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別紙９	

	

提供可能な教科書一覧	

※2018 年 4 月 6日現在	

現Ａ	 301	 現代文Ａ	 平 25	 東書	

現Ｂ	 301	 新編現代文Ｂ	 平 25	 東書	

現Ｂ	 312	 現代文Ｂ	 平 25	 数研	

現Ｂ	 316	 現代文Ｂ	 平 25	 筑摩	

国総	 302	 精選国語総合	 平 24	 東書	

国総	 303	 国語総合	 現代文編	 平 24	 東書	

国総	 304	 国語総合	 古典編	 平 24	 東書	

国総	 313	 精選国語総合	 平 24	 大修館	

国総	 314	 新編国語総合	 平 24	 大修館	

国総	 315	 国語総合	 現代文編	 平 24	 数研	

国総	 316	 国語総合	 古典編	 平 24	 数研	

国総	 321	 精選国語総合	 現代文編	 平 24	 筑摩	

国総	 322	 精選国語総合	 古典編	 平 24	 筑摩	

国総	 328	 高等学校	 新編国語総合	 平 24	 第一	

国総	 333	 精選国語総合	 平 28	 東書	

国総	 334	 国語総合	 現代文編	 平 28	 東書	

国総	 335	 国語総合	 古典編	 平 28	 東書	

国総	 350	 改訂版	 高等学校	 国語総合	 平 28	 数研	

国総	 355	 精選国語総合	 現代文編	 改訂版	 平 28	 筑摩	

国総	 356	 精選国語総合	 古典編	 改訂版	 平 28	 筑摩	

国総	 361	 高等学校	 改訂版	 標準国語総合	 平 28	 第一	

国総	 362	 高等学校	 改訂版	 新編国語総合	 平 28	 第一	

国総	 46	 高等学校	 改訂版	 新編国語総合	 平 18（平成 22年発行）	 第一	

国表	 302	 高等学校	 国語表現	 平 25	 第一	

国表	 305	 国語表現	 平 26	 大修館	

現Ａ				306	 現代文 A	平 29	 東書	

現Ｂ	 321	 新編現代文 B	 平 29	 東書	

古Ａ	 302	 古典文学選	 古典Ａ	 平 25	 教出	

古Ｂ	 312	 精選古典Ｂ	 平 25	 大修館	

古Ｂ	 314	 古典 B	 古文編	 平 25	 数研	

古Ｂ	 315	 古典 B	 漢文編	 平 25	 数研	

古Ｂ	 322	 高等学校	 古典Ｂ	 古文編	 平 25	 第一	

古Ｂ	 323	 高等学校	 古典Ｂ	 漢文編	 平 25	 第一	

古Ｂ	 324	 高等学校	 標準古典Ｂ	 平 25	 第一	

古Ｂ	 353	 高等学校	 改訂版	 標準古典 B	 平 29	 第一	

国総	 342	 国語総合	 平 28	 教出	
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国表	 301	 国語表現	 平 25	 教出	

