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小１ 音楽 音楽102 教育出版 26 １２ｍｍ（３２ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小１ 国語 国語109/110 光村図書 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小１ 国語 国語110 光村図書 26 １２ｍｍ（３４ｐｔ） Ｂ 金沢こだまの会拡大写本グループ

小１ 算数 算数110 啓林館 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小１ 算数 算数101 東京書籍 26 ４４Ｐｔ ＨＧ教科書体／ＨＧ丸ゴシッ Ａ 下丸子図書館拡大写本研究会

小１ 図工 図工104/105 日本文教出版 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小１ 生活 生活101/102 東京書籍 26 ３６ｐｔ 学参太丸 Ａ 拡大写本グループあい

小２ 音楽 Ｂ-201 教育出版 26 １２ｍｍ（３２ｐｔ）※ 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小２ 音楽 音楽202 教育出版 26 １２ｍｍ（３２ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小２ 音楽 音楽202 教育出版 26 ７０ｐｔ モトヤ学参 豊明拡大写本たんぽぽ

小２ 音楽 音楽203 教育芸術社 26 １２ｍｍ（３２ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小２ 音楽 音楽203 教育芸術社 26 ２０Pt TBUD学参丸ゴシック Ａ 福岡アンパソ

小２ 国語 Ｂ-211/212 教育出版 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ）※ 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小２ 国語 国語201/202 東京書籍 26 １８、２２，２４，２６，３５ｐｔ 教科書体 Ｂ 茶 拡大写本のひろば

小２ 国語 国語209/210 光村図書 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小２ 国語 国語209/210 光村図書 26 １６ｍｍ（４０Pt) Ａ 厚木市点訳赤十字奉仕団拡大写本部

小２ 国語 国語209/210 光村図書 26 １３ｍｍ(３６Pt) Ｂ 厚木市点訳赤十字奉仕団拡大写本部

小２ 国語 国語209/210 光村図書 26 手書き､コピー　１２ｍｍ 教科書体 Ｂ 神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団拡大写本部会

小２ 国語 国語209/210 光村図書 26 ７０ｐｔ モトヤ学参 豊明拡大写本たんぽぽ

小２ 国語 国語209 光村図書 26 ４４Ｐｔ． ＴＢＵＤ学参丸ゴシック Ａ 坂戸拡大写本の会

小２ 国語 光村図書 26 ７０ｐｔ ＭＳゴシック Ａ 平塚点訳赤十字奉仕団拡大図書

小２
国語 国語201/202 東京書籍 26 ２１Pt

学参丸ゴシック（AR教科書
体M　含む）

Ａ 福岡アンパソ

小２ 国語 国語209/210 光村図書 26 ４０Pt TBUD学参丸ゴシック Ａ 福岡アンパソ

小２ 算数 算数201 東京書籍 26 手書き（３６ｐｔ） Ｂ 鶴見ブラインドメイト「ワルツ」

小２ 算数 算数201/202 東京書籍 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小２ 算数 算数205/206 学校図書 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小２ 算数 算数210/211 啓林館 26 ７０ｐｔ ＭＳゴシック 豊明拡大写本たんぽぽ

小２ 算数 算数210 啓林館 26 ２６Ｐｔ HR丸ゴシックMーＰＲＯ Ｂ 下丸子図書館拡大写本研究会

小２ 算数 算数211 啓林館 26 ２６Ｐｔ HR丸ゴシックMーＰＲＯ Ａ 下丸子図書館拡大写本研究会
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小２ 算数 算数205/206 学校図書 26 ２６Ｐｔ～３０Ｐｔ（以下でもＯＫ） ＭＳゴシック Ａ 岡山拡大写本の会

小２ 算数 算数201 東京書籍 26 ４４Ｐｔ． ＴＢＵＤ学参丸ゴシック Ａ 坂戸拡大写本の会

小２ 算数 学校図書 26 ７０ｐｔ ＭＳゴシック Ａ 平塚点訳赤十字奉仕団拡大図書

小２ 算数 算数201/202 東京書籍 26 ２０Pｔ、４０Pt TBUD学参丸ゴシック Ａ 福岡アンパソ

小２ 算数 算数210/211 啓林館 26 ２２ｐｔ ＭＳゴシック Ｂ 浦安拡大写本るーぺ

小２ 算数 算数210/211 啓林館 26 １８ｐｔ ＭＳゴシック Ｂ 浦安拡大写本るーぺ

小２ 書写 書写201 東京書籍 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小２ 書写 書写205 光村図書 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小２
書写 書写201 東京書籍 26 ２１Pt

学参丸ゴシック（AR教科書
体M　含む）

Ａ 福岡アンパソ

小２
みんなのど
うとく 鹿児島県版 学研 26 ２２Pt TBUD学参丸ゴシック Ａ 福岡アンパソ

小３ 音楽 音楽303 教育芸術社 26 １２ｍｍ（３２ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小３ 国語 国語301/302 東京書籍 26 １２ｍｍ（３２ｐｔ） 手書き Ｂ 拡大写本グループあい

小３ 国語 国語309 光村図書 26 ３０P　　２６P 教科書体 Ａ　 Ｂ 柏市拡大写本サークル

小３ 国語 国語309/310 光村図書 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小３ 国語 国語309/310 光村図書 26 １０ｍｍ 教科書体 Ｂ 神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団拡大写本部会

小３ 国語 国語307/308 教育出版 26 ２０ｐｔ ＡＲＰ教科書体Ｍ Ｂ 浦安拡大写本るーぺ

小３ 算数 算数301/302 東京書籍 26 １０ｍｍ 教科書体 Ｂ 神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団拡大写本部会

小３ 算数 算数303/304 大日本図書 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小３ 算数 算数310/311 啓林館 26 １２ｍｍ（３２ｐｔ） 手書き Ｂ 拡大写本グループあい

