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県立学校における平成２５年度使用教科用図書の採択について 

 

高 等 学 校 課 

特別支援教育課 

１ 採択の概要 

（１）県立高等学校、県立特別支援学校（視覚障がい、聴覚障がい、病弱、肢体不自由）の高等部 

県立高等学校（県立特別支援学校の高等部を含む。）が選定した教科書の採択希望に基づき、平

成２５年度使用高等学校用教科書目録に掲載された教科書の中から、以下のとおり採択した。 
第１部は、新学習指導要領（平成２１年文部科学省告示第３４号）に基づいて編集された教科書、

第２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教科書、第

３部は旧学習指導要領（平成元年文部省告示第２６号）に基づいて編集された教科書である。 
   区分 本県の採択点数 目録掲載点数 

第１部     ２３９点 ３９７点 

第２部 ４７６点       ８３０点  
第３部 ０点      ５点 
小 計 ７１５点 １，２３２点 

また、第２学年以上の生徒が使用する教科書において、前年度又は前々年度から継続して使用す

るが平成２５年度使用高等学校用教科書目録にはない教科書があり、その教科書を掲載した平成２

２年度、２３年度及び２４年度使用高等学校用教科書目録からも、以下のとおり採択した。 
版 本県の採択点数 目録掲載点数 

平成24年度目録 １１点 ９８３点（第１部・第２部の合計） 

平成23年度目録 ５点 ９１３点（第１部・第２部の合計） 

平成22年度目録 １点 ９３０点（第１部・第２部の合計） 
小 計 １７点 ２，８２６点 
合 計 ７３２点 ４，０５８点 

 

（２）県立特別支援学校〔小・中学部、高等部（知的障がい特別支援学校及びその他の特別支援学校の

重複障がい学級）〕 

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。 

①検定教科書…小学校用及び中学校用教科書目録の中から採択 

区  分 本県の採択点数 目録掲載点数 

小学校 ８１点 ２８０点 

中学校 ４９点 １３１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 
②文部科学省著作教科書…特別支援学校用（小・中学部）教科書目録の中から採択 

〔特別支援学校視覚障がい者用（点字版）、特別支援学校聴覚障がい者用、特別支援学校知的

障がい者用等〕 

区     分 本県の採択点数 目録掲載点数 

特別支援学校視覚障がい者用 
小学部 ８１点 ８１点 
中学部 １０９点 １０９点 

特別支援学校聴覚障がい者用 
小学部 ８点 １５点 
中学部 １点 １点 

特別支援学校知的障がい者用 
小学部 ６点 １０点 
中学部 ３点 ３点 

合  計 
小学部 ９５点 １０６点 
中学部 １１３点 １１３点 

1



 

 

③学校教育法附則第９条に基づく教科書 

※ 一般図書一覧等の中から採択（高等部を含む）   ４３２点（３８８点） 

 

２ 採択結果の特徴 

①採択した教科書について、各学校の主な選定理由は、内容が教科・科目の目標に適合しており、

程度が生徒等の実態に即し適当であるなどであった。 

②採択点数が最も多い種目は、工業で８１点（目録掲載は２４１点）であった。 
③採択が最も多い教科書は、大修館書店の「現代高等保健体育」で２３校が採択した。 
④高等学校の来年度使用教科書については、新学習指導要領完全実施の 1 年生用のものと、現行学

習指導要領に基づいて作られた２，３年生用のものがあるため、採択教科書点数合計が７３２点

となり、昨年度の６２０点を大きく上回る結果となった。 
⑤県立特別支援学校は、検定教科書の採択点数が、小学校用・中学校用ともに増えている。 
 小学校用は、８１点、中学校用は、４９点であった。 
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鳥取県立鳥取東高等学校
書名

104 数研 国総 315 国語総合　現代文編

104 数研 国総 316 国語総合　古典編

2 東書 現社 301 現代社会

104 数研 数Ⅰ 311 高等学校　数学Ⅰ

104 数研 数Ⅱ 310 高等学校　数学Ⅱ

104 数研 数Ⅲ 309 高等学校　数学Ⅲ

104 数研 数Ａ 311 高等学校　数学Ａ

104 数研 数Ｂ 310 高等学校　数学Ｂ

61 啓林館 物基 305 物理基礎

61 啓林館 物理 303 物理

104 数研 化基 308 化学基礎

104 数研 化学 306 化学

104 数研 生基 306 生物基礎

104 数研 生物 303 生物

2 東書 地基 301 地学基礎

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

17 教出 音Ⅰ 301 音楽　Ｉ　Ｔｕｔｔｉ

116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

6 教図 書Ⅰ 302 書　Ⅰ

2 東書 コⅠ 303 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ

61 啓林館 英Ⅰ 307 ＶＩＳＩＯＮ　ＱＵＥＳＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　Ａｄｖａｎｃｅｄ

7 実教 家基 304 家庭基礎　パートナーシップでつくる未来

104 数研 社情 305 高等学校　社会と情報

183 第一 現文 046 高等学校　改訂版　現代文

212 桐原 古典 047 高等学校　古典（古文編）　改訂版

212 桐原 古典 048 高等学校　古典（漢文編）　改訂版

81 山川 世Ａ 018 世界の歴史　改訂版

81 山川 世Ｂ 016 詳説世界史　改訂版

7 実教 日Ａ 008 高校日本史Ａ　新訂版

81 山川 日Ｂ 012 詳説日本史　改訂版

46 帝国 地Ａ 013 高等学校　新地理Ａ　初訂版

2 東書 地Ｂ 009 地理Ｂ

46 帝国 地図 010 新詳高等地図　初訂版

2 東書 現社 017 現代社会

35 清水 倫理 013 高等学校　新倫理　改訂版

7 実教 政経 023 高校政治・経済　新訂版

61 啓林館 数Ⅲ 022 高等学校　数学Ⅲ改訂版

61 啓林館 数Ｃ 020 高等学校　数学Ｃ改訂版

61 啓林館 物Ⅱ 009 高等学校　物理Ⅱ　改訂版

61 啓林館 化Ⅰ 018 高等学校　化学Ⅰ　改訂版

61 啓林館 化Ⅱ 011 高等学校　化学Ⅱ　改訂版

104 数研 生Ⅰ 021 改訂版　高等学校　生物Ⅰ

104 数研 生Ⅱ 010 改訂版　高等学校　生物Ⅱ

50 大修館 保体 006 現代保健体育　改訂版

2 東書 英Ⅱ 040 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

61 啓林館 英Ｒ 043 ＥＬＥＭＥＮＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｓｋｉｌｌｓ　Ｂａｓｅｄ

104 数研 英Ｗ 034 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ

7 実教 家庭 012 家庭基礎　自分らしい生き方とパートナーシップ

7 実教 情報 075 最新情報Ｃ

143 筑摩 国総 039 精選国語総合　現代文編［改訂版］

143 筑摩 国総 040 精選国語総合　古典編［改訂版］

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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鳥取県立鳥取西高等学校
書名

50 大修館 国総 311 国語総合　現代文編

50 大修館 国総 312 国語総合　古典編

104 数研 現社 309 現代社会

2 東書 数Ⅰ 301 数学Ⅰ

2 東書 数Ⅱ 301 数学Ⅱ

2 東書 数Ⅲ 301 数学Ⅲ

2 東書 数Ａ 301 数学Ａ

2 東書 数Ｂ 301 数学Ｂ

104 数研 物基 308 新編　物理基礎

104 数研 物理 304 物理

104 数研 化基 308 化学基礎

104 数研 化学 306 化学

183 第一 生基 308 高等学校　生物基礎

183 第一 生物 304 高等学校　生物

61 啓林館 地基 303 地学基礎

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

27 教芸 音Ⅰ 303 ＭＯＵＳＡ１

38 光村 美Ⅰ 301 美術１

6 教図 書Ⅰ 302 書　Ⅰ

50 大修館 コⅠ 313 Ｇｅｎｉｕｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

15 三省堂 英Ⅰ 302 ＣＲＯＷＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

7 実教 家基 304 家庭基礎　パートナーシップでつくる未来

104 数研 社情 305 高等学校　社会と情報

2 東書 現文 030 精選現代文

50 大修館 古典 033 古典１　改訂版

81 山川 世Ａ 017 現代の世界史　改訂版

81 山川 世Ｂ 016 詳説世界史　改訂版

183 第一 日Ａ 014 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来

81 山川 日Ｂ 018 新日本史　改訂版

2 東書 地Ａ 008 地理Ａ

46 帝国 地Ｂ 007 新詳地理Ｂ　初訂版

46 帝国 地図 010 新詳高等地図　初訂版

2 東書 現社 017 現代社会

2 東書 倫理 017 倫理

2 東書 数Ⅲ 018 数学Ⅲ

2 東書 数Ｃ 016 数学Ｃ

61 啓林館 物Ⅱ 009 高等学校　物理Ⅱ　改訂版

61 啓林館 化Ⅰ 018 高等学校　化学Ⅰ　改訂版

61 啓林館 化Ⅱ 011 高等学校　化学Ⅱ　改訂版

2 東書 生Ⅱ 013 生物Ⅱ

61 啓林館 地学Ⅰ 007 高等学校　地学Ⅰ　改訂版

50 大修館 保体 006 現代保健体育　改訂版

27 教芸 音Ⅱ 009 高校生の音楽　２

38 光村 美Ⅱ 003 美術２

6 教図 書Ⅱ 010 書　Ⅱ

212 桐原 英Ⅱ 071 ＰＲＯ－ＶＩＳＩＯＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

50 大修館 英Ｒ 031 Ｇｅｎｉｕｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇｓ　Ｒｅｖｉｓｅｄ

50 大修館 英Ｗ 031 Ｇｅｎｉｕｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｒｅｖｉｓｅｄ

212 桐原 英Ｗ 042 ＰＲＯ－ＶＩＳＩＯＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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鳥取県立鳥取商業高等学校
書名

2 東書 国総 302 精選国語総合

46 帝国 地図 303 標準高等地図　－地図でよむ現代社会－

183 第一 現社 312 高等学校　新現代社会

104 数研 数Ⅰ 312 新編　数学Ⅰ

104 数研 数Ａ 312 新編　数学Ａ

61 啓林館 科人 302 科学と人間生活

104 数研 化基 310 新編　化学基礎

183 第一 生基 308 高等学校　生物基礎

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

89 友社 音Ⅰ 305 高校生の音楽１

38 光村 美Ⅰ 301 美術１

6 教図 書Ⅰ 302 書　Ⅰ

109 文英堂 コⅠ 320 Ｇｒｏｖｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

7 実教 商業 301 ビジネス基礎

7 実教 商業 306 新簿記

7 実教 商業 310 最新情報処理

50 大修館 現文 037 現代文１　改訂版

50 大修館 現文 052 現代文２　改訂版

46 帝国 世Ａ 015 明解新世界史Ａ　新訂版

183 第一 日Ａ 014 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来

183 第一 地Ａ 012 高等学校　改訂版　地理Ａ　世界の暮らしを学ぶ

46 帝国 地図 014 標準高等地図－地図でよむ現代社会－初訂版

211 知出 数Ａ 037 改訂版　新　数学Ａ

104 数研 化Ⅰ 023 改訂版　新編　化学Ⅰ　－物質の世界へ－

2 東書 生Ⅰ 013 生物Ⅰ

50 大修館 保体 008 最新保健体育

111 池田 英Ⅱ 058 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ

111 池田 英Ｒ 048 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ

212 桐原 英Ｗ 046 ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

6 教図 家庭 041 新家庭基礎　ともに生きる，くらしをつくる

7 実教 商業 021 国際ビジネス

7 実教 商業 025 ＣＯＢＯＬ　最新プログラミング２１

7 実教 商業 027 マーケティング

7 実教 商業 031 会計実務

7 実教 商業 035 新簿記　新訂版

7 実教 商業 039 商品と流通　新訂版

7 実教 商業 040 商業技術　新訂版

7 実教 商業 041 新会計　新訂版

7 実教 商業 043 原価計算　新訂版

7 実教 商業 044 ビジネス情報　新訂版

7 実教 商業 045 経済活動と法　新訂版

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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鳥取県立鳥取工業高等学校
書名

183 第一 国総 327 高等学校　標準国語総合

46 帝国 世Ａ 305 明解　世界史Ａ

81 山川 世Ａ 306 要説世界史

2 東書 数Ⅰ 302 新編数学Ⅰ

7 実教 数Ⅰ 306 高校数学Ⅰ

7 実教 数Ⅱ 306 高校数学Ⅱ

104 数研 数Ⅱ 311 新編　数学Ⅱ

2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ

7 実教 数Ａ 306 高校数学Ａ

7 実教 数Ｂ 305 高校数学Ｂ

104 数研 数Ｂ 311 新編　数学Ｂ

104 数研 科人 303 科学と人間生活　くらしの中のサイエンス

7 実教 物基 304 高校物理基礎

61 啓林館 物基 305 物理基礎

61 啓林館 物理 303 物理

2 東書 化基 301 化学基礎

2 東書 化学 301 化学

2 東書 生基 301 生物基礎

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

89 友社 音Ⅰ 305 高校生の音楽１

116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

38 光村 書Ⅰ 304 書Ⅰ

2 東書 コⅠ 301 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ

15 三省堂 コⅠ 307 ＭＹ　ＷＡＹ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ

104 数研 英Ⅰ 309 ＰＯＬＥＳＴＡＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

104 数研 社情 305 高等学校　社会と情報

7 実教 工業 301 工業技術基礎

7 実教 工業 302 機械製図

7 実教 工業 305 建築設計製図

7 実教 工業 309 情報技術基礎

7 実教 工業 319 機械設計１

7 実教 工業 325 電気基礎１

7 実教 工業 326 電気基礎２

7 実教 工業 333 プログラミング技術

7 実教 工業 335 測量

15 三省堂 国Ⅰ 008 国語表現Ⅰ　改訂版

2 東書 現文 029 新編現代文

183 第一 古典 044 高等学校　改訂版　標準古典

46 帝国 世Ａ 015 明解新世界史Ａ　新訂版

81 山川 世Ａ 016 要説世界史　改訂版

183 第一 日Ａ 014 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来

46 帝国 地Ａ 013 高等学校　新地理Ａ　初訂版

46 帝国 地図 010 新詳高等地図　初訂版

7 実教 現社 018 高校現代社会　新訂版

7 実教 現社 019 新版現代社会

7 実教 数Ⅱ 026 新高校数学Ⅱ

104 数研 数Ⅲ 025 改訂版　新編　数学Ⅲ

104 数研 数Ａ 031 改訂版　新編　数学Ａ

104 数研 数Ｂ 028 改訂版　新編　数学Ｂ

183 第一 物Ⅰ 016 高等学校　改訂　新物理Ⅰ

61 啓林館 物Ⅱ 009 高等学校　物理Ⅱ　改訂版

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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61 啓林館 化Ⅰ 018 高等学校　化学Ⅰ　改訂版

104 数研 化Ⅱ 012 改訂版　高等学校　化学Ⅱ

61 啓林館 生Ⅰ 019 高等学校　生物Ⅰ　改訂版

50 大修館 保体 006 現代保健体育　改訂版

109 文英堂 オⅡ 009
ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＯＰＥＮ　ＤＯＯＲ　ｔｏ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ＢＯ
ＯＫ　Ⅱ

9 開隆堂 英Ⅰ 040 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＮＯＷ　Ⅰ

9 開隆堂 英Ⅱ 042 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＮＯＷ　Ⅱ

109 文英堂 英Ⅱ 055 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＵＮＩＣＯＲＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ

2 東書 英Ｒ 039 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ

109 文英堂 英Ｒ 046 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＰＯＷＷＯＷ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ

111 池田 英Ｒ 048 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ

183 第一 英Ｗ 041 Ｖｉｖｉｄ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

7 実教 家庭 043 新家庭基礎　未来へつなぐパートナーシップ

7 実教 家庭 051 フードデザイン　新訂版

7 実教 工業 007 建築構造

7 実教 工業 013 新機械設計

7 実教 工業 014 機械設計１

7 実教 工業 015 機械設計２

7 実教 工業 016 電子機械

7 実教 工業 019 建築設計製図

7 実教 工業 021 電気製図

7 実教 工業 022 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 027 測量

7 実教 工業 029 機械製図

7 実教 工業 050 建築計画

7 実教 工業 051 土木基礎力学１　構造力学の基礎

7 実教 工業 052 土木基礎力学２　水理学・土質力学の基礎

7 実教 工業 053 原動機

7 実教 工業 061 電子機械応用

7 実教 工業 063 建築構造設計

7 実教 工業 064 土木施工

7 実教 工業 088 建築施工

7 実教 工業 089 建築法規

7 実教 工業 090 土木構造設計

7 実教 工業 091 社会基盤工学　土木計画と社会基盤整備

7 実教 工業 092 地球環境化学　これからの環境保全技術

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 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

7 実教 工業 117 通信技術　新訂版

174 コロナ 工業 020 電子機械

174 コロナ 工業 059 ハードウェア技術

174 コロナ 工業 087 マルチメディア応用

183 第一 国総 045 高等学校　改訂版　標準国語総合
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鳥取県立鳥取湖陵高等学校
書名

15 三省堂 国総 307 精選国語総合

7 実教 現社 303 最新現代社会

7 実教 数Ⅰ 305 新版数学Ⅰ

7 実教 数Ⅱ 306 高校数学Ⅱ

7 実教 数Ａ 305 新版数学Ａ

104 数研 科人 303 科学と人間生活　くらしの中のサイエンス

183 第一 物基 310 高等学校　新物理基礎

2 東書 化基 302 新編化学基礎

61 啓林館 生基 304 生物基礎

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

17 教出 音Ⅰ 301 音楽　Ｉ　Ｔｕｔｔｉ

116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

17 教出 書Ⅰ 303 書道Ⅰ

9 開隆堂 コⅠ 304 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＮＯＷ　Ⅰ

6 教図 家基 303 最新　家庭基礎　生活を科学する

7 実教 家庭 301 フードデザイン

7 実教 情報 301 情報の表現と管理

7 実教 情報 302 情報産業と社会

7 実教 農業 301 農業と環境

7 実教 農業 303 農業情報処理

7 実教 工業 301 工業技術基礎

7 実教 工業 302 機械製図

7 実教 工業 324 精選電気基礎

174 コロナ 工業 312 情報技術基礎

2 東書 国総 025 新編国語総合

183 第一 現文 047 高等学校　改訂版　標準現代文

46 帝国 世Ａ 015 明解新世界史Ａ　新訂版

183 第一 日Ａ 014 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来

2 東書 地Ａ 008 地理Ａ

46 帝国 地図 010 新詳高等地図　初訂版

183 第一 現社 027 高等学校　改訂版　新現代社会

7 実教 数Ⅱ 026 新高校数学Ⅱ

7 実教 数Ｂ 024 新高校数学Ｂ

2 東書 化Ⅰ 014 新編化学Ⅰ

61 啓林館 生Ⅰ 019 高等学校　生物Ⅰ　改訂版

50 大修館 保体 006 現代保健体育　改訂版

17 教出 音Ⅰ 007 音楽Ⅰ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ

116 日文 美Ⅰ 005 高校美術１

2 東書 オⅠ 020 Ｈｅｌｌｏ　ｔｈｅｒｅ！　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

111 池田 英Ⅱ 058 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ

111 池田 英Ｗ 044 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ

6 教図 家庭 020 発達と保育　育つ・育てる・育ち合う

6 教図 家庭 028 消費生活

6 教図 家庭 029 児童文化

7 実教 家庭 025 家庭情報処理

7 実教 家庭 027 被服製作

7 実教 家庭 051 フードデザイン　新訂版

7 実教 家庭 023 生活産業基礎

7 実教 家庭 024 ファッションデザイン

7 実教 情報 034 情報システムの開発

7 実教 情報 035 コンピュータデザイン
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7 実教 情報 057 ネットワークシステム

7 実教 情報 058 モデル化とシミュレーション

7 実教 農業 002 野菜

7 実教 農業 008 草花

7 実教 農業 010 植物バイオテクノロジー

7 実教 農業 020 農業経営

7 実教 農業 023 食品製造

7 実教 農業 034 農業情報処理　新訂版

179 電機大 農業 032 造園技術

201 海文堂 農業 014 造園計画

7 実教 工業 014 機械設計１

7 実教 工業 015 機械設計２

7 実教 工業 028 工業技術基礎

7 実教 工業 029 機械製図

7 実教 工業 048 電子計測制御

7 実教 工業 053 原動機

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 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 110 ハードウェア技術　新訂版

7 実教 工業 116 電子回路　新訂版

7 実教 工業 117 通信技術　新訂版

174 コロナ 工業 020 電子機械

174 コロナ 工業 062 電子機械応用

7 実教 商業 034 ビジネス基礎　新訂版

7 実教 福祉 005 基礎介護

111 池田 英Ⅰ 055 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅰ
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鳥取県立鳥取緑風高等学校
書名

2 東書 国総 301 新編国語総合

15 三省堂 国総 308 明解国語総合

2 東書 世Ｂ 301 世界史Ｂ

2 東書 地Ａ 301 地理Ａ

2 東書 現社 301 現代社会

183 第一 現社 312 高等学校　新現代社会

2 東書 数Ⅰ 303 新数学Ⅰ

7 実教 数Ⅰ 306 高校数学Ⅰ

2 東書 数Ａ 303 新数学Ａ

7 実教 数Ａ 306 高校数学Ａ

61 啓林館 科人 302 科学と人間生活

2 東書 化基 302 新編化学基礎

2 東書 生基 302 新編生物基礎

104 数研 生基 307 新編　生物基礎

2 東書 地基 301 地学基礎

61 啓林館 地基 303 地学基礎

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

89 友社 音Ⅰ 305 高校生の音楽１

205 三友 コ基 301 ＪＯＹＦＵＬ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　コミュニケーション英語基礎

15 三省堂 コⅠ 308 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ

7 実教 家基 306 図説家庭基礎

2 東書 家総 301 家庭総合　自立・共生・創造

2 東書 社情 301 社会と情報

7 実教 社情 303 高校社会と情報

7 実教 農業 301 農業と環境

17 教出 国Ⅰ 009 国語表現Ⅰ　改訂版

2 東書 現文 029 新編現代文

183 第一 現文 047 高等学校　改訂版　標準現代文

183 第一 古典 044 高等学校　改訂版　標準古典

7 実教 世Ａ 021 新版世界史Ａ

2 東書 世Ｂ 012 新選世界史Ｂ

183 第一 日Ａ 014 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来

2 東書 日Ｂ 003 新選日本史Ｂ

17 教出 地Ａ 009 新　地理Ａ　暮らしと環境

130 二宮 地Ａ 011 よくわかる地理Ａ　世界の現在と未来

2 東書 地Ｂ 009 地理Ｂ

17 教出 地Ｂ 006 新　地理Ｂ　世界をみつめる

46 帝国 地図 010 新詳高等地図　初訂版

2 東書 現社 017 現代社会

2 東書 政経 022 政治・経済

7 実教 数基 002 数学基礎

2 東書 数Ⅱ 023 新数学Ⅱ

7 実教 数Ⅱ 026 新高校数学Ⅱ

7 実教 数Ａ 026 新高校数学Ａ

7 実教 数Ｂ 024 新高校数学Ｂ

104 数研 理基 004 理科基礎　私たちにとって科学とは

2 東書 理Ａ 011 理科総合Ａ　システムとしてみる自然

2 東書 理Ｂ 010 理科総合Ｂ　歴史としてみる自然

2 東書 化Ⅱ 008 化学Ⅱ

104 数研 生Ⅱ 010 改訂版　高等学校　生物Ⅱ

61 啓林館 地Ⅰ 007 高等学校　地学Ⅰ　改訂版
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50 大修館 保体 006 現代保健体育　改訂版

17 教出 音Ⅰ 007 音楽Ⅰ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ

89 友社 音Ⅱ 010 改訂新版　高校生の音楽２

116 日文 美Ⅰ 005 高校美術１

116 日文 美Ⅱ 004 高校美術２

116 日文 工Ⅰ 001 高等学校工芸Ⅰ

116 日文 工Ⅱ 001 高等学校工芸Ⅱ

2 東書 書Ⅰ 008 書道Ⅰ

2 東書 書Ⅱ 008 書道Ⅱ

9 開隆堂 オⅠ 021
ＯＲＡＬ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＥＸＰＲＥＳＳＷＡＹＳ　Ⅰ　Ｓｔａ
ｎｄａｒｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

2 東書 英Ⅰ 036 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ

9 開隆堂 英Ⅰ 040 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＮＯＷ　Ⅰ

2 東書 英Ⅱ 038 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

7 実教 家庭 043 新家庭基礎　未来へつなぐパートナーシップ

9 開隆堂 情報 062 新版　情報Ａ　情報の活用と実践

116 日文 情報 079 新・情報Ｃ　豊かなコミュニケーション

7 実教 農業 002 野菜

7 実教 農業 008 草花

7 実教 農業 023 食品製造

178 農文協 農業 015 作物

178 農文協 農業 017 生物活用

178 農文協 農業 030 グリーンライフ

7 実教 商業 034 ビジネス基礎　新訂版

7 実教 商業 035 新簿記　新訂版

7 実教 商業 043 原価計算　新訂版

190 東法 商業 010 情報処理

6 教図 家庭 028 消費生活

6 教図 家庭 029 児童文化

7 実教 家庭 024 ファッションデザイン

7 実教 家庭 025 家庭情報処理

7 実教 家庭 050 発達と保育　新訂版

7 実教 家庭 051 フードデザイン　新訂版

7 実教 情報 033 Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　＆　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　情報と表現

7 実教 福祉 005 基礎介護

7 実教 福祉 011 社会福祉基礎　新訂版
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鳥取県立青谷高等学校
書名

117 明治 国総 318 高等学校　国語総合

183 第一 現社 312 高等学校　新現代社会

183 第一 数Ⅰ 316 高等学校　新編数学Ⅰ

183 第一 数Ⅱ 315 高等学校　新編数学Ⅱ

183 第一 数Ａ 316 高等学校　新編数学Ａ

183 第一 数Ｂ 315 高等学校　新編数学Ｂ

2 東書 科人 305 科学と人間生活

2 東書 物基 302 新編物理基礎

2 東書 化基 302 新編化学基礎

104 数研 生基 307 新編　生物基礎

2 東書 地基 301 地学基礎

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

27 教芸 音Ⅰ 303 ＭＯＵＳＡ１

116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

6 教図 書Ⅰ 302 書　Ⅰ

50 大修館 コⅠ 312 Ｃｏｍｐａｓｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

109 文英堂 英Ⅰ 312 Ｇｒｏｖｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

183 第一 家総 306 高等学校　家庭総合　ともに生きる・未来をつくる

2 東書 社情 301 社会と情報

218 京書 国Ⅰ 011 国語表現Ⅰ　改訂版

117 明治 現文 043 高校生の現代文

17 教出 古典 007 古典　古文編

17 教出 古典 008 古典　漢文編

143 筑摩 講読 010 古典講読（古文）　物語・評論選

7 実教 世Ａ 021 新版世界史Ａ

81 山川 世Ｂ 016 詳説世界史　改訂版

15 三省堂 日Ａ 012 日本史Ａ　改訂版

81 山川 日Ｂ 018 新日本史　改訂版

46 帝国 地Ａ 013 高等学校　新地理Ａ　初訂版

46 帝国 地Ｂ 010 高等学校　世界地理Ｂ

46 帝国 地図 010 新詳高等地図　初訂版

183 第一 現社 027 高等学校　改訂版　新現代社会

183 第一 倫理 016 高等学校　改訂版　倫理

183 第一 政経 025 高等学校　改訂版　新政治・経済

61 啓林館 数Ⅱ 008 高等学校　新編　数学Ⅱ

61 啓林館 数Ⅲ 007 高等学校　新編　数学Ⅲ

61 啓林館 数Ｂ 007 高等学校　新編　数学Ｂ

61 啓林館 数Ｃ 006 高等学校　新編　数学Ｃ

61 啓林館 物Ⅱ 009 高等学校　物理Ⅱ　改訂版

104 数研 化Ⅰ 023 改訂版　新編　化学Ⅰ　－物質の世界へ－

104 数研 化Ⅱ 013 精解　化学Ⅱ

183 第一 生Ⅰ 023 高等学校　改訂　生物Ⅰ

183 第一 生Ⅱ 011 高等学校　改訂　生物Ⅱ

2 東書 地Ⅰ 001 地学Ⅰ　地球と宇宙

50 大修館 保体 006 現代保健体育　改訂版

27 教芸 音Ⅱ 008 ＭＯＵＳＡ２

27 教芸 音Ⅲ 004 Ｊｏｙ　ｏｆ　Ｍｕｓｉｃ

116 日文 美Ⅱ 004 高校美術２

38 光村 美Ⅲ 003 美術３

116 日文 工Ⅰ 001 高等学校工芸Ⅰ

6 教図 書Ⅱ 010 書　Ⅱ

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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6 教図 書Ⅲ 006 書Ⅲ

