
議案第３号 

 

県立高等学校及び特別支援学校高等部における令

和５年度（２０２３年度）使用教科書の採択につい

て 

 

このことについて、別紙のとおりとする。 

 

（提案理由） 

県立学校における教科用図書採択の基本方針に基づき、教科書採択委員

会から報告された県立高等学校及び特別支援学校高等部における令和５年

度（２０２３年度）採択希望教科用図書について、令和５年度（２０２３

年度）使用教科用図書として採択する必要がある。 

県立学校教科用図書採択の基本方針及び教科用図書の採択については、

熊本県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第２条第１項

第１２号の規定により、教育委員会に付議する必要があるため。 

 

 

●熊本県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則 

（平成２０年熊本県教育委員会規則第５号） 
 （委任） 

   第２条  教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教 
    育長に委任する。 
  (1)～(11)（略） 
   (12) 県立学校教科用図書採択の基本方針及び教科用図書の採択 
    (13)～(25)（略） 
  ２（略） 
●県立学校における教科用図書採択の基本方針（平成２７年６月改正） 
 ３ 教科用図書の採択の方法 
 （３）教科用図書の採択 
   イ  教科書採択委員会は、各県立高等学校及び特別支援学校から提出された

資料等を基に採択希望教科用図書を審議し、その結果を教育委員会に報告
する。 

   ウ 教育委員会は、県立学校において使用する教科用図書について審議し、
採択する。 

 

 

参考：関係法令条項 
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県立学校における教科用図書採択の基本方針   

 

                          平成２７年６月改正 

                          熊本県教育委員会 

 

 本県教育の目標を踏まえたより良い教科書を公正かつ適切に児童生徒に提供するための

基本方針は、次のとおりとする。 

 

１ 教科用図書採択の権限 

  県立学校で使用される教科用図書については、県教育委員会が採択する。 

２ 教科用図書採択の基準 

  県教育委員会は、教科用図書に係る関係法令等を踏まえ、本県教育の目標、各学校の

教育目標及び児童生徒の実態等を考慮して採択する。 

３ 教科用図書採択の方法 

（１）教科用図書選定基準 

   県教育委員会は、各学校での教科用図書選定のための基準を別途定める。 

   なお、県立中学校、特別支援学校の小学部・中学部で使用される教科用図書選定基

準については、教科用図書選定審議会の意見をきいて定める。 

（２）教科用図書の選定  

校長は教科用図書選定基準に基づき、採択希望教科用図書の選定を行い、関係資料

を添えて、県教育委員会に報告する。 

（３）教科用図書の採択 

  ア 県教育委員会は、庁内に教科書採択委員会を設置する。 

  イ 教科書採択委員会は、各県立高等学校及び特別支援学校から提出された資料等を

基に採択希望教科用図書を審議し、その結果を教育委員会に報告する。 

  ウ 教育委員会は、県立学校において使用する教科用図書について審議し、採択する。 

４ その他 

（１）採択結果等については情報プラザにおいて公開する。 

（２）この他、必要な事項については別途定める。 
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県立学校に係る教科書採択委員会設置要項 

 

（目的） 

第１条 この要項は、県立学校における教科用図書採択の基本方針３（３）の 

規定に基づく県立学校に係る教科書採択委員会（以下「委員会」という。）

の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、県立高等学校及び特別支援学校で次年度使用する教科用図 

書について、各県立高等学校及び特別支援学校から提出された資料等を基に 

審議し、その結果を教育委員会に報告する。 

 

（委員） 

第３条 委員会は、県立学校教育局長、高校教育課長、特別支援教育課長、学

校安全・安心推進課長、体育保健課長、義務教育課長及び人権同和教育課長

をもって構成する。 

２ 委員会の委員長は、県立学校教育局長とする。 

３ 会議の開催に際して委員の出席が困難な場合は、委員長を除き、委員が指 

名する代理の者が出席できるものとする。                       

 

（会議） 

第４条 委員会は、委員長が招集する。 

 

