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県立学校における平成３０年度使用教科用図書の採択について 

 

高 等 学 校 課 

特別支援教育課 

 

１ 採択の概要 

（１）県立高等学校、県立特別支援学校（視覚障がい、聴覚障がい、病弱、肢体不自由）の高等部 

県立高等学校（県立特別支援学校の高等部を含む。）が選定した教科書の採択希望に基づき、平

成３０年度使用高等学校用教科書目録に掲載された教科書の中から、以下のとおり採択した。採択

した教科書の詳細については、別添資料のとおりである。 

第１部は、現行の学習指導要領（平成２１年文部科学省告示第３４号）に基づいて編集された教

科書、第２部は従来の学習指導要領（平成１１年文部省告示第５８号）に基づいて編集された教科

書である。 

区    分 本県の採択点数 目録掲載点数 

第１部   ５４３点（５２０）点 ８５３点（７７４）点 

第２部 ０点（  ０）点 ９点（ １９）点 

小 計 ５４３点（５２０）点 ８６２点（７９３）点 

        ※（ ）内は昨年度の数（以下同様） 

また、前年度又は前々年度から継続して使用するが平成３０年度使用高等学校用教科書目録には

ない教科書があり、その教科書を掲載した平成２９年度用高等学校用教科書目録、平成２８年度用

高等学校用教科書目録からも、以下のとおり採択した。 

版 本県の採択点数 目録掲載点数 

平成29年度目録 ４６点 ７９３点（第１部・第２部の合計） 

平成28年度目録  ７点 ７８９点（第１部・第２部の合計） 

合 計 ５３点 １，５８２点 

 

 

（２）県立特別支援学校〔小学部、中学部、高等部（知的障がい特別支援学校及びその他の特別支援学

校の重複障がい学級）〕 

児童生徒の障がいの状態等に即した教科書を選定し、以下のとおり採択した。 

 

① 検定教科書…小学校用及び中学校用教科書目録の中から選定 

区  分 本県の採択点数 目録掲載点数 

小学校 ９３点（５１点） ３１９点（２５３点） 

中学校 ４８点（４２点） １２９点（１２９点） 

 

② 文部科学省著作教科書…特別支援学校用（小・中学部）教科書目録の中から選定 

〔特別支援学校視覚障害者用（点字版）、特別支援学校聴覚障害者用、特別支援学校知的障害者

用等〕 

区     分 本県の採択点数 目録掲載点数 

特別支援学校視覚障害者用 
小学部 １４８点（１２６点） １２６点（１２６点） 

中学部 １２６点（１２６点） １２６点（１２６点） 

特別支援学校聴覚障害者用 
小学部 ９点（５点） １５点（１５点） 

中学部 １点（１点） １点（１点） 

特別支援学校知的障害者用 
小学部 １０点（６点） １０点（１０点） 

中学部 ３点（３点） ３点（３点） 

合  計 
小学部 １６７点（１３７点） １５１点（１５１点） 

中学部 １３０点（１３０点） １３０点（１３０点） 



 

  ※視覚障害者用小学部の道徳科の教科書は目録に未掲載だが、「文部科学省検定済教科書及び文部

科学省著作教科書の需要数報告に当たっての留意事項等について」（文部科学省初等中等教育局

教科書課平成２９年５月３０日付け事務連絡）の「想定されうる分冊形態」に従い、２２点を採

択した。分冊形態等の決定後、目録の加除修正が行われる予定。 

 

③学校教育法附則第９条に基づく教科書 

※一般図書一覧等の中から選定（高等部を含む） ６５２点（４０６点） 

 

 

２ 採択結果の特徴 

① 採択した教科書について、各学校の主な選定理由は、内容が教科・科目の目標に適合しており、

程度が生徒等の実態に即し、適当であるなどであった。 

② 採択した教科書の種類が最も多い科目は「工業」で、６０種類（目録掲載は７５種類）であった。 

③ 県立特別支援学校においては、各学校において児童生徒の障がいの状態等に即した教科書選定を

行った。また、転学等によって使用が見込まれる教科書も含めて選定を行ったため、例年よりも

採択点数が増えた。 



鳥取東高等学校
教科書名

104 数研 国総　 348 改訂版　国語総合　現代文編 1
104 数研 国総　 349 改訂版　国語総合　古典編 2
143 筑摩 現Ｂ　 337 精選現代文B　改訂版 3
50 大修館 古Ｂ　 339 古典Ｂ　改訂版 古文編 4
50 大修館 古Ｂ　 340 古典Ｂ　改訂版 漢文編 5
183 第一 世Ａ　 317 高等学校　改訂版　世界史Ａ 6
81 山川 世Ｂ　 310 詳説世界史　改訂版 7
7 実教 日Ａ　 309 高校日本史Ａ　新訂版 8
81 山川 日Ｂ　 309 詳説日本史　改訂版 9
46 帝国 地Ａ　 308 高等学校　新地理Ａ 10
46 帝国 地Ｂ　 304 新詳地理Ｂ 11
46 帝国 地図　 310 新詳高等地図 12
2 東書 現社　 313 現代社会 13
2 東書 倫理　 311 倫理 14
2 東書 政経　 311 政治・経済 15
2 東書 数Ⅰ　 317 数学Ⅰ　Advanced 16
2 東書 数Ⅱ　 317 数学Ⅱ　Advanced 17
2 東書 数Ⅲ　 301 数学Ⅲ 18
2 東書 数Ａ　 317 数学Ａ　Advanced 19
2 東書 数Ｂ　 316 数学Ｂ　Advanced 20
61 啓林館 物基　 315 物理基礎　改訂版 21
61 啓林館 物理　 310 物理　改訂版 22
2 東書 化基　 314 改訂　新編化学基礎 23
2 東書 化学　 308 改訂　化学 24

104 数研 生基　 316 改訂版　生物基礎 25
104 数研 生物　 310 改訂版　生物 26
183 第一 地基　 310 高等学校　改訂　地学基礎 27
50 大修館 保体　 304 現代高等保健体育改訂版 28
17 教出 音Ⅰ　 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti 29
116 日文 美Ⅰ　 305 高校生の美術１ 30
6 教図 書Ⅰ　 306 書Ⅰ 31
61 啓林館 コⅠ　 340 Revised LANDMARK English Communication Ⅰ 32
61 啓林館 コⅡ　 338 Revised LANDMARK English CommunicationⅡ 33
61 啓林館 コⅢ　 313 LANDMARK English Communication Ⅲ 34
61 啓林館 英Ⅰ　 328 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Advanced 35
61 啓林館 英Ⅱ　 322 Vision Quest English Expression Ⅱ Ace 36
7 実教 家基　 314 新家庭基礎　パートナーシップでつくる未来 37
7 実教 社情　 311 最新社会と情報　新訂版 38

143 筑摩 現Ｂ　 315 精選現代文B　 39
50 大修館 古Ｂ　 310 古典Ｂ　古文編 40
50 大修館 古Ｂ　 311 古典Ｂ　漢文編 41
2 東書 数Ⅱ　 301 数学Ⅱ　 42
61 啓林館 英Ⅱ　 307 Vision Quest English Expression Ⅱ 43
104 数研 数Ⅲ　 309 高等学校　数学Ⅲ 44
2 東書 化学　 301 化学 45

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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鳥取西高等学校
104 数研 国総 348 改訂版　国語総合　現代文編 1
104 数研 国総 349 改訂版　国語総合　古典編 2
50 大修館 現Ｂ 329 現代文Ｂ　改訂版　上巻 3
50 大修館 現Ｂ 330 現代文Ｂ　改訂版　下巻 4
183 第一 古Ｂ 350 高等学校　改訂版　古典B　古文編 5
183 第一 古Ｂ 351 高等学校　改訂版　古典B　漢文編 6
81 山川 世Ａ 315 現代の世界史　改訂版 7
81 山川 世Ｂ 313 新世界史　改訂版 8
183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来 9
81 山川 日Ｂ 315 新日本史　改訂版 10
46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 11
46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 12
46 帝国 地図 310 新詳高等地図 13
2 東書 現社 313 現代社会 14

104 数研 数Ⅰ 327 改訂版　数学Ⅰ 15
104 数研 数Ⅱ 327 改訂版　数学Ⅱ 16
104 数研 数Ａ 327 改訂版　数学Ａ 17
104 数研 数Ｂ 325 改訂版　数学Ｂ 18
183 第一 物基 321 高等学校　改訂　新物理基礎 19
183 第一 化基 321 高等学校　改訂　化学基礎 20
2 東書 生基 311 改訂　生物基礎 21
50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 22
27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 23
116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 24
6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 25
15 三省堂 コⅠ 333 CROWN English Communication Ⅰ New Edition 26
15 三省堂 コⅡ 331 CROWN English Communication Ⅱ New Edition 27
15 三省堂 コⅢ 305 CROWN English Communication Ⅲ 28
50 大修館 英Ⅰ 327 Departure English Expression Ⅰ Revised 29
50 大修館 英Ⅱ 321 Departure English Expression Ⅱ Revised 30
183 第一 家基 320 高等学校　新版　家庭基礎　ともに生きる・持続可能な未来をつくる 31
104 数研 社情 314 改訂版　高等学校　社会と情報 32
104 数研 数Ⅲ 308 数学Ⅲ 33
104 数研 物理 313 改訂版　物理 34
183 第一 化学 315 高等学校　改訂　化学 35
2 東書 生物 306 改訂　生物 36
2 東書 倫理 311 倫理 37
2 東書 政経 311 政治・経済 38
61 啓林館 地基 308 地学基礎　改訂版 39
183 第一 古Ｂ 322 高等学校　古典B　古文編 40
183 第一 古Ｂ 323 高等学校　古典B　漢文編 41
81 山川 世Ｂ 306 新世界史　 42
81 山川 日Ｂ 307 新日本史　 43
104 数研 数Ⅱ 309 数学Ⅱ 44
104 数研 物理 304 物理 45
183 第一 化学 307 高等学校　化学 46
2 東書 生物 301 生物 47
50 大修館 英Ⅱ 306 Departure English Expression Ⅱ 48
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鳥取商業高等学校
2 東書 国総 333 精選国語総合 1
50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版 2
15 三省堂 現Ｂ 324 精選現代文Ｂ　改訂版 3
7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版 4

183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来 5
183 第一 地Ａ 310 高等学校　新版　地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ 6
46 帝国 地図 309 標準高等地図-地図でよむ現代社会- 7
7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 8
2 東書 数Ⅰ 318 数学Ⅰ　Standard 9

104 数研 数Ⅱ 330 改訂版　最新　数学Ⅱ 10
2 東書 数Ａ 318 数学Ａ　Standard 11

104 数研 科人 308 新　科学と人間生活 12
2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 13
2 東書 化学 309 改訂　新編化学 14
2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎 15
2 東書 生物 306 改訂　生物 16
50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 17
27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 18
38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 19
6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 20
17 教出 コⅠ 336 NEW ONE WORLD Communication Ⅰ Revised Edition 21
17 教出 コⅡ 334 NEW ONE WORLD CommunicationⅡ Revised Edition 22
17 教出 コⅢ 307 New ONE WORLD Communication Ⅲ 23
61 啓林館 英Ⅰ 329 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Standard 24
61 啓林館 英Ⅱ 322 Vision Quest English Expression Ⅱ Ace 25
7 実教 家基 314 新家庭基礎　パートナーシップでつくる未来 26
7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版 27
7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 28
7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版 29
7 実教 商業 336 マーケティング　新訂版 30
7 実教 商業 316 ビジネス経済 31
7 実教 商業 347 新財務会計Ⅰ　新訂版 32
7 実教 商業 350 原価計算　新訂版 33
7 実教 商業 326 ビジネス経済応用 34
7 実教 商業 329 財務会計Ⅱ 35

190 東法 商業 353 ビジネス情報　新訂版 36
7 実教 商業 345 ビジネス実務　新訂版 37
7 実教 商業 330 管理会計 38
7 実教 商業 333 ビジネス情報管理 39
7 実教 商業 325 広告と販売促進 40
7 実教 商業 324 最新プログラミング 41
15 三省堂 現Ｂ 304 精選現代文B 42
7 実教 商業 317 新財務会計Ⅰ　 43
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鳥取工業高等学校
183 第一 国総 361 高等学校　改訂版　標準国語総合 1
2 東書 現Ｂ 321 新編現代文Ｂ 2
2 東書 古Ｂ 329 新編古典Ｂ 3
7 実教 世Ａ 311 世界史Ａ　新訂版 4

183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来 5
46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 6
46 帝国 地図 310 新詳高等地図 7
7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 8
2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 9
2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ 10

104 数研 数Ⅲ 310 新編　数学Ⅲ 11
2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 12
2 東書 数Ｂ 318 新数学Ｂ 13

104 数研 数Ｂ 327 改訂版　新編　数学Ｂ 14
7 実教 科人 307 科学と人間生活　新訂版 15
2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎 16

183 第一 物基 320 高等学校　改訂　物理基礎 17
183 第一 物理 316 高等学校　改訂　物理 18
2 東書 化基 313 改訂　化学基礎 19
2 東書 化学 308 改訂　化学 20
50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 21
17 教出 音Ⅰ 308 高校音楽Ⅰ改訂版　Music　View 22
116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 23
2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 24
2 東書 コⅠ 328 All Aboard! English Communication Ⅰ 25
2 東書 コⅡ 326 All Aboard! English CommunicationⅡ 26
15 三省堂 コⅡ 332 MY WAY English Communication Ⅱ New Edition 27
15 三省堂 コⅢ 306 MY WAY English Communication Ⅲ 28
109 文英堂 英Ⅰ 312 Grove English Expression Ⅰ 29
109 文英堂 英Ⅱ 311 Grove English Expression Ⅱ 30
177 増進堂 英Ⅱ 327 MAINSTREAM English Expression ⅡSecond Edition 31
2 東書 家基 311 家庭基礎　自立・共生・創造 32
2 東書 情科 306 情報の科学 33
7 実教 工業 301 工業技術基礎 34
7 実教 工業 302 機械製図 35
7 実教 工業 303 電気製図 36
7 実教 工業 305 建築設計製図 37
7 実教 工業 308 工業数理基礎 38
7 実教 工業 385 情報技術基礎　新訂版 39
7 実教 工業 313 生産システム技術 40
7 実教 工業 315 機械工作１ 41
7 実教 工業 316 機械工作２ 42
7 実教 工業 318 新機械設計 43
7 実教 工業 319 機械設計１ 44
7 実教 工業 320 機械設計２ 45
7 実教 工業 345 原動機 46
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7 実教 工業 321 電子機械 47
7 実教 工業 346 電子機械応用 48
7 実教 工業 388 電気基礎１　新訂版 49
7 実教 工業 389 電気基礎２　新訂版 50
7 実教 工業 391 電気機器　新訂版 51
7 実教 工業 392 電力技術１　新訂版 52
7 実教 工業 393 電力技術２　新訂版 53
7 実教 工業 394 電子技術　新訂版 54
7 実教 工業 395 電子回路　新訂版 55
7 実教 工業 358 電子計測制御 56
7 実教 工業 359 電子情報技術 57
7 実教 工業 333 プログラミング技術 58
7 実教 工業 361 ソフトウェア技術 59
7 実教 工業 375 コンピュータシステム技術 60
7 実教 工業 334 建築構造 61
7 実教 工業 362 建築計画 62
7 実教 工業 363 建築構造設計 63
7 実教 工業 376 建築施工 64
7 実教 工業 377 建築法規 65
7 実教 工業 335 測量 66
7 実教 工業 364 土木基礎力学１ 67
7 実教 工業 365 土木基礎力学２ 68
7 実教 工業 378 土木構造設計 69
7 実教 工業 366 土木施工 70
7 実教 工業 379 社会基盤工学 71
7 実教 情報 304 情報テクノロジー 72
7 実教 情報 309 情報デザイン 73

104 数研 数Ⅱ 311 新編　数学Ⅱ 74
2 東書 コⅡ 301 All Aboard! Communication　English Ⅱ 75
7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 76
2 東書 現Ｂ 301 新編現代文B 77
2 東書 古Ｂ 301 新編古典B 78
2 東書 数Ⅱ 303 新数学Ⅱ 79
2 東書 化学 301 化学 80
7 実教 工業 348 電気機器　 81
7 実教 工業 350 電力技術１　電力の発生と輸送 82
7 実教 工業 351 電力技術２　電力の利用と制御 83
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鳥取湖陵高等学校
15 三省堂 国総 338 精選国語総合　改訂版 1
50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版 2
2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ 3
7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版 4

183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来 5
2 東書 地Ａ 307 地理Ａ 6
46 帝国 地図 310 新詳高等地図 7
7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 8
2 東書 数Ⅰ 318 数学Ⅰ　Standard 9

104 数研 数Ⅱ 330 改訂版　最新　数学Ⅱ 10
104 数研 数Ａ 330 改訂版　最新　数学Ａ 11
104 数研 数Ｂ 326 改訂版　高等学校　数学Ｂ 12
183 第一 科人 309 高等学校　改訂　科学と人間生活 13
183 第一 物基 321 高等学校　改訂　新物理基礎 14
2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 15
61 啓林館 生基 315 生物基礎　改訂版 16
50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 17
27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 18
116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 19
6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 20

104 数研 コⅠ 344 Revised COMET English Communication Ⅰ 21
9 開隆堂 コⅡ 329 Revised ENGLISH NOW English Communication Ⅱ 22

104 数研 コⅡ 342 Revised COMET English Communication Ⅱ 23
61 啓林館 英Ⅰ 330 Vision Quest English Expression Ⅰ Core 24
61 啓林館 英会 303 Sailing English Conversation 25
2 東書 家基 311 家庭基礎　自立・共生・創造 26
7 実教 農業 325 農業と環境　新訂版 27
7 実教 農業 303 農業情報処理 28
7 実教 農業 311 野菜 29
7 実教 農業 304 草花 30
7 実教 農業 313 農業経営 31
7 実教 農業 305 食品製造 32
7 実教 農業 306 植物バイオテクノロジー 33

201 海文堂 農業 310 造園計画 34
179 電機大 農業 323 造園技術 35
179 電機大 農業 324 環境緑化材料 36
7 実教 工業 301 工業技術基礎 37
7 実教 工業 302 機械製図 38
7 実教 工業 385 情報技術基礎　新訂版 39
7 実教 工業 315 機械工作１ 40
7 実教 工業 316 機械工作２ 41
7 実教 工業 319 機械設計１ 42
7 実教 工業 320 機械設計２ 43
7 実教 工業 345 原動機 44
7 実教 工業 321 電子機械 45
7 実教 工業 346 電子機械応用 46
7 実教 工業 390 精選電気基礎　新訂版 47
7 実教 工業 395 電子回路　新訂版 48
7 実教 工業 358 電子計測制御 49
7 実教 工業 374 通信技術 50
7 実教 工業 359 電子情報技術 51
7 実教 工業 333 プログラミング技術 52
7 実教 工業 360 ハードウェア技術 53
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7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版 54
7 実教 家庭 303 生活産業情報 55
7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版 56
7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 57
7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 58
6 教図 家庭 308 消費生活 59
6 教図 家庭 309 子ども文化 60
7 実教 情報 302 情報産業と社会 61
7 実教 情報 301 情報の表現と管理 62
7 実教 情報 303 情報と問題解決 63
7 実教 情報 304 情報テクノロジー 64
7 実教 情報 305 アルゴリズムとプログラム 65
7 実教 情報 307 ネットワークシステム 66
7 実教 情報 308 データベース 67
7 実教 情報 306 情報メディア 68
7 実教 情報 309 情報デザイン 69
7 実教 福祉 302 介護福祉基礎 70
7 実教 福祉 305 コミュニケーション技術 71

104 数研 数Ⅱ 312 最新　数学Ⅱ 72
7 実教 家庭 301 フードデザイン　 73
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鳥取緑風高等学校
15 三省堂 国総 339 明解国語総合　改訂版 1
17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 2
2 東書 現Ｂ 321 新編現代文Ｂ 3

183 第一 古Ｂ 353 高等学校　改訂版　標準古典B 4
7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版 5

183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来 6
2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ 7
2 東書 地Ａ 307 地理Ａ 8
2 東書 地Ｂ 306 地理Ｂ 9
46 帝国 地図 310 新詳高等地図 10
183 第一 現社 322 高等学校　改訂版　新現代社会 11
183 第一 倫理 310 高等学校　改訂版　倫理 12
2 東書 政経 311 政治・経済 13
7 実教 数Ⅰ 323 高校数学Ⅰ　新訂版 14
7 実教 数Ⅱ 323 高校数学Ⅱ　新訂版 15
7 実教 数Ａ 323 高校数学Ａ　新訂版 16
61 啓林館 科人 302 科学と人間生活 17
2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 18
2 東書 化学 309 改訂　新編化学 19

104 数研 生基 317 改訂版　新編　生物基礎 20
104 数研 生物 310 改訂版　生物 21
104 数研 地基 309 新編　地学基礎 22
50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 23
89 友社 音Ⅰ 311 改訂版　高校生の音楽１ 24
27 教芸 音Ⅱ 309 高校生の音楽２ 25
116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 26
116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２ 27
116 日文 工Ⅰ 301 工芸Ⅰ 28
116 日文 工Ⅱ 301 工芸Ⅱ 29
2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 30
2 東書 書Ⅱ 305 書道Ⅱ 31

205 三友 コ基 302 JOYFUL English Communication Basic 32
15 三省堂 コⅠ 335 VISTA English Communication Ⅰ New Edition 33
15 三省堂 コⅡ 333 VISTA English Communication Ⅱ New Edition 34
2 東書 家基 311 家庭基礎　自立・共生・創造 35
7 実教 生デ 301 生活デザイン 36
7 実教 社情 312 高校社会と情報　新訂版 37

116 日文 情科 310 新・情報の科学 38
7 実教 農業 325 農業と環境　新訂版 39
7 実教 農業 318 作物 40
7 実教 農業 311 野菜 41
7 実教 農業 304 草花 42
7 実教 農業 305 食品製造 43
7 実教 農業 326 生物活用 44
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190 東法 商業 335 ビジネス基礎　新訂版 45
7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 46
7 実教 商業 350 原価計算　新訂版 47
7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版 48
7 実教 家庭 303 生活産業情報 49
7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版 50
7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 51
7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 52
6 教図 家庭 308 消費生活 53
6 教図 家庭 309 子ども文化 54
2 東書 国総 332 新編国語総合 55
17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 56
183 第一 現Ｂ 340 高等学校　改訂版　標準現代文Ｂ 57
183 第一 古Ｂ 353 高等学校　改訂版　標準古典B 58
2 東書 世Ｂ 311 新選世界史Ｂ 59
2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ 60

130 二宮 地Ａ 309 基本地理Ａ 61
46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 62
46 帝国 地図 310 新詳高等地図 63
2 東書 現社 313 現代社会 64
2 東書 政経 311 政治・経済 65
2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 66
2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ 67
2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 68
61 啓林館 科人 302 科学と人間生活 69
2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 70
2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎 71
2 東書 生物 307 スタンダード生物 72
2 東書 地基 306 改訂　地学基礎 73
50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 74
17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti 75
116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 76
2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 77

205 三友 コ基 302 JOYFUL English Communication Basic 78
2 東書 コⅠ 328 All Aboard! English Communication Ⅰ 79
2 東書 コⅡ 301 All Aboard! Communication English Ⅱ 80
2 東書 家総 307 家庭総合　自立・共生・創造 81
2 東書 社情 310 社会と情報 82
7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版 83
7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 84
7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版 85
7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版 86
7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 87
7 実教 情報 301 情報の表現と管理 88
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青谷高等学校
15 三省堂 国総 339 明解国語総合　改訂版 1
17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 2
15 三省堂 現Ｂ 325 明解現代文Ｂ　改訂版 3
15 三省堂 古Ａ 306 古典Ａ 4
7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版 5
7 実教 日Ａ 309 高校日本史Ａ　新訂版 6
81 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版 7
46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 8
46 帝国 地図 310 新詳高等地図 9
183 第一 現社 322 高等学校　改訂版　新現代社会 10
61 啓林館 数Ⅰ 326 新編　数学Ⅰ改訂版 11
61 啓林館 数Ⅱ 326 新編　数学Ⅱ改訂版 12
61 啓林館 数Ⅲ 307 新編　数学Ⅲ 13
61 啓林館 数Ａ 326 新編　数学A改訂版 14
61 啓林館 数Ｂ 324 新編　数学Ｂ改訂版 15
7 実教 数活 301 数学活用 16
2 東書 科人 306 改訂　科学と人間生活 17
2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎 18
2 東書 物理 308 改訂　物理 19
2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 20
2 東書 化学 309 改訂　新編化学 21
2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎 22
2 東書 地基 306 改訂　地学基礎 23
50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 24
27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 25
116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 26
116 日文 工Ⅰ 301 工芸Ⅰ 27
38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ 28
50 大修館 コⅠ 337 Compass English Communication Ⅰ Revised 29
50 大修館 コⅡ 335 Compass English CommunicationⅡ Revised 30
50 大修館 コⅢ 309 Compass English Communication Ⅲ 31
15 三省堂 英Ⅰ 325 SELECT English Expression Ⅰ New Edition 32
109 文英堂 英Ⅱ 311 Grove English Expression Ⅱ 33
15 三省堂 英会 302 SELECT English Conversation 34
2 東書 家総 307 家庭総合　自立・共生・創造 35
2 東書 社情 310 社会と情報 36
7 実教 農業 304 草花 37

179 電機大 農業 323 造園技術 38
7 実教 商業 325 広告と販売促進 39
7 実教 商業 327 経済活動と法 40
7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版 41
7 実教 商業 336 マーケティング　新訂版 42
7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 43
7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版 44
7 実教 商業 345 ビジネス実務　新訂版 45

190 東法 商業 332 電子商取引 46
6 教図 家庭 304 子どもの発達と保育　育つ　育てる　育ち合う 47
6 教図 家庭 308 消費生活 48
6 教図 家庭 309 子ども文化 49
6 教図 家庭 312 フードデザインcooking&arrangement 50
7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 51
7 実教 情報 309 情報デザイン 52
7 実教 福祉 302 介護福祉基礎 53

117 明治 現Ｂ 314 高等学校現代文B 54
81 山川 日Ｂ 308 高校日本史 55
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岩美高等学校
50 大修館 国総 347 新編国語総合　改訂版 1
50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版 2
50 大修館 現Ｂ 332 新編現代文Ｂ　改訂版 3
2 東書 古Ａ 301 古典Ａ 4
7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版 5

183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来 6
81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 7
46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 8
46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 9
46 帝国 地図 310 新詳高等地図 10
183 第一 現社 322 高等学校　改訂版　新現代社会 11
104 数研 数Ⅰ 330 改訂版　最新　数学Ⅰ 12
104 数研 数Ⅱ 330 改訂版　最新　数学Ⅱ 13
104 数研 数Ⅲ 311 最新　数学Ⅲ 14
104 数研 数Ａ 330 改訂版　最新　数学Ａ 15
104 数研 数Ｂ 312 最新　数学Ｂ 16
104 数研 科人 308 新　科学と人間生活 17
104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎 18
104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎 19
104 数研 化学 313 改訂版　化学 20
104 数研 生基 317 改訂版　新編　生物基礎 21
104 数研 生物 310 改訂版　生物 22
50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 23
27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 24
116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 25
38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ 26
2 東書 コⅠ 328 All Aboard! English Communication Ⅰ 27
2 東書 コⅡ 326 All Aboard! English CommunicationⅡ 28
15 三省堂 英Ⅰ 324 MY WAY English Expression Ⅰ New Edition 29
15 三省堂 英Ⅱ 319 MY WAY English Expression Ⅱ New Edition 30
7 実教 家総 309 新家庭総合　パートナーシップでつくる未来 31
7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版 32

178 農文協 農業 302 農業と環境 33
7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 34
7 実教 商業 342 情報処理　新訂版 35
7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版 36
6 教図 家庭 309 子ども文化 37
6 教図 家庭 312 フードデザインcooking&arrangement 38
7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版 39
7 実教 福祉 302 介護福祉基礎 40
7 実教 福祉 303 生活支援技術 41
7 実教 福祉 304 こころとからだの理解 42

104 数研 数Ⅱ 312 最新　数学Ⅱ 43
2 東書 コⅡ 301 All Aboard! Communication English Ⅱ 44
50 大修館 国表 305 国語表現 45
15 三省堂 現Ｂ 305 明解現代文Ｂ　 46
81 山川 日Ｂ 307 新日本史 47
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八頭高等学校
2 東書 国総 333 精選国語総合 1
15 三省堂 現Ｂ 323 高等学校現代文Ｂ　改訂版 2
15 三省堂 古Ｂ 335 精選古典Ｂ　改訂版 3
218 京書 国表 303 国語表現 4
15 三省堂 現Ａ 303 現代文Ａ 5
2 東書 現社 313 現代社会 6
2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ 7
81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版 8
2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史 9
81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 10
81 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版 11
46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 12
46 帝国 地図 310 新詳高等地図 13
2 東書 政経 311 政治・経済 14
2 東書 倫理 311 倫理 15
61 啓林館 数Ⅰ 325 数学Ⅰ改訂版 16
61 啓林館 数Ⅰ 326 新編　数学Ⅰ改訂版 17
61 啓林館 数Ⅱ 326 新編　数学Ⅱ改訂版 18
61 啓林館 数Ⅱ 325 数学Ⅱ改訂版 19
61 啓林館 数Ⅲ 306 数学Ⅲ 20
61 啓林館 数Ⅲ 307 新編　数学Ⅲ 21
61 啓林館 数Ａ 325 数学A改訂版 22
61 啓林館 数Ａ 326 新編　数学A改訂版 23
61 啓林館 数Ｂ 323 数学Ｂ改訂版 24
61 啓林館 数Ｂ 324 新編　数学Ｂ改訂版 25
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61 啓林館 物基 316 考える物理基礎 26
61 啓林館 物基 317 考える物理基礎　マイノート 27
61 啓林館 物理 310 物理　改訂版 28
104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎 29
104 数研 化学 313 改訂版　化学 30
61 啓林館 生基 315 生物基礎　改訂版 31
61 啓林館 生物 309 生物　改訂版 32
61 啓林館 地基 308 地学基礎　改訂版 33
17 教出 音Ⅰ 308 高校音楽Ⅰ改訂版　Music　View 34
27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２ 35
116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 36
116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２ 37
6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 38
6 教図 書Ⅱ 306 書Ⅱ 39
50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 40
2 東書 コⅠ 329 Power On English Communication Ⅰ 41
2 東書 コⅠ 328 All Aboard! English Communication Ⅰ 42
2 東書 コⅡ 327 Power On English CommunicationⅡ 43
2 東書 コⅡ 326 All Aboard! English CommunicationⅡ 44
2 東書 コⅢ 302 Power On Communication English Ⅲ 45
2 東書 コⅢ 301 All Aboard! Communication English Ⅲ 46
2 東書 英Ⅰ 322 NEW FAVORITE English Expression Ⅰ 47
15 三省堂 英Ⅰ 324 MY WAY English Expression Ⅰ New Edition 48
2 東書 英Ⅱ 317 NEW FAVORITE English Expression Ⅱ 49
17 教出 英Ⅱ 320 NEW ONE WORLD Expressions Ⅱ Revised Edition 50
7 実教 家基 315 新家庭基礎２１ 51
6 教図 家庭 304 子どもの発達と保育　育つ　育てる　育ち合う 52
7 実教 情科 308 情報の科学　新訂版 53

143 筑摩 現Ｂ 315 精選現代文B 54
50 大修館 古Ｂ 312 精選古典B　 55
81 山川 日Ｂ 301 詳説日本史 56
81 山川 日Ｂ 308 高校日本史 57
61 啓林館 数Ⅱ 308 数学Ⅱ 58
2 東書 数Ⅲ 302 新編数学Ⅲ 59
2 東書 英Ⅱ 301 NEW FAVORITE English Expression Ⅱ 60
15 三省堂 英Ⅱ 319 MY WAY English Expression Ⅱ New Edition 61
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智頭農林高等学校
50 大修館 国総 347 新編国語総合　改訂版 1
50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版 2
183 第一 現Ａ 307 高等学校　改訂版　新編現代文Ａ 3
46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 4
7 実教 日Ａ 313 新日本史Ａ　新訂版 5
46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 6
46 帝国 地図 310 新詳高等地図 7
104 数研 現社 320 改訂版　高等学校　現代社会 8
104 数研 数Ⅰ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅰ 9
104 数研 数Ａ 331 改訂版　新　高校の数学Ａ 10
61 啓林館 科人 302 科学と人間生活 11
7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版 12

183 第一 生基 319 高等学校　改訂　新生物基礎 13
104 数研 生物 310 改訂版　生物 14
50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 15
27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１ 16
38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 17
38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ 18
205 三友 コ基 302 JOYFUL English Communication Basic 19
104 数研 コⅠ 344 Revised COMET English Communication Ⅰ 20
15 三省堂 コⅡ 333 VISTA English Communication Ⅱ New Edition 21
7 実教 家基 314 新家庭基礎　パートナーシップでつくる未来 22
7 実教 家総 309 新家庭総合　パートナーシップでつくる未来 23

178 農文協 農業 302 農業と環境 24
7 実教 農業 303 農業情報処理 25
7 実教 農業 311 野菜 26
7 実教 農業 304 草花 27
7 実教 農業 313 農業経営 28
7 実教 農業 305 食品製造 29
7 実教 農業 326 生物活用 30
7 実教 農業 308 森林科学 31
7 実教 農業 315 森林経営 32
7 実教 農業 316 林産物利用 33

179 電機大 農業 323 造園技術 34
7 実教 工業 362 建築計画 35
7 実教 工業 369 インテリア製図 36
7 実教 工業 342 インテリア計画 37
6 教図 家庭 304 子どもの発達と保育　育つ　育てる　育ち合う 38
7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 39
7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 40
7 実教 福祉 302 介護福祉基礎 41
7 実教 福祉 305 コミュニケーション技術 42
7 実教 家庭 301 フードデザイン 43
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倉吉東高等学校
104 数研 国総 348 改訂版　国語総合　現代文編 1
104 数研 国総 349 改訂版　国語総合　古典編 2
104 数研 現Ｂ 333 改訂版　現代文Ｂ 3
104 数研 古Ｂ 343 改訂版　古典Ｂ　古文編 4
104 数研 古Ｂ 344 改訂版　古典Ｂ　漢文編 5
81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版 6
81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版 7
183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来 8
81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 9
46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 10
46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 11
46 帝国 地図 310 新詳高等地図 12
183 第一 現社 321 高等学校　改訂版　現代社会 13
2 東書 倫理 311 倫理 14

104 数研 数Ⅰ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅰ 15
104 数研 数Ⅱ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ 16
104 数研 数Ⅲ 309 高等学校　数学Ⅲ 17
104 数研 数Ａ 328 改訂版　高等学校　数学Ａ 18
104 数研 数Ｂ 326 改訂版　高等学校　数学Ｂ 19
104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 20
104 数研 物理 313 改訂版　物理 21
61 啓林館 化基 318 化学基礎　改訂版 22
104 数研 化学 313 改訂版　化学 23
2 東書 生基 311 改訂　生物基礎 24
2 東書 生物 306 改訂　生物 25

