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県立学校における令和４年度使用教科用図書の採択について 

 

令和３年１０月２０日 

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、令和４

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、学習指導要領（平成３０年文部科学省告示第６８号）に基づいて編集された教科書、第２

部は、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３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、第４部は従前の学

習指導要領（平成元年文部省告示第２６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   １９３（－）点 ３２８（－）点 

第２部 ４２８（４９７）点 ７１４（７８１）点 

第３部 ０（０）点 ５（７）点 

第４部 ０（０）点 １（４）点 

小計 ６２１（４９７）点 １，０４８（７９２）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令和４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令和３年度使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 

令和３年度目録   ３点 ７９２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 ９９点（１１５点） ３０５点（３０５点） 

中学校 ５０点（４５点） １４６点（１４５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 １４４点（１４４点） １４４点（１４４点） 

中学部 １４１点（未定） １４１点（未定） 

特別支援学校聴覚障害者用 
小学部 ６点（ ６点） ６点（ ６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（１０点） １０点（１０点） 

中学部 ６点（ ６点） ６点（ ６点） 

合  計 
小学部 １６０点（１６０点） １６０点（１６０点） 

中学部 １４８点（  ７点） １４８点（  ７点） 
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③ 学校教育法附則第９条に基づく教科書 

※一般図書契約予定一覧等の中から選定（高等部を含む） １０３１点（７９８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、適当である等であった。 

（２）県立特別支援学校においては、各学校において生徒の障がいの状態等に即した教科書選定を行い、特に

学校教育法附則第９条に基づく教科書については、多様化する実態を踏まえ、昨年度より幅広い種類の

教科書が選定された。 
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資料１ 

＜参考＞ 

県立学校における使用教科書採択の仕組みについて 

 

 

 

 

採択（教育

長決裁） 

各学校長

に採択通

知 

教 育 委 員

会に報告 

教育委員

による教

科書見本

の閲覧・吟

味 

各学校長

による選

定及び採

択希望の

提出 

各学校に

おける教

科書選定

委員会の

開催 

教育委員

会で選定

方針を議

決 

公表 外部関係者の意見 

 

① 学校教育法 第３４条第１項 

小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学

省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。（中学校、

高等学校、特別支援学校も準用） 

 

② 学校教育法 附則第９条 

高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校並びに特別支援学

級においては、当分の間、第３４条第１項（第４９条、第４９条の８、第

６２条、第７０条第１項及び第８２条において準用する場合を含む。）の規

定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、第３４条第１項に

規定する教科用図書以外の教科用図書を使用することができる。 

 

③ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第２１条 

教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に

掲げるものを管理し、及び執行する。 

  ６ 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 

 

④ 鳥取県立学校管理規則 第１２条 

学校は、教育委員会が採択した教科書を使用しなければならない。 

 

⑤ 教育長に対する事務の委任等に関する規則 第２条 

教育委員会は、次の各号に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を

教育長に委任する。 

 

※ 各号の中に県立高等学校（県立特別支援学校の高等部を含む。）の教科

書採択に関する事務は含まれない→教育長に委任 
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令和４年度使用教科書（学校別） 1/46

番号 略称 記号 番号

1 183 第一 現国 713 高等学校　現代の国語
2 183 第一 言文 713 高等学校　言語文化
3 46 帝国 地総 703 高等学校　新地理総合
4 81 山川 歴総 707 歴史総合　近代から現代へ
5 46 帝国 地図 310 新詳高等地図
6 104 数研 数Ⅰ 717 NEXT　数学Ⅰ
7 104 数研 数Ⅱ 713 NEXT　数学Ⅱ
8 104 数研 数Ａ 717 NEXT　数学A
9 104 数研 物基 707 物理基礎
10 104 数研 化基 708 化学基礎
11 104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎
12 104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎
13 183 第一 地基 310 高等学校　改訂　地学基礎
14 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
15 27 教芸 音Ⅰ 702 高校生の音楽１
16 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１
17 6 教図 書Ⅰ 702 書Ⅰ
18 6 教図 書Ⅰ 703 書Ⅰプライマリーブック
19 2 東書 ＣⅠ 703 ENRICH LEARNING ENGLISH COMMUNICATIONⅠ

20 50 大修館 論Ⅰ 707 Genius English Logic and Expression Ⅰ
21 2 東書 家基 701 家庭基礎　自立・共生・創造
22 7 実教 情Ⅰ 705 最新情報Ⅰ
23 143 筑摩 現Ｂ 337 精選現代文B　改訂版
24 50 大修館 古Ｂ 339 古典Ｂ　改訂版 古文編
25 50 大修館 古Ｂ 340 古典Ｂ　改訂版 漢文編
26 183 第一 世Ａ 317 高等学校　改訂版　世界史Ａ
27 81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版
28 7 実教 日Ａ 309 高校日本史Ａ　新訂版
29 81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版
30 46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ
31 46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ
32 2 東書 倫理 311 倫理
33 2 東書 政経 311 政治・経済
34 2 東書 数Ⅱ 317 数学Ⅱ　Advanced
35 2 東書 数Ⅲ 315 数学Ⅲ　Advanced
36 2 東書 数Ｂ 316 数学Ｂ　Advanced
37 61 啓林館 物理 310 物理　改訂版
38 104 数研 化学 313 改訂版　化学
39 2 東書 生物 306 改訂　生物
40 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版
41 212 桐原 コⅡ 353 PRO-VISION English Communication Ⅱ New Edition
42 212 桐原 コⅢ 347 PRO-VISION English Communication Ⅲ New Edition
43 104 数研 英Ⅱ 326 Revised BIG DIPPER English Expression Ⅱ
44 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版

鳥取東
高等学校

教科書名学校名 No.
発行者 教科書
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令和４年度使用教科書（学校別） 2/46

番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 143 筑摩 現国 712 現代の国語
2 104 数研 言文 707 言語文化
3 183 第一 地総 706 高校学校　地理総合世界を学び，地域をつくる
4 81 山川 歴総 707 歴史総合　近代から現代へ
5 46 帝国 地図 702 新詳高等地図
6 46 帝国 地図 310 新詳高等地図
7 104 数研 数Ⅰ 712 数学Ⅰ
8 104 数研 数Ａ 712 数学A
9 104 数研 化基 708 化学基礎
10 2 東書 生基 701 生物基礎
11 2 東書 生基 311 改訂　生物基礎
12 61 啓林館 地基 308 地学基礎　改訂版
13 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
14 27 教芸 音Ⅰ 703 MOUSA１
15 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１
16 38 光村 書Ⅰ 705 書Ⅰ
17 212 桐原 ＣⅠ 723 Heartening English Communication Ⅰ
18 15 三省堂 論Ⅰ 704 CROWN Logic and ExpressionⅠ
19 7 実教 家基 705 家庭基礎　気づく力　築く未来
20 7 実教 情Ⅰ 705 最新情報Ⅰ
21 143 筑摩 現Ｂ 337 精選現代文B　改訂版
22 15 三省堂 古Ｂ 333 高等学校古典Ｂ　古文編　改訂版
23 15 三省堂 古Ｂ 334 高等学校古典Ｂ　漢文編　改訂版
24 81 山川 世Ａ 315 現代の世界史　改訂版
25 81 山川 世Ｂ 313 新世界史　改訂版
26 183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
27 81 山川 日Ｂ 315 新日本史　改訂版
28 46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ
29 46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ
30 2 東書 倫理 311 倫理
31 2 東書 政経 311 政治・経済
32 104 数研 数Ⅱ 327 改訂版　数学Ⅱ
33 104 数研 数Ⅲ 322 改訂版　数学Ⅲ
34 104 数研 数Ｂ 325 改訂版　数学Ｂ
35 104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎
36 104 数研 物理 313 改訂版　物理
37 183 第一 化学 315 高等学校　改訂　化学
38 2 東書 生物 306 改訂　生物
39 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版
40 15 三省堂 コⅡ 331 CROWN English Communication Ⅱ New Edition
41 15 三省堂 コⅢ 329 CROWN English Communication Ⅲ New Edition
42 50 大修館 英Ⅱ 321 Departure English Expression Ⅱ Revised

鳥取西
高等学校
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令和４年度使用教科書（学校別） 3/46

番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 117 明治 現国 711 精選　現代の国語
2 50 大修館 言文 705 言語文化
3 46 帝国 地図 309 標準高等地図-地図でよむ現代社会-
4 104 数研 公共 709 高等学校　公共　これからの社会について考える
5 2 東書 数Ⅰ 702 数学Ⅰ　Standard
6 104 数研 数Ⅱ 330 改訂版　最新　数学Ⅱ
7 2 東書 数Ａ 318 数学Ａ　Standard
8 61 啓林館 科人 703 高等学校　科学と人間生活
9 2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎
10 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎
11 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
12 17 教出 音Ⅰ 701 音楽Ⅰ　Tutti＋
13 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１
14 38 光村 書Ⅰ 705 書Ⅰ
15 61 啓林館 ＣⅠ 714 LANDMARK Fit　English　Communication  Ⅰ
16 7 実教 家基 705 家庭基礎　気づく力　築く未来
17 7 実教 商業 701 ビジネス基礎
18 7 実教 商業 709 新簿記
19 7 実教 商業 715 最新情報処理　Advanced　Computing
20 7 実教 商業 316 ビジネス経済
21 7 実教 商業 350 原価計算　新訂版
22 7 実教 商業 345 ビジネス実務　新訂版
23 7 実教 商業 336 マーケティング　新訂版
24 7 実教 商業 326 ビジネス経済応用
25 7 実教 商業 354 経済活動と法　新訂版
26 7 実教 商業 347 新財務会計Ⅰ　新訂版
27 7 実教 商業 324 最新プログラミング
28 7 実教 商業 333 ビジネス情報管理
29 190 東法 商業 353 ビジネス情報　新訂版
30 230 ネット 商業 356 使える財務会計Ⅱ
31 230 ネット 商業 357 楽しい管理会計
32 2 東書 国総 333 精選国語総合
33 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版
34 183 第一 現Ｂ 339 高等学校　改訂版　現代文Ｂ
35 7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版
36 183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
37 183 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

38 2 東書 化学 309 改訂　新編化学
39 2 東書 生物 306 改訂　生物
40 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版
41 17 教出 コⅡ 334 NEW ONE WORLD CommunicationⅡ Revised Edition

42 17 教出 コⅢ 331 NEW ONE WORLD CommunicationⅢ Revised Edition

43 61 啓林館 英Ⅰ 329 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Standard
44 104 数研 英Ⅱ 326 Revised BIG DIPPER English Expression Ⅱ

鳥取商業
高等学校
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令和４年度使用教科書（学校別） 4/46

番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 50 大修館 言文 706 新編　言語文化
2 46 帝国 地図 310 新詳高等地図
3 7 実教 公共 704 公共
4 104 数研 数Ⅰ 716 新　高校の数学Ⅰ
5 104 数研 数Ⅱ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅱ
6 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ
7 7 実教 科人 702 科学と人間生活
8 2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎
9 2 東書 化基 313 改訂　化学基礎
10 50 大修館 保体 702 新高等保健体育
11 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版
12 27 教芸 音Ⅰ 703 MOUSA１
13 38 光村 美Ⅰ 701 美術１
14 6 教図 書Ⅰ 702 書Ⅰ
15 6 教図 書Ⅰ 703 書Ⅰプライマリーブック
16 2 東書 ＣⅠ 701 All Aboard! English Communication Ⅰ
17 2 東書 家基 311 家庭基礎　自立・共生・創造
18 183 第一 家基 710 高等学校　家庭基礎　持続可能な未来をつくる
19 7 実教 情Ⅰ 705 最新情報Ⅰ
20 7 実教 工業 701 工業技術基礎
21 7 実教 工業 718 工業情報数理
22 7 実教 工業 702 機械製図
23 7 実教 工業 710 機械設計１
24 7 実教 工業 313 生産システム技術
25 7 実教 工業 315 機械工作１
26 7 実教 工業 316 機械工作２
27 7 実教 工業 320 機械設計２
28 7 実教 工業 345 原動機
29 7 実教 工業 321 電子機械
30 7 実教 工業 302 機械製図
31 7 実教 工業 308 工業数理基礎
32 7 実教 工業 318 新機械設計
33 7 実教 工業 346 電子機械応用
34 7 実教 工業 394 電子技術　新訂版
35 7 実教 工業 358 電子計測制御
36 7 実教 工業 359 電子情報技術
37 7 実教 工業 333 プログラミング技術
38 7 実教 工業 361 ソフトウェア技術
39 7 実教 工業 375 コンピュータシステム技術
40 7 実教 工業 703 電気製図
41 7 実教 工業 720 電気回路１
42 7 実教 工業 389 電気基礎２　新訂版
43 7 実教 工業 391 電気機器　新訂版
44 7 実教 工業 392 電力技術１　新訂版
45 7 実教 工業 393 電力技術２　新訂版
46 7 実教 工業 395 電子回路　新訂版
47 7 実教 工業 705 建築設計製図
48 7 実教 工業 715 測量
49 7 実教 工業 362 建築計画
50 7 実教 工業 334 建築構造
51 7 実教 工業 363 建築構造設計
52 7 実教 工業 376 建築施工
53 7 実教 工業 377 建築法規
54 7 実教 工業 364 土木基礎力学１
55 7 実教 工業 365 土木基礎力学２
56 7 実教 工業 378 土木構造設計
57 7 実教 工業 366 土木施工

鳥取工業
高等学校
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令和４年度使用教科書（学校別） 5/46

番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

58 7 実教 工業 379 社会基盤工学
59 7 実教 情報 304 情報テクノロジー
60 7 実教 情報 309 情報デザイン
61 183 第一 国表 308 高等学校　改訂版　国語表現
62 2 東書 現Ｂ 321 新編現代文Ｂ
63 183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
64 46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ
65 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版
66 2 東書 数Ｂ 318 新数学Ｂ
67 2 東書 コⅡ 326 All Aboard! English CommunicationⅡ
68 61 啓林館 英Ⅰ 330 Vision Quest English Expression Ⅰ Core
69 61 啓林館 英Ⅱ 323 Vision Quest English Expression Ⅱ Hope
70 183 第一 国総 360 高等学校改訂版国語総合

鳥取工業
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 50 大修館 言文 706 新編　言語文化
2 46 帝国 地図 310 新詳高等地図
3 35 清水 公共 706 私たちの公共
4 104 数研 数Ⅰ 715 最新　数学Ⅰ
5 2 東書 数Ⅱ 318 数学Ⅱ　Standard
6 2 東書 数Ａ 318 数学Ａ　Standard
7 183 第一 科人 705 高等学校　科学と人間生活
8 183 第一 物基 321 高等学校　改訂　新物理基礎
9 104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎
10 61 啓林館 生基 315 生物基礎　改訂版
11 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
12 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版
13 27 教芸 音Ⅰ 703 MOUSA１
14 116 日文 美Ⅰ 703 高校美術
15 6 教図 書Ⅰ 702 書Ⅰ
16 6 教図 書Ⅰ 703 書Ⅰプライマリーブック
17 2 東書 ＣⅠ 701 All Aboard! English Communication Ⅰ
18 2 東書 家基 701 家庭基礎　自立・共生・創造
19 7 実教 農業 701 農業と環境
20 7 実教 農業 702 農業と情報
21 7 実教 農業 325 農業と環境　新訂版
22 7 実教 農業 311 野菜
23 7 実教 農業 304 草花
24 7 実教 農業 313 農業経営
25 7 実教 農業 305 食品製造
26 7 実教 農業 306 植物バイオテクノロジー
27 179 電機大 農業 323 造園技術
28 179 電機大 農業 324 環境緑化材料
29 201 海文堂 農業 310 造園計画
30 7 実教 工業 701 工業技術基礎
31 7 実教 工業 718 工業情報数理
32 7 実教 工業 722 精選電気回路
33 7 実教 工業 315 機械工作１
34 7 実教 工業 316 機械工作２
35 7 実教 工業 319 機械設計１
36 7 実教 工業 320 機械設計２
37 7 実教 工業 345 原動機
38 7 実教 工業 321 電子機械
39 7 実教 工業 346 電子機械応用
40 7 実教 工業 390 精選電気基礎　新訂版
41 7 実教 工業 395 電子回路　新訂版
42 7 実教 工業 358 電子計測制御
43 7 実教 工業 374 通信技術
44 7 実教 工業 359 電子情報技術
45 7 実教 工業 333 プログラミング技術
46 7 実教 工業 360 ハードウェア技術
47 7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版
48 7 実教 情報 701 情報産業と社会
49 7 実教 情報 702 情報の表現と管理
50 7 実教 情報 303 情報と問題解決
51 7 実教 情報 304 情報テクノロジー
52 7 実教 情報 305 アルゴリズムとプログラム
53 7 実教 情報 307 ネットワークシステム
54 7 実教 情報 308 データベース
55 7 実教 情報 306 情報メディア
56 7 実教 情報 309 情報デザイン
57 15 三省堂 国総 338 精選国語総合　改訂版

鳥取湖陵
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

58 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版
59 2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ
60 7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版
61 183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
62 2 東書 地Ａ 307 地理Ａ
63 2 東書 数Ｂ 317 数学Ｂ　Standard
64 9 開隆堂 コⅡ 329 Revised ENGLISH NOW English Communication Ⅱ
65 104 数研 コⅡ 342 Revised COMET English Communication Ⅱ
66 61 啓林館 英Ⅰ 329 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Standard
67 61 啓林館 英会 303 Sailing English Conversation
68 6 教図 家庭 308 消費生活
69 6 教図 家庭 309 子ども文化
70 7 実教 家庭 303 生活産業情報
71 7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版
72 7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎
73 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版
74 7 実教 福祉 302 介護福祉基礎
75 7 実教 福祉 305 コミュニケーション技術

鳥取湖陵
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 15 三省堂 現国 705 新 現代の国語
2 46 帝国 地図 310 新詳高等地図
3 183 第一 公共 711 高等学校　新公共
4 7 実教 数Ⅰ 323 高校数学Ⅰ　新訂版
5 7 実教 数Ⅱ 323 高校数学Ⅱ　新訂版
6 7 実教 数Ａ 323 高校数学Ａ　新訂版
7 61 啓林館 科人 703 高等学校　科学と人間生活
8 61 啓林館 科人 302 科学と人間生活
9 2 東書 化基 702 新編化学基礎
10 2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎
11 104 数研 生基 317 改訂版　新編　生物基礎
12 104 数研 地基 309 新編　地学基礎
13 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版
14 17 教出 音Ⅰ 701 音楽Ⅰ　Tutti＋
15 116 日文 美Ⅰ 703 高校美術
16 116 日文 工Ⅰ 701 工芸Ⅰ
17 2 東書 書Ⅰ 701 書道Ⅰ
18 104 数研 ＣⅠ 717 COMET English CommunicationⅠ
19 9 開隆堂 論Ⅰ 702 Amity English Logic and Expression Ⅰ
20 2 東書 家基 701 家庭基礎　自立・共生・創造
21 2 東書 家基 311 家庭基礎　自立・共生・創造
22 104 数研 情Ⅰ 708 高等学校　情報Ⅰ
23 7 実教 農業 701 農業と環境
24 7 実教 農業 304 草花
25 7 実教 農業 305 食品製造
26 7 実教 農業 311 野菜
27 7 実教 農業 318 作物
28 7 実教 農業 325 農業と環境　新訂版
29 7 実教 農業 326 生物活用
30 7 実教 農業 327 グリーンライフ
31 7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版
32 7 実教 商業 338 新簿記　新訂版
33 7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版
34 7 実教 商業 350 原価計算　新訂版
35 15 三省堂 国総 339 明解国語総合　改訂版
36 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版
37 2 東書 現Ｂ 321 新編現代文Ｂ
38 183 第一 古Ｂ 353 高等学校　改訂版　標準古典B
39 7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版
40 183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
41 2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ
42 2 東書 地Ａ 307 地理Ａ
43 2 東書 地Ｂ 306 地理Ｂ
44 183 第一 現社 322 高等学校　改訂版　新現代社会
45 183 第一 倫理 310 高等学校　改訂版　倫理
46 2 東書 政経 311 政治・経済
47 7 実教 数Ｂ 321 高校数学Ｂ　新訂版
48 2 東書 化学 309 改訂　新編化学
49 104 数研 生物 310 改訂版　生物
50 27 教芸 音Ⅱ 309 高校生の音楽２
51 116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２
52 116 日文 工Ⅱ 301 工芸Ⅱ
53 2 東書 書Ⅱ 305 書道Ⅱ
54 15 三省堂 コⅠ 335 VISTA English Communication Ⅰ New Edition
55 15 三省堂 コⅡ 333 VISTA English Communication Ⅱ New Edition
56 7 実教 生デ 301 生活デザイン
57 7 実教 社情 312 高校社会と情報　新訂版

鳥取緑風
高等学校
（定時制）
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

58 2 東書 情科 306 情報の科学
59 6 教図 家庭 308 消費生活
60 6 教図 家庭 309 子ども文化
61 7 実教 家庭 303 生活産業情報
62 7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎
63 7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版
64 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版

鳥取緑風
高等学校
（定時制）
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 2 東書 現国 701 新編現代の国語
2 2 東書 言文 701 新編言語文化
3 46 帝国 地総 703 高等学校　新地理総合
4 2 東書 歴総 701 新選歴史総合
5 46 帝国 地図 702 新詳高等地図
6 46 帝国 地図 310 新詳高等地図
7 2 東書 公共 701 公共
8 2 東書 数Ⅰ 704 新数学Ⅰ
9 2 東書 数Ⅰ 705 新数学Ⅰ　解答編
10 2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ
11 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ
12 2 東書 科人 701 科学と人間生活
13 2 東書 化基 702 新編化学基礎
14 2 東書 生基 702 新編生物基礎
15 2 東書 地基 701 地学基礎
16 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
17 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版
18 17 教出 音Ⅰ 701 音楽Ⅰ　Tutti＋
19 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１
20 2 東書 書Ⅰ 701 書道Ⅰ
21 2 東書 ＣⅠ 701 All Aboard! English Communication Ⅰ
22 15 三省堂 論Ⅰ 705 MY WAY Logic and ExpressionⅠ
23 2 東書 家総 701 家庭総合　自立・共生・創造
24 2 東書 情Ⅰ 701 新編情報Ⅰ
25 7 実教 商業 701 ビジネス基礎
26 7 実教 商業 709 新簿記
27 7 実教 商業 715 最新情報処理　Advanced　Computing
28 7 実教 情報 301 情報の表現と管理
29 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版
30 183 第一 現Ｂ 340 高等学校　改訂版　標準現代文Ｂ
31 183 第一 古Ｂ 353 高等学校　改訂版　標準古典B
32 2 東書 世Ｂ 311 新選世界史Ｂ
33 2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ
34 130 二宮 地Ａ 309 基本地理Ａ
35 46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ
36 2 東書 政経 311 政治・経済
37 2 東書 生物 307 スタンダード生物
38 2 東書 コⅡ 326 All Aboard! English CommunicationⅡ
39 15 三省堂 英Ⅰ 324 MY WAY English Expression Ⅰ New Edition
40 7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版
41 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版

鳥取緑風
高等学校
（通信制）
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 15 三省堂 現国 705 新 現代の国語
2 15 三省堂 言文 704 新　言語文化
3 46 帝国 地図 310 新詳高等地図
4 2 東書 公共 701 公共
5 104 数研 数Ⅰ 715 最新　数学Ⅰ
6 104 数研 数Ⅱ 330 改訂版　最新　数学Ⅱ
7 104 数研 数Ａ 715 最新　数学A
8 2 東書 科人 701 科学と人間生活
9 2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎
10 2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎
11 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎
12 2 東書 地基 306 改訂　地学基礎
13 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
14 27 教芸 音Ⅰ 703 MOUSA１
15 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１
16 116 日文 工Ⅰ 301 工芸Ⅰ
17 6 教図 書Ⅰ 702 書Ⅰ
18 6 教図 書Ⅰ 703 書Ⅰプライマリーブック
19 104 数研 ＣⅠ 717 COMET English CommunicationⅠ
20 15 三省堂 論Ⅰ 706 VISTA Logic and ExpressionⅠ
21 2 東書 家総 701 家庭総合　自立・共生・創造
22 2 東書 情Ⅰ 702 情報Ⅰ　Step Forward!
23 7 実教 農業 304 草花
24 7 実教 農業 326 生物活用
25 179 電機大 農業 323 造園技術
26 7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版
27 7 実教 商業 345 ビジネス実務　新訂版
28 7 実教 商業 325 広告と販売促進
29 7 実教 商業 316 ビジネス経済
30 7 実教 商業 338 新簿記　新訂版
31 7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版
32 7 実教 情報 309 情報デザイン
33 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版
34 15 三省堂 現Ｂ 325 明解現代文Ｂ　改訂版
35 15 三省堂 古Ａ 306 古典Ａ
36 7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版
37 7 実教 日Ａ 309 高校日本史Ａ　新訂版
38 81 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版
39 46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ
40 104 数研 数Ⅲ 325 改訂版　最新　数学Ⅲ
41 104 数研 数Ｂ 328 改訂版　最新　数学Ｂ
42 7 実教 数活 301 数学活用
43 2 東書 物理 308 改訂　物理
44 2 東書 化学 309 改訂　新編化学
45 2 東書 生物 307 スタンダード生物
46 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版
47 50 大修館 コⅡ 335 Compass English CommunicationⅡ Revised
48 50 大修館 コⅢ 332 Compass English Communication Ⅲ Revised
49 109 文英堂 英Ⅱ 311 Grove English Expression Ⅱ
50 15 三省堂 英会 302 SELECT English Conversation
51 2 東書 家総 307 家庭総合　自立・共生・創造
52 6 教図 家庭 304 子どもの発達と保育　育つ・育てる・育ち合う
53 6 教図 家庭 312 フードデザインcooking&arrangement
54 6 教図 家庭 308 消費生活
55 6 教図 家庭 309 子ども文化
56 7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎

青谷
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 50 大修館 現国 707 新編　現代の国語
2 50 大修館 言文 706 新編　言語文化
3 183 第一 地総 706 高校学校　地理総合世界を学び，地域をつくる
4 81 山川 歴総 709 わたしたちの歴史　日本から世界へ
5 46 帝国 地図 702 新詳高等地図
6 46 帝国 地図 310 新詳高等地図
7 104 数研 数Ⅰ 715 最新　数学Ⅰ
8 104 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ
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 科人 704 科学と人間生活
12 104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎
13 104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎
14 104 数研 生基 317 改訂版　新編　生物基礎
15 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
16 27 教芸 音Ⅰ 703 MOUSA１
17 116 日文 美Ⅰ 703 高校美術
18 38 光村 書Ⅰ 705 書Ⅰ
19 2 東書 ＣⅠ 701 All Aboard! English Communication Ⅰ
20 7 実教 家総 703 家庭総合
21 7 実教 情Ⅰ 705 最新情報Ⅰ
22 178 農文協 農業 302 農業と環境
23 7 実教 商業 338 新簿記　新訂版
24 7 実教 商業 342 情報処理　新訂版
25 7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版
26 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版
27 50 大修館 現Ｂ 332 新編現代文Ｂ　改訂版
28 50 大修館 古Ａ 315 古典Ａ　物語選　改訂版
29 7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版
30 183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
31 81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版
32 46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ
33 46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ
34 104 数研 数Ⅲ 325 改訂版　最新　数学Ⅲ
35 104 数研 数Ｂ 328 改訂版　最新　数学Ｂ
36 104 数研 化学 313 改訂版　化学
37 104 数研 生物 310 改訂版　生物
38 50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版
39 2 東書 コⅡ 326 All Aboard! English CommunicationⅡ
40 15 三省堂 英Ⅰ 324 MY WAY English Expression Ⅰ New Edition
41 15 三省堂 英Ⅱ 319 MY WAY English Expression Ⅱ New Edition
42 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
43 6 教図 家庭 309 子ども文化
44 6 教図 家庭 312 フードデザインcooking&arrangement
45 7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版
46 7 実教 福祉 302 介護福祉基礎
47 7 実教 福祉 303 生活支援技術
48 7 実教 福祉 304 こころとからだの理解

岩美
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 2 東書 現国 702 精選現代の国語
2 2 東書 言文 702 精選言語文化
3 46 帝国 地総 703 高等学校　新地理総合
4 81 山川 歴総 707 歴史総合　近代から現代へ
5 46 帝国 地図 702 新詳高等地図
6 46 帝国 地図 310 新詳高等地図
7 104 数研 数Ⅰ 714 新編　数学Ⅰ
8 104 数研 数Ⅱ 711 新編　数学Ⅱ
9 104 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ
10 104 数研 数Ａ 714 新編　数学A
11 61 啓林館 物基 316 考える物理基礎
12 61 啓林館 物基 317 考える物理基礎　マイノート
13 104 数研 化基 710 新編　化学基礎
14 61 啓林館 生基 705 高等学校生物基礎
15 61 啓林館 地基 308 地学基礎　改訂版
16 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
17 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版
18 17 教出 音Ⅰ 701 音楽Ⅰ　Tutti＋
19 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１
20 6 教図 書Ⅰ 702 書Ⅰ
21 6 教図 書Ⅰ 703 書Ⅰプライマリーブック
22 2 東書 ＣⅠ 702 Power On English CommunicationⅠ
23 61 啓林館 論Ⅰ 709 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Standard

24 7 実教 家基 706 Agenda  家庭基礎
25 7 実教 情Ⅰ 705 最新情報Ⅰ
26 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版
27 15 三省堂 現Ｂ 323 高等学校現代文Ｂ　改訂版
28 15 三省堂 古Ｂ 335 精選古典Ｂ　改訂版
29 2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ
30 81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版
31 2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史
32 81 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版
33 81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版
34 46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ
35 2 東書 倫理 311 倫理
36 2 東書 政経 311 政治・経済
37 104 数研 数Ⅲ 324 改訂版　新編　数学Ⅲ
38 104 数研 数Ｂ 327 改訂版　新編　数学Ｂ
39 61 啓林館 物理 310 物理　改訂版
40 104 数研 化学 313 改訂版　化学
41 61 啓林館 生物 309 生物　改訂版
42 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２
43 116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２
44 6 教図 書Ⅱ 306 書Ⅱ
45 2 東書 コⅡ 327 Power On English CommunicationⅡ
46 2 東書 コⅢ 326 Power On English Communication Ⅲ
47 61 啓林館 英Ⅱ 323 Vision Quest English Expression Ⅱ Hope
48 6 教図 家庭 304 子どもの発達と保育　育つ・育てる・育ち合う

八頭
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 50 大修館 現国 707 新編　現代の国語
2 2 東書 言文 701 新編言語文化
3 46 帝国 地図 310 新詳高等地図
4 183 第一 公共 711 高等学校　新公共
5 104 数研 数Ⅰ 716 新　高校の数学Ⅰ
6 104 数研 数Ａ 331 改訂版　新　高校の数学Ａ
7 61 啓林館 科人 703 高等学校　科学と人間生活
8 7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版
9 183 第一 生基 319 高等学校　改訂　新生物基礎
10 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
11 27 教芸 音Ⅰ 702 高校生の音楽１
12 38 光村 美Ⅰ 701 美術１
13 6 教図 書Ⅰ 702 書Ⅰ
14 6 教図 書Ⅰ 703 書Ⅰプライマリーブック
15 104 数研 ＣⅠ 717 COMET English CommunicationⅠ
16 7 実教 家基 705 家庭基礎　気づく力　築く未来
17 7 実教 家総 703 家庭総合
18 7 実教 農業 701 農業と環境
19 7 実教 農業 702 農業と情報
20 7 実教 農業 311 野菜
21 7 実教 農業 304 草花
22 7 実教 農業 313 農業経営
23 7 実教 農業 305 食品製造
24 7 実教 農業 326 生物活用
25 7 実教 農業 327 グリーンライフ
26 7 実教 農業 308 森林科学
27 7 実教 農業 315 森林経営
28 7 実教 農業 316 林産物利用
29 179 電機大 農業 323 造園技術
30 179 電機大 農業 324 環境緑化材料
31 7 実教 工業 369 インテリア製図
32 7 実教 工業 362 建築計画
33 7 実教 工業 342 インテリア計画
34 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版
35 183 第一 現Ａ 307 高等学校　改訂版　新編現代文Ａ
36 46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ
37 7 実教 日Ａ 313 新日本史Ａ　新訂版
38 46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ
39 104 数研 数Ⅰ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅰ
40 104 数研 生物 310 改訂版　生物
41 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版
42 104 数研 コⅠ 344 Revised COMET English Communication Ⅰ
43 104 数研 コⅡ 342 Revised COMET English Communication Ⅱ
44 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
45 6 教図 家庭 304 子どもの発達と保育　育つ・育てる・育ち合う
46 7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎
47 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版
48 50 大修館 国総 347 新編国語総合　改訂版

智頭農林
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 104 数研 現国 708 現代の国語
2 104 数研 言文 707 言語文化
3 46 帝国 地総 703 高等学校　新地理総合
4 81 山川 歴総 708 現代の歴史総合　みる・読みとく・考える
5 46 帝国 地図 702 新詳高等地図
6 46 帝国 地図 310 新詳高等地図
7 2 東書 公共 701 公共
8 104 数研 数Ⅰ 712 数学Ⅰ
9 104 数研 数Ⅱ 709 数学Ⅱ
10 104 数研 数Ⅱ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ
11 104 数研 数Ａ 712 数学A
12 61 啓林館 科人 703 高等学校　科学と人間生活
13 104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎
14 104 数研 地基 304 地学基礎
15 50 大修館 保体 702 新高等保健体育
16 50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版
17 27 教芸 音Ⅰ 703 MOUSA１
18 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１
19 6 教図 書Ⅰ 702 書Ⅰ
20 6 教図 書Ⅰ 703 書Ⅰプライマリーブック
21 104 数研 ＣⅠ 715 BLUE MARBLE English CommunicationⅠ
22 104 数研 論Ⅰ 710 EARTHRISE English Logic and Expression I Advanced

23 7 実教 家基 705 家庭基礎　気づく力　築く未来
24 104 数研 情Ⅰ 708 高等学校　情報Ⅰ
25 104 数研 現Ｂ 333 改訂版　現代文Ｂ
26 104 数研 古Ｂ 343 改訂版　古典Ｂ　古文編
27 104 数研 古Ｂ 344 改訂版　古典Ｂ　漢文編
28 81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版
29 81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版
30 183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
31 81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版
32 46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ
33 46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ
34 7 実教 倫理 312 高校倫理　新訂版
35 183 第一 政経 309 高等学校　改訂版　政治・経済
36 104 数研 数Ⅲ 323 改訂版　高等学校　数学Ⅲ
37 104 数研 数Ｂ 326 改訂版　高等学校　数学Ｂ
38 104 数研 物理 313 改訂版　物理
39 104 数研 化学 313 改訂版　化学
40 2 東書 生物 306 改訂　生物
41 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２
42 116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２
43 61 啓林館 コⅡ 337 Revised ELEMENT English Communication Ⅱ
44 61 啓林館 コⅢ 334 Revised ELEMENT English Communication Ⅲ
45 61 啓林館 英Ⅱ 322 Vision Quest English Expression Ⅱ Ace

倉吉東
高等学校
（全日制）
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 2 東書 現国 701 新編現代の国語
2 130 二宮 地図 312 基本地図帳　改訂版
3 104 数研 公共 709 高等学校　公共　これからの社会について考える
4 2 東書 数Ⅰ 704 新数学Ⅰ
5 2 東書 数Ⅰ 705 新数学Ⅰ　解答編
6 2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ
7 2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ
8 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ
9 2 東書 科人 701 科学と人間生活
10 2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎
11 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎
12 2 東書 地基 306 改訂　地学基礎
13 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
14 27 教芸 音Ⅰ 703 MOUSA１
15 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１
16 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ
17 104 数研 ＣⅠ 717 COMET English CommunicationⅠ
18 7 実教 家基 705 家庭基礎　気づく力　築く未来
19 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
20 2 東書 情Ⅰ 702 情報Ⅰ　Step Forward!
21 7 実教 商業 715 最新情報処理　Advanced　Computing
22 7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版
23 7 実教 商業 339 高校簿記　新訂版
24 190 東法 商業 355 経済活動と法　新訂版
25 190 東法 商業 353 ビジネス情報　新訂版
26 7 実教 情報 306 情報メディア
27 2 東書 国総 332 新編国語総合　
28 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版
29 50 大修館 現Ａ 308 現代文Ａ　改訂版
30 50 大修館 現Ｂ 332 新編現代文Ｂ　改訂版
31 50 大修館 古Ａ 315 古典Ａ　物語選　改訂版
32 7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版
33 81 山川 日Ａ 314 現代の日本史　改訂版
34 130 二宮 地Ａ 309 基本地理Ａ
35 183 第一 倫理 310 高等学校　改訂版　倫理
36 183 第一 政経 309 高等学校　改訂版　政治・経済
37 7 実教 数活 301 数学活用
38 2 東書 化学 309 改訂　新編化学
39 2 東書 生物 307 スタンダード生物
40 104 数研 コⅠ 344 Revised COMET English Communication Ⅰ
41 104 数研 コⅡ 342 Revised COMET English Communication Ⅱ
42 15 三省堂 英Ⅰ 325 SELECT English Expression Ⅰ New Edition
43 15 三省堂 英会 302 SELECT English Conversation
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 6 教図 家庭 312 フードデザインcooking&arrangement

倉吉東
高等学校
（定時制）
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 183 第一 現国 713 高等学校　現代の国語
2 183 第一 言文 713 高等学校　言語文化
3 130 二宮 地総 704 地理総合　世界に学び地域へつなぐ
4 81 山川 歴総 708 現代の歴史総合　みる・読みとく・考える
5 46 帝国 地図 310 新詳高等地図
6 130 二宮 地図 705 詳解現代地図　最新版
7 130 二宮 地図 311 詳解現代地図
8 104 数研 数Ⅰ 717 NEXT　数学Ⅰ
9 104 数研 数Ⅱ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ
10 104 数研 数Ａ 717 NEXT　数学A
11 104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎
12 104 数研 化基 709 高等学校　化学基礎
13 183 第一 生基 711 高等学校　新生物基礎
14 104 数研 地基 309 新編　地学基礎
15 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
16 50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版
17 27 教芸 音Ⅰ 703 MOUSA１
18 38 光村 美Ⅰ 701 美術１
19 6 教図 書Ⅰ 702 書Ⅰ
20 6 教図 書Ⅰ 703 書Ⅰプライマリーブック
21 212 桐原 ＣⅠ 723 Heartening English Communication Ⅰ
22 61 啓林館 論Ⅰ 709 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Standard

23 2 東書 家基 701 家庭基礎　自立・共生・創造
24 2 東書 情Ⅰ 702 情報Ⅰ　Step Forward!
25 7 実教 情報 309 情報デザイン
26 2 東書 国表 304 国語表現
27 104 数研 現Ｂ 333 改訂版　現代文Ｂ
28 2 東書 古Ａ 301 古典Ａ
29 104 数研 古Ｂ 343 改訂版　古典Ｂ　古文編
30 104 数研 古Ｂ 344 改訂版　古典Ｂ　漢文編
31 46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ
32 2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ
33 81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版
34 81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版
35 46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ
36 130 二宮 地Ｂ 305 新編　詳解地理Ｂ改訂版
37 35 清水 倫理 308 高等学校　新倫理　新訂版
38 2 東書 政経 311 政治・経済
39 104 数研 数Ⅲ 323 改訂版　高等学校　数学Ⅲ
40 104 数研 数Ｂ 326 改訂版　高等学校　数学Ｂ
41 104 数研 物理 313 改訂版　物理
42 2 東書 化学 309 改訂　新編化学
43 104 数研 生物 310 改訂版　生物
44 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２
45 116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２
46 6 教図 書Ⅱ 306 書Ⅱ
47 212 桐原 コⅡ 353 PRO-VISION English Communication Ⅱ New Edition
48 212 桐原 コⅢ 347 PRO-VISION English Communication Ⅲ New Edition
49 61 啓林館 英Ⅱ 322 Vision Quest English Expression Ⅱ Ace
50 6 教図 家庭 309 子ども文化
51 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版

倉吉西
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 50 大修館 現国 707 新編　現代の国語
2 50 大修館 言文 706 新編　言語文化
3 46 帝国 地図 310 新詳高等地図
4 183 第一 公共 711 高等学校　新公共
5 104 数研 数Ⅰ 716 新　高校の数学Ⅰ
6 104 数研 数Ａ 331 改訂版　新　高校の数学Ａ
7 2 東書 科人 701 科学と人間生活
8 7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版
9 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版
10 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
11 27 教芸 音Ⅰ 703 MOUSA１
12 116 日文 美Ⅰ 703 高校美術
13 6 教図 書Ⅰ 702 書Ⅰ
14 6 教図 書Ⅰ 703 書Ⅰプライマリーブック
15 15 三省堂 ＣⅠ 709 VISTA English CommunicationⅠ
16 2 東書 家総 307 家庭総合　自立・共生・創造
17 7 実教 農業 701 農業と環境
18 7 実教 農業 702 農業と情報
19 7 実教 農業 703 植物バイオテクノロジー
20 7 実教 農業 318 作物
21 7 実教 農業 311 野菜
22 7 実教 農業 312 果樹
23 7 実教 農業 304 草花
24 7 実教 農業 319 畜産
25 7 実教 農業 313 農業経営
26 7 実教 農業 320 農業機械
27 7 実教 農業 305 食品製造
28 7 実教 農業 326 生物活用
29 7 実教 農業 327 グリーンライフ
30 7 実教 農業 308 森林科学
31 7 実教 農業 316 林産物利用
32 179 電機大 農業 314 動物バイオテクノロジー
33 179 電機大 農業 321 農業経済
34 179 電機大 農業 322 農業土木施工
35 179 電機大 農業 317 水循環
36 201 海文堂 農業 309 農業土木設計
37 183 第一 国表 308 高等学校　改訂版　国語表現
38 50 大修館 現Ｂ 332 新編現代文Ｂ　改訂版
39 183 第一 古Ａ 314 高等学校　改訂版　標準古典A　物語選
40 2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ
41 7 実教 日Ａ 309 高校日本史Ａ　新訂版
42 46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ
43 183 第一 政経 309 高等学校　改訂版　政治・経済
44 7 実教 化学 311 新版化学　新訂版
45 2 東書 生物 307 スタンダード生物
46 50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版
47 2 東書 英会 301 Hello there! English Conversation
48 6 教図 家庭 304 子どもの発達と保育　育つ・育てる・育ち合う

倉吉農業
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 15 三省堂 現国 705 新 現代の国語
2 183 第一 歴総 711 高等学校　新歴史総合過去との対話、つなぐ未来
3 46 帝国 地図 313 地歴高等地図　-現代世界とその歴史的背景-
4 104 数研 数Ⅰ 715 最新　数学Ⅰ
5 104 数研 数Ⅱ 330 改訂版　最新　数学Ⅱ
6 104 数研 数Ａ 330 改訂版　最新　数学Ａ
7 2 東書 科人 701 科学と人間生活
8 2 東書 物基 311 改訂　物理基礎
9 2 東書 化基 313 改訂　化学基礎
10 104 数研 生基 316 改訂版　生物基礎
11 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
12 50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版
13 27 教芸 音Ⅰ 703 MOUSA１
14 38 光村 美Ⅰ 701 美術１
15 2 東書 書Ⅰ 701 書道Ⅰ
16 104 数研 ＣⅠ 717 COMET English CommunicationⅠ
17 50 大修館 家基 709 クリエイティブ・リビングCreative Living『家庭基礎』で生活をつくろう

18 7 実教 工業 701 工業技術基礎
19 7 実教 工業 702 機械製図
20 7 実教 工業 710 機械設計１
21 7 実教 工業 711 機械設計２
22 7 実教 工業 718 工業情報数理
23 7 実教 工業 720 電気回路１
24 7 実教 工業 721 電気回路２
25 7 実教 工業 302 機械製図
26 7 実教 工業 303 電気製図
27 7 実教 工業 308 工業数理基礎
28 7 実教 工業 313 生産システム技術
29 7 実教 工業 315 機械工作１
30 7 実教 工業 316 機械工作２
31 7 実教 工業 319 機械設計１
32 7 実教 工業 320 機械設計２
33 7 実教 工業 345 原動機
34 7 実教 工業 321 電子機械
35 7 実教 工業 322 自動車工学１
36 7 実教 工業 323 自動車工学２
37 7 実教 工業 388 電気基礎１　新訂版
38 7 実教 工業 389 電気基礎２　新訂版
39 7 実教 工業 390 精選電気基礎　新訂版
40 7 実教 工業 391 電気機器　新訂版
41 7 実教 工業 392 電力技術１　新訂版
42 7 実教 工業 393 電力技術２　新訂版
43 7 実教 工業 395 電子回路　新訂版
44 7 実教 工業 358 電子計測制御
45 7 実教 工業 374 通信技術
46 7 実教 工業 333 プログラミング技術
47 7 実教 商業 701 ビジネス基礎
48 7 実教 商業 709 新簿記
49 7 実教 商業 715 最新情報処理　Advanced　Computing
50 7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版
51 7 実教 商業 345 ビジネス実務　新訂版
52 7 実教 商業 336 マーケティング　新訂版
53 7 実教 商業 325 広告と販売促進
54 7 実教 商業 354 経済活動と法　新訂版
55 7 実教 商業 347 新財務会計Ⅰ　新訂版
56 7 実教 商業 350 原価計算　新訂版
57 7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版

倉吉総合産業
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

58 7 実教 商業 358 電子商取引　新訂版
59 15 三省堂 国総 339 明解国語総合　改訂版
60 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版
61 183 第一 現Ａ 307 高等学校　改訂版　新編現代文Ａ
62 183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
63 2 東書 地Ａ 307 地理Ａ
64 183 第一 現社 322 高等学校　改訂版　新現代社会
65 104 数研 数Ⅲ 325 改訂版　最新　数学Ⅲ
66 104 数研 数Ｂ 328 改訂版　最新　数学Ｂ
67 2 東書 物理 308 改訂　物理
68 104 数研 生物 310 改訂版　生物
69 104 数研 コⅡ 342 Revised COMET English Communication Ⅱ
70 183 第一 英Ⅰ 337 Vivid English　Expression ⅠNEW EDITION
71 6 教図 家庭 304 子どもの発達と保育　育つ・育てる・育ち合う
72 6 教図 家庭 308 消費生活
73 6 教図 家庭 309 子ども文化
74 6 教図 家庭 310 服飾文化
75 7 実教 家庭 303 生活産業情報
76 7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎
77 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版
78 7 実教 福祉 301 社会福祉基礎

倉吉総合産業
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 15 三省堂 現国 705 新 現代の国語
2 15 三省堂 言文 704 新　言語文化
3 2 東書 地総 701 地理総合
4 183 第一 歴総 711 高等学校　新歴史総合過去との対話、つなぐ未来
5 46 帝国 地図 702 新詳高等地図
6 46 帝国 地図 310 新詳高等地図
7 104 数研 数Ⅰ 714 新編　数学Ⅰ
8 104 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ
9 104 数研 数Ａ 714 新編　数学A
10 104 数研 物基 708 新編　物理基礎
11 104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎
12 104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎
13 104 数研 生基 708 高等学校　生物基礎
14 2 東書 地基 306 改訂　地学基礎
15 50 大修館 保体 702 新高等保健体育
16 27 教芸 音Ⅰ 703 MOUSA１
17 38 光村 美Ⅰ 701 美術１
18 6 教図 書Ⅰ 702 書Ⅰ
19 6 教図 書Ⅰ 703 書Ⅰプライマリーブック
20 2 東書 ＣⅠ 702 Power On English CommunicationⅠ
21 15 三省堂 論Ⅰ 705 MY WAY Logic and ExpressionⅠ
22 183 第一 家基 710 高等学校　家庭基礎　持続可能な未来をつくる
23 7 実教 情Ⅰ 706 図説情報Ⅰ
24 7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版
25 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版
26 2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ
27 2 東書 古Ａ 301 古典Ａ
28 2 東書 古Ｂ 330 精選古典Ｂ　新版
29 46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ
30 2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ
31 183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
32 81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版
33 2 東書 地Ａ 307 地理Ａ
34 2 東書 地Ｂ 306 地理Ｂ
35 104 数研 政経 317 改訂版　政治・経済
36 104 数研 数Ⅲ 324 改訂版　新編　数学Ⅲ
37 104 数研 数Ｂ 327 改訂版　新編　数学Ｂ
38 104 数研 物理 313 改訂版　物理
39 104 数研 化学 313 改訂版　化学
40 2 東書 生物 307 スタンダード生物
41 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版
42 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２
43 116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２
44 6 教図 書Ⅱ 306 書Ⅱ
45 183 第一 コⅡ 349 Vivid English CommunicationⅡ NEW EDITION
46 183 第一 コⅢ 345 Vivid English Communication Ⅲ NEW EDITION
47 212 桐原 英Ⅱ 334 EMPOWER English Expression Ⅱ Essential Course
48 2 東書 英会 301 Hello there! English Conversation
49 6 教図 家庭 304 子どもの発達と保育　育つ・育てる・育ち合う
49 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版

鳥取中央育英
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 183 第一 現国 713 高等学校　現代の国語
2 183 第一 言文 713 高等学校　言語文化
3 46 帝国 地総 703 高等学校　新地理総合
4 81 山川 歴総 707 歴史総合　近代から現代へ
5 46 帝国 地図 702 新詳高等地図
6 46 帝国 地図 310 新詳高等地図
7 46 帝国 地図 313 地歴高等地図　-現代世界とその歴史的背景-
8 104 数研 数Ⅰ 712 数学Ⅰ
9 2 東書 数Ⅱ 317 数学Ⅱ　Advanced
10 104 数研 数Ⅱ 709 数学Ⅱ
11 104 数研 数Ａ 712 数学A
12 61 啓林館 科人 703 高等学校　科学と人間生活
13 104 数研 物基 707 物理基礎
14 104 数研 化基 708 化学基礎
15 104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎
16 2 東書 生基 701 生物基礎
17 61 啓林館 地基 308 地学基礎　改訂版
18 183 第一 保体 703 高等学校　保健体育 Textbook
19 183 第一 保体 704 高等学校　保健体育 Activity
20 27 教芸 音Ⅰ 703 MOUSA１
21 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１
22 6 教図 書Ⅰ 702 書Ⅰ
23 6 教図 書Ⅰ 703 書Ⅰプライマリーブック
24 15 三省堂 ＣⅠ 707 ＣＲＯＷＮ English CommunicationⅠ
25 61 啓林館 論Ⅰ 708 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Advanced

26 7 実教 家基 706 Agenda  家庭基礎
27 7 実教 情Ⅰ 703 高校情報Ⅰ　Python
28 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版
29 15 三省堂 現Ｂ 323 高等学校現代文Ｂ　改訂版
30 104 数研 古Ｂ 343 改訂版　古典Ｂ　古文編
31 104 数研 古Ｂ 344 改訂版　古典Ｂ　漢文編
32 81 山川 世Ａ 315 現代の世界史　改訂版
33 81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版
34 35 清水 日Ａ 310 高等学校　日本史Ａ　新訂版
35 81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版
36 46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ
37 46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ
38 35 清水 倫理 308 高等学校　新倫理　新訂版
39 183 第一 政経 309 高等学校　改訂版　政治・経済
40 2 東書 数Ⅲ 315 数学Ⅲ　Advanced
41 2 東書 数Ｂ 316 数学Ｂ　Advanced
42 104 数研 物理 314 改訂版　総合物理１　力と運動・熱
43 104 数研 物理 315 改訂版　総合物理２　波・電気と磁気・原子
44 104 数研 化学 313 改訂版　化学
45 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物
46 183 第一 保体 306 高等学校　改訂版　保健体育
47 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２
48 116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２
49 6 教図 書Ⅱ 306 書Ⅱ
50 15 三省堂 コⅡ 331 CROWN English Communication Ⅱ New Edition
51 183 第一 コⅢ 344 Perspective English CommunicationⅢ NEW EDITION
52 61 啓林館 英Ⅱ 322 Vision Quest English Expression Ⅱ Ace

米子東
高等学校
（全日制）
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 183 第一 現国 716 高等学校　新編現代の国語
2 183 第一 言文 716 高等学校　新編言語文化
3 130 二宮 地総 705 わたしたちの地理総合　世界から日本へ
4 130 二宮 地図 706 基本地図帳
5 7 実教 数Ⅰ 708 高校数学Ⅰ
6 7 実教 数Ⅱ 321 新版数学Ⅱ　新訂版
7 7 実教 数Ａ 323 高校数学Ａ　新訂版
8 7 実教 科人 702 科学と人間生活
9 183 第一 物基 321 高等学校　改訂　新物理基礎
10 2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎
11 104 数研 生基 317 改訂版　新編　生物基礎
12 183 第一 保体 703 高等学校　保健体育 Textbook
13 183 第一 保体 704 高等学校　保健体育 Activity
14 183 第一 保体 306 高等学校　改訂版　保健体育
15 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１
16 6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ
17 9 開隆堂 ＣⅠ 704 Amity English CommunicationⅠ
18 7 実教 家基 705 家庭基礎　気づく力　築く未来
19 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
20 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版
21 183 第一 現Ａ 307 高等学校　改訂版　新編現代文Ａ
22 183 第一 古Ａ 314 高等学校　改訂版　標準古典A　物語選
23 81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版
24 35 清水 日Ａ 310 高等学校　日本史Ａ　新訂版
25 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版
26 183 第一 倫理 310 高等学校　改訂版　倫理
27 7 実教 数Ｂ 320 新版数学Ｂ　新訂版
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
30 109 文英堂 英会 304 My Passport English Conversation
31 7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版
32 6 教図 家庭 312 フードデザインcooking&arrangement
33 7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版

米子東
高等学校
（定時制）
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 2 東書 現国 702 精選現代の国語
2 2 東書 言文 702 精選言語文化
3 183 第一 地総 706 高校学校　地理総合世界を学び，地域をつくる
4 81 山川 歴総 709 わたしたちの歴史　日本から世界へ
5 46 帝国 地図 702 新詳高等地図
6 46 帝国 地図 310 新詳高等地図
7 2 東書 数Ⅰ 702 数学Ⅰ　Standard
8 2 東書 数Ⅱ 702 数学Ⅱ　Standard
9 2 東書 数Ⅱ 318 数学Ⅱ　Standard
10 2 東書 数Ａ 702 数学A　Standard
11 61 啓林館 科人 302 科学と人間生活
12 104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎
13 104 数研 化基 708 化学基礎
14 104 数研 生基 316 改訂版　生物基礎
15 183 第一 地基 705 高等学校　地学基礎
16 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
17 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版
18 27 教芸 音Ⅰ 703 MOUSA１
19 38 光村 美Ⅰ 701 美術１
20 38 光村 書Ⅰ 705 書Ⅰ
21 2 東書 ＣⅠ 702 Power On English CommunicationⅠ
22 61 啓林館 論Ⅰ 709 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Standard

23 2 東書 家基 701 家庭基礎　自立・共生・創造
24 7 実教 情Ⅰ 703 高校情報Ⅰ　Python
25 7 実教 情報 301 情報の表現と管理
26 2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ
27 50 大修館 古Ｂ 341 精選古典Ｂ　改訂版
28 183 第一 世Ａ 317 高等学校　改訂版　世界史Ａ
29 81 山川 世Ｂ 313 新世界史　改訂版
30 183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
31 81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版
32 46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ
33 46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ
34 7 実教 倫理 312 高校倫理　新訂版
35 104 数研 政経 317 改訂版　政治・経済
36 2 東書 数Ⅲ 316 数学Ⅲ　Standard
37 61 啓林館 数Ⅲ 321 新編　数学Ⅲ改訂版
38 2 東書 数Ｂ 317 数学Ｂ　Standard
39 61 啓林館 数活 302 数学活用
40 104 数研 物理 314 改訂版　総合物理１　力と運動・熱
41 104 数研 物理 315 改訂版　総合物理２　波・電気と磁気・原子
42 104 数研 化学 313 改訂版　化学
43 104 数研 生物 310 改訂版　生物
44 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２
45 38 光村 美Ⅱ 303 美術２
46 38 光村 書Ⅱ 308 書Ⅱ
47 2 東書 コⅡ 327 Power On English CommunicationⅡ
48 2 東書 コⅢ 326 Power On English Communication Ⅲ
49 61 啓林館 英Ⅱ 323 Vision Quest English Expression Ⅱ Hope
50 2 東書 英会 301 Hello there! English Conversation

