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小・中学校の障害児学級及び盲・ろう・養護学校の小・中学部で 

使用する学校教育法第１０７条の規定による教科用図書について 

 

 

 小・中学校の障害児学級及び盲・ろう・養護学校の小・中学部で使用する教

科用図書は，文部科学大臣の検定を経た教科用図書（以下「検定済教科書」と

いう。），文部科学大臣が著作の名義を有する教科用図書（以下「著作教科書」

という。）及び学校教育法第１０７条の規定による教科用図書（以下「１０７

条図書」という。）である。 

 

 １０７条図書の使用は次の場合に限られる。 

①  小・中学校の障害児学級で特別の教育課程を編成する場合に検定済教科書

を使用することが適当でない場合（関連法令：学校教育法施行規則第７３条

の１９，第７３条の２０） 

② 盲・ろう・養護学校の小・中学部において，検定済教科書又は著作教科書

のない場合（関連法令：学校教育法施行規則第７３条の１６第２項） 

③ 盲・ろう・養護学校の小・中学部において，重複障害を有する児童生徒に

ついて特別の教育課程を編成する場合に，検定済教科書又は著作教科書を使

用することが適当でない場合（関連法令：学校教育法施行規則第７３条の１２） 
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小・中学校の障害児学級及び盲・ろう・養護学校の小・中学部で使   

用する教科用図書のうち，学校教育法第１０７条の規定による教科用

図書の「選定資料」について 

 

 

 この資料は，学校教育法第１０７条の規定による図書について，次の観点に基づいて

調査・研究を行い，特徴を一覧表にしたものである。 

 なお，盲学校，聾学校及び養護学校学習指導要領に示している教科順に記載した「教

科別一覧」及び「一般図書一覧」に記載している発行者順に記載した「発行者別一覧」

を作成した。詳細は，「発行者別一覧」に示した。 

 

１ 内容の特徴・程度 

 ○  児童生徒の生活に結び付いた学習活動が展開できるような分かりやすい内容であり，

学習指導要領に示されている各教科の目標・内容と適合しているか。 

 ○  児童生徒の障害の状態及び発達段階に適合した内容であるか。 

２ 構成・配列・分量 

 ○  児童生徒の興味・関心を高める構成・配列・分量となっているか。 

 ○  内容が系統的・段階的に配列されており，無理なく学習することができるか。 

３ 表現・表記 

 ○  絵や文字，配色等が児童生徒の興味・関心を高めるとともに，内容を理解しやすいよ

う工夫されているか。 

４ 印刷・製本 

 ○  紙質や装丁，大きさは扱いやすく丈夫であるか。 

 

 記載にあたっては，次のことに留意した。 

○ 「番号」は，今回，調査・研究を行った図書に「平成１９年度用一般図書一覧」（以

下，「一般図書一覧」と記載）に収録している発行者・図書順に通し番号をつけた。 

○ 「発行者」は，次ページに示しているように略称で記載した。 

○ 「書名」は「一般図書一覧」に記載している図書名を記載した。 

○ 「著者」は，「○○え（絵），○○ぶん（文）」とある場合は，両方とも記載した。

音楽の図書や図鑑などで著者名がない場合は，編集者名や監修者名を「○○編集」「○

○監修」と記載した。著者等が多数の場合は，図書に記載している最初の１名の氏名

を記載し「○○他」とした。 

○ 「定価」は，図書に記載している価格を記載した。 

○ 「内容の特徴・程度」に示している発達段階は，原則，図書に記載しているものを

示した。 

○ 「構成・配列・分量」に示しているページ数は，ページ数が記載されていない図書

の場合，中表紙から話の終わりまでとした。 

○ 「表現・表記」の文字の書体及び大きさは，１冊の本の中に複数の書体あるいは複

数の大きさがある場合は，その本の代表的な書体及び大きさを記載した。なお，文字

の書体及び大きさの代表的なものを資料として示す。 

○ 「印刷・製本」では，図書の大きさを「たて（ｍｍ）×よこ（ｍｍ）」（５ｍｍ単

位）で示した。 

○ 「教科」において，複数の教科を示しているものについては，当該図書がより主た

る教材となると判断した教科順に記載した。 

○ 「発行年」は図書に記載している年を元号表記した。なお，記載のない図書につい

ては発行者に照会し記載した｡ 
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 ○ 発行者の略称等 
発行者 
コード 

略 称 発 行 者 
発行者
コード

略 称 発 行 者 

01-1 あかね書房 株式会社あかね書房 17-1 チャイルド本社 株式会社チャイルド本社 

02-1 岩崎書店 株式会社岩崎書店 20-1 童心社 株式会社童心社      

04-1 絵本館 株式会社絵本館 20-2 ドレミ楽譜出版社 
株式会社ドレミ楽譜出版
社 

05-1 大阪教育図書 大阪教育図書株式会社 20-3 東京書店 株式会社東京書店 

06-1 偕成社 株式会社偕成社 20-4
戸田デザイン研究
室 

有限会社戸田デザイン研
究室 

06-2 学習研究社 株式会社学習研究社 20-5 同成社 株式会社同成社 

07-1 教学研究社 株式会社教学研究社 21-1 永岡書店 株式会社永岡書店 

07-2 金の星社 株式会社金の星社 27-1 ひかりのくに ひかりのくに株式会社 

08-1 くもん出版 株式会社くもん出版 27-2 評論社 株式会社評論社 

08-2 グランまま社 株式会社グランまま社 27-3
ひさかたチャイル
ド 

株式会社ひさかたチャイ
ルド 

08-4 グラフ社 株式会社グラフ社 27-4 PHP 研究所 株式会社 PHP 研究所 

10-1 講談社 株式会社講談社 28-1 福音館書店 株式会社福音館書店 

10-2 好学社 株式会社好学社 28-2 婦人之友社 株式会社婦人之友社 

10-3 国土社 株式会社国土社 28-3 ブロンズ新社 株式会社ブロンズ新社 

10-4 こぐま社 株式会社こぐま社 28-4
文化学園文化出版
局 

学校法人 文化学園文化
出版局 

10-5 小峰書店 株式会社小峰書店 28-6 文研出版 文研出版 

11-1 さ・え・ら書房 株式会社さ・え・ら書房 28-7 福村出版 福村出版株式会社 

11-4 三省堂 株式会社三省堂 28-8 フレーベル館 株式会社フレーベル館 

12-2 小学館 株式会社小学館 28-9 ぶどう社 株式会社ぶどう社 

12-7 
女子栄養大学出版
部 

女子栄養大学出版部 29-1 平凡社 株式会社平凡社 

12-8 ジュラ出版局 株式会社ジュラ出版局 30-2 ポプラ社 株式会社ポプラ社 

12-9 
ジャパンクッキン
グセンター 

株式会社ジャパンクッキ
ングセンター 

30-4 保育社 株式会社保育社 

13-2 鈴木出版 鈴木出版株式会社 32-1 民衆社 株式会社民衆社 

14-3 育成会 全日本手をつなぐ育成会 33-2 むさし書房 株式会社むさし書房 

14-4 成美堂出版 成美堂出版株式会社 38-1 幼年教育出版 幼年教育出版株式会社 

14-5 世界文化社 株式会社世界文化社 39-1 らくだ出版 らくだ出版株式会社 

15-2 総合科学出版 株式会社総合科学出版 40-1 理論社 株式会社理論社 

16-3 大日本絵画 株式会社大日本絵画 57-2 教育芸術社 株式会社教育芸術社 

16-4 太郎次郎社 株式会社太郎次郎社    
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調査研究を行った図書の一覧 