104 数研 地基 304 地学基礎 26
50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 27
27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 28
27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２ 29
116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 30
38 光村 美Ⅱ 303 美術２ 31
6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 32

109 文英堂 コⅠ 345 NEW EDITION UNICORN English Communication １ 33
2 東書 コⅡ 328 PROMINENCE English CommunicationⅡ 34

109 文英堂 コⅢ 316 UNICORN English Communication 3 35
61 啓林館 英Ⅰ 328 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Advanced 36
50 大修館 英Ⅱ 321 Departure English Expression Ⅱ Revised 37
2 東書 家基 311 家庭基礎　自立・共生・創造 38

104 数研 社情 314 改訂版　高等学校　社会と情報 39
2 東書 国総 332 新編国語総合 40
50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版 41
50 大修館 現Ａ 304 現代文Ａ 42
50 大修館 現Ｂ 332 新編現代文Ｂ　改訂版 43
50 大修館 古Ａ 307 古典Ａ　物語選 44
7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版 45
81 山川 日Ａ 314 現代の日本史　改訂版 46
130 二宮 地Ａ 309 基本地理Ａ 47
130 二宮 地図 312 基本地図帳　改訂版 48
183 第一 現社 321 高等学校　改訂版　現代社会 49
183 第一 倫理 310 高等学校　改訂版　倫理 50
183 第一 政経 309 高等学校　改訂版　政治・経済 51
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2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 52
2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ 53
2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 54
7 実教 数活 301 数学活用 55
2 東書 科人 306 改訂　科学と人間生活 56
2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 57
2 東書 化学 309 改訂　新編化学 58
2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎 59
2 東書 生物 307 スタンダード生物 60
2 東書 地基 306 改訂　地学基礎 61
50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 62
27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 63
116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 64
2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 65

104 数研 コⅠ 344 Revised COMET English Communication Ⅰ 66
104 数研 コⅡ 342 Revised COMET English Communication Ⅱ 67
15 三省堂 英Ⅰ 325 SELECT English Expression Ⅰ New Edition 68
15 三省堂 英会 302 SELECT English Conversation 69
7 実教 家基 314 新家庭基礎　パートナーシップでつくる未来 70
7 実教 家総 309 新家庭総合　パートナーシップでつくる未来 71
2 東書 社情 310 社会と情報 72
7 実教 商業 327 経済活動と法 73
7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版 74
7 実教 商業 339 高校簿記　新訂版 75
7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版 76

190 東法 商業 353 ビジネス情報　新訂版 77
6 教図 家庭 304 子どもの発達と保育　育つ　育てる　育ち合う 78
6 教図 家庭 312 フードデザインcooking&arrangement 79
7 実教 情報 306 情報メディア 80

104 数研 数Ⅱ 309 数学Ⅱ 81
104 数研 数Ⅲ 308 数学Ⅲ 82
61 啓林館 生物 302 生物 83
104 数研 現Ｂ 312 現代文B 84
104 数研 古Ｂ 314 古典B　古文編 85
104 数研 古Ｂ 315 古典B　漢文編 86
104 数研 化学 306 化学 87
50 大修館 英Ⅱ 306 Departure English Expression Ⅱ 88
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倉吉西高等学校
104 数研 国総 350 改訂版　高等学校　国語総合 1
2 東書 国表 304 国語表現 2

104 数研 現Ｂ 333 改訂版　現代文Ｂ 3
2 東書 古Ａ 301 古典Ａ 4

104 数研 古Ｂ 343 改訂版　古典Ｂ　古文編 5
104 数研 古Ｂ 344 改訂版　古典Ｂ　漢文編 6
46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 7
2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ 8
81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版 9
81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 10
46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 11
130 二宮 地Ｂ 305 新編　詳解地理Ｂ改訂版 12
46 帝国 地図 310 新詳高等地図 13
130 二宮 地図 311 詳解現代地図 14
183 第一 現社 321 高等学校　改訂版　現代社会 15
35 清水 倫理 308 高等学校　新倫理　新訂版 16
2 東書 政経 311 政治・経済 17

104 数研 数Ⅰ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅰ 18
104 数研 数Ⅱ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ 19
61 啓林館 数Ⅲ 306 数学Ⅲ 20
104 数研 数Ａ 328 改訂版　高等学校　数学Ａ 21
61 啓林館 数Ｂ 323 数学Ｂ改訂版 22
104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 23
104 数研 物理 313 改訂版　物理 24
2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 25
2 東書 化学 309 改訂　新編化学 26

104 数研 生基 316 改訂版　生物基礎 27
104 数研 生物 310 改訂版　生物 28
104 数研 地基 309 新編　地学基礎 29
50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 30
27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 31
27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２ 32
116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 33
116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２ 34
6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 35
6 教図 書Ⅱ 306 書Ⅱ 36

212 桐原 コⅠ 355 PRO-VISION English Communication Ⅰ New Edition 37
212 桐原 コⅡ 353 PRO-VISION English CommunicationⅡ New Edition 38
2 東書 コⅢ 303 PROMINENCE Communication English Ⅲ 39
61 啓林館 英Ⅰ 329 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Standard 40
61 啓林館 英Ⅱ 323 Vision Quest English Expression Ⅱ Hope 41
2 東書 家基 311 家庭基礎　自立・共生・創造 42
2 東書 社情 310 社会と情報 43
6 教図 家庭 309 子ども文化 44
7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 45
7 実教 情報 309 情報デザイン 46
61 啓林館 数Ⅱ 308 数学Ⅱ 47
104 数研 数Ⅲ 309 高等学校　数学Ⅲ 48
183 第一 化学 307 高等学校　化学 49
27 教芸 音Ⅲ 302 Joy of Music 50
116 日文 美Ⅲ 302 高校美術３ 51
6 教図 書Ⅲ 302 書Ⅲ 52

104 数研 現Ｂ 312 現代文B 53
104 数研 古Ｂ 314 古典B　古文編 54
104 数研 古Ｂ 315 古典B　漢文編 55
104 数研 物理 304 物理　 56
104 数研 生物 303 生物 57

- 17 -



倉吉農業高等学校
183 第一 国総 362 高等学校　改訂版　新編国語総合 1
183 第一 国表 308 高等学校　改訂版　国語表現 2
50 大修館 現Ｂ 332 新編現代文Ｂ　改訂版 3
183 第一 古Ａ 314 高等学校　改訂版　標準古典A　物語選 4
2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ 5
7 実教 日Ａ 309 高校日本史Ａ　新訂版 6
46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 7
46 帝国 地図 310 新詳高等地図 8
183 第一 現社 322 高等学校　改訂版　新現代社会 9
183 第一 政経 309 高等学校　改訂版　政治・経済 10
104 数研 数Ⅰ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅰ 11
104 数研 数Ａ 331 改訂版　新　高校の数学Ａ 12
2 東書 科人 306 改訂　科学と人間生活 13
2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 14
2 東書 化学 309 改訂　新編化学 15
2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎 16
2 東書 生物 307 スタンダード生物 17
50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 18
27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 19
116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 20
17 教出 書Ⅰ 307 新編　書道Ⅰ 21
15 三省堂 コⅠ 335 VISTA English Communication Ⅰ New Edition 22
2 東書 英会 301 Hello there! English Conversation 23
2 東書 家総 307 家庭総合　自立・共生・創造 24
7 実教 農業 303 農業情報処理 25
7 実教 農業 304 草花 26
7 実教 農業 305 食品製造 27
7 実教 農業 308 森林科学 28
7 実教 農業 311 野菜 29
7 実教 農業 312 果樹 30
7 実教 農業 313 農業経営 31
7 実教 農業 316 林産物利用 32
7 実教 農業 318 作物 33
7 実教 農業 319 畜産 34
7 実教 農業 320 農業機械 35
7 実教 農業 326 生物活用 36

178 農文協 農業 302 農業と環境 37
178 農文協 農業 307 植物バイオテクノロジー 38
179 電機大 農業 314 動物バイオテクノロジー 39
179 電機大 農業 317 水循環 40
179 電機大 農業 321 農業経済 41
179 電機大 農業 322 農業土木施工 42
201 海文堂 農業 309 農業土木設計 43
6 教図 家庭 304 子どもの発達と保育　育つ　育てる　育ち合う 44
50 大修館 現Ｂ 311 新編　現代文B 45
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倉吉総合産業高等学校
15 三省堂 国総 339 明解国語総合　改訂版 1
17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 2
183 第一 現Ａ 307 高等学校　改訂版　新編現代文Ａ 3
46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 4
183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来 5
2 東書 地Ａ 307 地理Ａ 6
46 帝国 地図 313 地歴高等地図　-現代世界とその歴史的背景- 7
183 第一 現社 322 高等学校　改訂版　新現代社会 8
7 実教 数Ⅰ 323 高校数学Ⅰ　新訂版 9
7 実教 数Ⅱ 323 高校数学Ⅱ　新訂版 10
7 実教 数Ⅲ 314 高校数学Ⅲ 11

104 数研 数Ａ 330 改訂版　最新　数学Ａ 12
104 数研 数Ｂ 328 改訂版　最新　数学Ｂ 13
2 東書 科人 306 改訂　科学と人間生活 14
2 東書 物基 311 改訂　物理基礎 15
2 東書 物理 308 改訂　物理 16
2 東書 化基 313 改訂　化学基礎 17

104 数研 生基 316 改訂版　生物基礎 18
104 数研 生物 310 改訂版　生物 19
50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 20
17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti 21
17 教出 音Ⅱ 307 音楽Ⅱ 改訂版 Tutti 22
116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 23
116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２ 24
2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 25
38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ 26
61 啓林館 コⅠ 341 LANDMARK Fit English Communication Ⅰ 27
61 啓林館 コⅡ 339 LANDMARK Fit English CommunicationⅡ 28
15 三省堂 英Ⅰ 324 MY WAY English Expression Ⅰ New Edition 29
7 実教 家基 314 新家庭基礎　パートナーシップでつくる未来 30
7 実教 家基 316 新図説家庭基礎 31
7 実教 工業 301 工業技術基礎 32
7 実教 工業 302 機械製図 33
7 実教 工業 303 電気製図 34
7 実教 工業 308 工業数理基礎 35
7 実教 工業 313 生産システム技術 36
7 実教 工業 315 機械工作１ 37
7 実教 工業 316 機械工作２ 38
7 実教 工業 319 機械設計１ 39
7 実教 工業 320 機械設計２ 40
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7 実教 工業 321 電子機械 41
7 実教 工業 322 自動車工学１ 42
7 実教 工業 323 自動車工学２ 43
7 実教 工業 333 プログラミング技術 44
7 実教 工業 345 原動機 45
7 実教 工業 358 電子計測制御 46
7 実教 工業 374 通信技術 47
7 実教 工業 385 情報技術基礎　新訂版 48
7 実教 工業 388 電気基礎１　新訂版 49
7 実教 工業 389 電気基礎２　新訂版 50
7 実教 工業 390 精選電気基礎　新訂版 51
7 実教 工業 391 電気機器　新訂版 52
7 実教 工業 392 電力技術１　新訂版 53
7 実教 工業 393 電力技術２　新訂版 54
7 実教 工業 395 電子回路　新訂版 55
7 実教 商業 325 広告と販売促進 56
7 実教 商業 327 経済活動と法 57
7 実教 商業 331 電子商取引 58
7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版 59
7 実教 商業 336 マーケティング　新訂版 60
7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 61
7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版 62
7 実教 商業 345 ビジネス実務　新訂版 63
7 実教 商業 347 新財務会計Ⅰ　新訂版 64
7 実教 商業 350 原価計算　新訂版 65
7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版 66
6 教図 家庭 304 子どもの発達と保育　育つ　育てる　育ち合う 67
6 教図 家庭 308 消費生活 68
6 教図 家庭 309 子ども文化 69
6 教図 家庭 310 服飾文化 70
7 実教 家庭 303 生活産業情報 71
7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 72
7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 73
7 実教 福祉 301 社会福祉基礎 74
46 帝国 地図 307 地歴高等地図　-現代世界とその歴史的背景- 75
7 実教 工業 348 電気機器 76
7 実教 家庭 301 フードデザイン 77
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鳥取中央育英高等学校
2 東書 国総 333 精選国語総合 1
50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版 2
50 大修館 現Ａ 304 現代文Ａ 3
2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ 4
2 東書 古Ａ 301 古典Ａ 5
2 東書 古Ｂ 330 精選古典Ｂ　新版 6
46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 7
2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ 8

183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来 9
81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 10
2 東書 地Ａ 307 地理Ａ 11
2 東書 地Ｂ 306 地理Ｂ 12
46 帝国 地図 310 新詳高等地図 13
104 数研 現社 320 改訂版　高等学校　現代社会 14
104 数研 政経 317 改訂版　政治・経済 15
2 東書 数Ⅰ 318 数学Ⅰ　Standard 16

104 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ 17
104 数研 数Ⅲ 310 新編　数学Ⅲ 18
2 東書 数Ａ 318 数学Ａ　Standard 19

104 数研 数Ｂ 327 改訂版　新編　数学Ｂ 20
104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎 21
104 数研 物理 313 改訂版　物理 22
104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎 23
104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎 24
104 数研 化学 313 改訂版　化学 25
2 東書 生基 311 改訂　生物基礎 26
2 東書 生物 307 スタンダード生物 27
2 東書 地基 306 改訂　地学基礎 28

104 数研 地学 302 地学 29
50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 30
27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 31
27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２ 32
38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 33
116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２ 34
6 教図 書Ⅰ 302 書Ⅰ 35
6 教図 書Ⅱ 302 書Ⅱ 36

183 第一 コⅠ 351 Vivid English Communication Ⅰ NEW EDITION 37
183 第一 コⅡ 349 Vivid English CommunicationⅡ NEW EDITION 38
183 第一 コⅢ 321 Vivid English Communication Ⅲ 39
61 啓林館 英Ⅰ 329 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Standard 40
15 三省堂 英Ⅱ 319 MY WAY English Expression Ⅱ New Edition 41
61 啓林館 英Ⅱ 307 Vision Quest English Expression Ⅱ 42
2 東書 英会 301 Hello there! English Conversation 43

183 第一 家基 320 高等学校　新版　家庭基礎　ともに生きる・持続可能な未来をつくる 44
104 数研 社情 314 改訂版　高等学校　社会と情報 45
7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版 46
6 教図 家庭 304 子どもの発達と保育　育つ　育てる　育ち合う 47
7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 48
7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 49

130 二宮 地Ｂ 305 新編　詳解地理B改訂版 50
61 啓林館 生物 302 生物 51
104 数研 現Ｂ 312 現代文B 52
104 数研 古Ｂ 314 古典B　古文編 53
104 数研 古Ｂ 315 古典B　漢文編 54
104 数研 物理 304 物理 55
104 数研 化学 306 化学 56
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米子東高等学校
50 大修館 国総 344 国語総合　改訂版　現代文編 1
50 大修館 国総 345 国語総合　改訂版　古典編 2
50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版 3
15 三省堂 現Ｂ 323 高等学校現代文Ｂ　改訂版 4
2 東書 古Ａ 301 古典Ａ 5
50 大修館 古Ｂ 341 精選古典B　改訂版 6
81 山川 世Ａ 315 現代の世界史　改訂版 7
81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版 8
81 山川 世Ｂ 313 新世界史　改訂版 9
35 清水 日Ａ 310 高等学校　日本史Ａ　新訂版 10
81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 11
46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 12
46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 13
46 帝国 地図 310 新詳高等地図 14
46 帝国 地図 313 地歴高等地図　-現代世界とその歴史的背景- 15
2 東書 現社 313 現代社会 16
7 実教 倫理 312 高校倫理　新訂版 17

183 第一 政経 309 高等学校　改訂版　政治・経済 18
2 東書 数Ⅰ 317 数学Ⅰ　Advanced 19
2 東書 数Ⅱ 317 数学Ⅱ　Advanced 20
2 東書 数Ⅲ 301 数学Ⅲ 21
2 東書 数Ａ 317 数学Ａ　Advanced 22
2 東書 数Ｂ 301 数学Ｂ 23
61 啓林館 物基 316 考える物理基礎 24
61 啓林館 物基 317 考える物理基礎　マイノート 25
104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 26
104 数研 物理 314 改訂版　総合物理１　力と運動・熱 27
104 数研 物理 315 改訂版　総合物理２　波・電気と磁気・原子 28
104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎 29
104 数研 化学 313 改訂版　化学 30
2 東書 生基 311 改訂　生物基礎 31

183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物 32
61 啓林館 地基 308 地学基礎　改訂版 33
50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 34
27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 35
116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 36
116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２ 37
6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 38
15 三省堂 コⅠ 333 CROWN English Communication Ⅰ New Edition 39
15 三省堂 コⅡ 331 CROWN English Communication Ⅱ New Edition 40
177 増進堂 コⅢ 318 MAINSTREAM English Communication Ⅲ　Strategic Reading Focus Advanced41
61 啓林館 英Ⅰ 328 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Advanced 42
61 啓林館 英Ⅱ 322 Vision Quest English Expression Ⅱ Ace 43
183 第一 家基 320 高等学校　新版　家庭基礎　ともに生きる・持続可能な未来をつくる 44
2 東書 情科 306 情報の科学 45
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183 第一 国総 362 高等学校　改訂版　新編国語総合 46
50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版 47
2 東書 現Ａ 306 現代文Ａ 48

183 第一 古Ａ 314 高等学校　改訂版　標準古典A　物語選 49
81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版 50
35 清水 日Ａ 310 高等学校　日本史Ａ　新訂版 51
183 第一 地Ａ 310 高等学校　新版　地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ 52
130 二宮 地図 312 基本地図帳　改訂版 53
7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 54
7 実教 数Ⅰ 323 高校数学Ⅰ　新訂版 55
7 実教 数Ⅱ 321 新版数学Ⅱ　新訂版 56
7 実教 数Ａ 323 高校数学Ａ　新訂版 57
7 実教 数Ｂ 320 新版数学Ｂ　新訂版 58

104 数研 科人 308 新　科学と人間生活 59
2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎 60
2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 61

104 数研 生基 317 改訂版　新編　生物基礎 62
50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 63
17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti 64
6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 65

104 数研 コⅠ 344 Revised COMET English Communication Ⅰ 66
104 数研 コⅡ 342 Revised COMET English Communication Ⅱ 67
15 三省堂 英Ⅰ 325 SELECT English Expression Ⅰ New Edition 68
109 文英堂 英会 304 My Passport English Conversation 69
2 東書 家基 311 家庭基礎　自立・共生・創造 70
7 実教 家総 309 新家庭総合　パートナーシップでつくる未来 71
7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版 72
6 教図 家庭 312 フードデザインcooking&arrangement 73
7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版 74
2 東書 数Ⅱ 301 数学Ⅱ 75

183 第一 生物 304 高等学校　生物 76
27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２ 77
6 教図 書Ⅱ 306 書Ⅱ 78
61 啓林館 英Ⅱ 307 Vision Quest English Expression Ⅱ 79
143 筑摩 現Ｂ 315 精選現代文B 80
2 東書 古Ｂ 302 精選古典B　古文編 81
2 東書 古Ｂ 303 精選古典B　漢文編 82
81 山川 世Ｂ 304 詳説世界史　改訂版 83
81 山川 日Ｂ 301 詳説日本史 84
104 数研 物理 306 総合物理１　　力と運動・熱 85
104 数研 物理 307 総合物理２　波・電気と磁気・原子 86
104 数研 化学 306 化学 87
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米子西高等学校
2 東書 国総 333 精選国語総合 1
50 大修館 現Ｂ 331 精選現代文Ｂ　新訂版 2
183 第一 古Ａ 313 高等学校　古典Ａ　大鏡　源氏物語　諸家の文章 3
183 第一 古Ｂ 352 高等学校　改訂版　古典B 4
183 第一 世Ａ 317 高等学校　改訂版　世界史Ａ 5
81 山川 世Ｂ 313 新世界史　改訂版 6
183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来 7
81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 8
46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 9
46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 10
46 帝国 地図 310 新詳高等地図 11
183 第一 現社 321 高等学校　改訂版　現代社会 12
7 実教 倫理 312 高校倫理　新訂版 13

104 数研 政経 317 改訂版　政治・経済 14
61 啓林館 数Ⅰ 326 新編　数学Ⅰ改訂版 15
61 啓林館 数Ⅱ 326 新編　数学Ⅱ改訂版 16
104 数研 数Ⅲ 310 新編　数学Ⅲ 17
61 啓林館 数Ａ 326 新編　数学A改訂版 18
104 数研 数Ｂ 311 新編　数学Ｂ 19
7 実教 数活 301 数学活用 20

104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎 21
104 数研 物理 314 改訂版　総合物理１　力と運動・熱 22
104 数研 物理 315 改訂版　総合物理２　波・電気と磁気・原子 23
104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎 24
104 数研 化学 313 改訂版　化学 25
2 東書 生基 311 改訂　生物基礎 26
2 東書 生物 306 改訂　生物 27

183 第一 地基 310 高等学校　改訂　地学基礎 28
50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 29
27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 30
38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 31
38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ 32
177 増進堂 コⅠ 349 FLEX English Communication Ⅰ 33
61 啓林館 コⅡ 338 Revised LANDMARK English CommunicationⅡ 34
2 東書 コⅢ 302 Power On Communication English Ⅲ 35
61 啓林館 英Ⅰ 329 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Standard 36
61 啓林館 英Ⅱ 323 Vision Quest English Expression Ⅱ Hope 37
2 東書 英会 301 Hello there! English Conversation 38
2 東書 家基 311 家庭基礎　自立・共生・創造 39
9 開隆堂 社情 313 社会と情報 40

104 数研 数Ⅱ 311 新編　数学Ⅱ 41
183 第一 英Ⅱ 314 Vivid English Expression Ⅱ 42
50 大修館 現Ｂ 310 精選現代文B 43
15 三省堂 古Ｂ 306 精選古典B　 44
104 数研 物理 306 総合物理１　力と運動・熱 45
104 数研 物理 307 総合物理２　波・電気と磁気・原子 46
104 数研 化学 306 化学 47
2 東書 生物 301 生物 48
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米子高等学校
2 東書 国総 332 新編国語総合 1
17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 2
183 第一 現Ｂ 340 高等学校　改訂版　標準現代文Ｂ 3
183 第一 古Ａ 314 高等学校　改訂版　標準古典A　物語選 4
2 東書 古Ｂ 329 新編古典Ｂ 5
46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 6
7 実教 世Ｂ 309 世界史Ｂ　新訂版 7
2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ 8
46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 9
46 帝国 地図 310 新詳高等地図 10
183 第一 現社 322 高等学校　改訂版　新現代社会 11
7 実教 倫理 312 高校倫理　新訂版 12
2 東書 政経 311 政治・経済 13

104 数研 数Ⅰ 329 改訂版　新編　数学Ⅰ 14
104 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ 15
104 数研 数Ⅲ 310 新編　数学Ⅲ 16
104 数研 数Ａ 329 改訂版　新編　数学Ａ 17
104 数研 数Ｂ 327 改訂版　新編　数学Ｂ 18
2 東書 科人 306 改訂　科学と人間生活 19
2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎 20
61 啓林館 化基 307 新編　化学基礎 21
183 第一 生基 319 高等学校　改訂　新生物基礎 22
61 啓林館 生物 309 生物　改訂版 23
2 東書 地基 306 改訂　地学基礎 24
50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 25
17 教出 音Ⅰ 308 高校音楽Ⅰ改訂版　Music　View 26
17 教出 音Ⅱ 308 高校音楽Ⅱ 改訂版 Music View 27
17 教出 音Ⅲ 301 音楽Ⅲ 28
116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 29
116 日文 工Ⅰ 301 工芸Ⅰ 30
116 日文 工Ⅱ 301 工芸Ⅱ 31
2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 32

104 数研 コⅠ 344 Revised COMET English Communication Ⅰ 33
104 数研 コⅡ 342 Revised COMET English Communication Ⅱ 34
2 東書 コⅢ 301 All Aboard! Communication English Ⅲ 35
2 東書 英Ⅰ 322 NEW FAVORITE English Expression Ⅰ 36
2 東書 英Ⅱ 317 NEW FAVORITE English Expression Ⅱ 37
61 啓林館 英会 303 Sailing English Conversation 38
7 実教 家総 309 新家庭総合　パートナーシップでつくる未来 39
7 実教 社情 312 高校社会と情報　新訂版 40
7 実教 農業 325 農業と環境　新訂版 41
7 実教 農業 311 野菜 42
7 実教 農業 304 草花 43

178 農文協 農業 307 植物バイオテクノロジー 44
7 実教 農業 326 生物活用 45
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190 東法 商業 335 ビジネス基礎　新訂版 46
7 実教 商業 336 マーケティング　新訂版 47

190 東法 商業 340 簿記　新訂版 48
190 東法 商業 344 情報処理　新訂版 49
7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版 50
7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版 51
7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 52
7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 53
6 教図 家庭 309 子ども文化 54
7 実教 福祉 301 社会福祉基礎 55
7 実教 福祉 302 介護福祉基礎 56
7 実教 福祉 305 コミュニケーション技術 57
7 実教 福祉 303 生活支援技術 58
7 実教 福祉 304 こころとからだの理解 59

183 第一 現Ｂ 318 高等学校　標準現代文B 60
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米子南高等学校
104 数研 国総 351 新編　国語総合 1
50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版 2
2 東書 現Ａ 306 現代文Ａ 3

183 第一 現Ｂ 340 高等学校　改訂版　標準現代文Ｂ 4
183 第一 古Ａ 305 高等学校　標準古典Ａ　物語選 5
183 第一 世Ａ 317 高等学校　改訂版　世界史Ａ 6
183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来 7
183 第一 地Ａ 310 高等学校　新版　地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ 8
130 二宮 地図 311 詳解現代地図 9
2 東書 現社 313 現代社会 10

183 第一 数Ⅰ 334 新編数学Ⅰ 11
183 第一 数Ａ 334 新編数学Ａ 12
104 数研 科人 308 新　科学と人間生活 13
104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎 14
2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎 15
50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 16
89 友社 音Ⅰ 312 改訂版　ON! 1 17
27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２ 18
116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 19
38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ 20
9 開隆堂 コⅠ 332 New Discovery English Communication Ⅰ 21
15 三省堂 コⅡ 333 VISTA English Communication Ⅱ New Edition 22
61 啓林館 英Ⅰ 329 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Standard 23
61 啓林館 英Ⅱ 323 Vision Quest English Expression Ⅱ Hope 24
109 文英堂 英会 304 My Passport English Conversation 25
7 実教 家基 314 新家庭基礎　パートナーシップでつくる未来 26
7 実教 家総 309 新家庭総合　パートナーシップでつくる未来 27
7 実教 商業 324 最新プログラミング 28
7 実教 商業 325 広告と販売促進 29
7 実教 商業 327 経済活動と法 30
7 実教 商業 331 電子商取引 31
7 実教 商業 333 ビジネス情報管理 32
7 実教 商業 336 マーケティング　新訂版 33
7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 34
7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版 35
7 実教 商業 347 新財務会計Ⅰ　新訂版 36
7 実教 商業 350 原価計算　新訂版 37
7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版 38

190 東法 商業 335 ビジネス基礎　新訂版 39
6 教図 家庭 309 子ども文化 40
7 実教 家庭 303 生活産業情報 41
7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 42
7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版 43
7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 44
50 大修館 保体 301 現代高等保健体育 45
7 実教 商業 306 新簿記　 46
7 実教 商業 317 新財務会計Ⅰ 47
7 実教 家庭 301 フードデザイン 48
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米子工業高等学校
15 三省堂 国総 339 明解国語総合　改訂版 1
2 東書 現Ｂ 321 新編現代文Ｂ 2
46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 3
46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 4
130 二宮 地図 312 基本地図帳　改訂版 5
7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 6
7 実教 数Ⅰ 321 新版数学Ⅰ　新訂版 7
7 実教 数Ⅱ 321 新版数学Ⅱ　新訂版 8
7 実教 数Ａ 321 新版数学Ａ　新訂版 9
7 実教 数Ｂ 320 新版数学Ｂ　新訂版 10

183 第一 科人 309 高等学校　改訂　科学と人間生活 11
2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎 12

183 第一 化基 322 高等学校　改訂　新化学基礎 13
2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎 14
50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 15
17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti 16
116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 17
6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 18
15 三省堂 コⅠ 335 VISTA English Communication Ⅰ New Edition 19
2 東書 コⅡ 326 All Aboard! English CommunicationⅡ 20

183 第一 家総 312 高等学校　新版　家庭総合　ともに生きる・持続可能な未来をつくる 21
7 実教 工業 301 工業技術基礎 22
7 実教 工業 302 機械製図 23
7 実教 工業 303 電気製図 24
7 実教 工業 305 建築設計製図 25
7 実教 工業 308 工業数理基礎 26
7 実教 工業 313 生産システム技術 27
7 実教 工業 314 環境工学基礎 28
7 実教 工業 317 新機械工作 29
7 実教 工業 318 新機械設計 30
7 実教 工業 333 プログラミング技術 31
7 実教 工業 334 建築構造 32
7 実教 工業 335 測量 33
7 実教 工業 336 工業化学１ 34
7 実教 工業 337 工業化学２ 35
7 実教 工業 338 設備計画 36
7 実教 工業 339 衛生・防災設備 37
7 実教 工業 345 原動機 38
7 実教 工業 358 電子計測制御 39
7 実教 工業 359 電子情報技術 40

- 28 -



7 実教 工業 360 ハードウェア技術 41
7 実教 工業 361 ソフトウェア技術 42
7 実教 工業 362 建築計画 43
7 実教 工業 363 建築構造設計 44
7 実教 工業 364 土木基礎力学１ 45
7 実教 工業 365 土木基礎力学２ 46
7 実教 工業 366 土木施工 47
7 実教 工業 367 化学工学 48
7 実教 工業 374 通信技術 49
7 実教 工業 375 コンピュータシステム技術 50
7 実教 工業 376 建築施工 51
7 実教 工業 377 建築法規 52
7 実教 工業 378 土木構造設計 53
7 実教 工業 379 社会基盤工学 54
7 実教 工業 380 地球環境化学 55
7 実教 工業 385 情報技術基礎　新訂版 56
7 実教 工業 386 精選情報技術基礎　新訂版 57
7 実教 工業 388 電気基礎１　新訂版 58
7 実教 工業 389 電気基礎２　新訂版 59
7 実教 工業 391 電気機器　新訂版 60
7 実教 工業 392 電力技術１　新訂版 61
7 実教 工業 393 電力技術２　新訂版 62
7 実教 工業 394 電子技術　新訂版 63

154 オーム 工業 311 情報技術基礎 64
154 オーム 工業 349 電気機器 65
154 オーム 工業 355 電子技術 66
174 コロナ 工業 357 電子回路 67
7 実教 数Ⅱ 305 新版数学Ⅱ 68
7 実教 家総 309 新家庭総合　パートナーシップでつくる未来 69

104 数研 コⅡ 317 COMET English Communication Ⅱ 70
7 実教 工業 350 電力技術１　電力の発生と輸送 71
7 実教 工業 351 電力技術２　電力の利用と制御 72
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米子白鳳高等学校
2 東書 国総 332 新編国語総合 1
17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 2
15 三省堂 現Ｂ 325 明解現代文Ｂ　改訂版 3
50 大修館 古Ａ 307 古典Ａ　物語選 4
50 大修館 古Ｂ 342 新編古典Ｂ　改訂版 5
81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版 6
81 山川 世Ｂ 314 高校世界史　改訂版 7
81 山川 日Ａ 314 現代の日本史　改訂版 8
81 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版 9
46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 10
46 帝国 地図 309 標準高等地図-地図でよむ現代社会- 11
183 第一 現社 322 高等学校　改訂版　新現代社会 12
2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 13
2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ 14
2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 15
7 実教 数活 301 数学活用 16

183 第一 科人 309 高等学校　改訂　科学と人間生活 17
183 第一 物基 321 高等学校　改訂　新物理基礎 18
2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 19
2 東書 化学 309 改訂　新編化学 20
7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版 21
7 実教 生物 308 生物　新訂版 22

183 第一 地基 310 高等学校　改訂　地学基礎 23
17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti 24
116 日文 美Ⅰ 303 Art and You 創造の世界へ 25
116 日文 工Ⅰ 301 工芸Ⅰ 26
2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 27

104 数研 コⅠ 344 Revised COMET English Communication Ⅰ 28
104 数研 コⅡ 342 Revised COMET English Communication Ⅱ 29
15 三省堂 英Ⅰ 325 SELECT English Expression Ⅰ New Edition 30
61 啓林館 英Ⅱ 307 Vision Quest English Expression Ⅱ 31
15 三省堂 英会 302 SELECT English Conversation 32
2 東書 家基 311 家庭基礎　自立・共生・創造 33
7 実教 生デ 301 生活デザイン 34
7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版 35

178 農文協 農業 302 農業と環境 36
7 実教 農業 311 野菜 37
7 実教 農業 304 草花 38
7 実教 農業 305 食品製造 39
7 実教 農業 326 生物活用 40
7 実教 商業 327 経済活動と法 41

190 東法 商業 340 簿記　新訂版 42
7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版 43

190 東法 商業 353 ビジネス情報　新訂版 44
6 教図 家庭 304 子どもの発達と保育　育つ　育てる　育ち合う 45
7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 46
6 教図 家庭 312 フードデザインcooking&arrangement 47
6 教図 家庭 308 消費生活 48
6 教図 家庭 309 子ども文化 49
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2 東書 国総 332 新編国語総合 50
17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 51
183 第一 現Ｂ 340 高等学校　改訂版　標準現代文Ｂ 52
183 第一 古Ｂ 353 高等学校　改訂版　標準古典B 53
2 東書 世Ｂ 311 新選世界史Ｂ 54
2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ 55
46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 56
46 帝国 地図 313 地歴高等地図　-現代世界とその歴史的背景- 57
2 東書 現社 313 現代社会 58
2 東書 倫理 311 倫理 59
2 東書 政経 311 政治・経済 60
2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 61
2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ 62
2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 63
2 東書 数Ｂ 318 新数学Ｂ 64
61 啓林館 科人 302 科学と人間生活 65
2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎 66
2 東書 物理 308 改訂　物理 67
2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 68
2 東書 化学 309 改訂　新編化学 69
2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎 70
2 東書 生物 306 改訂　生物 71
2 東書 地基 306 改訂　地学基礎 72
50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 73
17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti 74
116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 75
2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 76
2 東書 コⅠ 328 All Aboard! English Communication Ⅰ 77
2 東書 コⅡ 301 All Aboard! Communication English Ⅱ 78
2 東書 英Ⅰ 322 NEW FAVORITE English Expression Ⅰ 79
2 東書 英会 301 Hello there! English Conversation 80
2 東書 家総 307 家庭総合　自立・共生・創造 81
7 実教 生デ 301 生活デザイン 82
2 東書 社情 310 社会と情報 83
7 実教 商業 327 経済活動と法 84
7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 85
7 実教 商業 342 情報処理　新訂版 86
6 教図 家庭 304 子どもの発達と保育　育つ　育てる　育ち合う 87
6 教図 家庭 312 フードデザインcooking&arrangement 88
2 東書 国総 301 新編国語総合 89

