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県立学校における教科用図書採択について
高 等 学 校 課
特別支援教育室

１ 採択の概要
（１）県立高等学校、県立特別支援学校（視覚障害、聴覚障害、病弱、肢体不自由）の

高等部
○平成２０年度使用高等学校用教科書目録に搭載された教科書のうち、本県での採
択は次のとおりであった。

区分 本県の採択点数 目録搭載点数
第１部 ５８９点 ９６９点
第２部 ２点 １４点

※ 第１部は、現行の学習指導要領（平成１１年文部省告示第５８号）に基づい
て編集されたもので、この学習指導要領の適用を受ける生徒が使用するもの。

ただし、これらの生徒が使用しようとする教科書が第１部にない場合には、
第２部（従来の学習指導要領に基づいて編集された教科書）から採択すること
ができることとなっている。

（２）県立特別支援学校（小・中学部、高等部（知的障害特別支援学校及びその他の学
校の重複障害学級 ））
個々の児童生徒の実態に応じて教科書を選定し、以下のとおり採択した。

○文部科学省著作教科書…特別支援学校用教科書目録の中から採択 （特別支援学校。
視覚障害者用[点字版]、特別支援学校聴覚障害者用、特別支援学校知的障害者用
（通称：星本）等）

区 分 本県の採択点数 目録搭載点数
小学部 ６８点 ６８点

特別支援学校視覚障害者用
中学部 ８６点 ８６点
小学部 ９点 １５点

特別支援学校聴覚障害者用
中学部 ０点 １点
小学部 ４点 １０点特別支援学校知的障害者用
中学部 ３点 ３点

○学校教育法１０７条に基づく教科書
・文部科学大臣検定教科書

区分 本県の採択点数 目録搭載点数
小学校 ７０点 ２９３点
中学校 ３３点 １３４点

※所在地域の市町村立小中学校が使用する教科書から採択。
・一般図書一覧等の中から採択 ４８２点

２ 各学校における教科書の選定方針
（１）本文・図表・表現が正確であり、誤植がない。
（２）内容が教科・科目の目標に適合している。
（３）程度が児童生徒の実態に即し、適当である。
（４）内容は系統的であり、配列や関連付けも適切で分量もよい。
（５）印刷も鮮明であり、造本も適切で体裁もよい。
（６）学習指導上便利なように工夫してある。
（７）教科の目標を達成するよう、適切な創意・工夫がなされている。

３ 採択教科書
別添資料１ 平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（教科書ごと、県立

特別支援学校高等部を含む）
別添資料２ 平成２０年度県立高等学校使用教科書一覧表（学校ごと）
別添資料３ 平成２０年度県立特別支援学校採択教科書一覧表（学校ごと）
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料１

発行
者の
番号

略称
教科
書の
記号

番号 書　　　　名
採択

学校数

国語表現Ⅰ
2 東書 国Ⅰ 1 国語表現Ⅰ 3

17 教出 国Ⅰ 3 国語表現Ⅰ 1
17 教出 国Ⅰ 9 国語表現Ⅰ　改訂版 7

117 明治 国Ⅰ 4 新編国語表現Ⅰ 1
183 第一 国Ⅰ 10 高等学校　改訂版　国語表現Ⅰ 7
218 京書 国Ⅰ 11 国語表現Ⅰ　改訂版 2

国語表現Ⅱ
2 東書 国Ⅱ 1 国語表現Ⅱ 1

17 教出 国Ⅱ 3 国語表現Ⅱ 4
117 明治 国Ⅱ 4 精選国語表現Ⅱ 1
183 第一 国Ⅱ 6 高等学校　国語表現Ⅱ 1
218 京書 国Ⅱ 9 国語表現Ⅱ　改訂版 1

国語総合
2 東書 国総 25 新編国語総合 7
2 東書 国総 27 国語総合　現代文編 1
2 東書 国総 28 国語総合　古典編 1

15 三省堂 国総 31 明解国語総合 3
17 教出 国総 32 国語総合　改訂版 1
17 教出 国総 33 新国語総合　改訂版 1
50 大修館 国総 34 国語総合　改訂版 2
50 大修館 国総 35 新編国語総合　改訂版 3

117 明治 国総 37 新　精選国語総合 2
117 明治 国総 38 高校生の国語総合 1
143 筑摩 国総 41 国語総合[改訂版] 1
183 第一 国総 42 高等学校　新訂国語総合　現代文編 1
183 第一 国総 43 高等学校　新訂国語総合　古典編 1
183 第一 国総 44 高等学校　改訂版　国語総合 4
183 第一 国総 45 高等学校　改訂版　標準国語総合 2
183 第一 国総 46 高等学校　改訂版　新編国語総合 2
212 桐原 国総 47 探求　国語総合（現代文・表現編）　改訂版 1
212 桐原 国総 48 探求　国語総合（古典編）　改訂版 1

現代文
2 東書 現文 22 現代文２ 3
2 東書 現文 29 新編現代文 4
2 東書 現文 30 精選現代文 1
2 東書 現文 31 現代文１ 2

17 教出 現文 35 現代文　改訂版 1
50 大修館 現文 10 新編現代文 3
50 大修館 現文 24 現代文　２ 1
50 大修館 現文 37 現代文１　改訂版 2
50 大修館 現文 38 精選現代文　改訂版 2
50 大修館 現文 39 新現代文　改訂版 3

117 明治 現文 43 高校生の現代文 1
143 筑摩 現文 45 現代文　[新訂版] 2
183 第一 現文 46 高等学校　改訂版　現代文 4
183 第一 現文 47 高等学校　改訂版　標準現代文 3
183 第一 現文 48 高等学校　改訂版　新編現代文 3
212 桐原 現文 50 展開　現代文　改訂版 1

古典
2 東書 古典 26 新編古典 3
2 東書 古典 27 精選古典 1

17 教出 古典 7 古典　古文編 1
17 教出 古典 8 古典　漢文編 1
50 大修館 古典 12 古典　２ 2
50 大修館 古典 14 新編古典 3
50 大修館 古典 33 古典１　改訂版 1
50 大修館 古典 34 精選古典　改訂版 2

104 数研 古典 35 古典古文編 1
104 数研 古典 36 古典漢文編 1
143 筑摩 古典 19 古典 2
183 第一 古典 23 高等学校　標準古典 1
183 第一 古典 42 高等学校　改訂版　古典　古文編 1
183 第一 古典 43 高等学校　改訂版　古典　漢文編 1
183 第一 古典 44 高等学校　改訂版　標準古典 7
212 桐原 古典 47 高等学校　古典（古文編）　改訂版 1
212 桐原 古典 48 高等学校　古典（漢文編）　改訂版 1
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料１

発行
者の
番号

略称
教科
書の
記号

番号 書　　　　名
採択

学校数

古典講読
17 教出 講読 1 徒然草　枕草子　説話 2
17 教出 講読 5 古典名文選　古典講読 3
17 教出 講読 15 新古典名文選　古典講読 3

117 明治 講読 7 精選古典講読（古文） 1

142 右文 講読 3
新古典講読　説話（古今著聞集・沙石集・十訓抄・竹取物語）
随筆（徒然草・ 枕草子・方丈記・常山紀談・花月草紙・蘭東
事始）　故事・小話 漢詩

1

143 筑摩 講読 10 古典講読(古文)物語・評論選 1
183 第一 講読 11 高等学校　古典講読　大鏡　源氏物語　史記 2

世界史Ａ
2 東書 世Ａ 20 世界史Ａ　 4
7 実教 世Ａ 12 世界史Ａ　新訂版 3
7 実教 世Ａ 21 新版世界史Ａ 2

15 三省堂 世Ａ 13 世界史Ａ　改訂版 1
35 清水 世Ａ 14 高等学校　世界史Ａ　改訂版 1
46 帝国 世Ａ 15 明解新世界史Ａ　新訂版 8
81 山川 世Ａ 16 要説世界史　改訂版 4
81 山川 世Ａ 17 現代の世界史　改訂版 3
81 山川 世Ａ 18 世界の歴史　改訂版 2

183 第一 世Ａ 6 高等学校　世界史Ａ　 1
183 第一 世Ａ 19 高等学校　改訂版　世界史Ａ 1

世界史Ｂ
2 東書 世Ｂ 12 新選世界史Ｂ　 3
2 東書 世Ｂ 13 世界史Ｂ 2
7 実教 世Ｂ 14 世界史Ｂ　新訂版 1

81 山川 世Ｂ 16 詳説世界史　改訂版 9
183 第一 世Ｂ 18 高等学校　改訂版　世界史Ｂ　人，暮らしがあふれる歴史 1

日本史Ａ
2 東書 日Ａ 11 日本史Ａ　現代からの歴史 3
7 実教 日Ａ 8 高校日本史Ａ　新訂版 2

15 三省堂 日Ａ 12 日本史Ａ　改訂版　 2
35 清水 日Ａ 9 高等学校　日本史Ａ　改訂版 4
81 山川 日Ａ 10 現代の日本史　改訂版 5
81 山川 日Ａ 13 日本史Ａ　改訂版 2

183 第一 日Ａ 14 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来　 10
日本史Ｂ

2 東書 日Ｂ 3 新選日本史Ｂ 5
2 東書 日Ｂ 4 日本史Ｂ 3
7 実教 日Ｂ 13 高校日本史Ｂ　新訂版 1

81 山川 日Ｂ 12 詳説日本史　改訂版 8
81 山川 日Ｂ 17 高校日本史　改訂版 2
81 山川 日Ｂ 18 新日本史　改訂版 2

地理Ａ
2 東書 地Ａ 8 地理Ａ 6

17 教出 地Ａ 9 新　地理Ａ　暮らしと環境 1
46 帝国 地Ａ 10 世界を学ぶ　高校生の地理Ａ　最新版 2
46 帝国 地Ａ 13 高等学校　新地理Ａ　初訂版 9

130 二宮 地Ａ 5 高校生の新地理Ａ 1
130 二宮 地Ａ 11 よくわかる地理Ａ　世界の現在と未来 3
183 第一 地Ａ 12 高等学校　改訂版　地理Ａ　世界の暮らしを学ぶ 5

地理Ｂ
2 東書 地Ｂ 9 地理Ｂ 2

17 教出 地Ｂ 6 新　地理Ｂ　世界をみつめる 2
46 帝国 地Ｂ 7 新詳地理Ｂ　初訂版 8
46 帝国 地Ｂ 10 高等学校　世界地理Ｂ 6

130 二宮 地Ｂ 8 詳解地理Ｂ 2
地図

46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版 23
46 帝国 地図 11 地歴高等地図　－現代世界とその歴史的背景－最新版 5
46 帝国 地図 14 標準高等地図－地図でよむ現代社会－初訂版 4

130 二宮 地図 13 基本地図帳　改訂版　世界と日本のいまを知る 1
130 二宮 地図 15 高等地図帳　改訂版 1

現代社会
2 東書 現社 17 現代社会 13
7 実教 現社 18 高校現代社会　新訂版 1
7 実教 現社 19 新版現代社会 3

46 帝国 現社 23 高校生の新現代社会 －共に生きる社会をめざして－初訂版 2
104 数研 現社 25 改訂版　高等学校　現代社会 2
183 第一 現社 26 高等学校　改訂版　現代社会 6
183 第一 現社 27 高等学校　改訂版　新現代社会 6
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料１

発行
者の
番号

略称
教科
書の
記号

番号 書　　　　名
採択

学校数

倫理
2 東書 倫理 1 倫理 2
2 東書 倫理 17 倫理 1
7 実教 倫理 9 倫理 1

17 教出 倫理 12 新　倫理　自己を見つめて 2
35 清水 倫理 13 高等学校　新倫理　改訂版 1

104 数研 倫理 15 改訂版　高等学校　倫理 1
112 一橋 倫理 11 倫理－現在（いま）を未来（あす）につなげる－ 2

政治・経済
2 東書 政経 22 政治・経済 3
7 実教 政経 23 高校政治・経済　新訂版 1

104 数研 政経 12 政治・経済　－２１世紀を生きる－ 1
104 数研 政経 19 改訂版　高等学校　政治・経済 3
112 一橋 政経 13 政治・経済 2
183 第一 政経 20 高等学校　改訂版　政治・経済 2

数学基礎
2 東書 数基 1 数学基礎 2
7 実教 数基 2 数学基礎 3

104 数研 数基 3 楽しく学ぶ　数学基礎 2
183 第一 数基 5 高等学校　数学基礎 1

数学Ⅰ
2 東書 数Ⅰ 21 数学Ⅰ 1
2 東書 数Ⅰ 22 新編数学Ⅰ 6
2 東書 数Ⅰ 23 新数学Ⅰ 4
7 実教 数Ⅰ 6 高校数学Ⅰ 1
7 実教 数Ⅰ 25 新版数学Ⅰ　新訂版 2
7 実教 数Ⅰ 26 新高校数学Ⅰ 1

61 啓林館 数Ⅰ 27 高等学校　数学Ⅰ改訂版 1
104 数研 数Ⅰ 30 改訂版　数学Ⅰ 3
104 数研 数Ⅰ 31 改訂版　新編　数学Ⅰ 5
104 数研 数Ⅰ 32 改訂版　高校の数学Ⅰ 5
183 第一 数Ⅰ 36 高等学校　新数学Ⅰ 4
211 知出 数Ⅰ 37 改訂版　新　数学Ⅰ 1

数学Ⅱ
2 東書 数Ⅱ 3 新　数学Ⅱ 1
2 東書 数Ⅱ 22 新編数学Ⅱ 5
2 東書 数Ⅱ 23 新数学Ⅱ 5
7 実教 数Ⅱ 6 高校数学Ⅱ 1
7 実教 数Ⅱ 25 新版数学Ⅱ　新訂版 2
7 実教 数Ⅱ 26 新高校数学Ⅱ 1

61 啓林館 数Ⅱ 8 高等学校　新編　数学Ⅱ 2
61 啓林館 数Ⅱ 27 高等学校　数学Ⅱ改訂版 1

104 数研 数Ⅱ 30 改訂版　数学Ⅱ 4
104 数研 数Ⅱ 31 改訂版　新編　数学Ⅱ 4
104 数研 数Ⅱ 32 改訂版　高校の数学Ⅱ 3
183 第一 数Ⅱ 18 高等学校　新数学Ⅱ 1
183 第一 数Ⅱ 36 高等学校　新数学Ⅱ 1
211 知出 数Ⅱ 37 改訂版　新　数学　Ⅱ 2

数学Ⅲ
2 東書 数Ⅲ 1 数学Ⅲ 5
2 東書 数Ⅲ 2 新編数学Ⅲ 3
7 実教 数Ⅲ 5 高校数学Ⅲ 1

61 啓林館 数Ⅲ 6 高等学校　数学Ⅲ 1
61 啓林館 数Ⅲ 7 高等学校　新編　数学Ⅲ 2

104 数研 数Ⅲ 8 数学Ⅲ 1
104 数研 数Ⅲ 9 新編　 数学Ⅲ 2
183 第一 数Ⅲ 15 高等学校　新数学Ⅲ 1

数学Ａ
2 東書 数Ａ 21 数学Ａ 2
2 東書 数Ａ 22 新編数学Ａ 6
2 東書 数Ａ 23 新数学Ａ 5
7 実教 数Ａ 6 高校数学Ａ 1
7 実教 数Ａ 25 新版数学Ａ　新訂版 2

61 啓林館 数Ａ 27 高等学校　数学Ａ改訂版 1
104 数研 数Ａ 30 改訂版　数学Ａ 3
104 数研 数Ａ 31 改訂版　新編　数学Ａ 4
104 数研 数Ａ 32 改訂版　高校の数学Ａ 3
183 第一 数Ａ 36 高等学校　新数学Ａ 3
211 知出 数Ａ 37 改訂版　新　数学Ａ 1
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料１

発行
者の
番号

略称
教科
書の
記号

番号 書　　　　名
採択

学校数

数学Ｂ
2 東書 数Ｂ 20 数学Ｂ 1
2 東書 数Ｂ 21 新編数学Ｂ 6
7 実教 数Ｂ 23 新版数学Ｂ　新訂版 2

61 啓林館 数Ｂ 7 高等学校　新編　数学Ｂ 2
61 啓林館 数Ｂ 25 高等学校　数学Ｂ改訂版 1

104 数研 数Ｂ 27 改訂版　数学Ｂ 4
104 数研 数Ｂ 28 改訂版　新編　数学Ｂ 4
104 数研 数Ｂ 29 改訂版　高校の数学Ｂ 1
183 第一 数Ｂ 17 高等学校　新数学Ｂ 2

数学Ｃ
2 東書 数Ｃ 16 数学Ｃ 5
2 東書 数Ｃ 17 新編数学Ｃ 2

61 啓林館 数Ｃ 5 高等学校　数学Ｃ 1
61 啓林館 数Ｃ 6 高等学校　新編　数学Ｃ 2

104 数研 数Ｃ 7 数学Ｃ 1
104 数研 数Ｃ 8 新編　数学Ｃ 2
211 知出 数Ｃ 14 新　数学Ｃ 1

理科基礎
2 東書 理基 1 理科基礎　自然のすがた・科学の見かた 3
4 大日本 理基 2 理科基礎 2

104 数研 理基 4 理科基礎　私たちにとって科学とは　 4
理科総合Ａ

2 東書 理Ａ 12 新編理科総合Ａ 5
7 実教 理Ａ 14 理科総合Ａ　新訂版 2
7 実教 理Ａ 15 新版理科総合Ａ 1

61 啓林館 理Ａ 16 高等学校　理科総合Ａ　改訂版 3
61 啓林館 理Ａ 17 高等学校　新編 理科総合Ａ　改訂版 6

104 数研 理Ａ 18 高等学校　理科総合Ａ 2
104 数研 理Ａ 19 改訂版　理科総合Ａ　物質とエネルギーのサイエンス 3
183 第一 理Ａ 20 高等学校　 改訂　理科総合Ａ 4
183 第一 理Ａ 21 高等学校　 改訂　新理科総合Ａ 3

理科総合B
2 東書 理Ｂ 11 新編理科総合Ｂ 7
7 実教 理Ｂ 14 新版理科総合Ｂ 1

61 啓林館 理Ｂ 16 高等学校　理科総合Ｂ　改訂版 1
104 数研 理Ｂ 8 理科総合Ｂ　生物と自然環境のサイエンス 2
104 数研 理Ｂ 17 高等学校　理科総合Ｂ 2
183 第一 理Ｂ 19 高等学校　新理科総合Ｂ 2

物理Ⅰ
2 東書 物Ⅰ 2 新編物理Ⅰ 4
7 実教 物Ⅰ 12 物理Ⅰ　新訂版 1

61 啓林館 物Ⅰ 13 高等学校　物理Ⅰ 改訂版 4
104 数研 物Ⅰ 14 改訂版　高等学校　物理Ⅰ 8
183 第一 物Ⅰ 15 高等学校　改訂　物理Ⅰ 1
183 第一 物Ⅰ 16 高等学校　改訂　新物理Ⅰ 5

物理Ⅱ
2 東書 物Ⅱ 1 物理Ⅱ 1

61 啓林館 物Ⅱ 9 高等学校　物理Ⅱ　改訂版 3
104 数研 物Ⅱ 10 改訂版　高等学校　物理Ⅱ 8
183 第一 物Ⅱ 11 高等学校　改訂　物理Ⅱ 3

化学Ⅰ
2 東書 化Ⅰ 13 化学Ⅰ 1
2 東書 化Ⅰ 14 新編化学Ⅰ 5
7 実教 化Ⅰ 4 化学Ⅰ 1
7 実教 化Ⅰ 17 高校化学Ⅰ　新訂版 2

61 啓林館 化Ⅰ 18 高等学校　化学Ⅰ　改訂版 4
61 啓林館 化Ⅰ 19 Ｍａｓｔｅｒ　化学Ⅰ 1
61 啓林館 化Ⅰ 20 高等学校　新編　化学Ⅰ　改訂版 6

104 数研 化Ⅰ 21 改訂版　高等学校　化学Ⅰ 4
104 数研 化Ⅰ 23 改訂版　新編　化学Ⅰ　－物質の世界へ－ 4
183 第一 化Ⅰ 24 高等学校　改訂　化学Ⅰ 3
183 第一 化Ⅰ 25 高等学校　改訂　新化学Ⅰ 2

化学Ⅱ
2 東書 化Ⅱ 8 化学Ⅱ 3
7 実教 化Ⅱ 10 化学Ⅱ　新訂版 1

61 啓林館 化Ⅱ 11 高等学校　化学Ⅱ　改訂版 3
104 数研 化Ⅱ 12 改訂版　高等学校　化学Ⅱ 5
104 数研 化Ⅱ 13 精解　化学Ⅱ 2
183 第一 化Ⅱ 14 高等学校　改訂　化学Ⅱ 3

生物Ⅰ
2 東書 生Ⅰ 13 生物Ⅰ 5
2 東書 生Ⅰ 14 新編生物Ⅰ 7
7 実教 生Ⅰ 16 新版生物Ⅰ　新訂版 1

15 三省堂 生Ⅰ 11 高等学校　生物Ⅰ 1
61 啓林館 生Ⅰ 19 高等学校　生物Ⅰ　改訂版 2
61 啓林館 生Ⅰ 20 高等学校　新編　生物Ⅰ　改訂版 4

104 数研 生Ⅰ 21 改訂版　高等学校　生物Ⅰ 8
183 第一 生Ⅰ 24 高等学校　改訂　新生物Ⅰ 5
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料１

発行
者の
番号

略称
教科
書の
記号

番号 書　　　　名
採択

学校数

生物Ⅱ
2 東書 生Ⅱ 1 生物Ⅱ 4

104 数研 生Ⅱ 10 改訂版　高等学校　生物Ⅱ 9
183 第一 生Ⅱ 11 高等学校　改訂　生物Ⅱ 3

地学Ⅰ
2 東書 地Ⅰ 1 地学Ⅰ　地球と宇宙 5

104 数研 地Ⅰ 8 改訂版　高等学校　地学Ⅰ　地球と宇宙 7
地学Ⅱ

61 啓林館 地Ⅱ 1 高等学校　地学Ⅱ 1
104 数研 地Ⅱ 2 高等学校　地学Ⅱ　地球と宇宙の探究 1

保健体育
50 大修館 保体 6 現代保健体育　改訂版 15
50 大修館 保体 7 新保健体育　改訂版 1
50 大修館 保体 8 最新保健体育 2

112 一橋 保体 3 保健体育 13
音楽Ⅰ

17 教出 音Ⅰ 7 音楽Ⅰ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ 7
17 教出 音Ⅰ 8 高校音楽Ⅰ　改訂版 　ＭＵＳＩＣ　ＡＴＬＡＳ 3
27 教芸 音Ⅰ 9 高校生の音楽　１ 2
27 教芸 音Ⅰ 10 ＭＯＵＳＡ１ 10
89 友社 音Ⅰ 11 改訂新版　高校生の音楽１ 5
89 友社 音Ⅰ 12 改訂新版　高校の音楽１ 4

音楽Ⅱ
17 教出 音Ⅱ 7 高校音楽Ⅱ　改訂版　ＭＵＳＩＣ　ＡＴＬＡＳ 2
27 教芸 音Ⅱ 3 Ｍｏｕｓａ　２ 1
27 教芸 音Ⅱ 8 ＭOUSA２ 4
27 教芸 音Ⅱ 9 高校生の音楽　２ 1
89 友社 音Ⅱ 10 改訂新版　高校生の音楽２ 4
89 友社 音Ⅱ 11 改訂新版　高校の音楽２ 2

音楽Ⅲ
17 教出 音Ⅲ 1 音楽Ⅲ                     1
27 教芸 音Ⅲ 2 Ｍｏｕｓａ　３ 1
89 友社 音Ⅲ 3 新　高校生の音楽３ 3

美術Ⅰ
38 光村 美Ⅰ 4 美術１ 5

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１ 25
美術Ⅱ

38 光村 美Ⅱ 3 美術２ 5
116 日文 美Ⅱ 2 高校美術２ 1
116 日文 美Ⅱ 4 高校美術２ 5

美術Ⅲ
38 光村 美Ⅲ 1 美術Ⅲ 3

116 日文 美Ⅲ 2 高校美術３ 1
工芸Ⅰ

116 日文 工Ⅰ 1 高等学校工芸Ⅰ 6
工芸Ⅱ

116 日文 工Ⅱ 1 高等学校工芸Ⅱ 3
書道Ⅰ

2 東書 書Ⅰ 8 書道Ⅰ 9
3 大書 書Ⅰ 9 高校書道　Ⅰ 6
6 教図 書Ⅰ 5 新書道Ⅰ 2
6 教図 書Ⅰ 10 書　Ⅰ 6

17 教出 書Ⅰ 11 新編　書道Ⅰ 4
38 光村 書Ⅰ 12 書Ⅰ 3

書道Ⅱ
2 東書 書Ⅱ 8 書道Ⅱ 2
3 大書 書Ⅱ 9 高校書道　Ⅱ 1
6 教図 書Ⅱ 4 新書道Ⅱ 1
6 教図 書Ⅱ 10 書　Ⅱ 3

17 教出 書Ⅱ 11 新編　書道Ⅱ 1
38 光村 書Ⅱ 12 書Ⅱ 1

書道Ⅲ
6 教図 書Ⅲ 3 新書道Ⅲ 1

17 教出 書Ⅲ 4 書道Ⅲ 1
オーラル・コミュニケーションⅠ

2 東書 オⅠ 20 Ｈｅｌｌｏ　ｔｈｅｒｅ！  Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ 5
9 開隆堂 オⅠ 21 ＯＲＡＬ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＥＸＰＲＥＳＳＷＡＹＳ　Ⅰ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 1

15 三省堂 オⅠ 23 ＳＥＬＥＣＴ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 5
17 教出 オⅠ 24 ｅｍｐａｔｈｙ　ｏｒａｌ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 2
19 開拓 オⅠ 25 Ｏｎ　Aｉｒ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 1
50 大修館 オⅠ 26 Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　 1
61 啓林館 オⅠ 27 ＲＥＶＩＳＥＤ　Ｓａｉｌｉｎｇ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ 3

104 数研 オⅠ 28 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｔｒｕｅ　Ｃｏｌｏｒｓ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ 1
109 文英堂 オⅠ 29 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　Ｂｉｒｄｌａｎｄ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　 2
177 増進堂 オⅠ 34 ＭＡＩＮＳＴＲＥＡＭ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 3
183 第一 オⅠ 35 Ｖｏｉｃｅ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ 5

6



平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料１

発行
者の
番号

略称
教科
書の
記号

番号 書　　　　名
採択

学校数

オーラル・コミュニケーションⅡ
17 教出 オⅡ 2 ｅｍｐａｔｈｙ　ｏｒａｌ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ 1

109 文英堂 オⅡ 3 ＯＰＥＮ　ＤＯＯＲ　ｔｏ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ＢＯＯＫ　Ⅱ 2
109 文英堂 オⅡ 4 Ｂｉｒｄｌａｎｄ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ 2
109 文英堂 オⅡ 9 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＯＰＥＮ　ＤＯＯＲ　ｔｏ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ＢＯＯＫ　Ⅱ 1
183 第一 オⅡ 5 Ｖｏｉｃｅ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ 1

英語Ⅰ
2 東書 英Ⅰ 36 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ 4
2 東書 英Ⅰ 37 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ 5
2 東書 英Ⅰ 38 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ 4
9 開隆堂 英Ⅰ 40 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＥＮＧＬＩＳＨ　NOW　Ⅰ 1

15 三省堂 英Ⅰ 42 ＥＸＣＥＥＤ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 1
15 三省堂 英Ⅰ 43 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 3
17 教出 英Ⅰ 45 Ｌｉｎｇｕａ－Ｌａｎｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 2
50 大修館 英Ⅰ 47 Ｃａｐｔａｉｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ 2

104 数研 英Ⅰ 50 Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＰＯＬＥＳＴＡＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ  Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ 2
104 数研 英Ⅰ 51 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ 4
109 文英堂 英Ⅰ 52 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＵＮＩＣＯＲＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅰ 2
109 文英堂 英Ⅰ 54 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　Ｓｕｒｆｉｎｇ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅰ 1
172 旺文社 英Ⅰ 57 Ｓｔｅｐ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ　［Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ］ 2
177 増進堂 英Ⅰ 59 ＮＥＷ　ＳＴＲＥＡＭ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 2
183 第一 英Ⅰ 62 Ｖｉｖｉｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ 1
212 桐原 英Ⅰ 68 ＮＥＷ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｐａｌ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 1

英語Ⅱ
2 東書 英Ⅱ 38 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ 4
2 東書 英Ⅱ 39 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ 6
2 東書 英Ⅱ 40 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ 1
9 開隆堂 英Ⅱ 42 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＮＯＷ　Ⅱ 2

15 三省堂 英Ⅱ 45 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ⅱ  Ｓｔｅｐ　Ｏｎｅ  Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 2
15 三省堂 英Ⅱ 46 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ⅱ  Ｓｔｅｐ　Ｔｗｏ 　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 2

104 数研 英Ⅱ 53 Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＰＯＬＥＳＴＡＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ 1
104 数研 英Ⅱ 54 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ 1
109 文英堂 英Ⅱ 20 Ｓｕｒｆｉｎｇ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ     1
109 文英堂 英Ⅱ 55 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＵＮＩＣＯＲＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ 2
109 文英堂 英Ⅱ 56 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＰＯＷＷＯＷ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ 1
109 文英堂 英Ⅱ 57 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　Ｓｕｒｆｉｎｇ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ 1
172 旺文社 英Ⅱ 60 Ｓｔｅｐ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ[Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ] 2
177 増進堂 英Ⅱ 27 ＮＥＷ　ＳＴＲＥＡＭ　Ⅱ 1
177 増進堂 英Ⅱ 62 ＮＥＷ　ＳＴＲＥＡＭ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 2
177 増進堂 英Ⅱ 63 ＭＡＩＮＳＴＲＥＡＭ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 1
183 第一 英Ⅱ 30 Ｖｉｖａ　Ｅｎｇｌｉｓｈ！　Ⅱ（Ｕｎｉｔ１）     2
183 第一 英Ⅱ 31 Ｖｉｖａ　Ｅｎｇｌｉｓｈ！　Ⅱ（Ｕｎｉｔ２）                       2
183 第一 英Ⅱ 65 Ｖｉｖｉｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ 2
205 三友 英Ⅱ 68 ＣＯＳＭＯＳ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ 1
212 桐原 英Ⅱ 69 ＮＥＷ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｐal　Ⅱ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 1
212 桐原 英Ⅱ 70 ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ 3
212 桐原 英Ⅱ 71 ＰＲＯ－ＶＩＳＩＯＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 2

