
　（Ⅰ・Ⅱ課程）

種目 発行者 教　科　書　名 使用学年

国語 光村 こくご一上　かざぐるま 1

国語 光村 こくご一下　ともだち 1

国語 光村 こくご二上　たんぽぽ 2

国語 光村 こくご二下　赤とんぼ 2

国語 光村 国語三上　わかば 3

国語 光村 国語三下　あおぞら 3

国語 光村 国語四上　かがやき 4

国語 光村 国語四下　はばたき 4

国語 光村 国語五　銀河 5

国語 光村 国語六　創造 6

書写 光村 しょしゃ　一ねん 1

書写 光村 しょしゃ　二年 2

書写 光村 書写　三年 3

書写 光村 書写　四年 4

書写 光村 書写　五年 5

書写 光村 書写　六年 6

社会 東書 新しい社会３ 3

社会 東書 新編　新しい社会３・４下 4

社会 東書 新しい社会５上 5

社会 東書 新しい社会５下 5

社会 東書 新しい社会６政治・国際編 6

社会 東書 新しい社会６歴史編 6

地図 帝国 楽しく学ぶ 小学生の地図帳 ４・５・６年 4・5・6

算数 東書 あたらしいさんすう　１①　さんすうのとびら 1

算数 東書 あたらしいさんすう　１②　さんすう　だいすき！ 1

算数 東書 新しい算数 2上　考えるっておもしろい！ 2

算数 東書 新しい算数 2下　考えるっておもしろい！ 2

算数 東書 新しい算数 3上　考えるっておもしろい！ 3

算数 東書 新しい算数 3下　考えるっておもしろい！ 3

算数 東書 新しい算数 4上　考えると見方が広がる！ 4

算数 東書 新しい算数 4下　考えると見方が広がる！ 4

算数 東書 新しい算数 5上　考えると見方が広がる！ 5

算数 東書 新しい算数 5下　考えると見方が広がる！ 5

算数 東書 新しい算数　６　数学へジャンプ！ 6

理科 東書 新しい理科 3 3

理科 東書 新しい理科 4 4

理科 東書 新しい理科 5 5

理科 東書 新しい理科 6 6

生活 学図 みんなとまなぶ　しょうがっこう　せいかつ上 1・2

生活 学図 みんなとまなぶ　しょうがっこう　せいかつ下 1・2

富山県立高志支援学校　使用教科書一覧

 （１）小学部

ア　教科書



音楽 教芸 小学生のおんがく　１ 1

音楽 教芸 小学生の音楽　２ 2

音楽 教芸 小学生の音楽　３ 3

音楽 教芸 小学生の音楽　４ 4

音楽 教芸 小学生の音楽　５ 5

音楽 教芸 小学生の音楽　６ 6

図画工作 日文 ずがこうさく１・２上　たのしいな　おもしろいな 1・2

図画工作 日文 ずがこうさく１・２下　たのしいな　おもしろいな 1・2

図画工作 日文 図画工作　３・４上　見つけたよ　ためしたよ 3・4

図画工作 日文 図画工作　３・４下　見つけたよ　ためしたよ 3・4

図画工作 日文 図画工作　５・６上　見つめて　広げて 5・6

図画工作 日文 図画工作　５・６下　見つめて　広げて 5・6

家庭 東書 新しい家庭　５・６ 5・6

保健 学研 みんなのほけん　３・４年 3・4

保健 学研 みんなの保健　５・６年 5・6

英語 東書 NEW　HORIZON　Elementary　English　Course　５ 5

英語 東書 NEW　HORIZON　Elementary　English　Course　Picture Dictionary 5・6

英語 東書 NEW　HORIZON　Elementary　English　Course　６ 6

道徳 光文 しょうがく　どうとく　ゆたかな　こころ　１ねん 1

道徳 光文 小学　どうとく　ゆたかな　こころ２年 2

道徳 光文 小学どうとく　ゆたかな心　３年 3

道徳 光文 小学どうとく　ゆたかな心　４年 4

道徳 光文 小学道徳　ゆたかな心　５年 5

道徳 光文 小学道徳　ゆたかな心　６年 6



種目 発行者 教　科　書　名 使用学年

生活 ひかりのくに 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 1

生活 ひかりのくに こどものずかんＭｉｏ８　いきもののかいかた 2

生活 学図 みんなとまなぶ　しょうがっこう　せいかつ上 3・4

生活 学図 みんなとまなぶ　しょうがっこう　せいかつ下 3・4

生活 ひかりのくに こどものずかんMio１２　きせつとしぜん 5

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 6

生活 ひかりのくに こどものずかんＭｉｏ　たべもの 1

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 2

生活 ポプラ社 おととあそぼうシリーズ１０　のりものどんなおと？ 3

生活 ひかりのくに ２０２シリーズ　たべもの２０２ 4

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 5

