
     令和４年度に呉市立小・中学校の特別支援学級で使用する 

教科用図書の採択結果等 

 

１ 採択 

呉市教育委員会は，各学校が行った選定の結果を適正とみなし，学校教育法附則第９条第１項の

規定による教科用図書（一般図書）については，文部科学省の「令和３年度用一般図書契約予定一

覧」に登載された教科用図書３６０６点のうち，２３６点を採択することとした。 

 

２ 採択結果 

(1) 文部科学省著作教科用図書 

ア 小学校 

国語科，算数科 

イ 中学校 

国語科，数学科 

 

(2) 学校教育法附則第９条第１項の規定による教科用図書（一般図書） 

小学校 

教科名・種目名 発行者（略省） 図  書  名 

生活 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 

生活 岩崎書店 あそびの絵本 えかきあそび 

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 

生活 岩崎書店 時計がわかる本  

生活 絵本館 えっちらおっちら日本だじゃれ旅  

生活 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１ 整理整頓 

生活 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） 

生活 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 

生活 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１６） 考える力の育て方 

生活 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〕 

生活 偕成社 子どもの生活（３） マナーをきちんとおぼえよう！ 

生活 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 

生活 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 

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 

生活 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 

生活 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ はじめてぬるほん 

生活 学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 ８きせつ 

生活 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ はって 

生活 学研 学研の図鑑ＬＩＶＥ（ライブ） 昆虫 

生活 学研 さわって学べる算数図鑑  

生活 学研 小学パーフェクトコース ？に答える！小学社会改訂版 

生活 学研 小学パーフェクトコース ？に答える！小学理科改訂版 

生活 学研 ビジュアル理科事典  

生活 学研 はじめての都道府県ドリル  



生活 学研 新レインボーはじめての英語図鑑 小学生の英単語カード９５０ 

生活 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 

生活 開隆堂出版 共に生きる家庭科－自立を目指して  

生活 金の星社 音のでるとけいえほん いまなんじ？ 

生活 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 

生活 金の星社 おとのでる♪えいごのうたえほん  

生活 教育画劇 つくってたべよう！お料理マジック２  

生活 くもん出版 生活図鑑カード 生活道具カード 

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） 

生活 くもん出版 反対ことばカード  

生活 くもん出版 ＣＤ付き英語カードたべもの編  

生活 くもん出版 ＣＤ付き英語カードたのしい会話編  

生活 くもん出版 いっきに極める国語（１） 小学１〜３年の漢字 

生活 くもん出版 くもんの小学基礎英語 たのしく学べる英語の文 

生活 講談社 講談社の年齢で選ぶ知育絵本 ４・５・６さいのきもちをつたえることばのえほん 

生活 講談社 講談社の動く図鑑ワンダーＭＯＶＥ 大自然のふしぎ 

生活 講談社 １日１０分でえがじょうずにかけるほん ６さい〜小学校低学年対象 

生活 講談社 おともだちドリルブック１ きってはってこうさくブック１ 

生活 国土社 社会科・大迷路シリーズ 日本地理めいろ 

生活 小峰書店 さがしてみよう！まちのしごと ３ごみ収集・浄水場のしごと 

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 

生活 こばと 中級編ジャンプアップ とけい・おかね・カレンダー 

生活 こばと 初級編ステップアップ マッチングⅡ 

生活 こばと 中級編ジャンプアップ さんすうⅡ 

生活 こばと 上級編レベルアップ せいかつ 

生活 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 

生活 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 

生活 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん  

生活 三省堂 ＡＲで英語が聞ける英語もののなまえ絵じてん  

生活 小学館 ドラえもんちずかん１ にっぽんちず 

生活 小学館 ドラえもんちずかん２ せかいちず 

生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ 野菜と果物 

生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ 昆虫ＤＶＤつき 

生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯぷらす 新版くらべる図鑑 

生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯぷらす もっとくらべる図鑑 

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 

生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯクラフトぶっく 新りったいさかな館 

生活 小学館 キッズジャポニカ・セレクション １０才までに知っておきたい日本まるごとガイドブック 

生活 小学館 マンガでわかるよのなかのルール  

生活 小学館 ｎｅｗドラえもん九九のうたＣＤブック  

生活 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 



生活 小学館 キッズペディア科学館  

生活 女子栄養大 新・こどもクッキング  

生活 鈴木出版 知育えほん マークのずかん 

生活 成美堂出版 身近な素材でつくる小学生のわくわく工作  

生活 大日本絵画 キラキラしかけえほん 昆虫たち 

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 

生活 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 

生活 チャイルド チャイルドブックこども百科 日本と世界のずかん 

生活 東京書店 はじめてのずかん たべもの１０００ 

生活 戸田デザイ せかいちず絵本  

生活 戸田デザイ とけいのえほん  

