
教科書（小学校）　令和２年度

科目 学年 書名 発行所 記号・番号 文科省検定日
国語 1 あたらしい こくご　一上 東書 国語101 H31.2.25

国語 1 あたらしい こくご　一下 東書 国語102 H31.2.25

国語 2 新しい 国語　二上 東書 国語201 H31.2.25

国語 2 新しい 国語　二下 東書 国語202 H31.2.25

国語 3 新しい国語　三上 東書 国語301 H31.2.25

国語 3 新しい国語　三下 東書 国語302 H31.2.25

国語 4 新しい国語　四上 東書 国語401 H31.2.25

国語 4 新しい国語　四下 東書 国語402 H31.2.25

国語 5 新しい国語　五 東書 国語501 H31.2.25

国語 6 新しい国語　六 東書 国語601 H31.2.25

国語 1 みんなとまなぶ　しょうがっこう　こくご　一ねん　上 学図 国語103 H31.2.25

国語 1 みんなとまなぶ　しょうがっこう　こくご　一ねん　下 学図 国語104 H31.2.25

国語 2 みんなと学ぶ　小学校　こくご　二年　上 学図 国語203 H31.2.25

国語 2 みんなと学ぶ　小学校　こくご　二年　下 学図 国語204 H31.2.25

国語 3 みんなと学ぶ　小学校 国語　三年　上 学図 国語303 H31.2.25

国語 3 みんなと学ぶ　小学校 国語　三年　下 学図 国語304 H31.2.25

国語 4 みんなと学ぶ　小学校 国語　四年　上 学図 国語403 H31.2.25

国語 4 みんなと学ぶ　小学校 国語　四年　下 学図 国語404 H31.2.25

国語 5 みんなと学ぶ　小学校 国語　五年　上 学図 国語503 H31.2.25

国語 5 みんなと学ぶ　小学校 国語　五年　下 学図 国語504 H31.2.25

国語 6 みんなと学ぶ　小学校 国語　六年　上 学図 国語603 H31.2.25

国語 6 みんなと学ぶ　小学校 国語　六年　下 学図 国語604 H31.2.25

国語 1 ひろがることば　しょうがくこくご　一上 教出 国語105 H31.2.25

国語 1 ひろがることば　しょうがくこくご　一下 教出 国語106 H31.2.25

国語 2 ひろがることば　小学国語　二上 教出 国語205 H31.2.25

国語 2 ひろがることば　小学国語　二下 教出 国語206 H31.2.25

国語 3 ひろがる言葉　小学国語　三上 教出 国語305 H31.2.25

国語 3 ひろがる言葉　小学国語　三下 教出 国語306 H31.2.25

国語 4 ひろがる言葉　小学国語　四上 教出 国語405 H31.2.25

国語 4 ひろがる言葉　小学国語　四下 教出 国語406 H31.2.25

国語 5 ひろがる言葉　小学国語　五上 教出 国語505 H31.2.25

国語 5 ひろがる言葉　小学国語　五下 教出 国語506 H31.2.25

国語 6 ひろがる言葉　小学国語　六上 教出 国語605 H31.2.25

国語 6 ひろがる言葉　小学国語　六下 教出 国語606 H31.2.25

国語 1 こくご一上　かざぐるま 光村 国語107 H31.2.25

国語 1 こくご一下　ともだち 光村 国語108 H31.2.25

国語 2 こくご二上　たんぽぽ 光村 国語207 H31.2.25

国語 2 こくご二下　赤とんぼ 光村 国語208 H31.2.25

国語 3 国語三上　わかば 光村 国語307 H31.2.25

国語 3 国語三下　あおぞら 光村 国語308 H31.2.25

国語 4 国語四上　かがやき 光村 国語407 H31.2.25

国語 4 国語四下　はばたき 光村 国語408 H31.2.25

国語 5 国語五　銀河 光村 国語507 H31.2.25

国語 6 国語六　創造 光村 国語607 H31.2.25

書写 1 あたらしい　しょしゃ　一 東書 書写101 H31.3.1

書写 2 新しい　しょしゃ　二 東書 書写201 H31.3.1

書写 3 新しい書写　三 東書 書写301 H31.3.1

書写 4 新しい書写　四 東書 書写401 H31.3.1

書写 5 新しい書写　五 東書 書写501 H31.3.1

書写 6 新しい書写　六 東書 書写601 H31.3.1

書写 1 みんなとまなぶ　しょうがっこうしょしゃ　一ねん 学図 書写102 H31.3.1
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書写 2 みんなと学ぶ　小学校しょしゃ　二年 学図 書写202 H31.3.1