183 第一 現社 312 高等学校　新現代社会 90
7 実教 数Ⅰ 306 高校数学Ⅰ 91

183 第一 科人 304 高等学校　科学と人間生活 92
50 大修館 保体 305 最新高等学校保健体育改訂版 93
104 数研 コⅠ 318 COMET English Communication Ⅰ 94
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境高等学校
2 東書 国総 333 精選国語総合 1
15 三省堂 現Ｂ 324 精選現代文Ｂ　改訂版 2
2 東書 古Ｂ 329 新編古典Ｂ 3
46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 4
81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版 5
81 山川 日Ａ 314 現代の日本史　改訂版 6
81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 7
46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 8
46 帝国 地図 310 新詳高等地図 9
183 第一 現社 321 高等学校　改訂版　現代社会 10
104 数研 倫理 314 改訂版　倫理 11
183 第一 政経 309 高等学校　改訂版　政治・経済 12
104 数研 数Ⅰ 329 改訂版　新編　数学Ⅰ 13
104 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ 14
104 数研 数Ⅲ 310 新編　数学Ⅲ 15
104 数研 数Ａ 329 改訂版　新編　数学Ａ 16
104 数研 数Ｂ 327 改訂版　新編　数学Ｂ 17
61 啓林館 物基 315 物理基礎　改訂版 18
61 啓林館 物理 311 総合物理１　様々な運動　熱　波 19
61 啓林館 物理 312 総合物理２　電気と磁気　原子・分子の世界 20
2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 21
2 東書 化学 308 改訂　化学 22

183 第一 生基 319 高等学校　改訂　新生物基礎 23
183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物 24
104 数研 地基 309 新編　地学基礎 25
50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 26
27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 27
27 教芸 音Ⅱ 309 高校生の音楽２ 28
38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 29
38 光村 美Ⅱ 303 美術２ 30
6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 31
6 教図 書Ⅱ 306 書Ⅱ 32

104 数研 コⅠ 343 Revised BIG DIPPER English Communication Ⅰ 33
104 数研 コⅡ 341 Revised BIG DIPPER English Communication Ⅱ 34
15 三省堂 コⅢ 306 MY WAY English Communication Ⅲ 35
61 啓林館 英Ⅰ 330 Vision Quest English Expression Ⅰ Core 36
183 第一 英Ⅱ 330 Vivid English Expression Ⅱ NEW EDITION 37
2 東書 英会 301 Hello there! English Conversation 38
2 東書 家基 311 家庭基礎　自立・共生・創造 39
7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版 40
6 教図 家庭 312 フードデザインcooking&arrangement 41

104 数研 社情 314 改訂版　高等学校　社会と情報 42
7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 43
7 実教 商業 342 情報処理　新訂版 44
7 実教 商業 331 電子商取引 45
2 東書 数Ⅲ 302 新編数学Ⅲ 46

183 第一 生物 304 高等学校　生物 47
183 第一 英Ⅱ 314 Vivid English Expression Ⅱ 48
15 三省堂 現B 304 精選現代文B 49
50 大修館 古B 312 精選古典B 50
104 数研 物理 304 物理 51
2 東書 化学 301 化学 52
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境港総合技術高等学校
2 東書 国総 332 新編国語総合 1

183 第一 国表 308 高等学校　改訂版　国語表現 2
2 東書 現Ａ 306 現代文Ａ 3
7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版 4
2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史 5
46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 6
46 帝国 地図 309 標準高等地図-地図でよむ現代社会- 7
7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 8

183 第一 倫理 310 高等学校　改訂版　倫理 9
7 実教 政経 313 最新政治・経済　新訂版 10

104 数研 数Ⅰ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅰ 11
2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ 12

104 数研 数Ａ 331 改訂版　新　高校の数学Ａ 13
183 第一 科人 309 高等学校　改訂　科学と人間生活 14
183 第一 物基 321 高等学校　改訂　新物理基礎 15
183 第一 化基 322 高等学校　改訂　新化学基礎 16
183 第一 生基 319 高等学校　改訂　新生物基礎 17
50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 18
17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti 19
116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 20
38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ 21
15 三省堂 コⅠ 335 VISTA English Communication Ⅰ New Edition 22
15 三省堂 英Ⅰ 325 SELECT English Expression Ⅰ New Edition 23
6 教図 家基 312 新 家庭基礎　今を学び 未来を描き 暮らしをつくる 24
6 教図 家総 308 新 家庭総合　今を学び 未来を描き 暮らしをつくる 25
7 実教 工業 301 工業技術基礎 26
7 実教 工業 302 機械製図 27
7 実教 工業 303 電気製図 28
7 実教 工業 385 情報技術基礎　新訂版 29
7 実教 工業 313 生産システム技術 30
7 実教 工業 314 環境工学基礎 31
7 実教 工業 317 新機械工作 32
7 実教 工業 318 新機械設計 33
7 実教 工業 347 自動車整備 34
7 実教 工業 388 電気基礎１　新訂版 35
7 実教 工業 389 電気基礎２　新訂版 36
7 実教 工業 391 電気機器　新訂版 37
7 実教 工業 392 電力技術１　新訂版 38
7 実教 工業 393 電力技術２　新訂版 39
7 実教 工業 394 電子技術　新訂版 40
7 実教 工業 358 電子計測制御 41
7 実教 工業 374 通信技術 42
7 実教 工業 359 電子情報技術 43
7 実教 工業 333 プログラミング技術 44
7 実教 工業 360 ハードウェア技術 45
7 実教 工業 361 ソフトウェア技術 46
7 実教 工業 375 コンピュータシステム技術 47
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7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版 48
7 実教 商業 315 商品開発 49
7 実教 商業 325 広告と販売促進 50
7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 51
7 実教 商業 342 情報処理　新訂版 52
7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版 53

201 海文堂 水産 301 水産海洋基礎 54
201 海文堂 水産 302 海洋情報技術 55
201 海文堂 水産 303 漁業 56
201 海文堂 水産 316 航海・計器 57
201 海文堂 水産 310 船舶運用 58
201 海文堂 水産 304 船用機関１ 59
201 海文堂 水産 305 船用機関２ 60
201 海文堂 水産 306 電気理論１ 61
201 海文堂 水産 307 電気理論２ 62
201 海文堂 水産 318 海洋生物 63
201 海文堂 水産 313 海洋環境 64
7 実教 水産 309 食品製造 65

201 海文堂 水産 314 食品管理１ 66
201 海文堂 水産 315 食品管理２ 67
7 実教 水産 319 水産流通 68
7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版 69
7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 70
7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 71
6 教図 家庭 309 子ども文化 72
7 実教 福祉 301 社会福祉基礎 73
7 実教 福祉 302 介護福祉基礎 74
7 実教 福祉 305 コミュニケーション技術 75
7 実教 福祉 303 生活支援技術 76
7 実教 福祉 306 介護過程 77
7 実教 福祉 304 こころとからだの理解 78

183 第一 物理 305 高等学校　物理 79
183 第一 化学 307 高等学校　化学 80
183 第一 生物 304 高等学校　生物 81
2 東書 数Ⅱ 303 新数学Ⅱ 82
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日野高等学校
15 三省堂 国総 339 明解国語総合　改訂版 1
17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 2
15 三省堂 現Ｂ 325 明解現代文Ｂ　改訂版 3
2 東書 古Ｂ 329 新編古典Ｂ 4
46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 5
81 山川 世Ｂ 314 高校世界史　改訂版 6
2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史 7
2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ 8
46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 9
46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 10
46 帝国 地図 310 新詳高等地図 11
17 教出 現社 304 最新　現代社会 12
35 清水 倫理 313 高等学校　現代倫理　新訂版 13
7 実教 政経 313 最新政治・経済　新訂版 14
7 実教 数Ⅰ 323 高校数学Ⅰ　新訂版 15
2 東書 数Ⅱ 302 新編数学Ⅱ 16
2 東書 数Ⅲ 302 新編数学Ⅲ 17
2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ 18
2 東書 数Ｂ 302 新編数学Ｂ 19
61 啓林館 科人 302 科学と人間生活 20
183 第一 物基 321 高等学校　改訂　新物理基礎 21
183 第一 物理 316 高等学校　改訂　物理 22
7 実教 化基 316 新版化学基礎　新訂版 23
7 実教 化学 311 新版化学　新訂版 24

183 第一 生基 309 高等学校　新生物基礎 25
2 東書 生物 307 スタンダード生物 26
50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 27
17 教出 音Ⅰ 308 高校音楽Ⅰ改訂版　Music　View 28
116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 29
6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 30
15 三省堂 コⅠ 335 VISTA English Communication Ⅰ New Edition 31
15 三省堂 コⅡ 333 VISTA English Communication Ⅱ New Edition 32
15 三省堂 英Ⅰ 325 SELECT English Expression Ⅰ New Edition 33
61 啓林館 英会 303 Sailing English Conversation 34
7 実教 家基 316 新図説家庭基礎 35

116 日文 社情 317 新・見てわかる社会と情報 36
7 実教 農業 325 農業と環境　新訂版 37
7 実教 農業 311 野菜 38
7 実教 農業 304 草花 39
7 実教 農業 305 食品製造 40

178 農文協 農業 307 植物バイオテクノロジー 41
7 実教 農業 326 生物活用 42

201 海文堂 農業 310 造園計画 43
7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版 44
7 実教 商業 315 商品開発 45
7 実教 商業 325 広告と販売促進 46
7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 47
7 実教 商業 347 新財務会計Ⅰ　新訂版 48
7 実教 商業 350 原価計算　新訂版 49
7 実教 商業 342 情報処理　新訂版 50
7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版 51
7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版 52
7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 53
7 実教 福祉 301 社会福祉基礎 54
7 実教 福祉 302 介護福祉基礎 55
15 三省堂 現B 305 明解現代文B 56
2 東書 古B 301 新編古典B 57
7 実教 商業 322 ビジネス情報 58
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鳥取盲学校
205 三友 コ基　 302 JOYFUL English Communication Basic 1
2 東書 家基 311 家庭基礎　自立・共生・創造 2
7 実教 生デ　 301 生活デザイン 3
2 東書 国総 333 精選国語総合 4

183 第一 国総 362 高等学校　改訂版　新編国語総合 5
183 第一 国表 308 高等学校　改訂版　国語表現 6
2 東書 現A 306 現代文A 7
2 東書 現B 321 新編現代文Ｂ 8
17 教出 古Ａ 302 古典文学選　古典A 9
183 第一 古Ｂ 353 高等学校　改訂版　標準古典B 10
2 東書 世Ａ 310 世界史A 11
81 山川 世Ｂ 313 新世界史　改訂版 12
2 東書 日Ａ 308 日本史A　現代からの歴史 13
81 山川 日Ｂ 315 新日本史　改訂版 14
35 清水 地Ａ 311 高等学校　現代地理A　新訂版 15
130 二宮 地Ｂ 305 新編　詳解地理B改訂版 16
35 清水 現社 316 高等学校　現代社会　新訂版 17
2 東書 倫理 311 倫理 18
7 実教 政経 313 最新政治・経済　新訂版 19
2 東書 数Ⅰ 302 新編数学Ⅰ 20

104 数研 数Ⅰ 310 数学Ⅰ 21
104 数研 数Ⅱ 309 数学Ⅱ　 22
104 数研 数Ⅲ 308 数学Ⅲ 23
2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ 24

104 数研 数Ｂ 309 数学Ｂ 25
61 啓林館 数活 302 数学活用 26
7 実教 科人 307 科学と人間生活　新訂版 27

104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎 28
61 啓林館 物理 303 物理 29
7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版 30
7 実教 化学 303 化学 31
7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版 32

183 第一 生物 304 高等学校　生物 33
7 実教 地基 307 地学基礎　新訂版 34
61 啓林館 地学 301 地学 35
50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 36
27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１ 37
27 教芸 音Ⅱ 309 高校生の音楽２ 38
89 友社 音Ⅲ 303 高校生の音楽３ 39
15 三省堂 コⅠ 333 CROWN English Communication Ⅰ New Edition 40
15 三省堂 コⅡ 331 CROWN English Communication Ⅱ　New Edition 41
15 三省堂 コⅢ 305 CROWN English Communication Ⅲ 42
15 三省堂 英Ⅰ 325 SELECT English Expression Ⅰ New Edition 43
15 三省堂 英Ⅱ 319 MY WAY English Expression Ⅱ　New Edition 44
15 三省堂 英会 302 SELECT English Conversation 45
9 開隆堂 家総 310 家庭総合　明日の生活を築く 46

104 数研 社情 305 高等学校　社会と情報 47
2 東書 情科 306 情報の科学 48
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鳥取聾学校
50 大修館 国総 346 精選国語総合　新訂版 1
183 第一 国総 362 高等学校　改訂版　新編国語総合 2
17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 3
218 京書 国表 303 国語表現 4
50 大修館 現Ａ 304 現代文Ａ 5
117 明治 現Ｂ 314 高等学校現代文Ｂ 6
50 大修館 古Ａ 307 古典Ａ　物語選 7
117 明治 古Ｂ 318 高等学校古典Ｂ 8
46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 9
81 山川 日Ａ 314 現代の日本史　改訂版 10
81 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版 11
46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 12
46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 13
46 帝国 地図 310 新詳高等地図 14
183 第一 現社 322 高等学校　改訂版　新現代社会 15
61 啓林館 数Ⅰ 326 新編　数学Ⅰ改訂版 16
104 数研 数Ⅰ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅰ 17
61 啓林館 数Ⅱ 326 新編　数学Ⅱ改訂版 18
104 数研 数Ⅱ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅱ 19
61 啓林館 数Ⅲ 307 新編　数学Ⅲ 20
61 啓林館 数Ａ 326 新編　数学A改訂版 21
104 数研 数Ａ 331 改訂版　新　高校の数学Ａ 22
61 啓林館 数Ｂ 324 新編　数学Ｂ改訂版 23
183 第一 科人 309 高等学校　改訂　科学と人間生活 24
183 第一 物基 320 高等学校　改訂　物理基礎 25
183 第一 物理 316 高等学校　改訂　物理 26
104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎 27
104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎 28
104 数研 化学 313 改訂版　化学 29
183 第一 生基 318 高等学校　改訂　生物基礎 30
183 第一 生基 319 高等学校　改訂　新生物基礎 31
183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物 32
50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 33
17 教出 音Ⅰ 308 高校音楽Ⅰ改訂版　Music　View 34
116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 35
116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２ 36
116 日文 工Ⅰ 301 工芸Ⅰ 37
15 三省堂 コⅠ 334 MY WAY English Communication Ⅰ New Edition 38
15 三省堂 コⅠ 335 VISTA English Communication Ⅰ New Edition 39
15 三省堂 コⅡ 332 MY WAY English Communication Ⅱ New Edition 40
15 三省堂 コⅡ 333 VISTA English Communication Ⅱ New Edition 41
15 三省堂 英Ⅰ 325 SELECT English Expression Ⅰ New Edition 42
15 三省堂 英Ⅱ 303 MY WAY English Expression Ⅱ 43
6 教図 家基 302 家庭基礎　ともに生きる　明日をつくる 44
6 教図 家総 302 家庭総合　ともに生きる　明日をつくる 45
7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版 46
7 実教 工業 385 情報技術基礎　新訂版 47
7 実教 工業 369 インテリア製図 48

201 海文堂 工業 343 インテリアエレメント生産 49
7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版 50
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7 実教 家庭 303 生活産業情報 51
7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版 52
7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 53
7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 54
6 教図 家庭 309 子ども文化 55
15 三省堂 国総 339 明解国語総合改訂版 56
104 数研 数Ⅰ 314 新　高校の数学Ⅰ 57
61 啓林館 数Ⅱ 316 新編　数学Ⅱ 58
61 啓林館 数Ｂ 308 新編　数学Ｂ 59
183 第一 物理 305 高等学校　物理 60
183 第一 生物 304 高等学校　生物 61
15 三省堂 コⅡ 307 MY WAY English Communication Ⅱ 62
81 山川 日Ｂ 308 高校日本史　 63
104 数研 化学 306 化学 64
15 三省堂 コⅡ 308 VISTA English Communication 65
7 実教 家庭 301 フードデザイン 66
7 実教 家庭 305 子どもの発達と保育 67
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鳥取養護学校
2 東書 国総 332 新編国語総合 1
15 三省堂 国総 339 明解国語総合　改訂版 2
218 京書 国表 303 国語表現 3
2 東書 現Ａ 306 現代文Ａ 4

117 明治 現Ｂ 314 高等学校現代文Ｂ 5
183 第一 古Ａ 305 高等学校　標準古典Ａ　物語選 6
183 第一 古Ｂ 353 高等学校　改訂版　標準古典B 7
183 第一 世Ａ 317 高等学校　改訂版　世界史Ａ 8
81 山川 世Ｂ 314 高校世界史　改訂版 9
183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来 10
81 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版 11
46 帝国 地Ａ 312 高校生の地理Ａ 12
46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 13
46 帝国 地図 310 新詳高等地図 14
2 東書 現社 313 現代社会 15
7 実教 数Ⅰ 323 高校数学Ⅰ　新訂版 16

104 数研 数Ⅰ 330 改訂版　最新　数学Ⅰ 17
104 数研 数Ⅱ 330 改訂版　最新　数学Ⅱ 18
104 数研 数Ⅲ 311 最新　数学Ⅲ 19
104 数研 数Ａ 330 改訂版　最新　数学Ａ 20
104 数研 数Ｂ 328 改訂版　最新　数学Ｂ 21
7 実教 数活 301 数学活用 22

104 数研 科人 308 新　科学と人間生活 23
104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎 24
104 数研 物理 313 改訂版　物理 25
104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎 26
183 第一 化基 322 高等学校　改訂　新化学基礎 27
183 第一 化学 315 高等学校　改訂　化学 28
104 数研 生基 317 改訂版　新編　生物基礎 29
183 第一 生基 318 高等学校　改訂　生物基礎 30
183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物 31
50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 32
27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 33
27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２ 34
27 教芸 音Ⅲ 302 Joy of Music 35
116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 36
116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２ 37
116 日文 美Ⅲ 302 高校美術３ 38
38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ 39
38 光村 書Ⅱ 308 書Ⅱ 40
38 光村 書Ⅲ 304 書Ⅲ 41
205 三友 コ基 302 JOYFUL English Communication Basic 42
2 東書 コⅠ 329 Power On English Communication Ⅰ 43
15 三省堂 コⅠ 335 VISTA English Communication Ⅰ New Edition 44
2 東書 コⅡ 327 Power On English CommunicationⅡ 45
2 東書 コⅢ 302 Power On Communication English Ⅲ 46
15 三省堂 英Ⅰ 324 MY WAY English Expression Ⅰ New Edition 47
7 実教 家基 314 新家庭基礎　パートナーシップでつくる未来 48
7 実教 家総 309 新家庭総合　パートナーシップでつくる未来 49

183 第一 社情 318 高等学校　改訂版　社会と情報 50
7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版 51
7 実教 商業 339 高校簿記　新訂版 52
7 実教 商業 342 情報処理　新訂版 53
7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版 54
7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 55
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倉吉養護学校
183 第一 現社 322 高等学校　改訂版　新現代社会 1
104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎 2
2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎 3

104 数研 地基 309 新編　地学基礎 4
2 東書 英会 301 Hello there! English Conversation 5
38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ 6
15 三省堂 国総 338 精選国語総合　改訂版 7
183 第一 国総 361 高等学校　改訂版　標準国語総合 8
15 三省堂 現A 303 現代文A 9
15 三省堂 現B 324 精選現代文B　改訂版 10
15 三省堂 古A 306 古典A 11
15 三省堂 古B 335 精選古典B　改訂版 12
2 東書 世A 310 世界史A 13
81 山川 世A 316 世界の歴史　改訂版 14
2 東書 日A 308 日本史A　現代からの歴史 15
81 山川 日B 309 詳説日本史　改訂版 16
2 東書 地A 307 地理A 17
46 帝国 地B 304 新詳地理B 18
46 帝国 地図 310 新詳高等地図 19
104 数研 現社 319 改訂版　現代社会 20
2 東書 数Ⅰ 317 数学Ⅰ　Advanced 21
2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 22

104 数研 数Ⅰ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅰ 23
2 東書 数Ⅱ 301 数学Ⅱ 24
2 東書 数A 317 数学A　Advanced 25

104 数研 数A 331 改訂版　新　高校の数学A 26
104 数研 科人 308 新　科学と人間生活 27
104 数研 科人 303 科学と人間生活　くらしの中のサイエンス 28
104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎 29
104 数研 生基 316 改訂版　生物基礎 30
61 啓林館 地基 308 地学基礎　改訂版 31
50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 32
17 教出 音Ⅰ 308 高校音楽Ⅰ改訂版　Music View 33
116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 34
205 三友 コ基 302 JOYFUL English Communication Basic 35
15 三省堂 コⅠ 335 VISTA English Communication Ⅰ　New Edition 36
17 教出 コⅠ 336 NEW ONE WORLD Communication Ⅰ Revised Edition 37
17 教出 コⅡ 334 NEW ONE WORLD Communication Ⅱ Revised Edition 38
17 教出 コⅢ 307 New ONE WORLD Communication Ⅲ 39
2 東書 英Ⅰ 322 NEW FAVARITE  English Expression Ⅰ 40
2 東書 英Ⅱ 317 NEW FAVARITE  English Expression Ⅱ 41
9 開隆堂 家基 317 家庭基礎　明日の生活を築く 42
9 開隆堂 家総 310 家庭総合　明日の生活を築く 43
7 実教 生デ 301 生活デザイン 44
7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版 45

116 日文 社情 317 新・見てわかる社会と情報 46
7 実教 情科 307 最新情報の科学　新訂版 47
7 実教 家庭 303 生活産業情報 48
7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 49
7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 50
7 実教 情報 302 情報産業と社会 51
7 実教 情報 308 データベース 52
7 実教 情報 309 情報デザイン 53

183 第一 国総 327 高等学校　標準国語総合 54
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皆生養護学校
2 東書 国総 332 新編国語総合 1
17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 2
2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ 3
2 東書 古Ｂ 329 新編古典Ｂ 4
2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ 5
81 山川 世Ｂ 314 高校世界史　改訂版 6
81 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版 7
2 東書 地Ａ 307 地理Ａ 8
46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 9
46 帝国 地図 309 標準高等地図-地図でよむ現代社会- 10
2 東書 現社 313 現代社会 11

104 数研 数Ⅰ 330 改訂版　最新　数学Ⅰ 12
104 数研 数Ⅱ 330 改訂版　最新　数学Ⅱ 13
104 数研 数Ａ 330 改訂版　最新　数学Ａ 14
104 数研 数Ｂ 328 改訂版　最新　数学Ｂ 15
7 実教 数活 301 数学活用 16

104 数研 科人 308 新　科学と人間生活 17
104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎 18
104 数研 化学 314 新編　化学 19
104 数研 生基 317 改訂版　新編　生物基礎 20
2 東書 生物 307 スタンダード生物 21
50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 22
27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１ 23
38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 24
205 三友 コ基 302 JOYFUL English Communication Basic 25
2 東書 コⅠ 328 All Aboard! English Communication Ⅰ 26
2 東書 コⅠ 329 Power On English Communication Ⅰ 27
2 東書 コⅡ 328 PROMINENCE English CommunicationⅡ 28
2 東書 コⅢ 303 PROMINENCE Communication English Ⅲ 29
9 開隆堂 英Ⅰ 319 EXPRESSWAYS English Expression Ⅰ 30
2 東書 英Ⅱ 317 NEW FAVORITE English Expression Ⅱ 31
7 実教 家基 314 新家庭基礎　パートナーシップでつくる未来 32
9 開隆堂 社情 313 社会と情報 33
7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版 34
7 実教 商業 339 高校簿記　新訂版 35

104 数研 数Ⅰ 313 最新　数学Ⅰ 36
104 数研 数Ⅱ 312 最新　数学Ⅱ 37
2 東書 英Ⅱ 301 NEW FAVORITE English Expression Ⅱ 38
2 東書 国総 301 新編国語総合 39
2 東書 現Ｂ 302 精選現代文B 40
2 東書 古Ｂ 301 新編古典Ｂ 41
81 山川 世Ｂ 307 高校世界史 42
46 帝国 地図 303 標準高等地図-地図でよむ現代社会- 43
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琴の浦高等特別支援学校
116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 1
183 第一 家基 320 高等学校　新版　家庭基礎　ともに生きる・持続可能な未来をつくる 2
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第１部

書名 採択学校数

国語総合
2 東書 国総 332 新編国語総合 8
2 東書 国総 333 精選国語総合 6
15 三省堂 国総 338 精選国語総合　改訂版 2
15 三省堂 国総 339 明解国語総合　改訂版 7
50 大修館 国総 344 国語総合　改訂版　現代文編 1
50 大修館 国総 345 国語総合　改訂版　古典編 1
50 大修館 国総 346 精選国語総合　新訂版 1
50 大修館 国総 347 新編国語総合　改訂版 2
104 数研 国総 348 改訂版　国語総合　現代文編 3
104 数研 国総 349 改訂版　国語総合　古典編 3
104 数研 国総 350 改訂版　高等学校　国語総合 1
104 数研 国総 351 新編　国語総合 1
183 第一 国総 361 高等学校　改訂版　標準国語総合 2
183 第一 国総 362 高等学校　改訂版　新編国語総合 4

国語表現
2 東書 国表 304 国語表現 1
17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 10
50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版 9
183 第一 国表 308 高等学校　改訂版　国語表現 3
218 京書 国表 303 国語表現 3

2 東書 現Ａ 306 現代文Ａ 5
15 三省堂 現Ａ 303 現代文Ａ 2
50 大修館 現Ａ 304 現代文Ａ 3
183 第一 現Ａ 307 高等学校　改訂版　新編現代文Ａ 2

2 東書 現Ｂ 321 新編現代文Ｂ 4
2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ 3
15 三省堂 現Ｂ 323 高等学校現代文Ｂ　改訂版 2
15 三省堂 現Ｂ 324 精選現代文Ｂ　改訂版 3
15 三省堂 現Ｂ 325 明解現代文Ｂ　改訂版 3
50 大修館 現Ｂ 329 現代文Ｂ　改訂版　上巻 1
50 大修館 現Ｂ 330 現代文Ｂ　改訂版　下巻 1
50 大修館 現Ｂ 331 精選現代文Ｂ　新訂版 1
50 大修館 現Ｂ 332 新編現代文Ｂ　改訂版 3
104 数研 現Ｂ 333 改訂版　現代文Ｂ 2
117 明治 現Ｂ 314 高等学校現代文Ｂ 3
143 筑摩 現Ｂ 337 精選現代文Ｂ　改訂版 1
183 第一 現Ｂ 340 高等学校　改訂版　標準現代文Ｂ 4

2 東書 古Ａ 301 古典Ａ 4
15 三省堂 古Ａ 306 古典Ａ 2
17 教出 古Ａ 302 古典文学選　古典Ａ 1
50 大修館 古Ａ 307 古典Ａ　物語選 3
183 第一 古Ａ 305 高等学校　標準古典Ａ　物語選 2
183 第一 古Ａ 313 高等学校　古典Ａ　大鏡　源氏物語　諸家の文章 1
183 第一 古Ａ 314 高等学校　改訂版　標準古典Ａ　物語選 3

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号

（５４３点）

現代文Ａ

現代文Ｂ

古典Ａ
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書名 採択学校数

古典B
2 東書 古Ｂ 329 新編古典Ｂ 5
2 東書 古Ｂ 330 精選古典Ｂ　新版 1
15 三省堂 古Ｂ 335 精選古典B　改訂版 2
50 大修館 古Ｂ 339 古典Ｂ　改訂版 古文編 1
50 大修館 古Ｂ 340 古典Ｂ　改訂版 漢文編 1
50 大修館 古Ｂ 341 精選古典B　改訂版 1
50 大修館 古Ｂ 342 新編古典Ｂ　改訂版 1
104 数研 古Ｂ 343 改訂版　古典Ｂ　古文編 2
104 数研 古Ｂ 344 改訂版　古典Ｂ　漢文編 2
117 明治 古Ｂ 318 高等学校古典Ｂ 1
183 第一 古Ｂ 322 高等学校　古典B　古文編 1
183 第一 古Ｂ 323 高等学校　古典B　漢文編 1
183 第一 古Ｂ 350 高等学校　改訂版　古典B　古文編 1
183 第一 古Ｂ 351 高等学校　改訂版　古典B　漢文編 1
183 第一 古Ｂ 352 高等学校　改訂版　古典B 1
183 第一 古Ｂ 353 高等学校　改訂版　標準古典B 5

2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ 5
7 実教 世Ａ 311 世界史Ａ　新訂版 1
7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版 7
46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 9
81 山川 世Ａ 315 現代の世界史　改訂版 2
81 山川 世A 316 世界の歴史　改訂版 3
81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版 1
183 第一 世Ａ 317 高等学校　改訂版　世界史Ａ 4

世界史B
2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ 2
2 東書 世Ｂ 311 新選世界史Ｂ 2
7 実教 世Ｂ 309 世界史Ｂ　新訂版 1
81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版 5
81 山川 世Ｂ 313 新世界史　改訂版 4
81 山川 世Ｂ 314 高校世界史　改訂版 4

2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史 5
7 実教 日Ａ 309 高校日本史Ａ　新訂版 3
7 実教 日Ａ 313 新日本史Ａ　新訂版 1
35 清水 日Ａ 310 高等学校　日本史Ａ　新訂版 2
81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版 1
81 山川 日Ａ 314 現代の日本史　改訂版 4
183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来 12

日本史B
2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ 5
81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 10
81 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版 6
81 山川 日Ｂ 315 新日本史　改訂版 2

地理Ａ
2 東書 地Ａ 307 地理Ａ 6
35 清水 地Ａ 311 高等学校　現代地理A　新訂版 1
46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 15
46 帝国 地Ａ 312 高校生の地理Ａ 1
130 二宮 地Ａ 309 基本地理Ａ 2
183 第一 地Ａ 310 高等学校　新版　地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ 3

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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地理B
2 東書 地Ｂ 306 地理Ｂ 2
46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 17
130 二宮 地Ｂ 305 新編　詳解地理B改訂版 3

地図
46 帝国 地図 309 標準高等地図-地図でよむ現代社会- 4
46 帝国 地図 310 新詳高等地図 22
46 帝国 地図 313 地歴高等地図　-現代世界とその歴史的背景- 3
130 二宮 地図 311 詳解現代地図 2
130 二宮 地図 312 基本地図帳　改訂版 3
現代社会
2 東書 現社 313 現代社会 9
7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 6
17 教出 現社 304 最新　現代社会 1
35 清水 現社 316 高等学校　現代社会　新訂版 1
104 数研 現社 319 改訂版　現代社会 1
104 数研 現社 320 改訂版　高等学校　現代社会 2
183 第一 現社 321 高等学校　改訂版　現代社会 5
183 第一 現社 322 高等学校　改訂版　新現代社会 9

倫理
2 東書 倫理 311 倫理 6
7 実教 倫理 312 高校倫理　新訂版 3
35 清水 倫理 308 高等学校　新倫理　新訂版 1
35 清水 倫理 313 高等学校　現代倫理　新訂版 1
104 数研 倫理 314 改訂版　倫理 1
183 第一 倫理 310 高等学校　改訂版　倫理 3

2 東書 政経 311 政治・経済 8
7 実教 政経 313 最新政治・経済　新訂版 3
104 数研 政経 317 改訂版　政治・経済 2
183 第一 政経 309 高等学校　改訂版　政治・経済 4

数学Ⅰ
2 東書 数Ⅰ 302 新編数学Ⅰ 1
2 東書 数Ⅰ 317 数学Ⅰ　Advanced 3
2 東書 数Ⅰ 318 数学Ⅰ　Standard 3
2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 6
7 実教 数Ⅰ 321 新版数学Ⅰ　新訂版 1
7 実教 数Ⅰ 323 高校数学Ⅰ　新訂版 5
61 啓林館 数Ⅰ 325 数学Ⅰ改訂版 1
61 啓林館 数Ⅰ 326 新編　数学Ⅰ改訂版 4
104 数研 数Ⅰ 310 数学Ⅰ 1
104 数研 数Ⅰ 313 最新　数学Ⅰ 1
104 数研 数Ⅰ 314 新　高校の数学Ⅰ 1
104 数研 数Ⅰ 327 改訂版　数学Ⅰ 1
104 数研 数Ⅰ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅰ 2
104 数研 数Ⅰ 329 改訂版　新編　数学Ⅰ 2
104 数研 数Ⅰ 330 改訂版　最新　数学Ⅰ 3
104 数研 数Ⅰ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅰ 5
183 第一 数Ⅰ 334 新編数学Ⅰ 1

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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数学Ⅱ
2 東書 数Ⅱ 301 数学Ⅱ 3
2 東書 数Ⅱ 302 新編数学Ⅱ 1
2 東書 数Ⅱ 317 数学Ⅱ　Advanced 2
2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ 6
7 実教 数Ⅱ 305 新版数学Ⅱ 1
7 実教 数Ⅱ 321 新版数学Ⅱ　新訂版 2
7 実教 数Ⅱ 323 高校数学Ⅱ　新訂版 2
61 啓林館 数Ⅱ 308 数学Ⅱ 2
61 啓林館 数Ⅱ 316 新編　数学Ⅱ 1
61 啓林館 数Ⅱ 325 数学Ⅱ改訂版 1
61 啓林館 数Ⅱ 326 新編　数学Ⅱ改訂版 4
104 数研 数Ⅱ 309 数学Ⅱ　 3
104 数研 数Ⅱ 311 新編　数学Ⅱ 2
104 数研 数Ⅱ 312 最新　数学Ⅱ 3
104 数研 数Ⅱ 327 改訂版　数学Ⅱ 1
104 数研 数Ⅱ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ 2
104 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ 3
104 数研 数Ⅱ 330 改訂版　最新　数学Ⅱ 5
104 数研 数Ⅱ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅱ 1

数学Ⅲ
2 東書 数Ⅲ 301 数学Ⅲ 2
2 東書 数Ⅲ 302 新編数学Ⅲ 3
7 実教 数Ⅲ 314 高校数学Ⅲ 1
61 啓林館 数Ⅲ 306 数学Ⅲ 2
61 啓林館 数Ⅲ 307 新編　数学Ⅲ 3
104 数研 数Ⅲ 308 数学Ⅲ 3
104 数研 数Ⅲ 309 高等学校　数学Ⅲ 3
104 数研 数Ⅲ 310 新編　数学Ⅲ 5
104 数研 数Ⅲ 311 最新　数学Ⅲ 2

