことばカード　

21 国語 小学館 ドラえもんはじめての漢字辞典第２版

22 国語 戸田デザイ あいうえおえほん　

23 国語 戸田デザイ カタカナえほん　

24 国語 戸田デザイ 漢字えほん　

25 国語 同成社 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）

26 国語 同成社 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）

27 国語 同成社 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）

28 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４

29 国語 のら書店 しりとりあそびえほん　

30 国語 フレーベル ＮＥＷおしゃべりアンパンマン　あいうえおであそぼう！

31 国語 喜楽研 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　

32 国語 喜楽研 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　

33 国語 喜楽研 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　

34 国語 喜楽研 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　

35 国語 交通新聞 おいしいあいうえお　

36 国語 交通新聞 はらぺこあおむしエリック・カール　あいうえおカード

37 国語  永岡書店 おしゃべりあいうえお　はじめてのひらがな・カタカナ

38 算数 岩崎書店 すくすく脳育て！　かたちをはめこむまるさんかくしかく

39 算数 くもん出版 時計のみかたが楽しくわかる　くろくまくんのとけいえほん

40 算数 こばと 初級編ステップアップ　マッチングⅡ

41 算数 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー

42 算数 さえら とことんやさしい算数使いかたナビ２　くらしに使おう！時間と単位

43 算数 さえら とことんやさしい算数使いかたナビ１　くらしにべんり！数と計算

44 算数 小学館 デコボコえほん　かずをかぞえよう！

45 算数 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）

46 算数 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）

学校名 松橋西支援学校

心豊かでたくましい児童生徒の育成

学校教育法附則９条の規定による一般図書
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47 算数 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）

48 算数 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）

49 算数 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）

50 算数 朝日新聞 なきごえきいて！どうぶつパズル　型はめ・音でる知育絵本

51 算数 喜楽研 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

52 算数 喜楽研 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

53 算数 高橋書店 たのしい！さんすうのふしぎ　なぜ？どうして？１・２年生

54 算数 玉川大学出 かずをかぞえる

55 算数 幼年教育 かずあそび１　G29:G31

56 算数 視覚デザイン研究所 かずとすうじのでんしゃじてん

57 算数 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２どうぶつなんびき？

58 音楽 金の星社 音のでる絵本　おとのでる♪てあそびうたえほん

59 音楽 金の星社 音のでる絵本　おとのでる♪どうようえほん

60 音楽 金の星社 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

61 音楽 世界文化社 ミュージックペープサートＣＤ付　

62 音楽 大日本絵画 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

63 音楽 東京書店 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

64 音楽 東京書店 わくわく音あそびえほん　みんなのおうたえほん

65 音楽 永岡書店 ＤＶＤとイラストでよくわかる！手あそびうたブック　

66 音楽 永岡書店 きいてうたって２４曲どうよううたのえほん　

67 音楽 フレーベル 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

68 音楽 フレーベル アンパンマンピアノえほん　

69 音楽 ポプラ ふりふりたんたん音のでる楽器絵本８　ミッキーのマラカス

70 音楽 音楽センタ クラスでうたうこどもうたＣＤブック　ベスト４

71 音楽 Ｋ・Ｍ・Ｐ ドレミファソラシド８つの音で弾けるやさしいメロディ　

72 音楽 三起商行 ポカポカフレンズ　おうたえほんＤＸ

73 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほん　もっきん

74 音楽 三起商行 ミキハウスの絵本　ポカポカフレンズマイクでうたおう

75 音楽 大日本絵画 おとがなるしかけえほんはじめてのオーケストラ

76 音楽 東京書店 わくわく音あそびえほんえいごにほんごおうたえほん

77 音楽 朝日新聞 うたおう♪はなそう！おうた＆ことばタブレット　音でる♪知育絵本

78 図画工作 岩崎書店 あそびの絵本  紙ねんどあそび

79 図画工作 岩崎書店 あそびの絵本  えのぐあそび

80 図画工作 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸ　しぜんで工作しよう

81 図画工作 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック

82 図画工作 学研  あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん

83 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん

84 図画工作 小峰書店 新やさしいこうさく１　新聞紙でつくろう！

85 図画工作 コクヨ おえかき美術館  

86 図画工作 コクヨ ぐりぐりスケッチ

87 図画工作 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８

88 図画工作 チャイルド きむら式おもしろ造形タイム

89 図画工作 ブロンズ新 らくがき絵本五味太郎５０％

90 図画工作 ポプラ ペーパーランド８　おりがみえあそび

91 図画工作 ポプラ やってみよう！ブック１  はじめてのこうさく

92 図画工作 岩波書店 だれでもアーティスト

93 体育 絵本館 高畠純の絵本　おどります

94 体育 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？

95 体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）　こんなときどうするの？

96 体育 学研 どんどんめくってはっけん！　からだのふしぎ

97 体育 金の星社 やさしくわかるびょうきのえほん　どうしてかぜをひくの？インフルエンザになるの？

98 体育 こぐま社 絵巻えほん　１１ぴきのねこマラソン大会

99 体育 合同出版 運動が得意になる４３の基本レッスン　イラスト版体育のコツ

100 体育 三省堂 こどもスポーツ絵じてん　

101 体育 童心社 かこさとしからだの本２　たべもののたび
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102 体育 福音館 かがくのとも絵本　およぐ

103 体育 朝日新聞 たのしいうんどう　こどものための実用シリーズ

104 体育 いかだ社 遊ブックス　体育遊び・ゲームワンダーランド

105 体育 エイデル あっ！そうなんだ！性と生　幼児・小学生そしておとなへ

106 体育 新星出版社 いちばんよくわかるストレッチの教科書　

107 体育 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

108 体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育〈２〉　大切なからだ・こころ

109 道徳 岩崎書店 滝平二郎の絵本　花さき山

110 道徳 岩崎書店 げんきえほん５　ごめんなさい

111 道徳 学研 絵本単品　ええところ

112 道徳 金の星社 金の星社の絵本　心ってどこにあるでしょう？

113 道徳 金の星社 おもいやりの絵本　みんなのきもちがわかるかな？

114 道徳 講談社 翻訳絵本　たいせつなあなたへあなたがうまれるまでのこと

115 道徳 こぐま社 こぐまちゃんえほん第３集　こぐまちゃんありがとう

116 道徳 童心社 ピーマン村の絵本たち　おおきくなるっていうことは

117 道徳 童心社 うまれてきてくれてありがとう　

118 道徳 評論社 ピーター・スピアーの絵本１　せかいのひとびと

119 道徳 ひさかた どうぞのいす　

120 道徳 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん６　ごあいさつなあに

121 道徳 高橋書店 こころのふしぎ　なぜ？どうして？

122 道徳 大日本図書 ともだちのつくりかた

123 道徳 西村書店 どんなきもち？　

124 道徳 ＢＬ出版 手と手をつないで　

125 道徳 金の星社 はじめてのちずえほんせかいちずのえほん

126 道徳 評論社  ずーっとずっとだいすきだよ

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 岩崎書店 これでカンペキ！マンガでおぼえる敬語

2 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）  かざることば（Ａ）

3 国語 くもん出版 くろくまくんのことばえほん  なまえのことば

4 国語 合同出版 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

5 国語 三省堂 こどももののなまえ絵じてん増補新装版  

6 国語 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん  

7 国語 戸田デザイ 漢字えほん  

8 国語 同成社 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）

9 国語 同成社 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）

10 国語 福音館 こどものとも絵本 ぞうくんのさんぽ

11 国語 あかね書房 もじのえほん　かんじ（２）

12 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（５） つなぎのことば

13 国語 旺文社 小学生のためのきれいな字になるワーク　ひらがな・カタカナ・漢字［改訂版］

14 国語 絵本館 五味太郎・ことばあそびえほん さる・るるる

15 国語 学研 おはなしドリル　ことわざのおはなし小学１年　

16 社会 偕成社 子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー

17 社会 偕成社 子どものマナー図鑑（３）  でかけるときのマナー

18 社会 学研 はっけんずかん  のりもの改訂版

19 社会 小学館 ドラえもんちずかん１  にっぽんちず

20 社会 小学館 ドラえもんちずかん２  せかいちず

21 社会 東洋館 くらしに役立つ社会  

22 社会 理論社 だじゃれ日本一周  

23 社会 草思社 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

24 社会 偕成社 きみが考える・世の中のしくみ（４）　社会保障ってなに？

25 社会 双葉社 クレヨンしんちゃんのなんでも百科シリーズ　改訂新版クレヨンしんちゃん47都道府県なるほど地図帳　

26 社会 あかね書房  記号とマーク・クイズ図鑑

学校教育法附則９条の規定による一般図書
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27 社会 岩崎書店   どこにいる？だれがいる？さがせ！日本の歴史

28 社会 開隆堂出版 中学生のための学校生活のマナー　

29 社会 小峰書店 さがしてみよう！まちのしごと　５スーパーマーケット・商店街のしごと

30 社会 小峰書店 さがしてみよう！まちの記号とマーク　１学校の記号とマーク

31 社会 くもん出版 時代を動かした人びと　まんが日本の歴史人物伝

32 社会 小学館 ２１世紀こども百科歴史館＜増補版＞

33 社会 学研 名人はっけん！まちたんけん（３）くらしをささえる人

34 社会 朝日新聞 たたかえ！４７都道府県ヒーローズ

35 社会 講談社 こどもあんぜん図鑑

36 数学 あかね書房 わかるわかるじかんのえほん  

37 数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本  すうじの絵本

38 数学 偕成社 １００かいだてのいえシリーズ ちか１００かいだてのいえ

39 数学 偕成社 まついのりこ・数の絵本  はじめてのたしざん

40 数学 金の星社 音のでるとけいえほん  いまなんじ？

41 数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん  

42 数学 小学館 デコボコえほん  かずをかぞえよう！

43 数学 大日本絵画 あなあきしかけえほん  １０ぴきなかよしさかなくん

44 数学 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）

45 数学 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）

46 数学 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）

47 数学 永岡書店 木のえほん  たべものだいすき

48 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学  

49 数学 ひかりのく 指さし・指なぞり  １２３かず

50 数学 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)

51 数学 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)

52 数学 ひさかた 絵で見てわかる　　単位とはかりかた

53 理科 学研 あそびのおうさまずかん からだ増補改訂

54 理科 学研  ほんとのおおきさほんとのおおきさ動物園  

55 理科 学研 はっけんずかん しょくぶつ

56 理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！  

57 理科 小学館 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

58 理科 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ  地球

59 理科 東洋館 くらしに役立つ理科  

60 理科 福音館 福音館の科学シリーズ  虫の飼いかたさがしかた

61 理科 国土社 わくわく自由研究　工作・観察・実験ブック１

62 理科 いかだ社 １００円ショップでわくわく科学実験

63 理科 福音館 福音館の科学シリーズ　どうぶつえんガイド

64 理科 主婦の友 しぜんとかがくのはっけん！３６６

65 理科 あかね書房 科学のアルバム　　雲と天気

66 理科 誠文堂新光 理系脳を伸ばす遊び＆調べ学習　生きもののふしぎなお話　なぜ？どうして？

67 理科 ひかりのくに 写真と絵で｢なぜ？｣がわかる　かがくのふしぎひゃっか

68 音楽 金の星社 ドンドン！わっしょい！あっぱれおまつりたいこえほん

69 音楽 教　芸 ４訂版歌はともだち  

70 音楽 グランまま うたえほんⅢ  

71 音楽 鈴木出版 歌でおぼえる手話ソングブック  －ともだちになるために－

72 音楽 永岡書店 ＤＶＤとイラストでよくわかる！手あそびうたブック  

73 音楽 音楽センタ まーぼーおじさんと手づくり楽器をつくろう  

74 音楽 学研 音楽をもっと好きになる本１  歌や演奏を楽しむ

75 音楽 プレジデ社 ＣＤ付き名曲を聴きながら旅するオーケストラの絵本

76 音楽 大日本絵画 おとがなるしかけえほん  はじめてのオーケストラ

77 音楽 ドレミ楽譜 ピアノとおともだちになる  はじめてのピアノあそび

78 音楽 小学館 ドラえもんの音楽おもしろ攻略　楽ふがよめる 

79 音楽 朝日新聞 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 

80 音楽 カワイ出版 ぼくと楽器はくぶつかん

81 音楽 アリス館 シリーズ音楽はともだち２ 日本の音日本の音楽
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82 音楽 学研 音楽がもっと好きになる本２いろいろな楽器を知る

83 音楽 Ｋ・Ｍ・Ｐ ドレミファソラシド８つの音で弾けるやさしいメロディ

84 音楽 朝日新聞 ピカピカひかるピアノ音でる♪知育絵本

85 音楽 音楽センター 手話でうたうこどものうたベスト

86 美術 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸ  しぜんで工作しよう

87 美術 小学館 あーとぶっく  ひらめき美術館第１館

88 美術 福音館 かがくのとも絵本  かみコップでつくろう

89 美術 ポプラ めちゃめちゃあそぶっく！２  ぬりえでめちゃめちゃあそぶっく

90 美術 高橋書店 ５回おったらできあがり！！  はじめてのおりがみ

91 美術 偕成社 かこさとし  うつくしい絵

92 美術 開隆堂出版 美術表現と鑑賞ー想いを形に

93 美術 視覚デザイン みみずくビギナーシリーズ  水彩初級ＬＥＳＳＯＮ

94 美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８

95 美術 理論社 新装版１００円グッズで完成！楽しい！工作編  

96 美術 ひかりのく 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

97 美術 さえら たのしい工作教室　たのしいねんど工作

98 美術 日東書院 遊べる工作大図鑑　

99 美術 小峰書店 新やさしいこうさく１　新聞紙でつくろう！

100 美術 偕成社 ちょこっとできるびっくり！工作（３）　せんたくばさみのふしぎ工作

101 美術 金の星社 ＮＨＫ・ひとりでできるもん！　リサイクルでつくっちゃおう

102 保健体育 偕成社 生理なんでもハンドブック  セイリの味方スーパームーン

103 保健体育 合同出版 運動が得意になる４３の基本レッスン  イラスト版体育のコツ

104 保健体育 合同出版 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

105 保健体育 育成会 自立生活ハンドブック１６  性・Ｓａｙ・生

106 保健体育 エイデル あっ！そうなんだ！性と生  幼児・小学生そしておとなへ

107 保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育  

108 保健体育 合同出版 イラスト版１０歳からの性教育  子どもとマスターする５１の性のしくみと命のだいじ

109 保健体育 三省堂 こどもスポーツ絵じてん  

110 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育〈２〉大切なからだ・こころ

111 保健体育 小学館  ドラえもんの体育おもしろ攻略マット、ボール、なわとび

112 保健体育 アーニ出版 性教育の絵本

113 保健体育 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１８）からだと心

114 保健体育 ベストセラ 長友佑都体幹トレーニング２０

115 職業・家庭 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！

116 職業・家庭 金の星社 おてつだいの絵本  

117 職業・家庭 小学館 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

118 職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック５  ぼなぺてぃどうぞめしあがれ

119 職業・家庭 ひかりのく ２０２シリーズ  たべもの２０２

120 職業・家庭 日東書院 はじめてでもおいしい！たのしい！  １０歳からのお料理教室

121 職業・家庭 扶桑社 覚えておきたい！新料理の基本１２３  

122 職業・家庭 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？

123 職業・家庭 あかね書房 すがたをかえる食べものずかん  

124 職業・家庭 偕成社 子どもの生活（３）  マナーをきちんとおぼえよう！

125 職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（７）  おべんとうつくろう！

126 職業・家庭 国土社 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（４）  人間関係編

127 職業・家庭 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

128 職業・家庭 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

129 職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする４６のお金の知識  イラスト版お金のしごと

130 職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１２　ネットのルール

131 職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１　整理整頓

132 職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（３）お金のこと

133 英語 偕成社 エリック・カールの絵本　英語でもよめるはらぺこあおむし

134 英語 三省堂 英語のゲーム音であそぼう  

135 英語 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた  

136 英語 アルク キクタンキッズ初級編  
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137 英語 ｍｐｉ バナナじゃなくてｂａｎａｎａチャンツ  

138 英語 ｍｐｉ もっと英会話たいそう  

139 英語 パイインタ はじめてのえいごでおしゃべりえほん

140 英語 徳間書店 たのしいABC

141 英語 mpi 子供のための英語で自己表現ワーク１

142 英語 永岡書店 はじめてのABC

143 英語 ｍｐｉ 英会話たいそうＤａｎｓｉｎｇｌｉｓｈ　

144 英語 好学社 レオ・レオニの絵本えいごであそぼうよ

145 英語 戸田デザイン 和英えほん

146 英語 戸田デザイン ＡＢＣえほん

147 英語 偕成社 エリック・カールの絵本　英語でよめるくまさんくまさんなにみてるの？

148 英語 文英堂 シグマベストぐーんっとやさしく中１英語［改訂版］

149 英語 偕成社 エリック・カールの絵本エリック・カールのえいごがいっぱい

150 道徳 学研  絵本単品ええところ

151 道徳 学研 名作よんでよんでイソップどうわ２５話

152 道徳 評論社 ずーっとずっとだいすきだよ

153 道徳 ひさかた どうぞのいす

154 道徳 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（気持の伝え方）

155 道徳 好学社 レオ・レオニの絵本 ぼくのだ！わたしのよ！

156 道徳 こぐま社 ひぐちみちこのえほん　かみさまからのおくりもの

157 道徳 偕成社 絵本・日本の童話名作選  手ぶくろを買いに

158 道徳 好学社 レオ・レオニの絵本じぶんだけのいろ

159 道徳 童話屋  葉っぱのフレディ-いのちの旅-

160 道徳 岩﨑書店 うれしい
161 道徳 岩﨑書店 じぶん
162 道徳 偕成社 エリック・カールの絵本　くもさんおへんじどうしたの
163 道徳 岩崎書店 いわさきよみきかせ２０１２（どうぶつのおはなし）　りんごがひとつ
164 道徳 岩崎書店 げんきえほん４　ともだちいいな
165 道徳 偕成社 外国の絵本　ぼちぼちいこか
166 道徳 偕成社 田島征三の絵本　とべバッタ
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称