（庶務） 

第５条 委員会の庶務は、高校教育課及び特別支援教育課において処理する。 

 

（雑則） 

第６条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項につ 

いては、別途定める。 

 

 附則 

 この要項は、平成２４年４月２０日から施行する。 

 

 附則 

 この要項は、平成２７年８月３日から施行する。 

 

附則 

 この要項は、令和２年６月８日から施行する。 
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   県立高等学校及び特別支援学校高等部における令和５年度（２０２３年度） 

使用教科用図書の選定基準等                    

                                               熊本県教育委員会 

 

県立高等学校及び特別支援学校高等部は、下記の基準等に基づいて教科用図書を選定す

ること。 

記 

１ 教育基本法及び学校教育法に定められた教育の理念や目標を達成し、以下に示す学習

指導要領の趣旨に即したものであること。 

(1) 教育基本法改正等で明確になった教育の理念を踏まえ「生きる力」を育成すること。 

(2) 知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視すること。 

(3) 道徳教育や体験活動等の充実により、豊かな心や創造性を涵養すること。 

(4) 体育・健康に関する適切な指導を通して、健康で安全な生活と豊かなスポーツライ

フを実現すること。 

(5) 教科等横断的な視点で学習の基盤となる資質・能力や現代的な諸課題に対応して求

められる資質・能力を育成する教育内容を組み立てること。 

 

２ 「第３期くまもと『夢への架け橋』教育プラン」の具現化を図るため、“認め、ほめ、

励まし、伸ばす”という教育行動指標を踏まえた本県独自の教育を展開し、生徒が熊本

で教育を受けてよかったと思うような教育が実現できるとともに、個性を生かす進路指

導とキャリア教育の充実に資するよう、以下の観点についてよりよい内容・記述となっ

ていること。 

(1) 学習指導要領に示された各教科・科目の目標、内容及び内容の取扱い等が達成でき

るようになっていること。 

(2) 基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得を図るとともに、言語活動の充実を図 

  る工夫がなされていること。 

(3) 補充・発展及び専門的な学習等、個に応じた学習活動の展開と、思考力・判断力・

表現力等の育成を図るための工夫がなされていること。 

(4) 学びの深まりの鍵となる「見方・考え方」を働かせながら生徒の主体的・対話的で

深い学びを促し、学びに向かう力を高める工夫がなされていること。 

 (5) 職業及び生活との関連を重視し、生徒の勤労観・職業観を育成するとともに、環境

  教育の充実を図る工夫がなされていること。 

(6) 生命を尊び、自然を大切にし、豊かな情操や道徳心を育成するものとなっているこ

  と。 

(7) 伝統と文化を尊重し、我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会に

生きる日本人としての自覚を育成するものとなっていること。 

(8) 人権尊重の精神の涵養を図る人権教育を推進するための工夫がなされていること。 
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３ 令和５年度（２０２３年度）使用教科書選定における注意事項 

(1) 高等学校用教科書の選定について 

    令和５年度（２０２３年度）使用教科用図書は、学校教育法附則第９条の規定に

より教科書以外の教科用図書（以下「一般図書」という。）を使用する場合を除き、

「高等学校用教科書目録（令和５年度使用）」に登載されている教科書のうちから

選定すること。 

    なお、各教科書発行者においては、教科書のユニバーサルデザイン化に向けた取

組が進められているところであり、教科書の選定に係る調査研究に当たっては、障

がいその他の特性の有無にかかわらず生徒にとって読みやすいものになっているか

どうかについても留意することが望ましい。 

(2) 特別支援学校高等部用教科書の選定について 

    高等部用教科書は検定済教科書及び文部科学省著作教科書は発行されていないた

め、令和５年度（２０２３年度）使用教科用図書は、一般図書及び「高等学校用教

科書目録（令和５年度使用）」に登載されている教科書のうちから選定すること。 

(3) 一般図書の選定について 

    一般図書の選定に当たっては、教科の主たる教材として教育目標の達成上適切な

   図書を選定すること。なお、一般図書は、毎年度異なる図書を選定することができ

   る。 

 