書写 3 みんなと学ぶ　小学校書写　三年 学図 書写302 H31.3.1

書写 4 みんなと学ぶ　小学校書写　四年 学図 書写402 H31.3.1

書写 5 みんなと学ぶ　小学校書写　五年 学図 書写502 H31.3.1

書写 6 みんなと学ぶ　小学校書写　六年 学図 書写602 H31.3.1

書写 1 しょうがく　しょしゃ　一ねん 教出 書写103 H31.3.1

書写 2 小学　しょしゃ　二年 教出 書写203 H31.3.1

書写 3 小学　書写　三年 教出 書写303 H31.3.1

書写 4 小学　書写　四年 教出 書写403 H31.3.1

書写 5 小学　書写　五年 教出 書写503 H31.3.1

書写 6 小学　書写　六年 教出 書写603 H31.3.1

書写 1 しょしゃ　一ねん 光村 書写104 H31.3.1

書写 2 しょしゃ　二年 光村 書写204 H31.3.1

書写 3 書写　三年 光村 書写304 H31.3.1

書写 4 書写　四年 光村 書写404 H31.3.1

書写 5 書写　五年 光村 書写504 H31.3.1

書写 6 書写　六年 光村 書写604 H31.3.1

書写 1 しょうがくしょしゃ　一ねん 日文 書写105 H31.3.1

書写 2 小学しょしゃ　二年 日文 書写205 H31.3.1

書写 3 小学書写　三年 日文 書写305 H31.3.1

書写 4 小学書写　四年 日文 書写405 H31.3.1

書写 5 小学書写　五年 日文 書写505 H31.3.1

書写 6 小学書写　六年 日文 書写605 H31.3.1

社会 3 新しい社会３ 東書 社会301 H31.3.26

社会 4 新しい社会４ 東書 社会401 H31.3.26

社会 5 新しい社会５上 東書 社会501 H31.3.26

社会 5 新しい社会５下 東書 社会502 H31.3.26

社会 6 新しい社会６　政治・国際編 東書 社会601 H31.3.26

社会 6 新しい社会６　歴史編 東書 社会602 H31.3.26

社会 3 小学社会３ 教出 社会303 H31.3.26

社会 4 小学社会４ 教出 社会403 H31.3.26

社会 5 小学社会５ 教出 社会503 H31.3.26

社会 6 小学社会６ 教出 社会603 H31.3.26

社会 3 小学社会　３年 日文 社会304 H31.3.26

社会 4 小学社会　４年 日文 社会404 H31.3.26

社会 5 小学社会　５年 日文 社会504 H31.3.26

社会 6 小学社会　６年 日文 社会604 H31.3.26

地図 3-6 新しい地図帳 東書 地図301 H31.3.26

地図 3-6 楽しく学ぶ　小学生の地図帳　３・４・５・６年 帝国 地図302 H31.3.26

算数 1 あたらしい　さんすう　１①　さんすうの　とびら 東書 算数101 H31.3.5

算数 1 あたらしい　さんすう　１②　さんすう　だいすき！ 東書 算数102 H31.3.5

算数 2 新しい算数　２上　考えるって　おもしろい！ 東書 算数201 H31.3.5

算数 2 新しい算数　２下　考えるって　おもしろい！ 東書 算数202 H31.3.5

算数 3 新しい算数　３上　考えるって　おもしろい！ 東書 算数301 H31.3.5

算数 3 新しい算数　３下　考えるって　おもしろい！ 東書 算数302 H31.3.5

算数 4 新しい算数　４上　考えると見方が広がる！ 東書 算数401 H31.3.5

算数 4 新しい算数　４下　考えると見方が広がる！ 東書 算数402 H31.3.5

算数 5 新しい算数　５上　考えると見方が広がる！ 東書 算数501 H31.3.5

算数 5 新しい算数　５下　考えると見方が広がる！ 東書 算数502 H31.3.5

算数 6 新しい算数　６　数学へジャンプ！ 東書 算数601 H31.3.5

算数 1 たのしいさんすう１ねん 大日本 算数103 H31.3.5

算数 2 たのしい算数２年 大日本 算数203 H31.3.5

算数 3 たのしい算数３年 大日本 算数303 H31.3.5
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算数 4 たのしい算数４年 大日本 算数403 H31.3.5