数学Ａ
2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ 2
2 東書 数Ａ 317 数学Ａ　Advanced 2
2 東書 数Ａ 318 数学Ａ　Standard 2
2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 5
7 実教 数Ａ 321 新版数学Ａ　新訂版 1
7 実教 数Ａ 323 高校数学Ａ　新訂版 2
61 啓林館 数Ａ 325 数学A改訂版 1
61 啓林館 数Ａ 326 新編　数学A改訂版 4
104 数研 数Ａ 327 改訂版　数学Ａ 1
104 数研 数Ａ 328 改訂版　高等学校　数学Ａ 2
104 数研 数Ａ 329 改訂版　新編　数学Ａ 2
104 数研 数Ａ 330 改訂版　最新　数学Ａ 5
104 数研 数Ａ 331 改訂版　新　高校の数学Ａ 4
183 第一 数Ａ 334 新編数学Ａ 1

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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数学B
2 東書 数Ｂ 301 数学Ｂ 1
2 東書 数Ｂ 302 新編数学Ｂ 1
2 東書 数Ｂ 316 数学Ｂ　Advanced 1
2 東書 数Ｂ 318 新数学Ｂ 2
7 実教 数Ｂ 320 新版数学Ｂ　新訂版 2
61 啓林館 数Ｂ 308 新編　数学Ｂ 1
61 啓林館 数Ｂ 323 数学Ｂ改訂版 2
61 啓林館 数Ｂ 324 新編　数学Ｂ改訂版 3
104 数研 数Ｂ 309 数学Ｂ 1
104 数研 数Ｂ 311 新編　数学Ｂ 1
104 数研 数Ｂ 312 最新　数学Ｂ 1
104 数研 数Ｂ 325 改訂版　数学Ｂ 1
104 数研 数Ｂ 326 改訂版　高等学校　数学Ｂ 2
104 数研 数Ｂ 327 改訂版　新編　数学Ｂ 4
104 数研 数Ｂ 328 改訂版　最新　数学Ｂ 3

7 実教 数活 301 数学活用 6
61 啓林館 数活 302 数学活用 1

2 東書 科人 306 改訂　科学と人間生活 5
7 実教 科人 307 科学と人間生活　新訂版 2
61 啓林館 科人 302 科学と人間生活 5
104 数研 科人 303 科学と人間生活　くらしの中のサイエンス 1
104 数研 科人 308 新　科学と人間生活 7
183 第一 科人 304 高等学校　科学と人間生活 1
183 第一 科人 309 高等学校　改訂　科学と人間生活 5

2 東書 物基 311 改訂　物理基礎 1
2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎 6
61 啓林館 物基 315 物理基礎　改訂版 2
61 啓林館 物基 316 考える物理基礎 2
61 啓林館 物基 317 考える物理基礎　マイノート 2
104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 3
104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎 5
183 第一 物基 320 高等学校　改訂　物理基礎 2
183 第一 物基 321 高等学校　改訂　新物理基礎 5

物理
2 東書 物理 308 改訂　物理 3
61 啓林館 物理 303 物理 1
61 啓林館 物理 310 物理　改訂版 2
61 啓林館 物理 311 総合物理１　様々な運動　熱　波 1
61 啓林館 物理 312 総合物理２　電気と磁気　原子・分子の世界 1
104 数研 物理 313 改訂版　物理 5
104 数研 物理 314 改訂版　総合物理１　力と運動・熱 2
104 数研 物理 315 改訂版　総合物理２　波・電気と磁気・原子 2
183 第一 物理 305 高等学校　物理 2
183 第一 物理 316 高等学校　改訂　物理 3

2 東書 化基 313 改訂　化学基礎 2
2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 13
7 実教 化基 316 新版化学基礎　新訂版 1
7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版 2
61 啓林館 化基 307 新編　化学基礎 1
61 啓林館 化基 318 化学基礎　改訂版 1
104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎 5
104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎 8
183 第一 化基 321 高等学校　改訂　化学基礎 1
183 第一 化基 322 高等学校　改訂　新化学基礎 3

数学活用

科学と人間生活

化学基礎

物理基礎

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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化学
2 東書 化学 308 改訂　化学 3
2 東書 化学 309 改訂　新編化学 8
7 実教 化学 303 化学 1
7 実教 化学 311 新版化学　新訂版 1
104 数研 化学 313 改訂版　化学 7
104 数研 化学 314 新編　化学 1
183 第一 化学 307 高等学校　化学 3
183 第一 化学 315 高等学校　改訂　化学 2

2 東書 生基 311 改訂　生物基礎 5
2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎 9
7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版 2
61 啓林館 生基 315 生物基礎　改訂版 2
104 数研 生基 316 改訂版　生物基礎 4
104 数研 生基 317 改訂版　新編　生物基礎 5
183 第一 生基 309 高等学校　新生物基礎 1
183 第一 生基 318 高等学校　改訂　生物基礎 2
183 第一 生基 319 高等学校　改訂　新生物基礎 5

生物
2 東書 生物 306 改訂　生物 5
2 東書 生物 307 スタンダード生物 6
7 実教 生物 308 生物　新訂版 1
61 啓林館 生物 302 生物 2
61 啓林館 生物 309 生物　改訂版 2
104 数研 生物 310 改訂版　生物 6
183 第一 生物 304 高等学校　生物 5
183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物 4

2 東書 地基 306 改訂　地学基礎 6
7 実教 地基 307 地学基礎　新訂版 1
61 啓林館 地基 308 地学基礎　改訂版 4
104 数研 地基 304 地学基礎 1
104 数研 地基 309 新編　地学基礎 4
183 第一 地基 310 高等学校　改訂　地学基礎 3

地学
61 啓林館 地学 301 地学 1
104 数研 地学 302 地学 1

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 23
50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 10

音楽Ⅰ
17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti 8
17 教出 音Ⅰ 308 高校音楽Ⅰ改訂版　Music View 6
27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１ 3
27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 14
89 友社 音Ⅰ 311 改訂版　高校生の音楽１ 1
89 友社 音Ⅰ 312 改訂版　ON! 1 1

保健体育

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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音楽Ⅱ
17 教出 音Ⅱ 307 音楽Ⅱ 改訂版 Tutti 1
17 教出 音Ⅱ 308 高校音楽Ⅱ 改訂版 Music View 1
27 教芸 音Ⅱ 309 高校生の音楽２ 3
27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２ 7

音楽Ⅲ
17 教出 音Ⅲ 301 音楽Ⅲ 1
27 教芸 音Ⅲ 302 Joy of Music 2
89 友社 音Ⅲ 303 高校生の音楽３ 1

美術Ⅰ
38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 6
116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 9
116 日文 美Ⅰ 303 Art and You 創造の世界へ 1
116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 16

美術Ⅱ
38 光村 美Ⅱ 303 美術２ 2
116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２ 3
116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２ 5

美術Ⅲ
116 日文 美Ⅲ 302 高校美術３ 2

工芸Ⅰ
116 日文 工Ⅰ 301 工芸Ⅰ 5

工芸Ⅱ
116 日文 工Ⅱ 301 工芸Ⅱ 2

書道Ⅰ
2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 8
6 教図 書Ⅰ 302 書Ⅰ 1
6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 12
17 教出 書Ⅰ 307 新編　書道Ⅰ 1
38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ 9

書道Ⅱ
2 東書 書Ⅱ 305 書道Ⅱ 1
6 教図 書Ⅱ 302 書Ⅱ 1
6 教図 書Ⅱ 306 書Ⅱ 4
38 光村 書Ⅱ 308 書Ⅱ 1

書道Ⅲ
6 教図 書Ⅲ 302 書Ⅲ 1
38 光村 書Ⅲ 304 書Ⅲ 1

205 三友 コ基 302 JOYFUL English Communication Basic 7

2 東書 コⅠ 328 All Aboard! English Communication Ⅰ 6
2 東書 コⅠ 329 Power On English Communication Ⅰ 3
9 開隆堂 コⅠ 332 New Discovery English Communication Ⅰ 1
15 三省堂 コⅠ 333 CROWN English Communication Ⅰ New Edition 3
15 三省堂 コⅠ 334 MY WAY English Communication Ⅰ New Edition 1
15 三省堂 コⅠ 335 VISTA English Communication Ⅰ　New Edition 8
17 教出 コⅠ 336 NEW ONE WORLD Communication Ⅰ Revised Edition 2
50 大修館 コⅠ 337 Compass English Communication Ⅰ Revised 1
61 啓林館 コⅠ 340 Revised LANDMARK English Communication Ⅰ 1
61 啓林館 コⅠ 341 LANDMARK Fit English Communication Ⅰ 1
104 数研 コⅠ 343 Revised BIG DIPPER English Communication Ⅰ 1
104 数研 コⅠ 344 Revised COMET English Communication Ⅰ 6
109 文英堂 コⅠ 345 NEW EDITION UNICORN English Communication １ 1
177 増進堂 コⅠ 349 FLEX English Communication Ⅰ 1
183 第一 コⅠ 351 Vivid English Communication Ⅰ NEW EDITION 1
212 桐原 コⅠ 355 PRO-VISION English Communication Ⅰ New Edition 1

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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2 東書 コⅡ 301 All Aboard! Communication English Ⅱ 4
2 東書 コⅡ 326 All Aboard! English CommunicationⅡ 4
2 東書 コⅡ 327 Power On English CommunicationⅡ 2
2 東書 コⅡ 328 PROMINENCE English CommunicationⅡ 2
9 開隆堂 コⅡ 329 Revised ENGLISH NOW English Communication Ⅱ 1
15 三省堂 コⅡ 307 MY WAY English Communication Ⅱ 1
15 三省堂 コⅡ 331 CROWN English Communication Ⅱ New Edition 3
15 三省堂 コⅡ 332 MY WAY English Communication Ⅱ New Edition 2
15 三省堂 コⅡ 333 VISTA English Communication Ⅱ New Edition 5
17 教出 コⅡ 334 NEW ONE WORLD Communication Ⅱ Revised Edition 2
50 大修館 コⅡ 335 Compass English CommunicationⅡ Revised 1
61 啓林館 コⅡ 338 Revised LANDMARK English CommunicationⅡ 2
61 啓林館 コⅡ 339 LANDMARK Fit English CommunicationⅡ 1
104 数研 コⅡ 341 Revised BIG DIPPER English Communication Ⅱ 1
104 数研 コⅡ 342 Revised COMET English Communication Ⅱ 5
183 第一 コⅡ 349 Vivid English CommunicationⅡ NEW EDITION 1
212 桐原 コⅡ 353 PRO-VISION English CommunicationⅡ New Edition 1

2 東書 コⅢ 301 All Aboard! Communication English Ⅲ 2
2 東書 コⅢ 302 Power On Communication English Ⅲ 3
2 東書 コⅢ 303 PROMINENCE Communication English Ⅲ 2
15 三省堂 コⅢ 305 CROWN English Communication Ⅲ 2
15 三省堂 コⅢ 306 MY WAY English Communication Ⅲ 2
17 教出 コⅢ 307 New ONE WORLD Communication Ⅲ 2
50 大修館 コⅢ 309 Compass English Communication Ⅲ 1
61 啓林館 コⅢ 313 LANDMARK English Communication Ⅲ 1
109 文英堂 コⅢ 316 UNICORN English Communication 3 1
177 増進堂 コⅢ 318 MAINSTREAM English Communication Ⅲ　Strategic Reading Focus Advanced 1
183 第一 コⅢ 321 Vivid English Communication Ⅲ 1

2 東書 英Ⅰ 322 NEW FAVARITE  English Expression Ⅰ 4
9 開隆堂 英Ⅰ 319 EXPRESSWAYS English Expression Ⅰ 1
15 三省堂 英Ⅰ 324 MY WAY English Expression Ⅰ New Edition 4
15 三省堂 英Ⅰ 325 SELECT English Expression Ⅰ New Edition 8
50 大修館 英Ⅰ 327 Departure English Expression Ⅰ Revised 1
61 啓林館 英Ⅰ 328 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Advanced 3
61 啓林館 英Ⅰ 329 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Standard 5
61 啓林館 英Ⅰ 330 Vision Quest English Expression Ⅰ Core 2
109 文英堂 英Ⅰ 312 Grove English Expression Ⅰ 1

2 東書 英Ⅱ 301 NEW FAVORITE English Expression Ⅱ 2
2 東書 英Ⅱ 317 NEW FAVORITE English Expression Ⅱ 4
15 三省堂 英Ⅱ 303 MY WAY English Expression Ⅱ 1
15 三省堂 英Ⅱ 319 MY WAY English Expression Ⅱ New Edition 4
17 教出 英Ⅱ 320 NEW ONE WORLD Expressions Ⅱ Revised Edition 1
50 大修館 英Ⅱ 321 Departure English Expression Ⅱ Revised 2
61 啓林館 英Ⅱ 307 Vision Quest English Expression Ⅱ 4
61 啓林館 英Ⅱ 322 Vision Quest English Expression Ⅱ Ace 3
61 啓林館 英Ⅱ 323 Vision Quest English Expression Ⅱ Hope 3
109 文英堂 英Ⅱ 311 Grove English Expression Ⅱ 2
177 増進堂 英Ⅱ 327 MAINSTREAM English Expression ⅡSecond Edition 1
183 第一 英Ⅱ 314 Vivid English Expression Ⅱ 2
183 第一 英Ⅱ 330 Vivid English Expression Ⅱ NEW EDITION 1

コミュニケーション英語Ⅲ

英語表現Ⅰ

英語表現Ⅱ

コミュニケーション英語Ⅱ

教科書の記号・番号発行者の番号・略称

- 50 -



書名 採択学校数

英語会話
2 東書 英会 301 Hello there! English Conversation 6
15 三省堂 英会 302 SELECT English Conversation 4
61 啓林館 英会 303 Sailing English Conversation 3
109 文英堂 英会 304 My Passport English Conversation 2

2 東書 家基 311 家庭基礎　自立・共生・創造 10
6 教図 家基 302 家庭基礎　ともに生きる　明日をつくる 1
6 教図 家基 312 新 家庭基礎　今を学び 未来を描き 暮らしをつくる 1
7 実教 家基 314 新家庭基礎　パートナーシップでつくる未来 8
7 実教 家基 315 新家庭基礎２１ 1
7 実教 家基 316 新図説家庭基礎 2
9 開隆堂 家基 317 家庭基礎　明日の生活を築く 1
183 第一 家基 320 高等学校　新版　家庭基礎　ともに生きる・持続可能な未来をつくる 4
家庭総合
2 東書 家総 307 家庭総合　自立・共生・創造 4
6 教図 家総 302 家庭総合　ともに生きる　明日をつくる 1
6 教図 家総 308 新 家庭総合　今を学び 未来を描き 暮らしをつくる 1
7 実教 家総 309 新家庭総合　パートナーシップでつくる未来 8
9 開隆堂 家総 310 家庭総合　明日の生活を築く 2
183 第一 家総 312 高等学校　新版　家庭総合　ともに生きる・持続可能な未来をつくる 1

7 実教 生デ 301 生活デザイン 5

2 東書 社情 310 社会と情報 5
7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版 6
7 実教 社情 312 高校社会と情報　新訂版 2
9 開隆堂 社情 313 社会と情報 2
104 数研 社情 305 高等学校　社会と情報 1
104 数研 社情 314 改訂版　高等学校　社会と情報 4
116 日文 社情 317 新・見てわかる社会と情報 2
183 第一 社情 318 高等学校　改訂版　社会と情報 1

2 東書 情科 306 情報の科学 3
7 実教 情科 307 最新情報の科学　新訂版 1
7 実教 情科 308 情報の科学　新訂版 1
116 日文 情科 310 新・情報の科学 1

農業
7 実教 農業 303 農業情報処理 3
7 実教 農業 304 草花 8
7 実教 農業 305 食品製造 6
7 実教 農業 306 植物バイオテクノロジー 1
7 実教 農業 311 野菜 7
7 実教 農業 312 果樹 1
7 実教 農業 313 農業経営 3
7 実教 農業 318 作物 2
7 実教 農業 319 畜産 1
7 実教 農業 320 農業機械 1
7 実教 農業 325 農業と環境　新訂版 4
7 実教 農業 326 生物活用 6
178 農文協 農業 302 農業と環境 4
178 農文協 農業 307 植物バイオテクノロジー 3

生活デザイン

社会と情報

情報の科学

文部省検定済教科書

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号

家庭基礎
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書名 採択学校数

農業
7 実教 農業 308 森林科学 2
7 実教 農業 315 森林経営 1
7 実教 農業 316 林産物利用 2
179 電機大 農業 314 動物バイオテクノロジー 1
179 電機大 農業 317 水循環 1
179 電機大 農業 321 農業経済 1
179 電機大 農業 322 農業土木施工 1
179 電機大 農業 323 造園技術 3
179 電機大 農業 324 環境緑化材料 1
201 海文堂 農業 309 農業土木設計 1
201 海文堂 農業 310 造園計画 2

工業
7 実教 工業 301 工業技術基礎 5
7 実教 工業 302 機械製図 5
7 実教 工業 303 電気製図 4
7 実教 工業 305 建築設計製図 2
7 実教 工業 308 工業数理基礎 3
7 実教 工業 313 生産システム技術 4
7 実教 工業 314 環境工学基礎 2
7 実教 工業 315 機械工作１ 3
7 実教 工業 316 機械工作２ 3
7 実教 工業 317 新機械工作 2
7 実教 工業 318 新機械設計 3
7 実教 工業 319 機械設計１ 3
7 実教 工業 320 機械設計２ 3
7 実教 工業 321 電子機械 3
7 実教 工業 322 自動車工学１ 1
7 実教 工業 323 自動車工学２ 1
7 実教 工業 333 プログラミング技術 5
7 実教 工業 334 建築構造 2
7 実教 工業 335 測量 2
7 実教 工業 336 工業化学１ 1
7 実教 工業 337 工業化学２ 1
7 実教 工業 345 原動機 4
7 実教 工業 346 電子機械応用 2
7 実教 工業 347 自動車整備 1
7 実教 工業 358 電子計測制御 5
7 実教 工業 359 電子情報技術 4
7 実教 工業 360 ハードウェア技術 3
7 実教 工業 361 ソフトウェア技術 3
7 実教 工業 362 建築計画 3
7 実教 工業 363 建築構造設計 2
7 実教 工業 364 土木基礎力学１ 2
7 実教 工業 365 土木基礎力学２ 2
7 実教 工業 366 土木施工 2
7 実教 工業 367 化学工学 1
7 実教 工業 374 通信技術 4
7 実教 工業 375 コンピュータシステム技術 3
7 実教 工業 376 建築施工 2
7 実教 工業 377 建築法規 2
7 実教 工業 378 土木構造設計 2
7 実教 工業 379 社会基盤工学 2
7 実教 工業 380 地球環境化学 1
7 実教 工業 385 情報技術基礎　新訂版 6
7 実教 工業 386 精選情報技術基礎　新訂版 1
7 実教 工業 388 電気基礎１　新訂版 4
7 実教 工業 389 電気基礎２　新訂版 4
7 実教 工業 390 精選電気基礎　新訂版 2
7 実教 工業 391 電気機器　新訂版 4
7 実教 工業 392 電力技術１　新訂版 4
7 実教 工業 393 電力技術２　新訂版 4
7 実教 工業 394 電子技術　新訂版 3
7 実教 工業 395 電子回路　新訂版 3
154 オーム 工業 311 情報技術基礎 1
154 オーム 工業 349 電気機器 1
154 オーム 工業 355 電子技術 1
174 コロナ 工業 357 電子回路 1

文部科学省著作教科書

文部科学省検定済教科書

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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書名 採択学校数

工業
7 実教 工業 338 設備計画 1
7 実教 工業 339 衛生・防災設備 1
7 実教 工業 342 インテリア計画 1
7 実教 工業 369 インテリア製図 2
201 海文堂 工業 343 インテリアエレメント生産 1

商業
7 実教 商業 315 商品開発 2
7 実教 商業 316 ビジネス経済 1
7 実教 商業 324 最新プログラミング 2
7 実教 商業 325 広告と販売促進 6
7 実教 商業 326 ビジネス経済応用 1
7 実教 商業 327 経済活動と法 6
7 実教 商業 330 管理会計 1
7 実教 商業 331 電子商取引 3
7 実教 商業 333 ビジネス情報管理 2
7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版 10
7 実教 商業 336 マーケティング　新訂版 5
7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 11
7 実教 商業 339 高校簿記　新訂版 3
7 実教 商業 342 情報処理　新訂版 6
7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版 10
7 実教 商業 345 ビジネス実務　新訂版 3
7 実教 商業 347 新財務会計Ⅰ　新訂版 4
7 実教 商業 350 原価計算　新訂版 5
7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版 6
190 東法 商業 332 電子商取引 1
190 東法 商業 335 ビジネス基礎　新訂版 3
190 東法 商業 340 簿記　新訂版 2
190 東法 商業 344 情報処理　新訂版 1
190 東法 商業 353 ビジネス情報　新訂版 3

水産
201 海文堂 水産 301 水産海洋基礎 1
201 海文堂 水産 302 海洋情報技術 1

水産
7 実教 水産 309 食品製造 1
7 実教 水産 319 水産流通 1
201 海文堂 水産 303 漁業 1
201 海文堂 水産 304 船用機関１ 1
201 海文堂 水産 305 船用機関２ 1
201 海文堂 水産 306 電気理論１ 1
201 海文堂 水産 307 電気理論２ 1
201 海文堂 水産 310 船舶運用 1
201 海文堂 水産 313 海洋環境 1
201 海文堂 水産 314 食品管理１ 1
201 海文堂 水産 315 食品管理２ 1
201 海文堂 水産 316 航海・計器 1
201 海文堂 水産 318 海洋生物 1

家庭
6 教図 家庭 304 子どもの発達と保育　育つ　育てる　育ち合う 9
6 教図 家庭 312 フードデザインcooking&arrangement 7
7 実教 家庭 303 生活産業情報 6
7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 12
7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版 12
7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 15

家庭
6 教図 家庭 308 消費生活 5
6 教図 家庭 309 子ども文化 11
6 教図 家庭 310 服飾文化 1

文部科学省著作教科書

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号

文部科学省著作教科書

文部科学省検定済教科書

文部科学省検定済教科書

文部科学省著作教科書

文部科学省検定済教科書
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書名 採択学校数

情報
7 実教 情報 301 情報の表現と管理 2
7 実教 情報 302 情報産業と社会 2
7 実教 情報 303 情報と問題解決 1
7 実教 情報 304 情報テクノロジー 2
7 実教 情報 305 アルゴリズムとプログラム 1
7 実教 情報 306 情報メディア 2
7 実教 情報 307 ネットワークシステム 1
7 実教 情報 308 データベース 2
7 実教 情報 309 情報デザイン 5

福祉
7 実教 福祉 301 社会福祉基礎 4
7 実教 福祉 302 介護福祉基礎 7
7 実教 福祉 303 生活支援技術 3
7 実教 福祉 304 こころとからだの理解 3
7 実教 福祉 305 コミュニケーション技術 4
7 実教 福祉 306 介護過程 1

書名 採択学校数

50 大修館 国表 305 国語表現 1

2 東書 現Ｂ 301 新編現代文Ｂ 1
2 東書 現Ｂ 302 精選現代文Ｂ 1
15 三省堂 現Ｂ 304 精選現代文Ｂ 2
15 三省堂 現Ｂ 305 明解現代文Ｂ 2
50 大修館 現Ｂ 310 精選現代文Ｂ 1
50 大修館 現Ｂ 311 新編　現代文Ｂ 1
104 数研 現Ｂ 312 現代文Ｂ 3
143 筑摩 現Ｂ 315 精選現代文Ｂ 3
183 第一 現Ｂ 318 高等学校　標準現代文Ｂ 1

2 東書 古Ｂ 301 新編古典Ｂ 3
2 東書 古Ｂ 302 精選古典Ｂ　古文編 1
2 東書 古Ｂ 303 精選古典Ｂ　漢文編 1
15 三省堂 古Ｂ 306 精選古典Ｂ　 1
50 大修館 古Ｂ 310 古典Ｂ　古文編 1
50 大修館 古Ｂ 311 古典Ｂ　漢文編 1
50 大修館 古Ｂ 312 精選古典Ｂ 2
104 数研 古Ｂ 314 古典Ｂ　古文編 3
104 数研 古Ｂ 315 古典Ｂ漢文編 3

81 山川 世Ｂ 304 詳説世界史　改訂版 1
81 山川 世Ｂ 306 新世界史　 1
81 山川 世Ｂ 307 高校世界史 1

81 山川 日Ｂ 301 詳説日本史 2
81 山川 日Ｂ 307 新日本史 2
81 山川 日Ｂ 308 高校日本史　 3

46 帝国 地図 307 地歴高等地図　-現代世界とその歴史的背景- 1

2 東書 数Ⅱ 303 新数学Ⅱ 2

物理
104 数研 物理 304 物理 4
104 数研 物理 306 総合物理１　力と運動・熱 2
104 数研 物理 307 総合物理２　波・電気と磁気・原子 2

教科書の記号・番号

国語表現

現代文B

数学Ⅱ

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号

文部科学省検定済教科書

文部科学省検定済教科書

平成２９年度使用教科書目録（第１部）　　　　　（46点）

発行者の番号・略称

地図

古典B

世界史B

日本史B
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書名 採択学校数

化学
2 東書 化学 301 化学 3
104 数研 化学 306 化学 5

生物
2 東書 生物 301 生物 2
104 数研 生物 303 生物 1

15 三省堂 コⅡ 308 VISTA English Communication 1
104 数研 コⅡ 317 COMET English Communication Ⅱ 1

50 大修館 英Ⅱ 306 Departure English Expression Ⅱ 2

工業
7 実教 工業 348 電気機器 2
7 実教 工業 350 電力技術１　電力の発生と輸送 2
7 実教 工業 351 電力技術２　電力の利用と制御 2

商業
7 実教 商業 306 新簿記　 1
7 実教 商業 317 新財務会計Ⅰ 2
7 実教 商業 322 ビジネス情報 1
7 実教 商業 329 財務会計Ⅱ 1