４ 選定の手順 

  校長は、選定に当たって、校内教科書選定委員会（以下、「選定委員会」という。）

を設置し、次の手順で採択希望教科用図書の選定を行うこと。 

 (1) 選定委員会に、各教科等の教科書調査研究部会（以下、「教科部会」という。）を

置くこと。 

 (2) 教科部会では、２に示している観点に学校独自の観点を加え、また、学校の教育目

標等を踏まえ、公正かつ適正な調査研究を行い、その結果を選定委員会に報告するこ

と。 

 (3) 選定委員会では、(2)の調査結果をもとに各教科用図書について審議すること。 

 (4) 校長は、(3)の審議を踏まえて採択希望教科用図書を選定し、その結果を県教育委員

会に報告すること。 
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教科書関係法令 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

第二十一条  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。  

 

学校教育法 

第三十四条  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。  

第四十九条  第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条及び第三十七

条から第四十四条までの規定は、中学校に準用する。 

第六十二条  第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第四項から第

十七項まで及び第十九項並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、高等学校

に準用する。 

第八十二条  第二十六条、第二十七条、第三十一条（第四十九条及び第六十二条に

おいて読み替えて準用する場合を含む。）、第三十二条、第三十四条（第四十九条

及び第六十二条において準用する場合を含む。）、第三十六条、第三十七条（第二

十八条、第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。）、第四十二条

から第四十四条まで、第四十七条及び第五十六条から第六十条までの規定は特別支

援学校に、第八十四条の規定は特別支援学校の高等部に、それぞれ準用する。  

 

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。  

 

学校教育法施行規則 

第八十九条  高等学校においては、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のない場合には、当該高等学校の設置者の

定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。  

第百三十一条  特別支援学校の小学部、中学部又は高等部において、複数の種類の

障害を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合又は教員を派遣して教育を行

う場合において、特に必要があるときは、第百二十六条から第百二十九条までの規

定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。  
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２  前項の規定により特別の教育課程による場合において、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すること

が適当でないときは、当該学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用

図書を使用することができる。  

第百三十五条  

２  第五十七条、第五十八条、第六十四条及び第八十九条の規定は、特別支援学校

の小学部、中学部及び高等部に準用する。 

 

教科書の発行に関する臨時措置法 

第二条  この法律において「教科書」とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育

学校及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて組織排列された教

科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であつて、文部

科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。 

第五条  都道府県の教育委員会は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、教科書

展示会を開かなければならない。 

第七条  市町村の教育委員会、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第二条

第二項に規定する国立学校及び私立学校の長は、採択した教科書の需要数を、都道

府県の教育委員会に報告しなければならない。  

２  都道府県の教育委員会は、都道府県内の教科書の需要数を、文部科学省令の定

めるところにより、文部科学大臣に報告しなければならない。 

 

教科書の発行に関する臨時措置法施行規則 

第四条  都道府県の教育委員会は、数個の地域において教科書展示会を開催するこ

とができる。  

第五条  教科書展示会は、六月一日から七月三十一日までの間にこれを行うものと

し、毎年その開始の時期及び期間を指示する。  

２  前項の指示は、告示をもつてこれを行う。 

第十三条  市町村の教育委員会並びに学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）

第二条第二項に規定する国立学校及び私立学校の長は、教科書需要票を別に定める

様式により作成して、都道府県の教育委員会に提出しなければならない。  

第十四条  都道府県の教育委員会は、前条の教科書需要票に基づき、教科書需要集

計一覧表を別に定める様式により作成して、九月十六日までに文部科学大臣に提出

しなければならない。  
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部 教科 教科書種目(又は教科）
目録掲
載点数

