
令和２・３年度用 令和２年度用 令和３年度用

小学部
（新学習指導要領

対応）

中学部
（現行学習指導要領

対応）

中学部
（新学習指導要領

対応）

生活 あかちゃんのあそびえほん1

ごあいさつあそび

生活 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 ノンタンあそぼうよ1 大友　幸子

ノンタンぶらんこのせて 大友　康匠

生活 かばくん・くらしのえほん１

かばくんのいちにち

生活 かばくん・くらしのえほん２

かばくんのおかいもの

生活

生活 社会 社会 安全のしつけ絵本（１） 寺岡　邦夫

きをつけようね 寺岡　紀久子

生活 社会 社会

職業・家庭 職業・家庭

生活 社会 社会 マナーやルールがどんどんわかる！

みぢかなマーク新装改訂版

生活 社会 社会 フレーベル館の図鑑ナチュラ

理科 理科 はる　なつ　あき　ふゆ

生活 社会 社会 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑８

理科 理科 きせつ

※ 社会 社会 ドラえもんちずかん２  

せかいちず

13 社会 社会 キッズ・えほんシリーズ

☆ 日本がわかるちずのえほん改訂版

生活 理科 理科 こどものずかんMio12

きせつとしぜん

生活 理科 理科 写真でわかるなぜなに１

どうぶつ

生活 理科 理科 絵本図鑑シリーズ８

やさいのずかん

生活 理科 理科 ふしぎをためすかがく図鑑 水野　丈夫

しぜんあそび 中山　周平

生活 理科 理科 ふしぎをためすかがく図鑑 水野　丈夫

かがくあそび 村松　伸弘

生活 理科 理科 かいかたそだてかたずかん４

職業・家庭 職業・家庭 やさいのうえかた　そだてかた

体育 理科 理科 やさしいからだのえほん１

保健体育 からだのなかはどうなっているの？

体育 保健体育 保健体育 あそびのおうさまずかん

理科 理科 からだ増補改訂

22 体育 保健体育 保健体育 改訂新版体験を広げるこどものずかん９

☆ 理科 理科 からだとけんこう

23 体育 保健体育 保健体育 フレーベル館の図鑑ナチュラ

☆ 理科 理科  ひとのからだ

体育 職業・家庭 げんきをつくる食育えほん１ 吉田　隆子

たべるのだいすき！ せべ　まさゆき

25 生活 職業・家庭 職業・家庭 絵でわかるこどものせいかつずかん３ 矢田貝公昭

☆ おでかけのきほん 村越　晃

26 生活 職業・家庭 職業・家庭 辰巳　渚

☆ すみもと　ななみ

生活 職業・家庭 職業・家庭 絵でわかるこどものせいかつずかん１ 谷田貝　公昭

みのまわりのきほん 村越　晃

生活 職業・家庭 職業・家庭 子どものマナー図鑑１

ふだんの生活のマナー
28 峯村 良子 06-1 Ｚ01 偕成社 変Ａ４　Ｐ32

おてつだいの絵本 07-2 655 金の星社 規格外　Ｐ48

27 10-8 B01 合同出版 変A４　　P45

24 07-2 K01 金の星社 規定外　P32

10-8 532 合同出版 変Ｂ５　Ｐ45

岡本　健 27-1 I09 ひかりのくに 変Ａ４　Ｐ28

細谷　亮太 28-8 G09 フレーベル館 Ａ４　Ｐ130

21
絵本・教育書

編集室
06-2 I01 学研 規格外　 P72

20 せべ　まさゆき 07-2 Ｅ01 金の星社 変Ａ４　Ｐ28

19 小宮山　洋夫 02-1 Ｃ04 岩崎書店 変Ａ４ 　Ｐ47

17 28-8 Ｄ04 フレーベル館 規格外　Ｐ126

18 28-8 Ｄ03 フレーベル館 規格外　Ｐ116

16 小宮山　洋夫 02-1 Ｆ08 岩崎書店 変Ａ４　Ｐ40

変Ｂ５　Ｐ64

