
絵本（幼児） 低学年 高学年

国語

ことばのこばこ
しりとりのだいすきなおうさま

なにもなくても

のみのぴこ

つたえあいましょうがっこう
漢字だいぼうけん
あひるの手紙

のはらうた

とっておきの詩
ことわざのえほん

はじめてのロジカルシンキング

齋藤孝のどっちも得意になる!国語×算数
つかってみよう　ことわざ３６５日

みんなで遊ぼう！！百人一首大図鑑

漢字なりたちブック
ことばハンター

合言葉はフリンドル！

算数

１０までかぞえられるこやぎ
ウラパン・オコサ
100

ヒギンスさんのとけい
おまたせクッキー

トビのめんどり
はじめてであう　すうがくの絵本

さんすうだいすき
はかってみよう長さ・重さ・時間

単位がわかる　メートルのえほん
単位がわかる　グラムのえほん
単位がわかる　リットルのえほん

算数たんけん
さんすうサウルス

王さまライオンのケーキ
１つぶのおこめ
メリサンド姫

めいちゃんの500円玉

算数卒業旅行
算数の考える力をつけよう！

江戸の算数

齋藤孝のどっちも得意になる!算数×社会

遊んで学べる算数マジック

理科
（生き物
　植物）

どうぐはなくても

ジャイアント・ジャムサンド
ぼくのわたしのこんちゅうえん

どーんとやさい（既８冊）
はちうえはぼくにまかせて
たんぽぽ

やさいでペッタン
ハナちゃんのトマト

トマトのひみつ

やさいばたけははなばたけ

クイズでさがそう！生きものたちのわすれもの

なりきり生きもの図鑑

密着！動物たちの24時
昆虫って、どんなの？
ファーブルこんちゅう記

シートンどうぶつ記
やりぬく女の子ソフィーの物語

ながいながいペンギンの話

やさいはいきている

根っこの絵本

みどりいろのたね
七海と大地のちいさなはたけ

やさいのさいばいとかんさつ（全６巻）

なぜなにはかせの理科クイズ

シートン動物記
なぜ？の図鑑　昆虫

なぜ？の図鑑　からだ
ひらけ蘭学のとびら
なぜ？の図鑑　植物

ドリトル先生物語
ピトゥスの動物園

クワガタクワジ物語

みどりのゆび

理科
（宇宙
　科学）

しずくのぼうけん

いってかえって星から星へ

空のうえにはなにがある？
うちゅうはきみのすぐそばに

パパ、お月さまとって!
なんだかぼくにはわかったぞ

ごむのじっけん

あしたのてんきははれ？くもり？あめ？

にゅうどうぐも

たいふうがくる

おもしろ科学実験室

さとうとしお

じしゃくのふしぎ

ちょこっとできるびっくりあそび

なぜ？の図鑑　科学マジック

やさしくわかる星とうちゅうのふしぎ 

もしも宇宙でくらしたら
マックス宇宙ステーションへ行く

ちきゅう（ブライアン・カラス）

NHKカガクノミカタ

ようこそ！理科レストラン

なぜ？の図鑑　宇宙

理科をたのしく！　光と音の実験工作

齋藤孝のどっちも得意になる!理科×国語

太陽のひみつシリーズ

月のひみつシリーズ

風船で宇宙を見たい！

ジュニア空想科学読本

雲と天気大事典
おもいの？かるいの？

社会
かわ

おっかなどうぶつえんのちず

ぼくらの地図旅行
発見しよう!つくってみよう!まちの地図
日本全国行ってみたいなあんな町こんな町

はじめてのアクティブ・ラーニング社会の？を探検
日本地理データ年鑑

日本全国おみやげ図鑑

調べてみよう都道府県の特産品
統計と地図の見方・使い方
黄門さまの社会科クイズ

齋藤孝のどっちも得意になる!社会×理科
シリーズ見てみよう・考えよう！子ども大学

いくらかな？社会がみえるねだんのはなし
絵で見る　日本の歴史

西郷隆盛

英語

エリック・カールの えいごがいっぱい

ひとまねこざるのＡＢＣ
ババールのＡ・Ｂ・Ｃ

ABCうさぎ
たのしいＡＢＣ
おやすみなさいABC

アラン・グレのABCえほん
はじめてのさがしておぼえるえいごのことば

写真英語ずかん
これって英語でなんていうの?

