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平成３１年度使用世田谷区立小学校特別支援学級用教科用図書一覧

№ 教科 発行者名 教科用図書名

1 生活 福音館書店 サンドイッチ　サンドイッチ

2 生活 ひかりのくに こどものずかんMio　１０　たべもの
3 生活 ひかりのくに ２０２シリーズ　たべもの２０２
4 生活 福音館書店 日本傑作絵本シリーズ　おふろだいすき
5 生活 福音館書店 日本傑作絵本シリーズ　ぐりとぐらの１ねんかん

6 生活 福音館書店 町の水族館・町の植物園　さかなやさんとやおやさん
7 生活 ブロンズ新社 挨拶絵本
8 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
9 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！

10 生活 偕成社 子どものマナー図鑑　④　おつきあいのマナー
11 生活 講談社 心をそだてる子ども歳時期　１２か月

12 生活 玉川大学出版部 ともだち
13 生活 ひかりのくに こどものずかんMio　１１　やさい・くだもの
14 生活 ひかりのくに こどものずかんMio　１２　きせつとしぜん　
15 生活 福村出版 シリーズ生活を学ぶ①　つくって食べよう
16 生活 福村出版 シリーズ生活を学ぶ⑤　遠くへ行きたいな

17 生活 ポプラ社 ペーパーランド⑧おりがみえあそび

18 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑③かざることば（A）
19 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑⑤つなぎのことば

20 国語 チャイルド本社 ぬったりかいたり　らくがきBOOK
21 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編②（ひらがなの読み書き）
22 国語 戸田デザイン研究室 よみかた絵本
23 国語 ひかりのくに 子どもの力を引き出す認識絵本　おおきいちいさい

24 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑①うごきのことば
25 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑⑥くらしのことば

26 国語 学研プラス レインボーことば絵じてん

27 国語 講談社 こども語源じてん

28 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」①
29 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」②

30 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」③
31 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」④
32 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」⑤

33 書写 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
34 書写 太郎次郎社 子どもがしあげる手づくり絵本　あいうえおあそび（上）　ひらがな５０音

35 書写 戸田デザイン研究室 あいうえおえほん
36 書写 PHP研究所 高嶋式　子どもの字がうまくなる練習ノート

37 書写 福音館書店 安野光雅の絵本　あいうえおの本
38 書写 ブロンズ新社 らくがき絵本　あ・い・う・え・お

39 書写 むぎ書房 にほんご　だいすき１　ワークブック
40 書写 あかね書房 もじのえほん　かんじ①
41 書写 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本

42 書写 太郎次郎社 子どもがしあげる手づくり絵本　あいうえおあそび（下）　かな文字へんしん術

43 書写 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本ワーク①　基本漢字あそび

44 書写 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本ワーク②　あわせ漢字あそび
45 書写 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本ワーク③　部首あそび

46 書写 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本ワーク④　漢字の音あそび
47 生活 学研プラス キッズ・えほんシリーズkid's MAP　日本がわかる　ちずのえほん　改訂版
48 社会 平凡社 はじめましてにほんちず
49 社会 小峰書店 あたらしいのりものずかん④　東京パノラマたんけん
50 社会 戸田デザイン研究室 にっぽん地図絵本

51 社会 戸田デザイン研究室 せかい地図絵本
52 社会 福音館書店 絵で見る日本の歴史

53 社会 福音館書店 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん　はたらく人みつけた
54 社会 フレーベル館 フレーベル館の図鑑　NATURA　ちきゅうかんきょう
55 社会 くもん出版 世界の国旗カード１集

56 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）
57 算数 偕成社 五味太郎ゲームブックＮＯ．１さがしてみよう　みつけてみよう
58 算数 小学館 ２１世紀幼稚園百科⑥　かずあそび１・２・３

59 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）
60 算数 戸田デザイン研究室 １から１００までのえほん
61 算数 くもん出版 １分きざみで時計がよめるはとのクルックのとけいえほん

