
鳥取県立特別支援学校採択教科書一覧表

学校名：鳥取盲学校

１　検定教科書

学部 種目 発行者略称 書名

小学部
単一

中学部
単一

高等部

専攻科

２　文部科学省著作教科書

（１）特別支援学校視覚障害者用教科書

学部 種目 発行者略称 書名

小学部 国語 ライト こくご　点字導入編
単一A 国語 ライト こくご　１－１
単一B 国語 ライト こくご　１－２

国語 ライト こくご　２－１
国語 ライト こくご　２－２
国語 ライト こくご　２－３
国語 ライト 国語　３－１
国語 ライト 国語　３－２
国語 ライト 国語　３－３
国語 ライト 国語　３－４
国語 ライト 国語　４－１
国語 ライト 国語　４－２
国語 ライト 国語　４－３
国語 ライト 国語　４－４
国語 ライト 国語　５－１
国語 ライト 国語　５－２
国語 ライト 国語　５－３
国語 ライト 国語　５－４
国語 ライト 国語　６－１
国語 ライト 国語　６－２
国語 ライト 国語　６－３
国語 ライト 国語　６－４
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　３－１
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　３－２
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　３－３
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　３－４
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　４－１
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　４－２
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　４－３
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　４－４
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　４－５
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　５－１
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　５－２
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　５－３
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　５－４
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　５－５
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　５－６

（県立高等学校使用教科書採択一覧参照）

東部地区採択教科書

東部地区採択教科書

Administrator
新規スタンプ



社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　５－７
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　６－１
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　６－２
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　６－３
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　６－４
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　６－５
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　６－６
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　６－７
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　６－８
算数 ヘレン さんすう　触って学ぶ導入編
算数 ヘレン さんすう　１－１
算数 ヘレン さんすう　１－２
算数 ヘレン さんすう　１－３
算数 ヘレン さんすう　１－４
算数 ヘレン さんすう　１－５
算数 ヘレン さんすう　１－６
算数 ヘレン さんすう　１－７
算数 ヘレン さんすう　２－１
算数 ヘレン さんすう　２－２
算数 ヘレン さんすう　２－３
算数 ヘレン さんすう　２－４
算数 ヘレン さんすう　２－５
算数 ヘレン さんすう　２－６
算数 ヘレン さんすう　２－７
算数 ヘレン さんすう　２－８
算数 ヘレン さんすう　珠算編１
算数 ヘレン さんすう　珠算編２
算数 ヘレン さんすう　珠算編３
算数 ヘレン さんすう　珠算編４
算数 ヘレン さんすう　３－１
算数 ヘレン さんすう　３－２
算数 ヘレン さんすう　３－３
算数 ヘレン さんすう　３－４
算数 ヘレン さんすう　３－５
算数 ヘレン さんすう　３－６
算数 ヘレン さんすう　３－７
算数 ヘレン さんすう　３－８
算数 ヘレン さんすう　３－９
算数 ヘレン 算数　４－１
算数 ヘレン 算数　４－２
算数 ヘレン 算数　４－３
算数 ヘレン 算数　４－４
算数 ヘレン 算数　４－５
算数 ヘレン 算数　４－６
算数 ヘレン 算数　４－７
算数 ヘレン 算数　４－８
算数 ヘレン 算数　４－９
算数 ヘレン 算数　４－１０
算数 ヘレン 算数　５－１
算数 ヘレン 算数　５－２
算数 ヘレン 算数　５－３
算数 ヘレン 算数　５－４
算数 ヘレン 算数　５－５



算数 ヘレン 算数　５－６
算数 ヘレン 算数　５－７
算数 ヘレン 算数　５－８
算数 ヘレン 算数　５－９
算数 ヘレン 算数　５－１０
算数 ヘレン 算数　５－１１
算数 ヘレン 算数　５－１２
算数 ヘレン 算数　６－１
算数 ヘレン 算数　６－２
算数 ヘレン 算数　６－３
算数 ヘレン 算数　６－４
算数 ヘレン 算数　６－５
算数 ヘレン 算数　６－６
算数 ヘレン 算数　６－７
算数 ヘレン 算数　６－８
算数 ヘレン 算数　６－９
理科 東点 理科　３－１
理科 東点 理科　３－２
理科 東点 理科　３－３
理科 東点 理科　３－４
理科 東点 理科　３－５
理科 東点 理科　４－１
理科 東点 理科　４－２
理科 東点 理科　４－３
理科 東点 理科　４－４
理科 東点 理科　４－５
理科 東点 理科　５－１
理科 東点 理科　５－２
理科 東点 理科　５－３
理科 東点 理科　５－４
理科 東点 理科　５－５
理科 東点 理科　６－１
理科 東点 理科　６－２
理科 東点 理科　６－３
理科 東点 理科　６－４
理科 東点 理科　６－５
外国語 東点 英語　５－１
外国語 東点 英語　５－２
外国語 東点 英語　５－３
外国語 東点 英語　６－１
外国語 東点 英語　６－２
外国語 東点 英語　６－３
特別の教科　道徳 ライト どうとく　１－１
特別の教科　道徳 ライト どうとく　１－２
特別の教科　道徳 ライト どうとく　２－１
特別の教科　道徳 ライト どうとく　２－２
特別の教科　道徳 ライト どうとく　３－１
特別の教科　道徳 ライト どうとく　３－２
特別の教科　道徳 ライト 道徳　４－１
特別の教科　道徳 ライト 道徳　４－２
特別の教科　道徳 ライト 道徳　５－１
特別の教科　道徳 ライト 道徳　５－２
特別の教科　道徳 ライト 道徳　６－１



特別の教科　道徳 ライト 道徳　６－２
中学部 国語 支援ｾﾝﾀｰ 国語　１ー１
単一A 国語 支援ｾﾝﾀｰ 国語　１－２
単一B 国語 支援ｾﾝﾀｰ 国語　１－３

国語 支援ｾﾝﾀｰ 国語　１－４
国語 支援ｾﾝﾀｰ 国語　１－５
国語 支援ｾﾝﾀｰ 国語　１－６
国語 支援ｾﾝﾀｰ 国語　２－１
国語 支援ｾﾝﾀｰ 国語　２－２
国語 支援ｾﾝﾀｰ 国語　２－３
国語 支援ｾﾝﾀｰ 国語　２－４
国語 支援ｾﾝﾀｰ 国語　２－５
国語 支援ｾﾝﾀｰ 国語　２－６
国語 支援ｾﾝﾀｰ 国語　３－１
国語 支援ｾﾝﾀｰ 国語　３－２
国語 支援ｾﾝﾀｰ 国語　３－３
国語 支援ｾﾝﾀｰ 国語　３－４
国語 支援ｾﾝﾀｰ 国語　３－５
国語 支援ｾﾝﾀｰ 国語　３－６
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　（地理）１
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　（地理）２
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　（地理）３
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　（地理）４
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　（地理）５
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　（地理）６
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　（地理）７
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　（地理）８
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　（地理）９
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　（地理）１０
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　（地理）１１
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　（地理）１２
社会 ヘレン 社会　（歴史）１
社会 ヘレン 社会　（歴史）２
社会 ヘレン 社会　（歴史）３
社会 ヘレン 社会　（歴史）４
社会 ヘレン 社会　（歴史）５
社会 ヘレン 社会　（歴史）６
社会 ヘレン 社会　（歴史）７
社会 ヘレン 社会　（歴史）８
社会 ヘレン 社会　（歴史）９
社会 ヘレン 社会　（歴史）１０
社会 日点 社会　（公民）１
社会 日点 社会　（公民）２
社会 日点 社会　（公民）３
社会 日点 社会　（公民）４
社会 日点 社会　（公民）５
社会 日点 社会　（公民）６
社会 日点 社会　（公民）７
社会 日点 社会　（公民）８
社会 日点 社会　（公民）９
社会 日点 社会　（公民）１０
社会 日点 社会　（公民）１１
社会 日点 社会　（公民）１２



数学 ライト 数学　１ー１
数学 ライト 数学　１－２
数学 ライト 数学　１－３
数学 ライト 数学　１－４
数学 ライト 数学　１－５
数学 ライト 数学　１－６
数学 ライト 数学　１－７
数学 ライト 数学　１－８
数学 ライト 数学　１ー探究ノート
数学 ライト 数学　２ー１
数学 ライト 数学　２ー２
数学 ライト 数学　２ー３
数学 ライト 数学　２ー４
数学 ライト 数学　２ー５
数学 ライト 数学　２ー６
数学 ライト 数学　２ー７
数学 ライト 数学　２ー探究ノート
数学 ライト 数学　３ー１
数学 ライト 数学　３ー２
数学 ライト 数学　３ー３
数学 ライト 数学　３ー４
数学 ライト 数学　３ー５
数学 ライト 数学　３ー６
数学 ライト 数学　３ー７
数学 ライト 数学　３ー８
数学 ライト 数学　３ー９
数学 ライト 数学　３ー探究ノート
理科 東点 理科　１ー１
理科 東点 理科　１ー２
理科 東点 理科　１ー３
理科 東点 理科　１ー４
理科 東点 理科　１ー５
理科 東点 理科　１ー６
理科 東点 理科　１ー７
理科 東点 理科　１ー８
理科 東点 理科　１ー９
理科 東点 理科　１ー１０
理科 東点 理科　１ー１１
理科 東点 理科　２ー１
理科 東点 理科　２ー２
理科 東点 理科　２ー３
理科 東点 理科　２ー４
理科 東点 理科　２ー５
理科 東点 理科　２ー６
理科 東点 理科　２ー７
理科 東点 理科　２ー８
理科 東点 理科　２ー９
理科 東点 理科　２ー１０
理科 東点 理科　２ー１１
理科 東点 理科　２ー１２
理科 東点 理科　３ー１
理科 東点 理科　３ー２
理科 東点 理科　３ー３



理科 東点 理科　３ー４
理科 東点 理科　３ー５
理科 東点 理科　３ー６
理科 東点 理科　３ー７
理科 東点 理科　３ー８
理科 東点 理科　３ー９
理科 東点 理科　３ー１０
理科 東点 理科　３ー１１
理科 東点 理科　３ー１２
外国語 東点 英語　１ー１
外国語 東点 英語　１ー２
外国語 東点 英語　１ー３
外国語 東点 英語　１ー４
外国語 東点 英語　１ー５
外国語 東点 英語　（資料編１）
外国語 東点 英語　（資料編２）
外国語 東点 英語　（資料編３）
外国語 東点 英語　（資料編４）
外国語 東点 英語　２ー１
外国語 東点 英語　２ー２
外国語 東点 英語　２ー３
外国語 東点 英語　２ー４
外国語 東点 英語　２ー５
外国語 東点 英語　２ー６
外国語 東点 英語　３ー１
外国語 東点 英語　３ー２
外国語 東点 英語　３ー３
外国語 東点 英語　３ー４
外国語 東点 英語　３ー５
外国語 東点 英語　３ー６
特別の教科　道徳 ヘレン 道徳　１ー１
特別の教科　道徳 ヘレン 道徳　１ー２
特別の教科　道徳 ヘレン 道徳　２ー１
特別の教科　道徳 ヘレン 道徳　２ー２
特別の教科　道徳 ヘレン 道徳　３ー１
特別の教科　道徳 ヘレン 道徳　３ー２



学部 種目 発行者略称 書名

小学部 国語 東書 こくご　☆

重複 国語 東書 こくご　☆☆

国語 東書 こくご　☆☆☆

算数 教出 さんすう　☆

算数 教出 さんすう　☆☆（１）

算数 教出 さんすう　☆☆（２）

算数 教出 さんすう　☆☆☆

音楽 東書 おんがく　☆

音楽 東書 おんがく　☆☆

音楽 東書 おんがく　☆☆☆

中学部 国語 東書 国語　☆☆☆☆

重複A 国語 東書 国語　☆☆☆☆☆

数学 教出 数学　☆☆☆☆

数学 教出 数学　☆☆☆☆☆

音楽 東書 音楽　☆☆☆☆

音楽 東書 音楽　☆☆☆☆☆

３　一般図書（特別支援学校・学級用）

学部 教科 発行者略称 書名

小学部 国語 あかね書房 もじのえほんあいうえお

重複 図画工作 あかね書房 あかねえほんシリーズかたちのえほんまる・さんかく・しかくさん

体育 あかね書房 からだが元気になる本２けんこうをつくる！４つのヒント

体育 あかね書房 からだがげんきになる本３けんこうをまもる！３つのポイント

図画工作 あかね書房 うごくおもちゃをつくろう！とぶ！はねる！おもちゃ

図画工作 岩崎書店 あそびの絵本ねんどあそび

図画工作 岩崎書店 あそびの絵本クレヨンあそび

図画工作 岩崎書店 あそびの絵本紙ねんどあそび

図画工作 岩崎書店 あそびの絵本えのぐあそび

特別の教科　道徳 偕成社 「おれたち、ともだち！」絵本ともだちや

特別の教科　道徳 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１２）げんきにごあいさつ

生活 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード

生活 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集

生活 くもん出版 生活図鑑カードお店カード

生活 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード

算数 くもん出版 とけいカード

算数 くもん出版 かずカード

音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード

生活 くもん出版 生活図鑑カードのりものカード

生活 くもん出版 生活図鑑カードこよみカード

算数 くもん出版 かず・けいさん１はじめてのすうじ

算数 くもん出版 かず・けいさん２やさしいすうじ

算数 くもん出版 かず・けいさん３すうじおけいこ

算数 くもん出版 かず・けいさん１０はじめてのとけい

算数 くもん出版 かず・けいさん１１とけいのおけいこ

音楽 成美堂出版 かわいいおとえほんはじめてのピアノ

音楽 東京書店 わくわく音あそびえほん新装版ドンドコドンドンたいこであそぼ

音楽 東京書店 わくわく音あそびえほんおうたがいっぱい！たのしいてあそびえほん

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）

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）

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）

（２）特別支援学校知的障害者用教科書



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）

音楽 永岡書店 どうぶつタンバリンリズムえほん

音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１

中学部 美術 あかね書房 トリックアート図鑑ペーパークラフト

重複A 美術 あかね書房 トリックアート図鑑ペーパークラフトふしぎの館

美術 あかね書房 トリックアート図鑑だまし絵

理科 岩崎書店 めくってわかる！ひとのからだ

特別の教科　道徳 偕成社 子どものマナー図鑑（３）でかけるときのマナー

職業・家庭 学研 名人はっけん！まちたんけん（３）くらしをささえる人

職業・家庭 学研 名人はっけん！まちたんけん（４）まもるひと

音楽 教　芸 歌のミュージックランド（６訂版）楽しい歌とコーラス

社会 くもん出版 時代を動かした人びとまんが日本の歴史人物伝

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

社会 小学館 小学館こども大百科

外国語 成美堂出版 ＣＤつき絵で学ぶ小学生の英語レッスンＡＢＣから英会話まで

職業・家庭 永岡書店 なぜ？ど〜して？図鑑

国語 日本教育研 ひとりだちするための国語

数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学

社会 ひかりのく 改訂新版辞書びきえほん日本地図

職業・家庭 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用

職業・家庭 主婦と生活 ねぇ知ってる？大図鑑

職業・家庭 柴田書店 料理はすごい！シェフが先生！小学生から使える、子どものためのはじめての料理本

理科 高橋書店 たのしい！科学のふしぎなぜ？どうして？２年生

中学部 美術 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

重複B 美術 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）ごちゃまぜカメレオン

特別の教科　道徳 偕成社 子どものマナー図鑑（１）ふだんの生活のマナー

美術 偕成社 ちょこっとできるびっくり！工作（３）せんたくばさみのふしぎ工作

社会 学研 めくってはっけん！にほんちずえほん

社会 学研 おはなし推理ドリル都道府県事件ファイル小学４〜６年

理科 学研 どんどんめくってはっけん！からだのふしぎ

国語 学研 よみとく１０分１０分で読めるお話５年生

職業・家庭 金の星社 おてつだいの絵本

職業・家庭 金の星社 社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちのしごと場１くらしをささえるしごとせいそう工場・じょう水場

職業・家庭 金の星社 社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちのしごと場２つくるしごと・売るしごと

職業・家庭 金の星社 社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちのしごと場３乗りもののしごと駅・空港・自動車工場

外国語 金の星社 ＡＢＣのえほん

音楽 教　芸 ５訂版歌はともだち

社会 小学館 ドラえもんの社会科おもしろ攻略日本の歴史１５人

数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学

保健体育 アーニ出版 こんにちは！からだとこころシリーズ１女の子のからだの絵本

保健体育 アーニ出版 こんにちは！からだとこころシリーズ２男の子のからだの絵本

理科 新日本 でんじろう先生のおもしろ科学実験室２ふしぎ実験

職業・家庭 ジアース ひとりでできちゃった！クッキング

高等部 美術 岩崎書店 あそびの絵本えのぐあそび

重複A 美術 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸしぜんで工作しよう

美術 岩崎書店 あそびの絵本きりがみあそび

特別の教科　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（気持の伝え方）

職業 学研 なぜ僕らは働くのか

家庭 開隆堂出版 職業・家庭たのしい家庭科わたしのくらしに生かす



社会 くもん出版 時代を動かした人びとまんが日本の歴史人物伝

職業 講談社 決定版夢をそだてるみんなに仕事３００

社会 こばと 中高生のための生活・社会

外国語 こばと 中高生のための英語

保健体育 育成会 自立生活ハンドブック１６性・Ｓａｙ・生

音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん２たのしいピアノのうた

国語 東洋館 くらしに役立つ国語

数学 東洋館 くらしに役立つ数学

理科 東洋館 くらしに役立つ理科

職業 永岡書店 生きる力を育てる新時代の伝記世界を変えた人たち３６５

国語 日本教育研 ひとりだちするための国語

家庭 日本教育研 ひとりだちするための調理学習

社会 ＰＨＰ はっけんＮＩＰＰＯＮ地図と新聞で見る４７都道府県

情報 汐文社 気をつけよう！情報モラル２メール・ＳＮＳ編

情報 汐文社 気をつけよう！情報モラル１ゲーム・あそび編

高等部 美術 岩崎書店 あそびの絵本えのぐあそび

重複B 美術 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－

国語 岩崎書店 五味太郎のことわざえほんシリーズことわざ絵本ＰＡＲＴ－２

特別の教科　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）

家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１９）楽しくお手伝い

国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（２）ようすのことば

国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（７）たとえのことば

職業 学研 なぜ僕らは働くのか

音楽 教　芸 歌のミュージックランド（６訂版）楽しい歌とコーラス

職業 講談社 決定版夢をそだてるみんなに仕事３００

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

理科 こばと 中高生のための自然・理科

理科 育成会 自立生活ハンドブック４からだ！！げんき！？

職業 永岡書店 生きる力を育てる新時代の伝記世界を変えた人たち３６５

社会 永岡書店 なぜ？ど〜して？図鑑

家庭 永岡書店 電子レンジ簡単レシピ１００＋

数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学

社会 ＪＴＢ るるぶ地図でよくわかる都道府県大百科

社会 玉川大学出 イラスト案内社会のしくみ図鑑

小学部 社会 ライト 初等地図帳

単一 音楽 ライト 小学生のおんがく　１

点字 音楽 ライト 小学生の音楽　２

音楽 ライト 小学生の音楽　３－１

音楽 ライト 小学生の音楽　３－２

音楽 ライト 小学生の音楽　４－１

音楽 ライト 小学生の音楽　４－２

音楽 ライト 小学生の音楽　５－１

音楽 ライト 小学生の音楽　５－２

音楽 ライト 小学生の音楽　６－１

音楽 ライト 小学生の音楽　６－２

体育 ライト みんなのほけん　３・４年

体育 ライト みんなの保健　５・６年

家庭 ヘレン 家庭科５・６年　１

家庭 ヘレン 家庭科５・６年　２

家庭 ヘレン 家庭科５・６年　３

家庭 ヘレン 家庭科５・６年　４

中学部 社会 ライト 社会科地図帳

単一 音楽 ライト 中学生の音楽　１－１



点字 音楽 ライト 中学生の音楽　１－２

音楽 ライト 中学生の音楽　２・３上　１

音楽 ライト 中学生の音楽　２・３上　２

音楽 ライト 中学生の音楽　２・３下　１

音楽 ライト 中学生の音楽　２・３下　２

音楽 ライト 中学生の器楽　１

音楽 ライト 中学生の器楽　２

保健体育 ライト 中学保健体育　１

保健体育 ライト 中学保健体育　２

保健体育 ライト 中学保健体育　３

保健体育 ライト 中学保健体育　４

保健体育 ライト 中学保健体育　５

保健体育 ライト 中学保健体育　６

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　１

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　２

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　３

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　４

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　５

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　６

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　７

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　８

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　９

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　１０

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　１

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　２

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　３

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　４

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　５

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　６

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　７

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　８

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　９



鳥取県立特別支援学校採択教科書一覧表

学校名：鳥取聾学校

１　検定教科書
学部 種目 発行者略称 書名

小学部
単一
重複B

中学部
単一
重複C

高等部

２　文部科学省著作教科書
（１）特別支援学校聴覚障害者用教科書
学部 種目 発行者略称 書名
小学部 国語 教出 こくご　ことばのべんきょう　一ねん
単一 国語 教出 こくご　ことばのべんきょう　二ねん
重複AB 国語 教出 こくご　ことばのべんきょう　三ねん

国語 教出 国語　ことばのれんしゅう　四年
国語 教出 国語　ことばの練習　五年
国語 教出 国語　ことばの練習　六年

中学部
単一

重複ABC
国語 教出 国語　言語編

（２）特別支援学校知的障害者用教科書

学部 種目 発行者略称 書名

小学部 算数 教出 さんすう　☆

重複A 算数 教出 さんすう　☆☆（１）

算数 教出 さんすう　☆☆（２）

算数 教出 さんすう　☆☆☆

３　一般図書（特別支援学校・学級用）

学部 教科 発行者略称 書名
小学部 音楽 あかね書房 うたってあそぼう１えかきうた（どうぶつ）
重複A 国語 あかね書房 よめるよめるもじのえほん

音楽 あかね書房 あかねせかいの本うたいましょうおどりましょう
算数 あかね書房 九九をとなえる王子さま
図画工作 岩崎書店 あそびの絵本ねんどあそび
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本漢字の絵本
国語 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
算数 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本かずの絵本
生活 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－

図画工作 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸしぜんで工作しよう
算数 岩崎書店 時計がわかる本
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）うごきのことば
図画工作 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）わたしだけのはらぺこあおむし

算数 偕成社 五味太郎ゲーム・ブック（２）かぞえてみようくらべてみよう

国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（２）ようすのことば
国語 偕成社 下村式となえておぼえる漢字の本小学１年生改訂４版

国語 偕成社 下村式となえてかく漢字練習ノート小学２年生改訂２版

国語 偕成社 下村式となえてかく漢字練習ノート小学３年生改訂２版

算数 偕成社 まついのりこ・数の絵本はじめてのひきざん
算数 偕成社 まついのりこ・数の絵本はじめてのたしざん
図画工作 学研 あそびのおうさまずかんリサイクルこうさく増補改訂

算数 学研 学研の頭脳開発おかねのれんしゅうちょう
国語 学研 学研の頭脳開発くせのないきれいな字になるカタカナれんしゅうちょう

音楽 学研 音楽をもっと好きになる本１歌や演奏を楽しむ
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでるどうぶつえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本ピカピカ！プルル♪もしもしスマホであそぼ！

生活 金の星社 ちびまる子ちゃんのはじめてのクッキングえほんかんたん！たまごりょうり

生活 金の星社 ちびまる子ちゃんのはじめてのクッキングえほんうれしい！おかし・デザート

東部地区採択教科書

東部地区採択教科書

（県立高等学校使用教科書採択一覧参照）



生活 金の星社 １ねんせいのせいかつえじてん
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード
生活 くもん出版 理科にぐ－んと強くなる小学４年生
国語 くもん出版 ひらがなのおけいこえほん
図画工作 国土社 たのしい図画工作９うごくおもちゃ
図画工作 国土社 たのしい図画工作１４こすりだし・すりだし
体育 合同出版 子どもとマスターする４５の操体法改訂新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方

体育 さえら ケガ・病気・からだの本３おなかの巻
国語 草思社 子ども版声に出して読みたい日本語１どっどどどどうど雨ニモマケズ

国語 かもがわ 漢字の基礎を育てる形・音・意味ワークシート２漢字の形・読み編

生活 双葉社 クレヨンしんちゃんのなんでも百科シリーズ　クレヨンしんちゃんの「まんが理科のどうして？」なるほどブック

生活 双葉社 クレヨンしんちゃんのなんでも百科シリーズ改訂新版クレヨンしんちゃん４７都道府県なるほど地図帳

生活 双葉社 先生は教えてくれない！クレヨンしんちゃんの友だちづきあいに大切なこと

中学部 美術 岩崎書店 あそびの絵本クレヨンあそび
重複A 数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本かずの絵本

外国語 大阪教育図 からだで学ぶ英語教室
国語 偕成社 エリック・カールの絵本くまさんくまさんなにみてるの？

職業・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！

社会 偕成社 子どものマナー図鑑（１）ふだんの生活のマナー
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
保健体育 学研 あそびのおうさまずかんからだ増補改訂
美術 学研 あそびのおうさまずかんリサイクルこうさく増補改訂

保健体育 学研 どんどんめくってはっけん！からだのふしぎ
職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１たのしいたまご料理
社会 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード
数学 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー
数学 こばと 初級編ステップアップかず・すうじ
理科 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯはるなつあきふゆ楽しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑

音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた
美術 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
国語 童心社 ピーマン村の絵本たちさつまのおいも
外国語 戸田デザイ 和英えほん
理科 戸田デザイ 昆虫とあそぼう
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）

特別の教科　道徳 日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策改訂版
理科 ひかりのく 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

保健体育 ひかりのく 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

音楽 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん
外国語 評論社 ピーター・スピアーの絵本１せかいのひとびと

職業・家庭 福音館 かがくのとも絵本平野レミのおりょうりブック
中学部 職業・家庭 開隆堂出版 職業・家庭たのしい家庭科わたしのくらしに生かす
重複B 職業・家庭 開隆堂出版 夢を育む技術、職業－未来に向かって

保健体育 合同出版 子どもとマスターする４５の操体法改訂新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方

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

音楽 小学館 ドラえもんの音楽おもしろ攻略楽ふがよめる
社会 東洋館 くらしに役立つ社会
国語 東洋館 くらしに役立つ国語
理科 東洋館 くらしに役立つ理科
保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育
職業・家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭
社会 東洋館 これだけは身につけよう！社会科の基礎・活用
国語 東洋館 くらしに役立つワーク国語
音楽 東洋館 くらしに役立つ音楽
外国語 東洋館 くらしに役立つ英語
国語 日本教育研 ひとりだちするための国語
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学
特別の教科　道徳 日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策改訂版
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学ワーク１お金編
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学ワーク２時間編
社会 日本教育研 ひとりだちするための社会
美術 グラフィク アートであそぼおえかきレッスンわくわくワーク
理科 少年写真新 見てびっくり野菜の植物学
音楽 新星出版社 童謡・唱歌・みんなのうた新装版
理科 増進堂 科学のなぜ？新事典
美術 西村書店 直感こども美術館見てごらん！名画だよ



美術 西村書店 直感こども美術館すごいぞ！ニッポン美術
外国語 文理 できる！！がふえる↑ドリル英語アルファベットと英単語
外国語 明治図書 生活語彙が楽しく身につく！小・中学生の英語カルタ＆アクティビティ３０

高等部 特別の教科　道徳 合同出版 イラスト版子どものためのモラルスキル言葉・表情・行動で身につく道徳

重複 国語 こばと 中高生のための国語
社会 こばと 中高生のための生活・社会
理科 こばと 中高生のための自然・理科
社会 東洋館 くらしに役立つ社会
国語 東洋館 くらしに役立つ国語
数学 東洋館 くらしに役立つ数学

理科 東洋館 くらしに役立つ理科

保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育

家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭

外国語 東洋館 くらしに役立つ英語

職業 東洋館 くらしに役立つソーシャルスキル

職業 日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策改訂版

職業 日本教育研 ひとりだちするためのライフキャリア教育

特別の教科　道徳 河出新社 考えよう話そう道徳！みんなで道トーク！１学校編

美術 秀学社 美術資料

職業 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための新・見てわかるビジネスマナー集



鳥取県立特別支援学校採択教科書一覧表

学校名：鳥取聾学校ひまわり分校

１　検定教科書
学部 種目 発行者略称 書名

小学部
単一AB

西部地区採択教科書

中学部
単一 西部地区採択教科書

２　文部科学省著作教科書
（１）特別支援学校聴覚障害者用教科書
学部 種目 発行者略称 書名
小学部 国語 教出 こくご　ことばのべんきょう
一ねん

単一AB 国語 教出 こくご　ことばのべんきょう
二ねん

重複 国語 教出 こくご　ことばのべんきょう
三ねん

国語 教出 国語　ことばのれんしゅう
四年

国語 教出 国語　ことばの練習　五年

国語 教出 国語　ことばの練習　六年

中学部
単一
重複

国語 教出 国語　言語編

学部 種目 発行者略称 書名

小学部 国語 東書 こくご　☆

重複 国語 東書 こくご　☆☆

国語 東書 こくご　☆☆☆

算数 教出 さんすう　☆

算数 教出 さんすう　☆☆（１）

算数 教出 さんすう　☆☆（２）

算数 教出 さんすう　☆☆☆

音楽 東書 おんがく　☆

音楽 東書 おんがく　☆☆

音楽 東書 おんがく　☆☆☆

中学部 国語 東書 国語　☆☆☆☆

重複 国語 東書 国語　☆☆☆☆☆

数学 教出 数学　☆☆☆☆

数学 教出 数学　☆☆☆☆☆

音楽 東書 音楽　☆☆☆☆

音楽 東書 音楽　☆☆☆☆☆

３　一般図書（特別支援学校・学級用）

学部 教科 発行者略称 書名
小学部 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？

重複 特別の教科　道徳 偕成社 子どもの生活（３）マナーをきちんとおぼえよう！
特別の教科　道徳 偕成社 安全のしつけ絵本（１）きをつけようね
図画工作 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）わたしだけのはらぺこあおむし

特別の教科　道徳 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１２）げんきにごあいさつ
生活 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
体育 学研 あそびのおうさまずかんからだ増補改訂
国語 くもん出版 もじ・ことば１はじめてのひらがな１集
生活 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
生活 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」
算数 くもん出版 かずカード
国語 グランまま ぼくとわたしのせいかつえほん
図画工作 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！
算数 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズおいしいおいしい１・２・３
特別の教科　道徳 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん

生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３おでかけのきほん
特別の教科　道徳 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４おつきあいのきほん

（２）特別支援学校知的障害者用教科書



特別の教科　道徳 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術イラスト版子どものマナー

図画工作 さえら たのしい工作教室たのしいこうさくきょうしつ１
算数 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん

図画工作 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８

体育 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん

生活 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

体育 ひかりのく 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

体育 評論社 しかけ絵本の本棚からだのなかとそと

国語 ＰＨＰ 子どもの字がうまくなる練習ノート

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

算数 ポプラ 音のでる知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのほん

中学部 職業・家庭 開隆堂出版 職業・家庭たのしい家庭科わたしのくらしに生かす

重複 特別の教科　道徳 開隆堂出版 中学生のための学校生活のマナー

社会 金の星社 社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちのしごと場１くらしをささえるしごとせいそう工場・じょう水場

社会 金の星社 社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちのしごと場２つくるしごと・売るしごと

社会 金の星社 社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちのしごと場３乗りもののしごと駅・空港・自動車工場

特別の教科　道徳 金の星社 子どものぎもん事典こんなとき、どうする？
理科 講談社 講談社の動く図鑑ワンダーＭＯＶＥ大自然のふしぎ
理科 講談社 講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ動物新訂版１１１分ＤＶＤつき
理科 講談社 講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ植物ＤＶＤつき
特別の教科　道徳 講談社 決定版夢をそだてるみんなに仕事３００
美術 国土社 たのしい図画工作１６ちぎり紙・きり紙・はり絵
職業･家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術イラスト版手のしごと
美術 小学館 あーとぶっくひらめき美術館第１館
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４からだ！！げんき！？
美術 福音館 Ｄｏ！図鑑シリーズ工作図鑑
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
職業・家庭 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用



鳥取県立特別支援学校採択教科書一覧表

学校名：鳥取養護学校

１　検定教科書

学部 種目 発行者略称 書名

小学部
単一

中学部
単一

東部地区採択教科書

高等部 （県立高等学校使用教科書採択一覧参照）

２　文部科学省著作教科書

（１）特別支援学校知的障害者用教科書

学部 種目 発行者略称 書名

小学部 国語 東書 こくご　☆

重複Ⅰ 国語 東書 こくご　☆☆

　　ⅡＡ 国語 東書 こくご　☆☆☆

算数 教出 さんすう　☆

算数 教出 さんすう　☆☆（１）

算数 教出 さんすう　☆☆（２）

算数 教出 さんすう　☆☆☆

音楽 東書 おんがく　☆

音楽 東書 おんがく　☆☆

音楽 東書 おんがく　☆☆☆
中学部 国語 東書 国語　☆☆☆☆

重複Ⅰ 国語 東書 国語　☆☆☆☆☆

数学 教出 数学　☆☆☆☆

数学 教出 数学　☆☆☆☆☆

音楽 東書 音楽　☆☆☆☆

音楽 東書 音楽　☆☆☆☆☆

３　一般図書（特別支援学校・学級用）

学部 教科 発行者略称 書名

小学部 国語 学研 ４年生までに身につけたい言葉力１１００

重複Ⅰ 音楽 教芸 ６訂版歌はともだち

生活 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード（２集）

生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん

図画工作 コクヨ おえかき美術館

生活 三省堂 こどもきせつのぎょうじ絵じてん第２版

図画工作 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

国語 日本教育研 ひとりだちするための国語
算数 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学
音楽 カエル ＤⅤＤつきケロポンズのいち・にのたいそうＢＯＯＫ
国語 光村 国語四上　かがやき
国語 光村 国語四下　はばたき
算数 啓林館 わくわく　算数４上
算数 啓林館 わくわく　算数４下
音楽 教出 小学音楽　 音楽のおくりもの　４
図画工作 日文 図画工作　５・６上　見つめて　広げて　　

東部地区採択教科書



小学部 国語 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
重複ⅡA 生活 岩崎書店 とんとんとん！だれかな？

国語 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし
国語 金の星社 こどものくに傑作絵本ゴリラのパンやさん
生活 金の星社 音のでる絵本ピカピカ！プルル♪もしもしスマホであそぼ！

国語 くもん出版 くろくまくんのことばえほんなまえのことば
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４おつきあいのきほん
国語 コクヨ かおノート
国語 コクヨ おえかき美術館
生活 世界文化社 ＰｒｉＰｒｉ発達支援絵カード（５）コミュニケーション
生活 大日本絵画 おとがなるさわるしかけえほんにぎやかどうぶつのあかちゃん

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
音楽 永岡書店 きいてうたって２４曲どうよううたのえほん
算数・生活 ひさかた さわってごらん！ふしぎなふしぎなまほうの木
生活 福音館 幼児絵本シリーズどんどこどん
算数 フレーベル あかちゃんといっしょ０・１・２どんないろがすき
生活 ポプラ いろいろいろのほん
算数 ポプラ いちごがいっこいろ・かず・かたち
音楽 朝日新聞 ピカピカひかるピアノ音でる♪知育絵本
算数 交通新聞 はらぺこあおむしエリック・カールいろ・かたちカード
音楽 コスミック たたいて！うたって！たいこえほん
音楽 新星出版社 おとのでるえほんたのしいてあそびうた
音楽 ベネッセ たまひよ楽器あそび絵本すてきなピアノえほんＤＸ
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんたいこ
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのリズムえほんマラカス

小学部 国語 偕成社 日本むかし話おむすびころりん
重複ⅡB 生活 偕成社 エリック・カールの絵本できるかな？－あたまからつまさきまで－

国語 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１２）げんきにごあいさつ
算数 偕成社 おにの子あかたろうのほん（１）あかたろうの１・２・３の３・４・５

生活・算数 学研 いっしょにあそぼぬのひもえほんしましまぐるぐる
算数 学研 いっしょにあそぼまるまるぽぽぽん
算数 学研 おさかなちゃんちっちゃなおさかなちゃん
国語 金の星社 こどものくに傑作絵本ゴリラのパンやさん
国語 金の星社 おまかせコックさん
生活 小学館 きむらゆういちのパッチン絵本おいしいな！
算数 小学館 デコボコえほんあかあおきいろ
国語 世界文化社 リボンのしかけえほんにじをつくったのだあれ？
国語 世界文化社 さかながはねて
算数 大日本絵画 あなあきしかけえほん１０ぴきなかよしさかなくん
生活 福音館 幼児絵本シリーズもりのおふろ
生活 福音館 幼児絵本シリーズどんどこどん
生活 フレーベル あかちゃんといっしょ０・１・２どんないろがすき
音楽 朝日新聞 ピカピカひかるピアノ音でる♪知育絵本
音楽 コスミック たたいて！うたって！たいこえほん
音楽 新星出版社 おとのでるえほんたのしいてあそびうた
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのリズムえほんマラカス

中学部 国語 あかね書房 もじのえほんあいうえお
重複Ⅰ 国語 あかね書房 もじのえほんかたかなアイウエオ

国語 あかね書房 もじのえほんかんじ（１）
国語 あかね書房 あかね書房の学習えほんあそぼうあそぼうあいうえお
国語 あかね書房 あかね書房の学習えほんことばのえほんＡＢＣ
国語 あかね書房 あかね書房の学習えほんかたかなえほんアイウエオ
美術 岩崎書店 あそびの絵本ねんどあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本クレヨンあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本紙ねんどあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本えのぐあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本えかきあそび
理科 岩崎書店 知識の絵本ひとのからだ
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
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本漢字の絵本
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本絵本ＡＢＣ



国語 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
数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本かずの絵本
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
理科 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 絵本図鑑シリーズ１２のはらのずかん－野の花と虫たち－

美術 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸしぜんで工作しよう
社会 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）

社会 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（気持の伝え方）

国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）うごきのことば
国語 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
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）くらしのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１０）なまえのことば
音楽 学研 音楽がもっと好きになる本２いろいろな楽器を知る
社会 金の星社 おてつだいの絵本
音楽 教　芸 ５訂版歌はともだち
国語 くもん出版 もじ・ことば１はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１はじめてのかん字
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」
国語 くもん出版 ひらがなカード
数学 くもん出版 とけいカード
数学 くもん出版 かずカード
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード
社会 グランまま ぼくとわたしのせいかつえほん
音楽 グランまま うたえほん
音楽 グランまま うたえほんⅡ
音楽 グランまま うたえほんⅢ
美術 国土社 たのしい図画工作１４こすりだし・すりだし
美術 国土社 たのしい図画工作１６ちぎり紙・きり紙・はり絵
理科 小峰書店 りかのこうさく１ねんせい
社会 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん
社会 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３おでかけのきほん
社会 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４おつきあいのきほん
社会 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術イラスト版子どものマナー

