
令和２年度用　豊島区立小・中学校使用一般図書一覧

【小学校】　　　　　　　　　

教科名 発行者 図書名

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 子どものマナー図鑑２　食事のマナー

偕成社 子どものマナー図鑑３　でかけるときのマナー
グランまま社 ぼくとわたしのせいかつえほん

小計１７ あかね書房 さわってあそぼう　ふわふわあひる
福音館書店 こどものとも傑作集　おふろやさん
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
くもん出版 くもんのせいかつ図鑑　お店カード
くもん出版 くもんのせいかつ図鑑　マーク標識カード１集
くもん出版 くもんのせいかつ図鑑　こよみカード
くもん出版 くもんのせいかつ図鑑　生活道具カード
学習研究社 あそびのおうさまずかん３　あそび
学習研究社 あそびのおうさまずかん　　おりがみ　あやとり

学習研究社 はっけんずかん　のりもの

ひかりのくに こどものずかんMio１１　　やさい・くだもの
偕成社 子ども生活③　マナーをきちんとおぼえよう

金の星社
げんきをつくる食育えほん たべるのだいすき！みんなげん
き

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編１
国　語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編２

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）

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
のことば・かん字の読み書き）

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「国語」４
小計１７ 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「国語」５

偕成社 ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろ　あいうえお
偕成社 五味太郎  言葉図鑑１　うごきのことば
ひさかたチャイルド おべんとうばこのうた
小峰書房 くまたんはじめてシリーズ　よめるよよめるよ　あいうえお

くもん出版 くもんのせいかつ図鑑　くだもの・やさいカード
くもん出版 くもんのせいかつ図鑑　生活道具カード
リーブル出版 あっちゃんあがつく　たべものあいうえお
リーブル出版 しりとりしましょ！―たべものあいうえお
あかね書房 もじのえほん　あいうえお
あかね書房 もじのえほん　かたかなアイウエオ
小学館 しりとりさんぽ
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教科名 発行者 図書名

ひさかたチャイルド かたかなアイウエオ
書　写 くもん出版 漢字おけいこ

くもん出版 書きかたカード　ひらがな
くもん出版 はじめてのひらがな１集
くもん出版 やさしいひらがな１集

小計１６ 戸田デザイン研究室 あいうえおえほん
理論社 あいうえおうさま
あかね書房 村上勉の学習えほん　かたかなえほんアイウエオ
岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
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
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
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
あかね書房 もじのえほん　かんじ①
むぎ書房 にほんごだいすき１―ワークブック―
ひさかたチャイルド わらべきみかのスキンシップ絵本　かんじえほん
ＰＨＰ研究所 高嶋式　子どもの字がうまくなる練習ノート
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

社　会 あかね書房 くまたくんのえほん①　ぼくパトカーにのったんだ
あかね書房 くまたくんのえほん⑥　ぼくしんかんせんにのったんだ

小計１０ 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
平凡社 はじめまして　せかいちず
ひさかたチャイルド ドライブにいこう
ひさかたチャイルド せかいのこっきえほん（スキンシップ絵本）
農文協 かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん⑨

せかいあちこち　ちきゅうたんけん
くもん出版 日本地図カード
学研 キッズ・えほんシリーズ　日本がわかるちずのえほん改訂版
同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」１

算　数 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」２
同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」３
同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」４
同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５
童心社 かずのほん①　どっちがたくさん

小計１６ 童心社 かずのほん②　０から１０まで
戸田デザイン研究室 とけいのえほん
戸田デザイン研究室 １から１００までのえほん
岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　すうじの絵本
岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本
鈴木出版 かぞえておぼえるかずのえほん
あかね書房 村上勉の学習えほん　おかあさんだいすき１・２・３
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
小学館 21世紀幼稚園百科　とけいとじかん
偕成社 たのしいかけざん　九九のほん

2



教科名 発行者 図書名

岩崎書店 絵本図鑑シリーズ⑧　やさいのずかん
理　科 岩崎書店 かいかたそだてかたずかん　やさいのうえかたそだてかた

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るの
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

