
教科書名 発行所 教科書名 発行所

こくご一上かざぐるま、下ともだち 光　村 こくご 点字導入編 1-1～1-2 ライト
しょしゃ一ねん 光　村
たのしいさんすう1ねん 大日本 さんすう 触って学ぶ導入編　1-1～1-7 ヘレン
どきどきわくわくあたらしいせいかつ上 東　書
あしたへジャンプ新しい生活下 東　書
小学生のおんがく1 教　芸 小学生のおんがく１ ライト
ずがこうさく1・2上下　たのしいな　おもしろいな 日　文
しょうがくどうとく1　はばたこうあすへ 教　出 どうとく　1-1～1-2 ライト
こくご一上かざぐるま、下ともだち　拡大版【26、30P】 光　村
しょしゃ一ねん　拡大版【22、26、30P】 光　村
たのしいさんすう１ねん　拡大版【22、26、30P】 大日本
どきどきわくわくあたらしいせいかつ上　拡大版【30P】 東　書
あしたへジャンプ新しい生活下　拡大版【30P】 東　書
小学生のおんがく１　拡大版【26P】 教　芸
ずがこうさく１・２上下　たのしいな　おもしろいな　拡大版【22、26、30P】 日　文
しょうがくどうとく１　はばたこうあすへ　【26、30Ｐ】 教　出
こくご二上たんぽぽ、下赤とんぼ 光　村 こくご　2-1～2-2 ライト
しょしゃ二年 光　村
たのしい算数２年 大日本 さんすう 2-1～2-8　珠算編1～4 ヘレン
どきどきわくわくあたらしいせいかつ上 東　書
あしたへジャンプ新しい生活下 東　書
小学生の音楽２ 教　芸 小学生の音楽２ ライト
ずがこうさく１・２上下　たのしいな　おもしろいな 日　文
小学どうとく２　はばたこう明日へ 教　出 どうとく　2-1～2-2 ライト
こくご二上たんぽぽ、下赤とんぼ　拡大版【22、26、30P】 光　村
しょしゃ二年　拡大版【22、26、30P】 光　村
たのしい算数２年　拡大版【22、26、30P】 大日本
どきどきわくわくあたらしいせいかつ上　拡大版【30P】 東　書
あしたへジャンプ新しい生活下　拡大版【30P】 東　書
小学生の音楽２　拡大版【26P】 教　芸
ずがこうさく１・２上下　たのしいな　おもしろいな　拡大版【22、26、30P】 日　文
小学どうとく２　はばたこう明日へ　拡大版【26、30Ｐ】 教　出
国語三上わかば、下あおぞら 光　村 国語　3-1～3-4 ライト
書写三年 光　村
小学社会３ 教　出 社会　3-1～3-4 支　援
楽しく学ぶ　小学生の地図帳３・４・５・６年 帝　国 初等地図帳 ライト
たのしい算数３年 大日本 さんすう　3-1～3-9 ヘレン
新しい理科３ 東　書 理科　3-1～3-5 東　点
小学生の音楽３ 教　芸 小学生の音楽　3-1～3-2 ライト
図画工作３・４上下　ためしたよ　見つけたよ 日　文
みんなのほけん３・４年 学　研 みんなのほけん３・４年 ライト
小学どうとく３　はばたこう明日へ 教　出 どうとく　3-1～3-2 ライト
国語三上わかば、下あおぞら　拡大版【18、22、26P】 光　村
書写三年　拡大版【22、26、30P】 光　村
小学社会３　拡大版【26、30P】 教　出
楽しく学ぶ　小学生の地図帳３・４・５・６年　拡大版【22Ｐ】 帝　国
たのしい算数３年　拡大版【22、26、30P】 大日本
新しい理科３　拡大版【30P】 東　書
小学生の音楽３　拡大版【26P】 教　芸
図画工作３・４上下　ためしたよ　見つけたよ　拡大版 日　文
みんなのほけん３・４年　拡大版【26、30P】 学　研
小学どうとく３　はばたこう明日へ　拡大版【26、30P】 教　出
国語四上かがやき、下はばたき 光　村 国語　4-1～4-4 ライト
書写四年 光　村
小学社会４ 教　出 社会　4-1～4-5 支　援
楽しく学ぶ　小学生の地図帳３・４・５・６年 帝　国 初等地図帳 ライト
たのしい算数４年 大日本 算数　4-1～4-10 ヘレン
新しい理科４ 東　書 理科　4-1～4-5 東　点
小学生の音楽４ 教　芸 小学生の音楽　4-1～4-2 ライト
図画工作３・４上下　ためしたよ　見つけたよ 日　文
みんなのほけん３・４年 学　研 みんなのほけん３・４年 ライト
小学道徳４　はばたこう明日へ 教　出 道徳　4-1～4-2 ライト
国語四上かがやき、下はばたき　拡大版【18、22、26P】 光　村
書写四年　拡大版【22、26、30P】 光　村
小学社会４　拡大版【22、26P】 教　出
楽しく学ぶ　小学生の地図帳３・４・５・６年　拡大版【22Ｐ】 帝　国
たのしい算数４年　拡大版【18、22、26P】 大日本
新しい理科４　拡大版【26P】 東　書
小学生の音楽４　拡大版【22P】 教　芸
図画工作３・４上下　ためしたよ　見つけたよ　拡大版 日　文
みんなのほけん３・４年　拡大版【26、30P】 学　研
小学道徳４　はばたこう明日へ　拡大版【22、26P】 教　出