1 生活 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

2 生活 偕成社 さわる絵本新装版ちびまるのぼうけん

3 生活 偕成社 ひっぱったりうごかしたりしかけえほんメイシーちゃんおたのしみひろばへゆきます

4 生活 金の星社 ちびまる子ちゃんのはじめてのクッキングえほんだいすき！人気メニュー

5 生活 金の星社 音のでる絵本おとのでるどうぶつえほん

6 生活 教育画劇 いちごパフェエレベーター

7 生活 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード

8 生活 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード

9 生活 くもん出版 １００円たんけん

10 生活 講談社 うたう♪たべる！あそぶ！１２か月の行事のえほん

11 生活 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集こぐまちゃんおはよう

12 生活 東京書店 新装版ぬのえほんドアをあけたら

13 生活 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう

14 生活 福音館 日本傑作絵本シリーズぼくのいちにちどんなおと？

15 生活 アリス館 はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう

16 生活 パイインタ うごかす！めくる！のりもの

17 生活 三起商行 ミキハウス音のでるおしごとえほんレジスター

18 生活 三起商行 ミキハウス音のでるおしごとえほん　くるま

19 生活 三起商行 ミキハウス音のでるおしごとえほんキッチン

20 国語 あかね書房 あかね書房の学習えほんあそぼうあそぼうあいうえお

21 国語 岩崎書店 とんとんとん！だれかな？

22 国語 偕成社 １００かいだてのいえシリーズ１００かいだてのいえ

23 国語 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし

24 国語 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）みんなみんなみーつけた

25 国語 偕成社 エリック・カールの絵本たんじょうびのふしぎなてがみ　

26 国語 学研  いっしょにあそぼ　ぬのひもえほんしましまぐるぐる

27 国語 金の星社 金の星社の絵本ちいさなきいろいかさ

28 国語 グランまま ふわふわ、ぽかぽか

29 国語 講談社 創作絵本パンどうぞ

30 国語  こぐま社 ぶうとぴょんのえほんおんなじおんなじ

31 国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集こぐまちゃんいたいいたい

32 国語 小学館 ドラえもんとやってみよう！ドラえもんはじめてのあいうえお

33 国語 小学館  デコボコえほんくねくね！

34 国語 成美堂出版 はじめてのえんぴつちょう２・３・４歳やさしいひらがな

35 国語 大日本絵画 パペットしかけえほんふわふわわんちゃん

36 国語 童心社 ピーマン村の絵本たちさつまのおいも

37 国語 福音館 幼児絵本シリーズきんぎょがにげた

38 国語 福音館 日本傑作絵本シリーズどうするどうするあなのなか

39 国語 ほるぷ 創作絵本つんっ！

40 算数 あかね書房 あかねえほんシリーズかたちのえほんまる・さんかく・しかくさん

41 算数 あかね書房 あかね書房の学習えほんおかあさんだいすき１．２．３

42 算数 あかね書房 かえるえんみどりぐみ１とけいのえほんいまなんじ

43 算数 岩崎書店 すくすく脳育て！かたちをはめこむまるさんかくしかく

44 算数 講談社 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

45 算数 小学館 トーマスいろ・かたち

46 算数 小学館 ドラえもんとおぼえよう！とけいのえほん

47 算数 大日本絵画 あなあきしかけえほん10ぴきなかよしさかなくん

学校名 松橋支援学校

児童生徒一人一人の個性を大切にし、きめ細やかで専門性の高い教育活動を通して、自立と社会参加
に向けて、豊かな人生を切り拓く児童生徒を育てる。

学校教育法附則９条の規定による一般図書
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48 算数 大日本絵画 めくりしかけえほんいろんなかたち

49 算数 童心社 かずのほん１どっちがたくさん

50 算数 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）

51 算数 永岡書店 木のえほんのりものパズル

52 算数 永岡書店 どうぶつえあわせカード

53 算数 ひかりのく 認識絵本１０おおきいちいさい

54 算数 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん

55 算数 ブロンズ新 はじめてのかぞえる絵本どのこかな？かぞえてみよう１２３

56 算数 アリス館 おたのしみじどうはんばいき

57 算数 交通新聞 はらぺこあおむしエリック・カールいろ・かたちカード

58 算数 日本図書 さんすうだいすき第3巻かずってなんだ？１

59 算数 日本図書 さんすうだいすき第１巻どちらがおおきい？

60 音楽 金の星社 ドンドン！わっしょい！あっぱれおまつりたいこえほん

61 音楽 金の星社 おとのでるうたっておどれるからだあそびうたえほん

62 音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた

63 音楽 大日本絵画 おとがなるしかけえほんクラシックおんがくのおやすみえほん

64 音楽 大日本絵画 おとがなるしかけえほんはじめてのオーケストラ

65 音楽 東京書店 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

66 音楽 東京書店 わくわく音あそびえほんえいごにほんごおうたえほん

67 音楽 東京書店 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

68 音楽 永岡書店 ＤＶＤとイラストでよくわかる！手あそびうたブック

69 音楽 永岡書店 どうぶつタンバリンリズムえほん

70 音楽 ひかりのく 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

71 音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき

72 音楽 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐらのうたうた１２つき

73 音楽 ポプラ 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

74 音楽 朝日新聞 うたおう♪はなそう！おうた＆ことばタブレット音でる♪知育絵本

75 音楽 ベネッセ たまひよ楽器あそび絵本すてきなピアノえほんDX

76 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんもっきん

77 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんたいこ

78 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのリズムえほんマラカス

79 図画工作 あかね書房 あかねえほんシリーズえほんえかきうた

80 図画工作 あかね書房 単行本さわってあそぼうふわふわあひる

81 図画工作 あかね書房 うごくおもちゃをつくろう！とぶ！はねる！おもちゃ

82 図画工作 岩崎書店 あそびの絵本えのぐあそび

83 図画工作 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック

84 図画工作 偕成社 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

85 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん

86 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん

87 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって

88 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって

89 図画工作  くもん出版 ファーストステップドリルさいしょのはってみよう

90 図画工作 国土社 たのしい図画工作１４こすりだし・すりだし

91 図画工作 さえら たのしい工作教室たのしいねんど工作

92 図画工作 福音館 かがくのとも絵本しんぶんしでつくろう

93 図画工作 福音館 福音館の単行本かがみのえほんふしぎなにじ

94 図画工作 ポプラ あそびのひろば１はんがあそび

95 図画工作 ポプラ やってみよう！ブック２１ねんきせつのこうさくあそび

96 図画工作 アリス館 いろがみびりびりぴったんこ

97 図画工作 三起商行 ミキハウスの絵本うちゅうー光るインクえほん

98 体育 あかね書房 けんちゃんとあそぼう３まねっこまねっこ

99 体育 偕成社 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－

100 体育 講談社 幼児えほんパンダなりきりたいそう

101 体育 三省堂 こどものからだのしくみ絵じてん

102 体育 チャイルド ケロポンズのわくわくあそび島

103 体育 童心社 ピーマン村体操ＣＤブック

104 体育 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん３ぼくのからだここなあに
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105 体育 ポプラ ケロポンズとエビカニクスでおどっちゃお！

106 体育 mpi 英会話たいそうカードブック１

107 体育 カエル DVDつきケロポンズのいち・にのたいそうBOOK

108 体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育＜2＞大切なからだ・こころ

109 体育 明治図書 “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

110 道徳 あかね書房 ゆうたくんのいばりいぬ４ゆうたとかぞく

111 道徳 岩崎書店 えほん・ワンダーランド８ともだちほしいなおおかみくん

112 道徳 岩崎書店 げんきえほん３ありがとう

113 道徳 偕成社 かこさとし・おはなしのほん（６）おたまじゃくしの１０１ちゃん

114 道徳 偕成社 エリック・カールの絵本みんないきてるみんなでいきてる！

115 道徳 金の星社 絵本のおくりものふたりはいつもともだち

116 道徳 講談社 あらしのよるに  

117 道徳 講談社 にじいろのさかなしましまをたすける！

118 道徳 童心社 絵本・こどものひろばくれよんのくろくん

119 道徳 永岡書店 ポップアップ絵本　カラーモンスターきもちはなにいろ？

120 道徳 ひかりのく すっくのこんなときってなんていう？ともだちできたよ

121 道徳 評論社 ずーっとずっとだいすきだよ

122 道徳 評論社 児童図書館・絵本の部屋わすれられないおくりもの

123 道徳 ひさかた どうぞのいす

124 道徳 福音館 こどものとも絵本はじめてのおつかい

125 道徳 福音館 こどものとも絵本ぞうくんのあめふりさんぽ

126 道徳 福音館 こどものとも絵本そらまめくんのベッド

127 道徳 西村書店 どんなきもち？

128 道徳 双葉社 先生は教えてくれない！クレヨンしんちゃんの自分の気持ちを伝えよう！

129 道徳 文溪堂 バムとケロのにちようび

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称

1 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（２）ようすのことば

2 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（４）かざることば（B）

3 国語 くもん出版 もじ・ことば７　ことばのおけいこ

4 国語 くもん出版 もじ・ことば８　ぶんのおけいこ

5 国語 くもん出版 ゆびなぞりカードひらがな

6 国語 リーブル たべものかるたあっちゃんあがつく

7 国語 こぐま社 ことばあそびの絵本　ぶたたぬききつねねこ

8 国語 同成社 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）

9 国語 同成社 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）

10 国語 同成社 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）

11 国語 玉川大学出 あいうえおのえほん

12 国語 くもん出版 反対ことばカード

13 国語  くもん出版  やってみようあいうえお

14 国語  日本教育研 ひとりだちするための国語

15 社会 偕成社 子どものマナー図鑑（３）でかけるときのマナー

16 社会 偕成社 子どものマナー図鑑（４）おつきあいのマナー

17 社会 金の星社 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

18 社会 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード

19 社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習世界地図帳

20 社会  成美堂出版 いちばんわかりやすい  小学生のための学習日本地図帳

21 社会 理論社 だじゃれ日本一周

22 社会 学研 名人はっけん！まちたんけん（３）くらしをささえる人

23 社会 ひさかた  でんしゃでいこうでんしゃでかえろう

24 数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本

25 数学 くもん出版 かず・けいさん１　はじめてのすうじ

26 数学 くもん出版 かず・けいさん２　やさしいすうじ

27 数学 くもん出版 かず・けいさん３　すうじおけいこ

学校教育法附則９条の規定による一般図書
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28 数学 くもん出版  かず・けいさん10はじめてのとけい

29 数学 くもん出版  かず・けいさん11とけいのおけいこ

30 数学 太郎次郎社 スーパータイルのさんすう　らくらく算数ブック１

31 数学 日本図書 さんすうだいすき第１巻どちらがおおきい？

32 数学 日本図書 さんすうだいすき第２巻なかまあつめ

33 数学 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）

34 数学 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＡ２けたまでのたしざんひきざん

35 数学 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん

36 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学

37 数学  日本図書  さんすうだいすき第３巻かずってなんだ？１

38 理科 評論社  しかけ絵本の本棚からだのなかとそと

39 理科 岩崎書店 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

40 理科 小峰書店 かんさつ名人はじめての栽培８  そだててみたいやさいや花

41 理科 ひかりのく  こどものずかんMio９ひとのからだ

42 理科 ひかりのく  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

43 理科 くもん 自然図鑑カード　こん虫カード

44 理科 あかね書房 かばくん・くらしのえほん３  かばくんのはるなつあきふゆ

45 音楽 学研 音楽をもっと好きになる本１歌や演奏を楽しむ　

46 音楽 ナツメ社 DVD＋CDたのしい手あそびうた

47 音楽 くもん出版  ＣＤ付き  楽器カード

48 音楽 くもん出版 ＣＤ付き童謡カード第１集

49 音楽 くもん出版 ＣＤ付き童謡カード第２集

50 音楽 くもん出版 ＣＤ付き童謡カード第３集

51 音楽 鈴木出版 歌でおぼえる手話ソングブック  －ともだちになるために－

52 音楽 成美堂出版 DVDでひける！はじめてのピアノえほん１　たのしいピアノのおけいこ

53 音楽 東京書店 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

54 音楽 鈴木出版 歌でおぼえる手話ソングブック２  きみとぼくのラララ

55 音楽 大日本絵画 メロディーえほん　ICピアノえほん四季のどうようー１２カ月

56 音楽 Ｋ・Ｍ・Ｐ ドレミファソラシド８つの音で弾けるやさしいメロディ

57 音楽 東京書店 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

58 美術 岩崎書店　 ひとりでできる手づくりＢＯＸ  しぜんで工作しよう

59 美術 小峰書店 リサイクル工作ずかん  

60 美術 ポプラ あそびのひろば4  はりえあそび

61 美術 くもん出版 あきびんごの創造性を高めるドリルおえかき博士レベル１

62 美術 ポプラ あそびのひろば１  はんがあそび

63 美術 ロクリン社 名画で遊ぶあそびじゅつ！  世界をぐるりと美術鑑賞

64 保健体育 合同出版 イラスト版１０歳からの性教育　子どもとマスターする５１の性のしくみと命のだいじ

65 保健体育 童心社 ピーマン村体操ＣＤブック

66 保健体育 ナツメ社 楽しみながらからだを動かす　１～５歳のかんたんリトミック

67 保健体育 エイデル あっ！そうなんだ性と生　幼児・小学生そしておとなへ

68 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育(２)大切なからだ・こころ

69 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（３）女の子が大人になるとき

70 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（４）男の子が大人になるとき

71 保健体育 明治図書 “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

72 保健体育 アーニ出版 性教育の絵本

73 保健体育 ﾁｬｲﾙﾄﾞ ケロポンズのわくわくあそび島

74 職業・家庭 学研 はっけんずかん　たべもの

75 職業・家庭 永岡書店 電子レンジ簡単レシピ１００＋

76 職業・家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん２　しょくじのきほん

77 職業・家庭 合同出版 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

78 職業・家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお菓子  

79 職業・家庭 文研出版 まかせて！おてつだい１  わくわくしょくじ

80 職業・家庭 文研出版 まかせて！おてつだい２  わくわくそうじ・かたづけ

81 職業・家庭 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？

82 職業・家庭 くもん出版 写真図鑑カード　はたらく自動車カード

83 職業・家庭 教育画劇 いちごパフェエレベーター

84 職業・家庭 くもん出版 おばけとホットケーキ
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85 職業・家庭 合同出版 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

86 職業・家庭 三起商行 ミキハウス音のでるおしごとえほん　くるま

87 英語 東京書籍 We can!１

88 英語 岩崎書店 はじめてのえいごずかん

89 英語 くもん出版 CD付き英語のうたカード

90 英語 大阪教育図 からだで学ぶ英語教室

91 英語 戸田デザイン研究室 和英えほん

92 英語 戸田デザイン研究室 ABCえほん

93 英語 朝日新聞 あいうえおABCタブレット　音でる♪知育絵本

94 英語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　絵本ＡＢＣ

95 英語 あかね書房 あかね書房の学習えほん　ことばのえほんABC

96 道徳 学研 絵本単品　ええところ

97 道徳 童心社 かえりみち

98 道徳 評論社 ずーっとずっとだいすきだよ

99 道徳 評論社 児童図書館・絵本の部屋　わすれられないおくりもの

100 道徳 福音館 こどものとも絵本　はじめてのおつかい

101 道徳 福音館 こどものとも絵本　ぞうくんのあめふりさんぽ

102 道徳 少年写真新 ぼくのいいとこ

103 道徳 玉川大学出 ともだち

104 道徳 童心社 絵本・ちいさななかまたちはたけのともだち

105 道徳 西村書店 すごいね！みんなの通学路

106 道徳 金の星社 てをつなぐ
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 生活 旺文社　 学校では教えてくれない大切なこと（９）ルールとマナー

2 生活 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１９）楽しくお手伝い

3 生活 金の星社 おてつだいの絵本

4 生活 金の星社 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

5 生活 講談社 講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ　動物新訂版１１１分ＤＶＤつき

6 生活 講談社 こどもせいかつ百科

7 生活 合同出版 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

8 生活 三省堂 こどもぼうさい・あんぜん絵じてん

9 生活 小学館 ピタゴラ装置ＤＶＤブック１

10 生活 成美堂出版 音と光のでる絵本　プルルルもしもし　！でんわではなそ　！

11 生活 成美堂出版 光と音のでる絵本いっぱいスイッチ

12 生活 童心社 しかけえほん　はなのさくえほん

13 生活 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん

14 生活 ひかりのくに 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

15 生活 ひかりのくに あそびうたのほんＣＤつき

16 生活 パイインタ はじめての行事えほん

17 生活 三起商行 ミキハウス音のでるおしごとえほん　レジスター

18 国語 偕成社 エリック・カールボードブック（音の出る絵本）ボードブックだんまりこおろぎ

19 国語 学研　 PetitPooka　くだものさん

20 国語 合同出版 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

21 国語 こばと 初級編ステップアップ　ことば　もじ

22 国語 こばと 中級編ジャンプアップ　こくごⅢ

23 国語 視覚デザイン かたちでおぼえるあいうえお　

24 国語 大日本絵画 おとがなるしかけえほん　おにわのおと

25 国語 同成社 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）

26 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための 国語４

27 国語 同成社 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）

28 国語 同成社 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）

29 国語 喜楽研 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

30 国語 交通新聞 はらぺこあおむしエリック・カール　あいうえおマグネット

31 国語 主婦の友 BABYTOUCHぷれいぶっく

32 算数 岩崎書店　 すくすく脳育て！　かたちをはめこむまるさんかくしかく

33 算数 学研 さわって学べる算数図鑑

34 算数 金の星社 音のでるとけいえほんいまなんじ？

35 算数 くもん出版 かず・けいさん１０ はじめてのとけい

36 算数 こばと 初級編ステップアップマッチングⅠ

37 算数 こばと 初級編ステップアップかず・すうじ

38 算数 成美堂出版 くださいな！コンビニあそびレジスター

39 算数 大日本絵画 しかけえほんびっくりかずあそび

40 算数 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）

41 算数 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）

42 算数 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）

43 算数 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）

44 算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＣかけ算

45 算数 永岡書店 木のえほんどうぶつパズル

学校名 松橋東支援学校

生命の尊重・深い愛情を基盤に、幼児児童生徒一人一人の個性や特性を大切にして可能性を最大限に伸
ばし、豊かな感性を育み、主体的に・自立的に生きていこうとする幼児児童生徒を育成する。

学校教育法附則９条の規定による一般図書
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46 算数 ポプラ 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

47 算数 ポプラ さわって学ぼう点字の本１さわってたのしむ点字つきえほん１かず

48 算数 ポプラ 音のでる知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのほん

49 算数 ジアース 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

50 算数 三起商行 ポカポカフレンズ音のでるパズル絵本のりものプップー

51 音楽 金の星社　 音のでる絵本 おとのでる♪てあそびうたえほん

52 音楽 金の星社 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

53 音楽 グランまま うたえほん

54 音楽 グランまま うたえほんⅡ

55 音楽 グランまま うたえほんⅢ

56 音楽 成美堂 かわいいおとえほんはじめてのピアノ

57 音楽 東京書店 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

58 音楽 永岡書店 ＤＶＤとイラストでよくわかる！手あそびうたブック

59 音楽 永岡書店 どうぶつタンバリンリズムえほん

60 音楽 永岡書店 メロディーえほん　おしゃべりカスタネット

61 音楽 ナツメ社 楽しみながらからだを動かす１～５歳のかんたんリトミック

62 音楽 朝日新聞 うたおう♪はなそう！おうた＆ことばタブレット音でる♪知育絵本

63 音楽 オウル社 １２か月のうたのえほん

64 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのリズムえほんマラカス

65 音楽 三起商行 ミキハウスの絵本　ポカポカフレンズマイクでうたおう

66 図画工作 岩崎書店　 ペネロペしかけえほん８　ペネロぺルーヴルびじゅつかんへいく

67 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん

68 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん

69 図画工作 学研 あそびのおうさまずかん リサイクルこうさく増補改訂

70 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって

71 図画工作 コクヨ かおノート

72 図画工作 小学館 ドラえもんの図工科おもしろ攻略　絵とデザインがとくいになる

73 図画工作 小学館 あーとぶっく　ひらめき美術館第３館

74 図画工作 小学館 びじゅチューン！ＤＶＤＢＯＯＫ

75 図画工作 小学館 小学館あーと知育ぶっく名画ここどこ

76 図画工作 大日本絵画 しかけえほん　カレイドスコープ（まんげきょう）

77 図画工作 大日本絵画 しかけえほん　びっくりいろあそび

78 図画工作 戸田デザイン 6つの色

79 図画工作 のら書店 はじめてのこうさくあそび

80 図画工作 福音館 幼児絵本シリーズ　あかですよあおですよ

81 図画工作 ポプラ いろいろいろのほん

82 体育 旺文社　 学校では教えてくれない大切なこと（１８）からだと心

83 体育 学研 おはなしドリル人のからだのおはなし低学年

84 体育 学研 どんどんめくってはっけん！からだのふしぎ

85 体育 金の星社 ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん３ほら、あぶないよ！けが・やけど