15 今泉　忠明 14-5 Ａ01 世界文化社 規格外　Ｐ40

ふゆの　いちこ 06-2 H01 学研 変Ｂ６　Ｐ96

14 加藤　典康 27-1 Ｃ12 ひかりのくに

12
小学館

クリエイティブ
12-2 C02 小学館 Ａ４　Ｐ39

11 渡邊　真一 06-2 J04 学研 変Ａ４　Ｐ120

10 無藤　隆 28-8 Ｇ12 フレーベル館 変Ａ４　Ｐ128

変Ｂ６　31枚

9
鎌田　達也

ハマダルコラ
27-1 003 ひかりのくに 規格外　P64

8 生活図鑑カード　お店カード くもん出版 08-1 B06 くもん出版

学研 変A４　P33

7 06-1 Ｓ01 偕成社 変Ａ４　P32

6 はっけんずかん　のりもの　改訂版 西片拓史 06-2 C03

変Ｂ５　P32

5 ひろかわ　さえこ 01-1 Ｈ02 あかね書房 変Ｂ５　P32

4 ひろかわ　さえこ 01-1 Ｈ01 あかね書房

3 06-1 Ｄ01 偕成社 規格外　P32

変Ｂ５　P29

2 木村　裕一 06-1 Ｒ04 偕成社 変Ｂ５　P29

1 木村　裕一 06-1 Ｒ01 偕成社

令和２・３年度用選定一般図書一覧　☆印は、新しく選定された図書を示す。
                                                                              　　　　　※印は、学習指導要領の改訂による変更箇所。

№

学習指導要領との関係

書名
著者

（監修・発行等）
発行者
コード

図書コード 発行者 規格・頁数

資料３

001
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廃刊



令和２・３年度用 令和２年度用 令和３年度用

小学部
（新学習指導要領

対応）

中学部
（現行学習指導要領

対応）

中学部
（新学習指導要領

対応）

№

学習指導要領との関係

書名
著者

（監修・発行等）
発行者
コード

図書コード 発行者 規格・頁数

生活 職業・家庭 職業・家庭 子どものマナー図鑑３

でかけるときのマナー

生活 職業・家庭 職業・家庭

※ 職業・家庭 職業・家庭 高橋　敦子

あおき　ひろえ

職業・家庭 職業・家庭 坂本廣子のひとりでクッキング１ 坂本　廣子

朝ごはんつくろう！ まつもと　きなこ

33 職業・家庭 職業・家庭 職業・家庭  たのしい家庭科

☆  わたしのくらしに生かす 510

34 職業・家庭 職業・家庭 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 職業・家庭 おちとよこ 変Ａ４　Ｐ72

秋山とも子

36 国語

☆

37 国語

☆

国語 単行本

さわってあそぼう　ふわふわあひる

39 国語

☆

国語 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 木村裕一・しかけ絵本（１） 木村　裕一

 みんなみんなみーつけた 黒井　健

42 国語

☆

43 国語

☆

44 国語

☆

国語

国語 スキンシップ絵本

かたかな　アイウエオ

国語

48 国語 まもと　もりひさ

☆ むらかみ　つとむ

49 国語 やまもと　もりひさ

☆ むらかみ　つとむ

国語

国語 もじ・ことば３

やさしいひらがな１集

国語 国語 国語

国語 五味太郎のことばとかずの絵本

漢字の絵本

国語 国語 国語

国語 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 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）