212 桐原 英Ⅱ 070 ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

109 文英堂 英Ｒ 046 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＰＯＷＷＯＷ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ

183 第一 家庭 039 高等学校　改訂版　家庭総合　生活に豊かさをもとめて

6 教図 家庭 029 児童文化

7 実教 家庭 050 発達と保育　新訂版

178 農文協 農業 017 生物活用

7 実教 工業 031 工業数理基礎

7 実教 商業 034 ビジネス基礎　新訂版

7 実教 商業 035 新簿記　新訂版

7 実教 商業 045 経済活動と法　新訂版

190 東法 商業 010 情報処理

190 東法 商業 033 文書デザイン

7 実教 福祉 005 基礎介護
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鳥取県立岩美高等学校
書名

50 大修館 国総 314 新編国語総合

2 東書 現社 301 現代社会

104 数研 数Ⅰ 313 最新　数学Ⅰ

104 数研 数Ⅱ 312 最新　数学Ⅱ

104 数研 数Ａ 313 最新　数学Ａ

104 数研 数Ｂ 312 最新　数学Ｂ

104 数研 科人 303 科学と人間生活　くらしの中のサイエンス

104 数研 物基 308 新編　物理基礎

104 数研 化基 310 新編　化学基礎

104 数研 生基 307 新編　生物基礎

50 大修館 保体 302 最新高等保健体育

17 教出 音Ⅰ 301 音楽　Ｉ　Ｔｕｔｔｉ

116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

38 光村 書Ⅰ 304 書Ⅰ

2 東書 コⅠ 301 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ

7 実教 家総 303 家庭総合　パートナーシップでつくる未来

2 東書 社情 301 社会と情報

17 教出 国Ⅰ 009 国語表現Ⅰ　改訂版

50 大修館 現文 038 精選現代文　改訂版

2 東書 古典 026 新編古典

2 東書 世Ａ 020 世界史Ａ

81 山川 世Ｂ 016 詳説世界史　改訂版

7 実教 日Ａ 008 高校日本史Ａ　新訂版

7 実教 日Ｂ 013 高校日本史Ｂ　新訂版

46 帝国 地Ａ 013 高等学校　新地理Ａ　初訂版

46 帝国 地Ｂ 010 高等学校　世界地理Ｂ

46 帝国 地図 010 新詳高等地図　初訂版

2 東書 現社 017 現代社会

2 東書 数Ⅱ 022 新編数学Ⅱ

2 東書 数Ｂ 021 新編数学Ｂ

2 東書 化Ⅰ 014 新編化学Ⅰ

2 東書 生Ⅰ 014 新編生物Ⅰ

50 大修館 保体 008 最新保健体育

183 第一 オⅠ 035 Ｖｏｉｃｅ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

2 東書 英Ⅱ 038 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

109 文英堂 英Ｒ 047 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　Ｓｕｒｆｉｎｇ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ

61 啓林館 英Ｗ 032 ＥＬＥＭＥＮＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

7 実教 家庭 034 新家庭総合　未来をひらく生き方とパートナーシップ

6 教図 家庭 052 新版フードデザイン　ＣＯＯＫＩＮＧ＆ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴ

7 実教 家庭 050 発達と保育　新訂版

178 農文協 農業 003 農業科学基礎

7 実教 商業 036 高校簿記　新訂版

7 実教 商業 037 最新情報処理２１　新訂版　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ

7 実教 商業 040 商業技術　新訂版

7 実教 商業 044 ビジネス情報　新訂版

7 実教 福祉 005 基礎介護

143 筑摩 国総 041 国語総合［改訂版］

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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鳥取県立八頭高等学校
書名

143 筑摩 国総 323 国語総合

2 東書 現社 301 現代社会

2 東書 数Ⅰ 301 数学Ⅰ

2 東書 数Ⅱ 301 数学Ⅱ

2 東書 数Ⅲ 301 数学Ⅲ

2 東書 数Ａ 301 数学Ａ

2 東書 数Ｂ 301 数学Ｂ

61 啓林館 物基 305 物理基礎

61 啓林館 物理 303 物理

104 数研 化基 310 新編　化学基礎

104 数研 化学 306 化学

104 数研 生基 306 生物基礎

104 数研 生物 303 生物

104 数研 地基 304 地学基礎

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

27 教芸 音Ⅰ 303 ＭＯＵＳＡ１

116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

38 光村 書Ⅰ 304 書Ⅰ

17 教出 コⅠ 309 Ｎｅｗ　ＯＮＥ　ＷＯＲＬＤ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

61 啓林館 コⅠ 315 ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

61 啓林館 英Ⅰ 307 ＶＩＳＩＯＮ　ＱＵＥＳＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　Ａｄｖａｎｃｅｄ

61 啓林館 英Ⅰ 308 ＶＩＳＩＯＮ　ＱＵＥＳＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　Ｓｔａｎｄａｒｄ

205 三友 英Ⅰ 317 ＣＯＳＭＯＳ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　英語表現Ⅰ

7 実教 家基 305 家庭基礎２１

104 数研 社情 305 高等学校　社会と情報

50 大修館 国総 035 新編国語総合　改訂版

143 筑摩 現文 044 精選現代文[改訂版]

183 第一 現文 046 高等学校　改訂版　現代文

50 大修館 古典 033 古典１　改訂版

50 大修館 古典 049 古典２　改訂版

17 教出 講読 005 古典名文選　古典講読

2 東書 世Ａ 020 世界史Ａ

81 山川 世Ｂ 016 詳説世界史　改訂版

2 東書 日Ａ 011 日本史Ａ　現代からの歴史

81 山川 日Ｂ 012 詳説日本史　改訂版

46 帝国 地Ｂ 007 新詳地理Ｂ　初訂版

46 帝国 地図 010 新詳高等地図　初訂版

2 東書 現社 017 現代社会

211 知出 数Ⅱ 037 改訂版　新　数学Ⅱ

104 数研 数Ⅲ 025 改訂版　新編　数学Ⅲ

211 知出 数Ｂ 033 改訂版　新　数学Ｂ

104 数研 数Ｃ 023 改訂版　新編　数学Ｃ

183 第一 理Ａ 020 高等学校　改訂　理科総合Ａ

104 数研 物Ⅱ 010 改訂版　高等学校　物理Ⅱ

183 第一 化Ⅱ 014 高等学校　改訂　化学Ⅱ

104 数研 生Ⅰ 021 改訂版　高等学校　生物Ⅰ

104 数研 生Ⅱ 010 改訂版　高等学校　生物Ⅱ

50 大修館 保体 006 現代保健体育　改訂版

27 教芸 音Ⅰ 010 ＭＯＵＳＡ１

27 教芸 音Ⅱ 008 ＭＯＵＳＡ２

116 日文 美Ⅰ 005 高校美術１

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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116 日文 美Ⅱ 004 高校美術２

2 東書 書Ⅰ 008 書道Ⅰ

2 東書 書Ⅱ 008 書道Ⅱ

50 大修館 オⅠ 026 Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

111 池田 英Ⅱ 058 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ

212 桐原 英Ⅱ 070 ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

61 啓林館 英Ｒ 043 ＥＬＥＭＥＮＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｓｋｉｌｌｓ　Ｂａｓｅｄ

111 池田 英Ｒ 048 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ

205 三友 英Ｗ 045 ＣＯＳＭＯＳ　ＷＲＩＴＩＮＧ

212 桐原 英Ｗ 046 ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

6 教図 家庭 020 発達と保育　育つ・育てる・育ち合う

6 教図 家庭 052 新版フードデザイン　ＣＯＯＫＩＮＧ＆ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴ

7 実教 情報 075 最新情報Ｃ

183 第一 国総 044 高等学校　改訂版国語総合
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鳥取県立智頭農林高等学校
書名

50 大修館 国総 314 新編国語総合

104 数研 現社 310 高等学校　現代社会

104 数研 数Ⅰ 314 新　高校の数学Ⅰ

104 数研 数Ａ 314 新　高校の数学Ａ

61 啓林館 科人 302 科学と人間生活

183 第一 生基 309 高等学校　新生物基礎

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

27 教芸 音Ⅰ 303 ＭＯＵＳＡ１

38 光村 美Ⅰ 301 美術１

38 光村 書Ⅰ 304 書Ⅰ

15 三省堂 コⅠ 308 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ

7 実教 家総 303 家庭総合　パートナーシップでつくる未来

7 実教 農業 303 農業情報処理

178 農文協 農業 302 農業と環境

17 教出 国Ⅰ 009 国語表現Ⅰ　改訂版

50 大修館 国総 051 新編国語総合　三訂版

50 大修館 現文 053 新編現代文　改訂版

46 帝国 世Ａ 015 明解新世界史Ａ　新訂版

46 帝国 地Ａ 013 高等学校　新地理Ａ　初訂版

46 帝国 地図 010 新詳高等地図　初訂版

104 数研 現社 025 改訂版　高等学校　現代社会

104 数研 数Ⅱ 032 改訂版　高校の数学Ⅱ

2 東書 生Ⅰ 014 新編生物Ⅰ

50 大修館 保体 007 新保健体育　改訂版

183 第一 英Ⅰ 063 Ｖｉｖａ　Ｅｎｇｌｉｓｈ！　Ⅰ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

183 第一 英Ⅱ 066 Ｖｉｖａ　Ｅｎｇｌｉｓｈ！　Ⅱ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

7 実教 家庭 035 新家庭総合２１

6 教図 家庭 020 発達と保育　育つ・育てる・育ち合う

7 実教 家庭 027 被服製作

7 実教 家庭 051 フードデザイン　新訂版

7 実教 農業 002 野菜

7 実教 農業 008 草花

7 実教 農業 023 食品製造

7 実教 農業 012 林産加工

7 実教 農業 027 森林経営

178 農文協 農業 007 農業情報処理

178 農文協 農業 011 植物バイオテクノロジー

178 農文協 農業 015 作物

178 農文協 農業 017 生物活用

178 農文協 農業 021 農業経営

179 電機大 農業 032 造園技術

201 海文堂 農業 014 造園計画

7 実教 工業 050 建築計画

7 実教 工業 045 インテリア計画

174 コロナ 工業 079 インテリア製図

7 実教 農業 026 森林科学

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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鳥取県立倉吉東高等学校
書名

2 東書 国総 301 新編国語総合

104 数研 国総 315 国語総合　現代文編

104 数研 国総 316 国語総合　古典編

46 帝国 世Ａ 305 明解　世界史Ａ

2 東書 現社 301 現代社会

7 実教 数Ⅰ 306 高校数学Ⅰ

104 数研 数Ⅰ 311 高等学校　数学Ⅰ

7 実教 数Ⅱ 306 高校数学Ⅱ

104 数研 数Ⅱ 310 高等学校　数学Ⅱ

104 数研 数Ⅲ 309 高等学校　数学Ⅲ

7 実教 数Ａ 306 高校数学Ａ

104 数研 数Ａ 311 高等学校　数学Ａ

104 数研 数Ｂ 310 高等学校　数学Ｂ

7 実教 数活 301 数学活用

61 啓林館 科人 302 科学と人間生活

104 数研 物基 307 物理基礎

104 数研 物理 304 物理

2 東書 化基 301 化学基礎

61 啓林館 化基 307 新編　化学基礎

2 東書 化学 301 化学

2 東書 生基 301 生物基礎

2 東書 生基 302 新編生物基礎

2 東書 生物 301 生物

104 数研 地基 304 地学基礎

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

50 大修館 保体 302 最新高等保健体育

17 教出 音Ⅰ 301 音楽　Ｉ　Ｔｕｔｔｉ

38 光村 美Ⅰ 301 美術１

6 教図 書Ⅰ 302 書　Ⅰ

2 東書 コⅠ 301 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ

104 数研 コⅠ 316 ＰＯＬＥＳＴＡＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ

61 啓林館 英Ⅰ 307 ＶＩＳＩＯＮ　ＱＵＥＳＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　Ａｄｖａｎｃｅｄ

7 実教 家基 304 家庭基礎　パートナーシップでつくる未来

2 東書 社情 301 社会と情報

7 実教 社情 302 最新社会と情報

7 実教 商業 310 最新情報処理

7 実教 情報 302 情報産業と社会

218 京書 国Ⅰ 011 国語表現Ⅰ　改訂版

218 京書 国Ⅱ 009 国語表現Ⅱ　改訂版

2 東書 国総 025 新編国語総合

2 東書 現文 031 現代文１

2 東書 現文 051 現代文２

50 大修館 現文 039 新現代文　改訂版

104 数研 古典 035 古典古文編

104 数研 古典 036 古典漢文編

17 教出 講読 001 徒然草　枕草子　説話

142 右文 講読 003
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 012 世界史Ａ　新訂版

81 山川 世Ａ 016 要説世界史　改訂版

81 山川 世Ｂ 016 詳説世界史　改訂版

81 山川 日Ａ 010 現代の日本史　改訂版
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183 第一 日Ａ 014 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来

81 山川 日Ｂ 012 詳説日本史　改訂版

46 帝国 地Ａ 010 世界を学ぶ　高校生の地理Ａ　最新版

130 二宮 地Ａ 005 高校生の新地理Ａ

46 帝国 地Ｂ 007 新詳地理Ｂ　初訂版

46 帝国 地図 010 新詳高等地図　初訂版

130 二宮 地図 013 基本地図帳　改訂版　世界と日本のいまを知る

2 東書 現社 017 現代社会

104 数研 現社 025 改訂版　高等学校　現代社会

17 教出 倫理 012 新　倫理　自己を見つめて

35 清水 倫理 019 高等学校　現代倫理　改訂版

183 第一 政経 025 高等学校　改訂版　新政治・経済

7 実教 数基 002 数学基礎

7 実教 数Ⅱ 006 高校数学Ⅱ

61 啓林館 数Ⅱ 027 高等学校　数学Ⅱ改訂版

61 啓林館 数Ⅲ 022 高等学校　数学Ⅲ改訂版

7 実教 数Ａ 006 高校数学Ａ

61 啓林館 数Ｃ 020 高等学校　数学Ｃ改訂版

2 東書 理Ａ 012 新編理科総合Ａ

2 東書 理Ｂ 011 新編理科総合Ｂ

104 数研 物Ⅱ 010 改訂版　高等学校　物理Ⅱ

61 啓林館 化Ⅰ 020 高等学校　新編　化学Ⅰ　改訂版

2 東書 化Ⅱ 008 化学Ⅱ

2 東書 生Ⅰ 014 新編生物Ⅰ

104 数研 生Ⅰ 021 改訂版　高等学校　生物Ⅰ

104 数研 生Ⅱ 010 改訂版　高等学校　生物Ⅱ

61 啓林館 地Ⅰ 007 高等学校　地学Ⅰ　改訂版

104 数研 地Ⅰ 008 改訂版　高等学校　地学Ⅰ　地球と宇宙

104 数研 地Ⅱ 002 高等学校　地学Ⅱ　地球と宇宙の探究

50 大修館 保体 006 現代保健体育　改訂版

17 教出 音Ⅰ 007 音楽Ⅰ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ

27 教芸 音Ⅰ 010 ＭＯＵＳＡ１

89 友社 音Ⅱ 010 改訂新版　高校生の音楽２

38 光村 美Ⅰ 004 美術１

116 日文 美Ⅰ 005 高校美術１

38 光村 美Ⅱ 003 美術２

6 教図 書Ⅰ 005 新書道Ⅰ

6 教図 書Ⅰ 010 書　Ⅰ

6 教図 書Ⅱ 004 新書道Ⅱ

9 開隆堂 オⅠ 021
ＯＲＡＬ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＥＸＰＲＥＳＳＷＡＹＳ　Ⅰ　Ｓｔａ
ｎｄａｒｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

2 東書 英Ⅰ 036 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ

2 東書 英Ⅱ 038 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

2 東書 英Ⅱ 040 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

109 文英堂 英Ｒ 045 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＵＮＩＣＯＲＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ

2 東書 英Ｗ 025 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

109 文英堂 英Ｗ 035 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＵＮＩＣＯＲＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ

7 実教 家庭 034 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 商業 036 高校簿記　新訂版

7 実教 商業 037 最新情報処理２１　新訂版　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ

7 実教 商業 045 経済活動と法　新訂版

190 東法 商業 002 ビジネス基礎

6 教図 家庭 020 発達と保育　育つ・育てる・育ち合う

6 教図 家庭 052 新版フードデザイン　ＣＯＯＫＩＮＧ＆ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴ
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鳥取県立倉吉西高等学校
書名

104 数研 国総 317 高等学校　国語総合

183 第一 現社 311 高等学校　現代社会

104 数研 数Ⅰ 311 高等学校　数学Ⅰ

104 数研 数Ⅱ 310 高等学校　数学Ⅱ

104 数研 数Ａ 311 高等学校　数学Ａ

104 数研 数Ｂ 310 高等学校　数学Ｂ

104 数研 物基 307 物理基礎

104 数研 物理 304 物理

183 第一 化基 311 高等学校　化学基礎

183 第一 化学 307 高等学校　化学

104 数研 生基 306 生物基礎

104 数研 生物 303 生物

104 数研 地基 304 地学基礎

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

27 教芸 音Ⅰ 303 ＭＯＵＳＡ１

116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

6 教図 書Ⅰ 302 書　Ⅰ

2 東書 コⅠ 302 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ

61 啓林館 英Ⅰ 307 ＶＩＳＩＯＮ　ＱＵＥＳＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　Ａｄｖａｎｃｅｄ

7 実教 家基 304 家庭基礎　パートナーシップでつくる未来

104 数研 社情 305 高等学校　社会と情報

2 東書 国Ⅱ 001 国語表現Ⅱ

50 大修館 現文 038 精選現代文　改訂版

183 第一 古典 044 高等学校　改訂版　標準古典

183 第一 講読 011 高等学校　古典講読　大鏡　源氏物語　史記

46 帝国 世Ａ 015 明解新世界史Ａ　新訂版

2 東書 世Ｂ 013 世界史Ｂ

81 山川 日Ａ 013 日本史Ａ　改訂版

81 山川 日Ｂ 012 詳説日本史　改訂版

46 帝国 地Ａ 013 高等学校　新地理Ａ　初訂版

130 二宮 地Ｂ 008 詳解地理Ｂ

46 帝国 地図 010 新詳高等地図　初訂版

183 第一 現社 026 高等学校　改訂版　現代社会

104 数研 数Ⅲ 024 改訂版　数学Ⅲ

104 数研 数Ｃ 022 改訂版　数学Ｃ

104 数研 物Ⅱ 010 改訂版　高等学校　物理Ⅱ

183 第一 化Ⅱ 014 高等学校　改訂　化学Ⅱ

2 東書 生Ⅰ 013 生物Ⅰ

2 東書 生Ⅱ 013 生物Ⅱ

104 数研 地Ⅰ 008 改訂版　高等学校　地学Ⅰ　地球と宇宙

50 大修館 保体 008 最新保健体育

27 教芸 音Ⅱ 008 ＭＯＵＳＡ２

89 友社 音Ⅲ 005 改訂新版　高校生の音楽３

116 日文 美Ⅱ 004 高校美術２

116 日文 美Ⅲ 004 高校美術３

17 教出 書Ⅱ 011 新編　書道Ⅱ

17 教出 書Ⅲ 004 書道Ⅲ

109 文英堂 オⅠ 029 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　Ｂｉｒｄｌａｎｄ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

212 桐原 英Ⅱ 070 ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

212 桐原 英Ｒ 053 ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

111 池田 英Ｗ 037 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＰＲＡＣＴＩＣＡＬ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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183 第一 英Ｗ 041 Ｖｉｖｉｄ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

7 実教 情報 075 最新情報Ｃ

7 実教 福祉 011 社会福祉基礎　新訂版

183 第一 国総 044 高等学校　改訂版国語総合
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鳥取県立倉吉農業高等学校
書名

183 第一 国総 328 高等学校　新編国語総合

46 帝国 現社 307 高等学校　新現代社会

104 数研 数Ⅰ 314 新　高校の数学Ⅰ

104 数研 数Ａ 314 新　高校の数学Ａ

104 数研 科人 303 科学と人間生活　くらしの中のサイエンス

2 東書 化基 302 新編化学基礎

2 東書 生基 302 新編生物基礎

50 大修館 保体 302 最新高等保健体育

27 教芸 音Ⅰ 303 ＭＯＵＳＡ１

116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

17 教出 書Ⅰ 303 書道Ⅰ

15 三省堂 コⅠ 308 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ

7 実教 農業 303 農業情報処理

7 実教 農業 306 植物バイオテクノロジー

178 農文協 農業 302 農業と環境

183 第一 国Ⅰ 010 高等学校　改訂版　国語表現Ⅰ

50 大修館 現文 053 新編現代文　改訂版

142 右文 講読 003
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

2 東書 世Ａ 020 世界史Ａ

81 山川 日Ａ 013 日本史Ａ　改訂版

17 教出 地Ａ 009 新　地理Ａ　暮らしと環境

130 二宮 地図 015 高等地図帳　改訂版

46 帝国 現社 023 高校生の新現代社会　－共に生きる社会をめざして－　初訂版

183 第一 政経 025 高等学校　改訂版　新政治・経済

104 数研 数Ａ 032 改訂版　高校の数学Ａ

61 啓林館 化Ⅰ 020 高等学校　新編　化学Ⅰ　改訂版

61 啓林館 化Ⅱ 011 高等学校　化学Ⅱ　改訂版

61 啓林館 生Ⅰ 020 高等学校　新編　生物Ⅰ　改訂版

61 啓林館 生Ⅱ 012 高等学校　生物Ⅱ　改訂版

50 大修館 保体 008 最新保健体育

2 東書 英Ⅱ 039 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

205 三友 英Ⅱ 067 ＮＥＷ　ＷＯＲＬＤ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ

7 実教 家庭 034 新家庭総合　未来をひらく生き方とパートナーシップ

6 教図 家庭 020 発達と保育　育つ・育てる・育ち合う

7 実教 農業 008 草花

7 実教 農業 010 植物バイオテクノロジー

7 実教 農業 020 農業経営

7 実教 農業 022 農業機械

7 実教 農業 023 食品製造

7 実教 農業 034 農業情報処理　新訂版

7 実教 農業 012 林産加工

174 コロナ 農業 025 農業経済

178 農文協 農業 015 作物

178 農文協 農業 016 野菜

178 農文協 農業 017 生物活用

178 農文協 農業 019 果樹

178 農文協 農業 028 畜産

178 農文協 農業 030 グリーンライフ

179 電機大 農業 013 農業土木設計

179 電機大 農業 024 動物・微生物バイオテクノロジー

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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鳥取県立倉吉総合産業高等学校
書名

15 三省堂 国総 308 明解国語総合

46 帝国 世Ａ 305 明解　世界史Ａ

46 帝国 地図 302 新詳高等地図

2 東書 数Ⅰ 302 新編数学Ⅰ

61 啓林館 数Ⅰ 309 新編　数学Ⅰ

2 東書 数Ⅱ 302 新編数学Ⅱ

2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ

2 東書 数Ｂ 302 新編数学Ｂ

61 啓林館 科人 302 科学と人間生活

2 東書 物基 301 物理基礎

2 東書 化基 301 化学基礎

183 第一 生基 308 高等学校　生物基礎

50 大修館 保体 302 最新高等保健体育

27 教芸 音Ⅰ 303 ＭＯＵＳＡ１

38 光村 美Ⅰ 301 美術１

2 東書 書Ⅰ 301 書道Ⅰ

50 大修館 コⅠ 312 Ｃｏｍｐａｓｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

183 第一 家総 306 高等学校　家庭総合　ともに生きる・未来をつくる

7 実教 情報 301 情報の表現と管理

7 実教 情報 302 情報産業と社会

7 実教 工業 301 工業技術基礎

7 実教 工業 302 機械製図

7 実教 工業 309 情報技術基礎

7 実教 工業 319 機械設計１

7 実教 工業 320 機械設計２

7 実教 工業 325 電気基礎１

7 実教 工業 326 電気基礎２

174 コロナ 工業 312 情報技術基礎

7 実教 商業 306 新簿記

7 実教 商業 310 最新情報処理

190 東法 商業 303 ビジネス基礎

17 教出 国Ⅰ 009 国語表現Ⅰ　改訂版

17 教出 国Ⅱ 003 国語表現Ⅱ

2 東書 国総 025 新編国語総合

2 東書 現文 029 新編現代文

2 東書 古典 026 新編古典

46 帝国 世Ａ 015 明解新世界史Ａ　新訂版

183 第一 日Ａ 014 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来

2 東書 地Ａ 008 地理Ａ

46 帝国 地図 010 新詳高等地図　初訂版

183 第一 現社 027 高等学校　改訂版　新現代社会

2 東書 数Ⅲ 019 新編数学Ⅲ

2 東書 数Ａ 022 新編数学Ａ

2 東書 数Ｂ 021 新編数学Ｂ

104 数研 物Ⅱ 010 改訂版　高等学校　物理Ⅱ

104 数研 化Ⅰ 023 改訂版　新編　化学Ⅰ　－物質の世界へ－

61 啓林館 生Ⅱ 012 高等学校　生物Ⅱ　改訂版

50 大修館 保体 008 最新保健体育

27 教芸 音Ⅱ 008 ＭＯＵＳＡ２

38 光村 美Ⅱ 003 美術２

38 光村 書Ⅰ 012 書Ⅰ

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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2 東書 英Ⅱ 039 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

61 啓林館 英Ⅱ 052 ＬｏｖＥｎｇ．　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ

111 池田 英Ⅱ 058 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ

177 増進堂 英Ⅱ 062 ＮＥＷ　ＳＴＲＥＡＭ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

205 三友 英Ⅱ 068 ＣＯＳＭＯＳ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ

212 桐原 英Ⅱ 070 ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

15 三省堂 英Ｒ 042 ＥＸＣＥＥＤ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

183 第一 家庭 048 高等学校　改訂版　家庭基礎　自分らしく生きる

50 大修館 家庭 037 新家庭総合　生活の創造をめざして

6 教図 家庭 020 発達と保育　育つ・育てる・育ち合う

6 教図 家庭 028 消費生活

6 教図 家庭 029 児童文化

7 実教 家庭 025 家庭情報処理

7 実教 家庭 027 被服製作

7 実教 家庭 051 フードデザイン　新訂版

7 実教 家庭 023 生活産業基礎

7 実教 家庭 024 ファッションデザイン

7 実教 家庭 030 服飾文化

7 実教 情報 033 Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　＆　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　情報と表現

7 実教 情報 034 情報システムの開発

7 実教 情報 035 コンピュータデザイン

7 実教 情報 057 ネットワークシステム

7 実教 工業 014 機械設計１

7 実教 工業 015 機械設計２

7 実教 工業 016 電子機械

7 実教 工業 021 電気製図

7 実教 工業 022 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 029 機械製図

7 実教 工業 031 工業数理基礎

7 実教 工業 032 自動車工学１

7 実教 工業 033 自動車工学２

7 実教 工業 048 電子計測制御

7 実教 工業 053 原動機

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 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 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 工業 117 通信技術　新訂版

7 実教 商業 027 マーケティング

7 実教 商業 035 新簿記　新訂版

7 実教 商業 037 最新情報処理２１　新訂版　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ

7 実教 商業 039 商品と流通　新訂版

7 実教 商業 040 商業技術　新訂版

7 実教 商業 041 新会計　新訂版

7 実教 商業 043 原価計算　新訂版

7 実教 商業 044 ビジネス情報　新訂版

7 実教 商業 045 経済活動と法　新訂版
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7 実教 商業 046 文書デザイン　新訂版　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ＆Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ

7 実教 福祉 011 社会福祉基礎　新訂版
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鳥取県立鳥取中央育英高等学校
書名

2 東書 国総 302 精選国語総合

104 数研 現社 310 高等学校　現代社会

104 数研 数Ⅰ 312 新編　数学Ⅰ

104 数研 数Ⅱ 311 新編　数学Ⅱ

104 数研 数Ⅲ 310 新編　数学Ⅲ

104 数研 数Ａ 312 新編　数学Ａ

104 数研 数Ｂ 311 新編　数学Ｂ

2 東書 科人 305 科学と人間生活

104 数研 物基 307 物理基礎

104 数研 物理 304 物理

104 数研 化基 309 高等学校　化学基礎

104 数研 化学 306 化学

104 数研 生物基 306 生物基礎

104 数研 生物 303 生物

104 数研 地基 304 地学基礎

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

27 教芸 音Ⅰ 303 ＭＯＵＳＡ１

38 光村 美Ⅰ 301 美術１

6 教図 書Ⅰ 302 書　Ⅰ

15 三省堂 コⅠ 308 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ

109 文英堂 コⅠ 320 Ｇｒｏｖｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

61 啓林館 英Ⅰ 308 ＶＩＳＩＯＮ　ＱＵＥＳＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　Ｓｔａｎｄａｒｄ