リーディング
2 東書 英Ｒ 15 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ 1
2 東書 英Ｒ 27 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ 1

15 三省堂 英Ｒ 29 ＯＲＢＩＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｎew　Ｅｄｉｔｉｏｎ 2
61 啓林館 英Ｒ 32 ＥＬＥＭＥＮＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ 2

104 数研 英Ｒ 33 Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＰＯＬＥＳＴＡＲ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ 2
109 文英堂 英Ｒ 8 ＵＮＩＣＯＲＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ 2
109 文英堂 英Ｒ 20 ＰＯＷＷＯＷ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ 1
109 文英堂 英Ｒ 21 Ｓｕｒｆｉｎｇ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ 4
111 池田 英Ｒ 22 ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ 3
172 旺文社 英Ｒ 35 Ｐｌａｎｅｔ　Ｂｌｕｅ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｎａｖｉｇａｔｏｒ　[Ｒｅｖｉｓｅｄ  Ｅｄｉｔｉｏｎ] 2
177 増進堂 英Ｒ 23 ＮＥＷ　ＳＴＲＥＡＭ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ                         3
183 第一 英Ｒ 36 Ｖｏｙａｇｅｒ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ 1
183 第一 英Ｒ 37 Ｖｉｖｉｄ　Ｒｅａｄｉｎｇ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ 2
205 三友 英Ｒ 25 ＮＥＷ　ＣＯＳＭＯＳ　ＲＥＡＤＩＮＧ　Ｒｅｖｉｓｅｄ  Ｅｄｉｔｉｏｎ　 1
212 桐原 英Ｒ 26 ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ                   1
212 桐原 英Ｒ 38 ＰＲＯ－ＶＩＳＩＯＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 1
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料１

発行
者の
番号

略称
教科
書の
記号

番号 書　　　　名
採択

学校数

ライティング
2 東書 英Ｗ 16 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ 1
9 開隆堂 英Ｗ 26 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＳＵＮＳＨＩＮＥ　Ｗｒｉｔｉｎｇ 1

15 三省堂 英Ｗ 28 ＥＸＣＥＥＤ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 1
61 啓林館 英Ｗ 6 ＭＩＬＥＳＴＯＮＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ 3

104 数研 英Ｗ 33 Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＰＯＬＥＳＴＡＲ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ 2
104 数研 英Ｗ 34 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ 2
109 文英堂 英Ｗ 8 ＰＯＷＷＯＷ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ 1
109 文英堂 英Ｗ 36 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＰＯＷＷＯＷ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ 2
111 池田 英Ｗ 21 ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ 3
111 池田 英Ｗ 37 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＰＲＡＣＴＩＣＡＬ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ 2
183 第一 英Ｗ 41 Ｖｉｖｉｄ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ 2
212 桐原 英Ｗ 42 ＰＲＯ－ＶＩＳＩＯＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ 2

家庭
2 東書 家庭 31 家庭総合　自立・共生・創造 1
2 東書 家庭 40 家庭基礎　自立・共生・創造 1
6 教図 家庭 2 家庭総合 1
6 教図 家庭 10 家庭基礎 1
6 教図 家庭 11 家庭基礎　気づく・追求する・行動する 2
6 教図 家庭 20 発達と保育　育つ・育てる・育ち合う 8
6 教図 家庭 33 家庭総合　出会う・かかわる・行動する 1
6 教図 家庭 42 家庭基礎　出会う・かかわる・行動する 3
6 教図 家庭 52 新版フードデザインＣＯＯＫＩＮＧ＆ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴ　 6
6 教図 家庭 28 消費生活 3
6 教図 家庭 29 児童文化 6
7 実教 家庭 3 家庭総合  自分らしい生き方とパートナーシップ　 1
7 実教 家庭 12 家庭基礎  自分らしい生き方とパートナーシップ　 3
7 実教 家庭 25 家庭情報処理 5
7 実教 家庭 27 被服製作　 8
7 実教 家庭 34 新家庭総合  未来をひらく生き方とパートナーシップ 4
7 実教 家庭 35 新家庭総合２１ 3
7 実教 家庭 43 新家庭基礎　未来へつなぐパートナーシップ 3
7 実教 家庭 44 新家庭基礎２１ 2
7 実教 家庭 50 発達と保育　新訂版 10
7 実教 家庭 51 フードデザイン　新訂版 16
7 実教 家庭 23 生活産業基礎 4
7 実教 家庭 24 ファッションデザイン 4
7 実教 家庭 30 服飾文化 2
9 開隆堂 家庭 36 家庭総合　明日の生活を築く 1
9 開隆堂 家庭 45 家庭基礎　明日の生活を築く 1

50 大修館 家庭 37 新家庭総合　生活の創造をめざして 4
50 大修館 家庭 47 明日を拓く高校家庭基礎 1

112 一橋 家庭 7 家庭総合－ともに生きる－ 1
112 一橋 家庭 16 家庭基礎－すこやかに生きる－ 1
183 第一 家庭 39 高等学校　改訂版　家庭総合　生活に豊かさをもとめて 2
183 第一 家庭 48 高等学校　改訂版　家庭基礎　自分らしく生きる 3
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料１

発行
者の
番号

略称
教科
書の
記号

番号 書　　　　名
採択

学校数

情報
2 東書 情報 1 情報Ａ　Ｌｅｔ’ｓ　ｃｌｉｃｋ ！ 1
2 東書 情報 59 情報Ａ　Ｓｔｅｐ　Ｆｏｒｗａｒｄ！ 1
7 実教 情報 2 Ｗｅｌｃｏｍｅ　ｔｏ　’ＩＴ’  情報Ａ 1
7 実教 情報 32 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ  情報産業と社会　 2
7 実教 情報 33 Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　＆　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ  情報と表現 3
7 実教 情報 34 情報システムの開発 2
7 実教 情報 35 コンピュータデザイン 2
7 実教 情報 44 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　＆　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ  新版情報Ｂ 1
7 実教 情報 57 ネットワークシステム 2
7 実教 情報 58 モデル化とシミュレーション 2
7 実教 情報 60 高校情報Ａ 1
7 実教 情報 61 最新情報Ａ 3
7 実教 情報 69 最新情報Ｂ 1
7 実教 情報 75 最新情報Ｃ 4
9 開隆堂 情報 62 新版　情報Ａ　情報の活用と実践 1

61 啓林館 情報 64 高等学校　情報Ａ　最新版 1
61 啓林館 情報 65 高等学校　情報Ａ　改訂版 1
61 啓林館 情報 77 高等学校　情報Ｃ　最新版 1

104 数研 情報 66 三訂版　情報Ａ　ようこそ情報の世界へ 2
104 数研 情報 78 三訂版　情報Ｃ　広がる情報の世界 1
112 一橋 情報 8 情報Ａ　 5
112 一橋 情報 41 情報Ａ　Ｓｔａｒｔ　ｕｐ！　 1
112 一橋 情報 54 情報Ｃ　Ｌｅｔ’ｓ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｅ！ 1
116 日文 情報 67 新・情報Ａ　情報社会への招待 1
116 日文 情報 79 新・情報Ｃ　豊かなコミユニケーション 1

農業
7 実教 農業 2 野菜 5
7 実教 農業 8 草花 6
7 実教 農業 10 植物バイオテクノロジー 1
7 実教 農業 20 農業経営 1
7 実教 農業 22 農業機械 1
7 実教 農業 23 食品製造 5
7 実教 農業 33 農業科学基礎　新訂版 2
7 実教 農業 34 農業情報処理　新訂版 2
7 実教 農業 35 環境科学基礎　新訂版 2
7 実教 農業 12 林産加工 2
7 実教 農業 26 森林科学 2
7 実教 農業 27 森林経営 1

178 農文協 農業 3 農業科学基礎 3
178 農文協 農業 5 環境科学基礎 3
178 農文協 農業 7 農業情報処理 1
178 農文協 農業 9 草花 1
178 農文協 農業 11 植物バイオテクノロジー 5
178 農文協 農業 15 作物 2
178 農文協 農業 16 野菜 2
178 農文協 農業 17 生物活用 6
178 農文協 農業 19 果樹 2
178 農文協 農業 28 畜産 1
178 農文協 農業 29 農業機械 1
178 農文協 農業 30 グリーンライフ 5
179 電機大 農業 13 農業土木設計 1
179 電機大 農業 24 動物・微生物バイオテクノロジー 1
179 電機大 農業 32 造園技術 3
201 海文堂 農業 14 造園計画 4
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料１

発行
者の
番号

略称
教科
書の
記号

番号 書　　　　名
採択

学校数

工業
7 実教 工業 4 新機械工作 1
7 実教 工業 7 建築構造 3
7 実教 工業 13 新機械設計 2
7 実教 工業 14 機械設計１ 4
7 実教 工業 15 機械設計２ 2
7 実教 工業 16 電子機械 2
7 実教 工業 17 工業化学１ 1
7 実教 工業 18 工業化学２ 1
7 実教 工業 19 建築設計製図 2
7 実教 工業 21 電気製図 5
7 実教 工業 22 生産システム技術  電気・電子の基礎から生産管理まで 3
7 実教 工業 26 土木製図 3
7 実教 工業 27 測量 4
7 実教 工業 28 工業技術基礎 4
7 実教 工業 29 機械製図 5
7 実教 工業 31 工業数理基礎 3
7 実教 工業 32 自動車工学１ 3
7 実教 工業 33 自動車工学２ 1
7 実教 工業 47 自動車整備 1
7 実教 工業 48 電子計測制御 4
7 実教 工業 50 建築計画 3
7 実教 工業 51 土木基礎力学１  構造力学の基礎　 3
7 実教 工業 52 土木基礎力学２  水理学・土質力学の基礎  3
7 実教 工業 53 原動機 4
7 実教 工業 60 化学工学 1
7 実教 工業 61 電子機械応用 1
7 実教 工業 63 建築構造設計 2
7 実教 工業 64 土木施工 3
7 実教 工業 84 通信技術 3
7 実教 工業 86 マルチメディア応用 2
7 実教 工業 88 建築施工 2
7 実教 工業 89 建築法規 2
7 実教 工業 90 土木構造設計 2
7 実教 工業 91 社会基盤工学  土木計画と社会基盤整備 3
7 実教 工業 92 地球環境化学  これからの環境保全技術 3
7 実教 工業 98 情報技術基礎　新訂版 4
7 実教 工業 99 精選情報技術基礎 1
7 実教 工業 103 機械工作１　新訂版 3
7 実教 工業 104 機械工作２　新訂版 3
7 実教 工業 105 精選電気基礎　新訂版 2
7 実教 工業 106 電気基礎１　新訂版 5
7 実教 工業 107 電気基礎２　新訂版 5
7 実教 工業 108 プログラミング技術　新訂版 5
7 実教 工業 109 電子情報技術　新訂版 1
7 実教 工業 110 ハードウェア技術　新訂版 2
7 実教 工業 111 ソフトウェア技術　新訂版 3
7 実教 工業 112 電気機器　新訂版 3
7 実教 工業 113 電力技術１  新訂版　電力の発生と輸送　 3
7 実教 工業 114 電力技術２  新訂版　電力の利用と制御 3
7 実教 工業 115 電子技術　新訂版 3
7 実教 工業 116 電子回路　新訂版 4
7 実教 工業 41 設備計画                  2
7 実教 工業 45 インテリア計画         1

154 オーム 工業 36 新しい　情報技術基礎 1
154 オーム　 工業 72 新しい電力技術（１） 1
174 コロナ 工業 11 電気基礎（上） 2
174 コロナ 工業 12 電気基礎（下） 2
174 コロナ 工業 20 電子機械 1
174 コロナ 工業 49 電子計測制御 1
174 コロナ 工業 55 電子回路 2
174 コロナ 工業 57 電子情報技術 1
174 コロナ 工業 59 ハードウェア技術 1
174 コロナ 工業 62 電子機械応用 1
174 コロナ 工業 77 電子技術 1
174 コロナ 工業 85 通信技術 1
174 コロナ 工業 87 マルチメディア応用 1
174 コロナ 工業 101 わかりやすい情報技術基礎 2
174 コロナ 工業 79 インテリア製図 2
174 コロナ 工業 83 インテリアエレメント生産 2
179 電機大 工業 93 空気調和設備                  2
201 海文堂 工業 42 衛生・防災設備           2
201 海文堂 工業 46 デザイン技術          1

10



平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料１

発行
者の
番号

略称
教科
書の
記号

番号 書　　　　名
採択

学校数

商業
7 実教 商業 21 国際ビジネス 4
7 実教 商業 25 ＣＯＢＯＬ　最新プログラミング２１ 4
7 実教 商業 27 マーケティング　 7
7 実教 商業 28 経済活動と法 6
7 実教 商業 31 会計実務 1
7 実教 商業 32 文書デザイン　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　＆  Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 5
7 実教 商業 34 ビジネス基礎　新訂版 7
7 実教 商業 35 新簿記　新訂版 10
7 実教 商業 36 高校簿記　新訂版 4
7 実教 商業 37 最新情報処理２１　新訂版　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ  Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ 6
7 実教 商業 38 情報処理２１　新訂版　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ 4
7 実教 商業 39 商品と流通　新訂版 3
7 実教 商業 40 商業技術　新訂版 6
7 実教 商業 41 新会計　新訂版 3
7 実教 商業 42 高校会計　新訂版 2
7 実教 商業 43 原価計算　新訂版 5
7 実教 商業 44 ビジネス情報　新訂版 3

112 一橋 商業 2 ビジネス基礎 6
112 一橋 商業 10 情報処理 5
112 一橋 商業 13 商品と流通 2
112 一橋 商業 20 ビジネス情報 2
112 一橋 商業 29 経済活動と法 1
112 一橋 商業 33 文書デザイン 5
116 日文 商業 15 商業技術 1
144 暁 商業 3 ビジネス基礎　－よりよい社会人をめざして－ 1
144 暁  商業 11 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｆｏｒ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　情報処理 　　 1

水産
7 実教 水産 3 漁業     1
7 実教 水産 4 船用機関１ 1
7 実教 水産 5 船用機関２           1
7 実教 水産 7 水産食品製造１        1
7 実教 水産 8 水産食品製造２        1
7 実教 水産 10 機械設計工作 1
7 実教 水産 16 航海・計器     1
7 実教 水産 17 電気工学 1
7 実教 水産 20 水産流通 1

174 コロナ 水産 14 水産食品管理１ 1
174 コロナ 水産 15 水産食品管理２ 1
179 電機大 水産 9 漁船運用 1
201 海文堂 水産 1 水産情報技術 1
201 海文堂 水産 2 水産基礎 1

看護
7 実教 看護 2 看護基礎医学１ 1

福祉
7 実教 福祉 5 基礎介護 2
7 実教 福祉 9 社会福祉制度 2
7 実教 福祉 11 社会福祉基礎　新訂版 6

112 一橋 福祉 2 社会福祉基礎 2
112 一橋 福祉 4 基礎介護 5
112 一橋 福祉 7 社会福祉援助技術 5
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第２部）
報告事項イ
別添資料１

発行
者の
番号

略称
教科
書の
記号

番号 書　　　　名
採択

学校数

178 農文協 農業 520 栽培環境 1
179 電機大 農業 536 食品化学 2

12



平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

鳥取東高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

183 第一 国総 42 高等学校　新訂国語総合　現代文編
183 第一 国総 43 高等学校　新訂国語総合　古典編

2 東書 現文 22 現代文２
183 第一 現文 46 高等学校　改訂版　現代文
212 桐原 古典 47 高等学校　古典（古文編）　改訂版
212 桐原 古典 48 高等学校　古典（漢文編）　改訂版

7 実教 世Ａ 21 新版世界史Ａ
81 山川 世Ｂ 16 詳説世界史　改訂版
7 実教 日Ａ 8 高校日本史Ａ　新訂版

81 山川 日Ｂ 12 詳説日本史　改訂版
46 帝国 地Ａ 13 高等学校　新地理Ａ　初訂版
2 東書 地Ｂ 9 地理Ｂ

46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版
2 東書 現社 17 現代社会

61 啓林館 数Ⅰ 27 高等学校　数学Ⅰ改訂版
61 啓林館 数Ⅱ 27 高等学校　数学Ⅱ改訂版
61 啓林館 数Ⅲ 6 高等学校　数学Ⅲ
61 啓林館 数Ａ 27 高等学校　数学Ａ改訂版
61 啓林館 数Ｂ 25 高等学校　数学Ｂ改訂版
61 啓林館 数Ｃ 5 高等学校　数学Ｃ
61 啓林館 理Ａ 17 高等学校　新編 理科総合Ａ　改訂版

104 数研 物Ⅰ 14 改訂版　高等学校　物理Ⅰ
104 数研 物Ⅱ 10 改訂版　高等学校　物理Ⅱ
61 啓林館 化Ⅰ 18 高等学校　化学Ⅰ　改訂版

104 数研 化Ⅰ 21 改訂版　高等学校　化学Ⅰ
61 啓林館 化Ⅱ 11 高等学校　化学Ⅱ　改訂版

104 数研 化Ⅱ 12 改訂版　高等学校　化学Ⅱ
104 数研 生Ⅰ 21 改訂版　高等学校　生物Ⅰ
104 数研 生Ⅱ 10 改訂版　高等学校　生物Ⅱ

2 東書 地Ⅰ 1 地学Ⅰ　地球と宇宙
50 大修館 保体 6 現代保健体育　改訂版
27 教芸 音Ⅰ 10 ＭＯＵＳＡ１

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
38 光村 書Ⅰ 12 書Ⅰ
61 啓林館 オⅠ 27 ＲＥＶＩＳＥＤ　Ｓａｉｌｉｎｇ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ
2 東書 英Ⅰ 38 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ
2 東書 英Ⅱ 40 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

61 啓林館 英Ｒ 32 ＥＬＥＭＥＮＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ
109 文英堂 英Ｗ 36 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＰＯＷＷＯＷ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ

6 教図 家庭 10 家庭基礎
7 実教 家庭 12 家庭基礎  自分らしい生き方とパートナーシップ　

104 数研 情報 78 三訂版　情報Ｃ　広がる情報の世界
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

鳥取西高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

183 第一 国総 44 高等学校　改訂版　国語総合
2 東書 現文 22 現代文２

50 大修館 現文 37 現代文１　改訂版
50 大修館 古典 12 古典　２

143 筑摩 古典 19 古典
2 東書 世Ａ 20 世界史Ａ　 

81 山川 世Ｂ 16 詳説世界史　改訂版
35 清水 日Ａ 9 高等学校　日本史Ａ　改訂版
81 山川 日Ｂ 12 詳説日本史　改訂版
2 東書 地Ａ 8 地理Ａ

46 帝国 地Ｂ 7 新詳地理Ｂ　初訂版
46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版

183 第一 現社 26 高等学校　改訂版　現代社会
104 数研 数Ⅰ 30 改訂版　数学Ⅰ
104 数研 数Ⅱ 30 改訂版　数学Ⅱ

2 東書 数Ⅲ 1 数学Ⅲ
104 数研 数Ａ 30 改訂版　数学Ａ
104 数研 数Ｂ 27 改訂版　数学Ｂ

2 東書 数Ｃ 16 数学Ｃ
2 東書 理基 1 理科基礎　自然のすがた・科学の見かた

61 啓林館 物Ⅰ 13 高等学校　物理Ⅰ 改訂版
104 数研 物Ⅱ 10 改訂版　高等学校　物理Ⅱ

7 実教 化Ⅰ 4 化学Ⅰ
61 啓林館 化Ⅰ 18 高等学校　化学Ⅰ　改訂版
7 実教 化Ⅱ 10 化学Ⅱ　新訂版
2 東書 生Ⅰ 13 生物Ⅰ

104 数研 生Ⅱ 10 改訂版　高等学校　生物Ⅱ
104 数研 地Ⅰ 8 改訂版　高等学校　地学Ⅰ　地球と宇宙
50 大修館 保体 6 現代保健体育　改訂版
27 教芸 音Ⅰ 9 高校生の音楽　１
27 教芸 音Ⅱ 9 高校生の音楽　２

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
116 日文 美Ⅱ 4 高校美術２

6 教図 書Ⅰ 10 書　Ⅰ
6 教図 書Ⅱ 10 書　Ⅱ

109 文英堂 英Ⅰ 52 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＵＮＩＣＯＲＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅰ

109 文英堂 英Ⅱ 55 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＵＮＩＣＯＲＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ

61 啓林館 英Ｒ 32 ＥＬＥＭＥＮＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ
212 桐原 英Ｗ 42 ＰＲＯ－ＶＩＳＩＯＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

7 実教 家庭 44 新家庭基礎２１
7 実教 情報 75 最新情報Ｃ
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

鳥取商業高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

183 第一 国Ⅰ 10 高等学校　改訂版　国語表現Ⅰ
183 第一 国Ⅱ 6 高等学校　国語表現Ⅱ
117 明治 国総 37 新　精選国語総合
50 大修館 現文 38 精選現代文　改訂版

143 筑摩 現文 45 現代文　[新訂版]
2 東書 古典 27 精選古典
7 実教 世Ａ 12 世界史Ａ　新訂版
2 東書 世Ｂ 13 世界史Ｂ

35 清水 日Ａ 9 高等学校　日本史Ａ　改訂版
2 東書 日Ｂ 4 日本史Ｂ

183 第一 地Ａ 12 高等学校　改訂版　地理Ａ　世界の暮らしを学ぶ
46 帝国 地Ｂ 7 新詳地理Ｂ　初訂版
46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版
46 帝国 地図 14 標準高等地図－地図でよむ現代社会－初訂版
2 東書 現社 17 現代社会

183 第一 現社 27 高等学校　改訂版　新現代社会
104 数研 数Ⅰ 31 改訂版　新編　数学Ⅰ

2 東書 数Ⅱ 22 新編数学Ⅱ
2 東書 数Ａ 21 数学Ａ
7 実教 理Ａ 14 理科総合Ａ　新訂版

104 数研 化Ⅰ 23 改訂版　新編　化学Ⅰ　－物質の世界へ－
2 東書 生Ⅰ 13 生物Ⅰ

112 一橋 保体 3 保健体育
89 友社 音Ⅰ 12 改訂新版　高校の音楽１
89 友社 音Ⅱ 11 改訂新版　高校の音楽２

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
6 教図 書Ⅰ 10 書　Ⅰ

183 第一 オⅠ 35 Ｖｏｉｃｅ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

104 数研 英Ⅰ 51 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ
205 三友 英Ⅱ 68 ＣＯＳＭＯＳ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ
15 三省堂 英Ｒ 29 ＯＲＢＩＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｎew　Ｅｄｉｔｉｏｎ
15 三省堂 英Ｗ 28 ＥＸＣＥＥＤ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

104 数研 英Ｗ 34 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ
183 第一 家庭 48 高等学校　改訂版　家庭基礎　自分らしく生きる
112 一橋 情報 8 情報Ａ　

7 実教 商業 21 国際ビジネス
7 実教 商業 25 ＣＯＢＯＬ　最新プログラミング２１
7 実教 商業 27 マーケティング　
7 実教 商業 28 経済活動と法
7 実教 商業 31 会計実務
7 実教 商業 34 ビジネス基礎　新訂版
7 実教 商業 35 新簿記　新訂版
7 実教 商業 37 最新情報処理２１　新訂版　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ  Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ

7 実教 商業 39 商品と流通　新訂版
7 実教 商業 41 新会計　新訂版
7 実教 商業 43 原価計算　新訂版
7 実教 商業 44 ビジネス情報　新訂版
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

鳥取工業高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

183 第一 国総 45 高等学校　改訂版　標準国語総合
2 東書 現文 29 新編現代文

183 第一 古典 44 高等学校　改訂版　標準古典
46 帝国 世Ａ 15 明解新世界史Ａ　新訂版
81 山川 世Ａ 16 要説世界史　改訂版

183 第一 日Ａ 14 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来　
46 帝国 地Ａ 13 高等学校　新地理Ａ　初訂版
46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版
46 帝国 地図 11 地歴高等地図　－現代世界とその歴史的背景－最新版

7 実教 現社 18 高校現代社会　新訂版
183 第一 現社 27 高等学校　改訂版　新現代社会

7 実教 数Ⅰ 26 新高校数学Ⅰ
104 数研 数Ⅰ 31 改訂版　新編　数学Ⅰ

7 実教 数Ⅱ 26 新高校数学Ⅱ
104 数研 数Ⅱ 31 改訂版　新編　数学Ⅱ

7 実教 数Ⅲ 5 高校数学Ⅲ
104 数研 数Ⅲ 9 新編　 数学Ⅲ
104 数研 数Ａ 31 改訂版　新編　数学Ａ
104 数研 数Ｂ 28 改訂版　新編　数学Ｂ
104 数研 数Ｃ 8 新編　数学Ｃ
61 啓林館 理Ａ 16 高等学校　理科総合Ａ　改訂版

104 数研 理Ａ 18 高等学校　理科総合Ａ
61 啓林館 物Ⅰ 13 高等学校　物理Ⅰ 改訂版

104 数研 物Ⅱ 10 改訂版　高等学校　物理Ⅱ
61 啓林館 化Ⅰ 18 高等学校　化学Ⅰ　改訂版

104 数研 化Ⅰ 21 改訂版　高等学校　化学Ⅰ
104 数研 化Ⅱ 12 改訂版　高等学校　化学Ⅱ
61 啓林館 生Ⅰ 19 高等学校　生物Ⅰ　改訂版
50 大修館 保体 6 現代保健体育　改訂版
27 教芸 音Ⅰ 10 ＭＯＵＳＡ１

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
3 大書 書Ⅰ 9 高校書道　Ⅰ

15 三省堂 オⅠ 23 ＳＥＬＥＣＴ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

183 第一 オⅠ 35 Ｖｏｉｃｅ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

9 開隆堂 英Ⅰ 40 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＥＮＧＬＩＳＨ　NOW　Ⅰ
109 文英堂 英Ⅰ 52 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＵＮＩＣＯＲＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅰ

9 開隆堂 英Ⅱ 42 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＮＯＷ　Ⅱ
109 文英堂 英Ⅱ 55 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＵＮＩＣＯＲＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ

15 三省堂 英Ｒ 29 ＯＲＢＩＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｎew　Ｅｄｉｔｉｏｎ
109 文英堂 英Ｒ 8 ＵＮＩＣＯＲＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ
109 文英堂 英Ｒ 20 ＰＯＷＷＯＷ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ
183 第一 英Ｗ 41 Ｖｉｖｉｄ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

7 実教 家庭 43 新家庭基礎　未来へつなぐパートナーシップ
7 実教 家庭 51 フードデザイン　新訂版
7 実教 情報 60 高校情報Ａ
7 実教 工業 7 建築構造
7 実教 工業 13 新機械設計
7 実教 工業 14 機械設計１
7 実教 工業 16 電子機械
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

7 実教 工業 19 建築設計製図
7 実教 工業 21 電気製図
7 実教 工業 22 生産システム技術  電気・電子の基礎から生産管理まで

7 実教 工業 26 土木製図
7 実教 工業 27 測量
7 実教 工業 28 工業技術基礎
7 実教 工業 29 機械製図
7 実教 工業 31 工業数理基礎
7 実教 工業 32 自動車工学１
7 実教 工業 48 電子計測制御
7 実教 工業 50 建築計画
7 実教 工業 51 土木基礎力学１  構造力学の基礎　
7 実教 工業 52 土木基礎力学２  水理学・土質力学の基礎  
7 実教 工業 53 原動機
7 実教 工業 61 電子機械応用
7 実教 工業 63 建築構造設計
7 実教 工業 64 土木施工
7 実教 工業 88 建築施工
7 実教 工業 89 建築法規
7 実教 工業 90 土木構造設計
7 実教 工業 91 社会基盤工学  土木計画と社会基盤整備
7 実教 工業 92 地球環境化学  これからの環境保全技術
7 実教 工業 98 情報技術基礎　新訂版
7 実教 工業 104 機械工作２　新訂版
7 実教 工業 106 電気基礎１　新訂版
7 実教 工業 107 電気基礎２　新訂版
7 実教 工業 108 プログラミング技術　新訂版
7 実教 工業 111 ソフトウェア技術　新訂版
7 実教 工業 112 電気機器　新訂版
7 実教 工業 113 電力技術１  新訂版　電力の発生と輸送　
7 実教 工業 114 電力技術２  新訂版　電力の利用と制御
7 実教 工業 116 電子回路　新訂版

174 コロナ 工業 11 電気基礎（上）
174 コロナ 工業 12 電気基礎（下）
174 コロナ 工業 55 電子回路
174 コロナ 工業 59 ハードウェア技術
174 コロナ 工業 87 マルチメディア応用

7 実教 工業 41 設備計画                  
179 電機大 工業 93 空気調和設備                  
201 海文堂 工業 42 衛生・防災設備           
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

鳥取湖陵高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

2 東書 国総 25 新編国語総合
183 第一 現文 48 高等学校　改訂版　新編現代文
81 山川 世Ａ 17 現代の世界史　改訂版

183 第一 日Ａ 14 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来　
2 東書 地Ａ 8 地理Ａ

46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版
183 第一 現社 27 高等学校　改訂版　新現代社会
183 第一 数Ⅰ 36 高等学校　新数学Ⅰ

2 東書 数Ⅱ 3 新　数学Ⅱ
183 第一 数Ⅱ 36 高等学校　新数学Ⅱ
183 第一 数Ａ 36 高等学校　新数学Ａ
61 啓林館 理Ａ 17 高等学校　新編 理科総合Ａ　改訂版

183 第一 物Ⅰ 16 高等学校　改訂　新物理Ⅰ
2 東書 化Ⅰ 14 新編化学Ⅰ

61 啓林館 生Ⅰ 19 高等学校　生物Ⅰ　改訂版
50 大修館 保体 6 現代保健体育　改訂版
17 教出 音Ⅰ 7 音楽Ⅰ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
3 大書 書Ⅰ 9 高校書道　Ⅰ
2 東書 オⅠ 20 Ｈｅｌｌｏ　ｔｈｅｒｅ！  Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

177 増進堂 英Ⅰ 59 ＮＥＷ　ＳＴＲＥＡＭ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

9 開隆堂 英Ⅱ 42 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＮＯＷ　Ⅱ
177 増進堂 英Ⅱ 27 ＮＥＷ　ＳＴＲＥＡＭ　Ⅱ

6 教図 家庭 20 発達と保育　育つ・育てる・育ち合う
6 教図 家庭 42 家庭基礎　出会う・かかわる・行動する
7 実教 家庭 25 家庭情報処理
7 実教 家庭 27 被服製作　
7 実教 家庭 51 フードデザイン　新訂版