種目別
採択点数

教科別
採択点数

現代の国語 17 15
言語文化 17 14
論理国語 13 10
文学国語 11 8
国語表現 1 1
古典探究 22 14
地理総合 7 7
地理探究 3 2
歴史総合 12 11
日本史探究 7 2
世界史探究 7 2
地図 7 7
公共 12 11
倫理 5 3
政治・経済 6 4
数学Ⅰ 19 14
数学Ⅱ 19 12
数学Ⅲ 12 5
数学Ａ 19 14
数学Ｂ 16 8
数学Ｃ 13 5
科学と人間生活 5 5
物理基礎 10 9
物理 9 6
化学基礎 12 12
化学 8 6
生物基礎 11 11
生物 5 5
地学基礎 5 5
地学 1 0

保健体育 保健体育 4 4 4
音楽Ⅰ 4 4
音楽Ⅱ 4 3
美術Ⅰ 3 3
美術Ⅱ 2 2
工芸Ⅰ 1 1
工芸Ⅱ 1 0
書道Ⅰ 5 5
書道Ⅱ 4 3
英語コミュニケーションⅠ 24 15
英語コミュニケーションⅡ 24 16
論理・表現Ⅰ 18 13
論理・表現Ⅱ 17 12
家庭基礎 10 9
家庭総合 6 6
情報Ⅰ 13 11
情報Ⅱ 3 0

理数 理数探究基礎 2 2 2
農業 農業 14 13 13
工業 工業 62 50 50
商業 商業 33 26 26
水産 水産 14 9 9
家庭 家庭（専門） 10 8 8
看護 看護 1 0 0
情報 情報（専門） 7 2 2
福祉 福祉 4 4 4

601 449 449

※第１部は平成３０年告示の学習指導要領に基づいて編集された教科書が掲載されている

第１部　合計

第
　
１
　
部

国語 62

公民 18

情報 11

県立高等学校及び特別支援学校高等部における
令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書　種目別点数一覧（案）

外国語 56

家庭 15

芸術 21

地理
歴史

31

数学 58

理科 59

7



部 教科 教科書種目(又は教科）
目録掲載
点数

種目別
採択点数

教科別
採択点数

国語総合 5 1
国語表現 4 4
現代文A 4 4
現代文B 14 3
古典A 10 4
古典B 21 2
世界史Ａ 9 5
世界史Ｂ 7 7
日本史Ａ 7 5
日本史Ｂ 8 6
地理Ａ 6 5
地理Ｂ 3 3
地図 8 5
現代社会 11 5
倫理 7 6
政治・経済 9 8
数学Ⅰ 11 1
数学Ⅱ 18 6
数学Ⅲ 17 4
数学Ａ 18 7
数学Ｂ 18 9
数学活用 2 1
科学と人間生活 7 5
物理基礎 12 7
物理 9 4
化学基礎 13 7
化学 8 6
生物基礎 11 6
生物 6 5
地学基礎 7 4
地学 2 1

保健体育 保健体育 2 2 2
音楽Ⅰ 2 1
音楽Ⅱ 2 2
音楽Ⅲ 3 2
美術Ⅰ 3 2
美術Ⅱ 3 2
美術Ⅲ 3 2
工芸Ⅰ 1 0
工芸Ⅱ 1 0
書道Ⅰ 2 2
書道Ⅱ 2 2
書道Ⅲ 4 3
コミュニケーション英語Ⅰ 5 1
コミュニケーション英語Ⅱ 17 4
コミュニケーション英語Ⅲ 30 15
英語表現Ⅰ 16 8
英語表現Ⅱ 18 4
英語会話 5 4
家庭基礎 9 0
家庭総合 3 2
生活デザイン 1 0
社会と情報 12 3
情報の科学 8 5

農業 農業 26 19 19
工業 工業 80 35 35
商業 商業 34 29 29
水産 水産 17 4 4
家庭 家庭（専門） 10 9 9
情報 情報（専門） 9 0 0
福祉 福祉 6 4 4