2 東書 家基 301 家庭基礎　自立・共生・創造

7 実教 社情 302 最新社会と情報

7 実教 情科 302 最新情報の科学

183 第一 国Ⅰ 010 高等学校　改訂版　国語表現Ⅰ

2 東書 現文 030 精選現代文

2 東書 古典 027 精選古典

142 右文 講読 003
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

46 帝国 世Ａ 015 明解新世界史Ａ　新訂版

2 東書 世Ｂ 013 世界史Ｂ

183 第一 日Ａ 014 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来

81 山川 日Ｂ 012 詳説日本史　改訂版

2 東書 地Ａ 008 地理Ａ

130 二宮 地Ｂ 008 詳解地理Ｂ

46 帝国 地図 010 新詳高等地図　初訂版

104 数研 現社 025 改訂版　高等学校　現代社会

104 数研 政経 019 改訂版　高等学校　政治・経済

7 実教 数基 002 数学基礎

104 数研 数Ⅲ 025 改訂版　新編　数学Ⅲ

104 数研 数Ｃ 023 改訂版　新編　数学Ｃ

183 第一 物Ⅱ 011 高等学校　改訂　物理Ⅱ

104 数研 化Ⅰ 021 改訂版　高等学校　化学Ⅰ

104 数研 化Ⅱ 012 改訂版　高等学校　化学Ⅱ

2 東書 生Ⅰ 013 生物Ⅰ

2 東書 生Ⅱ 013 生物Ⅱ

104 数研 地Ⅰ 008 改訂版　高等学校　地学Ⅰ　地球と宇宙

104 数研 地Ⅱ 002 高等学校　地学Ⅱ　地球と宇宙の探究

50 大修館 保体 006 現代保健体育　改訂版

27 教芸 音Ⅱ 008 ＭＯＵＳＡ２

116 日文 美Ⅱ 004 高校美術２
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6 教図 書Ⅱ 010 書　Ⅱ

177 増進堂 オⅠ 034 ＭＡＩＮＳＲＥＡＭ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

104 数研 英Ⅱ 054 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ

205 三友 英Ⅱ 067 ＮＥＷ　ＷＯＲＬＤ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ

2 東書 英Ｒ 039 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ

109 文英堂 英Ｗ 036 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＰＯＷＷＯＷ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ

7 実教 家庭 027 被服製作

7 実教 家庭 050 発達と保育　新訂版

7 実教 家庭 051 フードデザイン　新訂版

7 実教 情報 075 最新情報Ｃ
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鳥取県立米子東高等学校
書名

143 筑摩 国総 321 精選国語総合　現代文編

143 筑摩 国総 322 精選国語総合　古典編

183 第一 国総 328 高等学校　新編国語総合

183 第一 地Ａ 305 高等学校　地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ

130 二宮 地図 305 現代地図帳

2 東書 現社 301 現代社会

7 実教 数Ⅰ 306 高校数学Ⅰ

104 数研 数Ⅰ 310 数学Ⅰ

7 実教 数Ⅱ 306 高校数学Ⅱ

104 数研 数Ⅱ 309 数学Ⅱ

104 数研 数Ⅲ 308 数学Ⅲ

7 実教 数Ａ 306 高校数学Ａ

104 数研 数Ａ 310 数学Ａ

7 実教 数Ｂ 305 高校数学Ｂ

104 数研 数Ｂ 309 数学Ｂ

104 数研 科人 303 科学と人間生活　くらしの中のサイエンス

2 東書 物基 301 物理基礎

183 第一 物基 310 高等学校　新物理基礎

183 第一 物理 305 高等学校　物理

2 東書 化基 301 化学基礎

104 数研 化基 308 化学基礎

104 数研 化学 306 化学

7 実教 生基 303 高校生物基礎

183 第一 生基 308 高等学校　生物基礎

183 第一 生物 304 高等学校　生物

104 数研 地基 304 地学基礎

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

89 友社 音Ⅰ 306 ON!１

38 光村 美Ⅰ 301 美術１

6 教図 書Ⅰ 302 書　Ⅰ

2 東書 コⅠ 303 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ

104 数研 コⅠ 318 ＣＯＭＥＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ

104 数研 英Ⅰ 309 ＰＯＬＥＳＴＡＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

6 教図 家基 303 最新　家庭基礎　生活を科学する

7 実教 家基 304 家庭基礎　パートナーシップでつくる未来

104 数研 社情 305 高等学校　社会と情報

2 東書 国Ⅰ 001 国語表現Ⅰ

2 東書 国総 027 国語総合　現代文編

2 東書 国総 028 国語総合　古典編

2 東書 現文 030 精選現代文

2 東書 現文 031 現代文１

183 第一 現文 048 高等学校　改訂版　新編現代文

2 東書 古典 027 精選古典

50 大修館 古典 034 精選古典　改訂版

50 大修館 古典 050 新編古典　改訂版

81 山川 世Ａ 016 要説世界史　改訂版

81 山川 世Ａ 017 現代の世界史　改訂版

81 山川 世Ｂ 016 詳説世界史　改訂版

35 清水 日Ａ 009 高等学校　日本史Ａ　改訂版

81 山川 日Ｂ 012 詳説日本史　改訂版

46 帝国 地Ａ 013 高等学校　新地理Ａ　初訂版
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46 帝国 地Ｂ 007 新詳地理Ｂ　初訂版

46 帝国 地図 010 新詳高等地図　初訂版

46 帝国 地図 011 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 019 新版現代社会

183 第一 現社 026 高等学校　改訂版　現代社会

104 数研 倫理 015 改訂版　高等学校　倫理

183 第一 政経 020 高等学校　改訂版　政治・経済

104 数研 数Ⅲ 024 改訂版　数学Ⅲ

104 数研 数Ｃ 022 改訂版　数学Ｃ

104 数研 物Ⅰ 014 改訂版　高等学校　物理Ⅰ

104 数研 化Ⅰ 021 改訂版　高等学校　化学Ⅰ

104 数研 化Ⅱ 012 改訂版　高等学校　化学Ⅱ

2 東書 生Ⅰ 013 生物Ⅰ

104 数研 生Ⅱ 010 改訂版　高等学校　生物Ⅱ

104 数研 地Ⅰ 008 改訂版　高等学校　地学Ⅰ　地球と宇宙

50 大修館 保体 006 現代保健体育　改訂版

17 教出 音Ⅰ 007 音楽Ⅰ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ

17 教出 音Ⅱ 007 高校音楽Ⅱ　改訂版　ＭＵＳＩＣ　ＡＴＬＡＳ

116 日文 美Ⅰ 005 高校美術１

116 日文 美Ⅱ 004 高校美術２

6 教図 書Ⅰ 010 書　Ⅰ

17 教出 書Ⅰ 011 新編　書道Ⅰ

17 教出 書Ⅱ 011 新編　書道Ⅱ

109 文英堂 オⅡ 009
ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＯＰＥＮ　ＤＯＯＲ　ｔｏ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ＢＯ
ＯＫ　Ⅱ

17 教出 英Ⅰ 045 Ｌｉｎｇｕａ－Ｌａｎｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

2 東書 英Ⅱ 040 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

109 文英堂 英Ⅱ 055 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＵＮＩＣＯＲＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ

104 数研 英Ｒ 033 Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＰＯＬＥＳＴＡＲ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ

183 第一 英Ｒ 037 Ｖｉｖｉｄ　Ｒｅａｄｉｎｇ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

50 大修館 英Ｗ 031 Ｇｅｎｉｕｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｒｅｖｉｓｅｄ

61 啓林館 英Ｗ 032 ＥＬＥＭＥＮＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

104 数研 英Ｗ 033 Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＰＯＬＥＳＴＡＲ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ

7 実教 家庭 034 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 情報 061 最新情報Ａ

190 東法 商業 010 情報処理

6 教図 家庭 052 新版フードデザイン　ＣＯＯＫＩＮＧ＆ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴ

7 実教 家庭 050 発達と保育　新訂版

89 友社 音Ⅰ 011 改訂新版　高校生の音楽１
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鳥取県立米子西高等学校
書名

2 東書 国総 302 精選国語総合

183 第一 現社 311 高等学校　現代社会

104 数研 数Ⅰ 312 新編　数学Ⅰ

104 数研 数Ⅱ 311 新編　数学Ⅱ

104 数研 数Ⅲ 310 新編　数学Ⅲ

104 数研 数Ａ 312 新編　数学Ａ

104 数研 数Ｂ 311 新編　数学Ｂ

183 第一 物基 309 高等学校　物理基礎

183 第一 物理 305 高等学校　物理

7 実教 化基 304 新版化学基礎

7 実教 化学 303 化学

183 第一 生基 308 高等学校　生物基礎

183 第一 生物 304 高等学校　生物

183 第一 地基 305 高等学校　地学基礎

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

27 教芸 音Ⅰ 303 ＭＯＵＳＡ１

38 光村 美Ⅰ 301 美術１

6 教図 書Ⅰ 302 書　Ⅰ

61 啓林館 コⅠ 315 ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

61 啓林館 英Ⅰ 308 ＶＩＳＩＯＮ　ＱＵＥＳＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　Ｓｔａｎｄａｒｄ

7 実教 家基 304 家庭基礎　パートナーシップでつくる未来

9 開隆堂 社情 304 社会と情報

104 数研 情科 304 高等学校　情報の科学

15 三省堂 現文 033 新編現代文　改訂版

117 明治 古典 037 新　精選古典

17 教出 講読 005 古典名文選　古典講読

2 東書 世Ａ 020 世界史Ａ

2 東書 世Ｂ 013 世界史Ｂ

183 第一 日Ａ 014 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来

81 山川 日Ｂ 012 詳説日本史　改訂版

46 帝国 地Ａ 013 高等学校　新地理Ａ　初訂版

46 帝国 地Ｂ 007 新詳地理Ｂ　初訂版

46 帝国 地図 010 新詳高等地図　初訂版

46 帝国 地図 011 地歴高等地図　－現代世界とその歴史的背景－　最新版

7 実教 倫理 018 高校倫理

104 数研 政経 019 改訂版　高等学校　政治・経済

183 第一 数Ⅲ 027 高等学校　数学Ⅲ

183 第一 数Ｃ 025 高等学校　数学Ｃ

104 数研 物Ⅱ 010 改訂版　高等学校　物理Ⅱ

7 実教 化Ⅱ 010 化学Ⅱ　新訂版

104 数研 生Ⅰ 021 改訂版　高等学校　生物Ⅰ

104 数研 生Ⅱ 010 改訂版　高等学校　生物Ⅱ

61 啓林館 地Ⅰ 007 高等学校　地学Ⅰ　改訂版

50 大修館 保体 006 現代保健体育　改訂版

27 教芸 音Ⅰ 010 ＭＯＵＳＡ１

116 日文 美Ⅰ 005 高校美術１

6 教図 書Ⅰ 010 書　Ⅰ

109 文英堂 オⅡ 004 Ｂｉｒｄｌａｎｄ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

2 東書 英Ｒ 039 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ

183 第一 英Ｒ 037 Ｖｉｖｉｄ　Ｒｅａｄｉｎｇ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

104 数研 英Ｗ 034 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ
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111 池田 英Ｗ 044 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ

7 実教 情報 069 最新情報Ｂ
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鳥取県立米子高等学校
書名

50 大修館 国総 314 新編国語総合

46 帝国 世Ａ 305 明解　世界史Ａ

104 数研 数Ⅰ 312 新編　数学Ⅰ

2 東書 数Ⅱ 302 新編数学Ⅱ

2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ

104 数研 数Ａ 312 新編　数学Ａ

2 東書 数Ｂ 302 新編数学Ｂ

61 啓林館 科人 302 科学と人間生活

183 第一 物基 310 高等学校　新物理基礎

2 東書 化基 302 新編化学基礎

2 東書 生基 302 新編生物基礎

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

17 教出 音Ⅰ 302 高校音楽　Ｉ　Ｍｕｓｉｃ　Ｖｉｅｗ

116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

116 日文 工Ⅰ 301 工芸Ⅰ

2 東書 書Ⅰ 301 書道Ⅰ

15 三省堂 コⅠ 307 ＭＹ　ＷＡＹ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ

15 三省堂 英会 302 ＳＥＬＥＣＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎ

7 実教 家総 303 家庭総合　パートナーシップでつくる未来

7 実教 社情 303 高校社会と情報

178 農文協 農業 302 農業と環境

190 東法 商業 303 ビジネス基礎

7 実教 福祉 301 社会福祉基礎

17 教出 国Ⅰ 009 国語表現Ⅰ　改訂版

17 教出 国Ⅱ 003 国語表現Ⅱ

17 教出 国総 033 新国語総合　改訂版

2 東書 現文 029 新編現代文

183 第一 古典 044 高等学校　改訂版　標準古典

17 教出 講読 015 新古典名文選　古典講読

81 山川 世Ｂ 017 高校世界史　改訂版

7 実教 日Ｂ 014 日本史Ｂ　新訂版

46 帝国 地Ａ 013 高等学校　新地理Ａ　初訂版

46 帝国 地Ｂ 007 新詳地理Ｂ　初訂版

46 帝国 地図 010 新詳高等地図　初訂版

183 第一 現社 027 高等学校　改訂版　新現代社会

7 実教 倫理 009 倫理

2 東書 政経 022 政治・経済

2 東書 数Ⅱ 022 新編数学Ⅱ

2 東書 数Ⅲ 019 新編数学Ⅲ

2 東書 数Ｂ 021 新編数学Ｂ

2 東書 数Ｃ 017 新編数学Ｃ

104 数研 生Ⅰ 022 改訂版　新編　生物Ⅰ　－生命の世界へ－

61 啓林館 生Ⅱ 008 高等学校　生物Ⅱ

183 第一 地Ⅰ 005 高等学校　地学Ⅰ

50 大修館 保体 006 現代保健体育　改訂版

89 友社 音Ⅱ 010 改訂新版　高校生の音楽２

89 友社 音Ⅲ 005 改訂新版　高校生の音楽３

116 日文 工Ⅰ 001 高等学校工芸Ⅰ

116 日文 工Ⅱ 001 高等学校工芸Ⅱ

183 第一 オⅠ 035 Ｖｏｉｃｅ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

109 文英堂 オⅡ 009
ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＯＰＥＮ　ＤＯＯＲ　ｔｏ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ＢＯ
ＯＫ　Ⅱ
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104 数研 英Ⅰ 051 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ

104 数研 英Ⅱ 054 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ

15 三省堂 英Ｒ 042 ＥＸＣＥＥＤ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

2 東書 英Ｗ 043 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

6 教図 家庭 029 児童文化

7 実教 家庭 027 被服製作

7 実教 家庭 050 発達と保育　新訂版

7 実教 家庭 051 フードデザイン　新訂版

7 実教 農業 008 草花

178 農文協 農業 011 植物バイオテクノロジー

178 農文協 農業 016 野菜

178 農文協 農業 017 生物活用

7 実教 工業 092 地球環境化学　これからの環境保全技術

7 実教 商業 020 ビジネス情報

7 実教 商業 035 新簿記　新訂版

7 実教 商業 040 商業技術　新訂版

7 実教 商業 045 経済活動と法　新訂版

190 東法 商業 002 ビジネス基礎

190 東法 商業 010 情報処理

190 東法 商業 033 文書デザイン

7 実教 福祉 005 基礎介護
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鳥取県立米子南高等学校
書名

50 大修館 国総 314 新編国語総合

183 第一 世Ａ 309 高等学校　世界史Ａ

183 第一 数Ⅰ 316 高等学校　新編数学Ⅰ

183 第一 数Ａ 316 高等学校　新編数学Ａ

104 数研 科人 303 科学と人間生活　くらしの中のサイエンス

104 数研 化基 310 新編　化学基礎

2 東書 生基 302 新編生物基礎

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

27 教芸 音Ⅰ 303 ＭＯＵＳＡ１

116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

38 光村 書Ⅰ 304 書Ⅰ

9 開隆堂 コⅠ 305 Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ

7 実教 家基 304 家庭基礎　パートナーシップでつくる未来

7 実教 家庭 301 フードデザイン

7 実教 商業 306 新簿記

7 実教 商業 310 最新情報処理

190 東法 商業 303 ビジネス基礎

2 東書 国Ⅰ 001 国語表現Ⅰ

50 大修館 現文 053 新編現代文　改訂版

50 大修館 古典 050 新編古典　改訂版

81 山川 日Ａ 010 現代の日本史　改訂版

46 帝国 地Ａ 013 高等学校　新地理Ａ　初訂版

46 帝国 地図 010 新詳高等地図　初訂版

183 第一 現社 026 高等学校　改訂版　現代社会

183 第一 化Ⅰ 025 高等学校　改訂　新化学Ⅰ

7 実教 生Ⅰ 017 高校生物Ⅰ

50 大修館 保体 006 現代保健体育　改訂版

89 友社 音Ⅱ 011 改訂新版　高校の音楽２

61 啓林館 オⅠ 027 ＲＥＶＩＳＥＤ　Ｓａｉｌｉｎｇ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

226 チアーズ オⅡ 011 ＡＴＬＡＮＴＩＳ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

2 東書 英Ⅱ 039 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

111 池田 英Ｒ 048 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ

104 数研 英Ｗ 034 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ

6 教図 家庭 033 家庭総合　出会う・かかわる・行動する

6 教図 家庭 020 発達と保育　育つ・育てる・育ち合う

6 教図 家庭 052 新版フードデザイン　ＣＯＯＫＩＮＧ＆ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴ

6 教図 家庭 029 児童文化

7 実教 家庭 025 家庭情報処理

7 実教 家庭 027 被服製作

7 実教 家庭 023 生活産業基礎

7 実教 家庭 024 ファッションデザイン

7 実教 商業 025 ＣＯＢＯＬ　最新プログラミング２１

7 実教 商業 027 マーケティング

7 実教 商業 039 商品と流通　新訂版

7 実教 商業 040 商業技術　新訂版

7 実教 商業 041 新会計　新訂版

7 実教 商業 043 原価計算　新訂版

7 実教 商業 044 ビジネス情報　新訂版

7 実教 商業 045 経済活動と法　新訂版
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鳥取県立米子工業高等学校
書名

50 大修館 国総 314 新編国語総合

46 帝国 地Ａ 303 高等学校　新地理Ａ

130 二宮 地図 306 基本地図帳

7 実教 数Ⅰ 305 新版数学Ⅰ

7 実教 数Ⅱ 305 新版数学Ⅱ

7 実教 数Ａ 305 新版数学Ａ

183 第一 科人 304 高等学校　科学と人間生活

2 東書 物基 302 新編物理基礎

183 第一 生基 309 高等学校　新生物基礎

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

17 教出 音Ⅰ 301 音楽　Ｉ　Ｔｕｔｔｉ

116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

6 教図 書Ⅰ 302 書　Ⅰ

15 三省堂 コⅠ 308 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ

7 実教 家総 303 家庭総合　パートナーシップでつくる未来

7 実教 工業 301 工業技術基礎

7 実教 工業 305 建築設計製図

7 実教 工業 308 工業数理基礎

7 実教 工業 310 精選情報技術基礎

7 実教 工業 325 電気基礎１

7 実教 工業 326 電気基礎２

7 実教 工業 334 建築構造

7 実教 工業 335 測量

7 実教 工業 336 工業化学１

154 オーム 工業 311 情報技術基礎

50 大修館 国総 035 新編国語総合　改訂版

50 大修館 現文 053 新編現代文　改訂版

46 帝国 世Ａ 015 明解新世界史Ａ　新訂版

183 第一 現社 027 高等学校　改訂版　新現代社会

7 実教 数Ｂ 023 新版数学Ｂ　新訂版

61 啓林館 物Ⅰ 013 高等学校　物理Ⅰ　改訂版

50 大修館 保体 006 現代保健体育　改訂版

212 桐原 英Ⅱ 069 ＮＥＷ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｐａｌ　Ⅱ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

109 文英堂 英Ｒ 047 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　Ｓｕｒｆｉｎｇ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ

7 実教 家庭 034 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 工業 004 新機械工作

7 実教 工業 007 建築構造

7 実教 工業 018 工業化学２

7 実教 工業 019 建築設計製図

7 実教 工業 021 電気製図

7 実教 工業 022 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 029 機械製図

7 実教 工業 050 建築計画

7 実教 工業 051 土木基礎力学１　構造力学の基礎

7 実教 工業 052 土木基礎力学２　水理学・土質力学の基礎

7 実教 工業 053 原動機

7 実教 工業 060 化学工学

7 実教 工業 063 建築構造設計

7 実教 工業 064 土木施工

7 実教 工業 086 マルチメディア応用

7 実教 工業 089 建築法規
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7 実教 工業 090 土木構造設計

7 実教 工業 091 社会基盤工学　土木計画と社会基盤整備

7 実教 工業 092 地球環境化学　これからの環境保全技術

7 実教 工業 099 精選情報技術基礎

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

7 実教 工業 041 設備計画

174 コロナ 工業 049 電子計測制御

174 コロナ 工業 055 電子回路

174 コロナ 工業 057 電子情報技術

174 コロナ 工業 077 電子技術

174 コロナ 工業 085 通信技術

179 電機大 工業 093 空気調和設備

201 海文堂 工業 042 衛生・防災設備

154 オーム 工業 036 新しい　情報技術基礎
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鳥取県立米子白鳳高等学校
書名

2 東書 国総 301 新編国語総合

46 帝国 世Ａ 305 明解　世界史Ａ

2 東書 世Ｂ 301 世界史Ｂ

2 東書 現社 301 現代社会

2 東書 数Ⅰ 303 新数学Ⅰ

7 実教 数Ⅰ 306 高校数学Ⅰ

7 実教 数Ａ 306 高校数学Ａ

2 東書 数Ｂ 302 新編数学Ｂ

7 実教 数活 301 数学活用

61 啓林館 科人 302 科学と人間生活

183 第一 科人 304 高等学校　科学と人間生活

2 東書 物基 302 新編物理基礎

183 第一 物基 310 高等学校　新物理基礎

2 東書 化基 302 新編化学基礎

2 東書 生基 302 新編生物基礎

7 実教 生基 303 高校生物基礎

2 東書 生物 301 生物

183 第一 地基 305 高等学校　地学基礎

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

104 数研 コⅠ 318 ＣＯＭＥＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ

15 三省堂 英Ⅰ 303 ＭＹ　ＷＡＹ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

6 教図 家基 302 家庭基礎　ともに生きる　明日をつくる

2 東書 社情 301 社会と情報

7 実教 社情 302 最新社会と情報

178 農文協 農業 302 農業と環境

17 教出 国Ⅰ 009 国語表現Ⅰ　改訂版

17 教出 国Ⅱ 003 国語表現Ⅱ

2 東書 国総 025 新編国語総合

50 大修館 現文 053 新編現代文　改訂版

183 第一 現文 047 高等学校　改訂版　標準現代文

50 大修館 古典 050 新編古典　改訂版

183 第一 古典 044 高等学校　改訂版　標準古典

17 教出 講読 015 新古典名文選　古典講読

183 第一 世Ｂ 018 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 010 現代の日本史　改訂版

2 東書 日Ｂ 003 新選日本史Ｂ

81 山川 日Ｂ 017 高校日本史　改訂版

17 教出 地Ｂ 006 新　地理Ｂ　世界をみつめる

46 帝国 地Ｂ 010 高等学校　世界地理Ｂ

46 帝国 地図 014 標準高等地図－地図でよむ現代社会－初訂版

130 二宮 地図 015 高等地図帳　改訂版

183 第一 現社 027 高等学校　改訂版　新現代社会

2 東書 倫理 017 倫理

2 東書 政経 022 政治・経済

183 第一 数基 005 高等学校　数学基礎

2 東書 数Ⅰ 023 新数学Ⅰ

2 東書 数Ⅱ 023 新数学Ⅱ

2 東書 数Ａ 023 新数学Ａ

104 数研 理基 004 理科基礎　私たちにとって科学とは

61 啓林館 理Ａ 017 高等学校　新編　理科総合Ａ　改訂版

2 東書 理Ｂ 011 新編理科総合Ｂ
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2 東書 物Ⅰ 002 新編物理Ⅰ

2 東書 化Ⅰ 014 新編化学Ⅰ

61 啓林館 化Ⅰ 020 高等学校　新編　化学Ⅰ　改訂版

2 東書 生Ⅰ 014 新編生物Ⅰ

61 啓林館 生Ⅰ 020 高等学校　新編　生物Ⅰ　改訂版

2 東書 地Ⅰ 001 地学Ⅰ　地球と宇宙

50 大修館 保体 006 現代保健体育　改訂版

17 教出 音Ⅰ 007 音楽Ⅰ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ

116 日文 美Ⅰ 005 高校美術１

116 日文 工Ⅰ 001 高等学校工芸Ⅰ

2 東書 書Ⅰ 008 書道Ⅰ

6 教図 書Ⅰ 010 書　Ⅰ

2 東書 オⅠ 020 Ｈｅｌｌｏ　ｔｈｅｒｅ！　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

2 東書 英Ⅰ 036 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ

2 東書 英Ⅰ 037 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ

15 三省堂 英Ⅰ 043 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

2 東書 英Ⅱ 038 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

2 東書 英Ⅱ 039 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

7 実教 家庭 034 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 035 新家庭総合２１

61 啓林館 情報 065 高等学校　情報Ａ　改訂版

7 実教 農業 002 野菜

7 実教 農業 008 草花

7 実教 農業 023 食品製造

178 農文協 農業 005 環境科学基礎

178 農文協 農業 017 生物活用

7 実教 商業 027 マーケティング

7 実教 商業 034 ビジネス基礎　新訂版

7 実教 商業 038 情報処理２１　新訂版　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ

7 実教 商業 045 経済活動と法　新訂版

7 実教 商業 046 文書デザイン　新訂版　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ＆Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ

144 暁 商業 011 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｆｏｒ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　情報処理

6 教図 家庭 020 発達と保育　育つ・育てる・育ち合う

6 教図 家庭 028 消費生活

6 教図 家庭 052 新版フードデザイン　ＣＯＯＫＩＮＧ＆ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴ

7 実教 家庭 027 被服製作

7 実教 家庭 050 発達と保育　新訂版
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鳥取県立境高等学校
書名

2 東書 国総 302 精選国語総合

183 第一 現社 311 高等学校　現代社会

2 東書 数Ⅰ 302 新編数学Ⅰ

2 東書 数Ⅱ 302 新編数学Ⅱ

2 東書 数Ⅲ 302 新編数学Ⅲ

2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ

2 東書 数Ｂ 302 新編数学Ｂ

104 数研 物基 307 物理基礎

104 数研 物理 304 物理

104 数研 化基 308 化学基礎

104 数研 化学 306 化学

104 数研 生基 306 生物基礎

104 数研 生物 303 生物

104 数研 地基 304 地学基礎

50 大修館 保体 302 最新高等保健体育

27 教芸 音Ⅰ 303 ＭＯＵＳＡ１

116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

6 教図 書Ⅰ 302 書　Ⅰ

2 東書 コⅠ 302 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ

15 三省堂 英Ⅰ 303 ＭＹ　ＷＡＹ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

6 教図 家基 302 家庭基礎　ともに生きる　明日をつくる

104 数研 社情 305 高等学校　社会と情報

143 筑摩 現文 045 現代文[新訂版]

183 第一 古典 044 高等学校　改訂版　標準古典

46 帝国 世Ａ 015 明解新世界史Ａ　新訂版

81 山川 世Ｂ 016 詳説世界史　改訂版

81 山川 日Ａ 010 現代の日本史　改訂版

81 山川 日Ｂ 012 詳説日本史　改訂版

183 第一 地Ａ 012 高等学校　改訂版　地理Ａ　世界の暮らしを学ぶ

46 帝国 地Ｂ 007 新詳地理Ｂ　初訂版

46 帝国 地図 010 新詳高等地図　初訂版

183 第一 現社 026 高等学校　改訂版　現代社会

104 数研 倫理 015 改訂版　高等学校　倫理

183 第一 政経 020 高等学校　改訂版　政治・経済

104 数研 数Ⅲ 025 改訂版　新編　数学Ⅲ

104 数研 数Ｃ 023 改訂版　新編　数学Ｃ

104 数研 物Ⅱ 010 改訂版　高等学校　物理Ⅱ

2 東書 化Ⅰ 013 化学Ⅰ

2 東書 化Ⅱ 008 化学Ⅱ

2 東書 生Ⅰ 013 生物Ⅰ

2 東書 生Ⅱ 013 生物Ⅱ

104 数研 地Ⅰ 008 改訂版　高等学校　地学Ⅰ　地球と宇宙

50 大修館 保体 008 最新保健体育

27 教芸 音Ⅱ 008 ＭＯＵＳＡ２

116 日文 美Ⅱ 004 高校美術２

6 教図 書Ⅱ 010 書　Ⅱ

109 文英堂 オⅡ 004 Ｂｉｒｄｌａｎｄ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

111 池田 英Ⅱ 058 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ

109 文英堂 英Ｒ 046 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＰＯＷＷＯＷ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ

111 池田 英Ｗ 037 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＰＲＡＣＴＩＣＡＬ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ

212 桐原 英Ｗ 046 ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ
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6 教図 家庭 052 新版フードデザイン　ＣＯＯＫＩＮＧ＆ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴ

7 実教 家庭 050 発達と保育　新訂版

7 実教 商業 036 高校簿記　新訂版

7 実教 商業 040 商業技術　新訂版

7 実教 商業 045 経済活動と法　新訂版

7 実教 商業 046 文書デザイン　新訂版　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ＆Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
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鳥取県立境港総合技術高等学校
書名

2 東書 国総 301 新編国語総合

46 帝国 地Ａ 303 高等学校　新地理Ａ

46 帝国 地図 303 標準高等地図　－地図でよむ現代社会－

104 数研 数Ⅰ 314 新　高校の数学Ⅰ

104 数研 数Ⅱ 313 新　高校の数学Ⅱ

104 数研 数Ａ 314 新　高校の数学Ａ

183 第一 科人 304 高等学校　科学と人間生活

183 第一 物基 310 高等学校　新物理基礎

7 実教 化基 305 高校化学基礎

7 実教 生基 303 高校生物基礎

50 大修館 保体 302 最新高等保健体育

17 教出 音Ⅰ 301 音楽　Ｉ　Ｔｕｔｔｉ

116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

2 東書 書Ⅰ 301 書道１

15 三省堂 コⅠ 308 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ

6 教図 家基 302 家庭基礎　ともに生きる　明日をつくる

6 教図 家総 302 家庭総合　ともに生きる明日をつくる

7 実教 工業 301 工業技術基礎

7 実教 工業 309 情報技術基礎

7 実教 工業 317 新機械工作

7 実教 工業 325 電気基礎１

7 実教 水産 309 食品製造

201 海文堂 水産 301 水産海洋基礎

201 海文堂 水産 302 海洋情報技術

7 実教 福祉 301 社会福祉基礎

183 第一 国Ⅰ 010 高等学校　改訂版　国語表現Ⅰ

2 東書 国総 025 新編国語総合

2 東書 現文 029 新編現代文

7 実教 世Ａ 021 新版世界史Ａ

2 東書 日Ａ 011 日本史Ａ　現代からの歴史

46 帝国 現社 023 高校生の新現代社会　－共に生きる社会をめざして－　初訂版

183 第一 倫理 016 高等学校　改訂版　倫理

183 第一 政経 025 高等学校　改訂版　新政治・経済

211 地出 数Ⅱ 037 改訂版　新　数学Ⅱ

2 東書 数Ａ 022 新編数学Ａ

183 第一 物Ⅰ 016 高等学校　改訂　新物理Ⅰ

7 実教 化Ⅰ 017 高校化学Ⅰ　新訂版

183 第一 生Ⅰ 024 高等学校　改訂　新生物Ⅰ

183 第一 生Ⅱ 011 高等学校　改訂　生物Ⅱ

50 大修館 保体 008 最新保健体育

15 三省堂 オⅠ 023 ＳＥＬＥＣＴ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

7 実教 家庭 050 発達と保育　新訂版

7 実教 家庭 051 フードデザイン　新訂版

7 実教 家庭 024 ファッションデザイン

7 実教 工業 004 新機械工作

7 実教 工業 013 新機械設計

7 実教 工業 021 電気製図

7 実教 工業 029 機械製図

7 実教 工業 047 自動車整備

7 実教 工業 048 電子計測制御

7 実教 工業 107 電気基礎２　新訂版
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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 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

7 実教 工業 116 電子回路　新訂版

7 実教 工業 117 通信技術　新訂版

7 実教 商業 027 マーケティング

7 実教 商業 038 情報処理２１　新訂版　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ

7 実教 商業 039 商品と流通　新訂版

7 実教 商業 040 商業技術　新訂版

7 実教 商業 045 経済活動と法　新訂版

7 実教 商業 046 文書デザイン　新訂版　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ＆Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ

190 東法 商業 007 簿記

7 実教 水産 003 漁業

7 実教 水産 004 船用機関１

7 実教 水産 005 船用機関２

7 実教 水産 007 水産食品製造１

7 実教 水産 008 水産食品製造２

7 実教 水産 016 航海・計器

7 実教 水産 019 水産生物

174 コロナ 水産 014 水産食品管理１

174 コロナ 水産 015 水産食品管理２

179 電機大 水産 009 漁船運用

179 電機大 水産 013 海洋環境

7 実教 福祉 011 社会福祉基礎　新訂版

109 文英堂 英Ⅰ                                                                                                                                                                                                                                                             054 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　Ｓｕｒｆｉｎｇ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅰ
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鳥取県立日野高等学校
書名

15 三省堂 国総 308 明解国語総合

46 帝国 地Ａ 303 高等学校　新地理Ａ

46 帝国 地図 302 新詳高等地図

2 東書 数Ⅰ 303 新数学Ⅰ

2 東書 数Ⅱ 302 新編数学Ⅱ

2 東書 数Ａ 303 新数学Ａ

2 東書 数Ｂ 302 新編数学Ｂ

61 啓林館 科人 302 科学と人間生活

104 数研 物基 308 新編　物理基礎

7 実教 化基 304 新版化学基礎

183 第一 生基 309 高等学校　新生物基礎

50 大修館 保体 302 最新高等保健体育

27 教芸 音Ⅰ 303 ＭＯＵＳＡ１

116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

17 教出 書Ⅰ 303 書道Ⅰ

15 三省堂 コⅠ 308 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ

7 実教 家総 303 家庭総合　パートナーシップでつくる未来

116 日文 社情 307 見てわかる社会と情報

7 実教 農業 301 農業と環境

190 東法 商業 303 ビジネス基礎

17 教出 国Ⅰ 009 国語表現Ⅰ　改訂版

50 大修館 国総 051 新編国語総合　三訂版

2 東書 現文 029 新編現代文

50 大修館 古典 050 新編古典　改訂版

46 帝国 世Ａ 015 明解新世界史Ａ　新訂版

81 山川 世Ｂ 017 高校世界史　改訂版

7 実教 日Ａ 008 高校日本史Ａ　新訂版

81 山川 日Ｂ 018 新日本史　改訂版

130 二宮 地Ａ 011 よくわかる地理Ａ　世界の現在と未来

46 帝国 地Ｂ 007 新詳地理Ｂ　初訂版

46 帝国 地図 010 新詳高等地図　初訂版

7 実教 倫理 009 倫理

183 第一 政経 025 高等学校　改訂版　新政治・経済

183 第一 数Ⅱ 036 高等学校　新数学Ⅱ

2 東書 数Ⅲ 019 新編数学Ⅲ

2 東書 数Ｃ 017 新編数学Ｃ

7 実教 理基 003 理科基礎

183 第一 物Ⅱ 011 高等学校　改訂　物理Ⅱ

104 数研 化Ⅱ 013 精解　化学Ⅱ

183 第一 生Ⅱ 011 高等学校　改訂　生物Ⅱ

50 大修館 保体 006 現代保健体育　改訂版

27 教芸 音Ⅱ 008 ＭＯＵＳＡ２

27 教芸 音Ⅲ 004 Ｊｏｙ　ｏｆ　Ｍｕｓｉｃ

116 日文 美Ⅱ 004 高校美術２

17 教出 書Ⅱ 011 新編　書道Ⅱ

61 啓林館 オⅠ 027 ＲＥＶＩＳＥＤ　Ｓａｉｌｉｎｇ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

50 大修館 英Ⅱ 050 Ｃａｐｔａｉｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ　Ｒｅｖｉｓｅｄ

109 文英堂 英Ｒ 047 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　Ｓｕｒｆｉｎｇ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ

2 東書 英Ｗ 043 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

109 文英堂 英Ｗ 036 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＰＯＷＷＯＷ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ

7 実教 家庭 034 新家庭総合　未来をひらく生き方とパートナーシップ
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6 教図 家庭 052 新版フードデザイン　ＣＯＯＫＩＮＧ＆ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴ

6 教図 家庭 028 消費生活

7 実教 家庭 050 発達と保育　新訂版

7 実教 農業 008 草花

7 実教 農業 023 食品製造

178 農文協 農業 011 植物バイオテクノロジー

178 農文協 農業 016 野菜

178 農文協 農業 017 生物活用

178 農文協 農業 030 グリーンライフ

201 海文堂 農業 014 造園計画

7 実教 商業 027 マーケティング

7 実教 商業 035 新簿記　新訂版

7 実教 商業 037 最新情報処理２１　新訂版　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ

7 実教 商業 040 商業技術　新訂版

7 実教 商業 042 高校会計　新訂版

7 実教 商業 043 原価計算　新訂版

190 東法 商業 033 文書デザイン
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鳥取県立鳥取盲学校
書名

2 東書 国総 302 精選国語総合

183 第一 国総 328 高等学校　新編国語総合

2 東書 世Ａ 301 世界史Ａ

2 東書 日Ａ 301 日本史Ａ　現代からの歴史

35 清水 地Ａ 302 高等学校　現代地理Ａ　最新版

46 帝国 地図 303 標準高等地図　－地図でよむ現代社会－

35 清水 現社 305 高等学校　現代社会　最新版

2 東書 数Ⅰ 302 新編数学Ⅰ

104 数研 数Ⅰ 310 数学Ⅰ

104 数研 数Ⅱ 309 数学Ⅱ

2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ

104 数研 数Ｂ 309 数学Ｂ

61 啓林館 数活 302 数学活用

7 実教 科人 301 科学と人間生活

104 数研 物基 308 新編　物理基礎

7 実教 化基 305 高校化学基礎

7 実教 化学 303 化学

7 実教 生基 303 高校生物基礎

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

27 教芸 音Ⅰ 304 高校生の音楽１

205 三友 コ基 301 ＪＯＹＦＵＬ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　コミュニケーション英語基礎

9 開隆堂 コⅠ 304 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＮＯＷ　Ⅰ

15 三省堂 コⅠ 306 ＣＲＯＷＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ

2 東書 家基 301 家庭基礎　自立・共生・創造

9 開隆堂 家総 304 家庭総合　明日の生活を築く

104 数研 社情 305 高等学校　社会と情報

2 東書 情科 301 情報の科学

183 第一 国Ⅰ 010 高等学校　改訂版　国語表現Ⅰ

183 第一 国Ⅱ 006 高等学校　国語表現Ⅱ

15 三省堂 国総 029 高等学校　国語総合　改訂版

183 第一 現文 048 高等学校　改訂版　新編現代文

2 東書 古典 026 新編古典

183 第一 講読 011 高等学校　古典講読　大鏡　源氏物語　史記

35 清水 世Ｂ 019 高等学校　世界史Ｂ　改訂版

81 山川 日Ａ 010 現代の日本史　改訂版

81 山川 日Ｂ 012 詳説日本史　改訂版

35 清水 地Ａ 003 高等学校　現代地理Ａ

17 教出 地Ｂ 006 新　地理Ｂ　世界をみつめる

46 帝国 地図 014 標準高等地図－地図でよむ現代社会－初訂版

7 実教 現社 019 新版現代社会

17 教出 倫理 012 新　倫理　自己を見つめて

35 清水 政経 024 高等学校　現代政治・経済　改訂版

2 東書 数基 001 数学基礎

2 東書 数Ⅱ 021 数学Ⅱ

2 東書 数Ⅲ 018 数学Ⅲ

2 東書 数Ａ 022 新編数学Ａ

2 東書 数Ｂ 020 数学Ｂ

2 東書 数Ｃ 016 数学Ｃ

104 数研 理基 004 理科基礎　私たちにとって科学とは

183 第一 理Ａ 020 高等学校　改訂　理科総合Ａ

104 数研 理Ｂ 008 理科総合Ｂ　生物と自然環境のサイエンス
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61 啓林館 物Ⅰ 013 高等学校　物理Ⅰ　改訂版

61 啓林館 物Ⅱ 009 高等学校　物理Ⅱ　改訂版

4 大日本 化Ⅰ 003 化学　Ⅰ

4 大日本 化Ⅱ 002 化学　Ⅱ

7 実教 生Ⅰ 016 新版生物Ⅰ　新訂版

7 実教 生Ⅱ 009 新版生物Ⅱ　新訂版

183 第一 地Ⅰ 005 高等学校　地学Ⅰ

61 啓林館 地Ⅱ 001 高等学校　地学Ⅱ

50 大修館 保体 006 現代保健体育　改訂版

17 教出 音Ⅰ 008 高校音楽Ⅰ　改訂版　ＭＵＳＩＣ　ＡＴＬＡＳ

17 教出 音Ⅱ 007 高校音楽Ⅱ　改訂版　ＭＵＳＩＣ　ＡＴＬＡＳ

89 友社 音Ⅲ 005 改訂新版　高校生の音楽３

116 日文 美Ⅰ 005 高校美術１

15 三省堂 オⅠ 023 ＳＥＬＥＣＴ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

109 文英堂 オⅡ 009
ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＯＰＥＮ　ＤＯＯＲ　ｔｏ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ＢＯ
ＯＫ　Ⅱ

205 三友 英Ⅱ 068 ＣＯＳＭＯＳ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ

109 文英堂 英Ｒ 045 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＵＮＩＣＯＲＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ

9 開隆堂 英Ｗ 026 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＳＵＮＳＨＩＮＥ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

7 実教 家庭 051 フードデザイン　新訂版

183 第一 情報 068 高等学校　三訂版　情報Ａ

61 啓林館 情報 071 高等学校　情報Ｂ　最新版

61 啓林館 情報 077 高等学校　情報Ｃ　最新版

112 一橋 家庭 007 家庭総合－ともに生きる－
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鳥取県立鳥取聾学校
書名

117 明治 国総 319 精選国語総合現代文編

117 明治 国総 320 精選国語総合古典編

46 帝国 世Ａ 305 明解　世界史Ａ

46 帝国 地Ａ 303 高等学校　新地理Ａ

183 第一 数Ⅰ 315 高等学校　数学Ⅰ

183 第一 数Ⅱ 314 高等学校　数学Ⅱ

183 第一 数Ａ 315 高等学校　数学Ａ

183 第一 科人 304 高等学校　科学と人間生活

183 第一 物基 310 高等学校　新物理基礎

183 第一 生基 309 高等学校　新生物基礎

183 第一 生物 304 高等学校　生物

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

38 光村 美Ⅰ 301 美術１

116 日文 工Ⅰ 301 工芸Ⅰ

15 三省堂 コⅠ 308 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ

6 教図 家総 302 家庭総合　ともに生きる明日をつくる

7 実教 家庭 301 フードデザイン

7 実教 社情 303 高校社会と情報

7 実教 工業 309 情報技術基礎

201 海文堂 工業 343 インテリアエレメント生産

117 明治 現文 041 新　精選現代文

17 教出 古典 032 新版　古典

46 帝国 世Ａ 015 明解新世界史Ａ　新訂版

81 山川 日Ｂ 012 詳説日本史　改訂版

46 帝国 地Ｂ 010 高等学校　世界地理Ｂ

50 大修館 保体 006 現代保健体育　改訂版

38 光村 美Ⅰ 004 美術１

172 旺文社 英Ⅱ 060 Ｓｔｅｐ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ　[Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ]

109 文英堂 英Ｗ 036 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＰＯＷＷＯＷ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ

6 教図 家庭 032 新家庭総合　ともに生きる，くらしをつくる

6 教図 家庭 052 新版フードデザイン　ＣＯＯＫＩＮＧ＆ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴ

7 実教 家庭 025 家庭情報処理

7 実教 家庭 027 被服製作

7 実教 家庭 023 生活産業基礎

7 実教 工業 098 情報技術基礎　新訂版

174 コロナ 工業 079 インテリア製図

7 実教 商業 038 情報処理２１　新訂版　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ

7 実教 商業 046 文書デザイン　新訂版　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ＆Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ

117 明治 国総 037 新　精選国語総合

172 旺文社 英Ⅰ 057 Ｓｔｅｐ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ　[Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ]

6 教図 家庭 002 家庭総合

174 コロナ 工業 083 インテリアエレメント生産

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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鳥取県立鳥取養護学校
書名

2 東書 国総 301 新編国語総合

2 東書 現社 301 現代社会

7 実教 数Ⅰ 306 高校数学Ⅰ

104 数研 数Ⅰ 313 最新　数学Ⅰ

104 数研 数Ａ 313 最新　数学Ａ

104 数研 数Ｂ 312 最新　数学Ｂ

104 数研 科人 303 科学と人間生活　くらしの中のサイエンス

104 数研 物基 308 新編　物理基礎

61 啓林館 化基 307 新編　化学基礎

61 啓林館 生基 305 新編　生物基礎

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

27 教芸 音Ⅰ 303 ＭＯＵＳＡ１

116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

205 三友 コ基 301 ＪＯＹＦＵＬ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　コミュニケーション英語基礎

2 東書 コⅠ 302 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ

50 大修館 家総 305 家庭総合　豊かな生活をともにつくる

183 第一 社情 308 高等学校　社会と情報

17 教出 国Ⅰ 009 国語表現Ⅰ　改訂版

183 第一 国Ⅰ 010 高等学校　改訂版　国語表現Ⅰ

15 三省堂 国総 031 明解国語総合

50 大修館 現文 039 新現代文　改訂版

50 大修館 古典 034 精選古典　改訂版

183 第一 世Ａ 019 高等学校　改訂版　世界史Ａ

183 第一 日Ａ 014 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来

46 帝国 地Ａ 010 世界を学ぶ　高校生の地理Ａ　最新版

211 知出 数Ⅲ 016 新　数学Ⅲ

211 知出 数Ｃ 014 新　数学Ｃ

104 数研 物Ⅰ 014 改訂版　高等学校　物理Ⅰ

104 数研 物Ⅱ 010 改訂版　高等学校　物理Ⅱ

61 啓林館 化Ⅰ 020 高等学校　新編　化学Ⅰ　改訂版

183 第一 化Ⅰ 025 高等学校　改訂　新化学Ⅰ

61 啓林館 化Ⅱ 011 高等学校　化学Ⅱ　改訂版

61 啓林館 生Ⅰ 020 高等学校　新編　生物Ⅰ　改訂版

183 第一 生Ⅰ 024 高等学校　改訂　新生物Ⅰ

61 啓林館 生Ⅱ 012 高等学校　生物Ⅱ　改訂版

50 大修館 保体 006 現代保健体育　改訂版

27 教芸 音Ⅱ 008 ＭＯＵＳＡ２

27 教芸 音Ⅲ 004 Ｊｏｙ　ｏｆ　Ｍｕｓｉｃ

116 日文 美Ⅱ 004 高校美術２

116 日文 美Ⅲ 004 高校美術３

2 東書 英Ⅱ 039 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

2 東書 英Ｒ 039 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ

50 大修館 家庭 037 新家庭総合　生活の創造をめざして

7 実教 家庭 050 発達と保育　新訂版

7 実教 家庭 051 フードデザイン　新訂版

7 実教 商業 038 情報処理２１　新訂版　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ

7 実教 商業 040 商業技術　新訂版

144 暁 商業 003 ビジネス基礎　－よりよい社会人をめざして－

190 東法 商業 007 簿記

183 第一 数Ⅰ 036 高等学校　新数学Ⅰ

172 旺文社 英Ⅰ 057 Ｓｔｅｐ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ　[Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ]

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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鳥取県立倉吉養護学校

書名

183 第一 国総 327 高等学校　標準国語総合

81 山川 日Ａ 303 現代の日本史

130 二宮 地Ａ 304 新編　地理Ａ　―ひろがる世界とつながる地域―

130 二宮 地図 306 基本地図帳

2 東書 現社 301 現代社会

61 啓林館 数Ⅰ 309 新編　数学Ⅰ

7 実教 数Ⅱ 304 数学Ⅱ

104 数研 数Ａ 314 新　高校の数学Ａ

104 数研 数Ｂ 313 新　高校の数学Ｂ

104 数研 科人 303 科学と人間生活　くらしの中のサイエンス

183 第一 物基 310 高等学校　新物理基礎

7 実教 物理 302 物理

61 啓林館 化基 307 新編　化学基礎

2 東書 化学 302 新編化学

2 東書 生基 301 生物基礎

183 第一 生物 304 高等学校　生物

2 東書 地基 301 地学基礎

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

27 教芸 音Ⅰ 304 高校生の音楽１

38 光村 美Ⅰ 301 美術１

2 東書 書Ⅰ 301 書道Ⅰ

205 三友 コ基 301 ＪＯＹＦＵＬ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　コミュニケーション英語基礎

15 三省堂 コⅠ 306 ＣＲＯＷＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ

15 三省堂 英Ⅰ 302 ＣＲＯＷＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

9 開隆堂 家基 307 家庭基礎　明日の生活を築く

6 教図 家総 302 家庭総合　ともに生きる明日をつくる

116 日文 社情 307 見てわかる社会と情報

15 三省堂 国Ⅰ 008 国語表現Ⅰ　改訂版

183 第一 国総 046 高等学校　改訂版　新編国語総合

183 第一 現文 048 高等学校　改訂版　新編現代文

2 東書 古典 027 精選古典

15 三省堂 講読 014 明解古典講読　日本の説話

81 山川 世Ａ 018 世界の歴史　改訂版

81 山川 世Ｂ 021 新世界史　改訂版

81 山川 日Ａ 013 日本史Ａ　改訂版

2 東書 日Ｂ 003 新選日本史Ｂ

130 二宮 地Ａ 005 高校生の新地理Ａ

46 帝国 地Ｂ 007 新詳地理Ｂ　初訂版

2 東書 現社 017 現代社会

17 教出 倫理 012 新　倫理　自己を見つめて

2 東書 政経 022 政治・経済

7 実教 数Ⅱ 024 数学Ⅱ　新訂版

61 啓林館 数Ⅲ 007 高等学校　新編　数学Ⅲ

104 数研 数Ａ 031 改訂版　新編　数学Ａ

2 東書 数Ｂ 020 数学Ｂ

104 数研 数Ｃ 023 改訂版　新編　数学Ｃ

183 第一 物Ⅰ 016 高等学校　改訂　新物理Ⅰ

61 啓林館 化Ⅰ 020 高等学校　新編　化学Ⅰ　改訂版

61 啓林館 生Ⅰ 019 高等学校　生物Ⅰ　改訂版

2 東書 地Ⅰ 001 地学Ⅰ　地球と宇宙

50 大修館 保体 006 現代保健体育　改訂版

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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27 教芸 音Ⅰ 009 高校生の音楽　１

27 教芸 音Ⅱ 009 高校生の音楽　２

38 光村 美Ⅰ 004 美術１

38 光村 美Ⅱ 003 美術２

2 東書 書Ⅰ 008 書道Ⅰ

2 東書 書Ⅱ 008 書道Ⅱ

2 東書 オⅠ 020 Ｈｅｌｌｏ　ｔｈｅｒｅ！　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

109 文英堂 オⅡ 004 Ｂｉｒｄｌａｎｄ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

2 東書 英Ⅰ 037 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ

2 東書 英Ⅱ 039 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

2 東書 英Ｒ 039 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ

2 東書 英Ｗ 043 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

9 開隆堂 家庭 045 家庭基礎　明日の生活を築く

6 教図 家庭 032 新家庭総合　ともに生きる，くらしをつくる

7 実教 家庭 025 家庭情報処理

7 実教 家庭 027 被服製作

7 実教 家庭 050 発達と保育　新訂版

7 実教 家庭 051 フードデザイン　新訂版

7 実教 家庭 023 生活産業基礎

116 日文 情報 042 情報Ａ

104 数研 情報 072 三訂版　情報Ｂ　情報の世界のしくみ

7 実教 情報 032 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　情報産業と社会

7 実教 情報 035 コンピュータデザイン
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鳥取県立皆生養護学校

書名

2 東書 国総 301 新編国語総合

2 東書 世Ａ 301 世界史Ａ

46 帝国 地図 303 標準高等地図　－地図でよむ現代社会－

2 東書 現社 301 現代社会

104 数研 数Ⅰ 313 最新　数学Ⅰ

104 数研 数Ⅱ 312 最新　数学Ⅱ

104 数研 数Ａ 313 最新　数学Ａ

104 数研 数Ｂ 312 最新　数学Ｂ

104 数研 科人 303 科学と人間生活　くらしの中のサイエンス

104 数研 物基 308 新編　物理基礎

104 数研 化基 310 新編　化学基礎

104 数研 生基 307 新編　生物基礎

104 数研 地基 304 地学基礎

50 大修館 保体 301 現代高等保健体育

27 教芸 音Ⅰ 304 高校生の音楽１

116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

2 東書 コⅠ 301 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ

50 大修館 英Ⅰ 306 Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

7 実教 家基 304 家庭基礎　パートナーシップでつくる未来

9 開隆堂 社情 304 社会と情報

7 実教 商業 301 ビジネス基礎

17 教出 国Ⅰ 009 国語表現Ⅰ　改訂版

2 東書 国総 025 新編国語総合

2 東書 現文 031 現代文１

2 東書 古典 026 新編古典

2 東書 世Ａ 020 世界史Ａ

2 東書 世Ｂ 012 新選世界史Ｂ

2 東書 地Ａ 008 地理Ａ

2 東書 地Ｂ 009 地理Ｂ

46 帝国 地図 010 新詳高等地図　初訂版

2 東書 現社 017 現代社会

104 数研 数Ⅱ 032 改訂版　高校の数学Ⅱ

183 第一 数Ⅲ 027 高等学校　数学Ⅲ

104 数研 数Ｂ 029 改訂版　高校の数学Ｂ

104 数研 数Ｃ 022 改訂版　数学Ｃ

2 東書 物Ⅱ 001 物理Ⅱ

2 東書 化Ⅱ 008 化学Ⅱ

2 東書 生Ⅰ 014 新編生物Ⅰ

104 数研 地Ⅱ 002 高等学校　地学Ⅱ　地球と宇宙の探究

50 大修館 保体 006 現代保健体育　改訂版

27 教芸 音Ⅰ 009 高校生の音楽　１

116 日文 美Ⅰ 005 高校美術１

17 教出 オⅠ 024 ｅｍｐａｔｈｙ　ｏｒａｌ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

109 文英堂 オⅡ 009
ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＯＰＥＮ　ＤＯＯＲ　ｔｏ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ＢＯ
ＯＫ　Ⅱ

17 教出 英Ⅰ 045 Ｌｉｎｇｕａ－Ｌａｎｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

2 東書 英Ⅱ 039 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

2 東書 英Ｒ 027 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ

7 実教 福祉 005 基礎介護

7 実教 福祉 011 社会福祉基礎　新訂版

104 数研 数Ⅰ 032 改訂版　高校の数学Ⅰ

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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鳥取県立琴の浦高等特別支援学校

書名

38 光村 美Ⅰ 301 美術１

183 第一 家基 310 高等学校　家庭基礎　ともに生きる・未来をつくる

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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（２３９点）

書　名 採択学校数

国語総合
2 東書 国総 301 新編国語総合 6
2 東書 国総 302 精選国語総合 5
15 三省堂 国総 307 精選国語総合 1
15 三省堂 国総 308 明解国語総合 3
50 大修館 国総 311 国語総合　現代文編 1
50 大修館 国総 312 国語総合　古典編 1
50 大修館 国総 314 新編国語総合 5
104 数研 国総 315 国語総合　現代文編 2
104 数研 国総 316 国語総合　古典編 2
104 数研 国総 317 高等学校　国語総合 1
117 明治 国総 318 高等学校　国語総合 1
117 明治 国総 319 精選国語総合現代文編 1
117 明治 国総 320 精選国語総合古典編 1
143 筑摩 国総 321 精選国語総合　現代文編 1
143 筑摩 国総 322 精選国語総合　古典編 1
143 筑摩 国総 323 国語総合 1
183 第一 国総 327 高等学校　標準国語総合 2
183 第一 国総 328 高等学校　新編国語総合 3

世界史Ａ
2 東書 世Ａ 301 世界史Ａ 2
46 帝国 世Ａ 305 明解　世界史Ａ 6
81 山川 世Ａ 306 要説世界史 1
183 第一 世Ａ 309 高等学校　世界史Ａ 1