米子西
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 50 大修館 現国 707 新編　現代の国語
2 50 大修館 言文 706 新編　言語文化
3 46 帝国 地総 703 高等学校　新地理総合
4 7 実教 歴総 703 詳述歴史総合
5 46 帝国 地図 703 標準高等地図
6 46 帝国 地図 310 新詳高等地図
7 2 東書 数Ⅰ 702 数学Ⅰ　Standard
8 2 東書 数Ⅱ 318 数学Ⅱ　Standard
9 2 東書 数Ａ 318 数学Ａ　Standard
10 2 東書 科人 701 科学と人間生活
11 183 第一 物基 321 高等学校　改訂　新物理基礎
12 61 啓林館 化基 307 新編　化学基礎
13 183 第一 生基 319 高等学校　改訂　新生物基礎
14 2 東書 地基 306 改訂　地学基礎
15 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
16 89 友社 音Ⅰ 704 ON! 1
17 38 光村 美Ⅰ 701 美術１
18 116 日文 工Ⅰ 701 工芸Ⅰ
19 116 日文 工Ⅰ 301 工芸Ⅰ
20 38 光村 書Ⅰ 705 書Ⅰ
21 104 数研 ＣⅠ 717 COMET English CommunicationⅠ
22 7 実教 家総 703 家庭総合
23 2 東書 情Ⅰ 701 新編情報Ⅰ
24 7 実教 農業 325 農業と環境　新訂版
25 7 実教 農業 311 野菜
26 7 実教 農業 304 草花
27 7 実教 農業 326 生物活用
28 178 農文協 農業 307 植物バイオテクノロジー
29 7 実教 商業 336 マーケティング　新訂版
30 7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版
31 190 東法 商業 335 ビジネス基礎　新訂版
32 190 東法 商業 340 簿記　新訂版
33 190 東法 商業 344 情報処理　新訂版
34 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版
35 183 第一 現Ｂ 340 高等学校　改訂版　標準現代文Ｂ
36 183 第一 古Ａ 314 高等学校　改訂版　標準古典A　物語選
37 2 東書 古Ｂ 329 新編古典Ｂ
38 7 実教 世Ｂ 309 世界史Ｂ　新訂版
39 7 実教 日Ｂ 312 日本史Ｂ　新訂版
40 46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ
41 183 第一 現社 322 高等学校　改訂版　新現代社会
42 7 実教 倫理 312 高校倫理　新訂版
43 2 東書 政経 311 政治・経済
44 2 東書 数Ⅲ 316 数学Ⅲ　Standard
45 2 東書 数Ｂ 317 数学Ｂ　Standard
46 61 啓林館 生物 309 生物　改訂版
47 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版
48 17 教出 音Ⅱ 308 高校音楽Ⅱ 改訂版 Music View
49 17 教出 音Ⅲ 304 音楽Ⅲ　改訂版
50 116 日文 工Ⅱ 301 工芸Ⅱ
51 2 東書 コⅡ 326 All Aboard! English CommunicationⅡ
52 2 東書 コⅢ 301 All Aboard! Communication English Ⅲ
53 2 東書 英Ⅰ 322 NEW FAVORITE English Expression Ⅰ
54 2 東書 英Ⅱ 317 NEW FAVORITE English Expression Ⅱ
55 6 教図 家庭 309 子ども文化
56 7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版
57 7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎

米子
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

58 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版
59 7 実教 福祉 302 介護福祉基礎
60 7 実教 福祉 305 コミュニケーション技術
61 7 実教 福祉 303 生活支援技術
62 7 実教 福祉 304 こころとからだの理解

米子
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 15 三省堂 現国 705 新 現代の国語
2 15 三省堂 言文 704 新　言語文化
3 130 二宮 地図 311 詳解現代地図
4 190 東法 公共 712 公共
5 104 数研 数Ⅰ 716 新　高校の数学Ⅰ
6 7 実教 数Ａ 322 新数学Ａ
7 183 第一 科人 705 高等学校　科学と人間生活
8 183 第一 科人 309 高等学校　改訂　科学と人間生活
9 104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎
10 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎
11 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
12 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版
13 27 教芸 音Ⅰ 703 MOUSA１
14 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１
15 38 光村 書Ⅰ 705 書Ⅰ
16 104 数研 ＣⅠ 717 COMET English CommunicationⅠ
17 7 実教 家基 705 家庭基礎　気づく力　築く未来
18 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
19 7 実教 商業 701 ビジネス基礎
20 7 実教 商業 709 新簿記
21 7 実教 商業 715 最新情報処理　Advanced　Computing
22 7 実教 商業 324 最新プログラミング
23 7 実教 商業 325 広告と販売促進
24 7 実教 商業 333 ビジネス情報管理
25 7 実教 商業 336 マーケティング　新訂版
26 7 実教 商業 347 新財務会計Ⅰ　新訂版
27 7 実教 商業 350 原価計算　新訂版
28 7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版
29 7 実教 商業 354 経済活動と法　新訂版
30 7 実教 商業 358 電子商取引　新訂版
31 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版
32 2 東書 現Ａ 306 現代文Ａ
33 183 第一 現Ｂ 340 高等学校　改訂版　標準現代文Ｂ
34 183 第一 古Ａ 314 高等学校　改訂版　標準古典A　物語選
35 183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
36 183 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

37 2 東書 現社 313 現代社会
38 89 友社 音Ⅱ 312 改訂版　ON! 2
39 15 三省堂 コⅡ 333 VISTA English Communication Ⅱ New Edition
40 61 啓林館 英Ⅰ 329 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Standard
41 61 啓林館 英Ⅱ 323 Vision Quest English Expression Ⅱ Hope
42 109 文英堂 英会 304 My Passport English Conversation
43 6 教図 家庭 309 子ども文化
44 7 実教 家庭 303 生活産業情報
45 7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎
46 7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版
47 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版

米子南
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 50 大修館 言文 706 新編　言語文化
2 7 実教 歴総 703 詳述歴史総合
3 104 数研 数Ⅰ 715 最新　数学Ⅰ
4 104 数研 数Ⅱ 330 改訂版　最新　数学Ⅱ
5 104 数研 数Ａ 330 改訂版　最新　数学Ａ
6 183 第一 科人 705 高等学校　科学と人間生活
7 2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎
8 183 第一 化基 322 高等学校　改訂　新化学基礎
9 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎
10 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
11 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版
12 17 教出 音Ⅰ 701 音楽Ⅰ　Tutti＋
13 116 日文 美Ⅰ 703 高校美術
14 6 教図 書Ⅰ 702 書Ⅰ
15 6 教図 書Ⅰ 703 書Ⅰプライマリーブック
16 2 東書 ＣⅠ 701 All Aboard! English Communication Ⅰ
17 7 実教 家総 703 家庭総合
18 183 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

19 7 実教 工業 701 工業技術基礎
20 7 実教 工業 702 機械製図
21 7 実教 工業 705 建築設計製図
22 7 実教 工業 706 土木製図
23 7 実教 工業 710 機械設計１
24 7 実教 工業 714 建築構造
25 7 実教 工業 715 測量
26 7 実教 工業 716 工業化学１
27 7 実教 工業 718 工業情報数理
28 7 実教 工業 719 精選工業情報数理
29 7 実教 工業 720 電気回路１
30 7 実教 工業 721 電気回路２
31 7 実教 工業 302 機械製図
32 7 実教 工業 303 電気製図
33 7 実教 工業 305 建築設計製図
34 7 実教 工業 313 生産システム技術
35 7 実教 工業 314 環境工学基礎
36 7 実教 工業 317 新機械工作
37 7 実教 工業 318 新機械設計
38 7 実教 工業 333 プログラミング技術
39 7 実教 工業 337 工業化学２
40 7 実教 工業 338 設備計画
41 7 実教 工業 339 衛生・防災設備
42 7 実教 工業 345 原動機
43 7 実教 工業 358 電子計測制御
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 362 建築計画
47 7 実教 工業 363 建築構造設計
48 7 実教 工業 364 土木基礎力学１
49 7 実教 工業 365 土木基礎力学２
50 7 実教 工業 366 土木施工
51 7 実教 工業 367 化学工学
52 7 実教 工業 374 通信技術
53 7 実教 工業 359 電子情報技術
54 7 実教 工業 375 コンピュータシステム技術
55 7 実教 工業 376 建築施工
56 7 実教 工業 377 建築法規
57 7 実教 工業 378 土木構造設計

米子工業
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

58 7 実教 工業 379 社会基盤工学
59 7 実教 工業 380 地球環境化学
60 7 実教 工業 388 電気基礎１　新訂版
61 7 実教 工業 389 電気基礎２　新訂版
62 7 実教 工業 391 電気機器　新訂版
63 7 実教 工業 392 電力技術１　新訂版
64 7 実教 工業 393 電力技術２　新訂版
65 7 実教 工業 394 電子技術　新訂版
66 154 オーム 工業 723 工業情報数理
67 154 オーム 工業 355 電子技術
68 174 コロナ 工業 357 電子回路
69 15 三省堂 国総 339 明解国語総合　改訂版
70 2 東書 現Ｂ 321 新編現代文Ｂ
71 46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ
72 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版
73 104 数研 数Ｂ 328 改訂版　最新　数学Ｂ
74 2 東書 コⅡ 326 All Aboard! English CommunicationⅡ

米子工業
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 50 大修館 言文 706 新編　言語文化
2 130 二宮 地総 704 地理総合　世界に学び地域へつなぐ
3 46 帝国 地図 309 標準高等地図-地図でよむ現代社会-
4 130 二宮 地図 706 基本地図帳
5 2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ
6 7 実教 数Ⅰ 708 高校数学Ⅰ
7 2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ
8 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ
9 183 第一 科人 705 高等学校　科学と人間生活
10 183 第一 科人 309 高等学校　改訂　科学と人間生活
11 183 第一 物基 321 高等学校　改訂　新物理基礎
12 2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎
13 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版
14 183 第一 地基 310 高等学校　改訂　地学基礎
15 50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版
16 17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti
17 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１
18 116 日文 工Ⅰ 301 工芸Ⅰ
19 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ
20 9 開隆堂 ＣⅠ 704 Amity English CommunicationⅠ
21 15 三省堂 論Ⅰ 706 VISTA Logic and ExpressionⅠ
22 7 実教 家基 705 家庭基礎　気づく力　築く未来
23 7 実教 情Ⅰ 706 図説情報Ⅰ
24 7 実教 農業 701 農業と環境
25 7 実教 農業 311 野菜
26 7 実教 農業 304 草花
27 7 実教 農業 305 食品製造
28 7 実教 農業 326 生物活用
29 7 実教 農業 327 グリーンライフ
30 7 実教 商業 354 経済活動と法　新訂版
31 7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版
32 190 東法 商業 340 簿記　新訂版
33 190 東法 商業 353 ビジネス情報　新訂版
34 2 東書 国総 332 新編国語総合　
35 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版
36 15 三省堂 現Ｂ 325 明解現代文Ｂ　改訂版
37 50 大修館 古Ａ 315 古典Ａ　物語選　改訂版
38 50 大修館 古Ｂ 342 新編古典Ｂ　改訂版
39 81 山川 世Ｂ 314 高校世界史　改訂版
40 81 山川 日Ａ 314 現代の日本史　改訂版
41 81 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版
42 46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ
43 183 第一 現社 322 高等学校　改訂版　新現代社会
44 2 東書 化学 309 改訂　新編化学
45 7 実教 生物 308 生物　新訂版
46 104 数研 コⅠ 344 Revised COMET English Communication Ⅰ
47 104 数研 コⅡ 342 Revised COMET English Communication Ⅱ
48 15 三省堂 英Ⅱ 319 MY WAY English Expression Ⅱ New Edition
49 15 三省堂 英会 302 SELECT English Conversation
50 7 実教 生デ 301 生活デザイン
51 7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版
52 6 教図 家庭 304 子どもの発達と保育　育つ・育てる・育ち合う
53 6 教図 家庭 312 フードデザインcooking&arrangement
54 6 教図 家庭 308 消費生活
55 6 教図 家庭 309 子ども文化
56 7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎

米子白鳳
学校

（定時制）
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 2 東書 現国 701 新編現代の国語
2 2 東書 言文 701 新編言語文化
3 46 帝国 地総 703 高等学校　新地理総合
4 2 東書 歴総 701 新選歴史総合
5 130 二宮 地図 706 基本地図帳
6 2 東書 公共 701 公共
7 2 東書 数Ⅰ 704 新数学Ⅰ
8 2 東書 数Ⅰ 705 新数学Ⅰ　解答編
9 2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ
10 2 東書 数Ａ 704 新数学A
11 2 東書 数Ａ 705 新数学A　解答編
12 2 東書 科人 701 科学と人間生活
13 2 東書 物基 702 新編物理基礎
14 2 東書 化基 702 新編化学基礎
15 2 東書 生基 702 新編生物基礎
16 2 東書 地基 701 地学基礎
17 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
18 17 教出 音Ⅰ 701 音楽Ⅰ　Tutti＋
19 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１
20 2 東書 書Ⅰ 701 書道Ⅰ
21 2 東書 ＣⅠ 701 All Aboard! English Communication Ⅰ
22 15 三省堂 論Ⅰ 705 MY WAY Logic and ExpressionⅠ
23 2 東書 家基 701 家庭基礎　自立・共生・創造
24 2 東書 家総 701 家庭総合　自立・共生・創造
25 2 東書 情Ⅰ 701 新編情報Ⅰ
26 7 実教 商業 709 新簿記
27 7 実教 商業 716 情報処理　Prologue of Computer
28 7 実教 商業 354 経済活動と法　新訂版
29 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版
30 183 第一 現Ｂ 340 高等学校　改訂版　標準現代文Ｂ
31 183 第一 古Ｂ 353 高等学校　改訂版　標準古典B
32 2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ
33 2 東書 倫理 311 倫理
34 2 東書 政経 311 政治・経済
35 2 東書 数Ｂ 318 新数学Ｂ
36 2 東書 物理 308 改訂　物理
37 2 東書 化学 309 改訂　新編化学
38 2 東書 生物 306 改訂　生物
39 2 東書 コⅡ 326 All Aboard! English CommunicationⅡ
40 2 東書 英会 301 Hello there! English Conversation
41 6 教図 家庭 304 子どもの発達と保育　育つ・育てる・育ち合う
42 6 教図 家庭 312 フードデザインcooking&arrangement

米子白鳳
高等学校
（通信制）
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 50 大修館 現国 706 現代の国語
2 50 大修館 言文 705 言語文化
3 130 二宮 地総 705 わたしたちの地理総合　世界から日本へ
4 183 第一 歴総 711 高等学校　新歴史総合過去との対話、つなぐ未来
5 46 帝国 地図 310 新詳高等地図
6 104 数研 数Ⅰ 714 新編　数学Ⅰ
7 104 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ
8 104 数研 数Ａ 714 新編　数学A
9 7 実教 科人 702 科学と人間生活
10 61 啓林館 物基 315 物理基礎　改訂版
11 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版
12 50 大修館 保体 702 新高等保健体育
13 50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版
14 27 教芸 音Ⅰ 703 MOUSA１
15 38 光村 美Ⅰ 701 美術１
16 6 教図 書Ⅰ 702 書Ⅰ
17 6 教図 書Ⅰ 703 書Ⅰプライマリーブック
18 104 数研 ＣⅠ 716 BIG DIPPER English CommunicationⅠ
19 231 いいずな 論Ⅰ 717 be English Logic and Expression ⅠClear
20 7 実教 家基 705 家庭基礎　気づく力　築く未来
21 7 実教 情Ⅰ 703 高校情報Ⅰ　Python
22 7 実教 商業 338 新簿記　新訂版
23 7 実教 商業 342 情報処理　新訂版
24 7 実教 商業 358 電子商取引　新訂版
25 15 三省堂 現Ｂ 324 精選現代文Ｂ　改訂版
26 2 東書 古Ｂ 329 新編古典Ｂ
27 7 実教 世Ａ 311 世界史Ａ　新訂版
28 81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版
29 183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
30 81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版
31 46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ
32 7 実教 倫理 312 高校倫理　新訂版
33 183 第一 政経 310 高等学校　新政治・経済
34 104 数研 数Ⅲ 324 改訂版　新編　数学Ⅲ
35 104 数研 数Ｂ 327 改訂版　新編　数学Ｂ
36 61 啓林館 物理 311 総合物理１　様々な運動　熱　波
37 61 啓林館 物理 312 総合物理２　電気と磁気　原子・分子の世界
38 7 実教 化学 311 新版化学　新訂版
39 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物
40 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２
41 38 光村 美Ⅱ 303 美術２
42 6 教図 書Ⅱ 306 書Ⅱ
43 212 桐原 コⅡ 354 WORLD TREK English Communication Ⅱ New Edition

44 212 桐原 コⅢ 348 WORLD TREK English Communication Ⅲ New Edition

45 104 数研 英Ⅱ 326 Revised BIG DIPPER English Expression Ⅱ
46 2 東書 英会 301 Hello there! English Conversation
47 6 教図 家庭 312 フードデザインcooking&arrangement
48 7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版

境
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 2 東書 現国 701 新編現代の国語
2 46 帝国 地総 703 高等学校　新地理総合
3 46 帝国 地図 703 標準高等地図
4 7 実教 数Ⅰ 708 高校数学Ⅰ
5 104 数研 数Ⅱ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅱ
6 104 数研 数Ａ 331 改訂版　新　高校の数学Ａ
7 183 第一 科人 705 高等学校　科学と人間生活
8 183 第一 物基 321 高等学校　改訂　新物理基礎
9 183 第一 物理 316 高等学校　改訂　物理
10 183 第一 化基 322 高等学校　改訂　新化学基礎
11 183 第一 生基 319 高等学校　改訂　新生物基礎
12 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物
13 50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版
14 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
15 89 友社 音Ⅰ 704 ON! 1
16 116 日文 美Ⅰ 703 高校美術
17 38 光村 書Ⅰ 705 書Ⅰ
18 15 三省堂 ＣⅠ 709 VISTA English CommunicationⅠ
19 183 第一 家基 710 高等学校　家庭基礎　持続可能な未来をつくる
20 183 第一 家総 706 高等学校　家庭総合　持続可能な未来をつくる
21 7 実教 工業 701 工業技術基礎
22 7 実教 工業 708 機械工作１
23 7 実教 工業 709 機械工作２
24 7 実教 工業 718 工業情報数理
25 7 実教 工業 720 電気回路１
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 313 生産システム技術
29 7 実教 工業 314 環境工学基礎
30 7 実教 工業 318 新機械設計
31 7 実教 工業 347 自動車整備
32 7 実教 工業 389 電気基礎２　新訂版
33 7 実教 工業 391 電気機器　新訂版
34 7 実教 工業 392 電力技術１　新訂版
35 7 実教 工業 393 電力技術２　新訂版
36 7 実教 工業 394 電子技術　新訂版
37 7 実教 工業 358 電子計測制御
38 7 実教 工業 374 通信技術
39 7 実教 工業 359 電子情報技術
40 7 実教 工業 333 プログラミング技術
41 7 実教 工業 360 ハードウェア技術
42 7 実教 工業 361 ソフトウェア技術
43 7 実教 工業 375 コンピュータシステム技術
44 7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版
45 7 実教 商業 336 マーケティング　新訂版
46 7 実教 商業 325 広告と販売促進
47 7 実教 商業 338 新簿記　新訂版
48 7 実教 商業 342 情報処理　新訂版
49 7 実教 水産 319 水産流通
50 201 海文堂 水産 701 水産海洋基礎
51 201 海文堂 水産 702 海洋情報技術
52 201 海文堂 水産 707 食品製造
53 201 海文堂 水産 303 漁業
54 201 海文堂 水産 316 航海・計器
55 201 海文堂 水産 310 船舶運用
56 201 海文堂 水産 304 船用機関１
57 201 海文堂 水産 305 船用機関２

境港総合技術
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

58 201 海文堂 水産 317 機械設計工作
59 201 海文堂 水産 306 電気理論１
60 201 海文堂 水産 307 電気理論２
61 201 海文堂 水産 318 海洋生物
62 201 海文堂 水産 313 海洋環境
63 7 実教 水産 309 食品製造
64 201 海文堂 水産 314 食品管理１
65 201 海文堂 水産 315 食品管理２
66 7 実教 福祉 701 社会福祉基礎
67 7 実教 福祉 702 介護福祉基礎
68 2 東書 国総 332 新編国語総合　
69 183 第一 国表 308 高等学校　改訂版　国語表現
70 2 東書 現Ａ 306 現代文Ａ
71 7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版
72 2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史
73 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版
74 7 実教 政経 313 最新政治・経済　新訂版
75 183 第一 化学 315 高等学校　改訂　化学
76 15 三省堂 英Ⅰ 325 SELECT English Expression Ⅰ New Edition
77 6 教図 家庭 309 子ども文化
78 7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版
79 7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎
80 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版
81 6 教図 家庭 309 子ども文化
82 7 実教 福祉 301 社会福祉基礎
83 7 実教 福祉 302 介護福祉基礎
84 7 実教 福祉 305 コミュニケーション技術
85 7 実教 福祉 303 生活支援技術
86 7 実教 福祉 306 介護過程
87 7 実教 福祉 304 こころとからだの理解

境港総合技術
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 50 大修館 現国 707 新編　現代の国語
2 50 大修館 言文 706 新編　言語文化
3 46 帝国 地図 310 新詳高等地図
4 6 教図 公共 702 公共
5 7 実教 数Ⅰ 708 高校数学Ⅰ
6 2 東書 数Ⅱ 302 新編数学Ⅱ
7 2 東書 数Ａ 702 数学A　Standard
8 7 実教 科人 702 科学と人間生活
9 2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎
10 183 第一 化基 322 高等学校　改訂　新化学基礎
11 183 第一 生基 319 高等学校　改訂　新生物基礎
12 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
13 17 教出 音Ⅰ 701 音楽Ⅰ　Tutti＋
14 116 日文 美Ⅰ 703 高校美術
15 38 光村 書Ⅰ 705 書Ⅰ
16 15 三省堂 ＣⅠ 709 VISTA English CommunicationⅠ
17 7 実教 家基 707 図説家庭基礎
18 116 日文 情Ⅰ 711 情報Ⅰ図解と実習－図解編
19 116 日文 情Ⅰ 712 情報Ⅰ図解と実習－実習編
20 7 実教 農業 701 農業と環境
21 7 実教 農業 318 作物
22 7 実教 農業 311 野菜
23 7 実教 農業 304 草花
24 7 実教 農業 305 食品製造
25 7 実教 農業 306 植物バイオテクノロジー
26 7 実教 農業 326 生物活用
27 7 実教 農業 327 グリーンライフ
28 201 海文堂 農業 310 造園計画
29 7 実教 商業 315 商品開発
30 7 実教 商業 325 広告と販売促進
31 7 実教 商業 338 新簿記　新訂版
32 7 実教 商業 347 新財務会計Ⅰ　新訂版
33 7 実教 商業 350 原価計算　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
36 234 TAC 商業 703 ビジネス基礎
37 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版
38 15 三省堂 現Ｂ 325 明解現代文Ｂ　改訂版
39 2 東書 古Ｂ 329 新編古典Ｂ
40 46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ
41 2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史
42 2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ
43 46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ
44 46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ
45 35 清水 倫理 313 高等学校　現代倫理　新訂版
46 7 実教 政経 313 最新政治・経済　新訂版
47 2 東書 数Ⅲ 302 新編数学Ⅲ
48 2 東書 数Ｂ 302 新編数学Ｂ
49 2 東書 物理 308 改訂　物理
50 7 実教 化学 311 新版化学　新訂版
51 2 東書 生物 307 スタンダード生物
52 50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版
53 15 三省堂 コⅡ 333 VISTA English Communication Ⅱ New Edition
54 15 三省堂 英Ⅰ 325 SELECT English Expression Ⅰ New Edition
55 109 文英堂 英会 304 My Passport English Conversation
56 6 教図 家庭 309 子ども文化
57 7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版

日野
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

58 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版
59 7 実教 福祉 301 社会福祉基礎
60 7 実教 福祉 302 介護福祉基礎
61 7 実教 福祉 305 コミュニケーション技術
62 7 実教 福祉 303 生活支援技術

日野
高等学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 2 東書 現国 702 精選現代の国語
2 2 東書 言文 701 新編言語文化
3 2 東書 地総 701 地理総合
4 81 山川 歴総 707 歴史総合　近代から現代へ
5 46 帝国 地図 702 新詳高等地図
6 2 東書 数Ⅰ 302 新編数学Ⅰ
7 104 数研 数Ⅰ 714 新編　数学Ⅰ
8 104 数研 数Ⅰ 717 NEXT　数学Ⅰ
9 104 数研 数Ⅱ 327 改訂版　数学Ⅱ
10 2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ
11 104 数研 数Ａ 714 新編　数学A
12 2 東書 科人 701 科学と人間生活
13 61 啓林館 物基 705 高等学校物理基礎
14 104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎
15 7 実教 化基 705 高校化学基礎
16 7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版
17 7 実教 生基 703 生物基礎
18 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版
19 7 実教 地基 702 地学基礎
20 7 実教 地基 307 地学基礎　新訂版
21 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
22 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版
23 27 教芸 音Ⅰ 702 高校生の音楽１
24 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１
25 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１
26 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１
27 9 開隆堂 ＣⅠ 704 Amity English CommunicationⅠ
28 183 第一 ＣⅠ 721 CREATIVE English Communication Ⅰ
29 231 いいずな 論Ⅰ 717 be English Logic and Expression ⅠClear
30 2 東書 家基 311 家庭基礎　自立・共生・創造
31 9 開隆堂 家基 708 家庭基礎　明日の生活を築く
32 9 開隆堂 家総 310 家庭総合　明日の生活を築く
33 7 実教 情Ⅰ 705 最新情報Ⅰ
34 61 啓林館 理数 701 理数探究基礎　未来に向かって
35 183 第一 国総 362 高等学校　改訂版　新編国語総合
36 183 第一 国表 308 高等学校　改訂版　国語表現
37 2 東書 現Ａ 306 現代文Ａ
38 2 東書 現Ｂ 321 新編現代文Ｂ
39 17 教出 古Ａ 302 古典文学選　古典Ａ
40 183 第一 古Ｂ 353 高等学校　改訂版　標準古典B
41 2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ
42 81 山川 世Ｂ 313 新世界史　改訂版
43 2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史
44 81 山川 日Ｂ 315 新日本史　改訂版
45 35 清水 地Ａ 311 高等学校　現代地理Ａ　 新訂版
46 130 二宮 地Ｂ 305 新編　詳解地理Ｂ改訂版
47 35 清水 現社 316 高等学校　現代社会　新訂版
48 2 東書 倫理 311 倫理
49 7 実教 政経 313 最新政治・経済　新訂版
50 104 数研 数Ⅲ 322 改訂版　数学Ⅲ
51 104 数研 数Ｂ 325 改訂版　数学Ｂ
52 61 啓林館 数活 302 数学活用
53 61 啓林館 物理 310 物理　改訂版
54 7 実教 化学 310 化学　新訂版
55 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物
56 61 啓林館 地学 303 地学　改訂版
57 27 教芸 音Ⅱ 309 高校生の音楽２

鳥取盲学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

58 89 友社 音Ⅲ 306 改訂版　高校生の音楽3
59 116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２
60 15 三省堂 コⅠ 333 CROWN English Communication Ⅰ New Edition
61 15 三省堂 コⅡ 331 CROWN English Communication Ⅱ New Edition
62 15 三省堂 コⅢ 329 CROWN English Communication Ⅲ New Edition
63 15 三省堂 英Ⅰ 325 SELECT English Expression Ⅰ New Edition
64 15 三省堂 英Ⅱ 319 MY WAY English Expression Ⅱ New Edition
65 15 三省堂 英会 302 SELECT English Conversation
66 7 実教 生デ 301 生活デザイン
67 104 数研 社情 305 高等学校　社会と情報
68 2 東書 情科 306 情報の科学

鳥取盲学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 50 大修館 現国 706 現代の国語
2 50 大修館 現国 707 新編　現代の国語
3 50 大修館 言文 705 言語文化
4 50 大修館 言文 706 新編　言語文化
5 46 帝国 地総 703 高等学校　新地理総合
6 46 帝国 地図 702 新詳高等地図
7 46 帝国 地図 310 新詳高等地図
8 183 第一 公共 711 高等学校　新公共
9 61 啓林館 数Ⅰ 710 新編数学Ⅰ
10 104 数研 数Ⅰ 716 新　高校の数学Ⅰ
11 104 数研 数Ⅰ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅰ
12 61 啓林館 数Ⅱ 326 新編　数学Ⅱ改訂版
13 104 数研 数Ⅱ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅱ
14 61 啓林館 数Ａ 710 新編数学A
15 104 数研 数Ａ 331 改訂版　新　高校の数学Ａ
16 183 第一 科人 705 高等学校　科学と人間生活
17 183 第一 物基 709 高等学校　物理基礎
18 104 数研 化基 708 化学基礎
19 104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎
20 104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎
21 183 第一 生基 710 高等学校　生物基礎
22 183 第一 生基 319 高等学校　改訂　新生物基礎
23 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
24 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版
25 27 教芸 音Ⅰ 702 高校生の音楽１
26 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１
27 116 日文 工Ⅰ 701 工芸Ⅰ
28 17 教出 書Ⅰ 704 書道Ⅰ
29 15 三省堂 ＣⅠ 708 ＭＹ　ＷＡＹ English CommunicationⅠ
30 15 三省堂 ＣⅠ 709 VISTA English CommunicationⅠ
31 15 三省堂 論Ⅰ 705 MY WAY Logic and ExpressionⅠ
32 7 実教 家基 705 家庭基礎　気づく力　築く未来
33 6 教図 家総 302 家庭総合　ともに生きる　明日をつくる
34 7 実教 家総 703 家庭総合
35 7 実教 工業 718 工業情報数理
36 7 実教 工業 730 インテリア製図
37 7 実教 工業 385 情報技術基礎　新訂版
38 7 実教 工業 333 プログラミング技術
39 7 実教 工業 360 ハードウェア技術
40 7 実教 工業 369 インテリア製図
41 201 海文堂 工業 343 インテリアエレメント生産
42 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版
43 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版
44 50 大修館 現Ａ 308 現代文Ａ　改訂版
45 117 明治 現Ｂ 336 新　高等学校現代文B
46 50 大修館 古Ａ 315 古典Ａ　物語選　改訂版
47 117 明治 古Ｂ 345 新　精選古典B　古文編
48 117 明治 古Ｂ 346 新　精選古典B　漢文編
49 46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ
50 81 山川 日Ａ 314 現代の日本史　改訂版
51 81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版
52 46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ
53 46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ
54 61 啓林館 数Ⅲ 321 新編　数学Ⅲ改訂版
55 61 啓林館 数Ｂ 324 新編　数学Ｂ改訂版
56 183 第一 物理 316 高等学校　改訂　物理
57 104 数研 化学 313 改訂版　化学

鳥取聾学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

58 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物
59 116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２
60 15 三省堂 コⅡ 332 MY WAY English Communication Ⅱ New Edition
61 15 三省堂 コⅡ 333 VISTA English Communication Ⅱ New Edition
62 15 三省堂 英Ⅰ 325 SELECT English Expression Ⅰ New Edition
63 15 三省堂 英Ⅱ 319 MY WAY English Expression Ⅱ New Edition
64 7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版
65 6 教図 家庭 309 子ども文化
66 7 実教 家庭 303 生活産業情報
67 7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版
68 7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎
69 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版
70 50 大修館 国総 347 新編国語総合　改訂版

鳥取聾学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 50 大修館 現国 706 現代の国語
2 183 第一 現国 716 高等学校　新編現代の国語
3 50 大修館 言文 705 言語文化
4 183 第一 言文 716 高等学校　新編言語文化
5 46 帝国 地図 310 新詳高等地図
6 183 第一 公共 711 高等学校　新公共
7 7 実教 数Ⅰ 708 高校数学Ⅰ
8 7 実教 数Ⅰ 323 高校数学Ⅰ　新訂版
9 104 数研 数Ⅰ 713 高等学校　数学Ⅰ
10 104 数研 数Ⅱ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ
11 104 数研 数Ａ 713 高等学校　数学A
12 104 数研 数Ａ 328 改訂版　高等学校　数学Ａ
13 183 第一 科人 705 高等学校　科学と人間生活
14 104 数研 物基 708 新編　物理基礎
15 104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎
16 104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎
17 183 第一 化基 712 高等学校　新化学基礎
18 183 第一 化基 322 高等学校　改訂　新化学基礎
19 104 数研 生基 317 改訂版　新編　生物基礎
20 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版
21 183 第一 保体 703 高等学校　保健体育 Textbook
22 183 第一 保体 704 高等学校　保健体育 Activity
23 27 教芸 音Ⅰ 703 MOUSA１
24 38 光村 美Ⅰ 701 美術１
25 38 光村 書Ⅰ 705 書Ⅰ
26 2 東書 ＣⅠ 702 Power On English CommunicationⅠ
27 15 三省堂 ＣⅠ 709 VISTA English CommunicationⅠ
28 15 三省堂 論Ⅰ 705 MY WAY Logic and ExpressionⅠ
29 7 実教 家基 705 家庭基礎　気づく力　築く未来
30 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
31 7 実教 家総 703 家庭総合
32 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
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 7 実教 商業 342 情報処理　新訂版
36 15 三省堂 国総 339 明解国語総合　改訂版
37 2 東書 現Ａ 306 現代文Ａ
38 117 明治 現Ｂ 336 新　高等学校現代文B
39 183 第一 古Ａ 314 高等学校　改訂版　標準古典A　物語選
40 183 第一 古Ｂ 353 高等学校　改訂版　標準古典B
41 183 第一 世Ａ 317 高等学校　改訂版　世界史Ａ
42 183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
43 81 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版
44 46 帝国 地Ａ 312 高校生の地理Ａ
45 46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ
46 104 数研 数Ⅲ 323 改訂版　高等学校　数学Ⅲ
47 104 数研 数Ｂ 326 改訂版　高等学校　数学Ｂ
48 7 実教 数活 301 数学活用
49 104 数研 物理 313 改訂版　物理
50 183 第一 化学 315 高等学校　改訂　化学
51 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物
52 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２
53 27 教芸 音Ⅲ 305 Joy of Music
54 116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２
55 116 日文 美Ⅲ 304 高校生の美術３
56 38 光村 書Ⅱ 308 書Ⅱ
57 38 光村 書Ⅲ 305 書Ⅲ

鳥取養護学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

58 15 三省堂 コⅠ 335 VISTA English Communication Ⅰ New Edition
59 2 東書 コⅡ 327 Power On English CommunicationⅡ
60 15 三省堂 コⅡ 333 VISTA English Communication Ⅱ New Edition
61 2 東書 コⅢ 326 Power On English Communication Ⅲ
62 15 三省堂 英Ⅰ 324 MY WAY English Expression Ⅰ New Edition
63 15 三省堂 英Ⅰ 325 SELECT English Expression Ⅰ New Edition
64 7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版
65 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版

鳥取養護学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 15 三省堂 現国 704 精選　現代の国語
2 183 第一 現国 715 高等学校　標準現代の国語
3 15 三省堂 言文 703 精選　言語文化
4 183 第一 言文 715 高等学校　標準言語文化
5 2 東書 地総 701 地理総合
6 46 帝国 地総 703 高等学校　新地理総合
7 2 東書 歴総 702 詳解歴史総合
8 46 帝国 地図 703 標準高等地図
9 46 帝国 地図 310 新詳高等地図
10 130 二宮 地図 706 基本地図帳
11 130 二宮 地図 312 基本地図帳　改訂版
12 2 東書 数Ⅰ 701 数学Ⅰ　Advanced
13 104 数研 数Ⅰ 716 新　高校の数学Ⅰ
14 2 東書 数Ⅱ 301 数学Ⅱ
15 2 東書 数Ａ 701 数学A　Advanced
16 2 東書 数Ａ 317 数学Ａ　Advanced
17 104 数研 数Ａ 331 改訂版　新　高校の数学Ａ
18 104 数研 科人 704 科学と人間生活
19 183 第一 科人 705 高等学校　科学と人間生活
20 104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎
21 104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎
22 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎
23 183 第一 生基 319 高等学校　改訂　新生物基礎
24 183 第一 地基 310 高等学校　改訂　地学基礎
25 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
26 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版
27 17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti
28 27 教芸 音Ⅰ 702 高校生の音楽１
29 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１
30 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１
31 38 光村 書Ⅰ 705 書Ⅰ
32 38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ
33 15 三省堂 ＣⅠ 707 ＣＲＯＷＮ English CommunicationⅠ
34 15 三省堂 ＣⅠ 709 VISTA English CommunicationⅠ
35 2 東書 論Ⅰ 701 NEW FAVORITE English Logic and Expression Ⅰ
36 9 開隆堂 家基 708 家庭基礎　明日の生活を築く
37 9 開隆堂 家基 317 家庭基礎　明日の生活を築く
38 9 開隆堂 家総 310 家庭総合　明日の生活を築く
39 7 実教 情Ⅰ 705 最新情報Ⅰ
40 116 日文 情Ⅰ 710 情報Ⅰ
41 7 実教 情報 302 情報産業と社会
42 7 実教 情報 308 データベース
43 7 実教 情報 309 情報デザイン
44 183 第一 国総 361 高等学校　改訂版　標準国語総合
45 15 三省堂 現Ａ 303 現代文Ａ
46 15 三省堂 現Ｂ 324 精選現代文Ｂ　改訂版
47 15 三省堂 古Ａ 306 古典Ａ
48 15 三省堂 古Ｂ 335 精選古典Ｂ　改訂版
49 2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史
50 7 実教 日Ａ 313 新日本史Ａ　新訂版
51 81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版
52 2 東書 地Ａ 307 地理Ａ
53 46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ
54 46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ
55 104 数研 現社 319 改訂版　現代社会
56 183 第一 現社 322 高等学校　改訂版　新現代社会
57 15 三省堂 コⅠ 335 VISTA English Communication Ⅰ New Edition

倉吉養護学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

58 17 教出 コⅡ 334 NEW ONE WORLD CommunicationⅡ Revised Edition

59 17 教出 コⅢ 331 NEW ONE WORLD CommunicationⅢ Revised Edition

60 2 東書 英Ⅰ 322 NEW FAVORITE English Expression Ⅰ
61 2 東書 英Ⅱ 317 NEW FAVORITE English Expression Ⅱ
62 2 東書 英会 301 Hello there! English Conversation
63 7 実教 生デ 301 生活デザイン
64 7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版
65 7 実教 情科 307 最新情報の科学　新訂版
66 7 実教 家庭 303 生活産業情報
67 7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎
68 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版

倉吉養護学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 2 東書 現国 701 新編現代の国語
2 2 東書 言文 701 新編言語文化
3 46 帝国 地総 703 高等学校　新地理総合
4 81 山川 歴総 709 わたしたちの歴史　日本から世界へ
5 46 帝国 地図 703 標準高等地図
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 数Ⅰ 708 高校数学Ⅰ
8 104 数研 数Ⅰ 715 最新　数学Ⅰ
9 104 数研 数Ⅰ 330 改訂版　最新　数学Ⅰ
10 104 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ
11 104 数研 数Ａ 715 最新　数学A
12 104 数研 科人 704 科学と人間生活
13 104 数研 科人 308 新　科学と人間生活
14 104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎
15 104 数研 生基 317 改訂版　新編　生物基礎
16 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育
17 27 教芸 音Ⅰ 702 高校生の音楽１
18 38 光村 美Ⅰ 701 美術１
19 183 第一 ＣⅠ 722 Vivid English Communication Ⅰ
20 9 開隆堂 論Ⅰ 703 APPLAUSE ENGLISH LOGIC AND EXPRESSION Ⅰ
21 9 開隆堂 家基 708 家庭基礎　明日の生活を築く
22 116 日文 情Ⅰ 710 情報Ⅰ
23 7 実教 商業 701 ビジネス基礎
24 7 実教 商業 339 高校簿記　新訂版
25 2 東書 国総 332 新編国語総合　
26 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版
27 2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ
28 2 東書 古Ｂ 329 新編古典Ｂ
29 2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ
30 81 山川 世Ｂ 314 高校世界史　改訂版
31 81 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版
32 46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ
33 2 東書 現社 313 現代社会
34 104 数研 数Ｂ 327 改訂版　新編　数学Ｂ
35 7 実教 数活 301 数学活用
36 104 数研 化学 314 新編　化学
37 2 東書 生物 307 スタンダード生物
38 2 東書 コⅠ 328 All Aboard! English Communication Ⅰ
39 2 東書 コⅡ 327 Power On English CommunicationⅡ
40 2 東書 コⅢ 326 Power On English Communication Ⅲ
41 2 東書 英Ⅱ 317 NEW FAVORITE English Expression Ⅱ

皆生養護学校
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番号 略称 記号 番号
教科書名学校名 No.

発行者 教科書

1 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１
2 183 第一 家基 710 高等学校　家庭基礎　持続可能な未来をつくる
3 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１
4 183 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

琴の浦高等
特別支援学校
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番号 略称 記号 番号

■令和４年度使用教科書目録　第１部　（１９３点）
1 2 東書 現国 701 新編現代の国語 5

2 2 東書 現国 702 精選現代の国語 3

3 15 三省堂 現国 704 精選　現代の国語 1

4 15 三省堂 現国 705 新 現代の国語 5

5 50 大修館 現国 706 現代の国語 3

6 50 大修館 現国 707 新編　現代の国語 6

7 104 数研 現国 708 現代の国語 1

8 117 明治 現国 711 精選　現代の国語 1

9 143 筑摩 現国 712 現代の国語 1

10 183 第一 現国 713 高等学校　現代の国語 3

11 183 第一 現国 715 高等学校　標準現代の国語 1

12 183 第一 現国 716 高等学校　新編現代の国語 2

1 2 東書 言文 701 新編言語文化 5

2 2 東書 言文 702 精選言語文化 2

3 15 三省堂 言文 703 精選　言語文化 1

4 15 三省堂 言文 704 新　言語文化 3

5 50 大修館 言文 705 言語文化 4

6 50 大修館 言文 706 新編　言語文化 9

7 104 数研 言文 707 言語文化 2

8 183 第一 言文 713 高等学校　言語文化 3

9 183 第一 言文 715 高等学校　標準言語文化 1

10 183 第一 言文 716 高等学校　新編言語文化 2

1 2 東書 地総 701 地理総合 3

2 46 帝国 地総 703 高等学校　新地理総合 11

3 130 二宮 地総 704 地理総合　世界に学び地域へつなぐ 2

4 130 二宮 地総 705 わたしたちの地理総合　世界から日本へ 2

5 183 第一 地総 706 高校学校　地理総合世界を学び，地域をつくる 3

1 2 東書 歴総 701 新選歴史総合 2

2 2 東書 歴総 702 詳解歴史総合 1

3 7 実教 歴総 703 詳述歴史総合 2

4 81 山川 歴総 707 歴史総合　近代から現代へ 5

5 81 山川 歴総 708 現代の歴史総合　みる・読みとく・考える 2

6 81 山川 歴総 709 わたしたちの歴史　日本から世界へ 3

7 183 第一 歴総 711 高等学校　新歴史総合過去との対話、つなぐ未来 3

1 46 帝国 地図 702 新詳高等地図 10

2 46 帝国 地図 703 標準高等地図 4

3 130 二宮 地図 705 詳解現代地図　最新版 1

4 130 二宮 地図 706 基本地図帳 4

1 2 東書 公共 701 公共 4

2 6 教図 公共 702 公共 1

3 7 実教 公共 704 公共 1

4 35 清水 公共 706 私たちの公共 1

5 104 数研 公共 709 高等学校　公共　これからの社会について考える 2

6 183 第一 公共 711 高等学校　新公共 5

7 190 東法 公共 712 公共 1

採択
学校数

現代の国語

言語文化

地理総合

歴史総合

地図

公共

種目 点
発行者 教科書

教科書名
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番号 略称 記号 番号
採択
学校数

種目 点
発行者 教科書

教科書名

1 2 東書 数Ⅰ 701 数学Ⅰ　Advanced 1

2 2 東書 数Ⅰ 702 数学Ⅰ　Standard 3

3 2 東書 数Ⅰ 704 新数学Ⅰ 3

4 2 東書 数Ⅰ 705 新数学Ⅰ　解答編 3

5 7 実教 数Ⅰ 708 高校数学Ⅰ 6

6 61 啓林館 数Ⅰ 710 新編数学Ⅰ 1

7 104 数研 数Ⅰ 712 数学Ⅰ 3

8 104 数研 数Ⅰ 713 高等学校　数学Ⅰ 1

9 104 数研 数Ⅰ 714 新編　数学Ⅰ 4

10 104 数研 数Ⅰ 715 最新　数学Ⅰ 6

11 104 数研 数Ⅰ 716 新　高校の数学Ⅰ 6

12 104 数研 数Ⅰ 717 NEXT　数学Ⅰ 3

1 2 東書 数Ⅱ 702 数学Ⅱ　Standard 1

2 104 数研 数Ⅱ 709 数学Ⅱ 2

3 104 数研 数Ⅱ 711 新編　数学Ⅱ 1

4 104 数研 数Ⅱ 713 NEXT　数学Ⅱ 1

1 2 東書 数Ａ 701 数学A　Advanced 1

2 2 東書 数Ａ 702 数学A　Standard 2

3 2 東書 数Ａ 704 新数学A 1

4 2 東書 数Ａ 705 新数学A　解答編 1

5 61 啓林館 数Ａ 710 新編数学A 1

6 104 数研 数Ａ 712 数学A 3

7 104 数研 数Ａ 713 高等学校　数学A 1

8 104 数研 数Ａ 714 新編　数学A 4

9 104 数研 数Ａ 715 最新　数学A 2

10 104 数研 数Ａ 717 NEXT　数学A 2

1 2 東書 科人 701 科学と人間生活 8

2 7 実教 科人 702 科学と人間生活 4

3 61 啓林館 科人 703 高等学校　科学と人間生活 5

4 104 数研 科人 704 科学と人間生活 3

5 183 第一 科人 705 高等学校　科学と人間生活 8

1 2 東書 物基 702 新編物理基礎 1

2 61 啓林館 物基 705 高等学校物理基礎 1

3 104 数研 物基 707 物理基礎 2

4 104 数研 物基 708 新編　物理基礎 2

5 183 第一 物基 709 高等学校　物理基礎 1

1 2 東書 化基 702 新編化学基礎 3

2 7 実教 化基 705 高校化学基礎 1

3 104 数研 化基 708 化学基礎 5

4 104 数研 化基 709 高等学校　化学基礎 1

5 104 数研 化基 710 新編　化学基礎 1

6 183 第一 化基 712 高等学校　新化学基礎 1

化学基礎

数学Ⅱ

科学と人間生活

数学Ａ

物理基礎

数学Ⅰ
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番号 略称 記号 番号
採択
学校数

種目 点
発行者 教科書

教科書名

1 2 東書 生基 701 生物基礎 2

2 2 東書 生基 702 新編生物基礎 2

3 7 実教 生基 703 生物基礎 1

4 61 啓林館 生基 705 高等学校生物基礎 1

5 104 数研 生基 708 高等学校　生物基礎 1

6 183 第一 生基 710 高等学校　生物基礎 1

7 183 第一 生基 711 高等学校　新生物基礎 1

1 2 東書 地基 701 地学基礎 2

2 7 実教 地基 702 地学基礎 1

3 183 第一 地基 705 高等学校　地学基礎 1

1 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育 24

2 50 大修館 保体 702 新高等保健体育 4

3 183 第一 保体 703 高等学校　保健体育 Textbook 3

4 183 第一 保体 704 高等学校　保健体育 Activity 3

1 17 教出 音Ⅰ 701 音楽Ⅰ　Tutti＋ 7

2 27 教芸 音Ⅰ 702 高校生の音楽１ 6

3 27 教芸 音Ⅰ 703 MOUSA１ 16

4 89 友社 音Ⅰ 704 ON! 1 2

1 38 光村 美Ⅰ 701 美術１ 10

2 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１ 15

3 116 日文 美Ⅰ 703 高校美術 7

工芸Ⅰ 1 116 日文 工Ⅰ 701 工芸Ⅰ 3

1 2 東書 書Ⅰ 701 書道Ⅰ 4

2 6 教図 書Ⅰ 702 書Ⅰ 13

3 6 教図 書Ⅰ 703 書Ⅰプライマリーブック 13

4 17 教出 書Ⅰ 704 書道Ⅰ 1

5 38 光村 書Ⅰ 705 書Ⅰ 10

1 2 東書 ＣⅠ 701 All Aboard! English Communication Ⅰ 6

2 2 東書 ＣⅠ 702 Power On English CommunicationⅠ 4

3 2 東書 ＣⅠ 703 ENRICH LEARNING ENGLISH COMMUNICATIONⅠ 1

4 9 開隆堂 ＣⅠ 704 Amity English CommunicationⅠ 3

5 15 三省堂 ＣⅠ 707 ＣＲＯＷＮ English CommunicationⅠ 2

6 15 三省堂 ＣⅠ 708 ＭＹ　ＷＡＹ English CommunicationⅠ 1

7 15 三省堂 ＣⅠ 709 VISTA English CommunicationⅠ 6

8 61 啓林館 ＣⅠ 714 LANDMARK Fit　English　Communication  Ⅰ 1

9 104 数研 ＣⅠ 715 BLUE MARBLE English CommunicationⅠ 1

10 104 数研 ＣⅠ 716 BIG DIPPER English CommunicationⅠ 1

11 104 数研 ＣⅠ 717 COMET English CommunicationⅠ 7

12 183 第一 ＣⅠ 721 CREATIVE English Communication Ⅰ 1

13 183 第一 ＣⅠ 722 Vivid English Communication Ⅰ 1

14 212 桐原 ＣⅠ 723 Heartening English Communication Ⅰ 2

生物基礎

地学基礎

保健体育

音楽Ⅰ

英語コミュニケー
ションⅠ

書道Ⅰ

美術Ⅰ
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番号 略称 記号 番号
採択
学校数

種目 点
発行者 教科書

教科書名

1 2 東書 論Ⅰ 701 NEW FAVORITE English Logic and Expression Ⅰ 1

2 9 開隆堂 論Ⅰ 702 Amity English Logic and Expression Ⅰ 1

3 9 開隆堂 論Ⅰ 703 APPLAUSE ENGLISH LOGIC AND EXPRESSION Ⅰ 1

4 15 三省堂 論Ⅰ 704 CROWN Logic and ExpressionⅠ 1

5 15 三省堂 論Ⅰ 705 MY WAY Logic and ExpressionⅠ 5

6 15 三省堂 論Ⅰ 706 VISTA Logic and ExpressionⅠ 2

7 50 大修館 論Ⅰ 707 Genius English Logic and Expression Ⅰ 1

8 61 啓林館 論Ⅰ 708 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Advanced 1

9 61 啓林館 論Ⅰ 709 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Standard 3

10 104 数研 論Ⅰ 710 EARTHRISE English Logic and Expression I Advanced 1

11 231 いいずな 論Ⅰ 717 be English Logic and Expression ⅠClear 2

1 2 東書 家基 701 家庭基礎　自立・共生・創造 6

2 7 実教 家基 705 家庭基礎　気づく力　築く未来 11

3 7 実教 家基 706 Agenda  家庭基礎 2

4 7 実教 家基 707 図説家庭基礎 1

5 9 開隆堂 家基 708 家庭基礎　明日の生活を築く 3

6 50 大修館 家基 709 クリエイティブ・リビングCreative Living『家庭基礎』で生活をつくろう 1

7 183 第一 家基 710 高等学校　家庭基礎　持続可能な未来をつくる 4

1 2 東書 家総 701 家庭総合　自立・共生・創造 3

2 7 実教 家総 703 家庭総合 6

3 183 第一 家総 706 高等学校　家庭総合　持続可能な未来をつくる 1

1 2 東書 情Ⅰ 701 新編情報Ⅰ 3

2 2 東書 情Ⅰ 702 情報Ⅰ　Step Forward! 3

3 7 実教 情Ⅰ 703 高校情報Ⅰ　Python 3

4 7 実教 情Ⅰ 705 最新情報Ⅰ 7

5 7 実教 情Ⅰ 706 図説情報Ⅰ 2

6 104 数研 情Ⅰ 708 高等学校　情報Ⅰ 2

7 116 日文 情Ⅰ 710 情報Ⅰ 2

8 116 日文 情Ⅰ 711 情報Ⅰ図解と実習－図解編 1

9 116 日文 情Ⅰ 712 情報Ⅰ図解と実習－実習編 1

理数探求基礎 1 61 啓林館 理数 701 理数探究基礎　未来に向かって 1

1 7 実教 農業 701 農業と環境 6

2 7 実教 農業 702 農業と情報 3

3 7 実教 農業 703 植物バイオテクノロジー 1

家庭基礎

情報Ⅰ

家庭総合

論理・表現Ⅰ

農業(文部科学省検
定済教科書)
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番号 略称 記号 番号
採択
学校数

種目 点
発行者 教科書

教科書名

1 7 実教 工業 701 工業技術基礎 5

2 7 実教 工業 702 機械製図 3

3 7 実教 工業 703 電気製図 1

4 7 実教 工業 705 建築設計製図 2

5 7 実教 工業 706 土木製図 1

6 7 実教 工業 708 機械工作１ 1

7 7 実教 工業 709 機械工作２ 1

8 7 実教 工業 710 機械設計１ 3

9 7 実教 工業 711 機械設計２ 1

10 7 実教 工業 714 建築構造 1

11 7 実教 工業 715 測量 2

12 7 実教 工業 716 工業化学１ 1

13 7 実教 工業 718 工業情報数理 6

14 7 実教 工業 719 精選工業情報数理 1

15 7 実教 工業 720 電気回路１ 4

16 7 実教 工業 721 電気回路２ 2

17 7 実教 工業 722 精選電気回路 1

18 154 オーム 工業 723 工業情報数理 1

工業(文部科学省著
作教科書)

1 7 実教 工業 730 インテリア製図 1

1 7 実教 商業 701 ビジネス基礎 5

2 234 TAC 商業 703 ビジネス基礎 1

3 7 実教 商業 709 新簿記 5

4 7 実教 商業 715 最新情報処理　Advanced　Computing 5

5 7 実教 商業 716 情報処理　Prologue of Computer 1

1 201 海文堂 水産 701 水産海洋基礎 1

2 201 海文堂 水産 702 海洋情報技術 1

水産(文部科学省著
作教科書)

1 201 海文堂 水産 707 食品製造 1

1 7 実教 情報 701 情報産業と社会 1

2 7 実教 情報 702 情報の表現と管理 1

1 7 実教 福祉 701 社会福祉基礎 1

2 7 実教 福祉 702 介護福祉基礎 1

水産(文部科学省検
定済教科書)

福祉(文部科学省検
定済教科書)

情報（専門）(文部科
学省検定済教科書)

工業
(文部科学省検定済

教科書)

商業(文部科学省検
定済教科書)
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番号 略称 記号 番号
採択
学校数