86 体育 金の星社 やさしくわかるびょうきのえほんどうしてかぜをひくの？インフルエンザになるの？

87 体育 金の星社 やさしくわかるびょうきのえほんどうしてねっちゅうしょうになるの？

88 体育 くもん出版 運動能力がアップする「声の魔法」１　声の魔法のひみつ

89 体育 くもん出版 運動能力がアップする「声の魔法」２　体育が楽しくなる

90 体育 講談社 こどもあんぜん図鑑

91 体育 合同出版 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

92 体育 合同出版 イラスト版１０歳からの性教育子どもとマスターする５１の性のしくみと命のだいじ

93 体育 三省堂 こどものからだのしくみ絵じてん

94 体育 三省堂 こどもスポーツ絵じてん

95 体育 童心社 ピーマン村体操CDブック

96 体育 エイデル あっ！そうなんだ！性と生幼児・小学生そしておとなへ

97 体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（２）大切なからだ・こころ

98 体育 ジアース 特別支援学校自立活動 あたらしいわたしたちのうんどう

99 体育 保育社 からだ・あいうえお
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100 道徳 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）

101 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（11）友だち関係(考え方のちがい)

102 道徳 偕成社 子どものマナー図鑑（３） でかけるときのマナー

103 道徳 偕成社 日本の絵本　ぼくだけのこと

104 道徳 偕成社 エリック・カールの絵本　みんないきてるみんなでいきてる！

105 道徳 金の星社 てをつなぐ

106 道徳 金の星社 おもいやりの絵本　みんなのきもちがわかるかな？

107 道徳 金の星社 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

108 道徳 教育歌劇 きみにありがとうのおくりもの

109 道徳 講談社 心をそだてる子ども歳時記１２か月

110 道徳 合同出版 イラスト版子どものためのモラルスキル　言葉・表情・行動で身につく道徳

111 道徳 草思社 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

112 道徳 童心社 ピーマン村の絵本たち おおきくなるっていうことは

113 道徳 童心社 うまれてきてくれてありがとう

114 道徳 ひかりのくに すっくのこんなときなんていう？ おうちのなかで　

115 道徳 PHP こころのふしぎたんけんえほん

116 道徳 河出新社 考えよう話そう道徳！　みんなで道トーク１学校編

117 道徳 廣済堂あか すこやかな心をはぐくむ絵本　みずやりとうばん

118 道徳 西村書店 どんなきもち？

119 道徳 日本図書 もうふりまわされない！怒り・イライラ

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 大日本絵画　 おとがなるさわるしかけえほん　にぎやかジャングル！

2 国語 大日本絵画 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！

3 国語 東京書店 新装版にほんごえいごでなまえずかん

4 国語 戸田デザイ 漢字えほん

5 国語 同成社 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）

6 国語 同成社 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）

7 国語 同成社 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）

8 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語 ４

9 国語 同成社 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）

10 国語 同成社 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）

11 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語

12 国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお

13 国語 喜楽研 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

14 国語 喜楽研 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

15 国語 喜楽研 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

16 国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク２－１

17 国語 三起商行 ポカポカフレンズのことばえほん こえであいうえお

18 社会 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（気持の伝え方）

19 社会 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（３）お金のこと

20 社会 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１０ 身近な危険防災と防犯

21 社会 偕成社 きみが考える・世の中のしくみ（１）政治ってなんだろう？

22 社会 偕成社 きみが考える・世の中のしくみ（４）社会保障ってなに？

23 社会 金の星社 はじめてのちずえほん　にほんちずのえほん

24 社会 金の星社 気になる記号とマークの図鑑３　町でよく見る記号とマーク

25 社会 金の星社 どきどきわくわくまちたんけん　交番・えき・しょうぼうしょほか

26 社会 講談社 知育アルバム　みぢかなマーク３００

27 社会 国土社 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

28 社会 こばと 中高生のための生活・社会

29 社会 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん

30 社会 小学館 マンガでわかるよのなかのルール

31 社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい 小学生のための学習世界地図帳

32 社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習日本地図帳

33 社会 東洋館 くらしに役立つ社会

学校教育法附則９条の規定による一般図書
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34 社会 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん

35 社会 平凡社 新版はじめましてにほんちず

36 社会 高橋書店 たのしく読める日本のすごい歴史人物伝

37 社会 帝国書院 みんなの地図帳

38 数学 学研　 さわって学べる算数図鑑

39 数学 くもん出版 時計のみかたが楽しくわかるくろくまくんのとけいえほん

40 数学 こばと 中級編ジャンプアップ とけい・おかね・カレンダー

41 数学 こばと 初級編ステップアップかず・すうじ

42 数学 成美堂出版 小学校６年分やさしくわかる算数図鑑

43 数学 成美堂出版 くださいな！コンビニあそびレジスター

44 数学 大日本絵画 めくりしかけえほん　たのしいかずのえほん

45 数学 東洋館  くらしに役立つ数学  

46 数学 東洋館 くらしに役立つワーク数学  

47 数学 永岡書店 木のえほん のりものパズル

48 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学

49 数学 ポプラ 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 

50 数学 ポプラ やさい・くだものぴったりカード

51 数学 ポプラ さわって学ぼう点字の本１ さわってたのしむ点字つきえほん１かず 

52 数学 ポプラ さわって学ぼう点字の本２　さわってたのしむ点字つきえほん２かたち

53 数学 あすなろ 数え方のえほん

54 数学 三起商行 ポカポカフレンズのおしゃべりえほんカチコチとけい

55 数学 三起商行 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

56 理科 旺文社　 とってもやさしい中１理科改訂版

57 理科 旺文社 とってもやさしい中２理科改訂版

58 理科 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）  きいろいのはちょうちょ

59 理科 学研 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ水族館

60 理科 講談社 米村でんじろうのDVDでわかるおもしろ実験!!

61 理科 講談社 にじいろのさかなブック  ポップアップ絵本にじいろのさかなのかくれんぼ

62 理科 こばと 中高生のための自然・理科 

63 理科 こばと 上級編レベルアップ  しぜん

64 理科 小学館 ドラえもんの理科おもしろ攻略 理科実験Ｑ＆Ａ

65 理科 小学館 ドラえもんの理科おもしろ攻略 力と電気・音・光がわかる

66 理科 小学館 ピタゴラスイッチこたつたこＤＶＤブック

67 理科 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ 宇宙ＤＶＤつき

68 理科 育成会 自立生活ハンドブック４  からだ！！げんき！？

69 理科 東洋館 くらしに役立つ理科

70 理科 評論社 ふしぎだな？知らないこといっぱい 空のうえにはなにがある？

71 理科 福音館 かがくのとも絵本  からだのみなさん

72 理科 みくに出版 理科実験資料集改訂新版

73 音楽 学研　 音楽がもっと好きになる本２　いろいろな楽器を知る

74 音楽 金の星社 ドンドン！わっしょい！ あっぱれおまつりたいこえほん

75 音楽 くもん出版 ＣＤ付き 楽器カード

76 音楽 小学館 ドラえもんの音楽おもしろ攻略楽ふがよめる

77 音楽 成美堂出版 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

78 音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん１たのしいピアノのおけいこ

79 音楽 ドレミ楽譜 簡易ピアノ伴奏による こどもの歌名曲アルバム

80 音楽 東京書店 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

81 音楽 永岡書店 きいてうたって２４曲どうよううたのえほん

82 音楽 のら書店 わらべうたであそびましょ！ 

83 音楽 朝日新聞 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

84 音楽 コスミック ようちえんのせんせいがえらんだかわいいてあそびえほん

85 音楽 ベネッセ たまひよ楽器あそび絵本すてきなピアノえほんＤＸ 

86 音楽 ベネッセ たまひよ楽器あそび絵本リズムにあわせてたたこうたいこ

87 美術 あかね書房　 トリックアート図鑑　だまし絵

88 美術 学研 あそびのおうさまBOOKどんどんぬるほん

89 美術 学研 あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく増補改訂

90 美術 コクヨ おめんワークボックス
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91 美術 コクヨ おえかき美術館

92 美術 コクヨ 凸凹カードボックスくだもの

93 美術 コクヨ ぐりぐりスケッチ

94 美術 小学館 びじゅチューン！ＤＶＤＢＯＯＫ

95 美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８ 

96 美術 福音館 Ｄｏ！図鑑シリーズ　工作図鑑

97 美術 福音館 びじゅつのゆうえんち　うごく浮世絵！？

98 美術 一声社  コピーしてすぐ作れるおもちゃ１まわる！とぶ！すべる！おもちゃ

99 美術 一声社  コピーしてすぐ作れるおもちゃ２かざろう！あそぼう！ほんわかおもちゃ

100 美術 美術エデュ 図工ドリル

101 美術 二見書房 ワクワクさんのふしぎ工作（遊べるふろく付き）

102 保健体育 旺文社　 学校では教えてくれない大切なこと（１８）からだと心

103 保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）  こんなときどうするの？ 

104 保健体育 学研 どんどんめくってはっけん！からだのふしぎ

105 保健体育 金の星社 やさしくわかるびょうきのえほんどうしてねっちゅうしょうになるの？

106 保健体育 金の星社 やさしくわかるびょうきのえほんどうしてしんがたコロナになるの？

107 保健体育 くもん出版 運動能力がアップする「声の魔法」２体育が楽しくなる

108 保健体育 合同出版 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

109 保健体育 三省堂 こどもスポーツ絵じてん

110 保健体育 童心社 ピーマン村体操ＣＤブック

111 保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育

112 保健体育 PHP こころのふしぎたんけんえほん

113 保健体育 大月書店 からだノート中学生の相談箱

114 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育〈２〉大切なからだ・こころ

115 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（３）女の子が大人になるとき

116 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（４）男の子が大人になるとき

117 保健体育 大日本図書 アクティブ中学校体育実技

118 職業・家庭 あかね書房　 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

119 職業・家庭 あかね書房　 すがたをかえる食べものずかん

120 職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１２　　 ネットのルール

121 職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１９）　楽しくお手伝い

122 職業・家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー

123 職業・家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（２）　食事のマナー

124 職業・家庭 学研 なぜ僕らは働くのか

125 職業・家庭  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 

126 職業・家庭  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

127 職業・家庭  開隆堂出版 夢を育む技術､職業－未来に向かって

128 職業・家庭 金の星社 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

129 職業・家庭 小峰書店 こねこねぐるぐるまぜる料理

130 職業・家庭 小峰書店 かんたん手芸７　なるほど！手芸大じてん

131 職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術　イラスト版手のしごと

132 職業・家庭 さえら 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

133 職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック８  食（しょく）

134 職業・家庭 チャイルド チャイルドブックこども百科　なりたい！わくわく！おしごとずかん

135 職業・家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭  

136 職業・家庭 福音館 福音館の科学シリーズ  ただいまお仕事中

137 職業・家庭 中央法規 「働く」の教科書　１５人の先輩とやりたい仕事を見つけよう！

138 英語 あかね書房　 あかね書房の学習えほん ことばのえほんＡＢＣ

139 英語 あかね書房 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

140 英語 旺文社 とってもやさしい中１英語改訂版

141 英語 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２０）英語が好きになる

142 英語 学研 新レインボーはじめての英語図鑑　

143 英語 学研 ＣＤつきえほん　はじめての英語の歌

144 英語 くもん出版 ＣＤ付き英語カードたのしい会話編

145 英語 こばと 中高生のための英語

146 英語 三省堂 英語のゲーム音であそぼう

147 英語 三省堂 ARで英語が聞ける英語もののなまえ絵じてん
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148 英語 小学館 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

149 英語 戸田デザイン ＡＢＣえほん

150 英語 朝日新聞 英語付きことば絵図鑑

151 英語 新星出版社 おとのでるえほん　英語のてあそびうた

152 英語 東京書籍 小学生の英語絵ずかん＜しゃべるぺん付き＞

153 英語 三起商行 ポカポカフレンズのことばえほん こえでＡ★Ｂ★Ｃ

154 道徳 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）

155 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１１） 友だち関係（考え方のちがい） 

156 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１4 自信の育て方 

157 道徳 偕成社 エリック･カールの絵本 みんないきてるみんなでいきてる！

158 道徳 偕成社 ルイス・スロボドキンの絵本　ありがとう...どういたしまして

159 道徳 学研 絵本単品　ええところ

160 道徳 金の星社 てをつなぐ

161 道徳 金の星社 おもいやりの絵本　みんなのきもちがわかるかな？

162 道徳 金の星社 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

163 道徳 国土社 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（４）人間関係編

164 道徳 国土社 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（２）学校生活編

165 道徳 合同出版 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

166 道徳 草思社 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

167 道徳 童心社 ピーマン村の絵本たち　おおきくなるっていうことは

168 道徳 永岡書店 ポップアップ絵本　カラーモンスターきもちはなにいろ？

169 道徳 少年写真新 ぼくのいいとこ

170 道徳 童話館出版 気持ちの本

171 道徳 日本図書 もうふりまわされない！怒り･イライラ

172 道徳 日本図書 ヤワな大人にならない！生きかたルールブック
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 生活 岩崎書店 ちしきのぽけっと１１びっくり！？昆虫館いろ・もよう・かたち

2 生活 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１０身近な危険防災と防犯

3 生活 偕成社 安全のしつけ絵本（１）きをつけようね

4 生活 学研 ほんとのおおきさほんとのおおきさ動物園

5 生活 学研 はっけんずかんしょくぶつ

6 生活 学研 はっけんずかんむし新版

7 生活 金の星社 やさしくわかるぼうさい・ぼうはんのえほんこうつうあんぜんどうするの？

8 生活 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード

9 生活 小峰書店 りかのこうさく１ねんせい

10 生活 小峰書店 かんさつ名人はじめての栽培８そだててみたいやさいや花

11 生活 合同出版 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

12 生活 小学館 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

13 生活 大日本絵画 さわるしかけえほんへんてこりんなどうぶつたち

14 生活 チャイルド おさんぽ図鑑シリーズみぢかなやってみよう図鑑

15 生活 永岡書店 木のえほんどうぶつパズル

16 生活 文化出版局 はじめてのキッチン小学生からおとなまで

17 生活 ポプラ リサイクル工作であそぼう！手づくりおもちゃ２００（７）自然であそぶ

18 生活 少年写真新 危険予知シリーズどこがあぶないのかな？３まち

19 生活 主婦の友 できるよ！せいかつ３６６

20 生活 東京堂出版 はれるんのぼうさい教室

21 国語 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし

22 国語 偕成社 エリック・カールボードブック（音の出る絵本）ボードブックだんまりこおろぎ

23 国語 学研 小学全漢字おぼえるカード

24 国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」

25 国語 くもん出版 ひらがなカード

26 国語 くもん出版 書きかたカードカタカナ

27 国語 くもん出版 ひらがなことばカード１集

28 国語 くもん出版 ゆびなぞりカードひらがな

29 国語 こばと 初級編ステップアップことば・もじ

30 国語 こばと 初級編ステップアップこくごⅠ

31 国語 こばと 中級編ジャンプアップこくごⅡ

32 国語 こばと 中級編ジャンプアップこくごⅢ

33 国語 同成社 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）

34 国語 同成社 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）

35 国語 同成社 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）

36 国語 同成社 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）

37 国語 ポプラ こえでおぼえるトーマスあいうえお

38 国語 交通新聞 はらぺこあおむしエリック・カールあいうえおマグネット

39 国語 三起商行 てざわりえほんサファリへいこう！

40 算数 あかね書房 あかねえほんシリーズかたちのえほんまる・さんかく・しかくさん

41 算数 くもん出版 とけいカード

42 算数 くもん出版 かずカード

43 算数 くもん出版 時計のみかたが楽しくわかるくろくまくんのとけいえほん

44 算数 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー

45 算数 こばと 初級編ステップアップマッチングⅠ

46 算数 こばと 初級編ステップアップマッチングⅡ

47 算数 こばと 初級編ステップアップかず・すうじ

48 算数 こばと 初級編ステップアップさんすうⅠ

49 算数 こばと 中級編ジャンプアップさんすうⅡ

学校名 荒尾支援学校

一人一人の自立と社会参加を目指し、地域・社会に開かれた教育活動の展開

学校教育法附則９条の規定による一般図書
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50 算数 小学館 デコボコえほんかずをかぞえよう！

51 算数 小学館 デコボコえほんあかあおきいろ

52 算数 童心社 かずのほん２０から１０まで

53 算数 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）

54 算数 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）

55 算数 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）

56 算数 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）

57 算数 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）

58 算数 三起商行 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

59 算数 三起商行 ポカポカフレンズ音のでるパズル絵本のりものプップー

60 音楽 教　芸 ５訂版歌はともだち

61 音楽 ドレミ楽譜 ピアノとおともだちになるはじめてのピアノあそび

62 音楽 東京書店 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

63 音楽 ナツメ社 ＤＶＤ＋ＣＤたのしい手あそびうた

64 音楽 ポプラ 音のでる知育絵本２４脳科学からうまれたゆびゆびえほん

65 音楽 朝日新聞 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

66 音楽 全音楽譜 リズムに強くなりたい踊ってリズム編ＣＤ付

67 音楽 玉川大学出 たのしい歌

68 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんピアノ

69 音楽 三起商行 ミキハウスの絵本ポカポカフレンズマイクでうたおう

70 図画工作 岩崎書店 あそびの絵本クレヨンあそび

71 図画工作 岩崎書店 あそびの絵本えのぐあそび

72 図画工作 岩崎書店 あそびの絵本えかきあそび

73 図画工作 岩崎書店 ペネロペしかけえほん８ペネロぺルーヴルびじゅつかんへいく

74 図画工作 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック

75 図画工作 偕成社 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

76 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって

77 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって

78 図画工作 視覚デザイ ハートアートシリーズ色のえほん

79 図画工作 チャイルド きむら式おもしろ造形タイム

80 図画工作 戸田デザイ どの色すき

81 図画工作 福音館 かがくのとも絵本しんぶんしでつくろう

82 図画工作 ポプラ あそびのひろば１はんがあそび

83 図画工作 ポプラ やってみよう！ブック１はじめてのこうさく

84 図画工作 大泉書店 おってきってあそぼう！たのしい！きりがみ

85 図画工作 岳陽舎 はじめての発見３７いろの本

86 図画工作 高橋書店 ５回おったらできあがり！！はじめてのおりがみ

87 図画工作 二見書房 ワクワクさんのふしぎ工作（遊べるふろく付き）

88 体育 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１８）からだと心

89 体育 金の星社 こねこちゃんえほん６かぜひいちゃった

90 体育 合同出版 イラスト版１０歳からの性教育子どもとマスターする５１の性のしくみと命のだいじ

91 体育 三省堂 こどものからだのしくみ絵じてん

92 体育 小学館 ドラえもんの体育おもしろ攻略マット、ボール、なわとび

93 体育 童心社 ピーマン村の絵本たちおおきくなるっていうことは

94 体育 童心社 おかあさんとみる性の本わたしのはなし

95 体育 童心社 ピーマン村体操ＣＤブック

96 体育 福音館 ０．１．２．えほんぺんぎんたいそう

97 体育 福音館 かがくのとも絵本はははのはなし

98 体育 フレーベル みんなでてあそびアンパンマンとうたっておどろう

99 体育 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん３ぼくのからだここなあに

100 体育 エイデル あっ！そうなんだ！性と生幼児・小学生そしておとなへ

101 体育 日本図書 人体キャラクター図鑑

102 道徳 岩崎書店 げんきえほん４ともだちいいな

103 道徳 岩崎書店 げんきえほん５ごめんなさい

104 道徳 岩崎書店 えほん・ワンダーランド８ともだちほしいなおおかみくん

105 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（９）ルールとマナー

106 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１１）友だち関係（考え方のちがい）

107 道徳 偕成社 子どもの生活（３）マナーをきちんとおぼえよう！

108 道徳 学研 絵本単品ええところ
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109 道徳 金の星社 おてつだいの絵本

