
報告資料 

県立特別支援学校（小学部・中学部）の採択のしくみ 
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選定理由の審査 

提出 

採択（教育長専決） 

 

無償給与担当者会議 

○教科書選定上の留意事項及び 

採択事務処理等に関すること 

使用教科書の選定作業 指導・助言 

 

 

選定理由書及び 

需要数票の作成 聞き取り調査 



県立特別支援学校小学部 
 

１ 文部科学省検定済教科書 

（１）文部科学省検定済教科書 

   国  語：教育出版２８校 光村図書出版４校 

   書  写：教育出版２９校 光村図書出版３校  

   社  会：東京書籍３１校 教育出版１校  

   地  図：帝国書院２２校 東京書籍１０校 

   算  数：啓林館１７校 東京書籍１２校 学校図書３校 

   理  科：大日本図書２８校 東京書籍３校 啓林館１校 

   生  活：大日本図書２８校 啓林館３校 教育出版１校 

   音  楽：教育芸術社２１校 教育出版１１校  

   図画工作：開隆堂出版１８校 日本文教出版１４校  

   家  庭：開隆堂出版３２校 

   保  健：東京書籍１３校 学研教育みらい１１校 大日本図書８校 

道  徳：日本文教出版２校 東京書籍１３校 学研教育みらい３校 光文書院４校 

     教育出版８校 光村図書出版２校 

 

２ 文部科学省著作教科書 

（１）文部科学省著作教科書―小学部視覚障害者用（点字版） 

     国  語：２校  社  会：２校  算  数：２校  理  科：２校 

道  徳：２校 

 

  （２）文部科学省著作教科書―小学部聴覚障害者用 

     国  語：２校  音  楽：１校 

 

  （３）文部科学省著作教科書―小学部知的障害者用 

     こ く ご： ☆３２校  ☆☆  ３２校           ☆☆☆ ３１校 

     さんすう： ☆３２校  ☆☆１ ３２校  ☆☆２ ３２校  ☆☆☆ ３１校 

     おんがく： ☆２７校  ☆☆  ２７校           ☆☆☆ ２７校 

   

３ 学校教育法附則第９条の規定による教科用図書 

（１）学校教育法附則第９条の規定による教科用図書（点字版） 

     社会（地図）（原典なし＝日本ライトハウス）：１校 

     音楽（原典＝教育芸術社→日本ライトハウス）：１校 

     家庭（原典＝開隆堂出版→ヘレンケラー協会）：１校 

     保健（原典＝学研教育みらい→日本ライトハウス）：１校 

 

  （２）学校教育法附則第９条の規定による教科用図書（拡大教科書） 

     国語（原典＝光村図書→四街道写本の会、光村図書）：１校 

     書写（原典＝光村図書→四街道写本の会、光村図書）：１校 

     社会（原典＝東京書籍→四街道写本の会、東京書籍）：１校 

     地図（原典＝帝国書院→四街道写本の会、帝国書院）：１校 

     算数（原典＝東京書籍→四街道写本の会、東京書籍）：１校 

     理科（原典＝東京書籍→四街道写本の会、東京書籍）：１校 

     生活（原典＝大日本図書→大日本図書）：１校 

     音楽（原典＝教育芸術社→四街道写本の会、教育芸術社）：１校 

     図画工作（原典＝開隆堂出版→四街道写本の会、開隆堂出版）：１校 

     家庭科（原典＝開隆堂出版→四街道写本の会、開隆堂出版）：１校 

     保健（原典＝学研教育みらい→四街道写本の会、学研教育みらい）：１校 

道徳（原典＝教育出版→四街道写本の会、教育出版）：１校 



                           

  （３）文部科学省検定済教科書，著作教科書を下学年使用するため学校教育法附則第９条の規定によ

り教科用図書とする 

ひろがることば しょうがくこくご １（教育出版）上：１校、下：１校 

ひろがることば 小学国語 ２（教育出版）上：１校、下：２校 

ひろがる言葉  小学国語 ３（教育出版）上：１校、下：１校 

小学 書写 ３（教育出版）：１校 

新編 新しい社会３・４（東京書籍）上：１校、下：１校 

わくわく さんすう１（啓林館）：１校 

わくわく 算数２（啓林館）下：１校 

わくわく 算数３（啓林館）上：１校、下：１校 

新版 たのしい理科３年（大日本図書）：１校 

小学生の音楽 ３（教育芸術社）：１校 

図画工作 ３・４ 見つけたよ ためしたよ（日本文教出版）上：１校、下：１校 

新編 新しいほけん３・４（東京書籍）：１校 

新しいどうとく ３（東京書籍）：１校 

みんなでかんがえ、はなしあう しょうがくせいのどうとく１（廣済堂あかつき）：１校 

じぶんをみつめ、かんがえる どうとくノート１（廣済堂あかつき）：１校 

みんなで考え、話し合う 小学生のどうとく２（廣済堂あかつき）：１校 

自分を見つめ、考える どうとくノート２（廣済堂あかつき）：１校 

しょうがくどうとく いきる ちから １・どうとくノート（日本文教出版）：１校 

小学どうとく 生きる 力 ２・どうとくノート（日本文教出版）：１校 

みんなのどうとく１ねん（学研教育みらい）：１校 

みんなのどうとく２年（学研教育みらい）：１校 

かがやけみらい しょうがっこう どうとく １ねん よみもの・かつどう（学校図書）：１校 

しょうがく どうとく ゆたかな こころ １ねん（光文書院）：１校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