 

番号 
発行者 

コード 
発行者 

図書 

コード 
図書名 

1 ０７－１ 教学研究社 ００４ 絵を見て学ぶこどもの英語１ 

2 １４－４ 成美堂出版 ００４ 調べ学習に役立つ 日本の地図 

3 ２１－１ 永岡書店 ００７ お手本のうた付き！ どうよううたのえほん （８４２２）

4 Ｂ０９ 幼児絵本シリーズ やさいのおなか 

5 

２８－１ 福音館書店 

Ｇ０９ 科学シリーズ つくるたのしみ あそびのレシピ 

6 ５７－２ 教育芸術社 ００３ ２訂版 歌はともだち 
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教 科 別 一 覧 
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生活     

発行者 
コード 

発行者 
図書 

コード 
図書名 発達年齢 

２８－１ 福音館書店 Ｂ０９ 幼児絵本シリーズ やさいのおなか 小学生向 

     

社会     

発行者 
コード 

発行者 
図書 

コード 
図書名 発達年齢 

１４－４ 成美堂出版 ００４ 調べ学習に役立つ 日本の地図 小学校４年生～ 

     

音楽     

発行者 
コード 

発行者 
図書 

コード 
図書名 発達年齢 

２１－１ 永岡書店 ００７ 
お手本のうた付き！ どうよううたのえほん

（８４２２） 
１歳～ 

５７－２ 教育芸術社 ００３ ２訂版 歌はともだち ３歳～ 

     

図画工作     

発行者 
コード 

発行者 
図書 

コード 
図書名 発達年齢 

２８－１ 福音館書店 Ｇ０９ 
科学シリーズ つくるたのしみ あそびのレ

シピ  
５歳～ 

     

英語     

発行者 
コード 

発行者 
図書 

コード 
図書名 発達年齢 

０７－１ 教学研究社 ００４ 絵を見て学ぶこどもの英語１ 小学生向 
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発 行 者 別 一 覧 
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番 号 １ ２ ３ 

発行者 教学研究社 成美堂出版 永岡書店 

図 書 

コード 
００４ ００４ ００７ 

書 名 
絵を見て学ぶ 

こどもの英語１ 

調べ学習に役立つ 

日本の地図 

お手本のうた付き！ 

どうよううたのえほん 

（８４２２） 

著 者 輝本小百合 著 江波戸昭 監修 笹沼香ほか 編集 

定 価 ６８０円（税別） ９８０円（税別） １，６００円（税別） 

内
容
の
特
徴
・
程
度 

「これは～です」という表

現からスタートしている。身

近な動物，虫，魚，乗物，や

さい，くだものなどのまとま

りごと，単語にイラストをそ

えて示している。原則として

１ページにつき４つの新しい

単語を示している。 

 

 

 小学生向 

 地図に写真やイラストを添

え，各地の名勝や代表的な史

跡，建物等を紹介している。

郷土ガイドで都道府県別の特

産品・祭り等を示し，各地域

の特色を説明文で示してい

る。 

 

 

 

 小学校４年生～ 

 よく知られている童謡をイ

ラストと歌詞，楽譜で示して

いる。ボタンを押すと，うた

やカラオケが流れる仕組みに

なっている。 

 

 

 

 

 

  １歳～ 

構
成
・
配
列
・
分
量 

左ページで習った新しい知

識を右ページでくりかえし練

習し，定着を図るよう構成し

ている。 

 

 

 

 

  ７０ページ 

前半は見開き２ページで，

各地域の地図を表記してい

る。後半は１つの地域につき

「 〇 〇 地 方 の 地 形 と 自 然 」

「〇〇地方のようす」「〇〇

地方めぐり」という３種類の

観点で構成している。 

 

  ８１ページ 

「ぞうさん」「はるがきた」な

どの１６曲の童謡で構成して

いる。１６分割のパネルが曲

の選択のボタンとなってい

る。音声装置の２つのボタン

で，「うた」と「カラオケ」に

切り替わる。 

 

   ３５ページ 

表
現
・
表
記 

アルファベット，平仮名，

片仮名，やさしい漢字及びモ

ノクロのイラストで表記して

いる。 

 

 横書き 

 ゴシック体 

 １３～３６ポイント 

写真やイラスト，図表など

多彩な表現方法を用いて表記

している。漢字を使用してい

るが，すべてふりがなをつけ

ている。 

 横書き 

 ゴシック体 

 ７～３６ポイント 

平仮名と片仮名，イラスト

で表記している。 

 

 

 

横書き，縦書き 

 丸ゴシック体 

  １０～３６ポイント 

印
刷
・
製
本 

表紙は薄いが，紙質，装丁

ともに耐久性がある。 

 

 

 左開き 

 ２６０ｍｍ×１８５ｍｍ 

 表紙は薄いが，紙質，装丁

ともに耐久性がある。 

 

 

 左開き 

 ２６０ｍｍ×１８５ｍｍ

厚みのある表紙でボックス

状に製本されている。 

紙質は耐久性がある。 

 

左開き 

 ２１０ｍｍ×１５０ｍｍ

教 科 英語 社会 音楽 

発行年 記載なし（平成元年） 平成１８年 平成１５年 
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番 号 ４ ５ ６ 

発行者 福音館書店 福音館書店 教育芸術社 

図 書 

コード 
Ｂ０９ Ｇ０９ ００３ 

書 名 
幼児絵本シリーズ 

やさいのおなか 

科学シリーズ 

つくるたのしみ 

あそびのレシピ 

２訂版 

歌はともだち 

著 者 きうちかつ 作・絵 鈴木洋子ほか 著 教芸音楽研究グループ 編 

定 価 １，０００円（税別） １，６００円（税別） ３６２円（税別） 

内
容
の
特
徴
・
程
度 

身近にある野菜の切断面に

着目し，「これなあに」とい 

うＱ＆Ａ形式で示している。 

形に着目させるための切断面

のモノクロのイラストと，カ

ラーのイラスト，全形のイラ

ストの３種類で示している。 

 

 

３歳～ 

 身近にある素材を使って制

作できる作品を取り上げてい

る。写真とイラストで制作の

工程をわかりやすく示してい

る。 

 

 

 

 

５歳～ 

 運動会，遠足等で歌う歌，

季節の歌などを取り上げ，そ

の楽譜と歌詞を示している。

リコーダーで吹いたり，合奏

したりする曲を取り上げ，楽

譜と歌詞を示している。 

 

 

 

  小学生向 

構
成
・
配
列
・
分
量 

１つの野菜を見開き２ペー

ジの合計４ページずつで示す

よう構成している｡１１種類

の野菜を取り上げている｡ 

 

 

 

 ４７ページ 

多くの作品が，見開き２ペ

ージで制作工程を示すよう構

成している。２８作品を取り

上げている。 

 