種目 点
発行者 教科書

教科書名

■令和４年度使用教科書目録　第２部　（４２８点）
1 2 東書 国総 332 新編国語総合　 4

2 2 東書 国総 333 精選国語総合 1

3 15 三省堂 国総 338 精選国語総合　改訂版 1

4 15 三省堂 国総 339 明解国語総合　改訂版 4

5 183 第一 国総 362 高等学校　改訂版　新編国語総合 1

1 2 東書 国表 304 国語表現 1

2 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 10

3 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版 11

4 183 第一 国表 308 高等学校　改訂版　国語表現 4

1 15 三省堂 現Ａ 303 現代文Ａ 1

2 2 東書 現Ａ 306 現代文Ａ 4

3 183 第一 現Ａ 307 高等学校　改訂版　新編現代文Ａ 3

4 50 大修館 現Ａ 308 現代文Ａ　改訂版 2

1 2 東書 現Ｂ 321 新編現代文Ｂ 4

2 2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ 4

3 15 三省堂 現Ｂ 323 高等学校現代文Ｂ　改訂版 2

4 15 三省堂 現Ｂ 324 精選現代文Ｂ　改訂版 2

5 15 三省堂 現Ｂ 325 明解現代文Ｂ　改訂版 3

6 50 大修館 現Ｂ 332 新編現代文Ｂ　改訂版 3

7 104 数研 現Ｂ 333 改訂版　現代文Ｂ 2

8 117 明治 現Ｂ 336 新　高等学校現代文B 2

9 143 筑摩 現Ｂ 337 精選現代文B　改訂版 2

10 183 第一 現Ｂ 339 高等学校　改訂版　現代文Ｂ 1

11 183 第一 現Ｂ 340 高等学校　改訂版　標準現代文Ｂ 4

1 2 東書 古Ａ 301 古典Ａ 2

2 17 教出 古Ａ 302 古典文学選　古典Ａ 1

3 15 三省堂 古Ａ 306 古典Ａ 2

4 183 第一 古Ａ 314 高等学校　改訂版　標準古典A　物語選 5

5 50 大修館 古Ａ 315 古典Ａ　物語選　改訂版 4

1 2 東書 古Ｂ 329 新編古典Ｂ 4

2 2 東書 古Ｂ 330 精選古典Ｂ　新版 1

3 15 三省堂 古Ｂ 333 高等学校古典Ｂ　古文編　改訂版 1

4 15 三省堂 古Ｂ 334 高等学校古典Ｂ　漢文編　改訂版 1

5 15 三省堂 古Ｂ 335 精選古典Ｂ　改訂版 2

6 50 大修館 古Ｂ 339 古典Ｂ　改訂版 古文編 1

7 50 大修館 古Ｂ 340 古典Ｂ　改訂版 漢文編 1

8 50 大修館 古Ｂ 341 精選古典Ｂ　改訂版 1

9 50 大修館 古Ｂ 342 新編古典Ｂ　改訂版 1

10 104 数研 古Ｂ 343 改訂版　古典Ｂ　古文編 3

11 104 数研 古Ｂ 344 改訂版　古典Ｂ　漢文編 3

12 117 明治 古Ｂ 345 新　精選古典B　古文編 1

13 117 明治 古Ｂ 346 新　精選古典B　漢文編 1

14 183 第一 古Ｂ 353 高等学校　改訂版　標準古典B 5

国語総合

現代文Ａ

国語表現

古典Ｂ

古典Ａ

現代文Ｂ
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番号 略称 記号 番号
採択
学校数

種目 点
発行者 教科書

教科書名

1 2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ 4

2 7 実教 世Ａ 311 世界史Ａ　新訂版 1

3 7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版 7

4 46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 6

5 81 山川 世Ａ 315 現代の世界史　改訂版 2

6 81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版 1

7 183 第一 世Ａ 317 高等学校　改訂版　世界史Ａ 3

8 81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版 1

1 2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ 2

2 7 実教 世Ｂ 309 世界史Ｂ　新訂版 1

3 81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版 5

4 2 東書 世Ｂ 311 新選世界史Ｂ 1

5 81 山川 世Ｂ 313 新世界史　改訂版 3

6 81 山川 世Ｂ 314 高校世界史　改訂版 2

1 2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史 5

2 7 実教 日Ａ 309 高校日本史Ａ　新訂版 3

3 35 清水 日Ａ 310 高等学校　日本史Ａ　新訂版 2

4 81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版 1

5 183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来 13

6 7 実教 日Ａ 313 新日本史Ａ　新訂版 2

7 81 山川 日Ａ 314 現代の日本史　改訂版 3

1 81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 11

2 2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ 4

3 7 実教 日Ｂ 312 日本史Ｂ　新訂版 1

4 81 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版 5

5 81 山川 日Ｂ 315 新日本史　改訂版 2

1 2 東書 地Ａ 307 地理Ａ 5

2 46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 14

3 130 二宮 地Ａ 309 基本地理Ａ 2

4 183 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 2

5 35 清水 地Ａ 311 高等学校　現代地理Ａ　 新訂版 1

6 46 帝国 地Ａ 312 高校生の地理Ａ 1

1 46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 16

2 130 二宮 地Ｂ 305 新編　詳解地理Ｂ改訂版 2

3 2 東書 地Ｂ 306 地理Ｂ 2

1 46 帝国 地図 309 標準高等地図-地図でよむ現代社会- 3

2 46 帝国 地図 310 新詳高等地図 22

3 130 二宮 地図 311 詳解現代地図 2

4 130 二宮 地図 312 基本地図帳　改訂版 2

5 46 帝国 地図 313 地歴高等地図　-現代世界とその歴史的背景- 2

1 2 東書 現社 313 現代社会 2

2 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 4

3 35 清水 現社 316 高等学校　現代社会　新訂版 1

4 104 数研 現社 319 改訂版　現代社会 1

5 183 第一 現社 322 高等学校　改訂版　新現代社会 5

地理Ｂ

地理Ａ

現代社会

地図

世界史Ａ

日本史Ｂ

日本史Ａ

世界史Ｂ
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番号 略称 記号 番号
採択
学校数

種目 点
発行者 教科書

教科書名

1 35 清水 倫理 308 高等学校　新倫理　新訂版 2

2 183 第一 倫理 310 高等学校　改訂版　倫理 3

3 2 東書 倫理 311 倫理 5

4 7 実教 倫理 312 高校倫理　新訂版 4

5 35 清水 倫理 313 高等学校　現代倫理　新訂版 1

1 183 第一 政経 309 高等学校　改訂版　政治・経済 4

2 183 第一 政経 310 高等学校　新政治・経済 1

3 2 東書 政経 311 政治・経済 8

4 7 実教 政経 313 最新政治・経済　新訂版 3

5 104 数研 政経 317 改訂版　政治・経済 2

1 2 東書 数Ⅰ 302 新編数学Ⅰ 1

2 2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 2

3 7 実教 数Ⅰ 323 高校数学Ⅰ　新訂版 2

4 104 数研 数Ⅰ 330 改訂版　最新　数学Ⅰ 1

5 104 数研 数Ⅰ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅰ 2

1 2 東書 数Ⅱ 301 数学Ⅱ 1

2 2 東書 数Ⅱ 302 新編数学Ⅱ 1

3 2 東書 数Ⅱ 317 数学Ⅱ　Advanced 2

4 2 東書 数Ⅱ 318 数学Ⅱ　Standard 3

5 2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ 4

6 7 実教 数Ⅱ 321 新版数学Ⅱ　新訂版 1

7 7 実教 数Ⅱ 323 高校数学Ⅱ　新訂版 1

8 61 啓林館 数Ⅱ 326 新編　数学Ⅱ改訂版 1

9 104 数研 数Ⅱ 327 改訂版　数学Ⅱ 2

10 104 数研 数Ⅱ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ 3

11 104 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ 5

12 104 数研 数Ⅱ 330 改訂版　最新　数学Ⅱ 5

13 104 数研 数Ⅱ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅱ 3

1 2 東書 数Ⅲ 302 新編数学Ⅲ 1

2 2 東書 数Ⅲ 315 数学Ⅲ　Advanced 2

3 2 東書 数Ⅲ 316 数学Ⅲ　Standard 2

4 61 啓林館 数Ⅲ 321 新編　数学Ⅲ改訂版 2

5 104 数研 数Ⅲ 322 改訂版　数学Ⅲ 2

6 104 数研 数Ⅲ 323 改訂版　高等学校　数学Ⅲ 3

7 104 数研 数Ⅲ 324 改訂版　新編　数学Ⅲ 3

8 104 数研 数Ⅲ 325 改訂版　最新　数学Ⅲ 3

1 2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ 1

2 2 東書 数Ａ 317 数学Ａ　Advanced 1

3 2 東書 数Ａ 318 数学Ａ　Standard 3

4 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 4

5 7 実教 数Ａ 322 新数学Ａ 1

6 7 実教 数Ａ 323 高校数学Ａ　新訂版 2

7 104 数研 数Ａ 328 改訂版　高等学校　数学Ａ 1

8 104 数研 数Ａ 330 改訂版　最新　数学Ａ 3

9 104 数研 数Ａ 331 改訂版　新　高校の数学Ａ 5

数学Ⅱ

政治・経済

数学Ａ

数学Ⅲ

数学Ⅰ

倫理
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番号 略称 記号 番号
採択
学校数

種目 点
発行者 教科書

教科書名

1 2 東書 数Ｂ 302 新編数学Ｂ 1

2 2 東書 数Ｂ 316 数学Ｂ　Advanced 2

3 2 東書 数Ｂ 317 数学Ｂ　Standard 3

4 2 東書 数Ｂ 318 新数学Ｂ 2

5 7 実教 数Ｂ 320 新版数学Ｂ　新訂版 1

6 7 実教 数Ｂ 321 高校数学Ｂ　新訂版 1

7 61 啓林館 数Ｂ 324 新編　数学Ｂ改訂版 1

8 104 数研 数Ｂ 325 改訂版　数学Ｂ 2

9 104 数研 数Ｂ 326 改訂版　高等学校　数学Ｂ 3

10 104 数研 数Ｂ 327 改訂版　新編　数学Ｂ 4

11 104 数研 数Ｂ 328 改訂版　最新　数学Ｂ 4

1 7 実教 数活 301 数学活用 4

2 61 啓林館 数活 302 数学活用 2

1 61 啓林館 科人 302 科学と人間生活 2

2 104 数研 科人 308 新　科学と人間生活 1

3 183 第一 科人 309 高等学校　改訂　科学と人間生活 2

1 2 東書 物基 311 改訂　物理基礎 1

2 2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎 4

3 61 啓林館 物基 315 物理基礎　改訂版 1

4 61 啓林館 物基 316 考える物理基礎 1

5 61 啓林館 物基 317 考える物理基礎　マイノート 1

6 104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 2

7 104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎 5

8 183 第一 物基 321 高等学校　改訂　新物理基礎 5

1 2 東書 物理 308 改訂　物理 4

2 61 啓林館 物理 310 物理　改訂版 3

3 61 啓林館 物理 311 総合物理１　様々な運動　熱　波 1

4 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

5 104 数研 物理 313 改訂版　物理 5

6 104 数研 物理 314 改訂版　総合物理１　力と運動・熱 2

7 104 数研 物理 315 改訂版　総合物理２　波・電気と磁気・原子 2

8 183 第一 物理 316 高等学校　改訂　物理 2

1 61 啓林館 化基 307 新編　化学基礎 1

2 2 東書 化基 313 改訂　化学基礎 2

3 2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 6

4 7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版 3

5 104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎 5

6 104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎 9

7 183 第一 化基 322 高等学校　改訂　新化学基礎 4

1 2 東書 化学 309 改訂　新編化学 7

2 7 実教 化学 310 化学　新訂版 1

3 7 実教 化学 311 新版化学　新訂版 3

4 104 数研 化学 313 改訂版　化学 8

5 104 数研 化学 314 新編　化学 1

6 183 第一 化学 315 高等学校　改訂　化学 3

数学活用

化学基礎

化学

物理

物理基礎

科学と人間生活

数学Ｂ
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番号 略称 記号 番号
採択
学校数

種目 点
発行者 教科書

教科書名

1 2 東書 生基 311 改訂　生物基礎 1

2 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎 6

3 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版 4

4 61 啓林館 生基 315 生物基礎　改訂版 1

5 104 数研 生基 316 改訂版　生物基礎 2

6 104 数研 生基 317 改訂版　新編　生物基礎 5

7 183 第一 生基 319 高等学校　改訂　新生物基礎 6

1 2 東書 生物 306 改訂　生物 5

2 2 東書 生物 307 スタンダード生物 7

3 7 実教 生物 308 生物　新訂版 1

4 61 啓林館 生物 309 生物　改訂版 2

5 104 数研 生物 310 改訂版　生物 6

6 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物 6

1 104 数研 地基 304 地学基礎 1

2 2 東書 地基 306 改訂　地学基礎 4

3 7 実教 地基 307 地学基礎　新訂版 1

4 61 啓林館 地基 308 地学基礎　改訂版 3

5 104 数研 地基 309 新編　地学基礎 2

6 183 第一 地基 310 高等学校　改訂　地学基礎 3

地学 1 61 啓林館 地学 303 地学　改訂版 1

1 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 19

2 50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 9

3 183 第一 保体 306 高等学校　改訂版　保健体育 2

1 17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti 2

2 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１ 1

3 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 1

1 17 教出 音Ⅱ 308 高校音楽Ⅱ 改訂版 Music View 1

2 27 教芸 音Ⅱ 309 高校生の音楽２ 2

3 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２ 8

4 89 友社 音Ⅱ 312 改訂版　ON! 2 1

1 17 教出 音Ⅲ 304 音楽Ⅲ　改訂版 1

2 27 教芸 音Ⅲ 305 Joy of Music 1

3 89 友社 音Ⅲ 306 改訂版　高校生の音楽3 1

1 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 1

2 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 3

1 116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２ 2

2 38 光村 美Ⅱ 303 美術２ 2

3 116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２ 7

美術Ⅲ 1 116 日文 美Ⅲ 304 高校生の美術３ 1

工芸Ⅰ 1 116 日文 工Ⅰ 301 工芸Ⅰ 3

工芸Ⅱ 1 116 日文 工Ⅱ 301 工芸Ⅱ 2

美術Ⅱ

美術Ⅰ

音楽Ⅲ

生物

音楽Ⅱ

生物基礎

音楽Ⅰ

保健体育

地学基礎
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種目 点
発行者 教科書

教科書名

1 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 2

2 6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 1

3 38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ 1

1 2 東書 書Ⅱ 305 書道Ⅱ 1

2 6 教図 書Ⅱ 306 書Ⅱ 5

3 38 光村 書Ⅱ 308 書Ⅱ 2

書道Ⅲ 1 38 光村 書Ⅲ 305 書Ⅲ 1

1 2 東書 コⅠ 328 All Aboard! English Communication Ⅰ 1

2 15 三省堂 コⅠ 333 CROWN English Communication Ⅰ New Edition 1

3 15 三省堂 コⅠ 335 VISTA English Communication Ⅰ New Edition 3

4 104 数研 コⅠ 344 Revised COMET English Communication Ⅰ 3

1 2 東書 コⅡ 326 All Aboard! English CommunicationⅡ 6

2 2 東書 コⅡ 327 Power On English CommunicationⅡ 4

3 9 開隆堂 コⅡ 329 Revised ENGLISH NOW English Communication Ⅱ 1

4 15 三省堂 コⅡ 331 CROWN English Communication Ⅱ New Edition 3

5 15 三省堂 コⅡ 332 MY WAY English Communication Ⅱ New Edition 1

6 15 三省堂 コⅡ 333 VISTA English Communication Ⅱ New Edition 5

7 17 教出 コⅡ 334 NEW ONE WORLD CommunicationⅡ Revised Edition 2

8 50 大修館 コⅡ 335 Compass English CommunicationⅡ Revised 1

9 61 啓林館 コⅡ 337 Revised ELEMENT English Communication Ⅱ 1

10 104 数研 コⅡ 342 Revised COMET English Communication Ⅱ 6

11 183 第一 コⅡ 349 Vivid English CommunicationⅡ NEW EDITION 1

12 212 桐原 コⅡ 353 PRO-VISION English Communication Ⅱ New Edition 2

13 212 桐原 コⅡ 354 WORLD TREK English Communication Ⅱ New Edition 1

1 2 東書 コⅢ 301 All Aboard! Communication English Ⅲ 1

2 2 東書 コⅢ 326 Power On English Communication Ⅲ 4

3 15 三省堂 コⅢ 329 CROWN English Communication Ⅲ New Edition 2

4 17 教出 コⅢ 331 NEW ONE WORLD CommunicationⅢ Revised Edition 2

5 50 大修館 コⅢ 332 Compass English Communication Ⅲ Revised 1

6 61 啓林館 コⅢ 334 Revised ELEMENT English Communication Ⅲ 1

7 183 第一 コⅢ 344 Perspective English CommunicationⅢ NEW EDITION 1

8 183 第一 コⅢ 345 Vivid English Communication Ⅲ NEW EDITION 1

9 212 桐原 コⅢ 347 PRO-VISION English Communication Ⅲ New Edition 2

10 212 桐原 コⅢ 348 WORLD TREK English Communication Ⅲ New Edition 1

1 2 東書 英Ⅰ 322 NEW FAVORITE English Expression Ⅰ 2

2 15 三省堂 英Ⅰ 324 MY WAY English Expression Ⅰ New Edition 3

3 15 三省堂 英Ⅰ 325 SELECT English Expression Ⅰ New Edition 7

4 61 啓林館 英Ⅰ 329 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Standard 3

5 61 啓林館 英Ⅰ 330 Vision Quest English Expression Ⅰ Core 1

6 183 第一 英Ⅰ 337 Vivid English　Expression ⅠNEW EDITION 1

コミュニケーション
英語Ⅲ

コミュニケーション
英語Ⅱ

コミュニケーション
英語Ⅰ

書道Ⅱ

書道Ⅰ

英語表現Ⅰ
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令和４年度使用教科書（種目別） 12/16

番号 略称 記号 番号
採択
学校数

種目 点
発行者 教科書

教科書名

1 109 文英堂 英Ⅱ 311 Grove English Expression Ⅱ 1

2 2 東書 英Ⅱ 317 NEW FAVORITE English Expression Ⅱ 3

3 15 三省堂 英Ⅱ 319 MY WAY English Expression Ⅱ New Edition 4

4 50 大修館 英Ⅱ 321 Departure English Expression Ⅱ Revised 1

5 61 啓林館 英Ⅱ 322 Vision Quest English Expression Ⅱ Ace 3

6 61 啓林館 英Ⅱ 323 Vision Quest English Expression Ⅱ Hope 4

7 104 数研 英Ⅱ 326 Revised BIG DIPPER English Expression Ⅱ 3

8 212 桐原 英Ⅱ 334 EMPOWER English Expression Ⅱ Essential Course 1

1 2 東書 英会 301 Hello there! English Conversation 6

2 15 三省堂 英会 302 SELECT English Conversation 4

3 61 啓林館 英会 303 Sailing English Conversation 1

4 109 文英堂 英会 304 My Passport English Conversation 3

1 2 東書 家基 311 家庭基礎　自立・共生・創造 3

2 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 1

3 9 開隆堂 家基 317 家庭基礎　明日の生活を築く 1

4 183 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 1

1 6 教図 家総 302 家庭総合　ともに生きる　明日をつくる 1

2 2 東書 家総 307 家庭総合　自立・共生・創造 2

3 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 6

4 9 開隆堂 家総 310 家庭総合　明日の生活を築く 2

5 183 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

生活デザイン 1 7 実教 生デ 301 生活デザイン 4

1 104 数研 社情 305 高等学校　社会と情報 1

2 7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版 4

3 7 実教 社情 312 高校社会と情報　新訂版 1

1 2 東書 情科 306 情報の科学 2

2 7 実教 情科 307 最新情報の科学　新訂版 1

1 178 農文協 農業 302 農業と環境 1

2 7 実教 農業 304 草花 8

3 7 実教 農業 305 食品製造 6

4 7 実教 農業 306 植物バイオテクノロジー 2

5 178 農文協 農業 307 植物バイオテクノロジー 1

6 7 実教 農業 311 野菜 7

7 7 実教 農業 312 果樹 1

8 7 実教 農業 313 農業経営 3

9 7 実教 農業 318 作物 3

10 7 実教 農業 319 畜産 1

11 7 実教 農業 320 農業機械 1

12 7 実教 農業 325 農業と環境　新訂版 3

13 7 実教 農業 326 生物活用 7

14 7 実教 農業 327 グリーンライフ 5

家庭総合

英語会話

英語表現Ⅱ

家庭基礎

農業
(文部科学省検定済

教科書)

情報の科学

社会と情報

- 61 -



令和４年度使用教科書（種目別） 13/16

番号 略称 記号 番号
採択
学校数

種目 点
発行者 教科書

教科書名

1 7 実教 農業 308 森林科学 2

2 201 海文堂 農業 309 農業土木設計 1

3 201 海文堂 農業 310 造園計画 2

4 179 電機大 農業 314 動物バイオテクノロジー 1

5 7 実教 農業 315 森林経営 1

6 7 実教 農業 316 林産物利用 2

7 179 電機大 農業 317 水循環 1

8 179 電機大 農業 321 農業経済 1

9 179 電機大 農業 322 農業土木施工 1

10 179 電機大 農業 323 造園技術 3

11 179 電機大 農業 324 環境緑化材料 2

農業
(文部科学省著作教

科書)
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令和４年度使用教科書（種目別） 14/16

番号 略称 記号 番号
採択
学校数

種目 点
発行者 教科書

教科書名

1 7 実教 工業 302 機械製図 4

2 7 実教 工業 303 電気製図 3

3 7 実教 工業 305 建築設計製図 1

4 7 実教 工業 308 工業数理基礎 2

5 7 実教 工業 313 生産システム技術 4

6 7 実教 工業 314 環境工学基礎 2

7 7 実教 工業 315 機械工作１ 3

8 7 実教 工業 316 機械工作２ 3

9 7 実教 工業 317 新機械工作 1

10 7 実教 工業 318 新機械設計 3

11 7 実教 工業 319 機械設計１ 2

12 7 実教 工業 320 機械設計２ 3

13 7 実教 工業 321 電子機械 3

14 7 実教 工業 322 自動車工学１ 1

15 7 実教 工業 323 自動車工学２ 1

16 7 実教 工業 333 プログラミング技術 6

17 7 実教 工業 334 建築構造 1

18 7 実教 工業 345 原動機 4

19 7 実教 工業 346 電子機械応用 2

20 7 実教 工業 347 自動車整備 1

21 154 オーム 工業 355 電子技術 1

22 174 コロナ 工業 357 電子回路 1

23 7 実教 工業 358 電子計測制御 5

24 7 実教 工業 359 電子情報技術 4

25 7 実教 工業 360 ハードウェア技術 4

26 7 実教 工業 361 ソフトウェア技術 3

27 7 実教 工業 362 建築計画 3

28 7 実教 工業 363 建築構造設計 2

29 7 実教 工業 364 土木基礎力学１ 2

30 7 実教 工業 365 土木基礎力学２ 2

31 7 実教 工業 366 土木施工 2

32 7 実教 工業 367 化学工学 1

33 7 実教 工業 374 通信技術 4

34 7 実教 工業 375 コンピュータシステム技術 3

35 7 実教 工業 376 建築施工 2

36 7 実教 工業 377 建築法規 2

37 7 実教 工業 378 土木構造設計 2

38 7 実教 工業 379 社会基盤工学 2

39 7 実教 工業 380 地球環境化学 1

40 7 実教 工業 385 情報技術基礎　新訂版 1

41 7 実教 工業 388 電気基礎１　新訂版 2

42 7 実教 工業 389 電気基礎２　新訂版 4

43 7 実教 工業 390 精選電気基礎　新訂版 2

44 7 実教 工業 391 電気機器　新訂版 4

45 7 実教 工業 392 電力技術１　新訂版 4

46 7 実教 工業 393 電力技術２　新訂版 4

47 7 実教 工業 394 電子技術　新訂版 3

48 7 実教 工業 395 電子回路　新訂版 3

工業
(文部科学省検定済

教科書)
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令和４年度使用教科書（種目別） 15/16

番号 略称 記号 番号
採択
学校数

種目 点
発行者 教科書

教科書名

1 7 実教 工業 337 工業化学２ 1

2 7 実教 工業 338 設備計画 1

3 7 実教 工業 339 衛生・防災設備 1

4 7 実教 工業 342 インテリア計画 1

5 201 海文堂 工業 343 インテリアエレメント生産 1

6 7 実教 工業 369 インテリア製図 2

1 7 実教 商業 315 商品開発 1

2 7 実教 商業 316 ビジネス経済 2

3 7 実教 商業 324 最新プログラミング 2

4 7 実教 商業 325 広告と販売促進 5

5 7 実教 商業 326 ビジネス経済応用 1

6 7 実教 商業 333 ビジネス情報管理 2

7 7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版 7

8 190 東法 商業 335 ビジネス基礎　新訂版 1

9 7 実教 商業 336 マーケティング　新訂版 5

10 7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 6

11 7 実教 商業 339 高校簿記　新訂版 3

12 190 東法 商業 340 簿記　新訂版 2

13 7 実教 商業 342 情報処理　新訂版 5

14 7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版 4

15 190 東法 商業 344 情報処理　新訂版 1

16 7 実教 商業 345 ビジネス実務　新訂版 3

17 7 実教 商業 347 新財務会計Ⅰ　新訂版 4

18 7 実教 商業 350 原価計算　新訂版 5

19 7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版 5

20 190 東法 商業 353 ビジネス情報　新訂版 3

21 7 実教 商業 354 経済活動と法　新訂版 5

22 190 東法 商業 355 経済活動と法　新訂版 1

23 230 ネット 商業 356 使える財務会計Ⅱ 1

24 230 ネット 商業 357 楽しい管理会計 1

25 7 実教 商業 358 電子商取引　新訂版 3

1 201 海文堂 水産 303 漁業 1

2 201 海文堂 水産 304 船用機関１ 1

3 201 海文堂 水産 305 船用機関２ 1

4 201 海文堂 水産 306 電気理論１ 1

5 201 海文堂 水産 307 電気理論２ 1

6 7 実教 水産 309 食品製造 1

7 201 海文堂 水産 310 船舶運用 1

8 201 海文堂 水産 313 海洋環境 1

9 201 海文堂 水産 314 食品管理１ 1

10 201 海文堂 水産 315 食品管理２ 1

11 201 海文堂 水産 316 航海・計器 1

12 201 海文堂 水産 317 機械設計工作 1

13 201 海文堂 水産 318 海洋生物 1

14 7 実教 水産 319 水産流通 1

1 7 実教 家庭 303 生活産業情報 6

2 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

3 7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 11

4 7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版 12

5 6 教図 家庭 312 フードデザインcooking&arrangement 7

6 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 15

水産
(文部科学省著作教

科書)

家庭（専門）
(文部科学省検定済

教科書)

商業
(文部科学省検定済

教科書)

工業
(文部科学省著作教

科書)
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令和４年度使用教科書（種目別） 16/16

番号 略称 記号 番号
採択
学校数

種目 点
発行者 教科書

教科書名

1 6 教図 家庭 308 消費生活 5

2 6 教図 家庭 309 子ども文化 13

3 6 教図 家庭 310 服飾文化 1

1 7 実教 情報 301 情報の表現と管理 2

2 7 実教 情報 302 情報産業と社会 1

3 7 実教 情報 303 情報と問題解決 1

4 7 実教 情報 304 情報テクノロジー 2

5 7 実教 情報 305 アルゴリズムとプログラム 1

6 7 実教 情報 306 情報メディア 2

7 7 実教 情報 307 ネットワークシステム 1

8 7 実教 情報 308 データベース 2

9 7 実教 情報 309 情報デザイン 5

1 7 実教 福祉 301 社会福祉基礎 3

2 7 実教 福祉 302 介護福祉基礎 5

3 7 実教 福祉 303 生活支援技術 4

4 7 実教 福祉 304 こころとからだの理解 3

5 7 実教 福祉 305 コミュニケーション技術 4

6 7 実教 福祉 306 介護過程 1

■令和３年度使用教科書目録　第１部　（３点）
1 50 大修館 国総 347 新編国語総合　改訂版 2

2 183 第一 国総 360 高等学校改訂版国語総合 1

3 183 第一 国総 361 高等学校　改訂版　標準国語総合 2

福祉（専門）
(文部科学省検定済

教科書)

家庭（専門）
(文部科学省著作教

科書)

国語総合

情報（専門）
(文部科学省検定済

教科書)
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課程名

様式３

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立鳥取東高等学校

 記載責任者氏名 山本　久美子

＜Ａ４判＞

全日制

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また、本文、
表現等が正確である。

地理歴史
内容が本校の生徒の実態、指導内容に適している。また、図表や写真、資料が適切であ
る。

公民
内容が本校の生徒の実態、指導内容に適している。また、図表や写真、資料が適切であ
る。

数学
取り扱っている問題の難易度が適切である。程度が本校生徒の実態に即しており、内容
が教科・科目の目標に適合している。また、探究活動等に適した題材が揃っている。

理科
本文が正確で、親しみやすい図表を効果的に盛り込むなど随所に工夫がみられる。ま
た、程度が本校生徒の実情に合っており、教科・科目の目標に沿った内容となってい
る。

保健体育 内容が教科・科目の目標に適合しており、且つ程度が本校生徒の実態に即し適当である。

商業

水産

芸術 内容のレベルが本校の生徒に合っている。

外国語
本文が正確で、内容・程度ともに本校生徒の実態に即している。また、内容が系統だった作りになってお
り、学習指導しやすい。教科・科目の目標に合致しているだけでなく、本校生徒が大学入試に向かってい
くのに必要なスキルを習得できるため、選定した。

家庭
程度が生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また、図表が多く
教科の目標を達成するよう、適切な創意・工夫がなされている。

情報

理数

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業

工業

情報
内容が教科・科目の目標に適合している。程度が生徒の実態に即し、適当である。教科
の目標を達成するよう、適切な創意・工夫がなされている。

福祉

家庭
程度が生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また、教科の目標
を達成するよう、適切な創意・工夫がなされている。

看護

- 66 -
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課程名

全日制

様式３

令和4年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立鳥取西高等学校

 記載責任者氏名 礒江　愛子

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
良質の文章が掲載されており、言語活動への案内が柔軟であり、幅広い知識を養い教養
を深めることのできる内容であり、教材の難易度が生徒の実情に適っている。

地理歴史
内容が豊富であり、発展的な内容もバランスよく配置されており、本校生徒の能力・適
性にあっている。世界のなかの日本の動向にも関連させながら、自国の文化と他国を尊
重する態度を養うとともに、それらを主体的に考察できる内容となっている。

公民
現代社会の諸問題を多面的な視野に立って学習でき、自らの生き方在り方を考察できる
ような構成になっている。また、発展的な内容もバランスよく配置されており、本校生
徒の実態に即した内容である。

数学
本校の教科の目標に適合しており、生徒の実態に即して適当である。また、重要な問題
が充実しており、学習に万全である。系統的な配列で理解しやすく、背景や実用性など
の奥深さにも触れ、生徒の興味・関心を持たせる内容が豊富である。

理科
内容が系統的で解説・問題・実験なども適切な表記がなされており、その分量もよい。
印刷が鮮明で、図、写真などの体裁もよい。本校の生徒に対してその内容が目標到達に
適合している。

保健体育
内容が教科・科目の目標に適合している。内容が系統的であり、配列や関連付けも適切
で分量もよい。教科の目標を達成するよう、適切な創意・工夫がなされている。

芸術
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また、本文、
図版等が正確であり、鮮明である。

外国語
語彙レベル・題材が生徒の実態に適している。４技能５領域の英語力を統合的に伸長す
るための活動もデザインしやすい創意・工夫がなされている。

家庭
教科・科目の目標に適合した内容であり、系統的で生徒の実態に即している。また、題
材の配列や関連付けも適切で、創意・工夫がなされている。

情報
教科の目標が達成できるように適切な創意・工夫がなされている。また程度が生徒の実
態に即し、適当である。授業を支援するコンテンツも充実している。

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業

工業

商業

水産

家庭

看護

情報

福祉

＜Ａ４判＞
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課程名

全日制

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立鳥取県立鳥取商業高等学校

 記載責任者氏名 濱橋　吉恵

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
内容が教科・科目の目標に適合しており、程度が本校生徒の実態に即している。また、
題材の配列、分量も適切で、色覚的にも生徒にとって読みやすいものとなっている。

地理歴史
程度が本校生徒の実態に即し、内容もわかりやすい。また、図や写真など資料が見やす
い。

公民
程度が本校生徒の実態に即し、内容もわかりやすい。また、図や写真など資料が見やす
い。

数学
教科書の難易度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。

理科
難易度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合していて、配列や関連
付けも適切である。

保健体育
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また、本文、
表現等が正確で資料等が最新である。

芸術
内容が各科目の目標に適合しており、内容の関連付けや分量も適切である。

外国語
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また、題材が
生徒に興味深いものが多く、それを基に意見交換がしやすい内容が多い。

家庭
本文、図表、表現等が正確で、内容の配列や関連づけも適切である。また内容の程度も
本校の生徒の実態に即しており、教科の目標を達成するのに適している。

情報

理数

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業

工業

商業
　内容が、教科・科目の目標に適合しており、程度が生徒の実態に即している。学習内
容は合理的にまとめられた構成であり、具体的事例や統計資料等が多くあるなど、教科
の目標を達成できるよう、適切な創意・工夫がなされている。

水産

家庭

看護

情報

福祉
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課程名

全日制

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立鳥取工業高等学校

 記載責任者氏名 岡本　宏

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
教科・科目の目標を達成するよう適切に創意工夫がされている。また、写真や図版も適
宜掲載され、生徒にとって読みやすいものとなっている。

地理歴史
程度が本校生徒の実態に即している。また、内容は系統的であり理解しやすい。図表・
写真などの分量もよく、生徒の興味・関心を引き付ける工夫がなされている。

公民
程度が本校生徒の実態に即している。また、内容は系統的であり理解しやすい。図表・
写真などの分量もよく、生徒の興味・関心を引き付ける工夫がなされている。

数学
程度が生徒の実態に即し適当であり、見やすく丁寧な説明がなされている。基礎的な内
容が中心だが、応用問題等も含まれており理解度の高い生徒も意欲的に取り組めるよう
工夫されている。デジタル教科書などの教材も充実している。

理科
文章が分かりやすい。予習や復習などをするとき、生徒自ら要点を見つけやすい構成に
なっている。また、図や写真などが豊富にのせてあり、より科学を身近に感じさせる工
夫がなされている。

保健体育
程度が本校生徒の実態に即している。また、内容は系統的であり理解しやすい。図表・
写真などの分量もよく、生徒の興味・関心を引き付ける工夫がなされている。

芸術
（音楽）

一つ一つの項目の説明がわかりやすく、カラーページでとても美しい。また、教科の目
標を達成するよう、関心を導くような適切な創意・工夫がなされていて素晴らしい。

芸術
（美術）

程度が本校生徒の実態に即し、教科の目標を達成するよう創意・工夫がなされている。
内容が系統的であり、配列や関連付けも適切で分量もよく印刷も鮮明である。

芸術
（書道）

程度が本校生徒の実態に即し、教科の目標を達成するよう創意・工夫がなされている。
内容が系統的であり、配列や関連付けも適切で分量もよい。

外国語
内容、程度が生徒の実態に即している。図表、写真などの分量もよく、生徒の興味、関
心を引き付ける工夫がなされている。また、生徒の活動を促す構成になっている。

家庭
内容が科目の目標に適合し系統的であり、配置や関連付けも適切である。図表なども適
切に創意・工夫がなされている。

情報
程度が本校生徒の実態に即し、内容も理解しやすく教科・科目の目標にも適合してい
る。

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科

（

専
門
教
科
）

工業
（機械科）

程度が本校生徒の実態に即し、内容も図・グラフ・例題が多く表現も平易でありわかり
やすい。

工業
（制御・情報科）

程度が本校生徒の実態に即し、内容も図・グラフ・例題が多く表現も平易でありわかり
やすい。

工業
（電気科）

内容や程度が本校生徒の実態に即している。図表は豊富であり、しかも生徒の興味・関
心を引き付ける工夫がなされている。文章表現も平易でわかりやすい。

工業
（建設工学科）

程度が本校生徒の実態に即している。図表は豊富であり、しかも生徒の興味・関心を引
き付ける工夫がなされている。例題は学習内容を確認するために適当であり、また章末
問題等で理解力を向上させることもできる。
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課程名

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立鳥取湖陵高等学校
全日制

 記載責任者氏名 福田　栄

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。
また、本文、表現等が正確であり、配列や関連付けも適切である。

地理歴史
本文、図表、表現などが正確であり、配列や関連付けも適切である。
また、印刷が鮮明で見やすく、程度が本校生徒の実態に即している。

公民
程度が本校生徒の実態に即しており、本文、表現等が正確である。
また、教科の目標を達成するよう、適切な創意・工夫がなされている。

数学
程度が本校生徒の実態に即し、適当である。
教科の目標を達成するよう、適切な創意・工夫がなされている。

理科 程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。

保健体育 程度が本校生徒の実態に即し、適当である。

芸術
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。
印刷が鮮明であり、造本も適切で体裁もよく、障がいその他の特性の有無にかかわらず
生徒にとって読みやすいものになっている。

外国語
程度が本校生徒の実態に即し、適当である。教科の目標を達成するよう、適切な創意・
工夫がなされている。

家庭
程度が本校生徒の実態に即し、適当である。本文、図、表現等が正確である。また、内
容が系統的であり、配列や関連付けも適切で分量もよい。

情報

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。印刷が鮮明で
あり、造本も適切で体裁もよく、障がいその他の特性の有無にかかわらず生徒にとって
読みやすいものになっている。

工業
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。
また、本文、図表、表現等が正確であり、誤記、誤植又は脱字がない。

商業
内容が教科・科目の目標に適合している。
また、教科の目標を達成するよう、適切な創意・工夫がなされている。

水産

家庭
程度が本校生徒の実態に即し、適当である。また、内容が系統的であり、配列や関連付
けも適切で分量もよい。

看護

情報 他に発行されていないため。

福祉 他に発行されていないため。
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課程名

定時制

様式３

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取緑風高等学校

 記載責任者氏名 荻原　真司

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また、本文・
表現等が正確である。

地理歴史
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また、本文・
表現等が正確である。造本も適切で体裁もよい。

公民
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また、本文・
表現等が正確である。造本も適切で体裁もよい。

数学
程度が生徒の実態に即し、適当である。基礎基本の充実が図れると判断する。

理科
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。図表等の資料
も見やすく、分かりやすい。教科の目標を達成するよう適切な創意・工夫がなされてい
る。

保健体育
程度が本校生徒の実態に即し、分量も良い。また、本文・図表・表現等が正確かつ分か
りやすく適当である。

芸術
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また、本文・
表現等が正確である。造本も適切で体裁もよい。

外国語
程度が本校生徒の実態に即し、適当である。写真や図などの視覚的補助材料もあり、工
夫がなされている。

家庭
程度が生徒の実態に即し、適当である。内容は系統的であり、図表等の資料も見やす
く、教科の目標を達せするよう適切な創意・工夫がなされている。

情報
社会と情報は、生徒の実態と教科内容を考慮して選定。情報の科学は社会と情報と同じ
会社とならないように配慮した。

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業
内容が科目の目標に適合しており、図表グラフ等が分かりやすい。

工業

商業
生徒の実態に即しており、分かりやすい。表現や色使いなどを見やすい。
内容が系統的であり、配列や関連付けも適切で分かりやすい。

水産

家庭
程度が生徒の実態に即し適当である。内容は系統的であり、教科の目標を達成するよう
適切な創意・工夫がなされている。

看護

情報

福祉

＜Ａ４判＞
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課程名

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立鳥取緑風高等学校
通信制

 記載責任者氏名 森　澤　　公　雄

国語 ・全国高等学校通信制教育研究会の投票結果による

地理歴史
・全国高等学校通信制教育研究会の投票結果による
・本校生徒の実態に即した程度であり、内容が教科・科目の目標に適合しているととも
に、印刷が鮮明である。

公民 ・全国高等学校通信制教育研究会の投票結果による

数学 ・全国高等学校通信制教育研究会の投票結果による

理科
・全国高等学校通信制教育研究会の投票結果による
・説明が丁寧で内容が本校生徒の実態に合っている。

保健体育 ・全国高等学校通信制教育研究会の投票結果による

芸術 ・全国高等学校通信制教育研究会の投票結果による

外国語
・全国高等学校通信制教育研究会の投票結果による
・本校生徒の実態に即し、内容が教科、科目の目標に適合している。

家庭 ・全国高等学校通信制教育研究会の投票結果による

情報 ・全国高等学校通信制教育研究会の投票結果による

理数

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業

工業

商業
・全国高等学校通信制教育研究会の投票結果による
・本校生徒の実態に合致しており、教科・科目の目標に適合している。

水産

家庭
・本校生徒の実態に即した程度であり、内容が教科・科目の目標に適合しているととも
に、系統的で適切である。

看護

情報 ・本校生徒の実態に合致しており、教科・科目の目標に適合している。

福祉

様式３ ＜Ａ４判＞
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課程名

全日制

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立青谷高等学校

 記載責任者氏名 岡田　麻衣

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語

「現代の国語」「言語文化」に関しては３年間を見通し、２・３年次で学習する「論理
国語」にスムーズに移行できる教科書を選定した。「国語表現」はより実践的・総合的
に活用できるものを選んだ。「古典Ａ」については本校の生徒の実情に即し、分量や程
度を重視して選定した。

地理歴史
一単元が見開きで構成され、図や写真が豊富で生徒にとって読みやすく、程度が生徒の
実態に即し適当であることから選定した。

公民
内容が系統的であり、配列も身近な生活から始まり、最終的に国際社会で終わるなど進
めやすく、関連付けも適切で分量もよいことから選定した。

数学
提示されている例題や問いが適切で、本校の生徒の実態に即している。また、本文や図
表等が大きめで鮮明であり、内容を理解しやすいと思われるので選定した。

理科
図や写真が多く、文章表現が分かりやすい。程度が本校の生徒の実態に即していること
から選定した。

保健体育
内容が教科・科目の目標に適合し、見開きで構成されていて進度も計画しやすい。資
料、写真等もカラーで分かりやすく、文字の量とのバランスも良いことから選定した。

芸術
音楽、美術、書道、工芸ともに分野の扱い方のバランスがよく、使いやすいことから選
定した。

外国語
主に英文の難易度、文量、ページの構成、題材という観点に立ち、教科書を比較検討し
た結果、概念的な内容をイラストを用いるなどして、分かり易く説明ができるよう工夫
された教科書を選定した。

家庭
最低限の資料（食品成分表等）も掲載されており使いやすいうえに、内容構成に創意工
夫があり、本校生徒の実態に即していることから選定した。

情報 本校生徒の実態に即している。内容も教科・科目の目標に適合している。

理数

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業 本校生徒の実態に即している。内容も教科・科目の目標に適合している。

工業

商業 図表・資料などがわかりやすく、生徒が興味を持ちやすいことから選定した。

水産

家庭
「ファッション造形基礎」「子ども文化」は他の教科書がないため、選択の余地はな
い。「子どもの発達と保育」については図表、資料等がわかりやすく、生徒が興味関心
をもって読めること、内容が生徒の実態に即していることから選定した。

看護

情報
「情報デザイン」については、この教科書しかないため選択できない。内容も本校の生
徒にとって適当である。

福祉
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課程名

全日制

芸術
内容が教科・科目の目標に適合しており、教科の目標を達成するよう、適切な創意・工夫がなさ
れている。

数学 内容が教科・科目の目標に適合しており、また、程度が生徒の実態に即し、適切である。

理科
内容が教科・科目の目標に適合しており、程度が生徒の実態に即し、適当である。かつ、成績上
位者に対しての発展的学習にも派生させやすい。また、教科の目標を達成するよう、適切な創
意・工夫がなされている。

保健体育 程度及び内容が生徒の実態に即し、適当である。

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
内容・分量・難易度が、生徒の実態および教科・科目の目標に即した構成となっている。
生徒の学習意欲を喚起し、内容の理解を助けるために効果的な資料が収録されている。

地理歴史
資料も適度にあるとともに程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合してい
る。大学受験にも対応できる内容である。

公民

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立岩美高等学校

 記載責任者氏名 加藤　哲夫

外国語 程度が本校生徒の実態に即し適当である。また、内容が教科、科目の目標に適合している。

家庭 内容が教科・科目の目標に適合している。

情報 内容が教科の目標に対し適切である。

理数

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業
本校生徒の興味・関心を喚起するための創意・工夫がなされている。農業に対する学習
の導入として適切な教科書である。

工業

商業
本文・図表・表現等がわかりやすく、オブジェクトなどを使ってわかりやすくなってい
る。内容の程度が生徒の実態に即し、適当である。

水産

家庭 内容が教科・科目の目標に適合している。

看護

情報

福祉 内容が教科・科目の目標に適合している。
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課程名

全日制

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立八頭高等学校

 記載責任者氏名 三浦　敦

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
・一定の評価を得ている教材が採録されていること。
・本校生徒の実態に即しており、かつ、目標となる教育活動に適したものであること。
・アクティブラーニング等に配慮したつくりになっていると感じられること。

地理歴史

・記述が平易で内容についても充実していること。
・図、グラフなどの資料について、生徒が主体的で深い学びを展開できるよう配慮されているこ
と。
・教科・科目の目標に適していること。

公民
・内容が正確で造本にも配慮があること。
・調べ学習など生徒がアクティブラーニングなどを展開できるよう構成されていること。

数学
内容が本校の生徒の実態および目標となる教育活動に適したものであり、配列や関連付けも適切
で分量もよい。

理科
内容が本校の生徒の実態に適したものになっている。中学校の復習的な内容を網羅している部分
があり、導入として利用しやすい。

保健体育
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適している。また、本文内容や表現ま
たは配列などの関連付けも適切で分量もよい。

芸術
内容が本校の生徒の実態に適しており、より新しい情報が導入されているので利用しやすい。ま
た、図版等もより鮮明で教科・科目の目標に適している。

外国語
各単元で適切な創意・工夫がなされている。内容が系統的で、配列や関連付けも適切で分量もよ
い。また、程度が本校生徒の実態に即し、適当である。

家庭
内容が本校の生徒の実態および目標となる教育活動に適している。配列や関連付けも適切であ
る。また、より新しい情報が導入されており利用しやすい。

情報
内容、学習量ともに妥当な量であり、将来情報系の進学を想定したときに、内容を網羅している
教科書となっている。

理数

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業

工業

商業

水産

家庭
内容が本校の生徒の実態および目標となる教育活動に適している。配列や関連付けも適切であ
る。また、より新しい情報が導入されており利用しやすい。

看護

情報

福祉
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課程名

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 智頭農林高等学校

 記載責任者氏名 岡村　光子

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
程度が生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また、コラムや巻
末資料等が充実していて、副教材を持たせることが難しい本校の実情に合っている。

地理歴史
内容が生徒の理解状況に即し、適当である。また写真や図解が効果的に用いられてお
り、生徒の理解を助けることができる。

公民
基本的事項から発展的な内容まで丁寧な記述がなされている。
また図版や写真が豊富であり、内容も分かりやすい。

数学 内容が本校生徒の実態に即しており、適切である。

理科 適度な説明で図・写真が分かりやすく、内容が適切である。

保健体育 内容・表現がわかりやすく、イラスト、図、表も適切である。

芸術
（音楽）内容・表現がわかりやすく使いやすい。
（美術）内容・表現がわかりやすく、印刷が美しい。
（書道）内容が系統的であり、配列や関連付けも適切で分量もよい。

外国語
各課の導入部が図や写真を多く用いて生徒の興味を引き付けるものである。英文の量、
難易度も適当。

家庭 内容が教科・科目の目標に適合している。

情報

理数

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業
内容が系統的であり、教科・科目の目標に適合し、程度が本校生徒の実態に即してい
る。また、イラスト・写真が多く、関連付けも適切であり、適切な創意工夫がなされて
いる。

工業
内容が教科・科目の目標に適合し、程度が本校生徒の実態に即している。また、写真・
図版が多く、関連付けも適切であり、創意工夫がなされている。

商業

水産

家庭 内容が教科・科目の目標に適合している。

看護

情報

福祉

全日制
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課程名

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立倉吉東高等学校

 記載責任者氏名 谷口　ひとみ

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語 教科書に掲載されている教材のバランスがよく、まんべんなく学習に取り組める。

地理歴史
内容が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また、図表･資
料などが充実しており、生徒にとって読みやすいものになっている。

公民
内容が本校生徒の実態に即している。また、内容が系統的であり、図や写真などが適切
に配置されている。

数学
内容が本校生徒の実態に即している。また、内容が系統的であり、図やデータなどが正
確で、適切に挿入されている。

理科 図やグラフが明確で、まとめ方に工夫がある。某用の問題集の問題も充実している。

保健体育 内容が本校生徒の学習に即しており、かつ、グラフや図、写真など挿入が適切である。

芸術
内容が本校生徒の学習に即している。また、図や写真などが充実しており、生徒にとっ
て読みやすいものになっている。

外国語
内容は教科の目標に適合し、程度が本校生徒の実態に即している。
また、添付されている写真や構成に工夫が見られる。

家庭
内容が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また、図表な
どが充実しており、生徒にとって読みやすいものになっている。

情報
内容が本校生徒の実態に即しており、教科目標も適切に設定され、記述も充実してい
る。資料、図表等の配置のバランスも良く印象も良い。

理数

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業

工業

商業

水産

家庭

看護

情報

福祉

全日制
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課程名

定時制

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立倉吉東高等学校

 記載責任者氏名 小林　浩嗣

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
　程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。
また、資料が豊富で、教材のテーマが幅広い。

地理歴史
　図や資料が多く取り入れられており、視覚的にわかりやすい内容となっている。ま
た、内容の系統性に配慮した工夫がなされている。

公民
　図や写真が多く取り入れられており、視覚的にわかりやすい内容となっている。ま
た、難しい内容もわかりやすく説明されており、本校生徒の実態に即している。

数学
　内容が教科・科目の目標に適合している。系統的であり、配列や関連付けも適切で、
程度が生徒の実態に即している。

理科
　内容が教科・科目の目標に適合している。系統的であり、配列や関連付けも適切で、
程度が生徒の実態に即している。

保健体育
　内容が教科・科目の目標に適合しており、程度が本校生徒の実態に即しいる。また、
印刷や色使いが鮮明であり、定時制生徒が理解しやすい工夫がある。

芸術
　内容が教科・科目の目標に適合している。系統的で配列や関連付けも適切で、生徒に
とって理解しやすいものとなっている。

外国語
　程度が生徒の実態に即し適切である上、内容が系統的に配列されており、分量も適切
である。

家庭
　程度が本校生徒の実態に即しており、内容が教科・科目の目標と合致している。ま
た、興味を引くような内容が掲載されている。

情報
　内容が理論編と実習編にわかりやすく分けられており、理論編の内容は、生徒にとっ
てなじみやすい挿絵等が使われている。実習素材も理論編の理解が進むよう適切な内容
でありながらも、生徒が楽しみながら進められる工夫がなされている。

理数

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業

工業

商業
　内容が教科・科目の目標に適合しており、程度が本校生徒の実態に即している。ま
た、印刷や色使いが鮮明であり、生徒が理解しやすい工夫がある。

水産

家庭
　程度が本校生徒の実態に即しており、内容が教科・科目の目標と合致している。ま
た、興味を引くような内容が掲載されている。

看護

情報
　内容が理論編と実習編にわかりやすく分けられており、理論編の内容は、生徒にとっ
てなじみやすい挿絵等が使われている。実習素材も理論編の理解が進むよう適切な内容
でありながらも、生徒が楽しみながら進められる工夫がなされている。

福祉
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課程名

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立倉吉西高等学校

 記載責任者氏名 伊東　早絵

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
生徒の国語能力を高め言語文化に対する理解等を高めるという本校国語科の重点目標に
適しており、本校生徒の実態にも合っている。また、授業等に生かしやすい工夫が見ら
れる。

地理歴史
大学入試等で必要とされる内容が網羅されていて、難易度も本校生徒の実態に合ってい
る。また、図表や写真なども豊富で使いやすく、教科の目標にも適合している。

公民
大学入試等で必要とされる内容が網羅されていて、難易度も本校生徒の実態に合ってい
る。また、図表や写真なども豊富で使いやすく、教科の目標にも適合している。

数学
難易度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また、教科
の目標を達成するよう、適切な創意・工夫がなされている。

理科
内容が教科・科目の目標に適合しており、適切な創意・工夫がなされている。難易度が
生徒の実態に即しており、生徒にとって読みやすいものになっている。

保健体育
本文、図表、表現等が正確でわかりやすく、また難易度も本校生徒の実態に即しており
適当である。

芸術
生徒の実態に即した内容であり、科目の目標を達成するように、適切な創意工夫がなさ
れている。

外国語
本校生徒の学力伸長のために適した難易度である。題材が多岐にわたり、生徒が興味関
心を持って取り組める上に、授業の工夫がしやすい。

家庭
本校生徒の学力に適した難易度であり、図表等がわかりやすく配置され、生徒が興味関
心を持って取り組める構成になっている。

情報
紙面が読みやすく工夫されている。生徒の実態に即した内容であり、実習についても、
生徒の興味を引き出しながら、機器操作の技能が向上するよう工夫されている。

理数

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業

工業

商業

水産

家庭

看護

情報

福祉

全日制
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課程名

様式３

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立倉吉農業高等学校

 記載責任者氏名 林　原　美　春　

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
教科書の難易度が本校生徒の実態に即しており、内容が教科・科目の目標に適合してい
る。言語文化は現代文と古文、漢文の分量が適切である.