小３ 算数 算数310/311 啓林館 26 ２２ｐｔ ＭＳゴシック Ｂ 浦安拡大写本るーぺ

小３ 書写 書写301 東京書籍 26 １２ｍｍ（３２ｐｔ） 手書き Ｂ 拡大写本グループあい

小３ 書写 書写305 光村図書 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小３ 理科 理科302 大日本図書 26 ３２ｐｔ モトヤ教科書体 Ｂ 拡大写本グループあい

小３ 理科 理科302 大日本図書 26 ３６ｐｔ 学参極太丸ゴシック Ａ 拡大写本グループあい

小３ 理科 理科302 大日本図書 26 １０ｍｍ 教科書体 Ｂ 神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団拡大写本部会

小３ 理科 理科302 大日本図書 26 １８ｐｔ ＭＳゴシック Ｂ 浦安拡大写本るーぺ

小３ 副読本 足立区教育委員会 26 １８，２２，２４，２６，３０ｐｔ MSゴシック、学参丸ゴシック Ａ 拡大写本のひろば

小３
みんなのど
うとく 鹿児島県版 学研 26 ２２Pt TBUD学参丸ゴシック Ａ 福岡アンパソ

小３・４ 社会 社会301/302 東京書籍 26 ３２ｐｔ モトヤ教科書体 Ｂ 拡大写本グループあい

小３・４ 社会 社会301/302 東京書籍 26 ３６ｐｔ 学参極太丸ゴシック Ａ 拡大写本グループあい
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小３・４ 社会 社会305/306 光村図書 26 １０ｍｍ 教科書体 Ｂ 神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団拡大写本部会

小３・４ 図工 図工301 東京書籍 26 １２ｍｍ（３２ｐｔ） 手書き Ｂ 拡大写本グループあい

小３・４ 図工 図工302/303 開隆堂 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小３・４ 保健 保健301 東京書籍 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小３・４ 保健 保健302 大日本図書 26 １２ｍｍ（３２ｐｔ） 手書き Ｂ 拡大写本グループあい

小３・４
のびゆく鹿
児島

鹿児島県教育委
員会

26 ２２Pt TBUD学参丸ゴシック Ａ 福岡アンパソ

小４ 音楽 音楽402 教育出版 26 １２ｍｍ（３２ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小４ 音楽 音楽403 教育芸術社 26 ３０ｐｔ　　２６ｐｔ 丸ゴシック Ａ 　B 東住吉拡大写本グループ「さわやか」

小４ 音楽☆☆ おんがくC-112 東京書籍 26 ２６ｐｔ ＭＳゴシック Ｂ 浦安拡大写本るーぺ

小４ 国語 国語401/402 東京書籍 26
１０ｍｍ(３０Ｐｔ）～１３ｍｍ
（３４Ｐｔ）

手書き(教科書体) Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小４ 国語 国語409/410 光村図書 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小４ 国語 国語409/410 光村図書 26 １０ｍｍ Ｂ 拡大写本サークルつばさ

小４ 国語☆☆☆ こくごC-113 東京書籍 26 ２６ｐｔ ＭＳゴシック Ｂ 浦安拡大写本るーぺ

小４ 算数 算数401 東京書籍 26 １２ｍｍ（３２Pt) 教科書体 Ｂ まちだ拡大写本サークル

小４ 算数☆☆☆ さんすうC-114 教育出版 26 ２６ｐｔ ＭＳゴシック Ｂ 浦安拡大写本るーぺ

小４ 社会 なし 千葉県文化事業団 26 ２２P 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

小４ 社会 社会308 日本文教出版 26 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ ＭＳゴシック体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小４ 社副読本 （川越市） 中央社 26 ２８Ｐｔ． ＴＢＵＤ学参丸ゴシック Ａ 坂戸拡大写本の会

小４ 地図 地図402 帝国書院 26 ３０ｐ・２６P 学参丸ゴシック Ａ 四街道拡大写本の会

小４ 書写 書写401 東京書籍 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小４ 理科 理科404 学校図書 26 ３６ｐｔ 学参極太丸ゴシック Ａ 拡大写本グループあい

小４ 理科 理科402 大日本図書 26 ３０ｐｔ 丸ゴシック Ａ 東住吉拡大写本グループ「さわやか」

小４ 理科 理科403 大日本図書 26 ３０ｐｔ 丸ゴシック Ａ 東住吉拡大写本グループ「さわやか」

小５ 音楽 音楽502 教育出版 26 １２ｍｍ（３２ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小５ 音楽 音楽503 教育芸術社 26 １２ｍｍ（３２ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小５ 音楽 音楽503 教育芸術社 26 ２６P 丸ゴシック Ａ 柏市拡大写本サークル

小５ 音楽 音楽503 教育芸術社 26 ２６Pt MSゴシック Ａ 福岡アンパソ

小５ 国語 国語501/502 東京書籍 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小５ 国語 国語509 光村図書 26 １２ｍｍ（３２ｐｔ） 手書き Ｂ 拡大写本グループあい

