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1-3388 中学校・高等学校進路指導の手引－進路指導主事編－ ¥388 昭和52年 児童生徒課 公益財団法人日本進路指導協会

1-8405 点字楽譜の手引 ¥2,500 昭和59年 特別支援教育課 社会福祉法人日本ライトハウス

1-9230 幼稚園教育指導資料第２集　家庭との連携を図るために ¥100 平成4年 幼児教育課 株式会社世界文化ワンダークリエイト

1-9313 高校留学の手引 ¥1,000 平成5年 総合教育政策局教育改革・国際課 株式会社ぎょうせい

1-9314
中学校進路指導資料　第２分冊　個性を生かす進路指導をめざして－生徒ひとりひとりの夢と希望を育む
ために－

¥835 平成5年 児童生徒課 公益財団法人日本進路指導協会

1-9315
高等学校進路指導資料　第２分冊　個性を生かす進路指導をめざして　生徒ひとりひとりの夢と希望を育
むために

¥476 平成5年 児童生徒課 公益財団法人日本進路指導協会

1-9316 遊びの指導の手引 ¥971 平成5年 特別支援教育課 慶應義塾大学出版会株式会社

1-9320 学校体育実技指導資料　第５集　体育（保健体育）における集団行動指導の手引（改訂版） ¥291 平成5年 スポーツ庁政策課学校体育室 株式会社東洋館出版社

