
種目 発行者名 教科書名 使用学年

東京書籍 こくご☆☆ ２

東京書籍 こくご☆☆☆ ５・６

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１（改訂版） ３・４

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２（改訂版） ４

ひさかたチャイルド スキンシップ絵本「あいうえお」 １

金の星社 音の出る絵本　おとのでる♪どうようえほん ２

偕成社 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし ３

くもん出版 あいうえおべんとう ４

ポプラ社 音の出る知育絵本15　こえでおぼえるごあいさつえほん ６

光村図書出版 しょしゃ　一ねん ５・６

フレーベル館 アンパンマンとはじめよう！　ぐるぐるぬりぬり １・２

フレーベル館 アンパンマンとはじめよう！　ひらがなあいうえお ３・４

学習研究社 ＮＥＷあそびのおうさまＢＯＯＫ ぬって ６

教育出版 さんすう☆☆（１） ２・３

教育出版 さんすう☆☆（２） ２・３

教育出版 さんすう☆☆☆ ５・６

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」１　 ３・４

同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」４ ６

ひさかたチャイルド スキンシップ絵本「かずのえほん」 １

偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）　ノンタンぶらんこのせて ２

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 ３

偕成社 エリック・カールの絵本（音の出る絵本）　10このちいさなおもちゃのあひる ４

フレーベル アンパンマンあてっこ知育えほん　かず ６

教育芸術社 小学生のおんがく１ １・２

教育芸術社 小学生の音楽２ ３・４

教育芸術社 小学生の音楽３ ５・６

成美堂出版 音と光のでる絵本　たのしいどうよう 訪問１

開隆堂出版 ずがこうさく１・２上　わくわくするね １・２

開隆堂出版 ずがこうさく１・２下　みんなおいでよ １・２

開隆堂出版 図画工作３・４上　できたらいいな ３・４

開隆堂出版 図画工作３・４下　おもいをこめて ３・４

開隆堂出版 図画工作５・６上　心をつないで ５・６

開隆堂出版 図画工作５・６下　ゆめを広げて ５・６

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１

ひかりのくに 202シリーズ　たべもの２０２ １・２

ポプラ社 クーとマーのおぼえるえほん６　ごあいさつなあに ４

偕成社 子どもの生活３　マナーをきちんとおぼえよう！ ３・４
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教育画劇 つくってたべよう！お料理マジック ５・６

東京書籍 あたらしいどうとく１ １・２

東京書籍 新しいどうとく２ ３・４

東京書籍 新しいどうとく３ ５・６

種目 発行者名 教科書名 使用学年

東京書籍 こくご☆☆☆ １・２

東京書籍 国語☆☆☆☆ ２・３

ポプラ社 これなあに？　かたぬきえほん３ ２

童心社 14ひきのシリーズ　14ひきのあさごはん ３

成美堂出版 書き込み式ボールペン字練習帳 １・２

成美堂出版 書き込み式筆ペン字練習帳 ３

学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぐるぐるかくほん １・３

あかね書房 もじのえほん　かたかなアイウエオ ２

教育出版 さんすう☆☆☆ １・２

教育出版 数学☆☆☆☆ ２・３

ポプラ社 クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに １

絵本館 かずのえほん　１・２・３ ２

ポプラ社 絵本・いつまでもいっしょ2　どうぶつなんびき？ ３

社会 帝国 中学校社会科地図 １・２・３

教芸 中学生の音楽１ 1

教芸 中学生の音楽　２・３上 ２・３

教芸 中学生の音楽　２・３下 ２・３

日文 美術１　出会いと広がり 1

日文 美術２・３上　学びの深まり ２・３

日文 美術２・３下　美の探求 ２・３

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- １・２・３

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 １・２・３
職業
家庭 山と渓谷社 家庭科の教科書　小学校低学年～高学年用 １・２・３
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国語 日本教育研究出版 ひとりだちするための国語 １・２・３

東洋館出版社 くらしに役立つ社会 １・２・３

学研 読んで見て楽しむ日本地図帳　増補改訂版 1・２・３

学研 読んで見て楽しむ世界地図帳　増補改訂版 1・２

学研 読んで見て楽しむ世界地図帳 3

東洋館出版社 くらしに役立つ数学 ２・３

日本教育研究出版 ひとりだちするための算数・数学 １・２・３

理科 東洋館 くらしに役立つ理科 1・２・３

音楽 教育出版 高校音楽Ⅰ　Ｍｕｓｉｃ　Ｖｉｅｗ １・２・３

美術 開隆堂出版 美術　表現と鑑賞 １・２・３

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？

１・２・３

全日本手をつなぐ育成会 自立生活ハンドブック４　からだ！！　げんき！？ １・２・３

日本教育研究出版 ひとりだちするための進路学習 1

日本教育研究出版 私たちの進路　あしたへのステップ ２・３

学研 家庭科の基本 1・２・３

女子栄養大 新・こどもクッキング 3

全日本手をつなぐ育成会 自立生活ハンドブック５　ぼなぺてぃ　どうぞめしあがれ １・２・３

外国語 啓林館 Ｓａｉｌｉｎｇ　English Conversation ２・３

日本文教出版 新・見てわかる社会と情報 1

日本文教出版 見てわかる社会と情報 3
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