生活 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） 

生活 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 

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  

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 

生活 ひかりのく 改訂新版辞書びきえほん日本地図  

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  

生活 福音館 福音館の科学シリーズ あそびのレシピ 

生活 福音館 みぢかなかがくシリーズ 町たんけん 

生活 ブロンズ新 いつでもらくがきはる・なつ・あき・ふゆ  

生活 ブロンズ新 続・しごとば  

生活 フレーベル ふしぎをためすかがく図鑑 しぜんあそび 

生活 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ ふしぎをためす図鑑（１）かがくあそび 

生活 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 

生活 ポプラ トーマスかるた  

生活 ポプラ かわいくておいしい！手づくりレシピ すぐできるかんたんお菓子 

生活 ポプラ トミカ超図鑑デラックス  

生活 ポプラ プラレール超図鑑デラックス  

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（１） うごかす 

生活 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用  

生活 理論社 新装版１００円グッズで完成！楽しい！工作編  

生活 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 

生活 朝日新聞 あいうえおＡＢＣタブレット 音でる♪知育絵本 

生活 いかだ社 科学工作図鑑 （１）エコパワー 

生活 高橋書店 たのしく読める日本のすごい歴史人物伝  

生活 双葉社 先生は教えてくれない！ クレヨンしんちゃんの友だちづきあいに大切なこと 

生活 メイツ出版 図解でしっかりわかる！小学生の理科 楽しみながら知識がひろがる 

地図帳 金の星社 マグネットパズルにほんちず  

地図帳 小学館 ドラえもんちずかん１ にっぽんちず 

地図帳 帝国書院 みんなの地図帳  

国語 学研 学研の幼児ワーク ２〜４歳はじめてのおけいこ 



国語 小学館 ドラえもんの国語おもしろ攻略 歌って書けるひらがな・カタカナ 

国語 小学館 プラレールトーマスＤＶＤ付おけいこブック おけいこでしゅっぱつ！ 

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） 

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） 

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） 

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための 国語４ 

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 

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！ 

算数 学研 学研の幼児ワーク ３歳かず 

算数 くもん出版 かず・けいさん１ はじめてのすうじ 

算数 くもん出版 小学ドリル算数 学力チェック算数３年生 

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  

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 

算数 戸田デザイ １から１００までのえほん  

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） 

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） 

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） 

体育（保健） あかね書房 からだのえほん４ からだにもしもし 

体育（保健） 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 

体育（保健） 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？ 

体育（保健） 偕成社 子どもの生活（６） じょうぶなからだになれるよ！ 

体育（保健） 偕成社 健康のすすめ！カラダ研究所（２） 栄養とカラダ 

体育（保健） 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 

体育（保健） 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 

体育（保健） 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ 楽しく遊ぶ学ぶげんきの図鑑 

体育（保健） 世界文化社 からだのふしぎ  

体育（保健） 童心社 ピーマン村体操ＣＤブック  

体育（保健） 東京書店 はじめてのずかん たべもの１０００ 

体育（保健） ナツメ社 ナツメこどもブックス 人体のふしぎな話３６５ 

体育（保健） ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９ ひとのからだ 

体育（保健） 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 

体育（保健） ＰＨＰ こころのふしぎたんけんえほん  

体育（保健） パイインタ はじめてのからだえほん  

道徳 あかね書房 エンとケラとプン  

道徳 岩崎書店 げんきえほん４ ともだちいいな 

道徳 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 

道徳 偕成社 「おれたち、ともだち！」絵本 ともだちや 

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！ 

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？ 

道徳 講談社 講談社の年齢で選ぶ知育絵本 ４・５・６さいのきもちをつたえることばのえほん 

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 



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 

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 

道徳 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん  

道徳 鈴木出版 新・１０歳からのルール１００ （１）友だち・学校のルール 

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 

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 

道徳 フレーベル たいせつなこと  

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」 

 