国表	 308	 高等学校	 改訂版	 国語表現	 平 29	 第一	

世Ａ	 301	 世界史Ａ	 平 24	 東書	

世Ａ	 306	 要説世界史	 	 平 24	 山川	

世Ａ	 309	 高等学校	 世界史Ａ	 平 24	 第一	

世Ａ	 310	 世界史 A	平 28	 東書	

世Ａ	 315	 現代の世界史	 改訂版	 平 28	 山川	

世Ａ	 16	 要説世界史	 改訂版	 平 18	 山川	

世Ｂ	 304	 詳説世界史	 平 24	 山川	

世Ｂ	 305	 新選世界史 B	 平 28	 東書	

世Ｂ	 306	 新世界史	 平 25	 山川	

世Ｂ	 309	 世界史Ｂ	 新訂版	 	 平 28	 実教	

世Ｂ	 310	 詳説世界史	 改訂版	 平 28	 山川	

世Ｂ	 313	 新世界史	 改訂版	 平 29	 山川	

地Ａ	 302	 高等学校	 現代地理Ａ	 最新版	 平 24	 清水	

地Ａ	 304	 新編	 地理Ａ	 ―ひろがる世界とつながる地域―	 平 24	 二宮	

地Ｂ	 302	 新編	 詳解地理Ｂ	 平 24	 二宮	

地Ｂ	 304	 新詳地理 B	 平 28	 帝国	

地Ｂ	 305	 新編	 詳解地理 B	 改訂版	平 28	 二宮	

地図	 303	 標準高等地図	 ー地図でよむ現代社会ー	 平 24	 帝国	

地図	 304	 高等地図帳	 平 24	 二宮	

地図	 306	 基本地図帳	 平 24	 二宮	

地図	 312	 基本地図帳	 改訂版	 平 28	 二宮	

地図	 13	 基本地図帳	 改訂版	 世界と日本のいまを知る	 平 18	 二宮	

日Ｂ	 315	 新日本史	 改訂版	 平 29	 山川	

日Ａ	 301	 日本史Ａ	 現代からの歴史	 平 24	 東書	

日Ａ	 308	 日本史 A	 現代からの歴史	平 28	 東書	

日Ｂ	 307	 新日本史	 平 25	 山川	

日Ｂ	 309	 詳説日本史	 改訂版	 平 28	 山川	

現社	 313	 現代社会	 平 28	 東書	

現社	 314	 高校現代社会	 新訂版	 平 28	 実教	

現社	 315	 最新現代社会	 新訂版	 平 28	 実教	

現社	 316	 高等学校	 現代社会	 新訂版	 平 28	 清水	

現社	 305	 高等学校	 現代社会	 最新版	 平 24	 清水	

現社	 310	 高等学校	 現代社会	 平 24	 数研	

政経	 304	 最新政治・経済	 平 25	 実教	

政経	 313	 最新政治・経済	 新訂版	 平 29	 実教	

倫理	 304	 倫理	 平 24	 数研	

倫理	 306	 倫理	 平 25	 東書	

倫理	 311	 倫理	 平 29	 東書	
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数Ａ	 301	 数学Ａ	 平 23	 東書	