地理歴史
教科書の内容・分量が本校生徒の実態に即しており、生徒が理解しやすい図表が掲載さ
れているなど、適切な創意・工夫がされている。

公民
教科書の内容・分量が本校生徒の実態に即しており、印刷が鮮明であり生徒が理解しや
すい図表が掲載されているなど、適切な創意・工夫がされている。

数学
教科書の難易度が本校生徒の実態に即しており、内容の理解が進みやすい。また、本文
の表現等が正確であり、生徒が理解しやすい図表が掲載されているなど、適切な創意・
工夫がされている。

理科
教科書の難易度が本校生徒の実態に即している。教科の目標を達成できるよう、生徒に
理解しやすい図表が掲載されており、適切な創意・工夫がされている。映像での説明が
できる指導ＤＶＤの内容が充実している。

保健体育
教科書の内容、分量が本校生徒の実態に即している。教科書の図表が分かりやすく、写
真や口絵等も工夫されていて見やすいものが使われている。

芸術
教科書の難易度が本校生徒の実態に合っている。印刷が鮮明で生徒にとって見やすい工
夫がなされている。時代にあった教材が掲載されている。技法等の記述が詳しく解りや
すい。

外国語
教科書の内容・分量が本校生徒の実態に即しており、生徒が理解しやすい図表が掲載さ
れているなど、適切な創意・工夫がされている。指導書もデジタル化されており、授業
の方法が多彩になる。

家庭
教科書の難易度が本校生徒の実態に即しており、内容が教科・科目の目的に適合してい
る。また、本文、表現等が正確で、挿絵等必要な内容が示してある。

情報 農業情報処理で代替

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業
教科書の難易度が本校生徒の実態に即し、内容が系統的であり、教科・科目の目標に適
合している。

工業

商業

水産

家庭

看護

情報

福祉

全日制

＜Ａ４判＞
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課程名

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立倉吉総合産業高等学校

 記載責任者氏名 岩本　なおみ

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
教材の選定・配置が本校生徒の実態に合致しており、効果的な学習が期待できる。また、時代と
様々な現代の課題に見合った評論が掲載されている。脚注・図版・補助資料等もよく工夫されて
おり、興味を持って学習に取り組むことができる。

地理歴史
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また、図表を活用する
など興味の湧きやすい内容になっている。

公民
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また、本文、表現等が
正確であり、興味の湧きやすい内容になっている。

数学
程度が本校生徒の実態に即し、内容が系統的であり、配列や関連付けも適切で分量もよい。ま
た、内容が教科・科目の目標に適合しており、教科の目標を達成するよう、適切な創意・工夫が
なされている。

理科
教材の選定や難易度が生徒の現状に沿っており、単元の組み立ても適切であり、学習の流れがわ
かりやすい。発展的内容やコラムなど、適宜内容を深められるよう配置されている。視覚的効果
も高く、自発的な学習を促すことができる。

保健体育
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また、本文の表現や図
表等が正確でわかりやすく、生徒の興味が湧きやすい内容になっている。

芸術
内容の程度が本校生徒の実態に即し、適合している。
また、教科・科目の目標を達成するよう、適切な創意・工夫がなされている。

外国語 難易度、分量ともに本校生徒に適当であり、内容も興味を引くものとなっている。

家庭 程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。

情報

理数

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業

工業
機械科:程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。
電気科：本文、図表等が正確であり、内容などが生徒の実態に即している。

商業 内容が教科・科目の目標に適合していて、本文、表現等が適当である。

水産

家庭 程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。

看護

情報

福祉 程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。

全日制
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課程名

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取中央育英高等学校
全日制

 記載責任者氏名 齋尾昌之

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語 内容が生徒の実態に即し、教科の目標を達成するのに適合しているため。

地理歴史
基本的内容から応用的内容までバランスよく盛り込まれており、一般常識的な情報から
受験に向けての内容まで幅広く学ぶことができる。生徒の興味関心も喚起しやすく、分
量も適切であるため。

公民
内容の程度・分量が適切であり、内容に応じた資料が教科書にわかりやすく掲載されて
おり、生徒の実態に即しているため。

数学
本文、表現等が正確であり、程度が生徒の実態に即しており、内容が系統的であり、分
量も良い。また、教科の目標を達成するよう、適切な創意・工夫がなされている。

理科
内容の構成、図・表のわかりやすさを重視し選定した。
過度に内容が深くなりすぎないものを選定した。

保健体育
現在使用している教科書の内容をさらに深められる内容が盛り込まれていることやその
内容を写真や図などを使って分かりやすく説明してあるため。

芸術 表現、技法等わかりやすく生徒の実態に即している。

外国語
内容の程度・分量が適切であり、適切な創意・工夫がなされ、生徒の実態に即している
ため。

家庭 図や解説がわかりやすい。内容・文字の大きさも適切である。

情報
本文、図表、表現等がわかりやすく系統的に記述されており、分量も適当である。
内容は教科・科目の目標に適合し、教科の目標を達成するよう、適切な創意・工夫がな
されている。

理数

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業

工業

商業
本文、図表、表現等がわかりやすく系統的に記述されており、分量も適当である。
内容は教科・科目の目標に適合し、教科の目標を達成するよう、適切な創意・工夫がな
されている。

水産

家庭

看護

情報

福祉
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課程名

様式３

令和4年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立米子東高等学校
全日制

記載責任者 井田　明人

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
内容が、教科・科目の目標に適合している。また，内容は系統的であり、配列や関連付
けも適切で分量もよい。

地理歴史
程度が、生徒の実態に即し、適当である。また，内容は系統的であり、配列や関連付け
も適切で分量もよい。

公民
程度が、生徒の実態に即し、適当である。また，内容が、教科・科目の目標に適合して
いる。

数学
教科の目標を達成するよう、適切な創意・工夫がなされている。また，程度が、生徒の
実態に即し、適当である。

理科
内容が、教科・科目の目標に適合している。また，程度が、生徒の実態に即し、適当で
ある。

保健体育
教科の目標を達成するよう、適切な創意・工夫がなされている。また，程度が、生徒の
実態に即し、適当である。

芸術
内容が、教科・科目の目標に適合している。また，本文、図表、表現等が正確であり、
誤記、誤植又は脱字がない。

外国語
程度が、生徒の実態に即し、適当である。また，内容が、教科・科目の目標に適合して
いる。

家庭
程度が、生徒の実態に即し、適当である。また，内容が、教科・科目の目標に適合して
いる。

情報 内容が生徒の実態に即し適切である。共通テストに対応した内容である。

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

＜Ａ４判＞
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課程名

定時制

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立米子東高等学校

 記載責任者氏名 寺田　雅惠

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
内容が系統的であり、配列や関連付けも適切で分量もよい。また、程度が生徒の実態に
即している。

地理歴史
内容が教科・科目の目的に適合しており、程度が生徒の実態に即し、適当である。ま
た、内容が系統的であり、配列がよく、分量も適切である。

公民
内容が教科・科目の目的に適合しており、程度が生徒の実態に即し、適当である。ま
た、内容が系統的であり、配列がよく、分量も適切である。

数学 内容が教科・科目の目的に適合しており、程度が生徒の実態に即し、適合している。

理科
内容が生徒の実態に即しており、生徒にとって読みやすいものになっている。また、内
容の分量や造本なども適切であり、教科の目標を達成するための工夫がなされている。

保健体育 教科の目標を達成するよう、適切な創意・工夫がなされている。

芸術 内容が、科目の目標に適合し、生徒の実態に即しているため。

外国語 生徒の実態に即しており、教材の配列と全体の分量もちょうど良い。

家庭 内容が教科の目標に適合しており、程度が生徒の実態に即し、適当であるため。

情報
内容が教科・科目の目的に適合しており、程度が生徒の実態に即し、適合している。ま
た、内容が正確であり、造本等も適切である。

理数

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業

工業

商業

水産

家庭 内容が教科の目標に適合しており、程度が生徒の実態に即し、適当であるため。

看護

情報

福祉
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課程名

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立米子西高等学校

 記載責任者氏名 佐々木　順一

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語 内容や分量が本校生徒の実態にあっており、教科・科目の目標に適している。

地理歴史
内容・分量ともに教科・科目の目標に合致しており、指導に適している。生徒にとって
も学習しやすい構成になっている。

公民
分量や内容が適切であり、教科の目標に合致している。生徒が理解しやすいように創意
工夫がみられる。

数学 本校生徒の実態に内容や分量が教科・科目の目標に合致しており、指導に適している。

理科
内容や演習問題等の分量が教科・科目の目標や生徒の実態に合致しており、教科指導に
適している。

保健体育
程度が生徒の実態に即し、適当である。
内容が系統的であり、配列や関連付けも適切で分量もよい。

芸術
音…内容・分量ともに本校生徒の実態に即しており、科目目標に適している。
美…印刷が鮮明で内容も系統的であり、科目の目標に適している。
書…本校生徒の実態に即した内容および構成で、科目の目標に適している。

外国語
コミュ英：英文の難易度が生徒の実態に即し適当である。また内容も生徒の興味を広げ
るものとなっている。
英表：配列や活動などが本校生徒の実態に合っており、科目の目標に適している。

家庭 生徒の主体的学習を促すのに適した情報量で、教科・科目の目標にも適している。

情報
内容が教科・科目の目標に適合しており、プログラミングやデータ活用に関する内容も
充実している。

理数

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業

工業

商業

水産

家庭

看護

情報

福祉

全日制
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課程名

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立米子高等学校
全日制

 記載責任者氏名 髙本 多佳代

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
扱っている内容の程度や分量が、本校生徒の実態に適合している。内容がわかりやす
く、系統立てて考えやすい。

地理歴史
扱っている内容の程度や分量が、本校生徒の実態に適合している。内容がわかりやす
く、教科の目標を達成するよう適切な工夫が凝らされている。

公民
扱っている内容の程度や分量が、本校生徒の実態に適合している。高校で扱うべき学習
内容の範囲としても適切である。

数学
扱っている内容の程度や分量が、本校生徒の実態に適合している。図表や本文の表現が
わかりやすい。

理科
扱っている内容の程度や分量が、本校生徒の実態に適合している。内容が系統的であ
り、配列や関連付けも適切で、教科の目標を達成するよう、適切な創意・工夫がなされ
ている。

保健体育
扱っている内容の程度や分量が、本校生徒の実態に適合している。表現等がわかりやす
い。

芸術
扱っている内容の程度や分量が、本校生徒の実態に適合している。内容が系統的であ
り、表現が比較的平易でわかりやすい。

外国語
扱っている内容の程度や分量が、本校生徒の実態に適合している。内容が教科・科目の
目標と関連付けやすく、配列も適切でよい。本校生徒にとって読みやすいものになって
いる。

家庭
扱っている内容の程度や分量が、本校生徒の実態に適合している。教科・科目の目標が
本文の内容から読み取りやすく、表現がわかりやすい。

情報
扱っている内容の程度や分量が、本校生徒の実態に適合している。内容の系統性が分か
りやすく、教科・科目の目標が達成しやすいものとなっている。

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業
扱っている内容の程度や分量が、本校生徒の実態に適合している。図･表も多く、わかり
やすい内容である。

工業

商業
扱っている内容の程度や分量が、本校生徒の実態に適合している。本文・図表・表現等
に合理性があり、使用しやすい。

水産

家庭
扱っている内容の程度や分量が、本校生徒の実態に適合している。教科・科目の目標と
内容の関連付けが容易に理解できる。本文などの表現がわかりやすい。

看護

情報

福祉
扱っている内容の程度や分量が、本校生徒の実態に適合している。教科・科目の目標と
内容の関連付けが容易に理解できる。本文などの表現がわかりやすい。
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課程名

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立米子南高等学校

 記載責任者氏名 杉本　由美

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語 程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。

地理歴史
内容が系統的であり、配列や関連づけも適当である。また、適切な創意工夫がなされて
いる。

公民 生徒の興味・関心を引き出す内容で、科目の目標に適合している。

数学
本校生徒の実態に即している。内容が系統的であり、配列や関連づけも適当であり、
適切な創意・工夫がなされている。

理科
本校生徒の実態に即した内容となっている。また、内容が系統的で配列や関連づけも適
当であり、適切な創意・工夫がなされている。

保健体育 生徒の実態に即している。本文の説明や表現が分かりやすく、図表等も正確である。

芸術
内容が教科・科目の目標に適合している。内容が本校の生徒の実態に即しており、配列
や関連付けも適切で分量もよい。

外国語
内容が興味深く、生徒の実態にあった編集がされている。ワークブックとの関連も適切
である。

家庭
本校生徒の実態に即している。内容が系統的であり、配列や関連づけも適当であり、
適切な創意・工夫がなされている。

情報

理数

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業

工業 程度が生徒の実態に即し、適当である。内容が系統的であり、関連付けも適切である。

商業

水産 程度が本校の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。

家庭

看護

情報

福祉

全日制
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課程名

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立米子工業高等学校

 記載責任者氏名 岩崎　　浩

全日制

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
文章が読みやすく、程度が本校生徒の実態に即している。教科の目的を達成するよう、
適切な工夫がなされている。

地理歴史 本文、図表、表現等が正確であり、配列や関連付けも適切で分量もよい。

公民 本文、図表、表現等が正確であり、配列や関連付けも適切で分量もよい。

数学
内容が本校生徒の実態に即している。記載されている表・グラフなども多く、読みやす
い。

理科
文章が読みやすく、程度が本校生徒の実態に即している。記載されている表・図に関し
てもわかりやすい。

保健体育 生徒にとって読みやすい。配列や関連づけも適切で分量もよい。

芸術 分量が適切である。本校生徒の実態に即している。

外国語
掲載されている文章が読みやすく、本校生徒の実態に即している。テーマも生徒の興味
を引く内容となっている。

家庭 図や表などが見やすくわかりやすい。分量に関しても本校生徒の実態に即している。

情報 情報の科学を情報技術基礎で代替２単位

理数

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業

工業
内容が系統的であり、配列や関連づけも適切で分量もよい。本校生徒の目標に適合して
いる。

商業

水産

家庭

看護

情報

福祉
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課程名

定時制

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立米子白鳳高校

 記載責任者氏名 鳥居　正恵

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
内容が教科・科目の目標に適合している。

地理歴史
内容（本文・図表・表現）が充実しており、科目の目標に合致している。

公民
内容・分量・程度共に生徒の実態に即している。

数学
内容が適切で、程度も本校の生徒に合っている。

理科
中学の復習を含み、内容が理解しやすく、生徒の実態に即している。

保健体育
内容・程度とも教科の目標に適合し、生徒の実態にあっている。

芸術
内容が適切で、資料もカラーで豊富なため使いやすい。

外国語
内容と程度が科目の目標に適合しており、生徒の実態に即してステップアップを図るこ
と
ができる。

家庭
内容が科目の目標に適合しており、生徒の実態に即している。

情報
具体的で分かりやすい。実習の事例がバランス良く揃っており、生徒が取り組みやす
い。

理数

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業
内容が教科・科目の目標に適合しており、生徒の実態に即している。

工業

商業
内容が教科・科目の目標に適合しており、表やグラフなどが適している

水産

家庭
内容が教科・科目の目標に適合している。

看護

情報

福祉

様式３ ＜Ａ４判＞
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課程名

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立米子白鳳高等学校
通信制

 記載責任者氏名 尾古　一典

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
全て全通研指定の教科書であるため。

地理歴史
「地図」は、程度が本校の生徒の実態に即して適当であるのに加え、障がいその他の特
性の有無に関わらず、生徒にとって読み易いものとなっているため。それ以外は全て全
通研指定の教科書であるため。

公民
全て全通研指定の教科書であるため。

数学
「数学Ｂ」は本校の生徒の実態に即し適当であるのに加え、内容が系統的で配列、関連
付けも適切で分量もよいと判断したため。それ以外は全て全通研指定の教科書であるた
め。

理科
「物理」、「化学」、「生物」については基礎科目からの連続性があるため。それ以外
は全て全通研指定の教科書であるため。

保健体育
全通研指定の教科書であるため。

商業
各科目とも、内容が科目の目標に適合し、程度が本校の生徒の実態に即しているため。

水産

芸術
全て全通研指定の教科書であるため。

外国語
「英語会話」「論理･表現Ⅰ」はともに、程度が本校の生徒の実態に即して適当であるの
に加え、障がいその他の特性の有無に関わらず、生徒にとって読み易いものとなってい
るため。それ以外は全て全通研指定の教科書であるため。

家庭
全通研指定の教科書であるため。

情報

情報
全通研指定の教科書であるため。

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業

工業

福祉

家庭
「フードデザイン」は程度が本校の生徒の実態に即しているため。「子どもの発達と保
育」は、内容が科目の目標に適合しているため。

看護
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課程名

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立境高等学校 全日制

 記載責任者氏名 谷口　正記

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また、本文、
表現等が正確である。

地理歴史
内容が系統的であり、配列や関連付けも適切である。また、教科の目標を達成する
よう、適切な創意・工夫がなされている。

公民
内容が教科・科目の目標に適合している。また、生徒の特性にかかわらず、学びやすい
記述・内容になっている。

数学 記載内容・難易度が本校生徒の実態に適合しており、表現が的確である。

理科 程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。

保健体育
学習項目が見やすくまとめられており、項目ごとの学習の狙いも分かりやすい。
構成・分量も適当である。

芸術
内容が教科・科目の目標に適合しており、程度が本校生徒の実態に合っている。
また、本文、表現等が正確で使いやすい。

外国語
レベルが本校生徒の実態に即し、適当である。また、教科の目標を達成するよう、
適切な創意・工夫がなされている。

家庭 内容が系統的であり、配列や関連付けも適切で分量もよい。

情報 記載内容が、教科の目標に適合しており、生徒のレベルとも合致している。

理数

工業

商業 記載内容が、教科の目標に適合しており、生徒のレベルとも合致している。

水産

内容が系統的であり、配列や関連付けも適切で分量もよい。

看護

情報

福祉

家庭

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業
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課程名

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立境港総合技術高等学校
全日制

 記載責任者氏名 尾古　由里子

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
内容が本校生徒の学力実態に見合っている。また、学習目標が立てやすい構成になって
いる。

地理歴史 内容が教科・科目の目標に適合しており、程度が生徒の実態に即し、適当である。

公民 内容が教科・科目の目標に適合しており、程度が生徒の実態に即し、適当である。

数学 内容が教科・科目の目標に適合しており、程度が生徒の実態に即し、適当である。

理科
内容が教科・科目の目標に適合し、程度が生徒の実態に即している。生徒の理解を促す
工夫、興味・関心を高める工夫がなされている。

保健体育 内容が教科・科目の目標に適合しており、程度が生徒の実態に即し、適当である。

芸術 内容が授業に適合している。生徒の実態に即し適当である。

外国語
程度が本校の生徒の実態に即しており、内容も教科・科目の目標に適合している。
印刷も鮮明で、造本も適切である。

家庭
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。本文、表現等
が正確である。

情報

理数

工業
程度が生徒の実態に即し、教科・科目の目標を達成するよう適切な創意・工夫がなされ
ている。

商業
図表や挿絵等が見やすく、また事例が豊富でわかりやすい。程度が生徒の実態に即し適
当である。

水産 内容が教科・科目の目標に適合している。また、現在の水産業の諸問題が扱われている。

程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。本文、表現等
が正確である。

看護

情報

福祉 単一の教科書会社からしか発行されていない。

家庭

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業
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課程名

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立日野高等学校
全日制

 記載責任者氏名 次郎坊純恵

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
内容、程度、分量が本校生徒の実態に即しており、特性の有無に関わらず読みやすいも
のとなっている。

地理歴史
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また配列や関
連付けも適切で分量も良い。

公民
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また配列や関
連付けも適切で分量も良い。

数学
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また、障がい
その他の特性の有無に関わらず、生徒にとって読みやすいものになっている。

理科 程度が本校生徒の実態に即しており、内容が教科、科目の目標に適合している。

保健体育 程度が本校生徒の実態に即しており、内容が教科、科目の目標に適合している。

芸術
音楽・美術・書道とも教科書の内容が本校生徒の実態に即している。
印刷が鮮明で体裁も良い。

外国語 程度が本校生徒の実態に即しており、内容が教科、科目の目標に適合している。

家庭 程度が本校生徒の実態に即しており、内容が教科、科目の目標に適合している。

情報 程度が本校生徒の実態に即しており、内容が教科、科目の目標に適合している。

理数

程度が本校生徒の実態に即しており、内容も図・表等が豊富で生徒の興味・関心を引く
ものとなっている。

工業

商業 　程度が本校生徒の実態に即しており、内容が教科、科目の目標に適合している。

水産

　程度が本校生徒の実態に即しており、内容が教科、科目の目標に適合している。

看護

情報 　程度が本校生徒の実態に即しており、内容が教科、科目の目標に適合している。

福祉 　程度が本校生徒の実態に即しており、内容が教科、科目の目標に適合している。

家庭

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業
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課程名

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立鳥取盲学校
全日制

 記載責任者氏名 難波　陽子

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
点字教科書、拡大教科書の原本である。点字使用・墨字使用の生徒が同一クラスに入っ
たときに対応できる。
内容が、教科・科目の目標に適合している。

地理歴史
点字教科書、拡大教科書の原本である。点字使用・墨字使用の生徒が同一クラスに入っ
たときに対応できる。
内容が、教科・科目の目標に適合している。適宜図表や写真が入っていてわかりやす

公民
点字教科書、拡大教科書の原本である。点字使用・墨字使用の生徒が同一クラスに入っ
たときに対応できる。
内容が、教科・科目の目標に適合している。適宜図表や写真が入っていてわかりやす

数学
点字教科書、拡大教科書の原本である。点字使用・墨字使用の生徒が同一クラスに入っ
たときに対応できる。
内容が、教科・科目の目標に適合している。

理科
点字教科書、拡大教科書の原本である。点字使用・墨字使用の生徒が同一クラスに入っ
たときに対応できる。
内容が、教科・科目の目標に適合している。適宜図表や写真が入っていてわかりやす

保健体育
点字教科書、拡大教科書の原本である。点字使用・墨字使用の生徒が同一クラスに入っ
たときに対応できる。
内容が、教科・科目の目標に適合している。適宜図表や写真が入っていてわかりやす

芸術
点字教科書、拡大教科書の原本である。点字使用・墨字使用の生徒が同一クラスに入っ
たときに対応できる。
内容が、教科・科目の目標に適合している。

外国語
点字教科書、拡大教科書の原本である。点字使用・墨字使用の生徒が同一クラスに入っ
たときに対応できる。
内容が、教科・科目の目標に適合している。

家庭
点字教科書、拡大教科書の原本である。点字使用・墨字使用の生徒が同一クラスに入っ
たときに対応できる。
内容が、教科・科目の目標に適合している。印刷が鮮明であり見やすい。

情報
点字教科書、拡大教科書の原本である。点字使用・墨字使用の生徒が同一クラスに入っ
たときに対応できる。
内容が、教科・科目の目標に適合している。

理数
点字教科書、拡大教科書の原本である。点字使用・墨字使用の生徒が同一クラスに入っ
たときに対応できる。
内容が、教科・科目の目標に適合している。

工業

商業

水産

看護

情報

福祉

家庭

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業
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課程名

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立鳥取聾学校
全日制

 記載責任者氏名 森田進也

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
程度が本校生徒の実態に即し、教科の目標を達成するよう、適切な創意・工夫がなされ
ている。また、内容が系統的であり、配列や関連付けも適切で分量もよい。

地理歴史
本校の生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また、内容が系統
的であり、配列や関連づけも適切で分量も良い。

公民
本校の生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。写真やイラスト等
の資料が豊富であり、分量もよい。

数学
扱っている内容・問題の難易度が本校生徒の実態に即し、教科・科目の目標に適合して
いる。また、本文、表現等が正確である。

理科
本校の生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合しており、その目標を達成す
るよう、適切な創意・工夫がなされている。

保健体育
扱っている教科書が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。
また、本文、表現等が正確である。

芸術
程度が本校生徒の実態に即し、内容が教科の目標に適合している。生徒にとって見やす
く活用しやすいものになっている。

外国語
程度が本校生徒の実態に即し、適当である。題材も生徒にとって興味深いものを取り
扱っており、教科の目標を達成するために適切な教材だと考える。

家庭
生徒の実態に合った創意工夫のある内容であり、教科の目標を達成するための適切な分
量になっている。

情報
扱っている内容が本校生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。ま
た、本文、表現等が生徒の内容理解に関して効果的である。

理数

工業
本文、図表、表現等が正確であり、誤記、誤植又は脱字がない。内容が教科・科目の目標に適合している。程度が生徒
の実態に即し、適当である。内容が系統的であり、配列や関連付けも適切で分量もよい。印刷が鮮明であり、造本も適
切で体裁もよい。教科の目標を達成するよう、適切な創意・工夫がなされている。

商業

水産

生徒の実態に合った創意工夫のある内容であり、教科の目標を達成するための適切な分
量になっている。

看護

情報

福祉

家庭

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業
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課程名

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立鳥取養護学校
全日制

 記載責任者氏名 岸本浩忠

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語
内容が児童生徒の実態に即し、適当である。内容が系統的であり、配列や関連付けも適
切で分量もよい。印刷が鮮明であり、造本も適切で体裁もよい。

地理歴史 内容が本校生徒の実態に即しており、適切である。

公民 内容が本校生徒の実態に即しており、適切である。

数学
内容が各コースの本校生徒の実態に即しており、障がいやその他の特性の有無にかかわ
らず読みやすい。

理科
内容が教科・科目の目標に適合しており、図表、表現などが正確であり、教科の目標を
達成するよう、適切な創意・工夫がなされている。

保健体育
基礎・基本的な事項の説明が多くあり、配列や関連付け、分量が適切で内容が系統的で
あることから、本校生徒の実態に即している。

芸術
曲のジャンルが幅広く、生徒の実態や進路に考慮した指導をすることができる。ポップ
ス曲など、生徒の興味関心のある曲が複数あるため。内容が系統的で本校生徒の実態に
即しており、配列や関連付け、分量が適切である。また、造本も適切で体裁もよい。

外国語
内容が本校生徒の実態に即しており、障害やその他特性の有無にかかわらず読みやす
い。

家庭
内容が教科・科目の目標に適合しており、教科の目標を達成するよう、適切な創意・工
夫がなされている。印刷が鮮明であり、見やすい。

情報

理数

工業

商業 内容が本校生徒の実態に即しており、適当である。

水産

内容が教科・科目の目標に適合しており、教科の目標を達成するよう、適切な創意・工
夫がなされている。印刷が鮮明であり、見やすい。

看護

情報

福祉

家庭

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業
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課程名

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立倉吉養護学校
全日制

 記載責任者氏名 水石　陽子

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語 ・程度が本校生徒の実態に即し、適当である。また、内容が教科・科目の目標に適合し
ている。

地理歴史 ・程度が本校生徒の実態に即し、適当である。内容が教科・科目の目標に適合してい
る。また、内容が系統的であり、配列や関連付けも適切で分量もよい。

公民 ・程度が本校生徒の実態に即し、適当である。内容が教科・科目の目標に適合してい
る。また、内容が系統的であり、配列や関連付けも適切で分量もよい。

数学
・内容が系統的であり、配列や関連づけも適切で分量もよい。また、印刷が鮮明であ
り、造本も適切で体裁もよい。障がいその他の特性の有無にかかわらず、生徒にとって
読みやすいものになっている。

理科 ・程度が本校生徒の実態に即し、適当であり、印刷が鮮明で造本も適切で分量もよい。
障がいその他の特性の有無にかかわらず、生徒にとって読みやすいものになっている。

保健体育
・教科の内容を達成するよう、適切な創意・工夫がなされており、内容も系統的で、配
列や関連づけも適切で分量もよい。また、障がいその他の特性の有無にかかわらず生徒
にとって読みやすいものになっている。

芸術
・程度が本校生徒の実態に即し、適当である。また、内容が印刷が鮮明であり、造本も
適切で体裁もよく、障がいその他の特性の有無にかかわらず、生徒にとって読みやすい
ものとなっている。

外国語
・本文、図表、表現等が正確であり、教科・科目の目標を達成するよう、適切な創意・工夫がなされている。程度も本
校生徒の実態に即し、適当である。また、印刷が鮮明であり、造本も適切で体裁もよく、障がいその他の特性の有無に
かかわらず、生徒にとって読みやすいものとなっている。

家庭
・本校生徒の実態に即し適当で、内容が系統的であり、配列や関連づけも適切で分量も
よい。また、障がいその他の特性の有無にかかわらず、生徒にとって読みやすいものに
なっている。

情報 ・内容が教科・科目の目標に適合しており、系統的で配列や関連づけも適切で分量もよ
い。

理数

工業

商業

水産

・内容が教科・科目の目標に適合している。

看護

情報
・内容が教科・科目の目標に適合している。

福祉

家庭

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業
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課程名

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立皆生養護学校
全日制

 記載責任者氏名 石原　千春

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語 　内容が教科・科目の目標に適合している。また、程度が生徒の実態に即し適当である。

地理歴史
　内容が教科の目標に適合しており、系統的で配列や関連付けも適切である。また生徒の実態に
即しており、読みやすいものになっている。

公民 　

数学
　程度が生徒の実態に即し、内容が教科・科目の目標に適合している。また、障がいやその他の
特性の有無にかかわらず、生徒にとって読みやすいものになっている。

理科
　文章と写真、グラフ等のバランスがよくレイアウトが見やすい。また程度が生徒の実態に即
し、内容が教科・科目の目標に適している。

保健体育 　内容が教科の目標に適合し、程度が生徒の実態に即し適当である。

芸術 　内容が生徒にとって読みやすいものになっており、教科・科目の目標に適合している。

外国語
　生徒にとって読みやすく興味のもてるものになっている。また、教科の目標を達成するよう、
適切な創意・工夫がなされている。

家庭 　程度が生徒の実態に即しており、教科の目標を達成するよう適切な創意・工夫がなされている。

情報 　内容が系統的であり、配列や関連付けも適切である。また、本文、図表、表現等が正確である。

理数

工業

商業 　程度が生徒の実態に即しており、内容が教科・科目の目標に適している。

水産

看護

情報

福祉

家庭

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業
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課程名

様式３ ＜Ａ４判＞

令和４年度使用教科書選定理由書

学校名 鳥取県立琴の浦高等特別支援学校
全日制

 記載責任者氏名 足立　文

教科 選　定　理　由

各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（

共
通
教
科
）

国語

地理歴史

公民

数学

理科

保健体育

芸術
（美術）①本校の年間指導計画で扱う題材が写真等で分かりやすく例示されている。②題材の導
入に用いる記述のみならず、題材の制作技術も記述されている。③鑑賞の学習において図録とし
て活用する以外にも、作品解釈のための知識が記述されている。

外国語

家庭
①資料、写真、イラスト、図表がカラーであり視覚的に分かりやすい。②活動の手順が分かりや
すく図示されており、ミシンの使用法や手縫いの方法、調理実習、介護実習などで参考になり、
在学時の学習、卒業後の生活にも役立つ有効な資料となる教科書である。

情報

理数

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
教
科
（

専
門
教
科
）

農業

工業

商業

水産

家庭

看護

情報

福祉
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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 発行者略称 書名

小学部
単一

東部地区採択教科書

中学部
単一

東部地区採択教科書

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 発行者略称 書名

小学部 国語 ライト こくご　点字導入編
単一A 国語 ライト こくご　１－１
単一B 国語 ライト こくご　１－２

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　３－１
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　３－２
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　３－３
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　３－４
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　４－１
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　４－２
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　４－３
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　４－４
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　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

（県立高等学校使用教科書採択一覧参照）
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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
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　６－６
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　６－７
社会 支援ｾﾝﾀｰ 社会　６－８
算数 ヘレン さんすう　触って学ぶ導入編
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　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 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　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
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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
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　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
外国語 東点 英語　５－１
外国語 東点 英語　５－２
外国語 東点 英語　５－３
外国語 東点 英語　６－１
外国語 東点 英語　６－２
外国語 東点 英語　６－３
特別の教科　道徳 ライト どうとく　１－１
特別の教科　道徳 ライト どうとく　１－２
特別の教科　道徳 ライト どうとく　２－１
特別の教科　道徳 ライト どうとく　２－２
特別の教科　道徳 ライト どうとく　３－１
特別の教科　道徳 ライト どうとく　３－２
特別の教科　道徳 ライト 道徳　４－１
特別の教科　道徳 ライト 道徳　４－２
特別の教科　道徳 ライト 道徳　５－１
特別の教科　道徳 ライト 道徳　５－２
特別の教科　道徳 ライト 道徳　６－１
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特別の教科　道徳 ライト 道徳　６－２
中学部 国語 支援ｾﾝﾀｰ 国語　１ー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
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
社会 ヘレン 社会　（歴史）１０
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
社会 日点 社会　（公民）１０
社会 日点 社会　（公民）１１
社会 日点 社会　（公民）１２
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数学 ライト 数学　１ー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ー探究ノート
数学 ライト 数学　２ー１
数学 ライト 数学　２ー２
数学 ライト 数学　２ー３
数学 ライト 数学　２ー４
数学 ライト 数学　２ー５
数学 ライト 数学　２ー６
数学 ライト 数学　２ー７
数学 ライト 数学　２ー探究ノート
数学 ライト 数学　３ー１
数学 ライト 数学　３ー２
数学 ライト 数学　３ー３
数学 ライト 数学　３ー４
数学 ライト 数学　３ー５
数学 ライト 数学　３ー６
数学 ライト 数学　３ー７
数学 ライト 数学　３－８
数学 ライト 数学　３ー９
数学 ライト 数学　３ー探究ノート
理科 東点 理科　１ー１
理科 東点 理科　１ー２
理科 東点 理科　１ー３
理科 東点 理科　１ー４
理科 東点 理科　１ー５
理科 東点 理科　１ー６
理科 東点 理科　１ー７
理科 東点 理科　１ー８
理科 東点 理科　１ー９
理科 東点 理科　１ー１０
理科 東点 理科　１ー１１
理科 東点 理科　２ー１
理科 東点 理科　２ー２
理科 東点 理科　２ー３
理科 東点 理科　２ー４
理科 東点 理科　２ー５
理科 東点 理科　２ー６
理科 東点 理科　２ー７
理科 東点 理科　２ー８
理科 東点 理科　２ー９
理科 東点 理科　２ー１０
理科 東点 理科　２ー１１
理科 東点 理科　２ー１２
理科 東点 理科　３ー１
理科 東点 理科　３ー２
理科 東点 理科　３ー３
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理科 東点 理科　３ー４
理科 東点 理科　３ー５
理科 東点 理科　３ー６
理科 東点 理科　３ー７
理科 東点 理科　３ー８
理科 東点 理科　３ー９
理科 東点 理科　３ー１０
理科 東点 理科　３ー１１
理科 東点 理科　３ー１２
外国語 東点 英語　１ー１
外国語 東点 英語　１ー２
外国語 東点 英語　１ー３
外国語 東点 英語　１ー４
外国語 東点 英語　１ー５
外国語 東点 英語　（資料編１）
外国語 東点 英語　（資料編２）
外国語 東点 英語　（資料編３）
外国語 東点 英語　（資料編４）
外国語 東点 英語　２-１
外国語  東点 英語　２-２
外国語 東点 英語　２-３
外国語 東点 英語　２ー４
外国語 東点 英語　２ー５
外国語 東点 英語　２ー６
外国語 東点 英語　３ー１
外国語 東点 英語　３ー２
外国語 東点 英語　３ー３
外国語 東点 英語　３ー４
外国語 東点 英語　３ー５
外国語 東点 英語　３ー６
特別の教科　道徳 ヘレン 道徳　１ー１
特別の教科　道徳 ヘレン 道徳　１ー２
特別の教科　道徳 ヘレン 道徳　２ー１
特別の教科　道徳 ヘレン 道徳　２ー２
特別の教科　道徳 ヘレン 道徳　３ー１
特別の教科　道徳 ヘレン 道徳　３ー２

学部 種目 発行者略称 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　☆☆☆

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A 国語 東書 国語　☆☆☆☆☆

数学 教出 数学　☆☆☆☆

数学 教出 数学　☆☆☆☆☆

（２）特別支援学校知的障害者用教科書
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音楽 東書 音楽　☆☆☆☆

音楽 東書 音楽　☆☆☆☆☆

３　一般図書（特別支援学校・学級用）

学部 教科 発行者略称 書名

小学部 国語 あかね書房 もじのえほん　あいうえお

重複 図画工作 あかね書房 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

体育 あかね書房 からだが元気になる本２　けんこうをつくる！４つのヒント

体育 あかね書房 からだがげんきになる本３　けんこうをまもる！３つのポイント

図画工作 あかね書房 うごくおもちゃをつくろう！　とぶ！はねる！おもちゃ

図画工作 岩崎書店 あそびの絵本　ねんどあそび

図画工作 岩崎書店 あそびの絵本　クレヨンあそび

図画工作 岩崎書店 あそびの絵本　紙ねんどあそび

図画工作 岩崎書店 あそびの絵本　えのぐあそび

特別の教科道徳 偕成社 「おれたち、ともだち！」絵本　ともだちや

特別の教科道徳 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１２）　げんきにごあいさつ

生活 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード

生活 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集

生活 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード

生活 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード

算数 くもん出版 とけいカード　

算数 くもん出版 かずカード　

音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード

生活 くもん出版 生活図鑑カード　のりものカード

生活 くもん出版 生活図鑑カード　こよみカード

算数 くもん出版 かず・けいさん１　はじめてのすうじ

算数 くもん出版 かず・けいさん２　やさしいすうじ

算数 くもん出版 かず・けいさん３　すうじおけいこ

算数 くもん出版 かず・けいさん１０　はじめてのとけい

算数 くもん出版 かず・けいさん１１　とけいのおけいこ

音楽 成美堂出版 かわいいおとえほん　はじめてのピアノ

音楽 東京書店 わくわく音あそびえほん　新装版ドンドコドンドンたいこであそぼ

音楽 東京書店 わくわく音あそびえほん　おうたがいっぱい！たのしいてあそびえほん

国語 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

音楽 永岡書店 わくわくタンバリンリズムえほん　

音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　

中学部 美術 あかね書房 トリックアート図鑑　ペーパークラフト

重複A 美術 あかね書房 トリックアート図鑑　ペーパークラフトふしぎの館

美術 あかね書房 トリックアート図鑑　だまし絵

理科 岩崎書店 めくってわかる！ひとのからだ　

特別の教科道徳 偕成社 子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー

職業・家庭 学研 名人はっけん！まちたんけん　（３）くらしをささえる人

職業・家庭 学研 名人はっけん！まちたんけん　（４）まもるひと

音楽 教　芸 歌のミュージックランド（６訂版）楽しい歌とコーラス　

社会 くもん出版 時代を動かした人びと　まんが日本の歴史人物伝

保健体育 合同出版 イラスト版１０歳からの性教育　子どもとマスターする５１の性のしくみと命のだいじ

社会 小学館 小学館こども大百科　

外国語 成美堂出版 ＣＤつき絵で学ぶ小学生の英語レッスン　ＡＢＣから英会話まで

職業・家庭 永岡書店 なぜ？ど〜して？図鑑　

国語 日本教育研 ひとりだちするための国語　
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数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学　

社会 ひかりのく 改訂新版辞書びきえほん日本地図　

職業・家庭 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用　

職業・家庭 柴田書店 料理はすごい！シェフが先生！　小学生から使える、子どものためのはじめての料理本

職業・家庭 主婦と生活 ねぇ知ってる？大図鑑　

理科 高橋書店 たのしい！科学のふしぎ　なぜ？どうして？２年生

中学部 美術 偕成社 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

重複B 美術 偕成社 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

特別の教科道徳 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー

美術 偕成社 ちょこっとできるびっくり！工作（３）　せんたくばさみのふしぎ工作

社会 学研 めくってはっけん！　にほんちずえほん

社会 学研 おはなし推理ドリル　都道府県事件ファイル小学４〜６年

理科 学研 どんどんめくってはっけん！　からだのふしぎ

国語 学研 よみとく１０分　１０分で読めるお話５年生

職業・家庭 金の星社 おてつだいの絵本　

職業・家庭 金の星社 社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちのしごと場　１くらしをささえるしごとせいそう工場・じょう水場

職業・家庭 金の星社 社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちの　しごと場２つくるしごと・売るしごと

職業・家庭 金の星社 社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちのしごと場　３乗りもののしごと駅・空港・自動車工場

外国語 金の星社 ＡＢＣのえほん　

音楽 教　芸 ５訂版歌はともだち　

社会 小学館 ドラえもんの社会科おもしろ攻略　日本の歴史１５人

数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学　

保健体育 アーニ出版 こんにちは！からだとこころシリーズ１　女の子のからだの絵本

保健体育 アーニ出版 こんにちは！からだとこころシリーズ２　男の子のからだの絵本

職業・家庭 ジアース ひとりでできちゃった！クッキング　

理科 新日本 でんじろう先生のおもしろ科学実験室２　ふしぎ実験

高等部 美術 岩崎書店 あそびの絵本　えのぐあそび

重複A 美術 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸ　しぜんで工作しよう

美術 岩崎書店 あそびの絵本　きりがみあそび

特別の教科道徳 旺文社 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）

職業 学研 なぜ僕らは働くのか　

家庭 開隆堂出版 職業・家庭たのしい家庭科　わたしのくらしに生かす

社会 くもん出版 時代を動かした人びと　まんが日本の歴史人物伝

社会 講談社 しらべ図鑑マナペディアなんでも日本一　

職業 講談社 決定版夢をそだてるみんなに仕事３００　

外国語 こばと 中高生のためのローマ字・英語　

保健体育 育成会 自立生活ハンドブック１６　性・Ｓａｙ・生

音楽 成美堂出版 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

国語 東洋館 くらしに役立つ国語　

数学 東洋館 くらしに役立つ数学　

理科 東洋館 くらしに役立つ理科　

職業 永岡書店 生きる力を育てる新時代の伝記　世界を変えた人たち３６５

国語 日本教育研 ひとりだちするための国語　

家庭 日本教育研 ひとりだちするための調理学習　

社会 ＰＨＰ はっけんＮＩＰＰＯＮ　地図と新聞で見る４７都道府県

理科 フレーベル ふしぎをためすかがく図鑑　かがくあそび

情報 汐文社 気をつけよう！情報モラル　２メール・ＳＮＳ編

情報 汐文社 気をつけよう！情報モラル　１ゲーム・あそび編

高等部 美術 岩崎書店 あそびの絵本　えのぐあそび

重複B 美術 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ１２　のはらのずかん－野の花と虫たち－

国語 岩崎書店 五味太郎のことわざえほんシリーズ　ことわざ絵本ＰＡＲＴ－２

特別の教科道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２）　友だち関係（自分と仲良く）

家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１９）　楽しくお手伝い
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国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（２）　ようすのことば

国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（７）　たとえのことば

職業 学研 なぜ僕らは働くのか　

音楽 教　芸 歌のミュージックランド（６訂版）楽しい歌とコーラス　

職業 講談社 決定版夢をそだてるみんなに仕事３００　

保健体育 合同出版 イラスト版１０歳からの性教育　子どもとマスターする５１の性のしくみと命のだいじ

理科 こばと 中高生のための自然・理科　

理科 育成会 自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？

社会 世界文化社 はじめての日本地図絵本　

職業 永岡書店 生きる力を育てる新時代の伝記　世界を変えた人たち３６５

社会 永岡書店 なぜ？ど〜して？図鑑　

家庭 永岡書店 電子レンジ簡単レシピ１００＋　

数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学　

社会 玉川大学出 イラスト案内社会のしくみ図鑑　

小学部 社会 ライト 初等地図帳

単一点字 音楽 ライト 小学生のおんがく　１

音楽 ライト 小学生の音楽　２

音楽 ライト 小学生の音楽　３－１

音楽 ライト 小学生の音楽　３－２

音楽 ライト 小学生の音楽　４－１

音楽 ライト 小学生の音楽　４－２

音楽 ライト 小学生の音楽　５－１

音楽 ライト 小学生の音楽　５－２

音楽 ライト 小学生の音楽　６－１

音楽 ライト 小学生の音楽　６－２

体育 ライト みんなのほけん　３・４年

体育 ライト みんなの保健　５・６年

家庭 ヘレン 家庭科５・６年　１

家庭 ヘレン 家庭科５・６年　２

家庭 ヘレン 家庭科５・６年　３

家庭 ヘレン 家庭科５・６年　４

中学部 社会 ライト 社会科地図帳

単一点字 音楽 ライト 中学生の音楽　１－１

音楽 ライト 中学生の音楽　１－２

音楽 ライト 中学生の音楽　２・３上　１

音楽 ライト 中学生の音楽　２・３上　２

音楽 ライト 中学生の音楽　２・３下　１

音楽 ライト 中学生の音楽　２・３下　２

音楽 ライト 中学生の器楽　１

音楽 ライト 中学生の器楽　２

体育 ライト 中学保健体育　１

体育 ライト 中学保健体育　２

体育 ライト 中学保健体育　３

体育 ライト 中学保健体育　４

体育 ライト 中学保健体育　５

体育 ライト 中学保健体育　６

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　１

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　２

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　３

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　４

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　５

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　６

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　７

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　８
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技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　９

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　技術分野　１０

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　１

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　２

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　３

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　４

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　５

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　６

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　７

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　８

技術・家庭 ヘレン 技術・家庭　家庭分野　９
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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：鳥取聾学校

１　検定教科書
学部 種目 発行者略称 書名

小学部
単一 東部地区採択教科書

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 発行者略称 書名
小学部 国語 教出 こくご　ことばのべんきょう　一ねん
単一 国語 教出 こくご　ことばのべんきょう　二ねん

国語 教出 こくご　ことばのべんきょう　三ねん
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

中学部単
一重複AB

国語 教出 国語　言語編

学部 種目 発行者略称 書名

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 教科 発行者略称 書名

小学部 音楽 あかね書房 うたってあそぼう１　えかきうた（どうぶつ）
重複 国語 あかね書房 よめるよめるもじのえほん　

音楽 あかね書房 あかねせかいの本　うたいましょうおどりましょう
算数 あかね書房 九九をとなえる王子さま　
図画工作 岩崎書店 あそびの絵本　ねんどあそび
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお
算数 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本
生活 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ１２　のはらのずかん－野の花と虫たち－

図画工作 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸ　しぜんで工作しよう
算数 岩崎書店 時計がわかる本　
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）　うごきのことば
図画工作 偕成社 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

算数 偕成社 五味太郎ゲーム・ブック（２）　かぞえてみようくらべてみよう

国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（２）　ようすのことば
国語 偕成社 下村式　となえておぼえる漢字の本小学１年生改訂４版

国語 偕成社 下村式　となえてかく漢字練習ノート小学２年生改訂２版

国語 偕成社 下村式　となえてかく漢字練習ノート小学３年生改訂２版

図画工作 学研 あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく増補改訂

算数 学研 学研の頭脳開発　おかねのれんしゅうちょう
音楽 学研 音楽をもっと好きになる本１　歌や演奏を楽しむ
音楽 金の星社 音のでる絵本　おとのでるどうぶつえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本　ピカピカ！プルル♪もしもしスマホであそぼ！

生活 金の星社 ちびまる子ちゃんのはじめてのクッキングえほん　かんたん！たまごりょうり

生活 金の星社 ちびまる子ちゃんのはじめてのクッキングえほん　うれしい！おかし・デザート

生活 金の星社 １ねんせいのせいかつえじてん　

（２）特別支援学校知的障害者用教科書

中学部
単一

重複B
東部地区採択教科書
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音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
理科 くもん出版 理科にぐ－んと強くなる　小学４年生
国語 くもん出版 ひらがなのおけいこえほん　
国語 くもん出版 カタカナのおけいこえほん　
国語 講談社 創作絵本　パンどうぞ
図画工作 国土社 たのしい図画工作９　うごくおもちゃ
図画工作 国土社 たのしい図画工作１４　こすりだし・すりだし
体育 合同出版 子どもとマスターする４５の操体法　改訂新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方

体育 さえら ケガ・病気・からだの本３　おなかの巻
国語 草思社 子ども版声に出して読みたい日本語１　どっどどどどうど雨ニモマケズ

国語 かもがわ 漢字の基礎を育てる形・音・意味ワークシート２　漢字の形・読み編

中学部 美術 岩崎書店 あそびの絵本　クレヨンあそび
重複A 数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本

外国語 大阪教育図 からだで学ぶ英語教室　
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　くまさんくまさんなにみてるの？

職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（２）　昼ごはんつくろう！

社会 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー
保健体育 学研 あそびのおうさまずかん　からだ増補改訂
理科 学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　８きせつ
職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１　たのしいたまご料理
社会 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん
数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３
音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた　
美術 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ　
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも
外国語 戸田デザイ 和英えほん　
理科 戸田デザイ 昆虫とあそぼう　
国語 同成社 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）

社会 東洋館 くらしに役立つ社会　
国語 東洋館 くらしに役立つ国語　
数学 東洋館 くらしに役立つ数学　
理科 東洋館 くらしに役立つ理科　
保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育　
理科 ひかりのく 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

保健体育 ひかりのく 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

音楽 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん　
外国語 評論社 ピーター・スピアーの絵本１　せかいのひとびと
職業・家庭 福音館 かがくのとも絵本　平野レミのおりょうりブック
美術 ポプラ あそびのひろば８　らくがきあそび

高等部 特別の教科道徳 合同出版 イラスト版子どものためのモラルスキル　言葉・表情・行動で身につく道徳

重複 国語 こばと 中高生のための国語　
数学 こばと 中高生のための数学　
社会 こばと 中高生のための生活・社会　
外国語 こばと 中高生のためのローマ字・英語　
理科 こばと 中高生のための自然・理科　
保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育　
家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭　
職業 日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策改訂版　
職業 日本教育研 ひとりだちするためのライフキャリア教育　
美術 秀学社 美術資料　
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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：鳥取聾学校ひまわり分校

１　検定教科書
学部 種目 発行者略称 書名

小学部
単一AB

西部地区採択教科書

中学部
単一 西部地区採択教科書

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 発行者略称 書名

小学部 国語 教出  こくご　ことばのべんきょう一ねん

単一AB 国語 教出  こくご　ことばのべんきょう二ねん

重複 国語 教出  こくご　ことばのべんきょう三ねん

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
単一重複

国語 教出 国語　言語編

学部 種目 発行者略称 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　☆☆☆

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 国語 東書 国語　☆☆☆☆☆

数学 教出 数学　☆☆☆☆

数学 教出 数学　☆☆☆☆☆

音楽 東書 音楽　☆☆☆☆

音楽 東書 音楽　☆☆☆☆☆

３　一般図書（特別支援学校・学級用）

学部 教科 発行者略称 書名

小学部 生活 偕成社 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？

重複 特別の教科　道徳 偕成社 子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！

特別の教科　道徳 偕成社 安全のしつけ絵本（１）　きをつけようね
特別の教科　道徳 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１２）　げんきにごあいさつ

生活 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん

図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん

図画工作 学研 あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく増補改訂

算数 学研 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ動物園

生活 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって

図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって

体育 金の星社 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？

生活 金の星社 おてつだいの絵本　
特別の教科　道徳 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード

生活 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集

生活 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード

（２）特別支援学校知的障害者用教科書
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国語 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード

国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」　

算数 くもん出版 かずカード　

国語 グランまま ぼくとわたしのせいかつえほん　

図画工作 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！　

算数 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズ　おいしいおいしい１・２・３
特別の教科　道徳 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４　おつきあいのきほん

図画工作 さえら たのしい工作教室　たのしいこうさくきょうしつ１

図画工作 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８　

特別の教科　道徳 童心社 ピーマン村の絵本たち　おおきくなるっていうことは

体育 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　

体育 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２　

生活 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　

体育 ひかりのく 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

体育 評論社 しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと

体育 福村出版 シリーズ生活を学ぶ６　わたしたちのからだ

職業・家庭 開隆堂出版 職業・家庭たのしい家庭科　わたしのくらしに生かす

美術 国土社 たのしい図画工作１６　ちぎり紙・きり紙・はり絵

中学部 職業・家庭 合同出版 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

重複 美術 小学館 あーとぶっく　ひらめき美術館第１館

保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？

美術 福音館 Ｄｏ！図鑑シリーズ　工作図鑑

保健体育 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　ひとのからだ

職業・家庭 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用　

音楽 教芸 中学生の音楽　１

音楽 教芸 中学生の音楽　２・３上

音楽 教芸 中学生の音楽　２・３下

音楽 教芸 中学生の器楽
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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：鳥取養護学校

１　検定教科書

学部 種目 発行者略称 書名

小学部
単一

中学部
単一

東部地区採択教科書

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 発行者略称 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 国語 東書 国語　☆☆☆☆☆

数学 教出 数学　☆☆☆☆

数学 教出 数学　☆☆☆☆☆

音楽 東書 音楽　☆☆☆☆

音楽 東書 音楽　☆☆☆☆☆

３　一般図書（特別支援学校・学級用）

学部 教科 発行者略称 書名

小学部 国語 あかね書房 もじのえほん　あいうえお

重複Ⅰ 国語 あかね書房 もじのえほん　かたかなアイウエオ

図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん

図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん

図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん

国語 金の星社 音のでる絵本　おとのでるあいうえおのえほん

生活 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード

生活 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集

生活 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード

生活 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード

国語 くもん出版 ひらがなカード　
算数 くもん出版 とけいカード　
算数 くもん出版 かずカード　
生活 小学館 ドラえもんちずかん１　にっぽんちず
音楽 成美堂出版 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

音楽 成美堂出版 ＣＤ付すぐ覚えられるわらべうたあそび　
生活 草思社 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

図画工作 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ　
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

算数 同成社 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）

東部地区採択教科書
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算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語５
生活 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　はるなつあきふゆ
図画工作 ポプラ いろいろいろのほん　
図画工作 ポプラ やってみよう！ブック２　１ねんきせつのこうさくあそび
生活 ポプラ リサイクル工作であそぼう！手づくりおもちゃ２００（７）　自然であそぶ

音楽 カエル ＤⅤＤつきケロポンズのいち・にのたいそうＢＯＯＫ　
国語 光村 国語三上　わかば
国語 光村 国語三下　あおぞら
算数 啓林 わくわく　算数３上
算数 啓林 わくわく　算数３下
音楽 教出 小学音楽　音楽のおくりもの　３
図画工作 日文 図画工作３・４上　ためしたよ　見つけたよ
国語 光村 国語五　銀河
算数 啓林 わくわく　算数５
音楽 教出 小学音楽　音楽のおくりもの　５
図画工作 日文 図画工作５・６上　見つめて　広げて
生活 東書 新しい社会５　上
生活 東書 新しい社会５　下
生活 啓林 わくわく理科　５
生活 東書 新しい家庭　５・６

小学部 算数 あかね書房 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

重複ⅡA 生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち
算数 あかね書房 かばくん・くらしのえほん２　かばくんのおかいもの
国語 あかね書房 あかね書房の学習えほん　あそぼうあそぼうあいうえお
国語 岩崎書店 とんとんとん！だれかな？　
国語 岩崎書店 はじめてのめいさくえほん　おむすびころりん
生活 偕成社 ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろあいうえお
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）　ノンタンぶらんこのせて
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）　いいおへんじできるかな
生活 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
生活 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
生活 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん
生活 金の星社 音のでる絵本　おとのでるのりものえほん
生活 金の星社 音のでる絵本　おとのでるどうぶつえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本　おとのでる♪てあそびうたえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本　おとのでる♪どうようえほん
音楽 金の星社 ドンドン！わっしょい！　あっぱれおまつりたいこえほん
音楽 金の星社 うたってたたこう！　わくわくリズムあそびどうようえほん
国語 金の星社 いもとようこ世界の名作絵本　３びきのこぶた－イギリス民話より

国語 金の星社 いもとようこ世界の名作絵本　３びきのくま
国語 金の星社 いもとようこ世界の名作絵本　おおきなかぶ
国語 金の星社 いもとようこ日本むかしばなし　おむすびころりん
国語 金の星社 いもとようこ日本むかしばなし　ももたろう
国語 金の星社 いもとようこ名作絵本　てぶくろをかいに
算数 くもん出版 くもんのはじめてのえほん１　１・２・３
国語 こぐま社 ぶうとぴょんのえほん　おんなじおんなじ
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本　ぶたたぬききつねねこ
算数 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく
国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごはん
国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのぴくにっく
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　おおきくなるっていうことは
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　よーいどん！
算数 戸田デザイ ６つの色　
算数 戸田デザイ とけいのえほん　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
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音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２　
算数 永岡書店 木のえほん　どうぶつパズル
算数 永岡書店 木のえほん　のりものパズル
算数 永岡書店 木のえほん　たべものだいすき
音楽 永岡書店 きいてうたって２４曲どうよううたのえほん　
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９　ひとのからだ
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０　たべもの
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２　きせつとしぜん
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん１　
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん２　
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん３　
生活 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん　
音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　
生活 ひさかた あかちゃんのための絵本　はみがきしゅわしゅわ
算数 ひさかた 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

算数 ひさかた ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの１・２・３
生活 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう　
算数 福音館 ブルーナの絵本　まる、しかく、さんかく
生活 福音館 幼児絵本シリーズ　くだもの
生活 福音館 幼児絵本シリーズ　やさい
生活 福音館 幼児絵本シリーズ　やさいのおなか
生活 福音館 かがくのとも絵本　たべられるしょくぶつ
国語 福音館 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら
国語 福音館 こどものとも絵本　そらいろのたね
国語 福音館 こどものとも絵本　おおきなかぶ
生活 福音館 かがくのとも絵本　あしたのてんきははれ？くもり？あめ？
算数 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに
算数 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２　どうぶつなんびき？
音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ
算数 ポプラ いろいろいろのほん　

小学部 生活 あかね書房 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
重複ⅡB 国語 岩崎書店 とんとんとん！だれかな？　

算数 絵本館 五味太郎の絵本９　いろ
算数 偕成社 エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）　ノンタンぶらんこのせて
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（１）　ごあいさつあそび
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（２）　いないいないばああそび
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）　いいおへんじできるかな
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
生活 偕成社 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－

生活 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１２）　げんきにごあいさつ
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（１１）　こちょこちょあそび
算数 学研 いっしょにあそぼ　ぬのひもえほんしましまぐるぐる
算数 学研 いっしょにあそぼ　まるまるぽぽぽん
国語 学研 おさかなちゃん　ちっちゃなおさかなちゃん

生活 金の星社 音のでる絵本　おとのでるのりものえほん

生活 金の星社 音のでる絵本　おとのでるどうぶつえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本　おとのでる♪てあそびうたえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本　おとのでる♪どうようえほん
国語 金の星社 いもとようこ世界の名作絵本　３びきのくま
国語 金の星社 いもとようこ世界の名作絵本　おおきなかぶ
国語 金の星社 いもとようこ日本むかしばなし　おむすびころりん
国語 金の星社 いもとようこ日本むかしばなし　ももたろう
国語 金の星社 いもとようこ名作絵本　てぶくろをかいに
国語 金の星社 いもとようこ名作絵本　ごんぎつね
生活 コクヨ しかけえほん　くだものどうぞ
生活 コクヨ しかけえほん　おやさいどうぞ
生活 こぐま社 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
算数 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく
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音楽 大日本絵画 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

算数 大日本絵画 あなあきしかけえほん　かわいいてんとうむし
算数 大日本絵画 あなあきしかけえほん　１０ぴきいもむしだいこうしん
算数 大日本絵画 あなあきしかけえほん　１０ぴきなかよしさかなくん
算数 大日本絵画 あなあきしかけえほん　１０ぴきぴよぴよひよこちゃん
算数 大日本絵画 おとがなるさわるしかけえほん　にぎやかどうぶつのあかちゃん

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２　
音楽 永岡書店 ＤＶＤとイラストでよくわかる！手あそびうたブック　
音楽 永岡書店 トントンたいこリズムえほん　
音楽 永岡書店 どうぶつタンバリンリズムえほん　
音楽 永岡書店 わくわくタンバリンリズムえほん　
音楽 永岡書店 きいてうたって２４曲どうよううたのえほん　
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
生活 ひさかた あかちゃんのための絵本　はみがきしゅわしゅわ
算数 ひさかた 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

算数 ひさかた ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの１・２・３

国語、生活 福音館 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら
国語 福音館 こどものとも絵本　おおきなかぶ
生活 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐらの１ねんかん
国語 福音館 こどものとも絵本　ぞうくんのあめふりさんぽ
国語 福音館 こどものとも絵本　おなべおなべにえたかな？
国語 福音館 こどものとも絵本　そらまめくんのベッド
国語 フレーベル あかちゃんといっしょ０・１・２　どんないろがすき
生活 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ
生活 ポプラ 音のでる知育絵本１５　こえでおぼえるごあいさつえほん
音楽 ポプラ ふりふりたんたん音のでる楽器絵本６　プーさんのタンバリンえほん

音楽 ポプラ ふりふりたんたん音のでる楽器絵本８　ミッキーのマラカス
音楽 コスミック たたいて！うたって！たいこえほん　
算数 主婦の友 おかいもの　
音楽 新星出版社 おとのでるえほん　たのしいてあそびうた
音楽 オウル社 １２か月のうたのえほん　
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほん　たいこ
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほん　ピアノ
音楽 三起商行 ポカポカフレンズ　おうたえほんＤＸ
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほん　もっきん
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのリズムえほん　マラカス
生活 三起商行 ポカポカフレンズのしかけと音のえほん　なにしてるの？せいかつ

生活 三起商行 ポカポカフレンズのしかけえほん　めくる
生活 三起商行 ポカポカフレンズ音のでるパズル絵本　どうぶつワンワン
生活 三起商行 ポカポカフレンズ音のでるパズル絵本　のりものプップー
音楽 三起商行 ミキハウスの絵本　ポカポカフレンズたいこでポン

中学部 国語 あかね書房 もじのえほん　あいうえお
重複Ⅰ 国語 あかね書房 もじのえほん　かたかなアイウエオ

国語 あかね書房 もじのえほん　かんじ（１）
国語 あかね書房 あかね書房の学習えほん　あそぼうあそぼうあいうえお
国語 あかね書房 あかね書房の学習えほん　ことばのえほんＡＢＣ
国語 あかね書房 あかね書房の学習えほん　かたかなえほんアイウエオ
美術 岩崎書店 あそびの絵本　ねんどあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本　クレヨンあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本　紙ねんどあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本　えのぐあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本　えかきあそび
理科 岩崎書店 知識の絵本　ひとのからだ
理科 岩崎書店 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

国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　絵本ＡＢＣ
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお
数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本
数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　すうじの絵本
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理科 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ８　やさいのずかん
理科 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ１２　のはらのずかん－野の花と虫たち－

美術 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸ　しぜんで工作しよう
社会 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２）　友だち関係（自分と仲良く）

社会 旺文社 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）

国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）　うごきのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）　かざることば（Ａ）
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（５）　つなぎのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１０）　なまえのことば
社会 偕成社 子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！
理科 偕成社 子どもの生活（６）　じょうぶなからだになれるよ！
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（２）　ようすのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（４）　かざることば（Ｂ）
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（７）　たとえのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（８）　かくれたことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（９）　しっぽのことば
社会 金の星社 おてつだいの絵本　
音楽 教　芸 ５訂版歌はともだち　
国語 くもん出版 もじ・ことば１　はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１　はじめてのかん字
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」　
国語 くもん出版 ひらがなカード　
数学 くもん出版 とけいカード　
数学 くもん出版 かずカード　
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん　
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
社会 グランまま ぼくとわたしのせいかつえほん　
音楽 グランまま うたえほん　
音楽 グランまま うたえほんⅡ　
音楽 グランまま うたえほんⅢ　
美術 コクヨ パノラマせかいりょこう　
美術 国土社 たのしい図画工作１４　こすりだし・すりだし
美術 国土社 たのしい図画工作１６　ちぎり紙・きり紙・はり絵
理科 小峰書店 りかのこうさく１ねんせい　
社会 合同出版 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

社会 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３　おでかけのきほん
社会 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４　おつきあいのきほん

数学 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー
美術 さえら たのしい工作教室　たのしいこうさくきょうしつ１
美術 さえら たのしい工作教室　木のぞうけい教室
理科 さえら 母と子の手づくり教室　母と子の園芸教室花をつくろう
数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん　
社会 小学館 ドラえもんちずかん１　にっぽんちず
社会 小学館 ドラえもんちずかん２　せかいちず
美術 小学館 あーとぶっく　ひらめき美術館第１館
美術 小学館 あーとぶっく　ひらめき美術館第２館
音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた　
社会 草思社 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

音楽 大日本絵画 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

国語 太郎次郎社 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

美術 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ　
数学 童心社 かずのほん３　０から１０までのたしざんひきざん
音楽 ドレミ楽譜 保育名歌　こどものうた１００選
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん　
国語 戸田デザイ あいうえおえほん　
国語 戸田デザイ ＡＢＣえほん　
社会 戸田デザイ にっぽんちず絵本　
社会 戸田デザイ せかいちず絵本　
国語 戸田デザイ よみかた絵本　
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美術 戸田デザイ ６つの色　
数学 戸田デザイ とけいのえほん　
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語５
国語 日本教育研 ひとりだちするための国語　
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学　
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９　ひとのからだ
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０　たべもの
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２　きせつとしぜん
理科 ひかりのく ２０２シリーズ　たべもの２０２
理科 ひかりのく 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

理科 ひかりのく はじめてのずかん４　やさいとくだもの
理科 ひかりのく 新装版ＫＩＤＳ２１１２　たべものひゃっか
社会 評論社 スカーリーおじさんの　はたらく人たち
社会 評論社 ピーター・スピアーの絵本１　せかいのひとびと
美術 福音館 かがくのとも絵本　しんぶんしでつくろう
美術 福音館 かがくのとも絵本　かみであそぼうきる・おる
社会 福音館 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん

理科 婦人之友 よくみるよくきくよくする絵本　たべものとからだ

理科 福村出版 シリーズ生活を学ぶ６　わたしたちのからだ

理科 フレーベル ふしぎをためすかがく図鑑　しょくぶつのさいばい

理科 フレーベル ふしぎをためすかがく図鑑　かがくあそび

理科 フレーベル ふしぎをためすかがく図鑑　しぜんあそび

理科 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　ひとのからだ

理科 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　はるなつあきふゆ

社会 平凡社 新版はじめましてにほんちず　

美術 ポプラ あそびのひろば１　はんがあそび

美術 ポプラ あそびのひろば２　やさしいてづくりのプレゼント

美術 ポプラ あそびのひろば４　はりえあそび

数学 民衆社 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる２年　

数学 むぎ書房 わかるさんすう２　

中学部 国語 あかね書房 もじのえほん　あいうえお

重複Ⅱ 数学 あかね書房 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

音楽 あかね書房 あかねえほんシリーズ　えほんえかきうた

社会 あかね書房 かばくん・くらしのえほん２　かばくんのおかいもの

美術 岩崎書店 あそびの絵本　ねんどあそび

美術 岩崎書店 あそびの絵本　クレヨンあそび

美術 岩崎書店 あそびの絵本　紙ねんどあそび

美術 岩崎書店 あそびの絵本　えのぐあそび

美術 岩崎書店 あそびの絵本　えかきあそび

美術 絵本館 五味太郎の絵本９　いろ

数学 絵本館 五味太郎の絵本１０　かたち

数学 偕成社 エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ

国語 偕成社 ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろあいうえお

国語 偕成社 「おれたち、ともだち！」絵本　ともだちや

美術 偕成社 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

国語 偕成社 日本むかし話　おむすびころりん

数学 偕成社 １００かいだてのいえシリーズ　１００かいだてのいえ

国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（５）　つなぎのことば

国語 偕成社 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし

国語 偕成社 エリック・カールの絵本　うたがみえるきこえるよ

国語 偕成社 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
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国語 偕成社 エリック・カールの絵本　くまさんくまさんなにみてるの？

美術 偕成社 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

国語 偕成社 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

社会 偕成社 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－

音楽 偕成社 １０＋１人の絵本作家オリジナルソング集　うたのパレット

社会 偕成社 エリック・カールボードブック　ボードブックさびしがりやのほたる－光る絵本－

美術 偕成社 ちょこっとできるびっくり！工作（３）　せんたくばさみのふしぎ工作

美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん

美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん

美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん

美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって

美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって

数学 学研 ほんとのおおきさ　もっと！ほんとのおおきさ動物園

音楽 教　芸 ５訂版歌はともだち　

音楽 教　芸 ４訂版歌はともだち　

理科 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード

理科 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集

社会 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード

社会 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード

国語 くもん出版 ひらがなカード　

数学 くもん出版 とけいカード　

数学 くもん出版 かずカード　

数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん　

音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード

国語 くもん出版 あいうえおべんとう　

理科 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード（２集）

社会 グランまま ぼくとわたしのせいかつえほん　

音楽 グランまま うたえほん　

音楽 グランまま うたえほんⅡ　

国語 グランまま ことばえほん　

音楽 グランまま うたえほんⅢ　

数学 講談社 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

国語 好学社 レオ・レオニの絵本　スイミー

美術 国土社 たのしい図画工作１４　こすりだし・すりだし

美術 国土社 たのしい図画工作１６　ちぎり紙・きり紙・はり絵

国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集　こぐまちゃんおはよう

国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集　こぐまちゃんのみずあそび

国語 こぐま社 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

数学 こぐま社 ぶうとぴょんのえほん　おんなじおんなじ

国語 こぐま社 ことばあそびの絵本　ぶたたぬききつねねこ

数学 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく

国語 こぐま社 馬場のぼるのえほん　１１ぴきのねこ

国語 こぐま社 柳原良平のえほん　かおかおどんなかお

国語 小峰書店 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

数学 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズ　おいしいおいしい１・２・３

数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん　

社会 三省堂 こどもきせつのぎょうじ絵じてん第２版小型版　

音楽 三省堂 親子でうたう英語うたの絵じてん　

社会 三省堂 こどもきせつのぎょうじ絵じてん第２版　

数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３

美術 小学館 あーとぶっく　ひらめき美術館第１館

美術 小学館 あーとぶっく　ひらめき美術館第２館

数学 小学館 デコボコえほん　かずをかぞえよう！

音楽 成美堂出版 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

音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた　

国語 世界文化社 リボンのしかけえほん　にじをつくったのだあれ？

音楽 大日本絵画 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

美術 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ　
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数学 童心社 かずのほん１　どっちがたくさん

数学 童心社 かずのほん２　０から１０まで

国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごはん

国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのぴくにっく

国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも

理科 童心社 ピーマン村の絵本たち　おおきくなるっていうことは

国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　よーいどん！

音楽 ドレミ楽譜 やさしい　こどものうたとあそび

音楽 ドレミ楽譜 保育名歌　こどものうた１００選

国語 戸田デザイ あいうえおえほん　

社会 戸田デザイ にっぽんちず絵本　

社会 戸田デザイ せかいちず絵本　

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２　

音楽 永岡書店 きいてうたって２４曲どうよううたのえほん　

数学 ひかりのく 認識絵本５　いくつかな

数学 ひかりのく 認識絵本１０　おおきいちいさい

音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん１　

音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん２　

音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん３　

理科 ひかりのく 改訂新版体験を広げるこどものずかん１　どうぶつえん

理科 ひかりのく 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

理科 ひかりのく 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

理科 ひかりのく 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

理科 ひかりのく はじめてのずかん４　やさいとくだもの

理科 ひかりのく 新装版ＫＩＤＳ２１１２　たべものひゃっか

音楽 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん　

音楽 ひかりのく 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

音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　

音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　

社会 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう　

国語 ひさかた どうぞのいす　

理科 ひさかた さわってごらん！ふしぎなふしぎなまほうの木　

理科 福音館 幼児絵本シリーズ　くだもの

理科 福音館 幼児絵本シリーズ　やさい

理科 福音館 幼児絵本シリーズ　やさいのおなか

理科 福音館 かがくのとも絵本　たべられるしょくぶつ

美術 福音館 かがくのとも絵本　しんぶんしでつくろう

国語 福音館 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ

国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら

国語 福音館 こどものとも絵本　そらいろのたね

国語 福音館 こどものとも絵本　おおきなかぶ

社会 福音館 こどものとも絵本　はじめてのおつかい

国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　てぶくろ

国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　ブレーメンのおんがくたい

国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　三びきのやぎのがらがらどん

国語 福音館 日本傑作絵本シリーズ　おふろだいすき

音楽 福音館 日本傑作絵本シリーズ　みんなであそぶわらべうた

国語 福音館 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！

理科 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐらの１ねんかん

国語 ブロンズ新 らくがきえほんあ・い・う・え・お　

国語 文研出版 ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン

美術 文研出版 みるみる絵本　もこもこもこ

社会 平凡社 新版はじめましてにほんちず　

美術 ポプラ あそびのひろば１　はんがあそび

美術 ポプラ ペーパーランド３　とびだすカード

国語 ポプラ ねずみくんの絵本１　ねずみくんのチョッキ

美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに
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数学 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２　どうぶつなんびき？

美術、数学 ポプラ いろいろいろのほん　

国語 理論社 あいうえおうさま　

国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお　

国語 リーブル しりとりしましょ！たべものあいうえお　

数学 西村書店 １２３かずのえほん　

美術 ＢＬ出版 ぞうのエルマー　

音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほん　もっきん

音楽 三起商行 ポカポカフレンズのリズムえほん　マラカス

社会 三起商行 ミキハウス音のでるおしごとえほん　レジスター

高等部 美術 岩崎書店 あそびの絵本　えのぐあそび

重複 美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん

ふれあい 音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード

国語 くもん出版 あいうえおべんとう　

美術 好学社 レオ・レオニの絵本　じぶんだけのいろ

美術 国土社 たのしい図画工作１６　ちぎり紙・きり紙・はり絵

音楽 成美堂出版 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

音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん１　たのしいピアノのおけいこ

国語 世界文化社 リボンのしかけえほん　にじをつくったのだあれ？

音楽 大日本絵画 おとがなるしかけえほん　はじめてのオーケストラ

音楽 大日本絵画 おとがなるしかけえほん　クラシックおんがくのおやすみえほん

国語 同成社 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）

美術 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　はるなつあきふゆ

国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお　

国語 冨山房 しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩　

音楽 東書 音楽　☆☆☆☆

高等部 美術 コクヨ おえかき美術館　

重複生活 数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん　

美術 小学館 あーとぶっく　ひらめき美術館第１館

国語 同成社 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）

数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学　

国語 小学館 発達障害・ひらがなが苦手　どの子も伸ばす　ゆっくりよみかきトレーニング

国語 光村 国語１

国語 光村 国語２

国語 光村 国語３

数学 啓林館 未来へひろがる数学１

数学 啓林館 未来へひろがる数学２

数学 啓林館 未来へひろがる数学３

音楽 教芸 中学生の音楽２・３上

音楽 教芸 中学生の音楽２・３下

美術 日文 美術１　出会いと広がり

美術 日文 美術１　美術との出会い

美術 日文 美術２・３上　学びの深まり

美術 日文 美術２・３下　美の探求

国語 東書 国語　☆☆☆☆

音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆
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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：白兎養護学校

１　検定教科書
学部 種目 発行者略称 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 発行者略称 書名

小学部 算数 教出 さんすう　☆☆（１）

上学年 算数 教出 さんすう　☆☆（２）

単一 音楽 東書 おんがく　☆☆☆

小学部
下学年
重複A

算数 教出 さんすう　☆☆☆

中学部 国語 東書 国語☆☆☆☆
単一 国語 東書 国語☆☆☆☆☆

数学 教出 数学☆☆☆☆
数学 教出 数学☆☆☆☆☆
音楽 東書 音楽☆☆☆☆

中学部
重複A
中学部 国語 東書 国語☆☆☆☆

重複B 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 教科 発行者略称 書名
小学部 生活 偕成社 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
下学年 生活 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
単一 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん

図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん

生活 学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　８きせつ

図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって

国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」　

国語 くもん出版 ひらがなカード　

算数 くもん出版 かずカード　

音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード

生活 合同出版 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

国語 同成社 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）

算数 同成社 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）

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　

音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　

算数 ひさかた ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの１・２・３

小学部 生活 旺文社 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）

上学年 生活 学研 あそびのおうさまずかん　からだ増補改訂
単一 図画工作 学研 あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく増補改訂

生活 学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　８きせつ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
生活 合同出版 運動が得意になる４３の基本レッスン　イラスト版体育のコツ

算数 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー
生活 さえら 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

生活 小学館 ドラえもんちずかん１　にっぽんちず
音楽 成美堂出版 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

図画工作 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８　
音楽 大日本絵画 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

音楽 東書 音楽☆☆☆☆
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国語 太郎次郎社 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

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

生活 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
算数 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学　
図画工作 福音館 福音館の科学シリーズ　あそびのレシピ
図画工作 福音館 Ｄｏ！図鑑シリーズ　工作図鑑
生活 フレーベル ふしぎをためすかがく図鑑　しぜんあそび

小学部 国語 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（１）　ごあいさつあそび
下学年 生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（３）　いただきますあそび

重複A 生活 偕成社 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

国語 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）　いいおへんじできるかな

生活 偕成社 安全のしつけ絵本（１）　きをつけようね
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
図画工作 偕成社 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

生活 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）　みんなみんなみーつけた

国語 偕成社 ともだちだいすき（２）　おべんとうなあに？
生活 学研 はっけんずかん　のりもの改訂版
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく増補改訂

生活 学研 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ動物園
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって
生活 金の星社 ひとりでできるもん！５　すてきなおかし作り
生活 金の星社 おてつだいの絵本　
生活 教育画劇 つくってたべよう！お料理マジック２　
国語 くもん出版 もじ・ことば１　はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
生活 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード
国語、生活 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」　
国語 くもん出版 ひらがなカード　
算数 くもん出版 かずカード　
国語 くもん出版 おけいこ　はじめてのおけいこ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
国語 グランまま ぼくとわたしのせいかつえほん　
生活 グランまま ことばえほん　
算数 講談社 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

図画工作 コクヨ かおノート　
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集　こぐまちゃんのみずあそび

生活 こぐま社 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

算数 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく
生活 こぐま社 柳原良平のえほん　かおかおどんなかお
算数 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー
算数 小学館 デコボコえほん　かずをかぞえよう！
音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた　
音楽 大日本絵画 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

国語 太郎次郎社 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

国語 同成社 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）

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２　
算数 ひかりのく 認識絵本５　いくつかな
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０　たべもの
生活 ひかりのく はじめてのずかん４　やさいとくだもの
音楽 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん　
生活 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！　新装改訂版みぢかなマーク

音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
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図画工作 ひさかた 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

算数 ひさかた ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの１・２・３

算数 ひさかた スキンシップ絵本　かずのえほん
国語 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう　
図工 福音館 かがくのとも絵本　しんぶんしでつくろう
生活 福音館 かがくのとも絵本　しゃぼんだまとあそぼう
生活 フレーベル ふしぎをためすかがく図鑑　しょくぶつのさいばい
図画工作 ポプラ ペーパーランド８　おりがみえあそび
音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ

国語 ポプラ 音のでる知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん

生活 ポプラ 音のでる知育絵本１５　こえでおぼえるごあいさつえほん

算数 ポプラ 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

国語、生活 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお　
小学部 生活 あかね書房 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
上学年 図画工作 岩崎書店 あそびの絵本　えかきあそび
重複A 算数 偕成社 １００かいだてのいえシリーズ　１００かいだてのいえ

生活 偕成社 子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（１）　ごあいさつあそび
国語 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（２）　いないいないばああそび

生活 偕成社 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

生活 偕成社 安全のしつけ絵本（１）　きをつけようね
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
図画工作 偕成社 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

生活 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（７）　おべんとうつくろう！

生活 学研 はっけんずかん　のりもの改訂版
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん
生活 学研 あそびのおうさまずかん　からだ増補改訂
図画工作 学研 あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく増補改訂

生活 学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　８きせつ
生活 学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　９ちきゅう
図画工作 金の星社 あかちゃんとおかあさんの絵本　このいろなあに
生活 金の星社 ひとりでできるもん！５　すてきなおかし作り
生活 金の星社 ひとりでできるもん！６　だいすきおやつ作り
国語 くもん出版 もじ・ことば１　はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード
国語 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
生活 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
生活 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」　
国語 くもん出版 ひらがなカード　
算数 くもん出版 かずカード　
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
国語 くもん出版 あいうえおべんとう　
算数 講談社 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

図画工作、生活 コクヨ かおノート　
生活 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集　こぐまちゃんおはよう
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３　おでかけのきほん

生活 小学館 ドラえもんちずかん２　せかいちず
算数 小学館 デコボコえほん　かずをかぞえよう！
生活 世界文化社 写真でわかるなぜなに１　どうぶつ
音楽 大日本絵画 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

図画工作 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ　
算数 童心社 かずのほん１　どっちがたくさん
算数 童心社 かずのほん３　０から１０までのたしざんひきざん
国語 同成社 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）

算数 同成社 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）

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２　
国語 ひかりのく ２０２シリーズ　たべもの２０２
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん１　
音楽 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん　
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音楽 ひかりのく 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

音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
国語 評論社 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？
生活 ひさかた あかちゃんのための絵本　はみがきしゅわしゅわ
算数、図工工作 ひさかた 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

算数 ひさかた スキンシップ絵本　かずのえほん
国語 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう　
算数 福音館 ブルーナの絵本　まる、しかく、さんかく
生活 福音館 福音館の科学シリーズ　昆虫
国語 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに
算数 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２　どうぶつなんびき？
音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ

生活 ポプラ 音のでる知育絵本１５　こえでおぼえるごあいさつえほん

算数 ポプラ 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

国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお　
小学部 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
下学年 図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
重複B 生活 金の星社 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？

国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」　
国語 くもん出版 ひらがなカード　
生活 こぐま社 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

生活 合同出版 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

生活 世界文化社 写真でわかるなぜなに１　どうぶつ
国語 同成社 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）

算数 同成社 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）

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２　
算数 ひさかた ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの１・２・３
図画工作 ポプラ ペーパーランド８　おりがみえあそび
音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ
算数 ポプラ 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

小学部 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）　うごきのことば
上学年 生活 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
重複B 図画工作 学研 あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく増補改訂

生活 学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　８きせつ
図画工作 さえら たのしい工作教室　たのしいこうさくきょうしつ１
生活 小学館 ドラえもんちずかん１　にっぽんちず
音楽 成美堂出版 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

音楽 大日本絵画 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

算数 童心社 かずのほん３　０から１０までのたしざんひきざん
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

生活 ひかりのく 改訂新版体験を広げるこどものずかん１　どうぶつえん
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
図画工作 福音館 かがくのとも絵本　しんぶんしでつくろう
生活 ブロンズ新 しごとば　
生活 平凡社 新版はじめましてにほんちず　

小学部 生活 あかね書房 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
訪問A 生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう

国語 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（２）　いないいないばああそび
算数 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく
算数 童心社 かずのほん１　どっちがたくさん
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　おおきくなるっていうことは
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　
生活 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに

小学部 生活 あかね書房 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
訪問在宅 生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう

生活 偕成社 赤ちゃん版ノンタン（２）　ノンタンもぐもぐもぐ
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国語 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（２）　いないいないばああそび
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）　いいおへんじできるかな
算数 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
国語 福音館 こどものとも絵本　おおきなかぶ
算数 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集　かくしたのだあれ
音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ

中学部 外国語 大阪教育図 からだで学ぶ英語教室　
単一 社会 学研 読んで見て楽しむ日本地図帳増補改訂版　

社会 学研 読んで見て楽しむ世界地図帳増補改訂版　
職業・家庭 開隆堂出版 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 開隆堂出版 職業・家庭たのしい家庭科　わたしのくらしに生かす
理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！　
数学 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー
外国語 成美堂出版 ＣＤつき小学生の英語レッスン　絵でみて学ぼう英会話
理科 フレーベル ふしぎをためすかがく図鑑　かがくあそび
理科 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　ひとのからだ
美術 秀学社 美術資料　
国語 東書 こくご☆☆☆
数学 教出 さんすう☆☆☆

中学部 国語 あかね書房 もじのえほん　かたかなアイウエオ
重複A 美術 岩崎書店 あそびの絵本　えかきあそび

国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本
理科 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ８　やさいのずかん
美術 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸ　しぜんで工作しよう
数学 偕成社 １００かいだてのいえシリーズ　１００かいだてのいえ
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）　うごきのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）　かざることば（Ａ）
美術 偕成社 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

美術 偕成社 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

国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）　きいろいのはちょうちょ
職業・家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
職業・家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
理科 学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　８きせつ
理科 学研 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ動物園
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって
社会 学研 読んで見て楽しむ日本地図帳増補改訂版　
職業・家庭 開隆堂出版 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 開隆堂出版 職業・家庭たのしい家庭科　わたしのくらしに生かす
理科 金の星社 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？

職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！４　うれしいごはん、パン、めん料理
職業・家庭 金の星社 げんきをつくる食育えほん１　たべるのだいすき！
音楽 教　芸 ５訂版歌はともだち　
国語 くもん出版 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
数学 くもん出版 かずカード　
国語 くもん出版 あいうえおべんとう　
国語 グランまま ことばえほん　
美術 コクヨ かおノート　
国語 小峰書店 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
数学 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズ　おいしいおいしい１・２・３
社会 合同出版 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

数学 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー
数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん　
社会 小学館 ドラえもんちずかん１　にっぽんちず
美術 小学館 あーとぶっく　ひらめき美術館第１館
数学 小学館 デコボコえほん　かずをかぞえよう！
職業・家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング　
社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習世界地図帳

- 128 -



音楽 大日本絵画 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

国語 太郎次郎社 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

美術 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ　
数学 童心社 かずのほん１　どっちがたくさん
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん　
国語 戸田デザイ よみかた絵本　
数学 戸田デザイ とけいのえほん　
国語 同成社 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）

数学 同成社 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）

社会 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学　
美術 のら書店 はじめてのこうさくあそび　
職業・家庭 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０　たべもの
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２　きせつとしぜん
音楽 ひかりのく 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
社会 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！　新装改訂版みぢかなマーク

音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
国語 評論社 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？
理科 評論社 しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと
国語 ひさかた 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

数学 ひさかた スキンシップ絵本　かずのえほん
国語 ＰＨＰ 子どもの字がうまくなる練習ノート　
国語 福音館 幼児絵本シリーズ　やさい
美術 福音館 福音館の科学シリーズ　あそびのレシピ
職業・家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお料理　
理科 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　ひとのからだ
国語 フレーベル かいてけしてまたかける　あいうえお
美術 ポプラ ペーパーランド８　おりがみえあそび
国語 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに
国語 ポプラ 音のでる知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん

数学 ポプラ 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

数学 教出 さんすう☆☆☆
音楽 東書 おんがく☆☆
音楽 東書 おんがく☆☆☆

中学部 国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
重複B 社会 旺文社 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）

国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）　かざることば（Ａ）
美術 偕成社 かこさとし　うつくしい絵
社会 学研 読んで見て楽しむ日本地図帳増補改訂版　
職業・家庭 開隆堂出版 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 開隆堂出版 職業・家庭たのしい家庭科　わたしのくらしに生かす
理科 金の星社 げんきをつくる食育えほん１　たべるのだいすき！
理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！　
数学 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー
社会 小学館 ドラえもんちずかん１　にっぽんちず
社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習世界地図帳

外国語 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた　
外国語 成美堂出版 ＣＤつき小学生の英語レッスン　絵でみて学ぼう英会話

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

職業・家庭 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学　
国語 ＰＨＰ 子どもの字がうまくなる練習ノート　
理科 フレーベル ふしぎをためすかがく図鑑　かがくあそび
理科 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　ひとのからだ
数学 民衆社 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる２年　
国語 東書 こくご☆☆☆
数学 教出 さんすう☆☆☆

中学部 数学 あかね書房 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

訪問A 国語 偕成社 エリック・カールの絵本　くまさんくまさんなにみてるの？

国語 好学社 レオ・レオニの絵本　スイミー
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音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん２　
数学 ひさかた スキンシップ絵本　かずのえほん

中学部 数学 あかね書房 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

訪問B 社会 学研 はっけんずかん　のりもの改訂版

音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた　

国語 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに

中学部 数学 あかね書房 あかね書房の学習えほん　おかあさんだいすき１．２．３

訪問在宅 数学 偕成社 エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ

国語 好学社 レオ・レオニの絵本　スイミー
音楽 大日本絵画 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

国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　よーいどん！
音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　
数学 ひさかた スキンシップ絵本　かずのえほん
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐらの１ねんかん

高等部 国語 東洋館 くらしに役立つ国語　
単一リバー 家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭　

職業 日本教育研 ひとりだちするための進路学習　ーあしたへのステップー
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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：倉吉養護学校

１　検定教科書

学部 種目 発行者略称 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 発行者略称 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　☆☆☆☆

国語 東書 国語　☆☆☆☆☆

数学 教出 数学　☆☆☆☆

数学 教出 数学　☆☆☆☆☆

３　一般図書[特別支援学校・学級用)

学部
小学部 国語 あかね書房 もじのえほん　かんじ（１）
肢体重複Ⅰ 国語 あかね書房 もじのえほん　かんじ（２）

算数 あかね書房 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

図画工作 あかね書房 あかねえほんシリーズ　えほんえかきうた
国語 あかね書房 けんちゃんとあそぼう１　のってのって
生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち
生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん２　かばくんのおかいもの
国語 あかね書房 あかね書房の学習えほん　かたかなえほんアイウエオ
生活 あかね書房 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
国語 あかね書房 ゆびにんぎょうえほん１　３びきのちびくま
図画工作 岩崎書店 あそびの絵本　クレヨンあそび
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
図画工作 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸ　しぜんで工作しよう
図画工作 絵本館 五味太郎の絵本９　いろ
算数 偕成社 エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば
生活 偕成社 赤ちゃん版ノンタン（２）　ノンタンもぐもぐもぐ
生活 偕成社 子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（１）　ごあいさつあそび
国語 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（２）　いないいないばああそび
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（３）　いただきますあそび
生活 偕成社 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
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）　いいおへんじできるかな
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
図画工作 偕成社 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

国語 偕成社 エリック・カールの絵本　くまさんくまさんなにみてるの？
生活 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）　きいろいのはちょうちょ
図画工作 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）　みんなみんなみーつけた
生活、体育 偕成社 ノンタンあそぼうよ（４）　ノンタンおよぐのだいすき
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１０）　ノンタンボールまてまてまて
国語 偕成社 まついのりこあかちゃんのほん２集（１）　じゃあじゃあびりびり

中部地区採択教科書

中部地区採択教科書

中学部
知的単一

（県立高等学校使用教科書採択一覧参照）
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国語 偕成社 五味太郎音と文字の本　ぽぽぽぽぽ
国語 偕成社 五味太郎音と文字の本　どどどどど
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（８）　シャンプーだいすき
生活 偕成社 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

国語、生活 偕成社 さわる絵本　新装版これ、なあに？
図画工作 偕成社 あっ！とおどろくしかけえほん　おめんです
生活 学研 はっけんずかん　のりもの改訂版
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく増補改訂
生活 学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　８きせつ
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって
図画工作、算数 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって
国語 学研 いっしょにあそぼ　あかあかくろくろ
図画工作 学研 いっしょにあそぼ　ぶんぶんきいろ
図画工作 学研 いっしょにあそぼ　ぬのひもえほんしましまぐるぐる
図画工作 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａ　くだものさん
生活 金の星社 ひとりでできるもん！６　だいすきおやつ作り
生活 金の星社 げんきをつくる食育えほん１　たべるのだいすき！
算数 金の星社 はじめての絵本たいむ　つみき
国語 金の星社 新しいえほん　とんとんとん
生活 金の星社 音のでる絵本　おとのでるのりものえほん
音楽 金の星社 うたってたたこう！　わくわくリズムあそびどうようえほん
国語 金の星社 あいうえおのえほん　
国語 くもん出版 もじ・ことば１　はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１　はじめてのかん字
生活 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード
生活 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
生活 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
生活 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」　
国語 くもん出版 ひらがなカード　
算数 くもん出版 とけいカード　
算数 くもん出版 かずカード　
算数 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん　
国語 くもん出版 おけいこ　はじめてのおけいこ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば２　はじめてのひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば７　ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８　ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９　はじめてのカタカナ
国語 くもん出版 もじ・ことば１０　カタカナおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば１２　漢字おけいこ
国語 くもん出版 書きかたカード漢字　
国語 くもん出版 カタカナカード　
国語 くもん出版 ぶんカード１集　
国語 くもん出版 ゆびなぞりカードひらがな　
算数 くもん出版 たしざんカード　
図画工作 くもん出版 くもんのはじめてのえほん２　なにいろ？
図画工作 くもん出版 ファーストステップドリル　すいすいきってみよう
算数 くもん出版 かず・けいさん１０　はじめてのとけい
算数 くもん出版 かず・けいさん１１　とけいのおけいこ
算数 くもん出版 めいろ１　はじめてのめいろ１集
図画工作 くもん出版 こうさく１　はじめてのはさみ
図画工作 くもん出版 こうさく２　はじめてのかみこうさく１集
国語 くもん出版 小学ドリル国語　２年生の言葉と文のきまり
国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生の文しょうの読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語　２年生の文章の読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生のかん字
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国語 くもん出版 小学ドリル国語　２年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生のカタカナ
算数 くもん出版 小学ドリル算数　１年生のすう・りょう・ずけい
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算　１年生のひきざん
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算　２年生のかけ算（九九）
国語 くもん出版 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

生活 くもん出版 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

算数 くもん出版 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
音楽 グランまま うたえほん　
図画工作 講談社 創作絵本　ぼくのくれよん
図画工作 講談社 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
図画工作 国土社 たのしい図画工作９　うごくおもちゃ
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集　こぐまちゃんおはよう
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集　こぐまちゃんのみずあそび
国語、生活 こぐま社 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
国語 こぐま社 ぶうとぴょんのえほん　おんなじおんなじ
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本　ぶたたぬききつねねこ
算数 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく
図画工作 こぐま社 柳原良平のえほん　かおかおどんなかお
生活 こぐま社 こぐまちゃんえほん第４集　しろくまちゃんぱんかいに
国語 こぐま社 ぶうとぴょんの絵本　なにしてるなにしてる
算数 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー
国語 こばと 初級編ステップアップ　マッチングⅡ
国語 こばと 初級編ステップアップ　こくごⅠ
算数 こばと 初級編ステップアップ　さんすうⅠ
図画工作 さえら たのしい工作教室　たのしいこうさくきょうしつ１
算数 小学館 ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３
算数 小学館 デコボコえほん　かずをかぞえよう！
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい昆虫館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい乗りもの館
生活 小学館 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

生活 小学館 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

生活 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習日本地図帳
音楽 大日本絵画 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
算数 大日本絵画 あなあきしかけえほん　かわいいてんとうむし
生活 大日本絵画 パペットしかけえほん　ふわふわうさちゃん
図画工作、生活 大日本絵画 むしむしさわってごらん　
国語 太郎次郎社 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

国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　よーいどん！
国語 童心社 松谷みよ子あかちゃんの本　あなたはだあれ
図画工作 戸田デザイ ６つの色　
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２　
算数 永岡書店 木のえほん　どうぶつパズル
生活 永岡書店 こども写真ひゃっか　はたらくくるま大図鑑ＤＸ〈デラックス〉ＤＶＤ付き

生活 永岡書店 どうぶつタンバリンリズムえほん　
音楽 永岡書店 わくわくタンバリンリズムえほん　
生活 永岡書店 はじめてずかんこれ、な〜に？６５０　
生活 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０　たべもの
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２　きせつとしぜん
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生活 ひかりのく ２０２シリーズ　たべもの２０２
音楽 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
国語 評論社 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？
国語 評論社 コロちゃんのびっくり箱　コロちゃんのたんじょうび
生活 ひさかた あかちゃんのための絵本　はみがきしゅわしゅわ
図画工作 ひさかた 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
生活 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう　
国語 ひさかた スキンシップ絵本　あいうえお
生活 ひさかた おべんとうバス　
図画工作 福音館 かがくのとも絵本　かみであそぼうきる・おる
国語 福音館 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 こどものとも絵本　そらいろのたね
国語 福音館 こどものとも絵本　おおきなかぶ
生活 福音館 こどものとも絵本　はじめてのおつかい
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！
生活 福音館 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん
算数 福音館 幼児絵本シリーズ　きんぎょがにげた
国語 福音館 幼児絵本シリーズ　ねえどっちがすき？
生活 福音館 幼児絵本シリーズ　くだものだもの
生活 福音館 ばばばあちゃんの絵本　ばばばあちゃんのおもちつき
国語 ブロンズ新 だるまさんと　
国語 ブロンズ新 だるまさんが　
国語 ブロンズ新 だるまさんの　
国語 ブロンズ新 おしくら・まんじゅう　
生活 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集　かくしたのだあれ
生活 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集　たべたのだあれ
国語 文研出版 ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン
国語 文研出版 みるみる絵本　もこもこもこ
図画工作 フレーベル ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん　あそぼ！
国語 フレーベル プータンどこいくの？　
国語 フレーベル かいてけしてまたかける　あいうえお
音楽 フレーベル アンパンマンリズムえほん　アンパンマンといっしょにがっきであそぼう

音楽 フレーベル アンパンマン・メロディバギーブック１　ゆうきりんりんメロディ

音楽 フレーベル アンパンマンピアノえほん　
図画工作 ポプラ あそびのひろば４　はりえあそび
図画工作 ポプラ あそびのひろば８　らくがきあそび
図画工作 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに
算数 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２　どうぶつなんびき？
音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ
算数 ポプラ 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

国語 ポプラ やさい・くだものぴったりカード　
算数 民衆社 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる２年　
国語 理論社 あいうえおうさま　
国語、生活 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお　
国語 朝日新聞 うたおう♪はなそう！おうた＆ことばタブレット　音でる♪知育絵本

音楽 朝日新聞 ピカピカひかるピアノ　音でる♪知育絵本
国語 朝日新聞 あいうえおＡＢＣタブレット　音でる♪知育絵本
生活 佼成出版 なにをたべてきたの？　
生活、国語 交通新聞 うんてんしよう！のりものだいしゅうごう　
算数 清風堂書店 陰山ドリル初級算数小学２年生　
生活 大日本図書 いろいろバス　
算数 文溪堂 まるさんかくぞう　
図画工作 三起商行 てざわりえほん　うみへいこう
音楽、国語 世界文化社 さかながはねて

小学部 国語 あかね書房 もじのえほん　かんじ（１）
肢体重複Ⅱ 国語 あかね書房 もじのえほん　かんじ（２）

算数 あかね書房 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

図画工作 あかね書房 あかねえほんシリーズ　えほんえかきうた
国語 あかね書房 けんちゃんとあそぼう１　のってのって
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生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち
生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん２　かばくんのおかいもの
国語 あかね書房 あかね書房の学習えほん　かたかなえほんアイウエオ
生活 あかね書房 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
国語 あかね書房 ゆびにんぎょうえほん１　３びきのちびくま
図画工作 岩崎書店 あそびの絵本　クレヨンあそび
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
図画工作 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸ　しぜんで工作しよう
図画工作 絵本館 五味太郎の絵本９　いろ
算数 偕成社 エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば
生活 偕成社 赤ちゃん版ノンタン（２）　ノンタンもぐもぐもぐ
生活 偕成社 子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（１）　ごあいさつあそび
国語 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（２）　いないいないばああそび
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（３）　いただきますあそび
生活 偕成社 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
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）　いいおへんじできるかな
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
図画工作 偕成社 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

国語 偕成社 エリック・カールの絵本　くまさんくまさんなにみてるの？
生活 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）　きいろいのはちょうちょ
図画工作 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）　みんなみんなみーつけた
生活、体育 偕成社 ノンタンあそぼうよ（４）　ノンタンおよぐのだいすき
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１０）　ノンタンボールまてまてまて
国語 偕成社 まついのりこあかちゃんのほん２集（１）　じゃあじゃあびりびり

国語 偕成社 五味太郎音と文字の本　ぽぽぽぽぽ
国語 偕成社 五味太郎音と文字の本　どどどどど
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（８）　シャンプーだいすき
生活 偕成社 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

国語、生活 偕成社 さわる絵本　新装版これ、なあに？
図画工作 偕成社 あっ！とおどろくしかけえほん　おめんです
生活 学研 はっけんずかん　のりもの改訂版
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく増補改訂
生活 学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　８きせつ
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって
図画工作、算数 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって
国語 学研 いっしょにあそぼ　あかあかくろくろ
図画工作 学研 いっしょにあそぼ　ぶんぶんきいろ
図画工作 学研 いっしょにあそぼ　ぬのひもえほんしましまぐるぐる
図画工作 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａ　くだものさん
生活 金の星社 ひとりでできるもん！６　だいすきおやつ作り
生活 金の星社 げんきをつくる食育えほん１　たべるのだいすき！
算数 金の星社 はじめての絵本たいむ　つみき
国語 金の星社 新しいえほん　とんとんとん
生活 金の星社 音のでる絵本　おとのでるのりものえほん
音楽 金の星社 うたってたたこう！　わくわくリズムあそびどうようえほん
国語 金の星社 あいうえおのえほん　
国語 くもん出版 もじ・ことば１　はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１　はじめてのかん字
生活 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード
生活 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
生活 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
生活 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」　
国語 くもん出版 ひらがなカード　
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算数 くもん出版 とけいカード　
算数 くもん出版 かずカード　
算数 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん　
国語 くもん出版 おけいこ　はじめてのおけいこ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば２　はじめてのひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば７　ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８　ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９　はじめてのカタカナ
国語 くもん出版 もじ・ことば１０　カタカナおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば１２　漢字おけいこ
国語 くもん出版 書きかたカード漢字　
国語 くもん出版 カタカナカード　
国語 くもん出版 ぶんカード１集　
国語 くもん出版 ゆびなぞりカードひらがな　
算数 くもん出版 たしざんカード　
図画工作 くもん出版 くもんのはじめてのえほん２　なにいろ？
図画工作 くもん出版 ファーストステップドリル　すいすいきってみよう
算数 くもん出版 かず・けいさん１０　はじめてのとけい
算数 くもん出版 かず・けいさん１１　とけいのおけいこ
算数 くもん出版 めいろ１　はじめてのめいろ１集
図画工作 くもん出版 こうさく１　はじめてのはさみ
図画工作 くもん出版 こうさく２　はじめてのかみこうさく１集
国語 くもん出版 小学ドリル国語　２年生の言葉と文のきまり
国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生の文しょうの読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語　２年生の文章の読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語　２年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生のカタカナ
算数 くもん出版 小学ドリル算数　１年生のすう・りょう・ずけい
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算　１年生のひきざん
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算　２年生のかけ算（九九）
国語 くもん出版 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

生活 くもん出版 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

算数 くもん出版 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
音楽 グランまま うたえほん　
図画工作 講談社 創作絵本　ぼくのくれよん
図画工作 講談社 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
図画工作 国土社 たのしい図画工作９　うごくおもちゃ
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集　こぐまちゃんおはよう
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集　こぐまちゃんのみずあそび
国語、生活 こぐま社 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
国語 こぐま社 ぶうとぴょんのえほん　おんなじおんなじ
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本　ぶたたぬききつねねこ
算数 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく
図画工作 こぐま社 柳原良平のえほん　かおかおどんなかお
生活 こぐま社 こぐまちゃんえほん第４集　しろくまちゃんぱんかいに
国語 こぐま社 ぶうとぴょんの絵本　なにしてるなにしてる
算数 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー
国語 こばと 初級編ステップアップ　マッチングⅡ
国語 こばと 初級編ステップアップ　こくごⅠ
算数 こばと 初級編ステップアップ　さんすうⅠ
図画工作 さえら たのしい工作教室　たのしいこうさくきょうしつ１
算数 小学館 ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３
算数 小学館 デコボコえほん　かずをかぞえよう！
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい昆虫館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい乗りもの館
生活 小学館 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

生活 小学館 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

生活 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習日本地図帳
音楽 大日本絵画 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
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算数 大日本絵画 あなあきしかけえほん　かわいいてんとうむし
生活 大日本絵画 パペットしかけえほん　ふわふわうさちゃん
図画工作、生活 大日本絵画 むしむしさわってごらん　
国語 太郎次郎社 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

国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　よーいどん！
国語 童心社 松谷みよ子あかちゃんの本　あなたはだあれ
図画工作 戸田デザイ ６つの色　
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２　
算数 永岡書店 木のえほん　どうぶつパズル
生活 永岡書店 こども写真ひゃっか　はたらくくるま大図鑑ＤＸ〈デラックス〉ＤＶＤ付き

生活 永岡書店 どうぶつタンバリンリズムえほん　
音楽 永岡書店 わくわくタンバリンリズムえほん　
生活 永岡書店 はじめてずかんこれ、な〜に？６５０　
生活 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０　たべもの
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２　きせつとしぜん
生活 ひかりのく ２０２シリーズ　たべもの２０２
音楽 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
国語 評論社 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？
国語 評論社 コロちゃんのびっくり箱　コロちゃんのたんじょうび
生活 ひさかた あかちゃんのための絵本　はみがきしゅわしゅわ
図画工作 ひさかた 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
生活 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう　
国語 ひさかた スキンシップ絵本　あいうえお
生活 ひさかた おべんとうバス　
図画工作 福音館 かがくのとも絵本　かみであそぼうきる・おる
国語 福音館 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 こどものとも絵本　そらいろのたね
国語 福音館 こどものとも絵本　おおきなかぶ
生活 福音館 こどものとも絵本　はじめてのおつかい
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！
生活 福音館 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん
算数 福音館 幼児絵本シリーズ　きんぎょがにげた
国語 福音館 幼児絵本シリーズ　ねえどっちがすき？
生活 福音館 幼児絵本シリーズ　くだものだもの
生活 福音館 ばばばあちゃんの絵本　ばばばあちゃんのおもちつき
国語 ブロンズ新 だるまさんと　
国語 ブロンズ新 だるまさんが　
国語 ブロンズ新 だるまさんの　
国語 ブロンズ新 おしくら・まんじゅう　
生活 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集　かくしたのだあれ
生活 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集　たべたのだあれ
国語 文研出版 ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン
国語 文研出版 みるみる絵本　もこもこもこ
図画工作 フレーベル ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん　あそぼ！
国語 フレーベル プータンどこいくの？　
国語 フレーベル かいてけしてまたかける　あいうえお
音楽 フレーベル アンパンマンリズムえほん　アンパンマンといっしょにがっきであそぼう
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音楽 フレーベル アンパンマン・メロディバギーブック１　ゆうきりんりんメロディ

音楽 フレーベル アンパンマンピアノえほん　
図画工作 ポプラ あそびのひろば４　はりえあそび
図画工作 ポプラ あそびのひろば８　らくがきあそび
図画工作 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに
算数 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２　どうぶつなんびき？
音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ
算数 ポプラ 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

国語 ポプラ やさい・くだものぴったりカード　
算数 民衆社 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる２年　
国語 理論社 あいうえおうさま　
国語、生活 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお　
国語 朝日新聞 うたおう♪はなそう！おうた＆ことばタブレット　音でる♪知育絵本

音楽 朝日新聞 ピカピカひかるピアノ　音でる♪知育絵本
国語 朝日新聞 あいうえおＡＢＣタブレット　音でる♪知育絵本
生活 佼成出版 なにをたべてきたの？　
生活、国語 交通新聞 うんてんしよう！のりものだいしゅうごう　
算数 清風堂書店 陰山ドリル初級算数小学２年生　
生活 大日本図書 いろいろバス　
算数 文溪堂 まるさんかくぞう　
図画工作 三起商行 てざわりえほん　うみへいこう
音楽、国語 世界文化社 さかながはねて

小学部 国語 あかね書房 もじのえほん　かんじ（１）
肢体重複Ⅲ 国語 あかね書房 もじのえほん　かんじ（２）

算数 あかね書房 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

図画工作 あかね書房 あかねえほんシリーズ　えほんえかきうた
国語 あかね書房 けんちゃんとあそぼう１　のってのって
生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち
生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん２　かばくんのおかいもの
国語 あかね書房 あかね書房の学習えほん　かたかなえほんアイウエオ
生活 あかね書房 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
国語 あかね書房 ゆびにんぎょうえほん１　３びきのちびくま
図画工作 岩崎書店 あそびの絵本　クレヨンあそび
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
図画工作 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸ　しぜんで工作しよう
図画工作 絵本館 五味太郎の絵本９　いろ
算数 偕成社 エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば
生活 偕成社 赤ちゃん版ノンタン（２）　ノンタンもぐもぐもぐ
生活 偕成社 子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（１）　ごあいさつあそび
国語 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（２）　いないいないばああそび
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（３）　いただきますあそび
生活 偕成社 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
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）　いいおへんじできるかな
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
図画工作 偕成社 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

国語 偕成社 エリック・カールの絵本　くまさんくまさんなにみてるの？
生活 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）　きいろいのはちょうちょ
図画工作 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）　みんなみんなみーつけた
生活、体育 偕成社 ノンタンあそぼうよ（４）　ノンタンおよぐのだいすき
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１０）　ノンタンボールまてまてまて
国語 偕成社 まついのりこあかちゃんのほん２集（１）　じゃあじゃあびりびり

国語 偕成社 五味太郎音と文字の本　ぽぽぽぽぽ
国語 偕成社 五味太郎音と文字の本　どどどどど
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（８）　シャンプーだいすき
生活 偕成社 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

国語、生活 偕成社 さわる絵本　新装版これ、なあに？
図画工作 偕成社 あっ！とおどろくしかけえほん　おめんです
生活 学研 はっけんずかん　のりもの改訂版
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図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく増補改訂
生活 学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　８きせつ
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって
図画工作、算数 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって
国語 学研 いっしょにあそぼ　あかあかくろくろ
図画工作 学研 いっしょにあそぼ　ぶんぶんきいろ
図画工作 学研 いっしょにあそぼ　ぬのひもえほんしましまぐるぐる
図画工作 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａ　くだものさん
生活 金の星社 ひとりでできるもん！６　だいすきおやつ作り
生活 金の星社 げんきをつくる食育えほん１　たべるのだいすき！
算数 金の星社 はじめての絵本たいむ　つみき
国語 金の星社 新しいえほん　とんとんとん
生活 金の星社 音のでる絵本　おとのでるのりものえほん
音楽 金の星社 うたってたたこう！　わくわくリズムあそびどうようえほん
国語 金の星社 あいうえおのえほん　
国語 くもん出版 もじ・ことば１　はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１　はじめてのかん字
生活 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード
生活 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
生活 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
生活 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」　
国語 くもん出版 ひらがなカード　
算数 くもん出版 とけいカード　
算数 くもん出版 かずカード　
算数 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん　
国語 くもん出版 おけいこ　はじめてのおけいこ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば２　はじめてのひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば７　ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８　ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９　はじめてのカタカナ
国語 くもん出版 もじ・ことば１０　カタカナおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば１２　漢字おけいこ
国語 くもん出版 書きかたカード漢字　
国語 くもん出版 カタカナカード　
国語 くもん出版 ぶんカード１集　
国語 くもん出版 ゆびなぞりカードひらがな　
算数 くもん出版 たしざんカード　
図画工作 くもん出版 くもんのはじめてのえほん２　なにいろ？
図画工作 くもん出版 ファーストステップドリル　すいすいきってみよう
算数 くもん出版 かず・けいさん１０　はじめてのとけい
算数 くもん出版 かず・けいさん１１　とけいのおけいこ
算数 くもん出版 めいろ１　はじめてのめいろ１集
図画工作 くもん出版 こうさく１　はじめてのはさみ
図画工作 くもん出版 こうさく２　はじめてのかみこうさく１集
国語 くもん出版 小学ドリル国語　２年生の言葉と文のきまり
国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生の文しょうの読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語　２年生の文章の読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語　２年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生のカタカナ
算数 くもん出版 小学ドリル算数　１年生のすう・りょう・ずけい
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算　１年生のひきざん
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算　２年生のかけ算（九九）
国語 くもん出版 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

生活 くもん出版 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

- 140 -



算数 くもん出版 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
音楽 グランまま うたえほん　
図画工作 講談社 創作絵本　ぼくのくれよん
図画工作 講談社 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
図画工作 国土社 たのしい図画工作９　うごくおもちゃ
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集　こぐまちゃんおはよう
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集　こぐまちゃんのみずあそび
国語、生活 こぐま社 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
国語 こぐま社 ぶうとぴょんのえほん　おんなじおんなじ
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本　ぶたたぬききつねねこ
算数 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく
図画工作 こぐま社 柳原良平のえほん　かおかおどんなかお
生活 こぐま社 こぐまちゃんえほん第４集　しろくまちゃんぱんかいに
国語 こぐま社 ぶうとぴょんの絵本　なにしてるなにしてる
算数 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー
国語 こばと 初級編ステップアップ　マッチングⅡ
国語 こばと 初級編ステップアップ　こくごⅠ
算数 こばと 初級編ステップアップ　さんすうⅠ
図画工作 さえら たのしい工作教室　たのしいこうさくきょうしつ１
算数 小学館 ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３
算数 小学館 デコボコえほん　かずをかぞえよう！
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい昆虫館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい乗りもの館
生活 小学館 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

生活 小学館 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

生活 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習日本地図帳
音楽 大日本絵画 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
算数 大日本絵画 あなあきしかけえほん　かわいいてんとうむし
生活 大日本絵画 パペットしかけえほん　ふわふわうさちゃん
図画工作、生活 大日本絵画 むしむしさわってごらん　
国語 太郎次郎社 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

国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　よーいどん！
国語 童心社 松谷みよ子あかちゃんの本　あなたはだあれ
図工 戸田デザイ ６つの色　
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２　
算数 永岡書店 木のえほん　どうぶつパズル
生活 永岡書店 こども写真ひゃっか　はたらくくるま大図鑑ＤＸ〈デラックス〉ＤＶＤ付き

生活 永岡書店 どうぶつタンバリンリズムえほん　
音楽 永岡書店 わくわくタンバリンリズムえほん　
生活 永岡書店 はじめてずかんこれ、な〜に？６５０　
生活 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０　たべもの
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２　きせつとしぜん
生活 ひかりのく ２０２シリーズ　たべもの２０２
音楽 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
国語 評論社 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？
国語 評論社 コロちゃんのびっくり箱　コロちゃんのたんじょうび
生活 ひさかた あかちゃんのための絵本　はみがきしゅわしゅわ
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図画工作 ひさかた 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
生活 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう　
国語 ひさかた スキンシップ絵本　あいうえお
生活 ひさかた おべんとうバス　
図画工作 福音館 かがくのとも絵本　かみであそぼうきる・おる
国語 福音館 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 こどものとも絵本　そらいろのたね
国語 福音館 こどものとも絵本　おおきなかぶ
生活 福音館 こどものとも絵本　はじめてのおつかい
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！
生活 福音館 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん
算数 福音館 幼児絵本シリーズ　きんぎょがにげた
国語 福音館 幼児絵本シリーズ　ねえどっちがすき？
生活 福音館 幼児絵本シリーズ　くだものだもの
生活 福音館 ばばばあちゃんの絵本　ばばばあちゃんのおもちつき
国語 ブロンズ新 だるまさんと　
国語 ブロンズ新 だるまさんが　
国語 ブロンズ新 だるまさんの　
国語 ブロンズ新 おしくら・まんじゅう　
生活 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集　かくしたのだあれ
生活 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集　たべたのだあれ
国語 文研出版 ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン
国語 文研出版 みるみる絵本　もこもこもこ
図画工作 フレーベル ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん　あそぼ！
国語 フレーベル プータンどこいくの？　
国語 フレーベル かいてけしてまたかける　あいうえお
音楽 フレーベル アンパンマンリズムえほん　アンパンマンといっしょにがっきであそぼう

音楽 フレーベル アンパンマン・メロディバギーブック１　ゆうきりんりんメロディ

音楽 フレーベル アンパンマンピアノえほん　
図画工作 ポプラ あそびのひろば４　はりえあそび
図画工作 ポプラ あそびのひろば８　らくがきあそび
図画工作 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに
算数 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２　どうぶつなんびき？
音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ
算数 ポプラ 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

国語 ポプラ やさい・くだものぴったりカード　
算数 民衆社 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる２年　
国語 理論社 あいうえおうさま　
国語、生活 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお　
国語 朝日新聞 うたおう♪はなそう！おうた＆ことばタブレット　音でる♪知育絵本

音楽 朝日新聞 ピカピカひかるピアノ　音でる♪知育絵本
国語 朝日新聞 あいうえおＡＢＣタブレット　音でる♪知育絵本
生活 佼成出版 なにをたべてきたの？　
生活、国語 交通新聞 うんてんしよう！のりものだいしゅうごう　
算数 清風堂書店 陰山ドリル初級算数小学２年生　
生活 大日本図書 いろいろバス　
算数 文溪堂 まるさんかくぞう　
図画工作 三起商行 てざわりえほん　うみへいこう
音楽、国語 世界文化社 さかながはねて

中学部 数学 あかね書房 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

肢体重複Ⅰ 美術 あかね書房 あかねえほんシリーズ　えほんえかきうた
保健体育 あかね書房 からだのえほん４　からだにもしもし
美術 あかね書房 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
美術 あかね書房 うたってあそぼう２　えかきうた（むし・さかな）
美術 岩崎書店 あそびの絵本　えのぐあそび
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお
数学 絵本館 五味太郎の絵本１０　かたち
数学 絵本館 五味太郎の絵本　かずのえほん１・２・３
数学 偕成社 エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ
数学 偕成社 ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろあいうえお
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）　ノンタンぶらんこのせて
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国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）　こんなときどうするの？
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）　かざることば（Ａ）
職業・家庭 偕成社 子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！
保健体育 偕成社 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
職業・家庭 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）　いいおへんじできるかな
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　うたがみえるきこえるよ
保健体育 偕成社 五味太郎の絵本　わにさんどきっはいしゃさんどきっ
国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）　きいろいのはちょうちょ
職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（１）　朝ごはんつくろう！
職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（２）　昼ごはんつくろう！
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー
国語 偕成社 五味太郎音と文字の本　ぽぽぽぽぽ
理科 偕成社 エリック・カールの絵本　ちいさいタネ
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　とうさんはタツノオトシゴ
国語 偕成社 エリック・カールボードブック　ボードブックさびしがりやのほたる－光る絵本－

国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（３）　まどからおくりもの
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（２）　食事のマナー
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（４）　おつきあいのマナー
職業・家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（５）　１２か月・行事のマナー
社会 学研 はっけんずかん　のりもの改訂版
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく増補改訂
保健体育 学研 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂人のからだ
理科 学研 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ動物園
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって
国語 学研 しゃべって覚える小学生の英会話ＴａｌｋｉｎｇＴｉｍｅ１　
国語 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａ　やさいさん
美術 金の星社 あかちゃんとおかあさんの絵本　このいろなあに
保健体育 金の星社 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？

職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！４　うれしいごはん、パン、めん料理
音楽 金の星社 うたってたたこう！　わくわくリズムあそびどうようえほん
国語 金の星社 ＡＢＣのえほん　
国語 金の星社 いもとようこあいうえおかるた　
国語 くもん出版 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１　はじめてのかん字
職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード
国語 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
社会 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
社会、職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」　
国語 くもん出版 ひらがなカード　
数学 くもん出版 とけいカード　
数学 くもん出版 かずカード　
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん　
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば４　やさしいひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば５　ひらがなおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８　ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９　はじめてのカタカナ
国語 くもん出版 書きかたカードカタカナ　
国語 くもん出版 書きかたカード漢字　
国語 くもん出版 ぶんカード１集　
国語 くもん出版 ＣＤ付き英語のうたカード　
数学 くもん出版 かず・けいさん１１　とけいのおけいこ
数学 くもん出版 めいろ１　はじめてのめいろ１集
美術 くもん出版 こうさく１　はじめてのはさみ
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数学 くもん出版 小学ドリル算数　６年生の数・量・図形
音楽 くもん出版 ＣＤ付き童謡カード第１集　
国語 くもん出版 ファーストステップドリル　すいすいかいてみよう
理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！　
美術 国土社 たのしい図画工作１６　ちぎり紙・きり紙・はり絵
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集　こぐまちゃんのみずあそび
数学 こぐま社 ぶうとぴょんのえほん　おんなじおんなじ
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本　ぶたたぬききつねねこ
美術 こぐま社 柳原良平のえほん　かおかおどんなかお
国語 こぐま社 ねずみさんのえほんシリーズ　ねずみさんのながいパン
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第４集　こぐまちゃんのどろあそび
社会 小峰書店 東京パノラマたんけん　
職業・家庭 合同出版 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
職業・家庭 合同出版 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

職業・家庭 こばと 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　

国語 こばと 初級編ステップアップ　マッチングⅡ
美術 さえら たのしい工作教室　木のぞうけい教室
職業・家庭 さえら 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
国語 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん　
数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん
数学 小学館 デコボコえほん　かずをかぞえよう！
社会 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑

美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい昆虫館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったいどうぶつ館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい恐竜館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　新・りったい昆虫館
国語 小学館 ドラえもん英語図解辞典　
理科 小学館 ドラえもん科学ワールド　動植物の不思議
職業・家庭 小学館 きむらゆういちのパッチン絵本　だーれだだれだ！
音楽 鈴木出版 歌でおぼえる手話ソングブック　－ともだちになるために－
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック５　ぼなぺてぃどうぞめしあがれ
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック８　食（しょく）
社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）　
社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習日本地図帳
音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた　
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８　
国語 成美堂出版 ＣＤつき小学生の英語レッスン　絵でみて学ぼう英会話
国語 成美堂出版 音のでる絵本　ひらがなかけたよ！
美術 世界文化社 写真でわかるなぜなに１　どうぶつ
社会 世界文化社 完全版こども歴史人物新聞　
国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

美術 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ　
数学 童心社 かずのほん２　０から１０まで
国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごはん
国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのぴくにっく
理科 童心社 ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　よーいどん！
美術 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ　
国語 東京書店 めくって学ぶしかけずかん　身のまわりのふしぎ
国語 戸田デザイ 和英えほん　
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん　
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）
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数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

国語 東洋館 くらしに役立つ国語　
数学 東洋館 くらしに役立つ数学　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
美術 永岡書店 木のえほん　たべものだいすき
数学 永岡書店 マグネットブック　さかなつり
社会 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
数学 ひかりのく 認識絵本１０　おおきいちいさい
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９　ひとのからだ
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２　きせつとしぜん
職業・家庭 ひかりのく ２０２シリーズ　たべもの２０２
理科 ひかりのく 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

