
令和２年度から使用する教科用図書の採択結果 
 

採択地区名 第９採択地区 

採択年月日／令和元年 8 月 8 日 

 

小学校教科用図書 

種  目 発行者名 

国   語 光村図書出版 

書   写 光村図書出版 

社   会 教育出版 

地   図 帝国書院 

算   数 教育出版 

理   科 東京書籍 

生   活 教育出版 

音   楽 教育芸術社 

図 画 工 作 日本文教出版 

家   庭 開隆堂出版 

保   健 東京書籍 

英   語 開隆堂出版 

道   徳 光村図書出版 

 

 

 

 



令和３年度から使用する教科用図書の採択結果 
 

採択地区名 第９採択地区 

採択年月日／令和 2 年 8 月 5 日 

 

中学校教科用図書 

種  目 発行者名 

国  語 光村図書出版 

書  写 光村図書出版 

社  会 

（地理的分野） 
教育出版 

社  会 

（歴史的分野） 
帝国書院 

社  会 

（公民的分野） 
教育出版 

地  図 帝国書院 

数  学 教育出版 

理  科 教育出版 

音  楽 

（一   般） 
教育出版 

音  楽 

（器 楽 合 奏） 
教育出版 

美  術 日本文教出版 

保 健 体 育 東京書籍 

技術・家庭 

（技 術 分 野） 
開隆堂出版 

 
技術・家庭 

（家 庭 分 野） 
開隆堂出版 

 英  語 開隆堂出版 

 道  徳 光村図書出版 

 



図　　　書　　　名 発行者略称

もじのえほん  あいうえお あかね書房

もじのえほん  かたかなアイウエオ あかね書房

もじのえほん  かんじ（１） あかね書房

もじのえほん  かんじ（２） 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 あかね書房

あかねえほんシリーズ  えほんえかきうた あかね書房

けんちゃんとあそぼう１  のってのって あかね書房

けんちゃんとあそぼう３  まねっこまねっこ あかね書房

くりのきえんのおともだち２  あしたえんそくだから あかね書房

からだのえほん４  からだにもしもし 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 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 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 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 あかね書房

あかね書房の学習えほん  ことばのえほんＡＢＣ 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 あかね書房

あかね書房の学習えほん  えいごえほんぞうさんのピクニック あかね書房

あかね書房の学習えほん  えいごえほんぞうさんがっこうにいく あかね書房

単行本  さわってあそぼうふわふわあひる あかね書房

あそびの絵本  ねんどあそび 岩崎書店

あそびの絵本  クレヨンあそび 岩崎書店

あそびの絵本  紙ねんどあそび 岩崎書店

あそびの絵本  えのぐあそび 岩崎書店

あそびの絵本  えかきあそび 岩崎書店

知識の絵本  ひとのからだ 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 岩崎書店

五味太郎のことばとかずの絵本  漢字の絵本 岩崎書店

五味太郎のことばとかずの絵本  絵本ＡＢＣ 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 岩崎書店

五味太郎のことばとかずの絵本  かずの絵本 岩崎書店

五味太郎のことばとかずの絵本  すうじの絵本 岩崎書店

絵本図鑑シリーズ８  やさいのずかん 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－ 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 岩崎書店

小・中学校特別支援学級教科用図書（一般図書）

☆印がついているものは、今年新たに掲載された図書です。



図　　　書　　　名 発行者略称

五味太郎の絵本９  いろ 絵本館

五味太郎の絵本１０  かたち 絵本館

五味太郎の絵本  かずのえほん１・２・３ 絵本館

からだで学ぶ英語教室  大阪教育図

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） 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） 旺文社

かこさとし  うつくしい絵 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 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 偕成社

ことばをおぼえる本  かず・かたち・いろあいうえお 偕成社

ノンタンあそぼうよ（１）  ノンタンぶらんこのせて 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 偕成社

「おれたち、ともだち！」絵本  ともだちや 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 偕成社

日本むかし話  おむすびころりん 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？ 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？ 偕成社

１００かいだてのいえシリーズ  １００かいだてのいえ 偕成社

五味太郎・言葉図鑑（１）  うごきのことば 偕成社

五味太郎・言葉図鑑（３）  かざることば（Ａ） 偕成社

五味太郎・言葉図鑑（５）  つなぎのことば 偕成社

五味太郎・言葉図鑑（６）  くらしのことば 偕成社

五味太郎・言葉図鑑（１０）  なまえのことば 偕成社

赤ちゃん版ノンタン（２）  ノンタンもぐもぐもぐ 偕成社

子どもの生活（３）  マナーをきちんとおぼえよう！ 偕成社

子どもの生活（６）  じょうぶなからだになれるよ！ 偕成社

あかちゃんのあそびえほん（１）  ごあいさつあそび 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 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 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 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 偕成社