算数 5 たのしい算数５年 大日本 算数503 H31.3.5

算数 6 たのしい算数６年 大日本 算数603 H31.3.5

算数 1 みんなとまなぶ　しょうがっこう　さんすう　１ねん上 学図 算数104 H31.3.5

算数 1 みんなとまなぶ　しょうがっこう　さんすう　１ねん下 学図 算数105 H31.3.5

算数 2 みんなと学ぶ　小学校　算数　２年上 学図 算数204 H31.3.5

算数 2 みんなと学ぶ　小学校　算数　２年下 学図 算数205 H31.3.5

算数 3 みんなと学ぶ　小学校　算数　３年上 学図 算数304 H31.3.5

算数 3 みんなと学ぶ　小学校　算数　３年下 学図 算数305 H31.3.5

算数 4 みんなと学ぶ　小学校　算数　４年上 学図 算数404 H31.3.5

算数 4 みんなと学ぶ　小学校　算数　４年下 学図 算数405 H31.3.5

算数 5 みんなと学ぶ　小学校　算数　５年上 学図 算数504 H31.3.5

算数 5 みんなと学ぶ　小学校　算数　５年下 学図 算数505 H31.3.5

算数 6 みんなと学ぶ　小学校　算数　６年 学図 算数604 H31.3.5

算数 6 みんなと学ぶ　小学校　算数　６年　中学校へのかけ橋 学図 算数605 H31.3.5

算数 1 しょうがくさんすう１ 教出 算数106 H31.3.5

算数 2 小学算数２上 教出 算数206 H31.3.5

算数 2 小学算数２下 教出 算数207 H31.3.5

算数 3 小学算数３上 教出 算数306 H31.3.5

算数 3 小学算数３下 教出 算数307 H31.3.5

算数 4 小学算数４上 教出 算数406 H31.3.5

算数 4 小学算数４下 教出 算数407 H31.3.5

算数 5 小学算数５ 教出 算数506 H31.3.5

算数 6 小学算数６ 教出 算数606 H31.3.5

算数 1 わくわく　さんすう１ 啓林館 算数108 H31.3.5

算数 2 わくわく　算数２上 啓林館 算数208 H31.3.5

算数 2 わくわく　算数２下 啓林館 算数209 H31.3.5

算数 3 わくわく　算数３上 啓林館 算数308 H31.3.5

算数 3 わくわく　算数３下 啓林館 算数309 H31.3.5

算数 4 わくわく　算数４上 啓林館 算数408 H31.3.5

算数 4 わくわく　算数４下 啓林館 算数409 H31.3.5

算数 5 わくわく　算数５ 啓林館 算数508 H31.3.5

算数 6 わくわく　算数６ 啓林館 算数608 H31.3.5

算数 1 しょうがく　さんすう　１ねん上 日文 算数110 H31.3.5

算数 1 しょうがく　さんすう　１ねん下 日文 算数111 H31.3.5

算数 2 小学算数　２年上 日文 算数210 H31.3.5

算数 2 小学算数　２年下 日文 算数211 H31.3.5

算数 3 小学算数　３年上 日文 算数310 H31.3.5

算数 3 小学算数　３年下 日文 算数311 H31.3.5

算数 4 小学算数　４年上 日文 算数410 H31.3.5

算数 4 小学算数　４年下 日文 算数411 H31.3.5

算数 5 小学算数　５年上 日文 算数510 H31.3.5

算数 5 小学算数　５年下 日文 算数511 H31.3.5

算数 6 小学算数　６年 日文 算数610 H31.3.5

理科 3 新しい理科　３ 東書 理科301 H31.3.5

理科 4 新しい理科　４ 東書 理科401 H31.3.5

理科 5 新しい理科　５ 東書 理科501 H31.3.5

理科 6 新しい理科　６ 東書 理科601 H31.3.5

理科 3 たのしい理科３年 大日本 理科302 H31.3.5

理科 4 たのしい理科４年 大日本 理科402 H31.3.5

理科 5 たのしい理科５年 大日本 理科502 H31.3.5

理科 6 たのしい理科６年 大日本 理科602 H31.3.5

理科 3 みんなと学ぶ　小学校理科　３年 学図 理科303 H31.3.5
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理科 4 みんなと学ぶ　小学校理科　４年 学図 理科403 H31.3.5