小５ 国語 国語509 光村図書 26 ４８Ｐｔ ＨＧ教科書体／ＨＧ丸ゴシッ Ａ 下丸子図書館拡大写本研究会



4 / 15 ページ

学年 教科名 教科書番号 出版社名 年度
文字サイズ
※聴覚障害者用

フォント 判 反転 グループ名

小５ 国語 光村図書 26 １０ｍｍ 拡大写本グループＷＡ

小５ 国語 国語509 光村図書 26 ２２～２８Ｐｔ（以下でもＯＫ） 教科書体 Ａ ○ 岡山拡大写本の会

小５ 算数 算数503/504 大日本図書 26 ３２ｐｔ モトヤ教科書体 Ｂ 拡大写本グループあい

小５ 算数 算数510/511 啓林館 26 ３２ｐｔ 学参丸ゴシック Ｂ 拡大写本グループあい

小５ 算数 算数510/511 啓林館 26 ３６ｐｔ 学参太丸ゴシック Ａ 拡大写本グループあい

小５ 算数 教育出版 26 １０ｍｍ 拡大写本グループＷＡ

小５ 算数 算数501/202 東京書籍 26 ２２～２８Ｐｔ（以下でもＯＫ） ＭＳゴシック Ａ ○ 岡山拡大写本の会

小５ 算数 算数501 東京書籍 26 ３２Ｐｔ． ＴＢＵＤ学参丸ゴシック Ａ 坂戸拡大写本の会

小５ 算数 算数501/502 東京書籍 26 ３２Pt TBUD学参丸ゴシック Ａ 福岡アンパソ

小５ 社会 社会501 東京書籍 26 ３４Pt ＭＳゴシック Ａ 拡大写本こくぶんじ

小５ 社会 社会501/502 東京書籍 26 ３２ｐｔ 学参丸ゴシック Ｂ 拡大写本グループあい

小５ 社会 社会501/502 東京書籍 26 ３２ｐｔ モトヤ教科書体 Ｂ 拡大写本グループあい

小５ 社会 社会501/502 東京書籍 26 ３６ｐｔ 学参太丸ゴシック Ａ 拡大写本グループあい

小５ 社会 社会501/502 東京書籍 26 ３６ｐｔ 学参極太丸ゴシック Ａ 拡大写本グループあい

小５ 社会 社会501/502 東京書籍 26 ４０p(写真等説明３０ｐ） 学参丸ゴシック ＡB 四街道拡大写本の会

小５ 社会 社会509 日本文教出版 26 ２６P 丸ゴシック Ａ ○ 柏市拡大写本サークル

小５ 書写 書写501 東京書籍 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小５ 書写 書写504 教育出版 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小５ 書写 書写505 光村図書 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小５ 理科 理科501 東京書籍 26 ３６ｐｔ 学参極太丸ゴシック Ａ 拡大写本グループあい

小５ 理科 理科502 大日本図書 26 ３２ｐｔ モトヤ教科書体 Ｂ 拡大写本グループあい

小５ 理科 理科503 大日本図書 26 ３２ｐｔ モトヤ教科書体 Ｂ 拡大写本グループあい

小５ 理科 理科502 大日本図書 26 ３２ｐｔ 学参丸ゴシック Ｂ 拡大写本グループあい

小５ 理科 理科503 大日本図書 26 ３２ｐｔ 学参丸ゴシック Ｂ 拡大写本グループあい

小５ 理科 理科502 大日本図書 26 ３６ｐｔ 学参太丸ゴシック Ａ 拡大写本グループあい

小５ 理科 理科503 大日本図書 26 ３６ｐｔ 学参太丸ゴシック Ａ 拡大写本グループあい

小５ 理科 理科505 教育出版 26 ５０Ｐｔ ＭＳゴシック Ａ 豊島区立中央図書館ひかり文庫拡大写本グループ

小５・６ 家庭 家庭501 東京書籍 26 １２ｍｍ（３２ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小５・６ 家庭 家庭501 東京書籍 26 ２６P 丸ゴシック Ａ 柏市拡大写本サークル

小５・６ 家庭 家庭502 開隆堂 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい
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小５・６ 家庭 家庭502 開隆堂 26 ２６ｐｔ ＭＳゴシック ○ 豊明拡大写本たんぽぽ

小５・６ 図工 図工502 開隆堂 26 ２６P 丸ゴシック Ａ 柏市拡大写本サークル

小５・６ 図工 図工502/503 開隆堂 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小５・６ 図工 図工504 日本文教出版 26 ２６ｐｔ ＭＳゴシック ○ 豊明拡大写本たんぽぽ

小５・６ 図工 図工504/505 日本文教出版 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小５・６ 保健 保健501 東京書籍 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小５・６ 保健 保健502 大日本図書 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小６ 音楽 音楽602 教育出版 26 １２ｍｍ（３２ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小６ 音楽 音楽603 教育芸術社 26 ２０ｐｔ フェルトペン Ａ 山梨県拡大写本赤十字奉仕団

小６ 音楽 音楽603 教育芸術社 26 １１ｍｍ　（３２Pt） 手書き Ａ 拡大写本れんげの会

小６ 音楽 音楽Ｂ-601 教育出版 26 １２ｍｍ（３２ｐｔ）※ 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小６ 音楽 音楽603 教育芸術社 26 ３０Pt ＭＳゴシック Ａ 拡大写本こくぶんじ

小６ 国語 国語601 東京書籍 26 ３０P、２６P 教科書体 Ａ、Ｂ 柏市拡大写本サークル

小６ 国語 国語601/602 東京書籍 26 ３６ｐｔ 学参太丸ゴシック Ａ 拡大写本グループあい

小６ 国語 国語609 光村図書 26 ４４ｐｔ ＨＧＳ教科書体 Ａ 越谷市ボランティア連絡会拡大写本グループ

小６ 国語 国語609 光村図書 26 ３６ｐｔ モトヤ教科書体 Ａ 拡大写本グループあい

小６ 国語 国語609 光村図書 26 ３６ｐｔ 学参丸ゴシック Ａ 拡大写本グループあい

小６ 国語 国語609 光村図書 26 １４ｍｍ 教科書体 Ａ 拡大写本グループ　とんぼ

小６ 国語 国語609 光村図書 26 １１ｍｍ Ｂ 拡大写本サークルつばさ

小６ 国語 国語609 光村図書 26 ２０、１８ｐｔ フェルトペン Ａ ○ 山梨県拡大写本赤十字奉仕団

小６ 国語 国語609 光村図書 26 １２ｍｍ 手書き(教科書体) Ａ 下丸子図書館拡大写本研究会

小６ 国語 国語Ｂ-611 教育出版 26 １２ｍｍ（３２ｐｔ）※ 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小６ 国語 国語609　 光村図書 26 ２８ｐｔ Ｂ 泉佐野拡大写本グループ

