
小学校教科書セット・1年生

書　　　名 著者 出版社

1 あいうえおおかみ くどう なおこ 小峰書店

2 あさになったのでまどをあけますよ 荒井　良二 偕成社

3 アリからみると 桑原 隆一 福音館書店

4 イソギンチャクのふしぎ 楚山 いさむ ポプラ社

5 １ねん１くみの１にち 川島　敏生 アリス館

6 うまれたよ！ダンゴムシ 皆越 ようせい 岩崎書店

7 おおかみと七ひきのこやぎ グリム 福音館書店

8 きっときってかってきて ことばあそびの会 さ･え･ら書房

9 キャベツくん 長　新太 文研出版

10 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　ゾウ ますい　みつこ ポプラ社

11 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　チンパンジー ますい　みつこ ポプラ社

12 ぐりとぐら なかがわ　りえこ 福音館書店

13 ３びきのくま トルストイ 福音館書店

14 三びきのやぎのがらがらどん せた　ていじ 福音館書店

15 ジャックとまめの木 渡辺 茂男 講談社

16 たんたのたんけん 中川 李枝子 学研

17 てぶくろ うちだ　りさこ 福音館書店

18 ながぐつをはいたねこ ペロー 講談社

19 のはらうた　1 くどうなおことのはらみんな 童話屋

20 ハリーとうたうおとなりさん ジーン･ジオン 大日本図書

21 ハンタイおばけ トム＝マックレイ 光村教育図書

22 ひらがなだいぼうけん 宮下 すずか 偕成社

23 ブレーメンのおんがくたい グリム  偕成社

24 もけらもけら 山下　洋輔 福音館書店

25 ライオンとネズミ 蜂飼 耳 岩崎書店



小学校教科書セット・２年生　セット①

書　　　名 著者 出版社

1 あそべる！たのしい！あやとり 多田 千尋 ナツメ社

2 一休さん 杉山　亮 小学館

3 えほん七十二候 白井 明大 講談社

4 王さまと九人のきょうだい 君島 久子 岩波書店

5 おおきなきがほしい さとう　さとる 偕成社

6 カムイチカプ 藤村 久和 絵本塾出版

7 吉四六さん 寺村 輝夫 あかね書房

8 けんかのきもち 柴田　愛子 ポプラ社

9 こんなしっぽでなにするの? スティーブ･ジェンキンズ 評論社

10 さかなのたまご　 内山 りゅう ポプラ社

11 さとうとしお ひさかたチャイルド

12 じぶんだけのいろ レオ＝レオニ 好学社

13 すみれちゃんのあついなつ 石井　睦美 偕成社

14 たねのずかん　とぶ･はじける･くっつく 高森 登志夫 福音館書店

15 テスの木 ジェス･M.ブロウヤー 主婦の友社

16 どんぐりむらのほんやさん なかや みわ 福音館書店

17 はがぬけたらどうするの? セルビー･ビーラー フレーベル館

18 鉢の木 たかし よいち ポプラ社

19 はるをさがしに 七尾　純 偕成社

20 ふたりはともだち アーノルド＝ローベル 文化出版局

21 フレデリック レオ＝レオニ 好学社

22 めざせ！動物のお医者さん きむら ゆういち 講談社

23 ラン パン パン マギー･ダフ 評論社

24 りんごかもしれない ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社

25 わんぱくだんのひみつきち ゆきの ゆみこ ひさかたチャイルド



小学校教科書セット・２年生　セット②

書　　　名 著者 出版社

1 あそべる！たのしい！あやとり 多田 千尋 ナツメ社

2 一休さん 杉山　亮 小学館

3 えほん七十二候 白井 明大 講談社

4 王さまと九人のきょうだい 君島 久子 岩波書店

5 おおきなきがほしい さとう　さとる 偕成社

6 カムイチカプ 藤村 久和 絵本塾出版

7 吉四六さん 寺村 輝夫 あかね書房

8 けんかのきもち 柴田　愛子 ポプラ社