1-9333 日常生活の指導の手引（改訂版） ¥922 平成6年 特別支援教育課 慶應義塾大学出版会株式会社

1-9503 国語科教科書指導書－聾学校小学部１年生用－ ¥1,262 平成7年 特別支援教育課 株式会社東山書房

1-9504 幼稚園教育指導資料第４集　一人一人に応じる指導 ¥190 平成7年 幼児教育課 株式会社フレーベル館

1-0301 点字学習指導の手引（平成１５年改訂版） ¥1,372 平成15年 特別支援教育課 日本文教出版株式会社

1-0302 国語科教科書解説－聾学校小学部４年生用 ¥2,480 平成15年 特別支援教育課 東京書籍株式会社

1-0303 国語科教科書解説－聾学校小学部５年生用 ¥2,550 平成15年 特別支援教育課 東京書籍株式会社

1-0304 国語科教科書解説－聾学校小学部６年生用 ¥2,550 平成15年 特別支援教育課 東京書籍株式会社

1-0305 聾学校中学部国語（言語編）教科書解説 ¥2,050 平成15年 特別支援教育課 東京書籍株式会社

1-0803 小学校学習指導要領 ¥227 平成20年 教育課程課 東京書籍株式会社

1-0804 中学校学習指導要領 ¥307 平成20年 教育課程課 株式会社東山書房

1-0809 小学校学習指導要領解説　理科編 ¥62 平成20年 教育課程課 大日本図書株式会社

1-0823 中学校学習指導要領解説　理科編 ¥105 平成20年 教育課程課 大日本図書株式会社

1-0832 中学校学習指導要領解説　保健体育編 ¥368 平成20年 スポーツ庁政策課学校体育室 株式会社東山書房

1-0901
特別支援学校幼稚部教育要領　特別支援学校小学部・中学部学習指導要領　特別支援学校高等部学習
指導要領（平成27年3月　小学部・中学部一部改正）

¥440 平成21年 特別支援教育課 海文堂出版株式会社

1-0904 高等学校学習指導要領 ¥666 平成21年 教育課程課 株式会社東山書房

1-0907 高等学校学習指導要領解説　総則編 ¥223 平成22年 教育課程課 株式会社東山書房

1-0909 高等学校学習指導要領解説　理科編・理数編 ¥320 平成22年 教育課程課 実教出版株式会社

1-0913 高等学校学習指導要領解説　保健体育編・体育編 ¥455 平成22年 スポーツ庁政策課学校体育室 株式会社東山書房

1-1010 高等学校学習指導要領解説　看護編 ¥649 平成22年 参事官（高等学校担当） 株式会社東山書房

1-1015 生徒指導提要 ¥337 平成22年 児童生徒課 教育図書株式会社

1-1116 Hi,friends!１ ¥95 平成24年 情報教育・外国語教育課 東京書籍株式会社

1-1117 Hi,friends!２ ¥95 平成24年 情報教育・外国語教育課 東京書籍株式会社

1-1120 音楽☆☆☆☆教科書解説 ¥1,559 平成24年 特別支援教育課 東京書籍株式会社

1-1121 音楽☆☆☆☆教科書解説（伴奏編） ¥2,490 平成24年 特別支援教育課 東京書籍株式会社

1-1202 Hi，friendｓ！　１指導編 ¥114 平成24年 情報教育・外国語教育課 東京書籍株式会社

1-1203 Hi，friendｓ！　２指導編 ¥114 平成24年 情報教育・外国語教育課 東京書籍株式会社

1-1401 わたしたちの道徳(小学校１・２年) ¥574 平成26年 教育課程課 株式会社文溪堂

1-1601 小学校学習指導要領解説　特別の教科　道徳編 ¥135 平成30年 教育課程課 あかつき教育図書株式会社

1-1602 中学校学習指導要領解説　特別の教科　道徳編 ¥156 平成30年 教育課程課 教育出版株式会社

1-1701 小学校学習指導要領 ¥201 平成30年 教育課程課 株式会社東洋館出版社

1-1703 小学校学習指導要領解説　国語編 ¥162 平成30年 教育課程課 株式会社東洋館出版社

1-1704 小学校学習指導要領解説　社会編 ¥142 平成30年 教育課程課 日本文教出版株式会社

1-1705 小学校学習指導要領解説　算数編 ¥224 平成30年 教育課程課 日本文教出版株式会社

1-1706 小学校学習指導要領解説　理科編 ¥111 平成30年 教育課程課 株式会社東洋館出版社

1-1707 小学校学習指導要領解説　生活編 ¥134 平成30年 教育課程課 株式会社東洋館出版社

1-1708 小学校学習指導要領解説　音楽編 ¥131 平成30年 教育課程課 株式会社東洋館出版社

1-1709 小学校学習指導要領解説　図画工作編 ¥100 平成30年 教育課程課 日本文教出版株式会社

1-1710 小学校学習指導要領解説　家庭編 ¥95 平成30年 教育課程課 株式会社東洋館出版社

1-1712 小学校学習指導要領解説　外国語活動編・外国語編 ¥128 平成30年 教育課程課 開隆堂出版株式会社

1-1714 小学校学習指導要領解説　特別活動編 ¥141 平成30年 教育課程課 株式会社東洋館出版社

1-1715 中学校学習指導要領 ¥361 平成30年 教育課程課 株式会社東山書房

1-1716 中学校学習指導要領解説　総則編 ¥279 平成30年 教育課程課 株式会社東山書房

1-1717 中学校学習指導要領解説　国語編 ¥289 平成30年 教育課程課 株式会社東洋館出版社

1-1718 中学校学習指導要領解説　社会編 ¥189 平成30年 教育課程課 株式会社東洋館出版社

1-1719 中学校学習指導要領解説　数学編 ¥208 平成30年 教育課程課 日本文教出版株式会社

1-1720 中学校学習指導要領解説　理科編 ¥108 平成30年 教育課程課 学校図書株式会社

1-1721 中学校学習指導要領解説　音楽編 ¥227 平成30年 教育課程課 株式会社教育芸術社

1-1722 中学校学習指導要領解説　美術編 ¥115 平成30年 教育課程課 日本文教出版株式会社

1-1723 中学校学習指導要領解説　保健体育編 ¥451 平成30年 教育課程課 株式会社東山書房

1-1724 中学校学習指導要領解説　技術・家庭編 ¥143 平成30年 教育課程課 開隆堂出版株式会社

1-1725 中学校学習指導要領解説　外国語編 ¥119 平成30年 教育課程課 開隆堂出版株式会社

1-1726 中学校学習指導要領解説　総合的な学習の時間編 ¥228 平成30年 教育課程課 株式会社東山書房

1-1727 中学校学習指導要領解説　特別活動編 ¥275 平成30年 教育課程課 株式会社東山書房

1-1728 幼稚園教育要領 ¥251 平成30年 幼児教育課 株式会社東山書房

1-1729 幼稚園教育要領解説 ¥240 平成30年 幼児教育課 株式会社フレーベル館

1-1730 特別支援学校　幼稚部教育要領　小学部・中学部学習指導要領 ¥440 平成30年 特別支援教育課 海文堂出版株式会社

1-1731 特別支援学校教育要領・学習指導要領解説　総則編（幼稚部・小学部・中学部） ¥343 平成30年 特別支援教育課 開隆堂出版株式会社

1-1732 特別支援学校学習指導要領解説　各教科等編（小学部・中学部） ¥501 平成30年 特別支援教育課 開隆堂出版株式会社

1-1733 特別支援学校教育要領・学習指導要領解説　自立活動編（幼稚部・小学部・中学部） ¥159 平成30年 特別支援教育課 開隆堂出版株式会社

1-1802 新学習指導要領対応　小学校外国語活動教材Let's Try!① ¥232 平成30年 情報教育・外国語教育課 東京書籍株式会社

1-1803 新学習指導要領対応　小学校外国語活動教材Let's Try!② ¥232 平成30年 情報教育・外国語教育課 東京書籍株式会社

1-1804 新学習指導要領対応　小学校外国語活動教材Let's Try!①指導編 ¥153 平成30年 情報教育・外国語教育課 東京書籍株式会社

1-1805 新学習指導要領対応　小学校外国語活動教材Let's Try!②指導編 ¥153 平成30年 情報教育・外国語教育課 東京書籍株式会社

1-1806 新学習指導要領対応　小学校外国語活動教材We Can!① ¥360 平成30年 情報教育・外国語教育課 東京書籍株式会社
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1-1807 新学習指導要領対応　小学校外国語活動教材We Can!② ¥360 平成30年 情報教育・外国語教育課 東京書籍株式会社