９　使用教科書・補助教材

小学部（普通級）

墨字 点字

１年

３年

３年
（拡大）

４年

４年
（拡大）

１年
（拡大）

２年

２年
（拡大）



国語五銀河 光　村 国語　5-1～5-4 ライト
書写五年 光　村
小学社会５ 教　出 社会　5-1～5-7 支　援
楽しく学ぶ　小学生の地図帳３・４・５・６年 帝　国 初等地図帳 ライト
たのしい算数５年 大日本 算数　5-1～5-12 ヘレン
新しい理科５ 東　書 理科　5-1～5-5 東　点
小学生の音楽５ 教　芸 小学生の音楽　5-1～5-2 ライト
図画工作５・６上下　見つめて　広げて 日　文
わたしたちの家庭科５・６ 開隆堂 家庭科５・６年　1～4 ヘレン
みんなの保健５・６年 学　研 みんなの保健５・６年 ライト
Junior Sunshine５ 開隆堂 英語　5-1～5-3 東　点
小学道徳５　はばたこう明日へ 教　出 道徳　5-1～5-2 ライト
国語五銀河　拡大版【18、22、26P】 光村
書写五年　拡大版【22、26、30P】 光村
小学社会５　拡大版【22、26P】 教　出
楽しく学ぶ　小学生の地図帳３・４・５・６年　拡大版【22Ｐ】 帝　国
たのしい算数５年　拡大版【18、22、26P】 大日本
新しい理科５　拡大版【26P】 東　書
小学生の音楽５　拡大版【22P】 教　芸
わたしたちの家庭科５・６　拡大版【22P】 開隆堂
図画工作５・６上下　見つめて　広げて　拡大版【18、22、26P】 日　文
みんなの保健５・６年　拡大版【22、26P】 学　研
Junior Sunshine５　拡大版【22P】 開隆堂
小学道徳５　はばたこう明日へ　拡大版【22、26P】 教　出
国語六創造 光　村 国語　6-1～6-4 ライト
書写六年 光　村
小学社会６　拡大版【22、26Ｐ】 教　出 社会　6-1～6-8 支　援
楽しく学ぶ　小学生の地図帳３・４・５・６年 帝　国 初等地図帳 ライト
たのしい算数６年 大日本 算数　6-1～6-9 ヘレン
新しい理科６ 東　書 理科　6-1～6-5 東　点
小学生の音楽６ 教　芸 小学生の音楽　6-1～6-2 ライト
図画工作５・６上下　見つめて　広げて 日　文
わたしたちの家庭科５・６ 開隆堂 家庭科５・６年　1～4 ヘレン
みんなの保健５・６年 学　研 みんなの保健５・６年 ライト
Junior Sunshine６ 開隆堂 英語　6-1～6-3 東　点
小学道徳６　はばたこう明日へ 教　出 道徳　6-1～6-2 ライト
国語六創造　拡大版【18、22、26P】 光　村
書写六年　拡大版【22、26、30P】 光　村
小学社会６　拡大版【22、26Ｐ】 教　出
楽しく学ぶ　小学生の地図帳３・４・５・６年　拡大版【22Ｐ】 帝　国
たのしい算数６年　拡大版【18、22、26P】 大日本
新しい理科６　拡大版【26P】 東　書
小学生の音楽６　拡大版【22P】 教　芸
わたしたちの家庭科５・６　拡大版【22P】 開隆堂
図画工作５・６上下　見つめて　広げて　拡大版【18、22、26P】 日　文
みんなの保健５・６年　拡大版【22、26P】 学　研
Junior Sunshine６　拡大版【22P】 開隆堂
小学道徳６　はばたこう明日へ　拡大版【22、26P】 教　出