家庭
7 実教 家庭 301 フードデザイン 5
7 実教 家庭 305 子どもの発達と保育 1

書名 採択学校数

2 東書 国総 301 新編国語総合 2
183 第一 国総 327 高等学校　標準国語総合 1

地図
46 帝国 地図 303 標準高等地図-地図でよむ現代社会- 1

183 第一 現社 312 高等学校　新現代社会 1

7 実教 数Ⅰ 306 高校数学Ⅰ 1

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育 1

104 数研 コⅠ 318 COMET English Communication Ⅰ 1

1777

コミュニケーション英語Ⅱ

英語表現Ⅱ

文部科学省検定済教科書

文部科学省検定済教科書

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号

保健体育

発行者の番号・略称

コミュニケーション英語Ⅰ

文部科学省検定済教科書

平成２８年度使用教科書目録（第１部）　　　　　（７点）

教科書の記号・番号

国語総合

現代社会

数学Ⅰ
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鳥取県立特別支援学校採択教科書一覧表

学校名：鳥取盲学校

１　検定教科書

学部 種目 発行者 書名

小学部
単一

東部地区採択教科書を使用

中学部
単一

東部地区採択教科書を使用

高等部

専攻科

２　文部科学省著作教科書

（１）特別支援学校視覚障害者用教科書

学部 種目 発行者 書名

小学部 国語 ライト こくご１－１　

単一A 国語 ライト こくご１－２　

単一B 国語 ライト こくご１－３

国語 ライト こくご２－１　

国語 ライト こくご２－２　

国語 ライト こくご２－３

国語 ライト 国語３－１　

国語 ライト 国語３－２　

国語 ライト 国語３－３

国語 ライト 国語３－４

国語 ライト 国語４－１

国語 ライト 国語４－２

国語 ライト 国語４－３

国語 ライト 国語４－４

国語 ライト 国語５－１

国語 ライト 国語５－２

国語 ライト 国語５－３

国語 ライト 国語５－４

国語 ライト 国語６－１

国語 ライト 国語６－２

国語 ライト 国語６－３

国語 ライト 国語６－４

社会 支援センター 社会３・４－１

社会 支援センター 社会３・４－２

社会 支援センター 社会３・４－３

社会 支援センター 社会３・４－４

社会 支援センター 社会３・４－５

社会 支援センター 社会５－１

社会 支援センター 社会５－２

社会 支援センター 社会５－３

社会 支援センター 社会５－４

社会 支援センター 社会５－５

社会 支援センター 社会５－６

社会 支援センター 社会５－７

社会 支援センター 社会６－１

社会 支援センター 社会６－２

社会 支援センター 社会６－３

社会 支援センター 社会６－４

社会 支援センター 社会６－５

（県立高等学校使用教科書採択一覧参照）



社会 支援センター 社会６－６

社会 支援センター 社会６－７

算数 ヘレン さんすう１－１

算数 ヘレン さんすう１－２

算数 ヘレン さんすう１－３

算数 ヘレン さんすう１－４

算数 ヘレン さんすう１－５

算数 ヘレン さんすう１－６

算数 ヘレン さんすう１－７

算数 ヘレン さんすう１－８

算数 ヘレン さんすう１－９

算数 ヘレン さんすう２－１

算数 ヘレン さんすう２－２

算数 ヘレン さんすう２－３

算数 ヘレン さんすう２－４

算数 ヘレン さんすう２－５

算数 ヘレン さんすう２－６

算数 ヘレン さんすう２－７

算数 ヘレン さんすう２－８

算数 ヘレン さんすう　珠算編１

算数 ヘレン さんすう　珠算編２

算数 ヘレン さんすう　珠算編３

算数 ヘレン さんすう　珠算編４

算数 ヘレン さんすう３－１

算数 ヘレン さんすう３－２

算数 ヘレン さんすう３－３

算数 ヘレン さんすう３－４

算数 ヘレン さんすう３－５

算数 ヘレン さんすう３－６

算数 ヘレン さんすう３－７

算数 ヘレン さんすう３－８

算数 ヘレン さんすう３－９

算数 ヘレン さんすう３－１０

算数 ヘレン さんすう３－１１

算数 ヘレン 算数４－１

算数 ヘレン 算数４－２

算数 ヘレン 算数４－３

算数 ヘレン 算数４－４

算数 ヘレン 算数４－５

算数 ヘレン 算数４－６

算数 ヘレン 算数４－７

算数 ヘレン 算数４－８

算数 ヘレン 算数４－９

算数 ヘレン 算数４－１０

算数 ヘレン 算数４－１１

算数 ヘレン 算数４ー１２

算数 ヘレン 算数５－１

算数 ヘレン 算数５－２

算数 ヘレン 算数５－３

算数 ヘレン 算数５－４

算数 ヘレン 算数５－５

算数 ヘレン 算数５－６

算数 ヘレン 算数５－７



算数 ヘレン 算数５－８

算数 ヘレン 算数５－９

算数 ヘレン 算数５－１０

算数 ヘレン 算数５－１１

算数 ヘレン 算数５－１２

算数 ヘレン 算数６－１

算数 ヘレン 算数６－２

算数 ヘレン 算数６－３

算数 ヘレン 算数６－４

算数 ヘレン 算数６－５

算数 ヘレン 算数６－６

算数 ヘレン 算数６－７

算数 ヘレン 算数６－８

算数 ヘレン 算数６－９

算数 ヘレン 算数６－１０

理科 東点 理科３－１

理科 東点 理科３－２

理科 東点 理科３－３

理科 東点 理科３－４

理科 東点 理科４－１

理科 東点 理科４－２

理科 東点 理科４－３

理科 東点 理科４－４

理科 東点 理科４－５

理科 東点 理科５－１

理科 東点 理科５－２

理科 東点 理科５－３

理科 東点 理科５－４

理科 東点 理科５－５

理科 東点 理科６－１

理科 東点 理科６－２

理科 東点 理科６－３

理科 東点 理科６－４

理科 東点 理科６－５

どうとく どうとく１－１

どうとく どうとく１－２

どうとく どうとく１－３

どうとく どうとく２－１

どうとく どうとく２－２

どうとく どうとく２－３

どうとく どうとく３－１

どうとく どうとく３－２

どうとく どうとく３－３

どうとく どうとく３－４

どうとく どうとく４－１

どうとく どうとく４－２

どうとく どうとく４－３

どうとく どうとく４－４

道徳 道徳５－１

道徳 道徳５－２

道徳 道徳５－３

道徳 道徳５－４

道徳 道徳６－１

道徳 道徳６－２

道徳 道徳６－３

道徳 道徳６－４

中学部 国語 支援センター 国語　１－１



単一A 国語 支援センター 国語　１－２

単一B 国語 支援センター 国語　１－３

国語 支援センター 国語　１－４

国語 支援センター 国語　１－５

国語 支援センター 国語　１－６

国語 支援センター 国語　２－１

国語 支援センター 国語　２－２

国語 支援センター 国語　２－３

国語 支援センター 国語　２－４

国語 支援センター 国語　２－５

国語 支援センター 国語　２－６

国語 支援センター 国語　３－１

国語 支援センター 国語　３－２

国語 支援センター 国語　３－３

国語 支援センター 国語　３－４

国語 支援センター 国語　３－５

国語 支援センター 国語　３－６

社会 支援センター 社会　（地理）　１

社会 支援センター 社会　（地理）　２

社会 支援センター 社会　（地理）　３

社会 支援センター 社会　（地理）　４

社会 支援センター 社会　（地理）　５

社会 支援センター 社会　（地理）　６

社会 支援センター 社会　（地理）　７

社会 支援センター 社会　（地理）　８

社会 支援センター 社会　（地理）　９

社会 支援センター 社会　（地理）　１0

社会 支援センター 社会　（地理）　１1

社会 支援センター 社会　（地理）　1２

社会 ヘレン 社会　（歴史）　１・資料編１

社会 ヘレン 社会　（歴史）　２

社会 ヘレン 社会　（歴史）　３

社会 ヘレン 社会　（歴史）　４

社会 ヘレン 社会　（歴史）　５

社会 ヘレン 社会　（歴史）　６

社会 ヘレン 社会　（歴史）　７

社会 ヘレン 社会　（歴史）　８

社会 ヘレン 社会　（歴史）　９（資料編２）
社会 日点 社会　（公民）　１
社会 日点 社会　（公民）　２

社会 日点 社会　（公民）　３

社会 日点 社会　（公民）　４

社会 日点 社会　（公民）　５

社会 日点 社会　（公民）　６

社会 日点 社会　（公民）　７

社会 日点 社会　（公民）　８

社会 日点 社会　（公民）　９

数学 ライト 数学　１－１

数学 ライト 数学　１－２

数学 ライト 数学　１－３

数学 ライト 数学　１－４

数学 ライト 数学　１－５

数学 ライト 数学　１－６

数学 ライト 数学　１－７

数学 ライト 数学　１－８

数学 ライト 数学　１－９



数学 ライト 数学　１－１０

数学 ライト 数学　２－１

数学 ライト 数学　２－２

数学 ライト 数学　２－３

数学 ライト 数学　２－４

数学 ライト 数学　２－５

数学 ライト 数学　２－６

数学 ライト 数学　２－７

数学 ライト 数学　３－１

数学 ライト 数学　３－２

数学 ライト 数学　３－３

数学 ライト 数学　３－４

数学 ライト 数学　３－５

数学 ライト 数学　３－６

数学 ライト 数学　３－７

数学 ライト 数学　３－８

数学 ライト 数学　３－９

数学 ライト 数学　３－１０

理科 東点 理科　１－１

理科 東点 理科　１－２

理科 東点 理科　１－３

理科 東点 理科　１－４

理科 東点 理科　１－５

理科 東点 理科　１－６

理科 東点 理科　１－７

理科 東点 理科　１－８

理科 東点 理科　１－９

理科 東点 理科　２－１

理科 東点 理科　２－２

理科 東点 理科　２－３

理科 東点 理科　２－４

理科 東点 理科　２－５

理科 東点 理科　２－６

理科 東点 理科　２－７

理科 東点 理科　２－８

理科 東点 理科　２－９

理科 東点 理科　３－１

理科 東点 理科　３－２

理科 東点 理科　３－３

理科 東点 理科　３－４

理科 東点 理科　３－５

理科 東点 理科　３－６

理科 東点 理科　３－７

理科 東点 理科　３－８

理科 東点 理科　３－９

理科 東点 理科　３－１０

英語 東点 英語　１－１

英語 東点 英語　１－２

英語 東点 英語　１－３

英語 東点 英語　１－４

英語 東点 英語　１－５

英語 東点 英語　（資料編１）

英語 東点 英語　（資料編２）

英語 東点 英語　（資料編３）

英語 東点 英語　（資料編４）

英語 東点 英語　（資料編５）

英語 東点 英語　（資料編６）



英語 東点 英語　２－１

英語 東点 英語　２－２

英語 東点 英語　２－３

英語 東点 英語　２－４

英語 東点 英語　２－５

英語 東点 英語　３－１

英語 東点 英語　３－２

英語 東点 英語　３－３

英語 東点 英語　３－４

英語 東点 英語　３－５

英語 東点 英語　３－６

英語 東点 英語　３－７

学部 種目 発行者 書名

小学部 採択なし

中学部 国語 東書 国語☆☆☆☆

重複A 数学 教出 数学☆☆☆☆

音楽 東書 音楽☆☆☆☆

３　一般図書（特別支援学校・学級用）

学部 発行者

小学部 東書

単一A 東書

単一B 東書

東書

東書

東書

東書

東書

東書

東書

東書

東書

東書

東書

東書

東書

東書

東書

東書

東書

東書

東書

帝国

啓林館

啓林館

啓林館

啓林館

啓林館

啓林館

啓林館

啓林館

啓林館

 新編　新しい国語　五　拡大版

 新編　新しい国語　六　拡大版

新編　あたらしいしょしゃ　一　拡大版

わくわく　算数２上 拡大版

 わくわく　算数２下拡大版

 新編　新しい書写　三　拡大版　

 新編　新しい書写　四　拡大版

 新編　新しい書写　五　拡大版

 新編　新しい書写　六　拡大版

新編　あたらしいこくごー下　拡大版

楽しく学ぶ　小学生の地図帳４･５･６年　拡大版

 わくわく　さんすう１　拡大版

新編　新しい国語　二上　拡大版

新編　新しい国語　二下　拡大版

新編　新しい国語　三上　拡大版

新編　新しい国語　三下　拡大版

新編　新しい国語　四上　拡大版

新編　新しい国語　四下　拡大版

新編　新しいしょしゃ　二　拡大版

新編　新しい社会３・４上　拡大版

 新編　新しい社会６上　拡大版

 新編　新しい社会６下　拡大版

新編　新しい社会３・４下　拡大版

 新編　新しい社会５上　拡大版

 新編　新しい社会５下　拡大版

 わくわく　算数３上拡大版

 わくわく　算数３下拡大版

 わくわく　算数４上拡大版

 わくわく　算数４下拡大版

 わくわく　算数５拡大版

 わくわく　算数６拡大版

書名

新編　あたらしいこくごー上　拡大版

（２）特別支援学校知的障害者用教科書



啓林館

啓林館

啓林館

啓林館

啓林館

啓林館

啓林館

啓林館

大日本

大日本

教芸

教芸

教芸

教芸

教芸

教芸

日文

日文

日文 図画工作　３・４上　見つけたよ　ためしたよ　拡大版

日文

日文

日文

開隆堂

文教社

文教社

学研 みんなのどうとく１ねん　拡大版

学研 みんなのどうとく２年　拡大版

学研 みんなのどうとく３年　拡大版

学研 みんなの道徳４年　拡大版

学研 みんなの道徳５年　拡大版

学研 みんなの道徳６年　拡大版

中学部 光村

単一A 光村

単一B 光村

東書

帝国

帝国

東書

帝国

啓林館

啓林館

啓林館

啓林館

啓林館

啓林館

啓林館

啓林館

啓林館

教芸

教芸

教芸

教芸

ずがこうさく　１・２下　たのしいな　おもしろいな　拡大版

わくわく理科　３拡大版

図画工作　５・６下　見つめて　広げて　拡大版

 わくわく理科　４拡大版

わくわく理科プラス　４　拡大版

 わくわく理科　５拡大版

わくわく理科プラス　５　拡大版

わくわく理科　６　拡大版

小学生の音楽　４　拡大版

小学生の音楽　３　拡大版

小学生の音楽　２　拡大版

ずがこうさく　１・２上　たのしいな　おもしろいな　拡大版

図画工作　３・４下　見つけたよ　ためしたよ　拡大版

図画工作　５・６上　見つめて　広げて　拡大版

わたしたちの家庭科　５・６　拡大版

わたしたちのほけん３・４年　拡大版

わたしたちの保健５・６年　拡大版

わくわく理科プラス　３　拡大版

小学生の音楽　５　拡大版

小学生の音楽　６　拡大版

わくわく理科プラス　６　拡大版

新版　たのしい　せいかつ　上　なかよし　拡大版

新版　たのしい　せいかつ　下　はっけん　拡大版

小学生のおんがく　１　拡大版

未来へひろがる数学３　拡大版

 新編　新しい社会　公民　拡大版

中学校社会科地図　拡大版

国語１　拡大版

国語２　拡大版

国語３  拡大版

新編　新しい書写　一・二・三年　拡大版

社会科　中学生の地理　世界の姿と日本の国土　拡大版

社会科　中学生の歴史　日本の歩みと世界の動き　拡大版

中学生の音楽　２・３上　拡大版

中学生の音楽１　拡大版

中学生の音楽　２・３下　拡大版

未来へひろがる数学１　拡大版

未来へひろがる数学MathNaviブック１　拡大版

未来へひろがる数学２　拡大版

未来へひろがる数学MathNaviブック２　拡大版

未来へひろがる数学MathNaviブック３　拡大版

未来へひろがるサイエンス１　拡大版

未来へひろがるサイエンス２　拡大版

未来へひろがるサイエンス３　拡大版

中学生の器楽　拡大版



日文

日文

日文

東書

開隆堂

開隆堂

東書

東書

東書

中学部 成美堂出版

重複A 東洋館

中学部 絵本館

重複B 学研

小峰書店

成美堂出版

ひさかた

福音館

高等部 東洋館

重複A 東洋館

高等部 旭川印刷製本工業協同組合

重複B 偕成社
育成会

学校名：鳥取聾学校

１　検定教科書
学部 種目 発行者 書名

小学部
単一

東部地区採択教科書を使用

中学部
単一

東部地区採択教科書を使用

高等部 （県立高等学校使用教科書採択一覧参照）

２　文部科学省著作教科書
（１）特別支援学校聴覚障害者用教科書

学部 種目 発行者 書名
小学部 国語 教出 こくご　ことばのべんきょう一ねん（上）
単一 国語 教出 こくご　ことばのべんきょう一ねん（下）

国語 教出 こくご　ことばのべんきょう二ねん（上）
国語 教出 こくご　ことばのべんきょう二ねん（下）
国語 教出 こくご　ことばのべんきょう三ねん（上）
国語 教出 こくご　ことばのべんきょう三ねん（下）
国語 教出 国語　ことばのれんしゅう四年
国語 教出 国語　ことばの練習五年
国語 教出 国語　ことばの練習六年

中学部 採択なし

学部 種目 発行者 書名
小学部 採択なし
中学部 採択なし
高等部 数学 教出 数学☆☆☆☆

３　一般図書（特別支援学校・学級用）
学部 発行者

小学部 岩崎書店
重複 岩崎書店

絵本館
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社

美術２・３下　美の探求　拡大版

NEW HORIZON English Course １　拡大版

NEW HORIZON English Course ２　拡大版

NEW HORIZON English Course ３　拡大版

美術１　出会いと広がり　拡大版

美術２・３上　学びの深まり　拡大版

くらしに役立つ国語

くらしに役立つ数学

UDレシピ本　レンジと炊飯器で作る超かんたん料理

いちばんわかりやすい  小学生のための学習日本地図帳

スキンシップ絵本  かたかなアイウエオ

福音館の科学シリーズ  ただいまお仕事中

新編　新しい保健体育　拡大版

技術・家庭（技術分野）　拡大版

技術・家庭（家庭分野）　拡大版

くらしに役立つ理科

五味太郎・言葉図鑑（３）  かざることば（Ａ）
自立生活ハンドブック４  からだ！！げんき！？

五味太郎の絵本  かずのえほん１・２・３

あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん

こねこねぐるぐるまぜる料理  

ＣＤつき楽しく歌える英語のうた  

（２）特別支援学校知的障害者用教科書

書名
五味太郎のことばとかずの絵本  すうじの絵本
あそびの絵本  きりがみあそび
五味太郎の絵本  かずのえほん１・２・３
ことばをおぼえる本  かず・かたち・いろあいうえお
五味太郎・言葉図鑑（１）  うごきのことば
エリック・カールの絵本  はらぺこあおむし
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
五味太郎の絵本  わにさんどきっはいしゃさんどきっ
エリック・カールの絵本  くまさんくまさんなにみてるの？
子どものマナー図鑑（３）  でかけるときのマナー
坂本廣子のひとりでクッキング（２）  昼ごはんつくろう！



学研
学研
金の星社
くもん出版
くもん出版
グランまま
小学館
ジュラ
チャイルド
童心社
戸田デザイ
戸田デザイ
ひさかた
福音館
福音館
福音館
福音館
ポプラ
理論社

中学部 岩崎書店
重複 岩崎書店

大阪教育図
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学研
学研
金の星社
くもん出版
くもん出版
小学館
小学館
成美堂出版
チャイルド
童心社
戸田デザイ
戸田デザイ
同成社
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
評論社
福音館
ポプラ

高等部 偕成社
重複 偕成社

学研
学研
学研
合同出版
さえら
さえら
育成会
成美堂出版
童心社
戸田デザイ
同成社
東洋館
東洋館
ナツメ社
ひかりのく
福音館
フレーベル
教出

学校名：鳥取聾学校ひまわり分校

１　検定教科書
学部 種目 発行者 書名

小学部
単一

西部地区採択教科書を使用

あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって
あそびのおうさまずかん１  からだ増補改訂
やさしいからだのえほん４  むしばはどうしてできるの？
もじ・ことば３  やさしいひらがな１集
書きかたカード「ひらがな」
ことばえほん
２１世紀幼稚園百科６  かずあそび１・２・３
ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん  あそぼ！
ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
かずのほん２  ０から１０まで
にっぽんちず絵本
とけいのえほん
スキンシップ絵本  かずのえほん
かがくのとも絵本  みんなうんち
こどものとも絵本  おおきなかぶ
みぢかなかがくシリーズ  町たんけん
幼児絵本シリーズ  やさい
あそびのひろば８  らくがきあそび
あいうえおうさま
五味太郎のことばとかずの絵本  かずの絵本
あそびの絵本  クレヨンあそび
からだで学ぶ英語教室
エリック・カールの絵本  くまさんくまさんなにみてるの？
子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー
坂本廣子のひとりでクッキング（２）  昼ごはんつくろう！
子どものマナー図鑑（３）  でかけるときのマナー
あそびのおうさまずかん１  からだ増補改訂
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑８  きせつ
ひとりでできるもん！１  たのしいたまご料理
生活図鑑カード  生活道具カード
ＣＤ付き  楽器カード
２１世紀幼稚園百科６  かずあそび１・２・３
２１世紀幼稚園百科２  とけいとじかん
ＣＤつき楽しく歌える英語のうた
ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
ピーマン村の絵本たち  さつまのおいも
昆虫とあそぼう
和英えほん
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）

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
たのしいてあそびうたえほん
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
ピーター・スピアーの絵本１  せかいのひとびと
かがくのとも絵本  平野レミのおりょうりブック
あそびのひろば８  らくがきあそび
子どものマナー図鑑（３）  でかけるときのマナー
子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー
レインボーことば絵じてん
あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって
あそびのおうさまずかん１  からだ増補改訂
子どもとマスターする４９の生活技術  イラスト版手のしごと
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
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
自立生活ハンドブック４  からだ！！げんき！？
ＣＤつき楽しく歌える英語のうた
かこさとしからだの本２  たべもののたび
１から１００までのえほん
ゆっくり学ぶ子のための  国語４
くらしに役立つ数学
くらしに役立つ国語
子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん
はじめてのずかん４  やさいとくだもの
福音館の科学シリーズ  道ばたの四季
ことばでひらく絵のせかい  はじめてであう美術館
数学☆☆☆☆



中学部
単一

西部地区採択教科書を使用

２　文部科学省著作教科書
（１）特別支援学校聴覚障害者用教科書

学部 種目 発行者 書名

小学部 国語 教出  こくご　ことばのべんきょう一ねん（上）

単一 国語 教出  こくご　ことばのべんきょう一ねん（下）

国語 教出  こくご　ことばのべんきょう二ねん（上）

国語 教出  こくご　ことばのべんきょう二ねん（下）

国語 教出  こくご　ことばのべんきょう三ねん（上）

国語 教出  こくご　ことばのべんきょう三ねん（下）

国語 教出  国語　ことばのれんしゅう　四年
国語 教出 国語　ことばの練習　五年
国語 教出 国語　ことばの練習　六年

中学部 国語 教出 国語　言語編

学部 種目 発行者 書名

小学部 国語 東書 こくご☆
重複 国語 東書 こくご☆☆

国語 東書 こくご☆☆☆
算数 教出 さんすう☆
算数 教出 さんすう☆☆(1)
算数 教出 さんすう☆☆(2)
算数 教出 さんすう☆☆☆

中学部 国語 東書 国語☆☆☆☆
重複 数学 教出 数学☆☆☆☆

音楽 東書 音楽☆☆☆☆

３　一般図書（特別支援学校・学級用）

学部 発行者

小学部 あかね書房
重複 岩崎書店

偕成社
偕成社
偕成社
学研
金の星社
講談社
さえら
ひかりのく
福音館
ポプラ
教芸
教芸
教芸
教芸
教芸
教芸

中学部 国土社
重複 合同出版

合同出版
小学館
育成会
チャイルド
福村出版
福村出版　
フレーベル
山と渓谷社

学校名：鳥取養護学校

１　検定教科書

（２）特別支援学校知的障害者用教科書

書名
単行本さわってあそぼう　ふわふわあひる
あそびの絵本　えのぐあそび
子どもの健康を考える絵本（５）　こんなときどうするの？
子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！
安全のしつけ絵本１　きをつけようね
あそびのおうさまずかん１２　リサイクルこうさく増補改訂
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？
米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！

たのしい工作教室　たのしいこうさくきょうしつ１
こどものずかんMio10 たべもの
幼児絵本シリーズ　くだもの
あそびのひろば１　はんがあそび
小学生のおんがく　１
小学生の音楽　２
小学生の音楽　３
小学生の音楽　４
小学生の音楽　５
小学生の音楽　６

たのしい図画工作１４　こすりだし・すりだし
子どもとマスターする４９の生活技術　イラスト版手のしごと
絵でわかるこどものせいかつずかん１　みのまわりのきほん
あーとぶっく　ひらめき美術館第1館
自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？
ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
シリーズ生活を学ぶ５  遠くへ行きたいな

 シリーズ生活を学ぶ６わたしたちのからだ
フレーベル館の図鑑ナチュラ　ひとのからだ　

家庭科の教科書小学校低学年～高学年用



学部 種目 発行者 書名
小学部
単一

中学部
単一

東部地区採択教科書を使用

高等部 （県立高等学校使用教科書採択一覧参照）

２　文部科学省著作教科書
（１）特別支援学校知的障害者用教科書

学部 種目 発行者 書名

小学部 国語 東書 こくご☆☆
重複Ⅰ 算数 教出 さんすう☆☆(1)

音楽 東書 おんがく☆☆
音楽 東書 おんがく☆☆☆

中学部
重複Ⅰ

音楽 東書 音楽☆☆☆☆

３　一般図書（特別支援学校・学級用）

学部 発行者

小学部 あかね書房
重複Ⅰ 偕成社

偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学研
学研
学研
学研
学研
学研
金の星社
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
小峰書店
さえら
小学館
大日本絵画
チャイルド
童心社
東京書店
戸田デザイ
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
永岡書店
永岡書店
ひかりのく
ひかりのく

東部地区採択教科書を使用

書名
単行本  さわってあそぼうふわふわあひる
五味太郎・言葉図鑑（６）  くらしのことば
ノンタンあそぼうよ（８）  ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
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？
子どもの生活（３）  マナーをきちんとおぼえよう！
子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー
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
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん
あそびのおうさまずかん１２  リサイクルこうさく増補改訂
あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって
ひとりでできるもん！４  うれしいごはん、パン、めん料理
もじ・ことば１  はじめてのひらがな１集
書きかたカード「ひらがな」  
とけいカード
かずカード
生活図鑑カード  たべものカード
生活図鑑カード  くだものやさいカード１集
生活図鑑カード  お店カード
生活図鑑カード  生活道具カード
ＣＤ付き  楽器カード
くまたんのはじめてシリーズ  おいしいおいしい１・２・３
たのしい工作教室  たのしいこうさくきょうしつ１
２１世紀幼稚園百科６  かずあそび１・２・３
メロディーえほん  ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ  
かずのほん３  ０から１０までのたしざんひきざん
わくわく音あそびえほん  ヒュルヒュルドカーンおまつりたいこ！
あいうえおえほん
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）

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）

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）

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）

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）
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）

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）

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）

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）

お手本のうた付き！どうよううたのえほん  
お手本のうた付き！どうよううたのえほん２  
２０２シリーズ  たべもの２０２
どうようでおえかきできる  どうようＮＥＷ絵かきうたブック



ひかりのく
ひさかた
福音館
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ

小学部 あかね書房
重複Ⅱ あかね書房

あかね書房
あかね書房
あかね書房
岩崎書店
絵本館
絵本館
絵本館
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学研
学研
学研
学研
学研
講談社
好学社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
小峰書店
視覚デザイ
小学館
ジュラ
成美堂出版
チャイルド
童心社
童心社
童心社

あそびうたのほんＣＤつき  
スキンシップ絵本  かたかなアイウエオ
みぢかなかがくシリーズ  町たんけん
音のでる知育絵本４  こえでおぼえるあいうえおのほん
音のでる知育絵本１６  とけいがよめるようになる！！とけいくん
うたってかいてけせるえほん１  音のでるえかきうた
おととあそぼうシリーズ７  ドン！ドコ！ドン！たいこ
おととあそぼうシリーズ３３  新装版おてほんのうたがながれるどうようえほん

あそびのひろば４  はりえあそび
ペーパーランド３  とびだすカード

ペーパーランド８  おりがみえあそび
かばくん・くらしのえほん２  かばくんのおかいもの
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
からだのえほん４  からだにもしもし
かばくん・くらしのえほん１  かばくんのいちにち
単行本  さわってあそぼうふわふわあひる
あそびの絵本  えのぐあそび
五味太郎の絵本１０  かたち
五味太郎の絵本  かずのえほん１・２・３
五味太郎の絵本９  いろ
ともだちだいすき（２）  おべんとうなあに？
エリック・カールの絵本  はらぺこあおむし
エリック・カールの絵本  うたがみえるきこえるよ
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
エリック・カールの絵本  くまさんくまさんなにみてるの？
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
エリック・カールの絵本  月ようびはなにたべる？ーアメリカのわらべうた
エリック・カールの絵本  できるかな？－あたまからつまさきまで－
五味太郎の絵本  わにさんどきっはいしゃさんどきっ
五味太郎・しかけ絵本（１）  きいろいのはちょうちょ
木村裕一・しかけ絵本（１）  みんなみんなみーつけた
エリック・カールかずのほん  １，２，３どうぶつえんへ
ノンタンあそぼうよ（１）  ノンタンぶらんこのせて
ノンタンあそぼうよ（８）  ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
あかちゃんのあそびえほん（１）  ごあいさつあそび
あかちゃんのあそびえほん（２）  いないいないばああそび
あかちゃんのあそびえほん（３）  いただきますあそび
あかちゃんのあそびえほん（４）  ひとりでうんちできるかな
あかちゃんのあそびえほん（６）  いいおへんじできるかな
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって
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
レオ・レオニの絵本  スイミー
こぐまちゃんえほん第１集  こぐまちゃんおはよう
こぐまちゃんえほん第２集  こぐまちゃんのみずあそび
こぐまちゃんえほん第３集  しろくまちゃんのほっとけーき
ぶうとぴょんの絵本  おんなじおんなじ
ことばあそびの絵本  ぶたたぬききつねねこ
こぐまちゃんえほん別冊  さよならさんかく
馬場のぼるの絵本  １１ぴきのねこ
かおかおどんなかお  
くまたんのはじめてシリーズ  おいしいおいしい１・２・３
ハートアートシリーズ  色のえほん
２１世紀幼稚園百科６  かずあそび１・２・３
ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん  あそぼ！
音と光のでる絵本  たのしいどうよう
ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ  
１４ひきのシリーズ  １４ひきのあさごはん
１４ひきのシリーズ  １４ひきのぴくにっく
ピーマン村の絵本たち  さつまのおいも



童心社
戸田デザイ
永岡書店
永岡書店
永岡書店
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
評論社
ひさかた
ひさかた
ひさかた
ひさかた
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
文研出版
文研出版
フレーベル
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ

中学部 東書
単一 東書

啓林館

中学部 あかね書房
重複Ⅰ あかね書房

あかね書房
あかね書房
あかね書房
あかね書房
岩崎書店
学研
学研
学研
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版

ピーマン村の絵本たち  よーいどん！
６つの色  
ママとうたおう  やさしいメロディーピアノ
お手本のうた付き！どうよううたのえほん  
お手本のうた付き！どうよううたのえほん２  
認識絵本５  いくつかな
認識絵本１０  おおきいちいさい
改訂新版どうようえほん１  
改訂新版どうようえほん２  
改訂新版どうようえほん３  
たのしいてあそびうたえほん  
どうようでおえかきできる  どうようＮＥＷ絵かきうたブック
手あそび指あそび歌あそびブック１  
あそびうたのほんＣＤつき  
しかけ絵本の本棚  コロちゃんはどこ？
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
ミーミとクークのえほん  ミーミとクークの１・２・３
スキンシップ絵本  かずのえほん
あかちゃんのための絵本  はみがきしゅわしゅわ
こどものとも絵本  ぞうくんのさんぽ
ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐら
こどものとも絵本  そらいろのたね
こどものとも絵本  おおきなかぶ
こどものとも絵本  はじめてのおつかい
世界傑作絵本シリーズ  てぶくろ
世界傑作絵本シリーズ  ブレーメンのおんがくたい
世界傑作絵本シリーズ  三びきのやぎのがらがらどん
日本傑作絵本シリーズ  おふろだいすき
ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐらの１ねんかん
こどものとも絵本  ぞうくんのさんぽ
幼児絵本シリーズ  くだもの
幼児絵本シリーズ  やさい
幼児絵本シリーズ  やさいのおなか
日本傑作絵本シリーズ  みんなであそぶわらべうた
ジョイフルえほん傑作集  りんごがドスーン
みるみる絵本  もこもこもこ
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
ねずみくんの絵本１  ねずみくんのチョッキ
音のでる知育絵本４  こえでおぼえるあいうえおのほん
クーとマーのおぼえるえほん１  ぼくのいろなあに
絵本・いつでもいっしょ２  どうぶつなんびき？
音のでる知育絵本７  こえでおぼえる１２３かずのほん
うたってかいてけせるえほん１  音のでるえかきうた
おととあそぼうシリーズ７  ドン！ドコ！ドン！たいこ

おととあそぼうシリーズ３３  新装版おてほんのうたがながれるどうようえほん
新編　新しい国語　五
新編　新しい書写　五

わくわく　算数５
もじのえほん  あいうえお
もじのえほん  かたかなアイウエオ
もじのえほん  かんじ（１）
もじのえほん  かんじ（２）
あかね書房の学習えほん  かたかなえほんアイウエオ
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
五味太郎のことばとかずの絵本  漢字の絵本
あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑８　きせつ
もじ・ことば１１　はじめてのかん字
もじ・ことば１　はじめてのひらがな１集
もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
書きかたカード「ひらがな」  
ひらがなカード  



くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
小学館
小学館
小学館
小学館
成美堂出版
成美堂出版
大日本絵画
太郎次郎社
太郎次郎社
太郎次郎社
太郎次郎社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
戸田デザイ
戸田デザイ
永岡書店
永岡書店
永岡書店
ナツメ社
ひかりのく
ひかりのく
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
フレーベル
ポプラ
東書
東書
東書

中学部 あかね書房
重複Ⅱ あかね書房

あかね書房
あかね書房
あかね書房
あかね書房
あかね書房
あかね書房
あかね書房
あかね書房
岩崎書店
岩崎書店
絵本館
絵本館
絵本館
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社

とけいカード  
かずカード  
はとのクルックのとけいえほん  
ＣＤ付き  楽器カード
あーとぶっく  ひらめき美術館第１館
あーとぶっく  ひらめき美術館第２館
ドラえもんちずかん１  にっぽんちず
ドラえもんちずかん２  せかいちず
作ってみよう！リサイクル工作６８
ＣＤつき楽しく歌える英語のうた  
メロディーえほん  ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
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
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２あわせ漢字あそび
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３部首あそび
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５０音
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）
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）
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）
ゆっくり学ぶ子のための  国語４
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）

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）
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）
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）
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）

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）
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）
１から１００までのえほん  
とけいのえほん  
ママとうたおう  やさしいメロディーピアノ
お手本のうた付き！どうよううたのえほん  
お手本のうた付き！どうよううたのえほん２  
子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん
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
マナーやルールがどんどんわかる！  みぢかなマーク新装改訂版
福音館の科学シリーズ　昆虫ちいさななかまたち
福音館の科学シリーズ　ただいまお仕事中
安野光雅の絵本  はじめてであうすうがくの絵本１
安野光雅の絵本  はじめてであうすうがくの絵本２
かがくのとも絵本  しんぶんしでつくろう
ふしぎをためすかがく図鑑　しぜんあそび
音のでる知育絵本１６　とけいがよめるようになる！！とけいくん
おんがく☆
おんがく☆☆

おんがく☆☆☆
もじのえほん　あいうえお
かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち
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
からだのえほん４　からだにもしもし
もじのえほん  かたかなアイウエオ
けんちゃんとあそぼう３  まねっこまねっこ
くりのきえんのおともだち２  あしたえんそくだから
かばくん・くらしのえほん２  かばくんのおかいもの
あかね書房の学習えほん  あそぼうあそぼうあいうえお
あかね書房の学習えほん  かたかなえほんアイウエオ
五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本
五味太郎のことばとかずの絵本  すうじの絵本
五味太郎の絵本９　いろ
五味太郎の絵本１０  かたち
五味太郎の絵本  かずのえほん１・２・３
エリック・カールの絵本　うたがみえるきこえるよ
五味太郎・しかけ絵本（１）　きいろいのはちょうちょ
日本の絵本　１００かいだてのいえ
五味太郎の絵本　わにさんどきっはいしゃさんどきっ



偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学研
学研
学研
学研
学研
金の星社
金の星社
金の星社
グランまま
グランまま
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
好学社
講談社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
ジュラ
小学館
小学館
小学館
成美堂出版
成美堂出版
世界文化社
チャイルド
童心社
童心社
戸田デザイ
戸田デザイ
戸田デザイ
戸田デザイ
戸田デザイ
永岡書店
永岡書店
永岡書店
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひさかた
ひさかた
ひさかた
評論社
福音館
福音館
福音館
福音館

エンバリーおじさんの絵かきほん　しもんスタンプでかいてみよう
木村裕一・しかけ絵本（１）　みんなみんなみーつけた
エリック・カールの絵本  くまさんくまさんなにみてるの？
エリック・カールかずのほん  １，２，３どうぶつえんへ
ことばをおぼえる本  かず・かたち・いろあいうえお
エリック・カールの絵本  月ようびはなにたべる？ーアメリカのわらべうた
１０＋１人の絵本作家オリジナルソング集  うたのパレット
あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑８　きせつ
あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって
あかちゃんとおかあさんの絵本　このいろなあに
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
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
うたえほん  
うたえほんⅡ  
生活図鑑カード　たべものカード
生活図鑑カード　生活道具カード
生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
書きかたカード「ひらがな」  
ひらがなカード  
かずカード  
ＣＤ付き  楽器カード
生活図鑑カード  お店カード
レオ・レオニの絵本　スイミー
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
こぐまちゃんえほん第１集  こぐまちゃんおはよう
こぐまちゃんえほん第２集  こぐまちゃんのみずあそび
こぐまちゃんえほん第３集  しろくまちゃんのほっとけーき
ぶうとぴょんの絵本  おんなじおんなじ
ことばあそびの絵本  ぶたたぬききつねねこ
かいてけしてまたかける  あいうえお
デコボコえほん　かずをかぞえよう！
ドラえもんちずかん１  にっぽんちず
ドラえもんちずかん２  せかいちず
音と光のでる絵本  たのしいどうよう
ＣＤつき楽しく歌える英語のうた  
写真でわかるなぜなに１　どうぶつ
ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ  
１４ひきのシリーズ  １４ひきのあさごはん
ピーマン村の絵本たち  さつまのおいも
せかいちず絵本
にっぽんちず絵本
あいうえおえほん  
１から１００までのえほん  
とけいのえほん  
ママとうたおう　やさしいメロディーピアノ
お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
お手本のうた付き！どうよううたのえほん
どうようでおえかきできる　どうようＮＥＷ絵かきうたブック
あそびうたのほんＣＤつき
はじめてのずかん４　やさいとくだもの
たのしいてあそびうたえほん
こどものずかんＭｉｏ１２　きせつとしぜん　　
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
ロングセラー絵本  でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
ミーミとクークのえほん  ミーミとクークの１・２・３
しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？
ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐらの１ねんかん
日本傑作絵本シリーズ　みんなであそぶわらべうた
こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ
日本傑作絵本シリーズ　ドオン！



フレーベル
ブロンズ新
文研出版
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
リーブル
理論社

高等部 学研
重複生活 学研

学研
学研
くもん出版
三省堂
成美堂出版
童心社
戸田デザイ
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
東洋館
日本教育研
日本教育研
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ

高等部 あかね書房
生活ふれあい 岩崎書店

岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学研
学研
学研
学研
学研

ことばでひらく絵のせかい　はじめてであう美術館
らくがきえほんあ・い・う・え・お
ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン
音のでる知育絵本１６　とけいがよめるようになる！！とけいくん
クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに
おととあそぼうシリーズ３３　新装版おてほんのうたがながれるどうようえほん
うたってかいてけせるえほん１　音のでるえかきうた
ペーパーランド３　とびだすカード
絵本・いつでもいっしょ２　どうぶつなんびき？
おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ
音のでる知育絵本４  こえでおぼえるあいうえおのほん
音のでる知育絵本７  こえでおぼえる１２３かずのほん
あそびのひろば８  らくがきあそび
あっちゃんあがつくたべものあいうえお  

あいうえおうさま  
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑８  きせつ
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって
あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって
あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん
ＣＤ付き  楽器カード
親子でうたう英語うたの絵じてん  
ＣＤつき楽しく歌える英語のうた  
かずのほん１  どっちがたくさん
あいうえおえほん  
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）
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）
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）
ゆっくり学ぶ子のための  国語４
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）

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）
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）
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）
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）
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）
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）
くらしに役立つ数学  
ひとりだちするための国語  
ひとりだちするための算数・数学  
音のでる知育絵本４  こえでおぼえるあいうえおのほん
音のでる知育絵本７  こえでおぼえる１２３かずのほん
あそびのひろば１  はんがあそび
あそびのひろば２  やさしいてづくりのプレゼント
あそびのひろば４  はりえあそび
あそびのひろば８  らくがきあそび
ペーパーランド３  とびだすカード

ペーパーランド８  おりがみえあそび
単行本  さわってあそぼうふわふわあひる
あそびの絵本  ねんどあそび
あそびの絵本  クレヨンあそび
あそびの絵本  紙ねんどあそび
あそびの絵本  えのぐあそび
あそびの絵本  きりがみあそび
あそびの絵本  えかきあそび
日本の絵本  １００かいだてのいえ
エリック・カールの絵本  うたがみえるきこえるよ
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
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
エリック・カールの絵本　月ようびはなにたべる?-アメリカのわらべうた
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって



金の星社
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
グランまま
グランまま
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
成美堂出版
成美堂出版
大日本絵画
童心社
戸田デザイ
永岡書店
永岡書店
永岡書店
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
福音館
福音館
福音館
福音館
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
リーブル

学校名：白兎養護学校

１　検定教科書

学部 種目 発行者 書名

小学部 採択なし

中学部 採択なし

高等部 採択なし

２　文部科学省著作教科書
（１）　特別支援学校知的障害者用教科書

学部 種目 発行者 書名

小学部 採択なし
中学部

単一・重複
音楽 東書 音楽☆☆☆☆

高等部 採択なし

３　一般図書（特別支援学校・学級用)