50 大修館 家庭 37 新家庭総合　生活の創造をめざして
7 実教 情報 32 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ  情報産業と社会　
7 実教 情報 33 Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　＆　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ  情報と表現
7 実教 情報 34 情報システムの開発
7 実教 情報 35 コンピュータデザイン
7 実教 情報 57 ネットワークシステム
7 実教 情報 58 モデル化とシミュレーション
7 実教 農業 2 野菜
7 実教 農業 8 草花
7 実教 農業 10 植物バイオテクノロジー
7 実教 農業 20 農業経営
7 実教 農業 23 食品製造
7 実教 農業 34 農業情報処理　新訂版
7 実教 農業 35 環境科学基礎　新訂版

178 農文協 農業 3 農業科学基礎
178 農文協 農業 30 グリーンライフ

7 実教 工業 14 機械設計１
7 実教 工業 15 機械設計２
7 実教 工業 21 電気製図
7 実教 工業 28 工業技術基礎
7 実教 工業 29 機械製図
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

7 実教 工業 48 電子計測制御
7 実教 工業 53 原動機
7 実教 工業 84 通信技術
7 実教 工業 103 機械工作１　新訂版
7 実教 工業 104 機械工作２　新訂版
7 実教 工業 106 電気基礎１　新訂版
7 実教 工業 107 電気基礎２　新訂版
7 実教 工業 108 プログラミング技術　新訂版
7 実教 工業 110 ハードウェア技術　新訂版
7 実教 工業 111 ソフトウェア技術　新訂版
7 実教 工業 115 電子技術　新訂版
7 実教 工業 116 電子回路　新訂版

174 コロナ 工業 20 電子機械
174 コロナ 工業 62 電子機械応用
174 コロナ 工業 101 わかりやすい情報技術基礎
112 一橋 商業 2 ビジネス基礎

7 実教 福祉 11 社会福祉基礎　新訂版
112 一橋 福祉 4 基礎介護
112 一橋 福祉 7 社会福祉援助技術

6 教図 家庭 29 児童文化
7 実教 家庭 23 生活産業基礎
7 実教 家庭 24 ファッションデザイン

179 電機大 農業 32 造園技術
201 海文堂 農業 14 造園計画
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

鳥取緑風高等学校（定時制課程）

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

17 教出 国Ⅰ 9 国語表現Ⅰ　改訂版
15 三省堂 国総 31 明解国語総合
17 教出 現文 35 現代文　改訂版
2 東書 古典 26 新編古典

17 教出 講読 5 古典名文選　古典講読
7 実教 世Ａ 12 世界史Ａ　新訂版
2 東書 世Ｂ 12 新選世界史Ｂ　

183 第一 日Ａ 14 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来　
2 東書 日Ｂ 3 新選日本史Ｂ

130 二宮 地Ａ 11 よくわかる地理Ａ　世界の現在と未来
2 東書 地Ｂ 9 地理Ｂ

46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版
2 東書 現社 17 現代社会
7 実教 数基 2 数学基礎
2 東書 数Ⅰ 23 新数学Ⅰ
2 東書 数Ⅱ 23 新数学Ⅱ
2 東書 数Ａ 23 新数学Ａ
2 東書 数Ｂ 21 新編数学Ｂ

104 数研 理基 4 理科基礎　私たちにとって科学とは　
104 数研 理Ａ 19 改訂版　理科総合Ａ　物質とエネルギーのサイエンス
104 数研 理Ｂ 8 理科総合Ｂ　生物と自然環境のサイエンス
104 数研 物Ⅰ 14 改訂版　高等学校　物理Ⅰ
104 数研 化Ⅰ 23 改訂版　新編　化学Ⅰ　－物質の世界へ－
104 数研 化Ⅱ 13 精解　化学Ⅱ
104 数研 生Ⅰ 21 改訂版　高等学校　生物Ⅰ
104 数研 生Ⅱ 10 改訂版　高等学校　生物Ⅱ
50 大修館 保体 6 現代保健体育　改訂版
27 教芸 音Ⅰ 10 ＭＯＵＳＡ１
27 教芸 音Ⅱ 8 ＭOUSA２

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
116 日文 美Ⅱ 4 高校美術２
116 日文 工Ⅰ 1 高等学校工芸Ⅰ
116 日文 工Ⅱ 1 高等学校工芸Ⅱ

2 東書 書Ⅰ 8 書道Ⅰ
2 東書 書Ⅱ 8 書道Ⅱ

15 三省堂 オⅠ 23 ＳＥＬＥＣＴ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

212 桐原 英Ⅰ 68 ＮＥＷ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｐａｌ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
111 池田 英Ｒ 22 ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ

7 実教 家庭 12 家庭基礎  自分らしい生き方とパートナーシップ　
7 実教 家庭 25 家庭情報処理
7 実教 家庭 50 発達と保育　新訂版
7 実教 家庭 51 フードデザイン　新訂版

116 日文 情報 67 新・情報Ａ　情報社会への招待
116 日文 情報 79 新・情報Ｃ　豊かなコミユニケーション

7 実教 農業 2 野菜
7 実教 農業 8 草花
7 実教 農業 23 食品製造
7 実教 農業 33 農業科学基礎　新訂版

178 農文協 農業 15 作物
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

178 農文協 農業 17 生物活用
178 農文協 農業 30 グリーンライフ

7 実教 商業 34 ビジネス基礎　新訂版
7 実教 商業 35 新簿記　新訂版

112 一橋 商業 10 情報処理
112 一橋 福祉 2 社会福祉基礎
112 一橋 福祉 4 基礎介護

6 教図 家庭 28 消費生活
6 教図 家庭 29 児童文化
7 実教 家庭 24 ファッションデザイン

鳥取緑風高等学校（通信制課程）

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

17 教出 国Ⅰ 9 国語表現Ⅰ　改訂版
2 東書 国総 25 新編国語総合

183 第一 現文 47 高等学校　改訂版　標準現代文
183 第一 古典 44 高等学校　改訂版　標準古典

2 東書 世Ｂ 12 新選世界史Ｂ　
2 東書 日Ｂ 3 新選日本史Ｂ

130 二宮 地Ａ 11 よくわかる地理Ａ　世界の現在と未来
17 教出 地Ｂ 6 新　地理Ｂ　世界をみつめる
46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版
2 東書 現社 17 現代社会
2 東書 政経 22 政治・経済
7 実教 数基 2 数学基礎
2 東書 数Ⅰ 23 新数学Ⅰ
2 東書 数Ⅱ 23 新数学Ⅱ
2 東書 数Ａ 23 新数学Ａ

61 啓林館 理Ａ 17 高等学校　新編 理科総合Ａ　改訂版
2 東書 理Ｂ 11 新編理科総合Ｂ

61 啓林館 化Ⅰ 20 高等学校　新編　化学Ⅰ　改訂版
104 数研 化Ⅱ 12 改訂版　高等学校　化学Ⅱ
61 啓林館 生Ⅰ 20 高等学校　新編　生物Ⅰ　改訂版
2 東書 地Ⅰ 1 地学Ⅰ　地球と宇宙

50 大修館 保体 6 現代保健体育　改訂版
17 教出 音Ⅰ 7 音楽Ⅰ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
2 東書 書Ⅰ 8 書道Ⅰ
2 東書 オⅠ 20 Ｈｅｌｌｏ　ｔｈｅｒｅ！  Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ
2 東書 英Ⅰ 36 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ
2 東書 英Ⅱ 38 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ
7 実教 家庭 3 家庭総合  自分らしい生き方とパートナーシップ　
7 実教 家庭 50 発達と保育　新訂版
7 実教 家庭 51 フードデザイン　新訂版
7 実教 情報 33 Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　＆　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ  情報と表現

61 啓林館 情報 64 高等学校　情報Ａ　最新版
7 実教 商業 34 ビジネス基礎　新訂版
7 実教 商業 35 新簿記　新訂版

112 一橋 商業 10 情報処理
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

青谷高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

218 京書 国Ⅰ 11 国語表現Ⅰ　改訂版
17 教出 国総 32 国語総合　改訂版

117 明治 現文 43 高校生の現代文
17 教出 古典 7 古典　古文編
17 教出 古典 8 古典　漢文編

143 筑摩 講読 10 古典講読(古文)物語・評論選
46 帝国 世Ａ 15 明解新世界史Ａ　新訂版
81 山川 世Ｂ 16 詳説世界史　改訂版
15 三省堂 日Ａ 12 日本史Ａ　改訂版　
81 山川 日Ｂ 18 新日本史　改訂版
46 帝国 地Ａ 13 高等学校　新地理Ａ　初訂版
46 帝国 地Ｂ 10 高等学校　世界地理Ｂ
46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版

183 第一 現社 27 高等学校　改訂版　新現代社会
112 一橋 倫理 11 倫理－現在（いま）を未来（あす）につなげる－
112 一橋 政経 13 政治・経済

2 東書 数Ⅰ 22 新編数学Ⅰ
61 啓林館 数Ⅱ 8 高等学校　新編　数学Ⅱ
61 啓林館 数Ⅲ 7 高等学校　新編　数学Ⅲ
2 東書 数Ａ 22 新編数学Ａ

61 啓林館 数Ｂ 7 高等学校　新編　数学Ｂ
61 啓林館 数Ｃ 6 高等学校　新編　数学Ｃ
61 啓林館 理Ａ 16 高等学校　理科総合Ａ　改訂版
61 啓林館 物Ⅰ 13 高等学校　物理Ⅰ 改訂版
61 啓林館 物Ⅱ 9 高等学校　物理Ⅱ　改訂版
61 啓林館 化Ⅰ 19 Ｍａｓｔｅｒ　化学Ⅰ
61 啓林館 化Ⅱ 11 高等学校　化学Ⅱ　改訂版

183 第一 生Ⅰ 24 高等学校　改訂　新生物Ⅰ
183 第一 生Ⅱ 11 高等学校　改訂　生物Ⅱ

2 東書 地Ⅰ 1 地学Ⅰ　地球と宇宙
50 大修館 保体 6 現代保健体育　改訂版
89 友社 音Ⅰ 11 改訂新版　高校生の音楽１
89 友社 音Ⅱ 10 改訂新版　高校生の音楽２
89 友社 音Ⅲ 3 新　高校生の音楽３

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
116 日文 美Ⅱ 4 高校美術２
116 日文 美Ⅲ 2 高校美術３
116 日文 工Ⅰ 1 高等学校工芸Ⅰ
116 日文 工Ⅱ 1 高等学校工芸Ⅱ

6 教図 書Ⅰ 10 書　Ⅰ
6 教図 書Ⅱ 10 書　Ⅱ

177 増進堂 オⅠ 34 ＭＡＩＮＳＴＲＥＡＭ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

15 三省堂 英Ⅰ 42 ＥＸＣＥＥＤ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
212 桐原 英Ⅱ 70 ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

109 文英堂 英Ｒ 21 Ｓｕｒｆｉｎｇ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ
183 第一 英Ｒ 37 Ｖｉｖｉｄ　Ｒｅａｄｉｎｇ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ
109 文英堂 英Ｗ 36 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＰＯＷＷＯＷ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ

6 教図 家庭 20 発達と保育　育つ・育てる・育ち合う
183 第一 家庭 39 高等学校　改訂版　家庭総合　生活に豊かさをもとめて
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

61 啓林館 情報 77 高等学校　情報Ｃ　最新版
178 農文協 農業 17 生物活用

7 実教 工業 31 工業数理基礎
7 実教 商業 25 ＣＯＢＯＬ　最新プログラミング２１
7 実教 商業 34 ビジネス基礎　新訂版
7 実教 商業 35 新簿記　新訂版

112 一橋 商業 10 情報処理
112 一橋 商業 33 文書デザイン
116 日文 商業 15 商業技術

7 実教 福祉 5 基礎介護
6 教図 家庭 29 児童文化
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

岩美高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

143 筑摩 国総 41 国語総合[改訂版]
50 大修館 現文 38 精選現代文　改訂版

212 桐原 現文 50 展開　現代文　改訂版
2 東書 古典 26 新編古典
2 東書 世Ａ 20 世界史Ａ　 
7 実教 日Ｂ 13 高校日本史Ｂ　新訂版

46 帝国 地Ａ 13 高等学校　新地理Ａ　初訂版
46 帝国 地Ｂ 10 高等学校　世界地理Ｂ
46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版
2 東書 現社 17 現代社会

104 数研 数基 3 楽しく学ぶ　数学基礎
104 数研 数Ⅰ 32 改訂版　高校の数学Ⅰ

2 東書 数Ⅱ 23 新数学Ⅱ
2 東書 数Ａ 23 新数学Ａ

104 数研 数Ａ 32 改訂版　高校の数学Ａ
2 東書 数Ｂ 21 新編数学Ｂ
2 東書 理Ａ 12 新編理科総合Ａ

183 第一 理Ｂ 19 高等学校　新理科総合Ｂ
2 東書 物Ⅰ 2 新編物理Ⅰ
2 東書 化Ⅰ 14 新編化学Ⅰ
2 東書 生Ⅰ 14 新編生物Ⅰ

50 大修館 保体 8 最新保健体育
17 教出 音Ⅰ 7 音楽Ⅰ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
6 教図 書Ⅰ 5 新書道Ⅰ

183 第一 オⅠ 35 Ｖｏｉｃｅ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

104 数研 英Ⅰ 51 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ
104 数研 英Ⅱ 54 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ
109 文英堂 英Ｒ 21 Ｓｕｒｆｉｎｇ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ
111 池田 英Ｒ 22 ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ
61 啓林館 英Ｗ 6 ＭＩＬＥＳＴＯＮＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ
7 実教 家庭 34 新家庭総合  未来をひらく生き方とパートナーシップ
7 実教 家庭 50 発達と保育　新訂版
7 実教 家庭 51 フードデザイン　新訂版

112 一橋 情報 8 情報Ａ　
178 農文協 農業 3 農業科学基礎

7 実教 商業 36 高校簿記　新訂版
7 実教 商業 37 最新情報処理２１　新訂版　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ  Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ

7 実教 商業 42 高校会計　新訂版
112 一橋 商業 20 ビジネス情報
112 一橋 商業 33 文書デザイン

7 実教 福祉 5 基礎介護
7 実教 福祉 11 社会福祉基礎　新訂版

112 一橋 福祉 7 社会福祉援助技術
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

八頭高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

183 第一 国総 44 高等学校　改訂版　国語総合
183 第一 現文 46 高等学校　改訂版　現代文
50 大修館 古典 12 古典　２
50 大修館 古典 33 古典１　改訂版
17 教出 講読 5 古典名文選　古典講読
81 山川 世Ａ 16 要説世界史　改訂版
81 山川 世Ｂ 16 詳説世界史　改訂版
2 東書 日Ａ 11 日本史Ａ　現代からの歴史

81 山川 日Ｂ 12 詳説日本史　改訂版
46 帝国 地Ｂ 7 新詳地理Ｂ　初訂版
46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版
2 東書 現社 17 現代社会

104 数研 数Ⅰ 31 改訂版　新編　数学Ⅰ
104 数研 数Ⅱ 31 改訂版　新編　数学Ⅱ
211 知出 数Ⅱ 37 改訂版　新　数学　Ⅱ

2 東書 数Ⅲ 1 数学Ⅲ
104 数研 数Ａ 31 改訂版　新編　数学Ａ

2 東書 数Ｂ 20 数学Ｂ
104 数研 数Ｂ 28 改訂版　新編　数学Ｂ

2 東書 数Ｃ 16 数学Ｃ
183 第一 理Ａ 20 高等学校　 改訂　理科総合Ａ
104 数研 物Ⅰ 14 改訂版　高等学校　物理Ⅰ
61 啓林館 物Ⅱ 9 高等学校　物理Ⅱ　改訂版

183 第一 化Ⅰ 24 高等学校　改訂　化学Ⅰ
2 東書 生Ⅰ 13 生物Ⅰ

104 数研 生Ⅰ 21 改訂版　高等学校　生物Ⅰ
2 東書 生Ⅱ 1 生物Ⅱ

50 大修館 保体 6 現代保健体育　改訂版
27 教芸 音Ⅰ 10 ＭＯＵＳＡ１
27 教芸 音Ⅱ 8 ＭOUSA２

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
116 日文 美Ⅱ 2 高校美術２
17 教出 書Ⅰ 11 新編　書道Ⅰ
38 光村 書Ⅱ 12 書Ⅱ
50 大修館 オⅠ 26 Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　

109 文英堂 オⅡ 4 Ｂｉｒｄｌａｎｄ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ
2 東書 英Ⅰ 38 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ

104 数研 英Ⅰ 51 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ
177 増進堂 英Ⅰ 59 ＮＥＷ　ＳＴＲＥＡＭ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

177 増進堂 英Ⅱ 62 ＮＥＷ　ＳＴＲＥＡＭ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

177 増進堂 英Ⅱ 63 ＭＡＩＮＳＴＲＥＡＭ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

212 桐原 英Ⅱ 70 ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

172 旺文社 英Ｒ 35 Ｐｌａｎｅｔ　Ｂｌｕｅ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｎａｖｉｇａｔｏｒ　[Ｒｅｖｉｓｅｄ  Ｅｄｉｔｉｏｎ]

177 増進堂 英Ｒ 23 ＮＥＷ　ＳＴＲＥＡＭ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ                         

212 桐原 英Ｒ 38 ＰＲＯ－ＶＩＳＩＯＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

2 東書 英Ｗ 16 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ
104 数研 英Ｗ 33 Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＰＯＬＥＳＴＡＲ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ
104 数研 英Ｗ 34 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ
111 池田 英Ｗ 21 ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

6 教図 家庭 52 新版フードデザインＣＯＯＫＩＮＧ＆ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴ　

7 実教 家庭 44 新家庭基礎２１
104 数研 情報 66 三訂版　情報Ａ　ようこそ情報の世界へ
112 一橋 情報 54 情報Ｃ　Ｌｅｔ’ｓ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｅ！

7 実教 商業 35 新簿記　新訂版
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

智頭農林高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

17 教出 国Ⅰ 9 国語表現Ⅰ　改訂版
50 大修館 国総 35 新編国語総合　改訂版
50 大修館 現文 10 新編現代文
46 帝国 世Ａ 15 明解新世界史Ａ　新訂版

183 第一 日Ａ 14 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来　
2 東書 現社 17 現代社会

104 数研 数Ⅰ 32 改訂版　高校の数学Ⅰ
104 数研 数Ⅱ 32 改訂版　高校の数学Ⅱ

2 東書 理Ａ 12 新編理科総合Ａ
2 東書 理Ｂ 11 新編理科総合Ｂ

50 大修館 保体 7 新保健体育　改訂版
17 教出 音Ⅰ 7 音楽Ⅰ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
2 東書 書Ⅰ 8 書道Ⅰ

183 第一 オⅠ 35 Ｖｏｉｃｅ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

17 教出 英Ⅰ 45 Ｌｉｎｇｕａ－Ｌａｎｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

212 桐原 英Ⅱ 69 ＮＥＷ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｐal　Ⅱ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
7 実教 家庭 27 被服製作　
7 実教 家庭 35 新家庭総合２１
7 実教 家庭 51 フードデザイン　新訂版
7 実教 農業 2 野菜
7 実教 農業 8 草花

178 農文協 農業 3 農業科学基礎
178 農文協 農業 5 環境科学基礎
178 農文協 農業 7 農業情報処理
178 農文協 農業 11 植物バイオテクノロジー
178 農文協 農業 17 生物活用
178 農文協 農業 19 果樹

7 実教 工業 7 建築構造
7 実教 工業 27 測量
7 実教 工業 50 建築計画
7 実教 農業 12 林産加工
7 実教 農業 26 森林科学
7 実教 農業 27 森林経営

179 電機大 農業 32 造園技術
201 海文堂 農業 14 造園計画

7 実教 工業 45 インテリア計画         
174 コロナ 工業 79 インテリア製図
174 コロナ 工業 83 インテリアエレメント生産

等学校使用教科書採択一覧表（第２部）

智頭農林高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

179 電機大 農業 536 食品化学
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

倉吉東高等学校（全日制課程）

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

2 東書 国総 27 国語総合　現代文編
2 東書 国総 28 国語総合　古典編
2 東書 現文 22 現代文２
2 東書 現文 31 現代文１

104 数研 古典 35 古典古文編
104 数研 古典 36 古典漢文編

2 東書 世Ａ 20 世界史Ａ　 
81 山川 世Ｂ 16 詳説世界史　改訂版
81 山川 日Ｂ 12 詳説日本史　改訂版
46 帝国 地Ｂ 7 新詳地理Ｂ　初訂版
46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版

104 数研 現社 25 改訂版　高等学校　現代社会
2 東書 数Ⅰ 21 数学Ⅰ

104 数研 数Ⅱ 30 改訂版　数学Ⅱ
2 東書 数Ⅲ 1 数学Ⅲ
2 東書 数Ａ 21 数学Ａ

104 数研 数Ｂ 27 改訂版　数学Ｂ
2 東書 数Ｃ 16 数学Ｃ
7 実教 理Ａ 15 新版理科総合Ａ

104 数研 物Ⅰ 14 改訂版　高等学校　物理Ⅰ
104 数研 物Ⅱ 10 改訂版　高等学校　物理Ⅱ

2 東書 化Ⅰ 13 化学Ⅰ
2 東書 化Ⅱ 8 化学Ⅱ

104 数研 生Ⅰ 21 改訂版　高等学校　生物Ⅰ
104 数研 生Ⅱ 10 改訂版　高等学校　生物Ⅱ
104 数研 地Ⅰ 8 改訂版　高等学校　地学Ⅰ　地球と宇宙
104 数研 地Ⅱ 2 高等学校　地学Ⅱ　地球と宇宙の探究
50 大修館 保体 6 現代保健体育　改訂版
27 教芸 音Ⅰ 10 ＭＯＵＳＡ１
89 友社 音Ⅱ 10 改訂新版　高校生の音楽２
89 友社 音Ⅲ 3 新　高校生の音楽３
38 光村 美Ⅰ 4 美術１
38 光村 美Ⅱ 3 美術２
38 光村 美Ⅲ 1 美術Ⅲ
6 教図 書Ⅰ 10 書　Ⅰ
6 教図 書Ⅱ 4 新書道Ⅱ
6 教図 書Ⅲ 3 新書道Ⅲ

17 教出 オⅠ 24 ｅｍｐａｔｈｙ　ｏｒａｌ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

2 東書 英Ⅰ 38 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ
212 桐原 英Ⅱ 71 ＰＲＯ－ＶＩＳＩＯＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

109 文英堂 英Ｒ 8 ＵＮＩＣＯＲＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ
212 桐原 英Ｗ 42 ＰＲＯ－ＶＩＳＩＯＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

7 実教 家庭 43 新家庭基礎　未来へつなぐパートナーシップ
7 実教 情報 75 最新情報Ｃ
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

倉吉東高等学校（定時制課程）

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

218 京書 国Ⅰ 11 国語表現Ⅰ　改訂版
2 東書 国総 25 新編国語総合

50 大修館 現文 39 新現代文　改訂版
17 教出 講読 1 徒然草　枕草子　説話

142 右文 講読 3
新古典講読　説話（古今著聞集・沙石集・十訓抄・
竹取物語）　随筆（徒然草・ 枕草子・方丈記・常山
紀談・花月草紙・蘭東事始）　故事・小話　漢詩

7 実教 世Ａ 12 世界史Ａ　新訂版
183 第一 日Ａ 14 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来　
130 二宮 地Ａ 5 高校生の新地理Ａ
130 二宮 地図 13 基本地図帳　改訂版　世界と日本のいまを知る

2 東書 現社 17 現代社会
17 教出 倫理 12 新　倫理　自己を見つめて

112 一橋 政経 13 政治・経済
7 実教 数Ⅰ 6 高校数学Ⅰ
7 実教 数Ⅱ 6 高校数学Ⅱ
7 実教 数Ａ 6 高校数学Ａ
4 大日本 理基 2 理科基礎
2 東書 理Ａ 12 新編理科総合Ａ
2 東書 理Ｂ 11 新編理科総合Ｂ

61 啓林館 化Ⅰ 20 高等学校　新編　化学Ⅰ　改訂版
2 東書 生Ⅰ 14 新編生物Ⅰ
2 東書 地Ⅰ 1 地学Ⅰ　地球と宇宙

112 一橋 保体 3 保健体育
89 友社 音Ⅰ 11 改訂新版　高校生の音楽１

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
6 教図 書Ⅰ 5 新書道Ⅰ

9 開隆堂 オⅠ 21
ＯＲＡＬ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＥＸＰＲ
ＥＳＳＷＡＹＳ　Ⅰ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

2 東書 英Ⅰ 36 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ
2 東書 英Ⅱ 38 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ
6 教図 家庭 52 新版フードデザインＣＯＯＫＩＮＧ＆ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴ　

7 実教 家庭 43 新家庭基礎　未来へつなぐパートナーシップ
7 実教 情報 2 Ｗｅｌｃｏｍｅ　ｔｏ　’ＩＴ’  情報Ａ
7 実教 商業 28 経済活動と法
7 実教 商業 36 高校簿記　新訂版
7 実教 商業 37 最新情報処理２１　新訂版　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ  Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ

112 一橋 商業 2 ビジネス基礎
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

倉吉西高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

2 東書 国Ⅱ 1 国語表現Ⅱ
183 第一 国総 44 高等学校　改訂版　国語総合
183 第一 現文 46 高等学校　改訂版　現代文
183 第一 古典 44 高等学校　改訂版　標準古典
183 第一 講読 11 高等学校　古典講読　大鏡　源氏物語　史記
46 帝国 世Ａ 15 明解新世界史Ａ　新訂版
81 山川 世Ｂ 16 詳説世界史　改訂版
81 山川 日Ａ 13 日本史Ａ　改訂版
81 山川 日Ｂ 12 詳説日本史　改訂版
46 帝国 地Ａ 13 高等学校　新地理Ａ　初訂版

130 二宮 地Ｂ 8 詳解地理Ｂ
46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版

183 第一 現社 26 高等学校　改訂版　現代社会
183 第一 政経 20 高等学校　改訂版　政治・経済

2 東書 数Ⅰ 22 新編数学Ⅰ
2 東書 数Ⅱ 22 新編数学Ⅱ

104 数研 数Ⅲ 9 新編　 数学Ⅲ
2 東書 数Ａ 22 新編数学Ａ
2 東書 数Ｂ 21 新編数学Ｂ

104 数研 数Ｃ 8 新編　数学Ｃ
183 第一 理Ａ 20 高等学校　 改訂　理科総合Ａ
104 数研 物Ⅰ 14 改訂版　高等学校　物理Ⅰ
104 数研 物Ⅱ 10 改訂版　高等学校　物理Ⅱ
183 第一 化Ⅰ 24 高等学校　改訂　化学Ⅰ
183 第一 化Ⅱ 14 高等学校　改訂　化学Ⅱ
104 数研 生Ⅰ 21 改訂版　高等学校　生物Ⅰ
104 数研 生Ⅱ 10 改訂版　高等学校　生物Ⅱ
104 数研 地Ⅰ 8 改訂版　高等学校　地学Ⅰ　地球と宇宙
112 一橋 保体 3 保健体育
27 教芸 音Ⅰ 10 ＭＯＵＳＡ１
27 教芸 音Ⅱ 8 ＭOUSA２
89 友社 音Ⅲ 3 新　高校生の音楽３
38 光村 美Ⅰ 4 美術１
38 光村 美Ⅱ 3 美術２
38 光村 美Ⅲ 1 美術Ⅲ
6 教図 書Ⅰ 10 書　Ⅰ

109 文英堂 オⅠ 29 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　Ｂｉｒｄｌａｎｄ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　

2 東書 英Ⅰ 37 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ
2 東書 英Ⅱ 39 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

104 数研 英Ｒ 33 Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＰＯＬＥＳＴＡＲ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ
9 開隆堂 英Ｗ 26 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＳＵＮＳＨＩＮＥ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

183 第一 英Ｗ 41 Ｖｉｖｉｄ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ
50 大修館 家庭 47 明日を拓く高校家庭基礎
7 実教 情報 75 最新情報Ｃ
7 実教 福祉 11 社会福祉基礎　新訂版

112 一橋 福祉 7 社会福祉援助技術
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

倉吉農業高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

183 第一 国Ⅰ 10 高等学校　改訂版　国語表現Ⅰ
183 第一 国総 46 高等学校　改訂版　新編国語総合
183 第一 現文 48 高等学校　改訂版　新編現代文
17 教出 講読 15 新古典名文選　古典講読
35 清水 世Ａ 14 高等学校　世界史Ａ　改訂版
81 山川 日Ａ 13 日本史Ａ　改訂版
17 教出 地Ａ 9 新　地理Ａ　暮らしと環境
46 帝国 地図 11 地歴高等地図　－現代世界とその歴史的背景－最新版

46 帝国 地図 14 標準高等地図－地図でよむ現代社会－初訂版
46 帝国 現社 23 高校生の新現代社会　－共に生きる社会をめざして－初訂版

104 数研 数Ⅰ 32 改訂版　高校の数学Ⅰ
104 数研 数Ⅱ 32 改訂版　高校の数学Ⅱ
104 数研 数Ａ 32 改訂版　高校の数学Ａ
61 啓林館 理Ａ 16 高等学校　理科総合Ａ　改訂版
2 東書 理Ｂ 11 新編理科総合Ｂ
7 実教 物Ⅰ 12 物理Ⅰ　新訂版

61 啓林館 化Ⅰ 20 高等学校　新編　化学Ⅰ　改訂版
61 啓林館 生Ⅰ 20 高等学校　新編　生物Ⅰ　改訂版

112 一橋 保体 3 保健体育
89 友社 音Ⅰ 11 改訂新版　高校生の音楽１

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
17 教出 書Ⅰ 11 新編　書道Ⅰ

177 増進堂 オⅠ 34 ＭＡＩＮＳＴＲＥＡＭ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

2 東書 英Ⅰ 36 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ
2 東書 英Ⅱ 38 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

183 第一 英Ⅱ 30 Ｖｉｖａ　Ｅｎｇｌｉｓｈ！　Ⅱ（Ｕｎｉｔ１）     
183 第一 英Ⅱ 31 Ｖｉｖａ　Ｅｎｇｌｉｓｈ！　Ⅱ（Ｕｎｉｔ２）                       

6 教図 家庭 20 発達と保育　育つ・育てる・育ち合う
7 実教 家庭 51 フードデザイン　新訂版

112 一橋 家庭 7 家庭総合－ともに生きる－
112 一橋 家庭 16 家庭基礎－すこやかに生きる－

7 実教 農業 8 草花
7 実教 農業 23 食品製造
7 実教 農業 33 農業科学基礎　新訂版
7 実教 農業 34 農業情報処理　新訂版
7 実教 農業 35 環境科学基礎　新訂版