５年

５年
（拡大）

６年

６年
（拡大）



お手本のうた付き！どうよううたのえほん 永岡書店
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 偕成社
こぐまちゃんえほん第１集　こぐまちゃんおはよう こぐま社

図書名 発行所

１年
（弱視）

幼児絵本シリーズくだもの 福音館
あいうえおべんとう くもん出版
デコボコえほん　かずをかぞえよう 小学館

小学部（重複級）

２年
（弱視）

こどものずかんMio１０　たべもの ひかりのくに
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） 同成社

こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく こぐま社

１年
（全盲）

しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？ 評論社
あいうえおべんとう くもん出版
デコボコえほん　かずをかぞえよう 小学館
お手本のうた付き！どうよううたのえほん 永岡書店
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

わくわく音あそびえほん　みんなのおうたえほん 東京書店
ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん　あそぼ！ フレーベル
こぐまちゃんえほん第１集　こぐまちゃんおはよう こぐま社

偕成社
こぐまちゃんえほん第１集　こぐまちゃんおはよう こぐま社

３年
（弱視）

音と光の出る絵本いっぱいスイッチ 成美堂出版
あいうえおえほん 戸田デザイン
スキンシップ絵本　かずのえほん ひさかた

２年
（全盲）

プータンどこいくの？ フレーベル
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） 同成社
単行本　さわってあそぼう　ふわふわあひる あかね書房
おんがく☆ 文部科学省
エンバリーおじさんの絵かきえほん　しもんスタンプでかいてみよう

あそびうたのほんCDつき ひかりのくに
あそびのおうさまbook　はじめてぬるほん 学研
こぐまちゃんえほん第１集　こぐまちゃんおはよう こぐま社

偕成社
こぐまちゃんえほん第１集　こぐまちゃんおはよう こぐま社

４年
（弱視）

改訂新版体験を広げる子どものずかん８　あそびのずかん ひかりのくに
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 講談社
さんすう☆☆（１）（２） 文部科学省

３年
（全盲）

音と光の出る絵本いっぱいスイッチ 成美堂出版
さわる絵本新装版　これ、なあに？ 偕成社
さわって学ぼう点字の本１　さわってたのしむ点字つきえほん１かず ポプラ
あそびうたのほんCDつき ひかりのくに
あそびのおうさまbook　はじめてぬるほん

メロディーえほんICピアノえほん四季のどうようー１２ヶ月 大日本絵画
あそびのおうさまbook　はじめてぬるほん 学研
ピーマン村のえほんたち　おおきくなるっていうことは 童心社