保健体育 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん　
音楽 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
国語 評論社 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？
国語 ひさかた 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
数学 ひさかた ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの１・２・３
国語 ひさかた スキンシップ絵本　かたかなアイウエオ
数学 ひさかた スキンシップ絵本　かずのえほん
国語 ひさかた どうぞのいす　
職業・家庭 福音館 幼児絵本シリーズ　くだもの
美術 福音館 かがくのとも絵本　しんぶんしでつくろう
職業・家庭 福音館 かがくのとも絵本　平野レミのおりょうりブック
社会 福音館 福音館の科学シリーズ　ぼくらの地図旅行
美術 福音館 福音館の科学シリーズ　あそびのレシピ
職業・家庭 福音館 福音館の科学シリーズ　ただいまお仕事中
国語 福音館 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら
職業・家庭 福音館 こどものとも絵本　はじめてのおつかい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　三びきのやぎのがらがらどん
音楽 福音館 日本傑作絵本シリーズ　みんなであそぶわらべうた
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！
国語 福音館 幼児絵本シリーズ　もりのおふろ
職業・家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお料理　
国語 ブロンズ新 らくがきえほんあ・い・う・え・お　
国語 ブロンズ新 だるまさんの　
理科 文研出版 ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン
職業・家庭 福村出版 シリーズ生活を学ぶ１　つくって食べよう
保健体育 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　ひとのからだ
理科 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　はるなつあきふゆ
美術 ポプラ あそびのひろば２　やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ あそびのひろば４　はりえあそび
美術 ポプラ あそびのひろば８　らくがきあそび
国語 ポプラ ねずみくんの絵本１　ねずみくんのチョッキ
美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに
音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ
国語 ポプラ 音のでる知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん
国語 ポプラ 音のでる知育絵本１５　こえでおぼえるごあいさつえほん
数学 ポプラ 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

音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ１１　どうようもっきんえほん
美術 ポプラ やさい・くだものぴったりカード　
国語 ポプラ どうぶつえあわせぴったりカード　
職業・家庭 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用　
国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお　
職業・家庭 日本図書 栄養素キャラクター図鑑　
音楽 ベネッセ たまひよ楽器あそび絵本　０・１・２才おててでたたこうたんたんたいこ

国語 本の泉社 新小学校漢字１０２６字音読で楽しく学べる漢字童話　
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国語 三起商行 ミキハウスの絵本　うちゅう－光るインクえほん
中学部 数学 あかね書房 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

肢体重複Ⅱ 美術 あかね書房 あかねえほんシリーズ　えほんえかきうた
保健体育 あかね書房 からだのえほん４　からだにもしもし
美術 あかね書房 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
美術 あかね書房 うたってあそぼう２　えかきうた（むし・さかな）
美術 岩崎書店 あそびの絵本　えのぐあそび
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお
数学 絵本館 五味太郎の絵本１０　かたち
数学 絵本館 五味太郎の絵本　かずのえほん１・２・３
数学 偕成社 エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ
数学 偕成社 ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろあいうえお
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）　ノンタンぶらんこのせて
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）　こんなときどうするの？
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）　かざることば（Ａ）
職業・家庭 偕成社 子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！
保健体育 偕成社 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
職業・家庭 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）　いいおへんじできるかな
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　うたがみえるきこえるよ
保健体育 偕成社 五味太郎の絵本　わにさんどきっはいしゃさんどきっ
国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）　きいろいのはちょうちょ
職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（１）　朝ごはんつくろう！
職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（２）　昼ごはんつくろう！
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー
国語 偕成社 五味太郎音と文字の本　ぽぽぽぽぽ
理科 偕成社 エリック・カールの絵本　ちいさいタネ
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　とうさんはタツノオトシゴ
国語 偕成社 エリック・カールボードブック　ボードブックさびしがりやのほたる－光る絵本－

国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（３）　まどからおくりもの
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（２）　食事のマナー
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（４）　おつきあいのマナー
職業・家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（５）　１２か月・行事のマナー
社会 学研 はっけんずかん　のりもの改訂版
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく増補改訂
保健体育 学研 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂人のからだ
理科 学研 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ動物園
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって
国語 学研 しゃべって覚える小学生の英会話ＴａｌｋｉｎｇＴｉｍｅ１　
国語 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａ　やさいさん
美術 金の星社 あかちゃんとおかあさんの絵本　このいろなあに
保健体育 金の星社 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？

職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！４　うれしいごはん、パン、めん料理
音楽 金の星社 うたってたたこう！　わくわくリズムあそびどうようえほん
国語 金の星社 ＡＢＣのえほん　
国語 金の星社 いもとようこあいうえおかるた　
国語 くもん出版 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１　はじめてのかん字
職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード
国語 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
社会 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
社会、職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」　
国語 くもん出版 ひらがなカード　
数学 くもん出版 とけいカード　
数学 くもん出版 かずカード　
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数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん　
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば４　やさしいひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば５　ひらがなおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８　ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９　はじめてのカタカナ
国語 くもん出版 書きかたカードカタカナ　
国語 くもん出版 書きかたカード漢字　
国語 くもん出版 ぶんカード１集　
国語 くもん出版 ＣＤ付き英語のうたカード　
数学 くもん出版 かず・けいさん１１　とけいのおけいこ
数学 くもん出版 めいろ１　はじめてのめいろ１集
美術 くもん出版 こうさく１　はじめてのはさみ
数学 くもん出版 小学ドリル算数　６年生の数・量・図形
音楽 くもん出版 ＣＤ付き童謡カード第１集　
国語 くもん出版 ファーストステップドリル　すいすいかいてみよう
理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！　
美術 国土社 たのしい図画工作１６　ちぎり紙・きり紙・はり絵
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集　こぐまちゃんのみずあそび
数学 こぐま社 ぶうとぴょんのえほん　おんなじおんなじ
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本　ぶたたぬききつねねこ
美術 こぐま社 柳原良平のえほん　かおかおどんなかお
国語 こぐま社 ねずみさんのえほんシリーズ　ねずみさんのながいパン
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第４集　こぐまちゃんのどろあそび
社会 小峰書店 東京パノラマたんけん　
職業・家庭 合同出版 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
職業・家庭 合同出版 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

職業・家庭 こばと 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　

国語 こばと 初級編ステップアップ　マッチングⅡ
美術 さえら たのしい工作教室　木のぞうけい教室
職業・家庭 さえら 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
国語 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん　
数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん
数学 小学館 デコボコえほん　かずをかぞえよう！
社会 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑

美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい昆虫館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったいどうぶつ館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい恐竜館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　新・りったい昆虫館
国語 小学館 ドラえもん英語図解辞典　
理科 小学館 ドラえもん科学ワールド　動植物の不思議
職業・家庭 小学館 きむらゆういちのパッチン絵本　だーれだだれだ！
音楽 鈴木出版 歌でおぼえる手話ソングブック　－ともだちになるために－
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック５　ぼなぺてぃどうぞめしあがれ
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック８　食（しょく）
社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）　
社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習日本地図帳
音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた　
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８　
国語 成美堂出版 ＣＤつき小学生の英語レッスン　絵でみて学ぼう英会話
国語 成美堂出版 音のでる絵本　ひらがなかけたよ！
美術 世界文化社 写真でわかるなぜなに１　どうぶつ
社会 世界文化社 完全版こども歴史人物新聞　
国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

美術 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ　
数学 童心社 かずのほん２　０から１０まで
国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごはん
国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのぴくにっく
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理科 童心社 ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　よーいどん！
美術 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ　
国語 東京書店 めくって学ぶしかけずかん　身のまわりのふしぎ
国語 戸田デザイ 和英えほん　
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん　
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

国語 東洋館 くらしに役立つ国語　
数学 東洋館 くらしに役立つ数学　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
美術 永岡書店 木のえほん　たべものだいすき
数学 永岡書店 マグネットブック　さかなつり
社会 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
数学 ひかりのく 認識絵本１０　おおきいちいさい
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９　ひとのからだ
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２　きせつとしぜん
職業・家庭 ひかりのく ２０２シリーズ　たべもの２０２
理科 ひかりのく 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

保健体育 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん　
音楽 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
国語 評論社 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？
国語 ひさかた 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
数学 ひさかた ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの１・２・３
国語 ひさかた スキンシップ絵本　かたかなアイウエオ
数学 ひさかた スキンシップ絵本　かずのえほん
国語 ひさかた どうぞのいす　
職業・家庭 福音館 幼児絵本シリーズ　くだもの
美術 福音館 かがくのとも絵本　しんぶんしでつくろう
職業・家庭 福音館 かがくのとも絵本　平野レミのおりょうりブック
社会 福音館 福音館の科学シリーズ　ぼくらの地図旅行
美術 福音館 福音館の科学シリーズ　あそびのレシピ
職業・家庭 福音館 福音館の科学シリーズ　ただいまお仕事中
国語 福音館 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら
職業・家庭 福音館 こどものとも絵本　はじめてのおつかい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　三びきのやぎのがらがらどん
音楽 福音館 日本傑作絵本シリーズ　みんなであそぶわらべうた
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！
国語 福音館 幼児絵本シリーズ　もりのおふろ
職業・家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお料理　
国語 ブロンズ新 らくがきえほんあ・い・う・え・お　
国語 ブロンズ新 だるまさんの　
理科 文研出版 ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン
職業・家庭 福村出版 シリーズ生活を学ぶ１　つくって食べよう
保健体育 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　ひとのからだ
理科 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　はるなつあきふゆ
美術 ポプラ あそびのひろば２　やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ あそびのひろば４　はりえあそび
美術 ポプラ あそびのひろば８　らくがきあそび
国語 ポプラ ねずみくんの絵本１　ねずみくんのチョッキ
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美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに
音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ
国語 ポプラ 音のでる知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん
国語 ポプラ 音のでる知育絵本１５　こえでおぼえるごあいさつえほん
数学 ポプラ 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

音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ１１　どうようもっきんえほん
美術 ポプラ やさい・くだものぴったりカード　
国語 ポプラ どうぶつえあわせぴったりカード　
職業・家庭 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用　
国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお　
職業・家庭 日本図書 栄養素キャラクター図鑑　
音楽 ベネッセ たまひよ楽器あそび絵本　０・１・２才おててでたたこうたんたんたいこ

国語 本の泉社 新小学校漢字１０２６字音読で楽しく学べる漢字童話　
国語 三起商行 ミキハウスの絵本　うちゅう－光るインクえほん

中学部 数学 あかね書房 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

肢体重複Ⅲ 美術 あかね書房 あかねえほんシリーズ　えほんえかきうた
保健体育 あかね書房 からだのえほん４　からだにもしもし
美術 あかね書房 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
美術 あかね書房 うたってあそぼう２　えかきうた（むし・さかな）
美術 岩崎書店 あそびの絵本　えのぐあそび
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお
数学 絵本館 五味太郎の絵本１０　かたち
数学 絵本館 五味太郎の絵本　かずのえほん１・２・３
数学 偕成社 エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ
数学 偕成社 ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろあいうえお
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）　ノンタンぶらんこのせて
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）　こんなときどうするの？
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）　かざることば（Ａ）
職業・家庭 偕成社 子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！
保健体育 偕成社 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
職業・家庭 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）　いいおへんじできるかな
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　うたがみえるきこえるよ
保健体育 偕成社 五味太郎の絵本　わにさんどきっはいしゃさんどきっ
国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）　きいろいのはちょうちょ
職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（１）　朝ごはんつくろう！
職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（２）　昼ごはんつくろう！
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー
国語 偕成社 五味太郎音と文字の本　ぽぽぽぽぽ
理科 偕成社 エリック・カールの絵本　ちいさいタネ
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　とうさんはタツノオトシゴ
国語 偕成社 エリック・カールボードブック　ボードブックさびしがりやのほたる－光る絵本－

国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（３）　まどからおくりもの
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（２）　食事のマナー
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（４）　おつきあいのマナー
職業・家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（５）　１２か月・行事のマナー
社会 学研 はっけんずかん　のりもの改訂版
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく増補改訂
保健体育 学研 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂人のからだ
理科 学研 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ動物園
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって
国語 学研 しゃべって覚える小学生の英会話ＴａｌｋｉｎｇＴｉｍｅ１　
国語 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａ　やさいさん
美術 金の星社 あかちゃんとおかあさんの絵本　このいろなあに
保健体育 金の星社 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？

職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！４　うれしいごはん、パン、めん料理
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音楽 金の星社 うたってたたこう！　わくわくリズムあそびどうようえほん
国語 金の星社 ＡＢＣのえほん　
国語 金の星社 いもとようこあいうえおかるた　
国語 くもん出版 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１　はじめてのかん字
職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード
国語 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
社会 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
社会、職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」　
国語 くもん出版 ひらがなカード　
数学 くもん出版 とけいカード　
数学 くもん出版 かずカード　
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん　
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば４　やさしいひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば５　ひらがなおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８　ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９　はじめてのカタカナ
国語 くもん出版 書きかたカードカタカナ　
国語 くもん出版 書きかたカード漢字　
国語 くもん出版 ぶんカード１集　
国語 くもん出版 ＣＤ付き英語のうたカード　
数学 くもん出版 かず・けいさん１１　とけいのおけいこ
数学 くもん出版 めいろ１　はじめてのめいろ１集
美術 くもん出版 こうさく１　はじめてのはさみ
数学 くもん出版 小学ドリル算数　６年生の数・量・図形
音楽 くもん出版 ＣＤ付き童謡カード第１集　
国語 くもん出版 ファーストステップドリル　すいすいかいてみよう
理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！　
美術 国土社 たのしい図画工作１６　ちぎり紙・きり紙・はり絵
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集　こぐまちゃんのみずあそび
数学 こぐま社 ぶうとぴょんのえほん　おんなじおんなじ
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本　ぶたたぬききつねねこ
美術 こぐま社 柳原良平のえほん　かおかおどんなかお
国語 こぐま社 ねずみさんのえほんシリーズ　ねずみさんのながいパン
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第４集　こぐまちゃんのどろあそび
社会 小峰書店 東京パノラマたんけん　
職業・家庭 合同出版 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
職業・家庭 合同出版 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

職業・家庭 こばと 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　

国語 こばと 初級編ステップアップ　マッチングⅡ
美術 さえら たのしい工作教室　木のぞうけい教室
職業・家庭 さえら 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
国語 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん　
数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん
数学 小学館 デコボコえほん　かずをかぞえよう！
社会 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑

美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい昆虫館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったいどうぶつ館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい恐竜館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　新・りったい昆虫館
国語 小学館 ドラえもん英語図解辞典　
理科 小学館 ドラえもん科学ワールド　動植物の不思議
職業・家庭 小学館 きむらゆういちのパッチン絵本　だーれだだれだ！
音楽 鈴木出版 歌でおぼえる手話ソングブック　－ともだちになるために－
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック５　ぼなぺてぃどうぞめしあがれ
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック８　食（しょく）
社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）　
社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習日本地図帳
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音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた　
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８　
国語 成美堂出版 ＣＤつき小学生の英語レッスン　絵でみて学ぼう英会話
国語 成美堂出版 音のでる絵本　ひらがなかけたよ！
美術 世界文化社 写真でわかるなぜなに１　どうぶつ
社会 世界文化社 完全版こども歴史人物新聞　
国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

美術 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ　
数学 童心社 かずのほん２　０から１０まで
国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごはん
国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのぴくにっく
理科 童心社 ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　よーいどん！
美術 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ　
国語 東京書店 めくって学ぶしかけずかん　身のまわりのふしぎ
国語 戸田デザイ 和英えほん　
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん　
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

国語 東洋館 くらしに役立つ国語　
数学 東洋館 くらしに役立つ数学　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
美術 永岡書店 木のえほん　たべものだいすき
数学 永岡書店 マグネットブック　さかなつり
社会 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
数学 ひかりのく 認識絵本１０　おおきいちいさい
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９　ひとのからだ
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２　きせつとしぜん
職業・家庭 ひかりのく ２０２シリーズ　たべもの２０２
理科 ひかりのく 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

保健体育 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん　
音楽 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
国語 評論社 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？
国語 ひさかた 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
数学 ひさかた ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの１・２・３
国語 ひさかた スキンシップ絵本　かたかなアイウエオ
数学 ひさかた スキンシップ絵本　かずのえほん
国語 ひさかた どうぞのいす　
職業・家庭 福音館 幼児絵本シリーズ　くだもの
美術 福音館 かがくのとも絵本　しんぶんしでつくろう
職業・家庭 福音館 かがくのとも絵本　平野レミのおりょうりブック
社会 福音館 福音館の科学シリーズ　ぼくらの地図旅行
美術 福音館 福音館の科学シリーズ　あそびのレシピ
職業・家庭 福音館 福音館の科学シリーズ　ただいまお仕事中
国語 福音館 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら
職業・家庭 福音館 こどものとも絵本　はじめてのおつかい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　三びきのやぎのがらがらどん
音楽 福音館 日本傑作絵本シリーズ　みんなであそぶわらべうた
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国語 福音館 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！
国語 福音館 幼児絵本シリーズ　もりのおふろ
職業・家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお料理　
国語 ブロンズ新 らくがきえほんあ・い・う・え・お　
国語 ブロンズ新 だるまさんの　
理科 文研出版 ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン
職業・家庭 福村出版 シリーズ生活を学ぶ１　つくって食べよう
保健体育 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　ひとのからだ
理科 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　はるなつあきふゆ
美術 ポプラ あそびのひろば２　やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ あそびのひろば４　はりえあそび
美術 ポプラ あそびのひろば８　らくがきあそび
国語 ポプラ ねずみくんの絵本１　ねずみくんのチョッキ
美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに
音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ
国語 ポプラ 音のでる知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん
国語 ポプラ 音のでる知育絵本１５　こえでおぼえるごあいさつえほん
数学 ポプラ 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

音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ１１　どうようもっきんえほん
美術 ポプラ やさい・くだものぴったりカード　
国語 ポプラ どうぶつえあわせぴったりカード　
職業・家庭 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用　
国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお　
職業・家庭 日本図書 栄養素キャラクター図鑑　
音楽 ベネッセ たまひよ楽器あそび絵本　０・１・２才おててでたたこうたんたんたいこ

国語 本の泉社 新小学校漢字１０２６字音読で楽しく学べる漢字童話　
国語 三起商行 ミキハウスの絵本　うちゅう－光るインクえほん

高等部 国語 あかね書房 あかね書房の学習えほん　かたかなえほんアイウエオ
肢体重複Ⅰ 音楽 あかね書房 うたってあそぼう１　えかきうた（どうぶつ）

理科 岩崎書店 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

国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
数学 絵本館 五味太郎の絵本　かずのえほん１・２・３
数学 偕成社 エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）　ノンタンぶらんこのせて
保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）　こんなときどうするの？
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）　かざることば（Ａ）
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば
職業、家庭 偕成社 子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！
美術 偕成社 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
国語 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）　みんなみんなみーつけた
職業、家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（１）　朝ごはんつくろう！
職業、家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（２）　昼ごはんつくろう！
職業、家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
職業、家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
保健体育 学研 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂人のからだ
理科 学研 はっけんずかん　どうぶつ改訂版
職業、家庭 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａ　くだものさん
職業、家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１　たのしいたまご料理
職業、家庭 金の星社 ひとりでできるもん！４　うれしいごはん、パン、めん料理
音楽 金の星社 音のでる絵本　おとのでる♪てあそびうたえほん
国語 金の星社 いもとようこあいうえおかるた　
国語 くもん出版 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
職業、家庭 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード
理科 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
社会、国語 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
職業、家庭、国語 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
数学 くもん出版 とけいカード　
数学 くもん出版 かずカード　
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん　
数学 くもん出版 おけいこ　はじめてのおけいこ
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音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば７　ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば１２　漢字おけいこ
社会 くもん出版 生活図鑑カード　マーク標識カード１集
数学 くもん出版 かず・けいさん１０　はじめてのとけい
数学 くもん出版 めいろ３　やさしいめいろ１集
数学 くもん出版 めいろ４　やさしいめいろ２集
国語 くもん出版 小学ドリル国語　４年生の漢字
数学 くもん出版 小学ドリル算数　１年生の文しょうだい
国語 くもん出版 漢字にぐ－んと強くなる小学４年生　
国語 好学社 レオ・レオニの絵本　スイミー
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集　こぐまちゃんのみずあそび
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本　ぶたたぬききつねねこ
数学 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく
国語 こぐま社 にしまきかやこのえほん　わたしのワンピース
数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん　
職業、家庭 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん　
社会 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑

国語 小学館 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

社会 小学館 マンガでわかるよのなかのルール　
職業、家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング　
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？
社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）　
社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習世界地図帳
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８　
国語 世界文化社 写真でわかるなぜなに１　どうぶつ
職業、家庭 草思社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのぴくにっく
国語 童心社 しかけえほん　たまごのえほん
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん　
美術 戸田デザイ ６つの色　
国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
国語 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

社会 東洋館 くらしに役立つ社会　
国語 東洋館 くらしに役立つ国語　
数学 東洋館 くらしに役立つ数学　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２　
社会 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学　
保健体育 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９　ひとのからだ
職業、家庭 ひかりのく ２０２シリーズ　たべもの２０２
理科 ひかりのく 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

音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
社会 評論社 スカーリーおじさんの　はたらく人たち
美術 評論社 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？
社会 評論社 ピーター・スピアーの絵本１　せかいのひとびと
国語 ひさかた スキンシップ絵本　かたかなアイウエオ
社会 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう　
理科 福音館 福音館の科学シリーズ　どうぶつえんガイド
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら
国語 福音館 こどものとも絵本　はじめてのおつかい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　ブレーメンのおんがくたい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　三びきのやぎのがらがらどん
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！
社会 福音館 福音館の科学シリーズ　絵で見る日本の歴史
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理科 文研出版 ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン
美術 ポプラ あそびのひろば１　はんがあそび
美術 ポプラ あそびのひろば２　やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに
音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ
国語 ポプラ すいぞくかんぴったりカード　
国語 ポプラ どうぶつえあわせぴったりカード　
職業、家庭 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための　新・見てわかるビジネスマナー集

職業、家庭 扶桑社 覚えておきたい！新・料理の基本１２３　
数学、国語 童心社 せなけいこ　おばけすごろく（上製版）
数学、国語 童心社 五味太郎　おでかけすごろく（上製版）

高等部 国語 あかね書房 あかね書房の学習えほん　かたかなえほんアイウエオ
肢体重複Ⅱ 音楽 あかね書房 うたってあそぼう１　えかきうた（どうぶつ）

理科 岩崎書店 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

国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
数学 絵本館 五味太郎の絵本　かずのえほん１・２・３
数学 偕成社 エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）　ノンタンぶらんこのせて
保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）　こんなときどうするの？
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）　かざることば（Ａ）
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば
職業、家庭 偕成社 子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！
美術 偕成社 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
国語 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）　みんなみんなみーつけた
職業、家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（１）　朝ごはんつくろう！
職業、家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（２）　昼ごはんつくろう！
職業、家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
職業、家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
保健体育 学研 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂人のからだ
理科 学研 はっけんずかん　どうぶつ改訂版
職業、家庭 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａ　くだものさん
職業、家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１　たのしいたまご料理
職業、家庭 金の星社 ひとりでできるもん！４　うれしいごはん、パン、めん料理
音楽 金の星社 音のでる絵本　おとのでる♪てあそびうたえほん
国語 金の星社 いもとようこあいうえおかるた　
国語 くもん出版 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
職業、家庭 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード
理科 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
社会、国語 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
職業、家庭、国語 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
数学 くもん出版 とけいカード　
数学 くもん出版 かずカード　
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん　
数学 くもん出版 おけいこ　はじめてのおけいこ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば７　ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば１２　漢字おけいこ
社会 くもん出版 生活図鑑カード　マーク標識カード１集
数学 くもん出版 かず・けいさん１０　はじめてのとけい
数学 くもん出版 めいろ３　やさしいめいろ１集
数学 くもん出版 めいろ４　やさしいめいろ２集
国語 くもん出版 小学ドリル国語　４年生の漢字
数学 くもん出版 小学ドリル算数　１年生の文しょうだい
国語 くもん出版 漢字にぐ－んと強くなる小学４年生　
国語 好学社 レオ・レオニの絵本　スイミー
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集　こぐまちゃんのみずあそび
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本　ぶたたぬききつねねこ
数学 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく
国語 こぐま社 にしまきかやこのえほん　わたしのワンピース
数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん　
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職業、家庭 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん　
社会 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑

国語 小学館 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

社会 小学館 マンガでわかるよのなかのルール　
職業、家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング　
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？
社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）　
社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習世界地図帳
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８　
国語 世界文化社 写真でわかるなぜなに１　どうぶつ
職業、家庭 草思社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのぴくにっく
国語 童心社 しかけえほん　たまごのえほん
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん　
美術 戸田デザイ ６つの色　
国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
国語 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

社会 東洋館 くらしに役立つ社会　
国語 東洋館 くらしに役立つ国語　
数学 東洋館 くらしに役立つ数学　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２　
社会 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学　
保健体育 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９　ひとのからだ
職業、家庭 ひかりのく ２０２シリーズ　たべもの２０２
理科 ひかりのく 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

音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
社会 評論社 スカーリーおじさんの　はたらく人たち
美術 評論社 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？
社会 評論社 ピーター・スピアーの絵本１　せかいのひとびと
国語 ひさかた スキンシップ絵本　かたかなアイウエオ
社会 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう　
理科 福音館 福音館の科学シリーズ　どうぶつえんガイド
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら
国語 福音館 こどものとも絵本　はじめてのおつかい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　ブレーメンのおんがくたい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　三びきのやぎのがらがらどん
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！
社会 福音館 福音館の科学シリーズ　絵で見る日本の歴史
理科 文研出版 ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン
美術 ポプラ あそびのひろば１　はんがあそび
美術 ポプラ あそびのひろば２　やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに
音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ
国語 ポプラ すいぞくかんぴったりカード　
国語 ポプラ どうぶつえあわせぴったりカード　
職業、家庭 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための　新・見てわかるビジネスマナー集

職業、家庭 扶桑社 覚えておきたい！新・料理の基本１２３　
数学、国語 童心社 せなけいこ　おばけすごろく（上製版）
数学、国語 童心社 五味太郎　おでかけすごろく（上製版）

高等部 国語 あかね書房 あかね書房の学習えほん　かたかなえほんアイウエオ
肢体重複Ⅲ 音楽 あかね書房 うたってあそぼう１　えかきうた（どうぶつ）

理科 岩崎書店 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

国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
数学 絵本館 五味太郎の絵本　かずのえほん１・２・３
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数学 偕成社 エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）　ノンタンぶらんこのせて
保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）　こんなときどうするの？
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）　かざることば（Ａ）
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば
職業、家庭 偕成社 子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！
美術 偕成社 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
国語 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）　みんなみんなみーつけた
職業、家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（１）　朝ごはんつくろう！
職業、家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（２）　昼ごはんつくろう！
職業、家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
職業、家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
保健体育 学研 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂人のからだ
理科 学研 はっけんずかん　どうぶつ改訂版
職業、家庭 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａ　くだものさん
職業、家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１　たのしいたまご料理
職業、家庭 金の星社 ひとりでできるもん！４　うれしいごはん、パン、めん料理
音楽 金の星社 音のでる絵本　おとのでる♪てあそびうたえほん
国語 金の星社 いもとようこあいうえおかるた　
国語 くもん出版 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
職業、家庭 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード
理科 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
社会、国語 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
職業、家庭、国語 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
数学 くもん出版 とけいカード　
数学 くもん出版 かずカード　
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん　
数学 くもん出版 おけいこ　はじめてのおけいこ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば７　ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば１２　漢字おけいこ
社会 くもん出版 生活図鑑カード　マーク標識カード１集
数学 くもん出版 かず・けいさん１０　はじめてのとけい
数学 くもん出版 めいろ３　やさしいめいろ１集
数学 くもん出版 めいろ４　やさしいめいろ２集
国語 くもん出版 小学ドリル国語　４年生の漢字
数学 くもん出版 小学ドリル算数　１年生の文しょうだい
国語 くもん出版 漢字にぐ－んと強くなる小学４年生　
国語 好学社 レオ・レオニの絵本　スイミー
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集　こぐまちゃんのみずあそび
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本　ぶたたぬききつねねこ
数学 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく
国語 こぐま社 にしまきかやこのえほん　わたしのワンピース
数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん　
職業、家庭 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん　
社会 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑

国語 小学館 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

社会 小学館 マンガでわかるよのなかのルール　
職業、家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング　
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？
社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）　
社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習世界地図帳
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８　
国語 世界文化社 写真でわかるなぜなに１　どうぶつ
職業、家庭 草思社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのぴくにっく
国語 童心社 しかけえほん　たまごのえほん
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん　
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美術 戸田デザイ ６つの色　
国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
国語 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

社会 東洋館 くらしに役立つ社会　
国語 東洋館 くらしに役立つ国語　
数学 東洋館 くらしに役立つ数学　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２　
社会 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学　
保健体育 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９　ひとのからだ
職業、家庭 ひかりのく ２０２シリーズ　たべもの２０２
理科 ひかりのく 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

音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
社会 評論社 スカーリーおじさんの　はたらく人たち
美術 評論社 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？
社会 評論社 ピーター・スピアーの絵本１　せかいのひとびと
国語 ひさかた スキンシップ絵本　かたかなアイウエオ
社会 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう　
理科 福音館 福音館の科学シリーズ　どうぶつえんガイド
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら
国語 福音館 こどものとも絵本　はじめてのおつかい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　ブレーメンのおんがくたい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　三びきのやぎのがらがらどん
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！
社会 福音館 福音館の科学シリーズ　絵で見る日本の歴史
理科 文研出版 ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン
美術 ポプラ あそびのひろば１　はんがあそび
美術 ポプラ あそびのひろば２　やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに
音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ
国語 ポプラ すいぞくかんぴったりカード　
国語 ポプラ どうぶつえあわせぴったりカード　
職業、家庭 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための　新・見てわかるビジネスマナー集

職業、家庭 扶桑社 覚えておきたい！新・料理の基本１２３　
数学、国語 童心社 せなけいこ　おばけすごろく（上製版）
数学、国語 童心社 五味太郎　おでかけすごろく（上製版）

小学部 国語 あかね書房 もじのえほん　あいうえお
知的単一 国語 あかね書房 もじのえほん　かたかなアイウエオ

国語 あかね書房 もじのえほん　かんじ（１）
国語 あかね書房 もじのえほん　かんじ（２）
算数 あかね書房 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

図画工作 あかね書房 あかねえほんシリーズ　えほんえかきうた
生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち
生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん２　かばくんのおかいもの
国語 あかね書房 あかね書房の学習えほん　あそぼうあそぼうあいうえお
算数 あかね書房 あかね書房の学習えほん　おかあさんだいすき１．２．３
国語 あかね書房 あかね書房の学習えほん　かたかなえほんアイウエオ
生活 あかね書房 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
国語 あかね書房 たのしくおぼえるあいうえおえほん　
生活 あかね書房 わかるわかるじかんのえほん　
図画工作 あかね書房 うごくおもちゃをつくろう！　とぶ！はねる！おもちゃ
図画工作 岩崎書店 あそびの絵本　クレヨンあそび
図画工作 岩崎書店 あそびの絵本　えかきあそび
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
図画工作 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸ　しぜんで工作しよう
図画工作 絵本館 五味太郎の絵本９　いろ
算数 偕成社 エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ
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国語 偕成社 ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろあいうえお
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）　ノンタンぶらんこのせて
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
生活 偕成社 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？

国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（５）　つなぎのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば
生活 偕成社 赤ちゃん版ノンタン（２）　ノンタンもぐもぐもぐ
生活 偕成社 子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！
生活 偕成社 子どもの生活（６）　じょうぶなからだになれるよ！
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（１）　ごあいさつあそび
国語 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（２）　いないいないばああそび
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（３）　いただきますあそび
生活 偕成社 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
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）　いいおへんじできるかな
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
図画工作 偕成社 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

国語 偕成社 エリック・カールの絵本　くまさんくまさんなにみてるの？
生活 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）　きいろいのはちょうちょ
図画工作 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）　みんなみんなみーつけた
生活 偕成社 ともだちだいすき（２）　おべんとうなあに？
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（４）　ノンタンおよぐのだいすき
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１０）　ノンタンボールまてまてまて
国語 偕成社 五味太郎音と文字の本　ぽぽぽぽぽ
国語 偕成社 五味太郎音と文字の本　どどどどど
国語 偕成社 エリック・カールボードブック（音の出る絵本）　ボードブックだんまりこおろぎ

生活 偕成社 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

生活 偕成社 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２

国語、生活 偕成社 さわる絵本　新装版これ、なあに？
算数 偕成社 まついのりこ・数の絵本　はじめてのたしざん
生活 学研 はっけんずかん　のりもの改訂版
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん
生活 学研 あそびのおうさまずかん　からだ増補改訂
図画工作、生活 学研 あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく増補改訂
生活 学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　８きせつ
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって
図画工作、算数 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって
生活、国語 学研 はっけんずかん　きょうりゅう新版
生活、国語 学研 学研の図鑑ＬＩＶＥ　ｅｃｏ　食べもの
生活 学研 社会科常識シリーズ　ＮＥＷ日本列島ジグソー
国語 学研 おはなしドリル　きもちのおはなし小学１年
国語 学研 学研の幼児ワーク　３〜４歳かいてけせるひらがな新装版
算数 学研 学研の幼児ワーク　５歳たしざん
国語 学研 学研の頭脳開発　でんしゃのひらがなれんしゅうちょう
算数 学研 学研の頭脳開発　おかねのれんしゅうちょう
算数 学研 学研の頭脳開発　でんしゃのかず・とけいれんしゅうちょう
国語 学研 小学全漢字おぼえるカード　
図画工作、算数、国語 学研 おうさまのたからばこ　スタンプポン
生活 金の星社 ひとりでできるもん！６　だいすきおやつ作り
生活 金の星社 やさしいからだのえほん４　むしばはどうしてできるの？
生活 金の星社 げんきをつくる食育えほん１　たべるのだいすき！
算数 金の星社 はじめての絵本たいむ　つみき
国語 金の星社 新しいえほん　とんとんとん
国語 金の星社 新しいえほん　へんしんトンネル
生活 金の星社 音のでる絵本　おとのでるのりものえほん
生活、国語 金の星社 音のでる絵本　おとのでるどうぶつえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本　おとのでる♪てあそびうたえほん
生活、音楽 金の星社 音のでる絵本　おとのでる♪どうようえほん
算数 金の星社 音のでるとけいえほん　いまなんじ？
音楽 金の星社 うたってたたこう！　わくわくリズムあそびどうようえほん
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国語 金の星社 あいうえおのえほん　
国語 金の星社 いもとようこあいうえおかるた　
図画工作 金の星社 ＮＨＫノージーのひらめき工房　ノージーのひまつぶしブック
国語 くもん出版 もじ・ことば１　はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１　はじめてのかん字
生活、国語 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード
生活 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
生活 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
生活、国語 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」　
国語 くもん出版 ひらがなカード　
算数 くもん出版 とけいカード　
算数 くもん出版 かずカード　
算数 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん　
国語 くもん出版 おけいこ　はじめてのおけいこ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
国語 くもん出版 あいうえおべんとう　
国語 くもん出版 もじ・ことば２　はじめてのひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば４　やさしいひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば５　ひらがなおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば６　ひらがなしりとりあそび
国語 くもん出版 もじ・ことば７　ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８　ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９　はじめてのカタカナ
国語 くもん出版 もじ・ことば１０　カタカナおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば１２　漢字おけいこ
国語 くもん出版 書きかたカード漢字　
国語 くもん出版 ひらがなことばカード１集　
国語 くもん出版 ひらがなことばカード３集　
国語 くもん出版 カタカナカード　
国語 くもん出版 ぶんカード１集　
国語 くもん出版 反対ことばカード　
算数 くもん出版 たしざんカード　
生活、国語 くもん出版 写真図鑑カード　特急・新幹線カード
生活、国語 くもん出版 自然図鑑カード　こん虫カード
図画工作 くもん出版 くもんのはじめてのえほん２　なにいろ？
図画工作 くもん出版 ファーストステップドリル　さいしょのぬってみよう
図画工作 くもん出版 ファーストステップドリル　さいしょのきってみよう
図画工作、生活 くもん出版 ファーストステップドリル　さいしょのはってみよう
算数 くもん出版 かず・けいさん１　はじめてのすうじ
算数 くもん出版 かず・けいさん２　やさしいすうじ
算数 くもん出版 かず・けいさん３　すうじおけいこ
算数 くもん出版 かず・けいさん４　はじめてのたしざん
算数 くもん出版 かず・けいさん５　たしざんおけいこ１集
算数 くもん出版 かず・けいさん６　たしざんおけいこ２集
算数 くもん出版 かず・けいさん７　はじめてのひきざん
算数 くもん出版 かず・けいさん８　ひきざんおけいこ
算数 くもん出版 かず・けいさん９　はじめての九九
算数 くもん出版 かず・けいさん１０　はじめてのとけい
算数 くもん出版 かず・けいさん１１　とけいのおけいこ
算数 くもん出版 めいろ１　はじめてのめいろ１集
図画工作 くもん出版 こうさく１　はじめてのはさみ
図画工作 くもん出版 こうさく２　はじめてのかみこうさく１集
図画工作 くもん出版 こうさく４　かみこうさくあそび
国語 くもん出版 小学ドリル国語　２年生の言葉と文のきまり
国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生の文しょうの読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語　２年生の文章の読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語　２年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生のカタカナ
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国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生のひらがな・カタカナのかきかた
国語 くもん出版 小学ドリル国語　２年生のかん字の書き方
算数 くもん出版 小学ドリル算数　１年生のすう・りょう・ずけい
算数 くもん出版 小学ドリル算数　２年生の数・りょう・図形
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算　１年生のひきざん
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算　２年生のたし算
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算　２年生のかけ算（九九）
国語 くもん出版 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

生活 くもん出版 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

図画工作 くもん出版 あきびんごの創造性を育てるドリル　おえかき博士レベル２
国語 くもん出版 言葉と文法にぐ－んと強くなる　小学２年生
国語 くもん出版 いっきに極める国語（１）　小学１〜３年の漢字
算数 くもん出版 くろくまくんのことばえほん　ようすのことば
国語 くもん出版 書きたいことが、いっぱいみつかる作文教室　小学１・２年生

音楽 グランまま うたえほん　
国語、生活 講談社 講談社の年齢で選ぶ知育絵本　４・５・６さいのきもちをつたえることばのえほん

国語、生活 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！　
生活 講談社 講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ　魚新訂版
図画工作 講談社 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
図画工作 コクヨ かおノート　
図画工作 コクヨ おえかき美術館　
図画工作 国土社 たのしい図画工作９　うごくおもちゃ
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集　こぐまちゃんおはよう
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集　こぐまちゃんのみずあそび
国語 こぐま社 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
国語 こぐま社 ぶうとぴょんのえほん　おんなじおんなじ
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく
国語 こぐま社 柳原良平のえほん　かおかおどんなかお
国語 こぐま社 ぶうとぴょんの絵本　なにしてるなにしてる
国語 小峰書店 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
算数 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズ　おいしいおいしい１・２・３
生活 合同出版 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

生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４　おつきあいのきほん

算数 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー
国語 こばと 初級編ステップアップ　マッチングⅠ
国語 こばと 初級編ステップアップ　こくごⅠ
算数 こばと 初級編ステップアップ　さんすうⅠ
算数 こばと 中級編ジャンプアップ　さんすうⅡ
算数 こばと 中級編ジャンプアップ　さんすうⅢ
図画工作 さえら たのしい工作教室　たのしいこうさくきょうしつ１
図画工作 さえら たのしい工作教室　木のぞうけい教室
算数 小学館 ２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん
算数 小学館 ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３
生活 小学館 ドラえもんちずかん２　せかいちず
算数 小学館 デコボコえほん　かずをかぞえよう！
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ　昆虫ＤＶＤつき
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ　恐竜ＤＶＤつき
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ　魚ＤＶＤつき
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ　新版鳥ＤＶＤ付き
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい昆虫館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい恐竜館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい乗りもの館
生活 小学館 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

生活 小学館 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

図画工作 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯクラフトぶっく　新りったい恐竜館
図画工作 小学館 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

国語 小学館 プラレールトーマスＤＶＤ付おけいこブック　おけいこでしゅっぱつ！

算数 小学館 トーマスいろ・かたち　
生活、国語 小学館 アンパンマンといこう！　スーパーマーケット
音楽 成美堂出版 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

生活 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習日本地図帳
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生活 成美堂出版 音と光のでる絵本　じどうしゃ
生活 成美堂出版 音と光のでる絵本　もりのレストラン
音楽 成美堂出版 音と光のでる絵本　いっぱいスイッチ
生活 草思社 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

音楽 大日本絵画 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
算数 大日本絵画 あなあきしかけえほん　かわいいてんとうむし
生活 大日本絵画 パペットしかけえほん　ふわふわうさちゃん
生活、算数 大日本絵画 ジグソーしかけえほん　かたちをはずしてうらがえし
図画工作 大日本絵画 むしむしさわってごらん　
国語 太郎次郎社 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

図画工作 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ　
算数 童心社 かずのほん１　どっちがたくさん
算数 童心社 かずのほん２　０から１０まで
算数 童心社 かずのほん３　０から１０までのたしざんひきざん
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　おおきくなるっていうことは
生活、図画工作 童心社 ピーマン村の絵本たち　よーいどん！
生活、図画工作 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ　
算数 戸田デザイ １から１００までのえほん　
国語 戸田デザイ あいうえおえほん　
国語 戸田デザイ せかいちず絵本　
国語、生活 戸田デザイ よみかた絵本　
図画工作、生活 戸田デザイ ６つの色　
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２　
算数 永岡書店 木のえほん　どうぶつパズル
国語 永岡書店 木のえほん　たべものだいすき
生活 永岡書店 こども写真ひゃっか　はたらくくるま大図鑑ＤＸ〈デラックス〉ＤＶＤ付き

音楽 永岡書店 わくわくタンバリンリズムえほん　
算数 永岡書店 マグネットブック　さかなつり
生活 永岡書店 ポップアップ絵本　カラーモンスターきもちはなにいろ？
生活 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
図画工作 ナツメ社 母と子でたのしく遊べるかんたんおりがみ　
国語 のら書店 ことばあそびレストラン　
生活、国語 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０　たべもの
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２　きせつとしぜん
生活、国語 ひかりのく ２０２シリーズ　たべもの２０２
音楽、生活 ひかりのく 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
生活 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！　新装改訂版みぢかなマーク

音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
国語 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１　むし
生活、国語 ひかりのく ３さいからのずかん新装改訂版　のりものなんでもＮｏ．１
生活 ひさかた あかちゃんのための絵本　はみがきしゅわしゅわ
図画工作、国語 ひさかた 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
国語 ひさかた スキンシップ絵本　かたかなアイウエオ
算数 ひさかた スキンシップ絵本　かずのえほん
算数 福音館 ブルーナの絵本　まる、しかく、さんかく
図工 福音館 かがくのとも絵本　かみであそぼうきる・おる
図工 福音館 かがくのとも絵本　かみコップでつくろう
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生活 福音館 福音館の科学シリーズ　昆虫
国語 福音館 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら
国語 福音館 こどものとも絵本　そらいろのたね
国語 福音館 こどものとも絵本　おおきなかぶ
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　てぶくろ
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　三びきのやぎのがらがらどん
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐらの１ねんかん
生活 福音館 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん
算数 福音館 幼児絵本シリーズ　きんぎょがにげた
国語 福音館 幼児絵本シリーズ　ねえどっちがすき？
生活 福音館 幼児絵本シリーズ　くだものだもの
算数 福音館 こどものとも絵本　くるまはいくつ
生活 福音館 Ｄｏ！図鑑シリーズ　自然図鑑
国語 ブロンズ新 おしくら・まんじゅう　
生活 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集　たべたのだあれ
国語 文研出版 ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン
国語 文研出版 みるみる絵本　もこもこもこ
算数、生活 フレーベル プータンいまなんじ？　
国語 フレーベル プータンどこいくの？　
国語 フレーベル かいてけしてまたかける　あいうえお
生活 フレーベル アンパンマンとはじめよう！　アンパンマンとげんきにあいさつ

音楽 フレーベル アンパンマンリズムえほん　アンパンマンといっしょにがっきであそぼう

音楽 フレーベル アンパンマン・メロディバギーブック１　ゆうきりんりんメロディ

音楽 フレーベル アンパンマンピアノえほん　
国語 フレーベル ＮＥＷおしゃべりアンパンマン　あいうえおであそぼう！
図画工作 ポプラ あそびのひろば４　はりえあそび
図画工作 ポプラ あそびのひろば８　らくがきあそび
図画工作 ポプラ ペーパーランド８　おりがみえあそび
図画工作 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに
算数 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２　どうぶつなんびき？
音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ
国語 ポプラ 音のでる知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん
国語 ポプラ 音のでる知育絵本１５　こえでおぼえるごあいさつえほん
算数 ポプラ 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

図画工作、国語 ポプラ いろいろいろのほん　
国語 ポプラ これなあに？かたぬきえほん２　のりものいろいろかくれんぼ

音楽 ポプラ 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
算数 民衆社 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる２年　
算数 むぎ書房 わかるさんすう２　
生活 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用　
国語 理論社 あいうえおうさま　
国語、生活 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお　
国語 リーブル しりとりしましょ！たべものあいうえお　
算数 朝日学生 ひとりで学べる算数小学３年生　
図画工作、生活 朝日新聞 おえかきおりがみ　５回おったら絵をかこう！
図画工作、生活 朝日新聞 ５回おったら完成！へんしんおりがみ　
図画工作、生活 大泉書店 ひとりでおれる　だいすき！おりがみ
図画工作、生活 大泉書店 おってきってあそぼう！たのしい！きりがみ　
図画工作 河出新社 大人の塗り絵　恐竜たちの世界編
生活 佼成出版 なにをたべてきたの？　
生活 交通新聞 うんてんしよう！のりものだいしゅうごう　
国語 清風堂書店 国語習熟プリント小学１年生大判サイズ　
国語 清風堂書店 国語習熟プリント小学２年生大判サイズ　
算数 清風堂書店 算数習熟プリント小学１年生大判サイズ　
算数 清風堂書店 算数習熟プリント小学２年生大判サイズ　
算数 清風堂書店 陰山ドリル初級算数小学２年生　
図画工作、生活 高橋書店 ５回おったらできあがり！！　はじめてのおりがみ
算数 日本図書 さんすうだいすき　第６巻かずってなんだ？２６から９９まで
算数 日本図書 さんすうだいすき　第７巻くりあがりくりさがり
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算数 日本図書 さんすうだいすき　第８巻おおきなかず
国語 日本図書 こくごだいすき　第６巻さくぶんのほん
国語 日本図書 こくごだいすき　第７巻ことばのほん１
国語 日本図書 こくごだいすき　第８巻ことばのほん２
算数 日本図書 さんすうだいすき　第３巻かずってなんだ？１
算数 日本図書 さんすうだいすき　第４巻わけるまとめる
算数 日本図書 さんすうだいすき　第９巻はかってみよう
算数 日本図書 さんすうだいすき　第１０巻かけざんをやろう
算数 日本図書 さんすうだいすき　第２巻なかまあつめ
算数 日本図書 さんすうだいすき　第１巻どちらがおおきい？
国語 日本図書 こくごだいすき　第１巻かなのほん（１）ひらがな
国語 日本図書 人体キャラクター図鑑　
国語 白泉社 ノラネコぐんだんかるた　
国語 白泉社 ノラネコぐんだんおすしやさん　
算数 文溪堂 まるさんかくぞう　
国語 フォーラム できた！がふえる練習帳　ことばと文小学２年生
生活 双葉社 クレヨンしんちゃんのなんでも百科シリーズ　改訂新版クレヨンしんちゃん４７都道府県なるほど地図帳

生活、国語 双葉社 クレヨンしんちゃんのなんでも百科シリーズ　新版クレヨンしんちゃんのまんが都道府県おもしろブック

音楽 ベネッセ たまひよ楽器あそび絵本　すてきなピアノえほんＤＸ
国語 明治図書 グレーゾーンの子どもに対応した　作文ワーク初級編
国語 リヴォル 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

国語 光村 こくご一上　かざぐるま
国語 光村 こくご一下　ともだち
国語 光村 こくご二上　たんぽぽ
国語 光村 こくご二下　赤とんぼ
国語 光村 国語三上　わかば
国語 光村 国語三下　あおぞら
算数 啓林館 わくわく　算数２上
算数 啓林館 わくわく　算数２下

小学部 国語 あかね書房 もじのえほん　あいうえお
知的重複 国語 あかね書房 もじのえほん　かたかなアイウエオ

国語 あかね書房 もじのえほん　かんじ（１）
国語 あかね書房 もじのえほん　かんじ（２）
算数 あかね書房 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

図画工作 あかね書房 あかねえほんシリーズ　えほんえかきうた
生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち
生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん２　かばくんのおかいもの
国語 あかね書房 あかね書房の学習えほん　あそぼうあそぼうあいうえお
算数 あかね書房 あかね書房の学習えほん　おかあさんだいすき１．２．３
国語 あかね書房 あかね書房の学習えほん　かたかなえほんアイウエオ
生活 あかね書房 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
国語 あかね書房 たのしくおぼえるあいうえおえほん　
生活 あかね書房 わかるわかるじかんのえほん　
図画工作 あかね書房 うごくおもちゃをつくろう！　とぶ！はねる！おもちゃ
図画工作 岩崎書店 あそびの絵本　クレヨンあそび
図画工作 岩崎書店 あそびの絵本　えかきあそび
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
図画工作 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸ　しぜんで工作しよう
図画工作 絵本館 五味太郎の絵本９　いろ
算数 偕成社 エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ
国語 偕成社 ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろあいうえお
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）　ノンタンぶらんこのせて
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
生活 偕成社 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？

国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（５）　つなぎのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば
生活 偕成社 赤ちゃん版ノンタン（２）　ノンタンもぐもぐもぐ
生活 偕成社 子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！
生活 偕成社 子どもの生活（６）　じょうぶなからだになれるよ！
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（１）　ごあいさつあそび
国語 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（２）　いないいないばああそび

- 163 -



生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（３）　いただきますあそび
生活 偕成社 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
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）　いいおへんじできるかな
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
図画工作 偕成社 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

国語 偕成社 エリック・カールの絵本　くまさんくまさんなにみてるの？
生活 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）　きいろいのはちょうちょ
図画工作 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）　みんなみんなみーつけた
生活 偕成社 ともだちだいすき（２）　おべんとうなあに？
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（４）　ノンタンおよぐのだいすき
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１０）　ノンタンボールまてまてまて
国語 偕成社 五味太郎音と文字の本　ぽぽぽぽぽ
国語 偕成社 五味太郎音と文字の本　どどどどど
国語 偕成社 エリック・カールボードブック（音の出る絵本）　ボードブックだんまりこおろぎ

生活 偕成社 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

生活 偕成社 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２

国語、生活 偕成社 さわる絵本　新装版これ、なあに？
算数 偕成社 まついのりこ・数の絵本　はじめてのたしざん
生活 学研 はっけんずかん　のりもの改訂版
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん
生活 学研 あそびのおうさまずかん　からだ増補改訂
図画工作、生活 学研 あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく増補改訂
生活 学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　８きせつ
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって
図画工作、算数 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって
生活、国語 学研 はっけんずかん　きょうりゅう新版
生活、国語 学研 学研の図鑑ＬＩＶＥ　ｅｃｏ　食べもの
生活 学研 社会科常識シリーズ　ＮＥＷ日本列島ジグソー
国語 学研 おはなしドリル　きもちのおはなし小学１年
国語 学研 学研の幼児ワーク　３〜４歳かいてけせるひらがな新装版
算数 学研 学研の幼児ワーク　５歳たしざん
国語 学研 学研の頭脳開発　でんしゃのひらがなれんしゅうちょう
算数 学研 学研の頭脳開発　おかねのれんしゅうちょう
算数 学研 学研の頭脳開発　でんしゃのかず・とけいれんしゅうちょう
国語 学研 小学全漢字おぼえるカード　
図画工作、算数、国語 学研 おうさまのたからばこ　スタンプポン
生活 金の星社 ひとりでできるもん！６　だいすきおやつ作り
生活 金の星社 やさしいからだのえほん４　むしばはどうしてできるの？
生活 金の星社 げんきをつくる食育えほん１　たべるのだいすき！
算数 金の星社 はじめての絵本たいむ　つみき
国語 金の星社 新しいえほん　とんとんとん
国語 金の星社 新しいえほん　へんしんトンネル
生活 金の星社 音のでる絵本　おとのでるのりものえほん
生活、国語 金の星社 音のでる絵本　おとのでるどうぶつえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本　おとのでる♪てあそびうたえほん
生活、音楽 金の星社 音のでる絵本　おとのでる♪どうようえほん
算数 金の星社 音のでるとけいえほん　いまなんじ？
音楽 金の星社 うたってたたこう！　わくわくリズムあそびどうようえほん
国語 金の星社 あいうえおのえほん　
国語 金の星社 いもとようこあいうえおかるた　
図画工作 金の星社 ＮＨＫノージーのひらめき工房　ノージーのひまつぶしブック
国語 くもん出版 もじ・ことば１　はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１　はじめてのかん字
生活、国語 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード
生活 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
生活 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
生活、国語 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」　
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国語 くもん出版 ひらがなカード　
算数 くもん出版 とけいカード　
算数 くもん出版 かずカード　
算数 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん　
国語 くもん出版 おけいこ　はじめてのおけいこ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
国語 くもん出版 あいうえおべんとう　
国語 くもん出版 もじ・ことば２　はじめてのひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば４　やさしいひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば５　ひらがなおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば６　ひらがなしりとりあそび
国語 くもん出版 もじ・ことば７　ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８　ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９　はじめてのカタカナ
国語 くもん出版 もじ・ことば１０　カタカナおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば１２　漢字おけいこ
国語 くもん出版 書きかたカード漢字　
国語 くもん出版 ひらがなことばカード１集　
国語 くもん出版 ひらがなことばカード３集　
国語 くもん出版 カタカナカード　
国語 くもん出版 ぶんカード１集　
国語 くもん出版 反対ことばカード　
算数 くもん出版 たしざんカード　
生活、国語 くもん出版 写真図鑑カード　特急・新幹線カード
生活、国語 くもん出版 自然図鑑カード　こん虫カード
図画工作 くもん出版 くもんのはじめてのえほん２　なにいろ？
図画工作 くもん出版 ファーストステップドリル　さいしょのぬってみよう
図画工作 くもん出版 ファーストステップドリル　さいしょのきってみよう
図画工作、生活 くもん出版 ファーストステップドリル　さいしょのはってみよう
算数 くもん出版 かず・けいさん１　はじめてのすうじ
算数 くもん出版 かず・けいさん２　やさしいすうじ
算数 くもん出版 かず・けいさん３　すうじおけいこ
算数 くもん出版 かず・けいさん４　はじめてのたしざん
算数 くもん出版 かず・けいさん５　たしざんおけいこ１集
算数 くもん出版 かず・けいさん６　たしざんおけいこ２集
算数 くもん出版 かず・けいさん７　はじめてのひきざん
算数 くもん出版 かず・けいさん８　ひきざんおけいこ
算数 くもん出版 かず・けいさん９　はじめての九九
算数 くもん出版 かず・けいさん１０　はじめてのとけい
算数 くもん出版 かず・けいさん１１　とけいのおけいこ
算数 くもん出版 めいろ１　はじめてのめいろ１集
図画工作 くもん出版 こうさく１　はじめてのはさみ
図画工作 くもん出版 こうさく２　はじめてのかみこうさく１集
図画工作 くもん出版 こうさく４　かみこうさくあそび
国語 くもん出版 小学ドリル国語　２年生の言葉と文のきまり
国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生の文しょうの読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語　２年生の文章の読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語　２年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生のカタカナ
国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生のひらがな・カタカナのかきかた
国語 くもん出版 小学ドリル国語　２年生のかん字の書き方
算数 くもん出版 小学ドリル算数　１年生のすう・りょう・ずけい
算数 くもん出版 小学ドリル算数　２年生の数・りょう・図形
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算　１年生のひきざん
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算　２年生のたし算
算数 くもん出版 小学ドリル算数計算　２年生のかけ算（九九）
国語 くもん出版 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

生活 くもん出版 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

図画工作 くもん出版 あきびんごの創造性を育てるドリル　おえかき博士レベル２
国語 くもん出版 言葉と文法にぐ－んと強くなる　小学２年生
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国語 くもん出版 いっきに極める国語（１）　小学１〜３年の漢字
算数 くもん出版 くろくまくんのことばえほん　ようすのことば
国語 くもん出版 書きたいことが、いっぱいみつかる作文教室　小学１・２年生

音楽 グランまま うたえほん　
国語、生活 講談社 講談社の年齢で選ぶ知育絵本　４・５・６さいのきもちをつたえることばのえほん

国語、生活 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！　
生活 講談社 講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ　魚新訂版
図画工作 講談社 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
図画工作 コクヨ かおノート　
図画工作 コクヨ おえかき美術館　
図画工作 国土社 たのしい図画工作９　うごくおもちゃ
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集　こぐまちゃんおはよう
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集　こぐまちゃんのみずあそび
国語 こぐま社 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
国語 こぐま社 ぶうとぴょんのえほん　おんなじおんなじ
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく
国語 こぐま社 柳原良平のえほん　かおかおどんなかお
国語 こぐま社 ぶうとぴょんの絵本　なにしてるなにしてる
国語 小峰書店 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
算数 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズ　おいしいおいしい１・２・３
生活 合同出版 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

生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４　おつきあいのきほん

算数 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー
国語 こばと 初級編ステップアップ　マッチングⅠ
国語 こばと 初級編ステップアップ　こくごⅠ
算数 こばと 初級編ステップアップ　さんすうⅠ
算数 こばと 中級編ジャンプアップ　さんすうⅡ
算数 こばと 中級編ジャンプアップ　さんすうⅢ
図画工作 さえら たのしい工作教室　たのしいこうさくきょうしつ１
図画工作 さえら たのしい工作教室　木のぞうけい教室
算数 小学館 ２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん
算数 小学館 ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３
生活 小学館 ドラえもんちずかん２　せかいちず
算数 小学館 デコボコえほん　かずをかぞえよう！
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ　昆虫ＤＶＤつき
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ　恐竜ＤＶＤつき
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ　魚ＤＶＤつき
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ　新版鳥ＤＶＤ付き
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい昆虫館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい恐竜館
生活 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい乗りもの館
生活 小学館 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