62 算数 小学館 ２１世紀幼稚園百科　とけいとじかん
63 算数 東洋館出版社 くらしに役立つ　数学

学校教育法附則第９条の規定による教科書（一般図書）
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平成３１年度使用世田谷区立小学校特別支援学級用教科用図書一覧

№ 教科 発行者名 教科用図書名

学校教育法附則第９条の規定による教科書（一般図書）

64 算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」③（６～９までのたし算、ひき算、位取り）

65 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）
66 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）
67 算数 民衆社 さんすうだいすき　あそぶ・つくる・しらべる小学校２年
68 算数 むぎ書房 わかるさんすう　１

69 算数 むぎ書房 わかるさんすう　２
70 算数 小学館 楽しく遊ぶ学ぶ　かず・かたちの図鑑
71 算数 むぎ書房 わかるさんすう　３
72 理科 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？

73 理科 世界文化社 写真でわかるなぜなにシリーズ①　どうぶつ
74 理科 世界文化社 写真でわかるなぜなにシリーズ②　こんちゅう

75 理科 世界文化社 写真でわかるなぜなにシリーズ④　しょくぶつ
76 理科 学研プラス ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　ちきゅう
77 理科 小学館 小学館の図鑑NEO　飼育と観察
78 理科 誠文堂新光社 小学理科か・ん・ぺ・き　新しい教養のための理科　基礎編
79 理科 フレーベル館 ふしぎをためすかがく図鑑　かがくあそび

80 理科 フレーベル館 ふしぎをためすかがく図鑑　しぜんあそび

81 図工 学研プラス あそびのおうさま　はじめてぬるほん
82 図工 岩崎書店 あそびの絵本６　ねんどあそび

83 図工 岩崎書店 あそびの絵本１７　えのぐあそび
84 図工 のら書店 はじめてのこうさくあそび
85 図工 偕成社 うつくしい絵
86 図工 さ・え・ら書房 たのしい工作教室　木のぞうけい教室

87 家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング③　ばんごはんをつくろう！　〈和食編〉
88 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！

89 家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング②　昼ごはんつくろう！

90 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！

91 家庭 偕成社 子どもマナー図鑑　１　ふだんの生活のマナー
92 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。

93 保健 童心社 かこさとし　からだの本２　たべもののたび
94 保健 福音館書店 およぐ
95 保健 岩崎書店 知識の絵本３　ひとのからだ

96 保健 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？
97 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！

98 保健 小学館 ２１世紀幼稚園百科⑪　からだのふしぎ
99 保健 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

100 保健 福音館書店 かがくのとも傑作集　きゅうきゅうばこ
101 保健 合同出版 ［改訂新版］イラスト版からだのつかい方・ととのえ方　子どもとマスターする４５の操体法

102 保健 三省堂 こども　からだのしくみ絵じてん　小型版
103 道徳 学研プラス ぴよちゃんとひまわり
104 道徳 冨山房 もりのともだち

105 道徳 小学館 おひさまセレクション　勇気をくれるおはなし１６話

106 道徳 講談社 ４・５・６さいのきもちをつたえることばのえほん

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～
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～気持ちの伝え方～
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平成３１年度使用世田谷区立中学校特別支援学級教科用図書一覧

№ 教科 発行者名 教科用図書名

1 国語 学研プラス レインボーことば絵じてん
2 国語 講談社 こども語源じてん
3 国語 東洋館出版社 くらしに役立つ　国語
4 国語 小学館 小学館の子ども図鑑プレNEO楽しく遊ぶ学ぶ　こくごの図鑑
5 書写 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本ワーク①　基本漢字あそび
6 書写 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本ワーク②　あわせ漢字あそび
7 書写 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本ワーク③　部首あそび
8 社会 東洋館出版社 くらしに役立つ　社会
9 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