 

 

 ７１ページ 

 １曲が１ページ又は見開き

２ページで楽譜と歌詞を示す

よう構成している，５０音順

に１６４曲の楽譜と歌詞を配

列している。 

 

 

  １７６ページ 

表
現
・
表
記 

イラストと平仮名で表記し

ている。 

 

 

 

 

 横書き 

 丸ゴシック体 

 １６～３６ポイント 

写真やイラストを活用して

いる。漢字を使用しているが，

ふりがなをつけている。 

 

 

 

 横書き 

 丸ゴシック体 

 ８～３０ポイント 

歌詞は平仮名と片仮名で表

記している。楽譜はコードネ

ームや強弱記号をつけてい

る。イラストを表記したペー

ジもある。 

 

横書き 

 明朝体 

  ８～１６ポイント 

印
刷
・
製
本 

表紙は厚手で丈夫である。 

紙質は耐久性がある。 

 

 左開き 

 １９０ｍｍ×１９０ｍｍ 

 表紙は厚手で丈夫である。

 紙質は耐久性がある。 

 

 左開き 

 ２５５ｍｍ×２３５ｍｍ

表紙は薄手である。 

 

 

左開き 

 １８５ｍｍ×１３０ｍｍ

教 科 生活 図画工作 音楽 

発行年 平成９年 平成１６年 平成１５年 



○０１－１ あかね書房 Ａ０１ もじのえほん　あいうえお 昭和 49
あかね書房 Ａ０２ もじのえほん　かたかなアイウエオ 昭和 53
あかね書房 Ａ０３ もじのえほん　かんじ（１） 昭和 55
あかね書房 Ａ０４ もじのえほん　かんじ（２） 昭和 56
あかね書房 Ｂ０２ 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 昭和 53
あかね書房 Ｂ０３ あかねえほんシリーズ　えほん　えかきうた 昭和 56
あかね書房 Ｅ０１ けんちゃんとあそぼう１　のってのって 昭和 57
あかね書房 Ｅ０３ けんちゃんとあそぼう３　まねっこまねっこ 昭和 57
あかね書房 ＦＯ２ くりのきえんのおともだち２　あしたえんそくだから 昭和 57
あかね書房 Ｇ04 からだのえほん４　からだにもしもし 昭和 60
あかね書房 Ｈ０１ かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち 平成 3
あかね書房 Ｈ０２ かばくん・くらしのえほん２　かばくんのおかいもの 平成 3
あかね書房 Ｉ０１ 村上勉の学習えほん　あそぼうあそぼう　あいうえお 昭和 60
あかね書房 Ｉ０２ 村上勉の学習えほん　おかあさんだいすき１，２，３ 昭和 61
あかね書房 Ｉ０３ 村上勉の学習えほん　ことばのえほんＡＢＣ 昭和 63
あかね書房 Ｉ０５ 村上勉の学習えほん　かたかなえほん　アイウエオ 平成 4
あかね書房 I０６ 村上勉の学習えほん　えいごえほん　ぞうさんのピクニック 平成 5
あかね書房 Ｉ０７ 村上勉の学習えほん　えいごえほん　ぞうさんがっこうにいく 平成 6
あかね書房 ００１ 単行本　さわってあそぼう ふわふわあひる 平成 10

○０２－１ 岩崎書店 Ａ０６ あそびの絵本６　ねんどあそび 昭和 50
岩崎書店 Ａ０７ あそびの絵本７　クレヨンあそび 昭和 51
岩崎書店 Ａ０８ あそびの絵本８　紙ねんどあそび 昭和 51
岩崎書店 Ａ０９ あそびの絵本９　はつめいおもちゃ 昭和 51
岩崎書店 Ａ１０ あそびの絵本１０　草花あそび 昭和 51
岩崎書店 Ａ１４ あそびの絵本１４　お料理あそび 昭和 54
岩崎書店 Ａ１７ あそびの絵本１７　えのぐあそび 昭和 54
岩崎書店 Ａ２１ あそびの絵本２１　きりがみあそび 昭和 56
岩崎書店 Ａ２３ あそびの絵本２３　えかきあそび 昭和 56
岩崎書店 Ａ２８ あそびの絵本２８　絵かきうたあそび 昭和 57
岩崎書店 Ｂ０１ 知識の絵本１　ちずあそび 昭和 55
岩崎書店 Ｂ０３ 知識の絵本３　ひとのからだ 昭和 59
岩崎書店 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 平成 7
岩崎書店 Ｅ０１ 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本 昭和 54
岩崎書店 Ｅ０２ 五味太郎のことばとかずの絵本　絵本ＡＢＣ 昭和 54
岩崎書店 Ｅ０３ 五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお 昭和 54
岩崎書店 Ｅ０４ 五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本 昭和 60
岩崎書店 Ｅ０５ 五味太郎のことばとかずの絵本　すうじの絵本 昭和 60
岩崎書店 Ｆ０４ 絵本図鑑シリーズ４　林と虫たちの一年 昭和 62
岩崎書店 Ｆ０８ 絵本図鑑シリーズ８　やさいのずかん 平成 1
岩崎書店 Ｆ１２ 絵本図鑑シリーズ１２　のはらずかん　-野の花と虫たち- 平成 4
岩崎書店 Ｇ１２ ひとりでてきる手づくりＢＯＸ１２ しぜんで工作しよう 平成 12

○０４－１ 絵本館 Ａ０９ 五味太郎の絵本９　いろ 昭和 56
絵本館 Ａ１０ 五味太郎の絵本１０　かたち 昭和 56
絵本館 Ｄ０２ 五味太郎・ことばとかずのえほん かずのえほん１・２・３ 平成 4

○０５－１ 大阪教育図書 ００１ からだで学ぶ英語教室 昭和 51

○０６－１ 偕成社 Ａ０１ 文字と数の本　（すぎたゆたか）どうぶつあいうえお 昭和 45
偕成社 Ａ０２ 文字と数の本　(エリック・カールの絵本）１，２，３どうぶつえんへ 昭和 54
偕成社 Ａ０４ ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろ　あいうえお 平成 5
偕成社 Ｄ０１ ノンタンあそぼうよ１　ノンタンぶらんこのせて 昭和 55
偕成社 Ｄ０２ ノンタンあそぼうよ２　ノンタンおやすみなさい 昭和 55
偕成社 Ｄ０８ ノンタンあそぼうよ８　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう 昭和 55
偕成社 Ｄ０９ ノンタンあそぼうよ９　ノンタンのたんじょうび 昭和 58
偕成社 Ｆ０１ 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 平成 14
偕成社 Ｈ０１ 日本むかし話　おむすびころりん 昭和 53
偕成社 Ｊ０４ 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？ 昭和 58
偕成社 Ｊ０５ 子どもの健康を考える絵本５　こんなときどうするの？ 昭和 58
偕成社 Ｏ０１ 五味太郎・言葉図鑑１　うごきのことば 昭和 60
偕成社 Ｏ０３ 五味太郎・言葉図鑑３　かざることば（Ａ） 昭和 61
偕成社 Ｏ０５ 五味太郎・言葉図鑑５　つなぎのことば 昭和 61
偕成社 Ｏ０６ 五味太郎・言葉図鑑６　くらしのことば 昭和 61
偕成社 Ｏ１０ 五味太郎・言葉図鑑１０　なまえのことば 昭和 63
偕成社 Ｐ０２ 赤ちゃん版ノンタン２　ノンタンもぐもぐもぐ 昭和 62
偕成社 Ｑ０３ 子どもの生活３　マナーをきちんとおぼえよう！ 平成 1
偕成社 Ｑ０６ 子どもの生活６　じょうぶなからだになれるよ！ 平成 2
偕成社 Ｒ０１ あかゃんのあそびえほん１　ごあいさつあそび 平成 1
偕成社 Ｒ０２ あかゃんのあそびえほん２　いないいないばああそび 平成 1
偕成社 Ｒ０３ あかゃんのあそびえほん３　いただきますあそび 平成 3
偕成社 Ｒ０４ あかゃんのあそびえほん４　ひとりでうんちできるかな 平成 3