小計２１ 福音館書店 幼児絵本シリーズ　やさいのおなか
福音館書店 かがくのとも傑作集　たべられるしょくぶつ
福音館書店 幼児絵本シリーズ　くだもの
福音館書店 かがくのとも傑作集　ぼく、だんごむし
福音館書店 科学シリーズ　じめんのうえとじめんのした
福音館書店 科学シリーズ　どうぶつえんガイド
福音館書店 科学シリーズ　昆虫　－ちいさななかまたち－
福音館書店 校庭のざっ草
世界文化社 写真でわかるなぜなにシリーズ①　どうぶつ
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
ひかりのくに 改訂版　体験を広げるこどものずかん１　どうぶつえん
ひかりのくに はじめてのずかん④　やさいとくだもの
ひかりのくに 体験を広げるこどものずかん　あそびのずかん
ひかりのくに こどものずかんMio１２　きせつとしぜん
評論社 しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと

フレーベル館 ふしぎをためすかがく図鑑　かがくあそび

小学館 小学館の図鑑ＮＥＯプラス　くらべる図鑑新版
ひかりのくに みんなでうたおう　　　どうようえほん１

音　楽 ひかりのくに たのしいてあそび　うたえほん
ひかりのくに 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

小計７ グランまま社 うたえほん
グランまま社 うたえほんⅡ
チャイルド本社 キリンくんのパンパカあそびうた
くもん出版 くもんの写真図鑑カード　楽器カード
国土社 たのしい図画工作⑭　こすりだし・すりだし

図画工作 ポプラ社 あそびのひろば②　やさしいてづくりのプレゼント
岩崎書店 あそびの絵本⑥　ねんどあそび
岩崎書店 あそびの絵本⑰　えのぐあそび
さ・え・ら書房 たのしい工作教室　木のぞうけい教室

小計１０ さ・え・ら書房 母と子の手づくり教室　母と子のたのしい草木ぞめ①
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

福音館書店 かがくのとも傑作集　しんぶんしでつくろう
岩崎書店 あそびの絵本⑦　クレヨンあそび
国土社 たのしい図画工作16　ちぎり紙・きり紙・はり絵
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教科名 発行者 図書名

女子栄養大出版部 新・こどもクッキング
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！

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！
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！

小計１４ 偕成社 子どものマナー図鑑１　ふだんの生活のマナー

偕成社 子どものマナー図鑑２　食事のマナー

偕成社 子どものマナー図鑑３　でかけるときのマナー

金の星社 ひとりでできるもん１　たのしいたまご料理
金の星社 ひとりでできるもん４　うれしいごはん・パン・めん料理
金の星社 ひとりでできるもん５　すてきなおかし作り
ひかりのくに こどものずかんMio１０　　たべもの
文化出版局 はじめてのキッチン　小学生からおとなまで。
山と渓谷社 家庭科の教科書　小学校低学年～高学年用
学研 小学生のキッチンでおやつマジック
評論社 しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと

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はなあに？

あかね書房 からだのえほん２　すっきりうんち
小計６ あかね書房 からだのえほん４　からだにもしもし

福音館書店 かがくのとものきゅうきゅうばこ新版
小学館 21世紀幼稚園百科⑪　からだのふしぎ

以上　小学校　合計　１３４冊
【注意事項】
※　文部科学省著作教科書（特別支援学校用）は、上記一覧には示さないが、児童の実態に応じて
　    使用することができる。
※　文部科学大臣の検定を経た教科書のうち、下学年のものを使用する場合は、すべて一般図書扱いとす
 　　 る。ただし、この際には、豊島区立小・中学校教科用図書として採択された発行者のものとする。
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【中学校】

教科名 発行者 図書名

偕成社 五味太郎　言葉図鑑３　かざることば（Ａ）
国　語 偕成社 五味太郎　言葉図鑑５　つなぎのことば

偕成社 五味太郎　言葉図鑑６　くらしのことば
小計１０ こぐま社 馬場のぼるの本　１１ぴきのねこ

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２
同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３
同成社 ゆっくり学ぶ子のための「国語」４
東洋館出版社 くらしに役立つ国語
さ・え・ら書房 さえら図書館／国語　話してみようよ！
ポプラ社 日本のおはなし
岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本

