


























































小田原市教育委員会

発行者名
（コード）

図書
コード 一般図書名 種目

A01 もじのえほん あいうえお 国語・書写

A03 もじのえほん かんじ（１） 国語・書写

I05 かたかなえほんアイウエオ 国語・書写

544 つくりたい！食べたい！料理大百科４ あまくておいしいお菓子がいっぱい 家庭、生活

A０７
あそびの絵本７
クレヨンあそび

図工、美術

C04 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 生活、理科、技・家

F08 絵本図鑑シリーズ８ やさいのずかん 生活、理科

J05 子どもの健康を考える絵本５ こんなときどうするの？ 生活、社会、保健

O01 五味太郎・言葉図鑑１ うごきのことば 国語・書写

o06 五味太郎・言葉図鑑６ くらしのことば 国語・書写、生活

T06 エリック・カールの絵本 月ようびはなにたべる？ 国語・書写

X01 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、生活

X02 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、生活

Z01 子どものマナー図鑑１ ふだんの生活のマナー
家庭、生活、社会、保

険

Z03 子どものマナー図鑑３ でかけるときのマナー 生活、社会、保健

587 木村裕一・しかけ絵本７ たんじょうびのごちそう 国語

591 木村裕一・しかけ絵本１２ げんきにごあいさつ 国語、生活

654 下村式となえて書く漢字ドリル 漢字練習ノート小学１年生 国語・書写

667 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） 家庭、生活

679 はじめての手芸シリーズ１ へんしん糸・ひも・布 家庭、生活

715 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 算数、数学

716 算数たんけん５ かけざんとかけざん九九 算数、数学

722 下村式となえて書く漢字ドリル 漢字練習ノート小学３年生 国語・書写

C03 はっけんずかん のりもの 国語・書写、生活

C04 はっけんずかん どうぶつ 生活、理科

G04 あそびのおうさまＢＯＯＫ はるほん 図工、美術

H02 ＣＤつきえほん えいごのうた 音楽、生活、英語

I01 あそびのおうさまずかん１ からだ 生活、保健

J04 新版ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 きせつ 生活、理科

L12 ニューワイド学研の図鑑１２ 人のからだ 生活、理科

523 あそびのおうさまＢＯＯＫ きるほん 図工、美術

平成２２年度使用学校教育法附則第９条による教科用図書採択一覧

あかね書房
01-1

岩崎書店
02-1

偕成社
06-1

学習研究社
06-2

1 ページ



559 あそびのおうさまずかん５ どうぶつ 生活、理科

568 はっけんずかん きょうりゅう 生活、理科

571 新版ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 からだ 生活、保健

592 ニューワイド学研の図鑑３ 動物 生活、理科

615 新・世界がわかる国旗の本 社会

623 算数っておもしろい４ くらしと算数 算数、数学

666 小学生の英語ひろば みつけた！みぢかな英単語ＣＤつき 英語

710 学研版毎日のドリル 小学３年のもっと漢字力 国語・書写

788 陰山英男の理科トレーニング小学校全学年 理科

815 小学全学年都道府県に強くなる はじめての日本地図ドリル 社会、地図

826 陰山流・日本語トレーニング百ます書き取り 国語・書写

843 陰山流・日本語トレーンニング あなうめ作文 国語・書写

001 新訂絵で楽しくおぼえるこどもの英会話 英語

004 絵を見て学ぶこどもの英語Ⅰ 英語

507 小学漢字ドリル１００６字 国語・書写

E01 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、理科、保健

F01 ひとりでできるもん！１ たのしいたまご料理 家庭、生活

F04 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、生活

F05 ひとりでできるもん！５ すてきなおかし作り 家庭、生活

J04 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、理科、保健

537 ひとりでできるもん！３ やさしいやさい料理 家庭、生活

558 まんがアッ！とおどろく科学手品 生活、理科

A03 ひらがなおけいこ 国語・書写

Ａ０５ カタカナおけいこ 国語・書写

A06 漢字おけいこ 国語・書写

Ｂ０１ 生活図鑑カード たべものカード
生活、保健、家庭、社

会

B02 生活図鑑カード くだものやさいカード
生活、保健、家庭、社

会

Ｂ０６ 生活図鑑カード お店カード
生活、保健、家庭、社

会

B07 生活図鑑カード 生活道具カード 書写、社会

Ｃ０１ 書きかたカード「ひらがな」 書写

513 やさしいひらがな２集 国語・書写

517 やさしいかん字 国語・書写

557 漢字カード１集 国語・書写

569 書きかたカード カタカナ 国語・書写

577 たしざんカード 算数、数学

くもん出版
08-1

金の星社
07-2

教学研究社
07-1

学習研究社
06-2
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578 ひきざんカード 算数、数学