小６ 国語 国語609　 光村図書 26 ３４ｐｔ ＭＳＰゴシック Ｂ 泉佐野拡大写本グループ

小６ 国語 国語609 光村図書 26 １２ｍｍ 一部ＰＣ Ｂ 拡大写本ルーペの会

小６ 算数 算数601/602 東京書籍 26 ４０ｐｔ ＭＳゴシック Ａ 越谷市ボランティア連絡会拡大写本グループ

小６ 算数 算数601/602 東京書籍 26 ３６ｐｔ モトヤ２ Ｂ 拡大写本サークルつばさ

小６ 算数 算数601/602 東京書籍 26 ３０Pｔ HR丸ゴシックMーＰＲＯ Ａ 下丸子図書館拡大写本研究会

小６ 算数 算数608/609 教育出版 26 　PC　(４８Pt) ferutpen Ａ 拡大写本グループ　とんぼ

小６ 算数 算数610/611 啓林館 26 ３６ｐｔ ゴシック体 Ａ 拡大写本グループあい

小６ 算数 算数610/611 啓林館 26 ３６ｐｔ 学参丸ゴシック Ａ 拡大写本グループあい
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小６ 算数 算数610 啓林館 26 ３０ｐｔ 丸ゴシック Ａ 東住吉拡大写本グループ「さわやか」

小６ 算数 学校図書 26 ３０ｐｔ
ＭＳゴシック・イワタ教科
書体(数)

Ａ 平塚点訳赤十字奉仕団拡大図書

小６ 算数 算数610/611 啓林館 26 ３４ｐｔ ＭＳＰゴシック Ｂ 泉佐野拡大写本グループ

小６ 算数 算数601/602 東京書籍 26 ９ｍｍ(２８ｐｔ) Ｂ 泉佐野拡大写本グループ

小６ 算数 算数608 教育出版 26 １２ｍｍ Ｂ 拡大写本ルーペの会

小６ 社会 社会601/602 東京書籍 26 ３６ｐｔ 学参丸ゴシック Ａ 拡大写本グループあい

小６ 社会 社会603 教育出版 26 ２０ｐｔ ＭＳゴシック Ａ ○ 山梨県拡大写本赤十字奉仕団

小６ 社会 社会603/604 教育出版 26 ３６ｐｔ モトヤ２ Ａ 拡大写本サークルつばさ

小６ 社会 社会603/604 教育出版 26 ３２ｐｔ 学参太丸ゴシック Ｂ 拡大写本グループあい

小６ 社会 社会607/608 日本文教出版 26 ３６ｐｔ モトヤ教科書体(数)ゴシック(文) Ａ 拡大写本グループあい

小６ 社会 社会609/610 日本文教出版 26 ３０Pｔ HR丸ゴシックMーＰＲＯ Ａ 下丸子図書館拡大写本研究会

小６ 社会 社会601 東京書籍 26 ３０Pt ＭＳゴシック Ａ 拡大写本こくぶんじ

小６ 社会 社会607/608 日本文教出版 26 ３４ｐｔ ＭＳＰゴシック Ａ 泉佐野拡大写本グループ

小６ 社会 社会603 教育出版 26 １２ｍｍ 一部ＰＣ Ｂ 拡大写本ルーペの会

小６ 書写 書写601 東京書籍 26 １２ｍｍ（３２ｐｔ） 手書き Ｂ 拡大写本グループあい

小６ 書写 書写604 教育出版 26 １５ｍｍ（３６ｐｔ） 手書き Ａ 拡大写本グループあい

小６ 書写 書写604 教育出版 26 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ 教科書体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小６ 理科 理科601 東京書籍 26 １０ｍｍ 手書き（ゴシック） Ａ 下丸子図書館拡大写本研究会

小６ 理科 理科602 大日本図書 26 ３６ｐｔ 学参丸ゴシック Ａ 拡大写本グループあい

小６ 理科 理科603 大日本図書 26 ３６ｐｔ 学参丸ゴシック Ａ 拡大写本グループあい

小６ 理科 理科604 学校図書 26 ３２ｐｔ 学参太丸ゴシック Ｂ 拡大写本グループあい

小６ 理科 理科605 教育出版 26 ３６ｐｔ モトヤ教科書体 Ａ 拡大写本グループあい

小６ 理科 理科605 教育出版 26 ３６ｐｔ モトヤ２ Ａ 拡大写本サークルつばさ

小６ 理科 理科607 啓林館 26 ３０ｐｔ 丸ゴシック Ａ 東住吉拡大写本グループ「さわやか」

小６ 理科 理科607 啓林館 26 ２８ｐｔ ＭＳＰゴシック Ａ 泉佐野拡大写本グループ

小６ 理科 理科607 啓林館 26 １２ｍｍ Ｂ 拡大写本ルーペの会

小６
みんなの道
徳 鹿児島県版 学研 26 ２２Pt TBUD学参丸ゴシック Ａ 福岡アンパソ

小３ 書写 書写301 東京書籍 23 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ 教科書体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小３ 理科 理科307 啓林館 23
１０ｍｍ(３０Ｐｔ）～１３ｍｍ
（３４Ｐｔ）

手書き(ゴシック体) Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会



7 / 15 ページ

学年 教科名 教科書番号 出版社名 年度
文字サイズ
※聴覚障害者用

フォント 判 反転 グループ名

小５ 国語 国語509/510 光村図書 23
１０ｍｍ(３０Ｐｔ）～１３ｍｍ
（３４Ｐｔ）

手書き(教科書体) Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小５ 理科 理科502/503 大日本図書 23 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ ＭＳゴシック体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小６ 国語 国語609/610 光村図書 23 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ 教科書体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小６ 理科 理科607 啓林館 23 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ ＭＳゴシック体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小３ 国語 国語309/310 光村図書 24 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ 教科書体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小３ 算数 算数312/313 日本文教 24 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ ＭＳゴシック体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小４ 書写 書写404 教育出版 24 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ 教科書体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小４ 理科 理科407 啓林館 24 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ ＭＳゴシック体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小４ 音楽 音楽403 教育芸術社 24 １２ｍｍ（３４Pt）コピー製作可 手書き Ａ 拡大写本れんげの会