世界史Ｂ
2 東書 世Ｂ 301 世界史Ｂ 2

日本史Ａ
2 東書 日Ａ 301 日本史Ａ　現代からの歴史 1
81 山川 日Ａ 303 現代の日本史 1

地理Ａ
2 東書 地Ａ 301 地理Ａ 1
35 清水 地Ａ 302 高等学校　現代地理Ａ　最新版 1
46 帝国 地Ａ 303 高等学校　新地理Ａ 4
130 二宮 地Ａ 304 新編　地理Ａ　―ひろがる世界とつながる地域― 1
183 第一 地Ａ 305 高等学校　地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ 1

地図
46 帝国 地図 302 新詳高等地図 2
46 帝国 地図 303 標準高等地図　－地図でよむ現代社会－ 4
130 二宮 地図 305 現代地図帳 1
130 二宮 地図 306 基本地図帳 2

現代社会
2 東書 現社 301 現代社会 10
7 実教 現社 303 最新現代社会 1
35 清水 現社 305 高等学校　現代社会　最新版 1
46 帝国 現社 307 高等学校　新現代社会 1
104 数研 現社 309 現代社会 1
104 数研 現社 310 高等学校　現代社会 2
183 第一 現社 311 高等学校　現代社会 3
183 第一 現社 312 高等学校　新現代社会 3

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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書　名 採択学校数

数学Ⅰ
2 東書 数Ⅰ 301 数学Ⅰ 2
2 東書 数Ⅰ 302 新編数学Ⅰ 4
2 東書 数Ⅰ 303 新数学Ⅰ 3
7 実教 数Ⅰ 305 新版数学Ⅰ 2
7 実教 数Ⅰ 306 高校数学Ⅰ 6
61 啓林館 数Ⅰ 309 新編　数学Ⅰ 2
104 数研 数Ⅰ 310 数学Ⅰ 2
104 数研 数Ⅰ 311 高等学校　数学Ⅰ 3
104 数研 数Ⅰ 312 新編　数学Ⅰ 4
104 数研 数Ⅰ 313 最新　数学Ⅰ 3
104 数研 数Ⅰ 314 新　高校の数学Ⅰ 3
183 第一 数Ⅰ 315 高等学校　数学Ⅰ 1
183 第一 数Ⅰ 316 高等学校　新編数学Ⅰ 2

数学Ⅱ
2 東書 数Ⅱ 301 数学Ⅱ 2
2 東書 数Ⅱ 302 新編数学Ⅱ 4
7 実教 数Ⅱ 304 数学Ⅱ 1
7 実教 数Ⅱ 305 新版数学Ⅱ 1
7 実教 数Ⅱ 306 高校数学Ⅱ 4
104 数研 数Ⅱ 309 数学Ⅱ 2
104 数研 数Ⅱ 310 高等学校　数学Ⅱ 3
104 数研 数Ⅱ 311 新編　数学Ⅱ 3
104 数研 数Ⅱ 312 最新　数学Ⅱ 2
104 数研 数Ⅱ 313 新　高校の数学Ⅱ 1
183 第一 数Ⅱ 314 高等学校　数学Ⅱ 1
183 第一 数Ⅱ 315 高等学校　新編数学Ⅱ 1

数学Ⅲ
2 東書 数Ⅲ 301 数学Ⅲ 2
2 東書 数Ⅲ 302 新編数学Ⅲ 1
104 数研 数Ⅲ 308 数学Ⅲ 1
104 数研 数Ⅲ 309 高等学校　数学Ⅲ 2
104 数研 数Ⅲ 310 新編　数学Ⅲ 2

数学Ａ
2 東書 数Ａ 301 数学Ａ 2
2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ 5
2 東書 数Ａ 303 新数学Ａ 2
7 実教 数Ａ 305 新版数学Ａ 2
7 実教 数Ａ 306 高校数学Ａ 5
104 数研 数Ａ 310 数学Ａ 1
104 数研 数Ａ 311 高等学校　数学Ａ 3
104 数研 数Ａ 312 新編　数学Ａ 4
104 数研 数Ａ 313 最新　数学Ａ 3
104 数研 数Ａ 314 新　高校の数学Ａ 4
183 第一 数Ａ 315 高等学校　数学Ａ 1
183 第一 数Ａ 316 高等学校　新編数学Ａ 2

数学Ｂ
2 東書 数Ｂ 301 数学Ｂ 2
2 東書 数Ｂ 302 新編数学Ｂ 5
7 実教 数Ｂ 305 高校数学Ｂ 2
104 数研 数Ｂ 309 数学Ｂ 2
104 数研 数Ｂ 310 高等学校　数学Ｂ 3
104 数研 数Ｂ 311 新編　数学Ｂ 3
104 数研 数Ｂ 312 最新　数学Ｂ 3
104 数研 数Ｂ 313 新　高校の数学Ｂ 1
183 第一 数Ｂ 315 高等学校　新編数学Ｂ 1

数学活用
7 実教 数活 301 数学活用 2
61 啓林館 数活 302 数学活用 1

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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書　名 採択学校数

科学と人間生活
2 東書 科人 305 科学と人間生活 2
7 実教 科人 301 科学と人間生活 1
61 啓林館 科人 302 科学と人間生活 8
104 数研 科人 303 科学と人間生活　くらしの中のサイエンス 9
183 第一 科人 304 高等学校　科学と人間生活 4

物理基礎
2 東書 物基 301 物理基礎 2
2 東書 物基 302 新編物理基礎 3
7 実教 物基 304 高校物理基礎 1
61 啓林館 物基 305 物理基礎 3
104 数研 物基 307 物理基礎 4
104 数研 物基 308 新編　物理基礎 6
183 第一 物基 309 高等学校　物理基礎 1
183 第一 物基 310 高等学校　新物理基礎 7

物理
7 実教 物理 302 物理 1
61 啓林館 物理 303 物理 3
104 数研 物理 304 物理 5
183 第一 物理 305 高等学校　物理 2

化学基礎
2 東書 化基 301 化学基礎 4
2 東書 化基 302 新編化学基礎 6
7 実教 化基 304 新版化学基礎 2
7 実教 化基 305 高校化学基礎 2
61 啓林館 化基 307 新編　化学基礎 3
104 数研 化基 308 化学基礎 4
104 数研 化基 309 高等学校　化学基礎 1
104 数研 化基 310 新編　化学基礎 5
183 第一 化基 311 高等学校　化学基礎 1

化学
2 東書 化学 301 化学 2
2 東書 化学 302 新編化学 1
7 実教 化学 303 化学 2
104 数研 化学 306 化学 6
183 第一 化学 307 高等学校　化学 1

生物基礎
2 東書 生基 301 生物基礎 3
2 東書 生基 302 新編生物基礎 6
7 実教 生基 303 高校生物基礎 4
61 啓林館 生基 304 生物基礎 1
61 啓林館 生基 305 新編　生物基礎 1
104 数研 生基 306 生物基礎 5
104 数研 生基 307 新編　生物基礎 4
183 第一 生基 308 高等学校　生物基礎 5
183 第一 生基 309 高等学校　新生物基礎 4

生物
2 東書 生基 301 生物基礎 3
2 東書 生基 302 新編生物基礎 6
7 実教 生基 303 高校生物基礎 4

地学基礎
2 東書 地基 301 地学基礎 4
61 啓林館 地基 303 地学基礎 2
104 数研 地基 304 地学基礎 7
183 第一 地基 305 高等学校　地学基礎 2

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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書　名 採択学校数

保健体育
50 大修館 保体 301 現代高等保健体育 23
50 大修館 保体 302 最新高等保健体育 7

音楽Ⅰ
17 教出 音Ⅰ 301 音楽　Ｉ　Ｔｕｔｔｉ 6
17 教出 音Ⅰ 302 高校音楽　Ｉ　Ｍｕｓｉｃ　Ｖｉｅｗ 1
27 教芸 音Ⅰ 303 ＭＯＵＳＡ１ 13
27 教芸 音Ⅰ 304 高校生の音楽１ 3
89 友社 音Ⅰ 305 高校生の音楽１ 3
89 友社 音Ⅰ 306 ON!１ 1

美術Ⅰ
38 光村 美Ⅰ 301 美術１ 11
116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 17

工芸Ⅰ
116 日文 工Ⅰ 301 工芸Ⅰ 2

書道Ⅰ
2 東書 書Ⅰ 301 書道Ⅰ 4
6 教図 書Ⅰ 302 書　Ⅰ 11
17 教出 書Ⅰ 303 書道Ⅰ 3
38 光村 書Ⅰ 304 書Ⅰ 5

コミュニケーション英語基礎
205 三友 コ基 301 ＪＯＹＦＵＬ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　コミュニケーション英語基礎 4

コミュニケーション英語Ⅰ
2 東書 コⅠ 301 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ 4
2 東書 コⅠ 302 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ 3
2 東書 コⅠ 303 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ 2
9 開隆堂 コⅠ 304 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＮＯＷ　Ⅰ 2
9 開隆堂 コⅠ 305 Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ 1
15 三省堂 コⅠ 306 ＣＲＯＷＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ 2
15 三省堂 コⅠ 307 ＭＹ　ＷＡＹ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ 2
15 三省堂 コⅠ 308 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ 8
17 教出 コⅠ 309 Ｎｅｗ　ＯＮＥ　ＷＯＲＬＤ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ 1
50 大修館 コⅠ 312 Ｃｏｍｐａｓｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ 2
50 大修館 コⅠ 313 Ｇｅｎｉｕｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ 1
61 啓林館 コⅠ 315 ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ 2
104 数研 コⅠ 316 ＰＯＬＥＳＴＡＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ 1
104 数研 コⅠ 318 ＣＯＭＥＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ 2
109 文英堂 コⅠ 320 Ｇｒｏｖｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ 2

英語表現Ⅰ
15 三省堂 英Ⅰ 302 ＣＲＯＷＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ 2
15 三省堂 英Ⅰ 303 ＭＹ　ＷＡＹ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ 2
50 大修館 英Ⅰ 306 Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ 1
61 啓林館 英Ⅰ 307 ＶＩＳＩＯＮ　ＱＵＥＳＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　Ａｄｖａｎｃｅ 4
61 啓林館 英Ⅰ 308 ＶＩＳＩＯＮ　ＱＵＥＳＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　Ｓｔａｎｄａｒｄ 3
104 数研 英Ⅰ 309 ＰＯＬＥＳＴＡＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ 2
109 文英堂 英Ⅰ 312 Ｇｒｏｖｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ 1
205 三友 英Ⅰ 317 ＣＯＳＭＯＳ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　英語表現Ⅰ 1

英語会話
15 三省堂 英会 302 ＳＥＬＥＣＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎ 1

家庭基礎
2 東書 家基 301 家庭基礎　自立・共生・創造 2
6 教図 家基 302 家庭基礎　ともに生きる　明日をつくる 3
6 教図 家基 303 最新　家庭基礎　生活を科学する 2
7 実教 家基 304 家庭基礎　パートナーシップでつくる未来 8
7 実教 家基 305 家庭基礎２１ 1
7 実教 家基 306 図説家庭基礎 1
9 開隆堂 家基 307 家庭基礎　明日の生活を築く 1
183 第一 家基 310 高等学校　家庭基礎　ともに生きる・未来をつくる 1

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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書　名 採択学校数

家庭総合
2 東書 家総 301 家庭総合　自立・共生・創造 1
6 教図 家総 302 家庭総合　ともに生きる明日をつくる 3
7 実教 家総 303 家庭総合　パートナーシップでつくる未来 5
9 開隆堂 家総 304 家庭総合　明日の生活を築く 1
50 大修館 家総 305 家庭総合　豊かな生活をともにつくる 1
183 第一 家総 306 高等学校　家庭総合　ともに生きる・未来をつくる 2

社会と情報
2 東書 社情 301 社会と情報 5
7 実教 社情 302 最新社会と情報 3
7 実教 社情 303 高校社会と情報 3
9 開隆堂 社情 304 社会と情報 2
104 数研 社情 305 高等学校　社会と情報 8
116 日文 社情 307 見てわかる社会と情報 2
183 第一 社情 308 高等学校　社会と情報 1

情報の科学
2 東書 情科 301 情報の科学 1
7 実教 情科 302 最新情報の科学 1
104 数研 情科 304 高等学校　情報の科学 1

農業 文部科学省検定済教科書
7 実教 農業 301 農業と環境 3
7 実教 農業 303 農業情報処理 3
7 実教 農業 306 植物バイオテクノロジー 1
178 農文協 農業 302 農業と環境 4

工業 文部科学省検定済教科書
7 実教 工業 301 工業技術基礎 5
7 実教 工業 302 機械製図 3
7 実教 工業 305 建築設計製図 2
7 実教 工業 308 工業数理基礎 1
7 実教 工業 309 情報技術基礎 4
7 実教 工業 310 精選情報技術基礎 1
7 実教 工業 317 新機械工作 1
7 実教 工業 319 機械設計１ 2
7 実教 工業 320 機械設計２ 1
7 実教 工業 324 精選電気基礎 1
7 実教 工業 325 電気基礎１ 4
7 実教 工業 326 電気基礎２ 3
7 実教 工業 333 プログラミング技術 1
7 実教 工業 334 建築構造 1
7 実教 工業 335 測量 2
7 実教 工業 336 工業化学１ 1
154 オーム 工業 311 情報技術基礎 1

工業 文部科学省著作教科書
201 海文堂 工業 343 インテリアエレメント生産 1

商業 文部科学省検定済教科書
7 実教 商業 301 ビジネス基礎 2
7 実教 商業 306 新簿記 3
7 実教 商業 310 最新情報処理 4
190 東法 商業 303 ビジネス基礎 4

水産 文部科学省検定済教科書
201 海文堂 水産 301 水産海洋基礎 1
201 海文堂 水産 302 海洋情報技術 1

水産 文部科学省著作教科書
7 実教 水産 309 食品製造 1

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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書　名 採択学校数

家庭 文部科学省検定済教科書
7 実教 家庭 301 フードデザイン 3

情報 文部科学省検定済教科書
7 実教 情報 301 情報の表現と管理 2
7 実教 情報 302 情報産業と社会 3

福祉 文部科学省検定済教科書
7 実教 福祉 301 社会福祉基礎 2

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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（４７６点）

書　名 採択学校数

国語表現Ⅰ
2 東書 国Ⅰ 001 国語表現Ⅰ 2
15 三省堂 国Ⅰ 008 国語表現Ⅰ　改訂版 2
17 教出 国Ⅰ 009 国語表現Ⅰ　改訂版 9
183 第一 国Ⅰ 010 高等学校　改訂版　国語表現Ⅰ 5
218 京書 国Ⅰ 011 国語表現Ⅰ　改訂版 2

国語表現Ⅱ
2 東書 国Ⅱ 001 国語表現Ⅱ 1
17 教出 国Ⅱ 003 国語表現Ⅱ 3
183 第一 国Ⅱ 006 高等学校　国語表現Ⅱ 1
218 京書 国Ⅱ 009 国語表現Ⅱ　改訂版 1

国語総合
2 東書 国総 025 新編国語総合 6
2 東書 国総 027 国語総合　現代文編 1
2 東書 国総 028 国語総合　古典編 1
15 三省堂 国総 029 高等学校　国語総合　改訂版 1
15 三省堂 国総 031 明解国語総合 1
17 教出 国総 033 新国語総合　改訂版 1
50 大修館 国総 035 新編国語総合　改訂版 2
50 大修館 国総 051 新編国語総合　三訂版 2
183 第一 国総 046 高等学校　改訂版　新編国語総合 1

現代文
2 東書 現文 029 新編現代文 6
2 東書 現文 030 精選現代文 3
2 東書 現文 031 現代文１ 3
2 東書 現文 051 現代文２ 1
15 三省堂 現文 033 新編現代文　改訂版 1
50 大修館 現文 037 現代文１　改訂版 1
50 大修館 現文 038 精選現代文　改訂版 2
50 大修館 現文 039 新現代文　改訂版 2
50 大修館 現文 052 現代文２　改訂版 1
50 大修館 現文 053 新編現代文　改訂版 5
117 明治 現文 041 新　精選現代文 1
117 明治 現文 043 高校生の現代文 1
143 筑摩 現文 044 精選現代文[改訂版] 1
143 筑摩 現文 045 現代文[新訂版] 1
183 第一 現文 046 高等学校　改訂版　現代文 2
183 第一 現文 047 高等学校　改訂版　標準現代文 3
183 第一 現文 048 高等学校　改訂版　新編現代文 3

古典
2 東書 古典 026 新編古典 4
2 東書 古典 027 精選古典 3
17 教出 古典 007 古典　古文編 1
17 教出 古典 008 古典　漢文編 1
17 教出 古典 032 新版　古典 1
50 大修館 古典 033 古典１　改訂版 2
50 大修館 古典 034 精選古典　改訂版 2
50 大修館 古典 049 古典２　改訂版 1
50 大修館 古典 050 新編古典　改訂版 4
104 数研 古典 035 古典古文編 1
104 数研 古典 036 古典漢文編 1
117 明治 古典 037 新　精選古典 1
183 第一 古典 044 高等学校　改訂版　標準古典 6
212 桐原 古典 047 高等学校　古典（古文編）　改訂版 1
212 桐原 古典 048 高等学校　古典（漢文編）　改訂版 1

第２部
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書　名 採択学校数

古典講読
15 三省堂 講読 014 明解古典講読　日本の説話 1
17 教出 講読 001 徒然草　枕草子　説話 1
17 教出 講読 005 古典名文選　古典講読 2
17 教出 講読 015 新古典名文選　古典講読 2
17 教出 講読 015 新古典名文選　古典講読 2

142 右文 講読 003
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

3

143 筑摩 講読 010 古典講読（古文）　物語・評論選 1
183 第一 講読 011 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 020 世界史Ａ 5
7 実教 世Ａ 012 世界史Ａ　新訂版 1
7 実教 世Ａ 021 新版世界史Ａ 3
46 帝国 世Ａ 015 明解新世界史Ａ　新訂版 11
81 山川 世Ａ 016 要説世界史　改訂版 3
81 山川 世Ａ 017 現代の世界史　改訂版 2
81 山川 世Ａ 018 世界の歴史　改訂版 2
183 第一 世Ａ 019 高等学校　改訂版　世界史Ａ 1

世界史Ｂ
2 東書 世Ｂ 012 新選世界史Ｂ 2
2 東書 世Ｂ 013 世界史Ｂ 3
35 清水 世Ｂ 019 高等学校　世界史Ｂ　改訂版 1
81 山川 世Ｂ 016 詳説世界史　改訂版 8
81 山川 世Ｂ 017 高校世界史　改訂版 2
81 山川 世Ｂ 021 新世界史　改訂版 1
183 第一 世Ｂ 018 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 011 日本史Ａ　現代からの歴史 2
7 実教 日Ａ 008 高校日本史Ａ　新訂版 3
15 三省堂 日Ａ 012 日本史Ａ　改訂版 1
35 清水 日Ａ 009 高等学校　日本史Ａ　改訂版 1
81 山川 日Ａ 010 現代の日本史　改訂版 5
81 山川 日Ａ 013 日本史Ａ　改訂版 3
183 第一 日Ａ 014 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 003 新選日本史Ｂ 3
7 実教 日Ｂ 013 高校日本史Ｂ　新訂版 1
7 実教 日Ｂ 014 日本史Ｂ　新訂版 1
81 山川 日Ｂ 012 詳説日本史　改訂版 10
81 山川 日Ｂ 017 高校日本史　改訂版 1
81 山川 日Ｂ 018 新日本史　改訂版 3

地理Ａ
2 東書 地Ａ 008 地理Ａ 5
17 教出 地Ａ 009 新　地理Ａ　暮らしと環境 2
35 清水 地Ａ 003 高等学校　現代地理Ａ 1
46 帝国 地Ａ 010 世界を学ぶ　高校生の地理Ａ　最新版 2
46 帝国 地Ａ 013 高等学校　新地理Ａ　初訂版 10
130 二宮 地Ａ 005 高校生の新地理Ａ 2
130 二宮 地Ａ 011 よくわかる地理Ａ　世界の現在と未来 2
183 第一 地Ａ 012 高等学校　改訂版　地理Ａ　世界の暮らしを学ぶ 2

地理Ｂ
2 東書 地Ｂ 009 地理Ｂ 3
17 教出 地Ｂ 006 新　地理Ｂ　世界をみつめる 3
46 帝国 地Ｂ 007 新詳地理Ｂ　初訂版 9
46 帝国 地Ｂ 010 高等学校　世界地理Ｂ 4
130 二宮 地Ｂ 008 詳解地理Ｂ 2
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書　名 採択学校数

地図
46 帝国 地図 010 新詳高等地図　初訂版 20
46 帝国 地図 011 地歴高等地図　－現代世界とその歴史的背景－　最新版 2
46 帝国 地図 014 標準高等地図－地図でよむ現代社会－初訂版 3
130 二宮 地図 013 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 015 高等地図帳　改訂版 2

現代社会
2 東書 現社 017 現代社会 8
7 実教 現社 018 高校現代社会　新訂版 1
7 実教 現社 019 新版現代社会 3
46 帝国 現社 023 高校生の新現代社会　－共に生きる社会をめざして－　初訂 2
104 数研 現社 025 改訂版　高等学校　現代社会 3
183 第一 現社 026 高等学校　改訂版　現代社会 4
183 第一 現社 027 高等学校　改訂版　新現代社会 6

倫理
2 東書 倫理 017 倫理 2
7 実教 倫理 009 倫理 2
7 実教 倫理 018 高校倫理 1
17 教出 倫理 012 新　倫理　自己を見つめて 3
35 清水 倫理 013 高等学校　新倫理　改訂版 1
35 清水 倫理 019 高等学校　現代倫理　改訂版 1
104 数研 倫理 015 改訂版　高等学校　倫理 2
183 第一 倫理 016 高等学校　改訂版　倫理 2

政治・経済
2 東書 政経 022 政治・経済 4
7 実教 政経 023 高校政治・経済　新訂版 1
35 清水 政経 024 高等学校　現代政治・経済　改訂版 1
104 数研 政経 019 改訂版　高等学校　政治・経済 2
183 第一 政経 020 高等学校　改訂版　政治・経済 2
183 第一 政経 025 高等学校　改訂版　新政治・経済 5

数学基礎
2 東書 数基 001 数学基礎 1
7 実教 数基 002 数学基礎 3
183 第一 数基 005 高等学校　数学基礎 1

数学Ⅰ
2 東書 数Ⅰ 023 新数学Ⅰ 1

数学Ⅱ
2 東書 数Ⅱ 021 数学Ⅱ 1
2 東書 数Ⅱ 022 新編数学Ⅱ 2
2 東書 数Ⅱ 023 新数学Ⅱ 2
7 実教 数Ⅱ 006 高校数学Ⅱ 1
7 実教 数Ⅱ 024 数学Ⅱ　新訂版 1
7 実教 数Ⅱ 026 新高校数学Ⅱ 3
61 啓林館 数Ⅱ 008 高等学校　新編　数学Ⅱ 1
61 啓林館 数Ⅱ 027 高等学校　数学Ⅱ改訂版 1
104 数研 数Ⅱ 032 改訂版　高校の数学Ⅱ 2
183 第一 数Ⅱ 036 高等学校　新数学Ⅱ 1
211 知出 数Ⅱ 037 改訂版　新　数学Ⅱ 1

数学Ⅲ
2 東書 数Ⅲ 018 数学Ⅲ 2
2 東書 数Ⅲ 019 新編数学Ⅲ 3
61 啓林館 数Ⅲ 007 高等学校　新編　数学Ⅲ 2
61 啓林館 数Ⅲ 022 高等学校　数学Ⅲ改訂版 2
104 数研 数Ⅲ 024 改訂版　数学Ⅲ 2
104 数研 数Ⅲ 025 改訂版　新編　数学Ⅲ 4
183 第一 数Ⅲ 027 高等学校　数学Ⅲ 2
211 知出 数Ⅲ 016 新　数学Ⅲ 1
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数学Ａ
2 東書 数Ａ 022 新編数学Ａ 3
2 東書 数Ａ 023 新数学Ａ 1
7 実教 数Ａ 006 高校数学Ａ 1
7 実教 数Ａ 026 新高校数学Ａ 1
104 数研 数Ａ 031 改訂版　新編　数学Ａ 2
104 数研 数Ａ 032 改訂版　高校の数学Ａ 1
211 知出 数Ａ 037 改訂版　新　数学Ａ 1

数学Ｂ
2 東書 数Ｂ 020 数学Ｂ 2
2 東書 数Ｂ 021 新編数学Ｂ 3
7 実教 数Ｂ 023 新版数学Ｂ　新訂版 1
7 実教 数Ｂ 024 新高校数学Ｂ 2
61 啓林館 数Ｂ 007 高等学校　新編　数学Ｂ 1
104 数研 数Ｂ 028 改訂版　新編　数学Ｂ 1
104 数研 数Ｂ 029 改訂版　高校の数学Ｂ 1
211 知出 数Ｂ 033 改訂版　新　数学Ｂ 1

数学Ｃ
2 東書 数Ｃ 016 数学Ｃ 2
2 東書 数Ｃ 017 新編数学Ｃ 2
61 啓林館 数Ｃ 006 高等学校　新編　数学Ｃ 1
61 啓林館 数Ｃ 020 高等学校　数学Ｃ改訂版 2
104 数研 数Ｃ 022 改訂版　数学Ｃ 3
104 数研 数Ｃ 023 改訂版　新編　数学Ｃ 4
183 第一 数Ｃ 025 高等学校　数学Ｃ 1
211 知出 数Ｃ 014 新　数学Ｃ 1

理科基礎
7 実教 理基 003 理科基礎 1
104 数研 理基 004 理科基礎　私たちにとって科学とは 3

理科総合Ａ
2 東書 理Ａ 011 理科総合Ａ　システムとしてみる自然 1
2 東書 理Ａ 012 新編理科総合Ａ 1
61 啓林館 理Ａ 017 高等学校　新編　理科総合Ａ　改訂版 1
183 第一 理Ａ 020 高等学校　改訂　理科総合Ａ 2

理科総合Ｂ
2 東書 理Ｂ 010 理科総合Ｂ　歴史としてみる自然 1
2 東書 理Ｂ 011 新編理科総合Ｂ 2
104 数研 理Ｂ 008 理科総合Ｂ　生物と自然環境のサイエンス 1

物理Ⅰ
2 東書 物Ⅰ 002 新編物理Ⅰ 1
61 啓林館 物Ⅰ 013 高等学校　物理Ⅰ　改訂版 2
104 数研 物Ⅰ 014 改訂版　高等学校　物理Ⅰ 2
183 第一 物Ⅰ 016 高等学校　改訂　新物理Ⅰ 3

物理Ⅱ
2 東書 物Ⅱ 001 物理Ⅱ 1
61 啓林館 物Ⅱ 009 高等学校　物理Ⅱ　改訂版 5
104 数研 物Ⅱ 010 改訂版　高等学校　物理Ⅱ 7
183 第一 物Ⅱ 011 高等学校　改訂　物理Ⅱ 2

化学Ⅰ
2 東書 化Ⅰ 013 化学Ⅰ 1
2 東書 化Ⅰ 014 新編化学Ⅰ 3
4 大日本 化Ⅰ 003 化学　Ⅰ 1
7 実教 化Ⅰ 017 高校化学Ⅰ　新訂版 1
61 啓林館 化Ⅰ 018 高等学校　化学Ⅰ　改訂版 3
61 啓林館 化Ⅰ 020 高等学校　新編　化学Ⅰ　改訂版 5
104 数研 化Ⅰ 021 改訂版　高等学校　化学Ⅰ 2
104 数研 化Ⅰ 023 改訂版　新編　化学Ⅰ　－物質の世界へ－ 3
183 第一 化Ⅰ 025 高等学校　改訂　新化学Ⅰ 2
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化学Ⅱ
2 東書 化Ⅱ 008 化学Ⅱ 4
4 大日本 化Ⅱ 002 化学　Ⅱ 1
7 実教 化Ⅱ 010 化学Ⅱ　新訂版 1
61 啓林館 化Ⅱ 011 高等学校　化学Ⅱ　改訂版 4
104 数研 化Ⅱ 012 改訂版　高等学校　化学Ⅱ 3
104 数研 化Ⅱ 013 精解　化学Ⅱ 2
183 第一 化Ⅱ 014 高等学校　改訂　化学Ⅱ 2