学部 発行者

小学部 偕成社
単一下 学研

くもん出版

あかちゃんとおかあさんの絵本  このいろなあに
もじ・ことば１  はじめてのひらがな１集
もじ・ことば３  やさしいひらがな１集
もじ・ことば１１  はじめてのかん字
生活図鑑カード  たべものカード
生活図鑑カード  くだものやさいカード１集
生活図鑑カード  お店カード
生活図鑑カード  生活道具カード
書きかたカード「ひらがな」  
ひらがなカード  
うたえほん  
うたえほんⅡ
こぐまちゃんえほん第１集  こぐまちゃんおはよう
こぐまちゃんえほん第２集  こぐまちゃんのみずあそび
こぐまちゃんえほん第３集  しろくまちゃんのほっとけーき
ぶうとぴょんの絵本  おんなじおんなじ
ことばあそびの絵本  ぶたたぬききつねねこ
馬場のぼるの絵本  １１ぴきのねこ
ＣＤつき楽しく歌える英語のうた  
音と光のでる絵本  たのしいどうよう
メロディーえほん  ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
１４ひきのシリーズ  １４ひきのぴくにっく
6つの色
ママとうたおう  やさしいメロディーピアノ
お手本のうた付き！どうよううたのえほん  
お手本のうた付き！どうよううたのえほん２  
たのしいてあそびうたえほん  
手あそび指あそび歌あそびブック１  
改訂新版どうようえほん１  
改訂新版どうようえほん２  
改訂新版どうようえほん３  
こどものとも絵本  ぞうくんのさんぽ
ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐら
世界傑作絵本シリーズ  三びきのやぎのがらがらどん
ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐらの１ねんかん
あそびのひろば４  はりえあそび
ペーパーランド３  とびだすカード
うたってかいてけせるえほん１  音のでるえかきうた
絵本・いつでもいっしょ２  どうぶつなんびき？
おととあそぼうシリーズ７  ドン！ドコ！ドン！たいこ
おととあそぼうシリーズ３３  新装版おてほんのうたがながれるどうようえほん

あっちゃんあがつくたべものあいうえお  

書名
あかちゃんのあそびえほん（３）  いただきますあそび
あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって
生活図鑑カード  たべものカード



こぐま社
ポプラ

小学部 岩崎書店
単一上 偕成社

偕成社
学研
学研
学研
学研
合同出版
成美堂出版
成美堂出版
同成社
同成社
永岡書店
日本教育研
日本教育研
ひかりのく
ひさかた
リーブル

小学部 あかね書房
重複A下 あかね書房

岩崎書店
絵本館
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学研
学研
学研
学研
学研
金の星社
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
グランまま
講談社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
小峰書店
小峰書店
合同出版
小学館
世界文化社
戸田デザイ
永岡書店
永岡書店
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
評論社
評論社

こぐまちゃんえほん別冊  さよならさんかく

おととあそぼうシリーズ３３  新装版おてほんのうたがながれるどうようえほん
あそびの絵本  えかきあそび
五味太郎・言葉図鑑（５）  つなぎのことば
子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん
あそびのおうさまずかん１  からだ増補改訂
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑８  きせつ
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって
絵でわかるこどものせいかつずかん１  みのまわりのきほん
ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん２  たのしいピアノのうた
ＣＤつき小学生の英語レッスン  絵でみて学ぼう英会話
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）

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）

ママとうたおう  やさしいメロディーピアノ
ひとりだちするための国語
ひとりだちするための算数・数学
あそびうたのほんＣＤつき
スキンシップ絵本  かずのえほん
あっちゃんあがつくたべものあいうえお

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
単行本  さわってあそぼうふわふわあひる
あそびの絵本  クレヨンあそび
五味太郎の絵本９  いろ
ノンタンあそぼうよ（１）  ノンタンぶらんこのせて
五味太郎・言葉図鑑（１）  うごきのことば
あかちゃんのあそびえほん（３）  いただきますあそび
あかちゃんのあそびえほん（４）  ひとりでうんちできるかな
あかちゃんのあそびえほん（６）  いいおへんじできるかな
エリック・カールの絵本  はらぺこあおむし
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

あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん

あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑９  ちきゅう
あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって
やさしいからだのえほん４  むしばはどうしてできるの？
もじ・ことば１  はじめてのひらがな１集
生活図鑑カード  たべものカード
生活図鑑カード  くだものやさいカード１集
生活図鑑カード  生活道具カード
書きかたカード「ひらがな」
ひらがなカード
かずカード
ＣＤ付き  楽器カード
ことばえほん

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

こぐまちゃんえほん第２集  こぐまちゃんのみずあそび
こぐまちゃんえほん別冊  さよならさんかく
かおかおどんなかお
くまたんのはじめてシリーズ  おいしいおいしい１・２・３
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
絵でわかるこどものせいかつずかん１  みのまわりのきほん
２１世紀幼稚園百科２  とけいとじかん
写真でわかるなぜなに１  どうぶつ
とけいのえほん
ママとうたおう  やさしいメロディーピアノ
お手本のうた付き！どうよううたのえほん
２０２シリーズ  たべもの２０２
たのしいてあそびうたえほん
あそびうたのほんＣＤつき

スカーリーおじさんの  はたらく人たち

しかけ絵本の本棚  コロちゃんはどこ？



ひさかた
ひさかた
ひさかた
福音館
福音館
福音館
福音館
ブロンズ新
フレーベル
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ

小学部 あかね書房
重複A上 あかね書房

岩崎書店
絵本館
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学研
学研
学研
学研
学研
学研
金の星社
金の星社
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
グランまま
講談社
好学社
国土社
こぐま社
こぐま社
ジュラ
成美堂出版
成美堂出版
大日本絵画
童心社
戸田デザイ
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
永岡書店
永岡書店

あかちゃんのための絵本  はみがきしゅわしゅわ
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
スキンシップ絵本  かずのえほん
幼児絵本シリーズ  くだもの
かがくのとも絵本  しゃぼんだまとあそぼう
こどものとも絵本  おおきなかぶ
世界傑作絵本シリーズ  てぶくろ
しごとば
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
あそびのひろば４  はりえあそび
クーとマーのおぼえるえほん１  ぼくのいろなあに
絵本・いつでもいっしょ２  どうぶつなんびき？
おととあそぼうシリーズ７  ドン！ドコ！ドン！たいこ
おととあそぼうシリーズ３３  新装版おてほんのうたがながれるどうようえほん

音のでる知育絵本４  こえでおぼえるあいうえおのほん
音のでる知育絵本７  こえでおぼえる１２３かずのほん

もじのえほん  かたかなアイウエオ
けんちゃんとあそぼう３  まねっこまねっこ
あそびの絵本  クレヨンあそび
五味太郎の絵本９  いろ
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
五味太郎・言葉図鑑（１）  うごきのことば
五味太郎・言葉図鑑（３）  かざることば（Ａ）
五味太郎・言葉図鑑（６）  くらしのことば
五味太郎・言葉図鑑（１０）  なまえのことば
子どもの生活（３）  マナーをきちんとおぼえよう！
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
ともだちだいすき（２）  おべんとうなあに？
子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー
子どものマナー図鑑（３）  でかけるときのマナー
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん
ほんとのおおきさ動物園
あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって
ひとりでできるもん！４  うれしいごはん、パン、めん料理
げんきをつくる食育えほん１  たべるのだいすき！
もじ・ことば１  はじめてのひらがな１集
生活図鑑カード  たべものカード
生活図鑑カード  お店カード
生活図鑑カード  生活道具カード
書きかたカード「ひらがな」
ＣＤ付き  楽器カード
ぼくとわたしのせいかつえほん
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
レオ・レオニの絵本  スイミー
たのしい図画工作９  うごくおもちゃ
こぐまちゃんえほん第２集  こぐまちゃんのみずあそび
こぐまちゃんえほん別冊  さよならさんかく
プータンどこいくの？
音と光のでる絵本  たのしいどうよう
いちばんわかりやすい  小学生のための学習世界地図帳
メロディーえほん  ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
かずのほん１  どっちがたくさん
１から１００までのえほん
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）

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）

ゆっくり学ぶ子のための  国語４
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）

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）

ママとうたおう  やさしいメロディーピアノ
お手本のうた付き！どうよううたのえほん２



ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
評論社
ひさかた
ひさかた
福音館
福音館
文研出版
フレーベル
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ

小学部 あかね書房
訪問医A あかね書房

あかね書房
偕成社
偕成社
金の星社
こぐま社
こぐま社
童心社
童心社
永岡書店
永岡書店
福音館
文化出版局
ポプラ

小学部 あかね書房
訪問医B こぐま社

ひかりのく
福音館

中学部 偕成社
単一 くもん出版

くもん出版
成美堂出版
成美堂出版
成美堂出版
太郎次郎社
同成社
同成社
日本教育研
日本教育研
ひかりのく
福音館
福音館
フレーベル
むぎ書房
開隆堂出版
開隆堂出版
新興出版社
新興出版社

中学部 あかね書房
重複A 岩崎書店

絵本館
絵本館

認識絵本１０  おおきいちいさい
こどものずかんＭｉｏ１２  きせつとしぜん
２０２シリーズ  たべもの２０２
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
たのしいてあそびうたえほん
しかけ絵本の本棚  コロちゃんはどこ？
スキンシップ絵本  かずのえほん
ロングセラー絵本  でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
幼児絵本シリーズ  くだもの
安野光雅の絵本  はじめてであうすうがくの絵本２
ジョイフルえほん傑作集  りんごがドスーン
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
あそびのひろば２  やさしいてづくりのプレゼント
ペーパーランド８  おりがみえあそび
クーとマーのおぼえるえほん１  ぼくのいろなあに
絵本・いつでもいっしょ２  どうぶつなんびき？
おととあそぼうシリーズ７  ドン！ドコ！ドン！たいこ
おととあそぼうシリーズ３３  新装版おてほんのうたがながれるどうようえほん

音のでる知育絵本４  こえでおぼえるあいうえおのほん

音のでる知育絵本１６  とけいがよめるようになる！！とけいくん
けんちゃんとあそぼう１  のってのって
けんちゃんとあそぼう３  まねっこまねっこ
あかね書房の学習えほん  おかあさんだいすき１．２．３
ノンタンあそぼうよ（８）  ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
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
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
こぐまちゃんえほん第１集  こぐまちゃんおはよう
こぐまちゃんえほん別冊  さよならさんかく
ピーマン村の絵本たち  さつまのおいも
ピーマン村の絵本たち  よーいどん！
ママとうたおう  やさしいメロディーピアノ
お手本のうた付き！どうよううたのえほん
こどものとも絵本  おおきなかぶ
どうぶつあれあれえほん第４集  かくしたのだあれ

おととあそぼうシリーズ３３  新装版おてほんのうたがながれるどうようえほん
単行本  さわってあそぼうふわふわあひる
ことばあそびの絵本  ぶたたぬききつねねこ
たのしいてあそびうたえほん

日本傑作絵本シリーズ  おふろだいすき
五味太郎・言葉図鑑（５）  つなぎのことば
もじ・ことば１１　はじめてのかん字
とけいカード
いちばんわかりやすい  小学生のための学習日本地図帳
作ってみよう！リサイクル工作６８
ＣＤつき小学生の英語レッスン  絵でみて学ぼう英会話
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２あわせ漢字あそび
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）
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）
ひとりだちするための国語
ひとりだちするための算数・数学
マナーやルールがどんどんわかる！  みぢかなマーク新装改訂版
福音館の科学シリーズ  昆虫ちいさななかまたち
福音館の科学シリーズ  ただいまお仕事中
フレーベル館の図鑑ナチュラ  ひとのからだ
わかるさんすう２
職業・家庭　たのしい職業科 わたしの夢につながる
職業・家庭　たのしい家庭科 わたしのくらしに生かす
教科書ぴったりテスト　啓林館版算数１年

教科書ぴったりテスト　啓林館版算数２年
もじのえほん  かたかなアイウエオ
あそびの絵本  えかきあそび
五味太郎の絵本９  いろ
五味太郎の絵本  かずのえほん１・２・３



偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学研
学研
学研
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
講談社
講談社
好学社
小峰書店
小学館
女子栄養大
成美堂出版
成美堂出版
チャイルド
戸田デザイ
同成社
同成社
ナツメ社
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひさかた
ひさかた
福音館
福音館
福音館
福音館
文研出版
フレーベル
ポプラ
ポプラ
理論社
東書

中学部 くもん出版
重複B 女子栄養大

成美堂出版
成美堂出版
太郎次郎社
同成社
同成社
同成社
ナツメ社
福音館
福音館
フレーベル
フレーベル
むぎ書房
開隆堂出版
新興出版社
教出

中学部 偕成社
訪問医 小学館

永岡書店
永岡書店
ひかりのく

五味太郎・言葉図鑑（１）  うごきのことば
エリック・カールの絵本  はらぺこあおむし
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
五味太郎・しかけ絵本（１）  きいろいのはちょうちょ
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん
ほんとのおおきさ動物園
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって
もじ・ことば３  やさしいひらがな１集
もじ・ことば１１　はじめてのかん字
書きかたカード「ひらがな」
とけいカード
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
米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！
レオ・レオニの絵本  スイミー
くまたんのはじめてシリーズ  おいしいおいしい１・２・３
デコボコえほん  かずをかぞえよう！
新・こどもクッキング
ＣＤつき楽しく歌える英語のうた
作ってみよう！リサイクル工作６８
ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
１から１００までのえほん
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）
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）
子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん  
認識絵本１０  おおきいちいさい
こどものずかんＭｉｏ１０  たべもの
こどものずかんＭｉｏ１２  きせつとしぜん
２０２シリーズ  たべもの２０２
マナーやルールがどんどんわかる！  みぢかなマーク新装改訂版
ミーミとクークのえほん  ミーミとクークの１・２・３
スキンシップ絵本  かずのえほん
福音館の科学シリーズ  昆虫ちいさななかまたち
福音館の科学シリーズ  ただいまお仕事中
ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐら
こどものとも絵本  おおきなかぶ
ジョイフルえほん傑作集  りんごがドスーン
ことばでひらく絵のせかい  はじめてであう美術館
絵本・いつでもいっしょ２  どうぶつなんびき？
音のでる知育絵本１６  とけいがよめるようになる！！とけいくん
あいうえおうさま

おんがく☆☆
もじ・ことば１１  はじめてのかん字
新・こどもクッキング
作ってみよう！リサイクル工作６８
ＣＤつき小学生の英語レッスン  絵でみて学ぼう英会話
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２あわせ漢字あそび
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）
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）
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）
子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん
福音館の科学シリーズ  昆虫ちいさななかまたち
福音館の科学シリーズ  ただいまお仕事中
フレーベル館の図鑑ナチュラ  ひとのからだ
フレーベル館の図鑑ナチュラ  はるなつあきふゆ
わかるさんすう２
職業・家庭　たのしい家庭科 わたしのくらしに生かす
教科書ぴったりテスト　啓林館版算数１年

さんすう☆☆☆
エリック・カールの絵本  くまさんくまさんなにみてるの？
デコボコえほん  かずをかぞえよう！
お手本のうた付き！どうよううたのえほん
お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
たのしいてあそびうたえほん



福音館
福音館
福音館
福音館

高等部 東洋館
単一 東洋館
シー 東洋館 くらしに役立つ家庭

リバー ナツメ社
日本教育研
日本教育研
日本教育研
ジアース
鳥取県障害者就労
事業振興センター

学校名：倉吉養護学校

１　検定教科書

学部 種目 発行者 書名
小学部

肢体単一
中学部

肢体単一
高等部

２　文部科学省著作教科書

学部 種目 発行者 書名

小学部 国語 東書 こくご☆
知的単一 国語 東書 こくご☆☆
知的重複 国語 東書 こくご☆☆☆

算数 教出 さんすう☆
算数 教出 さんすう☆☆(1)
算数 教出 さんすう☆☆(2)
算数 教出 さんすう☆☆☆

国語 東書 国語☆☆☆☆
数学 教出 数学☆☆☆☆

３　一般図書[特別支援学校・学級用)

学部 発行者

小学部 あかね書房
知的単一 あかね書房
知的重複 あかね書房

あかね書房
あかね書房
あかね書房
あかね書房
あかね書房
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
絵本館
絵本館
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社

こどものとも絵本  ぞうくんのさんぽ
こどものとも絵本  おおきなかぶ
世界傑作絵本シリーズ  三びきのやぎのがらがらどん

日本傑作絵本シリーズ  ドオン！
くらしに役立つ国語
くらしに役立つ数学

子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん
ひとりだちするための国語
ひとりだちするための算数・数学
ひとりだちするためのライフキャリア教育
知的障害や自閉症の人たちのための見てわかるビジネスマナー集

障がいのある方のよりよい暮らしのために2017年度版

中部地区採択教科書を使用

中部地区採択教科書を使用

（県立高等学校使用教科書採択一覧参照）

中学部
知的単一
知的重複

書名
もじのえほん  かたかなアイウエオ
もじのえほん かんじ（１）
もじのえほん かんじ（２）
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
かばくん・くらしのえほん１ かばくんのいちにち
かばくん・くらしのえほん２ かばくんのおかいもの
あかね書房の学習えほん かたかなえほんアイウエオ
単行本 さわってあそぼうふわふわあひる
あそびの絵本 クレヨンあそび
五味太郎のことばとかずの絵本 漢字の絵本
ひとりでできる手づくりＢＯＸ しぜんで工作しよう
五味太郎の絵本９ いろ
さんかくサンタ
エリック・カールかずのほん １，２，３どうぶつえんへ
ノンタンあそぼうよ（８） ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
五味太郎・言葉図鑑（６） くらしのことば
赤ちゃん版ノンタン（２） ノンタンもぐもぐもぐ
子どもの生活（３） マナーをきちんとおぼえよう！
あかちゃんのあそびえほん（１） ごあいさつあそび
あかちゃんのあそびえほん（２） いないいないばああそび
あかちゃんのあそびえほん（３） いただきますあそび
あかちゃんのあそびえほん（６） いいおへんじできるかな
エリック・カールの絵本 はらぺこあおむし
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
エリック・カールの絵本 くまさんくまさんなにみてるの？



偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版

五味太郎・しかけ絵本（１） きいろいのはちょうちょ
木村裕一・しかけ絵本（１） みんなみんなみーつけた
ノンタンあそぼうよ（４）  ノンタンおよぐのだいすき
ノンタンあそぼうよ（１０） ノンタンボールまてまてまて
五味太郎の絵本 ぽぽぽぽぽ
五味太郎の絵本 どどどどど
とびだす・ひろがる！えほんシリーズ とびだす・ひろがる！のりものえほん

はっけんずかん のりもの改訂版
あそびのおうさまＢＯＯＫ はじめてぬるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ はじめてきるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ どんどんぬるほん
あそびのおうさまずかん１２ リサイクルこうさく増補改訂
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑８ きせつ
あそびのおうさまＢＯＯＫ ぬって
あそびのおうさまＢＯＯＫ はって
毎日のドリル 小学３年の数・りょう・図形
あそびのおうさまＢＯＯＫ うれシールたのシール
あそびのおうさまＢＯＯＫおうさまのたからばこ スタンプポン
動物バトル図鑑ＤＶＤつき
あそびのおうさまＢＯＯＫ きって
ぴよちゃんとさわってあそぼ！ ぷにょぷにょなあに？
ひとりでできるもん！６ だいすきおやつ作り
げんきをつくる食育えほん１ たべるのだいすき！
新しいえほん  とんとんとん
あいうえおのえほん
はじめての絵本たいむ つみき
うたってたたこう！ リズムあそびどうようえほん
音のでる絵本 おとのでるのりものえほん
ひとりでひけた！  たのしくレッスン！ピアノえほん
音のでる絵本  おとのでる♪てあそびうたえほん
もじ・ことば１ はじめてのひらがな１集
もじ・ことば３ やさしいひらがな１集
もじ・ことば１１ はじめてのかん字
生活図鑑カード たべものカード
生活図鑑カード くだものやさいカード１集
生活図鑑カード お店カード
生活図鑑カード 生活道具カード
書きかたカード「ひらがな」
ひらがなカード
とけいカード
かずカード
はとのクルックのとけいえほん
おけいこ はじめてのおけいこ
ＣＤ付き 楽器カード
もじ・ことば２ はじめてのひらがな２集
もじ・ことば６  ひらがなしりとりあそび
もじ・ことば７ ことばのおけいこ
もじ・ことば８ ぶんのおけいこ
もじ・ことば９ はじめてのカタカナ
もじ・ことば１０ カタカナおけいこ
もじ・ことば１２ 漢字おけいこ
書きかたカード漢字
ひらがなことばカード１集
カタカナカード
ぶんカード１集
たしざんカード
くもんのはじめてのえほん２ なにいろ？
ファーストステップドリル  さいしょのはってみよう
かず・けいさん２  やさしいすうじ
かず・けいさん４  はじめてのたしざん
かず・けいさん１０ はじめてのとけい
かず・けいさん１１ とけいのおけいこ
めいろ１ はじめてのめいろ１集



くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
グランまま
講談社
国土社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
さえら
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
ジュラ
ジュラ
成美堂出版
成美堂出版
成美堂出版
大日本絵画
大日本絵画
大日本絵画
大日本絵画
大日本絵画
太郎次郎社
童心社
童心社
戸田デザイ
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社

こうさく１ はじめてのはさみ
こうさく２ はじめてのかみこうさく１集
小学ドリル国語 ２年生の言葉と文のきまり
小学ドリル国語 １年生の文しょうの読解
小学ドリル国語 ２年生の文章の読解
小学ドリル国語 １年生のかん字
小学ドリル国語 ２年生のかん字
小学ドリル国語 １年生のカタカナ
小学ドリル算数 １年生のすう・りょう・ずけい
小学ドリル算数  ２年生の数・りょう・図形
小学ドリル算数計算 １年生のひきざん
小学ドリル算数計算  ２年生のたし算
小学ドリル算数計算 ２年生のかけ算（九九）
くもんのにがてたいじドリルこくご１ 小学１年生「は・を・へ」のつかいかた

あきびんごの創造性を育てる○つけドリル いきもの博士レベル１
あきびんごの創造性を育てる○つけドリル たべもの博士
ことばと文ぽう集中  小学２年生
算数計算集中がくしゅう小学２年生
時計のみかたが楽しくわかる くろくまくんのとけいえほん
うたえほん
おともだちドリルブック１ きってはってこうさくブック１
たのしい図画工作９ うごくおもちゃ
こぐまちゃんえほん第１集 こぐまちゃんおはよう
こぐまちゃんえほん第２集 こぐまちゃんのみずあそび
こぐまちゃんえほん第３集 しろくまちゃんのほっとけーき
ぶうとぴょんの絵本 おんなじおんなじ
こぐまちゃんえほん別冊 さよならさんかく
かおかおどんなかお
ぶうとぴょんの絵本 なにしてるなにしてる
たのしい工作教室 たのしいこうさくきょうしつ１
２１世紀幼稚園百科２  とけいとじかん
２１世紀幼稚園百科６ かずあそび１・２・３
ドラえもんちずかん２  せかいちず
デコボコえほん  かずをかぞえよう！
小学館の図鑑ＮＥＯ 乗りもの改訂版
小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく りったい昆虫館
小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく りったい乗りもの館
小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく 新・りったいどうぶつ館
小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく りったいやさい・くだもの館
小学館の図鑑ＮＥＯクラフトぶっく  りったい両生類・はちゅう類館
プータンどこいくの？
かいてけしてまたかける あいうえお
音と光のでる絵本 たのしいどうよう
いちばんわかりやすい 小学生のための学習日本地図帳
わくわくコンビニあそびレジスター
メロディーえほん ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
あなあきしかけえほん かわいいてんとうむし
むしむしさわってごらん
パペットしかけえほん ふわふわうさちゃん
おとがなるさわるしかけえほん にぎやかペット！
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

ピーマン村の絵本たち さつまのおいも
ピーマン村の絵本たち よーいどん！
６つの色
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）

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）

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）

ゆっくり学ぶ子のための 国語４
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）

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）

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）

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）

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）



永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
ナツメ社
のら書店
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
評論社
ひさかた
ひさかた
ひさかた
ひさかた
ＰＨＰ
ＰＨＰ
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
ブロンズ新
ブロンズ新
文化出版局
文化出版局
文研出版
文研出版
フレーベル
フレーベル
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
民衆社
理論社
リーブル
教育画劇
佼成出版
こばと

ママとうたおう やさしいメロディーピアノ
お手本のうた付き！どうよううたのえほん
お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
マグネットおべんきょうシール あいうえお
マグネットおべんきょうシール  スーパーでおかいもの
こども写真ひゃっか ＤＶＤ付きはたらくくるま大図鑑
木のえほん どうぶつパズル
木のえほん  たべものだいすき
マグネットブック  さかなつり
わくわくタンバリンリズムえほん
子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん
ことばあそびレストラン
認識絵本１０  おおきいちいさい
こどものずかんＭｉｏ１０ たべもの
こどものずかんＭｉｏ１２ きせつとしぜん
２０２シリーズ たべもの２０２
どうようでおえかきできる どうようＮＥＷ絵かきうたブック
マナーやルールがどんどんわかる！  みぢかなマーク新装改訂版
手あそび指あそび歌あそびブック１
あそびうたのほんＣＤつき
コロちゃんのびっくり箱 コロちゃんのたんじょうび
あかちゃんのための絵本 はみがきしゅわしゅわ
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
ロングセラー絵本 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
やさいのともだち
まめうしくんとあいうえお
かんたん！遊べる！ビックリ工作
かがくのとも絵本 かみであそぼうきる・おる
こどものとも絵本 ぞうくんのさんぽ
こどものとも絵本 そらいろのたね
こどものとも絵本 おおきなかぶ
日本傑作絵本シリーズ ドオン！
ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐらの１ねんかん
みぢかなかがくシリーズ 町たんけん
幼児絵本シリーズ きんぎょがにげた
幼児絵本シリーズ ねえどっちがすき？
こどものとも絵本  くるまはいくつ
幼児絵本シリーズ くだものだもの
しろくまのパンツ
おしくら・まんじゅう
どうぶつあれあれえほん第４集 かくしたのだあれ
どうぶつあれあれえほん第４集 たべたのだあれ
ジョイフルえほん傑作集 りんごがドスーン
みるみる絵本 もこもこもこ
アンパンマンとシールであそぼう！  たべものいっぱい
アンパンマンピアノえほん
あそびのひろば４ はりえあそび
あそびのひろば８ らくがきあそび
ペーパーランド８  おりがみえあそび
クーとマーのおぼえるえほん１  ぼくのいろなあに
うたってかいてけせるえほん１ 音のでるえかきうた
絵本・いつでもいっしょ２ どうぶつなんびき？
おととあそぼうシリーズ７ ドン！ドコ！ドン！たいこ
おととあそぼうシリーズ３３ 新装版おてほんのうたがながれるどうようえほん

音のでる知育絵本７ こえでおぼえる１２３かずのほん
音のでる知育絵本１６ とけいがよめるようになる！！とけいくん
音がでるミニミニえほん５  ジブリだいすき♪たのしいおうた
さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる２年
あいうえおうさま
しりとりしましょ！たべものあいうえお
いもほりよいしょ！
なにをたべてきたの？
初級編ステップアップ　マッチングⅡ



こばと
こばと
こばと
コクヨ
清風堂書店
文溪堂
双葉社
三起商行
三起商行
三起商行
三起商行
明治図書
リヴォル

中学部 あかね書房
知的単一 あかね書房
知的重複 あかね書房

あかね書房
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
絵本館
絵本館
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研

初級編ステップアップ　こくごⅠ
初級編ステップアップ　さんすうⅠ
中級編ジャンプアップ　カレンダー・とけい・おかね
おえかき美術館
陰山ドリル初級算数小学２年生
まるさんかくぞう
新版クレヨンしんちゃん４７都道府県なるほど地図帳
ブラウンベアファミリーのひっぱってなーんだ？ かたち
ミキハウスおうたあそびのえほん みんなでむすんでひらいて
ミキハウスたのしいメロディえほん リズムでトントン
音と光のメロディえほん キラ★キラ
グレーゾーンの子どもに対応した  作文ワーク初級編

もじのかたちをとらえるための  ひらがなれんしゅうちょう改訂版
あかねえほんシリーズ  えほんえかきうた
からだのえほん４  からだにもしもし
あかね書房の学習えほん  かたかなえほんアイウエオ
うたってあそぼう２  えかきうた（むし・さかな）
あそびの絵本  えのぐあそび
あそびの絵本  きりがみあそび
五味太郎のことばとかずの絵本  ことばのあいうえお
絵本図鑑シリーズ４  林と虫たちの一年
五味太郎の絵本１０  かたち
五味太郎の絵本  かずのえほん１・２・３
エリック・カールかずのほん  １，２，３どうぶつえんへ
ことばをおぼえる本  かず・かたち・いろあいうえお
ノンタンあそぼうよ（１）  ノンタンぶらんこのせて
ノンタンあそぼうよ（８）  ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
子どもの健康を考える絵本（５）  こんなときどうするの？
五味太郎・言葉図鑑（３）  かざることば（Ａ）
五味太郎・言葉図鑑（６）  くらしのことば
子どもの生活（３）  マナーをきちんとおぼえよう！
あかちゃんのあそびえほん（４）  ひとりでうんちできるかな
あかちゃんのあそびえほん（６）  いいおへんじできるかな
エリック・カールの絵本  はらぺこあおむし
エリック・カールの絵本  うたがみえるきこえるよ
五味太郎の絵本  わにさんどきっはいしゃさんどきっ
五味太郎・しかけ絵本（１）  きいろいのはちょうちょ
坂本廣子のひとりでクッキング（１）  朝ごはんつくろう！
坂本廣子のひとりでクッキング（２）  昼ごはんつくろう！
子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー
子どものマナー図鑑（３）  でかけるときのマナー
五味太郎・しかけ絵本（３）  まどからおくりもの
坂本廣子のひとりでクッキング（８）  おやつつくろう！
子どものマナー図鑑（２）  食事のマナー
子どものマナー図鑑（４）  おつきあいのマナー
子どものマナー図鑑（５）  １２か月・行事のマナー
下村式となえて書く漢字ドリル  漢字練習ノート小学１年生新版
下村式となえて書く漢字ドリル  漢字練習ノート小学２年生新版
下村式となえて書く漢字ドリル  漢字練習ノート小学３年生新版
下村式となえて書く漢字ドリル  漢字練習ノート小学４年生新版
下村式となえて書く漢字ドリル  漢字練習ノート小学５年生新版
算数たんけん（３）  ２けたのたしざんひきざん
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
算数たんけん（６）  ３けた４けたのたしざんひきざん
はっけんずかん  のりもの改訂版
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん
あそびのおうさまずかん１２  リサイクルこうさく増補改訂
ニューワイド学研の図鑑  増補改訂人のからだ
ほんとのおおきさ動物園
あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって
ジュニア学研の図鑑  乗りもの



学研
学研
学研
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
講談社
国土社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
小峰書店
小峰書店
合同出版
合同出版
さえら
さえら
さえら
三省堂
小学館
小学館
小学館
小学館

あそびのおうさまＢＯＯＫおうさまのたからばこ  スタンプポン
あそびのおうさまずかん７  たべもの増補改訂
しゃべって覚える小学生の英会話ＴａｌｋｉｎｇＴｉｍｅ１
あかちゃんとおかあさんの絵本  このいろなあに
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？
ひとりでできるもん！４  うれしいごはん、パン、めん料理
ひとりでできるもん！６  だいすきおやつ作り
ＡＢＣのえほん
うたってたたこう！  リズムあそびどうようえほん
のりものしゃしん  あいうえおのえほん
あいうえおかるた
もじ・ことば３  やさしいひらがな１集
もじ・ことば１１  はじめてのかん字
生活図鑑カード  たべものカード
生活図鑑カード  くだものやさいカード１集
生活図鑑カード  お店カード
生活図鑑カード  生活道具カード
書きかたカード「ひらがな」
ひらがなカード
とけいカード
はとのクルックのとけいえほん
ＣＤ付き  楽器カード
もじ・ことば４  やさしいひらがな２集
もじ・ことば５  ひらがなおけいこ
もじ・ことば７  ことばのおけいこ
もじ・ことば８  ぶんのおけいこ
もじ・ことば９  はじめてのカタカナ
書きかたカードカタカナ
書きかたカード漢字
ひらがなことばカード１集
たしざんカード
ＣＤ付き英語のうたカード
かず・けいさん２  やさしいすうじ
かず・けいさん１１  とけいのおけいこ
めいろ１  はじめてのめいろ１集
めいろ２  はじめてのめいろ２集
こうさく１  はじめてのはさみ
こうさく３  はじめてのかみこうさく２集
小学ドリル国語  １年生の文しょうの読解
小学ドリル国語  １年生のかん字
小学ドリル国語  ２年生の文しょうの書きかた
小学ドリル算数  ６年生の数・量・図形
小学ドリル算数計算  １年生のたしざん
ＣＤ付き童謡カード第１集
米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！
たのしい図画工作１６  ちぎり紙・きり紙・はり絵
こぐまちゃんえほん第２集  こぐまちゃんのみずあそび
ぶうとぴょんの絵本  おんなじおんなじ
ことばあそびの絵本  ぶたたぬききつねねこ
かおかおどんなかお
こぐまちゃんえほん  こぐまちゃんのどろあそび
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

東京パノラマたんけん
子どもとマスターする４９の生活技術  イラスト版手のしごと
絵でわかるこどものせいかつずかん１  みのまわりのきほん
たのしい工作教室  木のぞうけい教室
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
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
こどもマナーとけいご絵じてん
２１世紀幼稚園百科２  とけいとじかん
ドラえもんちずかん１  にっぽんちず
デコボコえほん  かずをかぞえよう！
小学館の図鑑ＮＥＯ  乗りもの改訂版



小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
鈴木出版
育成会
育成会
育成会
育成会
成美堂出版
成美堂出版
成美堂出版
成美堂出版
成美堂出版
世界文化社
世界文化社
太郎次郎社
太郎次郎社
太郎次郎社
チャイルド
童心社
童心社
童心社
童心社
童心社
東京書店
東京書店
戸田デザイ
戸田デザイ
戸田デザイ
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
東洋館
東洋館
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
ナツメ社
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく

小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶせいかつ図鑑
小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく  りったい昆虫館
小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく  りったいどうぶつ館
小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく  りったい恐竜館
小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく  新・りったい昆虫館
チャレンジミッケ！１おもちゃばこ
ドラえもん科学ワールド  動植物の不思議
ドラえもん英語図解辞典
ピタゴラ装置ＤＶＤブック２
ドラえもんの国語おもしろ攻略  かん字じてんステップ１
歌でおぼえる手話ソングブック  －ともだちになるために－
自立生活ハンドブック４  からだ！！げんき！？
自立生活ハンドブック５  ぼなぺてぃどうぞめしあがれ
自立生活ハンドブック８  食（しょく）
あたらしいほうりつの本（２０１４）
いちばんわかりやすい  小学生のための学習日本地図帳
ＣＤつき楽しく歌える英語のうた
作ってみよう！リサイクル工作６８
ＣＤつき小学生の英語レッスン  絵でみて学ぼう英会話
音のでる絵本  ひらがなかけたよ！
写真でわかるなぜなに１  どうぶつ
完全版こども歴史人物新聞
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