小５ 国語 国語501/502 東京書籍 24
１０ｍｍ(３０Ｐｔ）～１３ｍｍ
（３４Ｐｔ）

手書き(教科書体) Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小５ 算数 算数512/513 日本文教 24
１０ｍｍ(３０Ｐｔ）～１３ｍｍ
（３４Ｐｔ）

手書き(ゴシック体) Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小５ 書写 書写501 東京書籍 24 ３０Ｐｔ～３４Ｐｔ 教科書体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小５ 図工 図工504/505 日本文教出版 24 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ ＭＳゴシック体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小６ 算数 算数601/602 東京書籍 24 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ ＭＳゴシック体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小６ 社会 社会601/602 東京書籍 24 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ ＭＳゴシック体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小１ 国語 国語101/102 東京書籍 25
１０ｍｍ(３０Ｐｔ）～１３ｍｍ
（３４Ｐｔ）

手書き(教科書体) Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小１ 国語 国語109/110 光村図書 25 コピー　１２ｍｍ 教科書体 Ｂ 神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団拡大写本部会

小１ 書写 書写101 東京書籍 25 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ 教科書体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小１ 図工 図工104/105 日本文教出版 25 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ ＭＳゴシック体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小２ 算数 算数212/213 日本文教 25 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ ＭＳゴシック体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小３ 図工 図工304/305 日本文教出版 25 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ ＭＳゴシック体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小４ 国語 国語409/410 光村図書 25
９ｍｍ（２８Ｐｔ）～１３ｍｍ（３
４Ｐｔ）

手書き(教科書体) Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小４ 算数 算数412/413 日本文教 25 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ ＭＳゴシック体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小5 国語 国語501/502 東京書籍 25 ３４ｐｔ イワタ教科書対 Ａ 東住吉拡大写本グループ「さわやか」

小５ 算数 算数501/502 東京書籍 25 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ ＭＳゴシック体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小5 算数 算数510/511 啓林館 25 ３４ｐｔ 丸ゴシック Ａ 東住吉拡大写本グループ「さわやか」

小５ 書写 書写504 教育出版 25 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ 教科書体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小５ 理科 理科507 啓林館 25
１０ｍｍ(３０Ｐｔ）～１３ｍｍ
（３４Ｐｔ）

手書き(ゴシック体) Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会
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小５ 音楽 音楽503 教育芸術社 25 １２ｍｍ（３４Pt）コピー製作可 手書き Ａ 拡大写本れんげの会

小６ 国語 国語601/602 東京書籍 25
１０ｍｍ(３０Ｐｔ）～１３ｍｍ
（３４Ｐｔ）

手書き(教科書体) Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小６ 算数 算数612/613 日本文教 25 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ ＭＳゴシック体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小６ 社会 社会603/604 教育出版 25 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ ＭＳゴシック体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小６ 社会 社会607/608 日本文教出版 25 ２８Ｐｔ～３４Ｐｔ ＭＳゴシック体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会

小６ 書写 書写601 東京書籍 25 ３０Ｐｔ～３４Ｐｔ 教科書体 Ｂ 小林聖心女子学院たんぽぽ会
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中１ 英語 英語721 東京書籍 26 ３９ｐｔ 教科書体 Ａ 神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団拡大写本部会

中１ 英語 英語722 開隆堂 26 ２２P 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

中１ 音楽 音楽721 教育出版 26 ２２P 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

中１ 音楽 音楽723 教育芸術社 26 ２６ｐｔ ＭＳゴシック Ａ 岐阜アソシア拡大写本グループ

中１ 音楽 音楽723 教育芸術社 26 ２２P 丸ゴシック Ａ ○ 柏市拡大写本サークル

中１ 音楽 音楽C-711 東京書籍 26 ２６ｐ 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

中１ 音楽 器楽771 教育出版 26 ２２P 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

中１ 音楽 器楽772 教育芸術社 26 ２６ｐｔ ＭＳゴシック Ａ 岐阜アソシア拡大写本グループ

中１ 音楽 器楽772 教育芸術社 26 ２２P 丸ゴシック Ａ ○ 柏市拡大写本サークル

中１ 音楽 音楽723 教育芸術社 26 ２２ｐｔ ＭＳゴシック Ａ 浦安拡大写本るーぺ

中１ 音楽 器楽771 教育出版 26 ２２ｐｔ ＭＳゴシック Ａ 浦安拡大写本るーぺ

中１ 音楽 音楽723 教育芸術社 26 ３９ｐｔ Ａ 拡大写本ルーペの会

中１ 家庭 家庭723 開隆堂 26 １３ｍｍ(３６Pt) Ａ 厚木市点訳赤十字奉仕団拡大写本部

中１ 家庭 家庭723 開隆堂 26 ２２P 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

中１ 技術 技術723 開隆堂 26 ２２P 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

中１ 技術・家庭 技術723 開隆堂 26 ４０ｐｔ ＭＳゴシック Ａ 平塚点訳赤十字奉仕団拡大図書

中１ 国語 国語☆☆☆☆東京書籍 26 ２６ｐ 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

中１ 国語 国語723 三省堂 26 ３２ｐｔ モトヤ教科書体 Ａ 拡大写本グループあい

中１ 国語 国語724 三省堂 26 ３２ｐｔ モトヤ教科書体 Ａ 拡大写本グループあい

中１ 国語 国語725 光村図書 26 ２２P 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

中１ 国語 国語726 光村図書 26 ３２ｐｔ ゴシック体 Ｂ 拡大写本グループあい

中１ 国語 国語726 光村図書 26 ２２Ｐ 教科書体 Ａ ○ 拡大写本みえの会

中１ 国語 国語726 光村図書 26 ３９ｐｔ 特太教科書体 Ｂ 金沢こだまの会拡大写本グループ

中１ 国語 国語726 光村図書 26 ７ｍｍ 教科書体 Ｂ 神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団拡大写本部会