生物Ⅰ
2 東書 生Ⅰ 013 生物Ⅰ 5
2 東書 生Ⅰ 014 新編生物Ⅰ 5
7 実教 生Ⅰ 016 新版生物Ⅰ　新訂版 1
7 実教 生Ⅰ 017 高校生物Ⅰ 1
61 啓林館 生Ⅰ 019 高等学校　生物Ⅰ　改訂版 3
61 啓林館 生Ⅰ 020 高等学校　新編　生物Ⅰ　改訂版 3
104 数研 生Ⅰ 021 改訂版　高等学校　生物Ⅰ 4
104 数研 生Ⅰ 022 改訂版　新編　生物Ⅰ　－生命の世界へ－ 1
183 第一 生Ⅰ 023 高等学校　改訂　生物Ⅰ 1
183 第一 生Ⅰ 024 高等学校　改訂　新生物Ⅰ 2

生物Ⅱ
2 東書 生Ⅱ 013 生物Ⅱ 4
7 実教 生Ⅱ 009 新版生物Ⅱ　新訂版 1
61 啓林館 生Ⅱ 008 高等学校　生物Ⅱ 1
61 啓林館 生Ⅱ 012 高等学校　生物Ⅱ　改訂版 3
104 数研 生Ⅱ 010 改訂版　高等学校　生物Ⅱ 6
183 第一 生Ⅱ 011 高等学校　改訂　生物Ⅱ 3

地学Ⅰ
2 東書 地Ⅰ 001 地学Ⅰ　地球と宇宙 3
61 啓林館 地学Ⅰ 007 高等学校　地学Ⅰ　改訂版 4
104 数研 地Ⅰ 008 改訂版　高等学校　地学Ⅰ　地球と宇宙 5
183 第一 地Ⅰ 005 高等学校　地学Ⅰ 2

地学Ⅱ
61 啓林館 地Ⅱ 001 高等学校　地学Ⅱ 1
104 数研 地Ⅱ 002 高等学校　地学Ⅱ　地球と宇宙の探究 3

保健体育
50 大修館 保体 006 現代保健体育　改訂版 21
50 大修館 保体 007 新保健体育　改訂版 1
50 大修館 保体 008 最新保健体育 7

音楽Ⅰ
17 教出 音Ⅰ 007 音楽Ⅰ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ 5
17 教出 音Ⅰ 008 高校音楽Ⅰ　改訂版　ＭＵＳＩＣ　ＡＴＬＡＳ 1
27 教芸 音Ⅰ 009 高校生の音楽　１ 2
27 教芸 音Ⅰ 010 ＭＯＵＳＡ１ 3

音楽Ⅱ
17 教出 音Ⅱ 007 高校音楽Ⅱ　改訂版　ＭＵＳＩＣ　ＡＴＬＡＳ 2
27 教芸 音Ⅱ 008 ＭＯＵＳＡ２ 8
27 教芸 音Ⅱ 009 高校生の音楽　２ 2
89 友社 音Ⅱ 010 改訂新版　高校生の音楽２ 3
89 友社 音Ⅱ 011 改訂新版　高校の音楽２ 1

音楽Ⅲ
27 教芸 音Ⅲ 004 Ｊｏｙ　ｏｆ　Ｍｕｓｉｃ 3
89 友社 音Ⅲ 005 改訂新版　高校生の音楽３ 3

美術Ⅰ
38 光村 美Ⅰ 004 美術１ 3
116 日文 美Ⅰ 005 高校美術１ 9
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美術Ⅱ
38 光村 美Ⅱ 003 美術２ 4
116 日文 美Ⅱ 004 高校美術２ 9

美術Ⅲ
38 光村 美Ⅲ 003 美術３ 1
116 日文 美Ⅲ 004 高校美術３ 2

工芸Ⅰ
116 日文 工Ⅰ 001 高等学校工芸Ⅰ 4

工芸Ⅱ
116 日文 工Ⅱ 001 高等学校工芸Ⅱ 2

書道Ⅰ
2 東書 書Ⅰ 008 書道Ⅰ 4
6 教図 書Ⅰ 005 新書道Ⅰ 1
6 教図 書Ⅰ 010 書　Ⅰ 4
17 教出 書Ⅰ 011 新編　書道Ⅰ 1
38 光村 書Ⅰ 012 書Ⅰ 1

書道Ⅱ
2 東書 書Ⅱ 008 書道Ⅱ 3
6 教図 書Ⅱ 004 新書道Ⅱ 1
6 教図 書Ⅱ 010 書　Ⅱ 4
17 教出 書Ⅱ 011 新編　書道Ⅱ 3

書道Ⅲ
6 教図 書Ⅲ 006 書Ⅲ 1
17 教出 書Ⅲ 004 書道Ⅲ 1

オーラルコミュニケーションⅠ
2 東書 オⅠ 020 Ｈｅｌｌｏ　ｔｈｅｒｅ！　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ 3

9 開隆堂 オⅠ 021
ＯＲＡＬ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＥＸＰＲＥＳＳＷ
ＡＹＳ　Ⅰ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

2

15 三省堂 オⅠ 023 ＳＥＬＥＣＴ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 2
17 教出 オⅠ 024 ｅｍｐａｔｈｙ　ｏｒａｌ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 1
50 大修館 オⅠ 026 Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉ 1
61 啓林館 オⅠ 027 ＲＥＶＩＳＥＤ　Ｓａｉｌｉｎｇ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ 2
109 文英堂 オⅠ 029 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　Ｂｉｒｄｌａｎｄ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ 1

177 増進堂 オⅠ 034
ＭＡＩＮＳＲＥＡＭ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅ
ｄｉｔｉｏｎ

1

183 第一 オⅠ 035 Ｖｏｉｃｅ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ 2

オーラルコミュニケーションⅡ
109 文英堂 オⅡ 004 Ｂｉｒｄｌａｎｄ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ 3

109 文英堂 オⅡ 009
ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＯＰＥＮ　ＤＯＯＲ　ｔｏ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎ　ＢＯＯＫ　Ⅱ

5

226 チアーズ オⅡ 011 ＡＴＬＡＮＴＩＳ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ 1

英語Ⅰ
2 東書 英Ⅰ 036 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ 3
2 東書 英Ⅰ 037 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ 2
9 開隆堂 英Ⅰ 040 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＮＯＷ　Ⅰ 2
15 三省堂 英Ⅰ 043 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 1
17 教出 英Ⅰ 045 Ｌｉｎｇｕａ－Ｌａｎｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 2
104 数研 英Ⅰ 051 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ 1
183 第一 英Ⅰ 063 Ｖｉｖａ　Ｅｎｇｌｉｓｈ！　Ⅰ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ 1
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書　名 採択学校数

英語Ⅱ
2 東書 英Ⅱ 038 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ 4
2 東書 英Ⅱ 039 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ 7
2 東書 英Ⅱ 040 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ 3
9 開隆堂 英Ⅱ 042 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＮＯＷ　Ⅱ 1
50 大修館 英Ⅱ 050 Ｃａｐｔａｉｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ　Ｒｅｖｉｓｅｄ 1
61 啓林館 英Ⅱ 052 ＬｏｖＥｎｇ．　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ 1
104 数研 英Ⅱ 054 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ 2
109 文英堂 英Ⅱ 055 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＵＮＩＣＯＲＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ 2
111 池田 英Ⅱ 058 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ 5
172 旺文社 英Ⅱ 060 Ｓｔｅｐ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ　[Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ] 1
177 増進堂 英Ⅱ 062 ＮＥＷ　ＳＴＲＥＡＭ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉ 1
183 第一 英Ⅱ 066 Ｖｉｖａ　Ｅｎｇｌｉｓｈ！　Ⅱ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ 1
205 三友 英Ⅱ 067 ＮＥＷ　ＷＯＲＬＤ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ 2
205 三友 英Ⅱ 068 ＣＯＳＭＯＳ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ 2
212 桐原 英Ⅱ 069 ＮＥＷ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｐａｌ　Ⅱ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 1

212 桐原 英Ⅱ 070
ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ　ＮＥＷ　Ｅ
ＤＩＴＩＯＮ

4

212 桐原 英Ⅱ 071
ＰＲＯ－ＶＩＳＩＯＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔ
ｉｏｎ

1

リーディング
2 東書 英Ｒ 027 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ 1
2 東書 英Ｒ 039 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ 5
15 三省堂 英Ｒ 042 ＥＸＣＥＥＤ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 2
50 大修館 英Ｒ 031 Ｇｅｎｉｕｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇｓ　Ｒｅｖｉｓｅｄ 1
61 啓林館 英Ｒ 043 ＥＬＥＭＥＮＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｓｋｉｌｌｓ　Ｂａｓｅ 2
104 数研 英Ｒ 033 Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＰＯＬＥＳＴＡＲ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ 1
109 文英堂 英Ｒ 045 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＵＮＩＣＯＲＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ 2
109 文英堂 英Ｒ 046 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＰＯＷＷＯＷ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ 3
109 文英堂 英Ｒ 047 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　Ｓｕｒｆｉｎｇ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ 3
111 池田 英Ｒ 048 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ 4
183 第一 英Ｒ 037 Ｖｉｖｉｄ　Ｒｅａｄｉｎｇ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ 2

212 桐原 英Ｒ 053
ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ　ＮＥＷ　ＥＤＩ
ＴＩＯＮ

1

ライティング
2 東書 英Ｗ 025 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ 1
2 東書 英Ｗ 043 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ 3
9 開隆堂 英Ｗ 026 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＳＵＮＳＨＩＮＥ　Ｗｒｉｔｉｎｇ 1
50 大修館 英Ｗ 031 Ｇｅｎｉｕｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｒｅｖｉｓｅｄ 2
61 啓林館 英Ｗ 032 ＥＬＥＭＥＮＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ 2
104 数研 英Ｗ 033 Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＰＯＬＥＳＴＡＲ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ 1
104 数研 英Ｗ 034 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ 3
109 文英堂 英Ｗ 035 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＵＮＩＣＯＲＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ 1
109 文英堂 英Ｗ 036 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＰＯＷＷＯＷ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ 3
111 池田 英Ｗ 037 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＰＲＡＣＴＩＣＡＬ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮ 2
111 池田 英Ｗ 044 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ 2
183 第一 英Ｗ 041 Ｖｉｖｉｄ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ 2
205 三友 英Ｗ 045 ＣＯＳＭＯＳ　ＷＲＩＴＩＮＧ 1
212 桐原 英Ｗ 042 ＰＲＯ－ＶＩＳＩＯＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩ 1

212 桐原 英Ｗ 046
ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴ
ＩＯＮ

3
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書　名 採択学校数

家庭
6 教図 家庭 041 新家庭基礎　ともに生きる，くらしをつくる 1
7 実教 家庭 012 家庭基礎　自分らしい生き方とパートナーシップ 1
7 実教 家庭 043 新家庭基礎　未来へつなぐパートナーシップ 2
9 開隆堂 家庭 045 家庭基礎　明日の生活を築く 1
183 第一 家庭 048 高等学校　改訂版　家庭基礎　自分らしく生きる 1
6 教図 家庭 032 新家庭総合　ともに生きる，くらしをつくる 2
6 教図 家庭 033 家庭総合　出会う・かかわる・行動する 1
7 実教 家庭 034 新家庭総合　未来をひらく生き方とパートナーシップ 7
7 実教 家庭 035 新家庭総合２１ 2
50 大修館 家庭 037 新家庭総合　生活の創造をめざして 2
183 第一 家庭 039 高等学校　改訂版　家庭総合　生活に豊かさをもとめて 1

情報
7 実教 情報 061 最新情報Ａ 1
9 開隆堂 情報 062 新版　情報Ａ　情報の活用と実践 1
61 啓林館 情報 065 高等学校　情報Ａ　改訂版 1
116 日文 情報 042 情報Ａ 1
183 第一 情報 068 高等学校　三訂版　情報Ａ 1
7 実教 情報 069 最新情報Ｂ 1
61 啓林館 情報 071 高等学校　情報Ｂ　最新版 1
104 数研 情報 072 三訂版　情報Ｂ　情報の世界のしくみ 1
7 実教 情報 075 最新情報Ｃ 4
61 啓林館 情報 077 高等学校　情報Ｃ　最新版 1
116 日文 情報 079 新・情報Ｃ　豊かなコミュニケーション 1

農業　　文部科学省検定済教科書
7 実教 農業 002 野菜 4
7 実教 農業 008 草花 7
7 実教 農業 010 植物バイオテクノロジー 2
7 実教 農業 020 農業経営 2
7 実教 農業 022 農業機械 1
7 実教 農業 023 食品製造 6
7 実教 農業 034 農業情報処理　新訂版 2
178 農文協 農業 003 農業科学基礎 1
178 農文協 農業 005 環境科学基礎 1
178 農文協 農業 007 農業情報処理 1
178 農文協 農業 011 植物バイオテクノロジー 3
178 農文協 農業 015 作物 3
178 農文協 農業 016 野菜 3
178 農文協 農業 017 生物活用 7
178 農文協 農業 019 果樹 1
178 農文協 農業 021 農業経営 1
178 農文協 農業 028 畜産 1
178 農文協 農業 030 グリーンライフ 3

農業　　文部科学省著作教科書
7 実教 農業 012 林産加工 2
7 実教 農業 027 森林経営 1
174 コロナ 農業 025 農業経済 1
179 電機大 農業 013 農業土木設計 1
179 電機大 農業 024 動物・微生物バイオテクノロジー 1
179 電機大 農業 032 造園技術 2
201 海文堂 農業 014 造園計画 3

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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書　名 採択学校数

工業　　文部科学省検定済教科書
7 実教 工業 004 新機械工作 2
7 実教 工業 007 建築構造 2
7 実教 工業 013 新機械設計 2
7 実教 工業 014 機械設計１ 3
7 実教 工業 015 機械設計２ 3
7 実教 工業 016 電子機械 2
7 実教 工業 018 工業化学２ 1
7 実教 工業 019 建築設計製図 2
7 実教 工業 021 電気製図 4
7 実教 工業 022 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 027 測量 1
7 実教 工業 028 工業技術基礎 1
7 実教 工業 029 機械製図 5
7 実教 工業 031 工業数理基礎 2
7 実教 工業 032 自動車工学１ 1
7 実教 工業 033 自動車工学２ 1
7 実教 工業 047 自動車整備 1
7 実教 工業 048 電子計測制御 3
7 実教 工業 050 建築計画 3
7 実教 工業 051 土木基礎力学１　構造力学の基礎 2
7 実教 工業 052 土木基礎力学２　水理学・土質力学の基礎 2
7 実教 工業 053 原動機 4
7 実教 工業 060 化学工学 1
7 実教 工業 061 電子機械応用 1
7 実教 工業 063 建築構造設計 2
7 実教 工業 064 土木施工 2
7 実教 工業 086 マルチメディア応用 1
7 実教 工業 088 建築施工 1
7 実教 工業 089 建築法規 2
7 実教 工業 090 土木構造設計 2
7 実教 工業 091 社会基盤工学　土木計画と社会基盤整備 2
7 実教 工業 092 地球環境化学　これからの環境保全技術 3
7 実教 工業 098 情報技術基礎　新訂版 1
7 実教 工業 099 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 1
7 実教 工業 107 電気基礎２　新訂版 4
7 実教 工業 108 プログラミング技術　新訂版 4
7 実教 工業 109 電子情報技術　新訂版 3
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 2
7 実教 工業 112 電気機器　新訂版 4
7 実教 工業 113 電力技術１　新訂版　電力の発生と輸送 4
7 実教 工業 114 電力技術２　新訂版　電力の利用と制御 4
7 実教 工業 115 電子技術　新訂版 2
7 実教 工業 116 電子回路　新訂版 4
7 実教 工業 117 通信技術　新訂版 4
174 コロナ 工業 020 電子機械 2
174 コロナ 工業 049 電子計測制御 1
174 コロナ 工業 055 電子回路 1
174 コロナ 工業 057 電子情報技術 1
174 コロナ 工業 059 ハードウェア技術 1
174 コロナ 工業 062 電子機械応用 1
174 コロナ 工業 077 電子技術 1
174 コロナ 工業 085 通信技術 1
174 コロナ 工業 087 マルチメディア応用 1
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書　名 採択学校数

工業　　文部科学省著作教科書
7 実教 工業 041 設備計画 1
7 実教 工業 045 インテリア計画 1
174 コロナ 工業 079 インテリア製図 2
179 電機大 工業 093 空気調和設備 1
201 海文堂 工業 042 衛生・防災設備 1

商業　　文部科学省検定済教科書
7 実教 商業 020 ビジネス情報 1
7 実教 商業 021 国際ビジネス 1
7 実教 商業 025 ＣＯＢＯＬ　最新プログラミング２１ 2
7 実教 商業 027 マーケティング 6
7 実教 商業 031 会計実務 1
7 実教 商業 034 ビジネス基礎　新訂版 4
7 実教 商業 035 新簿記　新訂版 6
7 実教 商業 036 高校簿記　新訂版 3
7 実教 商業 037 最新情報処理２１　新訂版　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ 4
7 実教 商業 038 情報処理２１　新訂版　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ 4
7 実教 商業 039 商品と流通　新訂版 4
7 実教 商業 040 商業技術　新訂版 9
7 実教 商業 041 新会計　新訂版 3
7 実教 商業 042 高校会計　新訂版 1
7 実教 商業 043 原価計算　新訂版 5
7 実教 商業 044 ビジネス情報　新訂版 4
7 実教 商業 045 経済活動と法　新訂版 9
7 実教 商業 046 文書デザイン　新訂版　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ＆Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 5
144 暁 商業 003 ビジネス基礎　－よりよい社会人をめざして－ 1
144 暁 商業 011 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｆｏｒ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　情報処理 1
190 東法 商業 002 ビジネス基礎 2
190 東法 商業 007 簿記 2
190 東法 商業 010 情報処理 4
190 東法 商業 033 文書デザイン 3

水産　　文部科学省著作教科書
7 実教 水産 003 漁業 1
7 実教 水産 004 船用機関１ 1
7 実教 水産 005 船用機関２ 1
7 実教 水産 007 水産食品製造１ 1
7 実教 水産 008 水産食品製造２ 1
7 実教 水産 016 航海・計器 1
7 実教 水産 019 水産生物 1
174 コロナ 水産 014 水産食品管理１ 1
174 コロナ 水産 015 水産食品管理２ 1
179 電機大 水産 009 漁船運用 1
179 電機大 水産 013 海洋環境 1

家庭　　文部科学省検定済教科書
6 教図 家庭 020 発達と保育　育つ・育てる・育ち合う 8
6 教図 家庭 052 新版フードデザイン　ＣＯＯＫＩＮＧ＆ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴ 9
7 実教 家庭 025 家庭情報処理 6
7 実教 家庭 027 被服製作 9
7 実教 家庭 050 発達と保育　新訂版 12
7 実教 家庭 051 フードデザイン　新訂版 11

家庭　　文部科学省著作教科書
6 教図 家庭 028 消費生活 5
6 教図 家庭 029 児童文化 6
7 実教 家庭 023 生活産業基礎 5
7 実教 家庭 024 ファッションデザイン 5
7 実教 家庭 030 服飾文化 1

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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書　名 採択学校数

情報　　文部科学省検定済教科書
7 実教 情報 032 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　情報産業と社会 1
7 実教 情報 033 Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　＆　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　情報と表現 2
7 実教 情報 034 情報システムの開発 2
7 実教 情報 035 コンピュータデザイン 3
7 実教 情報 057 ネットワークシステム 2
7 実教 情報 058 モデル化とシミュレーション 1

福祉　　文部科学省検定済教科書
7 実教 福祉 005 基礎介護 6
7 実教 福祉 011 社会福祉基礎　新訂版 5

平成２４年度用高等学校教科書目録　第２部　（１１点）

書　名 採択学校数

国語総合
117 明治 国総 037 新　精選国語総合 1
143 筑摩 国総 041 国語総合［改訂版］ 1
183 第一 国総 045 高等学校　改訂版　標準国語総合 1

音楽Ⅰ
89 友社 音Ⅰ 011 改訂新版　高校生の音楽１ 1

英語Ⅰ
109 文英堂 英Ⅰ 054 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　Ｓｕｒｆｉｎｇ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅰ 1
111 池田 英Ⅰ 055 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅰ 1
172 旺文社 英Ⅰ 057 Ｓｔｅｐ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ　[Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ] 2

家庭
6 教図 家庭 002 家庭総合 1

農業　　文部科学省著作教科書
7 実教 農業 026 森林科学 1

工業　　文部科学省検定済教科書
154 オーム 工業 036 新しい　情報技術基礎 1

工業　　文部科学省著作教科書
174 コロナ 工業 083 インテリアエレメント生産 1

平成２３年度用高等学校教科書目録　第１部　（５点）

書　名 採択学校数

国語総合
143 筑摩 国総 039 精選国語総合　現代文編［改訂版］ 1
143 筑摩 国総 040 精選国語総合　古典編［改訂版］ 1
183 第一 国総 044 高等学校　改訂版国語総合 2

数学Ⅰ
104 数研 数Ⅰ 032 改訂版　高校の数学Ⅰ 1
183 第一 数Ⅰ 036 高等学校　新数学Ⅰ 1

平成２２年度用高等学校教科書目録　第１部　（１点）

書　名 採択学校数

家庭
112 一橋 家庭 007 家庭総合－ともに生きる－ 1

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
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県立高等学校における平成２５年度使用教科書採択の仕組みについて 

 
 

 
 
 （参考） 

 
 

各学校長による選定

及び採択希望の提出 採択（教育長決裁） 各学校長に採択通知 

教育委員会に報告 

 
○学校教育法第三十四条第一項： 

小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学

省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。（中学校、

高等学校、特別支援学校も準用） 
 

○学校教育法附則第九条： 
高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校並びに特別支援学

級においては、当分の間、第三十四条第一項（第四十九条、第六十二条、

第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。）の規定にか

かわらず、文部科学大臣の定めるところにより、第三十四条第一項に規定

する教科用図書以外の教科用図書を使用することができる。 
 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十三条： 
教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に

掲げるものを管理し、及び執行する。 
  六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 
 
○鳥取県立学校管理規則第１２条： 

学校は、教育委員会が採択した教科書を使用しなければならない。 
 

○教育長に対する事務の委任等に関する規則第２条： 
教育委員会は、次の各号に掲げる事務を除き、その権限に関する事務を

教育長に委任する。 
 

※ 各号の中に県立高等学校（県立特別支援学校の高等部を含む。）の教科

書採択に関する事務は含まれない→教育長に委任 
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鳥取県立特別支援学校採択教科書一覧表
　　　　　　　　　　　　　　　　別添資料

学校名：鳥取盲学校

１　検定教科書

学部 種目 発行者 書名

小学部 東部地区採択教科書を使用

中学部 東部地区採択教科書を使用

高等部

専攻科

２　文部科学省著作教科書

（１）特別支援学校視覚障害者用教科書

学部 種目 発行者 書名

小学部 国語 ライト こくご　１－１　

国語 ライト こくご　１－２　

国語 ライト こくご　１－３

算数 ヘレン さんすう　１－１　

算数 ヘレン さんすう　１－２　

算数 ヘレン さんすう　１－３　

算数 ヘレン さんすう　１－４　

算数 ヘレン さんすう　１－５

国語 ライト こくご　２－１　

国語 ライト こくご　２－２　

算数 ヘレン さんすう　２－１

算数 ヘレン さんすう　２－２

算数 ヘレン さんすう　２－３

算数 ヘレン さんすう　２－４

算数 ヘレン さんすう　２－５

算数 ヘレン さんすう　珠算編　１　

算数 ヘレン さんすう　珠算編　２　

国語 ライト 国語　３－１　

国語 ライト 国語　３－２　

社会 東点 社会　３・４－１　

社会 東点 社会　３・４－２　

社会 東点 社会　３・４－３　

社会 東点 社会　３・４－４　

社会 東点 社会　３・４－５　

社会 東点 社会　３・４－６　

社会 東点 社会　３・４－７　

算数 ヘレン さんすう　３－１　

算数 ヘレン さんすう　３－２　

算数 ヘレン さんすう　３－３　

算数 ヘレン さんすう　３－４　

算数 ヘレン さんすう　３－５

算数 ヘレン さんすう　３－６

理科 東点 理科　３－１

理科 東点 理科　３－２

国語 ライト 国語　４－１　

国語 ライト 国語　４－２　

算数 ヘレン 算数　４－１　

算数 ヘレン 算数　４－２　

算数 ヘレン 算数　４－３　

（県立高等学校使用教科書採択一覧参照）
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算数 ヘレン 算数　４－４　

算数 ヘレン 算数　４－５

算数 ヘレン 算数　４－６

算数 ヘレン 算数　４－７

算数 ヘレン 算数　４－８

理科 東点 理科　４－１

理科 東点 理科　４－２

理科 東点 理科　４－３

国語 ライト 国語　５－１　

国語 ライト 国語　５－２　

社会 東点 社会　５－１　

社会 東点 社会　５－２　

社会 東点 社会　５－３　

社会 東点 社会　５－４　

社会 東点 社会　５－５　

算数 ヘレン 算数　５－１　

算数 ヘレン 算数　５－２　

算数 ヘレン 算数　５－３　

算数 ヘレン 算数　５－４　

算数 ヘレン 算数　５－５　

算数 ヘレン 算数　５－６　

算数 ヘレン 算数　５－７　

理科 東点 理科　５－１

理科 東点 理科　５－２

理科 東点 理科　５－３

国語 ライト 国語　６－１　

国語 ライト 国語　６－２　

社会 東点 社会　６－１　

社会 東点 社会　６－２　

社会 東点 社会　６－３　

社会 東点 社会　６－４　

社会 東点 社会　６－５　

社会 東点 社会　６－６　

算数 ヘレン 算数　６－１　

算数 ヘレン 算数　６－２　

算数 ヘレン 算数　６－３　

算数 ヘレン 算数　６－４　

算数 ヘレン 算数　６－５　

算数 ヘレン 算数　６－６　

理科 東点 理科　６－１

理科 東点 理科　６－２

理科 東点 理科　６－３

中学部 国語 支援センター 国語　１－１　

国語 支援センター 国語　１－２　

国語 支援センター 国語　１－３　

国語 支援センター 国語　１－４　

国語 支援センター 国語　１－５　

国語 支援センター 国語　１－６　

国語 支援センター 国語　２－１　

国語 支援センター 国語　２－２　

国語 支援センター 国語　２－３　

国語 支援センター 国語　２－４　

国語 支援センター 国語　２－５　
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国語 支援センター 国語　２－６　

国語 支援センター 国語　３－１　

国語 支援センター 国語　３－２　

国語 支援センター 国語　３－３　

国語 支援センター 国語　３－４　

国語 支援センター 国語　３－５　

国語 支援センター 国語　３－６　

地理 支援センター 社会　（地理）　１

地理 支援センター 社会　（地理）　２

地理 支援センター 社会　（地理）　３

地理 支援センター 社会　（地理）　４

地理 支援センター 社会　（地理）　５

地理 支援センター 社会　（地理）　６

地理 支援センター 社会　（地理）　７

地理 支援センター 社会　（地理）　８

地理 支援センター 社会　（地理）　資料編　１

地理 支援センター 社会　（地理）　資料編　２

地理 支援センター 社会　（地理）　資料編　３

歴史 ヘレン 社会　（歴史）　１

歴史 ヘレン 社会　（歴史）　２

歴史 ヘレン 社会　（歴史）　３

歴史 ヘレン 社会　（歴史）　４

歴史 ヘレン 社会　（歴史）　５

歴史 ヘレン 社会　（歴史）　６

歴史 ヘレン 社会（歴史）資料編

公民 日点 社会　（公民）　１

公民 日点 社会　（公民）　２

公民 日点 社会　（公民）　３

公民 日点 社会　（公民）　４

公民 日点 社会　（公民）　５

公民 日点 社会　（公民）　６

公民 日点 社会　（公民）　資料編

数学 ライト 数学　１－１

数学 ライト 数学　１－２

数学 ライト 数学　１－３

数学 ライト 数学　１－４

数学 ライト 数学　１－５

数学 ライト 数学　１－６

数学 ライト 数学　１－７

数学 ライト 数学　２－１　

数学 ライト 数学　２－２　

数学 ライト 数学　２－３　

数学 ライト 数学　２－４　

数学 ライト 数学　２－５　

数学 ライト 数学　２－６

数学 ライト 数学　３－１　

数学 ライト 数学　３－２　

数学 ライト 数学　３－３　

数学 ライト 数学　３－４　

数学 ライト 数学　３－５　

数学 ライト 数学　３－６

数学 ライト 数学　３－７

理科 東点 理科　１－１
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理科 東点 理科　１－２

理科 東点 理科　１－３

理科 東点 理科　１－４

理科 東点 理科　１－５

理科 東点 理科　１－６

理科 東点 理科　１－７

理科 東点 理科　１－８

理科 東点 理科　２－１

理科 東点 理科　２－２

理科 東点 理科　２－３

理科 東点 理科　２－４

理科 東点 理科　２－５

理科 東点 理科　２－６

理科 東点 理科　２－７

理科 東点 理科　２－８

理科 東点 理科　３－１

理科 東点 理科　３－２

理科 東点 理科　３－３

理科 東点 理科　３－４

理科 東点 理科　３－５

理科 東点 理科　３－６

理科 東点 理科　３－７

理科 東点 理科　３－８

理科 東点 理科　３－９

英語 東点 英語　１－１

英語 東点 英語　１－２　

英語 東点 英語　１－３　

英語 東点 英語　１－４

英語 東点 英語　（資料編　１）

英語 東点 英語　（資料編　２）

英語 東点 英語　（資料編　３）

英語 東点 英語　（資料編　４）

英語 東点 英語　（資料編　５）

英語 東点 英語　（資料編　６）

英語 東点 英語　２－１　

英語 東点 英語　２－２　

英語 東点 英語　２－３　

英語 東点 英語　２－４

英語 東点 英語　３－１

英語 東点 英語　３－２

英語 東点 英語　３－３

英語 東点 英語　３－４

英語 東点 英語　３－５

英語 東点 英語　３－６
高等部 採択なし

３　一般図書（特別支援学校・学級用）

学部 発行者

小学部 ライト
ライト
ライト
ライト
ライト

書名

小学生の音楽　５

小学生のおんがく　１
小学生の音楽　２

小学生の音楽　４
小学生の音楽　３
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ライト
ライト
ライト
ライト
ヘレン
ヘレン
ヘレン
光村
光村
光村
光村
光村
光村
光村
光村
光村
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
東書
教芸
教芸
教芸
教芸
教芸
教芸
日文
日文
日文
日文
日文
日文 ずがこうさく１・２　上　おもったことを