110 道徳 金の星社 おもいやりの絵本みんなのきもちがわかるかな？

111 道徳 講談社 かっくん「どうしてぼくだけしかくいの？」

112 道徳 評論社 ずーっとずっとだいすきだよ

113 道徳 ひさかた どうぞのいす

114 道徳 福音館 福音館の科学シリーズいきてるってどんなこと？

115 道徳 フレーベル たいせつなこと

116 道徳 少年写真新 ぼくのいいとこ

117 道徳 少年写真新 きもち

118 道徳 西村書店 どんなきもち？

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし

2 国語 偕成社 エリック・カールボードブック（音の出る絵本）ボードブックだんまりこおろぎ

3 国語 学研 小学全漢字おぼえるカード

4 国語 くもん出版 ひらがなカード

5 国語 くもん出版 ひらがなことばカード１集

6 国語 こばと 中高生のための国語

7 国語 こばと 初級編ステップアップことば・もじ

8 国語 こばと 初級編ステップアップこくごⅠ

9 国語 こばと 中級編ジャンプアップこくごⅡ

10 国語 こばと 中級編ジャンプアップこくごⅢ

11 国語 こばと 上級編レベルアップ漢字

12 国語 同成社 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）

13 国語 同成社 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）

14 国語 同成社 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）

15 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４

16 国語 同成社 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）

17 国語 同成社 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）

18 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語５

19 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語

20 国語 交通新聞 はらぺこあおむしエリック・カールあいうえおマグネット

21 社会 偕成社 きみが考える・世の中のしくみ（１）政治ってなんだろう？

22 社会 学研 やさしくまるごと小学社会改訂版

23 社会 東洋館 くらしに役立つ社会

24 社会 東洋館 これだけは身につけよう！社会科の基礎・活用

25 社会 永岡書店 楽しく学んで力がつく！こども世界地図

26 社会 永岡書店 見て、学んで、力がつく！こども日本地図２０２２年版

27 数学 くもん出版 とけいカード

28 数学 くもん出版 かずカード

29 数学 くもん出版 生活図鑑カードこよみカード

30 数学 くもん出版 かず・けいさん３すうじおけいこ

31 数学 くもん出版 時計のみかたが楽しくわかるくろくまくんのとけいえほん

32 数学 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー

33 数学 こばと 中高生のための数学

34 数学 こばと 初級編ステップアップマッチングⅡ

35 数学 こばと 初級編ステップアップかず・すうじ

36 数学 こばと 初級編ステップアップさんすうⅠ

37 数学 こばと 中級編ジャンプアップさんすうⅡ

38 数学 こばと 中級編ジャンプアップさんすうⅢ

39 数学 こばと 上級編レベルアップお金と時計の文章題

40 数学 小学館 デコボコえほんかずをかぞえよう！

41 数学 鈴木出版 知育えほんかぞえておぼえるかずのえほん

42 数学 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）

43 数学 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）

44 数学 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）

45 数学 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）

学校教育法附則９条の規定による一般図書
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46 数学 東洋館 くらしに役立つ数学

47 理科 学研 はっけんずかんしょくぶつ

48 理科 学研 はっけんずかんむし新版

49 理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２きせつとしぜん

50 理科 フォーラム キソとキホンわかるがたのしい理科小学３年生

51 理科 みくに出版 目で見る理科資料集小学校低学年用

52 音楽 学研 音楽をもっと好きになる本１歌や演奏を楽しむ

53 音楽 全音楽譜 リズムに強くなりたい踊ってリズム編ＣＤ付

54 音楽 オウル社 １２か月のうたのえほん

55 音楽 プレジデ社 ＣＤ付き名曲を聴きながら旅するオーケストラの絵本

56 音楽 明治図書 “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

57 美術 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック

58 美術 偕成社 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

59 美術 戸田デザイ どの色すき

60 美術 福音館 かがくのとも絵本しんぶんしでつくろう

61 美術 ポプラ あそびのひろば１はんがあそび

62 美術 ポプラ やってみよう！ブック１はじめてのこうさく

63 保健体育 合同出版 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

64 保健体育 合同出版 運動が得意になる４３の基本レッスンイラスト版体育のコツ

65 保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育

66 保健体育 朝日新聞 たのしいうんどうこどものための実用シリーズ

67 保健体育 あか図 図解中学体育東京版

68 保健体育 新学社 ワンダフルスポーツ

69 保健体育 大日本図書 アクティブ中学校体育実技

70 保健体育 大修館書店 ステップアップ中学体育２０２２

71 職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１０身近な危険防災と防犯

72 職業・家庭 開隆堂出版 夢を育む技術、職業－未来に向かって

73 職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード

74 職業・家庭 文化出版局 はじめてのキッチン小学生からおとなまで

75 職業・家庭 主婦の友 できるよ！せいかつ３６６

76 英語 偕成社 エリック・カ－ルの絵本英語でもよめるはらぺこあおむし

77 英語 偕成社 ＬＩＴＴＬＥＥＹＥＳ（６）ＷＨＡＴＣＯＬＯＲ？このいろなあに？

78 英語 三省堂 英語で読み聞かせせかいのおはなし（１）ＣＤ付

79 英語 東京書店 わくわく音あそびえほんえいごにほんごおうたえほん

80 英語 永岡書店 見て、聞いて覚える！はじめてのえいごおしゃべりえほん

81 道徳 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）

82 道徳 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（気持の伝え方）

83 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（９）ルールとマナー

84 道徳 講談社 心をそだてる子ども歳時記１２か月

85 道徳 草思社 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

86 道徳 福音館 福音館の科学シリーズいきてるってどんなこと？

87 道徳 ポプラ 答えのない道徳の問題どう解く？

88 道徳 高橋書店 こころのふしぎなぜ？どうして？

89 道徳 高橋書店 続・こころのふしぎなぜ？どうして？
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 生活 学研 あそびのおうさまずかん  からだ増補改訂

2 生活 学研 あそびのおうさまずかん  むし増補改訂

3 生活 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａ  やさいさん

4 生活 金の星社 音のでる絵本　おとのでるのりものえほん

5 生活 くもん出版 生活図鑑カード  たべものカード

6 生活 くもん出版 生活図鑑カード  生活道具カード

7 生活 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術  イラスト版手のしごと

8 生活 合同出版 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

9 生活 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術  イラスト版子どものマナー

10 生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん２  しょくじのきほん

11 生活 ひかりのく ２０２シリーズ  たべもの２０２

12 生活 ひさかた おべんとうバス

13 生活 パイインタ うごかす！めくる！のりもの

14 生活 三起商行 てざわりえほん  サファリへいこう！

15 国語 くもん出版 もじ・ことば１  はじめてのひらがな１集

16 国語 くもん出版 もじ・ことば３  やさしいひらがな１集

17 国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」 

18 国語 くもん出版 もじ・ことば４  やさしいひらがな２集

19 国語 くもん出版 もじ・ことば５  ひらがなおけいこ

20 国語 くもん出版 もじ・ことば７  ことばのおけいこ

21 国語 くもん出版 もじ・ことば１０  カタカナおけいこ

22 国語 くもん出版 書きかたカードカタカナ

23 国語 くもん出版 書きかたカード漢字 

24 国語 講談社 にじいろのさかなブック　ポップアップ絵本　にじいろのさかなのかくれんぼ

25 国語 こばと 初級編ステップアップ  ことば・もじ

26 国語 こばと 初級編ステップアップ  こくごⅠ

27 国語 こばと 中級編ジャンプアップ  こくごⅡ

28 国語 こばと 中級編ジャンプアップ  こくごⅢ

29 国語 小学館 おはなしデコボコえほん  さんびきのこぶた

30 国語 小学館 おはなしデコボコえほん  あかずきんちゃん

31 国語 ひかりのく 指さし・指なぞり  あいうえお

32 国語 徳間書店 ムーミンのさわってあそぶえほん

33 算数 学研 学研の頭脳開発  おかねのれんしゅうちょう

34 算数 くもん出版 かずカード

35 算数 くもん出版 かず・けいさん１０  はじめてのとけい

36 算数 くもん出版 かず・けいさん１１  とけいのおけいこ

37 算数 くもん出版 小学ドリル算数  １年生のすう・りょう・ずけい

38 算数 くもん出版 時計のみかたが楽しくわかる  くろくまくんのとけいえほん

39 算数 くもん出版 くろくまくんのかずあそび・すごろくえほん

40 算数 こばと 初級編ステップアップ  マッチングⅠ

41 算数 こばと 初級編ステップアップ  マッチングⅡ

42 算数 こばと 初級編ステップアップ  かず・すうじ

43 算数 こばと 初級編ステップアップ  さんすうⅠ

44 算数 こばと 中級編ジャンプアップ  さんすうⅡ

45 算数 こばと 中級編ジャンプアップ  さんすうⅢ

46 算数 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん  

47 算数 小学館 トーマスいろ・かたち

48 算数 大日本絵画 あなあきしかけえほん  １０ぴきよるのかたつむり

49 算数 ひかりのく 指さし・指なぞり  １２３かず

学校名 かもと稲田支援学校

 地域や家庭と連携しながら児童生徒一人一人に応じた教育活動を実践することで、児童生徒が自分に自信
を持ち、夢に向かって挑戦する力や地域社会の中で生きていく力を育む。
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50 算数 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２  どうぶつなんびき？

51 音楽 金の星社 音のでる絵本　おとのでる♪てあそびうたえほん

52 音楽 金の星社 ドンドン！わっしょい！ あっぱれおまつりたいこえほん

53 音楽 金の星社 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

54 音楽 グランまま うたえほん

55 音楽 グランまま うたえほんⅡ

56 音楽 グランまま うたえほんⅢ  

57 音楽 永岡書店 きいてうたって２４曲どうよううたのえほん  

58 音楽 フレーベル 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

59 音楽 ポプラ ケロポンズとエビカニクスでおどっちゃお！

60 音楽 朝日新聞 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

61 音楽 くおん出版 リズムカード

62 音楽 K・M・P ドレミファソラシド8つの音で弾けるやさしいメロディ

63 音楽 コスミック マイクのついた！どうようえほん 

64 音楽 コスミック きらきらひかる！ピアノえほん  

65 図画工作 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック

66 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん

67 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん

68 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん

69 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって

70 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって

71 図画工作 くもん出版 こうさく１  はじめてのはさみ

72 図画工作 くもん出版 こうさく２  はじめてのかみこうさく１集

73 図画工作 くもん出版 こうさく３  はじめてのかみこうさく２集

74 図画工作 大日本絵画 しかけえほん  ギャロップ！！

75 図画工作 福音館 福音館の単行本  かがみのえほんふしぎなにじ

76 図画工作 福音館 福音館の単行本  かがみのえほんきょうのおやつは

77 体育 偕成社  エリック・カールの絵本　できるかな？ーあたまからつまさきまでー

78 体育 金の星社 見たい聞きたい恥ずかしくない性の本  女の子の心とからだ

79 体育 国土社 保健室で見る本１  からだをまもろう・動かそう予防とトレーニング

80 体育 合同出版 子どもとマスターする５８のからだの知識  イラスト版からだのしくみとケア

81 体育 成美堂出版 ちょうしんきつきからだずかん  

82 体育 ひさかた どうなってるの？からだのなか

83 体育 文研出版 かがくのえほん  からだのふしぎ

84 体育 いかだ社 遊ブックス  体育遊び・ゲームワンダーランド

85 道徳 講談社 にじいろのさかなとおおくじら

86 道徳 合同出版 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

87 道徳 草思社　 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

88 道徳 童心社 ピーマン村の絵本たち  おおきくなるっていうことは

89 道徳 ポプラ 絵本の時間４１  きみはほんとうにステキだね

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 絵本館 いいからいいから３  

2 国語 旺文社 小学生のためのきれいな字になるワークひらがな・カタカナ・漢字〔改訂版〕

3 国語 偕成社 エリック・カールの絵本  はらぺこあおむし

4 国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」 

5 国語 くもん出版 ぶんカード１集  

6 国語 くもん出版 ぶんカード２集  

7 国語 くもん出版 だれかな？カード  

8 国語 講談社 齋藤孝のイッキによめる！名作選  小学３年生新装版

9 国語 こばと 初級編ステップアップ  こくごⅠ

10 国語 こばと 中級編ジャンプアップ  こくごⅡ

11 国語 こばと 中級編ジャンプアップ  こくごⅢ

12 国語 戸田デザイ よみかた絵本  

13 国語 同成社 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）

14 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための  国語４

15 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための  国語５

学校教育法附則９条の規定による一般図書
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16 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語  

17 国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ  三びきのやぎのがらがらどん

18 国語 福音館 幼児絵本シリーズもりのおふろ

19 国語 日本図書 こくごだいすき  第１巻かなのほん（１）ひらがな 

20 社会 偕成社 きみが考える・世の中のしくみ（１）政治ってなんだろう？

21 社会 金の星社 はじめてのちずえほん　たべものちずのえほん

22 社会 金の星社 はじめてのちずえほん　にほんちずのえほん

23 社会 大日本絵画 しかけえほん　日本とびだす国の風景

24 社会 東洋館 くらしに役立つ社会

25 社会 永岡書店 楽しく学んで力がつく！こども世界地図

26 社会 平凡社 ちず＋ずかん＝ちずかん　地図で学ぶ日本の歴史人物

27 社会 平凡社 親子でたのしむ日本の行事  

28 社会 高橋書店 しゃかいのふしぎなぜ？どうして？１年生

29 社会 高橋書店 社会のふしぎなぜ？どうして？３年生

30 社会 帝国書院 みんなの地図帳

31 数学 偕成社 エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ

32 数学 学研 さわって学べる算数図鑑  

33 数学 学研 学研の頭脳開発  おかねのれんしゅうちょう

34 数学 学研 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

35 数学 学研 小学パーフェクトコース　？に答える！小学算数改訂版

36 数学 くもん出版 たしざんカード  

37 数学 くもん出版 九九カード  

38 数学 くもん出版 時計のみかたが楽しくわかる  くろくまくんのとけいえほん

39 数学 くもん出版 くろくまくんのかずあそび・すごろくえほん  

40 数学 こばと 中級編ジャンプアップ  とけい・おかね・カレンダー

41 数学 こばと 初級編ステップアップ  かず・すうじ

42 数学 こばと 初級編ステップアップ  さんすうⅠ

43 数学 こばと 中級編ジャンプアップ  さんすうⅡ

44 数学 こばと 中級編ジャンプアップ  さんすうⅢ

45 数学 こばと 上級編レベルアップ  お金と時計の文章題

46 数学 小学館 デコボコえほん  かずをかぞえよう！

47 数学 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） 

48 数学 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） 

49 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学

50 数学 喜楽研 教科書にそって学べるさんすう教科書支援ワーク１－７　

51 理科 学研 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ動物園  

52 理科 学研 はっけんずかん　しょくぶつ

53 理科 学研 はっけんずかん　むし新版

54 理科 学研 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ水族館

55 理科 大日本絵画 キラキラしかけえほん  昆虫たち

56 理科 東洋館 くらしに役立つ理科

57 理科 ひかりのく こどものずかんMio12　きせつとしぜん

58 理科 福音館 福音館の科学シリーズ　道ばたの四季

59 理科 ブロンズ新 くまのがっこう  ジャッキーのトマトづくり

60 理科 みくに出版 目で見る理科資料集小学校低学年用

61 音楽 偕成社 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

62 音楽 学研 音楽をもっと好きになる本１　歌や演奏を楽しむ

63 音楽 金の星社 音のでる絵本  おとのでる♪てあそびうたえほん

64 音楽 東京書店 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 

65 音楽 朝日新聞 ピカピカひかるピアノ  音でる♪知育絵本

66 音楽 朝日新聞 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

67 音楽 全音楽譜 リズムに強くなりたい　リズムあそび編CD付

68 音楽 プレジデ社 CD付き名曲を聴きながら旅するオーケストラの絵本

69 音楽 明治図書 “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

70 美術 偕成社 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

71 美術 偕成社 かこさとし  うつくしい絵

72 美術 視覚デザイ ハートアートシリーズ  色のえほん 

73 美術 視覚デザイ ハートアートシリーズ  絵のえほん 

74 美術 大日本絵画 しかけえほん　びっくりいろあそび
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75 美術 大日本絵画 ジグソーしかけえほん  かたちをはずしてうらがえし

76 美術 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ  

77 美術 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ  

78 美術 福音館 福音館の単行本  かがみのえほんきょうのおやつは

79 美術 理論社 新装版１００円グッズで完成！楽しい！工作編  

80 保健体育 国土社　 保健室で見る本１　からだをまもろう・動かそう予防とトレーニング

81 保健体育 合同出版 子どもとマスターする５８のからだの知識  イラスト版からだのしくみとケア 

82 保健体育 合同出版 イラスト版１０歳からの性教育　子どもとマスターする５１の性のしくみと命のだいじ

83 保健体育 三省堂 こどもスポーツ絵じてん  

84 保健体育 大日本絵画 しかけえほん  はみがきしましょ

85 保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育 

86 保健体育 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん３　ぼくのからだここなあに

87 保健体育 アーニ出版 こんにちは！からだとこころシリーズ１  女の子のからだの絵本

88 保健体育 アーニ出版 こんにちは！からだとこころシリーズ２  男の子のからだの絵本

89 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育〈２〉  大切なからだ・こころ

90 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（３）  女の子が大人になるとき

91 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（４）  男の子が大人になるとき

92 職業・家庭 あかね書房 マナーと敬語完全マスター！１  学校のマナーと敬語

93 職業・家庭 岩崎書店 これでカンペキ！マンガでおぼえる敬語  

94 職業・家庭 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

95 職業・家庭 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

96 職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード  お店カード

97 職業・家庭 国土社 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（１）  家庭生活編

98 職業・家庭 国土社 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（２）  学校生活編

99 職業・家庭 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん  

100 職業・家庭 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん  

101 職業・家庭 ブロンズ新 しごとば

102 職業・家庭 ブロンズ新 続・しごとば

103 職業・家庭 ブロンズ新 続々・しごとば

104 職業・家庭 山と渓谷社 家庭科の教科書小学校低学年～高学年用 

105 職業・家庭 新星出版社 こども栄養学  どうして野菜を食べなきゃいけないの？

106 職業・家庭 中央法規 「働く」の教科書　１５人の先輩とやりたい仕事を見つけよう！ 

107 職業・家庭 三起商行 ミキハウス音のでるおしごとえほん  レジスター

108 英語 偕成社 エリック・カールの絵本　英語でもよめるはらぺこあおむし

109 英語 三省堂 英語で読み聞かせせかいのおはなし(１)ＣＤ付

110 英語 東京書店 わくわく音あそびえほん　えいごにほんごおうたえほん

111 英語 永岡書店 見て、聞いて覚える！　はじめてのえいごおしゃべりえほん

112 英語 アルク キクタンキッズ初級編  

113 英語 徳間書店 たのしいABC

114 道徳 偕成社 子どものマナー図鑑（４）　おつきあいのマナー

115 道徳 講談社 かっくん「どうしてぼくだけしかくいの？」  

116 道徳 フレーベル たいせつなこと

117 道徳 ポプラ 答えのない道徳の問題どう解く？

118 道徳 高橋書店 こころのふしぎ　なぜ？どうして？

119 道徳 童話屋  葉っぱのフレディ-いのちの旅-
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 生活 学研 はっけんずかん  のりもの改訂版