学研
こぐまちゃんえほん第１集　こぐまちゃんおはよう こぐま社

５年
（弱視）

子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん ナツメ社
国語☆ 文部科学省
さんすう☆☆（１）（２） 文部科学省

４年
（全盲）

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 岩崎書店
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 講談社
音の出るとけいえほん　いまなんじ？ 金の星社
おんがく☆☆ 文部科学省
あそびのおうさまbook　はじめてぬるほん

DVDでひける！はじめてのピアノえほん２　たのしいピアノのうた 成美堂出版
新やさしいこうさく１　新聞紙でつくろう！ 小峰書店
ピーマン村のえほんたち　おおきくなるっていうことは 童心社

学研
ピーマン村のえほんたち　おおきくなるっていうことは 童心社

小峰書店
ピーマン村のえほんたち　おおきくなるっていうことは 童心社

６年

ひとりでできるもん！５　すてきなおかし作り 金の星社
こくご☆☆ 文部科学省
さんすう☆☆☆ 文部科学省

５年
（全盲）

シリーズ生活を学ぶ１　つくって食べよう 福村出版
こくご☆ 文部科学省
さんすう☆☆（１）（２） 文部科学省
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 成美堂出版
新やさしいこうさく１　新聞紙でつくろう！

おんがく☆☆☆ 文部科学省
新やさしいこうさく１　新聞紙でつくろう！ 小峰書店
ピーマン村のえほんたち　おおきくなるっていうことは 童心社



教科書名 発行所 教科書名 発行所
国語１ 光　村 国語　1-1～1-6 支　援
中学書写　一・二・三年 光　村
中学社会　地理　地域にまなぶ 教　出 社会（地理）　1～12 支　援
中学社会　歴史　未来をひらく 教　出 社会（歴史）　1～10 ヘレン
中学校社会科地図 帝　国 社会科地図帳21訂版 ライト
日々の学びに数学的な見方・考え方をはたらかせる　これからの数学１ 数　研 数学　1-1～1-8 ライト
見方・考え方が働き、問題解決のチカラが高まるこれからの数学１　探究ノート 数　研 数学１ー探究ノート ライト
新しい科学１ 東　書 理科　1-1～1-11 東　点
中学生の音楽１ 教　芸 中学生の音楽　1-1～1-2 ライト
中学生の器楽 教　芸 中学生の器楽　1、2 ライト
美術１　美術との出会い 日　文
中学保健体育 学　研 中学保健体育　1、2 ライト
技術・家庭　技術分野　テクノロジーに希望をのせて 開隆堂 技術・家庭　技術分野　1～10 ヘレン
技術・家庭　家庭分野　生活の土台　自立と共生 開隆堂 技術・家庭　家庭分野　1～9 ヘレン
NEW HORIZON　English　Course１ 東　書 英語　1-1～1-5　（資料編1～4） 東　点
中学道徳１　とびだそう未来へ 教　出 道徳　1-1～1-2 ヘレン
国語１　拡大版【18、22、26P】 光　村
中学書写　一・二・三年　拡大版【22、26P】 光　村
中学社会　地理　地域に学ぶ　拡大版【22、26P】 教　出
中学社会　歴史　未来をひらく　拡大版【22、26P】 教　出
中学校社会科地図　拡大版【22P】 帝　国
日々の学びに数学的な見方・考え方をはたらかせる　これからの数学１ 数　研
見方・考え方が働き、問題解決のチカラが高まるこれからの数学１　探究ノート　拡
大版【18、22、26P】