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２あわせ漢字あそび

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３部首あそび

ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ

かずのほん２  ０から１０まで
１４ひきのシリーズ  １４ひきのあさごはん
１４ひきのシリーズ  １４ひきのぴくにっく
ピーマン村の絵本たち  さつまのおいも

ピーマン村の絵本たち  よーいどん！

やさしくおれるたのしいおりがみ

わくわく音あそびえほん  リズムであそぼう！どうようのうた
和英えほん

１から１００までのえほん

昆虫とあそぼう

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）

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）

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）

ゆっくり学ぶ子のための  国語４
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）

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）

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）

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）

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）

くらしに役立つ国語
くらしに役立つ数学
お手本のうた付き！どうよううたのえほん
木のえほん  たべものだいすき
マグネットブック  さかなつり
トリック立体キットＢＯＯＫ  自分で作れる！錯覚アート
子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん
認識絵本１０  おおきいちいさい
こどものずかんＭｉｏ９  ひとのからだ
こどものずかんＭｉｏ１２  きせつとしぜん
２０２シリーズ  たべもの２０２
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
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
たのしいてあそびうたえほん
どうようでおえかきできる  どうようＮＥＷ絵かきうたブック
マナーやルールがどんどんわかる！  みぢかなマーク新装改訂版
手あそび指あそび歌あそびブック１
あそびうたのほんＣＤつき



ひさかた
ひさかた
ひさかた
ひさかた
ひさかた
ＰＨＰ
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
婦人之友
ブロンズ新
文化出版局
文研出版
福村出版
フレーベル
フレーベル
フレーベル
フレーベル
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
山と溪谷社
リーブル
喜楽研
こばと
こばと
日本図書
本の泉社

中学部 東書
知的重複 教出

高等部 あかね書房
単一社会 あかね書房
単一集団 岩崎書店

岩崎書店
岩崎書店
絵本館
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社

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
ミーミとクークのえほん  ミーミとクークの１・２・３
スキンシップ絵本  かたかなアイウエオ
スキンシップ絵本  かずのえほん
ロングセラー絵本  どうぞのいす
飾る！楽しむ！１２カ月の切り紙
幼児絵本シリーズ  くだもの
かがくのとも絵本  しんぶんしでつくろう
かがくのとも絵本  平野レミのおりょうりブック
福音館の科学シリーズ  ぼくらの地図旅行
福音館の科学シリーズ  あそびのレシピ
福音館の科学シリーズ  ただいまお仕事中
ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐら
こどものとも絵本  はじめてのおつかい
世界傑作絵本シリーズ  三びきのやぎのがらがらどん
日本傑作絵本シリーズ  ドオン！
こどもがつくるたのしいお料理
らくがきえほんあ・い・う・え・お
どうぶつあれあれえほん第４集  かくしたのだあれ
ジョイフルえほん傑作集  りんごがドスーン
シリーズ生活を学ぶ１  つくって食べよう
フレーベル館の図鑑ナチュラ  ひとのからだ
フレーベル館の図鑑ナチュラ  はるなつあきふゆ
アンパンマンとシールであそぼう！  たのしいおかいもの
新ウォーリーのえほん  新ウォーリーをさがせ！
あそびのひろば２  やさしいてづくりのプレゼント
あそびのひろば４  はりえあそび
あそびのひろば８  らくがきあそび
ねずみくんの絵本１  ねずみくんのチョッキ

クーとマーのおぼえるえほん１  ぼくのいろなあに
うたってかいてけせるえほん１  音のでるえかきうた
おととあそぼうシリーズ７  ドン！ドコ！ドン！たいこ
おととあそぼうシリーズ３３  新装版おてほんのうたがながれるどうようえほん

音のでる知育絵本４  こえでおぼえるあいうえおのほん
音のでる知育絵本１６  とけいがよめるようになる！！とけいくん
おととあそぼうシリーズ２０  えいごのおうたえほん
音のでる知育絵本１７  脳科学からうまれたあなぽこえほん
ディズニープリンセスロマンチックメロディえほん
家庭科の教科書小学校低学年～高学年用
あっちゃんあがつくたべものあいうえお
くりかえし漢字練習プリント小学６年
初級編ステップアップ　マッチングⅡ
心をのばすソーシャルスキルトレーニング用ワークシート下
栄養素キャラクター図鑑

小学校学習漢字１００６字がすべて読める漢字童話
こくご☆☆☆

さんすう☆☆☆
あかね書房の学習えほん  かたかなえほんアイウエオ
うたってあそぼう１  えかきうた（どうぶつ）
あそびの絵本  きりがみあそび
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
五味太郎のことばとかずの絵本  漢字の絵本
五味太郎の絵本  かずのえほん１・２・３
ノンタンあそぼうよ（１）  ノンタンぶらんこのせて
子どもの健康を考える絵本（５）  こんなときどうするの？
五味太郎・言葉図鑑（３）  かざることば（Ａ）
子どもの生活（３）  マナーをきちんとおぼえよう！
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
木村裕一・しかけ絵本（１）  みんなみんなみーつけた
坂本廣子のひとりでクッキング（１）  朝ごはんつくろう！
坂本廣子のひとりでクッキング（２）  昼ごはんつくろう！
子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー
子どものマナー図鑑（３）  でかけるときのマナー



学研
学研
学研
学研
金の星社
金の星社
金の星社
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
好学社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
三省堂
三省堂
小学館
小学館
小学館
女子栄養大
育成会
育成会
育成会
成美堂出版
成美堂出版
成美堂出版
太郎次郎社
太郎次郎社
童心社
戸田デザイ
戸田デザイ
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
東洋館
東洋館
東洋館
永岡書店
ナツメ社
日本教育研
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく

あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん
ニューワイド学研の図鑑  増補改訂人のからだ
はっけんずかん  どうぶつ改訂版
あそびのおうさまずかん７  たべもの増補改訂
ひとりでできるもん！１  たのしいたまご料理
ひとりでできるもん！４  うれしいごはん、パン、めん料理
ひとりでできるもん！５  すてきなおかし作り
もじ・ことば３  やさしいひらがな１集
生活図鑑カード  お店カード
生活図鑑カード  生活道具カード
とけいカード  
かずカード  
はとのクルックのとけいえほん  
おけいこ  はじめてのおけいこ
ＣＤ付き  楽器カード
もじ・ことば７  ことばのおけいこ
もじ・ことば１２  漢字おけいこ
かず・けいさん１０  はじめてのとけい
めいろ３  やさしいめいろ１集
めいろ４  やさしいめいろ２集
学習小学漢字字典第四版  
小学ドリル国語  ４年生の漢字
小学ドリル算数  １年生の文しょうだい
小学ドリル英語  アルファベットとローマ字
漢字集中学習小学４年生  
レオ・レオニの絵本  スイミー
こぐまちゃんえほん第２集  こぐまちゃんのみずあそび
こぐまちゃんえほん別冊  さよならさんかく
こぐまちゃんえほん第３集  こぐまちゃんとふうせん
にしまきかやこの絵本  わたしのワンピース
三省堂こどもかずの絵じてん  
こどもマナーとけいご絵じてん  
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶせいかつ図鑑
ドラえもんの国語おもしろ攻略  歌って書けるひらがな・カタカナ
マンガでわかるよのなかのルール  
新・こどもクッキング  
自立生活ハンドブック４  からだ！！げんき！？
自立生活ハンドブック８  食（しょく）
あたらしいほうりつの本（２０１４）  
音と光のでる絵本  たのしいどうよう
いちばんわかりやすい  小学生のための学習世界地図帳
作ってみよう！リサイクル工作６８  
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
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２あわせ漢字あそび
１４ひきのシリーズ  １４ひきのぴくにっく
１から１００までのえほん  
６つの色  
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）
ゆっくり学ぶ子のための  国語４
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）
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）
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）
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）
くらしに役立つ社会  
くらしに役立つ国語  
くらしに役立つ数学  
お手本のうた付き！どうよううたのえほん２  
子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん  
ひとりだちするための算数・数学  
こどものずかんＭｉｏ９  ひとのからだ
２０２シリーズ  たべもの２０２
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
あそびうたのほんＣＤつき  



評論社
評論社
ひさかた
ひさかた
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
フレーベル
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
旺文社
幻冬舎
新学社
ジアース
草思社
扶桑社

高等部 あかね書房
知的重複Ⅰ あかね書房
知的重複Ⅱ 岩崎書店

岩崎書店
岩崎書店
絵本館
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学研
学研
学研
学研
学研
学研
金の星社
金の星社
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版

スカーリーおじさんの  はたらく人たち
ピーター・スピアーの絵本１  せかいのひとびと
スキンシップ絵本  かたかなアイウエオ
ロングセラー絵本  でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
福音館の科学シリーズ  どうぶつえんガイド
ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐら
こどものとも絵本  はじめてのおつかい
世界傑作絵本シリーズ  ブレーメンのおんがくたい
世界傑作絵本シリーズ  三びきのやぎのがらがらどん
日本傑作絵本シリーズ  ドオン！
福音館の科学シリーズ  絵で見る日本の歴史
ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐらのえんそく
アンパンマン大図鑑公式キャラクターブック  
あそびのひろば１  はんがあそび
あそびのひろば２  やさしいてづくりのプレゼント
クーとマーのおぼえるえほん１  ぼくのいろなあに
うたってかいてけせるえほん１  音のでるえかきうた
おととあそぼうシリーズ３３  新装版おてほんのうたがながれるどうようえほん
おととあそぼうシリーズ２０  えいごのおうたえほん
のりもの日本一周！  
学校では教えてくれない大切なこと（６）  友だち関係（気持の伝え方）
武田双雲水で書けるはじめてのお習字  
わくわくローマ字練習  
知的障害や自閉症の人たちのための見てわかる  ビジネスマナー集
みんなのためのルールブック  あたりまえだけど、とても大切なこと

覚えておきたい！料理の基本１２３  
あかね書房の学習えほん  かたかなえほんアイウエオ
うたってあそぼう１  えかきうた（どうぶつ）
あそびの絵本  きりがみあそび
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
五味太郎のことばとかずの絵本  漢字の絵本
五味太郎の絵本  かずのえほん１・２・３
ノンタンあそぼうよ（１）  ノンタンぶらんこのせて
子どもの健康を考える絵本（５）  こんなときどうするの？
五味太郎・言葉図鑑（３）  かざることば（Ａ）
五味太郎・言葉図鑑（６）  くらしのことば
子どもの生活（３）  マナーをきちんとおぼえよう！
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
木村裕一・しかけ絵本（１）  みんなみんなみーつけた
坂本廣子のひとりでクッキング（１）  朝ごはんつくろう！
坂本廣子のひとりでクッキング（２）  昼ごはんつくろう！
子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー
子どものマナー図鑑（３）  でかけるときのマナー
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん
ニューワイド学研の図鑑  増補改訂人のからだ
ほんとのおおきさ動物園  
はっけんずかん  どうぶつ改訂版
あそびのおうさまＢＯＯＫ  うれシールたのシール
あそびのおうさまずかん７  たべもの増補改訂
ひとりでできるもん！１  たのしいたまご料理
ひとりでできるもん！４  うれしいごはん、パン、めん料理
もじ・ことば３  やさしいひらがな１集
もじ・ことば１１  はじめてのかん字
生活図鑑カード  お店カード
生活図鑑カード  生活道具カード
とけいカード  
かずカード  
はとのクルックのとけいえほん  
おけいこ  はじめてのおけいこ
ＣＤ付き  楽器カード
もじ・ことば７  ことばのおけいこ
もじ・ことば１２  漢字おけいこ
かず・けいさん１０  はじめてのとけい



くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
好学社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
三省堂
三省堂
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
女子栄養大
育成会
育成会
成美堂出版
成美堂出版
成美堂出版
太郎次郎社
太郎次郎社
童心社
戸田デザイ
戸田デザイ
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
東洋館
東洋館
東洋館
永岡書店
永岡書店
ナツメ社
日本教育研
日本教育研
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
評論社
評論社
ひさかた
ひさかた
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館

めいろ３  やさしいめいろ１集
めいろ４  やさしいめいろ２集
めいろ５  めいろあそびどうぶつ
こうさく１  はじめてのはさみ
こうさく４  かみこうさくあそび
学習小学漢字字典第四版  
小学ドリル国語  ４年生の漢字
小学ドリル算数  １年生の文しょうだい
小学ドリル英語  アルファベットとローマ字
漢字集中学習小学４年生  
レオ・レオニの絵本  スイミー
こぐまちゃんえほん第２集  こぐまちゃんのみずあそび
こぐまちゃんえほん別冊  さよならさんかく
こぐまちゃんえほん第３集  こぐまちゃんとふうせん
にしまきかやこの絵本  わたしのワンピース
三省堂こどもかずの絵じてん  
こどもマナーとけいご絵じてん  
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶせいかつ図鑑
ドラえもんの国語おもしろ攻略  歌って書けるひらがな・カタカナ
ドラえもんの国語おもしろ攻略  敬語早わかり
マンガでわかるよのなかのルール  
ピタゴラ装置ＤＶＤブック２  
新・こどもクッキング  
自立生活ハンドブック４  からだ！！げんき！？
あたらしいほうりつの本（２０１４）  
音と光のでる絵本  たのしいどうよう
いちばんわかりやすい  小学生のための学習世界地図帳
作ってみよう！リサイクル工作６８  
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
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２あわせ漢字あそび
１４ひきのシリーズ  １４ひきのぴくにっく
１から１００までのえほん  
６つの色
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）
ゆっくり学ぶ子のための  国語４
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）
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）
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）
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）
くらしに役立つ社会  
くらしに役立つ国語  
くらしに役立つ数学  
お手本のうた付き！どうよううたのえほん  
マグネットブック  さかなつり
子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん  
ひとりだちするための国語  
ひとりだちするための算数・数学  
こどものずかんＭｉｏ９  ひとのからだ
２０２シリーズ  たべもの２０２
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
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
マナーやルールがどんどんわかる！  みぢかなマーク新装改訂版
あそびうたのほんＣＤつき  
スカーリーおじさんの  はたらく人たち
ピーター・スピアーの絵本１  せかいのひとびと
スキンシップ絵本  かたかなアイウエオ
ロングセラー絵本  でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
福音館の科学シリーズ  どうぶつえんガイド
ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐら
こどものとも絵本  はじめてのおつかい
世界傑作絵本シリーズ  ブレーメンのおんがくたい
世界傑作絵本シリーズ  三びきのやぎのがらがらどん
日本傑作絵本シリーズ  ドオン！



福音館
福音館
フレーベル
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
幻冬舎
こばと
草思社
扶桑社

小学部 あかね書房
肢体重複Ⅰ あかね書房
肢体重複Ⅱ あかね書房
肢体重複Ⅲ あかね書房

あかね書房
あかね書房
あかね書房
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
絵本館
絵本館
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
金の星社
金の星社
金の星社

福音館の科学シリーズ  絵で見る日本の歴史
ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐらのえんそく
アンパンマン大図鑑公式キャラクターブック  
あそびのひろば１  はんがあそび
あそびのひろば２  やさしいてづくりのプレゼント
クーとマーのおぼえるえほん１  ぼくのいろなあに
うたってかいてけせるえほん１  音のでるえかきうた
おととあそぼうシリーズ３３  新装版おてほんのうたがながれるどうようえほん
音のでる知育絵本１６  とけいがよめるようになる！！とけいくん
おととあそぼうシリーズ２０  えいごのおうたえほん
のりもの日本一周！  
武田双雲水で書けるはじめての書道入門  
上級編レベルアップ　対人関係スキルアップトレーニングシート
みんなのためのルールブック  あたりまえだけど、とても大切なこと

覚えておきたい！料理の基本１２３  
もじのえほん かんじ（１）
もじのえほん かんじ（２）
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
かばくん・くらしのえほん１ かばくんのいちにち
かばくん・くらしのえほん２ かばくんのおかいもの
あかね書房の学習えほん かたかなえほんアイウエオ
単行本 さわってあそぼうふわふわあひる
あそびの絵本 クレヨンあそび
五味太郎のことばとかずの絵本 漢字の絵本
ひとりでできる手づくりＢＯＸ しぜんで工作しよう
五味太郎の絵本９ いろ
さんかくサンタ
エリック・カールかずのほん １，２，３どうぶつえんへ
ノンタンあそぼうよ（８） ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
五味太郎・言葉図鑑（６） くらしのことば
赤ちゃん版ノンタン（２） ノンタンもぐもぐもぐ
子どもの生活（３） マナーをきちんとおぼえよう！
あかちゃんのあそびえほん（１） ごあいさつあそび
あかちゃんのあそびえほん（２） いないいないばああそび
あかちゃんのあそびえほん（３） いただきますあそび
あかちゃんのあそびえほん（４）  ひとりでうんちできるかな
あかちゃんのあそびえほん（６） いいおへんじできるかな
エリック・カールの絵本 はらぺこあおむし
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
エリック・カールの絵本 くまさんくまさんなにみてるの？
五味太郎・しかけ絵本（１） きいろいのはちょうちょ
木村裕一・しかけ絵本（１） みんなみんなみーつけた
ノンタンあそぼうよ（４）  ノンタンおよぐのだいすき
ノンタンあそぼうよ（１０） ノンタンボールまてまてまて
五味太郎の絵本 ぽぽぽぽぽ
五味太郎の絵本 どどどどど
とびだす・ひろがる！えほんシリーズ とびだす・ひろがる！のりものえほん

はっけんずかん のりもの改訂版
あそびのおうさまＢＯＯＫ はじめてぬるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ はじめてきるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ どんどんぬるほん
あそびのおうさまずかん１２ リサイクルこうさく増補改訂
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑８ きせつ
あそびのおうさまＢＯＯＫ ぬって
あそびのおうさまＢＯＯＫ はって
毎日のドリル 小学３年の数・りょう・図形
あそびのおうさまＢＯＯＫ うれシールたのシール
あそびのおうさまＢＯＯＫおうさまのたからばこ スタンプポン
あそびのおうさまＢＯＯＫ きって
ぴよちゃんとさわってあそぼ！ ぷにょぷにょなあに？
ひとりでできるもん！６ だいすきおやつ作り
げんきをつくる食育えほん１ たべるのだいすき！
新しいえほん  とんとんとん



金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
グランまま
講談社
国土社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
さえら
小学館
小学館
小学館
小学館

あいうえおのえほん
はじめての絵本たいむ つみき
うたってたたこう！ リズムあそびどうようえほん
音のでる絵本 おとのでるのりものえほん
もじ・ことば１ はじめてのひらがな１集
もじ・ことば３ やさしいひらがな１集
もじ・ことば１１ はじめてのかん字
生活図鑑カード たべものカード
生活図鑑カード くだものやさいカード１集
生活図鑑カード お店カード
生活図鑑カード 生活道具カード
書きかたカード「ひらがな」
ひらがなカード
とけいカード
かずカード
はとのクルックのとけいえほん
おけいこ はじめてのおけいこ
ＣＤ付き 楽器カード
もじ・ことば２ はじめてのひらがな２集
もじ・ことば７ ことばのおけいこ
もじ・ことば８ ぶんのおけいこ
もじ・ことば９ はじめてのカタカナ
もじ・ことば１０ カタカナおけいこ
もじ・ことば１２ 漢字おけいこ
書きかたカード漢字
カタカナカード
ぶんカード１集
たしざんカード
くもんのはじめてのえほん２ なにいろ？
かず・けいさん１０ はじめてのとけい
かず・けいさん１１ とけいのおけいこ
めいろ１ はじめてのめいろ１集
こうさく１ はじめてのはさみ
こうさく２ はじめてのかみこうさく１集
小学ドリル国語 ２年生の言葉と文のきまり
小学ドリル国語 １年生の文しょうの読解
小学ドリル国語 ２年生の文章の読解
小学ドリル国語 １年生のかん字
小学ドリル国語 ２年生のかん字
小学ドリル国語 １年生のカタカナ
小学ドリル算数 １年生のすう・りょう・ずけい
小学ドリル算数計算 １年生のひきざん
小学ドリル算数計算 ２年生のかけ算（九九）
くもんのにがてたいじドリルこくご１ 小学１年生「は・を・へ」のつかいかた

あきびんごの創造性を育てる○つけドリル いきもの博士レベル１
あきびんごの創造性を育てる○つけドリル たべもの博士
時計のみかたが楽しくわかる くろくまくんのとけいえほん
うたえほん
おともだちドリルブック１ きってはってこうさくブック１
たのしい図画工作９ うごくおもちゃ
こぐまちゃんえほん第１集 こぐまちゃんおはよう
こぐまちゃんえほん第２集 こぐまちゃんのみずあそび
こぐまちゃんえほん第３集 しろくまちゃんのほっとけーき
ぶうとぴょんの絵本 おんなじおんなじ

こぐまちゃんえほん別冊 さよならさんかく
かおかおどんなかお
こぐまちゃんえほん第３集  こぐまちゃんとふうせん
ぶうとぴょんの絵本 なにしてるなにしてる
たのしい工作教室 たのしいこうさくきょうしつ１
２１世紀幼稚園百科６ かずあそび１・２・３
デコボコえほん  かずをかぞえよう！
小学館の図鑑ＮＥＯ 乗りもの改訂版
小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく りったい昆虫館



小学館
小学館
小学館
ジュラ
ジュラ
成美堂出版
成美堂出版
大日本絵画
大日本絵画
大日本絵画
大日本絵画
大日本絵画
太郎次郎社
童心社
童心社
戸田デザイ
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
ナツメ社
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
評論社
ひさかた
ひさかた
ひさかた
ひさかた
ＰＨＰ
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
ブロンズ新
ブロンズ新
文化出版局
文化出版局
文研出版
文研出版
フレーベル
ポプラ
ポプラ
ポプラ

小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく りったい乗りもの館
小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく 新・りったいどうぶつ館
小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく りったいやさい・くだもの館
プータンどこいくの？
かいてけしてまたかける あいうえお
音と光のでる絵本 たのしいどうよう
いちばんわかりやすい 小学生のための学習日本地図帳
メロディーえほん ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
あなあきしかけえほん かわいいてんとうむし
むしむしさわってごらん
パペットしかけえほん ふわふわうさちゃん
おとがなるさわるしかけえほん にぎやかペット！
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

ピーマン村の絵本たち さつまのおいも
ピーマン村の絵本たち よーいどん！
６つの色
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）

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）

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）

ゆっくり学ぶ子のための 国語４
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）

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）

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）

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）

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）

ママとうたおう やさしいメロディーピアノ
お手本のうた付き！どうよううたのえほん
お手本のうた付き！どうよううたのえほん２

マグネットおべんきょうシール あいうえお
こども写真ひゃっか ＤＶＤ付きはたらくくるま大図鑑
木のえほん どうぶつパズル
子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん

こどものずかんＭｉｏ１０ たべもの

こどものずかんＭｉｏ１２ きせつとしぜん

２０２シリーズ たべもの２０２
どうようでおえかきできる どうようＮＥＷ絵かきうたブック

手あそび指あそび歌あそびブック１

あそびうたのほんＣＤつき

コロちゃんのびっくり箱 コロちゃんのたんじょうび

あかちゃんのための絵本 はみがきしゅわしゅわ

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
ロングセラー絵本 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
やさいのともだち
まめうしくんとあいうえお
かがくのとも絵本 かみであそぼうきる・おる
こどものとも絵本 ぞうくんのさんぽ
こどものとも絵本 そらいろのたね
こどものとも絵本 おおきなかぶ
日本傑作絵本シリーズ ドオン！
みぢかなかがくシリーズ 町たんけん
幼児絵本シリーズ きんぎょがにげた
幼児絵本シリーズ ねえどっちがすき？
幼児絵本シリーズ くだものだもの
しろくまのパンツ
おしくら・まんじゅう
どうぶつあれあれえほん第４集 かくしたのだあれ
どうぶつあれあれえほん第４集 たべたのだあれ
ジョイフルえほん傑作集 りんごがドスーン
みるみる絵本 もこもこもこ
アンパンマンピアノえほん
あそびのひろば４ はりえあそび
あそびのひろば８ らくがきあそび
クーとマーのおぼえるえほん１  ぼくのいろなあに



ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
民衆社
理論社
リーブル
教育画劇
佼成出版
こばと
こばと
こばと
こばと
清風堂書店
文溪堂
三起商行
三起商行
三起商行
三起商行

中学部 あかね書房
肢体重複Ⅰ あかね書房
肢体重複Ⅱ あかね書房
肢体重複Ⅲ あかね書房

岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
絵本館
絵本館
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学研
学研
学研

うたってかいてけせるえほん１ 音のでるえかきうた
絵本・いつでもいっしょ２ どうぶつなんびき？
おととあそぼうシリーズ７ ドン！ドコ！ドン！たいこ
おととあそぼうシリーズ３３ 新装版おてほんのうたがながれるどうようえほん

音のでる知育絵本７ こえでおぼえる１２３かずのほん
音のでる知育絵本１６ とけいがよめるようになる！！とけいくん
さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる２年
あいうえおうさま
しりとりしましょ！たべものあいうえお
いもほりよいしょ！
なにをたべてきたの？
初級編ステップアップ　マッチングⅡ
初級編ステップアップ　こくごⅠ
初級編ステップアップ　さんすうⅠ
中級編ジャンプアップ　カレンダー・とけい・おかね
陰山ドリル初級算数小学２年生
まるさんかくぞう
ブラウンベアファミリーのひっぱってなーんだ？ かたち
ミキハウスおうたあそびのえほん みんなでむすんでひらいて
ミキハウスたのしいメロディえほん リズムでトントン

音と光のメロディえほん キラ★キラ
あかねえほんシリーズ  えほんえかきうた
からだのえほん４  からだにもしもし
あかね書房の学習えほん  かたかなえほんアイウエオ
うたってあそぼう２  えかきうた（むし・さかな）
あそびの絵本  えのぐあそび
あそびの絵本  きりがみあそび
五味太郎のことばとかずの絵本  ことばのあいうえお
絵本図鑑シリーズ４  林と虫たちの一年
五味太郎の絵本１０  かたち
五味太郎の絵本  かずのえほん１・２・３
エリック・カールかずのほん  １，２，３どうぶつえんへ
ことばをおぼえる本  かず・かたち・いろあいうえお
ノンタンあそぼうよ（１）  ノンタンぶらんこのせて
ノンタンあそぼうよ（８）  ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
子どもの健康を考える絵本（５）  こんなときどうするの？
五味太郎・言葉図鑑（３）  かざることば（Ａ）
子どもの生活（３）  マナーをきちんとおぼえよう！
あかちゃんのあそびえほん（４）  ひとりでうんちできるかな
あかちゃんのあそびえほん（６）  いいおへんじできるかな
エリック・カールの絵本  はらぺこあおむし
エリック・カールの絵本  うたがみえるきこえるよ
五味太郎の絵本  わにさんどきっはいしゃさんどきっ
五味太郎・しかけ絵本（１）  きいろいのはちょうちょ
坂本廣子のひとりでクッキング（１）  朝ごはんつくろう！
坂本廣子のひとりでクッキング（２）  昼ごはんつくろう！
子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー
子どものマナー図鑑（３）  でかけるときのマナー
五味太郎・しかけ絵本（３）  まどからおくりもの
子どものマナー図鑑（２）  食事のマナー
子どものマナー図鑑（４）  おつきあいのマナー
子どものマナー図鑑（５）  １２か月・行事のマナー
下村式となえて書く漢字ドリル  漢字練習ノート小学１年生新版
下村式となえて書く漢字ドリル  漢字練習ノート小学２年生新版
下村式となえて書く漢字ドリル  漢字練習ノート小学３年生新版
下村式となえて書く漢字ドリル  漢字練習ノート小学４年生新版
下村式となえて書く漢字ドリル  漢字練習ノート小学５年生新版
算数たんけん（３）  ２けたのたしざんひきざん
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
算数たんけん（６）  ３けた４けたのたしざんひきざん
はっけんずかん  のりもの改訂版
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん



学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
講談社
国土社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
小峰書店
小峰書店
合同出版
合同出版
さえら
さえら
さえら
三省堂
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館

あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん
あそびのおうさまずかん１２  リサイクルこうさく増補改訂
ニューワイド学研の図鑑  増補改訂人のからだ
ほんとのおおきさ動物園
あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって
ジュニア学研の図鑑  乗りもの
あそびのおうさまＢＯＯＫおうさまのたからばこ  スタンプポン
あそびのおうさまずかん７  たべもの増補改訂
しゃべって覚える小学生の英会話ＴａｌｋｉｎｇＴｉｍｅ１
あかちゃんとおかあさんの絵本  このいろなあに
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？
ひとりでできるもん！４  うれしいごはん、パン、めん料理
ＡＢＣのえほん
うたってたたこう！  リズムあそびどうようえほん
あいうえおかるた
もじ・ことば３  やさしいひらがな１集
もじ・ことば１１  はじめてのかん字
生活図鑑カード  たべものカード
生活図鑑カード  くだものやさいカード１集
生活図鑑カード  お店カード
生活図鑑カード  生活道具カード
書きかたカード「ひらがな」
ひらがなカード
とけいカード
はとのクルックのとけいえほん
ＣＤ付き  楽器カード
もじ・ことば４  やさしいひらがな２集
もじ・ことば５  ひらがなおけいこ
もじ・ことば８  ぶんのおけいこ
もじ・ことば９  はじめてのカタカナ
書きかたカードカタカナ
書きかたカード漢字
ＣＤ付き英語のうたカード
かず・けいさん１１  とけいのおけいこ
めいろ１  はじめてのめいろ１集
めいろ２  はじめてのめいろ２集
こうさく１  はじめてのはさみ
小学ドリル国語  ２年生の文しょうの書きかた
小学ドリル算数  ６年生の数・量・図形
ＣＤ付き童謡カード第１集
米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！
たのしい図画工作１６  ちぎり紙・きり紙・はり絵
こぐまちゃんえほん第２集  こぐまちゃんのみずあそび
ぶうとぴょんの絵本  おんなじおんなじ
ことばあそびの絵本  ぶたたぬききつねねこ
かおかおどんなかお
こぐまちゃんえほん  こぐまちゃんのどろあそび
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
東京パノラマたんけん
子どもとマスターする４９の生活技術  イラスト版手のしごと
絵でわかるこどものせいかつずかん１  みのまわりのきほん
たのしい工作教室  木のぞうけい教室
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
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
こどもマナーとけいご絵じてん
２１世紀幼稚園百科２  とけいとじかん
小学館の図鑑ＮＥＯ  乗りもの改訂版
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶせいかつ図鑑
小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく  りったい昆虫館
小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく  りったいどうぶつ館
小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく  りったい恐竜館
小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく  新・りったい昆虫館
チャレンジミッケ！１おもちゃばこ



小学館
小学館
小学館
鈴木出版
育成会
育成会
育成会
育成会
成美堂出版
成美堂出版
成美堂出版
成美堂出版
成美堂出版
世界文化社
世界文化社
太郎次郎社
太郎次郎社
太郎次郎社
チャイルド
童心社
童心社
童心社
童心社
童心社
東京書店
戸田デザイ
戸田デザイ
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
東洋館
東洋館
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
ナツメ社
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひさかた
ひさかた
ひさかた
ひさかた
ひさかた
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館

ドラえもん科学ワールド  動植物の不思議
ドラえもん英語図解辞典
ドラえもんの国語おもしろ攻略  かん字じてんステップ１
歌でおぼえる手話ソングブック  －ともだちになるために－
自立生活ハンドブック４  からだ！！げんき！？
自立生活ハンドブック５  ぼなぺてぃどうぞめしあがれ
自立生活ハンドブック８  食（しょく）
あたらしいほうりつの本（２０１４）
いちばんわかりやすい  小学生のための学習日本地図帳
ＣＤつき楽しく歌える英語のうた
作ってみよう！リサイクル工作６８
ＣＤつき小学生の英語レッスン  絵でみて学ぼう英会話
音のでる絵本  ひらがなかけたよ！
写真でわかるなぜなに１  どうぶつ
完全版こども歴史人物新聞
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

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２あわせ漢字あそび

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３部首あそび

ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
かずのほん２  ０から１０まで
１４ひきのシリーズ  １４ひきのあさごはん
１４ひきのシリーズ  １４ひきのぴくにっく
ピーマン村の絵本たち  さつまのおいも
ピーマン村の絵本たち  よーいどん！
やさしくおれるたのしいおりがみ
和英えほん
１から１００までのえほん
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）

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）

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）

ゆっくり学ぶ子のための  国語４
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）

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）

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）

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）

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）

くらしに役立つ国語
くらしに役立つ数学
お手本のうた付き！どうよううたのえほん
木のえほん  たべものだいすき
マグネットブック  さかなつり
トリック立体キットＢＯＯＫ  自分で作れる！錯覚アート
子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん
認識絵本１０  おおきいちいさい
こどものずかんＭｉｏ９  ひとのからだ
こどものずかんＭｉｏ１２  きせつとしぜん
２０２シリーズ  たべもの２０２
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
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
たのしいてあそびうたえほん
どうようでおえかきできる  どうようＮＥＷ絵かきうたブック
手あそび指あそび歌あそびブック１
あそびうたのほんＣＤつき
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
ミーミとクークのえほん  ミーミとクークの１・２・３
スキンシップ絵本  かたかなアイウエオ
スキンシップ絵本  かずのえほん
ロングセラー絵本  どうぞのいす
幼児絵本シリーズ  くだもの
かがくのとも絵本  しんぶんしでつくろう
かがくのとも絵本  平野レミのおりょうりブック
福音館の科学シリーズ  ぼくらの地図旅行
福音館の科学シリーズ  あそびのレシピ



福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
婦人之友
ブロンズ新
文研出版
福村出版
フレーベル
フレーベル
フレーベル
フレーベル
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
山と溪谷社
リーブル
喜楽研
こばと
こばと
日本図書
本の泉社

高等部 あかね書房
肢体重複Ⅰ あかね書房
肢体重複Ⅱ 岩崎書店
肢体重複Ⅲ 岩崎書店

岩崎書店
絵本館
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学研
学研
学研
学研
学研
金の星社
金の星社
金の星社
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版

福音館の科学シリーズ  ただいまお仕事中
ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐら
こどものとも絵本  はじめてのおつかい
世界傑作絵本シリーズ  三びきのやぎのがらがらどん
日本傑作絵本シリーズ  ドオン！
こどもがつくるたのしいお料理
らくがきえほんあ・い・う・え・お
ジョイフルえほん傑作集  りんごがドスーン
シリーズ生活を学ぶ１  つくって食べよう
フレーベル館の図鑑ナチュラ  ひとのからだ
フレーベル館の図鑑ナチュラ  はるなつあきふゆ
アンパンマンとシールであそぼう！  たのしいおかいもの
新ウォーリーのえほん  新ウォーリーをさがせ！
あそびのひろば２  やさしいてづくりのプレゼント
あそびのひろば４  はりえあそび
あそびのひろば８  らくがきあそび
ねずみくんの絵本１  ねずみくんのチョッキ
クーとマーのおぼえるえほん１  ぼくのいろなあに
うたってかいてけせるえほん１  音のでるえかきうた
おととあそぼうシリーズ７  ドン！ドコ！ドン！たいこ
おととあそぼうシリーズ３３  新装版おてほんのうたがながれるどうようえほん