国語 国語 国語 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）

Ｂ５　Ｐ80

57 江口　季好 20-5 Ａ01 同成社 Ｂ５　Ｐ80

56 江口　季好 20-5 Ｂ02 同成社

変Ｂ５　Ｐ44

55 江口　季好 20-5 Ｂ01 同成社 Ｂ５　Ｐ72

54 ことばえほん つちだ　よしはる 08-2 006 グランまま社

Ａ４　Ｐ80

53 五味　太郎 02-1 Ｅ01 岩崎書店 変Ａ４　Ｐ48

52 もじ・ことば11　はじめてのかん字 くもん出版 08-1 Ａ11 くもん出版

くもん出版 Ａ４　P80

51 くもん出版 08-1 A03 くもん出版 Ａ４　P80

50 おけいこ　はじめてのおけいこ くもん出版 08-1 F01

もじのえほん  かたかなアイウエオ 01-1 A02 あかね書房 変Ｂ５　Ｐ32

もじのえほん  あいうえお 01-1 A01 あかね書房 変Ｂ５　Ｐ32

変Ａ４　Ｐ96

47 よみかた絵本 とだ　こうしろう 20-4 007
戸田デザイン研

究室
規格外　Ｐ94

46 わらべ　きみか 27-3 Ｃ04
ひさかたチャイ

ルド

Ａ４　Ｐ32

45 あいうえおえほん とだ　こうしろう 20-4 003
戸田デザイン研

究室
規格外　Ｐ93

１００かいだてのいえシリーズ  １００かいだてのいえ 岩井　俊雄 06-1 L01 偕成社

規格外　Ｐ25

こどものとも絵本  おおきなかぶ A・トルストイ 28-1 H26 福音館 規格外　Ｐ28

エリック・カールの絵本  はらぺこあおむし エリック・カール 06-1 T01 偕成社

変Ａ４　Ｐ25

41 06-1 W01 偕成社 規格外　Ｐ24

40 エリック・カール 06-1 Ｔ04 偕成社

変Ｂ５　Ｐ17

幼児絵本シリーズ  くだもの 平山　和子 28-1 B06 福音館 規格外　Ｐ24

38
マシュー・ヴァン・フリー

ト
01-1 001 あかね書房

変B６　47枚

生活図鑑カード  たべものカード 高橋敦子 08-1 B01 くもん出版 変B６　31枚

書きかたカード「ひらがな」 くもん出版 08-1 C01 くもん出版

全国特別支援教育・知
的障害教育研究会

06-4 001 開隆堂出版 Ｂ５　 Ｐ64

35 福音館の科学シリーズ  ただいまお仕事中 28-1 G10 福音館

32 06-1 Ｘ01 偕成社 変Ａ４　Ｐ32

全国特別支援教育・知
的障害教育研究会

06-4 開隆堂出版 Ｂ５　 Ｐ64

変Ｂ５　Ｐ223

31 新・こどもクッキング 12-7 001
女子栄養大学

出版部
Ｂ５　Ｐ127

30 子どもの生きる力を育てる  せいかつの絵じてん 内野　美恵 21-2 001 ナツメ社

29 峯村 良子 06-1 Ｚ03 偕成社 変Ａ４　Ｐ32

002



令和２・３年度用 令和２年度用 令和３年度用

小学部
（新学習指導要領

対応）

中学部
（現行学習指導要領

対応）

中学部
（新学習指導要領

対応）

№

学習指導要領との関係

書名
著者

（監修・発行等）
発行者
コード

図書コード 発行者 規格・頁数

国語 国語 国語 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 国語 国語 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 国語 国語