1-1808 新学習指導要領対応　小学校外国語活動教材We Can!①指導編 ¥264 平成30年 情報教育・外国語教育課 東京書籍株式会社

1-1809 新学習指導要領対応　小学校外国語活動教材We Can!②指導編 ¥264 平成30年 情報教育・外国語教育課 東京書籍株式会社

1-1810 In the Autumn Forest ¥77 平成30年 情報教育・外国語教育課 株式会社文溪堂

1-1811 Good Morning ¥77 平成30年 情報教育・外国語教育課 株式会社文溪堂

1-1812 高等学校学習指導要領 ¥758 平成31年 教育課程課 株式会社東山書房

1-1813 高等学校学習指導要領解説　総則編 ¥380 平成31年 教育課程課 株式会社東洋館出版社

1-1814 高等学校学習指導要領解説　国語編 ¥580 平成31年 教育課程課 株式会社東洋館出版社

1-1815 高等学校学習指導要領解説　地理歴史編 ¥760 平成31年 教育課程課 株式会社東洋館出版社

1-1817 高等学校学習指導要領解説　数学編・理数編 ¥360 平成31年 教育課程課 学校図書株式会社

1-1818 高等学校学習指導要領解説　理科編・理数編 ¥529 平成31年 教育課程課 実教出版株式会社

1-1819 高等学校学習指導要領解説　保健体育編・体育編 ¥502 平成31年 スポーツ庁政策課学校体育室 株式会社東山書房

1-1820 高等学校学習指導要領解説　芸術（音楽・美術・工芸・書道）編　音楽編　美術編 ¥495 平成31年 教育課程課 教育図書株式会社

1-1821 高等学校学習指導要領解説　外国語編・英語編 ¥520 平成31年 情報教育・外国語教育課 開隆堂出版株式会社

1-1822 高等学校学習指導要領解説　家庭編 ¥462 平成31年 教育課程課 教育図書株式会社

1-1823 高等学校学習指導要領解説　情報編 ¥465 平成31年 教育課程課 開隆堂出版株式会社

1-1826 高等学校学習指導要領解説　工業編 ¥1,339 平成31年 参事官（高等学校担当） 実教出版株式会社

1-1827 高等学校学習指導要領解説　商業編 ¥744 平成31年 参事官（高等学校担当） 実教出版株式会社

1-1831 高等学校学習指導要領解説　総合的な探究の時間編 ¥270 平成31年 教育課程課 学校図書株式会社

1-1902 幼児理解に基づいた評価（平成３１年３月） ¥250 平成31年 幼児教育課 株式会社チャイルド本社

1-2101 音楽☆☆☆☆教科書解説（伴奏編） ¥2,534 令和3年 特別支援教育課 東京書籍株式会社

1-2102 音楽☆☆☆☆☆教科書解説（伴奏編） ¥2,518 令和3年 特別支援教育課 東京書籍株式会社

1-1702 小学校学習指導要領解説　総則編 ¥295 令和3年 教育課程課 株式会社東洋館出版社

1-1711 小学校学習指導要領解説　体育編 ¥312 令和3年 教育課程課 株式会社東洋館出版社

1-2006 幼児の思いをつなぐ指導計画と保育の展開（令和3年2月） ¥540 令和3年 幼児教育課 株式会社チャイルド本社

1-2007 こくご☆　こくご☆☆　こくご☆☆☆　教科書解説 ¥1,826 令和2年 特別支援教育課 東京書籍株式会社

1-2009 おんがく☆　おんがく☆☆　おんがく☆☆☆　教科書解説 ¥3,345 令和2年 特別支援教育課 東京書籍株式会社

1-1904 おんがく☆教科書解説（伴奏編） ¥1,203 令和2年 特別支援教育課 東京書籍株式会社

1-1905 おんがく☆☆教科書解説（伴奏編） ¥1,480 令和2年 特別支援教育課 東京書籍株式会社

1-1906 おんがく☆☆☆教科書解説（伴奏編） ¥1,618 令和2年 特別支援教育課 東京書籍株式会社

1-2103 指導と評価に生かす記録（令和３年１０月） ¥370 令和3年 幼児教育課 株式会社チャイルド本社