数学 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー
美術 コクヨ パノラマせかいりょこう
美術 さえら たのしい工作教室たのしいこうさくきょうしつ１
美術 さえら たのしい工作教室木のぞうけい教室
理科 さえら 母と子の手づくり教室母と子の園芸教室花をつくろう
数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん
社会 小学館 ドラえもんちずかん１にっぽんちず
社会 小学館 ドラえもんちずかん２せかいちず
美術 小学館 あーとぶっくひらめき美術館第１館
美術 小学館 あーとぶっくひらめき美術館第２館
美術 小学館 あーとぶっく１ゴッホの絵本－うずまきぐるぐる－
音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた

社会 草思社 みんなのためのルールブックあたりまえだけど、とても大切なこと

音楽 大日本絵画 メロディーえほんＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
数学 童心社 かずのほん３０から１０までのたしざんひきざん
音楽 ドレミ楽譜 保育名歌こどものうた１００選
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん
国語 戸田デザイ あいうえおえほん
国語 戸田デザイ ＡＢＣえほん
社会 戸田デザイ にっぽんちず絵本
社会 戸田デザイ せかいちず絵本
国語 戸田デザイ よみかた絵本
美術 戸田デザイ ６つの色
数学 戸田デザイ とけいのえほん
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）



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）

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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
国語 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）

数学 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）

数学 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）

数学 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語５
国語 日本教育研 ひとりだちするための国語
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学ワーク１お金編
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９ひとのからだ
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０たべもの
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２きせつとしぜん
理科 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２
理科 ひかりのく 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
理科 ひかりのく はじめてのずかん４やさいとくだもの
理科 ひかりのく 新装版ＫＩＤＳ２１１２たべものひゃっか
美術 福音館 かがくのとも絵本しんぶんしでつくろう
美術 福音館 かがくのとも絵本かみであそぼうきる・おる
理科 婦人之友 よくみるよくきくよくする絵本たべものとからだ
美術 ポプラ あそびのひろば１はんがあそび
美術 ポプラ あそびのひろば２やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ あそびのひろば４はりえあそび
理科 誠文堂新光 理系脳を伸ばす遊び＆調べ学習生きもののふしぎなお話なぜ？どうして？

国語 冨山房 しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩
中学部 数学 あかね書房 あかねえほんシリーズかたちのえほんまる・さんかく・しかくさん

重複ⅡA 音楽 あかね書房 あかねえほんシリーズえほんえかきうた
数学 あかね書房 わかるわかるじかんのえほん
美術 岩崎書店 あそびの絵本ねんどあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本クレヨンあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本紙ねんどあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本えのぐあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本えかきあそび
国語 岩崎書店 とんとんとん！だれかな？
美術 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック
美術 絵本館 五味太郎の絵本９いろ
数学 絵本館 五味太郎の絵本１０かたち
数学 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ
国語 偕成社 ことばをおぼえる本かず・かたち・いろあいうえお
国語 偕成社 「おれたち、ともだち！」絵本ともだちや
美術 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

国語 偕成社 日本むかし話おむすびころりん
数学 偕成社 １００かいだてのいえシリーズ１００かいだてのいえ
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（５）つなぎのことば
国語 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし
国語 偕成社 エリック・カールの絵本うたがみえるきこえるよ
国語 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）わたしだけのはらぺこあおむし

国語 偕成社 エリック・カールの絵本くまさんくまさんなにみてるの？
美術 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）ごちゃまぜカメレオン
国語 偕成社 エリック・カールの絵本月ようびはなにたべる？ーアメリカのわらべうた

理科 偕成社 エリック・カールの絵本できるかな？－あたまからつまさきまで－

音楽 偕成社 １０＋１人の絵本作家オリジナルソング集うたのパレット
数学 偕成社 日本の絵本ピンポーン
社会 偕成社 エリック・カールボードブックボードブックさびしがりやのほたる－光る絵本－

美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって



理科 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード
理科 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集
社会 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
社会 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
国語 くもん出版 ひらがなカード
数学 くもん出版 とけいカード
数学 くもん出版 かずカード
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード
国語 くもん出版 あいうえおべんとう
社会 グランまま ぼくとわたしのせいかつえほん
音楽 グランまま うたえほん
音楽 グランまま うたえほんⅡ
国語 グランまま ことばえほん
音楽 グランまま うたえほんⅢ
数学 講談社 ブルーナのアイディアブックミッフィーの１から１０まで
美術 好学社 レオ・レオニの絵本じぶんだけのいろ
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集こぐまちゃんおはよう
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集こぐまちゃんのみずあそび
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第３集しろくまちゃんのほっとけーき
数学 こぐま社 ぶうとぴょんのえほんおんなじおんなじ
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本ぶたたぬききつねねこ
数学 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊さよならさんかく
国語 こぐま社 馬場のぼるのえほん１１ぴきのねこ
国語 こぐま社 柳原良平のえほんかおかおどんなかお
国語 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズよめるよよめるよあいうえお
数学 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズおいしいおいしい１・２・３
数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん
社会 三省堂 こどもきせつのぎょうじ絵じてん第２版小型版
数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科６かずあそび１・２・３
国語 世界文化社 リボンのしかけえほんにじをつくったのだあれ？
数学 大日本絵画 あなあきしかけえほん１０ぴきなかよしさかなくん
理科 大日本絵画 おとがなるさわるしかけえほんにぎやかどうぶつのあかちゃん

美術 大日本絵画 むしむしさわってごらん
音楽 大日本絵画 おとがなるしかけえほんクラシックおんがくのおやすみえほん

美術 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
数学 童心社 かずのほん１どっちがたくさん
数学 童心社 かずのほん２０から１０まで
国語 童心社 １４ひきのシリーズ１４ひきのあさごはん
国語 童心社 １４ひきのシリーズ１４ひきのぴくにっく
国語 童心社 ピーマン村の絵本たちさつまのおいも
理科 童心社 ピーマン村の絵本たちおおきくなるっていうことは
国語 童心社 ピーマン村の絵本たちよーいどん！
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
国語 永岡書店 おしゃべりあいうえおはじめてのひらがな・カタカナ
音楽 永岡書店 きいてうたって２４曲どうよううたのえほん
数学 ひかりのく 認識絵本５いくつかな
数学 ひかりのく 認識絵本１０おおきいちいさい
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん１
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん２
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん３
理科 ひかりのく 改訂新版体験を広げるこどものずかん１どうぶつえん
理科 ひかりのく 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

理科 ひかりのく 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
理科 ひかりのく 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
理科 ひかりのく はじめてのずかん４やさいとくだもの
理科 ひかりのく 新装版ＫＩＤＳ２１１２たべものひゃっか
音楽 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん
音楽 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１



音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
社会 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
理科 福音館 幼児絵本シリーズくだもの
理科 福音館 幼児絵本シリーズやさい
理科 福音館 幼児絵本シリーズやさいのおなか
理科 福音館 かがくのとも絵本たべられるしょくぶつ
美術 福音館 かがくのとも絵本しんぶんしでつくろう
国語 福音館 こどものとも絵本ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐら
国語 福音館 こどものとも絵本そらいろのたね
国語 福音館 こどものとも絵本おおきなかぶ
社会 福音館 こどものとも絵本はじめてのおつかい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズてぶくろ
国語 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
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ三びきのやぎのがらがらどん
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズおふろだいすき
音楽 福音館 日本傑作絵本シリーズみんなであそぶわらべうた
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズドオン！
理科 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐらの１ねんかん
理科 福音館 かがくのとも絵本あしたのてんきははれ？くもり？あめ？
国語 文研出版 ジョイフルえほん傑作集りんごがドスーン
美術 文研出版 みるみる絵本もこもこもこ
美術 ポプラ ペーパーランド３とびだすカード
国語 ポプラ ねずみくんの絵本１ねずみくんのチョッキ
美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに
数学 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２どうぶつなんびき？
音楽 カエル ＤⅤＤつきケロポンズのいち・にのたいそうＢＯＯＫ

理科 交通新聞 いきものおとなになったら？

社会 主婦の友 おかいもの

美術 ＢＬ出版 ぞうのエルマー

国語 冨山房 しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩

音楽 ベネッセ たまひよ楽器あそび絵本すてきなピアノえほんＤＸ

音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんもっきん

音楽 三起商行 ポカポカフレンズのリズムえほんマラカス

社会 三起商行 ミキハウス音のでるおしごとえほんレジスター

中学部 数学 あかね書房 あかねえほんシリーズかたちのえほんまる・さんかく・しかくさん

重複ⅡB 音楽 あかね書房 あかねえほんシリーズえほんえかきうた

数学 あかね書房 わかるわかるじかんのえほん

美術 岩崎書店 あそびの絵本ねんどあそび

美術 岩崎書店 あそびの絵本クレヨンあそび

美術 岩崎書店 あそびの絵本紙ねんどあそび

美術 岩崎書店 あそびの絵本えのぐあそび

美術 岩崎書店 あそびの絵本えかきあそび

国語 岩崎書店 とんとんとん！だれかな？

美術 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック

美術 絵本館 五味太郎の絵本９いろ

数学 絵本館 五味太郎の絵本１０かたち

数学 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ

国語 偕成社 ことばをおぼえる本かず・かたち・いろあいうえお

国語 偕成社 「おれたち、ともだち！」絵本ともだちや

美術 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

国語 偕成社 日本むかし話おむすびころりん

数学 偕成社 １００かいだてのいえシリーズ１００かいだてのいえ

国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（５）つなぎのことば

国語 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし

国語 偕成社 エリック・カールの絵本うたがみえるきこえるよ

国語 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）わたしだけのはらぺこあおむし

国語 偕成社 エリック・カールの絵本くまさんくまさんなにみてるの？

美術 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）ごちゃまぜカメレオン

国語 偕成社 エリック・カールの絵本月ようびはなにたべる？ーアメリカのわらべうた



理科 偕成社 エリック・カールの絵本できるかな？－あたまからつまさきまで－

音楽 偕成社 １０＋１人の絵本作家オリジナルソング集うたのパレット

数学 偕成社 日本の絵本ピンポーン

社会 偕成社 エリック・カールボードブックボードブックさびしがりやのほたる－光る絵本－

美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん

美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん

美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん

美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって

美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって

理科 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード

理科 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集

社会 くもん出版 生活図鑑カードお店カード

社会 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード

国語 くもん出版 ひらがなカード

数学 くもん出版 とけいカード

数学 くもん出版 かずカード

数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん

音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード

国語 くもん出版 あいうえおべんとう

社会 グランまま ぼくとわたしのせいかつえほん

音楽 グランまま うたえほん

音楽 グランまま うたえほんⅡ

国語 グランまま ことばえほん

音楽 グランまま うたえほんⅢ

数学 講談社 ブルーナのアイディアブックミッフィーの１から１０まで

美術 好学社 レオ・レオニの絵本じぶんだけのいろ

国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集こぐまちゃんおはよう

国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集こぐまちゃんのみずあそび

国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第３集しろくまちゃんのほっとけーき

数学 こぐま社 ぶうとぴょんのえほんおんなじおんなじ

国語 こぐま社 ことばあそびの絵本ぶたたぬききつねねこ

数学 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊さよならさんかく

国語 こぐま社 馬場のぼるのえほん１１ぴきのねこ

国語 こぐま社 柳原良平のえほんかおかおどんなかお

国語 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズよめるよよめるよあいうえお

数学 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズおいしいおいしい１・２・３

数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん

社会 三省堂 こどもきせつのぎょうじ絵じてん第２版小型版

数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科６かずあそび１・２・３

国語 世界文化社 リボンのしかけえほんにじをつくったのだあれ？

数学 大日本絵画 あなあきしかけえほん１０ぴきなかよしさかなくん

理科 大日本絵画 おとがなるさわるしかけえほんにぎやかどうぶつのあかちゃん

美術 大日本絵画 むしむしさわってごらん

音楽 大日本絵画 おとがなるしかけえほんクラシックおんがくのおやすみえほん

美術 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ

数学 童心社 かずのほん１どっちがたくさん

数学 童心社 かずのほん２０から１０まで

国語 童心社 １４ひきのシリーズ１４ひきのあさごはん

国語 童心社 １４ひきのシリーズ１４ひきのぴくにっく

国語 童心社 ピーマン村の絵本たちさつまのおいも

理科 童心社 ピーマン村の絵本たちおおきくなるっていうことは

国語 童心社 ピーマン村の絵本たちよーいどん！

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２

国語 永岡書店 おしゃべりあいうえおはじめてのひらがな・カタカナ

音楽 永岡書店 きいてうたって２４曲どうよううたのえほん

数学 ひかりのく 認識絵本５いくつかな

数学 ひかりのく 認識絵本１０おおきいちいさい



音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん１

音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん２

音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん３

理科 ひかりのく 改訂新版体験を広げるこどものずかん１どうぶつえん

理科 ひかりのく 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

理科 ひかりのく 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

理科 ひかりのく 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

理科 ひかりのく はじめてのずかん４やさいとくだもの

理科 ひかりのく 新装版ＫＩＤＳ２１１２たべものひゃっか

音楽 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん

音楽 ひかりのく 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

音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１

音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき

社会 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう

理科 福音館 幼児絵本シリーズくだもの

理科 福音館 幼児絵本シリーズやさい

理科 福音館 幼児絵本シリーズやさいのおなか

理科 福音館 かがくのとも絵本たべられるしょくぶつ

美術 福音館 かがくのとも絵本しんぶんしでつくろう

国語 福音館 こどものとも絵本ぞうくんのさんぽ

国語 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐら

国語 福音館 こどものとも絵本そらいろのたね

国語 福音館 こどものとも絵本おおきなかぶ

社会 福音館 こどものとも絵本はじめてのおつかい

国語 福音館 世界傑作絵本シリーズてぶくろ

国語 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

国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ三びきのやぎのがらがらどん

国語 福音館 日本傑作絵本シリーズおふろだいすき

音楽 福音館 日本傑作絵本シリーズみんなであそぶわらべうた

国語 福音館 日本傑作絵本シリーズドオン！

理科 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐらの１ねんかん

理科 福音館 かがくのとも絵本あしたのてんきははれ？くもり？あめ？

国語 文研出版 ジョイフルえほん傑作集りんごがドスーン

美術 文研出版 みるみる絵本もこもこもこ

美術 ポプラ ペーパーランド３とびだすカード

国語 ポプラ ねずみくんの絵本１ねずみくんのチョッキ

美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに

数学 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２どうぶつなんびき？

音楽 カエル ＤⅤＤつきケロポンズのいち・にのたいそうＢＯＯＫ

理科 交通新聞 いきものおとなになったら？

社会 主婦の友 おかいもの

美術 ＢＬ出版 ぞうのエルマー

国語 冨山房 しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩

音楽 ベネッセ たまひよ楽器あそび絵本すてきなピアノえほんＤＸ

音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんもっきん

音楽 三起商行 ポカポカフレンズのリズムえほんマラカス

社会 三起商行 ミキハウス音のでるおしごとえほんレジスター

高等部 美術 好学社 レオ・レオニの絵本じぶんだけのいろ

重複 美術 国土社 たのしい図画工作９うごくおもちゃ

ふれあい 美術 国土社 たのしい図画工作１６ちぎり紙・きり紙・はり絵

音楽 三省堂 親子でうたう英語うたの絵じてん

美術 視覚デザイ ハートアートシリーズ色のえほん

音楽 大日本絵画 おとがなるしかけえほんはじめてのオーケストラ

音楽 大日本絵画 おとがなるしかけえほんクラシックおんがくのおやすみえほん

音楽 永岡書店 きいてうたって２４曲どうよううたのえほん

国語 福音館 こどものとも絵本おなべおなべにえたかな？

美術 ポプラ いろいろいろのほん

音楽 カエル ＤⅤＤつきケロポンズのいち・にのたいそうＢＯＯＫ



美術 ＢＬ出版 ぞうのエルマー

国語 冨山房 しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩

音楽 プレジデ社 ＣＤ付き名曲を聴きながら旅するオーケストラの絵本

高等部 数学 くもん出版 時計のみかたが楽しくわかるくろくまくんのとけいえほん

重複 美術 コクヨ おえかき美術館

生活 国語 三省堂 三省堂こどもひらがな絵じてん

美術 小学館 あーとぶっくひらめき美術館第２館

数学 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）

国語 冨山房 しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩

国語 光村 国語１

国語 光村 国語２

国語 光村 国語３

数学 啓林館 未来へひろがる数学１

数学 啓林館 未来へひろがる数学２

数学 啓林館 未来へひろがる数学３

音楽 教 芸 中学生の音楽　１

音楽 教 芸 中学生の器楽

音楽 教芸 中学生の音楽２・３上

音楽 教芸 中学生の音楽２・３下

美術 日文 美術１　出会いと広がり

美術 日文 美術１　美術との出会い

美術 日文 美術２・３上　学びの深まり

美術 日文 美術２・３下　美の探求

美術 日文 美術２・３上　学びの実感と広がり

美術 日文 美術２・３下　学びの探求と未来

国語 東書 こくご　☆☆☆

国語 東書 国語　☆☆☆☆

音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆



鳥取県立特別支援学校採択教科書一覧表

学校名：白兎養護学校

１　検定教科書
学部 種目 発行者略称 書名

小学部 採択なし

中学部 採択なし

高等部 採択なし

２　文部科学省著作教科書

（１）　特別支援学校知的障害者用教科書

学部 種目 発行者略称 書名

国語 東書 こくご ☆☆☆

算数 教出 さんすう ☆☆☆

算数 教出 さんすう ☆☆☆

音楽 東書 おんがく ☆☆

中学部 国語 東書 国語 ☆☆☆☆

単一 国語 東書 国語 ☆☆☆☆☆

数学 教出 数学 ☆☆☆☆

数学 教出 数学 ☆☆☆☆☆

音楽 東書 音楽 ☆☆☆☆

中学部 数学 教出 数学 ☆☆☆☆

重複A 音楽 東書 音楽 ☆☆☆☆

中学部

重複B

３　一般図書（特別支援学校・学級用)
学部 教科 発行者略称 書名

小学部 図画工作 岩崎書店 あそびの絵本ねんどあそび
下学年 国語 偕成社 ことばをおぼえる本かず・かたち・いろあいうえお
単一 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

図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」
国語 くもん出版 ひらがなカード
算数 くもん出版 とけいカード
算数 くもん出版 かずカード
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード
国語 くもん出版 カタカナカード
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４おつきあいのきほん
音楽 大日本絵画 メロディーえほんＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月

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）

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）

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２きせつとしぜん
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
算数 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん

小学部 生活 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（気持の伝え方）

上学年 生活 金の星社 おてつだいの絵本
単一 算数 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー

生活 小学館 ドラえもんちずかん１にっぽんちず
音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん２たのしいピアノのうた

図画工作 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８

小学部
上学年
単一

数学 教出 数学 ☆☆☆☆

小学部
下学年
重複A



音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん１たのしいピアノのおけいこ

音楽 大日本絵画 メロディーえほんＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月

国語 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

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）

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）

図画工作 のら書店 はじめてのこうさくあそび
図画工作 福音館 福音館の科学シリーズあそびのレシピ

小学部 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
下学年 国語 あかね書房 たのしくおぼえるあいうえおえほん
重複A 生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（１）ごあいさつあそび

生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（３）いただきますあそび
国語 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）いいおへんじできるかな
生活 偕成社 安全のしつけ絵本（１）きをつけようね
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（９）はみがきあそび
生活 学研 はっけんずかんのりもの改訂版
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまずかんリサイクルこうさく増補改訂
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって
生活 学研 はっけんずかんむし新版
算数 学研 学研の幼児ワーク３歳かず
算数 学研 学研の頭脳開発でんしゃのかず・とけいれんしゅうちょう
国語 学研 学研の幼児ワーク５歳ひらがな
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いるの？

生活 金の星社 おてつだいの絵本
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪てあそびうたえほん
音楽 金の星社 ドンドン！わっしょい！あっぱれおまつりたいこえほん
音楽 金の星社 うたってたたこう！わくわくリズムあそびどうようえほん
国語 金の星社 いもとようこ世界の名作絵本おおきなかぶ
国語 くもん出版 もじ・ことば１はじめてのひらがな１集
生活 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード
国語 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集
生活 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」
国語 くもん出版 ひらがなカード
算数 くもん出版 かずカード
算数 くもん出版 おけいこはじめてのおけいこ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード
国語 くもん出版 あいうえおべんとう
国語 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード（２集）
国語 くもん出版 書きかたカードカタカナ
国語 くもん出版 ゆびなぞりカードひらがな
生活 グランまま ぼくとわたしのせいかつえほん
算数 講談社 ブルーナのアイディアブックミッフィーの１から１０まで
国語、生活 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集こぐまちゃんおはよう
算数 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊さよならさんかく
国語、生活 こぐま社 柳原良平のえほんかおかおどんなかお
算数 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズおいしいおいしい１・２・３
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん
算数 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー
算数 こばと 初級編ステップアップマッチングⅠ
図画工作 コクヨ かおノート
生活 小学館 ドラえもんちずかん２せかいちず
算数 小学館 デコボコえほんかずをかぞえよう！
音楽 大日本絵画 メロディーえほんＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月

図画工作 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
算数 戸田デザイ とけいのえほん
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２



音楽 永岡書店 どうぶつタンバリンリズムえほん
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０たべもの
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
生活 評論社 しかけ絵本の本棚コロちゃんはどこ？
算数 ひさかた ミーミとクークのえほんミーミとクークの１・２・３
生活 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐらのうたうた１２つき
音楽 フレーベル アンパンマンピアノえほん
図画工作 ポプラ ペーパーランド８おりがみえあそび
算数 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに
生活 ポプラ これなあに？かたぬきえほん４おきがえいろいろかくれんぼ

国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお
小学部 生活 偕成社 安全のしつけ絵本（１）きをつけようね
上学年 図画工作 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）わたしだけのはらぺこあおむし

重複A 生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１１）ノンタンぱっぱらぱなし
算数 偕成社 ノンタン・ボードブックノンタン１・２・３
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまずかんリサイクルこうさく増補改訂
生活 学研 ほんとのおおきさほんとのおおきさ動物園
生活 学研 かぜビューン
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いるの？

生活 金の星社 ひとりでできるもん！５すてきなおかし作り
生活 金の星社 おてつだいの絵本
国語 金の星社 新しいえほんとんとんとん
生活 金の星社 新しいえほんへんしんトイレ
算数 金の星社 音のでるとけいえほんいまなんじ？
国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」
国語 くもん出版 ひらがなカード
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード
国語 くもん出版 書きかたカードカタカナ
国語 くもん出版 書きかたカード漢字
算数 くもん出版 かず・けいさん３すうじおけいこ
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集こぐまちゃんおはよう
国語 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズよめるよよめるよあいうえお
算数 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズおいしいおいしい１・２・３
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん
国語 こばと 初級編ステップアップこくごⅠ
算数 こばと 中級編ジャンプアップさんすうⅡ
図画工作 コクヨ かおノート
算数 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん
算数 小学館 デコボコえほんかずをかぞえよう！
音楽 小学館 ピタゴラスイッチこたつたこＤＶＤブック
図画工作 小学館 ピタゴラ装置ＤＶＤブック１
生活 小学館 アンパンマンといこう！スーパーマーケット
音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん１たのしいピアノのおけいこ

音楽 大日本絵画 メロディーえほんＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月

算数 童心社 かずのほん１どっちがたくさん
図画工作 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ
算数 戸田デザイ １から１００までのえほん
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）

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）

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）

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）

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん
音楽 永岡書店 どうぶつタンバリンリズムえほん
音楽 永岡書店 きいてうたって２４曲どうよううたのえほん
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０たべもの
生活 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２



音楽 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん
算数 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん
生活 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
国語 ひさかた おべんとうバス
生活 ひさかた しぜんにタッチ！シリーズおすしのさかな
算数 福音館 ブルーナの絵本まる、しかく、さんかく
音楽 フレーベル アンパンマンピアノえほん
図画工作 ポプラ ペーパーランド８おりがみえあそび
生活 山と溪谷社 でんしゃでまなぶにほんちず
国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお
生活 イースト さがしてごらん
音楽 コスミック きらきらひかる！ピアノえほん
生活 こぐま会 ことば絵カード１００

小学部 生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん３かばくんのはるなつあきふゆ
下学年 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
重複B 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん

図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって
音楽 金の星社 ドンドン！わっしょい！あっぱれおまつりたいこえほん
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」
国語 くもん出版 ひらがなカード
算数 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
生活 こぐま社 こぐまちゃんえほん第３集しろくまちゃんのほっとけーき
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん
算数 こばと 初級編ステップアップかず・すうじ
生活 世界文化社 写真でわかるなぜなに１どうぶつ
音楽 大日本絵画 メロディーえほんＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
国語 童心社 絵本・こどものひろばわっこおばちゃんのしりとりあそび
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）

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）

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
算数 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん
図画工作 ポプラ ペーパーランド８おりがみえあそび

小学部 国語 くもん出版 カタカナカード
上学年 算数 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー
重複B 図画工作 さえら たのしい工作教室たのしいこうさくきょうしつ１

生活 小学館 ドラえもんちずかん１にっぽんちず
音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん２たのしいピアノのうた
音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん１たのしいピアノのおけいこ

算数 童心社 かずのほん３０から１０までのたしざんひきざん
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）

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）

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）

生活 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
生活 ひかりのく 改訂新版体験を広げるこどものずかん１どうぶつえん
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
図画工作 福音館 かがくのとも絵本しんぶんしでつくろう
図画工作 ポプラ ペーパーランド８おりがみえあそび

小学部 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
訪問A 国語 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）みんなみんなみーつけた

算数 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊さよならさんかく
音楽 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん

小学部 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
訪問在宅 生活 偕成社 赤ちゃん版ノンタン（２）ノンタンもぐもぐもぐ

国語 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）みんなみんなみーつけた
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪てあそびうたえほん
国語 金の星社 いもとようこ世界の名作絵本おおきなかぶ
音楽 グランまま うたえほん
算数 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊さよならさんかく
算数 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集かくしたのだあれ



中学部 理科 学研 学研の図鑑ＬＩＶＥ（ライブ）人体
単一 社会 学研 読んで見て楽しむ日本地図帳増補改訂版

社会 学研 読んで見て楽しむ世界地図帳増補改訂版
職業･家庭 開隆堂出版 職業・家庭たのしい職業科わたしの夢につながる
職業･家庭 開隆堂出版 職業・家庭たのしい家庭科わたしのくらしに生かす
職業・家庭 開隆堂出版 共に生きる家庭科－自立を目指して
音楽 教　芸 歌のミュージックランド（６訂版）楽しい歌とコーラス
音楽 教　芸 ６訂版歌はともだち
外国語 くもん出版 くもんの小学基礎英語たのしく学べる英単語
理科 講談社 講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ人体のふしぎ新訂版
国語 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本漢字がたのしくなる本２改訂版１２８字のあわせ漢字

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）

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）

国語 東洋館 くらしに役立つ国語
職業・家庭 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
数学 むぎ書房 わかるさんすう２
外国語 アプリコッ ＬｅａｒｎｉｎｇＷｏｒｌｄ１３ｎｄＥｄｉｔｉｏｎＳｔｕｄｅｎｔＢｏｏｋ
外国語 三省堂書店 ＮｅｗＡＢＣｏｆＥＮＧＬＩＳＨ単語編新装改訂新版
美術 秀学社 美術資料
理科 みくに出版 理科実験資料集改訂新版

中学部 美術 あかね書房 うたってあそぼう１えかきうた（どうぶつ）
重複A 美術 岩崎書店 あそびの絵本えかきあそび

国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本漢字の絵本
理科 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ８やさいのずかん
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）うごきのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）くらしのことば
美術 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）わたしだけのはらぺこあおむし

美術 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）ごちゃまぜカメレオン
職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（４）ばんごはんつくろう！（洋食・中華編）

職業・家庭 偕成社 ２才からのあそびえほん（４）はみがきはみがき
社会 偕成社 のりものくらべ（２）くらしをまもる車
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって
理科 学研 ほんとのおおきさもっと！ほんとのおおきさ動物園
職業・家庭 開隆堂出版 職業・家庭たのしい家庭科わたしのくらしに生かす
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？
職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１たのしいたまご料理
職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！５すてきなおかし作り
職業・家庭 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！
職業・家庭 金の星社 おてつだいの絵本
社会 金の星社 音のでる絵本おとのでるのりものえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪どうようえほん
国語 金の星社 音のでる絵本ピカピカ！プルル♪もしもしスマホであそぼ！
国語 金の星社 音のでる絵本おとのでるあいうえおのえほん
音楽 金の星社 おとのでるうたっておどれるからだあそびうたえほん
音楽 教　芸 ６訂版歌はともだち
職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
数学 くもん出版 かずカード
美術 くもん出版 あいうえおべんとう
理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！
数学 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊さよならさんかく
国語 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズよめるよよめるよあいうえお
職業・家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん
社会 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３おでかけのきほん
数学 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー
美術 コクヨ ぐりぐりスケッチ
数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん
社会 小学館 ドラえもんちずかん１にっぽんちず
数学 小学館 デコボコえほんかずをかぞえよう！
数学 小学館 小児科医がつくったＬＤ児・ＡＤＨＤ児のためのゆっくりさんすうプリント１０までのかず

理科 小学館 デコボコえほんどうぶつ



職業・家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング
音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん１たのしいピアノのおけいこ

理科 世界文化社 写真でわかるなぜなに１どうぶつ
音楽 大日本絵画 メロディーえほんＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
数学 大日本絵画 しかけえほんびっくりかずあそび
美術 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん
国語 戸田デザイ よみかた絵本
数学 戸田デザイ とけいのえほん
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）

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）

社会、職業・家庭 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
国語 日本教育研 ひとりだちするための国語
職業・家庭 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０たべもの
職業・家庭 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２きせつとしぜん
職業・家庭 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２
美術 ひかりのく 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
社会 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！新装改訂版みぢかなマーク

音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
国語 評論社 コロちゃんのびっくり箱コロちゃんのがっこう
数学 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん
国語 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
美術 福音館 福音館の科学シリーズあそびのレシピ
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐらの１ねんかん
美術 ポプラ ペーパーランド８おりがみえあそび
数学 交通新聞 はらぺこあおむしエリック・カールマグネットあそび
音楽 東書 おんがく　☆☆
音楽 東書 おんがく　☆☆☆

中学部 国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本漢字の絵本
重複B 社会 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（９）ルールとマナー

国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）かざることば（Ａ）
美術 偕成社 かこさとしうつくしい絵
数学 偕成社 算数たんけん（４）くりあがりくりさがり２けたのたしざんひきざん

理科 学研 学研の図鑑ＬＩＶＥ（ライブ）人体
外国語 学研 新レインボーはじめて英語辞典ＣＤ－ＲＯＭつきオールカラー

職業・家庭 開隆堂出版 共に生きる家庭科－自立を目指して
音楽 教　芸 歌のミュージックランド（６訂版）楽しい歌とコーラス
音楽 教　芸 ６訂版歌はともだち
理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！
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
国語 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本漢字がたのしくなる本２改訂版１２８字のあわせ漢字

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）

数学 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）

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）

職業・家庭 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
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学ワーク１お金編
美術 福音館 福音館の科学シリーズあそびのレシピ
外国語 アプリコッ ＬｅａｒｎｉｎｇＷｏｒｌｄ１３ｎｄＥｄｉｔｉｏｎＳｔｕｄｅｎｔＢｏｏｋ

外国語 三省堂書店 ＮｅｗＡＢＣｏｆＥＮＧＬＩＳＨ単語編新装改訂新版
理科 みくに出版 理科実験資料集改訂新版

中学部 数学 あかね書房 あかね書房の学習えほんおかあさんだいすき１．２．３
訪問A 数学 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし

国語 偕成社 エリック・カールの絵本くまさんくまさんなにみてるの？
国語 金の星社 金の星社の絵本まいにちがプレゼント
国語 童心社 とことこえほんいらっしゃい
数学 戸田デザイ ６つの色
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん２
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん３
音楽 ひさかた わらべうたえほんやまのおんがくか



中学部 数学 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）わたしだけのはらぺこあおむし

訪問B 職業・家庭 金の星社 音のでる絵本おとのでるのりものえほん
国語 くもん出版 生活図鑑カードのりものカード
音楽 くもん出版 ＣＤ付き英語のうたカード

中学部 数学 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ

訪問在宅 音楽 大日本絵画 おとがなるしかけえほんはじめてのオーケストラ

国語 童心社 とことこえほんいらっしゃい

数学 戸田デザイ ６つの色

国語 ひさかた ちっちゃなトラックレッドくん

音楽 ひさかた わらべうたえほんやまのおんがくか

音楽 ひさかた おもちゃのチャチャチャ

数学 福音館 かがくのとも絵本かずのほん

国語 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐらのおおそうじ

高等部 家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭
単一 職業 日本教育研 ひとりだちするための進路学習
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学校名：倉吉養護学校

１　検定教科書

学部 種目 発行者略称 書名

小学部
肢体単一

中学部
肢体単一

高等部

２　文部科学省著作教科書
学部 種目 発行者略称 書名

小学部 国語 東書 こくご　☆

知的単一 国語 東書 こくご　☆☆

知的重複 国語 東書 こくご　☆☆☆

算数 教出 さんすう　☆

算数 教出 さんすう　☆☆（１）

算数 教出 さんすう　☆☆（２）

算数 教出 さんすう　☆☆☆

国語 東書 国語　☆☆☆☆

国語 東書 国語　☆☆☆☆☆

数学 教出 数学　☆☆☆☆

数学 教出 数学　☆☆☆☆☆

３　一般図書[特別支援学校・学級用)

学部
小学部 国語 あかね書房 もじのえほんかんじ（１）

肢体重複Ⅰ 国語 あかね書房 もじのえほんかんじ（２）
算数 あかね書房 あかねえほんシリーズかたちのえほんまる・さんかく・しかくさん

図画工作 あかね書房 あかねえほんシリーズえほんえかきうた
国語 あかね書房 けんちゃんとあそぼう１のってのって
生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん１かばくんのいちにち
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
国語 あかね書房 あかね書房の学習えほんかたかなえほんアイウエオ
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
国語 あかね書房 ゆびにんぎょうえほん１３びきのちびくま
図画工作 岩崎書店 あそびの絵本クレヨンあそび
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本漢字の絵本
図画工作 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸしぜんで工作しよう
図画工作 絵本館 五味太郎の絵本９いろ
算数 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）くらしのことば
生活 偕成社 赤ちゃん版ノンタン（２）ノンタンもぐもぐもぐ
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！
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（１）ごあいさつあそび
国語 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（２）いないいないばああそび
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（３）いただきますあそび
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（４）ひとりでうんちできるかな
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）いいおへんじできるかな
国語 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし
図画工作 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）わたしだけのはらぺこあおむし

国語 偕成社 エリック・カールの絵本くまさんくまさんなにみてるの？
生活 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）きいろいのはちょうちょ
図画工作 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）みんなみんなみーつけた
生活、体育 偕成社 ノンタンあそぼうよ（４）ノンタンおよぐのだいすき
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１０）ノンタンボールまてまてまて
国語 偕成社 まついのりこあかちゃんのほん２集（１）じゃあじゃあびりびり

中学部
知的単一

（県立高等学校使用教科書採択一覧参照）

中部地区採択教科書

中部地区採択教科書



国語 偕成社 五味太郎音と文字の本ぽぽぽぽぽ
国語 偕成社 五味太郎音と文字の本どどどどど
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（８）シャンプーだいすき
生活 偕成社 とびだす・ひろがる！えほんシリーズとびだす・ひろがる！のりものえほん

国語、生活 偕成社 さわる絵本新装版これ、なあに？
図画工作 偕成社 あっ！とおどろくしかけえほんおめんです
生活 偕成社 とびだす・ひろがる！えほんシリーズとびだす・ひろがる！どうぶつえほん

生活 学研 はっけんずかんのりもの改訂版
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまずかんリサイクルこうさく増補改訂
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって
算数、図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって
国語 学研 いっしょにあそぼあかあかくろくろ
図画工作 学研 いっしょにあそぼぶんぶんきいろ
図画工作 学研 いっしょにあそぼぬのひもえほんしましまぐるぐる
図画工作 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａくだものさん
生活 金の星社 ひとりでできるもん！６だいすきおやつ作り
生活 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！
算数 金の星社 はじめての絵本たいむつみき
国語 金の星社 新しいえほんとんとんとん
生活 金の星社 音のでる絵本おとのでるのりものえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでるどうぶつえほん
音楽 金の星社 うたってたたこう！わくわくリズムあそびどうようえほん
国語 金の星社 あいうえおのえほん
国語 くもん出版 もじ・ことば１はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１はじめてのかん字
生活 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード
生活 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集
生活 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
生活 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」
国語 くもん出版 ひらがなカード
算数 くもん出版 とけいカード
算数 くもん出版 かずカード
算数 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
算数 くもん出版 おけいこはじめてのおけいこ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば２はじめてのひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば７ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９はじめてのカタカナ
国語 くもん出版 もじ・ことば１０カタカナおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば１２漢字おけいこ
国語 くもん出版 書きかたカード漢字
国語 くもん出版 カタカナカード
国語 くもん出版 ぶんカード１集
国語 くもん出版 ゆびなぞりカードひらがな
算数 くもん出版 たしざんカード
図画工作 くもん出版 くもんのはじめてのえほん２なにいろ？
図画工作 くもん出版 ファーストステップドリルすいすいきってみよう
算数 くもん出版 かず・けいさん１０はじめてのとけい
算数 くもん出版 かず・けいさん１１とけいのおけいこ
算数 くもん出版 めいろ１はじめてのめいろ１集
図画工作 くもん出版 こうさく１はじめてのはさみ
図画工作 くもん出版 こうさく２はじめてのかみこうさく１集
国語 くもん出版 小学ドリル国語２年生の言葉と文のきまり
国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生の文しょうの読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語２年生の文章の読解



国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語２年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生のカタカナ
算数 くもん出版 小学ドリル算数１年生のすう・りょう・ずけい
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算１年生のひきざん
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算２年生のかけ算（九九）
国語 くもん出版 くもんのにがてたいじドリルこくご１小学１年生「は・を・へ」のつかいかた

生活 くもん出版 あきびんごの創造性を育てる○つけドリルいきもの博士レベル１

算数 くもん出版 時計のみかたが楽しくわかるくろくまくんのとけいえほん
音楽 グランまま うたえほん
図画工作 講談社 創作絵本ぼくのくれよん
図画工作 講談社 おともだちドリルブック１きってはってこうさくブック１
図画工作 国土社 たのしい図画工作９うごくおもちゃ
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集こぐまちゃんおはよう
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集こぐまちゃんのみずあそび
国語、生活 こぐま社 こぐまちゃんえほん第３集しろくまちゃんのほっとけーき
国語 こぐま社 ぶうとぴょんのえほんおんなじおんなじ
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本ぶたたぬききつねねこ
算数 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊さよならさんかく
図画工作 こぐま社 柳原良平のえほんかおかおどんなかお
生活 こぐま社 こぐまちゃんえほん第４集しろくまちゃんぱんかいに
国語 こぐま社 ぶうとぴょんの絵本なにしてるなにしてる
算数 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー
国語 こばと 初級編ステップアップマッチングⅠ
国語 こばと 初級編ステップアップこくごⅠ
算数 こばと 初級編ステップアップさんすうⅠ
図画工作 さえら たのしい工作教室たのしいこうさくきょうしつ１
算数 小学館 ２１世紀幼稚園百科６かずあそび１・２・３
算数 小学館 デコボコえほんかずをかぞえよう！
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい昆虫館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい乗りもの館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく新・りったいどうぶつ館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったいやさい・くだもの館