中学部 
 

1 文部科学省検定済教科書 

（１）文部科学省検定済教科書   

国  語：教育出版２１校 光村図書出版１０校 

   書  写：教育出版２９校 光村図書出版３校  

   社  会（地理的分野）：東京書籍２８校 教育出版２校 帝国書院１校 

社  会（歴史的分野）：東京書籍２６校 教育出版４校 帝国書院１校 

   社  会（公民的分野）：東京書籍２８校 教育出版２校 日本文教出版１校 

   社  会（地  図）：帝国書院３１校 

   数  学：啓林館２１校 学校図書７校 東京書籍３校 

   理  科：大日本図書２８校 東京書籍１校 啓林館２校 

   音  楽（一  般）：教育芸術社２６校 教育出版５校 

   音  楽（器楽合奏）：教育芸術社１９校 教育出版１２校 

   美  術：開隆堂出版１８校 日本文教出版９校 光村図書出版４校 

   保健体育：東京書籍１２校 学研教育みらい７校 大日本図書１０校 大修館２校 

技術・家庭（技術分野）：開隆堂出版２５校 東京書籍６校 

     技術・家庭（家庭分野）：開隆堂出版２６校 東京書籍５校 

     英語：開隆堂出版１５校 三省堂６校 東京書籍４校 学校図書２校 教育出版４校 

 

  2 文部科学省著作教科書 

（１）文部科学省著作教科書―中学部視覚障害者用（点字版） 

     国語：２校 社会：２校 数学：２校 理科：２校 英語：２校 

   

（２）文部科学省著作教科書―中学部聴覚障害者用 

     国語（言語編）：２校 

   

（３）文部科学省著作教科書―中学部知的障害者用 

     国語☆☆☆☆：３１校 数学☆☆☆☆：３１校 音楽☆☆☆☆：３０校 

  
  ３ 学校教育法附則第９条の規定による教科用図書 

  （１）学校教育法附則第９条の規定による教科用図書（点字版） 

     社会（地図）（原典＝なし→東京点字出版所）：１校 

     音楽（原典＝教育芸術社→日本ライトハウス）：１校 

     保健体育：（原典＝学研教育みらい→日本ライトハウス）１校 

技術・家庭（原典＝開隆堂出版→ヘレンケラー協会）：１校 

 

（２）学校教育法附則第９条の規定による教科用図書（拡大教科書） 

     国語（原典＝光村図書→四街道拡大写本の会、光村図書）：１校 

     社会〔地・歴・公〕（原典＝教育出版→四街道拡大写本の会、教育出版）：１校 

     社会〔地図〕（原典＝帝国書院→四街道拡大写本の会、帝国書院）：１校 

     数学（原典＝学校図書→四街道拡大写本の会、学校図書）：１校 

     理科（原典＝東京書籍→四街道拡大写本の会、東京書籍）：１校 

     音楽〔一般・器楽〕（原典＝教育芸術社→四街道拡大写本の会、教育芸術社）：１校 

     美術（原典＝開隆堂出版→四街道拡大写本の会、開隆堂出版）：１校 

     保健体育（原典＝学研教育みらい→四街道拡大写本の会、学研教育みらい）：１校 

     技術・家庭（原典＝開隆堂出版→四街道拡大写本の会、開隆堂出版）：１校 

     外国語〔英語〕（原典＝東京書籍→四街道拡大写本の会、東京書籍）：１校 

 

 



                           

  （３）文部科学省検定済教科書、著作教科書を下学年使用するため学校教育法附則第９条の規定により

教科用図書とする 

楽しく学ぶ 小学生の地図帳 ４・５・６年（帝国書院）：１校 

わくわく さんすう１（啓林館）：１校 

わくわく 算数３（啓林館）上：２校、下：２校 

中学校数学１（学校図書）：２校 

新版 たのしい理科４年（大日本図書）：１校 

中学生の音楽 １（教育芸術社）：１校 

新編 新しい保健体育（東京書籍）：１校 

ＳＵＮＳＨＩＮＥ ＥＮＧＬＩＳＨ ＣＯＵＲＳＥ１（開隆堂）：１校 

点字教科書中１年 数学１－１～１－１０（日本ライトハウス）：１校 

拡大教科書中１年 新編 新しい科学１～３（東京書籍）：１校 

 

文科省著作小学部知的障害者用 こくご☆：２４校 

文科省著作小学部知的障害者用 こくご☆☆：２４校 

文科省著作小学部知的障害者用 こくご☆☆☆：２４校 

文科省著作小学部知的障害者用 さんすう☆：２４校 

文科省著作小学部知的障害者用 さんすう☆☆（１）：２４校 

文科省著作小学部知的障害者用 さんすう☆☆（２）：２４校 

文科省著作小学部知的障害者用 さんすう☆☆☆：２４校 

文科省著作小学部知的障害者用 おんがく☆：２２校 

文科省著作小学部知的障害者用 おんがく☆☆：２２校 

文科省著作小学部知的障害者用 おんがく☆☆☆：２２校 

   

 
 

 

 

 