626 312 312

※第2部は平成２１年告示の学習指導要領に基づいて編集された教科書が掲載されている

1227 761 761

理科

2

芸術

英語

36

19

情報 8

28

総　　計

第２部　合計

第
　
２
　
部

国語

45

地理
歴史

数学

36

公民

18

18

家庭

8



教科 科目

阿蘇中央 熊本農業 鹿本農業 菊池農業 翔陽 八代農業

南稜 天草拓心

微生物利用 南稜

阿蘇中央 熊本農業 鹿本農業 菊池農業 八代農業 南稜

天草拓心

阿蘇中央 熊本農業 鹿本農業 菊池農業 翔陽 八代農業

芦北 南稜

地域資源活用 鹿本農業

阿蘇中央 熊本農業 北稜 矢部 八代農業 芦北

南稜

実習 水俣 翔陽

工業技術英語 熊本工業

繊維製品 熊本工業

繊維・染色技術 熊本工業

工学概論 翔陽

総合実践 菊池 阿蘇中央 松橋 鹿本商工 北稜 八代工（定）

観光ビジネス 南稜 天草拓心

小型船舶 天草拓心

ダイビング 天草拓心

水産海洋科学 天草拓心

生活産業基礎 松橋 牛深 北稜 八代農業

小国 甲佐 松橋 天草倉岳校 牛深 上天草

熊本農業 北稜 鹿本農業 菊池農業 翔陽 矢部

八代農業 八代農泉分校 南稜 天草拓心

住生活デザイン 上天草

リビングデザイン 北稜 八代農業

松橋 北稜 鹿本農業 菊池農業 翔陽 八代農業

南稜

服飾手芸 松橋 牛深 上天草 北稜

食文化 済々黌 大津 牛深 鹿本農業 翔陽

調理 熊本農業 北稜 鹿本農業 菊池農業 矢部 八代農業

栄養 翔陽

食品 翔陽

福祉情報 阿蘇中央 上天草

介護総合演習 阿蘇中央 芦北

介護実習 芦北

体育 スポーツ概論 岱志 鹿本 大津 松橋 八代東 南稜

声楽 小国 牛深

器楽 甲佐

音楽史 御船

音楽理論 御船

ソルフェージュ 御船

絵画 大津 御船

美術概論 御船

鑑賞研究 第二

構成 高森

素描 第二 大津 高森 御船

映像表現 御船

ビジュアル・デザイン 大津 御船

英語 異文化理解 八代東

学校名

令和５年度（２０２３年度）県立高等学校における学校教育法附則第９条の規定による教科用図書の選定状況

美術

食品流通

測量

工業

商業

水産

家庭
（専門）

生活と福祉

ファッション造形

福祉

音楽

農業

食品化学

食品微生物

9



【別紙１】 

 

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書の選定理由書に係る 

「学校の教育目標及び教科・科目の目標」 

学校名【            】 課程【    】 

 

１ 学校の教育目標 

 

２ 教科・科目の目標 

教科名 教科の目標 

 
 

科目名 科目の目標 

  

  

  

 

教科名 教科の目標 

 
 

科目名 科目の目標 

  

  

  

 

教科名 教科の目標 

 
 

科目名 科目の目標 
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【別紙２】

（分校名）

教科書種目

１　学校の教育目標、教科・科目の目標、生徒の実態

２　採択希望教科用図書の調査結果

（１）比較調査した教科書

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合計 0 0 0 0 0

３　採択希望教科用図書と選定理由

学びの深まりの鍵となる「見方・考え方」を働かせながら生徒の主体的・対話
的で深い学びを促し、学びに向かう力を高める工夫がなされているか。

（２）比較調査した結果　（　3：十分適切、2：おおむね適切、1：あまり適切ではない　）

選
定
理
由

内容の分量及び程度

内容の取扱い等

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号 教科書名

補充・発展及び専門的な学習等、個に応じた学習活動の展開と、思考力・判
断力・表現力等の育成を図るための工夫がなされているか。

職業及び生活との関連を重視し、生徒の勤労観・職業観を育成するとともに、
環境教育の充実を図る工夫がなされているか。

生命を尊び、自然を大切にし、豊かな情操や道徳心を育成するものとなって
いるか。

伝統と文化を尊重し、我が国と郷土を愛するとともに他国を尊重し、国際社会
に生きる日本人としての自覚を育成するものとなっているか。

人権尊重の精神の涵養を図る人権教育を推進するための工夫がなされてい
るか。

（学校独自の観点）※各学校で統一した観点を用いること。

学習指導要領に示された各教科・科目の目標、内容及び内容の取扱い等が
達成できるようになっているか。

基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得を図るとともに、言語活動の充
実を図る工夫がなされているか。