理科 5 みんなと学ぶ　小学校理科　５年 学図 理科503 H31.3.5

理科 6 みんなと学ぶ　小学校理科　６年 学図 理科603 H31.3.5

理科 3 みらいをひらく　小学理科　３ 教出 理科304 H31.3.5

理科 4 未来をひらく　小学理科　４ 教出 理科404 H31.3.5

理科 5 未来をひらく　小学理科　５ 教出 理科504 H31.3.5

理科 6 未来をひらく　小学理科　６ 教出 理科604 H31.3.5

理科 3 楽しい理科　3年 信教 理科305 H31.3.5

理科 4 楽しい理科　4年 信教 理科405 H31.3.5

理科 5 楽しい理科　5年 信教 理科505 H31.3.5

理科 6 楽しい理科　6年 信教 理科605 H31.3.5

理科 3 わくわく理科　３ 啓林館 理科306 H31.3.5

理科 4 わくわく理科　４ 啓林館 理科406 H31.3.5

理科 5 わくわく理科　５ 啓林館 理科506 H31.3.5

理科 6 わくわく理科　６ 啓林館 理科606 H31.3.5

生活 1・2 どきどき わくわく　あたらしい せいかつ 上 東書 生活101 H31.2.27

生活 1・2 あしたへ ジャンプ　新しい 生活 下 東書 生活102 H31.2.27

生活 1・2 たのしい せいかつ 上　なかよし 大日本 生活103 H31.2.27

生活 1・2 たのしい せいかつ 下　はっけん 大日本 生活104 H31.2.27

生活 1・2 みんなとまなぶ　しょうがっこう　せいかつ　上 学図 生活105 H31.2.27

生活 1・2 みんなとまなぶ　しょうがっこう　せいかつ　下 学図 生活106 H31.2.27

生活 1・2 せいかつ上　みんな なかよし 教出 生活107 H31.2.27

生活 1・2 せいかつ下　なかよし ひろがれ 教出 生活108 H31.2.27

生活 1・2 せいかつ　上　あおぞら 信教 生活109 H31.2.27

生活 1・2 せいかつ　下　そよかぜ 信教 生活110 H31.2.27

生活 1・2 せいかつ　上　まいにち　あたらしい 光村 生活111 H31.2.27

生活 1・2 せいかつ　下　だいすき　みつけた 光村 生活112 H31.2.27

生活 1・2 わくわく　せいかつ上 啓林館 生活113 H31.2.27

生活 1・2 いきいき　せいかつ下 啓林館 生活114 H31.2.27

生活 1・2 わたしと せいかつ 上　みんな　なかよし 日文 生活115 H31.2.27

生活 1・2 わたしと せいかつ 下　ふれあい　だいすき 日文 生活116 H31.2.27

音楽 1 小学音楽　おんがくのおくりもの　１ 教出 音楽101 H31.2.27

音楽 2 小学音楽　音楽のおくりもの　２ 教出 音楽201 H31.2.27

音楽 3 小学音楽　音楽のおくりもの　３ 教出 音楽301 H31.2.27

音楽 4 小学音楽　音楽のおくりもの　４ 教出 音楽401 H31.2.27

音楽 5 小学音楽　音楽のおくりもの　５ 教出 音楽501 H31.2.27

音楽 6 小学音楽　音楽のおくりもの　６ 教出 音楽601 H31.2.27

音楽 1 小学生のおんがく　１ 教芸 音楽102 H31.2.27

音楽 2 小学生の音楽　２ 教芸 音楽202 H31.2.27

音楽 3 小学生の音楽　３ 教芸 音楽302 H31.2.27

音楽 4 小学生の音楽　４ 教芸 音楽402 H31.2.27

音楽 5 小学生の音楽　５ 教芸 音楽502 H31.2.27

音楽 6 小学生の音楽　６ 教芸 音楽602 H31.2.27

図工 1・2 ずがこうさく１・２上　わくわくするね 開隆堂 図工101 H31.2.26

図工 1・2 ずがこうさく１・２下　みつけたよ 開隆堂 図工102 H31.2.26

図工 3・4 図画工作３・４上　できたらいいな 開隆堂 図工301 H31.2.26

図工 3・4 図画工作３・４下　力を合わせて 開隆堂 図工302 H31.2.26

図工 5・6 図画工作５・６上　心をひらいて 開隆堂 図工501 H31.2.26

図工 5・6 図画工作５・６下　つながる思い 開隆堂 図工502 H31.2.26

図工 1・2 ずがこうさく１・２上　たのしいな　おもしろいな 日文 図工103 H31.2.26

図工 1・2 ずがこうさく１・２下　たのしいな　おもしろいな 日文 図工104 H31.2.26

図工 3・4 図画工作３・４上　ためしたよ　見つけたよ 日文 図工303 H31.2.26

図工 3・4 図画工作３・４下　ためしたよ　見つけたよ 日文 図工304 H31.2.26
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図工 5・6 図画工作５・６上　見つめて　広げて 日文 図工503 H31.2.26