安全のしつけ絵本（１）  きをつけようね 偕成社

エリック・カールの絵本  はらぺこあおむし 偕成社

エリック・カールの絵本  うたがみえるきこえるよ 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 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？ 偕成社



図　　　書　　　名 発行者略称

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 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 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－ 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 偕成社

五味太郎・しかけ絵本（１）  きいろいのはちょうちょ 偕成社

木村裕一・しかけ絵本（１）  みんなみんなみーつけた 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！ 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！ 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！ 偕成社

ともだちだいすき（２）  おべんとうなあに？ 偕成社

子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー 偕成社

子どものマナー図鑑（３）  でかけるときのマナー 偕成社

☆ 木村裕一・しかけ絵本（１２）  げんきにごあいさつ 偕成社

はっけんずかん  のりもの改訂版 学研

あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん 学研

あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん 学研

あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん 学研

あそびのおうさまずかん  からだ増補改訂 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 学研

ふしぎ・びっくり！？こども図鑑  ８きせつ 学研

ふしぎ・びっくり！？こども図鑑  ９ちきゅう 学研

ニューワイド学研の図鑑  増補改訂人のからだ 学研

ほんとのおおきさ  ほんとのおおきさ動物園 学研

あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって 学研

あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって 学研

職業・家庭たのしい職業科  わたしの夢につながる 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 開隆堂出版

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 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 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 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？ 金の星社

ひとりでできるもん！１  たのしいたまご料理 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 金の星社

ひとりでできるもん！５  すてきなおかし作り 金の星社

ひとりでできるもん！６  だいすきおやつ作り 金の星社

ひとりでできるもん！１０  おしゃれなおかし作り 金の星社



図　　　書　　　名 発行者略称

やさしいからだのえほん４  むしばはどうしてできるの？ 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！ 金の星社

おてつだいの絵本  金の星社

５訂版歌はともだち  教　芸

☆ つくってたべよう！お料理マジック２  教育画劇

もじ・ことば１  はじめてのひらがな１集 くもん出版

もじ・ことば３  やさしいひらがな１集 くもん出版

もじ・ことば１１  はじめてのかん字 くもん出版

生活図鑑カード  たべものカード くもん出版

生活図鑑カード  くだものやさいカード１集 くもん出版

生活図鑑カード  お店カード くもん出版

生活図鑑カード  生活道具カード くもん出版

書きかたカード「ひらがな」  くもん出版

ひらがなカード  くもん出版

とけいカード  くもん出版

かずカード  くもん出版

はとのクルックのとけいえほん  くもん出版

おけいこ  はじめてのおけいこ くもん出版

ＣＤ付き  楽器カード くもん出版

あいうえおべんとう  くもん出版

☆ ＣＤ付き英語カードあいさつと話しことば編  くもん出版

ぼくとわたしのせいかつえほん  グランまま

うたえほん  グランまま

うたえほんⅡ  グランまま

ことばえほん  グランまま

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 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 講談社

米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！  講談社

レオ・レオニの絵本  スイミー 好学社

たのしい図画工作９  うごくおもちゃ 国土社

たのしい図画工作１４  こすりだし・すりだし 国土社

たのしい図画工作１６  ちぎり紙・きり紙・はり絵 国土社

こぐまちゃんえほん第１集  こぐまちゃんおはよう 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 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 こぐま社

ぶうとぴょんのえほん  おんなじおんなじ こぐま社



図　　　書　　　名 発行者略称

ことばあそびの絵本  ぶたたぬききつねねこ こぐま社

こぐまちゃんえほん別冊  さよならさんかく こぐま社

馬場のぼるのえほん  １１ぴきのねこ こぐま社

柳原良平のえほん  かおかおどんなかお こぐま社

りかのこうさく１ねんせい  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 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 小峰書店

東京パノラマたんけん  小峰書店

リサイクル工作ずかん  小峰書店

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 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 合同出版

☆ 運動が得意になる４３の基本レッスン  イラスト版体育のコツ 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 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 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 合同出版