生活 小学館 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

図画工作 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯクラフトぶっく　新りったい恐竜館
図画工作 小学館 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

国語 小学館 プラレールトーマスＤＶＤ付おけいこブック　おけいこでしゅっぱつ！

算数 小学館 トーマスいろ・かたち　
生活、国語 小学館 アンパンマンといこう！　スーパーマーケット
音楽 成美堂出版 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

生活 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習日本地図帳
生活 成美堂出版 音と光のでる絵本　じどうしゃ
生活 成美堂出版 音と光のでる絵本　もりのレストラン
音楽 成美堂出版 音と光のでる絵本　いっぱいスイッチ
生活 草思社 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

音楽 大日本絵画 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
算数 大日本絵画 あなあきしかけえほん　かわいいてんとうむし
生活 大日本絵画 パペットしかけえほん　ふわふわうさちゃん
生活、算数 大日本絵画 ジグソーしかけえほん　かたちをはずしてうらがえし
図画工作 大日本絵画 むしむしさわってごらん　
国語 太郎次郎社 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

図画工作 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ　
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算数 童心社 かずのほん１　どっちがたくさん
算数 童心社 かずのほん２　０から１０まで
算数 童心社 かずのほん３　０から１０までのたしざんひきざん
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　おおきくなるっていうことは
生活、図画工作 童心社 ピーマン村の絵本たち　よーいどん！
生活、図画工作 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ　
算数 戸田デザイ １から１００までのえほん　
国語 戸田デザイ あいうえおえほん　
国語 戸田デザイ せかいちず絵本　
国語、生活 戸田デザイ よみかた絵本　
図画工作、生活 戸田デザイ ６つの色　
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２　
算数 永岡書店 木のえほん　どうぶつパズル
国語 永岡書店 木のえほん　たべものだいすき
生活 永岡書店 こども写真ひゃっか　はたらくくるま大図鑑ＤＸ〈デラックス〉ＤＶＤ付き

音楽 永岡書店 わくわくタンバリンリズムえほん　
算数 永岡書店 マグネットブック　さかなつり
生活 永岡書店 ポップアップ絵本　カラーモンスターきもちはなにいろ？
生活 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
図画工作 ナツメ社 母と子でたのしく遊べるかんたんおりがみ　
国語 のら書店 ことばあそびレストラン　
生活、国語 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０　たべもの
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２　きせつとしぜん
生活、国語 ひかりのく ２０２シリーズ　たべもの２０２
音楽、生活 ひかりのく 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
生活 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！　新装改訂版みぢかなマーク

音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
国語 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１　むし
生活、国語 ひかりのく ３さいからのずかん新装改訂版　のりものなんでもＮｏ．１
生活 ひさかた あかちゃんのための絵本　はみがきしゅわしゅわ
図画工作、国語 ひさかた 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
国語 ひさかた スキンシップ絵本　かたかなアイウエオ
算数 ひさかた スキンシップ絵本　かずのえほん
算数 福音館 ブルーナの絵本　まる、しかく、さんかく
図画工作 福音館 かがくのとも絵本　かみであそぼうきる・おる
図画工作 福音館 かがくのとも絵本　かみコップでつくろう
生活 福音館 福音館の科学シリーズ　昆虫
国語 福音館 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら
国語 福音館 こどものとも絵本　そらいろのたね
国語 福音館 こどものとも絵本　おおきなかぶ
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　てぶくろ
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　三びきのやぎのがらがらどん
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐらの１ねんかん
生活 福音館 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん
算数 福音館 幼児絵本シリーズ　きんぎょがにげた
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国語 福音館 幼児絵本シリーズ　ねえどっちがすき？
生活 福音館 幼児絵本シリーズ　くだものだもの
算数 福音館 こどものとも絵本　くるまはいくつ
生活 福音館 Ｄｏ！図鑑シリーズ　自然図鑑
国語 ブロンズ新 おしくら・まんじゅう　
生活 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集　たべたのだあれ
国語 文研出版 ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン
国語 文研出版 みるみる絵本　もこもこもこ
算数、生活 フレーベル プータンいまなんじ？　
国語 フレーベル プータンどこいくの？　
国語 フレーベル かいてけしてまたかける　あいうえお
生活 フレーベル アンパンマンとはじめよう！　アンパンマンとげんきにあいさつ

音楽 フレーベル アンパンマンリズムえほん　アンパンマンといっしょにがっきであそぼう

音楽 フレーベル アンパンマン・メロディバギーブック１　ゆうきりんりんメロディ

音楽 フレーベル アンパンマンピアノえほん　
国語 フレーベル ＮＥＷおしゃべりアンパンマン　あいうえおであそぼう！
図画工作 ポプラ あそびのひろば４　はりえあそび
図画工作 ポプラ あそびのひろば８　らくがきあそび
図画工作 ポプラ ペーパーランド８　おりがみえあそび
図画工作 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに
算数 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２　どうぶつなんびき？
音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ
国語 ポプラ 音のでる知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん
国語 ポプラ 音のでる知育絵本１５　こえでおぼえるごあいさつえほん
算数 ポプラ 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

図画工作、国語ポプラ いろいろいろのほん　
国語 ポプラ これなあに？かたぬきえほん２　のりものいろいろかくれんぼ

音楽 ポプラ 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
算数 民衆社 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる２年　
算数 むぎ書房 わかるさんすう２　
生活 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用　
国語 理論社 あいうえおうさま　
国語、生活 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお　
国語 リーブル しりとりしましょ！たべものあいうえお　
算数 朝日学生 ひとりで学べる算数小学３年生　
図画工作、生活朝日新聞 おえかきおりがみ　５回おったら絵をかこう！
図画工作、生活朝日新聞 ５回おったら完成！へんしんおりがみ　
図画工作、生活大泉書店 ひとりでおれる　だいすき！おりがみ
図画工作、生活大泉書店 おってきってあそぼう！たのしい！きりがみ　
図画工作 河出新社 大人の塗り絵　恐竜たちの世界編
生活 佼成出版 なにをたべてきたの？　
生活 交通新聞 うんてんしよう！のりものだいしゅうごう　
国語 清風堂書店 国語習熟プリント小学１年生大判サイズ　
国語 清風堂書店 国語習熟プリント小学２年生大判サイズ　
算数 清風堂書店 算数習熟プリント小学１年生大判サイズ　
算数 清風堂書店 算数習熟プリント小学２年生大判サイズ　
算数 清風堂書店 陰山ドリル初級算数小学２年生　
図画工作、生活高橋書店 ５回おったらできあがり！！　はじめてのおりがみ
算数 日本図書 さんすうだいすき　第６巻かずってなんだ？２６から９９まで
算数 日本図書 さんすうだいすき　第７巻くりあがりくりさがり
算数 日本図書 さんすうだいすき　第８巻おおきなかず
国語 日本図書 こくごだいすき　第６巻さくぶんのほん
国語 日本図書 こくごだいすき　第７巻ことばのほん１
国語 日本図書 こくごだいすき　第８巻ことばのほん２
算数 日本図書 さんすうだいすき　第３巻かずってなんだ？１
算数 日本図書 さんすうだいすき　第４巻わけるまとめる
算数 日本図書 さんすうだいすき　第９巻はかってみよう
算数 日本図書 さんすうだいすき　第１０巻かけざんをやろう
算数 日本図書 さんすうだいすき　第２巻なかまあつめ
算数 日本図書 さんすうだいすき　第１巻どちらがおおきい？
国語 日本図書 こくごだいすき　第１巻かなのほん（１）ひらがな
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国語 日本図書 人体キャラクター図鑑　
国語 白泉社 ノラネコぐんだんかるた　
国語 白泉社 ノラネコぐんだんおすしやさん　
算数 文溪堂 まるさんかくぞう　
国語 フォーラム できた！がふえる練習帳　ことばと文小学２年生
生活 双葉社 クレヨンしんちゃんのなんでも百科シリーズ　改訂新版クレヨンしんちゃん４７都道府県なるほど地図帳

生活、国語 双葉社 クレヨンしんちゃんのなんでも百科シリーズ　新版クレヨンしんちゃんのまんが都道府県おもしろブック

音楽 ベネッセ たまひよ楽器あそび絵本　すてきなピアノえほんＤＸ
国語 明治図書 グレーゾーンの子どもに対応した　作文ワーク初級編
国語 リヴォル 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

中学部 美術 あかね書房 あかねえほんシリーズ　えほんえかきうた
知的単一 保健体育 あかね書房 からだのえほん４　からだにもしもし

国語 あかね書房 あかね書房の学習えほん　かたかなえほんアイウエオ
美術 あかね書房 うたってあそぼう２　えかきうた（むし・さかな）
美術 岩崎書店 あそびの絵本　紙ねんどあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本　えのぐあそび
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお
数学 絵本館 五味太郎の絵本１０　かたち
数学 絵本館 五味太郎の絵本　かずのえほん１・２・３
職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２）　友だち関係（自分と仲良く）

国語、職業・家庭旺文社 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）

職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１１）　友だち関係（考え方のちがい）

数学 偕成社 エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ
数学 偕成社 ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろあいうえお
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）　ノンタンぶらんこのせて
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）　こんなときどうするの？
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）　かざることば（Ａ）
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば
職業・家庭 偕成社 子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！
保健体育 偕成社 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
職業・家庭 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）　いいおへんじできるかな
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　うたがみえるきこえるよ
保健体育 偕成社 五味太郎の絵本　わにさんどきっはいしゃさんどきっ
国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）　きいろいのはちょうちょ
職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（１）　朝ごはんつくろう！
職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（２）　昼ごはんつくろう！
職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（７）　おべんとうつくろう！
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー
国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（３）　まどからおくりもの
職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（４）　ばんごはんつくろう！（洋食・中華編）

社会 偕成社 子どものマナー図鑑（２）　食事のマナー
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（４）　おつきあいのマナー
職業・家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（５）　１２か月・行事のマナー
社会 学研 はっけんずかん　のりもの改訂版
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん
保健体育 学研 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂人のからだ
理科 学研 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ動物園
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって
国語 学研 しゃべって覚える小学生の英会話ＴａｌｋｉｎｇＴｉｍｅ１　
数学 学研 学研の頭脳開発　おかねのれんしゅうちょう
理科 学研 ビジュアル理科事典　
職業・家庭 開隆堂出版 職業・家庭たのしい職業科　わたしの夢につながる
美術 金の星社 あかちゃんとおかあさんの絵本　このいろなあに
保健体育 金の星社 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？

職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！４　うれしいごはん、パン、めん料理
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職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！６　だいすきおやつ作り
保健体育 金の星社 やさしいからだのえほん４　むしばはどうしてできるの？
国語 金の星社 おてつだいの絵本　
音楽 金の星社 うたってたたこう！　わくわくリズムあそびどうようえほん
国語 金の星社 あいうえおのえほん　
国語 金の星社 いもとようこあいうえおかるた　
国語、社会 金の星社 のりものしゃしん　あいうえおのえほん
職業・家庭、数学 金の星社 アニメおさるのジョージとけいえほん　いまなんじ？
国語 くもん出版 もじ・ことば１　はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１　はじめてのかん字
職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード
国語、理科 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
社会 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
社会 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」　
国語 くもん出版 ひらがなカード　
数学 くもん出版 とけいカード　
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん　
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば４　やさしいひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば５　ひらがなおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば６　ひらがなしりとりあそび
国語 くもん出版 もじ・ことば７　ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８　ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９　はじめてのカタカナ
社会 くもん出版 生活図鑑カード　マーク標識カード１集
国語 くもん出版 書きかたカードカタカナ　
国語 くもん出版 書きかたカード漢字　
国語、職業・家庭 くもん出版 ひらがなことばカード１集　
国語 くもん出版 ひらがなことばカード３集　
国語 くもん出版 カタカナカード　
数学 くもん出版 たしざんカード　
国語 くもん出版 ＣＤ付き英語のうたカード　
理科 くもん出版 自然図鑑カード　こん虫カード
美術 くもん出版 ファーストステップドリル　さいしょのぬってみよう
美術 くもん出版 ファーストステップドリル　さいしょのきってみよう
美術 くもん出版 ファーストステップドリル　さいしょのはってみよう
美術 くもん出版 ファーストステップドリル　すいすいきってみよう
数学 くもん出版 かず・けいさん１　はじめてのすうじ
数学 くもん出版 かず・けいさん２　やさしいすうじ
数学 くもん出版 かず・けいさん９　はじめての九九
数学 くもん出版 かず・けいさん１０　はじめてのとけい
数学 くもん出版 かず・けいさん１１　とけいのおけいこ
数学 くもん出版 めいろ１　はじめてのめいろ１集
美術 くもん出版 こうさく１　はじめてのはさみ
美術 くもん出版 こうさく２　はじめてのかみこうさく１集
美術 くもん出版 こうさく３　はじめてのかみこうさく２集
国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生の文しょうの読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語　２年生の文章の読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語　３年生の漢字
国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生のひらがな・カタカナのかきかた
数学 くもん出版 小学ドリル算数　６年生の数・量・図形
数学 くもん出版 小学ドリル算数　２年生の文しょうだい
数学 くもん出版 小学ドリル算数計算　１年生のたしざん
国語 くもん出版 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

音楽 くもん出版 ＣＤ付き童謡カード第１集　
社会 くもん出版 写真図鑑カード　電車・地下鉄カード
理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！　
数学 講談社 創作絵本　かぞえてみよう
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国語 講談社 素敵な漢字　
美術 国土社 たのしい図画工作９　うごくおもちゃ
美術 国土社 たのしい図画工作１６　ちぎり紙・きり紙・はり絵
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集　こぐまちゃんのみずあそび
数学 こぐま社 ぶうとぴょんのえほん　おんなじおんなじ
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本　ぶたたぬききつねねこ
美術 こぐま社 柳原良平のえほん　かおかおどんなかお
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第４集　こぐまちゃんのどろあそび
社会 小峰書店 東京パノラマたんけん　
社会 小峰書店 恐竜あいうえお　
職業・家庭 合同出版 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
保健体育 合同出版 子どもとマスターする４５の操体法　改訂新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方

職業・家庭 合同出版 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

数学 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー
職業・家庭 こばと 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　

国語 こばと 初級編ステップアップ　マッチングⅡ
国語 こばと 中級編ジャンプアップ　こくごⅢ
職業・家庭 こばと 中級編ジャンプアップ　集中力・注意力アップトレーニングシート

数学 こばと 上級編レベルアップ　お金と時計の文章題
美術 さえら たのしい工作教室　木のぞうけい教室
職業・家庭 さえら 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
国語 三省堂 キッズクラウン和英辞典新装版　
国語、社会 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん　
国語 視覚デザイ あいうえおでんしゃじてん　
数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん
社会 小学館 ドラえもんちずかん１　にっぽんちず
社会 小学館 ドラえもんちずかん２　せかいちず
数学 小学館 デコボコえほん　かずをかぞえよう！
国語、理科 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯはるなつあきふゆ　楽しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑

社会、職業・家庭 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑

国語、社会 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶにっぽんの図鑑

美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい昆虫館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったいどうぶつ館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい恐竜館
社会、美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい乗りもの館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　新・りったい昆虫館
美術、理科 小学館 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

国語 小学館 ドラえもん英語図解辞典　
理科 小学館 ドラえもん科学ワールド　動植物の不思議
美術、理科 小学館 ピタゴラ装置ＤＶＤブック２　
国語 小学館 音とカードでおけいこ！　新トーマスとあいうえお
職業・家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング　
音楽 鈴木出版 歌でおぼえる手話ソングブック　－ともだちになるために－
職業・家庭 鈴木出版 ふかふかパズルえほん　ぱくぱくさん
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック５　ぼなぺてぃどうぞめしあがれ
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック８　食（しょく）
社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）　
社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習日本地図帳
音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた　
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８　
国語 成美堂出版 ＣＤつき小学生の英語レッスン　絵でみて学ぼう英会話
国語 成美堂出版 音のでる絵本　ひらがなかけたよ！
美術 世界文化社 写真でわかるなぜなに１　どうぶつ
社会 世界文化社 完全版こども歴史人物新聞　
職業・家庭 草思社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

数学 童心社 かずのほん２　０から１０まで
国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごはん
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国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのぴくにっく
理科 童心社 ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　よーいどん！
美術 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ　
音楽 東京書店 わくわく音あそびえほん　新装版ドンドコドンドンたいこであそぼ

音楽 東京書店 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！

国語 戸田デザイ 和英えほん　
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん　
理科 戸田デザイ 昆虫とあそぼう　
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

社会 東洋館 くらしに役立つ社会　
国語 東洋館 くらしに役立つ国語　
数学 東洋館 くらしに役立つ数学　
理科 東洋館 くらしに役立つ理科　
保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育　
職業・家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
美術 永岡書店 木のえほん　たべものだいすき
社会 永岡書店 知育かるた　都道府県かるた
理科、数学 永岡書店 めざせ鉄道博士！日本全国鉄道路線地図新版　
社会 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
国語 日本教育研 ひとりだちするための国語　
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学　

 社会、職業・家庭 日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策改訂版　
数学 ひかりのく 認識絵本１０　おおきいちいさい
理科、保健体育 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９　ひとのからだ
理科 ひかりのく ２０２シリーズ　たべもの２０２
理科 ひかりのく 改訂新版体験を広げるこどものずかん１　どうぶつえん
職業・家庭 ひかりのく 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

保健体育 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん　
音楽 ひかりのく 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
社会 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！　新装改訂版みぢかなマーク

音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
国語 ひさかた 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
数学 ひさかた ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの１・２・３
国語 ひさかた スキンシップ絵本　かたかなアイウエオ
数学 ひさかた スキンシップ絵本　かずのえほん
国語 ひさかた どうぞのいす　
国語、社会 ＰＨＰ １２か月の行事えほん　
職業・家庭 福音館 幼児絵本シリーズ　くだもの
美術 福音館 かがくのとも絵本　しんぶんしでつくろう
理科 福音館 かがくのとも絵本　かみであそぼうきる・おる
職業・家庭 福音館 かがくのとも絵本　平野レミのおりょうりブック
理科 福音館 かがくのとも絵本　しゃぼんだまとあそぼう
社会 福音館 福音館の科学シリーズ　ぼくらの地図旅行
職業・家庭 福音館 福音館の科学シリーズ　あそびのレシピ
職業・家庭 福音館 福音館の科学シリーズ　ただいまお仕事中
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら
職業・家庭 福音館 こどものとも絵本　はじめてのおつかい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　三びきのやぎのがらがらどん
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！
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理科 福音館 みぢかなかがくシリーズ　町の水族館・町の植物園
職業・家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお料理　
国語 ブロンズ新 らくがきえほんあ・い・う・え・お　
理科 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集　かくしたのだあれ
理科 文研出版 ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン
職業・家庭 文研出版 まかせて！おてつだい２　わくわくそうじ・かたづけ
理科 文研出版 ようこそ！理科レストラン　理科ｄｅごはん
職業・家庭 福村出版 シリーズ生活を学ぶ１　つくって食べよう
保健体育 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　ひとのからだ
理科 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　はるなつあきふゆ
美術 ポプラ あそびのひろば２　やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ あそびのひろば４　はりえあそび
美術 ポプラ あそびのひろば８　らくがきあそび
国語 ポプラ ねずみくんの絵本１　ねずみくんのチョッキ
美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに
音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ
国語 ポプラ 音のでる知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん
数学 ポプラ 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

理科 ポプラ 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
音楽 ポプラ ディズニープリンセスロマンチックメロディーえほん　
音楽 ポプラ ディズニーのえいごのほん１０　ディズニーのえいごのおうた

職業・家庭 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用　
美術 理論社 新装版１００円グッズで完成！楽しい！工作編　
国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお　
国語、社会 あすなろ 「和」の行事えほん春と夏の巻　
国語、社会 あすなろ 「和」の行事えほん秋と冬の巻　
理科 いかだ社 １００円ショップでわくわく科学実験　
美術 オレンジ ペーパートレインＢＯＯＫジュニア新幹線大集合！　
美術 オレンジ ペーパートレインＢＯＯＫジュニア　パワーアップシリーズ２ＪＲ西日本版

国語 かもがわ 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

美術 河出新社 水だけでスイスイまほうのぬりえ　
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための作文ワーク初級２　
数学 新興出版社 小学教科書ぴったりトレーニング　東京書籍版算数３年
保健体育 新星出版社 いちばんよくわかるストレッチの教科書　
保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育〈２〉　大切なからだ・こころ
職業・家庭 少年写真新 坂本廣子の食育自立応援シリーズ　１朝ごはん
数学 清風堂書店 算数習熟プリント小学１年生大判サイズ　
理科 増進堂 科学のなぜ？新事典　
職業・家庭 汐文社 かんたん１５分！火も包丁も使わない魔法のレシピ　１まんぷくごはん

職業・家庭 日本図書 栄養素キャラクター図鑑　
国語、社会 双葉社 先生は教えてくれない！　クレヨンしんちゃんの友だちづきあいに大切なこと

国語 本の泉社 新小学校漢字１０２６字音読で楽しく学べる漢字童話　
社会 誠文堂新光 子ども教養図鑑　世の中のしくみ　キミはどっちを選ぶ？大人でも答えられない社会の疑問に向き合おう

理科 増進堂 なるほど！理科図録

中学部 美術 あかね書房 あかねえほんシリーズ　えほんえかきうた
知的重複 保健体育 あかね書房 からだのえほん４　からだにもしもし

国語 あかね書房 あかね書房の学習えほん　かたかなえほんアイウエオ
美術 あかね書房 うたってあそぼう２　えかきうた（むし・さかな）
美術 岩崎書店 あそびの絵本　紙ねんどあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本　えのぐあそび
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお
数学 絵本館 五味太郎の絵本１０　かたち
数学 絵本館 五味太郎の絵本　かずのえほん１・２・３
職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２）　友だち関係（自分と仲良く）

国語、職業・家庭 旺文社 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）

職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１１）　友だち関係（考え方のちがい）

数学 偕成社 エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ
数学 偕成社 ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろあいうえお
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）　ノンタンぶらんこのせて
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
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保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）　こんなときどうするの？
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）　かざることば（Ａ）
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば
職業・家庭 偕成社 子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！
保健体育 偕成社 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
職業・家庭 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（６）　いいおへんじできるかな
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　うたがみえるきこえるよ
保健体育 偕成社 五味太郎の絵本　わにさんどきっはいしゃさんどきっ
国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）　きいろいのはちょうちょ
職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（１）　朝ごはんつくろう！
職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（２）　昼ごはんつくろう！
職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（７）　おべんとうつくろう！
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー
国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（３）　まどからおくりもの
職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（４）　ばんごはんつくろう！（洋食・中華編）

社会 偕成社 子どものマナー図鑑（２）　食事のマナー
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（４）　おつきあいのマナー
職業・家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（５）　１２か月・行事のマナー
社会 学研 はっけんずかん　のりもの改訂版
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん
保健体育 学研 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂人のからだ
理科 学研 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ動物園
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって
国語 学研 しゃべって覚える小学生の英会話ＴａｌｋｉｎｇＴｉｍｅ１　
数学 学研 学研の頭脳開発　おかねのれんしゅうちょう
理科 学研 ビジュアル理科事典　
職業・家庭 開隆堂出版 職業・家庭たのしい職業科　わたしの夢につながる
美術 金の星社 あかちゃんとおかあさんの絵本　このいろなあに
保健体育 金の星社 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？

職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！４　うれしいごはん、パン、めん料理
職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！６　だいすきおやつ作り
保健体育 金の星社 やさしいからだのえほん４　むしばはどうしてできるの？
国語 金の星社 おてつだいの絵本　
音楽 金の星社 うたってたたこう！　わくわくリズムあそびどうようえほん
国語 金の星社 あいうえおのえほん　
国語 金の星社 いもとようこあいうえおかるた　
国語、社会 金の星社 のりものしゃしん　あいうえおのえほん
職業・家庭、数学 金の星社 アニメおさるのジョージとけいえほん　いまなんじ？
国語 くもん出版 もじ・ことば１　はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１　はじめてのかん字
職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード
国語、理科 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
社会 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
社会 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」　
国語 くもん出版 ひらがなカード　
数学 くもん出版 とけいカード　
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん　
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば４　やさしいひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば５　ひらがなおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば６　ひらがなしりとりあそび
国語 くもん出版 もじ・ことば７　ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８　ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９　はじめてのカタカナ
社会 くもん出版 生活図鑑カード　マーク標識カード１集
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国語 くもん出版 書きかたカードカタカナ　
国語 くもん出版 書きかたカード漢字　
国語、職業・家庭 くもん出版 ひらがなことばカード１集　
国語 くもん出版 ひらがなことばカード３集　
国語 くもん出版 カタカナカード　
数学 くもん出版 たしざんカード　
国語 くもん出版 ＣＤ付き英語のうたカード　
理科 くもん出版 自然図鑑カード　こん虫カード
美術 くもん出版 ファーストステップドリル　さいしょのぬってみよう
美術 くもん出版 ファーストステップドリル　さいしょのきってみよう
美術 くもん出版 ファーストステップドリル　さいしょのはってみよう
美術 くもん出版 ファーストステップドリル　すいすいきってみよう
数学 くもん出版 かず・けいさん１　はじめてのすうじ
数学 くもん出版 かず・けいさん２　やさしいすうじ
数学 くもん出版 かず・けいさん９　はじめての九九
数学 くもん出版 かず・けいさん１０　はじめてのとけい
数学 くもん出版 かず・けいさん１１　とけいのおけいこ
数学 くもん出版 めいろ１　はじめてのめいろ１集
美術 くもん出版 こうさく１　はじめてのはさみ
美術 くもん出版 こうさく２　はじめてのかみこうさく１集
美術 くもん出版 こうさく３　はじめてのかみこうさく２集
国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生の文しょうの読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語　２年生の文章の読解
国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生のかん字
国語 くもん出版 小学ドリル国語　３年生の漢字
国語 くもん出版 小学ドリル国語　１年生のひらがな・カタカナのかきかた
数学 くもん出版 小学ドリル算数　６年生の数・量・図形
数学 くもん出版 小学ドリル算数　２年生の文しょうだい
数学 くもん出版 小学ドリル算数計算　１年生のたしざん
国語 くもん出版 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

音楽 くもん出版 ＣＤ付き童謡カード第１集　
社会 くもん出版 写真図鑑カード　電車・地下鉄カード
理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！　
数学 講談社 創作絵本　かぞえてみよう
国語 講談社 素敵な漢字　
美術 国土社 たのしい図画工作９　うごくおもちゃ
美術 国土社 たのしい図画工作１６　ちぎり紙・きり紙・はり絵
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集　こぐまちゃんのみずあそび
数学 こぐま社 ぶうとぴょんのえほん　おんなじおんなじ
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本　ぶたたぬききつねねこ
美術 こぐま社 柳原良平のえほん　かおかおどんなかお
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第４集　こぐまちゃんのどろあそび
社会 小峰書店 東京パノラマたんけん　
社会 小峰書店 恐竜あいうえお　
職業・家庭 合同出版 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
保健体育 合同出版 子どもとマスターする４５の操体法　改訂新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方

職業・家庭 合同出版 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

数学 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー
職業・家庭 こばと 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　

国語 こばと 初級編ステップアップ　マッチングⅡ
国語 こばと 中級編ジャンプアップ　こくごⅢ
職業・家庭 こばと 中級編ジャンプアップ　集中力・注意力アップトレーニングシート

数学 こばと 上級編レベルアップ　お金と時計の文章題
美術 さえら たのしい工作教室　木のぞうけい教室
職業・家庭 さえら 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
国語 三省堂 キッズクラウン和英辞典新装版　
国語、社会 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん　
国語 視覚デザイ あいうえおでんしゃじてん　
数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん
社会 小学館 ドラえもんちずかん１　にっぽんちず
社会 小学館 ドラえもんちずかん２　せかいちず
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数学 小学館 デコボコえほん　かずをかぞえよう！
国語、理科 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯはるなつあきふゆ　楽しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑

社会、職業・家庭 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑

国語、社会 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶにっぽんの図鑑

美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい昆虫館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったいどうぶつ館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい恐竜館
社会、美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　りったい乗りもの館
美術 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯのクラフトぶっく　新・りったい昆虫館
美術、理科 小学館 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

国語 小学館 ドラえもん英語図解辞典　
理科 小学館 ドラえもん科学ワールド　動植物の不思議
美術、理科 小学館 ピタゴラ装置ＤＶＤブック２　
国語 小学館 音とカードでおけいこ！　新トーマスとあいうえお
職業・家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング　
音楽 鈴木出版 歌でおぼえる手話ソングブック　－ともだちになるために－
職業・家庭 鈴木出版 ふかふかパズルえほん　ぱくぱくさん
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック５　ぼなぺてぃどうぞめしあがれ
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック８　食（しょく）
社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）　
社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習日本地図帳
音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた　
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８　
国語 成美堂出版 ＣＤつき小学生の英語レッスン　絵でみて学ぼう英会話
国語 成美堂出版 音のでる絵本　ひらがなかけたよ！
美術 世界文化社 写真でわかるなぜなに１　どうぶつ
社会 世界文化社 完全版こども歴史人物新聞　
職業・家庭 草思社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

数学 童心社 かずのほん２　０から１０まで
国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごはん
国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのぴくにっく
理科 童心社 ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　よーいどん！
美術 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ　
音楽 東京書店 わくわく音あそびえほん　新装版ドンドコドンドンたいこであそぼ

音楽 東京書店 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！

国語 戸田デザイ 和英えほん　
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん　
理科 戸田デザイ 昆虫とあそぼう　
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

社会 東洋館 くらしに役立つ社会　
国語 東洋館 くらしに役立つ国語　
数学 東洋館 くらしに役立つ数学　
理科 東洋館 くらしに役立つ理科　
保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育　
職業・家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
美術 永岡書店 木のえほん　たべものだいすき
社会 永岡書店 知育かるた　都道府県かるた
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理科、数学 永岡書店 めざせ鉄道博士！日本全国鉄道路線地図新版　
社会 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
国語 日本教育研 ひとりだちするための国語　
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学　

 社会、職業・家庭 日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策改訂版　
数学 ひかりのく 認識絵本１０　おおきいちいさい
理科、保健体育 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９　ひとのからだ
理科 ひかりのく ２０２シリーズ　たべもの２０２
理科 ひかりのく 改訂新版体験を広げるこどものずかん１　どうぶつえん
職業・家庭 ひかりのく 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

保健体育 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん　
音楽 ひかりのく 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
社会 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！　新装改訂版みぢかなマーク

音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
国語 ひさかた 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
数学 ひさかた ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの１・２・３
国語 ひさかた スキンシップ絵本　かたかなアイウエオ
数学 ひさかた スキンシップ絵本　かずのえほん
国語 ひさかた どうぞのいす　
国語、社会 ＰＨＰ １２か月の行事えほん　
職業・家庭 福音館 幼児絵本シリーズ　くだもの
美術 福音館 かがくのとも絵本　しんぶんしでつくろう
理科 福音館 かがくのとも絵本　かみであそぼうきる・おる
職業・家庭 福音館 かがくのとも絵本　平野レミのおりょうりブック
理科 福音館 かがくのとも絵本　しゃぼんだまとあそぼう
社会 福音館 福音館の科学シリーズ　ぼくらの地図旅行
職業・家庭 福音館 福音館の科学シリーズ　あそびのレシピ
職業・家庭 福音館 福音館の科学シリーズ　ただいまお仕事中
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら
職業・家庭 福音館 こどものとも絵本　はじめてのおつかい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　三びきのやぎのがらがらどん
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！
理科 福音館 みぢかなかがくシリーズ　町の水族館・町の植物園
職業・家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお料理　
国語 ブロンズ新 らくがきえほんあ・い・う・え・お　
理科 文化出版局 どうぶつあれあれえほん第４集　かくしたのだあれ
理科 文研出版 ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン
職業・家庭 文研出版 まかせて！おてつだい２　わくわくそうじ・かたづけ
理科 文研出版 ようこそ！理科レストラン　理科ｄｅごはん
職業・家庭 福村出版 シリーズ生活を学ぶ１　つくって食べよう
保険体育 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　ひとのからだ
理科 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　はるなつあきふゆ
美術 ポプラ あそびのひろば２　やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ あそびのひろば４　はりえあそび
美術 ポプラ あそびのひろば８　らくがきあそび
国語 ポプラ ねずみくんの絵本１　ねずみくんのチョッキ
美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに
音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ
国語 ポプラ 音のでる知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん
数学 ポプラ 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

理科 ポプラ 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
音楽 ポプラ ディズニープリンセスロマンチックメロディーえほん　
音楽 ポプラ ディズニーのえいごのほん１０　ディズニーのえいごのおうた

職業・家庭 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用　
美術 理論社 新装版１００円グッズで完成！楽しい！工作編　
国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお　
国語、社会 あすなろ 「和」の行事えほん春と夏の巻　
国語、社会 あすなろ 「和」の行事えほん秋と冬の巻　
理科 いかだ社 １００円ショップでわくわく科学実験　
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美術 オレンジ ペーパートレインＢＯＯＫジュニア新幹線大集合！　
美術 オレンジ ペーパートレインＢＯＯＫジュニア　パワーアップシリーズ２ＪＲ西日本版

国語 かもがわ 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

美術 河出新社 水だけでスイスイまほうのぬりえ　
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための作文ワーク初級２　
数学 新興出版社 小学教科書ぴったりトレーニング　東京書籍版算数３年
保健体育 新星出版社 いちばんよくわかるストレッチの教科書　
保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育〈２〉　大切なからだ・こころ
職業・家庭 少年写真新 坂本廣子の食育自立応援シリーズ　１朝ごはん
数学 清風堂書店 算数習熟プリント小学１年生大判サイズ　
理科 増進堂 科学のなぜ？新事典　
職業・家庭 汐文社 かんたん１５分！火も包丁も使わない魔法のレシピ　１まんぷくごはん

職業・家庭 日本図書 栄養素キャラクター図鑑　
国語、社会 双葉社 先生は教えてくれない！　クレヨンしんちゃんの友だちづきあいに大切なこと

国語 本の泉社 新小学校漢字１０２６字音読で楽しく学べる漢字童話　
国語 東書 こくご　☆☆☆

数学 教出 さんすう　☆☆☆

高等部 理科 岩崎書店 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

知的単一 国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
職業 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２）　友だち関係（自分と仲良く）

職業 旺文社 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）

職業 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（３）　お金のこと
職業 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（９）　ルールとマナー
職業 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１１）　友だち関係（考え方のちがい）

職業 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１２　ネットのルール
保健体育 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１８）　からだと心
保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）　こんなときどうするの？
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）　かざることば（Ａ）
職業 偕成社 子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！
家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（１）　朝ごはんつくろう！
家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（２）　昼ごはんつくろう！
家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（７）　おべんとうつくろう！
職業 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
職業 偕成社 子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー
保健体育 学研 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂人のからだ
職業 開隆堂出版 職業・家庭たのしい職業科　わたしの夢につながる
家庭 開隆堂出版 職業・家庭たのしい家庭科　わたしのくらしに生かす
家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１　たのしいたまご料理
家庭 金の星社 ひとりでできるもん！４　うれしいごはん、パン、めん料理
家庭 金の星社 ひとりでできるもん！５　すてきなおかし作り
国語 くもん出版 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
社会 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
家庭 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
数学 くもん出版 とけいカード　
数学 くもん出版 かずカード　
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん　
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば７　ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば１２　漢字おけいこ
数学 くもん出版 めいろ３　やさしいめいろ１集
数学 くもん出版 めいろ４　やさしいめいろ２集
国語 くもん出版 小学ドリル国語　４年生の漢字
数学 くもん出版 小学ドリル算数　２年生の文しょうだい
数学 くもん出版 小学ドリル算数　３年生の文章題
国語 くもん出版 漢字にぐ－んと強くなる小学４年生　
保健体育 合同出版 子どもとマスターする４５の操体法　改訂新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方

職業 合同出版 イラスト版子どものアサーション　自分の気持ちをきちんと言える３８の話し方

職業 合同出版 イラスト版子どものアンガーマネジメント　怒りをコントロールする４３のスキル

職業 合同出版 イラスト版子どもの対話力　上手に意思を伝える４３の対話トレーニング

社会 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑

国語 小学館 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
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社会 小学館 マンガでわかるよのなかのルール　
家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング　
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？
家庭 育成会 自立生活ハンドブック８　食（しょく）
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック１６　性・Ｓａｙ・生
社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）　
社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習世界地図帳
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８　
国語 成美堂出版 書き込み式筆ペン字実用練習帳　
職業 草思社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

数学 戸田デザイ １から１００までのえほん　
美術 戸田デザイ ６つの色　
国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

社会 東洋館 くらしに役立つ社会　
国語 東洋館 くらしに役立つ国語　
数学 東洋館 くらしに役立つ数学　
理科 東洋館 くらしに役立つ理科　
保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育　
家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭　
社会 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
国語 日本教育研 ひとりだちするための国語　
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学　
職業 日本教育研 ひとりだちするための　ビジネスマナー＆コミュニケーション
職業 日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策改訂版　
職業 日本教育研 ひとりだちするための進路学習　
家庭 日本教育研 ひとりだちするための調理学習　
職業 日本教育研 ひとりだちするためのライフキャリア教育　
保健体育 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９　ひとのからだ
家庭 ひかりのく ２０２シリーズ　たべもの２０２
理科 ひかりのく 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

職業、社会 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！　新装改訂版みぢかなマーク

社会 評論社 スカーリーおじさんの　はたらく人たち
理科 福音館 福音館の科学シリーズ　どうぶつえんガイド
職業 福音館 福音館の科学シリーズ　ただいまお仕事中
社会 福音館 福音館の科学シリーズ　絵で見る日本の歴史
美術 ポプラ あそびのひろば１　はんがあそび
美術 ポプラ あそびのひろば２　やさしいてづくりのプレゼント
家庭 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用　
美術 河出新社 大人の塗り絵　リラックス塗り絵美しいケルト模様
美術 河出新社 大人の塗り絵ＰＯＳＴＣＡＲＤＢＯＯＫ　大好き！ディズニーキャラクター編

美術 河出新社 大人の塗り絵　恐竜たちの世界編
美術 河出新社 大人の塗り絵　自然の中の動物たち編
美術 河出新社 大人の塗り絵　海のファンタジー編
美術 河出新社 やさしい大人の塗り絵　庭に咲く花編
美術 河出新社 大人の塗り絵　夢色ファンタジー塗り絵
情報 新学社 わくわくローマ字練習　
職業 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための　新・見てわかるビジネスマナー集

職業 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための見てわかる　社会生活ガイド集

家庭 扶桑社 覚えておきたい！新・料理の基本１２３　

国語 光村教育 小学新国語辞典三訂版　

高等部 国語 あかね書房 あかね書房の学習えほん　かたかなえほんアイウエオ
知的重複Ⅰ 音楽 あかね書房 うたってあそぼう１　えかきうた（どうぶつ）

理科 岩崎書店 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

国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
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数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本
数学 絵本館 五味太郎の絵本　かずのえほん１・２・３
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）　ノンタンぶらんこのせて
保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）　こんなときどうするの？
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）　うごきのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）　かざることば（Ａ）
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１０）　なまえのことば
職業 偕成社 子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！
美術 偕成社 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
国語 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）　みんなみんなみーつけた
家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（１）　朝ごはんつくろう！
家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（２）　昼ごはんつくろう！
職業 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
職業 偕成社 子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん
保健体育 学研 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂人のからだ
理科 学研 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ動物園
理科 学研 はっけんずかん　どうぶつ改訂版
家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１　たのしいたまご料理
家庭 金の星社 ひとりでできるもん！４　うれしいごはん、パン、めん料理
国語 くもん出版 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１　はじめてのかん字
社会 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
家庭 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
数学 くもん出版 とけいカード　
数学 くもん出版 かずカード　
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん　
数学 くもん出版 おけいこ　はじめてのおけいこ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば７　ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば１２　漢字おけいこ
数学 くもん出版 ファーストステップドリル　すいすいきってみよう
数学 くもん出版 めいろ３　やさしいめいろ１集
数学 くもん出版 めいろ４　やさしいめいろ２集
数学 くもん出版 めいろ５　めいろあそびどうぶつ
職業、美術 くもん出版 こうさく１　はじめてのはさみ
美術 くもん出版 こうさく２　はじめてのかみこうさく１集
美術 くもん出版 こうさく４　かみこうさくあそび
国語 くもん出版 小学ドリル国語　４年生の漢字
数学 くもん出版 小学ドリル算数　１年生の文しょうだい
国語 講談社 講談社の年齢で選ぶ知育絵本　４・５・６さいのきもちをつたえることばのえほん

国語 好学社 レオ・レオニの絵本　スイミー
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集　こぐまちゃんのみずあそび
数学 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく
国語 こぐま社 にしまきかやこのえほん　わたしのワンピース
保健体育 合同出版 子どもとマスターする４５の操体法　改訂新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方

職業 合同出版 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

家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３　おでかけのきほん
職業 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４　おつきあいのきほん

数学 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー
職業、国語 こばと 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

数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん　
職業 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん　
社会 小学館 ドラえもんちずかん１　にっぽんちず
社会 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑

国語 小学館 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

国語 小学館 ドラえもんの国語おもしろ攻略　敬語早わかり
社会 小学館 マンガでわかるよのなかのルール　
家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング　
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保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？
社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）　
社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習世界地図帳
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８　
職業 草思社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本シリーズ　新版９８部首カルタ
国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのぴくにっく
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん　
美術 戸田デザイ ６つの色　
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
国語 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

社会 東洋館 くらしに役立つ社会　
国語 東洋館 くらしに役立つ国語　
数学 東洋館 くらしに役立つ数学　
保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
国語 永岡書店 マグネットブック　さかなつり
社会 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
国語 日本教育研 ひとりだちするための国語　
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学　
保健体育 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９　ひとのからだ
家庭 ひかりのく ２０２シリーズ　たべもの２０２
理科 ひかりのく 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

保健体育 ひかりのく 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
家庭 ひかりのく 新装版ＫＩＤＳ２１１２　たべものひゃっか
職業 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！　新装改訂版みぢかなマーク

音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
社会 評論社 スカーリーおじさんの　はたらく人たち
社会 評論社 ピーター・スピアーの絵本１　せかいのひとびと
国語 ひさかた スキンシップ絵本　かたかなアイウエオ
社会 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう　
理科 福音館 福音館の科学シリーズ　どうぶつえんガイド
職業 福音館 福音館の科学シリーズ　ただいまお仕事中
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら
国語 福音館 こどものとも絵本　はじめてのおつかい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　ブレーメンのおんがくたい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　三びきのやぎのがらがらどん
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！
社会 福音館 福音館の科学シリーズ　絵で見る日本の歴史
美術 ポプラ あそびのひろば１　はんがあそび
美術 ポプラ あそびのひろば２　やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに
数学 ポプラ 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

音楽 ポプラ ふりふりたんたん音のでる楽器絵本８　ミッキーのマラカス
家庭 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用　

家庭 扶桑社 覚えておきたい！新・料理の基本１２３　

高等部 国語 あかね書房 あかね書房の学習えほん　かたかなえほんアイウエオ
知的重複Ⅱ 音楽 あかね書房 うたってあそぼう１　えかきうた（どうぶつ）

理科 岩崎書店 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

国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本
数学 絵本館 五味太郎の絵本　かずのえほん１・２・３
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）　ノンタンぶらんこのせて
保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）　こんなときどうするの？
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国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）　うごきのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）　かざることば（Ａ）
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１０）　なまえのことば
職業 偕成社 子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！
美術 偕成社 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
国語 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）　みんなみんなみーつけた
家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（１）　朝ごはんつくろう！
家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（２）　昼ごはんつくろう！
職業 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
職業 偕成社 子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん
保健体育 学研 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂人のからだ
理科 学研 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ動物園
理科 学研 はっけんずかん　どうぶつ改訂版
家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１　たのしいたまご料理
家庭 金の星社 ひとりでできるもん！４　うれしいごはん、パン、めん料理
国語 くもん出版 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１　はじめてのかん字
社会 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
家庭 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード

数学 くもん出版 とけいカード　

数学 くもん出版 かずカード　
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん　
数学 くもん出版 おけいこ　はじめてのおけいこ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
国語 くもん出版 もじ・ことば７　ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば１２　漢字おけいこ
数学 くもん出版 ファーストステップドリル　すいすいきってみよう
数学 くもん出版 めいろ３　やさしいめいろ１集
数学 くもん出版 めいろ４　やさしいめいろ２集
数学 くもん出版 めいろ５　めいろあそびどうぶつ
職業、美術 くもん出版 こうさく１　はじめてのはさみ
美術 くもん出版 こうさく２　はじめてのかみこうさく１集
美術 くもん出版 こうさく４　かみこうさくあそび
国語 くもん出版 小学ドリル国語　４年生の漢字
数学 くもん出版 小学ドリル算数　１年生の文しょうだい
国語 講談社 講談社の年齢で選ぶ知育絵本　４・５・６さいのきもちをつたえることばのえほん

国語 好学社 レオ・レオニの絵本　スイミー
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集　こぐまちゃんのみずあそび
数学 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく
国語 こぐま社 にしまきかやこのえほん　わたしのワンピース
保健体育 合同出版 子どもとマスターする４５の操体法　改訂新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方

職業 合同出版 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

家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３　おでかけのきほん
職業 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４　おつきあいのきほん

数学 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー
職業、国語 こばと 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

数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん　
職業 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん　
社会 小学館 ドラえもんちずかん１　にっぽんちず
社会 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑

国語 小学館 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

国語 小学館 ドラえもんの国語おもしろ攻略　敬語早わかり
社会 小学館 マンガでわかるよのなかのルール　
家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング　
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？
社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）　
社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習世界地図帳
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８　
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職業 草思社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本シリーズ　新版９８部首カルタ
国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのぴくにっく
数学 戸田デザイ １から１００までのえほん　
美術 戸田デザイ ６つの色　
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
国語 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

社会 東洋館 くらしに役立つ社会　
国語 東洋館 くらしに役立つ国語　
数学 東洋館 くらしに役立つ数学　
保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
国語 永岡書店 マグネットブック　さかなつり
社会 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
国語 日本教育研 ひとりだちするための国語　
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学　
保健体育 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９　ひとのからだ
家庭 ひかりのく ２０２シリーズ　たべもの２０２
理科 ひかりのく 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

保健体育 ひかりのく 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
家庭 ひかりのく 新装版ＫＩＤＳ２１１２　たべものひゃっか
職業 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！　新装改訂版みぢかなマーク

音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
社会 評論社 スカーリーおじさんの　はたらく人たち
社会 評論社 ピーター・スピアーの絵本１　せかいのひとびと
国語 ひさかた スキンシップ絵本　かたかなアイウエオ
社会 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう　
理科 福音館 福音館の科学シリーズ　どうぶつえんガイド
職業 福音館 福音館の科学シリーズ　ただいまお仕事中
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら
国語 福音館 こどものとも絵本　はじめてのおつかい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　ブレーメンのおんがくたい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　三びきのやぎのがらがらどん
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！
社会 福音館 福音館の科学シリーズ　絵で見る日本の歴史
美術 ポプラ あそびのひろば１　はんがあそび
美術 ポプラ あそびのひろば２　やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに
数学 ポプラ 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

音楽 ポプラ ふりふりたんたん音のでる楽器絵本８　ミッキーのマラカス
家庭 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用　

家庭 扶桑社 覚えておきたい！新・料理の基本１２３　
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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：皆生養護学校

１　検定教科書

学部 種目 発行者略称 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 発行者略称 書名

小学部 国語 東書 こくご☆

重複ⅠⅡ 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 国語 東書 国語☆☆☆☆☆

数学 教出 数学☆☆☆☆
数学 教出 数学☆☆☆☆☆
音楽 東書 音楽☆☆☆☆
音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆

３　一般図書（特別支援学校・学級用)

学部 教科 発行者略称 書名
小学部 算数 岩崎書店 すくすく脳育て！　かたちをはめこむまるさんかくしかく
重複Ⅰ 国語 絵本館 五味太郎ことばのえほん　あいうえおかるた

生活 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１９）　楽しくお手伝い
生活 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
算数 偕成社 せべまさゆきあそぶえほん　かぞえてごらんぜんぶで１００
算数 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
生活 金の星社 おてつだいの絵本　
国語 くもん出版 やってみよう！あいうえお　
生活 講談社 講談社の年齢で選ぶ知育絵本　４・５・６さいのきもちをつたえることばのえほん

生活 合同出版 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

生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３　おでかけのきほん
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４　おつきあいのきほん

生活 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術　イラスト版子どものマナー

生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん２　しょくじのきほん
算数 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん　
算数 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶかず・かたちの図鑑

算数 戸田デザイ １から１００までのえほん　
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

東・中・西部地区採択教科書

東・中・西部地区採択教科書
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国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語５
算数 同成社 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

算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＣ　かけ算

算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＤ　わり算
算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＢ　３〜４けたのたしざんひきざん

算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＥ　小数のたし算ひき算

国語 永岡書店 こどもものしりずかん　
算数 永岡書店 木のえほん　どうぶつパズル
音楽 永岡書店 わくわくタンバリンリズムえほん　
国語 日本教育研 ひとりだちするための国語　
算数 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学　
国語 福音館 安野光雅の絵本　あいうえおの本
算数 日本図書 さんすうだいすき　第７巻くりあがりくりさがり
算数 日本図書 さんすうだいすき　第８巻おおきなかず
国語 日本図書 こくごだいすき　第６巻さくぶんのほん
国語 日本図書 こくごだいすき　第７巻ことばのほん１
国語 日本図書 こくごだいすき　第８巻ことばのほん２
国語 ほるぷ 声にだすことばえほん　おっと合点承知之助

小学部 算数 岩崎書店 すくすく脳育て！　かたちをはめこむまるさんかくしかく
重複Ⅱ 国語 絵本館 五味太郎ことばのえほん　あいうえおかるた

生活 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１９）　楽しくお手伝い
生活 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
算数 偕成社 せべまさゆきあそぶえほん　かぞえてごらんぜんぶで１００
算数 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
生活 金の星社 おてつだいの絵本　
国語 くもん出版 やってみよう！あいうえお　
生活 講談社 講談社の年齢で選ぶ知育絵本　４・５・６さいのきもちをつたえることばのえほん

生活 合同出版 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

生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３　おでかけのきほん
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４　おつきあいのきほん

生活 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術　イラスト版子どものマナー

生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん２　しょくじのきほん
算数 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん　
算数 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶかず・かたちの図鑑

算数 戸田デザイ １から１００までのえほん　
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語５
算数 同成社 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

算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＣ　かけ算
算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＤ　わり算
算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＢ　３〜４けたのたしざんひきざん

算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＥ　小数のたし算ひき算

国語 永岡書店 こどもものしりずかん　
算数 永岡書店 木のえほん　どうぶつパズル
国語 日本教育研 ひとりだちするための国語　
算数 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学　
国語 福音館 安野光雅の絵本　あいうえおの本
算数 日本図書 さんすうだいすき　第７巻くりあがりくりさがり
算数 日本図書 さんすうだいすき　第８巻おおきなかず
国語 日本図書 こくごだいすき　第６巻さくぶんのほん
国語 日本図書 こくごだいすき　第７巻ことばのほん１
国語 日本図書 こくごだいすき　第８巻ことばのほん２
国語 ほるぷ 声にだすことばえほん　おっと合点承知之助
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小学部 算数 あかね書房 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
重複ⅢA 算数 岩崎書店 すくすく脳育て！　かたちをはめこむまるさんかくしかく

国語 絵本館 五味太郎ことばのえほん　あいうえおかるた
国語 絵本館 だるまなんだ　
生活 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１９）　楽しくお手伝い
生活 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１２）　ノンタンこちょこちょこちょ
算数 偕成社 せべまさゆきあそぶえほん　かぞえてごらんぜんぶで１００
図画工作 偕成社 あっ！とおどろくしかけえほん　おめんです
算数 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
生活 金の星社 おてつだいの絵本　
国語 金の星社 新しいえほん　とんとんとん
音楽 金の星社 音のでる絵本　おとのでる♪てあそびうたえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本　おやすみこもりうたえほん
算数 コクヨ あーんあーんあーん　
国語 コクヨ しかけえほん　くだものどうぞ
算数 成美堂出版 音と光のでる絵本　いっぱいスイッチ
生活 大日本絵画 パペットしかけえほん　ふわふわわんちゃん
算数 大日本絵画 むしむしさわってごらん　
生活 童心社 ほっぺっぺえほん　こちょこちょこちょ
算数 東京書店 ふわふわつるつるたべものたっち　
算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＢ　３〜４けたのたしざんひきざん

音楽 永岡書店 どうぶつタンバリンリズムえほん　
音楽 永岡書店 わくわくタンバリンリズムえほん　
生活 永岡書店 マグネットブック　さかなつり
算数 永岡書店 どうぶつえあわせカード　
国語 のら書店 わらべうたであそびましょ！　

国語 ひかりのく ごめんやさい　

算数 評論社 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？

国語 評論社 さわってあそぶえほん　ちっちゃなウサちゃんおねんねよ

国語 ひさかた おべんとうバス　

国語 ひさかた さわってごらん！ふしぎなふしぎなまほうの木　

国語 福音館 幼児絵本シリーズ　ころころころ

算数 福音館 ０、１、２、えほん　あめかな？

国語 福音館 ０、１、２、えほん　はしるのだいすき

国語 福音館 安野光雅の絵本　あいうえおの本

国語 文研出版 みるみる絵本　もこもこもこ

音楽 ポプラ ふりふりたんたん音のでる楽器絵本８　ミッキーのマラカス

音楽 ポプラ 音のでる知育絵本２２　脳科学からうまれたにぎにぎえほん

算数 ポプラ ふわふわトイブック２　くだものぴったりふわふわパズル

生活 アリス館 はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう　

図画工作 えほんの杜 いろいろばあ　

国語 大日本図書 こねこのプチュ絵本　ぴっちゃんぽっちゃん
国語 大日本図書 いろいろバス　
算数 文溪堂 まるさんかくぞう　
算数 ベネッセ さわって脳すくすく手ざわり絵本　ふわふわどっち？
算数 ほるぷ しかけえほん　お？かお！
生活 ほるぷ しかけえほん　ころりん・ぱ！
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほん　ピアノ
国語 三起商行 てざわりえほん　サファリへいこう！

小学部 算数 あかね書房 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
重複ⅢB 算数 岩崎書店 すくすく脳育て！　かたちをはめこむまるさんかくしかく

国語 絵本館 五味太郎ことばのえほん　あいうえおかるた
国語 絵本館 だるまなんだ　
生活 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１９）　楽しくお手伝い
生活 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１２）　ノンタンこちょこちょこちょ
算数 偕成社 せべまさゆきあそぶえほん　かぞえてごらんぜんぶで１００
図画工作 偕成社 あっ！とおどろくしかけえほん　おめんです
算数 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
生活 金の星社 おてつだいの絵本　
国語 金の星社 新しいえほん　とんとんとん
音楽 金の星社 音のでる絵本　おとのでる♪てあそびうたえほん
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音楽 金の星社 音のでる絵本　おやすみこもりうたえほん
算数 コクヨ あーんあーんあーん　
国語 コクヨ しかけえほん　くだものどうぞ
算数 成美堂出版 音と光のでる絵本　いっぱいスイッチ
生活 大日本絵画 パペットしかけえほん　ふわふわわんちゃん
算数 大日本絵画 むしむしさわってごらん　
生活 童心社 ほっぺっぺえほん　こちょこちょこちょ
算数 東京書店 ふわふわつるつるたべものたっち　
算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＢ　３〜４けたのたしざんひきざん

音楽 永岡書店 どうぶつタンバリンリズムえほん　
音楽 永岡書店 わくわくタンバリンリズムえほん　
生活 永岡書店 マグネットブック　さかなつり
算数 永岡書店 どうぶつえあわせカード　
国語 のら書店 わらべうたであそびましょ！　
国語 ひかりのく ごめんやさい　
算数 評論社 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？
国語 評論社 さわってあそぶえほん　ちっちゃなウサちゃんおねんねよ
国語 ひさかた おべんとうバス　
国語 ひさかた さわってごらん！ふしぎなふしぎなまほうの木　
国語 福音館 幼児絵本シリーズ　ころころころ
算数 福音館 ０、１、２、えほん　あめかな？
国語 福音館 ０、１、２、えほん　はしるのだいすき
国語 福音館 安野光雅の絵本　あいうえおの本
国語 文研出版 みるみる絵本　もこもこもこ
音楽 ポプラ ふりふりたんたん音のでる楽器絵本８　ミッキーのマラカス
音楽 ポプラ 音のでる知育絵本２２　脳科学からうまれたにぎにぎえほん

算数 ポプラ ふわふわトイブック２　くだものぴったりふわふわパズル
生活 アリス館 はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう　
図画工作 えほんの杜 いろいろばあ　
国語 大日本図書 こねこのプチュ絵本　ぴっちゃんぽっちゃん
国語 大日本図書 いろいろバス　
算数 文溪堂 まるさんかくぞう　
算数 ベネッセ さわって脳すくすく手ざわり絵本　ふわふわどっち？
算数 ほるぷ しかけえほん　お？かお！
生活 ほるぷ しかけえほん　ころりん・ぱ！
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほん　ピアノ
国語 三起商行 てざわりえほん　サファリへいこう！

小学部 算数 あかね書房 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
重複訪問 算数 岩崎書店 すくすく脳育て！　かたちをはめこむまるさんかくしかく