図工 5・6 図画工作５・６下　見つめて　広げて 日文 図工504 H31.2.26

家庭 5・6 新しい家庭　５・６ 東書 家庭501 H31.2.25

家庭 5・6 小学校　わたしたちの家庭科　５・６ 開隆堂 家庭502 H31.2.25

保健 3・4 新しいほけん　３・４ 東書 保健301 H31.2.25

保健 5・6 新しい保健　５・６ 東書 保健501 H31.2.25

保健 3・4 たのしいほけん　３・４年 大日本 保健302 H31.2.25

保健 5・6 たのしい保健　５・６年 大日本 保健502 H31.2.25

保健 3・4 わたしたちのほけん　３・４年 文教社 保健303 H31.2.25

保健 5・6 わたしたちの保健　５・６年 文教社 保健503 H31.2.25

保健 3・4 小学ほけん　３・４年 光文 保健304 H31.2.25

保健 5・6 小学保健　５・６年 光文 保健504 H31.2.25

保健 3・4 みんなのほけん　３・４年 学研 保健305 H31.2.25

保健 5・6 みんなの保健　５・６年 学研 保健505 H31.2.25

英語 5 NEW HORIZON Elementary English Course 5 東書 英語501 H31.3.7

英語 5・6 NEW HORIZON Elementary English Course Picture Dictionary 東書 英語502 H31.3.7

英語 6 NEW HORIZON Elementary English Course 6 東書 英語601 H31.3.7

英語 5 Junior Sunshine 5 開隆堂 英語503 H31.3.7

英語 6 Junior Sunshine 6 開隆堂 英語603 H31.3.7

英語 5 JUNIOR TOTAL ENGLISH 1 学図 英語504 H31.3.7

英語 6 JUNIOR TOTAL ENGLISH 2 学図 英語604 H31.3.7

英語 5 CROWN Jr. 5 三省堂 英語505 H31.3.7

英語 6 CROWN Jr. 6 三省堂 英語605 H31.3.7

英語 5 ONE WORLD Smiles 5 教出 英語506 H31.3.7

英語 6 ONE WORLD Smiles 6 教出 英語606 H31.3.7

英語 5 Here We Go! 5 光村 英語507 H31.3.7

英語 6 Here We Go! 6 光村 英語607 H31.3.7

英語 5 Blue Sky elementary 5 啓林館 英語508 H31.3.7