中１ 国語 国語726 光村図書 26 ３０P、２６P 教科書体 Ａ、Ｂ 柏市拡大写本サークル

中1 書写 書写721 東京書籍 26 ２２Ｐｔ ＭＳゴシック Ａ ○ 豊島区立中央図書館ひかり文庫拡大写本グループ
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中１ 社会 地理722 教育出版 26 ３９ｐｔ ゴシック Ａ 鶴見ブラインドメイト「ワルツ」

中１ 社会 地理722 教育出版 26 ４２ｐｔ 教育書体特太 Ａ 鶴見ブラインドメイト「ワルツ」

中１ 歴史 歴史721 東京書籍 26 ２２P 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

中１ 歴史 歴史722 教育出版 26 １３ｍｍ 教科書体 Ａ 神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団拡大写本部会

中1 歴史 歴史725 日本文教 26 ２２Ｐｔ ＭＳゴシック Ａ ○ 豊島区立中央図書館ひかり文庫拡大写本グループ

中１ 地理 地理721 東京書籍 26 ２２P 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

中１ 地理 地理722 教育出版 26 ２２Ｐ 学参ゴシック Ａ ○ 拡大写本みえの会

中１ 地図 地図722 帝国書院 26 ２２P 学参丸ゴシック Ａ 四街道拡大写本の会

中１ 数学 数学☆☆☆☆教育出版 26 ２６ｐ 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

中１ 数学 数学722 大日本図書 26 ３２ｐｔ モトヤ教科書体 Ｂ 拡大写本グループあい

中１ 数学 数学725 啓林館 26 ２２P 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

中１ 数学 数学725 啓林館 26 ２４ｐｔ ＭＳゴシック Ａ 浦安拡大写本るーぺ

中１ 美術 美術722 光村図書 26 ２２P 丸ゴシック Ａ ○ 柏市拡大写本サークル

中１ 美術 美術724 日本文教出版 26 ４２ｐｔ 教科書体 Ａ 神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団拡大写本部会

中１ 保体 保体722 大日本図書 26 ２２P 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

中１ 理科 理科721 東京書籍 26 ３２ｐｔ ゴシック体 Ｂ 拡大写本グループあい

中１ 理科 理科722 大日本図書 26 ２２P 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

中1 理科 理科721 東京書籍 26 ２２Ｐｔ ＭＳゴシック Ａ ○ 豊島区立中央図書館ひかり文庫拡大写本グループ

中１・２地理 地理723 帝国書院 26 ３２ｐｔ モトヤ教科書体 Ｂ 拡大写本グループあい

中１－３音楽 器楽772 教育芸術社 26 ３４Pt　ルビ２ 学参丸ゴシック Ａ 拡大写本れんげの会

中１－３歴史 歴史724 帝国書院 26 ３２ｐｔ モトヤ教科書体 Ｂ 拡大写本グループあい

中２ 英語 英語808 東京書籍 26 ２２ｐｔ 学参丸ゴシック Ａ 拡大写本郡山かわずの会

中２ 英語 英語821 東京書籍 26 １６Pt HG明朝E Ｂ すみれの会

中２ 英語 英語821 東京書籍 26 ３６ｐｔ モトヤ教科書体 Ａ 拡大写本グループあい

中２ 英語 英語821 東京書籍 26 ４５ｐｔ（英）３７センチュリー(英)ＭＳゴシック(日) Ａ 拡大写本ボランティアグループのあざみ

中２ 英語 英語821 東京書籍 26 １６ｍｍ 教科書体 Ｂ 神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団拡大写本部会
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中２ 英語 英語822 開隆堂 26 学校の要望で部手書き 横須賀市点訳奉仕会拡大写本部会

中２ 英語 英語822 開隆堂 26 ２６ｐ 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

中２ 英語 英語822 開隆堂 26 ２２P、２６P 丸ゴシック Ａ、Ｂ 柏市拡大写本サークル

中２ 英語 英語824 三省堂 26 ２６ｐｔ モトヤ４ Ｂ 拡大写本サークルつばさ

中２ 国語 国語824 三省堂 26 １５ｍｍ(４２Pt) Ａ 綾瀬市拡大写本奉仕会ほたるの会

中２ 国語 国語826 光村図書 26 ２４Pｔ HR丸ゴシックMーＰＲＯ Ａ 下丸子図書館拡大写本研究会

中２ 国語 国語826 光村図書 26 １４Pt 教科書体 Ｂ すみれの会

中２ 国語 国語826 光村図書 26 学校の要望で部MSゴシック 横須賀市点訳奉仕会拡大写本部会

中２ 国語 国語826 光村図書 26 ３６ｐｔ モトヤ教科書体 Ａ 拡大写本グループあい

中２ 国語 国語826 光村図書 26 ３７ｐｔ(ルビ２７イワタ教科書体Ｄ太 Ａ 拡大写本ボランティアグループのあざみ

中２ 国語 国語826 光村図書 26 １６ｍｍ(１～４章のみ) Ｂ ○ 拡大写本ボランティアグループのあざみ

中２ 国語 国語826 光村図書 26 １６ｍｍ 教科書体 Ｂ ○ 神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団拡大写本部会