2 生活 学研 あそびのおうさまずかん  からだ増補改訂

3 生活 学研 ほんとのおおきさ  ほんとのおおきさ動物園

4 生活  三起商行 ポカポカフレンズのおしゃべりえほん　もしもしでんわ

5 生活 くもん出版 生活図鑑カード  生活道具カード

6 生活 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集

7 生活 くもん出版 生活図鑑カードのりものカード

8 生活 国土社 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（４）人間関係編

9 生活 国土社 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（２）学校生活編

10 生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ  野菜と果物

11 生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ  昆虫ＤＶＤつき

12 生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ  花ＤＶＤつき

13 生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ  魚ＤＶＤつき

14 生活 チャイルド 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

15 生活 ひかりのくに 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

16 生活 福音館 福音館の単行本  かがみのえほんきょうのおやつは

17 生活 ポプラ 音のでる知育絵本１９脳科学からうまれたあなぽこえほんのりもの

18 生活 ポプラ 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

19 生活 ポプラ 音のでる知育絵本２４脳科学からうまれたゆびゆびえほん

20 生活 かもがわ 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

21 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（４）かざることば（Ｂ）

22 国語 偕成社 エリック・カールの絵本  くまさんくまさんなにみてるの？

23 国語 くもん出版 もじ・ことば１  はじめてのひらがな１集

24 国語 くもん出版 もじ・ことば３  やさしいひらがな１集

25 国語 くもん出版  もじ・ことば１１はじめてのかん字

26 国語 くもん出版 もじ・ことば６  ひらがなしりとりあそび

27 国語 くもん出版 もじ・ことば９  はじめてのカタカナ

28 国語 くもん出版 ゆびなぞりカードひらがな  

29 国語 くもん出版  めいろ１はじめてのめいろ１集

30 国語 講談社  にじいろのさかなブック　ポップアップ絵本　にじいろのさかなのかくれんぼ

31 国語 こばと 初級編ステップアップ  こくごⅠ

32 国語 こばと  初級編ステップアップことば・もじ

33 国語 こばと 中級編ジャンプアップ  こくごⅡ

34 国語 こばと 中級編ジャンプアップ  こくごⅢ

35 国語 こばと 上級編レベルアップ ことばのつかいかた

36 国語 小学館 音とカードでおけいこ！  新トーマスとあいうえお

37 国語  コスミック ひとりでできるみんなでできるのりものかるた

38 国語 三起商行 ポカポカフレンズのことばえほんこえであいうえお

39 国語 喜楽研 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

40 算数 学研  いっしょにあそぼしましまぐるぐる

41 算数 学研 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

42 算数 くもん出版 とけいカード  

43 算数 くもん出版 かずカード  

44 算数 くもん出版 かず・けいさん２  やさしいすうじ

45 算数 くもん出版 かず・けいさん４  はじめてのたしざん

学校名 大津支援学校

一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を行い、将来の自立と社会参加をめざして主
体的に学び、取り組む児童生徒を育成する。
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46 算数 くもん出版 小学ドリル算数計算  ４年生の分数・小数

47 算数 こばと 中級編ジャンプアップ  とけい・おかね・カレンダー

48 算数 こばと 初級編ステップアップ  マッチングⅠ

49 算数 こばと 初級編ステップアップマッチングⅡ

50 算数 こばと 初級編ステップアップ  かず・すうじ

51 算数 こばと 中級編ジャンプアップ  さんすうⅡ

52 算数 こばと 中級編ジャンプアップ  さんすうⅢ

53 算数 小学館 デコボコえほん  かずをかぞえよう！

54 算数 大日本絵画 めくりしかけえほんいろんなかたち

55 算数 三起商行 ポカポカフレンズのことばえほんこえで１・２・３

56 算数 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）

57 算数 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２  どうぶつなんびき？

58 算数 ポプラ 音のでる知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのほん

59 音楽 金の星社 ドンドン！わっしょい！　あっぱれおまつりたいこえほん

60 音楽 くもん出版 ＣＤ付き  楽器カード

61 音楽 くもん出版 ＣＤ付き童謡カード第１集  

62 音楽 くもん出版 ＣＤ付き童謡カード第２集

63 音楽 くもん出版 ＣＤ付き童謡カード第３集  

64 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんもっきん

65 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほん  たいこ

66 音楽   朝日新聞 うたおう♪はなそう！おうた＆ことばタブレット音でる♪知育絵本

67 音楽 朝日新聞 ピカピカひかるピアノ音でる♪知育絵本

68 音楽 コスミック  きらきらひかる !ピアノえほん

69 図画工作 偕成社 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

70 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって

71 図画工作 くもん出版 くもんのはじめてのえほん  くれよんぐるぐる

72 図画工作 くもん出版  こうさく１はじめてのはさみ  

73 図画工作 くもん出版 こうさく２  はじめてのかみこうさく１集

74 図画工作 くもん出版 こうさく３　はじめてのかみこうさく２集

75 図画工作 大日本絵画 しかけえほん  ギャロップ！！

76 図画工作 大日本絵画 しかけえほんワドル！！

77 図画工作 永岡書店 木のえほん  どうぶつパズル

78 図画工作 永岡書店 木のえほん  のりものパズル

79 図画工作 福音館  かがくのとも絵本かみコップでつくろう

80 図画工作 大泉書店 おってきってあそぼう！たのしい！きりがみ  

81 図画工作 くもん出版 こうさく４　かみこうさくあそび

82 体育 合同出版  子どもとマスターする４５の操体法改定新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方

83 体育 学研 どんどんめくってはっけん！からだのふしぎ

84 体育   パイインターナショナル はじめてのからだえほん

85 体育 アーニ出版   こんにちは！からだとこころシリーズ１　女の子のからだの絵本

86 体育 アーニ出版   こんにちは！からだとこころシリーズ２　男の子のからだの絵本

87 体育 カドカワ 性の絵本みんながもってるたからものってなーんだ？

88 道徳 講談社 にじいろのさかなとおおくじら

89 道徳 合同出版 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

90 道徳 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん

91 道徳 草思社 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

92 道徳 ひさかた どうぞのいす  

93 道徳 福音館 こどものとも絵本  たろうのおでかけ
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採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 あかね書房 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる

2 国語 くもん出版 もじ・ことば１はじめてのひらがな１集

3 国語 くもん出版 生活図鑑カード  たべものカード

4 国語 童話館出版 気持ちの本

5 国語 くもん出版 もじ・ことば５  ひらがなおけいこ

6 国語 同成社 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）

7 国語 くもん出版 もじ・ことば８  ぶんのおけいこ

8 国語 漢字能力検 さわって！あそんで！みんなの漢字

9 国語 講談社 齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学１年生新装版

10 国語 くもん出版 いっきに極める国語（１）　小学１〜３年の漢字

11 国語 くもん出版 いっきに極める国語（２）　小学４〜６年の漢字

12 国語 漢字能力検 漢検８級漢字学習ステップ改訂三版ワイド版

13 国語 講談社 齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学３年生新装版

14 国語 合同出版 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

15 国語 こばと 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

16 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４

17 社会 くもん出版 生活図鑑カード　のりものカード

18 社会 金の星社 気になる記号とマークの図鑑３町でよく見る記号とマーク

19 社会 こばと 上級編レベルアップ　せいかつ

20 社会 戸田デザイ にっぽんちず絵本

21 社会 学研 やさしくまるごと小学社会改訂版

22 社会 ＪＴＢ るるぶマンガとクイズで楽しく学ぶ！４７都道府県

23 社会 平凡社 新版はじめましてせかいちず

24 社会 ブロンズ新 しごとば

25 社会 金の星社 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

26 社会 偕成社 子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー

27 社会 国土社 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（４）　人間関係編

28 数学 くもん出版 ファーストステップドリル　さいしょのはってみよう

29 数学 偕成社 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

30 数学 こばと 初級編ステップアップ　マッチングⅠ

31 数学 童心社 かずのほん２　０から１０まで

32 数学 こばと 初級編ステップアップ　マッチングⅡ

33 数学 こばと 初級編ステップアップ　かず・すうじ

34 数学 こばと 初級編ステップアップ　さんすうⅠ

35 数学 小学館 ドラえもんの算数おもしろ攻略改訂版　算数まるわかり辞典１〜３年生版

36 数学 金の星社 音のでるとけいえほんいまなんじ？

37 数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん

38 数学 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー

39 数学 小学館 ドラえもんの算数おもしろ攻略　計算がはやくできる

40 数学 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）

41 数学 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）

42 数学 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）

43 数学 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）

44 数学 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）

45 数学 学研 学研の頭脳開発おかねのれんしゅうちょう

46 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学

47 理科 学研 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ水族館

48 理科 ひかりのく 改訂新版体験を広げるこどものずかん１　どうぶつえん

49 理科 講談社 講談社の動く図鑑ＭＯＶＥはじめてのずかんみぢかないきもの

50 理科 講談社 講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ　魚新訂版

51 理科 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ　動物ＤＶＤつき

52 理科 岩崎書店 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
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53 理科 ひさかた どうなってるの？からだのなか

54 理科 三省堂 こどものからだのしくみ絵じてん

55 理科 チャイルド チャイルドブックこども百科ふしぎ、ふしぎ！かがくあそび図鑑

56 理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！　

57 理科 いかだ社 １００円ショップでわくわく科学実験　

58 音楽 くもん出版 ＣＤ付き  楽器カード

59 音楽 大日本絵画 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

60 音楽 Ｋ・Ｍ・Ｐ ドレミファソラシド８つの音で弾けるやさしいメロディ

61 音楽 西東社 ３コードから弾ける！やさしいピアノ名曲１５０

62 音楽 プレジデ社 ＣＤ付き名曲を聴きながら旅するオーケストラの絵本

63 音楽 偕成社 五味太郎音と文字の本　どどどどど

64 音楽 新星出版社 童謡・唱歌・みんなのうた新装版

65 美術 偕成社 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

66 美術 コクヨ おえかき美術館

67 美術 小学館 あーとぶっくひらめき美術館第３館

68 美術 小学館 小学館あーと知育ぶっく名画ここどこ

69 美術 河出新社 水だけでスイスイまほうのぬりえ

70 美術 朝日新聞 ５回おったら完成！へんしんおりがみ

71 美術 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ

72 美術 偕成社 かこさとし  うつくしい絵

73 美術 くもん出版 こうさく４  かみこうさくあそび

74 美術 福音館 かがくのとも絵本　かみであそぼうきる・おる

75 美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８

76 保健体育 童心社 ピーマン村体操ＣＤブック

77 保健体育 国土社 保健室で見る本１　からだをまもろう・動かそう予防とトレーニング

78 保健体育 合同出版 運動が得意になる４３の基本レッスン  イラスト版体育のコツ

79 保健体育 合同出版 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

80 保健体育 成美堂出版 体幹力を上げるコアトレーニング

81 保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４  からだ！！げんき！？

82 保健体育 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１８）からだと心

83 保健体育 合同出版 イラスト版１０歳からの性教育子どもとマスターする５１の性のしくみと命のだいじ

84 職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード  お店カード

85 職業・家庭 金の星社 おてつだいの絵本

86 職業・家庭 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！

87 職業・家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（２）　食事のマナー

88 職業・家庭 チャイルド チャイルドブックこども百科なりたい！わくわく！おしごとずかん

89 職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（３）お金のこと

90 職業・家庭 ジアース ひとりでできちゃった！クッキング

91 職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック５  ぼなぺてぃどうぞめしあがれ

92 職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック８　食（しょく）

93 職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１０  おしゃれなおかし作り

94 職業・家庭 ＮＨＫ出版 １０歳からのキッチンの教科書１簡単おいしいはじめてレシピ

95 英語 くもん出版 えいご１　はじめてのアルファベット

96 英語 くもん出版 ＣＤ付き子どもとたのしむはじめてのえいごえほん　にほんのおはなし１

97 英語 くもん出版 ＡＢＣカード

98 英語 三省堂 英語で読み聞かせせかいのおはなし（１）ＣＤ付

99 英語 三省堂 親子ではじめる英会話絵じてん２　ふだんの場面編ＣＤ付

100 英語 小学館 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

101 道徳 偕成社 「おれたち、ともだち！」絵本　ごめんねともだち

102 道徳 ＢＬ出版 手と手をつないで

103 道徳 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん 

104 道徳 金の星社 おもいやりの絵本みんなのきもちがわかるかな？

105 道徳 あかね書房 マナーと敬語完全マスター！１  学校のマナーと敬語

106 道徳 あかね書房 マナーと敬語完全マスター！３　町のマナーと敬語

107 道徳 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）
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108 道徳 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（気持の伝え方）
109 道徳 合同出版 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
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 生活 偕成社 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

2 生活 学研 あそびのおうさまずかん  からだ増補改訂

3 生活 学研 はっけんずかんむし新版

4 生活 くもん出版 生活図鑑カード  たべものカード

5 生活 くもん出版 生活図鑑カード  くだものやさいカード１集

6 生活 くもん出版 生活図鑑カード  くだものやさいカード（２集）

7 生活 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術  イラスト版手のしごと

8 生活 合同出版 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

9 生活 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術  イラスト版子どものマナー

10 生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん２  しょくじのきほん

11 生活 こばと 上級編レベルアップ　しぜん

12 生活 こばと 上級編レベルアップ　せいかつ

13 生活 大日本絵画 動く写真で見る野生動物の世界しかけえほんサファリ

14 生活 大日本絵画 動く写真で見る海の生物しかけえほんオーシャン

15 生活 大日本絵画 おとがなるさわるしかけえほんにぎやかジャングル！

16 生活 朝日新聞 なきごえきいて！どうぶつパズル型はめ・音でる知育絵本

17 生活 カドカワ せいかつ絵カードずかん

18 生活 日本図書 栄養素キャラクター図鑑

19 生活 パイインタ うごかす！めくる！のりもの

20 生活 三起商行 ミキハウス音のでるおしごとえほん　でんしゃ

21 国語 あかね書房 一年生の漢字えほん

22 国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」 

23 国語 くもん出版 もじ・ことば２  はじめてのひらがな２集

24 国語 くもん出版 もじ・ことば９  はじめてのカタカナ

25 国語 くもん出版 書きかたカードカタカナ

26 国語 くもん出版 書きかたカード漢字 

27 国語 くもん出版 反対ことばカード

28 国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生の言葉と文のきまり

29 国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生のかん字のかきかた

30 国語 こばと 初級編ステップアップ  こくごⅠ

31 国語 こばと 中級編ジャンプアップ  こくごⅡ

32 国語 こばと 中級編ジャンプアップ  こくごⅢ

33 国語 こばと 上級編レベルアップ　漢字

34 国語 こばと 上級編レベルアップ　ことばのつかいかた

35 国語 視覚デザイ あいうえおでんしゃじてん

36 国語  成美堂出版 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　

37 国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばワーク

38 国語 三起商行 ポカポカフレンズのことばえほん　こえであいうえお

39 国語 メガハウス ことばのカードゲームもじぴったん

40 算数  あかね書房 わかるわかるじかんのえほん　

41 算数 偕成社 まついのりこ・数の絵本　九九のほんーたのしいかけざんー　

42 算数 金の星社 ひらめきパズルタングラム

43 算数 くもん出版 かずカード

44 算数 くもん出版 たしざんカード

学校名 菊池支援学校

一人一人の障がいの状態や特性、教育的ニーズなどエビデンスに基づいた教育活動を実践し、未来に向
かって自立し、社会参加できる、生きる力を持った児童生徒を育成する。
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45 算数 くもん出版 くもんのはじめてのえほん１  １・２・３

46 算数 くもん出版 かず・けいさん１０  はじめてのとけい　

47 算数 くもん出版 かず・けいさん１１  とけいのおけいこ

48 算数 こばと 初級編ステップアップ  マッチングⅠ

49 算数 こばと 初級編ステップアップ  マッチングⅡ

50 算数 こばと 初級編ステップアップ  かず・すうじ

51 算数 こばと 初級編ステップアップ  さんすうⅠ

52 算数 こばと 中級編ジャンプアップ  さんすうⅡ

53 算数 こばと 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

54 算数 こばと 上級編レベルアップ　お金と時計の文章題

55 算数 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん 

56 算数  成美堂出版 はじめてのえんぴつちょう５・６・７歳　たしざんひきざん

57 算数 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）

58 算数 ひかりのく　 指さし・指なぞり  １２３かず

59 算数 喜楽研 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

60 音楽 金の星社 ドンドン！わっしょい！あっぱれおまつりたいこえほん

61 音楽 グランまま うたえほん

62 音楽 グランまま うたえほんⅡ

63 音楽 グランまま うたえほんⅢ  

64 音楽 東京書店 おててでたたこう！ピカピカひかるたいこえほん

65 音楽 永岡書店 きいてうたって２４曲どうよううたのえほん  

66 音楽 永岡書店 メロディーえほんおしゃべりカスタネット

67 音楽 フレーベル 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

68 音楽 朝日新聞 うたおう♪はなそう！おうた＆ことばタブレット　音でる♪知育絵本

69 音楽 朝日新聞 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

70 音楽 コスミック マイクのついた！どうようえほん 

71 音楽 コスミック きらきらひかる！ピアノえほん  

72 音楽 全音楽譜 リズムに強くなりたい　リズムあそび編ＣＤ付

73 音楽 ベネッセ たまひよ楽器あそび絵本  すてきなピアノえほんＤＸ

74 音楽 ベネッセ たまひよ楽器あそび絵本りんりんすずえほん

75 図画工作 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック

76 図画工作 偕成社 ＬＩＴＴＬＥＥＹＥＳ（６）　ＷＨＡＴＣＯＬＯＲ？このいろなあに？

77 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん

78 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん

79 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって

80 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって

81 図画工作  くもん出版 くもんのはじめてのえほん２　なにいろ？

82 図画工作  くもん出版 ファーストステップドリル  さいしょのぬってみよう

83 図画工作  くもん出版 ファーストステップドリル  さいしょのきってみよう

84 図画工作  くもん出版 ファーストステップドリル  さいしょのはってみよう

85 図画工作  くもん出版 ファーストステップドリル  すいすいきってみよう

86 図画工作  くもん出版 こうさく１  はじめてのはさみ

87 図画工作  くもん出版 こうさく２  はじめてのかみこうさく１集

88 図画工作  くもん出版 こうさく３  はじめてのかみこうさく２集

89 図画工作 小峰書店 新やさしいこうさく１　新聞紙でつくろう！

90 図画工作 大日本絵画　 しかけえほん  ギャロップ！！

91 図画工作 福音館 福音館の単行本  かがみのえほんふしぎなにじ

92 図画工作 福音館 福音館の単行本  かがみのえほんきょうのおやつは

93 図画工作 河出新社 けずってスクラッチアートひみつの森でかくれんぼ

94 図画工作 グラフィク アートセラピーシリーズ　１００パズルぬりえ＆点つなぎ２

95 体育 アーニ出版 こんにちは！からだとこころシリーズ１  女の子のからだの絵本

96 体育 アーニ出版 こんにちは！からだとこころシリーズ２  男の子のからだの絵本

97 体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育〈２〉  大切なからだ・こころ

98 体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（３）  女の子が大人になるとき

99 体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（４）  男の子が大人になるとき
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100 道徳 こばと 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