178 農文協 農業 11 植物バイオテクノロジー
178 農文協 農業 15 作物
178 農文協 農業 16 野菜
178 農文協 農業 17 生物活用
178 農文協 農業 19 果樹
178 農文協 農業 28 畜産
178 農文協 農業 29 農業機械
178 農文協 農業 30 グリーンライフ

7 実教 工業 26 土木製図
7 実教 工業 27 測量
7 実教 工業 51 土木基礎力学１  構造力学の基礎　
7 実教 工業 52 土木基礎力学２  水理学・土質力学の基礎  
7 実教 工業 64 土木施工
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報告事項イ
別添資料２

7 実教 工業 91 社会基盤工学  土木計画と社会基盤整備
7 実教 農業 12 林産加工
7 実教 農業 26 森林科学

179 電機大 農業 13 農業土木設計
179 電機大 農業 24 動物・微生物バイオテクノロジー
179 電機大 農業 32 造園技術
201 海文堂 農業 14 造園計画

等学校使用教科書採択一覧表（第２部）

倉吉農業高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

178 農文協 農業 520 栽培環境
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報告事項イ
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倉吉総合産業高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

17 教出 国Ⅰ 9 国語表現Ⅰ　改訂版
17 教出 国Ⅱ 3 国語表現Ⅱ
2 東書 国総 25 新編国語総合
2 東書 現文 29 新編現代文
2 東書 古典 26 新編古典

46 帝国 世Ａ 15 明解新世界史Ａ　新訂版
2 東書 日Ａ 11 日本史Ａ　現代からの歴史
2 東書 地Ａ 8 地理Ａ

46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版
2 東書 数Ⅰ 22 新編数学Ⅰ
2 東書 数Ⅱ 22 新編数学Ⅱ
2 東書 数Ⅲ 2 新編数学Ⅲ
2 東書 数Ａ 22 新編数学Ａ
2 東書 数Ｂ 21 新編数学Ｂ

183 第一 理Ａ 21 高等学校　 改訂　新理科総合Ａ
183 第一 物Ⅰ 16 高等学校　改訂　新物理Ⅰ
104 数研 物Ⅱ 10 改訂版　高等学校　物理Ⅱ
104 数研 化Ⅰ 23 改訂版　新編　化学Ⅰ　－物質の世界へ－
104 数研 生Ⅰ 21 改訂版　高等学校　生物Ⅰ
104 数研 生Ⅱ 10 改訂版　高等学校　生物Ⅱ
50 大修館 保体 8 最新保健体育
89 友社 音Ⅰ 11 改訂新版　高校生の音楽１

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
2 東書 書Ⅰ 8 書道Ⅰ

38 光村 書Ⅰ 12 書Ⅰ
50 大修館 英Ⅰ 47 Ｃａｐｔａｉｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ
2 東書 英Ⅱ 39 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

15 三省堂 英Ⅱ 45 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ⅱ  Ｓｔｅｐ　Ｏｎｅ  Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

15 三省堂 英Ⅱ 46 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ⅱ  Ｓｔｅｐ　Ｔｗｏ 　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

109 文英堂 英Ⅱ 57 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　Ｓｕｒｆｉｎｇ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ

212 桐原 英Ⅱ 70 ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

109 文英堂 英Ｒ 21 Ｓｕｒｆｉｎｇ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ
6 教図 家庭 20 発達と保育　育つ・育てる・育ち合う
7 実教 家庭 25 家庭情報処理
7 実教 家庭 27 被服製作　
7 実教 家庭 51 フードデザイン　新訂版

50 大修館 家庭 37 新家庭総合　生活の創造をめざして
7 実教 情報 32 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ  情報産業と社会　
7 実教 情報 33 Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　＆　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ  情報と表現
7 実教 情報 34 情報システムの開発
7 実教 情報 35 コンピュータデザイン
7 実教 情報 57 ネットワークシステム
7 実教 情報 58 モデル化とシミュレーション
7 実教 工業 14 機械設計１
7 実教 工業 15 機械設計２
7 実教 工業 16 電子機械
7 実教 工業 21 電気製図
7 実教 工業 22 生産システム技術  電気・電子の基礎から生産管理まで

7 実教 工業 28 工業技術基礎
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報告事項イ
別添資料２

7 実教 工業 29 機械製図
7 実教 工業 32 自動車工学１
7 実教 工業 33 自動車工学２
7 実教 工業 48 電子計測制御
7 実教 工業 53 原動機
7 実教 工業 84 通信技術
7 実教 工業 98 情報技術基礎　新訂版
7 実教 工業 103 機械工作１　新訂版
7 実教 工業 104 機械工作２　新訂版
7 実教 工業 105 精選電気基礎　新訂版
7 実教 工業 106 電気基礎１　新訂版
7 実教 工業 107 電気基礎２　新訂版
7 実教 工業 108 プログラミング技術　新訂版
7 実教 工業 112 電気機器　新訂版
7 実教 工業 113 電力技術１  新訂版　電力の発生と輸送　
7 実教 工業 114 電力技術２  新訂版　電力の利用と制御
7 実教 工業 116 電子回路　新訂版
7 実教 商業 21 国際ビジネス
7 実教 商業 25 ＣＯＢＯＬ　最新プログラミング２１
7 実教 商業 27 マーケティング　
7 実教 商業 28 経済活動と法
7 実教 商業 32 文書デザイン　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　＆  Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
7 実教 商業 35 新簿記　新訂版
7 実教 商業 37 最新情報処理２１　新訂版　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ  Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ

7 実教 商業 40 商業技術　新訂版
7 実教 商業 41 新会計　新訂版
7 実教 商業 43 原価計算　新訂版
7 実教 商業 44 ビジネス情報　新訂版

112 一橋 商業 2 ビジネス基礎
112 一橋 商業 13 商品と流通

7 実教 福祉 11 社会福祉基礎　新訂版
112 一橋 福祉 4 基礎介護

6 教図 家庭 28 消費生活
6 教図 家庭 29 児童文化
7 実教 家庭 23 生活産業基礎
7 実教 家庭 30 服飾文化
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鳥取中央育英高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

183 第一 国Ⅰ 10 高等学校　改訂版　国語表現Ⅰ
183 第一 国総 44 高等学校　改訂版　国語総合
183 第一 現文 46 高等学校　改訂版　現代文
183 第一 古典 44 高等学校　改訂版　標準古典
117 明治 講読 7 精選古典講読（古文）
46 帝国 世Ａ 15 明解新世界史Ａ　新訂版
2 東書 世Ｂ 13 世界史Ｂ

183 第一 日Ａ 14 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来　
81 山川 日Ｂ 12 詳説日本史　改訂版
2 東書 地Ａ 8 地理Ａ

130 二宮 地Ｂ 8 詳解地理Ｂ
46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版

104 数研 現社 25 改訂版　高等学校　現代社会
104 数研 政経 19 改訂版　高等学校　政治・経済

2 東書 数基 1 数学基礎
104 数研 数Ⅰ 31 改訂版　新編　数学Ⅰ
104 数研 数Ⅱ 31 改訂版　新編　数学Ⅱ

2 東書 数Ⅲ 1 数学Ⅲ
104 数研 数Ａ 31 改訂版　新編　数学Ａ
104 数研 数Ｂ 28 改訂版　新編　数学Ｂ

2 東書 数Ｃ 16 数学Ｃ
104 数研 理Ａ 19 改訂版　理科総合Ａ　物質とエネルギーのサイエンス
104 数研 理Ｂ 17 高等学校　理科総合Ｂ
183 第一 物Ⅰ 15 高等学校　改訂　物理Ⅰ
183 第一 物Ⅱ 11 高等学校　改訂　物理Ⅱ
104 数研 化Ⅰ 21 改訂版　高等学校　化学Ⅰ
104 数研 化Ⅱ 12 改訂版　高等学校　化学Ⅱ
104 数研 生Ⅰ 21 改訂版　高等学校　生物Ⅰ
104 数研 生Ⅱ 10 改訂版　高等学校　生物Ⅱ
104 数研 地Ⅰ 8 改訂版　高等学校　地学Ⅰ　地球と宇宙
112 一橋 保体 3 保健体育
27 教芸 音Ⅰ 10 ＭＯＵＳＡ１
17 教出 音Ⅱ 7 高校音楽Ⅱ　改訂版　ＭＵＳＩＣ　ＡＴＬＡＳ
17 教出 音Ⅲ 1 音楽Ⅲ                     
38 光村 美Ⅰ 4 美術１
38 光村 美Ⅱ 3 美術２
38 光村 美Ⅲ 1 美術Ⅲ
2 東書 書Ⅰ 8 書道Ⅰ
2 東書 書Ⅱ 8 書道Ⅱ

17 教出 書Ⅲ 4 書道Ⅲ
2 東書 オⅠ 20 Ｈｅｌｌｏ　ｔｈｅｒｅ！  Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

15 三省堂 英Ⅰ 43 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
104 数研 英Ⅰ 51 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ
172 旺文社 英Ⅱ 60 Ｓｔｅｐ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ[Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ]
183 第一 英Ⅱ 65 Ｖｉｖｉｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ
172 旺文社 英Ｒ 35 Ｐｌａｎｅｔ　Ｂｌｕｅ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｎａｖｉｇａｔｏｒ　[Ｒｅｖｉｓｅｄ  Ｅｄｉｔｉｏｎ]

205 三友 英Ｒ 25 ＮＥＷ　ＣＯＳＭＯＳ　ＲＥＡＤＩＮＧ　Ｒｅｖｉｓｅｄ  Ｅｄｉｔｉｏｎ　

109 文英堂 英Ｗ 8 ＰＯＷＷＯＷ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ
7 実教 家庭 27 被服製作　
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7 実教 家庭 50 発達と保育　新訂版
7 実教 家庭 51 フードデザイン　新訂版

183 第一 家庭 48 高等学校　改訂版　家庭基礎　自分らしく生きる
7 実教 情報 61 最新情報Ａ
7 実教 情報 75 最新情報Ｃ
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米子東高等学校（全日制課程）

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

2 東書 国Ⅰ 1 国語表現Ⅰ
50 大修館 国総 34 国語総合　改訂版
2 東書 現文 30 精選現代文

50 大修館 古典 34 精選古典　改訂版
81 山川 世Ａ 17 現代の世界史　改訂版
81 山川 世Ｂ 16 詳説世界史　改訂版
35 清水 日Ａ 9 高等学校　日本史Ａ　改訂版
81 山川 日Ｂ 12 詳説日本史　改訂版
46 帝国 地Ａ 13 高等学校　新地理Ａ　初訂版
46 帝国 地Ｂ 7 新詳地理Ｂ　初訂版
46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版
46 帝国 地図 11 地歴高等地図　－現代世界とその歴史的背景－最新版

183 第一 現社 26 高等学校　改訂版　現代社会
104 数研 倫理 15 改訂版　高等学校　倫理
104 数研 政経 19 改訂版　高等学校　政治・経済
104 数研 数Ⅰ 30 改訂版　数学Ⅰ
104 数研 数Ⅱ 30 改訂版　数学Ⅱ
104 数研 数Ⅲ 8 数学Ⅲ
104 数研 数Ａ 30 改訂版　数学Ａ
104 数研 数Ｂ 27 改訂版　数学Ｂ
104 数研 数Ｃ 7 数学Ｃ
183 第一 理Ａ 20 高等学校　 改訂　理科総合Ａ
104 数研 物Ⅰ 14 改訂版　高等学校　物理Ⅰ
104 数研 物Ⅱ 10 改訂版　高等学校　物理Ⅱ
104 数研 化Ⅰ 21 改訂版　高等学校　化学Ⅰ
104 数研 化Ⅱ 12 改訂版　高等学校　化学Ⅱ

2 東書 生Ⅰ 13 生物Ⅰ
104 数研 生Ⅱ 10 改訂版　高等学校　生物Ⅱ
104 数研 地Ⅰ 8 改訂版　高等学校　地学Ⅰ　地球と宇宙
112 一橋 保体 3 保健体育
27 教芸 音Ⅰ 10 ＭＯＵＳＡ１
27 教芸 音Ⅱ 8 ＭOUSA２

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
116 日文 美Ⅱ 4 高校美術２
17 教出 書Ⅰ 11 新編　書道Ⅰ

109 文英堂 オⅠ 29 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　Ｂｉｒｄｌａｎｄ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　

104 数研 英Ⅰ 50 Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＰＯＬＥＳＴＡＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ  Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ
212 桐原 英Ⅱ 71 ＰＲＯ－ＶＩＳＩＯＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

212 桐原 英Ｒ 26 ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ                   

104 数研 英Ｗ 33 Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＰＯＬＥＳＴＡＲ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ
7 実教 家庭 35 新家庭総合２１
7 実教 情報 44 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　＆　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ  新版情報Ｂ

112 一橋 情報 8 情報Ａ　

米子東高等学校（定時制課程）

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

2 東書 国Ⅰ 1 国語表現Ⅰ
183 第一 国総 46 高等学校　改訂版　新編国語総合
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183 第一 現文 48 高等学校　改訂版　新編現代文
50 大修館 古典 14 新編古典
81 山川 世Ａ 16 要説世界史　改訂版
15 三省堂 日Ａ 12 日本史Ａ　改訂版　

183 第一 地Ａ 12 高等学校　改訂版　地理Ａ　世界の暮らしを学ぶ
46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版
7 実教 現社 19 新版現代社会

183 第一 数Ⅰ 36 高等学校　新数学Ⅰ
183 第一 数Ⅱ 18 高等学校　新数学Ⅱ
183 第一 数Ａ 36 高等学校　新数学Ａ
183 第一 数Ｂ 17 高等学校　新数学Ｂ

2 東書 理Ａ 12 新編理科総合Ａ
2 東書 理Ｂ 11 新編理科総合Ｂ
7 実教 化Ⅰ 17 高校化学Ⅰ　新訂版
2 東書 生Ⅰ 13 生物Ⅰ

112 一橋 保体 3 保健体育
89 友社 音Ⅰ 12 改訂新版　高校の音楽１
17 教出 書Ⅰ 11 新編　書道Ⅰ

183 第一 オⅠ 35 Ｖｏｉｃｅ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

109 文英堂 オⅡ 3 ＯＰＥＮ　ＤＯＯＲ　ｔｏ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ＢＯＯＫ　Ⅱ

17 教出 英Ⅰ 45 Ｌｉｎｇｕａ－Ｌａｎｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

15 三省堂 英Ⅱ 45 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ⅱ  Ｓｔｅｐ　Ｏｎｅ  Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

15 三省堂 英Ⅱ 46 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ⅱ  Ｓｔｅｐ　Ｔｗｏ 　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

183 第一 英Ｒ 37 Ｖｉｖｉｄ　Ｒｅａｄｉｎｇ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ
61 啓林館 英Ｗ 6 ＭＩＬＥＳＴＯＮＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ
6 教図 家庭 33 家庭総合　出会う・かかわる・行動する
6 教図 家庭 42 家庭基礎　出会う・かかわる・行動する
6 教図 家庭 52 新版フードデザインＣＯＯＫＩＮＧ＆ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴ　

7 実教 家庭 50 発達と保育　新訂版
112 一橋 情報 8 情報Ａ　
112 一橋 商業 10 情報処理
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

米子西高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

183 第一 国Ⅰ 10 高等学校　改訂版　国語表現Ⅰ
212 桐原 国総 47 探求　国語総合（現代文・表現編）　改訂版
212 桐原 国総 48 探求　国語総合（古典編）　改訂版
50 大修館 現文 24 現代文　２
50 大修館 現文 37 現代文１　改訂版

183 第一 古典 42 高等学校　改訂版　古典　古文編
183 第一 古典 43 高等学校　改訂版　古典　漢文編
183 第一 講読 11 高等学校　古典講読　大鏡　源氏物語　史記

2 東書 世Ａ 20 世界史Ａ　 
81 山川 世Ｂ 16 詳説世界史　改訂版

183 第一 日Ａ 14 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来　
2 東書 日Ｂ 4 日本史Ｂ

46 帝国 地Ａ 13 高等学校　新地理Ａ　初訂版
46 帝国 地Ｂ 7 新詳地理Ｂ　初訂版
46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版

183 第一 現社 26 高等学校　改訂版　現代社会
35 清水 倫理 13 高等学校　新倫理　改訂版

104 数研 政経 19 改訂版　高等学校　政治・経済
104 数研 数Ⅰ 30 改訂版　数学Ⅰ
104 数研 数Ⅱ 30 改訂版　数学Ⅱ

2 東書 数Ⅲ 1 数学Ⅲ
104 数研 数Ａ 30 改訂版　数学Ａ
104 数研 数Ｂ 27 改訂版　数学Ｂ

2 東書 数Ｃ 16 数学Ｃ
183 第一 理Ａ 20 高等学校　 改訂　理科総合Ａ
104 数研 物Ⅰ 14 改訂版　高等学校　物理Ⅰ
61 啓林館 物Ⅱ 9 高等学校　物理Ⅱ　改訂版

183 第一 化Ⅰ 24 高等学校　改訂　化学Ⅰ
183 第一 化Ⅱ 14 高等学校　改訂　化学Ⅱ
104 数研 生Ⅰ 21 改訂版　高等学校　生物Ⅰ

2 東書 生Ⅱ 1 生物Ⅱ
104 数研 地Ⅰ 8 改訂版　高等学校　地学Ⅰ　地球と宇宙
112 一橋 保体 3 保健体育
27 教芸 音Ⅰ 10 ＭＯＵＳＡ１
27 教芸 音Ⅱ 3 Ｍｏｕｓａ　２
38 光村 美Ⅰ 4 美術１
38 光村 美Ⅱ 3 美術２
2 東書 書Ⅰ 8 書道Ⅰ

17 教出 書Ⅱ 11 新編　書道Ⅱ
61 啓林館 オⅠ 27 ＲＥＶＩＳＥＤ　Ｓａｉｌｉｎｇ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

109 文英堂 オⅡ 4 Ｂｉｒｄｌａｎｄ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ
2 東書 英Ⅰ 38 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ

104 数研 英Ⅱ 53 Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＰＯＬＥＳＴＡＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ
183 第一 英Ｒ 36 Ｖｏｙａｇｅｒ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ
111 池田 英Ｗ 21 ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ

6 教図 家庭 42 家庭基礎　出会う・かかわる・行動する
6 教図 家庭 52 新版フードデザインＣＯＯＫＩＮＧ＆ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴ　

2 東書 情報 59 情報Ａ　Ｓｔｅｐ　Ｆｏｒｗａｒｄ！
7 実教 情報 69 最新情報Ｂ
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

米子高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

17 教出 国Ⅰ 3 国語表現Ⅰ
17 教出 国Ⅱ 3 国語表現Ⅱ
17 教出 国総 33 新国語総合　改訂版
2 東書 現文 29 新編現代文

183 第一 古典 44 高等学校　改訂版　標準古典
17 教出 講読 15 新古典名文選　古典講読
46 帝国 世Ａ 15 明解新世界史Ａ　新訂版
7 実教 世Ｂ 14 世界史Ｂ　新訂版

81 山川 日Ａ 10 現代の日本史　改訂版
81 山川 日Ｂ 17 高校日本史　改訂版
46 帝国 地Ａ 13 高等学校　新地理Ａ　初訂版
46 帝国 地Ｂ 7 新詳地理Ｂ　初訂版
46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版
7 実教 現社 19 新版現代社会
7 実教 倫理 9 倫理
2 東書 政経 22 政治・経済
7 実教 数Ⅰ 25 新版数学Ⅰ　新訂版
7 実教 数Ⅱ 25 新版数学Ⅱ　新訂版

61 啓林館 数Ⅱ 8 高等学校　新編　数学Ⅱ
61 啓林館 数Ⅲ 7 高等学校　新編　数学Ⅲ
7 実教 数Ａ 25 新版数学Ａ　新訂版
7 実教 数Ｂ 23 新版数学Ｂ　新訂版

61 啓林館 数Ｂ 7 高等学校　新編　数学Ｂ
61 啓林館 数Ｃ 6 高等学校　新編　数学Ｃ
61 啓林館 理Ｂ 16 高等学校　理科総合Ｂ　改訂版

183 第一 化Ⅰ 25 高等学校　改訂　新化学Ⅰ
183 第一 化Ⅱ 14 高等学校　改訂　化学Ⅱ

2 東書 生Ⅰ 14 新編生物Ⅰ
2 東書 生Ⅱ 1 生物Ⅱ

112 一橋 保体 3 保健体育
89 友社 音Ⅰ 12 改訂新版　高校の音楽１
89 友社 音Ⅱ 11 改訂新版　高校の音楽２

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
116 日文 工Ⅰ 1 高等学校工芸Ⅰ
116 日文 工Ⅱ 1 高等学校工芸Ⅱ

3 大書 書Ⅰ 9 高校書道　Ⅰ
3 大書 書Ⅱ 9 高校書道　Ⅱ

19 開拓 オⅠ 25 Ｏｎ　Aｉｒ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
183 第一 オⅡ 5 Ｖｏｉｃｅ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

2 東書 英Ⅰ 37 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ
2 東書 英Ⅱ 39 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

177 増進堂 英Ⅱ 62 ＮＥＷ　ＳＴＲＥＡＭ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

109 文英堂 英Ｒ 21 Ｓｕｒｆｉｎｇ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ
111 池田 英Ｗ 37 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＰＲＡＣＴＩＣＡＬ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ

2 東書 家庭 31 家庭総合　自立・共生・創造
6 教図 家庭 20 発達と保育　育つ・育てる・育ち合う
7 実教 家庭 27 被服製作　
7 実教 家庭 51 フードデザイン　新訂版
7 実教 情報 61 最新情報Ａ
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

7 実教 農業 2 野菜
7 実教 農業 8 草花

178 農文協 農業 11 植物バイオテクノロジー
7 実教 工業 86 マルチメディア応用
7 実教 工業 92 地球環境化学  これからの環境保全技術
7 実教 商業 27 マーケティング　
7 実教 商業 35 新簿記　新訂版
7 実教 商業 40 商業技術　新訂版

112 一橋 商業 2 ビジネス基礎
112 一橋 商業 10 情報処理
112 一橋 商業 20 ビジネス情報
112 一橋 商業 29 経済活動と法
112 一橋 商業 33 文書デザイン

7 実教 福祉 9 社会福祉制度
7 実教 福祉 11 社会福祉基礎　新訂版

112 一橋 福祉 4 基礎介護
112 一橋 福祉 7 社会福祉援助技術

6 教図 家庭 29 児童文化
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

米子南高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

17 教出 国Ⅰ 9 国語表現Ⅰ　改訂版
15 三省堂 国総 31 明解国語総合

183 第一 現文 47 高等学校　改訂版　標準現代文
183 第一 古典 44 高等学校　改訂版　標準古典
183 第一 世Ａ 6 高等学校　世界史Ａ　 
35 清水 日Ａ 9 高等学校　日本史Ａ　改訂版
2 東書 日Ｂ 4 日本史Ｂ

183 第一 地Ａ 12 高等学校　改訂版　地理Ａ　世界の暮らしを学ぶ
46 帝国 地Ｂ 10 高等学校　世界地理Ｂ
46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版

183 第一 現社 26 高等学校　改訂版　現代社会
112 一橋 倫理 11 倫理－現在（いま）を未来（あす）につなげる－
104 数研 数Ⅰ 31 改訂版　新編　数学Ⅰ
104 数研 数Ａ 31 改訂版　新編　数学Ａ
61 啓林館 理Ａ 17 高等学校　新編 理科総合Ａ　改訂版
7 実教 化Ⅰ 17 高校化学Ⅰ　新訂版
2 東書 生Ⅰ 14 新編生物Ⅰ

112 一橋 保体 3 保健体育
89 友社 音Ⅰ 11 改訂新版　高校生の音楽１
89 友社 音Ⅱ 10 改訂新版　高校生の音楽２

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
3 大書 書Ⅰ 9 高校書道　Ⅰ

61 啓林館 オⅠ 27 ＲＥＶＩＳＥＤ　Ｓａｉｌｉｎｇ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ
109 文英堂 オⅡ 3 ＯＰＥＮ　ＤＯＯＲ　ｔｏ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ＢＯＯＫ　Ⅱ

2 東書 英Ⅰ 37 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ
2 東書 英Ⅱ 39 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

177 増進堂 英Ｒ 23 ＮＥＷ　ＳＴＲＥＡＭ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ                         

61 啓林館 英Ｗ 6 ＭＩＬＥＳＴＯＮＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ
7 実教 家庭 25 家庭情報処理
7 実教 家庭 27 被服製作　
7 実教 家庭 50 発達と保育　新訂版
7 実教 家庭 51 フードデザイン　新訂版

183 第一 家庭 39 高等学校　改訂版　家庭総合　生活に豊かさをもとめて

183 第一 家庭 48 高等学校　改訂版　家庭基礎　自分らしく生きる
7 実教 商業 21 国際ビジネス
7 実教 商業 25 ＣＯＢＯＬ　最新プログラミング２１
7 実教 商業 27 マーケティング　
7 実教 商業 28 経済活動と法
7 実教 商業 32 文書デザイン　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　＆  Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
7 実教 商業 35 新簿記　新訂版
7 実教 商業 36 高校簿記　新訂版
7 実教 商業 37 最新情報処理２１　新訂版　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ  Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ

7 実教 商業 39 商品と流通　新訂版
7 実教 商業 40 商業技術　新訂版
7 実教 商業 43 原価計算　新訂版

112 一橋 商業 2 ビジネス基礎
7 実教 家庭 23 生活産業基礎
7 実教 家庭 24 ファッションデザイン
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

米子工業高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

50 大修館 国総 35 新編国語総合　改訂版
50 大修館 現文 39 新現代文　改訂版
81 山川 世Ａ 18 世界の歴史　改訂版

130 二宮 地Ａ 11 よくわかる地理Ａ　世界の現在と未来
46 帝国 地図 11 地歴高等地図　－現代世界とその歴史的背景－最新版

2 東書 現社 17 現代社会
7 実教 数Ⅰ 25 新版数学Ⅰ　新訂版
7 実教 数Ⅱ 25 新版数学Ⅱ　新訂版
7 実教 数Ａ 25 新版数学Ａ　新訂版
7 実教 数Ｂ 23 新版数学Ｂ　新訂版

104 数研 理Ａ 18 高等学校　理科総合Ａ
61 啓林館 物Ⅰ 13 高等学校　物理Ⅰ 改訂版

183 第一 生Ⅰ 24 高等学校　改訂　新生物Ⅰ
50 大修館 保体 6 現代保健体育　改訂版
17 教出 音Ⅰ 8 高校音楽Ⅰ　改訂版 　ＭＵＳＩＣ　ＡＴＬＡＳ

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
3 大書 書Ⅰ 9 高校書道　Ⅰ

50 大修館 英Ⅰ 47 Ｃａｐｔａｉｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ
109 文英堂 英Ⅱ 20 Ｓｕｒｆｉｎｇ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ     
177 増進堂 英Ｒ 23 ＮＥＷ　ＳＴＲＥＡＭ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ                         

7 実教 家庭 34 新家庭総合  未来をひらく生き方とパートナーシップ
178 農文協 農業 11 植物バイオテクノロジー

7 実教 工業 7 建築構造
7 実教 工業 14 機械設計１
7 実教 工業 17 工業化学１
7 実教 工業 18 工業化学２
7 実教 工業 19 建築設計製図
7 実教 工業 21 電気製図
7 実教 工業 22 生産システム技術  電気・電子の基礎から生産管理まで

7 実教 工業 26 土木製図
7 実教 工業 27 測量
7 実教 工業 28 工業技術基礎
7 実教 工業 29 機械製図
7 実教 工業 31 工業数理基礎
7 実教 工業 50 建築計画
7 実教 工業 51 土木基礎力学１  構造力学の基礎　
7 実教 工業 52 土木基礎力学２  水理学・土質力学の基礎  
7 実教 工業 53 原動機
7 実教 工業 60 化学工学
7 実教 工業 63 建築構造設計
7 実教 工業 64 土木施工
7 実教 工業 86 マルチメディア応用
7 実教 工業 88 建築施工
7 実教 工業 89 建築法規
7 実教 工業 90 土木構造設計
7 実教 工業 91 社会基盤工学  土木計画と社会基盤整備
7 実教 工業 92 地球環境化学  これからの環境保全技術
7 実教 工業 99 精選情報技術基礎
7 実教 工業 103 機械工作１　新訂版
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

7 実教 工業 106 電気基礎１　新訂版
7 実教 工業 107 電気基礎２　新訂版
7 実教 工業 108 プログラミング技術　新訂版
7 実教 工業 110 ハードウェア技術　新訂版
7 実教 工業 111 ソフトウェア技術　新訂版
7 実教 工業 112 電気機器　新訂版
7 実教 工業 113 電力技術１  新訂版　電力の発生と輸送　
7 実教 工業 114 電力技術２  新訂版　電力の利用と制御
7 実教 工業 115 電子技術　新訂版

154 オーム 工業 36 新しい　情報技術基礎
174 コロナ 工業 11 電気基礎（上）
174 コロナ 工業 12 電気基礎（下）
174 コロナ 工業 49 電子計測制御
174 コロナ 工業 55 電子回路
174 コロナ 工業 57 電子情報技術
174 コロナ 工業 77 電子技術
174 コロナ 工業 85 通信技術

7 実教 工業 41 設備計画                  
179 電機大 工業 93 空気調和設備                  
201 海文堂 工業 42 衛生・防災設備           
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

米子白鳳高等学校（定時制課程）

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

17 教出 国Ⅰ 9 国語表現Ⅰ　改訂版
17 教出 国Ⅱ 3 国語表現Ⅱ
2 東書 国総 25 新編国語総合

50 大修館 現文 10 新編現代文
50 大修館 古典 14 新編古典
17 教出 講読 15 新古典名文選　古典講読

183 第一 世Ａ 19 高等学校　改訂版　世界史Ａ
183 第一 世Ｂ 18 高等学校　改訂版　世界史Ｂ　人，暮らしがあふれる歴史

81 山川 日Ａ 10 現代の日本史　改訂版
2 東書 日Ｂ 3 新選日本史Ｂ

46 帝国 地Ｂ 10 高等学校　世界地理Ｂ
46 帝国 地図 14 標準高等地図－地図でよむ現代社会－初訂版
2 東書 現社 17 現代社会

183 第一 数基 5 高等学校　数学基礎
2 東書 数Ⅰ 23 新数学Ⅰ
2 東書 数Ⅱ 23 新数学Ⅱ
2 東書 数Ａ 23 新数学Ａ

104 数研 理基 4 理科基礎　私たちにとって科学とは　
104 数研 理Ａ 19 改訂版　理科総合Ａ　物質とエネルギーのサイエンス
104 数研 理Ｂ 8 理科総合Ｂ　生物と自然環境のサイエンス