生活 小学館 かな？かな？えほんよ〜く、みて！
生活 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
国語、音楽 世界文化社 さかながはねて
音楽 大日本絵画 メロディーえほんＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
生活 大日本絵画 パペットしかけえほんふわふわうさちゃん
生活、図画工作 大日本絵画 むしむしさわってごらん
国語 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

国語 童心社 ピーマン村の絵本たちさつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たちよーいどん！
国語 童心社 松谷みよ子あかちゃんの本あなたはだあれ
図画工作 戸田デザイ ６つの色
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）

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）

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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
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）

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）

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）

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）

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）

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
算数 永岡書店 木のえほんどうぶつパズル
生活 永岡書店 こども写真ひゃっかはたらくくるま大図鑑ＤＸ〈デラックス〉ＤＶＤ付き

生活 永岡書店 どうぶつタンバリンリズムえほん
生活 永岡書店 はじめてずかんこれ、な〜に？６５０
生活 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
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０たべもの



生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２きせつとしぜん
生活 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２
音楽 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
図画工作 ひかりのく なぞってたどってゆびあそぶっくつつつつつー
国語 評論社 しかけ絵本の本棚コロちゃんはどこ？
国語 評論社 コロちゃんのびっくり箱コロちゃんのたんじょうび
生活 ひさかた あかちゃんのための絵本はみがきしゅわしゅわ
図画工作 ひさかた ミーミとクークのえほんミーミとクークのあか・あお・きいろ
算数 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん
生活 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
国語 ひさかた スキンシップ絵本あいうえお
生活 ひさかた おべんとうバス
図画工作 福音館 かがくのとも絵本かみであそぼうきる・おる
国語 福音館 こどものとも絵本ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 こどものとも絵本そらいろのたね
国語 福音館 こどものとも絵本おおきなかぶ
生活 福音館 こどものとも絵本はじめてのおつかい
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズドオン！
生活 福音館 みぢかなかがくシリーズ町たんけん
算数 福音館 幼児絵本シリーズきんぎょがにげた
国語 福音館 幼児絵本シリーズねえどっちがすき？
生活 福音館 幼児絵本シリーズくだものだもの
生活 福音館 ばばばあちゃんの絵本ばばばあちゃんのおもちつき
国語 ブロンズ新 だるまさんと
国語 ブロンズ新 だるまさんが
国語 ブロンズ新 だるまさんの
国語 ブロンズ新 おしくら・まんじゅう
生活 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集かくしたのだあれ
生活 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集たべたのだあれ
国語 文研出版 ジョイフルえほん傑作集りんごがドスーン
国語 文研出版 みるみる絵本もこもこもこ
音楽 フレーベル アンパンマンリズムえほんアンパンマンといっしょにがっきであそぼう

音楽 フレーベル アンパンマン・メロディバギーブック１ゆうきりんりんメロディ
音楽 フレーベル アンパンマンピアノえほん
図画工作 ポプラ あそびのひろば４はりえあそび
図画工作 ポプラ あそびのひろば８らくがきあそび
図画工作 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに
算数 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２どうぶつなんびき？
国語 ポプラ やさい・くだものぴったりカード
国語 ポプラ 音のでる知育絵本２７よくばりおけいこあいうえおＡＢＣ
算数 民衆社 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる２年
国語 理論社 あいうえおうさま
国語、生活 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお
国語 リーブル しりとりしましょ！たべものあいうえお
国語 朝日新聞 うたおう♪はなそう！おうた＆ことばタブレット音でる♪知育絵本

音楽 朝日新聞 ピカピカひかるピアノ音でる♪知育絵本
国語 朝日新聞 あいうえおＡＢＣタブレット音でる♪知育絵本
生活 佼成出版 なにをたべてきたの？
算数 清風堂書店 陰山ドリル初級算数小学２年生
生活 大日本図書 いろいろバス
算数 文溪堂 まるさんかくぞう
国語 ベネッセ さわって脳すくすく手ざわり絵本ふわふわどっち？

小学部 国語 あかね書房 もじのえほんかんじ（１）
肢体重複Ⅱ 国語 あかね書房 もじのえほんかんじ（２）

算数 あかね書房 あかねえほんシリーズかたちのえほんまる・さんかく・しかくさん

図画工作 あかね書房 あかねえほんシリーズえほんえかきうた
国語 あかね書房 けんちゃんとあそぼう１のってのって
生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん１かばくんのいちにち
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



国語 あかね書房 あかね書房の学習えほんかたかなえほんアイウエオ
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
国語 あかね書房 ゆびにんぎょうえほん１３びきのちびくま
図画工作 岩崎書店 あそびの絵本クレヨンあそび
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本漢字の絵本
図画工作 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸしぜんで工作しよう
図画工作 絵本館 五味太郎の絵本９いろ
算数 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）くらしのことば
生活 偕成社 赤ちゃん版ノンタン（２）ノンタンもぐもぐもぐ
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！
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（１）ごあいさつあそび
国語 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（２）いないいないばああそび
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（３）いただきますあそび
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（４）ひとりでうんちできるかな
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）いいおへんじできるかな
国語 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし
図画工作 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）わたしだけのはらぺこあおむし

国語 偕成社 エリック・カールの絵本くまさんくまさんなにみてるの？
生活 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）きいろいのはちょうちょ
図画工作 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）みんなみんなみーつけた
生活、体育 偕成社 ノンタンあそぼうよ（４）ノンタンおよぐのだいすき
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１０）ノンタンボールまてまてまて
国語 偕成社 まついのりこあかちゃんのほん２集（１）じゃあじゃあびりびり
国語 偕成社 五味太郎音と文字の本ぽぽぽぽぽ
国語 偕成社 五味太郎音と文字の本どどどどど
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（８）シャンプーだいすき
生活 偕成社 とびだす・ひろがる！えほんシリーズとびだす・ひろがる！のりものえほん

国語、生活 偕成社 さわる絵本新装版これ、なあに？
図画工作 偕成社 あっ！とおどろくしかけえほんおめんです
生活 偕成社 とびだす・ひろがる！えほんシリーズとびだす・ひろがる！どうぶつえほん

生活 学研 はっけんずかんのりもの改訂版
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまずかんリサイクルこうさく増補改訂
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって
算数、図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって
国語 学研 いっしょにあそぼあかあかくろくろ
図画工作 学研 いっしょにあそぼぶんぶんきいろ
図画工作 学研 いっしょにあそぼぬのひもえほんしましまぐるぐる
図画工作 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａくだものさん
生活 金の星社 ひとりでできるもん！６だいすきおやつ作り
生活 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！
算数 金の星社 はじめての絵本たいむつみき
国語 金の星社 新しいえほんとんとんとん
生活 金の星社 音のでる絵本おとのでるのりものえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでるどうぶつえほん
音楽 金の星社 うたってたたこう！わくわくリズムあそびどうようえほん
国語 金の星社 あいうえおのえほん
国語 くもん出版 もじ・ことば１はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１はじめてのかん字
生活 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード
生活 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集
生活 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
生活 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」
国語 くもん出版 ひらがなカード
算数 くもん出版 とけいカード



算数 くもん出版 かずカード
算数 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
算数 くもん出版 おけいこはじめてのおけいこ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば２はじめてのひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば７ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９はじめてのカタカナ
国語 くもん出版 もじ・ことば１０カタカナおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば１２漢字おけいこ
国語 くもん出版 書きかたカード漢字
国語 くもん出版 カタカナカード
国語 くもん出版 ぶんカード１集
国語 くもん出版 ゆびなぞりカードひらがな
算数 くもん出版 たしざんカード
図画工作 くもん出版 くもんのはじめてのえほん２なにいろ？
図画工作 くもん出版 ファーストステップドリルすいすいきってみよう
算数 くもん出版 かず・けいさん１０はじめてのとけい
算数 くもん出版 かず・けいさん１１とけいのおけいこ
算数 くもん出版 めいろ１はじめてのめいろ１集
図画工作 くもん出版 こうさく１はじめてのはさみ
図画工作 くもん出版 こうさく２はじめてのかみこうさく１集
国語 くもん出版 小学ドリル国語２年生の言葉と文のきまり
国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生の文しょうの読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語２年生の文章の読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語２年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生のカタカナ
算数 くもん出版 小学ドリル算数１年生のすう・りょう・ずけい
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算１年生のひきざん
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算２年生のかけ算（九九）
国語 くもん出版 くもんのにがてたいじドリルこくご１小学１年生「は・を・へ」のつかいかた

生活 くもん出版 あきびんごの創造性を育てる○つけドリルいきもの博士レベル１

算数 くもん出版 時計のみかたが楽しくわかるくろくまくんのとけいえほん
音楽 グランまま うたえほん
図画工作 講談社 創作絵本ぼくのくれよん
図画工作 講談社 おともだちドリルブック１きってはってこうさくブック１
図画工作 国土社 たのしい図画工作９うごくおもちゃ
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集こぐまちゃんおはよう
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集こぐまちゃんのみずあそび
国語、生活 こぐま社 こぐまちゃんえほん第３集しろくまちゃんのほっとけーき
国語 こぐま社 ぶうとぴょんのえほんおんなじおんなじ
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本ぶたたぬききつねねこ
算数 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊さよならさんかく
図画工作 こぐま社 柳原良平のえほんかおかおどんなかお
生活 こぐま社 こぐまちゃんえほん第４集しろくまちゃんぱんかいに
国語 こぐま社 ぶうとぴょんの絵本なにしてるなにしてる
算数 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー
国語 こばと 初級編ステップアップマッチングⅠ
国語 こばと 初級編ステップアップこくごⅠ
算数 こばと 初級編ステップアップさんすうⅠ
図画工作 さえら たのしい工作教室たのしいこうさくきょうしつ１
算数 小学館 ２１世紀幼稚園百科６かずあそび１・２・３
算数 小学館 デコボコえほんかずをかぞえよう！
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい昆虫館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい乗りもの館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく新・りったいどうぶつ館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったいやさい・くだもの館

生活 小学館 かな？かな？えほんよ〜く、みて！
生活 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
国語、音楽 世界文化社 さかながはねて



音楽 大日本絵画 メロディーえほんＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
生活 大日本絵画 パペットしかけえほんふわふわうさちゃん
生活、図画工作 大日本絵画 むしむしさわってごらん
国語 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

国語 童心社 ピーマン村の絵本たちさつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たちよーいどん！
国語 童心社 松谷みよ子あかちゃんの本あなたはだあれ
図画工作 戸田デザイ ６つの色
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）

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）

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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
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）

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）

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）

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）

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）

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
算数 永岡書店 木のえほんどうぶつパズル
生活 永岡書店 こども写真ひゃっかはたらくくるま大図鑑ＤＸ〈デラックス〉ＤＶＤ付き

生活 永岡書店 どうぶつタンバリンリズムえほん
生活 永岡書店 はじめてずかんこれ、な〜に？６５０
生活 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
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０たべもの
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２きせつとしぜん
生活 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２
音楽 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
図画工作 ひかりのく なぞってたどってゆびあそぶっくつつつつつー
国語 評論社 しかけ絵本の本棚コロちゃんはどこ？
国語 評論社 コロちゃんのびっくり箱コロちゃんのたんじょうび
生活 ひさかた あかちゃんのための絵本はみがきしゅわしゅわ
図画工作 ひさかた ミーミとクークのえほんミーミとクークのあか・あお・きいろ
算数 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん
生活 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
国語 ひさかた スキンシップ絵本あいうえお
生活 ひさかた おべんとうバス
図画工作 福音館 かがくのとも絵本かみであそぼうきる・おる
国語 福音館 こどものとも絵本ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 こどものとも絵本そらいろのたね
国語 福音館 こどものとも絵本おおきなかぶ
生活 福音館 こどものとも絵本はじめてのおつかい
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズドオン！
生活 福音館 みぢかなかがくシリーズ町たんけん
算数 福音館 幼児絵本シリーズきんぎょがにげた
国語 福音館 幼児絵本シリーズねえどっちがすき？
生活 福音館 幼児絵本シリーズくだものだもの
生活 福音館 ばばばあちゃんの絵本ばばばあちゃんのおもちつき
国語 ブロンズ新 だるまさんと
国語 ブロンズ新 だるまさんが
国語 ブロンズ新 だるまさんの
国語 ブロンズ新 おしくら・まんじゅう
生活 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集かくしたのだあれ
生活 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集たべたのだあれ
国語 文研出版 ジョイフルえほん傑作集りんごがドスーン
国語 文研出版 みるみる絵本もこもこもこ
音楽 フレーベル アンパンマンリズムえほんアンパンマンといっしょにがっきであそぼう

音楽 フレーベル アンパンマン・メロディバギーブック１ゆうきりんりんメロディ
音楽 フレーベル アンパンマンピアノえほん



図画工作 ポプラ あそびのひろば４はりえあそび
図画工作 ポプラ あそびのひろば８らくがきあそび
図画工作 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに
算数 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２どうぶつなんびき？
国語 ポプラ やさい・くだものぴったりカード
国語 ポプラ 音のでる知育絵本２７よくばりおけいこあいうえおＡＢＣ
算数 民衆社 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる２年
国語 理論社 あいうえおうさま
国語、生活 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお
国語 リーブル しりとりしましょ！たべものあいうえお
国語 朝日新聞 うたおう♪はなそう！おうた＆ことばタブレット音でる♪知育絵本

音楽 朝日新聞 ピカピカひかるピアノ音でる♪知育絵本
国語 朝日新聞 あいうえおＡＢＣタブレット音でる♪知育絵本
生活 佼成出版 なにをたべてきたの？
算数 清風堂書店 陰山ドリル初級算数小学２年生
生活 大日本図書 いろいろバス
算数 文溪堂 まるさんかくぞう
国語 ベネッセ さわって脳すくすく手ざわり絵本ふわふわどっち？

小学部 国語 あかね書房 もじのえほんかんじ（１）
肢体重複Ⅲ 国語 あかね書房 もじのえほんかんじ（２）

算数 あかね書房 あかねえほんシリーズかたちのえほんまる・さんかく・しかくさん

図画工作 あかね書房 あかねえほんシリーズえほんえかきうた
国語 あかね書房 けんちゃんとあそぼう１のってのって
生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん１かばくんのいちにち
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
国語 あかね書房 あかね書房の学習えほんかたかなえほんアイウエオ
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
国語 あかね書房 ゆびにんぎょうえほん１３びきのちびくま
図画工作 岩崎書店 あそびの絵本クレヨンあそび
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本漢字の絵本
図画工作 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸしぜんで工作しよう
図画工作 絵本館 五味太郎の絵本９いろ
算数 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）くらしのことば
生活 偕成社 赤ちゃん版ノンタン（２）ノンタンもぐもぐもぐ
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！
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（１）ごあいさつあそび
国語 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（２）いないいないばああそび
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（３）いただきますあそび
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（４）ひとりでうんちできるかな
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）いいおへんじできるかな
国語 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし
図画工作 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）わたしだけのはらぺこあおむし

国語 偕成社 エリック・カールの絵本くまさんくまさんなにみてるの？
生活 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）きいろいのはちょうちょ
図画工作 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）みんなみんなみーつけた
生活、体育 偕成社 ノンタンあそぼうよ（４）ノンタンおよぐのだいすき
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１０）ノンタンボールまてまてまて
国語 偕成社 まついのりこあかちゃんのほん２集（１）じゃあじゃあびりびり
国語 偕成社 五味太郎音と文字の本ぽぽぽぽぽ
国語 偕成社 五味太郎音と文字の本どどどどど
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（８）シャンプーだいすき
生活 偕成社 とびだす・ひろがる！えほんシリーズとびだす・ひろがる！のりものえほん

国語、生活 偕成社 さわる絵本新装版これ、なあに？
図画工作 偕成社 あっ！とおどろくしかけえほんおめんです
生活 偕成社 とびだす・ひろがる！えほんシリーズとびだす・ひろがる！どうぶつえほん

生活 学研 はっけんずかんのりもの改訂版
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん



図画工作 学研 あそびのおうさまずかんリサイクルこうさく増補改訂
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって
算数、図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって
国語 学研 いっしょにあそぼあかあかくろくろ
図画工作 学研 いっしょにあそぼぶんぶんきいろ
図画工作 学研 いっしょにあそぼぬのひもえほんしましまぐるぐる
図画工作 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａくだものさん
生活 金の星社 ひとりでできるもん！６だいすきおやつ作り
生活 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！
算数 金の星社 はじめての絵本たいむつみき
国語 金の星社 新しいえほんとんとんとん
生活 金の星社 音のでる絵本おとのでるのりものえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでるどうぶつえほん
音楽 金の星社 うたってたたこう！わくわくリズムあそびどうようえほん
国語 金の星社 あいうえおのえほん
国語 くもん出版 もじ・ことば１はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１はじめてのかん字
生活 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード
生活 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集
生活 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
生活 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」
国語 くもん出版 ひらがなカード
算数 くもん出版 とけいカード
算数 くもん出版 かずカード
算数 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
算数 くもん出版 おけいこはじめてのおけいこ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば２はじめてのひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば７ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９はじめてのカタカナ
国語 くもん出版 もじ・ことば１０カタカナおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば１２漢字おけいこ
国語 くもん出版 書きかたカード漢字
国語 くもん出版 カタカナカード
国語 くもん出版 ぶんカード１集
国語 くもん出版 ゆびなぞりカードひらがな
算数 くもん出版 たしざんカード
図画工作 くもん出版 くもんのはじめてのえほん２なにいろ？
図画工作 くもん出版 ファーストステップドリルすいすいきってみよう
算数 くもん出版 かず・けいさん１０はじめてのとけい
算数 くもん出版 かず・けいさん１１とけいのおけいこ
算数 くもん出版 めいろ１はじめてのめいろ１集
図画工作 くもん出版 こうさく１はじめてのはさみ
図画工作 くもん出版 こうさく２はじめてのかみこうさく１集
国語 くもん出版 小学ドリル国語２年生の言葉と文のきまり
国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生の文しょうの読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語２年生の文章の読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語２年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生のカタカナ
算数 くもん出版 小学ドリル算数１年生のすう・りょう・ずけい
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算１年生のひきざん
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算２年生のかけ算（九九）
国語 くもん出版 くもんのにがてたいじドリルこくご１小学１年生「は・を・へ」のつかいかた

生活 くもん出版 あきびんごの創造性を育てる○つけドリルいきもの博士レベル１

算数 くもん出版 時計のみかたが楽しくわかるくろくまくんのとけいえほん
音楽 グランまま うたえほん
図画工作 講談社 創作絵本ぼくのくれよん



図画工作 講談社 おともだちドリルブック１きってはってこうさくブック１
図画工作 国土社 たのしい図画工作９うごくおもちゃ
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集こぐまちゃんおはよう
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集こぐまちゃんのみずあそび
国語、生活 こぐま社 こぐまちゃんえほん第３集しろくまちゃんのほっとけーき
国語 こぐま社 ぶうとぴょんのえほんおんなじおんなじ
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本ぶたたぬききつねねこ
算数 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊さよならさんかく
図画工作 こぐま社 柳原良平のえほんかおかおどんなかお
生活 こぐま社 こぐまちゃんえほん第４集しろくまちゃんぱんかいに
国語 こぐま社 ぶうとぴょんの絵本なにしてるなにしてる
算数 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー
国語 こばと 初級編ステップアップマッチングⅠ
国語 こばと 初級編ステップアップこくごⅠ
算数 こばと 初級編ステップアップさんすうⅠ
図画工作 さえら たのしい工作教室たのしいこうさくきょうしつ１
算数 小学館 ２１世紀幼稚園百科６かずあそび１・２・３
算数 小学館 デコボコえほんかずをかぞえよう！
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい昆虫館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい乗りもの館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく新・りったいどうぶつ館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったいやさい・くだもの館

生活 小学館 かな？かな？えほんよ〜く、みて！
生活 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
国語、音楽 世界文化社 さかながはねて
音楽 大日本絵画 メロディーえほんＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
生活 大日本絵画 パペットしかけえほんふわふわうさちゃん
生活、図画工作 大日本絵画 むしむしさわってごらん
国語 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

国語 童心社 ピーマン村の絵本たちさつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たちよーいどん！
国語 童心社 松谷みよ子あかちゃんの本あなたはだあれ
図画工作 戸田デザイ ６つの色
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）

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）

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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
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）

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）

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）

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）

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）

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
算数 永岡書店 木のえほんどうぶつパズル
生活 永岡書店 こども写真ひゃっかはたらくくるま大図鑑ＤＸ〈デラックス〉ＤＶＤ付き

生活 永岡書店 どうぶつタンバリンリズムえほん
生活 永岡書店 はじめてずかんこれ、な〜に？６５０
生活 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
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０たべもの
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２きせつとしぜん
生活 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２
音楽 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
図画工作 ひかりのく なぞってたどってゆびあそぶっくつつつつつー
国語 評論社 しかけ絵本の本棚コロちゃんはどこ？
国語 評論社 コロちゃんのびっくり箱コロちゃんのたんじょうび
生活 ひさかた あかちゃんのための絵本はみがきしゅわしゅわ
図画工作 ひさかた ミーミとクークのえほんミーミとクークのあか・あお・きいろ
算数 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん



生活 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
国語 ひさかた スキンシップ絵本あいうえお
生活 ひさかた おべんとうバス
図画工作 福音館 かがくのとも絵本かみであそぼうきる・おる
国語 福音館 こどものとも絵本ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 こどものとも絵本そらいろのたね
国語 福音館 こどものとも絵本おおきなかぶ
生活 福音館 こどものとも絵本はじめてのおつかい
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズドオン！
生活 福音館 みぢかなかがくシリーズ町たんけん
算数 福音館 幼児絵本シリーズきんぎょがにげた
国語 福音館 幼児絵本シリーズねえどっちがすき？
生活 福音館 幼児絵本シリーズくだものだもの
生活 福音館 ばばばあちゃんの絵本ばばばあちゃんのおもちつき
国語 ブロンズ新 だるまさんと
国語 ブロンズ新 だるまさんが
国語 ブロンズ新 だるまさんの
国語 ブロンズ新 おしくら・まんじゅう
生活 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集かくしたのだあれ
生活 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集たべたのだあれ
国語 文研出版 ジョイフルえほん傑作集りんごがドスーン
国語 文研出版 みるみる絵本もこもこもこ
音楽 フレーベル アンパンマンリズムえほんアンパンマンといっしょにがっきであそぼう

音楽 フレーベル アンパンマン・メロディバギーブック１ゆうきりんりんメロディ
音楽 フレーベル アンパンマンピアノえほん
図画工作 ポプラ あそびのひろば４はりえあそび
図画工作 ポプラ あそびのひろば８らくがきあそび
図画工作 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに
算数 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２どうぶつなんびき？
国語 ポプラ やさい・くだものぴったりカード
国語 ポプラ 音のでる知育絵本２７よくばりおけいこあいうえおＡＢＣ
算数 民衆社 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる２年
国語 理論社 あいうえおうさま
国語、生活 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお
国語 リーブル しりとりしましょ！たべものあいうえお
国語 朝日新聞 うたおう♪はなそう！おうた＆ことばタブレット音でる♪知育絵本

音楽 朝日新聞 ピカピカひかるピアノ音でる♪知育絵本
国語 朝日新聞 あいうえおＡＢＣタブレット音でる♪知育絵本
生活 佼成出版 なにをたべてきたの？
算数 清風堂書店 陰山ドリル初級算数小学２年生
生活 大日本図書 いろいろバス
算数 文溪堂 まるさんかくぞう
国語 ベネッセ さわって脳すくすく手ざわり絵本ふわふわどっち？

中学部 数学 あかね書房 あかねえほんシリーズかたちのえほんまる・さんかく・しかくさん

肢体重複Ⅰ 美術 あかね書房 あかねえほんシリーズえほんえかきうた
保健体育 あかね書房 からだのえほん４からだにもしもし
美術 あかね書房 単行本さわってあそぼうふわふわあひる
美術 あかね書房 うたってあそぼう２えかきうた（むし・さかな）
美術 岩崎書店 あそびの絵本えのぐあそび
国語 岩崎書店 知識の絵本ひとのからだ
数学 絵本館 五味太郎の絵本１０かたち
数学 絵本館 五味太郎の絵本かずのえほん１・２・３
数学 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ
数学 偕成社 ことばをおぼえる本かず・かたち・いろあいうえお
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）ノンタンぶらんこのせて
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）こんなときどうするの？
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）かざることば（Ａ）
職業・家庭 偕成社 子どもの生活（３）マナーをきちんとおぼえよう！
保健体育 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（４）ひとりでうんちできるかな
職業・家庭 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）いいおへんじできるかな



国語 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし
国語 偕成社 エリック・カールの絵本うたがみえるきこえるよ
保健体育 偕成社 五味太郎の絵本わにさんどきっはいしゃさんどきっ
国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）きいろいのはちょうちょ
職業・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！
職業・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！
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（１）ふだんの生活のマナー
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
国語 偕成社 五味太郎音と文字の本ぽぽぽぽぽ
理科 偕成社 エリック・カールの絵本ちいさいタネ
国語 偕成社 エリック・カールの絵本とうさんはタツノオトシゴ
国語 偕成社 エリック・カールボードブックボードブックさびしがりやのほたる－光る絵本－

国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（３）まどからおくりもの
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（２）食事のマナー
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（４）おつきあいのマナー
職業・家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（５）１２か月・行事のマナー
社会 学研 はっけんずかんのりもの改訂版
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまずかんリサイクルこうさく増補改訂
保健体育 学研 ニューワイド学研の図鑑増補改訂人のからだ
理科 学研 ほんとのおおきさほんとのおおきさ動物園
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって
音楽 学研 いっしょにあそぼまるまるぽぽぽん
国語 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａやさいさん
美術 金の星社 あかちゃんとおかあさんの絵本このいろなあに
保健体育 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？

職業・家庭 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
音楽 金の星社 うたってたたこう！わくわくリズムあそびどうようえほん
国語 金の星社 ＡＢＣのえほん
職業・家庭 金の星社 おひさまパン
国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１はじめてのかん字
職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード
国語 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集
社会 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
社会、職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」
国語 くもん出版 ひらがなカード
数学 くもん出版 とけいカード
数学 くもん出版 かずカード
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
音楽 くもん出版 おけいこはじめてのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば４やさしいひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば５ひらがなおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９はじめてのカタカナ
国語 くもん出版 書きかたカードカタカナ
国語 くもん出版 書きかたカード漢字
国語 くもん出版 ぶんカード１集
国語 くもん出版 ＣＤ付き英語のうたカード
美術 くもん出版 ファーストステップドリルさいしょのきってみよう
数学 くもん出版 かず・けいさん１はじめてのすうじ
数学 くもん出版 かず・けいさん１１とけいのおけいこ
数学 くもん出版 めいろ１はじめてのめいろ１集
美術 くもん出版 こうさく１はじめてのはさみ
数学 くもん出版 小学ドリル算数６年生の数・量・図形
音楽 くもん出版 ＣＤ付き童謡カード第１集
国語 くもん出版 ファーストステップドリルすいすいかいてみよう
美術 グランまま ふわふわ、ぽかぽか



理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！
美術 国土社 たのしい図画工作１６ちぎり紙・きり紙・はり絵
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集こぐまちゃんおはよう
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集こぐまちゃんのみずあそび
数学 こぐま社 ぶうとぴょんのえほんおんなじおんなじ
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本ぶたたぬききつねねこ
美術 こぐま社 柳原良平のえほんかおかおどんなかお
国語 こぐま社 ねずみさんのえほんシリーズねずみさんのながいパン
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第４集こぐまちゃんのどろあそび
国語 こぐま社 おひさまあはは
社会 小峰書店 東京パノラマたんけん
職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術イラスト版手のしごと
職業・家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん
職業・家庭 こばと 心をのばすソーシャルスキルトレーニング用ワークシート下
国語 こばと 初級編ステップアップマッチングⅡ
美術 さえら たのしい工作教室木のぞうけい教室
職業・家庭 さえら 母と子の手づくり教室母と子の園芸教室野菜をつくろう
国語 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん
数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科２とけいとじかん
数学 小学館 デコボコえほんかずをかぞえよう！
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい昆虫館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったいどうぶつ館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい恐竜館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく新・りったい昆虫館
国語 小学館 ドラえもん英語図解辞典
理科 小学館 ドラえもん科学ワールド動植物の不思議
職業・家庭 小学館 きむらゆういちのパッチン絵本だーれだだれだ！
職業・家庭 小学館 いただきまーす！シリーズおにぎりくん
音楽 鈴木出版 歌でおぼえる手話ソングブック－ともだちになるために－
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４からだ！！げんき！？
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック５ぼなぺてぃどうぞめしあがれ
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック８食（しょく）
社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）
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
音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８
国語 成美堂出版 ＣＤつき小学生の英語レッスン絵でみて学ぼう英会話
美術 世界文化社 写真でわかるなぜなに１どうぶつ
国語 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

国語 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

国語 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

美術 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
数学 童心社 かずのほん２０から１０まで
国語 童心社 １４ひきのシリーズ１４ひきのあさごはん
国語 童心社 １４ひきのシリーズ１４ひきのぴくにっく
理科 童心社 ピーマン村の絵本たちさつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たちよーいどん！
美術 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ
国語 東京書店 めくって学ぶしかけずかん身のまわりのふしぎ
国語 戸田デザイ 和英えほん
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん
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）

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）

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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
数学 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）

数学 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）

数学 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）

数学 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）

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）

国語 東洋館 くらしに役立つ国語



数学 東洋館 くらしに役立つ数学
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん
美術 永岡書店 木のえほんたべものだいすき
数学 永岡書店 マグネットブックさかなつり
社会 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
数学 ひかりのく 認識絵本１０おおきいちいさい
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９ひとのからだ
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２きせつとしぜん
職業・家庭 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２
理科 ひかりのく 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

保健体育 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん
音楽 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
国語 評論社 しかけ絵本の本棚コロちゃんはどこ？
国語 ひさかた ミーミとクークのえほんミーミとクークのあか・あお・きいろ
数学 ひさかた ミーミとクークのえほんミーミとクークの１・２・３
国語 ひさかた スキンシップ絵本かたかなアイウエオ
数学 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん
国語 ひさかた どうぞのいす
職業・家庭 福音館 幼児絵本シリーズくだもの
美術 福音館 かがくのとも絵本しんぶんしでつくろう
職業・家庭 福音館 かがくのとも絵本平野レミのおりょうりブック
社会 福音館 福音館の科学シリーズぼくらの地図旅行
美術 福音館 福音館の科学シリーズあそびのレシピ
職業・家庭 福音館 福音館の科学シリーズただいまお仕事中
国語 福音館 こどものとも絵本ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐら
職業・家庭 福音館 こどものとも絵本はじめてのおつかい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ三びきのやぎのがらがらどん
音楽 福音館 日本傑作絵本シリーズみんなであそぶわらべうた
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズドオン！
国語 福音館 幼児絵本シリーズもりのおふろ
職業・家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお料理
国語 ブロンズ新 らくがきえほんあ・い・う・え・お
国語 ブロンズ新 だるまさんの
理科 文研出版 ジョイフルえほん傑作集りんごがドスーン
職業・家庭 福村出版 シリーズ生活を学ぶ１つくって食べよう
美術 ポプラ あそびのひろば２やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ あそびのひろば４はりえあそび
美術 ポプラ あそびのひろば８らくがきあそび
国語 ポプラ ねずみくんの絵本１ねずみくんのチョッキ
美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに
美術 ポプラ やさい・くだものぴったりカード
国語 ポプラ どうぶつえあわせぴったりカード
職業・家庭 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用
国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお
職業・家庭 日本図書 栄養素キャラクター図鑑
国語 本の泉社 新小学校漢字１０２６字音読で楽しく学べる漢字童話
国語 三起商行 ミキハウスの絵本うちゅう－光るインクえほん

中学部 数学 あかね書房 あかねえほんシリーズかたちのえほんまる・さんかく・しかくさん

肢体重複Ⅱ 美術 あかね書房 あかねえほんシリーズえほんえかきうた
保健体育 あかね書房 からだのえほん４からだにもしもし
美術 あかね書房 単行本さわってあそぼうふわふわあひる
美術 あかね書房 うたってあそぼう２えかきうた（むし・さかな）
美術 岩崎書店 あそびの絵本えのぐあそび
国語 岩崎書店 知識の絵本ひとのからだ
数学 絵本館 五味太郎の絵本１０かたち
数学 絵本館 五味太郎の絵本かずのえほん１・２・３
数学 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ



数学 偕成社 ことばをおぼえる本かず・かたち・いろあいうえお
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）ノンタンぶらんこのせて
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）こんなときどうするの？
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）かざることば（Ａ）
職業・家庭 偕成社 子どもの生活（３）マナーをきちんとおぼえよう！
保健体育 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（４）ひとりでうんちできるかな
職業・家庭 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）いいおへんじできるかな
国語 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし
国語 偕成社 エリック・カールの絵本うたがみえるきこえるよ
保健体育 偕成社 五味太郎の絵本わにさんどきっはいしゃさんどきっ
国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）きいろいのはちょうちょ
職業・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！
職業・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！
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（１）ふだんの生活のマナー
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
国語 偕成社 五味太郎音と文字の本ぽぽぽぽぽ
理科 偕成社 エリック・カールの絵本ちいさいタネ
国語 偕成社 エリック・カールの絵本とうさんはタツノオトシゴ
国語 偕成社 エリック・カールボードブックボードブックさびしがりやのほたる－光る絵本－

国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（３）まどからおくりもの
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（２）食事のマナー
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（４）おつきあいのマナー
職業・家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（５）１２か月・行事のマナー
社会 学研 はっけんずかんのりもの改訂版
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまずかんリサイクルこうさく増補改訂
保健体育 学研 ニューワイド学研の図鑑増補改訂人のからだ
理科 学研 ほんとのおおきさほんとのおおきさ動物園
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって
音楽 学研 いっしょにあそぼまるまるぽぽぽん
国語 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａやさいさん
美術 金の星社 あかちゃんとおかあさんの絵本このいろなあに
保健体育 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？

職業・家庭 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
音楽 金の星社 うたってたたこう！わくわくリズムあそびどうようえほん
国語 金の星社 ＡＢＣのえほん
職業・家庭 金の星社 おひさまパン
国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１はじめてのかん字
職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード
国語 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集
社会 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
社会、職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」
国語 くもん出版 ひらがなカード
数学 くもん出版 とけいカード
数学 くもん出版 かずカード
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
音楽 くもん出版 おけいこはじめてのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば４やさしいひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば５ひらがなおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９はじめてのカタカナ
国語 くもん出版 書きかたカードカタカナ
国語 くもん出版 書きかたカード漢字
国語 くもん出版 ぶんカード１集
国語 くもん出版 ＣＤ付き英語のうたカード
美術 くもん出版 ファーストステップドリルさいしょのきってみよう



数学 くもん出版 かず・けいさん１はじめてのすうじ
数学 くもん出版 かず・けいさん１１とけいのおけいこ
数学 くもん出版 めいろ１はじめてのめいろ１集
美術 くもん出版 こうさく１はじめてのはさみ
数学 くもん出版 小学ドリル算数６年生の数・量・図形
音楽 くもん出版 ＣＤ付き童謡カード第１集
国語 くもん出版 ファーストステップドリルすいすいかいてみよう
美術 グランまま ふわふわ、ぽかぽか
理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！
美術 国土社 たのしい図画工作１６ちぎり紙・きり紙・はり絵
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集こぐまちゃんおはよう
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集こぐまちゃんのみずあそび
数学 こぐま社 ぶうとぴょんのえほんおんなじおんなじ
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本ぶたたぬききつねねこ
美術 こぐま社 柳原良平のえほんかおかおどんなかお
国語 こぐま社 ねずみさんのえほんシリーズねずみさんのながいパン
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第４集こぐまちゃんのどろあそび
国語 こぐま社 おひさまあはは
社会 小峰書店 東京パノラマたんけん
職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術イラスト版手のしごと
職業・家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん
職業・家庭 こばと 心をのばすソーシャルスキルトレーニング用ワークシート下
国語 こばと 初級編ステップアップマッチングⅡ
美術 さえら たのしい工作教室木のぞうけい教室
職業・家庭 さえら 母と子の手づくり教室母と子の園芸教室野菜をつくろう
国語 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん
数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科２とけいとじかん
数学 小学館 デコボコえほんかずをかぞえよう！
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい昆虫館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったいどうぶつ館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい恐竜館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく新・りったい昆虫館
国語 小学館 ドラえもん英語図解辞典
理科 小学館 ドラえもん科学ワールド動植物の不思議
職業・家庭 小学館 きむらゆういちのパッチン絵本だーれだだれだ！
職業・家庭 小学館 いただきまーす！シリーズおにぎりくん
音楽 鈴木出版 歌でおぼえる手話ソングブック－ともだちになるために－
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４からだ！！げんき！？
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック５ぼなぺてぃどうぞめしあがれ
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック８食（しょく）
社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）
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
音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８
国語 成美堂出版 ＣＤつき小学生の英語レッスン絵でみて学ぼう英会話
美術 世界文化社 写真でわかるなぜなに１どうぶつ
国語 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

国語 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

国語 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

美術 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
数学 童心社 かずのほん２０から１０まで
国語 童心社 １４ひきのシリーズ１４ひきのあさごはん
国語 童心社 １４ひきのシリーズ１４ひきのぴくにっく
理科 童心社 ピーマン村の絵本たちさつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たちよーいどん！
美術 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ
国語 東京書店 めくって学ぶしかけずかん身のまわりのふしぎ
国語 戸田デザイ 和英えほん
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん
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）

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）



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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
数学 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）

数学 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）

数学 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）

数学 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）

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）

国語 東洋館 くらしに役立つ国語
数学 東洋館 くらしに役立つ数学
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん
美術 永岡書店 木のえほんたべものだいすき
数学 永岡書店 マグネットブックさかなつり
社会 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
数学 ひかりのく 認識絵本１０おおきいちいさい
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９ひとのからだ
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２きせつとしぜん
職業・家庭 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２
理科 ひかりのく 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