101 道徳 草思社　 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

102 道徳 童心社 ピーマン村の絵本たち  おおきくなるっていうことは

103 道徳 ひかりのく すっくのこんなときってなんていう？ともだちできたよ　

104 道徳 ポプラ ねずみくんのきもち　

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」 

2 国語 くもん出版 もじ・ことば８ぶんのおけいこ

3 国語 くもん出版 もじ・ことば１２漢字おけいこ

4 国語 くもん出版 書きかたカード漢字　

5 国語 くもん出版 ぶんカード２集  

6 国語 こばと 初級編ステップアップ  こくごⅠ

7 国語 こばと 中級編ジャンプアップ  こくごⅡ

8 国語 こばと 中級編ジャンプアップ  こくごⅢ

9 国語 こばと 上級編レベルアップ　漢字

10 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための  国語４

11 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための  国語５

12 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語  

13 国語 ひかりのく 指さし・指なぞり  あいうえお

14 国語 朝日新聞 あいうえお・おなまえ音かるたゲーム　音でる♪知育絵本

15 国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばあそび３　

16 国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばワーク　

17 国語 日本図書 こくごだいすき  第１巻かなのほん（１）ひらがな 

18 国語 ほるぷ しかけえほんころりん・ぱ！第２版

19 国語 明治図書 読み書きが苦手な子どもへの  〈基礎〉トレーニングワーク

20 社会 開隆堂出版 中学生のための学校生活のマナー

21 社会 くもん出版 生活図鑑カード  お店カード

22 社会 国土社 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（２）  学校生活編

23 社会 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術  イラスト版手のしごと

24 社会 こばと 上級編レベルアップ　せいかつ

25 社会 コクヨ めくっておぼえるにほん地図

26 社会 大日本絵画 なぞってみつけるしかけえほん　どこどこ、どっち？せかいのたび

27 社会 えほんの杜 もっと日本が好きになる！なるほど都道府県３１２　

28 社会 パイインタ はじめてのにほんちずえほん　

29 社会 パイインタ はじめてのせかいちずえほん　

30 社会 パイインタ 世界えじてん　

31 数学 くもん出版 時計のみかたが楽しくわかる  くろくまくんのとけいえほん

32 数学 くもん出版 くろくまくんのかずあそび・すごろくえほん  

33 数学 こばと 中級編ジャンプアップ  とけい・おかね・カレンダー

34 数学 こばと 初級編ステップアップ　マッチングⅠ

35 数学 こばと 初級編ステップアップ  かず・すうじ

36 数学 こばと 初級編ステップアップ  さんすうⅠ

37 数学 こばと 中級編ジャンプアップ  さんすうⅡ

38 数学 こばと 中級編ジャンプアップ  さんすうⅢ

39 数学 大日本絵画 しかけえほんびっくりかずあそび

40 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学

41 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学ワーク１お金編　

42 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学ワーク２時間編　

43 数学 ポプラ 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

44 数学 かもがわ 算数文章題イメージトレーニングワークシート１たし算・ひき算

45 数学 喜楽研 教科書にそって学べるさんすう教科書支援ワーク１－３　

46 数学 喜楽研 教科書にそって学べるさんすう教科書支援ワーク１－７　

学校教育法附則９条の規定による一般図書
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47 理科 岩崎書店 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

48 理科 くもん出版 生活図鑑カード  くだものやさいカード１集

49 理科 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード（２集）

50 理科 くもん出版 自然図鑑カードこん虫カード

51 理科 くもん出版 自然図鑑カード動物カード

52 理科 こばと 中高生のための自然・理科　

53 理科 こばと 上級編レベルアップ　しぜん

54 理科 永岡書店 なぜ？ど〜して？図鑑　

55 理科 朝日新聞 なきごえきいて！どうぶつパズル　型はめ・音でる知育絵本

56 音楽 偕成社 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

57 音楽 金の星社 音のでる絵本  おとのでる♪てあそびうたえほん

58 音楽 金の星社 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

59 音楽 教　芸 ５訂版歌はともだち

60 音楽 東京書店 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 

61 音楽 朝日新聞 うたおう♪はなそう！おうた＆ことばタブレット　音でる♪知育絵本

62 音楽 朝日新聞 ピカピカひかるピアノ  音でる♪知育絵本

63 音楽 朝日新聞 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

64 美術 あかね書房 トリックアート図鑑　だまし絵

65 美術 あかね書房 トリックアートアドベンチャー２　トリックアートたからさがし

66 美術 偕成社 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

67 美術 偕成社 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

68 美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん

69 美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん 

70 美術 くもん出版 こうさく１  はじめてのはさみ

71 美術 小学館 びじゅチューン！ＤＶＤＢＯＯＫ 

72 保健体育 国土社　 保健室で見る本１　からだをまもろう・動かそう予防とトレーニング

73 保健体育 合同出版 子どもとマスターする５８のからだの知識  イラスト版からだのしくみとケア 

74 保健体育 合同出版 イラスト版１０歳からの性教育　子どもとマスターする５１の性のしくみと命のだいじ

75 保健体育 童心社 おかあさんとみる性の本　わたしのはなし

76 保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育 

77 保健体育 アーニ出版 こんにちは！からだとこころシリーズ１  女の子のからだの絵本

78 保健体育 アーニ出版 こんにちは！からだとこころシリーズ２  男の子のからだの絵本

79 保健体育 かんき出版 １３歳までに伝えたい女の子の心と体のこと  

80 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育〈２〉  大切なからだ・こころ

81 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（３）  女の子が大人になるとき

82 保健体育 東京書籍 子どもの感染症対策ブックうつらないうつさないドリル

83 職業・家庭 あかね書房 マナーと敬語完全マスター！１  学校のマナーと敬語

84 職業・家庭 あかね書房 マナーと敬語完全マスター！３町のマナーと敬語

85 職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１　整理整頓

86 職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（３）　お金のこと

87 職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと８　時間の使い方

88 職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（９）　ルールとマナー

89 職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１２　ネットのルール

90 職業・家庭 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

91 職業・家庭 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

92 職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード  たべものカード

93 職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード

94 職業・家庭 国土社 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（１）  家庭生活編

95 職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術  イラスト版子どものマナー

96 職業・家庭 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん  

97 職業・家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭  

98 職業・家庭 永岡書店 たべものえあわせカード　

99 職業・家庭 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん  

100 職業・家庭 ブロンズ新 しごとば

101 職業・家庭 山と渓谷社 家庭科の教科書小学校低学年～高学年用 
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102 職業・家庭 中央法規 「働く」の教科書  １５人の先輩とやりたい仕事を見つけよう！ 

103 英語 くもん出版 ＣＤ付き英語のうたカード　

104 英語 くもん出版 ＣＤ付き英語カード家の中のもの編　

105 英語 くもん出版 ＣＤ付き英語カードたべもの編　

106 英語 三省堂 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

107 英語 大日本絵画 めくりしかけえほん　たのしいａｂｃのえほん

108 道徳 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）

109 道徳 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（気持の伝え方）

110 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１１）　友だち関係（考え方のちがい）

111 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１４　自信の育て方

112 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１８）　からだと心

113 道徳 講談社 にじいろのさかなしましまをたすける！　

114 道徳 講談社 にじいろのさかなとおおくじら　

115 道徳 講談社 かっくん「どうしてぼくだけしかくいの？」  

116 道徳 国土社 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（４）　人間関係編

117 道徳 こばと 心をのばすソーシャルスキルトレーニング用ワークシート上　

118 道徳 こばと 心をのばすソーシャルスキルトレーニング用ワークシート下　

119 道徳 こばと 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

120 道徳 評論社 ずーっとずっとだいすきだよ  

121 道徳 かもがわ 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

122 道徳 かもがわ あたまと心で考えようＳＳＴワークシート　社会的行動編

123 道徳 高橋書店 こころのふしぎ　なぜ？どうして？

88



学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 生活 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

2 生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん２かばくんのおかいもの

3 生活 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａくだものさん

4 生活 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａやさいさん

5 生活 くもん出版 生活図鑑カードお店カード

6 生活 講談社 講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ動物新訂版１１１分ＤＶＤつき

7 生活 大日本絵画 むしむしさわってごらん

8 生活 チャイルド チャイルドブックこども百科ふしぎ、ふしぎ！かがくあそび図鑑

9 生活 童心社 ピーマン村の絵本たちえんそくバス

10 生活 福音館 福音館の科学シリーズどうぶつえんガイド

11 生活 福音館 福音館の単行本かがみのえほんきょうのおやつは

12 生活 三起商行 ポカポカフレンズのおしゃべりえほんもしもしでんわ

13 生活 三起商行 てざわりえほんサファリへいこう！

14 生活 教育画劇 おべんとパズル

15 生活 東京書店 ふわふわつるつるたべものたっち

16 生活 三起商行 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

17 生活 アリス館 はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう

18 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）うごきのことば

19 国語 偕成社 手話ではなそうしゅわしゅわ村のおいしいものなーに？

20 国語 学研 おさかなちゃんちっちゃなおさかなちゃん

21 国語 金の星社 音のでる絵本おとのでるあいうえおのえほん

22 国語 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード

23 国語 くもん出版 もじ・ことば８ぶんのおけいこ

24 国語 こばと 初級編ステップアップこくごⅠ

25 国語 こばと 中級編ジャンプアップこくごⅢ

26 国語 小学館 ＣＤつきおもしろ落語絵本えほん寄席愉快痛快の巻

27 国語 大日本絵画 パペットしかけえほんくねくねふわふわもーじゃもじゃこれなあに？

28 国語 同成社 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）

29 国語 同成社 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）

30 国語 同成社 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）

31 国語 のら書店 ことばあそびレストラン

32 国語 理論社 あいうえおうさま

33 国語 コスミック おかあさんがえらんだかわいいおはなしえほん

34 国語 絵本館 五味太郎・創作絵本のでのでので

35 国語 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐらのしりとりうたとおまじないセット

36 国語 福音館 幼児絵本シリーズおやおやおやさい

37 国語 福音館 幼児絵本シリーズおかしなおかし

38 算数 あかね書房 単行本さわってあそぼうふわふわあひる

39 算数 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ

40 算数 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー

41 算数 こばと 中級編ジャンプアップさんすうⅡ

42 算数 こばと 上級編レベルアップお金と時計の文章題

43 算数 大日本絵画 あなあきしかけえほん１０ぴきよるのかたつむり

44 算数 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）

45 算数 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）

46 算数 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）

学校名 黒石原支援学校

児童生徒一人一人の今を充実させるとともに、将来の自立と社会参加を目指し、可能性を伸ばす。
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47 算数 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２どうぶつなんびき？

48 算数 朝日学生 ひとりで学べる算数小学２年生

49 算数 交通新聞 はらぺこあおむしエリック・カールいろ・かたちカード

50 算数 金の星社 つみきでとんとん

51 算数 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん

52 算数 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズおいしいおいしい１・２・３

53 音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪てあそびうたえほん

54 音楽 金の星社 ドンドン！わっしょい！あっぱれおまつりたいこえほん

55 音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード

56 音楽 講談社 創作絵本歌の絵本１－日本の唱歌より－

57 音楽 大日本絵画 おとがなるしかけえほんはじめてのオーケストラ

58 音楽 東京書店 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

59 音楽 ポプラ ケロポンズとエビカニクスでおどっちゃお！

60 音楽 三起商行 ポカポカフレンズおうたえほんＤＸ

61 音楽 大日本絵画 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

62 音楽 東京書店 わくわく音あそびえほんおうたがいっぱい！たのしいてあそびえほん

63 音楽 大日本絵画 つまみひきしかけえほんしあわせならてをたたこう

64 図画工作 岩崎書店 あそびの絵本ねんどあそび

65 図画工作 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし

66 図画工作 偕成社 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

67 図画工作 偕成社 エリック・カールの絵本えをかくかくかく

68 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん

69 図画工作 大日本絵画 しかけえほんカレイドスコープ（まんげきょう）

70 図画工作 ポプラ あそびのひろば２やさしいてづくりのプレゼント

71 図画工作 ポプラ あそびのひろば４はりえあそび

72 図画工作 講談社 にじいろカメレオン

73 体育 岩崎書店 めくってわかる！ひとのからだ

74 体育 偕成社 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－

75 体育 成美堂出版 ちょうしんきつきからだずかん

76 体育 童心社 ピーマン村体操ＣＤブック

77 体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育〈２〉大切なからだ・こころ

78 体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（３）女の子が大人になるとき

79 体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（４）男の子が大人になるとき

80 道徳 金の星社 はじめての絵本たいむあいさつ

81 道徳 金の星社 おもいやりの絵本みんなのきもちがわかるかな？

82 道徳 合同出版 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

83 道徳 ひさかた どうぞのいす

84 道徳 ポプラ 絵本の時間４１きみはほんとうにステキだね

85 道徳 合同出版 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

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本漢字の絵本

2 国語 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

3 国語 絵本館 いいからいいから３

4 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）くらしのことば

5 国語 講談社 にじいろのさかなしましまをたすける！

6 国語 こばと 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

7 国語 三省堂 三省堂こどもひらがな絵じてん

8 国語 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２

9 国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ三びきのやぎのがらがらどん

10 国語 福音館 日本傑作絵本シリーズおだんごぱん

11 国語 大日本絵画 音のでるしかけえほんチャイコフスキーの眠れる森の美女

12 国語 河出新社 ことばを育てるえほんあいうえオノマトペ

13 社会 絵本館 えっちらおっちら日本だじゃれ旅

14 社会 金の星社 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
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15 社会 小峰書店 さがしてみよう！まちのしごと５スーパーマーケット・商店街のしごと

16 社会 小学館 マンガでわかるよのなかのルール

17 社会 戸田デザイ にっぽんちず絵本

18 社会 ブロンズ新 続・しごとば

19 社会 平凡社 親子でたのしむ日本の行事

20 社会 西東社 超ビジュアル！日本の歴史大事典

21 社会 国土社 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

22 数学 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー

23 数学 こばと 初級編ステップアップマッチングⅡ

24 数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん

25 数学 大日本絵画 めくりしかけえほんいろんなかたち

26 数学 戸田デザイ １から１００までのえほん

27 数学 東洋館 くらしに役立つ数学

28 数学 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２どうぶつなんびき？

29 数学 ポプラ さわって学ぼう点字の本２さわってたのしむ点字つきえほん２かたち

30 数学 喜楽研 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

31 数学 数研出版 学ぼう！算数中学年用上３年改訂版

32 数学 三起商行 ポカポカフレンズのおしゃべりえほんカチコチとけい

33 数学 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）きいろいのはちょうちょ

34 理科 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ８やさいのずかん

35 理科 学研 はっけんずかんしょくぶつ

36 理科 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集

37 理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！

38 理科 小峰書店 かんさつ名人はじめての栽培８そだててみたいやさいや花

39 理科 ひかりのく 増補改訂版辞書びきえほん科学のふしぎ

40 理科 ブロンズ新 くまのがっこうジャッキーのトマトづくり

41 理科 コクヨ 凸凹カードボックスくだもの

42 音楽 こぐま社 おかあさんと子どものあそびうたいっしょにうたって！

43 音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん１たのしいピアノのおけいこ

44 音楽 永岡書店 みんなでうたおう！たのしいこどものうた大全集２０２

45 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんもっきん

46 音楽 三起商行 ミキハウスの絵本ポカポカフレンズたいこでポン

47 音楽 ポプラ ケロポンズとエビカニクスでおどっちゃお！

48 美術 あかね書房 トリックアート図鑑ペーパークラフト

49 美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん

50 美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって

51 美術 視覚デザイ ハートアートシリーズ絵のえほん

52 美術 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ

53 美術 大泉書店 ひとりでおれるだいすき！おりがみ

54 美術 河出新社 大人の塗り絵ＰＯＳＴＣＡＲＤＢＯＯＫ大好き！ディズニーキャラクター編

55 美術 岩崎書店 あそびの絵本クレヨンあそび

56 保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）こんなときどうするの？

57 保健体育 偕成社 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－

58 保健体育 合同出版 子どもとマスターする５８のからだの知識イラスト版からだのしくみとケア

59 保健体育 童心社 ピーマン村の絵本たちおおきくなるっていうことは

60 保健体育 童心社 絵本・ちいさななかまたちからだっていいな

61 保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育

62 保健体育 ひかりのく 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

63 保健体育 ひさかた どうなってるの？からだのなか

64 保健体育 ジアース 特別支援学校自立活動あたらしいわたしたちのうんどう

65 職業・家庭 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！

66 職業・家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（５）１２か月・行事のマナー

67 職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！６だいすきおやつ作り

68 職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック５ぼなぺてぃどうぞめしあがれ

69 職業・家庭 文研出版 まかせて！おてつだい１わくわくしょくじ

70 職業・家庭 日本図書 栄養素キャラクター図鑑

71 職業・家庭 三起商行 ミキハウス音のでるおしごとえほんレジスター
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72 英語 岩崎書店 はじめてのえいごずかん

73 英語 戸田デザイ ＡＢＣえほん

74 英語 ひかりのく 聞いて歌って正しく身につくＣＤつき新版ＡＢＣのほん

75 英語 語学春秋社 ＣＤ付きこども英語学習トランプ１名詞

76 英語 新学社 わくわくローマ字練習

77 英語 三起商行 ポカポカフレンズのことばえほんこえでＡ★Ｂ★Ｃ

78 道徳 岩崎書店 げんきえほん３ありがとう

79 道徳 絵本館 五味太郎・創作絵本ふたりではんぶん

80 道徳 偕成社 「おれたち、ともだち！」絵本ともだちや

81 道徳 金の星社 絵本のおくりものふたりはいつもともだち

82 道徳 合同出版 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

83 道徳 ポプラ あなたがだいすき
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 生活 草思社 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