数　研

新しい科学１　拡大版【22、26P】 東　書
中学生の音楽１　拡大版【22P】 教　芸
中学生の器楽　拡大版【22P】 教　芸
美術１　美術との出会い　拡大版【18、22、26P】 日　文
中学保健体育　拡大版【22P】 学　研
技術・家庭　技術分野　テクノロジーに希望をのせて　拡大版【22P】 開隆堂
技術・家庭　家庭分野　生活の土台　自立と共生　拡大版【22P】 開隆堂
NEW HORIZON　English　Course１　拡大版【22、26P】 東　書
中学道徳１　とびだそう未来へ　拡大版【22、26P】 教　出
国語２ 光　村 国語　2-1～2-6 支　援
中学書写　一・二・三年 光　村
中学社会　地理　地域にまなぶ 教　出 社会（地理）1～12 支　援
中学社会　歴史　未来をひらく 教　出 社会（歴史）1～10 ヘレン
中学校社会科地図 帝　国 社会科地図帳21訂版 ライト
日々の学びに数学的な見方・考え方をはたらかせる　これからの数学２ 数　研 数学　2-1～2-7 ライト
見方・考え方が働き、問題解決のチカラが高まるこれからの数学２　探究ノート 数　研 数学２ー探究ノート ライト
新しい科学２ 東　書 理科　2-1～2-12 東　点
中学生の音楽２・３上 教　芸 中学生の音楽２・３上　1、2 ライト
中学生の音楽２・３下 教　芸 中学生の音楽２・３下　1、2 ライト
中学生の器楽 教　芸 中学生の器楽　1、2 ライト
美術２・３上　学びの実感と広がり 日　文
美術２・３上　学びの探究と未来 日　文
中学保健体育 学　研 中学保健体育　3、4 ライト
技術・家庭　技術分野　テクノロジーに希望をのせて 開隆堂 技術・家庭　技術分野　1～10 ヘレン
技術・家庭　家庭分野　生活の土台　自立と共生 開隆堂 技術・家庭　家庭分野　1～9 ヘレン
NEW HORIZON　English　Course２ 東　書 英語　2-1～2-6 東　点
中学道徳２　とびだそう未来へ 教　出 道徳　2-1～2-2 ヘレン
国語２　拡大版【18、22、26P】 光　村
中学書写　一・二・三年　拡大版【22、26P】 光　村
中学社会　地理　地域にまなぶ　拡大版【22、26P】 教　出
中学社会　歴史　未来をひらく　拡大版【22、26P】 教　出
中学校社会科地図　拡大版【22P】 帝　国
日々の学びに数学的な見方・考え方をはたらかせる　これからの数学２ 数　研
見方・考え方が働き、問題解決のチカラが高まるこれからの数学２　探究ノート　拡
大版【18、22、26P】

数　研

新しい科学２　拡大版【22、26P】 東　書
中学生の音楽２・３上拡大版【22P】 教　芸
中学生の音楽２・３下拡大版【22P】 教　芸
中学生の器楽　拡大版【22P】 教　芸
美術２・３上　学びの実感と広がり　拡大版【18、22、26P】 日　文
美術２・３下　学びの探究と未来　拡大版【18、22、26P】 日　文
中学保健体育　拡大版【22P】 学　研
技術・家庭　技術分野　テクノロジーに希望をのせて　拡大版【22P】 開隆堂
技術・家庭　家庭分野　生活の土台　自立と共生　拡大版【22P】 開隆堂
NEW HORIZON　English　Course２　拡大版【22、26P】 東　書
中学道徳２　とびだそう未来へ　拡大版【22、26P】 教　出