9 こんなしっぽでなにするの? スティーブ･ジェンキンズ 評論社

10 さかなのたまご　 内山 りゅう ポプラ社

11 さかなはさかな レオ･レオニ 好学社

12 さとうとしお ひさかたチャイルド

13 じぶんだけのいろ レオ・レオニ 好学社

14 すみれちゃんのあついなつ 石井　睦美 偕成社

15 たねのずかん　とぶ･はじける･くっつく 高森 登志夫 福音館書店

16 どんぐりむらのほんやさん なかや みわ 福音館書店

17 はがぬけたらどうするの? セルビー･ビーラー フレーベル館

18 鉢の木 たかし よいち ポプラ社

19 はるをさがしに 七尾　純 偕成社

20 ふたりはともだち アーノルド＝ローベル 文化出版局

21 フレデリック レオ＝レオニ 好学社

22 めざせ！動物のお医者さん きむら ゆういち 講談社

23 ラン パン パン マギー･ダフ 評論社

24 りんごかもしれない ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社

25 わんぱくだんのひみつきち ゆきの ゆみこ ひさかたチャイルド



小学校教科書セット・３年生

書　　　名 著者 出版社

1 いたずらおばけ 瀬田 貞二 福音館書店

2 いのちのいれもの 小菅 正夫  サンマーク出版

3 うさぎのなぞなぞ屋 さとう まきこ 教育画劇

4 宇宙人っているの？ 長沼 毅 金の星社

5 えんぴつびな 長崎　源之助 金の星社

6 おばけ美術館へいらっしゃい 柏葉　幸子 ポプラ社

7 カタカナダイボウケン 宮下　すずか 偕成社

8 カモメがくれた三かくの海 山下 明生 日本標準

9 火曜日のごちそうはヒキガエル ラッセル･E.エリクソン 評論社

10 かわいそうなぞう つちや ゆきお 金の星社

11 ココロ屋 梨屋 アリエ 文研出版

12 塩の絵本 たかなし　ひろき 農山漁村文化協会

13 小学生のまんがことわざ辞典 金田一 春彦 学研教育出版

14 シンドバッドの冒険 ルドミラ＝ゼーマン 岩波書店

15 たまごのはなし ダイアナ＝アストン ほるぷ出版

16 どうぶつのことば スティーブ･ジェンキンズ 評論社

17 どきん 谷川 俊太郎 理論社

18 としょかんライオン ミシェル＝ヌードセン 岩崎書店

19 とりになったきょうりゅうのはなし 大島 英太郎 福音館書店

20 なぜ？どうして？科学のお話　３年生 大山 光晴 学研プラス

21 半日村 斎藤　隆介 岩崎書店

22 干し柿 西村　豊 あかね書房

23 まんがで学ぶ故事成語 八木 章好  国土社

24 昔の子どものくらし事典 本間　昇 岩崎書店

25 わたしと小鳥とすずと 金子　みすゞ JULA出版局



小学校教科書セット・４年生

書　　　名 著者 出版社

1 明日をつくる十歳のきみへ　一〇三歳のわたしから 日野原 重明 冨山房インターナショナル

2 雨ふる本屋 日向　理恵子 童心社

3 石の中のうずまきアンモナイト 三輪 一雄 福音館書店

4 外郎売 長野　ヒデ子 ほるぷ出版

5 ウエズレーの国 ポール＝フライシュマン あすなろ書房

6 エルマーのぼうけん ルース･スタイルス･ガネット 福音館書店

7 おおきな木 シェル･シルヴァスタイン あすなろ書房

8 おじいちゃんの口笛 ウルフ＝スタルク ほるぷ出版

9 オットー　戦火をくぐったテディベア トミー･ウンゲラー 評論社

10 口で歩く 丘 修三 小峰書店

11 写真でわかる慣用句辞典 学研プラス

12 せかいでいちばんつよい国 デビッド･マッキー 光村教育図書

13 ゾウの長い鼻には、おどろきのわけがある！ 山本　省三 くもん出版

14 手で食べる？ 森枝　卓士 福音館書店

15 でんでんむしのかなしみ 新美　南吉 大日本図書

16 どうぶつ句会 あべ　弘士 学研プラス

17 どっちがどっち!?　にたものずかん 今泉 忠明 学研プラス

18 都道府県のかたちを絵でおぼえる本 造事務所 実務教育出版