2 東書 物Ⅰ 2 新編物理Ⅰ
2 東書 化Ⅰ 14 新編化学Ⅰ
2 東書 生Ⅰ 14 新編生物Ⅰ

112 一橋 保体 3 保健体育
17 教出 音Ⅰ 7 音楽Ⅰ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
116 日文 工Ⅰ 1 高等学校工芸Ⅰ

2 東書 書Ⅰ 8 書道Ⅰ
15 三省堂 オⅠ 23 ＳＥＬＥＣＴ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

15 三省堂 英Ⅰ 43 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
183 第一 英Ⅰ 62 Ｖｉｖｉｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ
183 第一 英Ⅱ 65 Ｖｉｖｉｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

6 教図 家庭 52 新版フードデザインＣＯＯＫＩＮＧ＆ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴ　

7 実教 家庭 12 家庭基礎  自分らしい生き方とパートナーシップ　
7 実教 家庭 27 被服製作　
7 実教 家庭 35 新家庭総合２１
7 実教 家庭 50 発達と保育　新訂版

104 数研 情報 66 三訂版　情報Ａ　ようこそ情報の世界へ
7 実教 農業 2 野菜
7 実教 農業 8 草花
7 実教 農業 23 食品製造

178 農文協 農業 5 環境科学基礎
178 農文協 農業 17 生物活用
178 農文協 農業 30 グリーンライフ

7 実教 商業 27 マーケティング　
7 実教 商業 32 文書デザイン　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　＆  Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
7 実教 商業 34 ビジネス基礎　新訂版
7 実教 商業 38 情報処理２１　新訂版　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ
7 実教 福祉 11 社会福祉基礎　新訂版
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

米子白鳳高等学校（通信制課程）

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

17 教出 国Ⅰ 9 国語表現Ⅰ　改訂版
17 教出 国Ⅱ 3 国語表現Ⅱ
2 東書 国総 25 新編国語総合

183 第一 現文 47 高等学校　改訂版　標準現代文
183 第一 古典 23 高等学校　標準古典

2 東書 世Ｂ 12 新選世界史Ｂ　
2 東書 日Ｂ 3 新選日本史Ｂ

17 教出 地Ｂ 6 新　地理Ｂ　世界をみつめる
130 二宮 地図 15 高等地図帳　改訂版

2 東書 現社 17 現代社会
2 東書 倫理 1 倫理
2 東書 政経 22 政治・経済
2 東書 数基 1 数学基礎
2 東書 数Ⅰ 23 新数学Ⅰ
2 東書 数Ⅱ 23 新数学Ⅱ
2 東書 数Ａ 23 新数学Ａ

61 啓林館 理Ａ 17 高等学校　新編 理科総合Ａ　改訂版
2 東書 理Ｂ 11 新編理科総合Ｂ
2 東書 物Ⅰ 2 新編物理Ⅰ

61 啓林館 化Ⅰ 20 高等学校　新編　化学Ⅰ　改訂版
61 啓林館 生Ⅰ 20 高等学校　新編　生物Ⅰ　改訂版
2 東書 地Ⅰ 1 地学Ⅰ　地球と宇宙

50 大修館 保体 6 現代保健体育　改訂版
17 教出 音Ⅰ 7 音楽Ⅰ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
2 東書 書Ⅰ 8 書道Ⅰ
2 東書 オⅠ 20 Ｈｅｌｌｏ　ｔｈｅｒｅ！  Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ
2 東書 英Ⅰ 36 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ
2 東書 英Ⅱ 38 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ
6 教図 家庭 20 発達と保育　育つ・育てる・育ち合う
7 実教 家庭 34 新家庭総合  未来をひらく生き方とパートナーシップ
7 実教 家庭 51 フードデザイン　新訂版

61 啓林館 情報 65 高等学校　情報Ａ　改訂版
7 実教 商業 28 経済活動と法

144 暁  商業 11 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｆｏｒ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　情報処理　　　　　　
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

境高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

50 大修館 国総 34 国語総合　改訂版
143 筑摩 現文 45 現代文　[新訂版]
183 第一 古典 44 高等学校　改訂版　標準古典
17 教出 講読 1 徒然草　枕草子　説話
81 山川 世Ａ 17 現代の世界史　改訂版
81 山川 世Ｂ 16 詳説世界史　改訂版
81 山川 日Ａ 10 現代の日本史　改訂版
81 山川 日Ｂ 12 詳説日本史　改訂版
46 帝国 地Ａ 13 高等学校　新地理Ａ　初訂版
46 帝国 地Ｂ 10 高等学校　世界地理Ｂ
46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版

183 第一 現社 26 高等学校　改訂版　現代社会
2 東書 倫理 1 倫理

183 第一 政経 20 高等学校　改訂版　政治・経済
7 実教 数基 2 数学基礎
2 東書 数Ⅰ 22 新編数学Ⅰ

104 数研 数Ⅱ 31 改訂版　新編　数学Ⅱ
2 東書 数Ⅲ 2 新編数学Ⅲ
2 東書 数Ａ 22 新編数学Ａ

104 数研 数Ｂ 28 改訂版　新編　数学Ｂ
2 東書 数Ｃ 17 新編数学Ｃ
2 東書 理基 1 理科基礎　自然のすがた・科学の見かた

61 啓林館 理Ａ 17 高等学校　新編 理科総合Ａ　改訂版
104 数研 理Ｂ 17 高等学校　理科総合Ｂ
104 数研 物Ⅰ 14 改訂版　高等学校　物理Ⅰ
104 数研 物Ⅱ 10 改訂版　高等学校　物理Ⅱ
61 啓林館 化Ⅰ 18 高等学校　化学Ⅰ　改訂版
61 啓林館 化Ⅱ 11 高等学校　化学Ⅱ　改訂版
15 三省堂 生Ⅰ 11 高等学校　生物Ⅰ

104 数研 生Ⅱ 10 改訂版　高等学校　生物Ⅱ
104 数研 地Ⅰ 8 改訂版　高等学校　地学Ⅰ　地球と宇宙
112 一橋 保体 3 保健体育
17 教出 音Ⅰ 8 高校音楽Ⅰ　改訂版 　ＭＵＳＩＣ　ＡＴＬＡＳ
17 教出 音Ⅱ 7 高校音楽Ⅱ　改訂版　ＭＵＳＩＣ　ＡＴＬＡＳ
38 光村 美Ⅰ 4 美術１

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
38 光村 美Ⅱ 3 美術２
6 教図 書Ⅰ 10 書　Ⅰ
6 教図 書Ⅱ 10 書　Ⅱ

104 数研 オⅠ 28 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｔｒｕｅ　Ｃｏｌｏｒｓ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

109 文英堂 オⅡ 9 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＯＰＥＮ　ＤＯＯＲ　ｔｏ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ＢＯＯＫ　Ⅱ

104 数研 英Ⅰ 50 Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＰＯＬＥＳＴＡＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ  Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ
109 文英堂 英Ⅱ 56 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＰＯＷＷＯＷ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ

104 数研 英Ｒ 33 Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＰＯＬＥＳＴＡＲ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ
111 池田 英Ｗ 37 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＰＲＡＣＴＩＣＡＬ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ

6 教図 家庭 11 家庭基礎　気づく・追求する・行動する
7 実教 家庭 50 発達と保育　新訂版
7 実教 家庭 51 フードデザイン　新訂版
7 実教 情報 61 最新情報Ａ
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

7 実教 商業 32 文書デザイン　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　＆  Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
7 実教 商業 34 ビジネス基礎　新訂版
7 実教 商業 36 高校簿記　新訂版
7 実教 商業 40 商業技術　新訂版
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

境港総合技術高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

183 第一 国Ⅰ 10 高等学校　改訂版　国語表現Ⅰ
50 大修館 国総 35 新編国語総合　改訂版
50 大修館 現文 10 新編現代文
7 実教 世Ａ 21 新版世界史Ａ

183 第一 日Ａ 14 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来　
183 第一 地Ａ 12 高等学校　改訂版　地理Ａ　世界の暮らしを学ぶ
46 帝国 地図 11 地歴高等地図　－現代世界とその歴史的背景－最新版

183 第一 現社 27 高等学校　改訂版　新現代社会
2 東書 数Ⅰ 22 新編数学Ⅰ
2 東書 数Ⅱ 22 新編数学Ⅱ
2 東書 数Ａ 22 新編数学Ａ
2 東書 数Ｂ 21 新編数学Ｂ

183 第一 理Ａ 21 高等学校　 改訂　新理科総合Ａ
183 第一 物Ⅰ 16 高等学校　改訂　新物理Ⅰ
183 第一 物Ⅱ 11 高等学校　改訂　物理Ⅱ

2 東書 化Ⅰ 14 新編化学Ⅰ
183 第一 生Ⅰ 24 高等学校　改訂　新生物Ⅰ
183 第一 生Ⅱ 11 高等学校　改訂　生物Ⅱ
112 一橋 保体 3 保健体育
89 友社 音Ⅰ 12 改訂新版　高校の音楽１

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
3 大書 書Ⅰ 9 高校書道　Ⅰ

15 三省堂 オⅠ 23 ＳＥＬＥＣＴ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

109 文英堂 英Ⅰ 54 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　Ｓｕｒｆｉｎｇ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅰ

7 実教 家庭 34 新家庭総合  未来をひらく生き方とパートナーシップ
7 実教 家庭 50 発達と保育　新訂版
7 実教 家庭 51 フードデザイン　新訂版
7 実教 工業 4 新機械工作
7 実教 工業 13 新機械設計
7 実教 工業 21 電気製図
7 実教 工業 29 機械製図
7 実教 工業 32 自動車工学１
7 実教 工業 47 自動車整備
7 実教 工業 48 電子計測制御
7 実教 工業 84 通信技術
7 実教 工業 98 情報技術基礎　新訂版
7 実教 工業 105 精選電気基礎　新訂版
7 実教 工業 106 電気基礎１　新訂版
7 実教 工業 107 電気基礎２　新訂版
7 実教 工業 108 プログラミング技術　新訂版
7 実教 工業 109 電子情報技術　新訂版
7 実教 工業 115 電子技術　新訂版
7 実教 工業 116 電子回路　新訂版

154 オーム　 工業 72 新しい電力技術（１）
174 コロナ 工業 101 わかりやすい情報技術基礎

7 実教 商業 21 国際ビジネス
7 実教 商業 27 マーケティング　
7 実教 商業 28 経済活動と法
7 実教 商業 32 文書デザイン　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　＆  Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

7 実教 商業 34 ビジネス基礎　新訂版
7 実教 商業 35 新簿記　新訂版
7 実教 商業 38 情報処理２１　新訂版　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ
7 実教 商業 40 商業技術　新訂版
7 実教 商業 41 新会計　新訂版
7 実教 商業 43 原価計算　新訂版
7 実教 商業 44 ビジネス情報　新訂版

112 一橋 商業 13 商品と流通
201 海文堂 水産 1 水産情報技術
201 海文堂 水産 2 水産基礎

7 実教 福祉 9 社会福祉制度
112 一橋 福祉 2 社会福祉基礎
112 一橋 福祉 4 基礎介護
112 一橋 福祉 7 社会福祉援助技術

6 教図 家庭 29 児童文化
7 実教 家庭 24 ファッションデザイン
7 実教 水産 3 漁業     
7 実教 水産 4 船用機関１
7 実教 水産 5 船用機関２           
7 実教 水産 7 水産食品製造１        
7 実教 水産 8 水産食品製造２        
7 実教 水産 10 機械設計工作
7 実教 水産 16 航海・計器     
7 実教 水産 17 電気工学
7 実教 水産 20 水産流通

174 コロナ 水産 14 水産食品管理１
174 コロナ 水産 15 水産食品管理２
179 電機大 水産 9 漁船運用

7 実教 看護 2 看護基礎医学１
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

日野高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

218 京書 国Ⅱ 9 国語表現Ⅱ　改訂版
117 明治 国総 38 高校生の国語総合

2 東書 現文 29 新編現代文
50 大修館 古典 14 新編古典
15 三省堂 世Ａ 13 世界史Ａ　改訂版
7 実教 日Ａ 8 高校日本史Ａ　新訂版

81 山川 日Ｂ 18 新日本史　改訂版
2 東書 地Ａ 8 地理Ａ

46 帝国 地Ｂ 7 新詳地理Ｂ　初訂版
46 帝国 地図 14 標準高等地図－地図でよむ現代社会－初訂版
46 帝国 現社 23 高校生の新現代社会　－共に生きる社会をめざして－初訂版

17 教出 倫理 12 新　倫理　自己を見つめて
104 数研 政経 12 政治・経済　－２１世紀を生きる－

2 東書 数Ⅰ 22 新編数学Ⅰ
2 東書 数Ⅱ 22 新編数学Ⅱ
2 東書 数Ⅲ 2 新編数学Ⅲ
2 東書 数Ａ 22 新編数学Ａ
2 東書 数Ｂ 21 新編数学Ｂ
2 東書 数Ｃ 17 新編数学Ｃ
7 実教 理Ａ 14 理科総合Ａ　新訂版
7 実教 理Ｂ 14 新版理科総合Ｂ

183 第一 物Ⅰ 16 高等学校　改訂　新物理Ⅰ
183 第一 物Ⅱ 11 高等学校　改訂　物理Ⅱ
104 数研 化Ⅰ 23 改訂版　新編　化学Ⅰ　－物質の世界へ－
104 数研 化Ⅱ 13 精解　化学Ⅱ
183 第一 生Ⅰ 24 高等学校　改訂　新生物Ⅰ
183 第一 生Ⅱ 11 高等学校　改訂　生物Ⅱ
50 大修館 保体 6 現代保健体育　改訂版
27 教芸 音Ⅰ 10 ＭＯＵＳＡ１
89 友社 音Ⅱ 10 改訂新版　高校生の音楽２
27 教芸 音Ⅲ 2 Ｍｏｕｓａ　３

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
38 光村 書Ⅰ 12 書Ⅰ
2 東書 オⅠ 20 Ｈｅｌｌｏ　ｔｈｅｒｅ！  Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

15 三省堂 英Ⅰ 43 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
183 第一 英Ⅱ 30 Ｖｉｖａ　Ｅｎｇｌｉｓｈ！　Ⅱ（Ｕｎｉｔ１）     
183 第一 英Ⅱ 31 Ｖｉｖａ　Ｅｎｇｌｉｓｈ！　Ⅱ（Ｕｎｉｔ２）                       
111 池田 英Ｒ 22 ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ
111 池田 英Ｗ 21 ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ

7 実教 家庭 50 発達と保育　新訂版
7 実教 家庭 51 フードデザイン　新訂版

50 大修館 家庭 37 新家庭総合　生活の創造をめざして
112 一橋 情報 8 情報Ａ　

7 実教 農業 22 農業機械
7 実教 農業 23 食品製造

178 農文協 農業 5 環境科学基礎
178 農文協 農業 9 草花
178 農文協 農業 11 植物バイオテクノロジー
178 農文協 農業 16 野菜
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

178 農文協 農業 17 生物活用
178 農文協 農業 30 グリーンライフ

7 実教 商業 27 マーケティング　
7 実教 商業 35 新簿記　新訂版
7 実教 商業 37 最新情報処理２１　新訂版　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ  Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ

7 実教 商業 39 商品と流通　新訂版
7 実教 商業 40 商業技術　新訂版
7 実教 商業 42 高校会計　新訂版
7 実教 商業 43 原価計算　新訂版

112 一橋 商業 2 ビジネス基礎
112 一橋 商業 33 文書デザイン

7 実教 家庭 30 服飾文化
201 海文堂 農業 14 造園計画

等学校使用教科書採択一覧表（第２部）

日野高等学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

179 電機大 農業 536 食品化学
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

鳥取盲学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

183 第一 国Ⅰ 10 高等学校　改訂版　国語表現Ⅰ
81 山川 世Ａ 16 要説世界史　改訂版
81 山川 日Ａ 10 現代の日本史　改訂版
7 実教 現社 19 新版現代社会

104 数研 数基 3 楽しく学ぶ　数学基礎
104 数研 理基 4 理科基礎　私たちにとって科学とは　

7 実教 生Ⅰ 16 新版生物Ⅰ　新訂版
17 教出 音Ⅰ 8 高校音楽Ⅰ　改訂版 　ＭＵＳＩＣ　ＡＴＬＡＳ
15 三省堂 オⅠ 23 ＳＥＬＥＣＴ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

2 東書 家庭 40 家庭基礎　自立・共生・創造
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

鳥取聾学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

117 明治 国Ⅰ 4 新編国語表現Ⅰ
117 明治 国総 37 新　精選国語総合
143 筑摩 古典 19 古典
46 帝国 世Ａ 15 明解新世界史Ａ　新訂版

183 第一 日Ａ 14 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来　
46 帝国 地Ａ 10 世界を学ぶ　高校生の地理Ａ　最新版
46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版

183 第一 現社 27 高等学校　改訂版　新現代社会
183 第一 数Ⅰ 36 高等学校　新数学Ⅰ
183 第一 数Ａ 36 高等学校　新数学Ａ
183 第一 数Ｂ 17 高等学校　新数学Ｂ
104 数研 理基 4 理科基礎　私たちにとって科学とは　
183 第一 理Ａ 21 高等学校　 改訂　新理科総合Ａ
183 第一 理Ｂ 19 高等学校　新理科総合Ｂ
183 第一 物Ⅰ 16 高等学校　改訂　新物理Ⅰ

2 東書 生Ⅰ 14 新編生物Ⅰ
50 大修館 保体 6 現代保健体育　改訂版

116 日文 工Ⅰ 1 高等学校工芸Ⅰ
172 旺文社 英Ⅰ 57 Ｓｔｅｐ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ　［Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ］
172 旺文社 英Ⅱ 60 Ｓｔｅｐ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ[Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ]

6 教図 家庭 2 家庭総合
6 教図 家庭 11 家庭基礎　気づく・追求する・行動する
6 教図 家庭 20 発達と保育　育つ・育てる・育ち合う
6 教図 家庭 52 新版フードデザインＣＯＯＫＩＮＧ＆ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴ　

7 実教 家庭 25 家庭情報処理
7 実教 家庭 27 被服製作　
2 東書 情報 1 情報Ａ　Ｌｅｔ’ｓ　ｃｌｉｃｋ ！
7 実教 工業 98 情報技術基礎　新訂版
7 実教 商業 38 情報処理２１　新訂版　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ

112 一橋 商業 33 文書デザイン
6 教図 家庭 28 消費生活
7 実教 家庭 23 生活産業基礎

174 コロナ 工業 79 インテリア製図
174 コロナ 工業 83 インテリアエレメント生産
201 海文堂 工業 46 デザイン技術          
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

鳥取養護学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

183 第一 国Ⅰ 10 高等学校　改訂版　国語表現Ⅰ
15 三省堂 国総 31 明解国語総合

183 第一 国総 45 高等学校　改訂版　標準国語総合
50 大修館 現文 39 新現代文　改訂版
50 大修館 古典 34 精選古典　改訂版
81 山川 世Ａ 18 世界の歴史　改訂版
81 山川 日Ａ 10 現代の日本史　改訂版

183 第一 日Ａ 14 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来　
81 山川 日Ｂ 17 高校日本史　改訂版
46 帝国 地Ａ 10 世界を学ぶ　高校生の地理Ａ　最新版

183 第一 地Ａ 12 高等学校　改訂版　地理Ａ　世界の暮らしを学ぶ
46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版
2 東書 現社 17 現代社会

183 第一 数Ⅰ 36 高等学校　新数学Ⅰ
211 知出 数Ⅰ 37 改訂版　新　数学Ⅰ
211 知出 数Ⅱ 37 改訂版　新　数学　Ⅱ
211 知出 数Ａ 37 改訂版　新　数学Ａ

4 大日本 理基 2 理科基礎
61 啓林館 化Ⅰ 20 高等学校　新編　化学Ⅰ　改訂版

183 第一 化Ⅰ 25 高等学校　改訂　新化学Ⅰ
2 東書 化Ⅱ 8 化学Ⅱ

61 啓林館 生Ⅰ 20 高等学校　新編　生物Ⅰ　改訂版
183 第一 生Ⅰ 24 高等学校　改訂　新生物Ⅰ
50 大修館 保体 6 現代保健体育　改訂版
17 教出 音Ⅰ 7 音楽Ⅰ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
116 日文 美Ⅱ 4 高校美術２
177 増進堂 オⅠ 34 ＭＡＩＮＳＴＲＥＡＭ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

2 東書 英Ⅰ 37 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ
172 旺文社 英Ⅰ 57 Ｓｔｅｐ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ　［Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ］

2 東書 英Ⅱ 39 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ
2 東書 英Ｒ 15 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ
6 教図 家庭 20 発達と保育　育つ・育てる・育ち合う
7 実教 家庭 51 フードデザイン　新訂版

50 大修館 家庭 37 新家庭総合　生活の創造をめざして
112 一橋 情報 41 情報Ａ　Ｓｔａｒｔ　ｕｐ！　

7 実教 商業 38 情報処理２１　新訂版　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ
144 暁 商業 3 ビジネス基礎　－よりよい社会人をめざして－
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

倉吉養護学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

104 数研 数Ⅰ 32 改訂版　高校の数学Ⅰ
61 啓林館 化Ⅰ 20 高等学校　新編　化学Ⅰ　改訂版
9 開隆堂 家庭 36 家庭総合　明日の生活を築く
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平成２０年度県立高等学校使用教科書採択一覧表（第１部）
報告事項イ
別添資料２

皆生養護学校

発行
者の
番号

略称
教科書の

記号
番号 書　　　　名

2 東書 国Ⅰ 1 国語表現Ⅰ
2 東書 国総 25 新編国語総合
2 東書 現文 31 現代文１

17 教出 講読 5 古典名文選　古典講読
2 東書 日Ａ 11 日本史Ａ　現代からの歴史
2 東書 日Ｂ 3 新選日本史Ｂ
2 東書 地Ａ 8 地理Ａ

46 帝国 地Ｂ 10 高等学校　世界地理Ｂ
46 帝国 地図 10 新詳高等地図　初訂版
2 東書 現社 17 現代社会
2 東書 倫理 17 倫理
7 実教 政経 23 高校政治・経済　新訂版

104 数研 数Ⅰ 32 改訂版　高校の数学Ⅰ
104 数研 数Ⅱ 32 改訂版　高校の数学Ⅱ
183 第一 数Ⅲ 15 高等学校　新数学Ⅲ
104 数研 数Ａ 32 改訂版　高校の数学Ａ
104 数研 数Ｂ 29 改訂版　高校の数学Ｂ
211 知出 数Ｃ 14 新　数学Ｃ

2 東書 理基 1 理科基礎　自然のすがた・科学の見かた
2 東書 理Ａ 12 新編理科総合Ａ
2 東書 理Ｂ 11 新編理科総合Ｂ
2 東書 物Ⅰ 2 新編物理Ⅰ
2 東書 物Ⅱ 1 物理Ⅱ
2 東書 化Ⅰ 14 新編化学Ⅰ
2 東書 化Ⅱ 8 化学Ⅱ
2 東書 生Ⅰ 14 新編生物Ⅰ
2 東書 生Ⅱ 1 生物Ⅱ

61 啓林館 地Ⅱ 1 高等学校　地学Ⅱ
50 大修館 保体 6 現代保健体育　改訂版
27 教芸 音Ⅰ 9 高校生の音楽　１

116 日文 美Ⅰ 5 高校美術１
116 日文 工Ⅰ 1 高等学校工芸Ⅰ

2 東書 書Ⅰ 8 書道Ⅰ
17 教出 オⅠ 24 ｅｍｐａｔｈｙ　ｏｒａｌ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

17 教出 オⅡ 2 ｅｍｐａｔｈｙ　ｏｒａｌ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ
2 東書 英Ⅰ 37 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ
2 東書 英Ⅱ 39 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ
2 東書 英Ｒ 27 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ
9 開隆堂 家庭 45 家庭基礎　明日の生活を築く
9 開隆堂 情報 62 新版　情報Ａ　情報の活用と実践
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鳥取県立特別支援学校採択教科書一覧表

学校名：鳥取盲学校

１　特別支援学校視覚障害者用教科書（文部科学省著作本）
学部 種目 発行者 書　　　　名

国 語 視覚障害者支援総合センター こくご　１－１　
国 語 視覚障害者支援総合センター こくご　１－２　　
国 語 視覚障害者支援総合センター こくご　２－１　　
国 語 視覚障害者支援総合センター こくご　２－２　　
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　３－１　　
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　３－２　　
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　４－１　
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　４－２　　
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　５－１　
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　５－２　
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　６－１　
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　６－２　
算 数 東京へレン・ケラー協会 さんすう　１－１　
算 数 東京へレン・ケラー協会 さんすう　１－２　　
算 数 東京へレン・ケラー協会 さんすう　１－３　
算 数 東京へレン・ケラー協会 さんすう　１－４　　
算 数 東京へレン・ケラー協会 さんすう　２－１　　
算 数 東京へレン・ケラー協会 さんすう　２－２　　
算 数 東京へレン・ケラー協会 さんすう　２－３　　
算 数 東京へレン・ケラー協会 さんすう　２－４　　
算 数 東京へレン・ケラー協会 さんすう　珠算編　１　　
算 数 東京へレン・ケラー協会 さんすう　珠算編　２　　
算 数 東京へレン・ケラー協会 さんすう　３－１　
算 数 東京へレン・ケラー協会 さんすう　３－２　
算 数 東京へレン・ケラー協会 さんすう　３－３　　
算 数 東京へレン・ケラー協会 さんすう　３－４　　
算 数 東京へレン・ケラー協会 算数　４－１　
算 数 東京へレン・ケラー協会 算数　４－２　　
算 数 東京へレン・ケラー協会 算数　４－３　　
算 数 東京へレン・ケラー協会 算数　４－４　　
算 数 東京へレン・ケラー協会 算数　５－１　　
算 数 東京へレン・ケラー協会 算数　５－２　　
算 数 東京へレン・ケラー協会 算数　５－３　　
算 数 東京へレン・ケラー協会 算数　５－４　　
算 数 東京へレン・ケラー協会 算数　５－５　　
算 数 東京へレン・ケラー協会 算数　６－１　　
算 数 東京へレン・ケラー協会 算数　６－２　　
算 数 東京へレン・ケラー協会 算数　６－３　　
算 数 東京へレン・ケラー協会 算数　６－４　　
算 数 東京へレン・ケラー協会 算数　６－５　　
社 会 視覚障害者支援総合センター 社会　３・４－１　　
社 会 視覚障害者支援総合センター 社会　３・４－２　　
社 会 視覚障害者支援総合センター 社会　３・４－３　　
社 会 視覚障害者支援総合センター 社会　３・４－４　　
社 会 視覚障害者支援総合センター 社会　３・４－５　　
社 会 視覚障害者支援総合センター 社会　３・４－６　　
社 会 視覚障害者支援総合センター 社会　３・４－７　　
社 会 視覚障害者支援総合センター 社会　５－１　
社 会 視覚障害者支援総合センター 社会　５－２　
社 会 視覚障害者支援総合センター 社会　５－３　
社 会 視覚障害者支援総合センター 社会　５－４　
社 会 視覚障害者支援総合センター 社会　５－５　

小学部

報告事項イ
別添資料３

58



社 会 視覚障害者支援総合センター 社会　６－１　　
社 会 視覚障害者支援総合センター 社会　６－２　　
社 会 視覚障害者支援総合センター 社会　６－３　　
社 会 視覚障害者支援総合センター 社会　６－４　　
社 会 視覚障害者支援総合センター 社会　６－５　　
社 会 視覚障害者支援総合センター 社会　６－６　　
理 科 東京点字出版所 理科　３－１　
理 科 東京点字出版所 理科　３－２
理 科 東京点字出版所 理科　４－１　
理 科 東京点字出版所 理科　４－２　
理 科 東京点字出版所 理科　５－１　
理 科 東京点字出版所 理科　５－２　
理 科 東京点字出版所 理科　５－３　
理 科 東京点字出版所 理科　６－１　
理 科 東京点字出版所 理科　６－２　
理 科 東京点字出版所 理科　６－３
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　１－１  
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　１－２  
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　１－３  
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　１－４  
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　（資料編１）
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　２－１
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　２－２
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　２－３
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　２－４
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　（資料編２）
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　３－１
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　３－２
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　３－３
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　３－４
国 語 視覚障害者支援総合センター 国語　（資料編３）
地 理 視覚障害者支援総合センター 社会　（地理）　１
地 理 視覚障害者支援総合センター 社会　（地理）　２
地 理 視覚障害者支援総合センター 社会　（地理）　３
地 理 視覚障害者支援総合センター 社会　（地理）　４
地 理 視覚障害者支援総合センター 社会　（地理）　５
地 理 視覚障害者支援総合センター 社会　（地理）　６
地 理 視覚障害者支援総合センター 社会　（地理）　７
地 理 視覚障害者支援総合センター 社会　（地理）　資料編　１
地 理 視覚障害者支援総合センター 社会　（地理）　資料編　２
地 理 視覚障害者支援総合センター 社会　（地理）　資料編　３
地 理 視覚障害者支援総合センター 社会　（地理）　資料編　４
歴 史 東京点字出版所 社会　（歴史）　１
歴 史 東京点字出版所 社会　（歴史）　２
歴 史 東京点字出版所 社会　（歴史）　３
歴 史 東京点字出版所 社会　（歴史）　４
歴 史 東京点字出版所 社会　（歴史）　５
歴 史 東京点字出版所 社会　（歴史）　６
歴 史 東京点字出版所 社会　（歴史）　資料編　１
歴 史 東京点字出版所 社会　（歴史）　資料編　２
公 民 日本点字図書館 社会　（公民）　１
公 民 日本点字図書館 社会　（公民）　２
公 民 日本点字図書館 社会　（公民）　３
公 民 日本点字図書館 社会　（公民）　４
公 民 日本点字図書館 社会　（公民）　５
公 民 日本点字図書館 社会　（公民）　６
公 民 日本点字図書館 社会　（公民）　資料編
数 学 日本ライトハウス 数学　１－１