小学生の音楽６　拡大教科書
小学校社会３・４年上
小学校社会３・４年下
小学生の社会６上日本の歩み拡大教科書
小学生の社会６下世界の中の日本拡大教科書
ずがこうさく１・２　上　かんじたことを

新しい生活下
小学生のおんがく１　
小学生の音楽２　　
小学生の音楽３　拡大教科書
小学生の音楽　４拡大教科書
小学生の音楽５　拡大教科書

新しい算数６上　拡大教科書
新しい算数６下　拡大教科書
新しい理科３　拡大教科書
新しい理科４　拡大教科書
新しい理科６　拡大教科書
あたらしいせいかつ上

新しい算数　２上　
新しい算数　２下
新しい算数３上　拡大教科書
新しい算数３下　拡大教科書
新しい算数４上　拡大教科書
新しい算数４下　拡大教科書

新しい書写　五　拡大教科書
新しい書写　六
新しい社会科地図
新しい社会５上　拡大教科書
新しい社会５下　拡大教科書
あたらしいさんすう１

新しい国語五上　拡大教科書
新しい国語五下　拡大教科書
あたらしい　しょしゃ　一
新しいしょしゃ　二
新しい書写三
新しい書写四

こくご二下　赤とんぼ
国語三上　わかば　
国語三下　あおぞら
国語四上　かがやき
国語四下　はばたき
国語六　創造

家庭科　５・６年　３
こくご一上　かざぐるま
こくご一下　ともだち

初等地図帳
みんなのほけん３・４年
みんなの保健５・６年
家庭科　５・６年　１

こくご二上　たんぽぽ

小学生の音楽　６

家庭科　５・６年　２
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日文
日文
日文
日文
啓林館
啓林館
啓林館
開隆堂

文教社
文教社
偕成社
偕成社

偕成社

偕成社

ポプラ
ポプラ
音楽センター
絵本館
金の星社
こばと
数学研究社

学研
学研

中学部 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
ライト
ヘレン
ヘレン
ヘレン
ヘレン
ヘレン
ヘレン
ヘレン
ヘレン
ヘレン
ヘレン
ヘレン
光村
光村
光村

キューズ

国語　１
国語　２
国語　３

 中学校拡大教材　新編　新しい社会　地理　１

技術・家庭　家庭分野　１
技術・家庭　家庭分野　２
技術・家庭　家庭分野　３
技術・家庭　家庭分野　４
技術・家庭　家庭分野　５
技術・家庭　家庭分野　６

新・中学保健体育　４
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　４
技術・家庭　技術分野　５

中学生の音楽　２・３下２
中学生の器楽　１
中学生の器楽　２
新・中学保健体育　１
新・中学保健体育　２
新・中学保健体育　３

社会科地図帳
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

五味太郎ことばのえほんあいうえおかるた
げんきをつくる食育えほん１　たべるのだいすき
認知発達教材ステップアップマッチング
ゆびでなぞってかぞえて１０までかぞえられたら
てあそびおうたえほんてとてでおどろう！あたまかたひざポン
キッズえほんシリーズさがしてみよう！マークのえほん

子どものマナー図鑑１ふだんの生活マナー

エリックカールの絵本（光る絵本）さびしがりやのほたる

エリックカールの絵本できるかな？あたまからつまさきまで

ペーパーランド１とびだすおりがみ
あそびのひろば８らくがきあそび
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

わくわく算数５下拡大教科書
わくわく理科５拡大教科書
小学校わたしたちの家庭科　５・６拡大教科書
わたしたちのほけん３・４年拡大教科書
わたしたちの保健　５・６年　拡大教科書　
五味太郎ゲームブック２かぞえてみようくらべてみよう

図画工作３・４　上よさを見つけて
図画工作３・４下ちがいをみとめて
図画工作５・６上　心を通わせて拡大教科書
図画工作５・６下　伝えあって拡大教科書
わくわく算数５上拡大教科書
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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
キューズ
帝国
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
キューズ
キューズ
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
大活字
教芸
教芸
教芸
教芸
日文
日文
日文
東書
開隆堂
開隆堂
冨山房
ぼりゅうむ
小峰書店
さえら
古今社
ブロンズ社
金の星社
偕成社
成美堂出版
東点（文科省著作教科書）

東点（文科省著作教科書）

東点（文科省著作教科書）

東点（文科省著作教科書）

東点（文科省著作教科書）

音と光のでる絵本えいご どうようのうた
英語　１－１　
英語　１－２　
英語　１－３　
英語　（資料編　１）
英語　（資料編　２）

ポップアップ世界探検
母と子の園芸教室ハーブを楽しもう
クニ河内のＣＤ付あそび歌絵本クニさんのうたうたあそぼンゴ新版ＣＤ付
いつでもらくがき　　　　　　はる・なつ・あき・ふゆ
げんきをつくる食育絵本３びょうきからまもってくれるたべもの
はじめての手芸シリーズ５さらさら植物染め

美術　2・3下　美術の広がり　拡大教科書
新編 新しい保健体育　拡大版
拡大版　技術・家庭『家庭分野』
拡大版　技術・家庭『技術分野』
しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩
ＳＯＦＴＳＨＡＰＥＳかず（ＣＯＵＮＴ）

中学校拡大教材 中学生の音楽１
中学校拡大教材 中学生の音楽２・３上
中学校拡大教材 中学生の音楽２・３下
中学校拡大教材 中学生の器楽
美術　１　自由な心で　拡大教科書
美術　2・3上　美を求めて　拡大教科書

 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　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　新しい数学１上
 中学校拡大教材新編　新しい数学１下

 中学校拡大教材　新編　新しい数学２上
 中学校拡大教材　新編　新しい数学２下
 中学校拡大教材　新編　新しい数学３上
 中学校拡大教材　新編　新しい数学３下

 中学校拡大教材　新編　新しい科学１分野下　２
 中学校拡大教材　新編　新しい科学２分野上　１
 中学校拡大教材　新編　新しい科学２分野上　２
 中学校拡大教材　新編　新しい科学２分野上　３
 中学校拡大教材　新編　新しい科学２分野下　１
 中学校拡大教材　新編　新しい科学２分野下　２

 中学校拡大教材新編　新しい社会　公民　３
新編 中学校社会科地図 初訂版　拡大字版

 中学校拡大教材　新編　新しい科学１分野上　１
 中学校拡大教材　新編　新しい科学１分野上　２
 中学校拡大教材　新編　新しい科学１分野上　３
 中学校拡大教材　新編　新しい科学１分野下　１

 中学校拡大教材　新編　新しい社会　地理　４
 中学校拡大教材新編　新しい社会　歴史　１
 中学校拡大教材新編　新しい社会　歴史　２
 中学校拡大教材新編　新しい社会　歴史　３
 中学校拡大教材新編　新しい社会　公民　１
 中学校拡大教材新編　新しい社会　公民　２

 中学校拡大教材　新編　新しい社会　地理　２

 中学校拡大教材　新編　新しい社会　地理　３
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東点（文科省著作教科書）

東点（文科省著作教科書）

東点（文科省著作教科書）

高等部 さえら
さえら
童話屋
福音館
ポプラ
ポプラ
大日本絵画
永岡書店
くもん出版

工作キットＢＯＯＫ
ＣＤ付き英語カードあいさつと話しことば編

かがくのとも　傑作集　あしたのてんきははれ！くもり！あめ！
音のでる絵本シリーズ２０ステレオサウンドトラックピアノカラオケえほん
からだのふしぎがとびだすよ！ポップアップ人体えほん
音のでるとびだししかけえほん動物の鳴き声ジャングル

英語　（資料編　３）
英語　（資料編　４）
英語　（資料編　５）
さ・え・ら図書館／国語　　　話してみようよ
地球の未来とゴミ学習２　リサイクルを調べる
美しい数学シリーズ１０人のゆかいなひっこし
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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　検定教科書
学部 種目 発行者 書名

小学部 東部地区採択教科書を使用

中学部 東部地区採択教科書を使用

高等部 （県立高等学校使用教科書採択一覧参照）

２　文部科学省著作教科書
（１）特別支援学校聴覚障害者用教科書

学部 種目 発行者 書名
小学部 国語 教育出版 こくご－ことばのべんきょう　一ねん（上）

国語 教育出版 こくご－ことばのべんきょう　一ねん（下）

国語 教育出版 こくご－ことばのべんきょう　三ねん（上）

国語 教育出版 こくご－ことばのべんきょう　三ねん（下）

国語 教育出版 国語　ことばのれんしゅう　四年

国語 教育出版 国語　ことばの練習　五年

中学部 採択なし

高等部 採択なし

３　一般図書（特別支援学校・学級用）

学部 発行者

中学部 岩崎書店

絵本館

偕成社

偕成社

金の星社

くもん出版
くもん出版
成美堂出版
戸田デザイン研究室

高等部 偕成社
さ・え・ら書房
さ・え・ら書房
戸田デザイン研究室

フレーベル館
フレーベル館 ことばでひらく絵の世界　はじめてであう美術館

にっぽんちず絵本

母と子の手づくり教室　毛糸と布のたのしい手づくり教室
母と子の手づくり教室　母と子の園芸教室野菜をつくろう

書きかたカード「ひらがな」
CD付き　楽器カード
CDつき楽しく歌える英語のうた

日本むかし話　おむすびころりん

とけいのえほん
フレーベル館の図鑑ナチュラ　ひとのからだ

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

ひとりでできるもん！10　おしゃれなおかし作り

書名

ひとりでできる手作りBOX12　しぜんで工作しよう

五味太郎の絵本10　かたち

子どもの生活6　じょうぶなからだになれるよ！
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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　検定教科書
学部 種目 発行者 書名

小学部 西部地区採択教科書を使用

中学部 西部地区採択教科書を使用

２　文部科学省著作教科書
（１）特別支援学校聴覚障害者用教科書

学部 種目 発行者 書名

小学部 国語 教育出版 こくご　ことばのべんきょう　二ねん（上）

国語 教育出版 こくご　ことばのべんきょう　二ねん（下）

国語 教育出版 国語　ことばのれんしゅう　四年

中学部 国語 教育出版 国語　言語編

３　一般図書（特別支援学校・学級用）

学部 発行者

小学部 岩崎書店
偕成社
金の星社
童心社
婦人之友社
ポプラ社

中学部 あかね書房
偕成社
国土社
さ・え・ら書房
太郎次郎社エディタス

同成社 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）

こどもがつくるたのしいお料理
あそびのひろば２　やさしいてづくりのプレゼント
あかね書房の学習えほんことばのえほんＡＢＣ
坂本廣子のひとりでクッキング２　昼ごはんつくろう！
たのしい図画工作１６ちぎり絵・きり絵・はり絵
母と子の手づくり教室毛糸と布のたのしい手づくり教室

かずのほん２　０から１０まで

書名

五味たろうのことばとかずの絵本　ことばのあいうえお
ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろあいうえお
げんきをつくる食育えほん１　たべるのだいすき！

漢字がたのしくなる本シリーズ　漢字が楽しくなる本ワーク２あわせ漢字あそび
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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　検定教科書

学部 種目 発行者 書名

小学部 採択なし

中学部 東部地区採択教科書を使用

高等部 （県立高等学校使用教科書採択一覧参照）

２　文部科学省著作教科書

（１）特別支援学校視覚障害者用教科書

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）特別支援学校知的障害者用教科書

学部 種目 発行者 書名

小学部 音楽 東書 おんがく☆☆

中学部 採択なし

高等部 採択なし

３　一般図書（特別支援学校・学級用）

学部 発行者

小学部 あかね書房
あかね書房
あかね書房
あかね書房
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
学研
学研
学研
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
グランまま社
こぐま社
こぐま社
小峰書店
チャイルド本社
童心社
童心社
童心社
戸田デザイン研究室

同成社
同成社
永岡書店

書名

単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
 かばくん・くらしのえほん２　かばくんのおかいもの

 からだのえほん４からだにもしもし

 木村裕一・しかけ絵本１みんなみんなみーつけた
 ノンタンあそぼうよ１ノンタンぶらんこのせて

 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし
 五味太郎の絵本わにさんどきっはいしゃさんどきっ

 けんちゃんとあそぼう３まねっこまねっこ
 五味太郎の絵本９　いろ

 あかちゃんのあそびえほん２　いないいないばああそび
 ノンタンあそぼうよ８　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう

あそびのおうさまＢＯＯＫ　おうさまのたからばこ　スタンプポン
 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん

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

 あかちゃんのあそびえほん４ひとりでうんちできるかな
 あかちゃんのあそびえほん６いいおへんじできるかな
 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・カールかずのほん1，2，3　どうぶつえんへ

生活図鑑カード　たべものカード
ぼくとわたしのせいかつえほん

 こぐまちゃんえほん第２集こぐまちゃんのみずあそび
 こぐまちゃんえほん第１集こぐまちゃんおはよう

ひらがなカード
 生活図鑑カードくだものやさいカード１集　

生活図鑑カード　生活道具カード
かずカード

ピーマン村の絵本たちさつまのおいも
あいうえおえほん
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１（改訂版）（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」１（量概念の基礎・比較・なかまあつめ）

 くまたんはじめてシリーズおいしいおいしい１・２・３
ぬったりかいたりらくがきBOOK
ピーマン村の絵本たちよーいどん！
１４ひきのシリーズ１４ひきのピクニック

どうようピアノえほん　９曲のカラオケが歌える自動演奏つき！
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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

ひさかたチャイルド

福音館書店
福音館書店
文研出版
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社
ふくろうの家
学研マーケティング

学研マーケティング

大日本絵画
東京書店
東京書店
評論社

中学部 あかね書房
あかね書房
あかね書房
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
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
学研マーケティング

学研マーケティング

学研マーケティング

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
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
グランまま社
グランまま社

あそびうたのほんＣＤつき
手あそび指あそび歌あそびブック１

 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
しかけ絵本の本棚コロちゃんはどこ？

リズムにあわせてうたいながらたたこう　たいこでドン！ドン！デラックス
 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
 お手本のうた付き！どうよううたのえほん

みるみる絵本もこもこもこ
ペーパーランド８　おりがみえあそび

 音のでる知育絵本４こえでおぼえるあいうえおのほん
 おととあそぼうシリーズ７ドン！ドコ！ドン！たいこ

スキンシップ絵本　かずのえほん
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
こどものとも絵本集おおきなかぶ

 世界傑作絵本シリーズブレーメンのおんがくたい

かわいいてんとうむし
ドンドコドンドンたいこであそぼ！
ヒュルヒュルドカーンおまつりたいこ！

  さわってあそぶえほんちっちゃなウサちゃんおねんねよ

 絵本・いつでもいっしょ２どうぶつなんびき？
   からださん元気ですか体操だっこにおんぶ　

さわって　さわって
 あそびのおうさまずかん７たべもの

 かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち
 もじのえほん　かんじ（１）
けんちゃんとあそぼう１　のってのって
ひとりでできる手づくりBOX１２ しぜんで工作しよう

あかね書房の学習えほん　 ことばのえほんＡＢＣ
 あかね書房の学習えほんえいごえほん　           ぞうさんのピクニック

 かばくん・くらしのえほん２　かばくんのおかいもの
 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 

木村裕一・しかけ絵本１　みんなみんなみーつけた
エリック・カールの絵本　うたがみえるきこえるよ
子どものマナー図鑑１　ふだんの生活のマナー

 五味太郎の絵本　わにさんどきっはいしゃさんどきっ

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
五味太郎の絵本１０　かたち

 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

ＣＤつきえほん　えいごのうた
はっけんずかん　のりもの
レインボーことば絵じてん

 ＮＨＫ・新ひとりでできるもん！　リサイクルでつくっちゃおう

  五味太郎・しかけ絵本１ きいろいのはちょうちょ
子どものマナー図鑑３ 　でかけるときのマナー
坂本廣子のひとりでクッキング２　昼ごはんつくろう！
五味太郎・言葉図鑑６　 くらしのことば

ひとりでできるもん！５　すてきなおかし作り
げんきをつくる食育えほん１　たべるのだいすき
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
ひらがなカード

ひとりでできるもん！１０　おしゃれなおかし作り
やさしいからだのえほん１　からだのなかはどうなってるの？
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！４　うれしいごはん、パン、めん料理

ぼくとわたしのせいかつえほん
うたえほんⅡ 

はとのクルックのとけいえほん
生活図鑑カード　お店カード
生活図鑑カード　生活道具カード
 CD付き　楽器カード
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グランまま社
講談社
好学社
国土社 
こぐま社
こぐま社 
こぐま社 
こぐま社
さ・え・ら書房
三省堂
視覚デザイン研究所

小学館
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
チャイルド本社
童心社
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

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

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

福音館書店

福音館書店

婦人之友社

文研出版

福村出版

フレーベル館

ポプラ社

ポプラ社

ポプラ社

理論社
学研マーケティング

高等部 あかね書房

岩崎書店

岩崎書店

岩崎書店

うたえほん
 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

かおかおどんなかお
ぷうとぴょんの絵本　　 おんなじおんなじ
たのしい工作教室　ダンボールのたのしい工作教室
こども　きせつのぎょうじ絵じてん増補新装版

レオ・レオニの絵本　スイミー
 たのしい図画工作１６　ちぎり紙・きり紙・はり絵
馬場のぼるの絵本　１１ぴきのねこ
ことばあそびの絵本　ぶたたぬききつねねこ

CDつき　楽しく歌える英語のうた
いちばんわかりやすい　小学生のための学習世界地図張
ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
かずのえほん１　どっちがたくさん

ハートアートシリーズ 　色のえほん
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
知育えほん　マークのずかん
自立生活ハンドブック８　しょく（食） 

あいうえおえほん

ABCえほん

とけいのえほん

にっぽんちず絵本

 かこさとしからだの本２　たべもののたび
かずのほん２　０から１０まで

 １４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごはん
ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも

お手本のうた付き！どうよううたのえほん

 認識絵本５　いくつかな

あそびうたのほん　CDつき　

こどものずかんＭｉｏ１０　たべもの

ゆっくり学ぶ子のための　「こくご」２（改訂版）（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」１（改訂版）（ひらがなのことば・文・文章の読み）

 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２

リズムにあわせてうたいながらたたこう　たいこでドン！ドン！デラックス

ピーター・スピアーの絵本１　せかいのひとびと
 かがくのとも傑作集（わくわく・にんげん）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

 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！

かがくのとも傑作集　   （ わいわい・あそび）　かみであそぼうきる・おる

手あそび指あそび歌あそびブック１

認識絵本１０　おおきいちいさい

改訂新版　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４　　はなとやさい・くだもの

よくみるよくきくよくする絵本　たべものとからだ

 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

 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

安野光雅の絵本　はじめてであうすうがくの絵本１

日本傑作絵本シリーズ　 おふろだいすき

福音館の科学シリーズ　 絵で見る日本の歴史

 幼児絵本シリーズ  やさい

あそびのおうさまずかん１　からだ

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　すうじの絵本

五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお

音のでる知育絵本７　こえでおぼえる１２３かずのほん

おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ

音のでる知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん

あいうえおうさま

あそびの絵本１７えのぐあそび
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偕成社

偕成社

偕成社

偕成社

さ・ら・え書房

ドレミ楽譜出版社

東洋館出版社

東洋館出版社

永岡書店

永岡書店

永岡書店

福音館書店

偕成社

日本ライトハウス

日本ライトハウス

日本むかし話　おむすびころりん

母と子の手作り教室毛糸と布のたのしい手作り教室

保育名歌こどものうた１００選

くらしに役立つ国語

 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

かこさとし　うつくしい絵

 １０+１人の絵本作家オリジナルソング集うたのパレット

福音館の科学シリーズあそびのレシピ　つくるたのしみ

あかちゃんのあそびえほん５うごくにんぎょうあそび

文部科学省著作教科書　盲学校小学部こくご１－１

文部科学省著作教科書　盲学校小学部こくご１－２

くらしに役立つ数学

どうようピアノえほん９曲のカラオケが歌える自動演奏付き！

 リズムにあわせてうたいながらたたこうたいこでドン！ドン！デラックス

 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
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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　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　文部科学省著作教科書

（１）　特別支援学校知的障害者用教科書

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

３　一般図書（特別支援学校・学級用)
学部 発行者

小学部 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
絵本館
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
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社
偕成社

偕成社

学研マーケティ
ング
学研マーケティ
ング
学研マーケティ
ング
学研マーケティ
ング

学研マーケティ
ング
学研マーケティ
ング
金の星社
金の星社
金の星社
金の星社

 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

あそびの絵本6 ねんどあそび

書名

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
絵本図鑑シリーズ8 やさいのずかん

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
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

五味太郎の絵本９　いろ
五味太郎の絵本 かずのえほん１・２・３
ノンタンあそぼうよ８　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう
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

 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?－アメリカのわらべうた

 五味太郎・しかけ絵本１　きいろいのはちょうちょ
 坂本廣子のひとりでクッキング１朝ごはんつくろう！

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
 あかちゃんのあそびえほん6　いいおへんじできるかな

 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　はらぺこあおむし

 あそびのおうさまBOOK はじめてぬるほん

 あそびのおうさまBOOK はじめてきるほん

新版ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　きせつ

あそびのおうさまBOOKおうさまのたからばこ　スタンプポン

 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

はっけんずかん　どうぶつ

 NHK・新ひとりでできるもん！　リサイクルでつくっちゃおう

ほんとのおおきさ動物園

 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
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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
くもん出版
くもん出版
グランまま社
講談社
好学社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
小峰書店
小峰書店
三省堂
三省堂
小学館
ジュラ出版局
鈴木出版
成美堂出版
成美堂出版
成美堂出版
世界文化社

太郎次郎社エ
ディタス

チャイルド本社
童心社
童心社
戸田デザイン研
究室
戸田デザイン研
究室
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
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
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

 やさしいからだのえほん４　むしばはどうしてできるの？
ひらがなおけいこ
はじめてのひらがな１集

書きかたカード「ひらがな」
ひらがなカード
とけいカード
はとのクルックのとけいえほん

 生活図鑑カード　たべものカード
 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集
 生活図鑑カード　お店カード
 生活図鑑カード　生活道具カード

 ぶうとぴょんの絵本　おんなじおんなじ
 こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく

 くまたんのはじめてシリーズ　よめるよよめるよあいうえお
 くまたんのはじめてシリーズ　おいしいおいしい１・２・３

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
レオ・レオニの絵本　スイミー

 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

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
CDつき楽しく歌える英語のうた

こどもきせつのぎょうじ絵じてん増補新装版
こどもマナーとけいご絵じてん

 21世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３
ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん　あそぼ！

ピーマン村の絵本たちよーいどん！

１から１００までのえほん

とけいのえほん

 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１(改訂版)(ひらがなのことば・文・文章の読み)

 写真でわかるなぜなに１　どうぶつ

漢字がたのしくなる本シリーズ　漢字がたのしくなる本ワーク１基本漢字あそび

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

 おしゃべりあいうえおはじめてのひらがな
 リズムにあわせてうたいながらたたこう　たいこでドン！ドン！デラックス

認識絵本１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おおきいちいさい
２０２シリーズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たべもの２０２

 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)

 お手本のうた付き！どうよううたのえほん
 お手本のうた付き！　どうよううたのえほん２

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１・２・３

スキンシップ絵本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かずのえほん

改訂新版体験を広げるこどものずかん４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はなとやさい・くだもの
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

 こどものとも傑作集はじめてのおつかい
 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みんなであそぶわらべうた

かがくのとも傑作集（わいわい・あそび）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しんぶんしでつくろう
福音館の科学シリーズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道ばたの四季

 こどものとも絵本そらいろのたね
 こどものとも絵本おおきなかぶ
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福音館書店
福音館書店
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
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
偕成社
世界文化社
ひさかたチャイルド

フォーラムＡ
中学部 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
学研マーケティ
ング
学研マーケティ
ング
学研マーケティ
ング
学研マーケティ
ング
教学研究社
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
くもん出版
講談社
こぐま社
小学館
小学館
小学館
ジュラ出版局
鈴木出版
成美堂出版
成美堂出版
成美堂出版

 日本傑作絵本シリーズドオン！

 フレーベル館の図鑑ナチュラ　はるなつあきふゆ
 ペーパーランド8おりがみえあそび

 クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに
 うたってかいてけせるえほん1音のでるえかきうた

  DO！図鑑シリーズ工作図鑑作って遊ぼう！伝承・創作おもちゃ
 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

 ふしぎをためすかがく図鑑しょくぶつのさいばい
 ふしぎをためすかがく図鑑しぜんあそび

たしざんおけいこ２集
とけいおけいこ１集
やさしいカタカナ

 どうぶつむらしかけ絵本がんばれ！くまのおいしゃさん

 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７　ドン！ドコ！ドン！たいこ

 音の出る知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん
ぶんのおけいこ

 あそびの絵本6ねんどあそび
 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

 五味太郎のことばとかずの絵本漢字の絵本
 日本むかし話おむすびころりん

 めくってあそべて鏡つきいないいないワン！
くるまでおでかけ

 基本がわかる算数プリント小学2年生
 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

 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！

 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

 五味太郎・言葉図鑑３かざることば（A)
 五味太郎・言葉図鑑５つなぎのことば

 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）ごちゃまぜカメレオン

絵を見て学ぶこどもの英語１
 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？

 NHK・新ひとりでできるもん！リサイクルでつくっちゃおう
 「そろそろお子さまに」えんぴつひらがな

 はっけんずかんどうぶつ

 あそびのおうさまBOOKはじめてきるほん

 新版ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 きせつ

  あそびのおうさまBOOKおうさまのたからばこスタンプポン

 生活図鑑カードお店カード
 生活図鑑カード生活道具カード

はじめてのえんぴつ
CD付き　楽器カード

ひらがなおけいこ
カタカナおけいこ
漢字おけいこ
やさしいひらがな２集

 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
ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん　あそぼ！

 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

ブルーナのアイディアブック　ミッフィーｰの１から１０まで
 こぐまちゃんえほん別冊さよならさんかく

 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

 はじめてのピアノえほんドレミのうた
 いちばんわかりやすい小学生のための学習日本地図帳
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成美堂出版
世界文化社
大日本絵画

太郎次郎社エ
ディタス

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
同成社
同成社
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
ひかりのくに

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
フレーベル館
ポプラ社
ポプラ社
むぎ書房
くもん出版
くもん出版
くもん出版

高等部 岩崎書店
偕成社
偕成社
偕成社

学研マーケティ
ング

学研マーケティ
ング

学研マーケティ
ング
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
くもん出版
くもん出版
好学社
こぐま社

 メロディーえほんICピアノえほん四季のどうようー12カ月

 漢字がたのしくなる本シリーズ　漢字がたのしくなる本ワーク３部首あそび

 かずのほん３０から１０までのたしざんひきざん
 １４ひきのシリーズ１４ひきのぴくにっく

CDつき楽しく歌える英語のうた
 写真でわかるなぜなに１どうぶつ

 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)
 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)

あいうえおえほん

よみかた絵本

とけいのえほん

ゆっくり学ぶ子のための　国語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
たのしいてあそびうたえほん
あそびうたのほんCDつき

 スキンシップ絵本かたかなアイウエオ

 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
 リズムにあわせてうたいながらたたこうたいこでドン！ドン！デラックス