調査の観点

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号 教科書名

学校の教育目標

教科・科目の目標

別紙１のとおり

別紙１のとおり

生徒の実態

熊本県立

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書の選定理由書

学校名

教科名 科目名 需要学科・学年

課程

11



令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書一覧（学校別）（案）
課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 183 第一 現国　713 高等学校　現代の国語
言語文化 183 第一 言文　713 高等学校　言語文化
論理国語 50 大修館 論国　705 論理国語
古典探究 183 第一 古探　717 高等学校　古典探究　古文編 分冊
古典探究 183 第一 古探　718 高等学校　古典探究　漢文編 分冊
地理総合 2 東書 地総　701 地理総合
歴史総合 2 東書 歴総　702 詳解歴史総合
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 35 清水 公共　705 高等学校　公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　713 高等学校　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　710 高等学校　数学Ⅱ
数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　709 高等学校　数学Ⅲ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　713 高等学校　数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　711 高等学校　数学B
数学Ｃ 104 数研 数Ｃ　709 高等学校　数学Ｃ
物理基礎 104 数研 物基　708 新編　物理基礎
物理 104 数研 物理　707 総合物理１　力と運動・熱 分冊
物理 104 数研 物理　708 総合物理２　波・電気と磁気・原子 分冊
化学基礎 61 啓林館 化基　706 高等学校　化学基礎
化学 61 啓林館 化学　705 高等学校　化学
生物基礎 2 東書 生基　701 生物基礎
生物 2 東書 生物　701 生物
地学基礎 104 数研 地基　704 高等学校　地学基礎
保健体育 50 大修館 保体　702 新高等保健体育
音楽Ⅰ 17 教出 音Ⅰ　701 音楽Ⅰ　Tutti＋
美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　701 美術１
書道Ⅰ 6 教図 書Ⅰ　702 書Ⅰ 分冊
書道Ⅰ 6 教図 書Ⅰ　703 書Ⅰプライマリーブック 分冊
英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　703 ENRICH LEARNING ENGLISH COMMUNICATIONⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 104 数研 ＣⅡ　715 BLUE MARBLE English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 61 啓林館 論Ⅰ　708 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Advanced

論理・表現Ⅱ 231 いいずな 論Ⅱ　717 be English Logic and Expression Ⅱ Smart
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
情報Ⅰ 2 東書 情Ⅰ　702 情報Ⅰ　Step Forward!
国語表現 2 東書 国表　304 国語表現
世界史Ｂ 2 東書 世Ｂ　308 世界史Ｂ
日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版
地理Ｂ 2 東書 地Ｂ　306 地理Ｂ
倫理 104 数研 倫理　314 改訂版　倫理
政治・経済 104 数研 政経　317 改訂版　政治・経済
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　309 高校生の音楽２
美術Ⅱ 38 光村 美Ⅱ　303 美術２
書道Ⅱ 2 東書 書Ⅱ　305 書道Ⅱ
コミュニケーション英語Ⅲ 183 第一 コⅢ　344 Perspective English CommunicationⅢ NEW EDITION
情報の科学 116 日文 情科　310 新・情報の科学

済々黌高等学校

学校名 学科・コース

普通科

本黌建学の精神である三綱領
　正倫理　明大義　（倫理を正しうし、大義を明らかにす）
　重廉恥　振元氣　（廉恥を重んじ、元気を振るう）
　磨知識　進文明　（知識を磨き、文明を進む）
を根幹とし、徳育・体育・知育の三育併進、文武両道の気風を尊重し、一つ一つの教育活動を着実に実践し学
校の活性化を目指す。生徒を育成するに当たっては
　１　他者への思いやりを大切にし、社会に貢献する生徒の育成
　２　心身ともに逞しく豊かな人間性を備えた生徒の育成
　３　志を高く持ち、自ら求めて学ぶ生徒の育成
を目指す。