初版年発行者コード 発行者 図書コード 図書名
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偕成社 Ｒ０５ あかゃんのあそびえほん５　うごくにんぎょうあそび 平成 3
偕成社 Ｒ０６ あかゃんのあそびえほん６　いいおへんじできるかな 平成 4
偕成社 Ｓ０１ 安全のしつけ絵本１　きをつけようね 昭和 63
偕成社 Ｔ０１ エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし 昭和 51
偕成社 Ｔ０２ エリック・カールの絵本　うたがみえるきこえるよ 昭和 56
偕成社 Ｔ０３ 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 平成 2
偕成社 Ｔ０４ エリック・カールの絵本　くまさんくまさんなにみてるの？ 平成 10
偕成社 Ｔ０５ 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 平成 4
偕成社 Ｔ０６ エリック・カールの絵本　月ようびはなにたべる？ 平成 9
偕成社 Ｕ０１ 五味太郎の絵本　わにさんどきっ　はいしゃさんどきっ 昭和 59
偕成社 Ｖ０１ 五味太郎・しかけ絵本１　きいろいのはちょうちょ 昭和 58
偕成社 W０１ 木村裕一・しかけ絵本１　みんなみんなみーつけた 昭和 58
偕成社 Ｘ０１ 坂本廣子のひとりでクッキング１　朝ごはんつくろう！ 平成 5
偕成社 Ｘ０２ 坂本廣子のひとりでクッキング２　昼ごはんつくろう！ 平成 5
偕成社 Ｙ０１ ともだちだいすき２　おべんとうなあに？ 平成 4
偕成社 Ｚ０１ 子どものマナー図鑑１　ふだんの生活マナー 平成 12
偕成社 Ｚ０３ 子どものマナー図鑑３　でかけるときのマナー 平成 12
偕成社 ００３ うつくしい絵 昭和 55
偕成社 ００４ うたのパレット 平成 12

○０６－２ 学習研究社 Ｃ０３ はっけんずかん　のりもの 昭和 59
学習研究社 Ｅ０１ 新訂版　学研の英語ずかん１　おもしろかいわ１　－ひとくち表現集－ 平成 12
学習研究社 Ｅ０２ 新訂版　学研の英語ずかん２　おもしろかいわ２　－場面別表現集－ 平成 12
学習研究社 Ｇ０２ あそびのおうさま　ぬるほん 平成 9
学習研究社 Ｇ０４ あそびのおうさま　はるほん 平成 10
学習研究社 Ｇ０７ あそびのおうさま　はじめてぬるほん 平成 11
学習研究社 Ｈ０１ ＣＤつきえほん　あそびうた 平成 12
学習研究社 Ｈ０２ ＣＤつきえほん　えいごのうた 平成 12
学習研究社 Ｉ０１ あそびのおうさまずかん１　からだ 平成 12
学習研究社 Ｉ０７ あそびのおうさまずかん７　たべもの 平成 12
学習研究社 Ｉ０８ あそびのおうさまずかん８　もののなまえ 平成 12
学習研究社 Ｉ１２ あそびのおうさまずかん１２　リサイクルこうさく 平成 13
学習研究社 Ｋ０１ おうさまのたからばこ　スタンプポン 平成 14
学習研究社 Ｌ１２ ニューワイド学研の図鑑１２ 人のからだ 平成 12

○０７－１ 教学研究社 ００１ 新訂　絵で楽しくおぼえる　こどもの英会話 昭和 54
教学研究社 ００２ よくわかる英語勉強室　ＡＢＣマイイングリッシュ　＜絵とことばでたのしく学ぶ＞ 昭和 57
教学研究社 ００４ 絵を見て学ぶこどもの英語Ⅰ 平成 1

○０７－２ 金の星社 Ｂ０１ あかちゃんとおかあさんの絵本　ハティちゃんのあ・い・う・え・お 昭和 55
金の星社 Ｂ０２ 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 昭和 55
金の星社 Ｂ０３ 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 昭和 55
金の星社 Ｂ０４ あかちゃんとおかあさんの絵本　このいろなあに 昭和 56
金の星社 Ｃ０１ こどものくに傑作絵本　ふうせんまってー 昭和 55
金の星社 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？ 平成 6
金の星社 Ｆ０１ ひとりでできるもん１　たのしいたまご料理 平成 5
金の星社 Ｆ０４ ひとりでできるもん４　うれしいごはん，パン，めん料理 平成 5
金の星社 Ｆ０５ ひとりでできるもん５　すてきなおかし作り 平成 5
金の星社 Ｆ０６ ひとりでできるもん６　だいすきおやつ作り 平成 6
金の星社 Ｆ１０ ひとりでできるもん１０　おしゃれなおかし作り 平成 6
金の星社 G ０１ じどうしゃえほん　はたらくじどうしゃ 平成 8
金の星社 Ｈ０２ ＮＨＫ・新ひとりでできるもん！　リサイクルでつくっちゃおう 平成 12
金の星社 Ｉ０６ こねこちゃんえほん６　かぜひいちゃった 昭和 60
金の星社 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？ 平成 6

○０８－１ くもん出版 Ａ０２ くもん式の　「そろそろお子さまに」えんぴつひらがな 平成 16
くもん出版 Ａ０３ くもん式の　ひらがなおけいこ 平成 16
くもん出版 Ａ０４ くもん式の　やさしいひらがな１集 平成 16
くもん出版 Ａ０５ くもん式の　カタカナおけいこ 平成 16
くもん出版 Ａ０６ くもん式の　漢字おけいこ 平成 16
くもん出版 Ａ１０ くもん式の　はじめてのひらがな1集 平成 16
くもん出版 Ｂ０１ くもんのせいかつ図鑑　たべものカード 平成 8
くもん出版 Ｂ０２ くもんのせいかつ図鑑　くだものやさいカード 平成 8
くもん出版 Ｂ０６ くもんのせいかつ図鑑　お店カード 平成 10
くもん出版 Ｂ０７ くもんのせいかつ図鑑　生活道具カード 平成 10
くもん出版 Ｃ０１ くもんの　書き方カード　「ひらがな」 平成 10
くもん出版 Ｄ０１ くもん式の　ひらがなカード 平成 7
くもん出版 Ｄ０２ くもんの　とけいカード 平成 7