保健体育 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん
音楽 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
国語 評論社 しかけ絵本の本棚コロちゃんはどこ？
国語 ひさかた ミーミとクークのえほんミーミとクークのあか・あお・きいろ
数学 ひさかた ミーミとクークのえほんミーミとクークの１・２・３
国語 ひさかた スキンシップ絵本かたかなアイウエオ
数学 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん
国語 ひさかた どうぞのいす
職業・家庭 福音館 幼児絵本シリーズくだもの
美術 福音館 かがくのとも絵本しんぶんしでつくろう
職業・家庭 福音館 かがくのとも絵本平野レミのおりょうりブック
社会 福音館 福音館の科学シリーズぼくらの地図旅行
美術 福音館 福音館の科学シリーズあそびのレシピ
職業・家庭 福音館 福音館の科学シリーズただいまお仕事中
国語 福音館 こどものとも絵本ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐら
職業・家庭 福音館 こどものとも絵本はじめてのおつかい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ三びきのやぎのがらがらどん
音楽 福音館 日本傑作絵本シリーズみんなであそぶわらべうた
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズドオン！
国語 福音館 幼児絵本シリーズもりのおふろ
職業・家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお料理
国語 ブロンズ新 らくがきえほんあ・い・う・え・お
国語 ブロンズ新 だるまさんの
理科 文研出版 ジョイフルえほん傑作集りんごがドスーン
職業・家庭 福村出版 シリーズ生活を学ぶ１つくって食べよう
美術 ポプラ あそびのひろば２やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ あそびのひろば４はりえあそび
美術 ポプラ あそびのひろば８らくがきあそび
国語 ポプラ ねずみくんの絵本１ねずみくんのチョッキ
美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに
美術 ポプラ やさい・くだものぴったりカード
国語 ポプラ どうぶつえあわせぴったりカード
職業・家庭 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用
国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお
職業・家庭 日本図書 栄養素キャラクター図鑑
国語 本の泉社 新小学校漢字１０２６字音読で楽しく学べる漢字童話
国語 三起商行 ミキハウスの絵本うちゅう－光るインクえほん

中学部 数学 あかね書房 あかねえほんシリーズかたちのえほんまる・さんかく・しかくさん

肢体重複Ⅲ 美術 あかね書房 あかねえほんシリーズえほんえかきうた



保健体育 あかね書房 からだのえほん４からだにもしもし
美術 あかね書房 単行本さわってあそぼうふわふわあひる
美術 あかね書房 うたってあそぼう２えかきうた（むし・さかな）
美術 岩崎書店 あそびの絵本えのぐあそび
国語 岩崎書店 知識の絵本ひとのからだ
数学 絵本館 五味太郎の絵本１０かたち
数学 絵本館 五味太郎の絵本かずのえほん１・２・３
数学 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ
数学 偕成社 ことばをおぼえる本かず・かたち・いろあいうえお
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）ノンタンぶらんこのせて
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）こんなときどうするの？
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）かざることば（Ａ）
職業・家庭 偕成社 子どもの生活（３）マナーをきちんとおぼえよう！
保健体育 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（４）ひとりでうんちできるかな
職業・家庭 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）いいおへんじできるかな
国語 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし
国語 偕成社 エリック・カールの絵本うたがみえるきこえるよ
保健体育 偕成社 五味太郎の絵本わにさんどきっはいしゃさんどきっ
国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）きいろいのはちょうちょ
職業・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！
職業・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！
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（１）ふだんの生活のマナー
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
国語 偕成社 五味太郎音と文字の本ぽぽぽぽぽ
理科 偕成社 エリック・カールの絵本ちいさいタネ
国語 偕成社 エリック・カールの絵本とうさんはタツノオトシゴ
国語 偕成社 エリック・カールボードブックボードブックさびしがりやのほたる－光る絵本－

国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（３）まどからおくりもの
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（２）食事のマナー
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（４）おつきあいのマナー
職業・家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（５）１２か月・行事のマナー
社会 学研 はっけんずかんのりもの改訂版
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまずかんリサイクルこうさく増補改訂
保健体育 学研 ニューワイド学研の図鑑増補改訂人のからだ
理科 学研 ほんとのおおきさほんとのおおきさ動物園
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって
音楽 学研 いっしょにあそぼまるまるぽぽぽん
国語 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａやさいさん
美術 金の星社 あかちゃんとおかあさんの絵本このいろなあに
保健体育 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？

職業・家庭 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
音楽 金の星社 うたってたたこう！わくわくリズムあそびどうようえほん
国語 金の星社 ＡＢＣのえほん
職業・家庭 金の星社 おひさまパン
国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１はじめてのかん字
職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード
国語 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集
社会 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
社会、職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」
国語 くもん出版 ひらがなカード
数学 くもん出版 とけいカード
数学 くもん出版 かずカード
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
音楽 くもん出版 おけいこはじめてのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば４やさしいひらがな２集



国語 くもん出版 もじ・ことば５ひらがなおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９はじめてのカタカナ
国語 くもん出版 書きかたカードカタカナ
国語 くもん出版 書きかたカード漢字
国語 くもん出版 ぶんカード１集
国語 くもん出版 ＣＤ付き英語のうたカード
美術 くもん出版 ファーストステップドリルさいしょのきってみよう
数学 くもん出版 かず・けいさん１はじめてのすうじ
数学 くもん出版 かず・けいさん１１とけいのおけいこ
数学 くもん出版 めいろ１はじめてのめいろ１集
美術 くもん出版 こうさく１はじめてのはさみ
数学 くもん出版 小学ドリル算数６年生の数・量・図形
音楽 くもん出版 ＣＤ付き童謡カード第１集
国語 くもん出版 ファーストステップドリルすいすいかいてみよう
美術 グランまま ふわふわ、ぽかぽか
理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！
美術 国土社 たのしい図画工作１６ちぎり紙・きり紙・はり絵
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集こぐまちゃんおはよう
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集こぐまちゃんのみずあそび
数学 こぐま社 ぶうとぴょんのえほんおんなじおんなじ
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本ぶたたぬききつねねこ
美術 こぐま社 柳原良平のえほんかおかおどんなかお
国語 こぐま社 ねずみさんのえほんシリーズねずみさんのながいパン
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第４集こぐまちゃんのどろあそび
国語 こぐま社 おひさまあはは
社会 小峰書店 東京パノラマたんけん
職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術イラスト版手のしごと
職業・家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん
職業・家庭 こばと 心をのばすソーシャルスキルトレーニング用ワークシート下
国語 こばと 初級編ステップアップマッチングⅡ
美術 さえら たのしい工作教室木のぞうけい教室
職業・家庭 さえら 母と子の手づくり教室母と子の園芸教室野菜をつくろう
国語 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん
数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科２とけいとじかん
数学 小学館 デコボコえほんかずをかぞえよう！
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい昆虫館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったいどうぶつ館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい恐竜館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく新・りったい昆虫館
国語 小学館 ドラえもん英語図解辞典
理科 小学館 ドラえもん科学ワールド動植物の不思議
職業・家庭 小学館 きむらゆういちのパッチン絵本だーれだだれだ！
職業・家庭 小学館 いただきまーす！シリーズおにぎりくん
音楽 鈴木出版 歌でおぼえる手話ソングブック－ともだちになるために－
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４からだ！！げんき！？
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック５ぼなぺてぃどうぞめしあがれ
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック８食（しょく）
社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）
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
音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８
国語 成美堂出版 ＣＤつき小学生の英語レッスン絵でみて学ぼう英会話
美術 世界文化社 写真でわかるなぜなに１どうぶつ
国語 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

国語 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

国語 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

美術 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
数学 童心社 かずのほん２０から１０まで
国語 童心社 １４ひきのシリーズ１４ひきのあさごはん
国語 童心社 １４ひきのシリーズ１４ひきのぴくにっく



理科 童心社 ピーマン村の絵本たちさつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たちよーいどん！
美術 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ
国語 東京書店 めくって学ぶしかけずかん身のまわりのふしぎ
国語 戸田デザイ 和英えほん
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん
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）

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）

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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
数学 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）

数学 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）

数学 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）

数学 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）

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）

国語 東洋館 くらしに役立つ国語
数学 東洋館 くらしに役立つ数学
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん
美術 永岡書店 木のえほんたべものだいすき
数学 永岡書店 マグネットブックさかなつり
社会 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
数学 ひかりのく 認識絵本１０おおきいちいさい
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９ひとのからだ
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２きせつとしぜん
職業・家庭 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２
理科 ひかりのく 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

保健体育 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん
音楽 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
国語 評論社 しかけ絵本の本棚コロちゃんはどこ？
国語 ひさかた ミーミとクークのえほんミーミとクークのあか・あお・きいろ
数学 ひさかた ミーミとクークのえほんミーミとクークの１・２・３
国語 ひさかた スキンシップ絵本かたかなアイウエオ
数学 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん
国語 ひさかた どうぞのいす
職業・家庭 福音館 幼児絵本シリーズくだもの
美術 福音館 かがくのとも絵本しんぶんしでつくろう
職業・家庭 福音館 かがくのとも絵本平野レミのおりょうりブック
社会 福音館 福音館の科学シリーズぼくらの地図旅行
美術 福音館 福音館の科学シリーズあそびのレシピ
職業・家庭 福音館 福音館の科学シリーズただいまお仕事中
国語 福音館 こどものとも絵本ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐら
職業・家庭 福音館 こどものとも絵本はじめてのおつかい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ三びきのやぎのがらがらどん
音楽 福音館 日本傑作絵本シリーズみんなであそぶわらべうた
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズドオン！
国語 福音館 幼児絵本シリーズもりのおふろ
職業・家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお料理
国語 ブロンズ新 らくがきえほんあ・い・う・え・お
国語 ブロンズ新 だるまさんの
理科 文研出版 ジョイフルえほん傑作集りんごがドスーン
職業・家庭 福村出版 シリーズ生活を学ぶ１つくって食べよう
美術 ポプラ あそびのひろば２やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ あそびのひろば４はりえあそび
美術 ポプラ あそびのひろば８らくがきあそび
国語 ポプラ ねずみくんの絵本１ねずみくんのチョッキ
美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに
美術 ポプラ やさい・くだものぴったりカード



国語 ポプラ どうぶつえあわせぴったりカード
職業・家庭 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用
国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお
職業・家庭 日本図書 栄養素キャラクター図鑑
国語 本の泉社 新小学校漢字１０２６字音読で楽しく学べる漢字童話
国語 三起商行 ミキハウスの絵本うちゅう－光るインクえほん

高等部 国語 あかね書房 あかね書房の学習えほんかたかなえほんアイウエオ
肢体重複Ⅰ 音楽 あかね書房 うたってあそぼう１えかきうた（どうぶつ）

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
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本漢字の絵本
数学 絵本館 五味太郎の絵本かずのえほん１・２・３
数学 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）ノンタンぶらんこのせて
保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）こんなときどうするの？
国語 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（６）くらしのことば
職業、家庭 偕成社 子どもの生活（３）マナーをきちんとおぼえよう！
美術 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）ごちゃまぜカメレオン
国語 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）みんなみんなみーつけた
職業、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！
職業、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！
職業、家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（１）ふだんの生活のマナー
職業、家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（３）でかけるときのマナー
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
保健体育 学研 ニューワイド学研の図鑑増補改訂人のからだ
理科 学研 はっけんずかんどうぶつ改訂版
職業、家庭 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａくだものさん
職業、家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１たのしいたまご料理
職業、家庭 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
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪てあそびうたえほん
国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集
職業、家庭 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード
理科 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集
国語、社会 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
国語、職業、家庭 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
数学 くもん出版 とけいカード
数学 くもん出版 かずカード
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
数学 くもん出版 おけいこはじめてのおけいこ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば７ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば１２漢字おけいこ
社会 くもん出版 生活図鑑カードマーク標識カード１集
数学 くもん出版 かず・けいさん１０はじめてのとけい
数学 くもん出版 めいろ３やさしいめいろ１集
数学 くもん出版 めいろ４やさしいめいろ２集
国語 くもん出版 小学ドリル国語４年生の漢字
数学 くもん出版 小学ドリル算数１年生の文しょうだい
国語 くもん出版 漢字にぐ－んと強くなる小学４年生
国語 好学社 レオ・レオニの絵本スイミー
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集こぐまちゃんのみずあそび
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本ぶたたぬききつねねこ
数学 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊さよならさんかく
国語 こぐま社 にしまきかやこのえほんわたしのワンピース
数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん
職業、家庭 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん
国語 小学館 ドラえもんの国語おもしろ攻略歌って書けるひらがな・カタカナ

社会 小学館 マンガでわかるよのなかのルール
職業、家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４からだ！！げんき！？
社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）



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
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８
国語 世界文化社 写真でわかるなぜなに１どうぶつ
職業、家庭 草思社 みんなのためのルールブックあたりまえだけど、とても大切なこと

国語 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

国語 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

国語 童心社 １４ひきのシリーズ１４ひきのぴくにっく
国語 童心社 しかけえほんたまごのえほん
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん
美術 戸田デザイ ６つの色
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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
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）

数学 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）

数学 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）

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）

社会 東洋館 くらしに役立つ社会
国語 東洋館 くらしに役立つ国語
数学 東洋館 くらしに役立つ数学
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
社会 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
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学
保健体育 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９ひとのからだ
職業、家庭 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２
理科 ひかりのく 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

音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
社会 評論社 スカーリーおじさんのはたらく人たち
美術 評論社 しかけ絵本の本棚コロちゃんはどこ？
社会 評論社 ピーター・スピアーの絵本１せかいのひとびと
国語 ひさかた スキンシップ絵本かたかなアイウエオ
社会 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
理科 福音館 福音館の科学シリーズどうぶつえんガイド
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐら
国語 福音館 こどものとも絵本はじめてのおつかい
国語 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
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ三びきのやぎのがらがらどん
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズドオン！
社会 福音館 福音館の科学シリーズ絵で見る日本の歴史
理科 文研出版 ジョイフルえほん傑作集りんごがドスーン
美術 ポプラ あそびのひろば１はんがあそび
美術 ポプラ あそびのひろば２やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに
国語 ポプラ どうぶつえあわせぴったりカード
職業、家庭 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための新・見てわかるビジネスマナー集

職業、家庭 扶桑社 覚えておきたい！新・料理の基本１２３
国語、数学 童心社 せなけいこ　おばけすごろく（上製版）
国語、数学 童心社 五味太郎　おでかけすごろく（上製版）

高等部 国語 あかね書房 あかね書房の学習えほんかたかなえほんアイウエオ
肢体重複Ⅱ 音楽 あかね書房 うたってあそぼう１えかきうた（どうぶつ）

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
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本漢字の絵本
数学 絵本館 五味太郎の絵本かずのえほん１・２・３
数学 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）ノンタンぶらんこのせて
保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）こんなときどうするの？
国語 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（６）くらしのことば
職業、家庭 偕成社 子どもの生活（３）マナーをきちんとおぼえよう！
美術 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）ごちゃまぜカメレオン
国語 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）みんなみんなみーつけた
職業、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！



職業、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！
職業、家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（１）ふだんの生活のマナー
職業、家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（３）でかけるときのマナー
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
保健体育 学研 ニューワイド学研の図鑑増補改訂人のからだ
理科 学研 はっけんずかんどうぶつ改訂版
職業、家庭 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａくだものさん
職業、家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１たのしいたまご料理
職業、家庭 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
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪てあそびうたえほん
国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集
職業、家庭 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード
理科 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集
国語、社会 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
国語、職業、家庭 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
数学 くもん出版 とけいカード
数学 くもん出版 かずカード
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
数学 くもん出版 おけいこはじめてのおけいこ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば７ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば１２漢字おけいこ
社会 くもん出版 生活図鑑カードマーク標識カード１集
数学 くもん出版 かず・けいさん１０はじめてのとけい
数学 くもん出版 めいろ３やさしいめいろ１集
数学 くもん出版 めいろ４やさしいめいろ２集
国語 くもん出版 小学ドリル国語４年生の漢字
数学 くもん出版 小学ドリル算数１年生の文しょうだい
国語 くもん出版 漢字にぐ－んと強くなる小学４年生
国語 好学社 レオ・レオニの絵本スイミー
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集こぐまちゃんのみずあそび
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本ぶたたぬききつねねこ
数学 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊さよならさんかく
国語 こぐま社 にしまきかやこのえほんわたしのワンピース
数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん
職業、家庭 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん
国語 小学館 ドラえもんの国語おもしろ攻略歌って書けるひらがな・カタカナ

社会 小学館 マンガでわかるよのなかのルール
職業、家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４からだ！！げんき！？
社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）
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
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８
国語 世界文化社 写真でわかるなぜなに１どうぶつ
職業、家庭 草思社 みんなのためのルールブックあたりまえだけど、とても大切なこと

国語 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

国語 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

国語 童心社 １４ひきのシリーズ１４ひきのぴくにっく
国語 童心社 しかけえほんたまごのえほん
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん
美術 戸田デザイ ６つの色
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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
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）

数学 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）

数学 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）

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）

社会 東洋館 くらしに役立つ社会
国語 東洋館 くらしに役立つ国語
数学 東洋館 くらしに役立つ数学
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２



社会 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
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学
保健体育 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９ひとのからだ
職業、家庭 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２
理科 ひかりのく 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

音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
社会 評論社 スカーリーおじさんのはたらく人たち
美術 評論社 しかけ絵本の本棚コロちゃんはどこ？
社会 評論社 ピーター・スピアーの絵本１せかいのひとびと
国語 ひさかた スキンシップ絵本かたかなアイウエオ
社会 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
理科 福音館 福音館の科学シリーズどうぶつえんガイド
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐら
国語 福音館 こどものとも絵本はじめてのおつかい
国語 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
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ三びきのやぎのがらがらどん
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズドオン！
社会 福音館 福音館の科学シリーズ絵で見る日本の歴史
理科 文研出版 ジョイフルえほん傑作集りんごがドスーン
美術 ポプラ あそびのひろば１はんがあそび
美術 ポプラ あそびのひろば２やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに
国語 ポプラ どうぶつえあわせぴったりカード
職業、家庭 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための新・見てわかるビジネスマナー集

職業、家庭 扶桑社 覚えておきたい！新・料理の基本１２３
国語、数学 童心社 せなけいこ　おばけすごろく（上製版）
国語、数学 童心社 五味太郎　おでかけすごろく（上製版）

高等部 国語 あかね書房 あかね書房の学習えほんかたかなえほんアイウエオ
肢体重複Ⅲ 音楽 あかね書房 うたってあそぼう１えかきうた（どうぶつ）

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
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本漢字の絵本
数学 絵本館 五味太郎の絵本かずのえほん１・２・３
数学 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）ノンタンぶらんこのせて
保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）こんなときどうするの？
国語 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（６）くらしのことば
職業、家庭 偕成社 子どもの生活（３）マナーをきちんとおぼえよう！
美術 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）ごちゃまぜカメレオン
国語 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）みんなみんなみーつけた
職業、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！
職業、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！
職業、家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（１）ふだんの生活のマナー
職業、家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（３）でかけるときのマナー
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
保健体育 学研 ニューワイド学研の図鑑増補改訂人のからだ
理科 学研 はっけんずかんどうぶつ改訂版
職業、家庭 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａくだものさん
職業、家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１たのしいたまご料理
職業、家庭 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
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪てあそびうたえほん
国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集
職業、家庭 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード
理科 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集
国語、社会 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
国語、職業、家庭 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
数学 くもん出版 とけいカード
数学 くもん出版 かずカード
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
数学 くもん出版 おけいこはじめてのおけいこ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード



国語 くもん出版 もじ・ことば７ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば１２漢字おけいこ
社会 くもん出版 生活図鑑カードマーク標識カード１集
数学 くもん出版 かず・けいさん１０はじめてのとけい
数学 くもん出版 めいろ３やさしいめいろ１集
数学 くもん出版 めいろ４やさしいめいろ２集
国語 くもん出版 小学ドリル国語４年生の漢字
数学 くもん出版 小学ドリル算数１年生の文しょうだい
国語 くもん出版 漢字にぐ－んと強くなる小学４年生
国語 好学社 レオ・レオニの絵本スイミー
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集こぐまちゃんのみずあそび
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本ぶたたぬききつねねこ
数学 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊さよならさんかく
国語 こぐま社 にしまきかやこのえほんわたしのワンピース
数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん
職業、家庭 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん
国語 小学館 ドラえもんの国語おもしろ攻略歌って書けるひらがな・カタカナ

社会 小学館 マンガでわかるよのなかのルール
職業、家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４からだ！！げんき！？
社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）
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
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８
国語 世界文化社 写真でわかるなぜなに１どうぶつ
職業、家庭 草思社 みんなのためのルールブックあたりまえだけど、とても大切なこと

国語 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

国語 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

国語 童心社 １４ひきのシリーズ１４ひきのぴくにっく
国語 童心社 しかけえほんたまごのえほん
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん
美術 戸田デザイ ６つの色
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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
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）

数学 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）

数学 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）

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）

社会 東洋館 くらしに役立つ社会
国語 東洋館 くらしに役立つ国語
数学 東洋館 くらしに役立つ数学
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
社会 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
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学
保健体育 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９ひとのからだ
職業、家庭 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２
理科 ひかりのく 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

音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
社会 評論社 スカーリーおじさんのはたらく人たち
美術 評論社 しかけ絵本の本棚コロちゃんはどこ？
社会 評論社 ピーター・スピアーの絵本１せかいのひとびと
国語 ひさかた スキンシップ絵本かたかなアイウエオ
社会 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
理科 福音館 福音館の科学シリーズどうぶつえんガイド
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐら
国語 福音館 こどものとも絵本はじめてのおつかい
国語 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
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ三びきのやぎのがらがらどん
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズドオン！
社会 福音館 福音館の科学シリーズ絵で見る日本の歴史
理科 文研出版 ジョイフルえほん傑作集りんごがドスーン
美術 ポプラ あそびのひろば１はんがあそび



美術 ポプラ あそびのひろば２やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに
国語 ポプラ どうぶつえあわせぴったりカード
職業、家庭 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための新・見てわかるビジネスマナー集

職業、家庭 扶桑社 覚えておきたい！新・料理の基本１２３
国語、数学 童心社 せなけいこ　おばけすごろく（上製版）
国語、数学 童心社 五味太郎　おでかけすごろく（上製版）

小学部 国語 あかね書房 もじのえほんあいうえお
知的単一 国語 あかね書房 もじのえほんかたかなアイウエオ

国語 あかね書房 もじのえほんかんじ（１）
国語 あかね書房 もじのえほんかんじ（２）
算数 あかね書房 あかねえほんシリーズかたちのえほんまる・さんかく・しかくさん

図画工作 あかね書房 あかねえほんシリーズえほんえかきうた
生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん１かばくんのいちにち
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
国語 あかね書房 あかね書房の学習えほんあそぼうあそぼうあいうえお
算数 あかね書房 あかね書房の学習えほんおかあさんだいすき１．２．３
国語 あかね書房 あかね書房の学習えほんかたかなえほんアイウエオ
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
国語 あかね書房 たのしくおぼえるあいうえおえほん
生活 あかね書房 わかるわかるじかんのえほん
図画工作 あかね書房 うごくおもちゃをつくろう！とぶ！はねる！おもちゃ
図画工作 岩崎書店 あそびの絵本クレヨンあそび
図画工作 岩崎書店 あそびの絵本えかきあそび
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本漢字の絵本
図画工作 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸしぜんで工作しよう
図画工作 絵本館 五味太郎の絵本９いろ
算数 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ
国語 偕成社 ことばをおぼえる本かず・かたち・いろあいうえお
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）ノンタンぶらんこのせて
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
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？

国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（５）つなぎのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）くらしのことば
生活 偕成社 赤ちゃん版ノンタン（２）ノンタンもぐもぐもぐ
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！
生活 偕成社 子どもの生活（６）じょうぶなからだになれるよ！
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（１）ごあいさつあそび
国語 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（２）いないいないばああそび
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（３）いただきますあそび
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（４）ひとりでうんちできるかな
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）いいおへんじできるかな
国語 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし
図画工作 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）わたしだけのはらぺこあおむし

国語 偕成社 エリック・カールの絵本くまさんくまさんなにみてるの？
生活 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）きいろいのはちょうちょ
図画工作 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）みんなみんなみーつけた
生活 偕成社 ともだちだいすき（２）おべんとうなあに？
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（４）ノンタンおよぐのだいすき
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１０）ノンタンボールまてまてまて
国語 偕成社 五味太郎音と文字の本ぽぽぽぽぽ
国語 偕成社 五味太郎音と文字の本どどどどど
国語 偕成社 エリック・カールボードブック（音の出る絵本）ボードブックだんまりこおろぎ

生活 偕成社 とびだす・ひろがる！えほんシリーズとびだす・ひろがる！のりものえほん

生活 偕成社 とびだす・ひろがる！えほんシリーズとびだす・ひろがる！のりものえほん２

国語、生活 偕成社 さわる絵本新装版これ、なあに？
算数 偕成社 まついのりこ・数の絵本はじめてのたしざん
生活 学研 はっけんずかんのりもの改訂版
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん



生活 学研 あそびのおうさまずかんからだ増補改訂
生活、図画工作 学研 あそびのおうさまずかんリサイクルこうさく増補改訂
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって
算数、図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって
国語、生活 学研 はっけんずかんきょうりゅう新版
生活 学研 社会科常識シリーズＮＥＷ日本列島ジグソー
国語 学研 おはなしドリルきもちのおはなし小学１年
国語 学研 学研の幼児ワーク３〜４歳かいてけせるひらがな新装版
算数 学研 学研の幼児ワーク３歳かず
算数 学研 学研の幼児ワーク５歳たしざん
図画工作 学研 学研の幼児ワーク４〜６歳こうさく
国語 学研 学研の頭脳開発でんしゃのひらがなれんしゅうちょう
算数 学研 学研の頭脳開発おかねのれんしゅうちょう
算数 学研 学研の頭脳開発でんしゃのかず・とけいれんしゅうちょう
国語 学研 小学全漢字おぼえるカード
生活 金の星社 ひとりでできるもん！６だいすきおやつ作り
生活 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？
生活 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！
生活 金の星社 げんきをつくる食育えほん３びょうきからまもってくれるたべもの

算数 金の星社 はじめての絵本たいむつみき
国語 金の星社 新しいえほんとんとんとん
国語 金の星社 新しいえほんへんしんトンネル
生活 金の星社 音のでる絵本おとのでるのりものえほん
国語、生活 金の星社 音のでる絵本おとのでるどうぶつえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪てあそびうたえほん
生活、音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪どうようえほん
算数 金の星社 音のでるとけいえほんいまなんじ？
音楽 金の星社 うたってたたこう！わくわくリズムあそびどうようえほん
国語 金の星社 あいうえおのえほん
図画工作 金の星社 ＮＨＫノージーのひらめき工房ノージーのひまつぶしブック
算数 金の星社 ひらめきパズルタングラム
国語 くもん出版 もじ・ことば１はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１はじめてのかん字
国語、生活 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード
生活 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集
生活 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
国語、生活 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」
国語 くもん出版 ひらがなカード
算数 くもん出版 とけいカード
算数 くもん出版 かずカード
算数 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
国語 くもん出版 おけいこはじめてのおけいこ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード
国語 くもん出版 あいうえおべんとう
国語 くもん出版 もじ・ことば２はじめてのひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば４やさしいひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば５ひらがなおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば６ひらがなしりとりあそび
国語 くもん出版 もじ・ことば７ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９はじめてのカタカナ
国語 くもん出版 もじ・ことば１０カタカナおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば１２漢字おけいこ
生活 くもん出版 生活図鑑カードのりものカード
国語 くもん出版 書きかたカード漢字
国語 くもん出版 ひらがなことばカード１集
国語 くもん出版 ひらがなことばカード２集
国語 くもん出版 ひらがなことばカード３集
国語 くもん出版 カタカナカード



国語 くもん出版 ぶんカード１集
国語 くもん出版 反対ことばカード
算数 くもん出版 たしざんカード
国語、生活 くもん出版 写真図鑑カード特急・新幹線カード
生活 くもん出版 写真図鑑カードはたらく自動車カード
国語、生活 くもん出版 自然図鑑カードこん虫カード
生活 くもん出版 自然図鑑カード川や海の生きものカード
算数 くもん出版 くもんのはじめてのえほん１１・２・３
図画工作 くもん出版 くもんのはじめてのえほん２なにいろ？
算数、図画工作 くもん出版 ファーストステップドリルさいしょのぬってみよう
図画工作 くもん出版 ファーストステップドリルさいしょのきってみよう
図画工作 くもん出版 ファーストステップドリルさいしょのはってみよう
算数 くもん出版 かず・けいさん１はじめてのすうじ
算数 くもん出版 かず・けいさん２やさしいすうじ
算数 くもん出版 かず・けいさん３すうじおけいこ
算数 くもん出版 かず・けいさん４はじめてのたしざん
算数 くもん出版 かず・けいさん５たしざんおけいこ１集
算数 くもん出版 かず・けいさん６たしざんおけいこ２集
算数 くもん出版 かず・けいさん７はじめてのひきざん
算数 くもん出版 かず・けいさん８ひきざんおけいこ
算数 くもん出版 かず・けいさん９はじめての九九
算数 くもん出版 かず・けいさん１０はじめてのとけい
算数 くもん出版 かず・けいさん１１とけいのおけいこ
算数 くもん出版 めいろ１はじめてのめいろ１集
国語 くもん出版 めいろ４やさしいめいろ２集
図画工作 くもん出版 こうさく１はじめてのはさみ
図画工作 くもん出版 こうさく２はじめてのかみこうさく１集
図画工作 くもん出版 こうさく４かみこうさくあそび
国語 くもん出版 小学ドリル国語２年生の言葉と文のきまり
国語 くもん出版 小学ドリル国語３年生の言葉と文のきまり
国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生の文しょうの読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語２年生の文章の読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語２年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生のカタカナ
国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生のひらがな・カタカナのかきかた
国語 くもん出版 小学ドリル国語２年生のかん字の書き方
算数 くもん出版 小学ドリル算数１年生のすう・りょう・ずけい
算数 くもん出版 小学ドリル算数２年生の数・りょう・図形
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算１年生のひきざん
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算２年生のたし算
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算２年生のかけ算（九九）
国語 くもん出版 くもんのにがてたいじドリルこくご１小学１年生「は・を・へ」のつかいかた

生活 くもん出版 あきびんごの創造性を育てる○つけドリルいきもの博士レベル１

図画工作 くもん出版 あきびんごの創造性を育てるドリルおえかき博士レベル２
国語 くもん出版 言葉と文法にぐ－んと強くなる小学２年生
国語 くもん出版 いっきに極める国語（１）小学１〜３年の漢字
算数 くもん出版 くろくまくんのことばえほんようすのことば
国語 くもん出版 書きたいことが、いっぱいみつかる作文教室小学１・２年生
算数 くもん出版 くもんはじめてのえほん３おおきいちいさい
音楽 グランまま うたえほん
国語、生活 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

国語、生活 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！
生活 講談社 講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ魚新訂版
図画工作 講談社 おともだちドリルブック１きってはってこうさくブック１
生活 講談社 講談社のお料理ＢＯＯＫひとりでできる子どもキッチン
図画工作 国土社 たのしい図画工作９うごくおもちゃ
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集こぐまちゃんおはよう
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集こぐまちゃんのみずあそび
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第３集しろくまちゃんのほっとけーき
国語 こぐま社 ぶうとぴょんのえほんおんなじおんなじ



国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊さよならさんかく
国語 こぐま社 柳原良平のえほんかおかおどんなかお
国語 こぐま社 ぶうとぴょんの絵本なにしてるなにしてる
国語 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズよめるよよめるよあいうえお
算数 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズおいしいおいしい１・２・３
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４おつきあいのきほん
算数 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー
国語 こばと 初級編ステップアップマッチングⅠ
国語 こばと 初級編ステップアップこくごⅠ
算数 こばと 初級編ステップアップさんすうⅠ
算数 こばと 中級編ジャンプアップさんすうⅡ
算数 こばと 中級編ジャンプアップさんすうⅢ
図画工作 コクヨ かおノート
図画工作 コクヨ おえかき美術館
国語 コクヨ しかけえほんくだものどうぞ
図画工作 さえら たのしい工作教室たのしいこうさくきょうしつ１
図画工作 さえら たのしい工作教室木のぞうけい教室
算数 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん
算数 小学館 ２１世紀幼稚園百科２とけいとじかん
算数 小学館 ２１世紀幼稚園百科６かずあそび１・２・３
生活 小学館 ドラえもんちずかん２せかいちず
算数 小学館 デコボコえほんかずをかぞえよう！
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ昆虫ＤＶＤつき
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ恐竜ＤＶＤつき
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ魚ＤＶＤつき
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ新版鳥ＤＶＤ付き
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい昆虫館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい恐竜館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい乗りもの館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく新・りったいどうぶつ館
図画工作 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく新・りったい昆虫館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったいやさい・くだもの館

図画工作 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯクラフトぶっく新りったい恐竜館
図画工作 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯクラフトぶっくりったい両生類・はちゅう類館

国語 小学館 プラレールトーマスＤＶＤ付おけいこブックおけいこでしゅっぱつ！

算数 小学館 トーマスいろ・かたち
国語、生活 小学館 アンパンマンといこう！スーパーマーケット
音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん２たのしいピアノのうた

生活 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
生活 成美堂出版 音と光のでる絵本じどうしゃ
国語 成美堂出版 はじめてのえんぴつちょう２・３・４歳らくがきあそび
音楽 成美堂出版 音と光のでる絵本いっぱいスイッチ
国語 世界文化社 写真でわかるなぜなに５さかな
算数 世界文化社 パズルで花まる！５・６・７歳めいろ・まちがいさがし
生活 草思社 みんなのためのルールブックあたりまえだけど、とても大切なこと

音楽 大日本絵画 メロディーえほんＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
生活 大日本絵画 パペットしかけえほんふわふわうさちゃん
算数、生活 大日本絵画 ジグソーしかけえほんかたちをはずしてうらがえし
図画工作 大日本絵画 むしむしさわってごらん
国語 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

図画工作 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
算数 童心社 かずのほん１どっちがたくさん
算数 童心社 かずのほん２０から１０まで
算数 童心社 かずのほん３０から１０までのたしざんひきざん
国語 童心社 ピーマン村の絵本たちさつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たちおおきくなるっていうことは
生活、図画工作 童心社 ピーマン村の絵本たちよーいどん！
生活、図画工作 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ
生活 東京書店 ふわふわつるつるたべものたっち
算数 戸田デザイ １から１００までのえほん



国語 戸田デザイ あいうえおえほん
国語 戸田デザイ せかいちず絵本
国語、生活 戸田デザイ よみかた絵本
生活、図画工作 戸田デザイ ６つの色
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）

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）

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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
国語 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）

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）

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）

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）

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）

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）

生活 東洋館 子どもが思わず動きだす！ソーシャルスキルモンスター
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
算数 永岡書店 木のえほんどうぶつパズル
国語 永岡書店 木のえほんたべものだいすき
生活 永岡書店 こども写真ひゃっかはたらくくるま大図鑑ＤＸ〈デラックス〉ＤＶＤ付き

算数 永岡書店 マグネットブックさかなつり
生活 永岡書店 ポップアップ絵本カラーモンスターきもちはなにいろ？
生活 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
国語 のら書店 ことばあそびレストラン
国語、生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０たべもの
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２きせつとしぜん
国語、生活 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２
生活、音楽 ひかりのく 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
生活 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！新装改訂版みぢかなマーク

音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
国語 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１むし
国語、生活 ひかりのく ３さいからのずかん新装改訂版のりものなんでもＮｏ．１
生活 ひさかた あかちゃんのための絵本はみがきしゅわしゅわ
国語、図画工作 ひさかた ミーミとクークのえほんミーミとクークのあか・あお・きいろ
国語 ひさかた スキンシップ絵本かたかなアイウエオ
算数 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん
算数 福音館 ブルーナの絵本まる、しかく、さんかく
図画工作 福音館 かがくのとも絵本かみであそぼうきる・おる
図画工作 福音館 かがくのとも絵本かみコップでつくろう
生活 福音館 福音館の科学シリーズ昆虫
国語 福音館 こどものとも絵本ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐら
国語 福音館 こどものとも絵本そらいろのたね
国語 福音館 こどものとも絵本おおきなかぶ
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズてぶくろ
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ三びきのやぎのがらがらどん
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズドオン！
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐらの１ねんかん
生活 福音館 みぢかなかがくシリーズ町たんけん
算数 福音館 幼児絵本シリーズきんぎょがにげた
国語 福音館 幼児絵本シリーズねえどっちがすき？
生活 福音館 幼児絵本シリーズくだものだもの
算数 福音館 こどものとも絵本くるまはいくつ
生活 福音館 Ｄｏ！図鑑シリーズ自然図鑑
国語 ブロンズ新 だるまさんシリーズ３冊セット
国語 ブロンズ新 おしくら・まんじゅう
生活 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集たべたのだあれ
国語 文研出版 ジョイフルえほん傑作集りんごがドスーン
国語 文研出版 みるみる絵本もこもこもこ



生活 フレーベル アンパンマンとはじめよう！アンパンマンとげんきにあいさつ
音楽 フレーベル アンパンマンリズムえほんアンパンマンといっしょにがっきであそぼう

音楽 フレーベル アンパンマン・メロディバギーブック１ゆうきりんりんメロディ
音楽 フレーベル アンパンマンピアノえほん
音楽 フレーベル みんなでてあそびアンパンマンとうたっておどろう
国語 フレーベル ＮＥＷおしゃべりアンパンマンあいうえおであそぼう！
図画工作 ポプラ あそびのひろば４はりえあそび
図画工作 ポプラ あそびのひろば８らくがきあそび
図画工作 ポプラ ペーパーランド８おりがみえあそび
図画工作 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに
算数 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２どうぶつなんびき？
国語、図画工作 ポプラ いろいろいろのほん
国語 ポプラ これなあに？かたぬきえほん２のりものいろいろかくれんぼ
算数 民衆社 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる２年
算数 むぎ書房 わかるさんすう２
生活 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用
国語 理論社 あいうえおうさま
国語、生活 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお
国語 リーブル しりとりしましょ！たべものあいうえお
生活、図画工作 朝日新聞 おえかきおりがみ５回おったら絵をかこう！
生活、図画工作 朝日新聞 ５回おったら完成！へんしんおりがみ
算数 朝日学生 ひとりで学べる算数小学３年生
生活、図画工作 大泉書店 ひとりでおれるだいすき！おりがみ
生活、図画工作 大泉書店 おってきってあそぼう！たのしい！きりがみ
図画工作 河出新社 大人の塗り絵恐竜たちの世界編
図画工作 河出新社 大人の塗り絵海のファンタジー編
算数 喜楽研 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント１－２
国語 喜楽研 豊かな読解力がつく国語プリント小学１年改訂版
生活 佼成出版 なにをたべてきたの？
国語 清風堂書店 国語習熟プリント小学１年生大判サイズ
国語 清風堂書店 国語習熟プリント小学２年生大判サイズ
算数 清風堂書店 算数習熟プリント小学１年生大判サイズ
算数 清風堂書店 算数習熟プリント小学２年生大判サイズ
算数 清風堂書店 陰山ドリル初級算数小学２年生
国語 西東社 頭がよくなる！寝るまえ１分おんどく３６６日
生活、図画工作 高橋書店 ５回おったらできあがり！！はじめてのおりがみ
算数 日本図書 さんすうだいすき第６巻かずってなんだ？２６から９９まで
算数 日本図書 さんすうだいすき第７巻くりあがりくりさがり
算数 日本図書 さんすうだいすき第８巻おおきなかず
国語 日本図書 こくごだいすき第６巻さくぶんのほん
国語 日本図書 こくごだいすき第７巻ことばのほん１
国語 日本図書 こくごだいすき第８巻ことばのほん２
算数 日本図書 さんすうだいすき第３巻かずってなんだ？１
算数 日本図書 さんすうだいすき第４巻わけるまとめる
算数 日本図書 さんすうだいすき第９巻はかってみよう
算数 日本図書 さんすうだいすき第１０巻かけざんをやろう
算数 日本図書 さんすうだいすき第２巻なかまあつめ
算数 日本図書 さんすうだいすき第１巻どちらがおおきい？
国語 日本図書 こくごだいすき第１巻かなのほん（１）ひらがな
国語 日本図書 人体キャラクター図鑑
生活 白泉社 さがしえ１２つき
国語 白泉社 ノラネコぐんだんかるた
国語 白泉社 ノラネコぐんだんおすしやさん
生活 白泉社 おすしのずかん
算数 文溪堂 まるさんかくぞう
国語 フォーラム できた！がふえる練習帳ことばと文小学２年生
生活 双葉社 クレヨンしんちゃんのなんでも百科シリーズ改訂新版クレヨンしんちゃん４７都道府県なるほど地図帳