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
太郎次郎社 漢字がたのしくなる本ワーク②　あわせ漢字

小計７ 太郎次郎社 漢字が楽しくなる本ワーク③　部首あそび
太郎次郎社 漢字が楽しくなる本ワーク④　漢字の音あそび
ＰＨＰ研究所 高嶋式　子どもの字がうまくなる練習ノート
ＮＨＫ出版 親子で学ぶ はじめての書道
福音館書店 絵で見る日本の歴史

社　会 平凡社 はじめまして　せかいちず
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

小計５ 東洋館出版社 くらしに役立つ社会
浜島書店 学び考える歴史
同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」３

数　学 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」４

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５

小計５ 東洋館出版社 くらしに役立つ数学
きょういくネット ぐんぐんできる算数練習帳 ２年
福音館書店 科学シリーズ　木の本

理　科 福音館書店 かがくのとも傑作集　たべられるしょくぶつ

岩崎書店 絵本図鑑シリーズ８　やさいのずかん
小計１０ 世界文化社 写真でわかるなぜなにシリーズ①　どうぶつ

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
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
小学館 小学館の図鑑ＮＥＯぷらす　くらべる図鑑新版
高橋書店 からだにおいしい野菜の便利帳
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

誠文堂新光社
小学理科　か・ん・ぺ・き教科書　新しい教養のため
理科　基礎編
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教科名 発行者 図書名

音　楽 汐文社 和楽器にチャレンジ１　和太鼓を打ってみよう

小計３ ＮＨＫ出版 みんなのうた愛唱歌集1986～2008ピアノ伴奏譜つき

ＮＨＫ出版 みんなのうた愛唱歌集1961～1985ピアノ伴奏譜つき

国土社 たのしい図画工作⑨　うごくおもちゃ

美　術 国土社 たのしい図画工作⑭　こすりだし・すりだし

小峰書店 リサイクル　工作ずかん

小計６ さ・え・ら書房 たのしい工作教室　木のぞうけい教室

さ・え・ら書房 母と子の手づくり教室　母と子のたのしい草木ぞめ①

　 福音館書店 Ｄｏ！図鑑シリーズ　工作図鑑
全日本手をつなぐ育成会 自立生活ハンドブック８　食

技術・家庭 女子栄養大出版部 新・こどもクッキング

（職業） 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！

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！

小計１１ 偕成社
坂本廣子のひとりでクッキング③ ばんごはんつくろう（和
食編）！

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！
さ・え・ら書房 母と子の手づくり教室　母と子の園芸教室　花をつくろう
合同出版 子どもとマスターする４９の生活術　イラスト版　手のしごと

さ・え・ら書房 母と子の手づくり教室　野菜をつくろう

高橋書店 からだにおいしい野菜の便利帳
偕成社 子どものマナー図鑑　④　おつきあいのマナー
評論社 しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと

保健体育 フレーベル館 ＮＡＴＵＲＡ９　ひとのからだ

小計５ 学研マーケティング ２０１８中学校体育実技　東京都版

福音館書店 かがくのとものきゅうきゅうばこ新版

成美堂出版 ちょうしんきつき　からだずかん

戸田デザイン研究室 英和じてん絵本

英　語 戸田デザイン研究室 ＡＢＣえほん

小計６ ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ大学出版局 English  Time  １　Student  Book

創英社 New  ABC  of  English　基本編

創英社 New　ABC　of　ENGLISH　単語編（新装改訂新版）

成美堂出版 ＣＤつき 楽しく歌える英語のうた

以上　中学校　合計　６８冊
【注意事項】
※   文部科学省著作教科書（特別支援学校用）は、上記一覧には示さないが、生徒の実態に
   応じて使用することができる。
※   文部科学大臣の検定を経た教科書のうち、下学年のものを使用する場合は、すべて一般図書扱

   いとする。ただしこの際、豊島区立小・中学校教科用図書として採択された発行者のものとする。
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