
【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 グランまま社 ぼくとわたしのせいかつえほん

ひかりのくに こどものずかん　Ｍｉｏ１１やさい・くだもの
小計　９ 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！

学研 キッチンでおやつマジック大百科
ひかりのくに こどものずかん　Ｍｉｏ９ひとのからだ
三省堂 こどもきせつのぎょうじ絵じてん第２版小型版
金の星社 １ねんせいのせいかつえじてん
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

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）

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）

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）

小計　１２ 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）

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）

同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語５
偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）うごきのことば
リーブル出版 あっちゃんあがつくたべものあいうえお
日本教育研究出版 ひとりだちするための国語

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

戸田デザイン研究室 よみかた絵本
くもん出版 もじ・ことば１はじめてのひらがな１集

書　写 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集
戸田デザイン研究室 あいうえおえほん

小計　９ 理論社 あいうえおうさま
岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
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 スキンシップ絵本　漢字えほん
ＰＨＰ研究所 子どもの字がうまくなる　練習ノート
福音館書店 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん

社　会 平凡社 新版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

小計　１２ ひさかたチャイルド せかいのこっきえほん
永岡書店 見て、学んで、力がつく！こども日本地図２０２２年版
フレーベル館 フレーベル館の図鑑NATURA　１０　ちきゅうかんきょう
福音館書店 福音館の科学シリーズ　ただいまお仕事中
白泉社 １日１０分でちずをおぼえる絵本改訂版
学研 めくってはっけん！にほんちずえほん
学研 めくってはっけん！せかいちずえほん
小学館 ドラえもんちずかん１にっぽんちず
小学館 ドラえもんちずかん２せかいちず
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教科名 発行者 図　　書　　名

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）

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）

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）

小計　１２ 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）

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）

戸田デザイン 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
くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
偕成社 まついのりこ・数の絵本　九九のほん―たのしいかけざん―
日本教育研究出版 ひとりだちするための算数・数学
学研 さわって学べる算数図鑑
東洋館出版社 くらしに役立つ数学
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４　やさいのうえかたそだてかた
福音館書店 福音館の科学シリーズ　校庭のざっ草

小計　１２ 世界文化社 写真でわかるなぜなに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 改訂新版　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 改訂新版体験を広げるこどものずかん８　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

ひかりのくに
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

ポプラ社 ダンゴムシ　みつけたよ
評論社 しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと
小学館 小学館の図鑑ＮＥＯぷらす新版くらべる図鑑
岩崎書店 あそびの絵本　ねんどあそび

図画工作 岩崎書店 あそびの絵本　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　１１ 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Ⅰ

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 かがくのとも絵本　しんぶんしでつくろう
岩崎書店 あそびの絵本　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
成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８
学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって
NHK出版 ＮＨＫノージーのひらめき工房　レッツ！工作ブック
女子栄養大出版部 新・こどもクッキング

家　庭 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

小計　４ 山と渓谷社 家庭科の教科書小学校低学年 高学年用
評論社 しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと

保　健 福音館書店 かがくのとも絵本　きゅうきゅうばこ　新版
婦人之友社 よくみるよくきくよくする絵本　たべものとからだ

小計 ５ ひさかたチャイルド どうなってるの？　からだのなか
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

成美堂出版 あそびがいっぱい！はじめてのえいごレッスン
戸田デザイン研究室 ABCえほん

以上　小学校　合計　８８冊

外国語
小計 ２



【中学校】
教科名 発行者 図書名

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「国語」４
国　語 東洋館出版社 くらしに役立つ国語
小計 ４ さ・え・ら書房 話してみようよ！

ポプラ社 よみきかせおはなし集ベストチョイス　日本のおはなし

太郎次郎社
漢字がたのしくなる本シリーズ 漢字がたのしくなる本ワー
ク１　基本漢字あそび

書　写 太郎次郎社
漢字がたのしくなる本シリーズ 漢字がたのしくなる本ワー
ク２　あわせ漢字あそび

小計 ５ 太郎次郎社
漢字がたのしくなる本シリーズ 漢字がたのしくなる本ワー
ク３　部首あそび

太郎次郎社
漢字がたのしくなる本シリーズ 漢字がたのしくなる本ワー
ク４　漢字の音あそび

ＰＨＰ研究所 子どもの字がうまくなる練習ノート
社　会 小峰書店 東京パノラマたんけん
小計 ２ 東洋館出版社 くらしに役立つ社会

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）

小計 ２ 東洋館出版社 くらしに役立つ数学
小学館 小学館の子ども図鑑ＮＥＯぷらす　新版くらべる図鑑

理　科
小計 ３

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 新しい教養のための理科　基礎編
音　楽

小計 １

美　術 小峰書店 リサイクル　工作ずかん

小計 ２ 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（しょく）

技術・家庭 女子栄養大出版部 新・こどもクッキング
小計 ４ 偕成社 子どものマナー図鑑（４）　おつきあいのマナー

高橋書店 からだにおいしい野菜の便利帳

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 フレーベル館の図鑑　NATURA ９　ひとのからだ

小計 ３ 福音館書店 かがくのとも絵本　きゅうきゅうばこ新版

戸田デザイン研究室 英和じてん絵本

英　語 三省堂書店 New  ABC  of  ENGLISH　基本編新装改訂新版

小計 ４ 三省堂書店 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　３０冊

汐文社 和楽器にチャレンジ！１　和太鼓を打ってみよう