中級編ジャンプアップ  とけい・おかね・カレンダー こばと

☆ かおノート  コクヨ

たのしい工作教室  たのしいこうさくきょうしつ１ さえら

たのしい工作教室  木のぞうけい教室 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 さえら

三省堂こどもかずの絵じてん  三省堂

☆ こどもきせつのぎょうじ絵じてん第２版小型版  三省堂

親子でうたう英語うたの絵じてん  三省堂

２１世紀幼稚園百科２  とけいとじかん 小学館

２１世紀幼稚園百科６  かずあそび１・２・３ 小学館

２１世紀幼稚園百科１１  からだのふしぎ 小学館

ドラえもんちずかん１  にっぽんちず 小学館

ドラえもんちずかん２  せかいちず 小学館

あーとぶっく  ひらめき美術館第１館 小学館

あーとぶっく  ひらめき美術館第２館 小学館

デコボコえほん  かずをかぞえよう！ 小学館

新・こどもクッキング  女子栄養大

プータンいまなんじ？  ジュラ

ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん  あそぼ！ ジュラ

プータンどこいくの？  ジュラ

かいてけしてまたかける  あいうえお ジュラ



図　　　書　　　名 発行者略称

ハートアートシリーズ  色のえほん 視覚デザイ

知育えほん  マークのずかん 鈴木出版

自立生活ハンドブック４  からだ！！げんき！？ 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 育成会

自立生活ハンドブック８  食（しょく） 育成会

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 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 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 成美堂出版

ＣＤつき楽しく歌える英語のうた  成美堂出版

作ってみよう！リサイクル工作６８  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 成美堂出版

写真でわかるなぜなに１  どうぶつ 世界文化社

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 草思社

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 大日本絵画

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 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 太郎次郎社

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

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 太郎次郎社

ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ  チャイルド

かずのほん１  どっちがたくさん 童心社

かずのほん２  ０から１０まで 童心社

かずのほん３  ０から１０までのたしざんひきざん 童心社

かこさとしからだの本２  たべもののたび 童心社

１４ひきのシリーズ  １４ひきのあさごはん 童心社

１４ひきのシリーズ  １４ひきのぴくにっく 童心社

ピーマン村の絵本たち  さつまのおいも 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 童心社

ピーマン村の絵本たち  よーいどん！ 童心社

☆ やさしい  こどものうたとあそび ドレミ楽譜

保育名歌  こどものうた１００選 ドレミ楽譜

やさしくおれるたのしいおりがみ  東京書店

和英えほん  戸田デザイ

１から１００までのえほん  戸田デザイ

あいうえおえほん  戸田デザイ

ＡＢＣえほん  戸田デザイ

にっぽんちず絵本  戸田デザイ



図　　　書　　　名 発行者略称

せかいちず絵本  戸田デザイ

よみかた絵本  戸田デザイ

６つの色  戸田デザイ

とけいのえほん  戸田デザイ

昆虫とあそぼう  戸田デザイ

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） 同成社

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２（改訂版）  （かたかな・かん字の読み書き） 同成社

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３（改訂版）  （文章を読む、作文・詩を書く） 同成社

ゆっくり学ぶ子のための  国語４ 同成社

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編１（改訂版）  （表象形成・音韻形成・発声・発音） 同成社

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編２（改訂版）  （ひらがなの読み書き） 同成社

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」１  （量概念の基礎、比較、なかま集め） 同成社

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」２  （１対１対応、１～５の数、５までのたし算） 同成社

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」３  （６～９のたし算、ひき算、位取り） 同成社

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」４  （くり上がり、くり下がり、２けたの数の計算） 同成社

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５  （３けたの数の計算、かけ算、わり算） 同成社

くらしに役立つ社会  東洋館

くらしに役立つ国語  東洋館

くらしに役立つ数学  東洋館

くらしに役立つ理科  東洋館

くらしに役立つ保健体育  東洋館

くらしに役立つ家庭  東洋館

お手本のうた付き！どうよううたのえほん  永岡書店

お手本のうた付き！どうよううたのえほん２  永岡書店

子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん  ナツメ社

ひとりだちするための国語  日本教育研

ひとりだちするための算数・数学  日本教育研

はじめてのこうさくあそび  のら書店

たのしいてあそびうたえほん  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 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 ひかりのく

手あそび指あそび歌あそびブック１  ひかりのく

あそびうたのほんＣＤつき  ひかりのく

認識絵本５  いくつかな ひかりのく

認識絵本１０  おおきいちいさい ひかりのく

こどものずかんＭｉｏ９  ひとのからだ ひかりのく



図　　　書　　　名 発行者略称

こどものずかんＭｉｏ１０  たべもの ひかりのく

こどものずかんＭｉｏ１２  きせつとしぜん ひかりのく

２０２シリーズ  たべもの２０２ ひかりのく

改訂新版どうようえほん１  ひかりのく

改訂新版どうようえほん２  ひかりのく

改訂新版どうようえほん３  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 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 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 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 ひかりのく

はじめてのずかん４  やさいとくだもの ひかりのく

新装版ＫＩＤＳ２１１２  たべものひゃっか ひかりのく

スカーリーおじさんの  はたらく人たち 評論社

しかけ絵本の本棚  コロちゃんはどこ？ 評論社

しかけ絵本の本棚  からだのなかとそと 評論社

ピーター・スピアーの絵本１  せかいのひとびと 評論社

あかちゃんのための絵本  はみがきしゅわしゅわ 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 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 ひさかた