10 算数 東洋館出版社 くらしに役立つ　数学
11 算数 むぎ書房 わかるさんすう　２
12 算数 小学館 楽しく遊ぶ学ぶ　かず・かたちの図鑑
13 理科 学研プラス ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　ちきゅう
14 理科 小学館 小学館の図鑑NEO　飼育と観察
15 理科 誠文堂新光社 小学理科か・ん・ぺ・き　新しい教養のための理科　基礎編
16 理科 フレーベル館 ふしぎをためすかがく図鑑　かがくあそび
17 理科 フレーベル館 ふしぎをためすかがく図鑑　しぜんあそび
18 理科 講談社 米村でんじろうのDVDでわかる　おもしろ実験！！
19 理科 小学館 小学館の図鑑　NEO＋ぷらす　もっとくらべる図鑑
20 美術 視覚デザイン研究所 色のえほん
21 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！
22 技家 女子栄養大学出版部 新・こどもクッキング
23 技家 福音館書店 生活図鑑『生きる力』を楽しくみがく
24 技家 開隆堂出版 共に生きる家庭科　自立を目指して
25 技家 開隆堂出版 夢を育む技術、職業　未来に向かって
26 保健 福音館書店 かがくのとも傑作集　きゅうきゅうばこ
27 英語 戸田デザイン研究室 英和じてん絵本
28 英語 三省堂 英語のゲーム　文字であそぼう
29 英語 創英社 New　ABC　of　ENGLISH　基本編
30 英語 創英社 New　ABC　of　ENGLISH　単語編（新装改訂新版）
31 英語 創英社 New　ABC　of　ENGLISH　会話編（新装改訂新版）
32 道徳 フレーベル館 たいせつなこと
33 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～
34 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～気持ちの伝え方～

№ 教科 発行者名 教科用図書名

1 国語 東京書籍株式会社 国語☆☆☆☆
2 算数 教育出版株式会社 数学☆☆☆☆

文部科学省著作教科書（中学校）

学校教育法附則第９条の規定による教科書（一般図書）

 ３



 

世田谷区立小・中学校特別支援学級教科用図書採択要綱 

 
（採択の原則） 
第１条 小・中学校特別支援学級の教科書は、世田谷区で採択された検定教科書及び文

部科学省著作教科書（以下「検定教科書等」という。）の当該学年用と同一のも
のを使用することを原則とする。ただし、特別支援学級で特別な教育課程を編成
しており、検定教科書等の当該学年用を使用することが適当でないときには、世
田谷区で採択された検定教科書等の下学年用を使用することができる。さらに、
検定教科書等の当該学年及び、下学年用を使用することが適当でないときは、学
校教育法附則第９条の規定による教科書（以下「一般図書」という。）を採択す
ることができる。 

 
（目的） 
第２条 この要綱は、一般図書の採択を公正かつ適正に行うために、必要な事項を定め

る。 
 
（一般図書の採択） 
第３条 一般図書については、毎年採択を行う。 
 
（一般図書検討委員会） 
第４条 一般図書の採択を公正かつ適正に行うため、一般図書検討委員会を設置する。 
 ２  一般図書検討委員会は、一般図書について検討を行い、採択候補一覧表を作成

し、教育委員会に報告する。 
 ３  採択候補一覧表を作成するにあたって次の点に留意する。 
  ア 児童・生徒の障害の種類・程度、能力・特性に最もふさわしい内容（文字、表

現、挿絵、取り扱う題材等）のものであること。 
  イ 可能な限り系統的に編集されており、教科の目標に沿う内容をもつ図書である

こと。 
  ウ 上学年で使用することとなる教科書との関連性を考慮するとともに採択する図

書の間の系統性にも配慮すること。 
  エ 教科用として使用する上で適切な体裁の図書を選択するようにすること。 
 ４  一般図書検討委員会は、教育委員会が委嘱又は任命する委員１１人をもって構

成する。 
 ５  検討委員会の委員は次のとおりとする。 
  ⑴ 特別支援学級設置校長代表              小・中学校各１名 
  ⑵ 特別支援学級設置校副校長代表            小・中学校各１名 
  ⑶ 特別支援学級設置校主幹教諭・主任教諭・教諭代表   小・中学校各２名 
  ⑷ 教育相談関係者 
  ⑸ 教育指導課長 
  ⑹ 指導主事 
 
（事務局） 
第５条 一般図書検討委員会の庶務は、教育指導課において処理する。 
 
（その他） 
第６条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。 
 
附則  この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 