587 自然図鑑カード 川や海の生きものカード 生活、理科

590 日本地図カード 社会、地図

600 ＣＤ付き英語カードあいさつと話しことば編 英語

629 くもんの小学ドリル算数 ３年生の数・りょう・図形 算数、数学

648 くもんの小学ドリル国語 ３年生のことばと文章 国語・書写

649 くもんの小学ドリル国語 ４年生のことばと文章 国語

656 くもんの小学ドリル国語 ２年生の作文文の書き方 国語

657 くもんの小学ドリル国語 ３年生の作文文の書き方 国語

672 くもんの漢字集中学習小学４年生 国語・書写

700 くもんの文章題集中学習 小学４年生 算数、数学

グランまま社
08－2 006 ことばえほん 国語・書写、生活

535 バーバパパ・知識のえほん３ バーバパパのかずのほん 算数、数学

552 新装版ＫＩＮＴＡＲＯ幼稚園百科 ４・５・６歳のずかんえほん１どうぶつの本 生活、理科

573 こどもにほんごじてん－ことばはともだち－ 国語・書写

597 テーマ別のりもの １日１０分でえがじょうずにかけるほんのりもの 図工、美術

599 １日１０分でえがじょうずにかけるほん 小学校低学年対象 図工、美術

B16 たのしい図画工作１６ ちぎり紙・きり紙・はり絵 図工、美術

523 算数入門かけ算プリント集 算数、数学

532 くらしの中のみぢかなぎもん図館６ 町の中 社会、地図

小峰書店
10－5

001 リサイクル工作ずかん 図工、美術

さ・え・ら書房
11－1 C08 たのしい工作教室 木のぞうけい教室 図工、美術

A03 こどもきせつのぎょうじ絵じてん 生活、社会

502 親子であそぶはじめてのえいご絵じてん 英語

B02 ２１世紀幼稚園百科２ とけいとじかん 算数,生活

B11 ２１世紀幼稚園百科１１ からだのふしぎ 生活、保健

L02 はじめてちずかんシリーズ２ ドラえもんのにほんちず 社会、地図

L06 はじめてちずかんシリーズ６ ドラえもんのせかいりょこう 社会、地図

570 シール知育えほん５７ それいけ！アンパンマンのたべものあそび 生活、理科

594 小学館の図鑑ＮＥＯ 動物 生活、理科

597 小学館の図鑑ＮＥＯ 魚 生活、理科

739 パズルなぞなぞで楽しく学習 ６年生の漢字１８１字マスタープリント 国語・書写

女子栄養大学出版
部12-7 001 新・こどもクッキング 生活、技・家

003 調べ学習に役立つ 世界の地図 社会、地図

004 調べ学習に役立つ 日本の地図 社会、地図

講談社
10-1

くもん出版
08-1

成美堂出版
14-4

国土社
10-3

三省堂
11-4

小学館
12-2
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総合科学出版
15-2 001 わくわく木考作 “楽しんで作れる木工作品集” 技・家