生活 福音館書店 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐらの１ねんかん 6

国語 東書 こくご　☆☆ 1

国語 東書 こくご　☆☆☆ 2

国語 光村 こくご一上　かざぐるま 3

国語 光村 こくご一下　ともだち 3

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） 4

国語 光村 こくご二上　たんぽぽ 5

国語 光村 こくご二下　赤とんぼ 5

国語 光村 国語三上　わかば 6

国語 光村 国語三下　あおぞら 6

国語 童心社 ほっぺっぺえほん　こちょこちょこちょ 1

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？ 2

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 3

国語 偕成社 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし 4

国語 アリス館 うららちゃんののりものえほん１　でんしゃにのって 5

国語 福音館書店 こどものとも絵本　おおきなかぶ 6

算数 教出 さんすう　☆☆（１） 1

算数 教出 さんすう　☆☆（２） 1

算数 教出 さんすう　☆☆☆ 2

算数 東書 あたらしいさんすう　１①　さんすうのとびら 1

算数 東書 あたらしいさんすう　１②　さんすう　だいすき！ 1

算数 東書 新しい算数 2上　考えるっておもしろい！ 3

算数 東書 新しい算数 2下　考えるっておもしろい！ 3

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) 4

算数 東書 新しい算数 3上　考えるっておもしろい！ 6

算数 東書 新しい算数 3下　考えるっておもしろい！ 6

算数 ひさかたチャイルド ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの１・２・３ 1

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 2

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 3

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 4

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 5

算数 こぐま社 馬場のぼるの絵本　１１ぴきのねこ 6

　（Ⅲ・Ⅳ課程）



音楽 教芸 小学生のおんがく　１ 1

音楽 教芸 小学生の音楽　２ 2

音楽 教芸 小学生の音楽　３ 3

音楽 教芸 小学生の音楽　４ 4

音楽 教芸 小学生の音楽　５ 5

音楽 教芸 小学生の音楽　６ 6

図画工作 日文 ずがこうさく１・２上　たのしいな　おもしろいな 1・2

図画工作 日文 ずがこうさく１・２下　たのしいな　おもしろいな 1・2

図画工作 日文 図画工作　３・４上　見つけたよ　ためしたよ 3・4

図画工作 日文 図画工作　３・４下　見つけたよ　ためしたよ 3・4

図画工作 日文 図画工作　５・６上　見つめて　広げて 5・6

図画工作 日文 図画工作　５・６下　見つめて　広げて 5・6

図画工作 ひさかたチャイルド 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 1

図画工作 ポプラ社 これなあに？かたぬきえほん５　くだものいろいろかくれんぼ 2

図画工作 岩崎書店 あそびの絵本　えのぐあそび 3

図画工作 ポプラ社 あそびのひろば４　はりえあそび 4

図画工作 福音館書店 かがくのとも絵本　しんぶんしでつくろう 5

図画工作 岩崎書店 あそびの絵本　ねんどあそび 6

イ　補助教材

社会 富山県教育会 きょう土のすがた 3・4

社会 富山県教育会 のびゆく富山県 4・5

社会 新学社 社会科資料集６年 6



種目 教科書の発行者名 教　科　書　名 使用学年

国語 光村 国語１ 1

国語 光村 国語２ 2

国語 光村 国語３ 3

書写 東書 新編　新しい書写　一・二・三年 1・2・3

社会(地理) 帝国 社会科　中学生の地理　世界の姿と日本の国土 1・2

社会(歴史) 帝国 社会科　中学生の歴史　日本の歩みと世界の動き 1・2・3

社会(公民) 東書 新編　新しい社会　公民 3

地図 帝国 中学校社会科地図 1・2・3

数学 東書 新編　新しい数学　１年 1

数学 東書 新編　新しい数学　２年 2

数学 東書 新編　新しい数学　３年 3

理科 東書 新編　新しい科学　１年 1

理科 東書 新編　新しい科学　２年 2

理科 東書 新編　新しい科学　３年 3

音楽(一般) 教芸 中学生の音楽  １ 1

