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 教科 

（種目） 
発行者 書名 

１ 

国語 

東京書籍 こくご☆   国語Ｃ－１１１ 

２ 東京書籍 こくご☆☆  国語Ｃ－１１２ 

３ 東京書籍 こくご☆☆☆ 国語Ｃ－１１３ 

４ リーブル あっちゃんあがつく たべものあいうえお 

５ 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） 

６ 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） 

７ 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・文の読み） 

８ 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・かんじの読み書き） 

９ 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） 

10 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「国語」４ 

11 学研 レインボーことば絵じてん 

12 福音館 世界傑作絵本シリーズ ブレーメンのおんがくたい 

13 福音館 ぐりとぐらの絵本 ぐりとぐら 

14 福音館 ぐりとぐらの絵本 ぐりとぐらのかいすいよく 

15 福音館 世界傑作絵本シリーズてぶくろ 

16 福音館 こどものとも絵本 おおきなかぶ 

17 福音館 こどものとも絵本 ぞうくんのさんぽ 

18 童心社 １４ひきのシリーズ １４ひきのあさごはん 

19 童心社 １４ひきのシリーズ １４ひきのぴくにっく 

20 童心社 １４ひきのシリーズ １４ひきのせんたく 

21 童心社 １４ひきのシリーズ １４ひきのとんぼいけ 

22 絵本館 五味太郎の絵本１０ かたち 

23 偕成社 あいうえおにぎり 

24 偕成社 へんしーん 

25 文研出版 みるみる絵本 もこもこもこ 

26 

書写 

あかね書房 もじのえほん あいうえお 

27 あかね書房 もじのえほん かたかなアイウエオ 

28 あかね書房 もじのえほん かんじ（１） 

29 あかね書房 もじのえほん かんじ（２） 

30 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」 

31 くもん出版 ひらがなカード 

32 くもん出版 書きかたカード（漢字） 

33 岩崎書店 五味太郎のことばかずの絵本 漢字の絵本 

34 

社会 

育成会 あたらしいほうりつの本 自立生活ハンドブック９ 

35 金の星社 バートンの のりものえほん１ でんしゃ 

36 金の星社 はたらく じどうしゃ 

37 福音館 ゆきのひの ゆうびんやさん 

38 農文協 田植えと育ち 

39 あかね書房 ぼくパトカーにのったんだ 

40 絵本館 五味太郎の絵本１ のりもの 

41 JULA出版局 プータン どこいくの？ 

42 JULA出版局 もしもし・・・プータンです 
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43 

社会 

JULA出版局 プータンいまなんじ？ 

44 JULA出版局 プータンなんになりたいの？ 

45 JULA出版局 プータンおばけだよ 

46 JULA出版局 プータンなにかいているの？ 

47 アリス館 うららちゃんの のりものえほん１ でんしゃにのって 

48 アリス館 うららちゃんの のりものえほん１ ボートにのって 

49 アリス館 うららちゃんの のりものえほん１ さんりんしゃにのって 

50 学研教育出版 キッズ・えほんシリーズ 世界がわかる こっきのえほん 

51 学研教育出版 キッズ・えほんシリーズ さがしてみよう マークのえほん 

52 学研教育出版 キッズ・えほんシリーズ 日本と世界をくらべるえほん 

53 

地図 

フレーベル ちずのえほん 

54 小学館 はじめてちずかんシリーズ２ドラえもんのにほんちず 

55 小学館 はじめてちずかんシリーズ２ドラえもんのせかいちず 

56 学研教育出版 キッズ・えほんシリーズ 日本がわかる ちずのえほん 

57 学研教育出版 キッズ・えほんシリーズ 世界がわかる ちずのえほん 

58 

算数 

偕成社 算数たんけん（１）９までのたしざん ひきざん 

59 偕成社 算数たんけん（２）くりあがりのたしざん くりさがりのひきざん 

60 偕成社 算数たんけん（３）２けたのたしざん ひきざん 

61 偕成社 
算数たんけん（４）くりあがり くりさがりの２けたのたしざん  

ひきざん 

62 偕成社 算数たんけん（５）かけざんとかけざん九九 

63 偕成社 算数たんけん（６）３けた ４けたのたしざん ひきざん 

64 偕成社 算数たんけん（７）わり算わかったよ 

65 偕成社 算数たんけん（８）大きな数のかけ算 

66 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん 

67 くもん出版 かずカード 

68 小学館 かず・かたちの図鑑（小学館の子ども図鑑 プレ NEO） 

69 小学館 とけいとじかん 

70 童心社 かずのほん１ どっちがたくさん 

71 童心社 かずのほん２ ０から１０まで 

72 童心社 かずのほん３ ０から１０までのたしざんひきざん 

73 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） 

74 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） 

75 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） 

76 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） 

77 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） 

78 ＰＨＰ かばおばさんのかぞえてかんたんかずあそび 

79 福音館 おおきい・ちいさい ０１２えほん 

80 福音館 とけいのほん１ 
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81 

算数 

福音館 とけいのほん２ 