19 花豆の煮えるまで 安房　直子 偕成社

20 ピカピカ俳句 齋藤 孝 パイインターナショナル

21 1つぶのおこめ　さんすうのむかしばなし デミ 光村教育図書

22 百まいのドレス エレナー･エスティス 岩波書店

23 窓ぎわのトットちゃん 黒柳 徹子 講談社

24 雪の結晶ノート マーク＝カッシーノ あすなろ書房

25 ランドセルは海を越えて 内堀 タケシ ポプラ社



小学校教科書セット・５年生

書　　　名 著者 出版社

1 あなたが世界を変える日 セヴァン＝カリス・スズキ 学陽書房

2 アンジュール ガブリエル＝バンサン BL出版

3 うきわねこ 蜂飼 耳 ブロンズ新社

4 江戸の笑い　21世紀版少年少女古典文学館　23 興津　要 講談社

5 おじいちゃんの大切な一日 重松 清 幻冬舎

6 片耳の大シカ 椋 鳩十 理論社

7 彼の手は語りつぐ パトリシア･ポラッコ あすなろ書房

8 川をのぼって森の中へ　 今森 光彦 偕成社

9 きみの町で 重松 清 朝日出版社

10 霧のむこうのふしぎな町　（青い鳥文庫） 柏葉　幸子 講談社

11 木を植えた男 ジャン＝ジオノ あすなろ書房

12 さすらい猫ノアの伝説 重松 清 講談社

13 ざんねんないきもの事典　 今泉 忠明 高橋書店

14 じゅげむ 川端 誠 クレヨンハウス

15 小学五年生 重松 清 文藝春秋

16 すき 谷川　俊太郎 理論社

17 せいめいのれきし ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ=ﾘｰ=ﾊﾞｰﾄﾝ 岩波書店

18 世界のあいさつことば学 稲葉 茂勝 今人舎

19 樋口一葉　近代日本の女性職業作家 真鍋 和子 講談社

20 ホームランを打ったことのない君に 長谷川　集平 理論社

21 窓をひろげて考えよう　体験!メディアリテラシー 下村 健一 かもがわ出版

22 マヤの一生 椋　鳩十 理論社

23 まるむし帳 さくら　ももこ 集英社

24 やなせたかし　愛と勇気を子どもたちに 中野 晴行 あかね書房

25 六千人の命を救え!外交官･杉原千畝 白石 仁章 PHP研究所



小学校教科書セット・６年生

書　　　名 著者 出版社

1 赤い蝋燭と人魚 小川未明 偕成社

2 あきらめないこと、それが冒険だ 野口 健 学研

3 アンネのバラ 國森 康弘 講談社

4 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　10 池上 彰 さ･え･ら書房

5 いのる 長倉 洋海 アリス館

6 えほん日本国憲法　 野村 まり子 明石書店

7 かたつむり 内田 麟太郎 ポプラ社

8 元気な脳が君たちの未来をひらく 川島 隆太 くもん出版

9 声に出そうはじめての漢詩　1 全国漢文教育学会 汐文社

10 五感の力でバリアをこえる 成松　一郎 大日本図書

11 ここで土になる 大西 暢夫 アリス館

12 ことりをすきになった山 エリック=カール 偕成社

13 今昔物語集 令丈 ヒロ子 岩崎書店

14 サキサキ　オノマトペの短歌 穂村　弘 岩崎書店

15 時間ってなに?流れるのは時?それともわたしたち? クリストフ･ブトン 岩崎書店

16 世界一おいしい火山の本 林　信太郎 小峰書店

17 チェロの木 いせ ひでこ 偕成社

18 道成寺　大蛇になった乙女 片山 清司 BL出版

19 日本語を味わう名詩入門　２０　まど・みちお 萩原 昌好 あすなろ書房

20 バッテリー　[1]　（角川つばさ文庫） あさの あつこ 角川書店

21 武器より一冊の本をください　 ヴィヴィアナ･マッツァ 金の星社

22 冒険者たち　（岩波少年文庫） 斎藤　惇夫 岩波書店

23 ぼくらの先生！ はやみね　かおる 講談社

24 もしも日本人がみんな米つぶだったら 山口　タオ 講談社

25 山のいのち 立松　和平 ポプラ社