国語、生活 双葉社 クレヨンしんちゃんのなんでも百科シリーズ新版クレヨンしんちゃんのまんが都道府県おもしろブック

音楽 ベネッセ たまひよ楽器あそび絵本すてきなピアノえほんＤＸ
国語 明治図書 グレーゾーンの子どもに対応した作文ワーク初級編
国語 リヴォル もじのかたちをとらえるためのひらがなれんしゅうちょう改訂版



国語 光村 こくご一上　かざぐるま
国語 光村 こくご一下　ともだち
国語 光村 こくご二上　たんぽぽ
国語 光村 こくご二下　赤とんぼ
国語 光村 国語三上　わかば
国語 光村 国語三下　あおぞら
算数 啓林館 わくわく　算数２上
算数 啓林館 わくわく　算数２下
算数 啓林館 わくわく　算数３上
算数 啓林館 わくわく　算数３下
算数 啓林館 わくわく　算数４上
算数 啓林館 わくわく　算数４下
図画工作 日文 ずがこうさく１・２上　たのしいな　おもしろいな　
図画工作 日文 ずがこうさく１・２下　たのしいな　おもしろいな　
図画工作 日文 ずがこうさく３・４上　ためしたよ　見つけたよ　
図画工作 日文 ずがこうさく３・４下　ためしたよ　見つけたよ　

小学部 国語 あかね書房 もじのえほんあいうえお
知的重複 国語 あかね書房 もじのえほんかたかなアイウエオ

国語 あかね書房 もじのえほんかんじ（１）
国語 あかね書房 もじのえほんかんじ（２）
算数 あかね書房 あかねえほんシリーズかたちのえほんまる・さんかく・しかくさん

図画工作 あかね書房 あかねえほんシリーズえほんえかきうた
生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん１かばくんのいちにち
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
国語 あかね書房 あかね書房の学習えほんあそぼうあそぼうあいうえお
算数 あかね書房 あかね書房の学習えほんおかあさんだいすき１．２．３
国語 あかね書房 あかね書房の学習えほんかたかなえほんアイウエオ
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
国語 あかね書房 たのしくおぼえるあいうえおえほん
生活 あかね書房 わかるわかるじかんのえほん
図画工作 あかね書房 うごくおもちゃをつくろう！とぶ！はねる！おもちゃ
図画工作 岩崎書店 あそびの絵本クレヨンあそび
図画工作 岩崎書店 あそびの絵本えかきあそび
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本漢字の絵本
図画工作 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸしぜんで工作しよう
図画工作 絵本館 五味太郎の絵本９いろ
算数 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ
国語 偕成社 ことばをおぼえる本かず・かたち・いろあいうえお
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）ノンタンぶらんこのせて
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
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？

国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（５）つなぎのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）くらしのことば
生活 偕成社 赤ちゃん版ノンタン（２）ノンタンもぐもぐもぐ
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！
生活 偕成社 子どもの生活（６）じょうぶなからだになれるよ！
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（１）ごあいさつあそび
国語 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（２）いないいないばああそび
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（３）いただきますあそび
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（４）ひとりでうんちできるかな
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）いいおへんじできるかな
国語 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし
図画工作 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）わたしだけのはらぺこあおむし

国語 偕成社 エリック・カールの絵本くまさんくまさんなにみてるの？
生活 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）きいろいのはちょうちょ
図画工作 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）みんなみんなみーつけた
生活 偕成社 ともだちだいすき（２）おべんとうなあに？
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（４）ノンタンおよぐのだいすき
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１０）ノンタンボールまてまてまて
国語 偕成社 五味太郎音と文字の本ぽぽぽぽぽ
国語 偕成社 五味太郎音と文字の本どどどどど



国語 偕成社 エリック・カールボードブック（音の出る絵本）ボードブックだんまりこおろぎ

生活 偕成社 とびだす・ひろがる！えほんシリーズとびだす・ひろがる！のりものえほん

生活 偕成社 とびだす・ひろがる！えほんシリーズとびだす・ひろがる！のりものえほん２

国語、生活 偕成社 さわる絵本新装版これ、なあに？
算数 偕成社 まついのりこ・数の絵本はじめてのたしざん
生活 学研 はっけんずかんのりもの改訂版
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん
生活 学研 あそびのおうさまずかんからだ増補改訂
生活、図画工作 学研 あそびのおうさまずかんリサイクルこうさく増補改訂
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって
算数、図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって
国語、生活 学研 はっけんずかんきょうりゅう新版
生活 学研 社会科常識シリーズＮＥＷ日本列島ジグソー
国語 学研 おはなしドリルきもちのおはなし小学１年
国語 学研 学研の幼児ワーク３〜４歳かいてけせるひらがな新装版
算数 学研 学研の幼児ワーク３歳かず
算数 学研 学研の幼児ワーク５歳たしざん
図画工作 学研 学研の幼児ワーク４〜６歳こうさく
国語 学研 学研の頭脳開発でんしゃのひらがなれんしゅうちょう
算数 学研 学研の頭脳開発おかねのれんしゅうちょう
算数 学研 学研の頭脳開発でんしゃのかず・とけいれんしゅうちょう
国語 学研 小学全漢字おぼえるカード
生活 金の星社 ひとりでできるもん！６だいすきおやつ作り
生活 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？
生活 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！
生活 金の星社 げんきをつくる食育えほん３びょうきからまもってくれるたべもの

算数 金の星社 はじめての絵本たいむつみき
国語 金の星社 新しいえほんとんとんとん
国語 金の星社 新しいえほんへんしんトンネル
生活 金の星社 音のでる絵本おとのでるのりものえほん
国語、生活 金の星社 音のでる絵本おとのでるどうぶつえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪てあそびうたえほん
生活、音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪どうようえほん
算数 金の星社 音のでるとけいえほんいまなんじ？
音楽 金の星社 うたってたたこう！わくわくリズムあそびどうようえほん
国語 金の星社 あいうえおのえほん
図画工作 金の星社 ＮＨＫノージーのひらめき工房ノージーのひまつぶしブック
算数 金の星社 ひらめきパズルタングラム
国語 くもん出版 もじ・ことば１はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１はじめてのかん字
国語、生活 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード
生活 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集
生活 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
国語、生活 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」
国語 くもん出版 ひらがなカード
算数 くもん出版 とけいカード
算数 くもん出版 かずカード
算数 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
国語 くもん出版 おけいこはじめてのおけいこ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード
国語 くもん出版 あいうえおべんとう
国語 くもん出版 もじ・ことば２はじめてのひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば４やさしいひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば５ひらがなおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば６ひらがなしりとりあそび
国語 くもん出版 もじ・ことば７ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８ぶんのおけいこ



国語 くもん出版 もじ・ことば９はじめてのカタカナ
国語 くもん出版 もじ・ことば１０カタカナおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば１２漢字おけいこ
生活 くもん出版 生活図鑑カードのりものカード
国語 くもん出版 書きかたカード漢字
国語 くもん出版 ひらがなことばカード１集
国語 くもん出版 ひらがなことばカード２集
国語 くもん出版 ひらがなことばカード３集
国語 くもん出版 カタカナカード
国語 くもん出版 ぶんカード１集
国語 くもん出版 反対ことばカード
算数 くもん出版 たしざんカード
国語、生活 くもん出版 写真図鑑カード特急・新幹線カード
生活 くもん出版 写真図鑑カードはたらく自動車カード
国語、生活 くもん出版 自然図鑑カードこん虫カード
生活 くもん出版 自然図鑑カード川や海の生きものカード
算数 くもん出版 くもんのはじめてのえほん１１・２・３
図画工作 くもん出版 くもんのはじめてのえほん２なにいろ？
算数、図画工作 くもん出版 ファーストステップドリルさいしょのぬってみよう
図画工作 くもん出版 ファーストステップドリルさいしょのきってみよう
図画工作 くもん出版 ファーストステップドリルさいしょのはってみよう
算数 くもん出版 かず・けいさん１はじめてのすうじ
算数 くもん出版 かず・けいさん２やさしいすうじ
算数 くもん出版 かず・けいさん３すうじおけいこ
算数 くもん出版 かず・けいさん４はじめてのたしざん
算数 くもん出版 かず・けいさん５たしざんおけいこ１集
算数 くもん出版 かず・けいさん６たしざんおけいこ２集
算数 くもん出版 かず・けいさん７はじめてのひきざん
算数 くもん出版 かず・けいさん８ひきざんおけいこ
算数 くもん出版 かず・けいさん９はじめての九九
算数 くもん出版 かず・けいさん１０はじめてのとけい
算数 くもん出版 かず・けいさん１１とけいのおけいこ
算数 くもん出版 めいろ１はじめてのめいろ１集
国語 くもん出版 めいろ４やさしいめいろ２集
図画工作 くもん出版 こうさく１はじめてのはさみ
図画工作 くもん出版 こうさく２はじめてのかみこうさく１集
図画工作 くもん出版 こうさく４かみこうさくあそび
国語 くもん出版 小学ドリル国語２年生の言葉と文のきまり
国語 くもん出版 小学ドリル国語３年生の言葉と文のきまり
国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生の文しょうの読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語２年生の文章の読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語２年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生のカタカナ
国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生のひらがな・カタカナのかきかた
国語 くもん出版 小学ドリル国語２年生のかん字の書き方
算数 くもん出版 小学ドリル算数１年生のすう・りょう・ずけい
算数 くもん出版 小学ドリル算数２年生の数・りょう・図形
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算１年生のひきざん
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算２年生のたし算
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算２年生のかけ算（九九）
国語 くもん出版 くもんのにがてたいじドリルこくご１小学１年生「は・を・へ」のつかいかた

生活 くもん出版 あきびんごの創造性を育てる○つけドリルいきもの博士レベル１

図画工作 くもん出版 あきびんごの創造性を育てるドリルおえかき博士レベル２
国語 くもん出版 言葉と文法にぐ－んと強くなる小学２年生
国語 くもん出版 いっきに極める国語（１）小学１〜３年の漢字
算数 くもん出版 くろくまくんのことばえほんようすのことば
国語 くもん出版 書きたいことが、いっぱいみつかる作文教室小学１・２年生
算数 くもん出版 くもんはじめてのえほん３おおきいちいさい
音楽 グランまま うたえほん
国語、生活 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



国語、生活 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！
生活 講談社 講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ魚新訂版
図画工作 講談社 おともだちドリルブック１きってはってこうさくブック１
生活 講談社 講談社のお料理ＢＯＯＫひとりでできる子どもキッチン
図画工作 国土社 たのしい図画工作９うごくおもちゃ
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集こぐまちゃんおはよう
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集こぐまちゃんのみずあそび
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第３集しろくまちゃんのほっとけーき
国語 こぐま社 ぶうとぴょんのえほんおんなじおんなじ
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊さよならさんかく
国語 こぐま社 柳原良平のえほんかおかおどんなかお
国語 こぐま社 ぶうとぴょんの絵本なにしてるなにしてる
国語 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズよめるよよめるよあいうえお
算数 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズおいしいおいしい１・２・３
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４おつきあいのきほん
算数 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー
国語 こばと 初級編ステップアップマッチングⅠ
国語 こばと 初級編ステップアップこくごⅠ
算数 こばと 初級編ステップアップさんすうⅠ
算数 こばと 中級編ジャンプアップさんすうⅡ
算数 こばと 中級編ジャンプアップさんすうⅢ
図画工作 コクヨ かおノート
図画工作 コクヨ おえかき美術館
国語 コクヨ しかけえほんくだものどうぞ
図画工作 さえら たのしい工作教室たのしいこうさくきょうしつ１
図画工作 さえら たのしい工作教室木のぞうけい教室
算数 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん
算数 小学館 ２１世紀幼稚園百科２とけいとじかん
算数 小学館 ２１世紀幼稚園百科６かずあそび１・２・３
生活 小学館 ドラえもんちずかん２せかいちず
算数 小学館 デコボコえほんかずをかぞえよう！
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ昆虫ＤＶＤつき
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ恐竜ＤＶＤつき
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ魚ＤＶＤつき
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ新版鳥ＤＶＤ付き
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい昆虫館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい恐竜館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい乗りもの館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく新・りったいどうぶつ館
図画工作 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく新・りったい昆虫館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったいやさい・くだもの館

図画工作 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯクラフトぶっく新りったい恐竜館
図画工作 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯクラフトぶっくりったい両生類・はちゅう類館

国語 小学館 プラレールトーマスＤＶＤ付おけいこブックおけいこでしゅっぱつ！

算数 小学館 トーマスいろ・かたち
国語、生活 小学館 アンパンマンといこう！スーパーマーケット
音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん２たのしいピアノのうた

生活 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
生活 成美堂出版 音と光のでる絵本じどうしゃ
国語 成美堂出版 はじめてのえんぴつちょう２・３・４歳らくがきあそび
音楽 成美堂出版 音と光のでる絵本いっぱいスイッチ
国語 世界文化社 写真でわかるなぜなに５さかな
算数 世界文化社 パズルで花まる！５・６・７歳めいろ・まちがいさがし
生活 草思社 みんなのためのルールブックあたりまえだけど、とても大切なこと

音楽 大日本絵画 メロディーえほんＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
生活 大日本絵画 パペットしかけえほんふわふわうさちゃん
算数、生活 大日本絵画 ジグソーしかけえほんかたちをはずしてうらがえし
図画工作 大日本絵画 むしむしさわってごらん
国語 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

図画工作 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ



算数 童心社 かずのほん１どっちがたくさん
算数 童心社 かずのほん２０から１０まで
算数 童心社 かずのほん３０から１０までのたしざんひきざん
国語 童心社 ピーマン村の絵本たちさつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たちおおきくなるっていうことは
生活、図画工作 童心社 ピーマン村の絵本たちよーいどん！
生活、図画工作 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ
生活 東京書店 ふわふわつるつるたべものたっち
算数 戸田デザイ １から１００までのえほん
国語 戸田デザイ あいうえおえほん
国語 戸田デザイ せかいちず絵本
国語、生活 戸田デザイ よみかた絵本
生活、図画工作 戸田デザイ ６つの色
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）

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）

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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
国語 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）

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）

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）

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）

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）

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）

生活 東洋館 子どもが思わず動きだす！ソーシャルスキルモンスター
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
算数 永岡書店 木のえほんどうぶつパズル
国語 永岡書店 木のえほんたべものだいすき
生活 永岡書店 こども写真ひゃっかはたらくくるま大図鑑ＤＸ〈デラックス〉ＤＶＤ付き

算数 永岡書店 マグネットブックさかなつり
生活 永岡書店 ポップアップ絵本カラーモンスターきもちはなにいろ？
生活 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
国語 のら書店 ことばあそびレストラン
国語、生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０たべもの
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２きせつとしぜん
国語、生活 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２
生活、音楽 ひかりのく 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
生活 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！新装改訂版みぢかなマーク

音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
国語 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１むし
国語、生活 ひかりのく ３さいからのずかん新装改訂版のりものなんでもＮｏ．１
生活 ひさかた あかちゃんのための絵本はみがきしゅわしゅわ
国語、図画工作 ひさかた ミーミとクークのえほんミーミとクークのあか・あお・きいろ
国語 ひさかた スキンシップ絵本かたかなアイウエオ
算数 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん
算数 福音館 ブルーナの絵本まる、しかく、さんかく
図画工作 福音館 かがくのとも絵本かみであそぼうきる・おる
図画工作 福音館 かがくのとも絵本かみコップでつくろう
生活 福音館 福音館の科学シリーズ昆虫
国語 福音館 こどものとも絵本ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐら
国語 福音館 こどものとも絵本そらいろのたね
国語 福音館 こどものとも絵本おおきなかぶ
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズてぶくろ
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ三びきのやぎのがらがらどん
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズドオン！
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐらの１ねんかん
生活 福音館 みぢかなかがくシリーズ町たんけん
算数 福音館 幼児絵本シリーズきんぎょがにげた



国語 福音館 幼児絵本シリーズねえどっちがすき？
生活 福音館 幼児絵本シリーズくだものだもの
算数 福音館 こどものとも絵本くるまはいくつ
生活 福音館 Ｄｏ！図鑑シリーズ自然図鑑
国語 ブロンズ新 だるまさんシリーズ３冊セット
国語 ブロンズ新 おしくら・まんじゅう
生活 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集たべたのだあれ
国語 文研出版 ジョイフルえほん傑作集りんごがドスーン
国語 文研出版 みるみる絵本もこもこもこ
生活 フレーベル アンパンマンとはじめよう！アンパンマンとげんきにあいさつ
音楽 フレーベル アンパンマンリズムえほんアンパンマンといっしょにがっきであそぼう

音楽 フレーベル アンパンマン・メロディバギーブック１ゆうきりんりんメロディ
音楽 フレーベル アンパンマンピアノえほん
音楽 フレーベル みんなでてあそびアンパンマンとうたっておどろう
国語 フレーベル ＮＥＷおしゃべりアンパンマンあいうえおであそぼう！
図画工作 ポプラ あそびのひろば４はりえあそび
図画工作 ポプラ あそびのひろば８らくがきあそび
図画工作 ポプラ ペーパーランド８おりがみえあそび
図画工作 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに
算数 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２どうぶつなんびき？
国語、図画工作 ポプラ いろいろいろのほん
国語 ポプラ これなあに？かたぬきえほん２のりものいろいろかくれんぼ
算数 民衆社 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる２年
算数 むぎ書房 わかるさんすう２
生活 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用
国語 理論社 あいうえおうさま
国語、生活 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお
国語 リーブル しりとりしましょ！たべものあいうえお
生活、図画工作 朝日新聞 おえかきおりがみ５回おったら絵をかこう！
生活、図画工作 朝日新聞 ５回おったら完成！へんしんおりがみ
算数 朝日学生 ひとりで学べる算数小学３年生
生活、図画工作 大泉書店 ひとりでおれるだいすき！おりがみ
生活、図画工作 大泉書店 おってきってあそぼう！たのしい！きりがみ
図画工作 河出新社 大人の塗り絵恐竜たちの世界編
図画工作 河出新社 大人の塗り絵海のファンタジー編
算数 喜楽研 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント１－２
国語 喜楽研 豊かな読解力がつく国語プリント小学１年改訂版
生活 佼成出版 なにをたべてきたの？
国語 清風堂書店 国語習熟プリント小学１年生大判サイズ
国語 清風堂書店 国語習熟プリント小学２年生大判サイズ
算数 清風堂書店 算数習熟プリント小学１年生大判サイズ
算数 清風堂書店 算数習熟プリント小学２年生大判サイズ
算数 清風堂書店 陰山ドリル初級算数小学２年生
国語 西東社 頭がよくなる！寝るまえ１分おんどく３６６日
生活、図画工作 高橋書店 ５回おったらできあがり！！はじめてのおりがみ
算数 日本図書 さんすうだいすき第６巻かずってなんだ？２６から９９まで
算数 日本図書 さんすうだいすき第７巻くりあがりくりさがり
算数 日本図書 さんすうだいすき第８巻おおきなかず
国語 日本図書 こくごだいすき第６巻さくぶんのほん
国語 日本図書 こくごだいすき第７巻ことばのほん１
国語 日本図書 こくごだいすき第８巻ことばのほん２
算数 日本図書 さんすうだいすき第３巻かずってなんだ？１
算数 日本図書 さんすうだいすき第４巻わけるまとめる
算数 日本図書 さんすうだいすき第９巻はかってみよう
算数 日本図書 さんすうだいすき第１０巻かけざんをやろう
算数 日本図書 さんすうだいすき第２巻なかまあつめ
算数 日本図書 さんすうだいすき第１巻どちらがおおきい？
国語 日本図書 こくごだいすき第１巻かなのほん（１）ひらがな
国語 日本図書 人体キャラクター図鑑
生活 白泉社 さがしえ１２つき
国語 白泉社 ノラネコぐんだんかるた



国語 白泉社 ノラネコぐんだんおすしやさん
生活 白泉社 おすしのずかん
算数 文溪堂 まるさんかくぞう
国語 フォーラム できた！がふえる練習帳ことばと文小学２年生
生活 双葉社 クレヨンしんちゃんのなんでも百科シリーズ改訂新版クレヨンしんちゃん４７都道府県なるほど地図帳

国語、生活 双葉社 クレヨンしんちゃんのなんでも百科シリーズ新版クレヨンしんちゃんのまんが都道府県おもしろブック

音楽 ベネッセ たまひよ楽器あそび絵本すてきなピアノえほんＤＸ
国語 明治図書 グレーゾーンの子どもに対応した作文ワーク初級編
国語 リヴォル もじのかたちをとらえるためのひらがなれんしゅうちょう改訂版

国語 光村 こくご一上　かざぐるま
国語 光村 こくご一下　ともだち
国語 光村 こくご二上　たんぽぽ
国語 光村 こくご二下　赤とんぼ
国語 光村 国語三上　わかば
国語 光村 国語三下　あおぞら
算数 啓林館 わくわく　算数２上
算数 啓林館 わくわく　算数２下
算数 啓林館 わくわく　算数３上
算数 啓林館 わくわく　算数３下
算数 啓林館 わくわく　算数４上
算数 啓林館 わくわく　算数４下
図画工作 日文 ずがこうさく１・２上　たのしいな　おもしろいな　
図画工作 日文 ずがこうさく１・２下　たのしいな　おもしろいな　
図画工作 日文 ずがこうさく３・４上　ためしたよ　見つけたよ　
図画工作 日文 ずがこうさく３・４下　ためしたよ　見つけたよ　

中学部 美術 あかね書房 あかねえほんシリーズえほんえかきうた
知的単一 保健体育 あかね書房 からだのえほん４からだにもしもし

国語 あかね書房 あかね書房の学習えほんかたかなえほんアイウエオ
美術 あかね書房 うたってあそぼう２えかきうた（むし・さかな）
美術 岩崎書店 あそびの絵本紙ねんどあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本えのぐあそび
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本漢字の絵本
国語 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
数学 絵本館 五味太郎の絵本１０かたち
数学 絵本館 五味太郎の絵本かずのえほん１・２・３
職業・家庭 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）

国語、職業・家庭 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（気持の伝え方）

社会 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（９）ルールとマナー
職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１１）友だち関係（考え方のちがい）

職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１２ネットのルール
数学 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ
数学 偕成社 ことばをおぼえる本かず・かたち・いろあいうえお
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）ノンタンぶらんこのせて
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）こんなときどうするの？
国語 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（６）くらしのことば
職業・家庭 偕成社 子どもの生活（３）マナーをきちんとおぼえよう！
保健体育 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（４）ひとりでうんちできるかな
職業・家庭 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）いいおへんじできるかな
国語 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし
国語 偕成社 エリック・カールの絵本うたがみえるきこえるよ
保健体育 偕成社 五味太郎の絵本わにさんどきっはいしゃさんどきっ
国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）きいろいのはちょうちょ
職業・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！
職業・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！
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！
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（１）ふだんの生活のマナー
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
国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（３）まどからおくりもの
職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（４）ばんごはんつくろう！（洋食・中華編）



社会 偕成社 子どものマナー図鑑（２）食事のマナー
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（４）おつきあいのマナー
職業・家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（５）１２か月・行事のマナー
国語 偕成社 下村式となえてかく漢字練習ノート小学３年生改訂２版
社会 学研 はっけんずかんのりもの改訂版
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん
保健体育 学研 ニューワイド学研の図鑑増補改訂人のからだ
理科 学研 ほんとのおおきさほんとのおおきさ動物園
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって
理科 学研 学研の図鑑ＬＩＶＥ（ライブ）植物
国語 学研 名作よんでよんでおやすみ前のお話３６６話４冊入り
数学 学研 学研の頭脳開発おかねのれんしゅうちょう
理科 学研 ビジュアル理科事典
職業・家庭 開隆堂出版 職業・家庭たのしい職業科わたしの夢につながる
美術 金の星社 あかちゃんとおかあさんの絵本このいろなあに
保健体育 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？

職業・家庭 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
職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！６だいすきおやつ作り
保健体育 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？
国語 金の星社 おてつだいの絵本
音楽 金の星社 うたってたたこう！わくわくリズムあそびどうようえほん
国語 金の星社 あいうえおのえほん
国語、社会 金の星社 のりものしゃしんあいうえおのえほん
社会 金の星社 マグネットパズルにほんちず
数学、職業・家庭 金の星社 アニメおさるのジョージとけいえほんいまなんじ？
国語 くもん出版 もじ・ことば１はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１はじめてのかん字
職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード
国語、理科 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集
社会 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
社会 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」
国語 くもん出版 ひらがなカード
数学 くもん出版 とけいカード
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば４やさしいひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば５ひらがなおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば６ひらがなしりとりあそび
国語 くもん出版 もじ・ことば７ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９はじめてのカタカナ
社会 くもん出版 生活図鑑カードマーク標識カード１集
国語 くもん出版 書きかたカードカタカナ
国語 くもん出版 書きかたカード漢字
国語、職業・家庭 くもん出版 ひらがなことばカード１集
国語 くもん出版 ひらがなことばカード３集
国語 くもん出版 カタカナカード
数学 くもん出版 たしざんカード
国語 くもん出版 ＣＤ付き英語のうたカード
理科 くもん出版 自然図鑑カードこん虫カード
美術 くもん出版 ファーストステップドリルさいしょのぬってみよう
美術 くもん出版 ファーストステップドリルさいしょのきってみよう
美術 くもん出版 ファーストステップドリルさいしょのはってみよう
美術 くもん出版 ファーストステップドリルすいすいきってみよう
数学 くもん出版 かず・けいさん１はじめてのすうじ
数学 くもん出版 かず・けいさん２やさしいすうじ



数学 くもん出版 かず・けいさん９はじめての九九
数学 くもん出版 かず・けいさん１０はじめてのとけい
数学 くもん出版 かず・けいさん１１とけいのおけいこ
数学 くもん出版 めいろ１はじめてのめいろ１集
美術 くもん出版 こうさく１はじめてのはさみ
美術 くもん出版 こうさく２はじめてのかみこうさく１集
美術 くもん出版 こうさく３はじめてのかみこうさく２集
国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生の文しょうの読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語２年生の文章の読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語２年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語３年生の漢字
国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生のひらがな・カタカナのかきかた
数学 くもん出版 小学ドリル算数６年生の数・量・図形
数学 くもん出版 小学ドリル算数２年生の文しょうだい
数学 くもん出版 小学ドリル算数計算１年生のたしざん
数学 くもん出版 小学ドリル算数計算２年生のかけ算（九九）
国語 くもん出版 くもんのにがてたいじドリルこくご１小学１年生「は・を・へ」のつかいかた

音楽 くもん出版 ＣＤ付き童謡カード第１集
社会 くもん出版 写真図鑑カード電車・地下鉄カード
理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！
数学 講談社 創作絵本かぞえてみよう
理科 講談社 講談社の動く図鑑ワンダーＭＯＶＥ生きもののふしぎ新訂版
国語 講談社 素敵な漢字
美術 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１６ちぎり紙・きり紙・はり絵
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集こぐまちゃんのみずあそび
数学 こぐま社 ぶうとぴょんのえほんおんなじおんなじ
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本ぶたたぬききつねねこ
美術 こぐま社 柳原良平のえほんかおかおどんなかお
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第４集こぐまちゃんのどろあそび
社会 小峰書店 東京パノラマたんけん
社会 小峰書店 恐竜あいうえお
職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術イラスト版手のしごと
保健体育 合同出版 子どもとマスターする４５の操体法改訂新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方

職業・家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん
数学 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー
職業・家庭 こばと 心をのばすソーシャルスキルトレーニング用ワークシート下
国語 こばと 初級編ステップアップマッチングⅡ
国語 こばと 中級編ジャンプアップこくごⅢ
職業・家庭 こばと 中級編ジャンプアップ集中力・注意力アップトレーニングシート

数学 こばと 上級編レベルアップお金と時計の文章題
美術 さえら たのしい工作教室木のぞうけい教室
職業・家庭 さえら 母と子の手づくり教室母と子の園芸教室野菜をつくろう
国語 三省堂 こどももののなまえ絵じてん増補新装版
国語 三省堂 キッズクラウン和英辞典新装版
国語、社会 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん
数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科２とけいとじかん
社会 小学館 ドラえもんちずかん１にっぽんちず
社会 小学館 ドラえもんちずかん２せかいちず
数学 小学館 デコボコえほんかずをかぞえよう！
国語、理科 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯはるなつあきふゆ楽しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑

国語、社会 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ楽しく遊ぶ学ぶにっぽんの図鑑

美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい昆虫館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったいどうぶつ館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい恐竜館
社会、美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい乗りもの館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく新・りったい昆虫館
理科、美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったいやさい・くだもの館

国語 小学館 ドラえもん英語図解辞典
理科 小学館 ドラえもん科学ワールド動植物の不思議



理科、美術 小学館 ピタゴラ装置ＤＶＤブック２
国語 小学館 音とカードでおけいこ！新トーマスとあいうえお
職業・家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング
国語 視覚デザイ あいうえおでんしゃじてん
音楽 鈴木出版 歌でおぼえる手話ソングブック－ともだちになるために－
職業・家庭 鈴木出版 ふかふかパズルえほんぱくぱくさん
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４からだ！！げんき！？
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック５ぼなぺてぃどうぞめしあがれ
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック８食（しょく）
社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）
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
音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８
国語 成美堂出版 ＣＤつき小学生の英語レッスン絵でみて学ぼう英会話
美術 世界文化社 写真でわかるなぜなに１どうぶつ
職業・家庭 草思社 みんなのためのルールブックあたりまえだけど、とても大切なこと

数学 大日本絵画 めくりしかけえほんたのしいかずのえほん
国語 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

国語 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

国語 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

数学 童心社 かずのほん２０から１０まで
国語 童心社 １４ひきのシリーズ１４ひきのあさごはん
国語 童心社 １４ひきのシリーズ１４ひきのぴくにっく
理科 童心社 ピーマン村の絵本たちさつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たちよーいどん！
保健体育 童心社 おかあさんとみる性の本わたしのはなし
美術 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ
音楽 東京書店 わくわく音あそびえほん新装版ドンドコドンドンたいこであそぼ

音楽 東京書店 わくわく音あそびえほんヒュルヒュルドカーンおまつりたいこ！　　　        　　(注)

国語 戸田デザイ 和英えほん
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん
理科 戸田デザイ 昆虫とあそぼう
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）

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）

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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
数学 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）

数学 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）

数学 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）

数学 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）

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）

社会 東洋館 くらしに役立つ社会
国語 東洋館 くらしに役立つ国語
数学 東洋館 くらしに役立つ数学
理科 東洋館 くらしに役立つ理科
保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育
職業・家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん
数学、美術 永岡書店 木のえほんたべものだいすき
社会 永岡書店 知育かるた都道府県かるた
数学、理科 永岡書店 めざせ鉄道博士！日本全国鉄道路線地図新版
理科 永岡書店 マグネットブックさかなつり
社会 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
国語 日本教育研 ひとりだちするための国語
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学
社会、職業・家庭 日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策改訂版
数学 ひかりのく 認識絵本１０おおきいちいさい
理科、保健体育 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９ひとのからだ
理科 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２
理科 ひかりのく 改訂新版体験を広げるこどものずかん１どうぶつえん
職業・家庭 ひかりのく 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



保健体育 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん
音楽 ひかりのく 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
社会 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！新装改訂版みぢかなマーク

音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
数学 ひかりのく 歌で必ず暗記できるＣＤつき新版９×９のほん
国語 ひさかた ミーミとクークのえほんミーミとクークのあか・あお・きいろ
数学 ひさかた ミーミとクークのえほんミーミとクークの１・２・３
国語 ひさかた スキンシップ絵本かたかなアイウエオ
数学 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん
国語 ひさかた どうぞのいす
職業・家庭 福音館 幼児絵本シリーズくだもの
美術 福音館 かがくのとも絵本しんぶんしでつくろう
理科 福音館 かがくのとも絵本かみであそぼうきる・おる
職業・家庭 福音館 かがくのとも絵本平野レミのおりょうりブック
理科 福音館 かがくのとも絵本しゃぼんだまとあそぼう
社会 福音館 福音館の科学シリーズぼくらの地図旅行
職業・家庭 福音館 福音館の科学シリーズあそびのレシピ
職業・家庭 福音館 福音館の科学シリーズただいまお仕事中
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐら
職業・家庭 福音館 こどものとも絵本はじめてのおつかい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ三びきのやぎのがらがらどん
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズドオン！
理科 福音館 みぢかなかがくシリーズ町の水族館・町の植物園
職業・家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお料理
国語 ブロンズ新 らくがきえほんあ・い・う・え・お
理科 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集かくしたのだあれ
理科 文研出版 ジョイフルえほん傑作集りんごがドスーン
職業・家庭 文研出版 まかせて！おてつだい２わくわくそうじ・かたづけ
理科 文研出版 ようこそ！理科レストラン理科ｄｅごはん
職業・家庭 福村出版 シリーズ生活を学ぶ１つくって食べよう
国語 フレーベル ＮＥＷおしゃべりアンパンマンあいうえおであそぼう！
美術 ポプラ あそびのひろば２やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ あそびのひろば４はりえあそび
美術 ポプラ あそびのひろば８らくがきあそび
国語 ポプラ ねずみくんの絵本１ねずみくんのチョッキ
美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに
国語 ポプラ これなあに？かたぬきえほん５くだものいろいろかくれんぼ
音楽 ポプラ ディズニープリンセスロマンチックメロディーえほん
職業・家庭 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用
美術 理論社 新装版１００円グッズで完成！楽しい！工作編
国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお
音楽 朝日新聞 うたおう♪はなそう！おうた＆ことばタブレット音でる♪知育絵本

社会 朝日新聞 たたかえ！４７都道府県ヒーローズ
国語、社会 あすなろ 「和」の行事えほん春と夏の巻
国語、社会 あすなろ 「和」の行事えほん秋と冬の巻
理科 いかだ社 １００円ショップでわくわく科学実験
美術 オレンジ ペーパートレインＢＯＯＫジュニア新幹線大集合！
美術 オレンジ ペーパートレインＢＯＯＫジュニアパワーアップシリーズ２ＪＲ西日本版

美術 河出新社 大人の塗り絵ＰＯＳＴＣＡＲＤＢＯＯＫ大好き！ディズニーキャラクター編

美術 河出新社 水だけでスイスイまほうのぬりえ
美術 河出新社 けずってスクラッチアートひみつの森でかくれんぼ
国語 かもがわ 特別支援教育のカード教材意味からおぼえる漢字イラストカード２年生上

国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための作文ワーク初級２
保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育〈２〉大切なからだ・こころ
職業・家庭 少年写真新 坂本廣子の食育自立応援シリーズ１朝ごはん
数学 新興出版社 小学教科書ぴったりトレーニング東京書籍版算数３年
保健体育 新学社 ワンダフルスポーツ
保健体育 新星出版社 いちばんよくわかるストレッチの教科書
社会 ＪＴＢ るるぶマンガとクイズで楽しく学ぶ！４７都道府県



数学 清風堂書店 算数習熟プリント小学１年生大判サイズ
理科 増進堂 科学のなぜ？新事典
職業・家庭 汐文社 かんたん１５分！火も包丁も使わない魔法のレシピ１まんぷくごはん

職業・家庭 日本図書 栄養素キャラクター図鑑
理科 双葉社 クレヨンしんちゃんのなんでも百科シリーズ　クレヨンしんちゃんの「まんが理科のどうして？」なるほどブック

国語、社会 双葉社 先生は教えてくれない！クレヨンしんちゃんの友だちづきあいに大切なこと

国語 本の泉社 新小学校漢字１０２６字音読で楽しく学べる漢字童話
国語 東書 こくご☆☆☆
数学 教出 さんすう☆☆☆
社会 誠文堂新光 子ども教養図鑑　世の中のしくみ　キミはどっちを選ぶ？大人でも答えられない社会の疑問に向き合おう

理科 増進堂 なるほど！理科図録

中学部 美術 あかね書房 あかねえほんシリーズえほんえかきうた
知的重複 保健体育 あかね書房 からだのえほん４からだにもしもし

国語 あかね書房 あかね書房の学習えほんかたかなえほんアイウエオ
美術 あかね書房 うたってあそぼう２えかきうた（むし・さかな）
美術 岩崎書店 あそびの絵本紙ねんどあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本えのぐあそび
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本漢字の絵本
国語 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
数学 絵本館 五味太郎の絵本１０かたち
数学 絵本館 五味太郎の絵本かずのえほん１・２・３
職業・家庭 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）

国語、職業・家庭 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（気持の伝え方）

社会 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（９）ルールとマナー
職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１１）友だち関係（考え方のちがい）

職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１２ネットのルール
数学 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ
数学 偕成社 ことばをおぼえる本かず・かたち・いろあいうえお
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）ノンタンぶらんこのせて
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）こんなときどうするの？
国語 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（６）くらしのことば
職業・家庭 偕成社 子どもの生活（３）マナーをきちんとおぼえよう！
保健体育 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（４）ひとりでうんちできるかな
職業・家庭 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）いいおへんじできるかな
国語 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし
国語 偕成社 エリック・カールの絵本うたがみえるきこえるよ
保健体育 偕成社 五味太郎の絵本わにさんどきっはいしゃさんどきっ
国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）きいろいのはちょうちょ
職業・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！
職業・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！
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！
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（１）ふだんの生活のマナー
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
国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（３）まどからおくりもの
職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（４）ばんごはんつくろう！（洋食・中華編）

社会 偕成社 子どものマナー図鑑（２）食事のマナー
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（４）おつきあいのマナー
職業・家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（５）１２か月・行事のマナー
国語 偕成社 下村式となえてかく漢字練習ノート小学３年生改訂２版
社会 学研 はっけんずかんのりもの改訂版
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん
保健体育 学研 ニューワイド学研の図鑑増補改訂人のからだ
理科 学研 ほんとのおおきさほんとのおおきさ動物園
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって
理科 学研 学研の図鑑ＬＩＶＥ（ライブ）植物
国語 学研 名作よんでよんでおやすみ前のお話３６６話４冊入り