中２ 国語 国語826 光村図書 26 ２２P 教科書体 Ａ 柏市拡大写本サークル

中２ 国語 国語823 三省堂 26 １５ｍｍ(４２Pt) Ａ 綾瀬市拡大写本奉仕会ほたるの会

中２ 数学 数学821 東京書籍 26 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ

中２ 数学 数学821 東京書籍 26 ２２P 丸ゴシック Ａ 柏市拡大写本サークル

中２ 数学 数学823 学校図書 26 ２６ｐｔ モトヤ４ Ｂ 拡大写本サークルつばさ

中２ 数学 数学825 啓林館 26 ３６ｐｔ モトヤ教科書体 Ａ 拡大写本グループあい

中２ 数学 数学826 数研出版 26 １６ｍｍ 教科書体 Ｂ 神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団拡大写本部会

中２ 理科 理科821 東京書籍 26 １６ｍｍ 教科書体 Ｂ 神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団拡大写本部会

中２ 理科 理科821 東京書籍 26 ２２P 丸ゴシック Ａ 柏市拡大写本サークル

中２ 理科 理科822 大日本図書 26 ３６ｐｔ モトヤ教科書体 Ａ 拡大写本グループあい

中２ 理科 理科825 啓林館 26 １４Pt 教科書体 Ｂ すみれの会

中２ 理科 理科826 啓林館 26 １４Pt 教科書体 Ｂ すみれの会

中２ 科学 理科821 東京書籍 26 ２６ｐｔ モトヤ４ Ｂ 拡大写本サークルつばさ

中２・３音楽 音楽823 教育芸術社 26 ２２P 丸ゴシック Ａ 柏市拡大写本サークル
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中２・３音楽 音楽823/824 教育芸術社 26 ２２ｐｔ ＭＳゴシック Ａ 越谷市ボランティア連絡会拡大写本グループ

中２・３書写 書写722 東京書籍 26 ３６ｐｔ モトヤ教科書体 Ａ 拡大写本グループあい

中２・３美術 美術822/823 光村図書 26 ３６ｐｔ モトヤ教科書体 Ａ 拡大写本グループあい

中２・３美術 美術824 日本文教出版 26 ２２P 丸ゴシック Ａ 柏市拡大写本サークル

中３ 英語 英語922 開隆堂 26 片面Ｂ4へ拡大コピー Ｂ 綾瀬市拡大写本奉仕会ほたるの会

中３ 英語 英語923 学校図書 26 ３２Pｔ HR丸ゴシックMーＰＲＯ Ａ 下丸子図書館拡大写本研究会

中３ 英語 英語924 三省堂 26 ３０P、２６P 丸ゴシック Ａ、Ｂ 柏市拡大写本サークル

中３ 英語 英語921 東京書籍 26 ５４Pt ＭＳゴシック Ａ 拡大写本こくぶんじ

中３ 公民 公民921 教育出版 26 ３２ｐｔ 学参太丸ゴシック Ｂ 拡大写本グループあい

中３ 公民 公民921 東京書籍 26 片面Ｂ４へ拡大コピー Ｂ 綾瀬市拡大写本奉仕会ほたるの会

中３ 公民 公民922 教育出版 26 ３０P、２６P 丸ゴシック Ａ、Ｂ 柏市拡大写本サークル

中３ 公民 公民921 東京書籍 26 ５２Pt ＭＳゴシック Ａ 拡大写本こくぶんじ

中３ 社会 公民928 育鵬社 26 ２６Ｐｔ HR丸ゴシックMーＰＲＯ Ａ 下丸子図書館拡大写本研究会

中３ 国語 国語923 三省堂 26 ５２ｐ MSゴシック Ａ 四街道拡大写本の会

中３ 国語 国語924 三省堂 26 ５２ｐ MSゴシック Ａ 四街道拡大写本の会

中３ 国語 国語926 光村図書 26 ３６ｐｔ 学参太丸ゴシック Ａ 拡大写本グループあい

中３ 国語 国語926 光村図書 26 ３０P、２６P 教科書体 Ａ、Ｂ 柏市拡大写本サークル

中３ 国語 国語926 光村図書 26 片面Ｂ4へ拡大コピー Ｂ 綾瀬市拡大写本奉仕会ほたるの会

中３ 数学 数学923 学校図書 26 ３０P　　２６P 丸ゴシック Ａ　 Ｂ 柏市拡大写本サークル

中３ 数学 数学923 学校図書 26 片面Ｂ4へ拡大コピー Ｂ 綾瀬市拡大写本奉仕会ほたるの会

中３ 数学 数学925 啓林館 26 ５２ｐ ＭＳゴシック Ａ 四街道拡大写本の会

中３ 数学 数学926 数研出版 26 ３２ｐｔ 学参太丸ゴシック Ｂ 拡大写本グループあい

中３ 理科 理科921 東京書籍 26 ３２ｐｔ 学参太丸ゴシック Ｂ 拡大写本グループあい

中３ 理科 理科923 学校図書 26 ３０P　　２６P 丸ゴシック Ａ　 Ｂ 柏市拡大写本サークル

中３ 理科 理科921 東京書籍 26 ５２Ｐｔ ＭＳゴシック Ａ 豊島区立中央図書館ひかり文庫拡大写本グループ

中３ 科学 理科921 東京書籍 26 片面Ｂ4へ拡大コピー Ｂ 綾瀬市拡大写本奉仕会ほたるの会
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中１・２地理 地理721 東京書籍 24 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ

中２ 英語 英語822 開隆堂 24 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ

中２ 国語 国語826 光村図書 24 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ

中２ 数学 数学821 東京書籍 24 １６Pt ＭＳゴシック Ａ 拡大写本こくぶんじ

中２ 理科 理科821 東京書籍 24 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ

中２・３音楽 音楽823 教育芸術社 24 １４Pt、２６Pt 原本教科書通り、ＭＳゴシック Ａ 拡大写本こくぶんじ

中２・３音楽 音楽824 教育芸術社 24 １４Pt、２６Pt 原本教科書通り、ＭＳゴシック Ａ 拡大写本こくぶんじ

中３ 英語 英語924 三省堂 24 ２８Pt ＭＳゴシック Ａ 拡大写本こくぶんじ

中３ 公民 公民921 東京書籍 24 ２８Pt ＭＳゴシック Ａ 拡大写本こくぶんじ

中３ 公民 公民923 清水書院 24 ２８Pt ＭＳゴシック Ａ 拡大写本こくぶんじ

中３ 国語 国語926 光村図書 24 ２８Pt ＭＳゴシック Ａ 拡大写本こくぶんじ

中３ 数学 数学921 東京書籍 24 ２８Pt ＭＳゴシック Ａ 拡大写本こくぶんじ

中３ 数学 数学925 啓林館 24 ２８Pt ＭＳゴシック Ａ 拡大写本こくぶんじ

中１ 音楽 音楽721 教育出版 25 ２１Pt ＭＳゴシック Ａ 拡大写本こくぶんじ

中１－３音楽 器楽772 教育芸術社 25 ２１Pt ＭＳゴシック Ａ 拡大写本こくぶんじ

中３ 英語 英語922 開隆堂 25 14Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ

中３ 公民 公民921 東京書籍 25 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ

中３ 国語 国語926 光村図書 25 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ

中３ 国語 国語926　 光村図書 25 ３０ｐｔ ＦＣ教科書体 Ｂ 拡大写本グループｅｙｅ・キャン

中３ 数学 数学921 東京書籍 25 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ

中３ 理科 理科921 東京書籍 25 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ
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高 英語 オⅡ004 文英堂 26 ２６P MSゴシック B 四街道拡大写本の会

高 英語 コⅡ304 開隆堂 26 １６P 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

高 英語 英Ⅱ039 東京書籍 26 ２６P MSゴシック B 四街道拡大写本の会

高 英語 英語308 三省堂 26 ２６P 丸ゴシック Ａ ○ 柏市拡大写本サークル

高 英語 英R045 文英堂 26 ２２ｐｔ 原本に則し Ａ 東住吉拡大写本グループ「さわやか」

高 家庭 家総304 開隆堂 26 １６P・２２P 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

高 国語(現代文) 301 東京書籍 26 ２６P 丸ゴシック Ａ ○ 柏市拡大写本サークル

高 国語 国表302 第一学習社 26 １６P 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

高 社会 なし 学事出版 26 ２２P 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

高 社会 なし ジアース教育 26 ２２P・３６P 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

高 社会 なし 東洋館出版 26 ２２P・３６P 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

高 社会 現社023 帝国書院 26 ２６P MSゴシック B 四街道拡大写本の会

高 現代社会 現社027 清水 26 ２２ｐｔ 丸ゴシック Ａ 東住吉拡大写本グループ「さわやか」

高 地理 地理306 帝国書院 26 ２６Ｐｔ ＭＳゴシック Ａ ○ 豊島区立中央図書館ひかり文庫拡大写本グループ

高 数学 数Ｂ309 数研 26 ２２ｐｔ ＭＳゴシック Ｂ 拡大写本のひろば

高 数学 数Ⅱ309 数研 26 ２２ｐｔ ＭＳゴシック Ｂ 浦安拡大写本るーぺ

高 福祉 福祉301 実教出版 26 ２２P 学参丸ゴシック B 四街道拡大写本の会

高 理科 物基310 第一学習社 26 ２６P MSゴシック B 四街道拡大写本の会

高 理科 化基302 東京書籍 26 ２６P 丸ゴシック Ａ ○ 柏市拡大写本サークル

高 理科 生基303 実教出版 26 ２２ｐｔ ＭＳゴシック Ｂ 拡大写本のひろば

高 生物 生物304 第一学習社 26 ２２ｐｔ ＭＳゴシック Ｂ 浦安拡大写本るーぺ

高 地学 地学302 実教出版 26 ２２ｐｔ ＭＳゴシック Ｂ 浦安拡大写本るーぺ

高 国語 現文046 第一学習社 24 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ

高 国語 古典047 桐原書店 24 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ

高 国語 古典048 桐原書店 24 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ

高 社会 現社026 第一学習社 24 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ

高 数学 数Ⅱ031 数研 24 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ

高 理科 化Ⅰ013 東京書籍 24 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ

高 英語 英Ⅰ042 三省堂 25 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ
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高 英語Ⅱ 英Ⅱ055 文英堂 25 ２２ｐｔ 原本に則し Ａ 東住吉拡大写本グループ「さわやか」

高 現代文 現文053 大修館 25 ２２ｐｔ 丸ゴシック Ａ 東住吉拡大写本グループ「さわやか」

高 国語 国総037 明治書院 25 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ

高 古典　漢文編 古典008 教出 25 ２２ｐｔ 丸ゴシック Ａ 東住吉拡大写本グループ「さわやか」

高 古典　古文編 古典007 教出 25 ２２ｐｔ 丸ゴシック Ａ 東住吉拡大写本グループ「さわやか」

高 社会 世Ａ017 山川出版 25 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ

高 社会 政経017 清水書院 25 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ

高 社会 日Ａ013 山川出版 25 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ

高 数学 数Ⅰ312 数研 25 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ

高 数学 数Ａ312 数研 25 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ

高 世界史B 世B016 山川 25 ２２ｐｔ 丸ゴシック Ａ 東住吉拡大写本グループ「さわやか」

高 地図 地図016 帝国 25 Ａ３に拡大 Ａ 東住吉拡大写本グループ「さわやか」

高 地理A 地A013 帝国 25 ２２ｐｔ 丸ゴシック Ａ 東住吉拡大写本グループ「さわやか」

高 理科 科人302 啓林館 25 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ

高 理科 物基304 実教出版 25 １４Pt 原本教科書通り Ａ 拡大写本こくぶんじ
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