数Ａ	 302	 新編数学Ａ	 平 23	 東書	

数Ａ	 311	 高等学校	 数学Ａ	 平 23	 数研	

数Ａ	 316	 高等学校	 新編数学Ａ	 平 23	 第一	

数Ａ	 317	 数学Ａ	 Advanced	 平 28	 東書	

数Ａ	 324	 詳説	 数学Ａ	 改訂版	 平 28	 啓林館	

数Ａ	 329	 改訂版	 新編	 数学Ａ	 平 28	 数研	

数Ｂ	 301	 数学Ｂ	 平 24	 東書	

数Ｂ	 309	 数学Ｂ	 平 24	 数研	

数Ｂ	 315	 高等学校	 新編数学 B	 平 24	 第一	

数Ⅰ	 301	 数学Ⅰ	 平 23	 東書	

数Ⅰ	 302	 新編数学Ⅰ	 平 23	 東書	

数Ⅰ	 310	 数学Ⅰ	 平 23	 数研	

数Ⅰ	 311	 高等学校	 数学Ⅰ	 平 23	 数研	

数Ⅰ	 316	 高等学校	 新編数学Ⅰ	 平 23	 第一	

数Ⅰ	 317	 数学Ⅰ	 Advanced	 平 28	 東書	

数Ⅰ	 324	 詳説	 数学Ⅰ	 改訂版	 平 28	 啓林館	

数Ⅰ	 325	 数学Ⅰ	 改訂版	 平 28	 啓林館	

数Ⅰ	 329	 改訂版	 新編	 数学Ⅰ	 平 28	 数研	

数Ⅱ	 301	 数学Ⅱ	 平 23	 東書	

数Ⅱ	 307	 詳説	 数学Ⅱ	 平 23	 啓林館	

数Ⅱ	 309	 数学Ⅱ	 平 23	 数研	

数Ⅱ	 311	 新編	 数学Ⅱ	 平 23	 数研	

数Ⅲ	 301	 数学Ⅲ	 平 24	 東書	

数Ⅲ	 308	 数学Ⅲ	 平 24	 数研	

数活	 301	 数学活用	 平 24	 実教	

英Ⅱ	 323	 Vision	Quest	English	Expression	Ⅱ	Hope	平 29	 啓林館	

数Ⅱ	 310	 高等学校	 数学Ⅱ	 平 23	 数研	

化学	 301	 化学	 平 24	 東書	

化学	 303	 化学	 平 24	 実教	

化学	 307	 高等学校	 化学	 平 24	 第一	

化基	 305	 高校化学基礎	 平 23	 実教	

化基	 306	 化学基礎	 平 23	 啓林館	

化基	 308	 化学基礎	 平 23	 数研	

化基	 311	 高等学校	 化学基礎	 平 23	 第一	

化基	 313	 改訂	 化学基礎	 平 28	 東書	

化基	 317	 高校化学基礎	 新訂版	 平 28	 実教	

化基	 318	 化学基礎	 改訂版	 平 28	 啓林館	

化基	 322	 高等学校	 改訂	 新化学基礎	 平 28	 第一	

科人	 307	 科学と人間生活	 新訂版	 平 28	 実教	
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科人	 301	 科学と人間生活	 平 23	 実教	