くまさんくまさんなにみてるの？　（英語でもよめる）
はらぺこあおむし　（英語でもよめる）

月ようびはなにたべる?　（英語でもよめる）

シチュエーション別小学校英語ゲーム大百科
47都道府県かんたん英語でふるさと紹介

よかったねネッドくん　英文つき
英語でもよめる　じぶんだけのいろ

英語でもよめる　スイミー

まなびのたね　全教科分リスト



音楽

どどどどど
こぶたのまーち

またもりへ
パピプペポーおんがくかい

森のおくりもの
ふしぎなバイオリン

まほうのふえ
ちいさなたいこ

ネコとクラリネットふき
ぶたのめいかしゅローランド

３人のちいさな人魚
いたずらトロルと音楽隊
うたがみえるきこえるよ

バラライカねずみのトラブロフ
ピアノはっぴょうかい

60秒のきせき
ハーモニカのめいじんレンティル
野はらの音楽家マヌエロ

くまの楽器店

セロひきのゴーシュ
バレエをおどりたかった馬

クラシックバレエおひめさま物語
バレエ物語集

チェロの木
おんがくねずみジュラルディン
105にんのすてきなしごと

音楽をもっと好きになる本
バレエなんて、きらい

ピアノをきかせて
四重奏デイズ

天才コオロギ ニューヨークへ
歌うねずみウルフ

図工

ジブリルのくるま
ダニエルの絵
まほうのえのぐ

なにができるかな？

こんにちは あかぎつね！
いろいろへんないろのはじまり

ペペットのえかきさん
なにをかこうかな
えかきうたのほん

くれよんのはなし
あそびえかきうた　（全３巻）

ケイティのふしぎ美術館　（全１０巻）

小学館あーとぶっく

新やさしいこうさく
やさしい行事のこうさく

うごくおもちゃをつくろう！
リサイクル工作であそぼう！手づくりおもちゃ２００ 

かんたん！あそべる！おもちゃこうさく
ちょこっとできるびっくり！工作 

かわいいパッケージクラフト 
絵くんとことばくん

発想力が豊かになるおえかきアート
しぜんのかたち　せかいのかたち

ももいろのきりん

紙人形のぼうけん

おはなし名画シリーズ

かんたんレベルアップ絵のかきかた 
きょうからアーティスト

絵をかこう！
クローディアの秘密

若冲
石の神

光草
マリアンヌの夢

家庭科

しろくまちゃんのホットケーキ

サンドイッチサンドイッチ

のりまき
ぱんやさん

あれこれたまご

ホットケーキできあがり

からすのパンやさん

なぞのプーカ

せかいでさいしょのポテトチップス

ボタン
おはなしのもうふ

ひとりでできるかな？はじめての

きみもなれる！家事の達人
火もほうちょうもつかわない

わかったさんとおかしをつくろう！

こまったさんのレシピブック 

こまったさん

わかったさん
ルルとララ

おかあさんになったつもり

アリクイ

まこちゃんのおるすばん

ようふくなおしのモモーヌ

カーニバルのおくりもの

エングラシア

かわいくつくっちゃおう！かんたんクッキング１２か月

ルルとララ
１５分でカフェごはん

ポリ袋で作るお弁当

ミシンなしでかんたん！季節の手芸

かんたん!かわいい!はじめての手芸

男子☆弁当部

まほうつかいのチョコレートケーキ

引き出しの中の家

体育

おやおやおやさい

できるかな？あたまからつまさきまで
むしたちのうんどうかい
さかさことばでうんどうかい
およぐ

たろうめいじんのたからもの
とらねこさんおはいんなさい

マドレンカのサッカーだいすき

ボールのまじゅつしウィリー
夢はワールドカップ
野球場の一日

うんどうの絵本

ちびっこ大せんしゅ
しっぱいにかんぱい！
しゅくだいさかあがり
しゅくだい大なわとび

しゅくだいとびばこ
しゅくだいクロール

しゅくだいかけっこ

スポーツのおはなし
まっしょうめん
エルシー・ピドックゆめでなわとびをする

運動能力アップのコツ
きょうから体育が好きになる！
絵とＤＶＤでわかるスポーツルールとテクニック 
キミも運動ができるようになる

キミはもっと速く走れる！

クイズでスポーツがうまくなる
スクール鬼ごっこ
こどもチャレンジ
こどもスポーツ

なわとび「スゴ技」コレクション
スポーツ感動物語

栄光のメダル

チームふたり
ナイスキャッチ！
バッテリー

バドミントン★デイズ
まっしょうめん！

キャプテンはつらいぜ
走れ、セナ！



道徳

ともだち

せかいのひとびと
ありがとうのきもち

75億人のひみつをさがせ!

ひみつのきもちぎんこう
一さつのおくりもの
ココロ屋

シールの星
ひとりひとりのやさしさ

ローザ

たいせつなこと
おもいやりの絵本
みんなで道トーク！

学校では教えてくれないピカピカ自分みがき術
白熱道徳教室

生きるための「正義」を考える本
どう解く？
窓をひろげて考えよう

新しい心のバリアフリーずかん
「お手伝いしましょうか？」うれしかった、そのひとこと

１０歳の質問箱

見つけよう！ぼくの、わたしの、座右の銘
ヤクーバとライオン
きみの行く道

なんだろうなんだろう