82 民衆社 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる３年 

83 東京書籍 さんすう☆      算数Ｃ－１１１ 

84 東京書籍 さんすう☆☆（１）  算数Ｃ－１１２ 

85 東京書籍 さんすう☆☆（２）  算数Ｃ－１１３ 

86 東京書籍 さんすう☆☆☆    算数Ｃ－１１４ 

87 

音楽 

ユニバーサルデザ

イン絵本センター 
でこぼこえかきうた 

88 
ユニバーサルデザ

イン絵本センター 
でこぼこえかきうた２ 

89 

図画 

工作 

ぽるぷ出版 手であそぼう まねっこ あかあおきいろ 

90 ポプラ ペーパーランド（１）とびだすおりがみ 

91 ポプラ ペーパーランド（２）たのしいはりえ 

92 ポプラ ペーパーランド（３）とびだすカード 

93 ポプラ ペーパーランド（４）うきだしはりえ 

94 ポプラ ペーパーランド（５）紙はんがあそび 

95 ポプラ ペーパーランド（６）どうぶつおめん 

96 ポプラ ペーパーランド（７）おりがみブロック 

97 ポプラ ペーパーランド（８）おりがみえあそび 

98 ポプラ ペーパーランド（９）はこをつくろう 

99 ポプラ ペーパーランド（１０）色セロハンで作ろう 

100 ポプラ やさしいてづくりのプレゼント 

101 文化出版局 親と子の草あそび花あそび 

102 さ・え・ら 母と子のたのしい草木ぞめ 

103 
ユニバーサルデザ

イン絵本センター 
なないろのクラ 

104 偕成社 うごくにんぎょうあそび 

105 日本文芸社 かんたん、ふしぎ。切り紙ブック 

106 金の星社 つみき 

107 福音館 まる しかく さんかく 

108 福音館 しろ あか きいろ 

109 福音館 わたしほんがよめるの 

110 福音館 じのないえほん 

111 福音館 もっとほんがよめるの 

112 福音館 うさこちゃんとゆうえんち 

113 福音館 うさこちゃんのにゅういん 

114 福音館 うさこちゃんひこうきにのる 

115 福音館 ふしぎなたまご 

116 福音館 きいろいことり 

117 福音館 ちいさなさかな 

118 福音館 こねこのねる 

119 福音館 しんぶんしでつくろう 
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120 

図画 

工作 

金の星社 ぼくのくれよん 

121 視覚デザイン研究所 色の絵本 

122 さ・え・ら たのしいこうさく教室 たのしいこうさくきょうしつ 

123 学研 ペットボトル紙コップの実験 

124 小学館 あーとぶっく１ ゴッホの絵本-うずまきぐるぐる- 

125 小学館 あーとぶっく２ モネの絵本-太陽とおいかけっこ- 

126 

家庭 

女子栄養大 新・こどもクッキング 

127 学研 小学生の電子レンジのおやつマジック 

128 学研 小学生のチョコレートのおやつマジック 

129 学研 小学生のパンとケーキのおやつマジック 

130 学研 小学生のキッチンでおやつマジック 

131 学研 キッチンでおやつマジック大百科 

132 学研 あそびのおうさまずかん きょうりゅう 

133 学研 あそびのおうさまずかん いきもの・くらし 

134 学研 あそびのおうさまずかん おりがみ あやとり 

135 学研 あそびのおうさまずかん からだ 

136 学研 あそびのおうさまずかん ペット 

137 学研 あそびのおうさまずかん たべもの 

138 学研 あそびのおうさまずかん あそび 

139 学研 あそびのおうさまずかん そら 

140 学研 あそびのおうさまずかん リサイクルこうさく 

141 学研 あそびのおうさまずかん むし 

142 学研 あそびのおうさまずかん うみ 

143 学研 あそびのおうさまずかん のりもの 

144 学研 あそびのおうさまずかん くさばな 

145 学研 あそびのおうさまずかん どうぶつ 

146 学研 あそびのおうさまずかん もののなまえ 

147 学研 はっけんずかん たべもの 

148 学研 はっけんずかんプチ たべもの 

149 偕成社 はじめての手芸シリーズ へんしん糸・ひも・布 

150 

生活 

農文協 せかいあちこち ちきゅうたんけん 

151 農文協 やまをつくったもの やまをこわしたもの 

152 農文協 かわはながれる かわははこぶ 

153 農文協 うみはおおきい うみはすごい 

154 農文協 あめ、ゆき、あられ くものいろいろ 

155 農文協 ささやくかぜ うずまくかぜ 

156 農文協 じめんがふるえる だいちがゆれる 

157 農文協 ひをふくやま マグロのばくはつ 

158 農文協 よあけ ゆうやけ にじやオーロラ 

159 農文協 あさよる、なつふゆ ちきゅうはまわる 

160 ほるぷ出版 はるまでまってごらん 
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161 

生活 

福音館 世界のあいさつ 

162 福音館 はじめてであうずかん こんちゅう 

163 福音館 ぼくの家ができる 

164 福音館 地面の下のいきもの 

165 福音館 地下鉄のできるまで 

166 福音館 深い海の魚 

167 福音館 宇宙のアルバム 

168 福音館 海べのいきもの 

169 福音館 虫のかくれんぼ 

170 福音館 ちょう 

171 福音館 えもじ 

172 福音館 宇宙ステーション 

173 福音館 たねのずかん 

174 福音館 なく虫ずかん 

175 福音館 おいしい野草 

176 福音館 クイズどうぶつの手と足 

177 福音館 じどうしゃ博物館 

178 福音館 鳥のなき声ずかん 

179 福音館 ミニチュアでみる 世界の台所 

180 合同出版 友だち関係に勇気と自信がつく４２のメソッド 

181 合同出版 コミュニケーションに自信がつく４４のトレーニング 

182 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 

183 ひかりのくに 子どもの力を引き出す絵本 認識絵本 やってごらん 

184 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 

185 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 