中学部（普通級）

教科
墨字

１年

１年
（拡大）

点字

２年

２年
（拡大）



国語３ 光　村 国語　3-1～3-6 支　援
中学書写　一・二・三年 光　村
中学社会　歴史　未来をひらく 教　出 社会（歴史）　1～10 ヘレン
中学社会　公民　ともに生きる 教　出 社会（公民）　1～12 日　点
中学校社会科地図 帝　国 社会科地図帳21訂版 ライト
日々の学びに数学的な見方・考え方をはたらかせる　これからの数学３ 数　研 数学　3-1～3-9 ライト
見方・考え方が働き、問題解決のチカラが高まるこれからの数学３　探究ノート 数　研 数学３ー探究ノート ライト
新しい科学３ 東　書 理科　3-1～3-12 東　点
中学生の音楽２・３上 教　芸 中学生の音楽２・３上　1、2 ライト
中学生の音楽２・３下 教　芸 中学生の音楽２・３下　1、2 ライト
中学生の器楽 教　芸 中学生の器楽　1、2 ライト
美術２・３上　学びの実感と広がり 日　文
美術２・３下　学びの探究と未来 日　文
中学保健体育 学　研 中学保健体育　5、6 ライト
技術・家庭　技術分野　テクノロジーに希望をのせて 開隆堂 技術・家庭　技術分野　1～10 ヘレン
技術・家庭　家庭分野　生活の土台　自立と共生 開隆堂 技術・家庭　家庭分野　1～9 ヘレン
NEW HORIZON　English　Course２ 東　書 英語　3-1～3-6 東　点
中学道徳３　とびだそう未来へ 教　出 道徳　3-1～3-2 ヘレン
国語３　拡大版【18、22、26P】 光　村
中学書写　一・二・三年　拡大版【22、26P】 光　村
中学社会　歴史　未来をひらく　拡大版【22、26P】 教　出
中学社会　公民　ともに生きる　拡大版【22、26P】 教　出
中学校社会科地図　拡大版【22P】 帝　国
日々の学びに数学的な見方・考え方をはたらかせる　これからの数学３ 数　研
見方・考え方が働き、問題解決のチカラが高まるこれからの数学３　探究ノート
拡大版【18、22、26P】

数　研

新しい科学３　拡大版【22、26P】 東　書
中学生の音楽２・３上拡大版【22P】 教　芸
中学生の音楽２・３下拡大版【22P】 教　芸
中学生の器楽　拡大版【22P】 教　芸
美術２・３上　学びの実感と広がり　拡大版【18、22、26P】 日　文
美術２・３下　学びの探究と未来　　拡大版【18、22、26P】 日　文
中学保健体育　拡大版【22P】 学　研
技術・家庭　技術分野　テクノロジーに希望をのせて　拡大版【22P】 開隆堂
技術・家庭　家庭分野　生活の土台　自立と共生　拡大版【22P】 開隆堂
NEW HORIZON　English　Course３　拡大版【22、26P】 東　書
中学道徳３　とびだそう未来へ　拡大版【22、26P】 教　出

1年 光村の国語のワーク１

あかねこ中学漢字スキル

あかねこ中学漢字スキル

光村の国語のワーク３ 光村教育図書
光村教育図書

２年

３年

あかねこ中学数学スキル　２年 光村教育図書

あかねこ中学数学スキル　３年 光村教育図書

中学部（普通級）　補助教材

補助教材名 発行所

光村図書

改定新版　数学の新研究 新学社

３年

３年
(拡大）

光村の国語のワーク２ 光村教育図書
光村教育図書

CDつき楽しく歌える英語のうた 成美堂出版
自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？ 育成会
ハートアートシリーズ　色のえほん 視覚デザイン

改定新版　数学の新研究 新学社

中学部（重複級）

図書名 発行所

１年
（弱視）

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 同成社
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」１ 同成社

視覚デザイン

２年
（弱視）

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１（改訂版）（ひらがなの読み書き） 同成社
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」２ 同成社
CDつき楽器カード くもん出版
自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？ 育成会

１年
（全盲）

こくご1-1 ライト
さんすう1-1 ヘレン
CDつき楽しく歌える英語のうた 成美堂出版
自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？ 育成会
ハートアートシリーズ　色のえほん

あーとぶっく　ひらめき美術館第１館 小学館

あーとぶっく　ひらめき美術館第２館 小学館

育成会
あーとぶっく　ひらめき美術館第１館 小学館

３年

こくご☆☆☆ 東書
さんすう☆☆☆ 教出
日本傑作絵本シリーズ　みんなであそぶわらべうた 福音館

２年
（全盲）

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） 同成社
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」２ 同成社
CDつき楽器カード くもん出版
自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？

自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？ 育成会