数学 学研 学研の頭脳開発おかねのれんしゅうちょう
理科 学研 ビジュアル理科事典
職業・家庭 開隆堂出版 職業・家庭たのしい職業科わたしの夢につながる
美術 金の星社 あかちゃんとおかあさんの絵本このいろなあに
保健体育 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？

職業・家庭 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
職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！６だいすきおやつ作り
保健体育 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？
国語 金の星社 おてつだいの絵本
音楽 金の星社 うたってたたこう！わくわくリズムあそびどうようえほん
国語 金の星社 あいうえおのえほん
国語、社会 金の星社 のりものしゃしんあいうえおのえほん
社会 金の星社 マグネットパズルにほんちず
数学、職業・家庭 金の星社 アニメおさるのジョージとけいえほんいまなんじ？
国語 くもん出版 もじ・ことば１はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１はじめてのかん字
職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード
国語、理科 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集
社会 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
社会 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」
国語 くもん出版 ひらがなカード
数学 くもん出版 とけいカード
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば４やさしいひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば５ひらがなおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば６ひらがなしりとりあそび
国語 くもん出版 もじ・ことば７ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９はじめてのカタカナ
社会 くもん出版 生活図鑑カードマーク標識カード１集
国語 くもん出版 書きかたカードカタカナ
国語 くもん出版 書きかたカード漢字
国語、職業・家庭 くもん出版 ひらがなことばカード１集
国語 くもん出版 ひらがなことばカード３集
国語 くもん出版 カタカナカード
数学 くもん出版 たしざんカード
国語 くもん出版 ＣＤ付き英語のうたカード
理科 くもん出版 自然図鑑カードこん虫カード
美術 くもん出版 ファーストステップドリルさいしょのぬってみよう
美術 くもん出版 ファーストステップドリルさいしょのきってみよう
美術 くもん出版 ファーストステップドリルさいしょのはってみよう
美術 くもん出版 ファーストステップドリルすいすいきってみよう
数学 くもん出版 かず・けいさん１はじめてのすうじ
数学 くもん出版 かず・けいさん２やさしいすうじ
数学 くもん出版 かず・けいさん９はじめての九九
数学 くもん出版 かず・けいさん１０はじめてのとけい
数学 くもん出版 かず・けいさん１１とけいのおけいこ
数学 くもん出版 めいろ１はじめてのめいろ１集
美術 くもん出版 こうさく１はじめてのはさみ
美術 くもん出版 こうさく２はじめてのかみこうさく１集
美術 くもん出版 こうさく３はじめてのかみこうさく２集
国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生の文しょうの読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語２年生の文章の読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語２年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語３年生の漢字
国語 くもん出版 小学ドリル国語１年生のひらがな・カタカナのかきかた
数学 くもん出版 小学ドリル算数６年生の数・量・図形



数学 くもん出版 小学ドリル算数２年生の文しょうだい
数学 くもん出版 小学ドリル算数計算１年生のたしざん
数学 くもん出版 小学ドリル算数計算２年生のかけ算（九九）
国語 くもん出版 くもんのにがてたいじドリルこくご１小学１年生「は・を・へ」のつかいかた

音楽 くもん出版 ＣＤ付き童謡カード第１集
社会 くもん出版 写真図鑑カード電車・地下鉄カード
理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！
数学 講談社 創作絵本かぞえてみよう
理科 講談社 講談社の動く図鑑ワンダーＭＯＶＥ生きもののふしぎ新訂版
国語 講談社 素敵な漢字
美術 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１６ちぎり紙・きり紙・はり絵
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集こぐまちゃんのみずあそび
数学 こぐま社 ぶうとぴょんのえほんおんなじおんなじ
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本ぶたたぬききつねねこ
美術 こぐま社 柳原良平のえほんかおかおどんなかお
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第４集こぐまちゃんのどろあそび
社会 小峰書店 東京パノラマたんけん
社会 小峰書店 恐竜あいうえお
職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術イラスト版手のしごと
保健体育 合同出版 子どもとマスターする４５の操体法改訂新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方

職業・家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん
数学 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー
職業・家庭 こばと 心をのばすソーシャルスキルトレーニング用ワークシート下
国語 こばと 初級編ステップアップマッチングⅡ
国語 こばと 中級編ジャンプアップこくごⅢ
職業・家庭 こばと 中級編ジャンプアップ集中力・注意力アップトレーニングシート

数学 こばと 上級編レベルアップお金と時計の文章題
美術 さえら たのしい工作教室木のぞうけい教室
職業・家庭 さえら 母と子の手づくり教室母と子の園芸教室野菜をつくろう
国語 三省堂 こどももののなまえ絵じてん増補新装版
国語 三省堂 キッズクラウン和英辞典新装版
国語、社会 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん
数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科２とけいとじかん
社会 小学館 ドラえもんちずかん１にっぽんちず
社会 小学館 ドラえもんちずかん２せかいちず
数学 小学館 デコボコえほんかずをかぞえよう！
国語、理科 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯはるなつあきふゆ楽しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑

国語、社会 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ楽しく遊ぶ学ぶにっぽんの図鑑

美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい昆虫館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったいどうぶつ館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい恐竜館
社会、美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったい乗りもの館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく新・りったい昆虫館
理科、美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっくりったいやさい・くだもの館

国語 小学館 ドラえもん英語図解辞典
理科 小学館 ドラえもん科学ワールド動植物の不思議
理科、美術 小学館 ピタゴラ装置ＤＶＤブック２
国語 小学館 音とカードでおけいこ！新トーマスとあいうえお
職業・家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング
国語 視覚デザイ あいうえおでんしゃじてん
音楽 鈴木出版 歌でおぼえる手話ソングブック－ともだちになるために－
職業・家庭 鈴木出版 ふかふかパズルえほんぱくぱくさん
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４からだ！！げんき！？
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック５ぼなぺてぃどうぞめしあがれ
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック８食（しょく）
社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）
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
音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８
国語 成美堂出版 ＣＤつき小学生の英語レッスン絵でみて学ぼう英会話



美術 世界文化社 写真でわかるなぜなに１どうぶつ
職業・家庭 草思社 みんなのためのルールブックあたりまえだけど、とても大切なこと

数学 大日本絵画 めくりしかけえほんたのしいかずのえほん
国語 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

国語 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

国語 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

数学 童心社 かずのほん２０から１０まで
国語 童心社 １４ひきのシリーズ１４ひきのあさごはん
国語 童心社 １４ひきのシリーズ１４ひきのぴくにっく
理科 童心社 ピーマン村の絵本たちさつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たちよーいどん！
保健体育 童心社 おかあさんとみる性の本わたしのはなし
美術 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ
音楽 東京書店 わくわく音あそびえほん新装版ドンドコドンドンたいこであそぼ

音楽 東京書店 わくわく音あそびえほんヒュルヒュルドカーンおまつりたいこ！　　　        　　(注)

国語 戸田デザイ 和英えほん
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん
理科 戸田デザイ 昆虫とあそぼう
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）

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）

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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
数学 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）

数学 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）

数学 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）

数学 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）

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）

社会 東洋館 くらしに役立つ社会
国語 東洋館 くらしに役立つ国語
数学 東洋館 くらしに役立つ数学
理科 東洋館 くらしに役立つ理科
保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育
職業・家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん
数学、美術 永岡書店 木のえほんたべものだいすき
社会 永岡書店 知育かるた都道府県かるた
数学、理科 永岡書店 めざせ鉄道博士！日本全国鉄道路線地図新版
理科 永岡書店 マグネットブックさかなつり
社会 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
国語 日本教育研 ひとりだちするための国語
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学
社会、職業・家庭 日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策改訂版
数学 ひかりのく 認識絵本１０おおきいちいさい
理科、保健体育 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９ひとのからだ
理科 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２
理科 ひかりのく 改訂新版体験を広げるこどものずかん１どうぶつえん
職業・家庭 ひかりのく 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

保健体育 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん
音楽 ひかりのく 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
社会 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！新装改訂版みぢかなマーク

音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
数学 ひかりのく 歌で必ず暗記できるＣＤつき新版９×９のほん
国語 ひさかた ミーミとクークのえほんミーミとクークのあか・あお・きいろ
数学 ひさかた ミーミとクークのえほんミーミとクークの１・２・３
国語 ひさかた スキンシップ絵本かたかなアイウエオ
数学 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん
国語 ひさかた どうぞのいす
職業・家庭 福音館 幼児絵本シリーズくだもの
美術 福音館 かがくのとも絵本しんぶんしでつくろう



理科 福音館 かがくのとも絵本かみであそぼうきる・おる
職業・家庭 福音館 かがくのとも絵本平野レミのおりょうりブック
理科 福音館 かがくのとも絵本しゃぼんだまとあそぼう
社会 福音館 福音館の科学シリーズぼくらの地図旅行
職業・家庭 福音館 福音館の科学シリーズあそびのレシピ
職業・家庭 福音館 福音館の科学シリーズただいまお仕事中
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐら
職業・家庭 福音館 こどものとも絵本はじめてのおつかい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ三びきのやぎのがらがらどん
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズドオン！
理科 福音館 みぢかなかがくシリーズ町の水族館・町の植物園
職業・家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお料理
国語 ブロンズ新 らくがきえほんあ・い・う・え・お
理科 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集かくしたのだあれ
理科 文研出版 ジョイフルえほん傑作集りんごがドスーン
職業・家庭 文研出版 まかせて！おてつだい２わくわくそうじ・かたづけ
理科 文研出版 ようこそ！理科レストラン理科ｄｅごはん
職業・家庭 福村出版 シリーズ生活を学ぶ１つくって食べよう
国語 フレーベル ＮＥＷおしゃべりアンパンマンあいうえおであそぼう！
美術 ポプラ あそびのひろば２やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ あそびのひろば４はりえあそび
美術 ポプラ あそびのひろば８らくがきあそび
国語 ポプラ ねずみくんの絵本１ねずみくんのチョッキ
美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに
国語 ポプラ これなあに？かたぬきえほん５くだものいろいろかくれんぼ
音楽 ポプラ ディズニープリンセスロマンチックメロディーえほん
職業・家庭 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用
美術 理論社 新装版１００円グッズで完成！楽しい！工作編
国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお
音楽 朝日新聞 うたおう♪はなそう！おうた＆ことばタブレット音でる♪知育絵本

社会 朝日新聞 たたかえ！４７都道府県ヒーローズ
国語、社会 あすなろ 「和」の行事えほん春と夏の巻
国語、社会 あすなろ 「和」の行事えほん秋と冬の巻
理科 いかだ社 １００円ショップでわくわく科学実験
美術 オレンジ ペーパートレインＢＯＯＫジュニア新幹線大集合！
美術 オレンジ ペーパートレインＢＯＯＫジュニアパワーアップシリーズ２ＪＲ西日本版

美術 河出新社 大人の塗り絵ＰＯＳＴＣＡＲＤＢＯＯＫ大好き！ディズニーキャラクター編

美術 河出新社 水だけでスイスイまほうのぬりえ
美術 河出新社 けずってスクラッチアートひみつの森でかくれんぼ
国語 かもがわ 特別支援教育のカード教材意味からおぼえる漢字イラストカード２年生上

国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための作文ワーク初級２
保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育〈２〉大切なからだ・こころ
職業・家庭 少年写真新 坂本廣子の食育自立応援シリーズ１朝ごはん
数学 新興出版社 小学教科書ぴったりトレーニング東京書籍版算数３年
保健体育 新学社 ワンダフルスポーツ
保健体育 新星出版社 いちばんよくわかるストレッチの教科書
社会 ＪＴＢ るるぶマンガとクイズで楽しく学ぶ！４７都道府県
数学 清風堂書店 算数習熟プリント小学１年生大判サイズ
理科 増進堂 科学のなぜ？新事典
職業・家庭 汐文社 かんたん１５分！火も包丁も使わない魔法のレシピ１まんぷくごはん

職業・家庭 日本図書 栄養素キャラクター図鑑
理科 双葉社 クレヨンしんちゃんのなんでも百科シリーズ　クレヨンしんちゃんの「まんが理科のどうして？」なるほどブック

国語、社会 双葉社 先生は教えてくれない！クレヨンしんちゃんの友だちづきあいに大切なこと

国語 本の泉社 新小学校漢字１０２６字音読で楽しく学べる漢字童話
国語 東書 こくご☆☆☆
数学 教出 さんすう☆☆☆
社会 誠文堂新光 子ども教養図鑑　世の中のしくみ　キミはどっちを選ぶ？大人でも答えられない社会の疑問に向き合おう

理科 増進堂 なるほど！理科図録



高等部 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
単一 国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本漢字の絵本

職業 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）

職業 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（気持の伝え方）

職業 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（３）お金のこと
職業 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（９）ルールとマナー
職業 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１１）友だち関係（考え方のちがい）

職業 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１２ネットのルール
保健体育 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
保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）こんなときどうするの？
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）かざることば（Ａ）
職業 偕成社 子どもの生活（３）マナーをきちんとおぼえよう！
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！
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！
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！
職業 偕成社 子どものマナー図鑑（１）ふだんの生活のマナー
職業 偕成社 子どものマナー図鑑（３）でかけるときのマナー
保健体育 学研 ニューワイド学研の図鑑増補改訂人のからだ
職業 開隆堂出版 職業・家庭たのしい職業科わたしの夢につながる
家庭 開隆堂出版 職業・家庭たのしい家庭科わたしのくらしに生かす
家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１たのしいたまご料理
家庭 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
家庭 金の星社 ひとりでできるもん！５すてきなおかし作り
国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集
社会 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
家庭 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
数学 くもん出版 とけいカード
数学 くもん出版 かずカード
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば７ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば１２漢字おけいこ
数学 くもん出版 めいろ３やさしいめいろ１集
数学 くもん出版 めいろ４やさしいめいろ２集
国語 くもん出版 小学ドリル国語４年生の漢字
数学 くもん出版 小学ドリル算数２年生の文しょうだい
数学 くもん出版 小学ドリル算数３年生の文章題
国語 くもん出版 漢字にぐ－んと強くなる小学４年生
保健体育 合同出版 子どもとマスターする４５の操体法改訂新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方

職業 合同出版 イラスト版子どものアサーション自分の気持ちをきちんと言える３８の話し方

職業 合同出版 イラスト版子どものアンガーマネジメント怒りをコントロールする４３のスキル

職業 合同出版 イラスト版子どもの対話力上手に意思を伝える４３の対話トレーニング

国語 小学館 ドラえもんの国語おもしろ攻略歌って書けるひらがな・カタカナ

社会 小学館 マンガでわかるよのなかのルール
家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４からだ！！げんき！？
家庭 育成会 自立生活ハンドブック８食（しょく）
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック１６性・Ｓａｙ・生
社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）
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
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８
国語 成美堂出版 書き込み式筆ペン字実用練習帳
職業 草思社 みんなのためのルールブックあたりまえだけど、とても大切なこと

国語 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

国語 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

国語 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

数学 戸田デザイ １から１００までのえほん
美術 戸田デザイ ６つの色
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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
数学 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）



数学 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）

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）

社会 東洋館 くらしに役立つ社会
国語 東洋館 くらしに役立つ国語
数学 東洋館 くらしに役立つ数学
理科 東洋館 くらしに役立つ理科
保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育
家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭
社会 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
国語 日本教育研 ひとりだちするための国語
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学
職業 日本教育研 ひとりだちするためのビジネスマナー＆コミュニケーション
職業 日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策改訂版
職業 日本教育研 ひとりだちするための進路学習
家庭 日本教育研 ひとりだちするための調理学習
職業 日本教育研 ひとりだちするためのライフキャリア教育
保健体育 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９ひとのからだ
家庭 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２
理科 ひかりのく 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

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

社会 評論社 スカーリーおじさんのはたらく人たち
理科 福音館 福音館の科学シリーズどうぶつえんガイド
職業 福音館 福音館の科学シリーズただいまお仕事中
社会 福音館 福音館の科学シリーズ絵で見る日本の歴史
美術 ポプラ あそびのひろば１はんがあそび
美術 ポプラ あそびのひろば２やさしいてづくりのプレゼント
家庭 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用
美術 河出新社 大人の塗り絵リラックス塗り絵美しいケルト模様
美術 河出新社 大人の塗り絵ＰＯＳＴＣＡＲＤＢＯＯＫ大好き！ディズニーキャラクター編

美術 河出新社 大人の塗り絵恐竜たちの世界編
美術 河出新社 大人の塗り絵海のファンタジー編
美術 河出新社 やさしい大人の塗り絵庭に咲く花編
美術 河出新社 大人の塗り絵夢色ファンタジー塗り絵
職業 新学社 わくわくローマ字練習
職業 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための新・見てわかるビジネスマナー集

職業 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための見てわかる社会生活ガイド集

家庭 扶桑社 覚えておきたい！新・料理の基本１２３

国語 光村教育 小学新国語辞典三訂版

高等部 国語 あかね書房 あかね書房の学習えほんかたかなえほんアイウエオ
知的 音楽 あかね書房 うたってあそぼう１えかきうた（どうぶつ）

重複ⅠⅡ 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
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本漢字の絵本
数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本かずの絵本
数学 絵本館 五味太郎の絵本かずのえほん１・２・３
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）ノンタンぶらんこのせて
保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）こんなときどうするの？
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）うごきのことば
国語 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（６）くらしのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１０）なまえのことば
職業 偕成社 子どもの生活（３）マナーをきちんとおぼえよう！
美術 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）ごちゃまぜカメレオン
国語 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）みんなみんなみーつけた
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！
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！
職業 偕成社 子どものマナー図鑑（１）ふだんの生活のマナー
職業 偕成社 子どものマナー図鑑（３）でかけるときのマナー
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん
保健体育 学研 ニューワイド学研の図鑑増補改訂人のからだ
理科 学研 ほんとのおおきさほんとのおおきさ動物園



理科 学研 はっけんずかんどうぶつ改訂版
家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１たのしいたまご料理
家庭 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
国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１はじめてのかん字
社会 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
家庭 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
数学 くもん出版 とけいカード
数学 くもん出版 かずカード
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
数学 くもん出版 おけいこはじめてのおけいこ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば７ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば１２漢字おけいこ
数学 くもん出版 ファーストステップドリルすいすいきってみよう
数学 くもん出版 めいろ３やさしいめいろ１集
数学 くもん出版 めいろ４やさしいめいろ２集
数学 くもん出版 めいろ５めいろあそびどうぶつ
美術、職業 くもん出版 こうさく１はじめてのはさみ
美術 くもん出版 こうさく２はじめてのかみこうさく１集
美術 くもん出版 こうさく４かみこうさくあそび
国語 くもん出版 小学ドリル国語４年生の漢字
数学 くもん出版 小学ドリル算数１年生の文しょうだい
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

国語 好学社 レオ・レオニの絵本スイミー
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集こぐまちゃんのみずあそび
数学 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊さよならさんかく
国語 こぐま社 にしまきかやこのえほんわたしのワンピース
保健体育 合同出版 子どもとマスターする４５の操体法改訂新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方

職業 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん
家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３おでかけのきほん
職業 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４おつきあいのきほん
数学 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー
国語、職業 こばと 上級編レベルアップ対人関係スキルアップトレーニングシート

数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん
職業 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん
社会 小学館 ドラえもんちずかん１にっぽんちず
国語 小学館 ドラえもんの国語おもしろ攻略歌って書けるひらがな・カタカナ

国語 小学館 ドラえもんの国語おもしろ攻略敬語早わかり
社会 小学館 マンガでわかるよのなかのルール
家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４からだ！！げんき！？
社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）
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
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８
職業 草思社 みんなのためのルールブックあたりまえだけど、とても大切なこと

国語 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

国語 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本シリーズ新版９８部首カルタ
国語 童心社 １４ひきのシリーズ１４ひきのぴくにっく
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん
美術 戸田デザイ ６つの色
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）

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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
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）

数学 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）

数学 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）

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）

社会 東洋館 くらしに役立つ社会
国語 東洋館 くらしに役立つ国語
数学 東洋館 くらしに役立つ数学



保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん
国語 永岡書店 マグネットブックさかなつり
社会 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

国語 日本教育研 ひとりだちするための国語

数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学
保健体育 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９ひとのからだ
家庭 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２
理科 ひかりのく 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

保健体育 ひかりのく 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
家庭 ひかりのく 新装版ＫＩＤＳ２１１２たべものひゃっか
職業 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！新装改訂版みぢかなマーク

音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
社会 評論社 スカーリーおじさんのはたらく人たち
社会 評論社 ピーター・スピアーの絵本１せかいのひとびと
国語 ひさかた スキンシップ絵本かたかなアイウエオ
社会 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
理科 福音館 福音館の科学シリーズどうぶつえんガイド
職業 福音館 福音館の科学シリーズただいまお仕事中
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐら
国語 福音館 こどものとも絵本はじめてのおつかい
国語 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
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ三びきのやぎのがらがらどん
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズドオン！
社会 福音館 福音館の科学シリーズ絵で見る日本の歴史
美術 ポプラ あそびのひろば１はんがあそび
美術 ポプラ あそびのひろば２やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに
音楽 ポプラ ふりふりたんたん音のでる楽器絵本８ミッキーのマラカス
家庭 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用

家庭 扶桑社 覚えておきたい！新・料理の基本１２３



鳥取県立特別支援学校採択教科書一覧表

学校名：皆生養護学校

１　検定教科書

学部 種目 発行者略称 書名

小学部
単一

中学部
単一

高等部

２　文部科学省著作教科書

（１）特別支援学校知的障害者用教科書

学部 種目 発行者略称 書名

小学部 国語 東書 こくご☆

重複ⅠⅡ 国語 東書 こくご☆☆

国語 東書 こくご☆☆☆

算数 教出 さんすう☆

算数 教出 さんすう☆☆（１）

算数 教出 さんすう☆☆（２）

算数 教出 さんすう☆☆☆

音楽 東書 おんがく☆

音楽 東書 おんがく☆☆

音楽 東書 おんがく☆☆☆

中学部 国語 東書 国語☆☆☆☆
重複Ⅰ 国語 東書 国語☆☆☆☆☆

数学 教出 数学☆☆☆☆
数学 教出 数学☆☆☆☆☆
音楽 東書 音楽☆☆☆☆
音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆

３　一般図書（特別支援学校・学級用)

学部 教科 発行者略称 書名
小学部 算数 岩崎書店 すくすく脳育て！かたちをはめこむまるさんかくしかく
重複Ⅰ 国語 絵本館 五味太郎ことばのえほんあいうえおかるた

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
算数 偕成社 せべまさゆきあそぶえほんかぞえてごらんぜんぶで１００
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
生活 金の星社 おてつだいの絵本
国語 くもん出版 やってみよう！あいうえお
生活 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

生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３おでかけのきほん
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４おつきあいのきほん
生活 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術イラスト版子どものマナー
算数 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん
算数 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ楽しく遊ぶ学ぶかず・かたちの図鑑
算数 戸田デザイ １から１００までのえほん
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）

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）

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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
国語 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）

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）

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）

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）

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）

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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語５
算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＡ２けたまでのたしざんひきざん

東・中・西部地区採択教科書

東・中・西部地区採択教科書

（県立高等学校使用教科書採択一覧参照）



算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＣかけ算
算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＤわり算
算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＢ３〜４けたのたしざんひきざん

算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＥ小数のたし算ひき算
国語 永岡書店 こどもものしりずかん
算数 永岡書店 木のえほんどうぶつパズル
算数 永岡書店 木のえほんのりものパズル
国語 日本教育研 ひとりだちするための国語
算数 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学
国語 福音館 安野光雅の絵本あいうえおの本
生活 明石書店 イラスト版子どもの認知行動療法２だいじょうぶ自分でできる怒りの消化法ワークブック

生活 明石書店 イラスト版子どもの認知行動療法８だいじょうぶ自分でできる失敗の乗りこえ方ワークブック

算数 清風堂書店 改訂算数が苦手な子どもたちへの個別支援プリントステップ２くり上がりのたし算・くりさがりのひき算

算数 清風堂書店 改訂算数が苦手な子どもたちへの個別支援プリントステップ３たし算の筆算・ひき算の筆算

国語 ナガセ はなまるリトル１ねんせいこくご
算数 日本図書 さんすうだいすき第６巻かずってなんだ？２６から９９まで
算数 日本図書 さんすうだいすき第７巻くりあがりくりさがり
算数 日本図書 さんすうだいすき第８巻おおきなかず
国語 日本図書 こくごだいすき第６巻さくぶんのほん
国語 日本図書 こくごだいすき第７巻ことばのほん１
国語 日本図書 こくごだいすき第８巻ことばのほん２
算数 日本図書 さんすうだいすき第３巻かずってなんだ？１
算数 日本図書 さんすうだいすき第４巻わけるまとめる
算数 日本図書 さんすうだいすき第９巻はかってみよう
算数 日本図書 さんすうだいすき第１０巻かけざんをやろう
算数 日本図書 さんすうだいすき第２巻なかまあつめ
算数 日本図書 さんすうだいすき第１巻どちらがおおきい？
国語 日本図書 こくごだいすき第１巻かなのほん（１）ひらがな
国語 光村教育 小学新国語辞典三訂版

小学部 国語 あかね書房 一年生の漢字えほん
重複Ⅱ 算数 岩崎書店 すくすく脳育て！かたちをはめこむまるさんかくしかく

国語 絵本館 五味太郎ことばのえほんあいうえおかるた
生活 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１９）楽しくお手伝い
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
算数 偕成社 せべまさゆきあそぶえほんかぞえてごらんぜんぶで１００
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
生活 金の星社 おてつだいの絵本
国語 くもん出版 やってみよう！あいうえお
生活 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

生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３おでかけのきほん
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４おつきあいのきほん
生活 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術イラスト版子どものマナー
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん２しょくじのきほん
算数 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん
算数 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ楽しく遊ぶ学ぶかず・かたちの図鑑
算数 戸田デザイ １から１００までのえほん
国語 戸田デザイ あいうえおえほん
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）

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）

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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
国語 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）

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）

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）

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）

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）

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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語５
算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＡ２けたまでのたしざんひきざん

算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＣかけ算



算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＤわり算
算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＢ３〜４けたのたしざんひきざん

算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＥ小数のたし算ひき算
国語 永岡書店 こどもものしりずかん
算数 永岡書店 木のえほんどうぶつパズル
算数 永岡書店 木のえほんのりものパズル
国語 日本教育研 ひとりだちするための国語
算数 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学
国語 福音館 安野光雅の絵本あいうえおの本
生活 カドカワ せいかつ絵カードずかん
算数 ジアース すぐに使える学習シリーズ特別支援のためのかずの学習第１集
国語 実務教育出 なぞらずにうまくなる子どものカタカナ練習帳
算数 日本図書 さんすうだいすき第６巻かずってなんだ？２６から９９まで
算数 日本図書 さんすうだいすき第７巻くりあがりくりさがり
算数 日本図書 さんすうだいすき第８巻おおきなかず
国語 日本図書 こくごだいすき第６巻さくぶんのほん
国語 日本図書 こくごだいすき第７巻ことばのほん１
国語 日本図書 こくごだいすき第８巻ことばのほん２
算数 日本図書 さんすうだいすき第３巻かずってなんだ？１
算数 日本図書 さんすうだいすき第４巻わけるまとめる
算数 日本図書 さんすうだいすき第９巻はかってみよう
算数 日本図書 さんすうだいすき第２巻なかまあつめ
算数 日本図書 さんすうだいすき第１巻どちらがおおきい？

小学部 算数 あかね書房 単行本さわってあそぼうふわふわあひる
重複ⅢA 算数 岩崎書店 すくすく脳育て！かたちをはめこむまるさんかくしかく

国語 絵本館 五味太郎ことばのえほんあいうえおかるた
国語 絵本館 だるまなんだ

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

生活 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（８）がんばれはぶらしハーマン

国語 偕成社 とびだす・ひろがる！えほんシリーズとびだす・ひろがる！のりものえほん

国語 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん

図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん

図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん

算数 学研 いっしょにあそぼまるまるぽぽぽん

算数 学研 かぜビューン

算数 学研 おさかなちゃんちっちゃなおさかなちゃん

国語 金の星社 バートンののりものえほんでんしゃ

音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでるどうぶつえほん

生活 教育画劇 おべんとパズル

算数 くもん出版 あかちゃんごきげんきらきら

算数 講談社 幼児えほんまるまるまんまる

国語 講談社 幼児えほんパンダなりきりたいそう

国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集こぐまちゃんのみずあそび
生活 こぐま社 おかあさんと子どものあそびうたあがりめさがりめ
国語 こぐま社 三浦太郎のあかちゃんえほんくっついた
国語 コクヨ あーんあーんあーん
国語 コクヨ しかけえほんくだものどうぞ
算数 小学館 かな？かな？えほんどっち？
算数 成美堂出版 音と光のでる絵本いっぱいスイッチ
算数 大日本絵画 おとがなるさわるしかけえほんにぎやかどうぶつのあかちゃん
算数 大日本絵画 パペットしかけえほんふわふわうさちゃん
算数 大日本絵画 パペットしかけえほんふわふわわんちゃん
国語 大日本絵画 むしむしさわってごらん
国語 童心社 みずちゃぽん
生活 東京書店 ふわふわつるつるたべものたっち
音楽 東京書店 おててでたたこう！ピカピカひかるたいこえほん
生活 永岡書店 マグネットブックさかなつり
音楽 永岡書店 きいてうたって２４曲どうよううたのえほん
音楽 永岡書店 保育園・幼稚園の先生とつくったどうようおうたえほん
算数 永岡書店 どうぶつえあわせカード
国語 のら書店 わらべうたであそびましょ！
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん３
算数 評論社 しかけ絵本の本棚コロちゃんはどこ？



算数 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん
国語 ひさかた おべんとうバス
国語 福音館 安野光雅の絵本あいうえおの本
国語 ブロンズ新 だるまさんが
国語 ブロンズ新 だるまさんの
生活 ブロンズ新 しろくまのパンツ
国語 文研出版 みるみる絵本もこもこもこ
音楽 ポプラ ふりふりたんたん音のでる楽器絵本８ミッキーのマラカス
音楽 ポプラ 音のでる知育絵本２２脳科学からうまれたにぎにぎえほん
算数 ポプラ ふわふわトイブック２くだものぴったりふわふわパズル
算数 ポプラ やさい・くだものぴったりカード
国語 ポプラ はじめてのぼうけん１ぴょーん
国語 アリス館 ぴんぽーん
生活 アリス館 はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう
図画工作 えほんの杜 いろいろばあ
図画工作 カドカワ ふーってして
国語 大日本図書 こねこのプチュ絵本ぴっちゃんぽっちゃん
国語 大日本図書 いろいろバス
国語 徳間書店 コッケモーモー！
算数 文溪堂 まるさんかくぞう
算数 ベネッセ さわって脳すくすく手ざわり絵本ふわふわどっち？
生活 ほるぷ しかけえほんころりん・ぱ！第２版
国語 ほるぷ 創作絵本つんっ！
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんピアノ
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのリズムえほんマラカス
算数 三起商行 てざわりえほんサファリへいこう！

小学部 算数 あかね書房 単行本さわってあそぼうふわふわあひる
重複ⅢB 算数 岩崎書店 すくすく脳育て！かたちをはめこむまるさんかくしかく

国語 絵本館 五味太郎ことばのえほんあいうえおかるた
国語 絵本館 だるまなんだ
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
生活 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（８）がんばれはぶらしハーマン
国語 偕成社 とびだす・ひろがる！えほんシリーズとびだす・ひろがる！のりものえほん

国語 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん
算数 学研 いっしょにあそぼまるまるぽぽぽん
算数 学研 かぜビューン
算数 学研 おさかなちゃんちっちゃなおさかなちゃん
国語 金の星社 バートンののりものえほんでんしゃ
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでるどうぶつえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪てあそびうたえほん
生活 教育画劇 おべんとパズル
算数 くもん出版 あかちゃんごきげんきらきら
算数 講談社 幼児えほんまるまるまんまる
国語 講談社 幼児えほんパンダなりきりたいそう
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集こぐまちゃんのみずあそび
生活 こぐま社 おかあさんと子どものあそびうたあがりめさがりめ
国語 こぐま社 三浦太郎のあかちゃんえほんくっついた
国語 コクヨ あーんあーんあーん
国語 コクヨ しかけえほんくだものどうぞ
算数 小学館 かな？かな？えほんどっち？
算数 成美堂出版 音と光のでる絵本いっぱいスイッチ
算数 大日本絵画 おとがなるさわるしかけえほんにぎやかどうぶつのあかちゃん
算数 大日本絵画 パペットしかけえほんふわふわうさちゃん
算数 大日本絵画 パペットしかけえほんふわふわわんちゃん
国語 大日本絵画 むしむしさわってごらん
国語 童心社 みずちゃぽん
算数 東京書店 ふわふわつるつるたべものたっち
算数 東京書店 おててでたたこう！ピカピカひかるたいこえほん
生活 永岡書店 マグネットブックさかなつり
音楽 永岡書店 きいてうたって２４曲どうよううたのえほん
音楽 永岡書店 保育園・幼稚園の先生とつくったどうようおうたえほん



算数 永岡書店 どうぶつえあわせカード
国語 のら書店 わらべうたであそびましょ！
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん３
算数 評論社 しかけ絵本の本棚コロちゃんはどこ？
算数 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん
国語 ひさかた おべんとうバス
国語 福音館 安野光雅の絵本あいうえおの本
国語 ブロンズ新 だるまさんが
国語 ブロンズ新 だるまさんの
生活 ブロンズ新 しろくまのパンツ
国語 文研出版 みるみる絵本もこもこもこ
音楽 ポプラ ふりふりたんたん音のでる楽器絵本８ミッキーのマラカス
音楽 ポプラ 音のでる知育絵本２２脳科学からうまれたにぎにぎえほん
算数 ポプラ ふわふわトイブック２くだものぴったりふわふわパズル
算数 ポプラ やさい・くだものぴったりカード
国語 ポプラ はじめてのぼうけん１ぴょーん
国語 アリス館 ぴんぽーん
生活 アリス館 はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう
図画工作 えほんの杜 いろいろばあ
図画工作 カドカワ ふーってして
国語 大日本図書 こねこのプチュ絵本ぴっちゃんぽっちゃん
国語 大日本図書 いろいろバス
国語 徳間書店 コッケモーモー！
算数 文溪堂 まるさんかくぞう
算数 ベネッセ さわって脳すくすく手ざわり絵本ふわふわどっち？
生活 ほるぷ しかけえほんころりん・ぱ！第２版
国語 ほるぷ 創作絵本つんっ！
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんピアノ
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのリズムえほんマラカス
算数 三起商行 てざわりえほんサファリへいこう！

小学部 算数 あかね書房 単行本さわってあそぼうふわふわあひる
重複訪問 算数 岩崎書店 すくすく脳育て！かたちをはめこむまるさんかくしかく

国語 絵本館 五味太郎ことばのえほんあいうえおかるた
国語 絵本館 だるまなんだ
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
生活 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（８）がんばれはぶらしハーマン
国語 偕成社 とびだす・ひろがる！えほんシリーズとびだす・ひろがる！のりものえほん
国語 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん
算数 学研 いっしょにあそぼあかあかくろくろ
算数 学研 いっしょにあそぼまるまるぽぽぽん
算数 学研 かぜビューン
算数 学研 おさかなちゃんちっちゃなおさかなちゃん
国語 金の星社 バートンののりものえほんでんしゃ
生活 金の星社 音のでる絵本おとのでるどうぶつえほん
音楽 金の星社 ドンドン！わっしょい！あっぱれおまつりたいこえほん
生活 教育画劇 おべんとパズル
算数 くもん出版 あかちゃんごきげんきらきら
算数 講談社 幼児えほんまるまるまんまる
国語 講談社 幼児えほんパンダなりきりたいそう
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集こぐまちゃんのみずあそび
生活 こぐま社 おかあさんと子どものあそびうたあがりめさがりめ
国語 こぐま社 三浦太郎のあかちゃんえほんくっついた
国語 コクヨ あーんあーんあーん
国語 コクヨ しかけえほんくだものどうぞ
図画工作 さえら たのしい工作教室たのしいこうさくきょうしつ１
算数 小学館 かな？かな？えほんどっち？
算数 成美堂出版 音と光のでる絵本いっぱいスイッチ
算数 大日本絵画 おとがなるさわるしかけえほんにぎやかどうぶつのあかちゃん
生活 大日本絵画 パペットしかけえほんふわふわうさちゃん
算数 大日本絵画 パペットしかけえほんふわふわわんちゃん
国語 大日本絵画 むしむしさわってごらん
国語 童心社 みずちゃぽん



生活 東京書店 ふわふわつるつるたべものたっち
音楽 東京書店 おててでたたこう！ピカピカひかるたいこえほん
生活 永岡書店 マグネットブックさかなつり
音楽 永岡書店 きいてうたって２４曲どうよううたのえほん
音楽 永岡書店 保育園・幼稚園の先生とつくったどうようおうたえほん
算数 永岡書店 どうぶつえあわせカード
国語 のら書店 わらべうたであそびましょ！
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん３
算数 評論社 しかけ絵本の本棚コロちゃんはどこ？
算数 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん
国語 ひさかた おべんとうバス
国語 福音館 安野光雅の絵本あいうえおの本
国語 ブロンズ新 だるまさんが
国語 ブロンズ新 だるまさんの
生活 ブロンズ新 しろくまのパンツ
国語 文研出版 みるみる絵本もこもこもこ
音楽 ポプラ ふりふりたんたん音のでる楽器絵本８ミッキーのマラカス
音楽 ポプラ 音のでる知育絵本２２脳科学からうまれたにぎにぎえほん
算数 ポプラ ふわふわトイブック２くだものぴったりふわふわパズル
算数 ポプラ やさい・くだものぴったりカード
国語 ポプラ はじめてのぼうけん１ぴょーん
国語 アリス館 ぴんぽーん
生活 アリス館 はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう
図画工作 えほんの杜 いろいろばあ
図画工作 カドカワ ふーってして

国語 大日本図書 こねこのプチュ絵本ぴっちゃんぽっちゃん

国語 大日本図書 いろいろバス
国語 徳間書店 コッケモーモー！
算数 文溪堂 まるさんかくぞう
算数 ベネッセ さわって脳すくすく手ざわり絵本ふわふわどっち？
生活 ほるぷ しかけえほんころりん・ぱ！第２版
国語 ほるぷ 創作絵本つんっ！
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんピアノ
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのリズムえほんマラカス
算数 三起商行 てざわりえほんサファリへいこう！

中学部 国語 東書 新しい国語　五
単一 国語 東書 新しい国語　六

社会 東書 新しい社会５　上
社会 東書 新しい社会５　下
社会 東書 新しい社会６　政治・国際編
社会 東書 新しい社会６　歴史編
数学 啓林館 わくわく　算数５
数学 啓林館 わくわく　算数６
理科 啓林館 わくわく　理科　５
理科 啓林館 わくわく　理科　６
外国語 東書 NEW HORIZON Elementary English Course 5
外国語 東書 NEW HORIZON Elementary English Course 6