小学部

中学部
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数 学 日本ライトハウス 数学　１－２
数 学 日本ライトハウス 数学　１－３
数 学 日本ライトハウス 数学　１－４
数 学 日本ライトハウス 数学　２－１　
数 学 日本ライトハウス 数学　２－２　
数 学 日本ライトハウス 数学　２－３　
数 学 日本ライトハウス 数学　２－４　
数 学 日本ライトハウス 数学　２－５　
数 学 日本ライトハウス 数学　３－１　
数 学 日本ライトハウス 数学　３－２　
数 学 日本ライトハウス 数学　３－３　
数 学 日本ライトハウス 数学　３－４　
数 学 日本ライトハウス 数学　３－５　
理 一 東京点字出版所 理科　（第一分野）　１　
理 一 東京点字出版所 理科　（第一分野）　２　
理 一 東京点字出版所 理科　（第一分野）　３　
理 一 東京点字出版所 理科　（第一分野）　４　
理 一 東京点字出版所 理科　（第一分野）　５　
理 一 東京点字出版所 理科　（第一分野）　６　
理 一 東京点字出版所 理科　（第一分野）　７　
理 一 東京点字出版所 理科　（第一分野）　８　
理 一 東京点字出版所 理科　（第一分野）　９　
理 二 東京点字出版所 理科　（第二分野）　１　
理 二 東京点字出版所 理科　（第二分野）　２　
理 二 東京点字出版所 理科　（第二分野）　３　
理 二 東京点字出版所 理科　（第二分野）　４　
理 二 東京点字出版所 理科　（第二分野）　５
理 二 東京点字出版所 理科　（第二分野）　６　
理 二 東京点字出版所 理科　（第二分野）　７
理 二 東京点字出版所 理科　（第二分野）　８　
英 語 東京点字出版所 英語　１－１　
英 語 東京点字出版所 英語　１－２　
英 語 東京点字出版所 英語　１－３　
英 語 東京点字出版所 英語　資料編　１
英 語 東京点字出版所 英語　資料編　２　
英 語 東京点字出版所 英語　資料編　３　
英 語 東京点字出版所 英語　資料編　４　
英 語 東京点字出版所 英語　資料編　５　
英 語 東京点字出版所 英語　２－１　
英 語 東京点字出版所 英語　２－２　
英 語 東京点字出版所 英語　２－３　
英 語 東京点字出版所 英語　３－１
英 語 東京点字出版所 英語　３－２
英 語 東京点字出版所 英語　３－３

国語表現Ⅰ
＊墨字：第一学習社
点字：東京点字出版所 高等学校　改訂版　国語表現Ⅰ

国語表現Ⅰ
＊墨字：第一学習社
点字：東京点字出版所 高等学校 国語表現Ⅰ

国語表現Ⅱ
＊墨字：第一学習社
点字：東京点字出版所 高等学校　国語表現Ⅱ

国語 総合
＊墨字：三省堂
点字：日本ライトハウス 高等学校　国語総合　改訂版

国語 総合
＊墨字：三省堂
点字：日本ライトハウス 高等学校　国語総合　現代文・表現編

国語 総合
＊墨字：三省堂
点字：日本ライトハウス 高等学校　国語総合　古典編

現 代 文
＊墨字：第一学習社
点字：日本ライトハウス 高等学校　新編現代文

中学部
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古 典
＊墨字：東京書籍株式会社
点字：東京点字出版所 新編古典

世 界 史 Ａ
＊墨字：山川出版社
点字：東京点字出版所 要説世界史

世 界 史 Ｂ
＊墨字：清水書院
点字：日本ライトハウス 高等学校 世界史Ｂ

日 本 史 Ａ
＊墨字：山川出版社
点字：日本ライトハウス 現代の日本史

日 本 史 Ｂ
＊墨字：山川出版社
点字：東京点字出版所 詳説日本史

地 理 Ａ ＊墨字：清水書院
点字：視覚障害者支援総合センター

高等学校　　現代地理Ａ

地 理 Ｂ
＊墨字：教育出版株式会社
点字：東京点字出版所 地理Ｂ　　世界をみつめる

現代 社会
＊墨字：実教出版株式会社
点字：日本ライトハウス 新版現代社会

現代 社会
＊墨字：実教出版株式会社
点字：日本ライトハウス 現代社会

倫 理
＊墨字：教育出版株式会社
点字：東京点字出版所

新 倫理
自己を見つめて

政治・経済
＊墨字：清水書院
点字：日本ライトハウス 高等学校　現代政治・経済

数 学 Ⅰ
＊墨字：東京書籍株式会社
点字：日本ライトハウス 新編数学Ⅰ

数 学 Ⅰ
＊墨字：東京書籍株式会社
点字：日本ライトハウス 数学Ⅰ

数 学 Ⅱ
＊墨字：東京書籍株式会社
点字：東京点字出版所 数学Ⅱ

数 学 Ⅲ
＊墨字：東京書籍株式会社
点字：東京点字出版所 数学Ⅲ

数 学 Ａ
＊墨字：東京書籍株式会社
点字：東京点字出版所 新編数学Ａ

数 学 Ｂ
＊墨字：東京書籍株式会社
点字：東京点字出版所 数学Ｂ

数 学 Ｃ
＊墨字：東京書籍株式会社
点字：東京点字出版所 数学Ｃ

理科 基礎
＊墨字：数研出版株式会社
点字：日本点字図書館

理科基礎
私たちにとって科学とは

理科総合Ａ
＊墨字：第一学習社
点字：日本ライトハウス 高等学校　改訂　理科総合Ａ

理科総合Ａ
＊墨字：第一学習社
点字：日本ライトハウス 高等学校 理科総合Ａ

理科総合Ｂ
＊墨字：数研出版株式会社
点字：東京点字出版所

理科総合Ｂ
生物と自然環境のサイエンス

物 理 Ⅰ
＊墨字：新興出版社啓林館
点字：日本ライトハウス 高等学校　物理Ⅰ　改訂版

物 理 Ⅱ
＊墨字：新興出版社啓林館
点字：日本ライトハウス 高等学校　物理Ⅱ

化 学 Ⅰ
＊墨字：大日本図書株式会社

点字：日本ライトハウス 化学　Ⅰ

化 学 Ⅱ
＊墨字：大日本図書株式会社

点字：日本ライトハウス 化学　Ⅱ

生 物 Ⅰ
＊墨字：実教出版株式会社
点字：東京点字出版所 新版生物Ⅰ　改訂版

生 物 Ⅱ
＊墨字：実教出版株式会社
点字：東京点字出版所 新版生物Ⅱ

地 学 Ⅰ ＊墨字：第一学習社
点字：視覚障害者総合支援センター

高等学校　地学Ⅰ

保健 体育
＊墨字：大修館書店
点字：東京点字出版所 現代保健体育

高等部

61



音 楽 Ⅰ
＊墨字：教育出版株式会社
点字：日本ライトハウス

高校音楽Ⅰ改訂版
MUSIC　ATLAS

音 楽 Ⅰ
＊墨字：教育出版株式会社
点字：日本ライトハウス

高校音楽Ⅰ
MUSIC　ATLAS

音 楽 Ⅱ
＊墨字：教育出版株式会社
点字：日本ライトハウス

高校音楽Ⅱ
MUSIC　ATLAS

ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝⅠ

＊墨字：三省堂
点字：日本点字図書館 SELECT Oral Communication Ⅰ New Ｅｄｉｔｉｏｎ

ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝⅠ

＊墨字：三省堂
点字：日本点字図書館 SELECT Oral Communication Ⅰ

ｵｰﾗﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝⅡ

＊墨字：文英堂
点字：日本点字図書館

OPEN DOOR to
Oral　Communication　BOOK　Ⅱ

英 語 Ⅰ
＊墨字：開隆堂出版
点字：東京点字出版所

Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
ENGLISH　NOW　Ⅰ

英 語 Ⅰ
＊墨字：開隆堂出版
点字：東京点字出版所 ENGLISH　NOW　Ⅰ

英 語 Ⅱ
＊墨字：開隆堂出版
点字：東京点字出版所 ENGLISH　NOW　Ⅱ

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
＊墨字：文英堂
点字：東京点字出版所

UNICORN
ENGLISH READING

ﾗ ｲﾃ ｨﾝ ｸ ﾞ
＊墨字：開隆堂出版
点字：東京点字出版所 SUNSHINE　Writing

家 庭
＊墨字：一橋出版株式会社
点字：日本ライトハウス 家庭総合　－ともに生きる－

情 報 Ａ ＊墨字：第一学習社
点字：視覚障害者総合支援センター

高等学校　三訂版　情報Ａ

情 報 Ａ ＊墨字：第一学習社
点字：視覚障害者総合支援センター

高等学校　　情報Ａ

国語表現Ⅰ
＊墨字：第一学習社
点字：東京点字出版所 高等学校　改訂版　国語表現Ⅰ

国語表現Ⅰ
＊墨字：第一学習社
点字：東京点字出版所 高等学校 国語表現Ⅰ

世界史Ａ
＊墨字：山川出版社
点字：東京点字出版所 要説世界史

日本史Ａ
＊墨字：山川出版社
点字：日本ライトハウス 現代の日本史

現代社会
＊墨字：実教出版株式会社
点字：日本ライトハウス 新版現代社会

理科基礎
＊墨字：数研出版株式会社
点字：日本点字図書館

理科基礎
私たちにとって科学とは

生物Ⅰ
＊墨字：実教出版株式会社
点字：東京点字出版所 新版生物Ⅰ　改訂版

音楽Ⅰ
＊墨字：教育出版株式会社
点字：日本ライトハウス 高校音楽Ⅰ改訂版　MUSIC　ATLAS

音楽Ⅰ
＊墨字：教育出版株式会社
点字：日本ライトハウス

高校音楽Ⅰ
MUSIC　ATLAS

高等部
保健理療科

ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝⅠ

＊墨字：三省堂
点字：日本点字図書館 SELECT Oral Communication Ⅰ New Ｅｄｉｔｉｏｎ

国語表現Ⅰ
＊墨字：第一学習社
点字：東京点字出版所

高等学校　改訂版　国語表現Ⅰ

国語表現Ⅰ
＊墨字：第一学習社
点字：東京点字出版所

高等学校　　国語表現Ⅰ

２　１０７条本
（１）検定教科書

学部 種目 発行者 書名
国 語 光 村 図 書 出 版 こくご一上　かざぐるま
国 語 光 村 図 書 出 版 こくご一下　ともだち
国 語 光 村 図 書 出 版 こくご二下　赤とんぼ
国 語 光 村 図 書 出 版 こくご二上　たんぽぽ

専攻科

高等部

高等部
保健理療

科
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国 語 光 村 図 書 出 版 国語三下　あおぞら
国 語 光 村 図 書 出 版 国語三上　わかば
国 語 光 村 図 書 出 版 国語四下　はばたき
国 語 光 村 図 書 出 版 国語四上　かがやき
国 語 光 村 図 書 出 版 国語五下　大地
国 語 光 村 図 書 出 版 国語五上　銀河
国 語 光 村 図 書 出 版 国語六下　希望
国 語 光 村 図 書 出 版 国語六上　創造
算 数 東 京 書 籍 新編　あたらしい　さんすう　１
算 数 東 京 書 籍 新編　新しい算数　２下
算 数 東 京 書 籍 新編　新しい算数　２上
算 数 東 京 書 籍 新編　新しい算数　３下
算 数 東 京 書 籍 新編　新しい算数　３上
算 数 東 京 書 籍 新編　新しい算数　４下
算 数 東 京 書 籍 新編　新しい算数　４上
算 数 東 京 書 籍 新編　新しい算数　５下
算 数 東 京 書 籍 新編　新しい算数　５上
算 数 東 京 書 籍 新編　新しい算数　６下
算 数 東 京 書 籍 新編　新しい算数　６上
社 会 東 京 書 籍 新編　新しい社会　３・４下
社 会 東 京 書 籍 新編　新しい社会　３・４上
社 会 東 京 書 籍 新編　新しい社会　５下
社 会 東 京 書 籍 新編　新しい社会　５上
社 会 東 京 書 籍 新編　新しい社会　６下
社 会 東 京 書 籍 新編　新しい社会　６上
地 図 帝 国 書 院 楽しく学ぶ　小学生の地図帳　初訂版
理 科 東 京 書 籍 新編　新しい理科　３
理 科 東 京 書 籍 新編　新しい理科　４下
理 科 東 京 書 籍 新編　新しい理科　４上
理 科 東 京 書 籍 新編　新しい理科　５下
理 科 東 京 書 籍 新編　新しい理科　５上
理 科 東 京 書 籍 新編　新しい理科　６下
理 科 東 京 書 籍 新編　新しい理科　６上
音 楽 教 育 芸 術 社 小学生のおんがく　１
音 楽 教 育 芸 術 社 小学生の音楽　２
音 楽 教 育 芸 術 社 小学生の音楽　３
音 楽 教 育 芸 術 社 小学生の音楽　４
音 楽 教 育 芸 術 社 小学生の音楽　５
音 楽 教 育 芸 術 社 小学生の音楽　６
保 健 学 習 研 究 社 新・みんなのほけん　３・４年
保 健 学 習 研 究 社 新・みんなの保健　５・６年
家 庭 開 隆 堂 出 版 小学校　わたしたちの家庭科　５・６
書 写 東 京 書 籍 新編　あたらしいしょしゃ　一
書 写 東 京 書 籍 新編　新しいしょしゃ　二
書 写 東 京 書 籍 新編　新しい書写　三　
書 写 東 京 書 籍 新編　新しい書写　四　
書 写 東 京 書 籍 新編　新しい書写　五　
書 写 東 京 書 籍 新編　新しい書写　六　
生 活 東 京 書 籍 新編　あたらしいせいかつ　１・２上
生 活 東 京 書 籍 新編　あたらしいせいかつ　１・２下
図 工 日 本 文 教 出 版 ずがこうさく　１・２上　みつけたよ
図 工 日 本 文 教 出 版 ずがこうさく　１・２下　たのしいな　
図 工 日 本 文 教 出 版 図画工作　３・４上　ためしながら　
図 工 日 本 文 教 出 版 図画工作　３・４下　たしかめながら　
図 工 日 本 文 教 出 版 図画工作　５･６上　自信をもって
図 工 日 本 文 教 出 版 図画工作　５･６下　思いを広げて　

中学部 国 語 光 村 図 書 出 版 国語　１
国 語 光 村 図 書 出 版 国語　２
国 語 光 村 図 書 出 版 国語　３

小学部
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書 写 大 阪 書 籍 中学書写　一年
書 写 大 阪 書 籍 中学書写　二・三年
地 理 教 育 出 版 中学社会　地理　地域に学ぶ

歴 史 教 育 出 版 中学社会　歴史　未来を見つめて

公 民 東 京 書 籍 新編　新しい社会　公民
地 図 東 京 書 籍 新編　中学校社会地図　初訂版
数 学 東 京 書 籍 新編　新しい数学　１
数 学 東 京 書 籍 新編　新しい数学　２
数 学 東 京 書 籍 新編　新しい数学　３
理 科 一 大 日 本 図 書 新版　中学校理科　１分野　下
理 科 一 大 日 本 図 書 新版　中学校理科　１分野　上
理 科 二 大 日 本 図 書 新版　中学校理科　２分野　下
理 科 二 大 日 本 図 書 新版　中学校理科　２分野　上
英 語 東 京 書 籍 ＮＥＷ　ＨＯＲＩＺＯＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　１
英 語 東 京 書 籍 ＮＥＷ　ＨＯＲＩＺＯＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　２
英 語 東 京 書 籍 ＮＥＷ　ＨＯＲＩＺＯＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　３
音 楽 教 育 芸 術 社 中学生の音楽　１
音 楽 教 育 芸 術 社 中学生の音楽　２・３　下
音 楽 教 育 芸 術 社 中学生の音楽　２・３　上
器 楽 教 育 芸 術 社 中学生の器楽
技 術 東 京 書 籍 技術・家庭（技術分野）
家 庭 東 京 書 籍 技術・家庭（家庭分野）
保 体 学 習 研 究 社 新・中学保健体育　
美 術 日 本 文 教 出 版 美術　１　自由な心で
美 術 日 本 文 教 出 版 美術　２・３　上　美を求めて
美 術 日 本 文 教 出 版 美術　２・３　下　美術の広がり

高等部
国語表現Ⅰ 第一学習社 高等学校　改訂版　国語表現Ⅰ
国語表現Ⅰ 第一学習社 高等学校　国語表現Ⅰ

（２）一般図書
学部 発行者

ライト
ライト
ライト
ライト
ライト
ライト
ライト
ライト
ライト
ライト
ライト
ライト
光村図書出版
光村図書出版
光村図書出版
光村図書出版
光村図書出版
光村図書出版
光村図書出版
光村図書出版
光村図書出版
光村図書出版
光村図書出版
光村図書出版
キューブ
キューブ
キューブ
キューブ

専攻科

中学部

小学部

新・みんなのほけん３・４年
新・みんなの保健５・６年
家庭科５・６年　１
家庭科５・６年　２
家庭科５・６年　３
拡大教材　こくご一ねん（上）　かざぐるま
拡大教材　こくご一年（下）　ともだち
拡大教材　こくご二年（上）　たんぽぽ
拡大教材　こくご二年（下）　赤とんぼ
拡大教材　国語三年（上）　わかば
拡大教材　国語三年（下）　あおぞら
拡大教材　国語四年（上）　かがやき
拡大教材　国語四年（下）　はばたき
拡大教材　国語五年（上）　銀河
拡大教材　国語五年（下）　大地
拡大教材　国語六年（上）　創造
拡大教材　国語六年（下）　希望
拡大教材　新しい社会３・４上
拡大教材　新しい社会３・４下
拡大教材　新しい社会５上

小学生のおんがく１

小学生の音楽　５
小学生の音楽　６
初等　地図帳

拡大教材　新しい社会５下

小学生の音楽　２
小学生の音楽　３
小学生の音楽　４

（県立高等学校使用教科書採択一覧参照）

書名
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キューブ
キューブ
大活字
大活字
大活字
大活字
大活字
大活字
大活字
大活字
大活字
大活字
大活字
キューブ
キューブ
キューブ
キューブ
キューブ
キューブ
キューブ
あかね書房
学習研究社
学習研究社
金の星社
くもん出版
世界文化社
ひかりのくに
福音館書店
ポプラ社
ポプラ社
草思社
ブティック社
日本ライトハウス

日本ライトハウス

日本ライトハウス

日本ライトハウス

日本ライトハウス

日本ライトハウス

日本ライトハウス

日本ライトハウス

日本ライトハウス

日本ライトハウス

日本ライトハウス

日本ライトハウス

日本ライトハウス
東京ヘレン･ケラー協会

東京ヘレン･ケラー協会

東京ヘレン･ケラー協会

東京ヘレン･ケラー協会

東京ヘレン･ケラー協会

東京ヘレン･ケラー協会

東京ヘレン･ケラー協会

東京ヘレン･ケラー協会

東京ヘレン･ケラー協会

東京ヘレン･ケラー協会

光村図書出版
光村図書出版
光村図書出版
光村図書出版
光村図書出版

小学部

中学部

中学校拡大教材　国語２年　２

中学校拡大教材　国語１年　１
中学校拡大教材　国語１年　２
中学校拡大教材　国語１年　３
中学校拡大教材　国語２年　１

技術・家庭　家庭分野　５

技術・家庭　技術分野１
技術・家庭　技術分野２
技術・家庭　技術分野３

技術・家庭　技術分野５
技術・家庭　家庭分野　１
技術・家庭　家庭分野　２

ひとりでできるもん５　すてきなおかし作り
うたの絵本ＣＤ　１
ディズニーサウンドえほん　いまなんじ？

声に出して読みたい日本語CDブック

中学生の器楽　１
中学生の器楽　２

技術・家庭　家庭分野　３
技術・家庭　家庭分野　４

技術・家庭　技術分野４

中学保健体育　４

中学生の音楽２・３下　２

リサイクル素材などでカンタンに！　保育のつくってあそぶアイディア集
サラダでげんき＜こどものとも傑作集＞
絵本・いつでもいっしょ２　どうぶつなんびき？
おととあそぼうシリーズ４　おりょうりしましょ！

まんがでわかるおいしい野菜づくり
社会科地図帳

拡大教材　新しい算数　３上
拡大教材 新しい算数　３下

拡大教材　新しい理科　５下
拡大教材　新しい理科　６上

拡大教材　新しい算数　６上
拡大教材 新しい算数　６下
拡大教材　新しい理科　３
拡大教材　新しい理科　４上

拡大教材　新しい理科　５上
拡大教材　新しい理科　４下

拡大教材　新しい社会６下
拡大教材　あたらしい　さんすう　１
拡大教材　新しい算数　２上
拡大教材 新しい算数　２下

拡大教材　新しい算数　５上
拡大教材 新しい算数　５下

拡大教材　新しい社会６上

拡大教材　新しい算数　４上
拡大教材 新しい算数　４下

５分間読み聞かせ名作百科　日本の昔話
リサイクル工作と手芸１　楽しいおもちゃ作り

中学保健体育　２
中学保健体育　３

中学生の音楽　１－１
中学生の音楽　１－２
中学生の音楽２．３上　１
中学生の音楽２．３上　２
中学生の音楽２・３下　１

中学保健体育　１

かばくん・くらしのえほん２　かばくんのおかいもの
拡大教材　新しい理科　６下

65



光村図書出版
光村図書出版
光村図書出版
光村図書出版
日本ライトハウス

日本ライトハウス

日本ライトハウス

日本ライトハウス

日本ライトハウス

日本ライトハウス

キューズ
キューズ
キューズ
キューズ
キューズ
キューズ
キューズ
キューズ
大活字
大活字
大活字
大活字
大活字
あかね書房
学習研究社
学習研究社
世界文化社
大日本絵画
ドレミ楽譜出版社

ポプラ社
日本放送出版
文渓堂

医療と社会
墨字：医道の日本社
点字：日本点字図書館 医療と社会

人体の構造と
機能

墨字：岡山ライトハウス
点字：岡山ライトハウス 人体の構造と機能　　解剖生理

疾病の成り立
ちと予防

墨字：桜雲会
点字：桜雲会

疾病の成り立ちと予防　Ⅰ
衛生･公衆衛生

疾病の成り立
ちと予防

墨字：岡山ライトハウス
点字：東京点字図書館 疾病の成り立ちと予防　Ⅱ　病理

生活と疾病
墨字：岡山ライトハウス
点字：岡山ライトハウス

生活と疾病Ⅱ
臨床医学

生活と疾病
墨字：東京ﾍﾚﾝｹﾗｰ協会
点字：東京ﾍﾚﾝｹﾗｰ協会

生活と疾病　ⅠA
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学　概論編

生活と疾病
墨字：東京ﾍﾚﾝｹﾗｰ協会
点字：東京ﾍﾚﾝｹﾗｰ協会 生活と疾病　ⅠB　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学　基礎運動学編

基礎保健理療
墨字：日本ライトハウス
点字：日本ライトハウス 基礎保健理療Ⅱ　保健理療理論

基礎保健理療
墨字：日本ライトハウス
点字：日本ライトハウス 基礎保健理療Ⅰ　東洋医学一般

臨床保健理療
墨字：岡山ライトハウス
点字：岡山ライトハウス 臨床保健理療　保健理療臨床論

地域保健理療と
保健理療経営

墨字：東京ﾍﾚﾝｹﾗｰ協会
点字：東京ﾍﾚﾝｹﾗｰ協会 地域理療と理療経営

保健理療基礎
実習

墨字：岡山ライトハウス
点字：岡山ライトハウス

あんま･マッサージ･指圧師
国家試験全科総まとめ

保健理療基礎
実習

墨字：日本ライトハウス
点字：日本ライトハウス 保健理療基礎実習

中学部

きょうりゅうとアルモ楽しい英語１　ＨＥＬＬＯ　ＡＢＣ！にこにこあいさつ

きむらゆういちのだんだんしかけえほん３　ごしごしあらっておふろにどぼん
あなあきしかけえほん　ちいさなおたまじゃくし　
保育名歌　こどものうた１００選
おととあそぼうシリーズ４　おりょうりしましょ！

高等部
保健理療

科

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
５分間読み聞かせ名作百科　世界の昔話
５分間読み聞かせ名作百科　日本の昔話

NHKつくってあそぼ工作絵本　わくわくゴロリのつくってあそぼ８

中学校拡大教材　NEW　HORIZON　ENGLISH　Course　２　上
中学校拡大教材　NEW　HORIZON　ENGLISH　Course　２　下
中学校拡大教材　NEW　HORIZON　ENGLISH　Course　３　上
中学校拡大教材　NEW　HORIZON　ENGLISH　Course　３　下

中学校拡大教材　新編　新しい科学　２分野上
中学校拡大教材　新編　新しい科学　２分野下
中学校拡大教材　NEW　HORIZON　ENGLISH　Course　１　上
中学校拡大教材　NEW　HORIZON　ENGLISH　Course　１　下

中学校拡大教材　新編　新しい社会　歴史
中学校拡大教材　新編　新しい社会　公民
中学校拡大教材　新編　新しい科学　１分野上
中学校拡大教材　新編　新しい科学　１分野下

中学校拡大教材　新編　新しい数学　２－２
中学校拡大教材　新編　新しい数学　３－１
中学校拡大教材　新編　新しい数学　３－２
中学校拡大教材　新編　新しい社会　地理

中学校拡大教材　国語３年　３
中学校拡大教材　新編　新しい数学　１－１
中学校拡大教材　新編　新しい数学　１－２
中学校拡大教材　新編　新しい数学　２－１

中学校拡大教材　国語２年　３
中学校拡大教材　国語３年　１
中学校拡大教材　国語３年　２
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医療と社会
墨字：医道の日本社
点字：日本点字図書館

医療と社会

人体の構造と
機能

墨字：医歯薬出版
点字：東京点字出版所

解剖学

人体の構造と
機能

墨字：医歯薬出版
点字：東京点字出版所

生理学

疾病の成り立
ちと予防

墨字：桜雲会
点字：桜雲会

疾病の成り立ちと予防　Ⅰ
衛生･公衆衛生

疾病の成り立
ちと予防

墨字：岡山ライトハウス
点字：岡山ライトハウス

疾病の成り立ちと予防　Ⅱ
病理学概論

生活と疾病
墨字：東京点字出版所
点字：東京点字出版所

生活と疾病Ⅱ　臨床医学総論

生活と疾病
墨字：東京ﾍﾚﾝｹﾗｰ協会
点字：東京ﾍﾚﾝｹﾗｰ協会

生活と疾病　ⅠA
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学　概論編

生活と疾病
墨字：東京ﾍﾚﾝｹﾗｰ協会
点字：東京ﾍﾚﾝｹﾗｰ協会

生活と疾病　ⅠB　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学　基礎運動学編

基礎理療学
墨字：日本ライトハウス
点字：日本ライトハウス

基礎理療学Ⅱ　経穴経絡概論

基礎理療学
墨字：岡山ライトハウス
点字：岡山ライトハウス

基礎理療学Ⅰ　東洋医学概論

基礎理療学
墨字：岡山ライトハウス
点字：岡山ライトハウス

基礎理療学Ⅲ　理療理論

臨床理療学
墨字：日本ライトハウス
点字：日本ライトハウス

生活と疾病　Ⅲ
臨床医学各論

臨床理療学
墨字：岡山ライトハウス
点字：岡山ライトハウス

臨床理療学　理療臨床論

地域理療と理
療経営

墨字：東京ﾍﾚﾝｹﾗｰ協会
点字：東京ﾍﾚﾝｹﾗｰ協会

地域理療と理療経営

理療基礎実習
墨字：岡山ライトハウス
点字：岡山ライトハウス

あはき師　国家試験全科総まとめ

理療基礎実習
墨字：日本ライトハウス
点字：日本ライトハウス

理療基礎実習

理療英語
墨字：日本ライトハウス
点字：日本ライトハウス

理療英語

理療英語
墨字：東京ﾍﾚﾝｹﾗｰ協会
点字：東京ﾍﾚﾝｹﾗｰ協会

鍼・灸・マッサージ師のための医学英語入門　第三
版

専攻科
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鳥取県立特別支援学校採択教科書一覧表

学校名：鳥取聾学校

１　特別支援学校聴覚障害者用教科書（文部科学省著作本）
学部 種目 発行者 書　　　　名

国語 教育出版 ことばのべんきょう　三ねん（上）
国語 教育出版 ことばのべんきょう　三ねん（下）
国語 教育出版 ことばのれんしゅう　四ねん
国語 教育出版 ことばの練習　五年
国語 教育出版 ことばの練習　六年

中学部 採択なし
高等部

２　１０７条本
（１）検定教科書

学部 種目 発行者 書名
小学部
中学部
高等部

（２）特別支援学校知的障害者用教科書（文部科学省著作本）
学部 種目 発行者 書名

小学部
中学部 採択なし

国語 東京書籍 国語　☆☆☆☆
数学 東京書籍 さんすう　☆☆☆
数学 東京書籍 数学　☆☆☆☆

（３）一般図書
学部 発行者

あかね書房
偕成社
偕成社
偕成社
くもん出版
鈴木出版
童心社
永岡書店
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店

中学部 採択なし
福音館書店
平凡社
むさし書房

２０２シリーズ　たべもの２０２

五味太郎の絵本　わにさんどきっ　はいしゃさんどきっ
子どものマナー図鑑１　ふだんの生活のマナー
エリック･カールの絵本　パパ、お月さまとって！

認識絵本１０　おおきいちいさい

はじめましてにほんちず（新版）
小学生用　英語はともだち

みぢかなかがくシリーズ　町の水族館・町の植物園　－さかなやさんとやおやさん－

こどものとも傑作集　ぞうくんのさんぽ

小学部

書名

かばくん・くらしのえほん２　かばくんのおかいもの

採択なし

（県立高等学校使用教科書採択一覧参照）

東部地区採択教科書を使用
東部地区採択教科書を使用

採択なし

小学部

高等部

高等部

新装版　ＫＩＤＳ　２１（１２）たべものひゃっか
かがくのとも傑作集　みんなうんち
かがくのとも傑作集　かみコップでつくろう

くもん式の　ぶんカード　２集
知育えほん　マークのずかん
ピーマン村の絵本たち　おおきくなるっていうことは

幼児絵本シリーズ　とけいのほん１

たのしいメロディーえほん（ミニ）（Ｙ１４２）

報告事項イ
別添資料３
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鳥取県立特別支援学校採択教科書一覧表

学校名：鳥取聾学校ひまわり分校

１　特別支援学校聴覚障害者用教科書（文部科学省著作本）
学部 種目 発行者 書　　　　名

国語 教育出版 ことばのべんきょう １ねん（上）
国語 教育出版 ことばのべんきょう １ねん（下）
国語 教育出版 ことばのべんきょう ２ねん（上）
国語 教育出版 ことばのべんきょう ２ねん（下）
国語 教育出版 ことばのべんきょう ３ねん（上）
国語 教育出版 ことばのべんきょう ３ねん（下）
国語 教育出版 ことばのれんしゅう ４年
国語 教育出版 ことばの練習 ５年