大日本絵画
16-3 549 しかけえほん おつかいにいこう！ 生活、社会

A01 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・書写

501 漢字がたのしくなる本シリーズ 漢字がたのしくなる本１１０１字の基本漢字改訂版 国語・書写

505 漢字がたのしくなる本シリーズ １０１漢字カルタ 国語・書写

509 子どもがしあげるてづくり絵本 あいうえお あそび下かな文字へんしん術 国語・書写

513 らくらく算数ブック４ 図形の探検 算数、数学

514 漢字がたのしくなる本シリーズ 漢字がたのしくなる本２１２８字のあわせ漢字改訂版 国語・書写

チャイルド本社
17-1 001 ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ 図工、美術

A02 かずのほん２ ０から１０まで 算数、数学

F０３
かこさとしかがくの本３
たねからめがでて

生活、理科

ドレミ楽譜出版社
20-2 002 保育名歌 こどものうた１００選 音楽

005 にっぽんちず絵本 社会、地図

010 昆虫とあそぼう 生活、理科

517 リングカード・しきさい 図工、美術、

Ａ01
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・書写

A02 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・書写

A03 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・書写

B01
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・書写

B02 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・書写

C01 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、数学

C02
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、数学

C03 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、数学

C04
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、数学

C05 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、数学

501 ゆっくり学ぶ子のための 国語４ 国語・書写

502 ゆっくり学ぶ子のための 国語５ 国語

535 マグネットおべんきょうシール スーパーでおかいもの 生活、社会、算数

541 木製知育パズル 日本ちず 社会、地図

559 Ｎａｇｏｋａ知育ドリル ５分でひとつのえがかける！ やさしいおえかきブック 図工、美術

B05 認識絵本５ いくつかな 算数

B10 認識絵本１０ おおきいちいさい 算数

I09 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 生活、保健

546 こどものずかんＭｉｏ９ ひとのからだ 生活、理科、保健

福音館書店
28-1 E02 かがくのとも傑作集（どきどき・しぜん） たべられるしょくぶつ 生活、理科、家庭

ひかりのくに
27-1

同成社
20-5

永岡書店
21-1

太郎次郎社
16-4

童心社
20-1

戸田デザイン研究
室
20-4
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E13 かがくのとも版（わくわく・にんげん） きゅうきゅうばこ 生活、保健

E19
かがくのとも傑作集（わくわく・にんげん） 平野レミのおりょうりブック－ひもほう
ちょうもつかわない

家庭、生活

G01 福音館の科学シリーズ 昆虫ちいさななかまたち 生活、理科

G06 福音館の科学シリーズ 野の草花 生活、理科

G07 福音館の科学シリーズ 絵で見る日本の歴史 社会

G08 福音館の科学シリーズ どうぶつえんガイドよんでたのしい！いってたのしい 生活、理科、国語

M06 みぢかなかがくシリーズ 町たんけん－はたらく人みつけた－ 生活、社会

N01 ＤＯ！図鑑シリーズ 工作図鑑作って遊ぼう！伝承・創作おもちゃ 図工、美術

673 みぢかなかがくシリーズ 町のけんきゅう世界一のけんきゅう者になるために 生活、社会

A05 シリーズ生活を学ぶ５ 遠くへ行きたいな 生活、社会

A06 シリーズ生活を学ぶ６ わたしたちのからだ 生活、保健

520 アンパンマンとシールであそぼう！ たのしいおかいもの 生活、社会

D02 ふしぎをためすかがく図鑑 しょくぶつのさいばい 生活、理科

D03 ふしぎをためすかがく図鑑 かがくあそび 生活、理科

D04 ふしぎをためすかがく図鑑 しぜんあそび 生活、理科

001 ことばでひらく絵のせかい はじめてであう美術館 図工、美術

566 フレーベル館の図鑑ナチュラ ひとのからだ 生活、理科、保健

571
ピクチャー・コミュニケーション
えもじとかんじ

国語・書写

600 おとであそぶ アンパンマンすごろくブック 生活、社会

614 アンパンマンとはじめよう！ らくがきだいすき 図工、美術

B０２ 新版 はじめましてにほんちず 社会、地図

503 新訂第６版ジュニア地図帳こども日本の旅 社会、地図

A01 あそびのひろば１ はんがあそび 図工、美術

A02 あそびのひろば２ やさしいてづくりのプレゼント 図工、美術

503
音の出る絵本シリーズ２５
正しい音程でひけるマイクつきピアノえほん

音楽

565 わらべきみかのことばえほん 国語・書写

613 ペーパーランド２ たのしいはりえ 図工、美術

646 音のでる知育絵本６ こえでおぼえるカタカナアイウエオのほん 国語・書写

民衆社
32-1 A02 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる２年 算数、数学

006 小学生用 英語はともだち 英語

502
ＥｌｅｍｅｎｔａｒｙＥｎｇｌｉｓｈＴｈｒｏｕｇｈ Ｐｈｏｎｉｃｓ英語でホップワー
クブックＢｏｏｋ１

英語

503
ＥｌｅｍｅｎｔａｒｙＥｎｇｌｉｓｈＴｈｒｏｕｇｈ Ｐｈｏｎｉｃｓ英語でステップ
ワークブックＢｏｏｋ２

英語

518 小学生用ＣＤブック英語はともだち 英語

521 英語ってだいすきＣＤ付テキスト 英語

あすなろ書房
51－10 506 世界がみえる地図の絵本 社会、地図

平凡社
29-1

フレーベル館
28-8

むさし書房
33-2

ポプラ社
30-2

福村出版
28-7

福音館書店
28-1
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音楽センター
55-12 506 クラスでうたうこどものうたＣＤブック リズムあそび曲集 音楽