○０８－２ グランまま社 ００１ ぼくとわたしのせいかつえほん 昭和 62
グランまま社 ００２ うたえほん 昭和 63
グランまま社 ００３ うたえほんⅡ 平成 1
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グランまま社 ００６ つちだよしはるの絵本 ことばえほん 平成 4

○０８－４ グラフ社 Ａ０１ マイライフスリーズ５３２ 親子で作る手作りおやつ 平成 13

○１０－１ 講談社 Ｈ０５ 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 平成 9

○１０－２ 好学社 Ａ０１ レオ・レオニの絵本 スイミー 昭和 54

○１０－３ 国土社 Ａ１３ なぜなぜはかせのかがくの本１３　だいどころはじっけんしつ 昭和 54
国土社 Ｂ０９ たのしい図画工作９　うごくおもちゃ 平成 8
国土社 Ｂ１４ たのしい図画工作１４　こすりだし・すりだし 平成 8
国土社 Ｂ１６ たのしい図画工作１６　ちぎり紙・きり紙・はり絵 平成 8
国土社 Ｃ０４ うたのえほん４　コンコンクシャンのうた 平成 6
国土社 ００１ 国土社の図工えほん８ 紙そめ 昭和 55

○１０－４ こぐま社 Ｂ０１ こぐまちゃん絵本第１集　こぐまちゃんおはよう 昭和 45
こぐま社 Ｂ０２ こぐまちゃん絵本第１集　こぐまちゃんとどうぶつえん 昭和 45
こぐま社 Ｂ０３ こぐまちゃん絵本第２集　こぐまちゃんのみずあそび 昭和 46
こぐま社 Ｂ０５ こぐまちゃん絵本第３集　しろくまちゃんのほっとけーき 昭和 47
こぐま社 Ｃ０１ ぷうとぴょんの絵本　おんなじおんなじ 昭和 43
こぐま社 Ｃ０２ ぷうとぴょんの絵本　なにしてる　なにしてる 昭和 53
こぐま社 Ｄ０１ ことばあそびのえほん　ぶたたぬききつねねこ 昭和 53
こぐま社 Ｅ０１ 別冊こぐまちゃんえほん　さよならさんかく 昭和 54
こぐま社 Ｆ０２ 馬場のぼるの絵本　１１ぴきのねこ 昭和 42
こぐま社 Ｇ０１ 創作絵本シリーズ かおかおどんなかお 昭和 63

○１０－５ 小峰書店 Ｂ０１ たのしい理科工作　りかのこうさく１年生 昭和 55
小峰書店 Ｃ０１ くまたんのはじめてシリーズ１　よめるよよめるよあいうえお 昭和 62
小峰書店 Ｃ０２ くまたんのはじめてシリーズ２　おいしいおいしい１・２・３ 昭和 62
小峰書店 Ｅ１９ のりものえほん（しゃしん・ずかん）　あたらしい関西のでんしゃずかん 平成 6
小峰書店 Ｆ０４ あたらしいのりものずかん４　東京パノラマたんけん 平成 8
小峰書店 ００１ 単行本　リサイクル工作ずかん 平成 5

○１１－１ さ・え・ら書房 Ｃ０１ たのしい工作教室　たのしいこうさくきょうしつ１ 昭和 57
さ・え・ら書房 Ｃ０５ たのしい工作教室　だんぼーるのたのしい工作教室 昭和 57
さ・え・ら書房 Ｃ０８ たのしい工作教室　木のぞうけい教室 昭和 63
さ・え・ら書房 Ｄ０１ 母と子の手づくり教室　毛糸と布のたのしい手づくり教室 昭和 57
さ・え・ら書房 Ｄ０２ 母と子の手づくり教室　母と子のたのしい草木ぞめ１ 昭和 61
さ・え・ら書房 Ｄ０７ 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 平成 5

○１１－４ 三省堂 Ａ０３ こども　きせつのぎょうじ絵じてん 平成 10

○１２－２ 小学館 Ｂ０２ ２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん 平成 6
小学館 Ｂ０６ ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３ 平成 6
小学館 Ｂ１１ ２１世紀幼稚園百科１１　からだのふしぎ 平成 6
小学館 Ｌ０１ はじめてちずかんシリーズ１　ドラえもんのせかいちず 平成 5
小学館 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 平成 5
小学館 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 平成 6

○１２－７ 女子栄養大学出版部 ００１ 新・こどもクッキング 平成 10

○１２－８ ジュラ出版局 ００１ プータンいまなんじ？ 昭和 59
ジュラ出版局 ００２ ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん　あそぼ！ 平成 1
ジュラ出版局 ００４ プータンどこいくの？ 平成 2

ジャパンクッキングセンター ００１ ときには腕をふるってみよう 絵でわかるクッキング 平成 1

○１３－２ 鈴木出版 Ａ０５ 知育のえほん マークのずかん 平成 10

○１４－３ 全日本手をつなぐ育成会 Ａ０４ 自立生活ハンドブック４　からだ！！　げんき！？ 平成 8
全日本手をつなぐ育成会 Ａ０５ 自立生活ハンドブック５　ぼなぺてぃどうぞめしあがれ 平成 8
全日本手をつなぐ育成会 Ａ０９ 自立生活ハンドブック９　あたらしいほうりつの本 平成 12
全日本手をつなぐ育成会 Ａ１１ 自立生活ハンドブック１１ ひとりだち 平成 13

○１４－４ 成美堂出版 ００１ ピアノでおぼえるおんぶえほん　ドレミファおけいこ 平成 8
成美堂出版 ００２ はじめてのピアノえほん　ドレミのうた 平成 7
成美堂出版 ００３ 調べ学習に役立つ　世界の地図 平成 13
成美堂出版 ００４ 調べ学習に役立つ 日本の地図 平成 13

○１４－５ 世界文化社 Ａ０１ 写真でわかるなぜなにシリーズ１ どうぶつ 平成 7

○１５－２ 総合科学出版 ００１ わくわく木考作 ”楽しんで作れる木工作品集” 昭和 63

11



初版年発行者コード 発行者 図書コード 図書名

○１６－３ 大日本絵画 Ａ０１ メロデえほん ＩＣピアノえほん 四季のどうよう-１２カ月 平成 2

○１６－４ 太郎次郎社 Ａ０１ 漢字がたのしくなる本ワークシリーズ 漢字が楽しくなる本ワーク１　基本漢字あそび 平成 3
太郎次郎社 Ａ０２ 漢字がたのしくなる本ワークシリーズ 漢字が楽しくなる本ワーク２ 　159字のあわせ漢字 平成 4
太郎次郎社 Ｃ０３ 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 平成 8