生基	 303	 高校生物基礎	 平 23	 実教	

生基	 304	 生物基礎	 平 23	 啓林館	

生基	 304	 高等学校	 生物	 平 24	 第一	

生基	 306	 生物基礎	 平 23	 数研	

生基	 311	 改訂	 生物基礎	 平 28	 東書	

生基	 314	 高校生物基礎	 新訂版	 平 28	 実教	

生基	 316	 改訂版	 生物基礎	 平 28	 啓林館	

生基	 318	 高等学校	 改訂	 生物基礎	 平 28	 第一	

地基	 302	 地学基礎	 平 23	 実教	

地基	 304	 地学基礎	 平 23	 数研	

地基	 307	 地学基礎	 新訂版	 平 28	 実教	

地基	 308	 地学基礎	 改訂版	 平 28	 啓林館	

物基	 307	 物理基礎	 平 23	 数研	

物基	 308	 新編	 物理基礎	 平 23	 数研	

物基	 312	 改訂	 新編物理基礎	 平 28	 東書	

物基	 314	 高校物理基礎	 新訂版	 平 28	 実教	

物基	 318	 改訂版	 物理基礎	 平 28	 数研	

物基	 319	 改訂版	 新編	 物理基礎	 平 28	 数研	

物基	 321	 高等学校	 改訂	 新物理基礎	 平 28	 第一	

保体	 301	 現代高等保健体育	 平 24	 大修館	

保体	 304	 現代高等保健体育改訂版	 平 28	 大修館	

保体	 305	 最新高等保健体育改訂版	 平 28	 大修館	

保体	 306	 高等学校	 改訂版	 保健体育	 平 28	 第一	

音Ⅰ	 304	 高校生の音楽１	 平 24	 教芸	

音Ⅰ	 307	 音楽Ⅰ改訂版	 Tutti	 平 28	 教出	

音Ⅰ	 309	 高校生の音楽Ⅰ	 平 28	 教芸	

音Ⅰ	 310	 MOUSA	1	平 28	 教芸	

音Ⅱ	 304	 高校生の音楽２	 平 25	 教芸	

音Ⅱ	 309	 高校生の音楽２	 平 29	 教芸	

工Ⅰ	 301	 工芸Ⅰ	 平 24	 日文	

美Ⅰ	 301	 美術１	 平 24	 光村	

美Ⅰ	 302	 高校美術１	 平 24	 日文	

美Ⅰ	 303	 Art	and	You	創造の世界へ	 平 24	 日文	

美Ⅰ	 304	 美術１	 平 28	 光村	

美Ⅱ	 301	 美術２	 平 25	 光村	

美Ⅱ	 302	 高校美術２	 平 25	 日文	

美Ⅲ	 301	 美術３	 平 26	 光村	

書Ⅰ	 304	 書Ⅰ	 平 24	 光村	

英Ⅰ	 324	 MY	WAY	English	Expression	Ⅰ	New	Edition	 平 28	 三省堂	
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英Ⅰ	 325	 SELECT	English	Expression	Ⅰ	New	Edition	 平 28	 三省堂	