中学校 

教科名・種目名 発行者（略省） 図  書  名 

国語 あかね書房 よめるよめるもじのえほん  

国語 旺文社 小学生のための漢字をおぼえる辞典第五版  

国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（５） つなぎのことば 

国語 学研 新レインボーはじめての国語辞典  

国語 学研 おはなしドリル きもちのおはなし小学１年 

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための 国語５ 

国語 東洋館 くらしに役立つ国語  

国語 ナツメ社 特別支援教育をサポートする 読み書きにつまずく子への国語教材集 

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 

社会 小学館 ドラえもんちずかん１ にっぽんちず 

社会 東洋館 くらしに役立つ社会  

社会 日本教育研 ひとりだちするための進路学習  

社会 ＰＨＰ はっけんＮＩＰＰＯＮ 地図と新聞で見る４７都道府県 

社会 福音館 福音館の科学シリーズ 地球 

社会 福音館 福音館の科学シリーズ ぼくらの地図旅行 

社会 西東社 超ビジュアル！日本の歴史大事典  

社会 増進堂 小学クイズと絵地図で都道府県基礎丸わかり  

社会 フォーラム キソとキホンわかるがたのしい社会地図学習  

社会 文英堂 シグマベスト 小学４年生までに覚えたい日本の都道府県 

地図 学研 読んで見て楽しむ日本地図帳増補改訂版  

地図 戸田デザイ にっぽんちず絵本  

地図 ひかりのく 改訂新版辞書びきえほん日本地図  

数学 あかね書房 わかるわかるじかんのえほん  

数学 金の星社 ひらめきパズルタングラム  

数学 東洋館 くらしに役立つ数学  

数学 明治図書 グレーゾーンの子どもに対応した 算数ワーク中級編１ 

数学 明治図書 グレーゾーンの子どもに対応した 算数ワーク上級編１ 

数学 明治図書 グレーゾーンの子どもに対応した 算数ワーク中級編２ 

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－ 

理科 学研 学研の図鑑ＬＩＶＥ（ライブ） 人体 



理科 学研 おはなしドリル 科学のおはなし小学３年 

理科 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ 地球 

理科 小学館 いきもの探検大図鑑 ＮＡＴＵＲＥ－ＰＡＬ 

理科 東洋館 くらしに役立つ理科  

理科 フレーベル ふしぎをためすかがく図鑑 かがくあそび 

理科 新日本 でんじろう先生のおもしろ科学実験室２ ふしぎ実験 

理科 主婦と生活 でんじろう先生の学校の理科がぐんぐんわかるおもしろ実験  

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  

理科 メイツ出版 図解でしっかりわかる！小学生の理科 楽しみながら知識がひろがる 

音楽 成美堂出版 かわいいおとえほん はじめてのピアノ 

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 

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 

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 

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？ 

保健体育 小学館 ２１世紀幼稚園百科１１ からだのふしぎ 

保健体育 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ ひとのからだ 

職業・家庭 あかね書房 トリックアート図鑑 ペーパークラフトふしぎの館 

職業・家庭 岩崎書店 一人前になるための家事の図鑑  

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 

職業・家庭 開隆堂出版 共に生きる家庭科－自立を目指して  

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！ 

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 たのしい！おべんとう・パーティーメニュー 

職業・家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭  

職業・家庭 日本教育研 ひとりだちするための調理学習  

職業・家庭 ＰＨＰ 図工のきほん大図鑑  

職業・家庭 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 

職業・家庭 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用  

職業・家庭 ＮＨＫ出版 ＮＨＫすすめ！キッチン戦隊クックルン まんぷくりょうり＆かんたんおやつ 

職業・家庭 日本図書 栄養素キャラクター図鑑  

外国語 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 

外国語 学研 ＣＤつきえほん はじめての英語の歌 

外国語 くもん出版 ＣＤ付き英語カードあいさつと話しことば編  

外国語 くもん出版 くもんの小学基礎英語 たのしく学べる英語の文 

外国語 こばと 中高生のためのローマ字・英語  

外国語 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた  

外国語 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 

外国語 成美堂出版 ＣＤで楽しむ えいごよみきかせ絵本１ 

外国語 戸田デザイ 和英えほん  

外国語 朝日新聞 英語付きことば絵図鑑  

外国語 ｍｐｉ 英語ビジュアル辞典５５５  

外国語 東京書籍 ＷｅＣａｎ！１  



外国語 ＮＨＫ出版 ＮＨＫＣＤＢＯＯＫ チャンツでノリノリ英語楽習！ 

外国語 明治図書 生活語彙が楽しく身につく！ 小・中学生の英語カルタ＆アクティビティ３０ 

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） 

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 

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） 

道徳 偕成社 子どものマナー図鑑（５） １２か月・行事のマナー 

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？ 

道徳 合同出版 発達協会式ソーシャルスキルがたのしく身につくカード １どっちがカッコイイ？ 

道徳 合同出版 発達協会式ソーシャルスキルがたのしく身につくカード ２こんなときどうする？ 

道徳 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  

 