開隆堂出版
56-12 501 中学生のマナー 生活、保健、家庭

クレヨンハウス
58-3 525 絵本・ＳＯＮＧ・ＢＯＯＫ ポケットに歌をつめて 音楽

502 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 家庭、生活

522 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、生活

501 認知発達教材ステップアップ マッチングⅠ 国語・書写

506 認知発達教材ステップアップ さんすうⅠ 算数、数学

507 認知発達教材ステップアップ ことばのつかいかた 国語・書写

508 認知発達教材ジャンプアップ ことば・もじ 国語・書写

512 認知発達教材レベルアップ 漢字 国語・書写

515 認知発達教材レベルアップ せいかつ（上） 生活、保健、家庭

519 認知発達教材ジャンプアップ カレンダー・とけい・おかね 算数、数学

520 認知発達教材ステップアップ かず・すうじ 算数、数学

522 認知発達教材レベルアップ お金と時計の文章題 算数、数学

525 認知発達教材レベルアップ 集中力、注意力アップのためのトレーニングシート 生活

全音楽譜
64－3

501 リズムに強くなりたい リズムあそび編ＣＤ付 音楽

506 自立生活ハンドブック１１ ひとりだち（改訂版） 家庭、生活、社会

507 自立生活ハンドブック１２ 自分をまもる 家庭、生活、社会

501 くらしに役立つ社会 社会

503 くらしに役立つ数学 数学

ＰＨＰ研究所
77-1 555 日本のくらし絵事典 生活、社会

ブティック社
78-15 502 楽しく折ろう！ かわいいおりがみ全書改訂版 美術

毎日コミュニケー
ション
81-11

501 大きな字だからスグ分かる！ パソコン入門基本のキホン編 生活、技術

510 グレーゾーンの子どもに対応した 算数ワーク中級編２ 算数、数学

511 グレーゾーンの子どもに対応した 作文ワーク中級 国語

黎明書房
92－1

504 改訂版教科書よりおもしろい 歴史クイズ＆地理クイズ１２４ 社会

明治図書出版
84-1

こばと治療療育セ
ンター
60-28

育成会
64－11

東洋館
70－8

合同出版
60-13
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発行者名
（コード）

図書
コード

一般図書名 種目 希望理由

国語
c-101

こくご☆ 国語
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽し
く、無理なく学習内容を身につけていくことができる。

国語
c-102

こくご☆☆ 国語
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽し
く、無理なく学習内容を身につけていくことができる。

国語
c-103

こくご☆☆☆ 国語
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽し
く、無理なく学習内容を身につけていくことができる。

国語
c-701

国語☆☆☆☆ 国語
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽し
く、無理なく学習内容を身につけていくことができる。

算数
c-101

さんすう☆ 算数・数学
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽し
く、無理なく学習内容を身につけていくことができる。

算数
c-102

さんすう☆☆（１） 算数・数学
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽し
く、無理なく学習内容を身につけていくことができる。

算数
c-102

さんすう☆☆（２） 算数・数学
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽し
く、無理なく学習内容を身につけていくことができる。

算数
c-103

さんすう☆☆☆ 算数・数学
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽し
く、無理なく学習内容を身につけていくことができる。

数学
ｃ-701

数学☆☆☆☆ 算数・数学
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽し
く、無理なく学習内容を身につけていくことができる。

音楽
c-101

おんがく☆ 音楽
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽し
く、無理なく学習内容を身につけていくことができる。

音楽
c-102

おんがく☆☆ 音楽
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽し
く、無理なく学習内容を身につけていくことができる。

音楽
c-103

おんがく☆☆☆ 音楽
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽し
く、無理なく学習内容を身につけていくことができる。

音楽
c-701

音楽☆☆☆☆ 音楽
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽し
く、無理なく学習内容を身につけていくことができる。
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