○１７－１ チャイルド本社 ００１ ぬったりかいたり らくがきＢＯＯＫ 平成 8

○２０－１ 童心社 Ａ０１ かずのほん１　どっちがたくさん 昭和 53
童心社 Ａ０２ かずのほん２　０から１０まで 昭和 53
童心社 Ａ０３ かずのほん３　０から１０までのたしざんひきざん 昭和 53
童心社 Ｅ０２ かこさとし　からだの本２　たべもののたび 昭和 55
童心社 Ｆ０３ かこさとし　かがくの本３　たねからめがでて 昭和 55
童心社 Ｈ０１ １４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごはん 昭和 58
童心社 Ｈ０２ １４ひきのシリーズ　１４ひきのびくにっく 昭和 61
童心社 Ｈ０３ １４ひきのシリーズ　１４ひきのせんたく 平成 2
童心社 Ｉ０１ 絵本・ちいさななかまたち　はたけのともだち 昭和 59
童心社 Ｌ０１ ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも 平成 7
童心社 Ｌ０６ ピーマン村の絵本たち よーいどん！ 平成 10

○２０－２ ドレミ楽譜出版社 ００１ やさしい　こどものうたとあそび 昭和 58
ドレミ楽譜出版社 ００２ 保育名歌　こどものうた１００選 昭和 56

○２０－３ 東京書店 ００１ やさしくおれる たのしいおりがみ 昭和 56

○２０－４ 戸田デザイン研究室 ００１ 和英えほん 昭和 58
戸田デザイン研究室 ００２ １から１００までのえほん 昭和 61
戸田デザイン研究室 ００３ あいうえおえほん 昭和 57
戸田デザイン研究室 ００４ ＡＢＣえほん 平成 1
戸田デザイン研究室 ００５ にっぽん地図絵本 平成 3
戸田デザイン研究室 ００６ せかい地図絵本 平成 4
戸田デザイン研究室 ００７ よみかた絵本 平成 5
戸田デザイン研究室 ００８ ６つの色 昭和 60
戸田デザイン研究室 ００９ とけいのえほん 平成 7
戸田デザイン研究室 ０１０ 昆虫とあそぼう 平成 1

○２０－５ 同成社 Ａ０１ ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１　（ひらがなことば・文・文章の読み） 平成 1
同成社 Ａ０２ ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２　（かたかな・かん字の読み書き） 平成 1
同成社 Ａ０３ ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３　(文章を読む，作文・詩を書く） 平成 1
同成社 Ｂ０１ ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編１　（表象形成・音韻形成・発声・発音） 平成 1
同成社 Ｂ０２ ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編２　（ひらがなの読み書き） 平成 1
同成社 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） 平成 3
同成社 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） 平成 3
同成社 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） 平成 3
同成社 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） 平成 3
同成社 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） 平成 3

○２１－１ 永岡書店 ００４ ママとうたおうＩＣピアノ　やさしいメロディーピアノ　（Ｙ１４４） 平成 8
永岡書店 ００５ どうぶつサウンドえほん（ミニ）　（Ｙ１４９） 平成 8
永岡書店 ００６ たのしいメロディーえほん（ミニ)　（Ｙ１４２） 平成 7
永岡書店 ００７ お手本のうた付き どうよううたえほん （８４２２） 平成 15

○２７－１ ひかりのくに Ｂ０２ 認識絵本２　これなあに 昭和 49
ひかりのくに Ｂ０５ 認識絵本５　いくつかな 昭和 49
ひかりのくに Ｂ０７ 認識絵本７　みんななかま 昭和 49
ひかりのくに Ｂ１０ 認識絵本１０　おおきいちいさい 昭和 49
ひかりのくに Ｄ０１ ２０２シリーズ　たべもの２０２ 平成 4
ひかりのくに Ｆ０１ 改訂　みんなでうたおう　どうようえほん１ 昭和 63
ひかりのくに Ｆ０２ 改訂　みんなでうたおう　どうようえほん２ 昭和 63
ひかりのくに Ｆ０３ 改訂　みんなでうたおう　どうようえほん３ 昭和 63
ひかりのくに Ｆ０４ 改訂　みんなでうたおう　どうようえほん４ 昭和 63
ひかりのくに Ｉ０１ 改訂新版　体験を広げるこどものずかん１　どうぶつえん 平成 9
ひかりのくに Ｉ０４ 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 平成 9
ひかりのくに Ｉ０８ 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 平成 9
ひかりのくに 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 平成 9
ひかりのくに Ｊ０４ はじめてのずかん４　やさいとくだもの 平成 4
ひかりのくに Ｋ０９ 新装版　ＫＩＤＳ２１　（１２）　たべものひゃっか 平成 14
ひかりのくに Ｏ０１ たのしいてあそびうたえほん 平成 6
ひかりのくに Ｏ０２ どうようでおえかきできる　ＮＥＷ絵かきうたブック 平成 9
ひかりのくに Ｏ１２ 手あそび指あそび歌あそびブック１ 平成 8
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初版年発行者コード 発行者 図書コード 図書名

○２７－２ 評論社 Ａ０１ スカーリーおじさんの　はたらく人たち 昭和 54
評論社 Ｂ０１ しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？ 昭和 58
評論社 Ｂ２５ しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと 平成 2
評論社 Ｃ０１ ピーター・スピアーの絵本１ せかいのひとびと 昭和 57

○２７－３ ひさかたチャイルド Ａ０１ あかちゃんのための絵本　はみがきしゅわしゅわ 平成 2
ひさかたチャイルド Ｂ０１ 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 平成 4
ひさかたチャイルド Ｂ０２ ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの１・２・３ 平成 3
ひさかたチャイルド Ｃ０４ わらべきみかのスキンシップ絵本４　かたかな　アイウエオ 平成 13
ひさかたチャイルド Ｃ０５ わらべきみかのスキンシップ絵本５ かずのえほん 平成 14