スキンシップ絵本  かたかなアイウエオ ひさかた

スキンシップ絵本  かずのえほん ひさかた

でんしゃでいこうでんしゃでかえろう  ひさかた

どうぞのいす  ひさかた

子どもの字がうまくなる練習ノート  ＰＨＰ

☆ ブルーナの絵本  まる、しかく、さんかく 福音館

幼児絵本シリーズ  くだもの 福音館

幼児絵本シリーズ  やさい 福音館

幼児絵本シリーズ  やさいのおなか 福音館

かがくのとも絵本  たべられるしょくぶつ 福音館

かがくのとも絵本  きゅうきゅうばこ新版 福音館

かがくのとも絵本  しんぶんしでつくろう 福音館

かがくのとも絵本  かみであそぼうきる・おる 福音館

かがくのとも絵本  みんなうんち 福音館

かがくのとも絵本  かみコップでつくろう 福音館

かがくのとも絵本  平野レミのおりょうりブック 福音館

かがくのとも絵本  しゃぼんだまとあそぼう 福音館



図　　　書　　　名 発行者略称

福音館の科学シリーズ  昆虫 福音館

福音館の科学シリーズ  地球 福音館

福音館の科学シリーズ  道ばたの四季 福音館

福音館の科学シリーズ  ぼくらの地図旅行 福音館

福音館の科学シリーズ  どうぶつえんガイド 福音館

福音館の科学シリーズ  あそびのレシピ 福音館

福音館の科学シリーズ  ただいまお仕事中 福音館

こどものとも絵本  ぞうくんのさんぽ 福音館

ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐら 福音館

こどものとも絵本  そらいろのたね 福音館

こどものとも絵本  おおきなかぶ 福音館

こどものとも絵本  はじめてのおつかい 福音館

安野光雅の絵本  はじめてであうすうがくの絵本１ 福音館

世界傑作絵本シリーズ  てぶくろ 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 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 福音館

日本傑作絵本シリーズ  おふろだいすき 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 福音館

日本傑作絵本シリーズ  ドオン！ 福音館

ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐらの１ねんかん 福音館

みぢかなかがくシリーズ  町の水族館・町の植物園 福音館

みぢかなかがくシリーズ  町たんけん 福音館

Ｄｏ！図鑑シリーズ  工作図鑑 福音館

よくみるよくきくよくする絵本  たべものとからだ 婦人之友

こどもがつくるたのしいお料理  婦人之友

らくがきえほんあ・い・う・え・お  ブロンズ新

しごとば  ブロンズ新

どうぶつあれあれえほん第４集  かくしたのだあれ 文化出版局

ジョイフルえほん傑作集  りんごがドスーン 文研出版

みるみる絵本  もこもこもこ 文研出版

シリーズ生活を学ぶ１  つくって食べよう 福村出版

シリーズ生活を学ぶ５  遠くへ行きたいな 福村出版

シリーズ生活を学ぶ６  わたしたちのからだ 福村出版

ふしぎをためすかがく図鑑  しょくぶつのさいばい フレーベル

ふしぎをためすかがく図鑑  かがくあそび フレーベル

ふしぎをためすかがく図鑑  しぜんあそび フレーベル
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フレーベル館の図鑑ナチュラ  ひとのからだ フレーベル

フレーベル館の図鑑ナチュラ  はるなつあきふゆ フレーベル

☆ フレーベル館の図鑑ナチュラ  ふしぎをためす図鑑（１）かがくあそび フレーベル

☆ たいせつなこと  フレーベル

新版はじめましてにほんちず  平凡社

あそびのひろば１  はんがあそび 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 ポプラ

あそびのひろば４  はりえあそび ポプラ

あそびのひろば８  らくがきあそび ポプラ

ペーパーランド３  とびだすカード ポプラ

ペーパーランド８  おりがみえあそび ポプラ

ねずみくんの絵本１  ねずみくんのチョッキ 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 ポプラ

絵本・いつでもいっしょ２  どうぶつなんびき？ ポプラ

おととあそぼうシリーズ７  ドン！ドコ！ドン！たいこ ポプラ

音のでる知育絵本４  こえでおぼえるあいうえおのほん ポプラ

音のでる知育絵本１５  こえでおぼえるごあいさつえほん ポプラ

音のでる知育絵本１６  とけいがよめるようになる！！とけいくん ポプラ

いろいろいろのほん  ポプラ

さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる２年  民衆社

わかるさんすう２  むぎ書房

家庭科の教科書小学校低学年～高学年用  山と溪谷社

あいうえおうさま  理論社

あっちゃんあがつくたべものあいうえお  リーブル

しりとりしましょ！たべものあいうえお  リーブル