音楽(一般) 教芸 中学生の音楽　２・３上 2・3

音楽(一般) 教芸 中学生の音楽　２・３下 2・3

音楽(器楽) 教芸 中学生の器楽 1・2・3

美術 光村 美術１ 1

美術 光村 美術２・３ 2・3

保健体育 東書 新編　新しい保健体育 1・2・3

技術・家庭 開隆堂 技術・家庭（技術分野） 1・2・3

技術・家庭 開隆堂 技術・家庭（家庭分野） 1・2・3

英語 開隆堂 SUNSHINE　ENGLISH COURSE １ 1

英語 開隆堂 SUNSHINE　ENGLISH COURSE ２ 2

英語 開隆堂 SUNSHINE　ENGLISH COURSE ３ 3

道徳 廣あかつき 中学生の道徳　自分を見つめる 1

道徳 廣あかつき 中学生の道徳　自分を考える 2

道徳 廣あかつき 中学生の道徳　自分をのばす 3

 （２）中学部

　（Ⅰ・Ⅱ課程）

ア　教科書



種目 発行者 教　科　書　名 使用学年

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４ 1

国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語５ 2

国語 東書 国語　☆☆☆☆ 3

国語 福音館書店 こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ 1

国語 佼成出版社 なにをたべてきたの？ 2

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 3

社会 鈴木出版 知育えほん　マークのずかん 1

社会 東書 新しい社会　３ 1

社会 あかね書房 かばくん・くらしのえほん３　かばくんのはるなつあきふゆ 2

社会 東書 新編　新しい社会　３・４下 2

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 3

社会 福音館書店 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん 3

数学 教出 数学　☆☆☆☆ 1・2

数学 日本教育研究出版 ひとりだちするための算数・数学 3

数学 ポプラ社 絵本・いつでもいっしょ２　どうぶつなんびき？ 1

数学 絵本館 五味太郎の絵本１０　かたち 2

数学 福音館書店 幼児絵本シリーズ　とけいのほん１ 3

理科 福音館書店 福音館の科学シリーズ　植物あそび 1

理科 岩崎書店 ひとりでできる手づくりＢＯＸ１２　しぜんで工作しよう 2

理科 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ８　やさいのずかん 3

音楽 教芸 中学生の音楽  １ 1

音楽 教芸 中学生の音楽　２・３上 2・3

音楽 教芸 中学生の音楽　２・３下 2・3

音楽 教芸 中学生の器楽 1・2・3

美術 光村 美術１ 1

美術 光村 美術２・３ 2・3

美術 岩崎書店 あそびの絵本　えかきあそび 1

美術 ポプラ社 あそびのひろば１　はんがあそび 2

美術 偕成社 かこさとし　うつくしい絵 3

保健体育 学研 みんなのほけん　３・４年 １・２

保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？ 3

保健体育 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－ 1

保健体育 金の星社 やさしいからだのえほん２　うんちはどうしてでるの？ 2

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？ 3

職業･家庭 開隆堂 職業・家庭たのしい職業科　わたしの夢につながる 1・2・3

職業･家庭 開隆堂 職業・家庭たのしい家庭科　わたしのくらしに生かす 1・2・3

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 1

職業･家庭 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 2

職業･家庭 女子栄養大出版部 新・こどもクッキング 3

イ　補助教材

国語 明治図書 よくわかる国語の学習１ 1

国語 明治図書 よくわかる国語の学習２ 2

国語 明治図書 よくわかる国語の学習３ 3

国語 正進社 光１　らくらく漢字ノート 1

国語 正進社 光２　らくらく漢字ノート 2

　（Ⅲ・Ⅳ課程）



国語 正進社 光３　らくらく漢字ノート 3

社会 新学社 社会の自主学習　歴史１ 1

社会 新学社 社会の自主学習　歴史２・３ 2・3

社会 新学社 社会の自主学習　地理世界 1

社会 新学社 社会の自主学習　地理日本 2

社会 新学社 社会の自主学習　公民 3

理科 東京書籍 新しい科学　ワークブック　基礎の徹底　１年 1