○２７－４ ＰＨＰ研究所 Ａ０５ PHP子育てブックシリーズ５ かばおばさんのかぞえてかんたんかずあそび 平成 4

○２８－１ 福音館書店 Ｂ０１ あかちゃん絵本　どうぶつのおやこ 昭和 41
福音館書店 Ｂ０４ 幼児絵本シリーズ　（くまくんの絵本）　いただきまあす 昭和 55
福音館書店 Ｂ０５ 幼児絵本シリーズ　（くまくんの絵本）　こんにちは 昭和 55
福音館書店 Ｂ０６ 幼児絵本シリーズ　くだもの 昭和 56
福音館書店 Ｂ０７ 幼児絵本シリーズ　ずかん・じどうしゃ 昭和 56
福音館書店 Ｂ０８ 幼児絵本シリーズ　やさい 昭和 57
福音館書店 Ｅ０２ かがくのとも傑作集　たべられるしょくぶつ 昭和 47
福音館書店 Ｅ１３ かがくのとも傑作集　きゅうきゅうばこ 平成 1
福音館書店 Ｅ１４ かがくのとも傑作集　しんぶんしでつくろう 平成 1
福音館書店 Ｅ１５ かがくのとも傑作集　かみであそぼう　きる・おる 平成 1
福音館書店 Ｅ１６ かがくのとも傑作集　みんなうんち 平成 1
福音館書店 Ｅ１８ かがくのとも傑作集　かみコップでつくろう 平成 1
福音館書店 Ｅ１９ かがくのとも傑作集　平野レミのお料理ブック　-ひもほうちょうもつかわない 平成 4
福音館書店 Ｅ２０ かがくのとも傑作集　しゃぼんだまとあそぼう 平成 5
福音館書店 Ｆ０１ みるずかん・かんじるずかん　世界のあいさつ 平成 1
福音館書店 Ｇ０１ 科学シリーズ　昆虫 昭和 49
福音館書店 Ｇ０３ 科学シリーズ　地球 昭和 50
福音館書店 Ｇ０４ 科学シリーズ　道ばたの四季 昭和 59
福音館書店 Ｇ０５ 科学シリーズ　ぼくらの地図旅行 平成 1
福音館書店 Ｇ０６ 科学シリーズ　野の草花 昭和 57
福音館書店 Ｇ０７ 科学シリーズ　絵で見る日本の歴史 昭和 60
福音館書店 Ｇ０８ 科学シリーズ　どうぶつえんガイド 平成 7
福音館書店 Ｈ１３ こどものとも傑作集　ぞうくんのさんぽ 昭和 52
福音館書店 Ｈ２１ こどものとも傑作集　ぐりとぐら 昭和 38
福音館書店 Ｈ２２ こどものとも傑作集　しょうぼうじどうしゃじぷた 昭和 41
福音館書店 Ｈ２５ こどものとも傑作集　そらいろのたね 昭和 37
福音館書店 Ｈ２６ こどものとも傑作集　おおきなかぶ 昭和 41
福音館書店 Ｈ５６ こどものとも傑作集　はじめてのおつかい 昭和 52
福音館書店 Ｉ０１ 安野光雄の絵本　はじめてであうすうがくの絵本１ 昭和 57
福音館書店 Ｉ０２ 安野光雄の絵本　はじめてであうすうがくの絵本２ 昭和 57
福音館書店 Ｊ０１ 世界傑作絵本シリーズ　てぶくろ 昭和 39
福音館書店 Ｊ０２ 世界傑作絵本シリーズ　ブレーメンのおんがくたい 昭和 39
福音館書店 Ｊ０３ 世界傑作絵本シリーズ　三びきのやぎのがらがらどん 昭和 40
福音館書店 Ｋ０１ 日本傑作絵本シリーズ　おふろだいすき 昭和 57
福音館書店 Ｋ０２ 日本傑作絵本シリーズ　みんなであそぶわらべうた 昭和 62
福音館書店 Ｋ０３ 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！ 平成 7
福音館書店 Ｌ０１ みぢかなかがくシリーズ　町の水族館・町の植物園　-さかなやさんとやおやさん- 平成 7
福音館書店 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- 平成 9
福音館書店 Ｎ０１ ＤＯ！図鑑シリーズ　工作図鑑 平成 10
福音館書店 Ｂ０９ 幼児絵本シリーズ　やさいのおなか 平成 9
福音館書店 Ｇ０９ 科学シリーズ あそびのレシピ つくるたのしみ 平成 16

○２８－２ 婦人之友社 Ａ０１ よくみるよくきくよくする本　たべものとからだ 平成 15
婦人之友社 ００１ こどもがつくるたのしいお料理 昭和 54
婦人之友社 ００２ こどもがつくるたのしいお菓子 昭和 54

○２８－３ ブロンズ新社 Ａ０１ らくがき絵本  五味太郎５０％ 平成 2
ブロンズ新社 Ａ０２ らくがき絵本 あ・い・う・え・お 平成 13

○２８－４ 文化学園文化出版局 Ａ０１ これしってるよ　どうぶつ 昭和 59
文化学園文化出版局 Ａ０４ これしってるよ　みぢかなもの 昭和 59
文化学園文化出版局 Ｅ０７ どうぶつあれあれえほん 第４集 かくしたのだあれ 昭和 52

○２８－６ 文研出版 Ａ１６ ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン 昭和 51
文研出版 Ｂ０５ みるみる絵本 もこ もこもこ 昭和 52

○２８－７ 福村出版 Ａ０１ シリーズ生活を学ぶ１　つくってたべよう 昭和 61
福村出版 Ａ０５ シリーズ生活を学ぶ５　遠くへ行きたいな 昭和 61
福村出版 Ａ０６ シリーズ生活を学ぶ６ わたしたちのからだ 昭和 61
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初版年発行者コード 発行者 図書コード 図書名

○２８－８ フレーベル館 Ｂ０５ アンパンマンのおはなしでてこい５　アンパンマンとはみがきやま 平成 7
フレーベル館 Ｄ０２ ふしぎをためすかがく図鑑２　しょくぶつのさいばい 平成 7
フレーベル館 Ｄ０３ ふしぎをためすかがく図鑑３　かがくあそび 平成 7
フレーベル館 Ｄ０４ ふしぎをためすかがく図鑑４　しぜんあそび 平成 8
フレーベル館 ００１ はじめてであう美術館１ はじめてであう美術館 平成 6

○２８－９ ぶどう社 ００１ 幼児と障害のある子のリズムうたあそび 平成 4

○２９－１ 平凡社 Ｂ０２ はじめましてにほんちず 平成 3

○３０－２ ポプラ社 Ａ０１ あそびのひろば１　はんがあそび 昭和 54
ポプラ社 Ａ０２ あそびのひろば２　やさしいてづくりのプレゼント 昭和 54
ポプラ社 Ａ０４ あそびのひろば４　はりえあそび 昭和 55
ポプラ社 Ａ０８ あそびのひろば８　らくがきあそび 昭和 55
ポプラ社 Ｃ０３ ペーパーランド３　とびだすカード 昭和 60
ポプラ社 Ｃ０８ ペーパーランド８　おりがみえあそび 昭和 61
ポプラ社 Ｄ０５ ねずみくんの絵本１　ねずみくんのチョッキ 昭和 49
ポプラ社 Ｄ１３ ねずみくんの絵本２　りんごがたべたいねずみくん 昭和 50
ポプラ社 Ｆ０１ 音の出るちっちゃな絵本１　のりもの（１） 平成 7
ポプラ社 Ｇ０１ だれでもできるピアノえほん１　いぬのおまわりさん 平成 6
ポプラ社 Ｇ０２ だれでもできるピアノえほん２　こぶたぬきつねこ 平成 6
ポプラ社 Ｉ０３ 音とポップアップのえほん３　いっしょにおうた 平成 12
ポプラ社 Ｊ０１ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに 平成 13
ポプラ社 Ｌ０３ 音のでるたのしいおけいこえほん３ うたおう！おうた 平成 14

○３０－４ 保育社 Ａ１３ はてななるほどサイエンス１３　おもちゃをつくろう 昭和 60
保育社 Ｂ５０ ジュニア図鑑５０ 手作りおもちゃ 昭和 58

○３２－１ 民衆社 Ａ０２ さんすうだいすき あそぶ・つくる・しらべる 小学校２年 平成 9

○３３－２ むさし書房 ００１ ちるどれんずりーだ　はじめての英語 昭和 51
むさし書房 ００２ たのしい絵でみる  こどものＡ・Ｂ・Ｃ 昭和 51
むさし書房 ００３ ひらがなのおけいこ　入門編 昭和 55
むさし書房 ００６ 小学生用　英語はともだち 昭和 57