国語 国語

国語 国語

算数

64 算数

☆

算数 数学 スキンシップ絵本

かずのえほん

算数 21世紀幼稚園百科６

かずあそび１・２・３

67 算数

☆

算数 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

69 算数 数学 数学

☆

算数

算数 数学 数学 音のでる知育絵本16 井出　香代

とけいがよめるようになる!！とけいくん 松本　麻依子

算数 ゆっくり学ぶ子のための　「さんすう」１ 江口　季好

(量概念の基礎､比較､なかま集め) 村上　直樹

算数 ゆっくり学ぶ子のための　「さんすう」２ 江口　季好

(1対1対応､1～5の数､5までのたし算) 村上　直樹

算数 ゆっくり学ぶ子のための　「さんすう」３ 江口　季好

(6～9のたし算､ひき算､位取り) 村上　直樹

算数 数学 数学 ゆっくり学ぶ子のための　「さんすう」４ 江口　季好

(くり上がり､くり下がり､2けたの数の計算) 村上　直樹

算数 数学 数学 ゆっくり学ぶ子のための　「さんすう」５ 江口　季好

(3けたの数の計算､かけ算､わり算) 村上　直樹

※ 数学 数学

数学 数学

図画工作 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

図画工作 あそびのおうさまＢＯＯＫ

はじめてぬるほん

図画工作 あそびのおうさまＢＯＯＫ

はじめてきるほん

図画工作 美術 あそびの絵本７

クレヨンあそび

図画工作 あかねえほんシリーズ

えほんえかきうた

84 図画工作

☆

図画工作

図画工作 ひとりでできる手づくりＢＯＸ

しぜんで工作しよう

規格外　P63

86 塩浦信太郎 02-1 Ｇ12 岩崎書店 変Ｂ５　Ｐ31

85 はじめてのこうさくあそび ノニノコ 25-1 001 のら書店

かがくのとも絵本  かみコップでつくろう よしだ　きみまろ 28-1 E18 福音館 規格外　Ｐ28

83 やなせ　たかし 01-1 Ｂ03 あかね書房 変Ｂ５ Ｐ32

82 長島　克夫 02-1 Ａ07 岩崎書店 変Ａ４　Ｐ27

81 La Zoo 06-2 G08 学研 Ａ４　Ｐ80

80 La Zoo 06-2 Ｇ07 学研 Ａ４　Ｐ80

79 わらべ　きみか 27-3 Ｂ01
ひさかたチャイ

ルド
変Ｂ５　Ｐ23

日本教育研 Ｂ５　Ｐ87

78 くらしに役立つ数学 大南　英明 20-7 003 東洋館出版 Ｂ５　 Ｐ127

76 20-5 Ｃ05 同成社 Ｂ５　Ｐ80

77 ひとりだちするための算数・数学
子どもたちの自立を支

援する会
22-3 A02

74 20-5 Ｃ03 同成社 Ｂ５　　Ｐ72

75 20-5 Ｃ04 同成社 Ｂ５　Ｐ80

72 20-5 Ｃ01 同成社 Ｂ５　　Ｐ72

73 20-5 Ｃ02 同成社 Ｂ５　　Ｐ72

変Ｂ５　Ｐ54

71 30-2 Ｐ16 ポプラ社 規格外　Ｐ23

70 とけいのえほん とだ　こうしろう 20-4 009
戸田デザイン研

究所

はとのクルックのとけいえほん たちのけいこ 08-1 E01 くもん出版 Ａ４　Ｐ26

68 わらべ　きみか 07-2 Ｂ03 金の星社 変Ｂ５　Ｐ21

三省堂こどもかずの絵じてん 三省堂編集所 11－4 A04 三省堂 Ｂ５　Ｐ95

66 野田　一郎 12-2 Ｂ06 小学館 変Ｂ５　Ｐ31

65 わらべ　きみか 27-3 Ｃ05
ひさかたチャイ

ルド
変Ｂ５　Ｐ84

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 ディック・ブルーナ 10-1 H05 講談社 変Ａ５　Ｐ20