英語 6 Blue Sky elementary 6 啓林館 英語608 H31.3.7

道徳 1 新訂　あたらしいどうとく　１ 東書 道徳101 H31.2.28

道徳 2 新訂　新しいどうとく　２ 東書 道徳201 H31.2.28

道徳 3 新訂　新しいどうとく　３ 東書 道徳301 H31.2.28

道徳 4 新訂　新しいどうとく　４ 東書 道徳401 H31.2.28

道徳 5 新訂　新しい道徳　５ 東書 道徳501 H31.2.28

道徳 6 新訂　新しい道徳　６ 東書 道徳601 H31.2.28

道徳 1 かがやけ みらい　しょうがっこうどうとく　１ねん　きづき 学図 道徳102 H31.2.28

道徳 1 かがやけ みらい　しょうがっこうどうとく　１ねん　まなび 学図 道徳103 H31.2.28

道徳 2 かがやけ みらい　小学校どうとく　２年　きづき 学図 道徳202 H31.2.28

道徳 2 かがやけ みらい　小学校どうとく　２年　まなび 学図 道徳203 H31.2.28

道徳 3 かがやけ みらい　小学校どうとく　３年　きづき 学図 道徳302 H31.2.28

道徳 3 かがやけ みらい　小学校どうとく　３年　まなび 学図 道徳303 H31.2.28

道徳 4 かがやけ みらい　小学校道徳　４年　きづき 学図 道徳402 H31.2.28

道徳 4 かがやけ みらい　小学校道徳　４年　まなび 学図 道徳403 H31.2.28

道徳 5 かがやけ みらい　小学校道徳　５年　きづき 学図 道徳502 H31.2.28

道徳 5 かがやけ みらい　小学校道徳　５年　まなび 学図 道徳503 H31.2.28

道徳 6 かがやけ みらい　小学校道徳　６年　きづき 学図 道徳602 H31.2.28

道徳 6 かがやけ みらい　小学校道徳　６年　まなび 学図 道徳603 H31.2.28

道徳 1 しょうがくどうとく１　はばたこうあすへ 教出 道徳104 H31.2.28

道徳 2 小学どうとく２　はばたこう明日へ 教出 道徳204 H31.2.28

道徳 3 小学どうとく３　はばたこう明日へ 教出 道徳304 H31.2.28

道徳 4 小学道徳４　はばたこう明日へ 教出 道徳404 H31.2.28

道徳 5 小学道徳５　はばたこう明日へ 教出 道徳504 H31.2.28

道徳 6 小学道徳６　はばたこう明日へ 教出 道徳604 H31.2.28
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道徳 1 どうとく　１　きみが いちばん ひかるとき 光村 道徳105 H31.2.28