 認識絵本１０おおきいちいさい
 ２０２シリーズたべもの２０２

 日本傑作絵本シリーズおふろだいすき
 ふしぎをためすかがく図鑑しぜんあそび

  うたってかいてけせるえほん1音のでるえかきうた
 おととあそぼうシリーズ７ドン！ドコ！ドン！たいこ

 スキンシップ絵本かずのえほん

  かがくのとも傑作集（わくわく・にんげん）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
 福音館の科学シリーズただいまお仕事中大きくなったらどんな仕事をしてみたい？

 こどものとも絵本おおきなかぶ

 絵本図鑑シリーズ4 林と虫たちの一年
 エリック・カールかずのほん　１，２，３どうぶつえんへ

 ノンタンあそぼうよ１ノンタンぶらんこのせて
 五味太郎・言葉図鑑３　かざることば（A)

わかるさんすう２
小学ドリル４年生の文章題
小学ドリル３年生の文章題
小学ドリル２年生の文章題

 「そろそろお子さまに」えんぴつひらがな
ひらがなおけいこ
やさしいひらがな1集
カタカナおけいこ

はっけんずかん　のりもの

 あそびのおうさまBOOKおうさまのたからばこ　スタンプポン

 ＮＥＷあそびのおうさまBOOK ぬって

 ひとりでできるもん！１　たのしいたまご料理

はとのクルックのとけいえほん
CD付き　楽器カード

 レオ・レオニの絵本　スイミー
かおかおどんなかお

漢字おけいこ
 生活図鑑カード　たべものカード

とけいカード
かずカード
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全日本手をつな
ぐ育成会
成美堂出版
成美堂出版
太郎次郎社エ
ディタス
同成社
東洋館出版社
東洋館出版社
永岡書店
永岡書店
永岡書店
永岡書店
ひかりのくに
評論社
福音館書店
福音館書店
文研出版
ポプラ社

学研マーケティ
ング
学研マーケティ
ング
金の星社
くもん出版
くもん出版
くもん出版
くもん出版
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館
小学館

全日本手をつな
ぐ育成会

日本教育研究
出版
日本教育研究
出版
フォーラム・Ａ
フォーラム・Ａ
フォーラム・Ａ
フォーラム・Ａ
フォーラム・Ａ
フォーラム・Ａ
学研教育出版
学研教育出版
学研教育出版
ベネッセコーポ
レーション
ベネッセコーポ
レーション

浜島書店

ジアース教育新
社

  ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３(改訂版)(文章を読む、作文・詩を書く)
くらしに役立つ国語
くらしに役立つ数学

 お手本のうた付き！どうよううたのえほん

   自立生活ハンドブック５　ぼなぺてぃどうぞめしあがれ

  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

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

 ピーター・スピアーの絵本１せかいのひとびと
 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－はたらく人みつけた－
みるみる絵本　もこもこもこ

どうようピアノえほん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９曲のカラオケが歌える自動演奏つき！
 お手本のうた付き！　どうよううたのえほん２

  リズムにあわせてうたいながらたたこう　たいこでドン！ドン！デラックス
 ２０２シリーズたべもの２０２

すうじあそび１集
 くもんの小学ドリル　国語　２年のかん字

たしざんおけいこ1集
 はじめてのすうじ２・３・４歳

 うたってかいてけせるえほん1音のでるえかきうた

6歳　ことば・ぶん

 多湖輝のNEW頭脳開発　6歳できるかな

 ひとりでできるもん!らくらく電子レンジ料理

 基礎学力向上プリント徹底反復　新漢字100日プリント　２年
 基礎学力向上プリント徹底反復　新漢字100日プリント　１年

 陰山英男の徹底反復シリーズ徹底反復「新・算数プリント」小学校全学年

 自立生活ハンドブック１５ＣＯＯＫヘルシー

 基礎学力向上プリント徹底反復　新漢字100日プリント　６年
 基礎学力向上プリント徹底反復　新漢字100日プリント　５年
 基礎学力向上プリント徹底反復　新漢字100日プリント　４年
 基礎学力向上プリント徹底反復　新漢字100日プリント　３年

 基本がわかる算数プリント小学３年生
 基本がわかる算数プリント小学４年生
 基本がわかる算数プリント小学５年生
 基本がわかる算数プリント小学６年生

 私たちの調理＜絵を見て学べるやさしい料理教室＞

 私たちの進路＜あしたへのステップ＞改訂版

 基本がわかる算数プリント小学１年生
 基本がわかる算数プリント小学２年生

  たまひよごっこあそびおかいものしましょ！ぴぴっとレジスター

 級別字典漢字練習字典

知的障害や自閉症の人たちのための
見てわかるビジネスマナー集

 小学ニューコース参考書小学ニューコース小６算数
 サクッと３分間ドリル　４巻中１漢字
 サクッと３分間ドリル　８巻中２漢字

 0・1・2才　たのしいおうたえほん
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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　検定教科書

学部 種目 発行者 書名

小学部 中部地区採択教科書を使用

中学部 中部地区採択教科書を使用

高等部

２　文部科学省著作教科書
（１）特別支援学校知的障害者用教科書

学部 種目 発行者 書名
小学部 国語 東京書籍 こくご☆☆

国語 東京書籍 こくご☆☆☆
算数 教育出版 さんすう☆☆☆

　中学部 国語 東京書籍 国語☆☆☆☆
数学 教育出版 数学☆☆☆☆

高等部 採択なし

３　一般図書[特別支援学校・学級用)

学部 発行者
小学部 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
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
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
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

（県立高等学校使用教科書採択一覧参照）

書名
 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる

 あそびの絵本７クレヨンあそび

 木村裕一・しかけ絵本１みんなみんなみーつけた
  五味太郎・しかけ絵本１きいろいのはちょうちょ　

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
 ノンタンあそぼうよ１　ノンタンぶらんこのせて

 あそびの絵本２３　えかきあそび
 あかちゃんのあそびえほん２　いないいないばああそび

 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
 あかちゃんのあそびえほんおきがえあそび

 多胡輝のNEW頭脳開発　５～６歳かんじ　
はっけんずかん　のりもの

 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
 あそびのおうさまBOOK　はじめてきるほん

 あかちゃんのあそびえほん３　いただきますあそび
 五味太郎・言葉図鑑１　うごきのことば

 多胡輝のNEW頭脳開発　３歳ひらがな
 あそびのおうさまBOOK　きって

すうじあそび１集
ひきざんおけいこ２集
はさみとのりでチョキチョキ・ぺたぺた
ことばのおけいこ

 あそびのおうさまBOOK　まんまるあなぼこぬるほん
 うたってたたこう！リズムあそびどうようえほん

 あかちゃんとおかあさんの絵本　このいろなあに
やさしいかみこうさく

書きかたカード　カタカナ
ひらがなしりとりあそび
ＣＤ付き　楽器カード
書きかたカード「ひらがな」

ぶんのおけいこ
やさしいかん字
たしざんおけいこ１集
書きかたカード　漢字

 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

ひらがなカード
 生活図鑑カード　生活道具カード

かずカード
とけいカード
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講談社
講談社
講談社
国土社
こぐま社
小峰書店
小学館
小学館
ジュラ出版局

全日本
手をつなぐ育成会

成美堂出版
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
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
ひさかた
チャイルド

婦人之友社
文研出版
フレーベル館
ポプラ社
ポプラ社
ポプラ
ポプラ
ポプラ
幼年教育出版
こばと
こばと
こばと
日本漢字能力
検定協会
東京書籍
東京書籍
東京書籍

中学部 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
学研
学研
学研
学研
学研
教学研究社

 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
のりものキッズブック＆タック　トミカをさがせ！－ミニカーいっぱいせいぞろい！

 おともだちドリルブック３きって　はって　こうさくブック

 はじめてちずかんシリーズ２　ドラえもんのにほんちず
プータンいまなんじ？

 自立生活ハンドブック８　しょく（食）

 はじめてのえんぴつちょう　３・４・５歳ひらがな

 たのしい図画工作１６　ちぎり絵・はり絵
 ぶうとぴょんの絵本　おんなじおんなじ

 のりものえほん（しゃしん・ずかん）あたらしい関西のでんしゃずかん
 つないでパズルえほん　おともだちどっち？

 おしゃべりあいうえお　はじめてのひらがな
 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２

 リズムにあわせてうたいながらたたこう　たいこでドン！ドン！デラックス
 ママとうたおう　やさしいメロディーピアノ

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「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「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「こくご」２（改訂版）（かたかな・かん字の読み書き）

 ２０２シリーズ　たべもの２０２

 ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの１・２・３

 よくみるよくきくよくする絵本　たべものとからだ
 ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン

 お手本のうた付き！どうよううたのえほん
どうようピアノえほん　９曲のカラオケが歌える自動演奏つき！
たのしいてあそびうたえほん
あそびうたのほんＣＤつき

 おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ
 音のでる知育絵本９　こえでおぼえるＡＢＣえいごのほん

かずあそび２
 認知発達教材ステップアップ　マッチングⅠ（改訂版）

 アンパンマンのワークだいすき！アンパンマンのあいうえお
 おととあそぼうシリーズ31　おてほんのうたがながれるてあそびうたえほん

 うたってかいてけせるえほん１　音のでるえかきうた
学習かるた都道府県

新しい国語　二下
新しいしょしゃ　二
あかね書房の学習えほん　かたかなえほんアイウエオ

 絵本図鑑シリーズ４林と虫たちの一年

 認知発達教材ステップアップ　さんすうⅠ（改訂版）
 認知発達教材ジャンプアップさんすうⅠ

漢字学習ステップ１０級改訂版

新しい国語　二上

 子どものマナー図鑑２　食事のマナー
 坂本廣子のひとりでクッキング７おべんとうつくろう！

 坂本廣子のひとりでクッキング１　朝ごはんつくろう！
 エリックカールの絵本　はらぺこあおむし

 あそびの絵本１７えのぐあそび
 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

 坂本廣子のひとりでクッキング２昼ごはんつくろう！

 新版ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　からだ
 NEW あそびのおうさま　BOOKぬって

 あそびのおうさまずかん１２　リサイクルこうさく
 新訂絵で楽しくおぼえるこどもの英会話

 エリック･カールの絵本うたがみえるきこえるよ
 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

ジュニア学研の図鑑　乗りもの
 きらり！好奇心　全国鉄道ものしり地図帳
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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
くもん出版
国土社
こぐま社
さえら
さえら
さえら
三省堂
小学館
小学館
小学館
小学館
全日本
手をつなぐ育成会

全日本
手をつなぐ育成会

全日本
手をつなぐ育成会

成美堂出版
成美堂出版
太郎次郎社
チャイルド本社
東京書店
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
文研出版
福村出版
ポプラ社
ポプラ社
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメン
ト

高文研
開隆堂

高等部 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
学研
学研
金の星社
くもん出版
くもん出版
くもん出版

とけいカード
書きかたカード　ひらがな

 生活図鑑カードお店カード
はとのクルックのとけいえほん

 ひとりでできるもん！４うれしいごはん、パン、めん料理
 あかちゃんとおかあさんの絵本　このいろなあに

カタカナおけいこ
書きかたカードカタカナ

かおかおどんなかお
 母と子の手づくり教室　母と子の園芸教室野菜をつくろう
 母と子の手づくり教室　毛糸と布のたのしい手づくり教室

 たのしい工作教室　木のぞうけい教室

やさしいひらがな２集
ＣＤ付き童謡カード第１集
やさしいかずかぞえ

 たのしい図画工作１６ちぎり絵・きり絵・はり絵

 徹底反復たかしま式ひらがなれんしゅうちょう

 自立生活ハンドブック５ぽなぺてぃどうぞめしあがれ

 自立生活ハンドブック４からだ！！げんき！？

 自立生活ハンドブック８　しょく（食）

こどもマナーとけいご絵じてん
 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

小学館の子ども図鑑　プレNEO　楽しく遊ぶ学ぶ　せいかつ図鑑
 はじめてちずかんシリーズ１　ドラえもんのせかいちず

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」２（改訂版）（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」４（くり上がり、くり下がり、２けたの数の計算）
  リズムにあわせてうたいながらたたこうたいこでドン！ドン！デラックス

 いちばんわかりやすい小学生のための学習日本地図帳
 ドレミでおぼえるおんぷえほんドレミファおけいこ

  漢字がたのしくなるシリーズ　漢字がたのしくなる本ワーク２　あわせ漢字あそび
 ぬいたりかいたりらくがきBOOK

 シリーズ生活を学ぶ１　つくって食べよう
 音のでる知育絵本４こえでおぼえるあいうえおのほん

 ねずみくんの絵本１　ねずみくんのチョッキ

 超ラク～に弾けちゃう！ピアノ★ソロ超人気アニメ＆ゲーム[決定版]

手あそび指あそび歌あそびブック！
 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

あそびうたのほんＣＤつき
 ジョイフルえほん傑作集りんごがドスーン

 あそびの絵本７　クレヨンあそび
 子どものマナー図鑑１　ふだんの生活のマナー

 エリック・カールの絵本うたがみえるきこえるよ
 子どものマナー図鑑４　おつきあいのマナー

 基礎・基本「計算力」がつく本小学校４・５・６年生版
技術・家庭（家庭分野）
からだのえほん４からだにもしもし

 あそびの絵本２１　きりがみあそび

はっけんずかん　のりもの
 ひとりでできるもん！４うれしいごはん、パン、めん料理

やさしいひらがな２集
はじめてのひらがな２集

 子どものマナー図鑑５　１２か月・行事のマナー
マナーをきちんとおぼえよう

 子どもマナー図鑑3でかけるときのマナー
ＮＥＷあそびのおうさまＢＯＯＫぬって

かずカード
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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
講談社
こぐま社
こぐま社
小峰書店
小峰書店

合同出版
三省堂
小学館
小学館
小学館
小学館
全日本
手をつなぐ育成会

全日本
手をつなぐ育成会

成美堂出版
童心社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
東洋館
東洋館
東洋館
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
福音館
文研出版
ポプラ社
ポプラ社
インプレス
ジアース教育新社

特定非営利活
動法人　鳥取県
障害者就労事
業振興センター

明治図書

やさしいカタカナ
とけいカード
書き方カード漢字第2版
ひらがなおけいこ

はとのクルックのとけいえほん
はじめてのめいろ２集

 生活図鑑カード　たべものカード

東京パノラマたんけん

 子どもとマスターする４９の生活技術イラスト版手のしごと
こどもマナーとけいご絵じてん

 はじめてちずかんシリーズ２ドラえもんのにほんちず

 今日から使えるシリーズビジュアル版調理以前の料理の常識
 こぐまちゃんえほん第２集　こぐまちゃんのみずあそび　

 ことばあそびの絵本　ぶたたぬききつねねこ
 のりものえほん（しゃしん・ずかん）あたらしい関西のでんしゃずかん

 自立生活ハンドブック９あたらしいほうりつの本（改訂版）

CDつき楽しく歌える英語のうた
かずのほん２　０から１０まで
ゆっくり学ぶ子のための　「こくご」３（改訂版）　（文章を読む、作文・詩を書く）

 21世紀幼稚園百科２　とけいじかん
 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

  小学館の子ども図鑑プレNEOシリーズ　楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑

 自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？

くらしに役立つ社会
くらしに役立つ数学

 くらしに役立つ国語
どうようピアノえほん　９曲のカラオケが歌える自動演奏つき！

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」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　「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　国語４

 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
 ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの１・２・３

 スキップ絵本かずのえほん
 福音館の科学シリーズ　ただいまお仕事中大きくなったらどんな仕事をしてみたい？

 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
リズムにあわせてうたいながらたたこう　たいこでドン！ドン！デラックス

 改訂新版体験を広げるこどものずかん４　はなとやさい・くだもの
あそびうたのほんCDつき

できるWord&Excel&PowerPoint 2010 Windows 7/Vista/XP対応
知的障害や自閉症の人たちのための見てわかるビジネスマナー集

 「よりよい暮らしのために」２０１２年度版

グレーゾーンの子どもに対応した作文ワーク（中級）

 福音館の科学シリーズ　ぼくらの地図旅行
 ジョイフルえほん傑作集りんごがドスーン

 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
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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　検定教科書

学部 種目 発行者 書名

小学部 西部地区採択教科書を使用

中学部 西部地区採択教科書を使用

高等部 （県立高等学校使用教科書採択一覧参照）

２　文部科学省著作教科書

（１）特別支援学校知的障害者用教科書

学部 種目 発行者 書名

小学部 算数 教出 さんすう　☆☆（1）
算数 教出 さんすう　☆☆（2）

中学部 採択なし

高等部 採択なし

３　一般図書（特別支援学校・学級用)

学部 発行者
小学部 あかね書房

絵本館
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
学研
学研
学研
学研
学研
くもん出版
好学社
こぐま社
こぐま社
こぐま社
小峰書店
大日本絵画
チャイルド本社
童心社
童心社
童心社
童心社
戸田デザイン
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

書名
単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
五味太郎の絵本９　いろ
五味太郎の絵本10　かたち

 エリック・カールの絵本はらぺこあおむし
 エリック・カールの絵本くまさんくまさんなにみてるの？

 木村裕一・しかけ絵本１みんなみんなみーつけた
 ともだちだいすき２おべんとうなあに？

  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・言葉図鑑１０　なまえのことば

 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３いただきますあそび

レインボーことば絵じてん
生活図鑑カード　生活道具カード
レオ・レオニの絵本　スイミー

 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

 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
 新版ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　きせつ

 ＮＥＷあそびのおうさまＢＯＯＫぬって

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　さつまのおいも

ぶうとぴょんの絵本　おんなじおんなじ
かおかおどんなかお

 くまたんのはじめてシリーズよめるよよめるよあいうえお
 メロディーえほん　ＩＣピアノえほん四季のどうようー１２カ月　

  ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３（改訂版）（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）

お手本のうた付き！どうよううたのえほん
  どうようピアノえほん９曲のカラオケが歌える自動演奏つき！

ピーマン村の絵本たち　よーいどん！
とけいのえほん

  ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１（改訂版）（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（改訂版）（かたかな・かん字の読み書き）

あそびうたのほんＣＤつき

 リズムにあわせてうたいながらたたこうたいこでドン！ドン！デラックス
認識絵本５　いくつかな

 改訂新版体験を広げるこどものずかん９からだとけんこう
手あそび指あそび歌あそびブック１
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福音館
福音館
福音館
福音館
福音館
文化出版局
文研出版
文研出版
平凡社
ポプラ社
ポプラ社
民衆社
リーブル
東京書籍
東京書籍
東京書籍
啓林館
啓林館

中学部 偕成社
学研
くもん出版
グランまま
好学社
三省堂
小学館
育成会
成美堂出版
太郎次郎社
太郎次郎社
同成社
同成社
同成社
同成社
同成社
永岡書店
永岡書店
評論社
福音館
福音館
福音館
福音館
ポプラ社
ポプラ

高等部 採択なし

こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ
こどものとも絵本　おおきなかぶ

 世界傑作絵本シリーズブレーメンのおんがくたい

みるみる絵本　もこもこもこ
新版はじめましてにほんちず

 おととあそぼうシリーズ７ドン！ドコ！ドン！たいこ
 音のでる知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのほん

  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！
これしってるよ　どうぶつ

 ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン

新しい書写四
わくわく算数四上
わくわく算数四下
エリックカールの絵本くまさんくまさんなにみてるの？

 さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる２年
 あっちゃんあがつくたべものあいうえお

新しい国語四上
新しい国語四下

こどもきせつのぎょうじ絵じてん補強新装版
21世紀幼稚園百科２　とけいとじかん
自立生活ハンドブック５　ぼなぺてぃどうぞめしあがれ
ＣＤつき楽しく歌える英語のうた

はっけんずかん　どうぶつ
書きかたカード「ひらがな」
うたえほん
レオ・レオニの絵本　スイミー

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」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）
どうようピアノえほん　９曲のカラオケが歌える児童演奏つき！

漢字がたのしくなる本シリーズ　漢字がたのしくなる本ワーク２あわせ漢字あそび
漢字がたのしくなる本シリーズ　漢字がたのしくなる本ワーク３部首あそび
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１（改訂版）（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」3  文章を読む、作文・詩を書く

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
おととあそぼうシリーズ７ ドン！ドン！ドン！たいこ
音のでる知育絵本７　こえでおぼえる１２３かずのほん

お手本のうた付き！　どうよう歌の絵本２
しかけ絵本の本棚コロちゃんはどこ？

 かがくのとも傑作集（わくわく・にんげん）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
こどものともえほん おおきなかぶ
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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　検定教科書

学部 種目 発行者 書名

小学部 採択なし

中学部 社会 帝国書院 中学校社会科地図

高等部 採択なし

２　文部科学省著作教科書
（１）特別支援学校知的障害者用教科書

学部 種目 発行者 書名
小学部 算数 教出 さんすう☆☆☆

音楽 東書 おんがく☆☆
中学部 数学 教出 数学☆☆☆☆

国語 東書 国語☆☆☆☆

音楽 東書 音楽☆☆☆☆

高等部 採択なし

２　一般図書（特別支援学校・学級用）

学部 発行者
小学部 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
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
学研
学研
学研
学研
学研
学研
学研
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
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

あそびの絵本６　ねんどあそび
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かずの絵本
五味太郎の絵本１０　かたち

書名
単行本　さわってあそぼうふわふわあひる
かばくん・くらしのえほん２　かばくんのおかいもの

 あかね書房の学習えほんおかあさんだいすき１．２．３

 木村裕一・しかけ絵本１みんなみんなみーつけた
 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１　ふだんの生活マナー
 子どものマナー図鑑３でかけるときのマナー

エリック・カールの絵本　月ようびはなにたべる？ーアメリカのわらべうた
エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし　

 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
安全のしつけ絵本１　きをつけようね

はっけんずかん　のりもの
新版ふしぎ・びっくり！？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こども図鑑　きせつ
ＮＥＷあそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって
レインボーことば絵じてん

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？
 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
 あそびのおうさまＢＯＯＫおうさまのたからばこ　スタンプポン
 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん

生活図鑑カード　たべものカード
かずカード
「そろそろお子さまに」えんぴつひらがな
やさしいひらがな2集

NHK・新ひとりでできるもん！　　リサイクルでつくっちゃおう
あかちゃんとおかあさんの絵本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　このいろなあに
ひとりでできるもん！６　だいすきおやつ作り
ひとりでできるもん！４　うれしいごはん、パン、めん料理

生活図鑑カード　 くだものやさいカード１集
やさしいひらがな１集
カタカナおけいこ
漢字おけいこ

とけいカード
書きかたカード「ひらがな」
はじめてのえんぴつ
CD付き　楽器カード
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グランまま
講談社
国土社
こぐま社
小峰書店
さえら
三省堂
三省堂
三省堂
小学館
成美堂出版
大日本絵画
チャイルド
童心社
ドレミ楽譜
戸田デザイン
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
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
ひさかた
福音館
福音館
福音館
福音館
フレーベル
フレーベル

ポプラ

ポプラ
ポプラ
リーブル
啓林館
啓林館

中学部 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
学研
学研
学研
学研

 のりものえほん（しゃしん・ずかん）あたらしい関西のでんしゃずかん
母と子の手作り教室　毛糸と布のたのしい手づくり教室
三省堂こどもかずの絵じてん
こどもきせつのぎょうじ絵じてん　増補新装版

ぼくとわたしのせいかつえほん
 ブルーナのアイデアブック　ミッフィーの１から１０まで

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別冊さよならさんかく

ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ
かこさとしとからだの本２　　たべもののたび
やさしい　こどものうたとあそび
あいうえおえほん

こどもマナーとけいご絵じてん
はじめてちずかんシリーズ２　ドラえもんのにほんちず
CDつき楽しく歌える英語のうた
メロディえほん　ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２ヵ月

 どうようピアノえほん９曲のカラオケが歌える自動演奏つき！
 リズムにあわせてうたいながらたたこうたいこでドン！ドン！デラックス

 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２
 お手本のうた付き！どうよううたのえほん

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２（改訂版）（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（改訂版）　（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）
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）

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?
あかちゃんのための絵本　　はみがきしゅわしゅわ
スキンシップ絵本　かずのえほん

認識絵本10 おおきいちいさい
認識絵本５　いくつかな
手あそび指あそび歌あそびブック１
２０２シリーズ　たべもの２０２

フレーベル館の図鑑ナチュラ　　はるなつあきふゆ
 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

うたってかいてけせるえほん１　　音のでるえかきうた

 あそびのひろば４はりえあそび

幼児絵本シリーズ　くだもの
かがくのとも傑作集（わいわい・あそび）　かみコップでつくろう
福音館の科学シリーズ　　あそびのレシピつくるたのしみ
安野光雅の絵本　はじめでであうすうがくの絵本２

 かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち
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２　かばくんのおかいもの
 五味太郎のことばとかずの絵本漢字の絵本

 音のでる知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのほん
あっちゃんあがつくたべものあいうえお
わくわく算数３上
わくわく算数３下

 エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし
 赤ちゃん版ノンタン２　ノンタンもぐもぐもぐ

五味太郎・言葉図鑑１　うごきのことば
１０＋１人の絵本作家オリジナルソング集　うたのパレット

 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
 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６　くらしのことばかずのえほん１・２・３
 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

はっけんずかん　どうぶつ

 坂本廣子のひとりでクッキング１　朝ごはんつくろう！
 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂　人のからだ

 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん
はっけんずかん　のりもの　
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学研
学研
学研
学研
学研
学研
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
グランまま
国土社
三省堂
女子栄養大
鈴木出版
育成社
育成社
成美堂出版
太郎次郎社
太郎次郎社
童心社
童心社
童心社
童心社
童心社
東京書店
戸田デザイン
戸田デザイン
戸田デザイン
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
評論社
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
福音館書店
福音館書店
福音館書店
福音館書店
婦人之友
婦人之友
ブロンズ新社
フレーベル館

 あそびのおうさまBOOKおうさまのたからばこ　スタンプポン
レインボーことば絵じてん
ほんとのおおきさ動物園

 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？
書き方カード「ひらがな」

 生活図鑑カードくだものやさいカード１集
ひらがなおけいこ

NEW　あそびのおうさまBOOK　ぬって
 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
 新版ふしぎ・びっくり！？子ども図鑑　きせつ

 ひとりでできるもん！４うれしいごはん、パン、めん料理

 三省堂こどもかずの絵じてん
新・こどもクッキング
知育えほん　マークのずかん
自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？

 生活図鑑カード生活道具カード
とけいカード
ぼくとわたしのせいかつえほん
たのしい図画工作１６　ちぎり紙・きり紙・はり絵

かずのほん１　どっちがたくさん
かこさとしからだの本２　たべもののたび
ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも
かずのほん２　０から１０まで

自立生活ハンドブック５　ぼなぺてぃどうぞめしあがれ
 ピアノでおぼえるおんぷえほんドレミファおけいこ

漢字がたのしくなる本シリーズ 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

にっぽんちず絵本
ゆっくり学ぶ子のための　「こくご」２（改訂版）　（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（改訂版）　（文章を読む、作文・詩を書く）
ゆっくり学ぶ子のための　国語４

ピーマン村の絵本たち　よーいどん！
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
6つの色

お手本のうた付き！どうよううたのえほん
 リズムにあわせてうたいながらたたこうたいこでドン！ドン！デラックス

あそびうたのほん　CDつき
 新装版KIDS２１１２　たべものひゃっか

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）

 どうようピアノえほん９曲のカラオケが歌える自動演奏つき！

しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと
 みぢかなかがくシリーズ町たんけんーはたらく人みつけたー

かがくのとも傑作集（わいわい・あそび）　かみであそぼうきる・おる
 福音館の科学シリーズ野の草花

 改訂新版体験を広げるこどものずかん４はなとやさい、くだもの
改訂新版体験を広げる子どものずかん１　どうぶつえん
たのしいてあそびうたえほん
スカーリーおじさんのはたらく人たち

 安野光雅の絵本 はじめてであうすうがくの絵本２
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絵本　たべものとからだ
こどもがつくるたのしいお料理

 福音館の科学シリーズ地球その中をさぐろう
 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あそびのレシピつくるたのしみ
福音館の科学シリーズ　ただいまお仕事中大きくなったらどんな仕事をしてみたい？

らくがき絵本　五味太郎５０％
 ふしぎをためすかがく図鑑　しぜんあそび
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ポプラ社
ポプラ社
ポプラ社

高等部 東洋館
東洋館
東洋館
日本教育研究 私たちの進路

ペーパーランド３　とびだすカード
くらしに役立つ社会
くらしに役立つ国語
くらしに役立つ数学

 音の出る知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのほん
 うたってかいてけせるえほん１　音のでるえかきうた
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