２　１０７条本
（１）検定教科書

学部 種目 発行者 書名
小学部

（２）特別支援学校知的障害者用教科書（文部科学省著作本）
学部 種目 発行者 書名

小学部 採択なし

（３）一般図書
学部 発行者

岩崎書店
偕成社
偕成社
偕成社
学習研究社
くもん出版
くもん出版
戸田デザイン研究室

同成社
同成社
同成社
ひかりのくに

小学部

西部地区採択教科書を使用

あいうえおえほん

五味太郎・言葉図鑑１　うごきのことば
エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）わたしだけのはらぺこあおむし
子どものマナー図鑑３　でかけるときのマナー
あそびのおうさま　はるほん

書名

ひとりでできる手づくりBOX１２　しぜんで工作しよう

小学部

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）
どうようでおえかきできる　どうようＮＥＷ絵かきうたブック

くもん式の　漢字おけいこ
ＣＤ付きくもんの写真図鑑カード　楽器カード

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１（ひらがなのことば・文・文章の読み）
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」２（１対１対応、１～５の数、５までのたし算）

報告事項イ
別添資料３
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鳥取県立特別支援学校採択教科書一覧表

学校名：鳥取養護学校

１　特別支援学校知的障害者用教科書（文部科学省著作本）
学部 種目 発行者 書名

小学部
中学部 採択なし

国　　　語 東京書籍 　国語☆☆☆☆
数　　　学 東京書籍 　数学☆☆☆☆
音　　　楽 東京書籍 　音楽☆☆☆☆

２　１０７条本
（１）検定教科書

学部 種目 発行者 書名
小学部
中学部
高等部

（２）一般図書
学部 発行者

あかね書房
あかね書房
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
絵本館
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学習研究社
学習研究社
金の星社
金の星社
金の星社
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
講談社
講談社
国土社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
小峰書店
ジャパンクッキングセンター

大日本絵画
童心社

高等部

採択なし

東部地区採択教科書を使用
東部地区採択教科書を使用

子どもの健康を考える絵本５　こんなときどうするの？
五味太郎・言葉図鑑１　うごきのことば
エリック・カールの絵本　くまさんくまさんなにみてるの？
エリック・カールの絵本　月ようびはなにたべる？
木村裕一・しかけ絵本１　みんな　みんな　みーつけた
赤ちゃん版　ノンタン３ノンタンおしっこしーしー
ＣＤつきえほん　あそびうた
ＣＤつきえほん　えいごのうた

ノンタンあそぼうよ２　ノンタンおやすみなさい
ノンタンあそぼうよ８　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
ノンタンあそぼうよ９　ノンタンのたんじょうび
日本むかし話　おむすびころりん

あかちゃんと　おかあさんの絵本　ハティちゃんのあ・い・う・え・お
あかちゃんと　おかあさんの絵本　ハティちゃんのいち・に・さん
こどものくに傑作絵本　ふうせんまってー
くもんのせいかつ図鑑　たべものカード
くもんのせいかつ図鑑　くだもの　やさいカード
くもんのせいかつ図鑑　お店カード
くもんのせいかつ図鑑　生活道具カード

くまたんのはじめてシリーズ２　おいしいおいしい　１・２・３

ことばあそびのえほん　ぶたたぬききつねねこ
別冊こぐまちゃんえほん　さよなら　さんかく

くもんの　とけいカード

こぐまちゃんえほん　第１集　こぐまちゃんおはよう

（県立高等学校使用教科書採択一覧参照）

単行本　さわってあそぼう　ふわふわあひる
あそびの絵本１４　お料理あそび
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
えほんのマーチ　しゅくだい
五味太郎の絵本９　いろ
文字と数の本(エリック･カールの絵本)１・２・３どうぶつえんへ

メロディーえほん　ＩＣピアノえほん　四季のどうよう－１２ヶ月
かこさとし　からだの本２　たべもののたび

書名

かばくん・くらしのえほん２　かばくんのおかいもの

ときには腕をふるってみよう　絵でわかるクッキング

ブルーナのアイディアブック　ミッフィーの１から１０まで
ブルーナのしかけであそべるあかちゃんえほん３　ミッフィーのまるさんかくしかく
国土社の図工えほん８　紙そめ

小学部

報告事項イ
別添資料３
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童心社
永岡書店
永岡書店
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひさかたチャイルド

福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店

あかね書房
偕成社
偕成社
偕成社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
金の星社
教育芸術社
くもん出版
くもん出版
こぐま社
小峰書店
さ・え・ら書房
女子栄養大学出版社

成美堂出版
成美堂出版
童心社
同成社
同成社
ひかりのくに
ＰＨＰ研究所
福音館書店
福音館書店
ぶどう社
あかね書房
あかね書房
あかね書房
あかね書房
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
絵本館
絵本館
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社

中学部

単行本　さわってあそぼう　ふわふわあひる
五味太郎・しかけ絵本　きいろいのはちょうちょ
子どものマナー図鑑１　ふだんの生活のマナー
子どものマナー図鑑３　でかけるときのマナー
新訂版　学研の英語ずかん１　おもしろかいわ１　－ひとくち表現集－
ＣＤつきえほん　えいごのうた
ニューワイド学研の図鑑１２　人のからだ
新訂版　学研の英語ずかん３　たんごあそび
新版　ふしぎ・びっくりこども図鑑　からだ
やさしいからだのえほん４　むしばはどうしてできるの？
２訂版　歌はともだち
くもんのせいかつ図鑑　くだもの　やさいカード
くもんのせいかつ図鑑　お店カード
別冊こぐまちゃんえほん　さよなら　さんかく
たのしい野菜づくり　育ててたべよう１０　すぐできるかんたん野菜
地球の未来とゴミ学習１　身のまわりのゴミはどこにいく
新・こどもクッキング
ＣＤつき　楽しく歌える英語のうた
はじめての陶芸
かこさとし　からだの本３　たねからめがでて
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３（文章を読む、作文・詩を書く）
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」３（６～９のたし算、ひき算、位取り）
ピーター・スピアーの絵本１　せかいのひとびと
ものしり地図絵本日本
世界傑作絵本シリーズ　三びきのやぎのがらがらどん
みぢかなかがくシリーズ　町たんけん　－はたらくひとみつけた－
幼児と障害のある子のリズムうたあそび
もじのえほん　あいうえお
からだのえほん４　からだにもしもし
かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち
村上勉の学習えほん　えいごえほん　ぞうさんがっこうにいく

高等部

あそびの絵本１４　お料理あそび
あそびの絵本１７　えのぐあそび
あそびの絵本１９　手あそび・ゆびあそび
知識の絵本３　ひとのからだ

五味太郎の絵本１０　かたち
五味太郎・ことばとかずのえほん　かずのえほん　１・２・３
文字と数の本(エリック･カールの絵本)１・２・３どうぶつえんへ
子どもの健康を考える絵本５　こんなときどうするの？
五味太郎・言葉図鑑６　くらしのことば

かがくのとも傑作集　しんぶんしでつくろう

どうぶつサウンドえほん（ミニ）（Ｙ１４９）
２０２シリーズ　たべもの２０２
たのしいてあそびうたえほん
手あそび指あそび歌あそびブック１

幼児絵本シリーズ　ずかん・じどうしゃ

認識絵本１　あいうえお
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

かがくのとも傑作集　かみコップでつくろう

日本傑作絵本シリーズ　ドオン！
みぢかなかがくシリーズ　町の水族館・町の植物園　－さかなやさんとやおやさん－

ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも
ママとうたおうＩＣピアノ　やさしいメロディピアノ（Ｙ１４４）

小学部

エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし

音のでるたのしいおけいこえほん３　うたおうおうた

五味太郎のことばとかずの絵本　絵本ＡＢＣ
五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお
五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本

こどものとも傑作集　おおきなかぶ
日本傑作絵本シリーズ　おふろだいすき
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偕成社
偕成社
偕成社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
数学研究社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
教育芸術社
くもん出版
くもん出版
グランまま社
グラフ社
好学社
こぐま社
小峰書店
小学館
小学館
女子栄養大学出版社

成美堂出版
童心社
童心社
ドレミ楽譜出版社

ドレミ楽譜出版社

戸田デザイン研究室

戸田デザイン研究室

戸田デザイン研究室

同成社
永岡書店
永岡書店
永岡書店
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
評論社
ひさかたチャイルド

福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
婦人之友社
婦人之友社
婦人之友社
ブロンズ新社

みぢかなかがくシリーズ　町の水族館・町の植物園　－さかなやさんとやおやさん－

よくみるよくきくよくするえほん　たべものとからだ
こどもがつくるたのしいお料理

安野光雅の絵本　はじめてであうすうがくの絵本２
世界傑作絵本シリーズ　ブレーメンのおんがくたい
日本傑作絵本シリーズ　おふろだいすき
日本傑作絵本シリーズ　ドオン！

かがくのとも傑作集　しゃぼんだまとあそぼう
福音館の科学シリーズ　絵で見る日本の歴史
福音館の科学シリーズ　どうぶつえんガイド
福音館の科学シリーズ　あそびのレシピ　つくるたのしみ

スカーリーおじさんの　はたらく人たち
ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの　１・２・３
かがくのとも傑作集　きゅうきゅうばこ
かがくのとも傑作集　平野レミのおりょうりブック－ひもほうちょうもつかわない－

認識絵本１０　おおきいちいさい
改訂　みんなでうたおう　どうようえほん２
新装版　ＫＩＤＳ　２１（１２）たべものひゃっか
たのしいてあそびうたえほん

どうぶつサウンドえほん（ミニ）（Ｙ１４９）
たのしいメロディーえほん（ミニ）（Ｙ１４２）
認識絵本２　これなあに
認識絵本５　いくつかな

１から１００までのえほん
あいうえおえほん
にっぽん地図絵本
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」１（量概念の基礎、比較、なかま集め）

１４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごはん
１４ひきのシリーズ　１４ひきのぴくにっく
やさしい　こどものうたとあそび
保育名歌　こどものうた１００選

２１世紀幼稚園百科１１　からだのふしぎ
はじめてちずかんシリーズ６　ドラえもんのせかいりょこう
新・こどもクッキング
はじめてのピアノえほん　ドレミのうた

マイライフシリーズ５３２　親子で作る手作りおやつ
レオ･レオニの絵本　スイミー
創作絵本シリーズ　かおかおどんなかお
単行本　リサイクル　工作ずかん

２訂版　歌はともだち
くもんのせいかつ図鑑　たべものカード
くもんのせいかつ図鑑　生活道具カード
うたえほんⅡ

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？
ひとりでできるもん４　うれしいごはん、パン、めん料理
ひとりでできるもん５　すてきなおかし作り
ひとりでできるもん６　だいすきおやつ作り

高等部

らくがき絵本　五味太郎５０％
こどもがつくるたのしいお菓子

エリック・カールの絵本　うたがみえるきこえるよ

ＣＤつきえほん　あそびうた

ママとうたおうＩＣピアノ　やさしいメロディピアノ（Ｙ１４４）

エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）ごちゃまぜカメレオン
五味太郎・しかけ絵本　きいろいのはちょうちょ
はっけんずかん　のりもの
新訂版　学研の英語ずかん１　おもしろかいわ１　－ひとくち表現集－

あそびのおうさまずかん１　からだ
あそびのおうさまずかん７　たべもの
新訂　絵で楽しくおぼえるこどもの英会話
こどものくに傑作絵本　ふうせんまってー
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文研出版
福村出版
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
むさし書房
幼年教育出版
玉川大学出版部

高等部

たのしい歌
かずあそび１
たのしいい絵でみるこどものＡ・Ｂ・Ｃ
音とポップアップのえほん３　いっしょにおうた
ねずみくんの絵本１　ねずみくんのチョッキ
あそびのひろば９　ふしぎないろあそび
あそびのひろば４　はりえあそび
シリーズ生活を学ぶ６　わたしたちのからだ
みるみる絵本　もこもこもこ
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鳥取県立特別支援学校採択教科書一覧表

学校名：白兎養護学校

１　特別支援学校知的障害用教科書（文部科学省著作本）
学部 種目 発行者 書　　　　名

小学部
中学部 採択なし
高等部 音楽 東書 　音楽　☆☆☆☆

２　１０７条本
（１）検定教科書

学部 種目 発行者 書名
小学部 採択なし
中学部 採択なし
高等部 採択なし

（２）一般図書
学部 発行者

あかね書房
あかね書房
岩崎書店
岩崎書店
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
グランまま社
講談社
こぐま社
こぐま社
さ・え・ら書房
三省堂
小学館

小学部

ノンタンあそぼうよ１　ノンタンぶらんこのせて
子どもの健康を考える絵本５　こんなときどうするの？
五味太郎・言葉図鑑６　くらしのことば
子どもの生活３　マナーをきちんとおぼえよう！

あかねえほんシリーズ　えほん　えかきうた
単行本　さわってあそぼう　ふわふわあひる
あそびの絵本１７　えのぐあそび
五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本

安全のしつけ絵本１　きをつけようね
エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）わたしだけのはらぺこあおむし
五味太郎の絵本　わにさんどきっ　はいしゃさんどきっ
子どものマナー図鑑１　ふだんの生活のマナー
子どものマナー図鑑３　でかけるときのマナー
はっけんずかん　のりもの
あそびのおうさま　ぬるほん
あそびのおうさま　はじめてぬるほん
あそびのおうさま　はるほん
ＣＤつきえほん　あそびうた
ＣＤつきえほん　えいごのうた
あそびのおうさまずかん１２　リサイクルこうさく
多湖輝のNEW頭脳開発「かず」シリーズ　６歳かず
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？
ひとりでできるもん４　うれしいごはん、パン、めん料理
ひとりでできるもん５　すてきなおかし作り
ひとりでできるもん６　だいすきおやつ作り
やさしいからだのえほん４　むしばはどうしてできるの？
くもんのせいかつ図鑑　たべものカード
くもんのせいかつ図鑑　生活道具カード
くもんの　書きかたカード「ひらがな」
くもん式の　ひらがなカード
くもんの　とけいカード
くもんの　書きかたカード「漢字」
つちだよしはるの絵本　ことばえほん
にじいろのさかな　しましまをたすける！
別冊こぐまちゃんえほん　さよなら　さんかく
創作絵本シリーズ　かおかおどんなかお
たのしい工作教室　たのしいこうさくきょうしつ１
こども　きせつのぎょうじ絵じてん
２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん

採択なし

書名

報告事項イ
別添資料３
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小学館
小学館
女子栄養大学出版社

ジュラ出版社
ジュラ出版社
鈴木出版
成美堂出版
大日本絵画
太郎次郎社
童心社
童心社
童心社
童心社
戸田デザイン研究室

戸田デザイン研究室

戸田デザイン研究室

戸田デザイン研究室

同成社
同成社
同成社
同成社
永岡書店
永岡書店
永岡書店
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひさかたチャイルド

ひさかたチャイルド

ひさかたチャイルド

ひさかたチャイルド

福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
文研出版
福村出版
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
理論社
セーラー出版
あかね書房
あかね書房
あかね書房
あかね書房
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
絵本館

小学部

中学部

２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３
はじめてちずかんシリーズ２　ドラえもんのにほんちず
新・こどもクッキング
ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん　あ　そ　ぼ！
プータン　どこいくの？
知育えほん　マークのずかん
ピアノでおぼえるおんぷえほん　ドレミファおけいこ
メロディーえほん　ＩＣピアノえほん　四季のどうよう－１２ヶ月
漢字がたのしくなる本ワークシリーズ　漢字がたのしくなる本ワーク１　基本漢字あそび

かずのほん２　０から１０まで
かずのほん３　０から１０までのたしざんひきざん
１４ひきのシリーズ　１４ひきのせんたく
１４ひきのシリーズ　１４ひきのこもりうた
１から１００までのえほん
にっぽん地図絵本
よみかた絵本
とけいのえほん
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２（かたかな・かん字の読み書き）
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」３（６～９のたし算、ひき算、位取り）
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）
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５（３けたの数の計算、かけ算、わり算）
ママとうたおうＩＣピアノ　やさしいメロディピアノ（Ｙ１４４）
どうぶつサウンドえほん（ミニ）（Ｙ１４９）
たのしいメロディーえほん（ミニ）（Ｙ１４２）
認識絵本１０　おおきいちいさい
２０２シリーズ　たべもの２０２
改訂　みんなでうたおう　どうようえほん２
改訂新版　体験を広げるこどものずかん１　どうぶつえん
改訂新版　体験を広げるこどものずかん４　はなとやさいとくだもの
たのしいてあそびうたえほん
あそびうたのほん　ＣＤつき
あかちゃんのための絵本　はみがきしゅわしゅわ
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

みぢかなかがくシリーズ　町たんけん　－はたらくひとみつけた－
ばばばあちゃんのおはなしコーナー　かがくのとも傑作集　ばばばあちゃんのおもちつき

ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの　１・２・３
わらべきみかのスキンシップ絵本５　かずのえほん
かがくのとも傑作集　かみであそぼう　きる・おる
かがくのとも傑作集　みんなうんち

音とポップアップのえほん３　いっしょにおうた
音のでるたのしいおけいこえほん３　うたおう！おうた
うたってかいてけせるえほん１　音のでるえかきうた

ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン
シリーズ生活を学ぶ６　わたしたちのからだ
ペーパーランド８　おりがみえあそび

福音館の科学シリーズ　昆虫
こどものとも傑作集　おおきなかぶ

なりきりえほん７　びっくりおめん
あいうえおうさま
お月さまって　どんなあじ？
あかねえほんシリーズ　かたちのえほん　まる・さんかく・しかくさん
かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち
村上勉の学習えほん　ことばのえほんＡＢＣ
村上勉の学習えほん　かたかなえほん　アイウエオ
知識の絵本３　ひとのからだ
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
五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本
五味太郎のことばとかずの絵本　絵本ＡＢＣ
五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本
五味太郎・ことばとかずのえほん　かずのほん１・２・３
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偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
教育芸術社
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
グランまま社
講談社
講談社
こぐま社
こぐま社
小峰書店
さ・え・ら書房

中学部

子どもの健康を考える絵本４　からだがすきなたべものなあに？
五味太郎・言葉絵本１０　なまえのことば
赤ちゃん版ノンタン２　ノンタンもぐもぐもぐ
子どもの生活３　マナーをきちんとおぼえよう！
あかちゃんのあそびえほん１　ごあいさつあそび
あかちゃんのあそびえほん２　いないいないばああそび
あかちゃんのあそびえほん５　うごくにんぎょうあそび
エリック・カールの絵本　くまさんくまさんなにみてるの？
エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）ごちゃまぜカメレオン
エリック・カールの絵本　月ようびはなにたべる？
五味太郎の絵本　わにさんどきっ　はいしゃさんどきっ
坂本廣子のひとりでクッキング１　朝ごはんつくろう！
坂本廣子のひとりでクッキング２　昼ごはんつくろう！
子どものマナー図鑑１　ふだんの生活のマナー
子どものマナー図鑑３　でかけるときのマナー
うたのパレット
子どものマナー図鑑５　１２ヶ月・行事のマナー
エリック・カールの絵本　巨人(ジャイアント)にきをつけろ！
はっけんずかん　のりもの
新訂版　学研の英語ずかん１　おもしろかいわ１　－ひとくち表現集－
新訂版　学研の英語ずかん２　おもしろかいわ２　－場面別表現集－
あそびのおうさま　ぬるほん
あそびのおうさま　はるほん
ＣＤつきえほん　あそびうた
ＣＤつきえほん　えいごのうた
あそびのおうさまずかん１　からだ
あそびのおうさまずかん１２　リサイクルこうさく
あそびのおうさまずかん７　たべもの
あそびのおうさまずかん８　もののなまえ
新版　ふしぎ・びっくりこども図鑑　からだ
おうさまのたからばこ　スタンプポン
あそびのおうさまずかん４　うみ
新訂版　学研の英語ずかん４　あそびことば
新レインボー　ことわざ絵じてん
新レインボー　かんじ絵じてん
あかちゃんと　おかあさんの絵本　ハティちゃんのいち・に・さん
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？
ひとりでできるもん１　たのしいたまご料理
ひとりでできるもん４　うれしいごはん、パン、めん料理
ひとりでできるもん５　すてきなおかし作り
ひとりでできるもん６　だいすきおやつ作り
ＮＨＫ・新ひとりでできるもん！リサイクルでつくっちゃおう
２訂版　歌はともだち
くもん式の「そろそろお子さまに」えんぴつ　ひらがな
くもん式の　カタカナおけいこ
くもん式の　漢字おけいこ
くもんのせいかつ図鑑　お店カード
くもんのせいかつ図鑑　生活道具カード
くもんの　書きかたカード「ひらがな」
くもんの　とけいカード
ＣＤ付きくもんの写真図鑑カード　楽器カード
くもんのせいかつ図鑑　マーク標識カード集１集
くもんの辞典シリーズ　くもんのことば絵じてん
つちだよしはるの絵本　ことばえほん
ブルーナのアイディアブック　ミッフィーの１から１０まで
にじいろのさかな　しましまをたすける！
ぶうとぴょんの絵本　おんなじ　おんなじ
創作絵本シリーズ　かおかおどんなかお
くまたんのはじめてシリーズ２　おいしいおいしい　１・２・３
たのしい工作教室　たのしいこうさくきょうしつ１

76



さ・え・ら書房
三省堂
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
女子栄養大学出版社

ジュラ出版社
ジュラ出版社
ジャパンクッキングセンター

鈴木出版
成美堂出版
成美堂出版
成美堂出版
成美堂出版
成美堂出版
大日本絵画
太郎次郎社
太郎次郎社
チャイルド本社
童心社
童心社
童心社
ドレミ楽譜出版社

東京書店
戸田デザイン研究室

戸田デザイン研究室

戸田デザイン研究室

戸田デザイン研究室

戸田デザイン研究室

同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
永岡書店
永岡書店
永岡書店
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに

中学部

母と子の手作り教室　毛糸と布の楽しい手づくり教室
こども　きせつのぎょうじ絵じてん
２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん
２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３
はじめてちずかんシリーズ１　ドラえもんのせかいちず
はじめてちずかんシリーズ２　ドラえもんのにほんちず
徹底反復漢字１００日プリント　小学２年生
徹底反復漢字１００日プリント　小学６年生
基礎学力向上プリント徹底反復計算さかのぼりプリント２年
基礎学力向上プリント徹底反復計算さかのぼりプリント４年
基礎学力向上プリント徹底反復計算さかのぼりプリント５年
基礎学力向上プリント徹底反復計算さかのぼりプリント６年
新・こどもクッキング
プータン　いまなんじ？
ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん　あ　そ　ぼ！
ときには腕をふるってみよう　絵でわかるクッキング
知育えほん　マークのずかん
ピアノでおぼえるおんぷえほん　ドレミファおけいこ
はじめてのピアノえほん　ドレミのうた
調べ学習に役立つ　世界の地図
調べ学習に役立つ　日本の地図
いちばんやさしい基本のおかず
メロディーえほん　ＩＣピアノえほん　四季のどうよう－１２ヶ月
漢字がたのしくなる本ワークシリーズ　漢字がたのしくなる本ワーク１　基本漢字あそび

漢字がたのしくなる本ワークシリーズ　漢字がたのしくなる本ワーク２　あわせ漢字あそび

ぬったりかいたり　らくがきＢＯＯＫ
かずのほん３　０から１０までのたしざんひきざん
ピーマン村の絵本たち　みんなともだち
ピーマン村体操CDブック
やさしい　こどものうたとあそび
やさしくおれる　たのしいおりがみ
１から１００までのえほん
ＡＢＣえほん
にっぽん地図絵本
せかい地図絵本
とけいのえほん
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１（ひらがなのことば・文・文章の読み）
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２（かたかな・かん字の読み書き）
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３（文章を読む、作文・詩を書く）
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編２（ひらがなの読み書き）
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」１（量概念の基礎、比較、なかま集め）
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」２（１対１対応、１～５の数、５までのたし算）
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」３（６～９のたし算、ひき算、位取り）
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）
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５（３けたの数の計算、かけ算、わり算）
ママとうたおうＩＣピアノ　やさしいメロディピアノ（Ｙ１４４）
たのしいメロディーえほん（ミニ）（Ｙ１４２）
お手本のうた付き　どうよううたのえほん（８４２２）
認識絵本５　いくつかな
認識絵本１０　おおきいちいさい
改訂　みんなでうたおう　どうようえほん３
改訂　みんなでうたおう　どうようえほん４
改訂新版　体験を広げるこどものずかん１　どうぶつえん
改訂新版　体験を広げるこどものずかん４　はなとやさいとくだもの
はじめてのずかん４　やさいとくだもの
新装版　ＫＩＤＳ　２１（１２）たべものひゃっか
たのしいてあそびうたえほん
どうようでおえかきできる　どうようＮＥＷ絵かきうたブック
手あそび指あそび歌あそびブック１
あそびうたのほん　ＣＤつき
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評論社
評論社
ひさかたチャイルド

ひさかたチャイルド

ＰＨＰ研究所
ＰＨＰ研究所
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
ブロンズ新社
フレーベル館
フレーベル館
フレーベル館
フレーベル館
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
草思社
フォーラムA
フォーラムA
東洋館出版社
あかね書房
岩崎書店
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
金の星社
金の星社
金の星社
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
グランまま社
グラフ社
講談社
講談社
小峰書店

しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？
しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと
わらべきみかのスキンシップ絵本４　かたかな　アイウエオ
わらべきみかのスキンシップ絵本５　かずのえほん
かえるくんシリーズ　おへそはどこかなかえるくん
かえるくんシリーズ　サンタさんだよかえるくん
かがくのとも傑作集　きゅうきゅうばこ
かがくのとも傑作集　かみであそぼう　きる・おる
こどものとも傑作集　ぞうさんのさんぽ
世界傑作絵本シリーズ　てぶくろ
日本傑作絵本シリーズ　おふろだいすき
みぢかなかがくシリーズ　町たんけん　－はたらくひとみつけた－
日本傑作絵本シリーズ　ぐりとぐらのうたうた１２つき
らくがき絵本　五味太郎５０％
アンパンマンのおはなしでてこい５　アンパンマンとはみがきやま
はじめてであう美術館１　はじめてであう美術館
ふしぎをためすかがく図鑑３　かがくあそび
ふしぎをためすかがく図鑑４　しぜんあそび
あそびのひろば４　はりえあそび
あそびのひろば８　らくがきあそび
ペーパーランド３　とびだすカード
音とポップアップのえほん３　いっしょにおうた
音のでるたのしいおけいこえほん３　うたおう！おうた

基本がわかる算数プリント　小学1年生
くらしに役立つ数学

うたってかいてけせるえほん１　音のでるえかきうた
絵本のおもちゃばこ９　いつでもおなかペッコペコ
みんなのためのルールブック　あたりまえだけど大切なこと
新課程　おもしろいよ基本がわかる算数プリント

エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
子どものマナー図鑑１　ふだんの生活のマナー
五味太郎・言葉図鑑２　ようすのことば
坂本廣子のひとりでクッキング３　ばんごはんつくろう＜和食編＞

かえるくんみどりぐみ４　あいさつのえほんあはようさようならありがとう
五味太郎のことばとかずの絵本　絵本ＡＢＣ
子どもの健康を考える絵本４　からだがすきなたべものなあに？
子どもの健康を考える絵本５　こんなときどうするの？

子どもの生活１　あいさつげんきにできるかな？
あそびのおうさま　はるほん
あそびのおうさまずかん７　たべもの
あそびのおうさまずかん８　もののなまえ
あそびのおうさまずかん１２　リサイクルこうさく
おうさまのたからばこ　スタンプポン
あそびのおうさまずかん３　あそび
もののなまえずかん　くらしのなかのことばがどっさり
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？
ひとりでできるもん４　うれしいごはん、パン、めん料理
ひとりでできるもん１０　おしゃれなおかし作り
くもん式の　ひらがなおけいこ
くもん式の　やさしいひらがな　１集
くもんのせいかつ図鑑　くだもの　やさいカード
くもんの　とけいカード
ＣＤ付きくもんの写真図鑑カード　楽器カード
くもんの　書きかたカード「カタカナ」
くもんの　書きかたカード「漢字」
数･計算－３　やさしいかずかぞえ
うたえほんⅡ
マイライフシリーズ５３２　親子で作る手作りおやつ
創作絵本　100万回生きたねこ
世界の絵本(新）　にじいろのさかな
あたらしいのりものずかん４　東京パノラマたんけん

中学部

高等部
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小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
ジュラ出版社
ジャパンクッキングセンター

鈴木出版
全日本手をつなぐ育成会

成美堂出版
成美堂出版
成美堂出版
太郎次郎社
戸田デザイン研究室

戸田デザイン研究室

戸田デザイン研究室

同成社
同成社
同成社
永岡書店
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
評論社
ひさかたチャイルド

ひさかたチャイルド

福音館書店
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
幼年教育出版
主婦の友社
主婦の友社
草思社
ニチブン
ブティック社
フォーラムA
東洋館出版社
東洋館出版社
篠崎書林
伊藤忠商事
エンゼル商事株式会社

２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん
２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３
徹底反復漢字１００日プリント　小学５年生
徹底反復新書き順プリント小学校１・２・３年
徹底反復プレ百ます計算
陰山英夫徹底反復シリーズ「漢字プリント」小学全学年
陰山英夫徹底反復シリーズ「計算プリント」小学全学年
徹底計算さかのぼりプリント小学校2年
プータン　いまなんじ？
ときには腕をふるってみよう　絵でわかるクッキング
ひらがなおしえておかあさん
自立生活ハンドブック１１　ひとりだち
はじめてのピアノえほん　ドレミのうた
いちばんやさしい基本のおかず
音と光のでる絵本　かわいいどうぶつ
子どもがしあげる手づくり絵本　あいうえおあそび（上）ひらがな５０音
１から１００までのえほん
あいうえおえほん
とけいのえほん
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２（かたかな・かん字の読み書き）
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」２（１対１対応、１～５の数、５までのたし算）
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）
えいごのうたえほん
認識絵本１０　おおきいちいさい
２０２シリーズ　たべもの２０２
改訂　みんなでうたおう　どうようえほん２
改訂　みんなでうたおう　どうようえほん４
はじめてのずかん４　やさいとくだもの
どうようでおえかきできる　どうようＮＥＷ絵かきうたブック
しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと
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
わらべきみかのスキンシップ絵本５　かずのえほん
かがくのとも傑作集　きゅうきゅうばこ
だれでもひけるピアノえほん１　いぬのおまわりさん
音のでるたのしいおけいこえほん３　うたおう！おうた
ドン！ドコ！ドン！たいこ