2 生活 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん

3 生活 偕成社 子どものマナー図鑑（１）ふだんの生活のマナー

4 生活 偕成社  子どものマナー図鑑（３）でかけるときのマナー

5 生活 偕成社  子どものマナー図鑑（２）食事のマナー

6 生活 くもん出版  生活図鑑カード生活道具カード

7 生活 チャイルド 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

8 生活 かもがわ 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

9 生活 偕成社  木村裕一・しかけ絵本（８）がんばれはぶらしハーマン

10 生活 金の星社  音のでる絵本おとのでるのりものえほん

11 生活 くもん出版 生活図鑑カードのりものカード

12 生活 学研 はっけんずかんどうぶつ改訂版

13 国語 くもん出版 もじ・ことば４　やさしいひらがな２集

14 国語 こばと 初級編ステップアップ　ことば・もじ

15 国語 こばと 初級編ステップアップ　こくごⅠ

16 国語 こばと 中級編ジャンプアップ　こくごⅡ

17 国語 こばと 中級編ジャンプアップ　こくごⅢ

18 国語 こばと 上級編レベルアップ　ことばのつかいかた

19 国語 くもん出版 もじ・ことば１　はじめてのひらがな１集

20 国語 くもん出版 ゆびなぞりカードひらがな

21 国語 金の星社   音のでる絵本おとのでるあいうえおのえほん

22 国語 くもん出版 めいろ１はじめてのめいろ１集

23 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）うごきのことば

24 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（２）ようすのことば

25 国語 同成社 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）

26 国語 同成社 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）

27 国語 福音館 こどものとも絵本おおきなかぶ

28 算数 くもん出版 かずカード

29 算数 くもん出版 とけいカード

30 算数 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）

31 算数 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）

32 算数 こばと 初級編ステップアップ　かず・すうじ　

33 算数 こばと 初級編ステップアップ　さんすうⅠ

34 算数 こばと 中級編ジャンプアップ　さんすうⅡ

35 算数 こばと 上級編レベルアップ　お金と時計の文章題

36 算数 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）

37 算数 学研  ぴったんこパズルだいすきぎゅ！

38 算数 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん

39 算数 幼年教育 かずあそび１

40 算数 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）

41 算数 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）

42 算数 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん

43 算数 福音館 ブルーナの絵本まる、しかく、さんかく

44 音楽 ポプラ 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

45 音楽 ひかりのく  たのしいてあそびうたえほん

学校名 小国支援学校

一人一人の個性と特性に応じた適切な指導を行い、調和のとれた心豊かでたくましい児童生徒を育成する。
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46 音楽 ひかりのく  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

47 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほん　たいこ

48 音楽 成美堂出版 音と光のでる絵本いっぱいスイッチ

49 音楽 大日本絵画 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

50 音楽 永岡書店 どうぶつタンバリンリズムえほん

51 図画工作 絵本館  五味太郎の絵本９いろ

52 図画工作 岩﨑書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸ しぜんで工作しよう

53 図画工作 小峰書店 リサイクル工作ずかん

54 図画工作 くもん出版 こうさく２　はじめてのかみこうさく１集

55 図画工作 永岡書店 木のえほん　どうぶつパズル

56 図画工作 大泉書店 おってきってあそぼう！たのしい！きりがみ

57 図画工作 あかね書房 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる

58 図画工作 偕成社  さわる絵本新装版これ、なあに？

59 図画工作 くもん出版 こうさく１はじめてのはさみ

60 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって

61 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって

62 図画工作 コクヨ かおノート

63 図画工作 コクヨ おめんワークボックス

64 体育 少年写真新  ドキドキワクワク性教育（２）大切なからだ・こころ

65 体育 あかね書房  からだのえほん１むしばくんだいすき？

66 体育 合同出版  子どもとマスターする５８のからだの知識イラスト版からだのしくみとケア

67 体育 少年写真新  ドキドキワクワク性教育（３）女の子が大人になるとき

68 体育 少年写真新  ドキドキワクワク性教育（４）男の子が大人になるとき

69 道徳 小学館　 おこだでませんように

70 道徳 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（気持の伝え方）

71 道徳 合同出版 イラスト版子どものアンガ―マネジメント　怒りをコントロールする４３のスキル

72 道徳 偕成社  ともだちだいすき（３）ぼうしころころ

73 道徳 童心社 絵本・こどものひろばくれよんのくろくん

74 道徳 ひさかた どうぞのいす

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 こばと 初級編ステップアップことば・もじ

2 国語 こばと 初級編ステップアップこくごⅠ

3 国語 こばと 中級編ジャンプアップこくごⅡ

4 国語 こばと 中級編ジャンプアップこくごⅢ

5 国語 こばと 上級編レベルアップことばのつかいかた

6 国語 こばと 中高生のための国語

7 国語 くもん出版 いっきに極める国語（１）小学１～３年の漢字

8 国語 くもん出版 いっきに極める国語（２）小学４～６年の漢字

9 国語 同成社 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）

10 国語 同成社 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）

11 国語 同成社 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）

12 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４

13 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語５

14 国語 同成社 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）

15 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語

16 国語 くもん出版 ゆびなぞりカードひらがな

17 社会 偕成社 子どものマナー図鑑（3）でかけるときのマナー

18 社会 福音館 みぢかなかがくシリーズ町たんけん

19 社会 戸田デザイ にっぽんちず絵本

20 社会 ひかりのく 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

21 社会 東洋館 くらしに役立つ社会

22 社会 永岡書店 楽しく学んで力がつく！こども世界地図
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23 数学 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）

24 数学 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）

25 数学 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）

26 数学 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）

27 数学 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）

28 数学 こばと 初級編ステップアップさんすうⅠ

29 数学 こばと 中級編ジャンプアップさんすうⅡ

30 数学 こばと 上級編レベルアップ　お金と時計の文章題

31 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学

32 数学 くもん出版 かずカード

33 理科 永岡書店 なぜ？ど～して？科学の図鑑

34 理科 東洋館 くらしに役立つ理科

35 理科 いかだ社 １００円ショップでわくわく科学実験

36 理科 いかだ社 科学工作図鑑（１）エコパワー

37 理科 永岡書店 いちばんやさしい天気と気象の事典

38 音楽 教芸 ５訂版歌はともだち

39 音楽 成美堂出版 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

40 音楽 大日本絵画 メロディーえほん　　ＩＣピアノえほん四季のどうようー１２カ月

41 音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード

42 音楽 朝日新聞 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

43 美術  あかね書房 単行本さわってあそぼうふわふわあひる

44 美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって

45 美術 絵本館 五味太郎の絵本９　いろ

46 美術 岩崎書店 あそびの絵本えのぐあそび

47 美術 岩崎書店 あそびの絵本えかきあそび

48 美術 いかだ社 特別支援に役立つハンドブックｖｏｌ．２絵画・造形描く・作ることが大好きになる教材ＢＥＳＴ３２

49 保健体育 金の星社　 見たい聞きたい恥ずかしくない性の本女の子の心とからだ

50 保健体育 合同出版 子どもとマスターする５８のからだの知識イラスト版からだのしくみとケア

51 保健体育 合同出版 イラスト版１０歳からの性教育　子どもとマスターする５１の性のしくみと命のだいじ

52 保健体育 合同出版 運動が得意になる４３の基本レッスンイラスト版体育のコツ

53 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（３）女の子が大人になるとき

54 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（４）男の子が大人になるとき

55 職業・家庭 こばと 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

56 職業・家庭 福音館 福音館の科学シリーズただいまお仕事中

57 職業・家庭 こばと 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

58 職業・家庭 草思社 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

59 職業・家庭 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん

60 職業・家庭 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

61 職業・家庭 金の星社 おてつだいの絵本

62 職業・家庭 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

63 道徳 小学館　 おこだでませんように

64 道徳 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（気持の伝え方）

65 道徳 合同出版 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

66 道徳 偕成社 ともだちだいすき（３）ぼうしころころ

67 道徳 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）

68 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（９）ルールとマナー

69 道徳 あかね書房 マナーと敬語完全マスター！１学校のマナーと敬語
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 生活 岩崎書店 げんきえほん３  ありがとう

2 生活 岩崎書店 げんきえほん５  ごめんなさい

3 生活 偕成社 エリック・カールの絵本  はらぺこあおむし

4 生活 偕成社 とびだす・ひろがる！えほんシリーズ  とびだす・ひろがる！のりものえほん

5 生活 学研 学研の図鑑ＬＩＶＥ（ライブ）  動物

6 生活 金の星社 音のでる絵本  おとのでるのりものえほん

7 生活 くもん出版 生活図鑑カード  くだものやさいカード１集

8 生活 くもん出版 生活図鑑カード  生活道具カード

9 生活 講談社 うたう♪たべる！あそぶ！１２か月の行事のえほん  

10 生活 評論社 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

11 国語 あかね書房 もじのえほん  あいうえお

12 国語 あかね書房 よめるよめるもじのえほん  

13 国語 岩崎書店 だいすきぎゅっぎゅっ  

14 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）  うごきのことば

15 国語 偕成社 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

16 国語 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１２）  げんきにごあいさつ

17 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（２）  ようすのことば

18 国語 偕成社 エリック・カールの絵本  しろくまくんなにがきこえる？

19 国語 偕成社 エリック・カールの絵本  たんじょうびのふしぎなてがみ

20 国語 金の星社 あいうえおのえほん  

21 国語 小学館 おはなしデコボコえほん  あかずきんちゃん

22 算数 あかね書房 あかねえほんシリーズ  かたちのえほんまる・さんかく・しかくさん

23 算数 あかね書房 わかるわかるじかんのえほん  

24 算数 絵本館 五味太郎の絵本１０  かたち

25 算数 偕成社 エリック・カールかずのほん  １，２，３どうぶつえんへ

26 算数 くもん出版 かずカード  

27 算数 小学館 はめえ　デコボコえほん　ちょっとずつちょっとずつ

28 算数 童心社 かずのほん１  どっちがたくさん

29 算数 童心社 かずのほん２  ０から１０まで

30 算数 童心社 かずのほん３  ０から１０までのたしざんひきざん

31 算数 ポプラ これなあに？かたぬきえほん２  のりものいろいろかくれんぼ

32 音楽 グランまま うたえほん  

33 音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん１  たのしいピアノのおけいこ

34 音楽 永岡書店 どうぶつタンバリンリズムえほん  

35 音楽 ポプラ 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

36 音楽 交通新聞 はらぺこあおむしエリック・カール ふりふりラトル

37 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほん ピアノ

38 図画工作 岩崎書店 ペネロペしかけえほん８  ペネロぺルーヴルびじゅつかんへいく

39 図画工作 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック  

40 図画工作 絵本館 五味太郎の絵本９  いろ

41 図画工作 偕成社 エリック・カールの絵本  くまさんくまさんなにみてるの？

42 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん

43 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって

44 図画工作 講談社 にじいろカメレオン  

45 図画工作 戸田デザイ ６つの色  

学校名 芦北支援学校

ア　児童生徒それぞれの力や特性を見極め、さらに伸ばすきめ細やかな指導を行う。
イ　一人一人が将来に向けて生活の質を向上させ、自立した生活ができるよう、生きる力を持った児童生徒を育成する。
ウ　児童生徒同士、職員、家庭、地域が共に学び、共に育つよう連携を深める。
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46 体育 偕成社 エリック・カールの絵本できるかな？ーあたまからつまさきまでー
47 体育 成美堂出版 ちょうしんきつきからだずかん
48 体育 大日本絵画 しかけえほんはみがきしましょ
49 体育 アーニ出版 こんにちは！からだとこころシリーズ１女の子のからだの絵本
50 体育 アーニ出版 こんにちは！からだとこころシリーズ2男の子のからだの絵本
51 道徳 岩崎書店 滝平二郎の絵本　花さき山

52 道徳 こぐま社 こぐまちゃんえほん第３集　こぐまちゃんありがとう

53 道徳 童心社 うまれてきてくれてありがとう　

54 道徳 ひさかた どうぞのいす　

55 道徳 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん６　ごあいさつなあに

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 絵本館 えっちらおっちら日本だじゃれ旅  

2 国語 絵本館 いいからいいから３  

3 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）  うごきのことば

4 国語 偕成社 五味太郎音と文字の本  どどどどど

5 国語 偕成社 さわる絵本  新装版これ、なあに？

6 国語 金の星社 新しいえほん  へんしんトイレ

7 国語 金の星社 へんしんコンサート  

8 国語 金の星社 のりものしゃしん  あいうえおのえほん

9 国語 金の星社 いきものしゃしん  あいうえおのえほん

10 国語 三省堂 三省堂こどもことば絵じてん増補新装版小型版  

11 国語 三省堂 三省堂ことばつかいかた絵じてん増補新装版小型版  

12 国語 大日本絵画 しかけえほん  おおきなおおきなきいろいひまわり

13 社会 くもん出版 生活図鑑カード  のりものカード

14 社会 グランまま ぼくとわたしのせいかつえほん  

15 社会 講談社 うたう♪たべる！あそぶ！１２か月の行事のえほん  

16 社会 ひかりのく 改訂新版辞書びきえほん日本地図  

17 社会 ひかりのく 改訂新版辞書びきえほん国旗  

18 社会 あかね書房 あかね書房の学習えほん  おかあさんだいすき１．２．３

19 数学 岩崎書店 すくすく脳育て！  かたちをはめこむまるさんかくしかく

20 数学 戸田デザイ １から１００までのえほん  

21 数学 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）

22 数学 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）

23 数学 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）

24 理科 偕成社 ちょこっとできるびっくりあそび（２）  空気のふしぎあそび

25 理科 学研 ほんとのおおきさ  ほんとのおおきさ動物園

26 理科 学研 ほんとのおおきさ  ほんとのおおきさ水族館

27 理科 さえら 母と子の手づくり教室  母と子の園芸教室野菜をつくろう

28 理科 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ  昆虫ＤＶＤつき

29 理科 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ  花ＤＶＤつき

30 理科 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ  動物ＤＶＤつき

31 理科 ひかりのく 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

32 音楽 くもん出版 ＣＤ付き  楽器カード

33 音楽 講談社 創作絵本  歌の絵本１－日本の唱歌より－

34 音楽 大日本絵画 おとがなるしかけえほん  はじめてのオーケストラ

35 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほん  ピアノ

36 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのリズムえほん  マラカス

37 美術 あかね書房 うごくおもちゃをつくろう！  とぶ！はねる！おもちゃ

38 美術 偕成社 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

39 美術 偕成社 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

40 美術 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）  きいろいのはちょうちょ

41 美術 国土社 たのしい図画工作９  うごくおもちゃ
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42 美術 国土社 たのしい図画工作１４  こすりだし・すりだし

43 美術 国土社 たのしい図画工作１６  ちぎり紙・きり紙・はり絵

44 美術 大日本絵画 フラッシュライトしかけえほん  マジックバルーン

45 保健体育 合同出版 子どもとマスターする５８のからだの知識  イラスト版からだのしくみとケア

46 保健体育 三省堂 こどもスポーツ絵じてん  

47 保健体育 大日本絵画 しかけえほん  はみがきしましょ

48 保健体育 いかだ社 遊ブックス  体育遊び・ゲームワンダーランド

49 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（４）  男の子が大人になるとき

50 保健体育 新星出版社 こども栄養学  どうして野菜を食べなきゃいけないの？

51 職業・家庭 偕成社 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

52 職業・家庭 ひかりのく ２０２シリーズ  たべもの２０２

53 職業・家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお料理  

54 職業・家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお菓子  

55 職業・家庭 ブロンズ新 しごとば  

56 英語 くもん出版 ＣＤ付き英語カードあいさつと話しことば編  

57 英語 くもん出版 ＣＤ付き英語のうたカード  

58 英語 三省堂 英語で読み聞かせせかいのおはなし（１）ＣＤ付  

59 英語 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた  

60 英語 戸田デザイ ＡＢＣえほん  
61 道徳 金の星社 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

62 道徳 金の星社 絵本のおくりもの  ふたりはいつもともだち
63 道徳 福音館 福音館の科学シリーズ  ただいまお仕事中
64 道徳 ポプラ ねずみくんのきもち  
65 道徳 高橋書店 こころのふしぎ  なぜ？どうして？
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 生活 あかね書房 単行本  さわってあそぼうふわふわあひる

2 生活 成美堂出版 いちばんわかりやすい  小学生のための学習世界地図帳

3 生活 学研  ほんとのおおきさほんとのおおきさ動物園  

4 生活 大日本絵画 むしむしさわってごらん 

5 生活 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん

6 生活 学研 いっしょにあそぼ　しましまぐるぐる
7 生活 学研 はっけんずかん　どうぶつ改訂版

8 生活 岩崎書店 ドキドキちょうしんきセット

9 生活 金の星社 やさしくわかるぼうさい・ぼうはんのえほん　こうつうあんぜんどうするの？

10 生活 三省堂 こどもぼうさい・あんぜん絵じてん

11 生活 くもん出版  自然図鑑カード動物カード

12 生活 小学館 デコボコえほんどうぶつ

13 生活 学研 はっけんずかんきょうりゅう新版

14 生活 くもん出版 自然図鑑カード　こん虫カード

15 国語 偕成社 エリック・カールの絵本  くまさんくまさんなにみてるの？

16 国語 偕成社 エリック・カールの絵本  はらぺこあおむし

17 国語 くもん出版 ひらがなカード  

18 国語 くもん出版 生活図鑑カード  たべものカード

19 国語 くもん出版 生活図鑑カード  くだものやさいカード１集

20 国語 くもん出版 生活図鑑カード  生活道具カード

21 国語 戸田デザイン あいうえおえほん  

22 国語 戸田デザイン ことばじてん絵本 

23 国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお  

24 国語 同成社 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）

25 国語 同成社 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）

26 国語 こばと 初級編ステップアップマッチングⅡ

27 国語 偕成社 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

28 国語 学研 ぴったんこパズルはいどうぞ！

29 国語 永岡書店 どうぶつえあわせカード

30 国語 小学館 くるくるえほんいろ

31 国語 視覚デザイン かたちでおぼえるあいうえお

32 国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集

33 国語 くもん出版 書きかたカードカタカナ

34 国語 学研 でんしゃ・のりものあいうえお

35 算数 くもん出版 かずカード 

36 算数 偕成社 ことばをおぼえる本  かず・かたち・いろあいうえお

37 算数 ひさかた スキンシップ絵本  かずのえほん

38 算数 童心社 かずのほん２  ０から１０まで

39 算数 童心社 かずのほん１  どっちがたくさん

40 算数 くもん出版 時計のみかたが楽しくわかる  くろくまくんのとけいえほん

41 算数 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）

42 算数 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）

43 算数 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）

44 算数 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）

45 算数 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）

46 算数 同成社 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

47 算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＣ  かけ算

48 算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＤ  わり算

学校名 球磨支援学校

１　児童生徒一人一人の能力や適正に応じた教育活動を実践する。
２　互いに励まし助け合い、たくましく生き抜く児童生徒を育成する。
３　社会的自立や将来の豊かな生活に向けての知識・技能・態度を育てる。
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49 算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＢ  ３～４けたのたしざんひきざん

50 算数 こばと 初級編ステップアップ　かず・すうじ

51 算数 絵本館 五味太郎の絵本かずのえほん１・２・３

52 算数 大日本絵画 めくりしかけえほんたのしいはじめてのさんすうのえほん

53 算数 くもん出版 めいろ３やさしいめいろ１集

54 算数 学研 ぴったんこパズルだいすきぎゅ！
55 音楽 ひかりのく 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

56 音楽 金の星社 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

57 音楽 大日本絵画 メロディーえほん　ICピアノえほん四季のどうようー１２カ月

58 音楽 金の星社 ドンドン！わっしょい！あっぱれおまつりたいこえほん

59 音楽 東京書籍 わくわく音あそびえほんみんなのおうたえほん

60 図画工作 国土社 たのしい図画工作１６  ちぎり紙・きり紙・はり絵

61 図画工作 絵本館 五味太郎の絵本９　いろ

62 図画工作 福音館 福音館の科学シリーズ　あそびのレシピ

63 図画工作 福音館 Do!図鑑シリーズ　工作図鑑

64 図画工作 学研 あそびのおうさまBOOK　はじめてぬるほん

65 図画工作 岩崎 ゆびでスタンプ　かんたんおえかきブック

66 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん

67 図画工作 くもん出版 こうさく３はじめてのかみこうさく２集

68 図画工作 学研 あそびのおうさまBOOK　はって

69 体育 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？

70 体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）　こんなときどうするの?