Ｂ５　Ｐ132

63 デコボコえほん　かずをかぞえよう！ グザビエ・ドゥヌ 12-2 Z01 小学館 B５変　P20

62 くらしに役立つ国語 大南　英明 20-7 002 東洋館

Ｂ５　Ｐ80

61 ひとりだちするための国語
子どもたちの自立を支

援する会
22-3 A01 日本教育研 Ｂ５　P132

60 ゆっくり学ぶ子のための　国語４ 江口　季好 20-5 Ａ04 同成社

59 江口　季好 20-5 Ａ03 同成社 Ｂ５　Ｐ80

58 江口　季好 20-5 Ａ02 同成社 Ｂ５　Ｐ80



令和２・３年度用 令和２年度用 令和３年度用

小学部
（新学習指導要領

対応）

中学部
（現行学習指導要領

対応）

中学部
（新学習指導要領

対応）

№

学習指導要領との関係

書名
著者

（監修・発行等）
発行者
コード

図書コード 発行者 規格・頁数

図画工作 美術 美術 あそびの絵本17

えのぐあそび

図画工作 美術 美術 ペーパーランド８

おりがみえあそび

図画工作 美術 美術 あそびのひろば１

はんがあそび

図画工作 美術 美術 あそびのおうさまずかん

リサイクルこうさく増補改訂

美術 美術 ハートアートシリーズ

色のえほん

美術 美術

美術 美術 ことばでひらく絵のせかい ルーシー・ミクルスウェイト

はじめてであう美術館 俵　万智

音楽 お手本のうた付き！

どうよう　うたのえほん

95 音楽 おととあそぼうシリーズ３１

☆ おてほんのうたがながれるてあそびうたえほん

音楽 おととあそぼうシリーズ７

ドン！ドコ！ドン！たいこ

音楽 音楽 音楽

音楽

音楽 改訂新版

どうようえほん１

音楽 改訂新版

どうようえほん２

音楽 改訂新版

どうようえほん３

外国語　英語 外国語　英語 アン・ヘリング

とだ　こうしろう

外国語　英語 外国語　英語

外国語　英語 外国語　英語

外国語　英語 外国語　英語 あかね書房の学習えほん

ことばのえほんＡＢＣ

外国語　英語 外国語　英語 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

外国語　英語 外国語　英語 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

108 道徳 道徳 道徳 音のでる知育絵本15

☆ こえでおぼえるごあいさつえほん

109 道徳 道徳 道徳

☆

110 道徳 道徳 道徳 絵でわかるこどものせいかつずかん４ 谷田貝　公昭

☆ おつきあいのきほん 村越　晃

111 道徳 道徳 道徳

☆

112 道徳 道徳 道徳 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

113 道徳 道徳 道徳 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
ロン・クラーク 15-3 001 草思社 規格外　Ｐ112

規格外　Ｐ32

木坂　涼 10-1 E0１ 講談社 規格外　Ｐ127

規格外　Ｐ20

10-8 B04 合同出版 変A４　P45

ピーマン村の絵本たち  おおきくなるっていうことは 中川　ひろたか 20-1 L02 童心社

板井　広先 30-2 P15 ポプラ社 規格外　Ｐ19

かおかおどんなかお 柳原　良平 10-4 G01 こぐま社

107 村上　勉 01-1 Ｉ07 あかね書房 変Ａ４　Ｐ32

106 村上　勉 01-1 Ｉ06 あかね書房 変Ａ４　Ｐ32

105 村上　勉 01-1 I03 あかね書房 変Ａ４　Ｐ48

Ｂ５　 Ｐ352

104 五味太郎のことばとかずの絵本  絵本ＡＢＣ 五味　太郎 02-1 E02 岩崎書店 変Ａ４　Ｐ48

103 レインボーことば絵じてん 羽鳥　博愛  06-2 002 学研

102 和英えほん 20-4 001
戸田デザイン研

究室
規格外　Ｐ36

101 岡本　健 27-1 Ｆ03 ひかりのくに 変Ａ４　Ｐ47

100 岡本　健 27-1 Ｆ02 ひかりのくに 変Ａ４　Ｐ47

変Ａ４　Ｐ63

99 岡本　健 27-1 Ｆ01 ひかりのくに 変Ａ４　Ｐ47

98 たのしいてあそびうたえほん 岡本　健 27-1 001 ひかりのくに

規格外　Ｐ19

97 あそびうたのほん　ＣＤつき 清水　玲子 27-1 013 ひかりのくに 規格外　Ｐ24

阿部　直美 30-2 539 ポプラ社 Ａ５　Ｐ51

96 坂井　宏先 30-2 Ｏ07 ポプラ社

94 笹沼　香 21-1 007 永岡書店 Ａ５　Ｐ35

変Ａ４　Ｐ32

93 28-8 001 フレーベル館 変Ｂ４　Ｐ64

92 かこさとし　うつくしい絵 かこ　さとし 06-1 003 偕成社

91 早坂　優子 12-10  Ａ01
視覚デザイン研

究所
変Ｂ５　Ｐ95

90
絵本･教育書
編集室　編

06-2 Ｉ12 学研 規格外　 P64

89 椎野　利一 30-2 Ａ01 ポプラ社 規格外　Ｐ31

88 寺門　保夫 30-2 Ｃ08 ポプラ社 規格外  Ｐ31

87 長島　克夫 02-1 Ａ17 岩崎書店 変Ａ４　Ｐ27

O31

廃刊

廃刊

廃刊