くらしに役立つ数学

かずあそび２
知りたいことがすぐわかる　シンプル家事の基本
新実用Ｂｏｏｋｓ　社会人の基本マナー
みんなのためのルールブック　あたりまえだけど大切なこと

高等部

トイストーリーおはなしパズル

くらしに役立つ国語
サンタのたのしいなつやすみ
うごく絵本シリーズＣＨＬＢＥ(チルビー)サクランボの巻

私たちの進路　あしたへステップ
レディースブティックシリーズ２３９４　ひとり暮らしの基礎料理
基本がわかる算数プリント　小学２年生
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鳥取県立特別支援学校採択教科書一覧表

学校名：倉吉養護学校

１　特別支援学校知的障害者用教科書（文部科学省著作本）
学部 種目 発行者 書　　　　名

国　　語 東京書籍 　こくご☆☆☆
算　　数 東京書籍 　さんすう☆☆☆
音　　楽 東京書籍 　おんがく☆☆☆

中学部 国　　語 東京書籍 　国語☆☆☆☆
高等部 国　　語 東京書籍 　国語☆☆☆☆

２　１０７条本
（１）検定教科書

学部 種目 発行者 書名
小学部 採択なし
中学部
高等部

（２）一般図書
学部 発行者

あかね書房
あかね書房
あかね書房
あかね書房
岩崎書店
岩崎書店
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
くもん出版
くもん出版

エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）わたしだけのはらぺこあおむし
エリック・カールの絵本　月ようびはなにたべる？
五味太郎の絵本　わにさんどきっ　はいしゃさんどきっ
ともだちだいすき２　おべんとうなあに？
子どものマナー図鑑１　ふだんの生活のマナー
子どものマナー図鑑３　でかけるときのマナー

あかちゃんと　おかあさんの絵本　ハティちゃんのまる・さんかく・しかく
あかちゃんと　おかあさんの絵本　このいろなあに

五味太郎・言葉図鑑６　くらしのことば
あかちゃんのあそびえほん１　ごあいさつあそび
エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
エリック・カールの絵本　うたがみえるきこえるよ

ひとりでできるもん１　たのしいたまご料理

つくってあそぼうよ！リサイクル品をいかそう！
はっけんずかん　どうぶつ
あそびのおうさま　はるほん
ＣＤつきえほん　あそびうた

採択なし

書名

採択なし

おうさまのたからばこ　スタンプポン
あそびのおうさま　きるえほん
おうさまのたからばこ　チョッキン！ペッタン

ＮＨＫ・新ひとりでできるもん！リサイクルでつくっちゃおう

学研の図鑑２　昆虫
算数っておもしろい(4)くらしと算数

くもん式の　カタカナおけいこ

やさしいからだのえほん４　むしばはどうしてできるの？

ひとりでできるもん５　すてきなおかし作り

くもん式の　ひらがなおけいこ

小学部

小学部

かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち
単行本　さわってあそぼう　ふわふわあひる
かえるくんみどりぐみ１　とけいのえほんいまなんじ

新版　ふしぎ・びっくりこども図鑑　からだ

かえるくんみどりぐみ４　あいさつのえほんあはようさようならありがとう
あそびの絵本６　ねんどあそび
あそびの絵本１７　えのぐあそび
ノンタンあそぼうよ９　ノンタンのたんじょうび
エンバリーおじさんの絵かきえほん　しもんスタンプでかいてみよう
日本むかし話　おむすびころりん

報告事項イ
別添資料３
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くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
グランまま社
講談社
国土社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
小峰書店
小峰書店
さ・え・ら書房
小学館
成美堂出版
大日本絵画
大日本絵画
太郎次郎社
童心社
童心社
童心社
童心社
ドレミ楽譜出版社

ドレミ楽譜出版社

東京書店
戸田デザイン研究室

戸田デザイン研究室

同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
評論社
ひさかたチャイルド

福音館書店

こども写真ひゃっかシリーズ　あつまれ！じどうしゃ
マグネットおべんきょうシール　スーパーでおかいもの

しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？
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

光る！サイレンカー　のりものサウンドえほん
認識絵本５　いくつかな
２０２シリーズ　たべもの２０２

かずのほん３　０から１０までのたしざんひきざん

おしゃべりあいうえお　はじめてのひらがな（８４８３）

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）

ママとうたおうＩＣピアノ　やさしいメロディピアノ（Ｙ１４４）
たのしいメロディーえほん（ミニ）（Ｙ１４２）
お手本のうた付き　どうよううたのえほん（８４２２）

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５（３けたの数の計算、かけ算、わり算）
ゆっくり学ぶ子のための国語５
ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＣかけ算

かこさとし　からだの本３　たねからめがでて

くまたんのはじめてシリーズ２　おいしいおいしい　１・２・３

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１（ひらがなのことば・文・文章の読み）
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２（かたかな・かん字の読み書き）
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」１（量概念の基礎、比較、なかま集め）

どうようピアノえほん（８４５３）

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」２（１対１対応、１～５の数、５までのたし算）
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」３（６～９のたし算、ひき算、位取り）

お手本のうた付き　どうよううたのえほん２（８４６０）

２２の色

ＣＤつき　楽しく歌える英語のうた

かずのほん１　どっちがたくさん

くもん式の　漢字おけいこ

くもんのおやこでいっしょにシリーズ　３さいからのすうじ

くもんの　書きかたカード「カタカナ」

くもん式の　やさしいかん字
くもん式の　ひきざんおけいこ　１集

くもん式の　カタカナカード

くもんのゆびなぞりカード「ひらがな」
うたえほん
おともだちドリルブック１きってはってこうさくブック１

くもんのせいかつ図鑑　生活道具カード
くもんの　とけいカード
ＣＤ付きくもんの写真図鑑カード　楽器カード

くもんのせいかつ図鑑　たべものカード

たのしい図画工作９　うごくおもちゃ
こぐまちゃんえほん　第１集　こぐまちゃんおはよう
こぐまちゃんえほん　第３集　しろくまちゃんのほっとけーき
ぶうとぴょんの絵本　おんなじ　おんなじ
別冊こぐまちゃんえほん　さよなら　さんかく

はじめての飼育と栽培１２　そだててみたい花とやさい
母と子の手作り教室　毛糸と布の楽しい手づくり教室
シール知育絵本５７　それいけ！アンパンマン　たべものあそび

めくりしかけえほん　めくってあそぼう！これなあに？
しかけえほん　かたちいろいろ
漢字がたのしくなる本ワークシリーズ　漢字がたのしくなる本ワーク１　基本漢字あそび

あそびうたのほん　ＣＤつき

やさしくおれる　たのしいおりがみ

１４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごはん
１４ひきのシリーズ　１４ひきのせんたく
保育名歌　こどものうた１００選
みんなでうたおう　ニュー・スクール・ソング

１から１００までのえほん

小学部
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福音館書店
福音館書店
福音館書店
文研出版
フレーベル館
フレーベル館
ポプラ社
ポプラ社
保育社
朝日出版
クレヨンハウス
全音楽譜
草思社
あかね書房
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
偕成社
偕成社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
数学研究社
数学研究社
数学研究社
金の星社
金の星社
金の星社
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
グラフ社
グラフ社
講談社
好学社
国土社
さ・え・ら書房
三省堂
三省堂
小学館
ジャパンクッキングセンター

成美堂出版
太郎次郎社
童心社
童心社
童心社
ドレミ楽譜出版社

東京書店
同成社
同成社
同成社
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
ひかりのくに
ひかりのくに
福音館書店
福音館書店

魔法のおやつＢＯＯＫ

ときには腕をふるってみよう　絵でわかるクッキング
ＣＤつき　楽しく歌える英語のうた
漢字がたのしくなる本ワークシリーズ　漢字がたのしくなる本ワーク１　基本漢字あそび

三省堂こどもことば絵じてん
こどももののなまえ絵じてん
２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん

くもん式のはじめてのえんぴつ
くもん式の　とけいおけいこ　２集
ハンドクラフトシリーズ108　おりがみの本
マイライフシリーズ６３７　子どものためのお料理ブック

くもんの　書きかたカード「ひらがな」
くもんの　とけいカード

４歳のこくごあそび園児のホームワーク
６歳のこくごあそび園児のホームワーク
ＮＨＫ・新ひとりでできるもん！元気いっぱいやさい料理
げんきをつくる食育えほん２じょうぶなからだをつくるたべもの

ＣＤつきえほん　えいごのうた
あそびのおうさまずかん１２　リサイクルこうさく
きりとるドリル1回1枚つみあげ学習　文章題の基本練習小学1年

げんきをつくる食育えほん４つよいちからがでるたべもの

あそびの絵本２１　きりがみあそび

うたってかいてけせるえほん１　音のでるえかきうた

かがくのとも傑作集　平野レミのおりょうりブック－ひもほうちょうもつかわない－
こどものとも傑作集　ぞうさんのさんぽ

こども哲学　よいことわるいことってなに？
ＣＤあたらしい子どもたちの歌　ＣＤ１世界中のこどもたちが

絵本・いつでもいっしょ２　どうぶつなんびき？

かずのほん２　０から１０まで
ピーマン村の絵本たち　よーいどん！

ソプラノ・リコーダー・ヒットブック３

レオ･レオニの絵本　スイミー
たのしい図画工作９　うごくおもちゃ
母と子の手作り教室　母と子の園芸教室　野菜をつくろう

ピーマン村の絵本たち　クリスマス・オールスター

ノンタンあそぼうよ８　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
五味太郎・言葉図鑑３　かざることば（Ａ）
あそびのおうさま　ぬるほん
ＣＤつきえほん　あそびうた

世界傑作絵本シリーズ　ブレーメンのおんがくたい
ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン
アンパンマンのおはなしでてこい５　アンパンマンとはみがきやま

こころ・からだ・いのちのえほん７　あなたが生まれるまで

ジュニア図鑑５０　手づくりのおもちゃ

けんちゃんとあそぼう１　のってのって

リズムに強くなりたい　リズムあそび編ＣＤつき
子ども版声に出して読みたい日本語1巻どっどどどどうど雨にも負けず

こころ・からだ・いのちのえほん６　男の子

アンパンマンのことばじてん　

おりがみシリーズかならず折れるおりがみ３きせつのおりがみ

お手本のうた付き　どうよううたのえほん（８４２２）
おしゃべりあいうえお　はじめてのひらがな（８４８３）
マグネットおべんきょうシール　はたらくじどうしゃ（８１４５）
マグネットおべんきょうシール　スーパーでおかいもの

やさしくおれる　たのしいおりがみ
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３（文章を読む、作文・詩を書く）

小学部

中学部

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」３（６～９のたし算、ひき算、位取り）

２０２シリーズ　たべもの２０２

こどものとも傑作集　おおきなかぶ

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５（３けたの数の計算、かけ算、わり算）

安野光雅の絵本　はじめてであうすうがくの絵本２
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福音館書店
福村出版
平凡社
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
大月書店
旺文社
音楽センター
オブラ・パブリケーション

カワイ出版
教育画劇
合同出版
こばと治療教育センター

こばと治療教育センター

こばと治療教育センター

こばと治療教育センター

主婦の友社
清風堂書店
全音楽譜
たかの書房
ニチブン
日本放送出版
明治図書出版
明治図書出版
明治図書出版
明治図書出版
メイト
全日本手をつなぐ育成会

同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
むさし書房

中学部

高等部

親子であそぶおりがみ絵本伝承おりがみⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳセット
シリーズ生活を学ぶ１　つくって食べよう
はじめましてにほんちず（新版）
うたってかいてけせるえほん１　音のでるえかきうた
音のでる絵本シリーズ３４エコーつきマイクでうたおう！カラオケえほん
サウンドトイブックスⅠ音のでるプラレール１
たべもの教室２小麦粉でつくる
わくわく100点ドリル小学２年時計　長さ　数　かたち
クラスでうたうこどものうたＣＤブックリズムあそび曲集
心と体を育てる２・３歳児からのリトミックリズムであそぼう
おんぷがわかるピアノドリルひとりでひけるもん！
１２ヶ月のしかけえほん２おにはーそと！
こどもとマスターする４９の生活技術　イラスト版（３）こどものマナー
認知発達教材ステップアップこくごⅡ
認知発達教材レベルアップ漢字
認知発達教材レベルアップせいかつ(下)
認知発達教材ステップアップさんすうⅠ
はじめての「ぬう」と「あむ」
新漢字習熟プリント小学２年生
リズムに強くなりたい　踊ってリズム編ＣＤつき
新課程たのしい算数ぬきとりプリント小学３年生
絵で見て学べるやさしい料理教室私たちの調理
別冊ＮＨＫきょうの料理お菓子大百科Ⅰ
グレーゾーンの子どもに対応した作文ワーク初級編
図工の時間を楽しく　自然素材を生かした造形活動　今自然素材がおもしろい
グレーゾーンの子どもに対応した算数ワーク中級編１
グレーゾーンの子どもに対応した算数ワーク初級編１
ＣＤブックリズムでジャンプ世界はともだち
自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１（ひらがなのことば・文・文章の読み）
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２（かたかな・かん字の読み書き）

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５（３けたの数の計算、かけ算、わり算）
小学生用　英語はともだち

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３（文章を読む、作文・詩を書く）
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」１（量概念の基礎、比較、なかま集め）
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」３（６～９のたし算、ひき算、位取り）
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）
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鳥取県立特別支援学校採択教科書一覧表

学校名：皆生養護学校

１　特別支援学校知的障害者用教科書（文部科学省著作本）
学部 種目 発行者 書　　　　名

国　　語 東京書籍 　こくご☆☆☆
算　　数 東京書籍 　さんすう☆☆（１）
算　　数 東京書籍 　さんすう☆☆☆

中学部 採択なし
高等部 採択なし

２　１０７条本
（１）検定教科書

学部 種目 発行者 書名
小学部
中学部
高等部

（２）一般図書
学部 発行者

あかね書房
あかね書房
あかね書房
あかね書房
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
くもん出版
くもん出版
好学社
国土社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
三省堂
成美堂出版
チャイルド本社
童心社
童心社
ドレミ楽譜出版社

戸田デザイン研究室

戸田デザイン研究室

同成社
同成社
永岡書店 たのしいメロディーえほん（ミニ）（Ｙ１４２）

小学部

もじのえほん　かたかなアイウエオ
あかねえほんシリーズ　えほん　えかきうた
からだのえほん４　からだにもしもし
単行本　さわってあそぼう　ふわふわあひる
あそびの絵本１７　えのぐあそび

ピーマン村の絵本たち　よーいどん！
やさしい　こどものうたとあそび

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５（３けたの数の計算、かけ算、わり算）

小学部

西部地区採択教科書を使用

書名

あそびの絵本２１　きりがみあそび
五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本

とけいのえほん

ピアノでおぼえるおんぷえほん　ドレミファおけいこ
ぬったりかいたり　らくがきＢＯＯＫ
１４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごはん

くもんのせいかつ図鑑　くだもの　やさいカード
レオ･レオニの絵本　スイミー
たのしい図画工作１６　ちぎり絵、きり絵、はり絵
こぐまちゃんえほん　第１集　こぐまちゃんおはよう
こぐまちゃんえほん　第３集　しろくまちゃんのほっとけーき
ことばあそびのえほん　ぶたたぬききつねねこ
こども　きせつのぎょうじ絵じてん

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３（文章を読む、作文・詩を書く）

１から１００までのえほん

（県立高等学校使用教科書採択一覧参照）

あかちゃんのあそびえほん２　いないいないばああそび
エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
エリック・カールの絵本　月ようびはなにたべる？

くもんのせいかつ図鑑　たべものカード

ノンタンあそぼうよ１　ノンタンぶらんこのせて
日本むかし話　おむすびころりん
赤ちゃん版ノンタン２　ノンタンもぐもぐもぐ
あかちゃんのあそびえほん１　ごあいさつあそび

ともだちだいすき２　おべんとうなあに？
はっけんずかん　のりもの
ＣＤつきえほん　あそびうた
おうさまのたからばこ　スタンプポン

西部地区採択教科書を使用

五味太郎の絵本　わにさんどきっ　はいしゃさんどきっ

報告事項イ
別添資料３
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永岡書店
ひかりのくに
ひさかたチャイルド

ひさかたチャイルド

ひさかたチャイルド

福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
文研出版
福村出版
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社

あかね書房
あかね書房
あかね書房
岩崎書店
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
金の星社
くもん出版
好学社
国土社
小峰書店
ジャパンクッキングセンター

成美堂出版
大日本絵画
同成社
永岡書店
ひかりのくに
ひかりのくに
評論社
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
文研出版
フレーベル館
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
文化学園文化出版局

中学部 ポプラ社

メロディーえほん　ＩＣピアノえほん　四季のどうよう－１２ヶ月
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２（かたかな・かん字の読み書き）
お手本のうた付き　どうよううたのえほん（８４２２）

世界傑作絵本シリーズ　ブレーメンのおんがくたい

認識絵本５　いくつかな

こどものとも傑作集　そらいろのたね
世界傑作絵本シリーズ　ブレーメンのおんがくたい

かがくのとも傑作集　かみであそぼう　きる　おる

ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン
ふしぎをためすかがく図鑑３　かがくあそび

はっけんずかん　のりもの
ＣＤつきえほん　あそびうた
ＣＤつきえほん　えいごのうた

ＣＤつき　楽しく歌える英語のうた

レオ･レオニの絵本　スイミー
国土社の図工えほん８　紙そめ
あたらしいのりものずかん４　東京パノラマたんけん
ときには腕をふるってみよう　絵でわかるクッキング

くもんのせいかつ図鑑　生活道具カード

みるみる絵本　もこもこもこ
シリーズ生活を学ぶ１　つくって食べよう
音のでるちっちゃな絵本１　のりもの（１）

中学部

もじのえほん　あいうえお
もじのえほん　かんじ（１）

あそびの絵本１７　えのぐあそび

日本むかし話　おむすびころりん
子どもの生活３　マナーをきちんとおぼえよう！
木村裕一・しかけ絵本１　みんな　みんな　みーつけた

お手本のうた付き　どうよううたのえほん（８４２２）

こどものとも傑作集　しょうぼうじどうしゃ　じぷた

みぢかなかがくシリーズ　町たんけん　－はたらくひとみつけた－

福音館の科学シリーズ　あそびのレシピ　つくるたのしみ
こどものとも傑作集　ぐりとぐら

世界傑作絵本シリーズ　てぶくろ

手あそび指あそび歌あそびブック１
あかちゃんのための絵本　はみがきしゅわしゅわ
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

小学部

だれでもひけるピアノえほん１　いぬのおまわりさん

ＮＨＫ・新ひとりでできるもん！リサイクルでつくっちゃおう

音とポップアップのえほん３　いっしょにおうた
音のでるたのしいおけいこえほん３　うたおう！おうた

おうさまのたからばこ　スタンプポン

ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの　１・２・３

ペーパーランド３　とびだすカード

福音館の科学シリーズ　あそびのレシピ　つくるたのしみ

音のでるちっちゃな絵本１　のりもの（１）

文字と数の本(エリック･カールの絵本)１・２・３どうぶつえんへ

あそびうたのほん　ＣＤつき
しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと
かがくのとも傑作集　平野レミのおりょうりブック－ひもほうちょうもつかわない－

村上勉の学習えほん　えいごえほん　ぞうさんがっこうにいく

こどものとも傑作集　ぐりとぐら
日本傑作絵本シリーズ　みんなであそぶわらべうた

みぢかなかがくシリーズ　町たんけん　－はたらくひとみつけた－

こどものとも傑作集　おおきなかぶ

世界傑作絵本シリーズ　三びきのやぎのがらがらどん

うたってかいてけせるえほん１　音のでるえかきうた

こどものとも傑作集　ぞうくんのさんぽ
これしってるよ　みぢかなもの

音のでるたのしいおけいこえほん３　うたおう！おうた
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ポプラ社 音のでるたのしいおけいこえほん３　うたおう！おうた
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鳥取県立特別支援学校採択教科書一覧表

学校名：米子養護学校

１　特別支援知的障害者用学校教科書（文部科学省著作本）
学部 種目 発行者 書　　　　名

小学部
国語 東書 こくご☆☆☆
国語 東書 国語☆☆☆☆
数学 東書 さんすう☆☆☆
数学 東書 数学☆☆☆☆

高等部

２　１０７条本
（１）検定教科書

学部 種目 発行者 書名
小学部
中学部 地図 帝国書院 新編　中学校社会科地図　初訂版
高等部

（２）一般図書
学部 発行者

あかね書房
あかね書房
あかね書房
あかね書房
岩崎書店
絵本館
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
金の星社
教育芸術社
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版

採択なし

もじのえほん　かんじ（２）
かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち
単行本　さわってあそぼう　ふわふわあひる
五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお
五味太郎の絵本１０　かたち
ノンタンあそぼうよ１　ノンタンぶらんこのせて

書名

もじのえほん　かんじ（１）

採択なし

くもんのせいかつ図鑑　生活道具カード

くもん式の　やさしいひらがな　１集
くもん式の　漢字おけいこ

くもんのせいかつ図鑑　くだもの　やさいカード

くもん式の　はじめてのひらがな　１集
くもんのせいかつ図鑑　たべものカード

あそびのおうさまずかん１２　リサイクルこうさく
新版　ふしぎ・びっくりこども図鑑　きせつ
もののなまえずかん　くらしのなかのことばがどっさり
あかちゃんと　おかあさんの絵本　ハティちゃんのいち・に・さん

あそびのおうさまずかん１　からだ
あそびのおうさまずかん８　もののなまえ

２訂版　歌はともだち
くもん式の「そろそろお子さまに」えんぴつ　ひらがな
くもん式の　ひらがなおけいこ

子どものマナー図鑑１　ふだんの生活のマナー

はっけんずかん　どうぶつ

あそびのおうさま　はじめてぬるほん
ＣＤつきえほん　あそびうた

あかちゃんのあそびえほん３　いただきますあそび
あかちゃんのあそびえほん４　ひとりでうんちできるかな
エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）わたしだけのはらぺこあおむし
エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）ごちゃまぜカメレオン

採択なし

子どものマナー図鑑３　でかけるときのマナー
はっけんずかん　のりもの

採択なし

あそびのおうさま　ぬるほん
あそびのおうさま　はるほん

ノンタンあそぼうよ８　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
子どもの生活３　マナーをきちんとおぼえよう！

中学部

小学部

報告事項イ
別添資料３
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くもん出版
講談社
こぐま社
小峰書店
小学館
小学館
ジュラ出版社
成美堂出版
成美堂出版
世界文化社
大日本絵画
太郎次郎社
チャイルド本社
童心社
東京書店
戸田デザイン研究室

戸田デザイン研究室

同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
評論社
ひさかたチャイルド

ＰＨＰ研究所
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
ブロンズ新社
フレーベル館
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
民衆社
むさし書房
あかね書房
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
岩崎書店
偕成社
偕成社

五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本
絵本図鑑シリーズ１２　のはらのずかん　－野の花と虫たち－

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」２（１対１対応、１～５の数、５までのたし算）
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」３（６～９のたし算、ひき算、位取り）
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）
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５（３けたの数の計算、かけ算、わり算）

お手本のうた付き　どうよううたのえほん２（８４６０）

認識絵本５　いくつかな
２０２シリーズ　たべもの２０２

ママとうたおうＩＣピアノ　やさしいメロディピアノ（Ｙ１４４）
お手本のうた付き　どうよううたのえほん（８４２２）
どうようピアノえほん（８４５３）

幼児絵本シリーズ　くだもの

手あそび指あそび歌あそびブック１
あそびうたのほん　ＣＤつき
しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？
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

うたってかいてけせるえほん１　音のでるえかきうた

メロディーえほん　ＩＣピアノえほん　四季のどうよう－１２ヶ月
漢字がたのしくなる本ワークシリーズ　漢字がたのしくなる本ワーク３　部首あそび

とけいのえほん
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２（かたかな・かん字の読み書き）

やさしくおれる　たのしいおりがみ
６つの色

ぬったりかいたり　らくがきＢＯＯＫ
かずのほん２　０から１０まで

かばおばさんのかぞえてかんたんかずあそび

音のでるちっちゃな絵本１　のりもの（１）

幼児絵本シリーズ　やさいのおなか
かがくのとも傑作集　しゃぼんだまとあそぼう

アンパンマンのおはなしでてこい５　アンパンマンとはみがきやま
あそびのひろば４　はりえあそび
ペーパーランド３　とびだすカード

福音館の科学シリーズ　どうぶつえんガイド
らくがきえほん　あ・い・う・え・お

音のでるたのしいおけいこえほん３　うたおう！おうた

写真でわかるなぜなにシリーズ１　どうぶつ

くもん式の「新・ひらがなおけいこ」４・５・６歳

ピアノでおぼえるおんぷえほん　ドレミファおけいこ

２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３
プータン　いまなんじ？

ＣＤつき　楽しく歌える英語のうた

ブルーナのアイディアブック　ミッフィーの１から１０まで
こぐまちゃんえほん　第３集　しろくまちゃんのほっとけーき
くまたんのはじめてシリーズ２　おいしいおいしい　１・２・３
２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん

ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろ　あいうえお
五味太郎・言葉図鑑１　うごきのことば

五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本

絵本・いつでもいっしょ２　どうぶつなんびき？
あそびのひろば９　ふしぎないろあそび

たのしいい絵でみるこどものＡ・Ｂ・Ｃ

あそびの絵本１７　えのぐあそび

さんすうだいすき　あそぶ・つくる・しらべる　小学校２年生

あそびの絵本２３　えかきあそび

もじのえほん　かんじ（１）
あそびの絵本７　クレヨンあそび

五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお

おしゃべりあいうえお　はじめてのひらがな（８４８３）

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」１（量概念の基礎、比較、なかま集め）

小学部

中学部
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偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
学習研究社
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社
教育芸術社
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
講談社
国土社
小峰書店
さ・え・ら書房
小学館
小学館
小学館
ジャパンクッキングセンター

鈴木出版
全日本手をつなぐ育成会

全日本手をつなぐ育成会

童心社
童心社
童心社
童心社
戸田デザイン研究室

戸田デザイン研究室

戸田デザイン研究室

同成社
同成社
同成社
永岡書店

ＣＤつきえほん　えいごのうた
あそびのおうさまずかん１　からだ
新版　ふしぎ・びっくりこども図鑑　きせつ

２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３
はじめてちずかんシリーズ２　ドラえもんのにほんちず
ときには腕をふるってみよう　絵でわかるクッキング
知育えほん　マークのずかん

かこさとし　からだの本３　たねからめがでて

自立生活ハンドブック５　ぼなぺてぃ　どうぞめしあがれ

子どものマナー図鑑３　でかけるときのマナー
はっけんずかん　のりもの
はっけんずかん　どうぶつ
あそびのおうさま　はじめてぬるほん

坂本廣子のひとりでクッキング２　昼ごはんつくろう！
子どものマナー図鑑１　ふだんの生活のマナー

子どもの生活３　マナーをきちんとおぼえよう！
エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）わたしだけのはらぺこあおむし

自立生活ハンドブック８　しょく（食）
かずのほん１　どっちがたくさん
かずのほん２　０から１０まで
かずのほん３　０から１０までのたしざんひきざん

たのしい理科工作　りかのこうさく　１年生
母と子の手作り教室　母と子のたのしい草木染め１
２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん

小学生のドリルシリーズ４　４年生の漢字
はとのクルックルのとけいえほん
ブルーナのアイディアブック　ミッフィーの１から１０まで
うたのえほん４　コンコンクシャンのうた

小学生のドリルシリーズ８　３年生のわり算
小学生のドリルシリーズ２　２年生のかん字
小学生のドリルシリーズ３　３年生の漢字

くもんのせいかつ図鑑　こよみカード
小学生のドリルシリーズ５　２年生のかけ算(九九)

くもん式の　カタカナカード
くもんの　書きかたカード「カタカナ」
くもんの反対ことばカード

くもんのせいかつ図鑑　生活道具カード
くもんの　とけいカード
くもん式の　ことばのおけいこ
くもん式の童謡カード第１集（ＣＤつき）

ひとりでできるもん５　すてきなおかし作り
ひとりでできるもん６　だいすきおやつ作り

くもん式の　漢字おけいこ
くもんのせいかつ図鑑　くだもの　やさいカード

ＮＨＫ・新ひとりでできるもん！リサイクルでつくっちゃおう
２訂版　歌はともだち

くもん式の　カタカナおけいこ
くもん式の　やさしいひらがな　１集

１から１００までのえほん

あそびのおうさまずかん１１　のりもの
はっけんずかん　むし
新版　ふしぎ・びっくりこども図鑑　からだ
多湖輝のNEW頭脳開発とけい
みてふれて自然あそび大好き
ひとりでできるもん４　うれしいごはん、パン、めん料理

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編１（表象形成・音韻形成・発声・発音）
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）
お手本のうた付き　どうよううたのえほん（８４２２）

あいうえおえほん
とけいのえほん
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２（かたかな・かん字の読み書き）

中学部
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永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
ひかりのくに
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福村出版
福村出版
フレーベル館
ぶどう社
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
全日本手をつなぐ育成会

ニチブン

あそびのひろば２　やさしいてづくりのプレゼント
音のでるたのしいおけいこえほん３　うたおう！おうた
うたってかいてけせるえほん１　音のでるえかきうた

高等部
自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？
私たちの進路　あしたへステップ

中学部

シリーズ生活を学ぶ１　つくって食べよう
シリーズ生活を学ぶ５　遠くへ行きたいな
ベイビーアインシュタインはじめてのいろ
幼児と障害のある子のリズムうたあそび

かがくのとも傑作集　平野レミのおりょうりブック－ひもほうちょうもつかわない－
かがくのとも傑作集　しゃぼんだまとあそぼう
福音館の科学シリーズ　あそびのレシピ　つくるたのしみ
みぢかなかがくシリーズ　町の水族館・町の植物園　－さかなやさんとやおやさん－

幼児絵本シリーズ　くだもの

認識絵本２　これなあに
２０２シリーズ　たべもの２０２

あそびうたのほん　ＣＤつき
改訂新版　体験を広げるこどものずかん４　はなとやさいとくだもの

お手本のうた付き　どうよううたのえほん２（８４６０）
おしゃべりあいうえお　はじめてのひらがな（８４８３）
えいごどうよううたのえほん
わらべうた・てあそびうたえほん
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