
【小学部用】　

№ 種目 発　行　者　名 書　名

1 生活 福音館書店 幼児絵本シリーズ　どうぶつのおかあさん　

2 生活 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－

3 生活 福音館書店 福音館の科学シリーズ　道ばたの四季　

4 生活 福音館書店 幼児絵本シリーズ　くだもの　

5 生活 あかね書房
じぶんでじぶんをまもろう１　ぜったいについていかないよ！
ゆうかい・つれさりにあわない

6 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

7 生活 あかね書房 えほん　よんで！②　おいしいおと　なあに？

8 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　

9 生活 ほるぷ出版 いちねんめいろ

10 生活 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　

11 生活 ひかりのくに ２０２シリーズ　たべもの２０２

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

13 生活 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？　

14 生活 ひさかたチャイルド パノラマえほん　でんしゃのたび

15 生活 三省堂 こども　きせつのぎょうじ絵じてん  増補新装版

16 生活 三省堂 親子であそぶはじめてのえいご絵じてん  

17 生活 小峰書店 りかのこうさく１ねん　

18 生活 小峰書店 東京パノラマたんけん

19 生活 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ８　　やさいのずかん

20 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！　

21 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

22 生活 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！

23 生活 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？

24 生活 さ・え・ら書房 毛糸と布のたのしい手づくり教室

25 生活 合同出版 イラスト版発達に遅れのある子どもと学ぶ性のはなし

26 生活 山と渓谷社 家庭科の教科書　小学校低学年～高学年用

27 生活 学研 読んで見て楽しむ日本地図帳増補改訂版  

28 生活 童心社 とことこえほん  バスがきました

29 生活 永岡書店 こども写真ひゃっか  ＤＶＤ付きはたらくくるま大図鑑

30 国語 ひかりのくに 指さし・指なぞり　あいうえお

31 国語 ひさかたチャイルド ミーミとクークのあいうえお
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32 国語 小峰書店 くまたんの はじめて シリーズ1　くまたんの よめるよ よめるよ あいうえお

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」３（改訂版）
（文章を読む，作文・詩を書く）

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 岩崎書店 かんじのえほん　漢字の絵本

38 国語 岩崎書店 ことばのあいうえお

39 国語 福音館書店 ぐりとぐら

40 国語 偕成社 言葉図鑑６　くらしのことば

41 国語 偕成社 言葉図鑑１　うごきのことば

42 国語 偕成社 おむすびころりん　

43 国語 あかね書房 えほん　かんじ１

44 国語 あかね書房 かたかなアイウエオ

45 国語 文溪堂 バムとケロのおかいもの

46 国語 福音館書店 こどものとも絵本  おおきなかぶ

47 算数 ひさかたチャイルド ミーミとクークのあか・あお・きいろ

48 算数 ひさかたチャイルド ミーミとクークの１・２・３

49 算数 金の星社 あかちゃんとおかあさんの絵本６　ハティちゃんの　まる・さんかく・しかく　

50 算数 金の星社 あかちゃんとおかあさんの絵本５　ハティちゃんの　いち・に・さん　

51 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）

52 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）

53 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）

54 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）

55 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）

56 算数 あかね書房 おかあさん　だいすき１．２．３　

57 算数 戸田デザイン研究室 とけいのえほん

58 算数 福音館書店 かずのほん

59 算数 小学館 ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび　１・２・３　

60 算数 三省堂 三省堂　こども　かずの絵じてん

61 算数 ポプラ社 音のでる知育絵本⑯　とけいが　よめるように　なる!!　とけいくん

62 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　

63 算数 偕成社 かぞえてごらん　ぜんぶで１００

64 算数 偕成社 さがしてごらん　１００にんかくれんぼ
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65 図工 福音館書店 かがくのとも傑作集　（わいわい・あそび）しんぶんしでつくろう　　　　　　　　　　　

66 図工 福音館書店 かがくのとも傑作集　（わいわい・あそび）かみコップでつくろう　　　　　　　　　　　

67 図工 ポプラ社 あそびのひろば１　はんがあそび　

68 図工 岩崎書店 あそびの絵本６　ねんどあそび　　　　　　　　　　　　

69 図工 岩崎書店 あそびの絵本１７　えのぐあそび

70 図工 学研 あそびのおうさまずかん１２　リサイクルこうさく

71 図工 さ・え・ら書房 たのしい工作教室　たのしいこうさくきょうしつ１　

72 図工 ひかりのくに えがうまくなるほん５・６さい対象  

※ 太字は新しく追加するものです。



【中学部用】　

№ 種目 発　行　者　名 書　名

1 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

2 社会 偕成社 子どものマナー図鑑４　おつきあいのマナー

3 社会 ポプラ社 親子のための地震イツモノート　キモチの防災マニュアル

4 社会 ポプラ社 地震防災えほん　じしんのえほん　こんなときどうするの？

5 社会 ひかりのくに マナーやルールがどんどんわかる！　みぢかなマーク　新装改訂版

6 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

7 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

8 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

9 理科 小学館 ２１世紀幼稚園百科１１　からだのふしぎ

10 理科 学研 新版ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　ちきゅう

11 美術 ポプラ社 ペーパーランド８　おりがみえあそび

12 美術 国土社 国土社の図工えほん８　紙そめ

13 美術 さ・え・ら書房 ダンボールのたのしい工作教室

14 美術 偕成社 うつくしい絵　

15 美術 マール社 はじめての絵手紙教室

16 美術 視覚デザイン研究所 ハートアートシリーズ　色のえほん

17 保健体育 偕成社 子どもの生活６　じょうぶなからだになれるよ！

18 保健体育 福村出版 シリーズ生活を学ぶ６　わたしたちのからだ

19 保健体育 ひかりのくに 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

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

21 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

22 職業・家庭 女子栄養大学出版部 新・こどもクッキング

23 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！

24 職業・家庭 小峰書店 リサイクル工作ずかん

25 職業・家庭 ブロンズ新社 しごとば

26 職業・家庭 ブロンズ新社 続・しごとば

27 職業・家庭 ブロンズ新社 続々・しごとば

28 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！

29 職業・家庭 合同出版 イラスト版修理のこつ　子どもとマスターする５４の生活技術

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

31 英語 戸田デザイン研究室 和英えほん
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32 英語 フレーベル館 ワークだいすき！アンパンマンのＡＢＣであそぼう

33 英語 岩崎書店 絵本ＡＢＣ

34 英語 あかね書房 えいごえほん　ぞうさんがっこうにいく