理科 東京書籍 新しい科学　ワークブック　基礎の徹底　２年 2

理科 東京書籍 新しい科学　ワークブック　基礎の徹底　３年 3



種目 発行者 教科書名 使用学年

国語総合 三省堂 明解国語総合　改訂版 1・2

国語表現 第一 高等学校　改訂版　国語表現 2・3

現代文Ｂ 第一 高等学校　改訂版　標準現代文Ｂ 2・3

古典Ａ 東書 古典Ａ 3

古典Ｂ 東書 新編古典Ｂ 2・3

世界史Ａ 第一 高等学校　改訂版　世界史Ａ 2

日本史Ｂ 山川 高校日本史　改訂版 2・3

地理Ａ 東書 地理Ａ 3

地理Ｂ 帝国 新詳地理Ｂ 2・3

地図 帝国 新詳高等地図　 2・3

現代社会 東書 現代社会 1

倫理 東書 倫理 3

政治・経済 東書 政治・経済 2

数学Ⅰ 東書 新編数学Ⅰ 1・2・3

数学Ⅱ 東書 新編数学Ⅱ 2・3

数学Ⅲ 東書 新編数学Ⅲ 3

数学Ａ 東書 新編数学Ａ 1

数学Ｂ 東書 新編数学Ｂ 2・3

数学活用 実教 数学活用 1・2・3

科学と人間生活 数研 科学と人間生活　くらしの中のサイエンス 1

物理基礎 数研 改訂版　新編　物理基礎 2

物理 数研 改訂版　物理 3

化学基礎 東書 改訂　新編化学基礎 1

化学 東書 改訂　新編化学 2・3

生物基礎 数研 改訂版 新編　生物基礎 2

生物 数研 改訂版　生物 3

地学基礎 啓林館 地学基礎　改訂版 3

保健体育 大修館 最新高等保健体育　改訂版 1・2・3

音楽Ⅰ 教芸 ＭＯＵＳＡ１ 1

音楽Ⅱ 教芸 ＭＯＵＳＡ２ 2

美術Ⅰ 日文 高校美術１ 1

美術Ⅱ 日文 高校美術２ 2

書道Ⅰ 東書 書道Ⅰ 1

書道Ⅱ 東書 書道Ⅱ 2

コミュニケーション英語基礎 三友 JOYFUL English Communication　Basic 1

コミュニケーション英語Ⅰ 三省堂 VISTA English CommunicationⅠ New Edition 1・2・3

コミュニケーション英語Ⅱ 数研 Revised　BIG DIPPER English CommunicationⅡ 2

コミュニケーション英語Ⅲ 数研 Revised　BIG DIPPER English CommunicationⅢ 3

英語表現Ⅰ 三省堂 SELECT English ExpressionⅠNew Edition 1

英語表現Ⅱ 数研 Revised　BIG DIPPER English ExpressionⅡ 2・3

家庭基礎 大修館 未来をつくる 新高校家庭基礎 1

社会と情報 日文 新・見てわかる社会と情報 1

情報の科学 数研 高等学校　情報の科学 1

（３）高等部

ア　教科書

　（Ⅰ・Ⅱ課程）



商業 (専門） 実教 ビジネス基礎　新訂版 2・3

商業（専門） 実教 ビジネス情報　新訂版 2・3

家庭（専門） 実教 フードデザイン　新訂版 2・3

家庭（専門） 実教 リビングデザイン 2・3

福祉（専門） 実教 社会福祉基礎　 3

種目 発行者 教科書名 使用学年

国語 東洋館 くらしに役立つ国語 1・2・3

国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑６　くらしのことば 1・2・3

社会 東洋館 くらしに役立つ社会 1・2・3

社会 ひさかた スキンシップ絵本にっぽんのちずえほん 1・2・3

数学 東洋館 くらしに役立つ数学 1・2・3

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までの数、５までのたし算） 1・2・3

理科 ベレ出版 小・中・高の理科がまるごとわかる 1・2・3

理科 学研 ふれあいこどもずかん　春夏秋冬～きせつのしぜん～ 1・2・3

音楽 教芸 世界の歌声 1・2・3

音楽 教芸 ５訂版  歌はともだち 1・2・3

美術 フレーベル ことばでひらく絵のせかい　はじめてであう美術館 1・2

美術 小学館 あーとぶっくひらめき美術館第２館 1・2

美術 開隆堂 美術表現と鑑賞 3

美術 日文 高校美術１ 3

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 1・2・3

保健体育 ひかりのくに こどもずかんMio9　ひとのからだ 1・2・3

職業 育成会 自立生活ハンドブック１１　ひとりだち （改訂版） 1・2・3

家庭 福音館 Do！図鑑シリーズ生活図鑑「生きる力」を楽しくみがく 1・2・3

家庭 開隆堂 技術・家庭（家庭分野） 1・2・3

外国語 アルク 陰山英男の反復練習　初めての英会話（CD2枚付き） 1・2・3

情報 ＦＯＭ出版 よくわかるMicrosoft Word 2013 & Microsoft Excel 2013 1・2・3

イ　補助教材

種目 発行者 補助教材名 使用学年

社会 富山県教育委員会 高校生のためのふるさと富山 1・2・3

　（Ⅲ・Ⅳ課程）