コⅠ	 304	 ENGLISH	NOW	English	Communication	 Ⅰ	 平 24	 開隆堂	

コⅠ	 306	 CROWN	English	Communication	Ⅰ	 平 24	 三省堂	

コⅠ	 313	 "Genius	English	Communication	Ⅰ"	 平 24	 大修館	

コⅠ	 314	 ELEMENT	English	Communication	Ⅰ	 平 24	 啓林館	

コⅠ	 331	 Revised	ENGLISH	NOW	English	Communication	Ⅰ	 平 28	 開隆堂	

コⅠ	 333	 CROWN	English	Communication	Ⅰ	New	Edition	 平 28	 三省堂	

コⅠ	 335	 VISTA	English	CommunicationⅠ	New	Edition	 平 28	 三省堂	

コⅠ	 340	 Revised	LANDMARK	English	Communication	Ⅰ	 平 28	 啓林館	

コⅠ	 341	 LANDMARK	Fit	English	Communication	Ⅰ	 平 28	 啓林館	

コⅠ	 359	 ATLANTIS	Hybrid	English	Communication	ⅠAdvanced		平 28	チアーズ	

コⅡ	 303	 PROMINENCE	Communication	English	Ⅱ	 平 25	 東書	

コⅡ	 304	 ENGLISH	NOW	English	Communication	 Ⅱ	 平 25	 開隆堂	

コⅡ	 306	 CROWN	English	Communication	Ⅱ	 平 25	 三省堂	

コⅡ	 311	 Compass	English	Communication	Ⅱ	 平 25	 大修館	

コⅡ	 312	 "Genius	English	Communication	Ⅱ"	 平 25	 大修館	

コⅡ	 313	 ELEMENT	English	Communication	Ⅱ	 平 25	 啓林館	

コⅡ	 323	 Vivid	English	Commuication	Ⅱ	 平 25	 第一	

コⅡ	 329	 Revised	ENGLISH	NOW	English	CommunicationⅡ	 平 29	 開隆堂	

コⅡ	 331	 CROWN	English	Communication	Ⅱ	New	Edition	 平 29	 三省堂	

コⅢ	 303	 PROMINENCE	Communication	EnglishⅢ	 平 26	 東書	

コⅢ	 305	 CROWN	English	Communication	 Ⅲ	平 26	 三省堂	

コⅢ	 309	 Compass	English	Communication	Ⅲ	 平 26	 大修館	

コ基	 302	 JOYFUL	English	Communication	Basic	 平 28	 三友	

英Ⅰ	 302	 "CROWN	English	Expression	Ⅰ"	 平 24	 三省堂	

英Ⅰ	 304	 New	ONE	WORLD	Expressions	Ⅰ	 平 24	 教出	

英Ⅰ	 306	 "Departure	English	Expression	Ⅰ"	 平 24	 大修館	

英Ⅰ	 308	 Vision	Quest	English	Expression	Ⅰ	Standard	 平 24	 啓林館	

英Ⅰ	 320	 SELECT	English	Expression	Ⅰ	 平 25	 三省堂	

英Ⅰ	 325	 SELECT	English	Expression	Ⅰ	New	Edition	 平 28	 三省堂	

英Ⅰ	 327	 Departure	English	Expression	ⅠRevised	 平 28	 大修館	

英Ⅰ	 328	 Revised	Vision	Quest	English	Expression	Ⅰ	 Advanced	平 28 啓林館	

英Ⅰ	 329	 Revised	Vision	Quest	English	Expression	I	Standard	平 28		啓林館	

英Ⅰ	 332	 DUALSCOPE	English	Expression	Ⅰ	平 28	 数研	

英Ⅱ	 302	 "CROWN	English	Expression	Ⅱ"	 平 25	 三省堂	

英Ⅱ	 303	 MY	WAY	English	Expression	Ⅱ	 平 25	 三省堂	

英Ⅱ	 304	 New	ONE	WORLD	Expressions	Ⅱ	 平 25	 教出	

英Ⅱ	 307	 Vision	Quest	English	Expression	Ⅱ	 平 25	 啓林館	

英会	 302	 SELECT	English	Conversation	 平 24	 三省堂	

家基	 304	 家庭基礎	 パートナーシップでつくる未来	 平 24	 実教	
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家基	 307	 家庭基礎	 明日の生活を築く	 平 24	 開隆堂	

家基	 311	 家庭基礎	 自立・共生・創造	 平 28	 東書	

家基	 315	 新家庭基礎 21	 平 28	 実教	

家総	 304	 家庭総合	 明日の生活を築く	 平 24	 開隆堂	

家総	 310	 家庭総合	 明日の生活を築く	 平 28	 開隆堂	

社情	 302	 最新社会と情報	 平 24	 実教	

社情	 311	 最新社会と情報	 新訂版	 平 28	 実教	

社情	 305	 高等学校	 社会と情報	 平 24	 数研	

社情	 312	 高校社会と情報	 新訂版	 平 28	 実教	

社情	 316	 新・社会と情報	 平 28	 日文	

情科	 304	 高等学校	 情報の科学	 平 24	 数研	

情科	 307	 最新情報の科学	 新訂版	 平 28	 実教	

工業	 319	 機械設計Ⅰ	 平 24	 実教	

工業	 320	 機械設計Ⅱ	 平 24	 実教	

工業	 321	 電子機械	 平 24	 実教	

	

【教科書デジタルデータの利用手順】	

＊上記の教科書デジタルデータを利用していただくためには、利用者登録が必要です。

利用登録は個人ではなく、盲学校長に任命された研究担当者の先生がまとめてお願

いします。	

＊利用登録のための書類は、「研究協力校承諾書」に記載されている研究担当者の先生

のメールアドレスに電子データでお送りいたしますので、必要事項をご記入の上、

事務局（info-nakano-group@keio.jp）までお送りください。	

＊利用者登録が終了したら、研究担当者の先生に、データの入ったＤＶＤ、各利用者の

ユーザＩＤとパスワードをお送りいたします。	

＊教科書データの中には、固定レイアウト表示のための PDF データ、リフローレイアウ

ト表示のための HTML のデータが入っています。なお、地図帳等、いくつかの教科書

にはリフローレイアウト表示用の HTML データがない場合がありますので、ご了承く

ださい。	

＊研究担当者の先生は、各利用者の iPad にインストールされている「ＵＤブラウザ」

が最新版かどうかをご確認ください。	

＊その上で、ＰＣと iPad をケーブルで接続し、iTunes 経由で iPad の「ＵＤブラウザ」

にデータを転送してください。	

＊データ転送後、「ＵＤブラウザ」でファイル変換の操作をすると、慶應義塾大学のサ

ーバーに自動的に接続され、認証が行われます。その際、ユーザＩＤとパスワード

が必要になります。	

＊ユーザＩＤとパスワードが正しければ、教科書デジタルデータを利用することが可能

になります。	

＊ＤＶＤ、ユーザＩＤ、パスワードは、研究担当者が流出しないように管理してくださ

るようお願いいたします。	