国語 絵本館 五味太郎ことばのえほん　あいうえおかるた
国語 絵本館 だるまなんだ　
生活 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１９）　楽しくお手伝い
生活 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１２）　ノンタンこちょこちょこちょ
算数 偕成社 せべまさゆきあそぶえほん　かぞえてごらんぜんぶで１００
図画工作 偕成社 あっ！とおどろくしかけえほん　おめんです
算数 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
生活 金の星社 おてつだいの絵本　
国語 金の星社 新しいえほん　とんとんとん
音楽 金の星社 音のでる絵本　おとのでる♪てあそびうたえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本　おやすみこもりうたえほん
算数 コクヨ あーんあーんあーん　
国語 コクヨ しかけえほん　くだものどうぞ
算数 成美堂出版 音と光のでる絵本　いっぱいスイッチ
生活 大日本絵画 パペットしかけえほん　ふわふわわんちゃん
算数 大日本絵画 むしむしさわってごらん　
生活 童心社 ほっぺっぺえほん　こちょこちょこちょ
算数 東京書店 ふわふわつるつるたべものたっち　
算数 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＢ　３〜４けたのたしざんひきざん

音楽 永岡書店 どうぶつタンバリンリズムえほん　
音楽 永岡書店 わくわくタンバリンリズムえほん　
生活 永岡書店 マグネットブック　さかなつり
算数 永岡書店 どうぶつえあわせカード　
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国語 のら書店 わらべうたであそびましょ！　
国語 ひかりのく ごめんやさい　
算数 評論社 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？
国語 評論社 さわってあそぶえほん　ちっちゃなウサちゃんおねんねよ
国語 ひさかた おべんとうバス　
国語 ひさかた さわってごらん！ふしぎなふしぎなまほうの木　
国語 福音館 幼児絵本シリーズ　ころころころ
算数 福音館 ０、１、２、えほん　あめかな？
国語 福音館 ０、１、２、えほん　はしるのだいすき
国語 福音館 安野光雅の絵本　あいうえおの本
国語 文研出版 みるみる絵本　もこもこもこ
音楽 ポプラ ふりふりたんたん音のでる楽器絵本８　ミッキーのマラカス
音楽 ポプラ 音のでる知育絵本２２　脳科学からうまれたにぎにぎえほん

算数 ポプラ ふわふわトイブック２　くだものぴったりふわふわパズル
生活 アリス館 はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう　
図画工作 えほんの杜 いろいろばあ　
国語 大日本図書 こねこのプチュ絵本　ぴっちゃんぽっちゃん
国語 大日本図書 いろいろバス　
算数 文溪堂 まるさんかくぞう　
算数 ベネッセ さわって脳すくすく手ざわり絵本　ふわふわどっち？
算数 ほるぷ しかけえほん　お？かお！
生活 ほるぷ しかけえほん　ころりん・ぱ！
音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほん　ピアノ
国語 三起商行 てざわりえほん　サファリへいこう！

中学部 国語 東書 新しい国語　五
単一 国語 東書 新しい国語　六

社会 東書 新しい社会５　上
社会 東書 新しい社会５　下
社会 東書 新しい社会６　政治・国際編
社会 東書 新しい社会６　歴史編
数学 啓林館 わくわく　算数５
数学 啓林館 わくわく　算数６
理科 啓林館 わくわく　理科　５
理科 啓林館 わくわく　理科　６
外国語 東書 NEW HORIZON Elementary English Course 5
外国語 東書 NEW HORIZON Elementary English Course 6

中学部 職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１　整理整頓
重複Ⅰ 職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（３）　お金のこと

職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと８　時間の使い方
職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（９）　ルールとマナー
職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１０　身近な危険防災と防犯
国語 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１１）　友だち関係（考え方のちがい）

職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１２　ネットのルール
特別の教科道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１３　勉強が好きになる
特別の教科道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１４　自信の育て方
数学 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１５　数字に強くなる
国語 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１６）　考える力の育て方

特別の教科道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１７　夢のかなえ方
保健体育 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１８）　からだと心
職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１９）　楽しくお手伝い
外国語 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２０）　英語が好きになる

職業・家庭 開隆堂出版 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 国土社 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（１）　家庭生活編
社会 国土社 社会科・大迷路シリーズ　日本地理めいろ
職業・家庭 国土社 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（４）　人間関係編
職業・家庭 合同出版 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

保健体育 合同出版 子どもとマスターする４５の操体法　改訂新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方

保健体育 合同出版 運動が得意になる４３の基本レッスン　イラスト版体育のコツ

保健体育 合同出版 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

職業・家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４　おつきあいのきほん

職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術　イラスト版子どものマナー

保健体育 合同出版 子どもとマスターする５８のからだの知識　イラスト版からだのしくみとケア

職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする３７の調理の知識　イラスト版台所のしごと

職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする４６のお金の知識　イラスト版お金のしごと
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職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術　イラスト版子どものお手伝い

国語 合同出版 イラスト版気持ちの伝え方　コミュニケーションに自信がつく４４のトレーニング

国語 合同出版 子どもとマスターする４９の敬語　イラスト版気持ちが伝わる言葉の使い方

国語 小学館 例解学習国語辞典第十一版　
国語 育成会 自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？
保健体育 育成会 自立生活ハンドブック５　ぼなぺてぃどうぞめしあがれ
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック８　食（しょく）
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック１１　ひとりだち（改訂版）
職業・家庭 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語５
社会 東洋館 くらしに役立つ社会　
国語 東洋館 くらしに役立つ国語　
数学 東洋館 くらしに役立つ数学　
理科 東洋館 くらしに役立つ理科　
保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育　
職業・家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭　
社会 東洋館 これだけは身につけよう！　社会科の基礎・活用

国語 日本教育研 ひとりだちするための国語　

数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学　
音楽 教芸 中学生の音楽　１
音楽 教芸 中学生の音楽　２・３上
音楽 教芸 中学生の音楽　２・３下
音楽 教芸 中学生の器楽

中学部 国語 あかね書房 もじのえほん　あいうえお
重複Ⅱ 国語 あかね書房 もじのえほん　かたかなアイウエオ

国語 あかね書房 マナーと敬語完全マスター！１　学校のマナーと敬語
国語 あかね書房 マナーと敬語完全マスター！２　家のマナーと敬語
国語 あかね書房 マナーと敬語完全マスター！３　町のマナーと敬語
保健体育 あかね書房 からだがげんきになる本１　けんこうをしる！４つのひみつ
保健体育 あかね書房 からだが元気になる本２　けんこうをつくる！４つのヒント
保健体育 あかね書房 からだがげんきになる本３　けんこうをまもる！３つのポイント

保健体育 岩崎書店 知識の絵本　ひとのからだ
理科 岩崎書店 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

国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
外国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　絵本ＡＢＣ
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお
数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本
数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　すうじの絵本
理科 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ８　やさいのずかん
理科 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ１２　のはらのずかん－野の花と虫たち－

保健体育 偕成社 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？

保健体育 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）　こんなときどうするの？
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）　うごきのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）　かざることば（Ａ）
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（５）　つなぎのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１０）　なまえのことば
職業・家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
職業・家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー
職業・家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（２）　食事のマナー
職業・家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（４）　おつきあいのマナー
職業・家庭 偕成社 子どものマナー図鑑（５）　１２か月・行事のマナー
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん
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保健体育 学研 あそびのおうさまずかん　からだ増補改訂
美術 学研 あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく増補改訂
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって
職業・家庭 金の星社 おてつだいの絵本　
職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード
職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」　
国語 くもん出版 ひらがなカード　
数学 くもん出版 とけいカード　
数学 くもん出版 かずカード　
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん　
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
職業・家庭 グランまま ぼくとわたしのせいかつえほん　
職業・家庭 国土社 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（１）　家庭生活編
社会 国土社 社会科・大迷路シリーズ　日本地理めいろ
職業・家庭 合同出版 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

職業・家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３　おでかけのきほん
職業・家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４　おつきあいのきほん

数学 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー
国語 こばと 初級編ステップアップ　ことば・もじ
数学 こばと 初級編ステップアップ　かず・すうじ
国語 こばと 初級編ステップアップ　こくごⅠ

国語 こばと 中級編ジャンプアップ　こくごⅡ
国語 こばと 中級編ジャンプアップ　こくごⅢ
数学 こばと 初級編ステップアップ　さんすうⅠ
数学 こばと 中級編ジャンプアップ　さんすうⅡ
数学 こばと 中級編ジャンプアップ　さんすうⅢ
数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん　
職業・家庭 三省堂 こどもきせつのぎょうじ絵じてん第２版小型版　
外国語 三省堂 親子でうたう英語うたの絵じてん　
数学 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶかず・かたちの図鑑

国語 小学館 ドラえもんおべんきょうかるた　楽しくおぼえるひらがな・カタカナ

社会 鈴木出版 知育えほん　マークのずかん
外国語 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた　
国語 太郎次郎社 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

数学 戸田デザイ １から１００までのえほん　
国語 戸田デザイ あいうえおえほん　
社会 戸田デザイ にっぽんちず絵本　
国語 戸田デザイ ことばじてん絵本　
外国語 戸田デザイ 英和じてん絵本　
外国語 戸田デザイ 和英じてん絵本　
社会 戸田デザイ 国旗のえほん　
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

美術 のら書店 はじめてのこうさくあそび　
国語 のら書店 ことばあそびえほん　
国語 のら書店 しりとりあそびえほん　
国語 のら書店 ことばあそびレストラン　
理科 福音館 Ｄｏ！図鑑シリーズ　自然図鑑
職業・家庭 福音館 Ｄｏ！図鑑シリーズ　生活図鑑
数学 ポプラ 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

国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばあそび１　
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばあそび２　
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばあそび３　

中学部 国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお
重複ⅢA 数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本

数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　すうじの絵本
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数学 絵本館 五味太郎の絵本１０　かたち
美術 絵本館 五味太郎の絵本９　いろ
数学 絵本館 五味太郎の絵本　かずのえほん１・２・３
職業･家庭 偕成社 安全のしつけ絵本（１）　きをつけようね
職業･家庭 偕成社 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
音楽 偕成社 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

国語 偕成社 五味太郎音と文字の本　どどどどど
数学 偕成社 エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ
国語 偕成社 ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろあいうえお
国語 偕成社 「おれたち、ともだち！」絵本　ともだちや
職業･家庭 偕成社 １００かいだてのいえシリーズ　１００かいだてのいえ
国語 偕成社 五味太郎の絵本　わにさんどきっはいしゃさんどきっ
国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）　きいろいのはちょうちょ
保健体育 偕成社 さわる絵本　新装版これ、なあに？
社会 学研 はっけんずかん　のりもの改訂版
職業･家庭 金の星社 げんきをつくる食育えほん１　たべるのだいすき！
音楽 金の星社 音のでる絵本　おとのでる♪てあそびうたえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本　おとのでる♪どうようえほん
数学 金の星社 おとのでるうたっておどれるからだあそびうたえほん　
職業･家庭 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード
職業･家庭 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
職業･家庭 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
職業･家庭 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
職業･家庭 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード（２集）
国語 グランまま ふわふわ、ぽかぽか　
数学 講談社 音の出る学習時計えほん　いまなんじ？
数学 講談社 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
国語 好学社 レオ・レオニの絵本　スイミー
外国語 三省堂 親子でうたう英語うたの絵じてん　
外国語 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた　
国語 成美堂出版 音と光のでる絵本　もりのレストラン
国語 大日本絵画 おとがなるしかけえほん　おにわのおと
音楽 大日本絵画 おとがなるしかけえほん　はじめてのオーケストラ
美術 大日本絵画 とびだししかけえほん　ふしぎなあかいはこ
国語 大日本絵画 おとがなるさわるしかけえほん　にぎやかジャングル！
理科 大日本絵画 おとがなるさわるしかけえほん　にぎやかどうぶつのあかちゃん

理科 大日本絵画 おとがなるしかけえほん　ジャングルのおと
数学 大日本絵画 しかけえほん　びっくりかずあそび
数学 童心社 かずのほん１　どっちがたくさん
数学 童心社 かずのほん２　０から１０まで
国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごはん
国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのぴくにっく
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　おおきくなるっていうことは
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　よーいどん！
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　えんそくバス
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２　
音楽 ナツメ社 ＤＶＤ＋ＣＤたのしい手あそびうた　
職業･家庭 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん　
美術 ひかりのく 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
社会 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！　新装改訂版みぢかなマーク

音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　
国語 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
国語 評論社 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？
国語 評論社 コロちゃんのびっくり箱　コロちゃんのたんじょうび
国語 評論社 コロちゃんのびっくり箱　コロちゃんのがっこう
国語 評論社 さわってあそぶコロちゃんののうじょう　
国語 評論社 さわってあそぶえほん　ちっちゃなウサちゃんおねんねよ
国語 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう　
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズ　ももたろう
国語 福音館 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ
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国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら
数学 フレーベル あかちゃんといっしょ０・１・２　どんないろがすき
国語 ポプラ ねずみくんの絵本１　ねずみくんのチョッキ
国語 ポプラ 音のでる知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん
国語 ポプラ 音のでる知育絵本１５　こえでおぼえるごあいさつえほん
美術 ポプラ いろいろいろのほん　
国語 理論社 あいうえおうさま　
国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお　
国語 リーブル しりとりしましょ！たべものあいうえお　
国語 アリス館 いろがみびりびりぴったんこ　
理科 三起商行 てざわりえほん　うみへいこう
数学 幼年教育 かずあそび１　
数学 幼年教育 かずあそび２　

中学部 国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお
重複ⅢB 数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本

数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　すうじの絵本
数学 絵本館 五味太郎の絵本１０　かたち
美術 絵本館 五味太郎の絵本９　いろ
数学 絵本館 五味太郎の絵本　かずのえほん１・２・３
職業･家庭 偕成社 安全のしつけ絵本（１）　きをつけようね
職業･家庭 偕成社 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
音楽 偕成社 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

国語 偕成社 五味太郎音と文字の本　どどどどど
数学 偕成社 エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ
国語 偕成社 ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろあいうえお
国語 偕成社 「おれたち、ともだち！」絵本　ともだちや
職業･家庭 偕成社 １００かいだてのいえシリーズ　１００かいだてのいえ
国語 偕成社 五味太郎の絵本　わにさんどきっはいしゃさんどきっ
国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）　きいろいのはちょうちょ
保健体育 偕成社 さわる絵本　新装版これ、なあに？
社会 学研 はっけんずかん　のりもの改訂版
職業･家庭 金の星社 げんきをつくる食育えほん１　たべるのだいすき！
音楽 金の星社 音のでる絵本　おとのでる♪てあそびうたえほん
音楽 金の星社 音のでる絵本　おとのでる♪どうようえほん
数学 金の星社 おとのでるうたっておどれるからだあそびうたえほん　
職業･家庭 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード
職業･家庭 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
職業･家庭 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
職業･家庭 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
職業･家庭 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
職業･家庭 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード（２集）
国語 グランまま ふわふわ、ぽかぽか　
数学 講談社 音の出る学習時計えほん　いまなんじ？
数学 講談社 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
国語 好学社 レオ・レオニの絵本　スイミー
外国語 三省堂 親子でうたう英語うたの絵じてん　
外国語 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた　
国語 成美堂出版 音と光のでる絵本　もりのレストラン
国語 大日本絵画 おとがなるしかけえほん　おにわのおと
音楽 大日本絵画 おとがなるしかけえほん　はじめてのオーケストラ
美術 大日本絵画 とびだししかけえほん　ふしぎなあかいはこ
国語 大日本絵画 おとがなるさわるしかけえほん　にぎやかジャングル！
理科 大日本絵画 おとがなるさわるしかけえほん　にぎやかどうぶつのあかちゃん

理科 大日本絵画 おとがなるしかけえほん　ジャングルのおと
数学 大日本絵画 しかけえほん　びっくりかずあそび
数学 童心社 かずのほん１　どっちがたくさん
数学 童心社 かずのほん２　０から１０まで
国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごはん
国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのぴくにっく
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　おおきくなるっていうことは
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　よーいどん！
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　えんそくバス
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音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２　
音楽 ナツメ社 ＤＶＤ＋ＣＤたのしい手あそびうた　
音楽 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん　
美術 ひかりのく 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
社会 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！　新装改訂版みぢかなマーク

音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　
国語 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
国語 評論社 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？
国語 評論社 コロちゃんのびっくり箱　コロちゃんのたんじょうび
国語 評論社 コロちゃんのびっくり箱　コロちゃんのがっこう
国語 評論社 さわってあそぶコロちゃんののうじょう　
国語 評論社 さわってあそぶえほん　ちっちゃなウサちゃんおねんねよ
国語 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう　
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズ　ももたろう
国語 福音館 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら
数学 フレーベル あかちゃんといっしょ０・１・２　どんないろがすき
国語 ポプラ ねずみくんの絵本１　ねずみくんのチョッキ
国語 ポプラ 音のでる知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん
国語 ポプラ 音のでる知育絵本１５　こえでおぼえるごあいさつえほん
美術 ポプラ いろいろいろのほん　
国語 理論社 あいうえおうさま　
国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお　
国語 リーブル しりとりしましょ！たべものあいうえお　
国語 アリス館 いろがみびりびりぴったんこ　
理科 三起商行 てざわりえほん　うみへいこう
数学 幼年教育 かずあそび１　
数学 幼年教育 かずあそび２　

中学部 国語 あかね書房 もじのえほん　あいうえお
訪問 国語 あかね書房 もじのえほん　かたかなアイウエオ

国語 あかね書房 もじのえほん　かんじ（１）
国語 あかね書房 もじのえほん　かんじ（２）
国語 偕成社 五味太郎の絵本　わにさんどきっはいしゃさんどきっ
国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）　きいろいのはちょうちょ
国語 学研 小学生向辞典・事典　レインボーことば絵じてん
職業･家庭 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード
職業･家庭 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
職業･家庭 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
職業･家庭 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
職業･家庭 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード（２集）
数学 講談社 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
国語 好学社 レオ・レオニの絵本　スイミー
職業･家庭 合同出版 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

保健体育 合同出版 子どもとマスターする４５の操体法　改訂新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方

職業･家庭 合同出版 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

職業･家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３　おでかけのきほん
職業･家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４　おつきあいのきほん

数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん　
音楽 成美堂出版 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

外国語 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた　
美術 大日本絵画 さわるしかけえほん　へんてこりんなどうぶつたち
数学 童心社 かずのほん１　どっちがたくさん
数学 童心社 かずのほん２　０から１０まで
国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごはん
国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのぴくにっく
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　おおきくなるっていうことは
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　よーいどん！
国語 童心社 ほっぺっぺえほん　こちょこちょこちょ
国語 童心社 ピーマン村の絵本たち　えんそくバス
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
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音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２　
数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学　
音楽 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん　
美術 ひかりのく 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
音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
国語 評論社 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？
国語 評論社 コロちゃんのびっくり箱　コロちゃんのたんじょうび
国語 評論社 コロちゃんのびっくり箱　コロちゃんのがっこう
美術 評論社 さわってあそぶコロちゃんののうじょう　
国語 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう　
国語 福音館 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら
国語 福音館 こどものとも絵本　そらいろのたね
国語 福音館 こどものとも絵本　おおきなかぶ
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐらのかいすいよく
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐらのおおそうじ
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐらのしりとりうたとおまじないセット

国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐらのおきゃくさま
国語 ポプラ ねずみくんの絵本１　ねずみくんのチョッキ
国語 ポプラ 音のでる知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん
国語 ポプラ 音のでる知育絵本１５　こえでおぼえるごあいさつえほん
美術 ポプラ いろいろいろのほん　
国語 理論社 あいうえおうさま　
国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお　
国語 リーブル しりとりしましょ！たべものあいうえお　
理科 パイインタ はじめてのからだえほん　
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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：米子養護学校

１　検定教科書

学部 種目 発行者略称 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 発行者略称 書名

小学部 国語 東書 こくご☆☆
重複

中学部 国語 東書 国語☆☆☆☆
単一 国語 東書 国語☆☆☆☆☆

数学 教出 数学☆☆☆☆

数学 教出 数学☆☆☆☆☆

音楽 東書 音楽☆☆☆☆

音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆
中学部 国語 東書 国語☆☆☆☆
重複 数学 教出 数学☆☆☆☆

３　一般図書（特別支援学校・学級用）

学部 教科 発行者略称 書名
小学部 国語 あかね書房 もじのえほん　あいうえお
単一 国語 あかね書房 もじのえほん　かたかなアイウエオ

国語 あかね書房 もじのえほん　かんじ（１）

国語 あかね書房 もじのえほん　かんじ（２）

算数 あかね書房 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

図画工作 あかね書房 あかねえほんシリーズ　えほんえかきうた

国語 あかね書房 かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち

国語 あかね書房 かばくん・くらしのえほん２　かばくんのおかいもの

生活 あかね書房 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる

図画工作 絵本館 五味太郎の絵本９　いろ

算数 絵本館 五味太郎の絵本１０　かたち

算数 絵本館 五味太郎の絵本　かずのえほん１・２・３

国語 絵本館 五味太郎の絵本　ことばのえほんあいうえお

国語 絵本館 五味太郎・ことばあそびえほん　いっぽんばしわたる

国語 絵本館 五味太郎ことばのえほん　あいうえおかるた

国語 絵本館 五味太郎・ことばあそびえほん　さる・るるる

生活 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２）　友だち関係（自分と仲良く）

生活 旺文社 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）

国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）　うごきのことば

国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）　かざることば（Ａ）

国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（５）　つなぎのことば

国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば

国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１０）　なまえのことば

生活 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー

生活 偕成社 子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー

音楽 偕成社 １０＋１人の絵本作家オリジナルソング集　うたのパレット

生活 学研 はっけんずかん　のりもの改訂版

図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん

図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん

図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん

生活 学研 あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく増補改訂

生活 学研 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ動物園

図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって

図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって
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生活 学研 ほんとのおおきさ　もっと！ほんとのおおきさ動物園

生活 金の星社 おてつだいの絵本　

国語 金の星社 あいうえおのえほん　

国語 くもん出版 もじ・ことば１　はじめてのひらがな１集

国語 くもん出版 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集

国語 くもん出版 もじ・ことば１１　はじめてのかん字

国語 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード

生活 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集

国語 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード

生活 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード

国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」　

国語 くもん出版 あいうえおべんとう　

国語 くもん出版 もじ・ことば１０　カタカナおけいこ

図画工作 くもん出版 ファーストステップドリル　さいしょのきってみよう

図画工作 くもん出版 ファーストステップドリル　すいすいきってみよう

図画工作 くもん出版 こうさく３　はじめてのかみこうさく２集

図画工作 くもん出版 あきびんごの創造性を育てるドリル　おえかき博士レベル２

音楽 グランまま うたえほん　

音楽 グランまま うたえほんⅡ　

国語 グランまま ことばえほん　

音楽 グランまま うたえほんⅢ　

図画工作 国土社 たのしい図画工作１６　ちぎり紙・きり紙・はり絵

生活 合同出版 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

生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３　おでかけのきほん

生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４　おつきあいのきほん

生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん２　しょくじのきほん

算数 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー

算数 こばと 中級編ジャンプアップ　さんすうⅡ

算数 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん　

音楽 三省堂 親子でうたう英語うたの絵じてん　

図画工作 小学館 あーとぶっく　ひらめき美術館第１館

図画工作 小学館 あーとぶっく　ひらめき美術館第２館

国語 小学館 小学館の子ども辞典　小学館ことばのえじてん

音楽 成美堂出版 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

音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた　

図画工作 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８　

音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん１　たのしいピアノのおけいこ

生活 草思社 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

音楽 大日本絵画 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

国語 太郎次郎社 もじかきうたカタカナカルタ５０音　

算数 童心社 かずのほん１　どっちがたくさん

算数 童心社 かずのほん２　０から１０まで

算数 童心社 かずのほん３　０から１０までのたしざんひきざん

生活 童心社 ピーマン村体操ＣＤブック　

音楽 東京書店 わくわく音あそびえほん　きらきらマイクでうたおう！たのしいおうたえほん

算数 戸田デザイ １から１００までのえほん　

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　

音楽 永岡書店 ＤＶＤとイラストでよくわかる！手あそびうたブック　

生活 永岡書店 マグネットブック　さかなつり
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生活 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　

図画工作 のら書店 はじめてのこうさくあそび　

音楽 ひかりのく 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

生活 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！　新装改訂版みぢかなマーク

音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　

音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　

国語 評論社 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？

図画工作 福音館 幼児絵本シリーズ　くだもの

生活 福音館 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ

図画工作 福音館 Ｄｏ！図鑑シリーズ　工作図鑑

生活 婦人之友 こどもがつくるたのしいお料理　

生活 婦人之友 こどもがつくるたのしいお菓子　

算数 ブロンズ新 はじめてのかぞえる絵本　どのこかな？かぞえてみよう１２３

音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ

国語 ポプラ 音のでる知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん

生活 ポプラ 音のでる知育絵本１５　こえでおぼえるごあいさつえほん

算数 ポプラ 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

音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ１１　どうようもっきんえほん

音楽 ポプラ ケロポンズとエビカニクスでおどっちゃお！　

算数 むぎ書房 わかるさんすう２　

国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお　

国語 リーブル しりとりしましょ！たべものあいうえお　

国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのひらがなワーク　

算数 喜楽研 ゆっくりていねいに学べる　どの子もわかる算数プリント１－１

生活 日本図書 おやくそくえほん　はじめての「よのなかルールブック」
小学部 国語 あかね書房 もじのえほん　あいうえお
重複 国語 あかね書房 もじのえほん　かたかなアイウエオ

国語 あかね書房 もじのえほん　かんじ（１）
国語 あかね書房 もじのえほん　かんじ（２）
算数 あかね書房 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

生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち
生活 あかね書房 かばくん・くらしのえほん２　かばくんのおかいもの
生活 あかね書房 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
図画工作 絵本館 五味太郎の絵本９　いろ
算数 絵本館 五味太郎の絵本１０　かたち
算数 絵本館 五味太郎の絵本　かずのえほん１・２・３
生活 旺文社 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）

算数 偕成社 エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ
国語 偕成社 ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろあいうえお
生活 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）　ノンタンぶらんこのせて
国語 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
生活 偕成社 １００かいだてのいえシリーズ　１００かいだてのいえ
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）　うごきのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）　かざることば（Ａ）
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（５）　つなぎのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１０）　なまえのことば
国語 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（１）　ごあいさつあそび
生活 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（２）　いないいないばああそび
生活 偕成社 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
生活 偕成社 安全のしつけ絵本（１）　きをつけようね
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　うたがみえるきこえるよ
図画工作 偕成社 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

国語 偕成社 エリック・カールの絵本　くまさんくまさんなにみてるの？
図画工作 偕成社 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

国語 偕成社 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

国語 偕成社 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－

生活 偕成社 五味太郎の絵本　わにさんどきっはいしゃさんどきっ
国語 偕成社 五味太郎・しかけ絵本（１）　きいろいのはちょうちょ
国語 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）　みんなみんなみーつけた
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国語 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１２）　げんきにごあいさつ
生活 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
国語 学研 はっけんずかん　のりもの改訂版
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん
図画工作 学研 あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく増補改訂
生活 学研 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ動物園
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって
図画工作 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって
生活 学研 ほんとのおおきさ　もっと！ほんとのおおきさ動物園
図画工作 学研 おうさまのたからばこ　スタンプポン
算数 金の星社 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

算数 金の星社 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

図画工作 金の星社 あかちゃんとおかあさんの絵本　このいろなあに
生活 金の星社 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？

生活 金の星社 おてつだいの絵本　
算数 金の星社 はじめての絵本たいむ　つみき
国語 金の星社 のりものしゃしん　あいうえおのえほん
音楽 金の星社 おとのでるうたっておどれるからだあそびうたえほん　
生活 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード
生活 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
生活 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
生活 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」　
国語 くもん出版 ひらがなカード　
算数 くもん出版 とけいカード　
算数 くもん出版 かずカード　
算数 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん　
国語 くもん出版 おけいこ　はじめてのおけいこ
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
国語 くもん出版 あいうえおべんとう　
国語 くもん出版 もじ・ことば１０　カタカナおけいこ
図画工作 くもん出版 ファーストステップドリル　さいしょのきってみよう
図画工作 くもん出版 こうさく１　はじめてのはさみ
図画工作 くもん出版 こうさく３　はじめてのかみこうさく２集
算数 くもん出版 くろくまくんのかずあそび・すごろくえほん　
算数 講談社 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
図画工作 コクヨ かおノート　
図画工作 コクヨ ジャバラワークブック　
図画工作 コクヨ かおノート２　
国語 コクヨ しかけえほん　おやさいどうぞ
国語 好学社 レオ・レオニの絵本　スイミー
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集　こぐまちゃんおはよう
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん第２集　こぐまちゃんのみずあそび
国語 こぐま社 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
算数 こぐま社 ぶうとぴょんのえほん　おんなじおんなじ
国語 こぐま社 ことばあそびの絵本　ぶたたぬききつねねこ
国語 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく
国語 こぐま社 馬場のぼるのえほん　１１ぴきのねこ
図画工作 こぐま社 柳原良平のえほん　かおかおどんなかお
国語 小峰書店 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
算数 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズ　おいしいおいしい１・２・３
生活 合同出版 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

生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３　おでかけのきほん
生活 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４　おつきあいのきほん

算数 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー
算数 こばと 初級編ステップアップ　さんすうⅠ
算数 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん　
音楽 三省堂 親子でうたう英語うたの絵じてん　
算数 小学館 ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３
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算数 小学館 デコボコえほん　かずをかぞえよう！
音楽 成美堂出版 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

音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた　
図画工作 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８　
音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん１　たのしいピアノのおけいこ

生活 草思社 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

音楽 大日本絵画 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
国語 太郎次郎社 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

図画工作 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ　
算数 童心社 かずのほん１　どっちがたくさん
算数 童心社 かずのほん２　０から１０まで
算数 童心社 かずのほん３　０から１０までのたしざんひきざん
生活 童心社 ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも
生活 童心社 ピーマン村の絵本たち　おおきくなるっていうことは
生活 童心社 ピーマン村の絵本たち　よーいどん！
算数 戸田デザイ １から１００までのえほん　
図画工作 戸田デザイ ６つの色　
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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）

算数 同成社 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

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２　
生活 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
生活 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０　たべもの
生活 ひかりのく ２０２シリーズ　たべもの２０２
生活 ひかりのく 改訂新版体験を広げるこどものずかん１　どうぶつえん
生活 ひかりのく 新装版ＫＩＤＳ２１１２　たべものひゃっか
音楽 ひかりのく 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
生活 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！　新装改訂版みぢかなマーク

音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
国語 評論社 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？
生活 ひさかた 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
算数 ひさかた ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの１・２・３
国語 ひさかた スキンシップ絵本　かたかなアイウエオ
算数 ひさかた スキンシップ絵本　かずのえほん
国語 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう　
国語 ひさかた ねこのピートだいすきなしろいくつ　
算数 福音館 ブルーナの絵本　まる、しかく、さんかく
図画工作 福音館 幼児絵本シリーズ　くだもの
生活 福音館 幼児絵本シリーズ　やさい
生活 福音館 幼児絵本シリーズ　やさいのおなか
国語 福音館 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら
国語 福音館 こどものとも絵本　そらいろのたね
国語 福音館 こどものとも絵本　おおきなかぶ
国語 福音館 こどものとも絵本　はじめてのおつかい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　てぶくろ
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　ブレーメンのおんがくたい
国語 福音館 世界傑作絵本シリーズ　三びきのやぎのがらがらどん
生活 福音館 日本傑作絵本シリーズ　おふろだいすき
音楽 福音館 日本傑作絵本シリーズ　みんなであそぶわらべうた
国語 福音館 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！
生活 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐらの１ねんかん
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国語 フレーベル かいてけしてまたかける　あいうえお
図画工作 ポプラ クーとマーのおぼえるえほん１　ぼくのいろなあに
算数 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２　どうぶつなんびき？
音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ
国語 ポプラ 音のでる知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん
生活 ポプラ 音のでる知育絵本１５　こえでおぼえるごあいさつえほん
算数 ポプラ 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

音楽 ポプラ ふりふりたんたん音のでる楽器絵本８　ミッキーのマラカス
生活 ポプラ これなあに？かたぬきえほん４　おきがえいろいろかくれんぼ

音楽 ポプラ ケロポンズとエビカニクスでおどっちゃお！　
国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお　
国語 リーブル しりとりしましょ！たべものあいうえお　
音楽 朝日新聞 ピカピカひかるピアノ　音でる♪知育絵本
国語 交通新聞 おいしいあいうえお　
音楽 新星出版社 おとのでるえほん　たのしいてあそびうた
生活 日本図書 おやくそくえほん　はじめての「よのなかルールブック」
音楽 ベネッセ たまひよ楽器あそび絵本　すてきなピアノえほんＤＸ
音楽 ベネッセ たまひよ楽器あそび絵本　りんりんすずえほん

中学部 国語 あかね書房 もじのえほん　あいうえお
単一 国語 あかね書房 もじのえほん　かたかなアイウエオ

国語 あかね書房 もじのえほん　かんじ（１）
美術 あかね書房 トリックアート図鑑　ペーパークラフト
美術 あかね書房 トリックアート図鑑　ペーパークラフトふしぎの館
美術 あかね書房 トリックアートアドベンチャー８　トリックアート戦国時代
美術 岩崎書店 あそびの絵本　ねんどあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本　クレヨンあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本　紙ねんどあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本　えのぐあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本　えかきあそび
理科 岩崎書店 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

国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお
数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本
数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　すうじの絵本
理科 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ８　やさいのずかん
理科 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ１２　のはらのずかん－野の花と虫たち－
美術 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸ　しぜんで工作しよう
美術 岩崎書店 あそびの絵本　きりがみあそび
美術 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック　
職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２）　友だち関係（自分と仲良く）

職業・家庭 旺文社 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）

職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（９）　ルールとマナー
職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１９）　楽しくお手伝い
美術 偕成社 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

職業・家庭 偕成社 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？

職業・家庭 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）　こんなときどうするの？
職業・家庭 偕成社 １００かいだてのいえシリーズ　１００かいだてのいえ
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）　うごきのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）　かざることば（Ａ）
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（５）　つなぎのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１０）　なまえのことば
職業・家庭 偕成社 子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！
職業・家庭 偕成社 子どもの生活（６）　じょうぶなからだになれるよ！
職業・家庭 偕成社 安全のしつけ絵本（１）　きをつけようね
美術 偕成社 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

国語 偕成社 エリック・カールの絵本　くまさんくまさんなにみてるの？
美術 偕成社 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

国語 偕成社 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

国語 偕成社 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－

職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（１）　朝ごはんつくろう！
職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（２）　昼ごはんつくろう！
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職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（７）　おべんとうつくろう！
職業・家庭 偕成社 ともだちだいすき（２）　おべんとうなあに？
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（２）　ようすのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（４）　かざることば（Ｂ）
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん
理科 学研 あそびのおうさまずかん　からだ増補改訂
美術 学研 あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく増補改訂
理科 学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　８きせつ
理科 学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　９ちきゅう
理科 学研 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂人のからだ
理科 学研 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ動物園
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって
数学 学研 学研の頭脳開発　おかねのれんしゅうちょう
職業・家庭 開隆堂出版 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 開隆堂出版 職業・家庭たのしい家庭科　わたしのくらしに生かす
理科 金の星社 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？

職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１　たのしいたまご料理
職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！４　うれしいごはん、パン、めん料理
職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！５　すてきなおかし作り
職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！６　だいすきおやつ作り
職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１０　おしゃれなおかし作り
理科 金の星社 やさしいからだのえほん４　むしばはどうしてできるの？
職業・家庭 金の星社 げんきをつくる食育えほん１　たべるのだいすき！
職業・家庭 金の星社 おてつだいの絵本　
音楽 教　芸 ５訂版歌はともだち　
職業・家庭 教育画劇 つくってたべよう！お料理マジック２　
国語 くもん出版 もじ・ことば１　はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１　はじめてのかん字
国語 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード
国語 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
国語 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
国語 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」　
国語 くもん出版 ひらがなカード　
数学 くもん出版 とけいカード　
数学 くもん出版 かずカード　
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん　
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
国語 くもん出版 あいうえおべんとう　
国語 くもん出版 もじ・ことば５　ひらがなおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば７　ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８　ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９　はじめてのカタカナ
社会 講談社 講談社の年齢で選ぶ知育絵本　４・５・６さいのきもちをつたえることばのえほん

数学 講談社 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
理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！　
社会 講談社 こどもせいかつ百科　
美術 コクヨ かおノート　
美術 国土社 たのしい図画工作９　うごくおもちゃ
美術 国土社 たのしい図画工作１４　こすりだし・すりだし
美術 国土社 たのしい図画工作１６　ちぎり紙・きり紙・はり絵
理科 小峰書店 りかのこうさく１ねんせい　
数学 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズ　おいしいおいしい１・２・３
社会 小峰書店 東京パノラマたんけん　
美術 小峰書店 リサイクル工作ずかん　
職業・家庭 合同出版 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
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職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする４５の操体法　改訂新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方

社会 合同出版 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

社会 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３　おでかけのきほん
職業・家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４　おつきあいのきほん

職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術　イラスト版子どものマナー

数学 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー
美術 さえら たのしい工作教室　たのしいこうさくきょうしつ１
美術 さえら たのしい工作教室　木のぞうけい教室
職業・家庭 さえら 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
職業・家庭 さえら 母と子の手づくり教室　母と子の園芸教室花をつくろう
数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん　
音楽 三省堂 こどもきせつのぎょうじ絵じてん第２版小型版　
社会 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん　
美術 視覚デザイ ハートアートシリーズ　色のえほん
数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん
数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３
理科 小学館 ２１世紀幼稚園百科１１　からだのふしぎ
社会 小学館 ドラえもんちずかん１　にっぽんちず
社会 小学館 ドラえもんちずかん２　せかいちず
美術 小学館 あーとぶっく　ひらめき美術館第１館
美術 小学館 あーとぶっく　ひらめき美術館第２館
数学 小学館 デコボコえほん　かずをかぞえよう！
理科 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ　野菜と果物
社会 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑

職業・家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング　
国語 鈴木出版 知育えほん　マークのずかん
理科 育成会 自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック８　食（しょく）
音楽 成美堂出版 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

社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習世界地図帳
社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習日本地図帳
音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた　
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８　
理科 世界文化社 写真でわかるなぜなに１　どうぶつ
社会 草思社 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

音楽 大日本絵画 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
国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

美術 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ　
数学 童心社 かずのほん１　どっちがたくさん
数学 童心社 かずのほん２　０から１０まで
数学 童心社 かずのほん３　０から１０までのたしざんひきざん
美術 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ　
社会 戸田デザイ にっぽんちず絵本　
社会 戸田デザイ せかいちず絵本　
国語 戸田デザイ よみかた絵本　
美術 戸田デザイ ６つの色　
数学 戸田デザイ とけいのえほん　
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２　
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職業・家庭 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
音楽 ナツメ社 楽しみながらからだを動かす　１〜５歳のかんたんリトミック

職業・家庭 ナツメ社 特別支援教育をサポートする　暗黙のルールが身につくＳＳＴカード教材集

数学 ひかりのく 認識絵本１０　おおきいちいさい
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９　ひとのからだ
社会 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０　たべもの
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２　きせつとしぜん
職業・家庭 ひかりのく ２０２シリーズ　たべもの２０２
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん１　
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん２　
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん３　
理科 ひかりのく 改訂新版体験を広げるこどものずかん１　どうぶつえん
理科 ひかりのく 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
職業・家庭 ひかりのく 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
職業・家庭 ひかりのく 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
職業・家庭 ひかりのく はじめてのずかん４　やさいとくだもの
職業・家庭 ひかりのく 新装版ＫＩＤＳ２１１２　たべものひゃっか
音楽 ひかりのく 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
社会 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！　新装改訂版みぢかなマーク

音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　
音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
国語 ＰＨＰ 子どもの字がうまくなる練習ノート　
職業・家庭 福音館 かがくのとも絵本　たべられるしょくぶつ
職業・家庭 福音館 かがくのとも絵本　きゅうきゅうばこ新版
職業・家庭 福音館 かがくのとも絵本　しんぶんしでつくろう
職業・家庭 福音館 かがくのとも絵本　かみであそぼうきる・おる
職業・家庭 福音館 かがくのとも絵本　みんなうんち
職業・家庭 福音館 かがくのとも絵本　かみコップでつくろう
職業・家庭 福音館 かがくのとも絵本　平野レミのおりょうりブック
理科 福音館 かがくのとも絵本　しゃぼんだまとあそぼう
理科 福音館 福音館の科学シリーズ　昆虫
理科 福音館 福音館の科学シリーズ　地球
理科 福音館 福音館の科学シリーズ　道ばたの四季
社会 福音館 福音館の科学シリーズ　ぼくらの地図旅行
美術 福音館 福音館の科学シリーズ　あそびのレシピ
職業・家庭 福音館 福音館の科学シリーズ　ただいまお仕事中
音楽 福音館 日本傑作絵本シリーズ　みんなであそぶわらべうた
理科 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐらの１ねんかん
理科 福音館 みぢかなかがくシリーズ　町の水族館・町の植物園
社会 福音館 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん
美術 福音館 Ｄｏ！図鑑シリーズ　工作図鑑
職業・家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお料理　
職業・家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお菓子　
職業・家庭 ブロンズ新 しごとば　
理科 フレーベル ふしぎをためすかがく図鑑　しょくぶつのさいばい
理科 フレーベル ふしぎをためすかがく図鑑　かがくあそび
理科 フレーベル ふしぎをためすかがく図鑑　しぜんあそび
理科 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　ひとのからだ
理科 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　はるなつあきふゆ
理科 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　ふしぎをためす図鑑（１）かがくあそび

社会 平凡社 新版はじめましてにほんちず　
社会 平凡社 新版はじめましてせかいちず　
美術 ポプラ あそびのひろば１　はんがあそび
美術 ポプラ あそびのひろば２　やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ あそびのひろば４　はりえあそび
美術 ポプラ あそびのひろば８　らくがきあそび
美術 ポプラ ペーパーランド３　とびだすカード
美術 ポプラ ペーパーランド８　おりがみえあそび
音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ
数学 ポプラ 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

美術 ポプラ いろいろいろのほん　
音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ１１　どうようもっきんえほん
音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ３９　じぶんでひけたよ！メロディーピアノえほん

国語 民衆社 基礎学力アップ国語だいすき小学１年生　
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国語 民衆社 基礎学力アップ国語だいすき小学２年生　
国語 民衆社 基礎学力アップ国語だいすき小学５年生　
国語 民衆社 基礎学力アップ国語だいすき小学６年生　
数学 民衆社 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる１年　
数学 民衆社 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる３年　
数学 民衆社 算数だいすきあそぶ・つくる・しらべる４年　
数学 民衆社 算数だいすきあそぶ・つくる・しらべる５年　
数学 民衆社 算数だいすきあそぶ・つくる・しらべる６年　
国語 リーブル しりとりしましょ！たべものあいうえお　
美術 河出新社 大人の塗り絵ＰＯＳＴＣＡＲＤＢＯＯＫ　大好き！ディズニーキャラクター編

美術 河出新社 水だけでスイスイまほうのぬりえ　
美術 河出新社 大人の塗り絵　自然の中の動物たち編
美術 河出新社 大人の塗り絵　海のファンタジー編
美術 河出新社 大人の塗り絵　夢色ファンタジー塗り絵
美術 河出新社 けずってスクラッチアート　ひみつの森でかくれんぼ
美術 河出新社 けずってスクラッチアート　ゆらゆら海でかくれんぼ
社会 弘文堂 こども六法　
職業・家庭 ジアース ひとりでできちゃった！クッキング　
理科 新日本 でんじろう先生のおもしろ科学実験室２　ふしぎ実験
理科 新日本 でんじろう先生のおもしろ科学実験室３　工作実験
職業・家庭 柴田書店 料理はすごい！シェフが先生！　小学生から使える、子どものためのはじめての料理本

理科 主婦と生活 でんじろう先生のカッコいい！科学おもちゃ　
美術 主婦と生活 じぶんでぬりえほんキラキラおひめさま編　
美術 東京書籍 みつけて！アートたんてい　
国語 東書 こくご☆☆☆
数学 教出 さんすう☆☆☆

音楽 東書 おんがく☆☆☆

中学部 国語 あかね書房 もじのえほん　あいうえお
重複 国語 あかね書房 もじのえほん　かたかなアイウエオ

国語 あかね書房 もじのえほん　かんじ（１）
国語 あかね書房 もじのえほん　かんじ（２）
美術 あかね書房 トリックアート図鑑　ペーパークラフト
美術 あかね書房 トリックアート図鑑　ペーパークラフトふしぎの館
美術 岩崎書店 あそびの絵本　ねんどあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本　クレヨンあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本　紙ねんどあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本　えのぐあそび
美術 岩崎書店 あそびの絵本　えかきあそび
理科 岩崎書店 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

国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
国語 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお
数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本
数学 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　すうじの絵本
理科 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ８　やさいのずかん
理科 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ１２　のはらのずかん－野の花と虫たち－

美術 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸ　しぜんで工作しよう
美術 岩崎書店 あそびの絵本　きりがみあそび
美術 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック　
職業・家庭 岩崎書店 一人前になるための家事の図鑑　
職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２）　友だち関係（自分と仲良く）

職業・家庭 旺文社 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）

職業・家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（９）　ルールとマナー
美術 偕成社 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

職業・家庭 偕成社 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？

職業・家庭 偕成社 子どもの健康を考える絵本（５）　こんなときどうするの？
国語 偕成社 １００かいだてのいえシリーズ　１００かいだてのいえ
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）　うごきのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）　かざることば（Ａ）
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（５）　つなぎのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１０）　なまえのことば
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職業・家庭 偕成社 子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！
職業・家庭 偕成社 子どもの生活（６）　じょうぶなからだになれるよ！
職業・家庭 偕成社 安全のしつけ絵本（１）　きをつけようね
国語 偕成社 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
美術 偕成社 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

国語 偕成社 エリック・カールの絵本　くまさんくまさんなにみてるの？
美術 偕成社 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

国語 偕成社 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

国語 偕成社 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－

職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（１）　朝ごはんつくろう！
職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（２）　昼ごはんつくろう！
職業・家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（７）　おべんとうつくろう！
職業・家庭 偕成社 ともだちだいすき（２）　おべんとうなあに？
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー
社会 偕成社 子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（２）　ようすのことば
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（４）　かざることば（Ｂ）
国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（７）　たとえのことば
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん
理科 学研 あそびのおうさまずかん　からだ増補改訂
美術 学研 あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく増補改訂
理科 学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　８きせつ
理科 学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　９ちきゅう
理科 学研 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂人のからだ
美術 学研 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ動物園
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって
美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって
社会 学研 読んで見て楽しむ日本地図帳増補改訂版　
美術 学研 おうさまのたからばこ　スタンプポン
職業・家庭 開隆堂出版 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 開隆堂出版 職業・家庭たのしい家庭科　わたしのくらしに生かす
理科 金の星社 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？

職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１　たのしいたまご料理
職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！４　うれしいごはん、パン、めん料理
職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！５　すてきなおかし作り
職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！６　だいすきおやつ作り
職業・家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１０　おしゃれなおかし作り
理科 金の星社 やさしいからだのえほん４　むしばはどうしてできるの？
職業・家庭 金の星社 げんきをつくる食育えほん１　たべるのだいすき！
職業・家庭 金の星社 おてつだいの絵本　
社会 金の星社 マグネットパズルにほんちず　
音楽 金の星社 おとのでるうたっておどれるからだあそびうたえほん　
音楽 教　芸 ５訂版歌はともだち　
音楽 教　芸 歌のミュージックランド（６訂版）楽しい歌とコーラス　
職業・家庭 教育画劇 つくってたべよう！お料理マジック２　
国語 くもん出版 もじ・ことば１　はじめてのひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば３　やさしいひらがな１集
国語 くもん出版 もじ・ことば１１　はじめてのかん字
職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード　たべものカード
職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード　お店カード
職業・家庭 くもん出版 生活図鑑カード　生活道具カード
国語 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」　
国語 くもん出版 ひらがなカード　
数学 くもん出版 とけいカード　
数学 くもん出版 かずカード　
数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん　
音楽 くもん出版 ＣＤ付き　楽器カード
国語 くもん出版 あいうえおべんとう　
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国語 くもん出版 もじ・ことば２　はじめてのひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば４　やさしいひらがな２集
国語 くもん出版 もじ・ことば５　ひらがなおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば７　ことばのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば８　ぶんのおけいこ
国語 くもん出版 もじ・ことば９　はじめてのカタカナ
国語 くもん出版 ゆびなぞりカードひらがな　
社会 講談社 講談社の年齢で選ぶ知育絵本　４・５・６さいのきもちをつたえることばのえほん

数学 講談社 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
理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！　
社会 講談社 こどもせいかつ百科　
美術 コクヨ かおノート　
美術 国土社 たのしい図画工作９　うごくおもちゃ
美術 国土社 たのしい図画工作１４　こすりだし・すりだし
美術 国土社 たのしい図画工作１６　ちぎり紙・きり紙・はり絵
理科 小峰書店 りかのこうさく１ねんせい　
数学 小峰書店 くまたんのはじめてシリーズ　おいしいおいしい１・２・３
社会 小峰書店 東京パノラマたんけん　
美術 小峰書店 リサイクル工作ずかん　
職業・家庭 合同出版 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

職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする４５の操体法　改訂新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方

社会 合同出版 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

職業・家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３　おでかけのきほん
職業・家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４　おつきあいのきほん

職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術　イラスト版子どものマナー

職業・家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術　イラスト版子どものお手伝い

職業・家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん２　しょくじのきほん
社会 合同出版 発達協会式ソーシャルスキルがたのしく身につくカード　１どっちがカッコイイ？

数学 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー
国語 こばと 初級編ステップアップ　こくごⅠ
国語 こばと 中級編ジャンプアップ　こくごⅡ
国語 こばと 中級編ジャンプアップ　こくごⅢ
数学 こばと 初級編ステップアップ　さんすうⅠ
数学 こばと 中級編ジャンプアップ　さんすうⅡ
数学 こばと 中級編ジャンプアップ　さんすうⅢ
美術 さえら たのしい工作教室　たのしいこうさくきょうしつ１
美術 さえら たのしい工作教室　木のぞうけい教室
理科 さえら 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
美術 さえら 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
数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん　
職業・家庭 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん　
美術 視覚デザイ ハートアートシリーズ　色のえほん
数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん
数学 小学館 ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３
理科 小学館 ２１世紀幼稚園百科１１　からだのふしぎ
社会 小学館 ドラえもんちずかん１　にっぽんちず
社会 小学館 ドラえもんちずかん２　せかいちず
美術 小学館 あーとぶっく　ひらめき美術館第１館
美術 小学館 あーとぶっく　ひらめき美術館第２館
数学 小学館 デコボコえほん　かずをかぞえよう！
社会 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ　野菜と果物
理科 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ　恐竜ＤＶＤつき
理科 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ　動物ＤＶＤつき
国語 小学館 ドラえもんとやってみよう！　ドラえもんはじめてのあいうえお

職業・家庭 女子栄養大 新・こどもクッキング　
社会 鈴木出版 知育えほん　マークのずかん
理科 育成会 自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？
職業・家庭 育成会 自立生活ハンドブック８　食（しょく）
音楽 成美堂出版 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

社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習世界地図帳
社会 成美堂出版 いちばんわかりやすい　小学生のための学習日本地図帳
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音楽 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた　
美術 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８　
理科 世界文化社 写真でわかるなぜなに１　どうぶつ
職業・家庭 草思社 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

音楽 大日本絵画 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
国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

国語 太郎次郎社 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

数学 太郎次郎社 スーパータイルのさんすう　らくらく算数ブック１
美術 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ　
音楽 チャイルド ケロポンズのわくわくあそび島　
数学 童心社 かずのほん１　どっちがたくさん
数学 童心社 かずのほん２　０から１０まで
数学 童心社 かずのほん３　０から１０までのたしざんひきざん
国語 童心社 １４ひきのシリーズ　１４ひきのぴくにっく
美術 東京書店 やさしくおれるたのしいおりがみ　
社会 戸田デザイ にっぽんちず絵本　
社会 戸田デザイ せかいちず絵本　
国語 戸田デザイ よみかた絵本　
美術 戸田デザイ ６つの色　
数学 戸田デザイ とけいのえほん　
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
国語 同成社 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）

国語 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

数学 同成社 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）

音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん　
音楽 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２　
音楽 永岡書店 みんなでうたおう！　たのしいこどものうた大全集２０２
音楽 永岡書店 ＤＶＤとイラストでよくわかる！手あそびうたブック　
音楽 永岡書店 トントンたいこリズムえほん　
音楽 永岡書店 どうぶつタンバリンリズムえほん　
音楽 永岡書店 わくわくタンバリンリズムえほん　
職業・家庭 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん　
音楽 ナツメ社 楽しみながらからだを動かす　１〜５歳のかんたんリトミック

職業・家庭 ナツメ社 特別支援教育をサポートする　暗黙のルールが身につくＳＳＴカード教材集

数学 ひかりのく 認識絵本５　いくつかな
数学 ひかりのく 認識絵本１０　おおきいちいさい
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９　ひとのからだ
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１０　たべもの
理科 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２　きせつとしぜん
職業・家庭 ひかりのく ２０２シリーズ　たべもの２０２
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん１　
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん２　
音楽 ひかりのく 改訂新版どうようえほん３　
理科 ひかりのく 改訂新版体験を広げるこどものずかん１　どうぶつえん
理科 ひかりのく 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

職業・家庭 ひかりのく 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
職業・家庭 ひかりのく 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
理科 ひかりのく はじめてのずかん４　やさいとくだもの
職業・家庭 ひかりのく 新装版ＫＩＤＳ２１１２　たべものひゃっか
音楽 ひかりのく 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
職業・家庭 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！　新装改訂版みぢかなマーク

音楽 ひかりのく 手あそび指あそび歌あそびブック１　
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音楽 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき　
数学 ひかりのく 指さし・指なぞり　１２３かず
国語 ＰＨＰ 子どもの字がうまくなる練習ノート　
数学 福音館 ブルーナの絵本　まる、しかく、さんかく
職業・家庭 福音館 かがくのとも絵本　たべられるしょくぶつ
美術 福音館 かがくのとも絵本　しんぶんしでつくろう
美術 福音館 かがくのとも絵本　かみであそぼうきる・おる
美術 福音館 かがくのとも絵本　かみコップでつくろう
職業・家庭 福音館 かがくのとも絵本　平野レミのおりょうりブック
職業・家庭 福音館 かがくのとも絵本　しゃぼんだまとあそぼう
理科 福音館 福音館の科学シリーズ　道ばたの四季
社会 福音館 福音館の科学シリーズ　ぼくらの地図旅行
美術 福音館 福音館の科学シリーズ　あそびのレシピ
社会 福音館 福音館の科学シリーズ　ただいまお仕事中
国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら
音楽 福音館 日本傑作絵本シリーズ　みんなであそぶわらべうた
理科、国語 福音館 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐらの１ねんかん
理科 福音館 みぢかなかがくシリーズ　町の水族館・町の植物園
社会 福音館 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん
美術 福音館 Ｄｏ！図鑑シリーズ　工作図鑑
職業・家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお料理　
職業・家庭 婦人之友 こどもがつくるたのしいお菓子　
職業・家庭 ブロンズ新 しごとば　
理科 フレーベル ふしぎをためすかがく図鑑　しょくぶつのさいばい
理科 フレーベル ふしぎをためすかがく図鑑　かがくあそび
理科 フレーベル ふしぎをためすかがく図鑑　しぜんあそび
理科 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　ひとのからだ
理科 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　はるなつあきふゆ
理科 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　ふしぎをためす図鑑（１）かがくあそび

社会 平凡社 新版はじめましてにほんちず　
美術 ポプラ あそびのひろば１　はんがあそび
美術 ポプラ あそびのひろば２　やさしいてづくりのプレゼント
美術 ポプラ あそびのひろば４　はりえあそび
美術 ポプラ あそびのひろば８　らくがきあそび
美術 ポプラ ペーパーランド３　とびだすカード
美術 ポプラ ペーパーランド８　おりがみえあそび
国語 ポプラ 音のでる知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん
国語 ポプラ 音のでる知育絵本１５　こえでおぼえるごあいさつえほん
数学 ポプラ 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

美術 ポプラ いろいろいろのほん　
国語 リーブル しりとりしましょ！たべものあいうえお　
国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク３－１　
国語 交通新聞 はらぺこあおむしエリック・カール　あいうえおマグネット
数学 清風堂書店 改訂算数が苦手な子どもたちへの個別支援プリント　ステップ２くり上がりのたし算・くりさがりのひき算

国語 東書 こくご☆☆☆
数学 教出 さんすう☆☆☆

音楽 東書 おんがく☆☆☆

高等部 国語 東洋館 くらしに役立つ国語　
単一 数学 東洋館 くらしに役立つ数学　

基礎コース 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語　

数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学　
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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：琴の浦高等特別支援学校

１　検定教科書

学部 種目 発行者略称 書名

高等部 採択なし

２　文部科学省著作教科書
学部 種目 発行者略称 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 教科 発行者略称 書名
高等部 職業 育成会 あたらしいほうりつの本（2018）

生産流通 社会 東洋館 くらしに役立つ社会
サービスビジネス 国語 東洋館 くらしに役立つ国語

数学 東洋館 くらしに役立つ数学
職業 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための　新・見てわかるビジネスマナー集

- 210 -