音のでる知育絵本４  こえでおぼえるあいうえおのほん
音のでる知育絵本７  こえでおぼえる１２３かずのほん
音のでる知育絵本１６  とけいがよめるようになる！！とけいくん
おととあそぼうシリーズ２０  えいごのおうたえほん
家庭科の教科書小学校低学年～高学年用
あっちゃんあがつくたべものあいうえお
くりかえし漢字練習プリント小学６年
心をのばすソーシャルスキルトレーニング用ワークシート下
初級編ステップアップ　マッチングⅡ
栄養素キャラクター図鑑

小学校学習漢字１００６字がすべて読める漢字童話
あかね書房の学習えほん  かたかなえほんアイウエオ
うたってあそぼう１  えかきうた（どうぶつ）
あそびの絵本  きりがみあそび
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
五味太郎のことばとかずの絵本  漢字の絵本
五味太郎の絵本  かずのえほん１・２・３
ノンタンあそぼうよ（１）  ノンタンぶらんこのせて
子どもの健康を考える絵本（５）  こんなときどうするの？
五味太郎・言葉図鑑（３）  かざることば（Ａ）
五味太郎・言葉図鑑（６）  くらしのことば
子どもの生活（３）  マナーをきちんとおぼえよう！
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
木村裕一・しかけ絵本（１）  みんなみんなみーつけた
坂本廣子のひとりでクッキング（１）  朝ごはんつくろう！
坂本廣子のひとりでクッキング（２）  昼ごはんつくろう！
子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー
子どものマナー図鑑（３）  でかけるときのマナー
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん
ニューワイド学研の図鑑  増補改訂人のからだ
はっけんずかん  どうぶつ改訂版
あそびのおうさまずかん７  たべもの増補改訂
ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａ  くだものさん
ひとりでできるもん！１  たのしいたまご料理
ひとりでできるもん！４  うれしいごはん、パン、めん料理
音のでる絵本  おとのでる♪てあそびうたえほん
もじ・ことば３  やさしいひらがな１集
生活図鑑カード  たべものカード
生活図鑑カード  くだものやさいカード１集
生活図鑑カード  お店カード
生活図鑑カード  生活道具カード
とけいカード



くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
好学社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
三省堂
三省堂
小学館
小学館
小学館
女子栄養大
育成会
育成会
成美堂出版
成美堂出版
成美堂出版
太郎次郎社
太郎次郎社
童心社
童心社
戸田デザイ
戸田デザイ
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
東洋館
東洋館
東洋館
永岡書店
ナツメ社
日本教育研
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
評論社
評論社
評論社
ひさかた
ひさかた
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館

かずカード
はとのクルックのとけいえほん
おけいこ  はじめてのおけいこ
ＣＤ付き  楽器カード
もじ・ことば７  ことばのおけいこ
もじ・ことば１２  漢字おけいこ
かず・けいさん１０  はじめてのとけい
めいろ３  やさしいめいろ１集
めいろ４  やさしいめいろ２集
学習小学漢字字典第四版
小学ドリル国語  ４年生の漢字
小学ドリル算数  １年生の文しょうだい
小学ドリル英語  アルファベットとローマ字
漢字集中学習小学４年生
レオ・レオニの絵本  スイミー
こぐまちゃんえほん第２集  こぐまちゃんのみずあそび
こぐまちゃんえほん別冊  さよならさんかく
こぐまちゃんえほん第３集  こぐまちゃんとふうせん
にしまきかやこの絵本  わたしのワンピース
三省堂こどもかずの絵じてん
こどもマナーとけいご絵じてん
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶせいかつ図鑑
ドラえもんの国語おもしろ攻略  歌って書けるひらがな・カタカナ
マンガでわかるよのなかのルール
新・こどもクッキング
自立生活ハンドブック４  からだ！！げんき！？
あたらしいほうりつの本（２０１４）
音と光のでる絵本  たのしいどうよう
いちばんわかりやすい  小学生のための学習世界地図帳
作ってみよう！リサイクル工作６８
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

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２あわせ漢字あそび

１４ひきのシリーズ  １４ひきのぴくにっく
たまごのえほん
１から１００までのえほん
６つの色
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）

ゆっくり学ぶ子のための  国語４
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）

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）

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）

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）

くらしに役立つ社会
くらしに役立つ国語
くらしに役立つ数学
お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん
ひとりだちするための算数・数学
こどものずかんＭｉｏ９  ひとのからだ
２０２シリーズ  たべもの２０２
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
あそびうたのほんＣＤつき
スカーリーおじさんの  はたらく人たち
しかけ絵本の本棚  コロちゃんはどこ？
ピーター・スピアーの絵本１  せかいのひとびと
スキンシップ絵本  かたかなアイウエオ
ロングセラー絵本  でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
福音館の科学シリーズ  どうぶつえんガイド
ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐら
こどものとも絵本  はじめてのおつかい
世界傑作絵本シリーズ  ブレーメンのおんがくたい
世界傑作絵本シリーズ  三びきのやぎのがらがらどん
日本傑作絵本シリーズ  ドオン！



福音館
福音館
文研出版
フレーベル
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ポプラ
ジアース
草思社
扶桑社

学校名：皆生養護学校

１　検定教科書

学部 種目 発行者 書名
小学部
単一

中学部
単一

高等部 （県立高等学校使用教科書採択一覧参照）

２　文部科学省著作教科書
（１）特別支援学校知的障害者用教科書

学部 種目 発行者 書名

小学部 国語 東書 こくご☆
重複Ⅰ 国語 東書 こくご☆☆

国語 東書 こくご☆☆☆
算数 教出 さんすう☆
算数 教出 さんすう☆☆(1)
算数 教出 さんすう☆☆(2)
算数 教出 さんすう☆☆☆
音楽 東書 おんがく☆
音楽 東書 おんがく☆☆
音楽 東書 おんがく☆☆☆

中学部 国語 東書 国語☆☆☆☆
重複Ⅰ 算数 教出 数学☆☆☆☆

音楽 東書 音楽☆☆☆☆

３　一般図書（特別支援学校・学級用)

学部 発行者

小学部 東書
重複Ⅰ 東書

東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
啓林館
啓林館
啓林館
啓林館

福音館の科学シリーズ  絵で見る日本の歴史
ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐらのえんそく
ジョイフルえほん傑作集  りんごがドスーン
アンパンマン大図鑑公式キャラクターブック
あそびのひろば１  はんがあそび
あそびのひろば２  やさしいてづくりのプレゼント
クーとマーのおぼえるえほん１  ぼくのいろなあに
うたってかいてけせるえほん１  音のでるえかきうた
おととあそぼうシリーズ３３  新装版おてほんのうたがながれるどうようえほん

おととあそぼうシリーズ２０  えいごのおうたえほん
のりもの日本一周！
知的障害や自閉症の人たちのための見てわかる  ビジネスマナー集
みんなのためのルールブック  あたりまえだけど、とても大切なこと

覚えておきたい！料理の基本１２３

東・中・西部地区採択教科書を使用

東・中・西部地区採択教科書を使用

書名
新編　あたらしいこくご　一上
新編　あたらしいこくご　一下 
新編　新しい国語　二上
新編　新しい国語　二下
新編　新しい国語　三上
新編　新しい国語　三下
新編　新しい国語　四上
新編　新しい国語　四下
新編　新しい国語　五
新編　新しい国語　六
新編　あたらしいしょしゃ　一
新編　新しいしょしゃ　二
新編　新しい書写　三
新編　新しい書写　四
新編　新しい書写　五
新編　新しい書写　六
わくわく　さんすう１
わくわく　算数２上
わくわく　算数２下
わくわく　算数３上



啓林館
啓林館
啓林館
啓林館
啓林館
教芸
教芸
教芸
教芸
教芸
教芸
日文
日文
日文
日文
日文
日文
文教社
文教社
学研
学研
東書
東書
東書
東書
東書
東書

小学部 学研
重複Ⅱ 小学館

リーブル

小学部 あかね書房
重複ⅢA 岩崎書店

偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学研
学研
金の星社
こぐま社
ジュラ
成美堂出版
大日本絵画
大日本絵画
大日本絵画
チャイルド
永岡書店
ひかりのく
ひかりのく
評論社
福音館
文研出版
交通新聞
三起商行

小学部 金の星社
重複ⅢB ベネッセ

三起商行
三起商行

小学部 偕成社
訪問 くもん出版

わくわく　算数３下
わくわく　算数４上
わくわく　算数４下
わくわく　算数５
わくわく　算数６
小学生のおんがく　１
小学生の音楽　２
小学生の音楽　３
小学生の音楽　４
小学生の音楽　５
小学生の音楽　６
ずがこうさく　１・２上　たのしいな　おもしろいな
ずがこうさく　１・２下　たのしいな　おもしろいな
図画工作　３・４上　見つけたよ　ためしたよ
図画工作　３・４下　見つけたよ　ためしたよ
図画工作　５・６上　見つめて　広げて
図画工作　５・６下　見つめて　広げて
わたしたちのほけん３・４年
わたしたちの保健５・６年
新・みんなのほけん３･４年
新・みんなの保健５･６年
あたらしいどうとく　１
新しいどうとく　２
新しいどうとく　３
新しいどうとく　４
新しい道徳　５

新しい道徳　６
あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって
デコボコえほん  かずをかぞえよう！

あっちゃんあがつくたべものあいうえお
たまごのほん  たたくとぽん
とんとんとん！だれかな？ 
あかちゃんのあそびえほん（６）  いいおへんじできるかな
日本むかし話  おむすびころりん
赤ちゃん版ノンタン（２）  ノンタンもぐもぐもぐ
日本の絵本  １００かいだてのいえ
日本の絵本  ピンポーン
エリック・カールの絵本  パンダくんパンダくんなにみているの？
五味太郎の絵本  ぽぽぽぽぽ
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん
いっしょにあそぼ  あかあかくろくろ
あいうえおかるた 
こぐまちゃんえほん別冊  さよならさんかく
プータンどこいくの？  
音と光のでる絵本  ならしてあそぼう！どうようタンバリン
つまみひきしかけえほん  ぴょんたのたいそう
とびだししかけえほん  メロディポップアップピーター・パン
めくりしかけえほん  いろんなかたち
ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
お手本のうた付き！どうよううたのえほん
こどものずかんＭｉｏ１０  たべもの
あそびうたのほんＣＤつき  
しかけ絵本の本棚  コロちゃんはどこ？
こどものとも絵本  おおきなかぶ
みるみる絵本  もこもこもこ
うんてんしよう！のりものだいしゅうごう

ミキハウス音でまなべるえほんずかん  みんなのからだ
音の出る絵本  ドンドン！わっしょい！あっぱれおまつりたいこえほん
たまひよ楽器あそび絵本  おつきさま・おほしさまなかよしマラカス
オルゴール音のおうたえほん  いっしょにあそぼう

ミキハウスたのしい音あそびえほん  ゆかいなどうぶつえん
エリック・カールの絵本  くまさんくまさんなにみてるの？
もじ・ことば７  ことばのおけいこ



同成社
同成社
教芸
福音館
コスミック
三起商行

中学部 光村
重複Ⅰ 光村

光村
東書
帝国
帝国
日文
帝国
啓林館
啓林館
啓林館
啓林館
啓林館
啓林館
啓林館
啓林館
啓林館
啓林館
啓林館
啓林館
教芸
教芸
教芸
教芸
日文
日文
日文
学研
東書
東書
開隆堂
開隆堂
開隆堂

中学部 あかね書房
重複Ⅱ 岩崎書店

岩崎書店
岩崎書店
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学研
学研
くもん出版
童心社
戸田デザイ
戸田デザイ
同成社
同成社
同成社
ひかりのく
ひかりのく

中学部 絵本館
重複ⅢA 偕成社

偕成社
偕成社
偕成社

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）
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）
小学生の音楽３
幼児絵本シリーズ  もりのおふろ
たのしくこうさく！  きってはってぬってぶっく

オルゴール音のおうたえほん  いっしょにあそぼう
国語１
国語２
国語３
新編　新しい書写　一・二・三年

 社会科　中学生の地理　世界の姿と日本の国土
 社会科　中学生の歴史　日本の歩みと世界の動き

中学社会　公民的分野
中学校社会科地図
未来へひろがる数学１
未来へひろがる数学　MathNaviブック１
未来へひろがる数学２
未来へひろがる数学　MathNaviブック２
未来へひろがる数学３
未来へひろがる数学　MathNaviブック３
未来へひろがるサイエンス１
未来へひろがるサイエンス１　マイノート
未来へひろがるサイエンス２
未来へひろがるサイエンス２　マイノート
未来へひろがるサイエンス３
未来へひろがるサイエンス３　マイノート
中学生の音楽　１
中学生の音楽　２・３上
中学生の音楽　２・３下
中学生の器楽
美術　１　出会いと広がり
美術　２・３上　学びの深まり
美術　２・３下　美の探求
新・中学保健体育
新編　新しい技術・家庭　技術分野　未来を創る　Technology
新編　新しい技術・家庭　家庭分野　自立と共生を目指して
SUNSHINE ENGLISH COURSE 1
SUNSHINE ENGLISH COURSE ２

SUNSHINE ENGLISH COURSE ３
あかね書房の学習えほん  ことばのえほんＡＢＣ
知識の絵本  ひとのからだ
五味太郎のことばとかずの絵本  絵本ＡＢＣ
五味太郎のことばとかずの絵本  漢字の絵本
五味太郎・言葉図鑑（１）  うごきのことば
五味太郎・言葉図鑑（５）  つなぎのことば
日本の絵本  １００かいだてのいえ
五味太郎・言葉図鑑（６）  くらしのことば
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって
あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん
もじ・ことば３  やさしいひらがな１集
かずのほん１  どっちがたくさん
ＡＢＣえほん  
１から１００までのえほん  
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）
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）
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）
改訂新版体験を広げるこどものずかん１  どうぶつえん

こどものずかんＭｉｏ９  ひとのからだ
五味太郎の絵本９  いろ
日本の絵本  １００かいだてのいえ
五味太郎・言葉図鑑（１）  うごきのことば
エリック・カールの絵本  くまさんくまさんなにみてるの？
１０＋１人の絵本作家オリジナルソング集  うたのパレット



偕成社
偕成社
学研
教芸
くもん出版
好学社
成美堂出版
成美堂出版
大日本絵画
大日本絵画
大日本絵画
童心社
東京書店
戸田デザイ
ひかりのく
ひさかた

中学部 偕成社
重複ⅢB 偕成社

小学館
小学館
成美堂出版
戸田デザイ
戸田デザイ

中学部 偕成社
訪問 偕成社

学研
教芸
好学社
成美堂出版
成美堂出版
福音館
三起商行

学校名：米子養護学校

１　検定教科書

学部 種目 発行者 書名

小学部 採択なし

中学部 採択なし

高等部 採択なし

２　文部科学省著作教科書
（１）特別支援学校知的障害者用教科書

学部 種目 発行者 書名

小学部 国語 東書 こくご☆
単一 国語 東書 こくご☆☆

重複Ⅰ 算数 教出 さんすう☆
算数 教出 さんすう☆☆(1)
算数 教出 さんすう☆☆(2)
音楽 東書 おんがく☆
音楽 東書 おんがく☆☆

小学部 国語 東書 こくご☆☆☆
単一 算数 教出 さんすう☆☆☆

音楽 東書 おんがく☆☆☆

中学部 国語 東書 国語☆☆☆☆
重複Ⅰ 算数 教出 数学☆☆☆☆

音楽 東書 音楽☆☆☆☆

３　一般図書（特別支援学校・学級用）

学部 発行者

小学部 あかね書房
単一 あかね書房

岩崎書店

エリック・カールかずのほん  １，２，３どうぶつえんへ
木村裕一・しかけ絵本（１）  みんなみんなみーつけた
いっしょにあそぼ  あかあかくろくろ
５訂版歌はともだち  
生活図鑑カード  生活道具カード
レオ・レオニの絵本  スイミー
ＣＤつき楽しく歌える英語のうた  
音と光のでる絵本  たのしいどうよう
とびだししかけえほん  メロディポップアップふしぎの国のアリス
さわるしかけえほん  へんてこりんなどうぶつたち
とびだししかけえほん  メロディポップアップピーター・パン
かずのほん１  どっちがたくさん
わくわく音あそびえほん  ヒュルヒュルドカーンおまつりたいこ！
６つの色  
あそびうたのほんＣＤつき  

ロングセラー絵本  でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
日本の絵本  １００かいだてのいえ
エリック・カールの絵本  できるかな？－あたまからつまさきまで－
デコボコえほん  かずをかぞえよう！
あーとぶっく  ひらめき美術館第１館
音と光のでる絵本  たのしいどうよう
昆虫とあそぼう  

６つの色  
エリック・カールの絵本  くまさんくまさんなにみてるの？
あかちゃんのあそびえほん（１）  ごあいさつあそび
ほんとのおおきさ動物園  
５訂版歌はともだち  
レオ・レオニの絵本  スイミー
ＣＤつき楽しく歌える英語のうた  
ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん２  たのしいピアノのうた
ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐら

てざわりえほん  うみへいこう

書名
単行本  さわってあそぼうふわふわあひる
もじのえほん  かんじ（１）
ひとりでできる手づくりＢＯＸ  しぜんで工作しよう



絵本館
偕成社
学研
学研
くもん出版
国土社
国土社
国土社
三省堂
成美堂出版
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
永岡書店
ナツメ社
評論社
福音館
福音館
ポプラ社
ポプラ社

小学部 あかね書房
重複Ⅰ あかね書房

あかね書房
あかね書房
岩崎書店
岩崎書店
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
金の星社
くもん出版
くもん出版
くもん出版
三省堂
小学館
小学館
小学館
小学館
ジュラ
成美堂出版
成美堂出版
成美堂出版
太郎次郎社
童心社
東京書店

五味太郎の絵本１０  かたち
子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー
あそびのおうさまずかん１２  リサイクルこうさく増補改訂
あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって
ＣＤ付き  楽器カード
たのしい図画工作９  うごくおもちゃ
たのしい図画工作１４  こすりだし・すりだし
たのしい図画工作１６  ちぎり紙・きり紙・はり絵
三省堂こどもかずの絵じてん  
ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん２  たのしいピアノのうた
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）
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）
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）
ゆっくり学ぶ子のための  国語４
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）

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）
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）
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）
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）
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）
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）
お手本のうた付き！どうよううたのえほん  
子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん  
しかけ絵本の本棚  コロちゃんはどこ？
幼児絵本シリーズ  くだもの
日本傑作絵本シリーズ  みんなであそぶわらべうた
おととあそぼうシリーズ７  ドン！ドコ！ドン！たいこ

音のでる知育絵本１６  とけいがよめるようになる！！とけいくん
もじのえほん  あいうえお
もじのえほん  かんじ（１）
もじのえほん  かんじ（２）
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
あそびの絵本  えのぐあそび
あそびの絵本  きりがみあそび
ノンタンあそぼうよ（８）  ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
安全のしつけ絵本（１）  きをつけようね
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
子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー
子どものマナー図鑑（３）  でかけるときのマナー
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん
あそびのおうさまずかん１２  リサイクルこうさく増補改訂
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑８  きせつ
ほんとのおおきさ動物園  
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって
レインボーことば絵じてん  
ひとりでできるもん！５  すてきなおかし作り
もじ・ことば１１  はじめてのかん字
生活図鑑カード  生活道具カード
はとのクルックのとけいえほん  
三省堂こどもかずの絵じてん  
２１世紀幼稚園百科６  かずあそび１・２・３
あーとぶっく  ひらめき美術館第１館
あーとぶっく  ひらめき美術館第２館
デコボコえほん  かずをかぞえよう！
ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん  あそぼ！
音と光のでる絵本  たのしいどうよう
ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん２  たのしいピアノのうた
作ってみよう！リサイクル工作６８  
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５０音
かずのほん３  ０から１０までのたしざんひきざん
やさしくおれるたのしいおりがみ  



戸田デザイ
戸田デザイ
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
永岡書店
ナツメ社
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひさかた
福音館
福音館
福音館
フレーベル
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
理論社
リーブル

小学部 あかね書房
重複Ⅱ あかね書房

あかね書房
あかね書房
あかね書房
絵本館
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
金の星社
金の星社
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
グランまま
講談社
好学社
こぐま社

１から１００までのえほん  
よみかた絵本  
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）
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）

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）
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）
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）
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）
ママとうたおう  やさしいメロディーピアノ
子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん  
こどものずかんＭｉｏ９  ひとのからだ
こどものずかんＭｉｏ１０  たべもの
こどものずかんＭｉｏ１２  きせつとしぜん
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
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
あそびうたのほんＣＤつき  
スキンシップ絵本  かたかなアイウエオ
安野光雅の絵本  はじめてであうすうがくの絵本１
安野光雅の絵本  はじめてであうすうがくの絵本２
日本傑作絵本シリーズ  みんなであそぶわらべうた
フレーベル館の図鑑ナチュラ  はるなつあきふゆ
うたってかいてけせるえほん１  音のでるえかきうた
おととあそぼうシリーズ７  ドン！ドコ！ドン！たいこ
おととあそぼうシリーズ３３  新装版おてほんのうたがながれるどうようえほん
音のでる知育絵本１６  とけいがよめるようになる！！とけいくん
あいうえおうさま  

あっちゃんあがつくたべものあいうえお  
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
くりのきえんのおともだち２  あしたえんそくだから
かばくん・くらしのえほん１  かばくんのいちにち
あかね書房の学習えほん  おかあさんだいすき１．２．３
単行本  さわってあそぼうふわふわあひる
五味太郎の絵本１０  かたち
ノンタンあそぼうよ（８）  ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
日本の絵本  １００かいだてのいえ
子どもの生活（３）  マナーをきちんとおぼえよう！
安全のしつけ絵本（１）  きをつけようね
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
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
エリック・カールの絵本  月ようびはなにたべる？ーアメリカのわらべうた
エリック・カールの絵本  できるかな？－あたまからつまさきまで－
木村裕一・しかけ絵本（１）  みんなみんなみーつけた
はっけんずかん  のりもの改訂版
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん
あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん
あそびのおうさまずかん１２  リサイクルこうさく増補改訂
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑８  きせつ
ほんとのおおきさ動物園  
あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって
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
ひとりでできるもん！５  すてきなおかし作り
もじ・ことば３  やさしいひらがな１集
生活図鑑カード  たべものカード
生活図鑑カード  くだものやさいカード１集
生活図鑑カード  お店カード
生活図鑑カード  生活道具カード
かずカード  
ぼくとわたしのせいかつえほん  
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
レオ・レオニの絵本  スイミー
こぐまちゃんえほん第３集  しろくまちゃんのほっとけーき



こぐま社
こぐま社
小峰書店
小峰書店
さえら
小学館
小学館
小学館
ジュラ
ジュラ
鈴木出版
成美堂出版
成美堂出版
童心社
童心社
童心社
童心社
東京書店
戸田デザイ
戸田デザイ
戸田デザイ
戸田デザイ
同成社
同成社
永岡書店
永岡書店
ナツメ社
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
評論社
ひさかた
ひさかた
ひさかた
ひさかた
福音館
福音館
文化出版局
フレーベル
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
理論社
リーブル

中学部 あかね書房
単一 偕成社

学研
学研
学研
学研
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
三省堂
三省堂

ぶうとぴょんの絵本  おんなじおんなじ
かおかおどんなかお  
くまたんのはじめてシリーズ  よめるよよめるよあいうえお
くまたんのはじめてシリーズ  おいしいおいしい１・２・３
たのしい工作教室  たのしいこうさくきょうしつ１
２１世紀幼稚園百科６  かずあそび１・２・３
ドラえもんちずかん１  にっぽんちず
デコボコえほん  かずをかぞえよう！
ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん  あそぼ！
かいてけしてまたかける  あいうえお
知育えほん  マークのずかん
音と光のでる絵本  たのしいどうよう
作ってみよう！リサイクル工作６８  
かずのほん１  どっちがたくさん
かずのほん２  ０から１０まで
１４ひきのシリーズ  １４ひきのあさごはん
１４ひきのシリーズ  １４ひきのぴくにっく
やさしくおれるたのしいおりがみ  
１から１００までのえほん  
あいうえおえほん  
よみかた絵本  
６つの色  
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）
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）
ママとうたおう  やさしいメロディーピアノ
お手本のうた付き！どうよううたのえほん  
子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん  
こどものずかんＭｉｏ１０  たべもの
２０２シリーズ  たべもの２０２
あそびうたのほんＣＤつき  
しかけ絵本の本棚  コロちゃんはどこ？
あかちゃんのための絵本  はみがきしゅわしゅわ
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
スキンシップ絵本  かたかなアイウエオ
ロングセラー絵本  でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
幼児絵本シリーズ  くだもの
ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐらの１ねんかん
どうぶつあれあれえほん第４集  かくしたのだあれ
フレーベル館の図鑑ナチュラ  はるなつあきふゆ
あそびのひろば４  はりえあそび
うたってかいてけせるえほん１  音のでるえかきうた
おととあそぼうシリーズ７  ドン！ドコ！ドン！たいこ
おととあそぼうシリーズ３３  新装版おてほんのうたがながれるどうようえほん
音のでる知育絵本７  こえでおぼえる１２３かずのほん
音のでる知育絵本１６  とけいがよめるようになる！！とけいくん
あいうえおうさま  

あっちゃんあがつくたべものあいうえお  
トリックアート図鑑　ペーパークラフトふしぎの館
子どもの生活（３）  マナーをきちんとおぼえよう！
あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん
毎日のドリル　小学1年のすう・りょう・ずけい
毎日のドリル　小学２年の数・りょう・図形
毎日のドリル　小学３年の数・りょう・図形
かず・けいさん５　たしざんおけいこ１集
小学ドリル国語　１年生のかん字
小学ドリル国語　２年生のかん字
小学ドリル国語　３年生の漢字
小学ドリル国語　２年生のかん字の書き方
小学ドリル国語　３年生の漢字の書き方
小学ドリル算数　１年生のすう・りょう・ずけい
小学ドリル算数　２年生の数・りょう・図形
こどもきせつのぎょうじ絵じてん増補新装版
こどもマナーとけいご絵じてん



小学館
小学館
育成会
成美堂出版
戸田デザイ
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
ナツメ社
ひかりのく
ひかりのく
フレーベル
かもがわ
かもがわ
かもがわ
主婦と生活
主婦の友
デプロＭＰ
ＮＨＫ出版
東書
教出
東書

中学部 あかね書房
重複Ⅰ 岩崎書店

岩崎書店
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学研
学研
学研
金の星社
金の星社
金の星社
教芸
くもん出版
くもん出版
くもん出版
講談社
国土社
合同出版
合同出版
小学館
小学館
小学館
小学館
視覚デザイ
鈴木出版
成美堂出版
成美堂出版
成美堂出版

２１世紀幼稚園百科６  かずあそび１・２・３
あーとぶっく  ひらめき美術館第２館
自立生活ハンドブック４  からだ！！げんき！？
ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん２  たのしいピアノのうた
にっぽんちず絵本
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）
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）
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）
ゆっくり学ぶ子のための  国語４
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）

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）
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）
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）
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）
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）
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）
子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん  
辞書びきえほん歴史上の人物
マナーやルールがどんどんわかる！みぢかなマーク新装改訂版
フレーベル館の図鑑ナチュラ  ひとのからだ
特別支援教育のカード教材　意味からおぼえる漢字イラストカード２年生上
特別支援教育のカード教材　意味からおぼえる漢字イラストカード２年生下
特別支援教育のカード教材　意味からおぼえる漢字イラストカード４年生
でんじろう先生のカッコいい！科学おもちゃ
しぜんとかがくのはっけん！３６６
いろんな楽器に使える！１オクターブ８音だけで演奏できる楽しい曲集
ＮＨＫみんなの愛唱歌集　１９８６～２００８ピアノ伴奏譜つき
こくご☆☆☆
さんすう☆☆☆

おんがく☆☆☆
もじのえほん  かんじ（１）
五味太郎のことばとかずの絵本  すうじの絵本
ひとりでできる手づくりＢＯＸ  しぜんで工作しよう
五味太郎・言葉図鑑（５）  つなぎのことば
五味太郎・言葉図鑑（６）  くらしのことば
子どもの生活（３）  マナーをきちんとおぼえよう！
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
坂本廣子のひとりでクッキング（１）  朝ごはんつくろう！
坂本廣子のひとりでクッキング（７）  おべんとうつくろう！
子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー
あそびのおうさまずかん１２  リサイクルこうさく増補改訂
ふしぎ・びっくり！？こども図鑑８  きせつ
学研ことばえじてん
ひとりでできるもん！５  すてきなおかし作り
ひとりでできるもん！６  だいすきおやつ作り
げんきをつくる食育えほん１  たべるのだいすき！
５訂版歌はともだち  
生活図鑑カード  生活道具カード
とけいカード  
ＣＤ付き  楽器カード
こどもせいかつ百科
たのしい図画工作９  うごくおもちゃ
絵でわかるこどものせいかつずかん１  みのまわりのきほん
イラスト版発達に遅れがある子どもと学ぶ性のはなし　子どもとマスターする性のしくみ・いのちの大切さ

ドラえもんちずかん１  にっぽんちず
ドラえもんちずかん２  せかいちず
あーとぶっく  ひらめき美術館第２館
デコボコえほん  かずをかぞえよう！
ハートアートシリーズ  色のえほん
知育えほん  マークのずかん
音と光のでる絵本  たのしいどうよう
ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん２  たのしいピアノのうた
いちばんわかりやすい  小学生のための学習世界地図帳



成美堂出版
成美堂出版
世界文化社
大日本絵画
戸田デザイ
戸田デザイ
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
永岡書店
ナツメ社
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
ひかりのく
福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
ブロンズ新
ブロンズ新
フレーベル
フレーベル
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
かもがわ
かもがわ
東書
教出
東書

中学部 岩崎書店
重複Ⅱ 岩崎書店

岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
絵本館
絵本館
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学研
学研
金の星社
金の星社
金の星社

いちばんわかりやすい  小学生のための学習日本地図帳
わくわくコンビニあそびレジスター
写真でわかるなぜなに１  どうぶつ
メロディーえほん  ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
にっぽんちず絵本  
せかいちず絵本  
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）
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）
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）
ゆっくり学ぶ子のための  国語４
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）

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）
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）
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）
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）
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）
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）
ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＡ　２けたまでのたしざんひきざん
ママとうたおう  やさしいメロディーピアノ
子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん  
こどものずかんＭｉｏ１２  きせつとしぜん
改訂新版体験を広げるこどものずかん１  どうぶつえん
手あそび指あそび歌あそびブック１  
マナーやルールがどんどんわかる！みぢかなマーク　新装改訂版
幼児絵本シリーズ  くだもの
かがくのとも絵本  かみであそぼうきる・おる
福音館の科学シリーズ  昆虫ちいさななかまたち
みぢかなかがくシリーズ　町たんけん
Ｄｏ！図鑑シリーズ  工作図鑑
しごとば  
続・しごとば

フレーベル館の図鑑ナチュラ  ひとのからだ
フレーベル館の図鑑ナチュラ  はるなつあきふゆ
あそびのひろば１　はんがあそび
うたってかいてけせるえほん１  音のでるえかきうた
おととあそぼうシリーズ７  ドン！ドコ！ドン！たいこ
音のでる知育絵本１６  とけいがよめるようになる！！とけいくん
めちゃめちゃあそぶっく！2ぬりえでめちゃめちゃあそぶっく
特別支援教育のカード教材　意味からおぼえる漢字イラストカード２年生下
特別支援教育のカード教材　意味からおぼえる漢字イラストカード４年生
こくご☆☆☆
さんすう☆☆☆

おんがく☆☆☆
あそびの絵本　ねんどあそび
あそびの絵本  紙ねんどあそび
あそびの絵本　きりがみあそび
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
五味太郎のことばとかずの絵本  すうじの絵本
五味太郎の絵本９  いろ
五味太郎の絵本１０ かたち
エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ
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
日本むかし話　おむすびころりん
日本の絵本  １００かいだてのいえ
五味太郎・言葉図鑑（１）  うごきのことば
エリック・カールの絵本  はらぺこあおむし
エリック・カールの絵本  月ようびはなにたべる？ーアメリカのわらべうた
エリック・カールの絵本  できるかな？－あたまからつまさきまで－
ほんとのおおきさ動物園  
いっしょにあそぼ　ぬのひもえほんしましまぐるぐる
ひとりでできるもん！４  うれしいごはん、パン、めん料理
ひとりでできるもん！５  すてきなおかし作り
ひとりでできるもん！６　だいすきおやつ作り



金の星社
金の星社
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
講談社
こぐま社
小峰書店
合同出版
さえら
小学館
小学館
小学館
小学館
ジュラ
視覚デザイ
鈴木出版
成美堂出版
成美堂出版
成美堂出版
成美堂出版
世界文化社
童心社
永岡書店
ひかりのく
ひかりのく
福音館
福音館
ブロンズ新
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社

高等部 日本教育研
単一基礎 日本教育研

学校名：琴の浦高等特別支援学校

１　検定教科書

学部 種目 発行者 書名

高等部

２　文部科学省著作教科書

学部 種目 発行者 書名

高等部 採択なし

３　一般図書（特別支援学校・学級用）

学部 発行者

高等部 東洋館
生産流通 東洋館

サービスビジネス 東洋館
ジアース
育成会

げんきをつくる食育えほん１  たべるのだいすき！
うたってたたこう！ リズムあそびどうようえほん
生活図鑑カード  たべものカード
生活図鑑カード  お店カード
生活図鑑カード  生活道具カード
おけいこ  はじめてのおけいこ
ＣＤ付き  楽器カード
生活図鑑カード のりものカード
米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！  
ぶうとぴょんの絵本  おんなじおんなじ
東京パノラマたんけん  
子どもとマスターする４９の生活技術  イラスト版手のしごと
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
ドラえもんちずかん１  にっぽんちず
ドラえもんちずかん２  せかいちず
デコボコえほん  かずをかぞえよう！
デコボコえほん あかあおきいろ
かいてけしてまたかける  あいうえお
ハートアートシリーズ  色のえほん
知育えほん  マークのずかん
音と光のでる絵本  たのしいどうよう
ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん２  たのしいピアノのうた
いちばんわかりやすい  小学生のための学習日本地図帳
作ってみよう！リサイクル工作６８  
写真でわかるなぜなに５ さかな
かずのほん１  どっちがたくさん
ママとうたおう  やさしいメロディーピアノ

書名

認識絵本１０  おおきいちいさい
こどものずかんＭｉｏ１２  きせつとしぜん
かがくのとも絵本　みんなうんち
かがくのとも絵本  しゃぼんだまとあそぼう
しごとば  
絵本・いつでもいっしょ２  どうぶつなんびき？

くらしに役立つ国語
くらしに役立つ数学
くらしに役立つ社会
知的障害や自閉症の人たちのための見てわかる ビジネスマナー集

あたらしいほうりつの本（2014）

おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ

おととあそぼうシリーズ３３  新装版おてほんのうたがながれるどうようえほん
ひとりだちするための国語  

ひとりだちするための算数・数学  

採択なし