71 体育 偕成社 生理なんでもハンドブック　セイリの味方スーパームーン

72 体育 金の星社 やさしくわかるびょうきのえほん　どうしてかぜをひくの？インフルエンザになるの？

73 体育 三省堂 こどものからだのしくみ絵じてん

74 体育 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？

75 体育 金の星社 やさしいからだのえほん４  むしばはどうしてできるの？

76 道徳 講談社 かっくん「どうしてぼくだけしかくいの？」

77 道徳 小学館 おこだでませんように

78 道徳 岩崎書店 滝平二郎の絵本　さるかに

79 道徳 福音館 いやだいやだの絵本　いやだいやだ

80 道徳 ひさかた どうぞのいす

81 道徳 草思社 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

82 道徳 小学館 マンガでわかるよのなかのルール

83 道徳 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（気持の伝え方）

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 旺文社 小学生のためのきれいな字になるワーク ひらがな・カタカナ・漢字〔改訂版〕 

2 国語 旺文社 小学生のためのきれいな字になるワーク 漢字・言葉・文章〔改訂版〕

3 国語 くもん出版 小学ドリル国語 １年生の言葉と文のきまり
4 国語 ひかりのくに 指さし・指なぞり あいうえお
5 国語 かもがわ 漢字の基礎を育てる形・音・意味ワークシート１ 空間認知編
6 国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のため読解ワーク２－１

7 国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク２－２

8 国語 喜楽研 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

9 国語 喜楽研 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  

10 国語 くもん出版 生活図鑑カード たべものカード 

11 国語 くもん出版 生活図鑑カード くだものやさいカード１集

12 国語 くもん出版 生活図鑑カード 生活道具カード

13 国語 くもん出版 ひらがなカード

14 国語 ポプラ こえでおぼえるトーマスあいうえお

15 国語 喜楽研 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

16 国語 永岡書店 木のえほんたべものだいすき

17 国語 永岡書店 マンガでわかる！１０才までに覚えたい言葉１０００

18 社会 偕成社 子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー

19 社会 戸田デザイン にっぽんちず絵本  

20 社会 偕成社 子どものマナー図鑑（３）  でかけるときのマナー

21 社会 偕成社 子どものマナー図鑑（２）  食事のマナー
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22 社会  金の星社 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　１くらしをささえるしごとせいそう工場・じょう水場

23 社会 永岡書店 木製知育パズル　たのしいにっぽんちず

24 社会 ナツメ社 オールカラーマンガで楽しむ！ 日本の歴史大辞典人物＆エピソード

25 数学 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）

26 数学 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）

27 数学 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）

28 数学 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）

29 数学 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）

30 数学 同成社 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

31 数学 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＣ  かけ算

32 数学 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＤ  わり算

33 数学 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＢ  ３～４けたのたしざんひきざん

34 数学 ひさかた スキンシップ絵本  かずのえほん

35 数学 童心社  かずのほん１  どっちがたくさん

36 数学 童心社  かずのほん２  ０から１０まで

37 数学 偕成社 １００かいだてのいえシリーズ　１００かいだてのいえ

38 数学 喜楽研 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

39 数学 喜楽研 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

40 数学 喜楽研 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

41 数学 喜楽研 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

42 数学 喜楽研 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

43 数学 喜楽研 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

44 数学 くもん出版 時計のみかたが楽しくわかるくろくまくんのとけいえほん

45 理科 岳陽舎 はじめての発見３３  お天気の本

46 理科 主婦の友 しぜんとかがくのはっけん！３６６  

47 理科 講談社 にじいろのさかなとおおくじら

48 理科 学研 かぜビューン

49 理科 日東書院 でんじろう先生のわくわく科学実験

50 音楽 ひかりのくに あそびうたのほんＣＤつき  

51 音楽 教　芸 ５訂版歌はともだち  

52 音楽 くもん出版 ＣＤ付き  楽器カード

53 音楽 大日本絵画 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

54 音楽 ポプラ ディズニープリンセスロマンチックメロディーえほん

55 音楽 ポプラ ふりふりたんたん音のでる楽器絵本８ ミッキーのマラカス

56 音楽 東京書籍 わくわく音あそびえほんみんなのおうたえほん

57 美術 偕成社 エンバリーおじさんの絵かきえほん  しもんスタンプでかいてみよう

58 美術 ポプラ ペーパーランド３  とびだすカード

59 美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん

60 美術 国土社 たのしい図画工作１６  ちぎり紙・きり紙・はり絵

61 美術 福音館 Ｄｏ！図鑑シリーズ  工作図鑑

62 美術 河出新社 大人の塗り絵ＰＯＳＴＣＡＲＤＢＯＯＫ大好き！ディズニーキャラクター編

63 美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん

64 保健体育 くもん出版 運動能力がアップする「声の魔法」１ 声の魔法のひみつ

65 保健体育 くもん出版 運動能力がアップする「声の魔法」２ 体育が楽しくなる

66 保健体育 成美堂出版 ちょうしんきつきからだずかん 

67 保健体育 成美堂出版 体幹力を上げるコアトレーニング

68 保健体育 ポプラ ポップアップ人体えほん ポップアップ人体図鑑－等身大ポスターがとびだす！

69 保健体育 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？

70 保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）こんなときどうするの？

71 職業・家庭 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！

72 職業・家庭 評論社 スカーリーおじさんの  はたらく人たち

73 職業・家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお料理  

74 職業・家庭 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！

75 職業・家庭 中央法規 「働く」の教科書  １５人の先輩とやりたい仕事を見つけよう！

76 職業・家庭 開隆堂出版 夢を育む技術、職業-未来に向かって

77 職業・家庭 開隆堂出版 共に生きる家庭科-自立を目指して

78 職業・家庭 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん

79 道徳 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）

80 道徳 小学館 マンガでわかるよのなかのルール

81 道徳 髙橋書店 こころのふしぎなぜ？どうして？
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82 道徳 童話館出版 気持ちの本

83 道徳 合同出版 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

84 道徳 合同出版 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

85 道徳 合同出版 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

86 道徳 合同出版 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

87 道徳 明石書店 イラスト版子どもの認知行動療法２ だいじょうぶ自分でできる怒りの消化法ワークブック

88 道徳 日本図書 おやくそくえほんはじめての「よのなかルールブック」
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学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 生活 講談社 こどもせいかつ百科

2 生活 合同出版 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

3 生活 合同出版 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

4 生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん２しょくじのきほん

5 生活 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん

6 国語 学研 いっしょにあそぼあかあかくろくろ

7 国語 くもん出版 ひらがなカード

8 国語 くもん出版 あいうえおべんとう

9 国語 くもん出版 カタカナカード

10 国語 くもん出版 くろくまくんのことばえほんうごきのことば

11 国語 くもん出版 くろくまくんのことばえほんなまえのことば

12 国語 大日本絵画 パペットしかけえほんふわふわわんちゃん

13 国語 同成社 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）

14 国語 ポプラ こえでおぼえるトーマスあいうえお

15 国語 アリス館 ぴんぽーん

16 国語 喜楽研 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

17 国語 喜楽研 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

18 算数 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本すうじの絵本

19 算数 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ

20 算数 学研 ほんとのおおきさほんとのおおきさ動物園

21 算数 学研 いっしょにあそぼしましまぐるぐる

22 算数 くもん出版 かずカード

23 算数 小学館 デコボコえほんかずをかぞえよう！

24 算数 童心社 かずのほん３０から１０までのたしざんひきざん

25 算数 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）

26 算数 永岡書店 木のえほんのりものパズル

27 音楽 成美堂出版 かわいいおとえほんはじめてのピアノ

28 音楽 東京書店 わくわく音あそびえほんみんなのおうたえほん

29 音楽 東京書店 わくわく音あそびえほんおうたがいっぱい！たのしいてあそびえほん

30 音楽 Ｋ・Ｍ・Ｐ ドレミファソラシド８つの音で弾けるやさしいメロディ

31 音楽 コスミック いっぱいうたおう！どうようえほん

32 図画工作 岩崎書店 あそびの絵本クレヨンあそび

33 図画工作 岩崎書店 あそびの絵本えのぐあそび

34 図画工作 偕成社 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

35 図画工作 コクヨ ぐりぐりスケッチ

36 図画工作 岳陽舎 はじめての発見３７いろの本

37 体育 偕成社 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－

38 体育 合同出版 運動が得意になる４３の基本レッスンイラスト版体育のコツ

39 体育 童心社 ピーマン村の絵本たちおおきくなるっていうことは

40 体育 福音館 ０．１．２．えほんぺんぎんたいそう

41 道徳 紀伊國屋 どっちがへん？スペシャル

42 道徳 少年写真新 きもち

学校名 天草支援学校

自分らしく　元気に　持てる力を精一杯発揮し　人と関わりながら　主体的に学び生活する児童生徒の育成
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採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集

2 国語 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード 

3 国語 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード

4 国語 くもん出版 書きかたカードカタカナ

5 国語 くもん出版 ひらがなことばカード２集 

6 国語 くもん出版 ゆびなぞりカードひらがな

7 国語 こばと 初級編ステップアップこくごⅠ 

8 国語 喜楽研 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 

9 国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばワーク

10 国語 喜楽研 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

11 国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のため読解ワーク２－１

12 国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク２－２ 

13 国語 喜楽研 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 

14 国語 喜楽研 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

15 国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク５－１ 

16 国語 清風堂書店 宿題・授業に！今スグ使える国語プリント小学２年生

17 国語 清風堂書店 宿題・授業に！今スグ使える国語プリント小学３年生

18 国語 清風堂書店 宿題・授業に！今スグ使える国語プリント小学５年生

19 国語 三起商行 ポカポカフレンズのことばえほんこえであいうえお

20 社会 学研 読んで見て楽しむ日本地図帳増補改訂版

21 社会 学研 読んで見て楽しむ世界地図帳増補改訂版

22 社会 くもん出版 くろくまくんのにほんちずえほんさがして見つけて日本一周！

23 社会 永岡書店 楽しく学んで力がつく！こども世界地図

24 社会 永岡書店 見て、学んで、力がつく！こども日本地図２０２２年版

25 社会 パイインタ はじめてのにほんちずえほん 

26 社会 パイインタ はじめてのせかいちずえほん 

27 数学 学研 いっしょにあそぼまるまるぽぽぽん

28 数学 くもん出版 おけいこはじめてのおけいこ 

29 数学 くもん出版 くろくまくんのかずあそび・すごろくえほん 

30 数学 こばと 初級編ステップアップマッチングⅡ 

31 数学 こばと 初級編ステップアップかず・すうじ

32 数学 こばと 中級編ジャンプアップさんすうⅡ

33 数学 喜楽研 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

34 数学 喜楽研 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

35 数学 喜楽研 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

36 数学 喜楽研 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

37 数学 喜楽研 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 

38 数学 喜楽研 教科書算数プリント３年基礎編 

39 数学 喜楽研 教科書算数プリント４年基礎編

40 理科 旺文社 小学総合的研究わかる理科実験・観察新装版 

41 理科 小学館 ドラえもんの理科おもしろ攻略理科実験Ｑ＆Ａ 

42 理科 小学館 ドラえもんの理科おもしろ攻略生物（植物・昆虫・動物）がよくわかる

43 理科 大日本絵画 動く写真で見る海の生物しかけえほんオーシャン 

44 理科 みくに出版 目で見る理科資料集小学校低学年用

45 音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード 

46 音楽 あすなろ 童謡えほん

47 音楽 音楽センタ ＣＤ・クラスでうたうこどものうた音楽会のうた・行事のうた曲集 

48 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんピアノ 

49 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんもっきん

50 美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって

51 美術 学研 いっしょにあそぼぬのひもえほんしましまぐるぐる 

52 美術 小学館 小学館あーと知育ぶっく名画ここどこ

53 美術 河出新社 水だけでスイスイまほうのぬりえ
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54 美術 秀学社 美術資料

55 保健体育 合同出版 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 

56 保健体育 童心社 ピーマン村体操ＣＤブック

57 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育〈２〉大切なからだ・こころ

58 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（３）女の子が大人になるとき 

59 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（４）男の子が大人になるとき

60 職業・家庭 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 

61 職業・家庭 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

62 職業・家庭 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん小型版

63 職業・家庭 チャイルド 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 

64 職業・家庭 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん

65 職業・家庭 主婦の友 できるよ！せいかつ３６６

66 英語 くもん出版　 ＣＤ付き英語カードあいさつと話しことば編 

67 英語 くもん出版 ＣＤ付き英語のうたカード

68 英語 くもん出版 ＣＤ付き英語カードたべもの編 

69 英語 くもん出版 ＣＤ付き英語カードたのしい会話編

70 英語 くもん出版 ＣＤ付き英語カードおでかけの会話編

71 道徳 高橋書店　 こころのふしぎなぜ？どうして？ 

72 道徳 高橋書店 続・こころのふしぎなぜ？どうして？ 

105



学校の教育目標

採択希望教科用図書（小学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 生活  金の星社　 はじめての絵本たいむあいさつ

2 生活 あかね書房 単行本さわってあそぼうふわふわあひる

3 生活 小学館 はじめてのしつけ絵本トイレにいこうね

4 生活 白泉社 へんなかお

5 生活 福音館 福音館の単行本かがみのえほんきょうのおやつは

6 生活 童心社 ももんちゃんあそぼうどんどこももんちゃん

7 生活 交通新聞 しかけ絵本きせつのぎょうじきょうはなんのひ？

8 国語 くもん出版 ひらがなことばカード１集

9 国語 偕成社 エリック・カールボードブック（音の出る絵本）ボードブックだんまりこおろぎ

10 国語 好学社 レオ・レオニの絵本スイミー

11 国語 偕成社 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－

12 国語 ひさかた おべんとうバス

13 国語 理論社 あいうえおうさま

14 国語 高橋書店 こころを育てるおはなし１０１

15 国語 偕成社 エリック・カールボードブックボードブックね、ぼくのともだちになって！

16 算数 小学館　 デコボコえほんかずをかぞえよう！

17 算数 岩崎書店 だいすきぎゅっぎゅっ

18 算数 福音館 福音館創作童話シリーズおおきなおおきなおいも

19 算数 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ

20 算数 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊さよならさんかく

21 算数 福音館 ブルーナの絵本まる、しかく、さんかく

22 音楽 三起商行　 ポカポカフレンズのおんがくえほんピアノ

23 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんたいこ

24 音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪てあそびうたえほん

25 音楽 永岡書店 ＤＶＤとイラストでよくわかる！手あそびうたブック

26 音楽 偕成社 五味太郎音と文字の本どどどどど

27 音楽 偕成社 五味太郎音と文字の本ぽぽぽぽぽ

28 音楽 三起商行 ポカポカフレンズおうたえほんＤＸ

29 図画工作 小学館　 デコボコえほんあかあおきいろ

30 図画工作 ブロンズ新 いつでもらくがきはる・なつ・あき・ふゆ

31 図画工作 えほんの杜 いろいろばあ

32 図画工作 大日本図書 いろいろバス

33 図画工作 講談社 創作絵本ぼくのくれよん

34 図画工作 文研出版 みるみる絵本もこもこもこ

35 図画工作 コクヨ かおノート

採択希望教科用図書（中学部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 小学館　 ＣＤつきおもしろ落語絵本ごくらくらくご

2 国語 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集たべたのだあれ

3 国語 ブロンズ新 だるまさんシリーズ３冊セット

4 国語 金の星社 あいうえおのえほん

5 国語 講談社 創作絵本おじさんのかさ

6 国語 ひさかた おべんとうバス

学校名 苓北支援学校

個々の可能性を伸ばし、自立と豊かな生活につながる教育の実践
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7 国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお

8 国語 くもん出版 ゆびなぞりカードひらがな

9 国語 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう

10 国語 小学館 きむらゆういちのパッチン絵本おいしいな！

11 国語 小学館 きむらゆういちのパッチン絵本だーれだだれだ！

12 国語 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード

13 国語 ブロンズ新 おしくら・まんじゅう

14 国語 大日本絵画 キラキラしかけえほん昆虫たち

15 国語 偕成社 竹下文子×鈴木まもるのりもの絵本ピン・ポン・バス

16 国語 コクヨ しかけえほんくだものどうぞ

17 国語 偕成社 さわる絵本新装版これ、なあに？

18 社会 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１２）げんきにごあいさつ 

19 社会 好学社 あいさつできるよ

20 社会 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん６ごあいさつなあに 

21 社会 リーブル おみせやさんでくださいな！ 

22 社会 評論社 スカーリーおじさんのはたらく人たち

23 社会 あかね書房 かばくん・くらしのえほん２かばくんのおかいもの

24 社会 文溪堂 バムとケロのおかいもの

25 数学 文溪堂 まるさんかくぞう

26 数学 戸田デザイ とけいのえほん

27 数学 永岡書店 木のえほんたべものだいすき

28 数学 大日本絵画 あなあきしかけえほん１０ぴきなかよしさかなくん

29 数学 学研 ぴったんこパズルはいどうぞ！

30 数学 あかね書房 あかねえほんシリーズかたちのえほんまる・さんかく・しかくさん 

31 数学 絵本館 五味太郎の絵本１０かたち

32 数学 大日本絵画 めくりしかけえほんいろんなかたち

33 理科 偕成社 エリック・カールの絵本とうさんはタツノオトシゴ

34 理科 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａくだものさん

35 理科 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａやさいさん

36 理科 福音館 福音館の単行本かがみのえほんふしぎなにじ

37 理科 福音館 福音館の単行本かがみのえほんきょうのおやつは

38 理科 講談社 空の絵本

39 理科 大日本絵画 めくりしかけえほんいろんなやさい 

40 理科 大日本図書 きょうのそらはどんなそら

41 音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪てあそびうたえほん

42 音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード

43 音楽 音楽センタ　 楽譜集・クラスでうたうこどものうた音楽会のうた・行事のうた曲集

44 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのリズムえほんマラカス

45 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんもっきん

46 音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪どうようえほん 

47 音楽 三起商行 ミキハウスの絵本ポカポカフレンズたいこでポン

48 美術 岩崎書店 あそびの絵本えのぐあそび

49 美術 岩崎書店 ペネロペしかけえほん８ペネロぺルーヴルびじゅつかんへいく

50 美術 偕成社 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

51 美術 文化出版局　　 プラバンアクセサリー型紙をなぞって焼くだけでできる

52 美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに

53 美術 コクヨ かおノート２

54 美術 大日本図書 いろいろバス
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