中学部 職業・家庭 あかね書房 マナーと敬語完全マスター！１学校のマナーと敬語
重複Ⅰ 職業・家庭 あかね書房 マナーと敬語完全マスター！２家のマナーと敬語

職業・家庭 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）
職業・家庭 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（気持の伝え方）

職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１整理整頓
職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（３）お金のこと
職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと８時間の使い方
職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（９）ルールとマナー
社会 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１０身近な危険防災と防犯
特別の教科　道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１１）友だち関係（考え方のちがい）

社会 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１２ネットのルール
職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１３勉強が好きになる
特別の教科　道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１４自信の育て方
数学 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１５数字に強くなる
国語 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１６）考える力の育て方
職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１７夢のかなえ方



保健体育 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
職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１９）楽しくお手伝い
英語 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２０）英語が好きになる
職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと２１感性の育て方（センスをみがく）

国語 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２３）文章がうまくなる
職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（４）ステキになりたい
職業・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！
国語 金の星社 齋藤孝の覚えておきたい日本語のうんちく
国語 くもん出版 いっきに極める国語（１）小学１〜３年の漢字
国語 くもん出版 いっきに極める国語（２）小学４〜６年の漢字
数学 くもん出版 いっきに極める算数（５）小学３〜６年の図形と面積・体積
職業・家庭 国土社 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（１）家庭生活編
社会 国土社 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（３）地域・社会生活編
特別の教科　道徳 国土社 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（４）人間関係編
職業・家庭 国土社 はじめてでもかんたん！日本の料理
職業・家庭 国土社 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（２）学校生活編
社会 国土社 立体地図で見る日本の国土とくらし（３）低い土地や寒い土地のくらしと平野・川

職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術イラスト版子どものマナー
職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする５４の生活技術イラスト版修理のこつ
理科 合同出版 子どもとマスターする５８のからだの知識イラスト版からだのしくみとケア

職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする３７の調理の知識イラスト版台所のしごと
職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする４６のお金の知識イラスト版お金のしごと
職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術イラスト版子どものお手伝い
国語 合同出版 イラスト版気持ちの伝え方コミュニケーションに自信がつく４４のトレーニング

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

特別の教科　道徳 合同出版 イラスト版子どものソーシャルスキル友だち関係に勇気と自信がつく４２のメソッド

国語 三省堂 新明解国語辞典第八版
特別の教科　道徳 草思社 みんなのためのルールブックあたりまえだけど、とても大切なこと
数学 草思社 考える力がつく算数脳パズル新はじめてなぞぺ〜
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）

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）

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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
国語 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）

数学 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）

数学 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）

数学 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）

数学 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）

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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語５
数学 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＡ２けたまでのたしざんひきざん

数学 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＣかけ算
数学 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＤわり算
社会 東洋館 くらしに役立つ社会
国語 東洋館 くらしに役立つ国語
数学 東洋館 くらしに役立つ数学
理科 東洋館 くらしに役立つ理科
保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育
職業・家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭
国語 東洋館 くらしに役立つワーク国語
数学 東洋館 くらしに役立つワーク数学
外国語 東洋館 くらしに役立つ英語
国語 日本教育研 ひとりだちするための国語
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学
職業・家庭 日本教育研 ひとりだちするためのビジネスマナー＆コミュニケーション
職業・家庭 日本教育研 ひとりだちするための進路学習
職業・家庭 日本教育研 ひとりだちするための調理学習
特別の教科　道徳 明石書店 イラスト版子どもの認知行動療法２だいじょうぶ自分でできる怒りの消化法ワークブック

職業・家庭 明石書店 イラスト版子どもの認知行動療法８だいじょうぶ自分でできる失敗の乗りこえ方ワークブック

職業・家庭 明石書店 イラスト版子どもの認知行動療法６だいじょうぶ自分でできる悪いくせのカギのはずし方ワークブック

国語 光村教育 小学新国語辞典三訂版
社会 メイツ出版 この一冊でトコトンわかる！小学生のための世界地図帳



社会 メイツ出版 小学生のための日本地図帳改訂版この一冊でトコトンわかる！
中学部 国語 あかね書房 もじのえほんかたかなアイウエオ
重複Ⅱ 国語 あかね書房 マナーと敬語完全マスター！１学校のマナーと敬語

国語 あかね書房 マナーと敬語完全マスター！２家のマナーと敬語
国語 あかね書房 マナーと敬語完全マスター！３町のマナーと敬語
数学 あかね書房 記号とマーク・クイズ図鑑
理科 あかね書房 からだがげんきになる本１けんこうをしる！４つのひみつ
理科 あかね書房 からだが元気になる本２けんこうをつくる！４つのヒント
国語 あかね書房 よめるよめるもじのえほん
数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本かずの絵本
理科 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本すうじの絵本
理科 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 ドキドキちょうしんきセット
美術 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック
数学 岩崎書店 ぴたっとへんしんプレタングラムのりもの
美術 絵本館 五味太郎の絵本９いろ
数学 絵本館 五味太郎の絵本１０かたち
国語 絵本館 五味太郎・創作絵本ふたりではんぶん
国語 絵本館 パンダ銭湯
職業・家庭 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？
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）うごきのことば
国語 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（１０）なまえのことば
国語 偕成社 １００かいだてのいえシリーズちか１００かいだてのいえ
国語 偕成社 １００かいだてのいえシリーズうみの１００かいだてのいえ
国語 偕成社 １００かいだてのいえすうじかるた１００かいだてのいえ
数学 偕成社 せべまさゆきあそぶえほんかぞえてごらんぜんぶで１００
数学 偕成社 せべまさゆきあそぶえほんさがしてごらん１００にんかくれんぼ
数学 偕成社 あけて・あけてえほんといれ
国語 偕成社 あけて・あけてえほんれいぞうこ
国語 偕成社 あけて・あけてえほんひきだし
国語 偕成社 ちょこっとできるびっくりあそび（１）水のふしぎあそび
理科 偕成社 ちょこっとできるびっくりあそび（２）空気のふしぎあそび
数学 偕成社 ちょっこっとできるびっくりあそび（３）重さのふしぎあそび
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん
美術 学研 学研の図鑑ＬＩＶＥ（ライブ）動物
理科 学研 ほんとのおおきさもっと！ほんとのおおきさ動物園
理科 学研 ほんとのおおきさほんとのおおきさ水族館
理科 学研 おはなしドリル人のからだのおはなし低学年
国語 学研 おはなしドリルどうぶつのおはなし小学１年
国語 学研 学研の頭脳開発でんしゃのひらがなれんしゅうちょう
数学 学研 学研の頭脳開発おかねのれんしゅうちょう
数学 学研 学研の頭脳開発でんしゃのかず・とけいれんしゅうちょう
理科 金の星社 やさしいからだのえほん２うんちはどうしてでるの？
理科 金の星社 やさしいからだのえほん３ほねはどうしてかたいの？
国語 金の星社 新しいえほんへんしんトンネル
国語 金の星社 新しい絵本へんしんマラソン
国語 金の星社 新しいえほんへんしんトイレ
国語 金の星社 ことばって、おもしろいな「ものの名まえ」絵じてん学校
国語 金の星社 ことばって、おもしろいな「ものの名まえ」絵じてんお店
国語 金の星社 絵本のおくりものふたりはいつもともだち
国語 金の星社 のりものしゃしんあいうえおのえほん
国語 金の星社 いきものしゃしんあいうえおのえほん
国語 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード
国語 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集
国語 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
社会 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
国語 くもん出版 ひらがなカード
国語 くもん出版 とけいカード
数学 くもん出版 生活図鑑カードのりものカード
国語 くもん出版 ゆびなぞりカードひらがな



外国語 くもん出版 ＣＤ付き英語のうたカード
理科 くもん出版 自然図鑑カードこん虫カード
理科 くもん出版 自然図鑑カード動物カード
国語 小峰書店 でんしゃあいうえお
社会 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん
国語 コクヨ 凸凹カードボックスくだもの
国語 小学館 ドラえもんとやってみよう！ドラえもんはじめてのあいうえお
国語 小学館 ドラえもんとやってみよう！ドラえもんはじめてのひらがな
国語 小学館 ドラえもんおべんきょうかるた楽しくおぼえるひらがな・カタカナ
職業・家庭 成美堂出版 くださいな！コンビニあそびレジスター
国語 大日本絵画 あなあきしかけえほん１０このきらきらねがいぼし
数学 童心社 かずのほん１どっちがたくさん
数学 童心社 かずのほん２０から１０まで
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）

数学 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）

数学 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）

数学 ナツメ社 算数なるほど大図鑑
美術 福音館 かがくのとも絵本やさいでぺったん
国語 福音館 かがくのとも絵本このあいだになにがあった？
国語 福音館 ばばばあちゃんの絵本ばばばあちゃんのアイス・パーティ
職業・家庭 文研出版 まかせて！おてつだい２わくわくそうじ・かたづけ
職業・家庭 文研出版 まかせて！おてつだい１わくわくしょくじ
数学 ポプラ これなあに？かたぬきえほん１どうぶついろいろかくれんぼ
数学 ポプラ これなあに？かたぬきえほん５くだものいろいろかくれんぼ
理科 岳陽舎 はじめての発見３３お天気の本
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばあそび１
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばあそび２
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばあそび３
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのひらがなワーク
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばワーク
特別の教科　道徳 少年写真新 ぼくのいいとこ
国語 主婦の友 おかいもの
音楽 全音楽譜 リズムに強くなりたいリズムあそび編ＣＤ付
数学 日本図書 さんすうだいすき第４巻わけるまとめる
音楽 博雅堂 おはなし音楽会１新装版ベートーヴェンナレーション入りＣＤ付き
国語 パイインタ はじめてのなんどもかけるひらがなぶっく
音楽 プレジデ社 ＣＤ付き名曲を聴きながら旅するオーケストラの絵本

中学部 数学 あかね書房 あかねえほんシリーズかたちのえほんまる・さんかく・しかくさん
重複ⅢA 国語 あかね書房 あかねえほんシリーズえほんえかきうた

理科 あかね書房 からだのえほん４からだにもしもし
職業・家庭 あかね書房 かばくん・くらしのえほん１かばくんのいちにち
国語 岩崎書店 とんとんとん！だれかな？
国語 岩崎書店 うれしい
国語 岩崎書店 しゅくだい
国語 絵本館 五味太郎・ことばあそびえほんさる・るるる
国語 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし
美術 偕成社 かこさとしうつくしい絵
国語 偕成社 かこさとし・おはなしのほん（１１）からすのおかしやさん
国語 偕成社 日本の絵本ピンポーン
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（２）ようすのことば
国語 偕成社 エリック・カールの絵本しろくまくんなにがきこえる？
国語 偕成社 エリック・カールの絵本たんじょうびのふしぎなてがみ
国語 偕成社 エリック・カールの絵本ちいさいタネ
国語 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
国語 学研 いっしょにあそぼしましまぐるぐる
国語 学研 いっしょにあそぼあかあかくろくろ
国語 学研 いっしょにあそぼどうぶつのあかちゃんかお
国語 学研 いっしょにあそぼぶんぶんきいろ
数学 学研 いっしょにあそぼぬのひもえほんしましまぐるぐる
国語 金の星社 新しいえほんとんとんとん
国語 金の星社 新しいえほんへんしんトンネル
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでるのりものえほん
理科 金の星社 音のでる絵本おとのでるどうぶつえほん



音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪てあそびうたえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪どうようえほん
職業・家庭 金の星社 音のでる絵本ピカピカ！プルル♪もしもしスマホであそぼ！
国語 金の星社 音のでる絵本おとのでるあいうえおのえほん
国語 金の星社 ドンドン！わっしょい！あっぱれおまつりたいこえほん
国語 金の星社 いもとようこ名作絵本てぶくろをかいに
国語 金の星社 ブレーメンのおんがくたい
国語 金の星社 つみきでとんとん
数学 くもん出版 くもんのはじめてのえほん１１・２・３
数学 くもん出版 くもんのはじめてのえほん２なにいろ？
数学 くもん出版 くもんのはじめてのえほんくれよんぐるぐる
職業・家庭 くもん出版 はじめてのえほんあいさつしましょう
国語 グランまま あまいね、しょっぱいよ
国語 グランまま おはよう
国語 講談社 にじいろのさかなしましまをたすける！
美術 講談社 にじいろのさかなブックポップアップ絵本にじいろのさかなのかくれんぼ

国語 講談社 にじいろカメレオン
国語 こぐま社 馬場のぼるのえほん１１ぴきのねこふくろのなか
美術 コクヨ かおノート
国語 コクヨ しかけえほんくだものどうぞ
国語 コクヨ しかけえほんおやさいどうぞ
国語 コクヨ しかけえほんフライパン
数学 小学館 デコボコえほんあかあおきいろ
美術 大日本絵画 しかけえほんおおきなおおきなきいろいひまわり
国語 大日本絵画 おとがなるさわるしかけえほんにぎやかジャングル！
国語 大日本絵画 さわるおとがなるしかけえほんあ、らいおん！だめだよ、だめだよ、くすぐっちゃ！

音楽 大日本絵画 おとがなるしかけえほんクラシックおんがくのおやすみえほん
国語 大日本絵画 おとがなるしかけえほんにぎやかファームのおと
数学 童心社 かずのほん１どっちがたくさん
職業・家庭 童心社 しかけえほんはなのさくえほん
音楽 永岡書店 ＤＶＤとイラストでよくわかる！手あそびうたブック
音楽 ナツメ社 ＤＶＤ＋ＣＤたのしい手あそびうた
音楽 ひさかた あめふりくまのこ
職業・家庭 福音館 幼児絵本シリーズもりのおふろ
国語 福音館 こどものとも絵本ぽとんぽとんはなんのおと
職業・家庭 福音館 こどものとも絵本サラダでげんき
国語 福音館 こどものとも絵本きょだいなきょだいな
国語 福音館 こどものとも絵本そらまめくんのベッド
音楽 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐらのうたうた１２つき
国語 ブロンズ新 だるまさんが
国語 ブロンズ新 だるまさんの
職業・家庭 ポプラ ねずみくんの絵本２４ねずみくんおおきくなったらなにになる？
国語 アリス館 ぐるぐるえほんぐるぐるカレー
国語 アリス館 ぽかぽかえほんあめぽったん
職業・家庭 アリス館 はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう
国語 アリス館 おたのしみじどうはんばいき
国語 白泉社 ノラネコぐんだんそらをとぶ
音楽 オウル社 １２か月のうたのえほん
職業・家庭 パイインタ 新装版さわれるまなべるみぢかなどうぶつ
職業・家庭 三起商行 ポカポカフレンズのおしゃべりえほんもしもしでんわ
美術 三起商行 ミキハウスの絵本うちゅう－光るインクえほん

中学部 数学 あかね書房 あかねえほんシリーズかたちのえほんまる・さんかく・しかくさん
重複ⅢB 国語 あかね書房 あかねえほんシリーズえほんえかきうた

理科 あかね書房 からだのえほん４からだにもしもし
職業・家庭 あかね書房 かばくん・くらしのえほん１かばくんのいちにち
国語 岩崎書店 とんとんとん！だれかな？
国語 岩崎書店 うれしい
国語 岩崎書店 しゅくだい
国語 絵本館 五味太郎・ことばあそびえほんさる・るるる
国語 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし
美術 偕成社 かこさとしうつくしい絵
国語 偕成社 かこさとし・おはなしのほん（１１）からすのおかしやさん
国語 偕成社 日本の絵本ピンポーン
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（２）ようすのことば
国語 偕成社 エリック・カールの絵本しろくまくんなにがきこえる？



国語 偕成社 エリック・カールの絵本たんじょうびのふしぎなてがみ
国語 偕成社 エリック・カールの絵本ちいさいタネ
国語 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
国語 学研 いっしょにあそぼしましまぐるぐる
国語 学研 いっしょにあそぼあかあかくろくろ
国語 学研 いっしょにあそぼどうぶつのあかちゃんかお
国語 学研 いっしょにあそぼぶんぶんきいろ
数学 学研 いっしょにあそぼぬのひもえほんしましまぐるぐる
国語 金の星社 新しいえほんとんとんとん
国語 金の星社 新しいえほんへんしんトンネル
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでるのりものえほん
理科 金の星社 音のでる絵本おとのでるどうぶつえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪てあそびうたえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪どうようえほん
職業・家庭 金の星社 音のでる絵本ピカピカ！プルル♪もしもしスマホであそぼ！
国語 金の星社 音のでる絵本おとのでるあいうえおのえほん
国語 金の星社 ドンドン！わっしょい！あっぱれおまつりたいこえほん
国語 金の星社 いもとようこ名作絵本てぶくろをかいに
国語 金の星社 ブレーメンのおんがくたい
国語 金の星社 つみきでとんとん
数学 くもん出版 くもんのはじめてのえほん１１・２・３
数学 くもん出版 くもんのはじめてのえほん２なにいろ？
数学 くもん出版 くもんのはじめてのえほんくれよんぐるぐる
職業・家庭 くもん出版 はじめてのえほんあいさつしましょう
国語 グランまま あまいね、しょっぱいよ
国語 グランまま おはよう
国語 講談社 にじいろのさかなしましまをたすける！
美術 講談社 にじいろのさかなブックポップアップ絵本にじいろのさかなのかくれんぼ

国語 講談社 にじいろカメレオン
国語 こぐま社 馬場のぼるのえほん１１ぴきのねこふくろのなか
美術 コクヨ かおノート
国語 コクヨ しかけえほんくだものどうぞ
国語 コクヨ しかけえほんおやさいどうぞ
国語 コクヨ しかけえほんフライパン
数学 小学館 デコボコえほんあかあおきいろ
美術 大日本絵画 しかけえほんおおきなおおきなきいろいひまわり
国語 大日本絵画 おとがなるさわるしかけえほんにぎやかジャングル！
国語 大日本絵画 さわるおとがなるしかけえほんあ、らいおん！だめだよ、だめだよ、くすぐっちゃ！

音楽 大日本絵画 おとがなるしかけえほんクラシックおんがくのおやすみえほん
国語 大日本絵画 おとがなるしかけえほんにぎやかファームのおと
数学 童心社 かずのほん１どっちがたくさん
職業・家庭 童心社 しかけえほんはなのさくえほん
音楽 永岡書店 ＤＶＤとイラストでよくわかる！手あそびうたブック
音楽 ナツメ社 ＤＶＤ＋ＣＤたのしい手あそびうた
音楽 ひさかた あめふりくまのこ
職業・家庭 福音館 幼児絵本シリーズもりのおふろ
国語 福音館 こどものとも絵本ぽとんぽとんはなんのおと
職業・家庭 福音館 こどものとも絵本サラダでげんき
国語 福音館 こどものとも絵本きょだいなきょだいな
国語 福音館 こどものとも絵本そらまめくんのベッド
音楽 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐらのうたうた１２つき
国語 ブロンズ新 だるまさんが
国語 ブロンズ新 だるまさんの
職業・家庭 ポプラ ねずみくんの絵本２４ねずみくんおおきくなったらなにになる？
国語 アリス館 ぐるぐるえほんぐるぐるカレー
国語 アリス館 ぽかぽかえほんあめぽったん
職業・家庭 アリス館 はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう
国語 アリス館 おたのしみじどうはんばいき
国語 白泉社 ノラネコぐんだんそらをとぶ
音楽 オウル社 １２か月のうたのえほん
職業・家庭 パイインタ 新装版さわれるまなべるみぢかなどうぶつ
職業・家庭 三起商行 ポカポカフレンズのおしゃべりえほんもしもしでんわ
美術 三起商行 ミキハウスの絵本うちゅう－光るインクえほん

中学部 国語 あかね書房 もじのえほんかたかなアイウエオ



訪問 国語 あかね書房 よめるよめるもじのえほん
理科 岩崎書店 ドキドキちょうしんきセット
美術 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック
数学 岩崎書店 ぴたっとへんしんプレタングラムのりもの
美術 絵本館 五味太郎の絵本９いろ
数学 絵本館 五味太郎の絵本１０かたち
国語 絵本館 パンダ銭湯
職業・家庭 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？
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）うごきのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１０）なまえのことば
国語 偕成社 １００かいだてのいえシリーズちか１００かいだてのいえ
国語 偕成社 １００かいだてのいえシリーズうみの１００かいだてのいえ
国語 偕成社 １００かいだてのいえすうじかるた１００かいだてのいえ
数学 偕成社 あけて・あけてえほんといれ
国語 偕成社 あけて・あけてえほんれいぞうこ
国語 偕成社 あけて・あけてえほんひきだし
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん
美術 学研 学研の図鑑ＬＩＶＥ（ライブ）動物
理科 学研 ほんとのおおきさもっと！ほんとのおおきさ動物園
理科 学研 ほんとのおおきさほんとのおおきさ水族館
理科 学研 おはなしドリル人のからだのおはなし低学年
国語 学研 おはなしドリルどうぶつのおはなし小学１年
国語 学研 学研の頭脳開発でんしゃのひらがなれんしゅうちょう
数学 学研 学研の頭脳開発おかねのれんしゅうちょう
数学 学研 学研の頭脳開発でんしゃのかず・とけいれんしゅうちょう
理科 金の星社 やさしいからだのえほん２うんちはどうしてでるの？
理科 金の星社 やさしいからだのえほん３ほねはどうしてかたいの？
国語 金の星社 新しいえほんへんしんトンネル
国語 金の星社 新しい絵本へんしんマラソン
国語 金の星社 新しいえほんへんしんトイレ
国語 金の星社 ことばって、おもしろいな「ものの名まえ」絵じてん学校
国語 金の星社 ことばって、おもしろいな「ものの名まえ」絵じてんお店
国語 金の星社 絵本のおくりものふたりはいつもともだち
国語 金の星社 のりものしゃしんあいうえおのえほん
国語 金の星社 いきものしゃしんあいうえおのえほん
数学 金の星社 ひらめきパズルタングラム
国語 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード
国語 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
社会 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
社会 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」
国語 くもん出版 ひらがなカード
国語 くもん出版 とけいカード
数学 くもん出版 生活図鑑カードのりものカード
国語 くもん出版 ゆびなぞりカードひらがな
外国語 くもん出版 ＣＤ付き英語のうたカード
国語 小峰書店 でんしゃあいうえお
社会 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん
国語 小学館 ドラえもんおべんきょうかるた楽しくおぼえるひらがな・カタカナ
職業・家庭 成美堂出版 くださいな！コンビニあそびレジスター
国語 大日本絵画 あなあきしかけえほん１０このきらきらねがいぼし
数学 童心社 かずのほん１どっちがたくさん
数学 童心社 かずのほん２０から１０まで
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）

数学 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）

数学 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）

数学 ナツメ社 算数なるほど大図鑑
美術 福音館 かがくのとも絵本やさいでぺったん
国語 福音館 かがくのとも絵本このあいだになにがあった？
国語 福音館 ばばばあちゃんの絵本ばばばあちゃんのアイス・パーティ
職業・家庭 文研出版 まかせて！おてつだい２わくわくそうじ・かたづけ
職業・家庭 文研出版 まかせて！おてつだい１わくわくしょくじ
数学 ポプラ これなあに？かたぬきえほん１どうぶついろいろかくれんぼ
数学 ポプラ これなあに？かたぬきえほん５くだものいろいろかくれんぼ



理科 岳陽舎 はじめての発見３３お天気の本
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのひらがなワーク
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばワーク
国語 主婦の友 おかいもの
音楽 全音楽譜 リズムに強くなりたいリズムあそび編ＣＤ付
数学 日本図書 さんすうだいすき第４巻わけるまとめる
音楽 博雅堂 おはなし音楽会１新装版ベートーヴェンナレーション入りＣＤ付き
国語 パイインタ はじめてのなんどもかけるひらがなぶっく
音楽 プレジデ社 ＣＤ付き名曲を聴きながら旅するオーケストラの絵本



鳥取県立特別支援学校採択教科書一覧表

学校名：米子養護学校

１　検定教科書

学部 種目 発行者略称 書名
小学部 採択なし
中学部 採択なし

高等部 採択なし

２　文部科学省著作教科書
（１）特別支援学校知的障害者用教科書
学部 種目 発行者略称 書名
小学部 国語 東書 こくご　☆


単一 国語 東書 こくご　☆☆


重複 国語 東書 こくご　☆☆☆

算数 教出 さんすう　☆

算数 教出 さんすう　☆☆（１）

算数 教出 さんすう　☆☆（２）


算数 教出 さんすう　☆☆☆

音楽 東書 おんがく　☆


音楽 東書 おんがく　☆☆


音楽 東書 おんがく　☆☆☆
中学部 国語 東書 国語☆☆☆☆
単一 国語 東書 国語☆☆☆☆☆
重複 数学 教出 数学☆☆☆☆

数学 教出 数学☆☆☆☆☆
音楽 東書 音楽☆☆☆☆
音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆

３　一般図書（特別支援学校・学級用）
学部 教科 発行者略称 書名
小学部 国語 あかね書房 もじのえほんあいうえお
単一 国語 あかね書房 もじのえほんかたかなアイウエオ

国語 あかね書房 もじのえほんかんじ（１）
国語 あかね書房 もじのえほんかんじ（２）
算数 あかね書房 あかねえほんシリーズかたちのえほんまる・さんかく・しかくさん
図画工作 あかね書房 あかねえほんシリーズえほんえかきうた
国語 あかね書房 かばくん・くらしのえほん１かばくんのいちにち
国語 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
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
算数 絵本館 五味太郎の絵本１０かたち
算数 絵本館 五味太郎の絵本かずのえほん１・２・３
国語 絵本館 五味太郎の絵本ことばのえほんあいうえお
国語 絵本館 五味太郎・ことばあそびえほんいっぽんばしわたる
国語 絵本館 五味太郎ことばのえほんあいうえおかるた
国語 絵本館 五味太郎・ことばあそびえほんさる・るるる
生活 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）
生活 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（気持の伝え方）
生活 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１整理整頓
生活 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（３）お金のこと
生活 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと８時間の使い方
生活 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（９）ルールとマナー
生活 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１０身近な危険防災と防犯
生活 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１１）友だち関係（考え方のちがい）
生活 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）うごきのことば
生活 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）かざることば（Ａ）
生活 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（５）つなぎのことば
生活 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）くらしのことば
生活 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１０）なまえのことば
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
生活 偕成社 子どものマナー図鑑（３）でかけるときのマナー
音楽 偕成社 １０＋１人の絵本作家オリジナルソング集うたのパレット
生活 学研 はっけんずかんのりもの改訂版
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん



図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまずかんリサイクルこうさく増補改訂
生活 学研 ほんとのおおきさほんとのおおきさ動物園
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって
生活 学研 ほんとのおおきさもっと！ほんとのおおきさ動物園
生活 学研 ほんとのおおきさほんとのおおきさ水族館
算数 学研 学研の頭脳開発おかねのれんしゅうちょう
算数 学研 学研の頭脳開発でんしゃのかず・とけいれんしゅうちょう
国語 学研 学研の頭脳開発おんどくれんしゅうちょう５〜６歳
生活 金の星社 おてつだいの絵本
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでるどうぶつえほん
国語 金の星社 あいうえおのえほん
国語 くもん出版 もじ・ことば１はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１はじめてのかん字
国語 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード
国語 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集
生活 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
国語 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」
国語 くもん出版 ひらがなカード
算数 くもん出版 とけいカード
算数 くもん出版 かずカード
算数 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード
国語 くもん出版 あいうえおべんとう
国語 くもん出版 もじ・ことば２はじめてのひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば４やさしいひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば５ひらがなおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば６ひらがなしりとりあそび
国語 くもん出版 もじ・ことば７ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９はじめてのカタカナ
国語 くもん出版 もじ・ことば１０カタカナおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば１２漢字おけいこ
国語 くもん出版 反対ことばカード
図画工作 くもん出版 ファーストステップドリルさいしょのぬってみよう
図画工作 くもん出版 ファーストステップドリルさいしょのきってみよう
図画工作 くもん出版 ファーストステップドリルさいしょのはってみよう
図画工作 くもん出版 ファーストステップドリルすいすいきってみよう
算数 くもん出版 かず・けいさん１はじめてのすうじ
算数 くもん出版 かず・けいさん２やさしいすうじ
算数 くもん出版 かず・けいさん３すうじおけいこ
算数 くもん出版 かず・けいさん４はじめてのたしざん
算数 くもん出版 かず・けいさん５たしざんおけいこ１集
算数 くもん出版 かず・けいさん６たしざんおけいこ２集
算数 くもん出版 かず・けいさん１０はじめてのとけい
算数 くもん出版 かず・けいさん１１とけいのおけいこ
図画工作 くもん出版 こうさく１はじめてのはさみ
図画工作 くもん出版 こうさく２はじめてのかみこうさく１集
図画工作 くもん出版 こうさく３はじめてのかみこうさく２集
図画工作 くもん出版 こうさく４かみこうさくあそび
国語 くもん出版 くもんのにがてたいじドリルこくご１小学１年生「は・を・へ」のつかいかた
生活 くもん出版 あきびんごの創造性を育てる○つけドリルいきもの博士レベル１
図画工作 くもん出版 あきびんごの創造性を高めるドリルおえかき博士レベル１
図画工作 くもん出版 あきびんごの創造性を育てるドリルおえかき博士レベル２
音楽 グランまま うたえほん
音楽 グランまま うたえほんⅡ
国語 グランまま ことばえほん
音楽 グランまま うたえほんⅢ
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

図画工作 国土社 たのしい図画工作１６ちぎり紙・きり紙・はり絵
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３おでかけのきほん
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４おつきあいのきほん



生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん２しょくじのきほん
算数 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー
算数 こばと 初級編ステップアップマッチングⅠ
算数 こばと 初級編ステップアップマッチングⅡ
国語 こばと 初級編ステップアップことば・もじ
算数 こばと 初級編ステップアップかず・すうじ
国語 こばと 初級編ステップアップこくごⅠ
国語 こばと 中級編ジャンプアップこくごⅡ
国語 こばと 中級編ジャンプアップこくごⅢ
算数 こばと 初級編ステップアップさんすうⅠ
算数 こばと 中級編ジャンプアップさんすうⅡ
算数 こばと 中級編ジャンプアップさんすうⅢ
算数 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん
音楽 三省堂 親子でうたう英語うたの絵じてん
生活 小学館 小学館の子ども辞典小学館ことばのえじてん
算数 小学館 ドラえもんとおぼえよう！とけいのえほん
生活 小学館 ドラえもんの生活はじめてトライできるかな？じぶんのこと・おてつだい
音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん２たのしいピアノのうた
生活 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた
図画工作 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８
音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん１たのしいピアノのおけいこ
生活 成美堂出版 くださいな！コンビニあそびレジスター
生活 世界文化社 ＰｒｉＰｒｉ発達支援絵カード（５）コミュニケーション
生活 草思社 みんなのためのルールブックあたりまえだけど、とても大切なこと
音楽 大日本絵画 メロディーえほんＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
国語 太郎次郎社 もじかきうたカタカナカルタ５０音
算数 童心社 かずのほん１どっちがたくさん
算数 童心社 かずのほん２０から１０まで
算数 童心社 かずのほん３０から１０までのたしざんひきざん
生活 童心社 ピーマン村体操ＣＤブック
音楽 東京書店 わくわく音あそびえほんきらきらマイクでうたおう！たのしいおうたえほん

算数 戸田デザイ １から１００までのえほん
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）

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）

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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
国語 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）

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）

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）

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）

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）

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）

算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＡ２けたまでのたしざんひきざん

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
音楽 永岡書店 ＤＶＤとイラストでよくわかる！手あそびうたブック
生活 永岡書店 マグネットブックさかなつり
生活 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
図画工作 のら書店 はじめてのこうさくあそび
国語 のら書店 ことばあそびえほん
国語 のら書店 しりとりあそびえほん
国語 のら書店 ことばあそびレストラン
音楽 ひかりのく 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
生活 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！新装改訂版みぢかなマーク
音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
国語 評論社 しかけ絵本の本棚コロちゃんはどこ？
図画工作 福音館 幼児絵本シリーズくだもの
生活 福音館 こどものとも絵本ぞうくんのさんぽ
図画工作 福音館 Ｄｏ！図鑑シリーズ工作図鑑
生活 婦人之友 こどもがつくるたのしいお料理
生活 婦人之友 こどもがつくるたのしいお菓子
算数 ブロンズ新 はじめてのかぞえる絵本どのこかな？かぞえてみよう１２３
音楽 ポプラ ケロポンズとエビカニクスでおどっちゃお！
国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお
音楽 リーブル しりとりしましょ！たべものあいうえお



図画工作 朝日新聞 おえかきおりがみ５回おったら絵をかこう！
音楽 朝日新聞 ピカピカひかるピアノ音でる♪知育絵本
生活 朝日新聞 なきごえきいて！どうぶつパズル型はめ・音でる知育絵本
図画工作 朝日新聞 ５回おったら完成！へんしんおりがみ
音楽 朝日新聞 光る★音でる♪知育絵本リズムにのってぽんぽんたいこ
生活 かもがわ 自己・他者の感情理解を育てるＳＳＴカード教材気持ちチップ
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばあそび１
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばあそび２
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばあそび３
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのひらがなワーク
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのかたかなワーク
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばワーク
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための作文ワーク初級１
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための作文ワーク初級２
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク１－１
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク１－２
算数 喜楽研 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント１－１
算数 喜楽研 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント１－２
算数 喜楽研 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント２－１
算数 喜楽研 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント２－２
算数 喜楽研 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント３－１
算数 喜楽研 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント３－２
音楽 Ｋ・Ｍ・Ｐ ドレミファソラシド８つの音で弾けるやさしいメロディ
音楽 新星出版社 おとのでるえほんたのしいてあそびうた
図画工作 高橋書店 ５回おったらできあがり！！はじめてのおりがみ
生活 日本図書 おやくそくえほんはじめての「よのなかルールブック」
生活 ベネッセ たまひよごっこあそび絵本スーパーのりものえほん
音楽 ベネッセ たまひよ楽器あそび絵本すてきなピアノえほんＤＸ
音楽 ベネッセ たまひよ楽器あそび絵本リズムにあわせてたたこうたいこ
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんたいこ
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんピアノ
音楽 三起商行 ポカポカフレンズおうたえほんＤＸ
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんもっきん
生活 三起商行 ポカポカフレンズ音のでるパズル絵本どうぶつワンワン
生活 三起商行 ポカポカフレンズ音のでるパズル絵本のりものプップー
音楽 三起商行 ミキハウスの絵本ポカポカフレンズたいこでポン
音楽 三起商行 ミキハウスの絵本ポカポカフレンズマイクでうたおう
生活 三起商行 ミキハウス音のでるおしごとえほんレジスター
生活 三起商行 ミキハウス音のでるおしごとえほんくるま
生活 三起商行 ミキハウス音のでるおしごとえほんでんしゃ
生活 三起商行 ミキハウス音のでるおしごとえほんキッチン
生活 三起商行 音のでるえほんはみがきできるかな？
生活 三起商行 音のでるえほんトイレできるかな？
国語 三起商行 ポカポカフレンズのことばえほんこえで１・２・３

小学部 国語 あかね書房 もじのえほんあいうえお
重複 国語 あかね書房 もじのえほんかたかなアイウエオ

国語 あかね書房 もじのえほんかんじ（１）
国語 あかね書房 もじのえほんかんじ（２）
算数 あかね書房 あかねえほんシリーズかたちのえほんまる・さんかく・しかくさん
生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん１かばくんのいちにち
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
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
国語 あかね書房 えほん、よんで！２おいしいおとなあに？
図画工作 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック
国語 岩崎書店 はじめてのめいさくえほんももたろう
図画工作 絵本館 五味太郎の絵本９いろ
算数 絵本館 五味太郎の絵本１０かたち
算数 絵本館 五味太郎の絵本かずのえほん１・２・３
生活 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）
生活 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（気持の伝え方）
算数 偕成社 エリック・カールかずのほん１，２，３どうぶつえんへ
国語 偕成社 ことばをおぼえる本かず・かたち・いろあいうえお
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）ノンタンぶらんこのせて
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
生活 偕成社 １００かいだてのいえシリーズ１００かいだてのいえ
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）うごきのことば
国語 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
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）くらしのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１０）なまえのことば
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（１）ごあいさつあそび
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（２）いないいないばああそび
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（３）いただきますあそび
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（４）ひとりでうんちできるかな
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）いいおへんじできるかな
生活 偕成社 安全のしつけ絵本（１）きをつけようね
国語 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし
国語、図画工作 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）わたしだけのはらぺこあおむし
国語 偕成社 エリック・カールの絵本くまさんくまさんなにみてるの？
図画工作 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）ごちゃまぜカメレオン
国語 偕成社 エリック・カールの絵本月ようびはなにたべる？ーアメリカのわらべうた
国語 偕成社 エリック・カールの絵本できるかな？－あたまからつまさきまで－
生活 偕成社 五味太郎の絵本わにさんどきっはいしゃさんどきっ
国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）きいろいのはちょうちょ
国語 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）みんなみんなみーつけた
生活 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１２）げんきにごあいさつ
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
生活 偕成社 子どものマナー図鑑（３）でかけるときのマナー
生活 偕成社 かこさとし・おはなしのほん（１１）からすのおかしやさん
図画工作 偕成社 「おれたち、ともだち！」絵本ともだちくるかな
生活 偕成社 ２才からのあそびえほん（４）はみがきはみがき
生活 偕成社 とびだす・ひろがる！えほんシリーズとびだす・ひろがる！のりものえほん
生活 偕成社 とびだす・ひろがる！えほんシリーズとびだす・ひろがる！のりものえほん２
国語 偕成社 とびだす・ひろがる！えほんシリーズとびだす・ひろがる！たべものえほん
国語 偕成社 あっ！とおどろくしかけえほんおめんです
国語 偕成社 もじのしかけえほんもじかけえほんかな？
生活 学研 はっけんずかんのりもの改訂版
生活、図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
生活 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん
生活 学研 あそびのおうさまずかんからだ増補改訂
図画工作 学研 あそびのおうさまずかんリサイクルこうさく増補改訂
生活 学研 ほんとのおおきさほんとのおおきさ動物園
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって
生活 学研 はっけんずかんどうぶつ改訂版
生活 学研 はっけんずかんむし新版
生活 学研 はっけんずかんきょうりゅう新版
生活 学研 はっけんずかんうみ改訂版
生活 学研 ほんとのおおきさもっと！ほんとのおおきさ動物園
生活 学研 ほんとのおおきさほんとのおおきさ水族館
国語 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａくだものさん
国語 学研 学研の幼児ワーク４歳ひらがな
生活 学研 はっけんずかんたべもの
生活 学研 いっしょにあそぼしましまぐるぐるタオルであそぼ！えほん
算数 学研 ぴったんこパズルだいすきぎゅ！
国語 学研 でんしゃ・のりものあいうえお
算数 学研 ぴったんこパズルはいどうぞ！
生活 学研 はっけんことばずかんもののなまええいごつき
算数 金の星社 あかちゃんとおかあさんの絵本ハティちゃんのいち・に・さん
算数 金の星社 あかちゃんとおかあさんの絵本ハティちゃんのまる・さんかく・しかく
生活 金の星社 あかちゃんとおかあさんの絵本このいろなあに
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いるの？
生活 金の星社 おてつだいの絵本
算数 金の星社 はじめての絵本たいむつみき
生活 金の星社 はじめての絵本たいむあいさつ
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでるのりものえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでるどうぶつえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪てあそびうたえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪どうようえほん
生活 金の星社 音のでる絵本ピカピカ！プルル♪もしもしスマホであそぼ！
国語 金の星社 音のでる絵本おとのでるあいうえおのえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本おやすみこもりうたえほん
算数 金の星社 音のでるとけいえほんいまなんじ？