○３８－１ 幼年教育出版 Ａ０１ かずあそび１ 昭和 37
幼年教育出版 Ａ０２ かずあそび２ 昭和 37

○３９－１ らくだ出版 Ａ０１ あそびのほんシリーズ たまごがひとつおだんごふたつ 昭和 59

○４０－１ 理論社 Ａ０１ 新しい絵本２ あいうえおうさま 昭和 54

○５７－２ 教育芸術社 ００３ 2訂版　歌はともだち 平成 15
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 明朝体 

 
   

 ゴシック体 

 
  

文 字 ポイント 

（大きさ）  

文 字 ポイント 

（大きさ） 

 あ８Ａａ   ８  あ８Ａａ  ８ 

 あ８Ａａ   ９  あ８Ａａ  ９ 

 あ８Ａａ   １０  あ８Ａａ  １０ 

 あ８Ａａ   １０．５  あ８Ａａ  １０．５ 

 あ８Ａａ   １１  あ８Ａａ  １１ 

 あ８Ａａ   １２  あ８Ａａ  １２ 

 あ８Ａａ   １３  あ８Ａａ  １３ 

 あ８Ａａ   １４  あ８Ａａ  １４ 

 あ８Ａａ   １５  あ８Ａａ  １５ 

 あ８Ａａ   １６  あ８Ａａ  １６ 

 あ８Ａａ   １７  あ８Ａａ  １７ 
 あ８Ａａ   １８  あ８Ａａ  １８ 
 あ８Ａａ   １９  あ８Ａａ  １９ 
 あ８Ａａ   ２０  あ８Ａａ  ２０ 
 あ８Ａａ   ２１  あ８Ａａ  ２１ 
 あ８Ａａ   ２２  あ８Ａａ  ２２ 
 あ８Ａａ   ２３  あ８Ａａ  ２３ 
 あ８Ａａ  ２４  あ８Ａａ  ２４ 
 あ８Ａａ  ２５  あ８Ａａ  ２５ 
 あ８Ａａ  ２６  あ８Ａａ  ２６ 
 あ８Ａａ  ２７  あ８Ａａ  ２７ 
 あ８Ａａ  ２８  あ８Ａａ  ２８ 
 あ８Ａａ  ２９  あ８Ａａ  ２９ 
 あ８Ａａ  ３０  あ８Ａａ  ３０ 
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  ポップ体     行書体   
        

文 字 ポイント 

（大きさ）  

文 字 ポイント 

（大きさ） 

 あ８Ａａ   ８  あ８Ａａ  ８ 

 あ８Ａａ   ９  あ８Ａａ  ９ 

 あ８Ａａ   １０  あ８Ａａ  １０ 

 あ８Ａａ  １０．５  あ８Ａａ  １０．５ 

 あ８Ａａ  １１  あ８Ａａ  １１ 

 あ８Ａａ  １２  あ８Ａａ  １２ 

 あ８Ａａ  １３  あ８Ａａ  １３ 

 あ８Ａａ  １４  あ８Ａａ  １４ 

 あ８Ａａ  １５  あ８Ａａ  １５ 

 あ８Ａａ  １６  あ８Ａａ  １６ 

 あ８Ａａ  １７  あ８Ａａ  １７ 

 あ８Ａａ  １８  あ８Ａａ  １８ 

 あ８Ａａ  １９  あ８Ａａ  １９ 

 あ８Ａａ  ２０  あ８Ａａ  ２０ 

 あ８Ａａ  ２１  あ８Ａａ  ２１ 
 あ８Ａａ  ２２  あ８Ａａ  ２２ 
 あ８Ａａ  ２３  あ８Ａａ  ２３ 
 あ８Ａａ  ２４  あ８Ａａ  ２４ 
 あ８Ａａ  ２５  あ８Ａａ  ２５ 
 あ８Ａａ  ２６  あ８Ａａ  ２６ 
 あ８Ａａ  ２７  あ８Ａａ  ２７ 
 あ８Ａａ  ２８  あ８Ａａ  ２８ 
 あ８Ａａ  ２９  あ８Ａａ  ２９ 
 あ８Ａａ  ３０  あ８Ａａ  ３０ 
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  丸ゴシック体     楷書体   
        

文 字 ポイント 

（大きさ）  

文 字 ポイント 

（大きさ） 

 あ８Ａａ  ８  あ８Ａａ  ８ 

 あ８Ａａ  ９  あ８Ａａ  ９ 

 あ８Ａａ  １０  あ８Ａａ  １０ 

 あ８Ａａ  １０．５  あ８Ａａ  １０．５ 

 あ８Ａａ  １１  あ８Ａａ  １１ 

 あ８Ａａ  １２  あ８Ａａ  １２ 

 あ８Ａａ  １３  あ８Ａａ  １３ 

 あ８Ａａ  １４  あ８Ａａ  １４ 

 あ８Ａａ  １５  あ８Ａａ  １５ 

 あ８Ａａ  １６  あ８Ａａ  １６ 

 あ８Ａａ  １７  あ８Ａａ  １７ 
 あ８Ａａ  １８  あ８Ａａ  １８ 
 あ８Ａａ  １９  あ８Ａａ  １９ 
 あ８Ａａ  ２０  あ８Ａａ  ２０ 
 あ８Ａａ  ２１  あ８Ａａ  ２１ 
 あ８Ａａ  ２２  あ８Ａａ  ２２ 
 あ８Ａａ  ２３  あ８Ａａ  ２３ 
 あ８Ａａ  ２４  あ８Ａａ  ２４ 
 あ８Ａａ  ２５  あ８Ａａ  ２５ 
 あ８Ａａ  ２６  あ８Ａａ  ２６ 
 あ８Ａａ  ２７  あ８Ａａ  ２７ 
 あ８Ａａ  ２８  あ８Ａａ  ２８ 
 あ８Ａａ  ２９  あ８Ａａ  ２９ 
 あ８Ａａ  ３０  あ８Ａａ  ３０ 
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「平成１8 年度用一般図書一覧」に登載されていた図書のうち 

「平成１9 年度用一般図書一覧」に登載されなかった図書の一覧 

    

発行者コード 発行者 図書コード 図書名 

１０－４ こぐま社 ＦＯ１ 
馬場のぼるの絵本 

１１ぴきのねこ 

１４－３ 
全日本手をつなぐ育

成会 
Ａ０８ 

自立生活ハンドブック８ 

しょく（食） 

２０－１ 童心社 Ｅ０３ 
かこさとし からだの本３ 

むしばミュータンスのぼうけん 

２２－１ 日本放送出版協会 Ａ０１ お料理しましょう１ 

２７－１ ひかりのくに Ｂ０６ 
認識絵本６ 

やってごらん 

２８－１ 福音館書店 Ｉ０３ 
安野光雅の絵本 

あいうえおの本 

Ａ０６ 
あそびのひろば６ 

かみであそぼう 

Ａ０９ 
あそびのひろば９ 

ふしぎないろあそび 

Ａ１０ 
あそびのひろば１０ 

あそびのこうさく 

３０－２ ポプラ社 

Ｃ０４ 
ペーパーランド４ 

うきだしはりえ 

Ａ０１ わかるさんすう１ 

Ａ０２ わかるさんすう２ ３３－１ むぎ書房 

Ａ０３ わかるさんすう３ 

 




