道徳 2 どうとく　２　きみが いちばん ひかるとき 光村 道徳205 H31.2.28

道徳 3 どうとく　３　きみが いちばん ひかるとき 光村 道徳305 H31.2.28

道徳 4 道徳　４　きみが いちばん ひかるとき 光村 道徳405 H31.2.28

道徳 5 道徳　５　きみが いちばん ひかるとき 光村 道徳505 H31.2.28

道徳 6 道徳　６　きみが いちばん ひかるとき 光村 道徳605 H31.2.28

道徳 1 しょうがくどうとく　いきる ちから　１ 日文 道徳106 H31.2.28

道徳 1 しょうがくどうとく　いきる ちから　１　どうとくノート 日文 道徳107 H31.2.28

道徳 2 小学どうとく　生きる 力　２ 日文 道徳206 H31.2.28

道徳 2 小学どうとく　生きる 力　２　どうとくノート 日文 道徳207 H31.2.28

道徳 3 小学どうとく　生きる力　３ 日文 道徳306 H31.2.28

道徳 3 小学どうとく　生きる力　３　どうとくノート 日文 道徳307 H31.2.28

道徳 4 小学道徳　生きる力　４ 日文 道徳406 H31.2.28

道徳 4 小学道徳　生きる力　４　道徳ノート 日文 道徳407 H31.2.28

道徳 5 小学道徳　生きる力　５ 日文 道徳506 H31.2.28

道徳 5 小学道徳　生きる力　５　道徳ノート 日文 道徳507 H31.2.28

道徳 6 小学道徳　生きる力　６ 日文 道徳606 H31.2.28

道徳 6 小学道徳　生きる力　６　道徳ノート 日文 道徳607 H31.2.28

道徳 1 しょうがく　どうとく　ゆたかな　こころ　１ねん 光文 道徳108 H31.2.28

道徳 2 小学　どうとく　ゆたかな　こころ　２年 光文 道徳208 H31.2.28

道徳 3 小学どうとく　ゆたかな心　３年 光文 道徳308 H30.11.22

道徳 4 小学どうとく　ゆたかな心　４年 光文 道徳408 H30.11.22

道徳 5 小学道徳　ゆたかな心　５年 光文 道徳508 H31.2.28

道徳 6 小学道徳　ゆたかな心　６年 光文 道徳608 H31.2.28

道徳 1 新・みんなのどうとく１ 学研 道徳109 H31.2.28

道徳 2 新・みんなのどうとく２ 学研 道徳209 H31.2.28

道徳 3 新・みんなのどうとく３ 学研 道徳309 H31.2.28

道徳 4 新・みんなの道徳４ 学研 道徳409 H31.2.28

道徳 5 新・みんなの道徳５ 学研 道徳509 H31.2.28

道徳 6 新・みんなの道徳６ 学研 道徳609 H31.2.28

道徳 1 みんなでかんがえ，はなしあうしょうがくせいのどうとく１ 廣あかつき 道徳110 H30.11.19

道徳 1 じぶんをみつめ，かんがえる　どうとくノート１ 廣あかつき 道徳111 H30.11.19

道徳 2 みんなで考え，話し合う　小学生のどうとく２ 廣あかつき 道徳210 H30.11.19

道徳 2 自分を見つめ，考える　どうとくノート２ 廣あかつき 道徳211 H30.11.19

道徳 3 みんなで考え，話し合う　小学生のどうとく３ 廣あかつき 道徳310 H31.2.28

道徳 3 自分を見つめ，考える　どうとくノート３ 廣あかつき 道徳311 H31.2.28

道徳 4 みんなで考え，話し合う　小学生の道徳４ 廣あかつき 道徳410 H31.2.28

道徳 4 自分を見つめ，考える　道徳ノート４ 廣あかつき 道徳411 H31.2.28

道徳 5 みんなで考え，話し合う　小学生の道徳５ 廣あかつき 道徳510 H31.2.28

道徳 5 自分を見つめ，考える　道徳ノート５ 廣あかつき 道徳511 H31.2.28

道徳 6 みんなで考え，話し合う　小学生の道徳６ 廣あかつき 道徳610 H31.2.28

道徳 6 自分を見つめ，考える　道徳ノート６ 廣あかつき 道徳611 H31.2.28
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