音楽 金の星社 ドンドン！わっしょい！あっぱれおまつりたいこえほん
音楽 金の星社 うたってたたこう！わくわくリズムあそびどうようえほん
国語 金の星社 のりものしゃしんあいうえおのえほん
国語 金の星社 いきものしゃしんあいうえおのえほん
音楽 金の星社 おとのでるうたっておどれるからだあそびうたえほん
生活 教育画劇 つくってたべよう！お料理マジック２
国語 くもん出版 もじ・ことば１はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集
生活 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード
生活 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集
生活 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
生活 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」
国語 くもん出版 ひらがなカード
算数 くもん出版 とけいカード
算数 くもん出版 かずカード
算数、生活 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
国語 くもん出版 おけいこはじめてのおけいこ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード
国語 くもん出版 あいうえおべんとう
国語 くもん出版 もじ・ことば２はじめてのひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば４やさしいひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば５ひらがなおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば６ひらがなしりとりあそび
国語 くもん出版 もじ・ことば７ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９はじめてのカタカナ
国語 くもん出版 もじ・ことば１０カタカナおけいこ
生活 くもん出版 生活図鑑カードのりものカード
生活 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード（２集）
国語 くもん出版 書きかたカードカタカナ
図画工作 くもん出版 ファーストステップドリルさいしょのぬってみよう
図画工作 くもん出版 ファーストステップドリルさいしょのきってみよう
図画工作 くもん出版 ファーストステップドリルさいしょのはってみよう
算数 くもん出版 かず・けいさん１はじめてのすうじ
図画工作 くもん出版 こうさく１はじめてのはさみ
図画工作 くもん出版 こうさく２はじめてのかみこうさく１集
図画工作 くもん出版 こうさく３はじめてのかみこうさく２集
音楽 くもん出版 ＣＤ付き童謡カード第１集
算数 くもん出版 くろくまくんのかずあそび・すごろくえほん
算数 講談社 ブルーナのアイディアブックミッフィーの１から１０まで
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集こぐまちゃんおはよう
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集こぐまちゃんのみずあそび
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第３集しろくまちゃんのほっとけーき
生活 こぐま社 柳原良平のえほんかおかおどんなかお
国語 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズよめるよよめるよあいうえお
国語 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズおいしいおいしい１・２・３
生活 合同出版 子どもとマスターする４５の操体法改訂新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方

生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３おでかけのきほん
生活 合同出版 絵でみてわかるこどものせいかつずかん堅牢保存版１みのまわりのきほん
算数 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー
算数 こばと 初級編ステップアップマッチングⅠ
算数 こばと 初級編ステップアップマッチングⅡ
算数 こばと 初級編ステップアップさんすうⅠ
図画工作 コクヨ かおノート
図画工作 コクヨ ジャバラワークブック
図画工作 コクヨ かおノート２
図画工作 コクヨ おめんワークボックス
生活 コクヨ しかけえほんくだものどうぞ
生活 コクヨ しかけえほんおやさいどうぞ
生活 コクヨ しかけえほんフライパン
図画工作 コクヨ おべんとうブック
算数 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん
算数 小学館 ２１世紀幼稚園百科６かずあそび１・２・３
算数 小学館 デコボコえほんかずをかぞえよう！
国語 小学館 小学館の子ども辞典小学館ことばのえじてん



算数 小学館 ドラえもんとおぼえよう！とけいのえほん
生活 小学館 ドラえもんの生活はじめてトライできるかな？じぶんのこと・おてつだい
図画工作 小学館 くるくるえほんいろ
図画工作 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８
音楽 大日本絵画 メロディーえほんＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
生活 大日本絵画 むしむしさわってごらん
国語 太郎次郎社 もじかきうたカタカナカルタ５０音
生活 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
生活 チャイルド ケロポンズのわくわくあそび島
算数 童心社 かずのほん１どっちがたくさん
算数 童心社 かずのほん２０から１０まで
算数 童心社 かずのほん３０から１０までのたしざんひきざん
生活 童心社 １４ひきのシリーズ１４ひきのあさごはん
生活 童心社 １４ひきのシリーズ１４ひきのぴくにっく
生活 童心社 ピーマン村の絵本たちさつまのおいも
生活 童心社 ピーマン村の絵本たちおおきくなるっていうことは
生活 童心社 ピーマン村の絵本たちよーいどん！
音楽 東京書店 わくわく音あそびえほん新装版ドンドコドンドンたいこであそぼ
音楽 東京書店 わくわく音あそびえほんみんなのおうたえほん
音楽 東京書店 わくわく音あそびえほんえいごにほんごおうたえほん
音楽 東京書店 わくわく音あそびえほんおててでポコポコたいこえほん
音楽 東京書店 わくわく音あそびえほんおうたがいっぱい！たのしいてあそびえほん
音楽 東京書店 わくわく音あそびえほんきらきらマイクでうたおう！たのしいおうたえほん
算数 戸田デザイ １から１００までのえほん
生活 戸田デザイ ６つの色
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）

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）
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）
国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
国語 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）
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）
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）
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）
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）

算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＡ２けたまでのたしざんひきざん
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
生活 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
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０たべもの
生活 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２
生活 ひかりのく 改訂新版体験を広げるこどものずかん１どうぶつえん
生活 ひかりのく 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
生活 ひかりのく 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
生活 ひかりのく はじめてのずかん４やさいとくだもの
生活 ひかりのく 新装版ＫＩＤＳ２１１２たべものひゃっか
音楽 ひかりのく 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
生活 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！新装改訂版みぢかなマーク
音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ４うみのいきもの
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１１やさい・くだもの
図画工作 ひかりのく かならず折れるおりがみ１
国語 評論社 しかけ絵本の本棚コロちゃんはどこ？
国語 評論社 さわってあそぶコロちゃんののうじょう
生活、算数 ひさかた ミーミとクークのえほんミーミとクークのあか・あお・きいろ
算数 ひさかた ミーミとクークのえほんミーミとクークの１・２・３
国語 ひさかた スキンシップ絵本かたかなアイウエオ
算数 ひさかた スキンシップ絵本かずのえほん
国語 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
生活 ひさかた おべんとうバス
算数 福音館 ブルーナの絵本まる、しかく、さんかく
図画工作 福音館 幼児絵本シリーズくだもの
生活 福音館 幼児絵本シリーズやさい
生活 福音館 幼児絵本シリーズやさいのおなか
国語 福音館 こどものとも絵本ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐら



国語 福音館 こどものとも絵本おおきなかぶ
国語 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
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ三びきのやぎのがらがらどん
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズおふろだいすき
生活 福音館 ブルーナの絵本しろ、あか、きいろ
生活 福音館 ブルーナの絵本じのないえほん
生活 福音館 幼児絵本シリーズずかん・じどうしゃ
算数 福音館 かがくのとも絵本かずのほん
生活 福音館 かがくのとも絵本あしたのてんきははれ？くもり？あめ？
算数 ブロンズ新 はじめてのかぞえる絵本どのこかな？かぞえてみよう１２３
国語 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集かくしたのだあれ
生活 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第２集だれかしら
生活 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集たべたのだあれ
生活 フレーベル アンパンマンとはじめよう！アンパンマンとげんきにあいさつ
音楽 フレーベル アンパンマンリズムえほんアンパンマンといっしょにがっきであそぼう
音楽 フレーベル アンパンマンピアノえほん
音楽 フレーベル みんなでてあそびアンパンマンとうたっておどろう
国語 フレーベル あかちゃんといっしょ０・１・２どんないろがすき
国語 フレーベル ＮＥＷおしゃべりアンパンマンあいうえおであそぼう！
図画工作 ポプラ あそびのひろば４はりえあそび
図画工作 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに
算数 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２どうぶつなんびき？
国語 ポプラ ねずみくんの絵本２りんごがたべたいねずみくん
国語 ポプラ ねずみくんの絵本１６ねずみくんのしりとり
音楽 ポプラ ふりふりたんたん音のでる楽器絵本８ミッキーのマラカス
算数 ポプラ これなあに？かたぬきえほん１どうぶついろいろかくれんぼ
算数 ポプラ これなあに？かたぬきえほん２のりものいろいろかくれんぼ
算数 ポプラ これなあに？かたぬきえほん４おきがえいろいろかくれんぼ
算数 ポプラ これなあに？かたぬきえほん５くだものいろいろかくれんぼ
算数 ポプラ これなあに？かたぬきえほん７やさいいろいろかくれんぼ
算数 ポプラ これなあに？かたぬきえほん１１しろくろいろいろかくれんぼ
音楽 ポプラ ケロポンズとエビカニクスでおどっちゃお！
算数 ポプラ 音のでる知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのほん
図画工作 ポプラ 新版あかまるぺたっ！
音楽 ポプラ うたってかいてけせるえほん１音のでるえかきうた
国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお
国語 リーブル しりとりしましょ！たべものあいうえお
国語 リーブル たべものかるたあっちゃんあがつく
図画工作 朝日新聞 おえかきおりがみ５回おったら絵をかこう！
音楽 朝日新聞 ピカピカひかるピアノ音でる♪知育絵本
国語 朝日新聞 あいうえお・おなまえ音かるたゲーム音でる♪知育絵本
生活 朝日新聞 なきごえきいて！どうぶつパズル型はめ・音でる知育絵本
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばあそび１
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばあそび２
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばあそび３
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのひらがなワーク
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのかたかなワーク
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばワーク
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク１－１
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク１－２
算数 喜楽研 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント１－１
算数 喜楽研 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント１－２
国語 交通新聞 おいしいあいうえお
国語 交通新聞 はらぺこあおむしエリック・カールあいうえおカード
算数 交通新聞 １００までかぞえるでんしゃの１・２・３
生活 交通新聞 はらぺこあおむしエリック・カールマグネットあそび
音楽 新星出版社 おとのでるえほんたのしいてあそびうた
生活 日本図書 おやくそくえほんはじめての「よのなかルールブック」
音楽 ベネッセ たまひよ楽器あそび絵本すてきなピアノえほんＤＸ
音楽 ベネッセ たまひよ楽器あそび絵本リズムにあわせてたたこうたいこ
音楽 ベネッセ たまひよ楽器あそび絵本りんりんすずえほん
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんたいこ
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんピアノ
音楽 三起商行 ポカポカフレンズおうたえほんＤＸ
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんもっきん
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのリズムえほんマラカス
国語 三起商行 ポカポカフレンズ音のでるパズル絵本どうぶつワンワン



国語 三起商行 ポカポカフレンズ音のでるパズル絵本のりものプップー
音楽 三起商行 ミキハウスの絵本ポカポカフレンズたいこでポン
音楽 三起商行 ミキハウスの絵本ポカポカフレンズマイクでうたおう
生活、国語 三起商行 ミキハウス音のでるおしごとえほんレジスター
生活、国語 三起商行 ミキハウス音のでるおしごとえほんくるま
生活、国語 三起商行 ミキハウス音のでるおしごとえほんでんしゃ
生活、国語 三起商行 ミキハウス音のでるおしごとえほんキッチン
生活、国語 三起商行 音のでるえほんはみがきできるかな？
生活、国語 三起商行 音のでるえほんトイレできるかな？

中学部 国語 あかね書房 もじのえほんあいうえお
単一 国語 あかね書房 もじのえほんかたかなアイウエオ

国語 あかね書房 もじのえほんかんじ（１）
国語 あかね書房 もじのえほんかんじ（２）
美術 あかね書房 トリックアート図鑑ペーパークラフト
美術 あかね書房 トリックアート図鑑ペーパークラフトふしぎの館
美術 あかね書房 トリックアートアドベンチャー８トリックアート戦国時代
美術 岩崎書店 あそびの絵本ねんどあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本クレヨンあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本紙ねんどあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本えのぐあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本えかきあそび
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
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本漢字の絵本
国語 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
数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本かずの絵本
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
理科 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 絵本図鑑シリーズ１２のはらのずかん－野の花と虫たち－
美術 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸしぜんで工作しよう
美術 岩崎書店 あそびの絵本きりがみあそび
美術 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック
社会 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）
社会 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（気持の伝え方）
職業･家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（９）ルールとマナー
職業･家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１１）友だち関係（考え方のちがい）
職業･家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１９）楽しくお手伝い
美術 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
職業･家庭 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？
職業･家庭 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）こんなときどうするの？
職業･家庭 偕成社 １００かいだてのいえシリーズ１００かいだてのいえ
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）うごきのことば
国語 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
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）くらしのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１０）なまえのことば
職業･家庭 偕成社 子どもの生活（３）マナーをきちんとおぼえよう！
職業･家庭 偕成社 子どもの生活（６）じょうぶなからだになれるよ！
職業･家庭 偕成社 安全のしつけ絵本（１）きをつけようね
美術 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）わたしだけのはらぺこあおむし
国語 偕成社 エリック・カールの絵本くまさんくまさんなにみてるの？
美術 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）ごちゃまぜカメレオン
国語 偕成社 エリック・カールの絵本月ようびはなにたべる？ーアメリカのわらべうた
国語 偕成社 エリック・カールの絵本できるかな？－あたまからつまさきまで－
職業･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！
職業･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！
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！
職業･家庭 偕成社 ともだちだいすき（２）おべんとうなあに？
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（１）ふだんの生活のマナー
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
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（２）ようすのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（４）かざることば（Ｂ）
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん
理科 学研 あそびのおうさまずかんからだ増補改訂
美術 学研 あそびのおうさまずかんリサイクルこうさく増補改訂
理科 学研 ニューワイド学研の図鑑増補改訂人のからだ



理科 学研 ほんとのおおきさほんとのおおきさ動物園
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって
数学 学研 学研の頭脳開発おかねのれんしゅうちょう
数学 学研 学研の頭脳開発でんしゃのかず・とけいれんしゅうちょう
職業･家庭 開隆堂出版 職業・家庭たのしい職業科わたしの夢につながる
職業･家庭 開隆堂出版 職業・家庭たのしい家庭科わたしのくらしに生かす
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？
職業･家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１たのしいたまご料理
職業･家庭 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
職業･家庭 金の星社 ひとりでできるもん！５すてきなおかし作り
職業･家庭 金の星社 ひとりでできるもん！６だいすきおやつ作り
職業･家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１０おしゃれなおかし作り
理科 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？
職業･家庭 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！
職業･家庭 金の星社 おてつだいの絵本
職業･家庭 金の星社 大人になってこまらないマンガで身につく自分コントロール
音楽 教　芸 ５訂版歌はともだち
職業･家庭 教育画劇 つくってたべよう！お料理マジック２
国語 くもん出版 もじ・ことば１はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１はじめてのかん字
国語 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード
国語 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集
国語 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
国語 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」
国語 くもん出版 ひらがなカード
数学 くもん出版 とけいカード
数学 くもん出版 かずカード
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード
国語 くもん出版 あいうえおべんとう
国語 くもん出版 もじ・ことば５ひらがなおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば７ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９はじめてのカタカナ
社会 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
数学 講談社 ブルーナのアイディアブックミッフィーの１から１０まで
理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！
社会 講談社 こどもせいかつ百科
美術 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
美術 国土社 たのしい図画工作１６ちぎり紙・きり紙・はり絵
理科 小峰書店 りかのこうさく１ねんせい
数学 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズおいしいおいしい１・２・３
社会 小峰書店 東京パノラマたんけん
美術 小峰書店 リサイクル工作ずかん
職業･家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術イラスト版手のしごと
職業･家庭 合同出版 子どもとマスターする４５の操体法改訂新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方

社会 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん
社会 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３おでかけのきほん
社会 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４おつきあいのきほん
職業･家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術イラスト版子どものマナー
職業･家庭 合同出版 イラスト版気持ちの伝え方コミュニケーションに自信がつく４４のトレーニング
職業･家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の敬語イラスト版気持ちが伝わる言葉の使い方
職業･家庭 合同出版 絵でみてわかるこどものせいかつずかん堅牢保存版１みのまわりのきほん
職業･家庭 合同出版 イラスト版子どものストレスマネジメント自分で自分を上手に助ける４５の練習
職業･家庭 合同出版 イラスト版こころのコミュニケーション子どもとマスターする４９の話の聞き方・伝え方

職業･家庭 合同出版 発達協会式ソーシャルスキルがたのしく身につくカード１どっちがカッコイイ？
職業･家庭 合同出版 発達協会式ソーシャルスキルがたのしく身につくカード２こんなときどうする？
職業･家庭 合同出版 絵でわかるなぜなぜ会話ルールブック
数学 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー
美術 コクヨ かおノート
美術 コクヨ かおノート２
美術 さえら たのしい工作教室たのしいこうさくきょうしつ１
美術 さえら たのしい工作教室木のぞうけい教室
職業･家庭 さえら 母と子の手づくり教室母と子の園芸教室野菜をつくろう



職業･家庭 さえら 母と子の手づくり教室母と子の園芸教室花をつくろう
美術 さえら たのしい工作教室たのしいねんど工作
数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん
音楽 三省堂 こどもきせつのぎょうじ絵じてん第２版小型版
数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科２とけいとじかん
数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科６かずあそび１・２・３
理科 小学館 ２１世紀幼稚園百科１１からだのふしぎ
社会 小学館 ドラえもんちずかん１にっぽんちず
社会 小学館 ドラえもんちずかん２せかいちず
美術 小学館 あーとぶっくひらめき美術館第１館
美術 小学館 あーとぶっくひらめき美術館第２館
数学 小学館 デコボコえほんかずをかぞえよう！
理科 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ野菜と果物
職業･家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング
美術 視覚デザイ ハートアートシリーズ色のえほん
国語 鈴木出版 知育えほんマークのずかん
理科 育成会 自立生活ハンドブック４からだ！！げんき！？
職業･家庭 育成会 自立生活ハンドブック８食（しょく）
職業･家庭 育成会 たのしい、わかりやすい料理の本
音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん２たのしいピアノのうた
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
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
音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８
理科 世界文化社 写真でわかるなぜなに１どうぶつ
社会 草思社 みんなのためのルールブックあたりまえだけど、とても大切なこと
音楽 大日本絵画 メロディーえほんＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
国語 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
国語 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
国語 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
国語 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
美術 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
美術 チャイルド つくろう！あそぼう！身近な素材を生かす手作りおもちゃとプレゼント
理科 チャイルド チャイルドブックこども百科ふしぎ、ふしぎ！かがくあそび図鑑
数学 童心社 かずのほん１どっちがたくさん
数学 童心社 かずのほん２０から１０まで
数学 童心社 かずのほん３０から１０までのたしざんひきざん
美術 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ
社会 戸田デザイ にっぽんちず絵本
社会 戸田デザイ せかいちず絵本
国語 戸田デザイ よみかた絵本
美術 戸田デザイ ６つの色
数学 戸田デザイ とけいのえほん
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）

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）
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）
国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
国語 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）
数学 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）
数学 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）
数学 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）
数学 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）
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）
国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語５
職業･家庭 東洋館 くらしに役立つソーシャルスキル
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
職業･家庭 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
音楽 ナツメ社 楽しみながらからだを動かす１〜５歳のかんたんリトミック
職業･家庭 ナツメ社 特別支援教育をサポートする暗黙のルールが身につくＳＳＴカード教材集
数学 ひかりのく 認識絵本１０おおきいちいさい
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９ひとのからだ
社会 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０たべもの
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２きせつとしぜん
職業･家庭 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん１
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん２
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん３



理科 ひかりのく 改訂新版体験を広げるこどものずかん１どうぶつえん
理科 ひかりのく 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
職業･家庭 ひかりのく 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
職業･家庭 ひかりのく 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
理科 ひかりのく はじめてのずかん４やさいとくだもの
職業･家庭 ひかりのく 新装版ＫＩＤＳ２１１２たべものひゃっか
音楽 ひかりのく 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
社会 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！新装改訂版みぢかなマーク
音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
社会 ひかりのく 改訂新版辞書びきえほん世界地図
国語 ＰＨＰ 子どもの字がうまくなる練習ノート
職業･家庭 福音館 かがくのとも絵本たべられるしょくぶつ
職業･家庭 福音館 かがくのとも絵本きゅうきゅうばこ新版
美術 福音館 かがくのとも絵本しんぶんしでつくろう
美術 福音館 かがくのとも絵本かみであそぼうきる・おる
美術 福音館 かがくのとも絵本かみコップでつくろう
職業･家庭 福音館 かがくのとも絵本平野レミのおりょうりブック
理科 福音館 かがくのとも絵本しゃぼんだまとあそぼう
理科 福音館 福音館の科学シリーズ昆虫
理科 福音館 福音館の科学シリーズ地球
理科 福音館 福音館の科学シリーズ道ばたの四季
社会 福音館 福音館の科学シリーズぼくらの地図旅行
美術 福音館 福音館の科学シリーズあそびのレシピ
職業･家庭 福音館 福音館の科学シリーズただいまお仕事中
音楽 福音館 日本傑作絵本シリーズみんなであそぶわらべうた
理科 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐらの１ねんかん
理科 福音館 みぢかなかがくシリーズ町の水族館・町の植物園
社会 福音館 みぢかなかがくシリーズ町たんけん
美術 福音館 Ｄｏ！図鑑シリーズ工作図鑑
職業･家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお料理
職業･家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお菓子
職業･家庭 ブロンズ新 しごとば
社会 平凡社 新版はじめましてにほんちず
社会 平凡社 新版はじめましてせかいちず
美術 ポプラ あそびのひろば１はんがあそび
美術 ポプラ あそびのひろば２やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ あそびのひろば４はりえあそび
美術 ポプラ あそびのひろば８らくがきあそび
美術 ポプラ ペーパーランド３とびだすカード
美術 ポプラ ペーパーランド８おりがみえあそび
美術 ポプラ いろいろいろのほん
音楽 ポプラ 世界のミュージック図鑑
国語 民衆社 基礎学力アップ国語だいすき小学１年生
国語 民衆社 基礎学力アップ国語だいすき小学２年生
国語 民衆社 基礎学力アップ国語だいすき小学５年生
国語 民衆社 基礎学力アップ国語だいすき小学６年生
数学 民衆社 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる１年
数学 民衆社 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる３年
数学 民衆社 算数だいすきあそぶ・つくる・しらべる５年
数学 民衆社 算数だいすきあそぶ・つくる・しらべる６年
国語 リーブル しりとりしましょ！たべものあいうえお
美術 河出新社 大人の塗り絵ＰＯＳＴＣＡＲＤＢＯＯＫ大好き！ディズニーキャラクター編
美術 河出新社 水だけでスイスイまほうのぬりえ
美術 河出新社 大人の塗り絵恐竜たちの世界編
美術 河出新社 大人の塗り絵海のファンタジー編
美術 河出新社 やさしい大人の塗り絵庭に咲く花編
美術 河出新社 大人の塗り絵夢色ファンタジー塗り絵
美術 河出新社 けずってスクラッチアートひみつの森でかくれんぼ
美術 河出新社 けずってスクラッチアートゆらゆら海でかくれんぼ
社会 弘文堂 こども六法
理科 新日本 でんじろう先生のおもしろ科学実験室２ふしぎ実験
理科 新日本 でんじろう先生のおもしろ科学実験室３工作実験
理科 主婦と生活 でんじろう先生のカッコいい！科学おもちゃ
理科 主婦と生活 でんじろう先生の超ウケる実験ルーム
理科 主婦と生活 でんじろう先生の学校の理科がぐんぐんわかるおもしろ実験
職業･家庭 ジアース ひとりでできちゃった！クッキング
職業･家庭 柴田書店 料理はすごい！シェフが先生！小学生から使える、子どものためのはじめての料理本



美術 東京書籍 みつけて！アートたんてい
国語 東書 こくご☆
国語 東書 こくご☆☆
国語 東書 こくご☆☆☆
数学 教出 さんすう☆
数学 教出 さんすう☆☆(1)
数学 教出 さんすう☆☆(2)
数学 教出 さんすう☆☆☆
音楽 東書 おんがく☆
音楽 東書 おんがく☆☆
音楽 東書 おんがく☆☆☆

中学部 国語 あかね書房 もじのえほんあいうえお
重複 国語 あかね書房 もじのえほんかたかなアイウエオ

国語 あかね書房 もじのえほんかんじ（１）
国語 あかね書房 もじのえほんかんじ（２）
社会 あかね書房 記号とマーク・クイズ図鑑
美術 あかね書房 トリックアート図鑑ペーパークラフト
美術 あかね書房 トリックアート図鑑ペーパークラフトふしぎの館
美術 岩崎書店 あそびの絵本ねんどあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本クレヨンあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本紙ねんどあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本えかきあそび
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
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本漢字の絵本
国語 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
数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本かずの絵本
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
理科 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 絵本図鑑シリーズ１２のはらのずかん－野の花と虫たち－
美術 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸしぜんで工作しよう
美術 岩崎書店 あそびの絵本きりがみあそび
数学 岩崎書店 時計がわかる本
数学 岩崎書店 すくすく脳育て！かたちをはめこむまるさんかくしかく
美術 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック
国語 絵本館 五味太郎の絵本ことばのえほんあいうえお
国語 絵本館 五味太郎ことばのえほんあいうえおかるた
職業･家庭 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）
職業･家庭 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（気持の伝え方）
職業･家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（９）ルールとマナー
国語 旺文社 ダジャレでおぼえる漢字とことば小学３年生
美術 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
職業･家庭 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？
職業･家庭 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）こんなときどうするの？
国語 偕成社 １００かいだてのいえシリーズ１００かいだてのいえ
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）うごきのことば
国語 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
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）くらしのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１０）なまえのことば
職業･家庭 偕成社 子どもの生活（３）マナーをきちんとおぼえよう！
職業･家庭 偕成社 子どもの生活（６）じょうぶなからだになれるよ！
職業･家庭 偕成社 安全のしつけ絵本（１）きをつけようね
国語 偕成社 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし
美術 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）わたしだけのはらぺこあおむし
国語 偕成社 エリック・カールの絵本くまさんくまさんなにみてるの？
美術 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）ごちゃまぜカメレオン
国語 偕成社 エリック・カールの絵本月ようびはなにたべる？ーアメリカのわらべうた
国語 偕成社 エリック・カールの絵本できるかな？－あたまからつまさきまで－
職業･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！
職業･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！
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！
職業･家庭 偕成社 ともだちだいすき（２）おべんとうなあに？
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（１）ふだんの生活のマナー
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
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（２）ようすのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（４）かざることば（Ｂ）



国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（７）たとえのことば
国語 偕成社 エリック・カールの絵本ちいさいタネ
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫどんどんぬるほん
理科 学研 あそびのおうさまずかんからだ増補改訂
美術 学研 あそびのおうさまずかんリサイクルこうさく増補改訂
理科 学研 ニューワイド学研の図鑑増補改訂人のからだ
理科 学研 ほんとのおおきさほんとのおおきさ動物園
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはって
理科 学研 ほんとのおおきさもっと！ほんとのおおきさ動物園
社会 学研 読んで見て楽しむ日本地図帳増補改訂版
数学 学研 学研の頭脳開発でんしゃのひらがなれんしゅうちょう
数学 学研 学研の頭脳開発おかねのれんしゅうちょう
職業･家庭 開隆堂出版 職業・家庭たのしい職業科わたしの夢につながる
職業･家庭 開隆堂出版 職業・家庭たのしい家庭科わたしのくらしに生かす
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？
職業･家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１たのしいたまご料理
職業･家庭 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
職業･家庭 金の星社 ひとりでできるもん！５すてきなおかし作り
職業･家庭 金の星社 ひとりでできるもん！６だいすきおやつ作り
職業･家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１０おしゃれなおかし作り
理科 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？
職業･家庭 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！
職業･家庭 金の星社 おてつだいの絵本
美術 金の星社 ＮＨＫ・ひとりでできるもん！リサイクルでつくっちゃおう
数学 金の星社 音のでるとけいえほんいまなんじ？
社会 金の星社 マグネットパズルにほんちず
音楽 金の星社 おとのでるうたっておどれるからだあそびうたえほん
音楽 教　芸 歌のミュージックランド（６訂版）楽しい歌とコーラス
音楽 教　芸 ６訂版歌はともだち
職業･家庭 教育画劇 つくってたべよう！お料理マジック２
国語 くもん出版 もじ・ことば１はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１はじめてのかん字
職業･家庭 くもん出版 生活図鑑カードたべものカード
職業･家庭 くもん出版 生活図鑑カードくだものやさいカード１集
職業･家庭 くもん出版 生活図鑑カードお店カード
社会 くもん出版 生活図鑑カード生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」
国語 くもん出版 ひらがなカード
数学 くもん出版 とけいカード
数学 くもん出版 かずカード
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん
音楽 くもん出版 ＣＤ付き楽器カード
国語 くもん出版 ＣＤ付き英語カードあいさつと話しことば編
国語 くもん出版 あいうえおべんとう
国語 くもん出版 もじ・ことば２はじめてのひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば４やさしいひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば５ひらがなおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば７ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９はじめてのカタカナ
国語 くもん出版 書きかたカードカタカナ
国語 くもん出版 ゆびなぞりカードひらがな
数学 くもん出版 九九カード
数学 くもん出版 かず・けいさん９はじめての九九
国語 くもん出版 漢字にぐ－んと強くなる小学３年生
美術 くもん出版 おやこのファーストステップすいすいぬってみよう
社会 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
数学 講談社 ブルーナのアイディアブックミッフィーの１から１０まで
理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！
社会 講談社 こどもせいかつ百科
国語 講談社 世界の絵本（新）にじいろのさかな
国語 講談社 つたえたい美しい日本の詩シリーズ工藤直子詩集てれるぜ
美術 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
美術 国土社 たのしい図画工作１６ちぎり紙・きり紙・はり絵
理科 小峰書店 りかのこうさく１ねんせい
数学 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズおいしいおいしい１・２・３
社会 小峰書店 東京パノラマたんけん
美術 小峰書店 リサイクル工作ずかん
職業･家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術イラスト版手のしごと
職業･家庭 合同出版 子どもとマスターする４５の操体法改訂新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方

職業･家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１みのまわりのきほん
職業･家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３おでかけのきほん
職業･家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４おつきあいのきほん
職業･家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術イラスト版子どものマナー
職業･家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術イラスト版子どものお手伝い
職業･家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん２しょくじのきほん
職業･家庭 合同出版 絵でみてわかるこどものせいかつずかん堅牢保存版１みのまわりのきほん
社会 合同出版 発達協会式ソーシャルスキルがたのしく身につくカード１どっちがカッコイイ？
社会 合同出版 発達協会式ソーシャルスキルがたのしく身につくカード２こんなときどうする？
数学 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー
国語 こばと 初級編ステップアップこくごⅠ
国語 こばと 中級編ジャンプアップこくごⅡ
国語 こばと 中級編ジャンプアップこくごⅢ
数学 こばと 初級編ステップアップさんすうⅠ
数学 こばと 中級編ジャンプアップさんすうⅡ
数学 こばと 中級編ジャンプアップさんすうⅢ
美術 コクヨ かおノート
美術 コクヨ かおノート２
美術 コクヨ おめんワークボックス
理科 コクヨ しかけえほんくだものどうぞ
理科 コクヨ しかけえほんおやさいどうぞ
美術 さえら たのしい工作教室たのしいこうさくきょうしつ１
美術 さえら たのしい工作教室木のぞうけい教室
理科 さえら 母と子の手づくり教室母と子の園芸教室野菜をつくろう
理科 さえら 母と子の手づくり教室母と子の園芸教室花をつくろう
美術 さえら 母と子の手づくり教室毛糸と布のたのしい手づくり教室
数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん
職業･家庭 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん
数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科２とけいとじかん
数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科６かずあそび１・２・３
理科 小学館 ２１世紀幼稚園百科１１からだのふしぎ
社会 小学館 ドラえもんちずかん１にっぽんちず
社会 小学館 ドラえもんちずかん２せかいちず
美術 小学館 あーとぶっくひらめき美術館第１館
美術 小学館 あーとぶっくひらめき美術館第２館
数学 小学館 デコボコえほんかずをかぞえよう！
理科 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ野菜と果物
理科 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ恐竜ＤＶＤつき
理科 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ動物ＤＶＤつき
国語 小学館 ドラえもんとやってみよう！ドラえもんはじめてのあいうえお
職業･家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング
美術 視覚デザイ ハートアートシリーズ色のえほん
社会 鈴木出版 知育えほんマークのずかん
理科 育成会 自立生活ハンドブック４からだ！！げんき！？
職業･家庭 育成会 自立生活ハンドブック８食（しょく）
音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん２たのしいピアノのうた
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
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
音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８
理科 世界文化社 写真でわかるなぜなに１どうぶつ
職業･家庭 草思社 みんなのためのルールブックあたりまえだけど、とても大切なこと
音楽 大日本絵画 メロディーえほんＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
国語 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
国語 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

国語 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
国語 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
国語 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本シリーズ新版１０１漢字カルタ
数学 太郎次郎社 スーパータイルのさんすうらくらく算数ブック１



数学 太郎次郎社 スーパータイルのさんすうらくらく算数ブック２
数学 太郎次郎社 スーパータイルのさんすうらくらく算数ブック３
美術 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
音楽 チャイルド ケロポンズのわくわくあそび島
数学 童心社 かずのほん１どっちがたくさん
数学 童心社 かずのほん２０から１０まで
数学 童心社 かずのほん３０から１０までのたしざんひきざん
国語 童心社 １４ひきのシリーズ１４ひきのあさごはん
国語 童心社 １４ひきのシリーズ１４ひきのぴくにっく
美術 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ
社会 戸田デザイ にっぽんちず絵本
社会 戸田デザイ せかいちず絵本
国語 戸田デザイ よみかた絵本
美術 戸田デザイ ６つの色
数学 戸田デザイ とけいのえほん
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）

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）
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）
国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４
国語 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）
数学 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）
数学 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）
数学 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）
数学 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）

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）
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
社会 永岡書店 楽しく学んで力がつく！こども世界地図
音楽 永岡書店 みんなでうたおう！たのしいこどものうた大全集２０２
音楽 永岡書店 ＤＶＤとイラストでよくわかる！手あそびうたブック
音楽 永岡書店 どうぶつタンバリンリズムえほん
職業･家庭 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
音楽 ナツメ社 楽しみながらからだを動かす１〜５歳のかんたんリトミック
職業･家庭 ナツメ社 特別支援教育をサポートする暗黙のルールが身につくＳＳＴカード教材集
数学 ひかりのく 認識絵本５いくつかな
数学 ひかりのく 認識絵本１０おおきいちいさい
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９ひとのからだ
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０たべもの
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２きせつとしぜん
職業･家庭 ひかりのく ２０２シリーズたべもの２０２
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん１
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん２
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん３
理科 ひかりのく 改訂新版体験を広げるこどものずかん１どうぶつえん
理科 ひかりのく 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
職業･家庭 ひかりのく 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
職業･家庭 ひかりのく 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
理科 ひかりのく はじめてのずかん４やさいとくだもの
職業･家庭 ひかりのく 新装版ＫＩＤＳ２１１２たべものひゃっか
音楽 ひかりのく 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
社会 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！新装改訂版みぢかなマーク
音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき
数学 ひかりのく 指さし・指なぞり１２３かず
国語 ＰＨＰ 子どもの字がうまくなる練習ノート
理科 福音館 かがくのとも絵本たべられるしょくぶつ
美術 福音館 かがくのとも絵本しんぶんしでつくろう
美術 福音館 かがくのとも絵本かみであそぼうきる・おる
美術 福音館 かがくのとも絵本かみコップでつくろう
職業･家庭 福音館 かがくのとも絵本平野レミのおりょうりブック
職業･家庭 福音館 かがくのとも絵本しゃぼんだまとあそぼう
理科 福音館 福音館の科学シリーズ道ばたの四季
社会 福音館 福音館の科学シリーズぼくらの地図旅行
美術 福音館 福音館の科学シリーズあそびのレシピ
社会 福音館 福音館の科学シリーズただいまお仕事中
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐら



音楽 福音館 日本傑作絵本シリーズみんなであそぶわらべうた
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本ぐりとぐらの１ねんかん
理科 福音館 みぢかなかがくシリーズ町の水族館・町の植物園
社会 福音館 みぢかなかがくシリーズ町たんけん
美術 福音館 Ｄｏ！図鑑シリーズ工作図鑑
職業･家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお料理
職業･家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお菓子
職業･家庭 ブロンズ新 しごとば
職業･家庭 ブロンズ新 続・しごとば
社会 平凡社 新版はじめましてにほんちず
社会 平凡社 新版はじめましてせかいちず
美術 ポプラ あそびのひろば１はんがあそび
美術 ポプラ あそびのひろば２やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ あそびのひろば４はりえあそび
美術 ポプラ あそびのひろば８らくがきあそび
美術 ポプラ ペーパーランド３とびだすカード
美術 ポプラ ペーパーランド８おりがみえあそび
美術 ポプラ いろいろいろのほん
国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお
国語 リーブル しりとりしましょ！たべものあいうえお
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク３－１
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク３－２
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク４－１
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク４－２
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク５－１
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク５－２
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク６－１
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク６－２
国語 交通新聞 はらぺこあおむしエリック・カールあいうえおカード
国語 交通新聞 はらぺこあおむしエリック・カールあいうえおマグネット
数学 清風堂書店 改訂算数が苦手な子どもたちへの個別支援プリントステップ２くり上がりのたし算・くりさがりのひき算

数学 清風堂書店 改訂算数が苦手な子どもたちへの個別支援プリントステップ３たし算の筆算・ひき算の筆算

数学 玉川大学出 かずをかぞえる
国語 東書 こくご☆
国語 東書 こくご☆☆
国語 東書 こくご☆☆☆
数学 教出 さんすう☆
数学 教出 さんすう☆☆(1)
数学 教出 さんすう☆☆(2)
数学 教出 さんすう☆☆☆
音楽 東書 おんがく☆
音楽 東書 おんがく☆☆
音楽 東書 おんがく☆☆☆

高等部 国語 東洋館 くらしに役立つ国語
単一基礎コース 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語



鳥取県立特別支援学校採択教科書一覧表

学校名：琴の浦高等特別支援学校

１　検定教科書

学部 種目 発行者略称 書名

高等部 採択なし

２　文部科学省著作教科書
学部 種目 発行者略称 書名

高等部 採択なし

３　一般図書（特別支援学校・学級用）

学部 教科 発行者略称 書名
高等部 社会 東洋館 くらしに役立つ社会
生産流通 国語 東洋館 くらしに役立つ国語
サービスビジネス数学 東洋館 くらしに役立つ数学

音楽 東洋館 くらしに役立つ音楽
職業 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための新・見てわかるビジネスマナー集

職業 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！