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

1



教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

家庭 食文化
新井映子、
小清水貴子

ほか４名
東京書籍 スーパーライブビュー

学校教育法附則第９条の規定による教科用図書

2



課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 183 第一 現国　714 高等学校　精選現代の国語
言語文化 183 第一 言文　714 高等学校　精選言語文化
論理国語 2 東書 論国　702 精選論理国語
古典探究 183 第一 古探　717 高等学校　古典探究　古文編 分冊
古典探究 183 第一 古探　718 高等学校　古典探究　漢文編 分冊
地理総合 183 第一 地総　706 高等学校　地理総合　世界を学び、地域をつくる
歴史総合 81 山川 歴総　707 歴史総合　近代から現代へ
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 35 清水 公共　705 高等学校　公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　712 数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　709 数学Ⅱ
数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　708 数学Ⅲ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　712 数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　710 数学B
数学Ｃ 104 数研 数Ｃ　708 数学Ｃ
物理基礎 104 数研 物基　707 物理基礎
物理 104 数研 物理　707 総合物理１　力と運動・熱 分冊
物理 104 数研 物理　708 総合物理２　波・電気と磁気・原子 分冊
化学基礎 2 東書 化基　701 化学基礎
化学 2 東書 化学　701 化学　Vol.1　理論編 分冊
化学 2 東書 化学　702 化学　Vol.2　物質編 分冊
生物基礎 104 数研 生基　707 生物基礎
生物 104 数研 生物　704 生物
地学基礎 104 数研 地基　704 高等学校　地学基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ 61 啓林館 ＣⅠ　712 ELEMENT　English　Communication　Ⅰ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 61 啓林館 ＣⅡ　712 ELEMENT English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 231 いいずな 論Ⅰ　718 be English Logic and Expression ⅠSmart
論理・表現Ⅱ 231 いいずな 論Ⅱ　717 be English Logic and Expression Ⅱ Smart
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
情報Ⅰ 2 東書 情Ⅰ　701 新編情報Ⅰ
世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　310 詳説世界史　改訂版
日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版
地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ
倫理 7 実教 倫理　312 高校倫理　新訂版
政治・経済 104 数研 政経　317 改訂版　政治・経済
コミュニケーション英語Ⅲ 61 啓林館 コⅢ　334 Revised ELEMENT English Communication Ⅲ

学校名 学科・コース

熊本高等学校 普通科

　本校は、明治42年に制定された校訓に則り、徳性、智能、体力を兼ね備えた「士君子タルノ修養」を校是と
し、社会に貢献できる人間の育成を教育目標としている。また、平成14年７月、熊本高校の目指す人物像(ＳＩ)
を、「深い自己理解のもと、個性を生かし、社会に積極的に関わっていく、自立した個人」と規定して教育に取り
組んできた。
　本年度「士君子タルノ修養」を最上位の目標に掲げ、生徒の自主性と成長の可能性を信じて教育活動に邁
進し、校訓の冒頭にある「誠実」な心、人生を豊かにする「修養」、美しいものに心動かす「感性」を育む。加え
て、スクール・ミッションに掲げてあるイノベーティブでグローバルな人材を育成するために、ＩＣＴを積極的に活
用するなどして、新たな教育へも果敢に挑戦し、高度で深い学び、探究的な学びを展開する。

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 2 東書 現国　702 精選現代の国語
言語文化 2 東書 言文　702 精選言語文化
論理国語 2 東書 論国　702 精選論理国語
古典探究 183 第一 古探　719 高等学校　精選古典探究
地理総合 183 第一 地総　706 高等学校　地理総合　世界を学び、地域をつくる
歴史総合 7 実教 歴総　703 詳述歴史総合
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 2 東書 公共　701 公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　712 数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　709 数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　712 数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　710 数学B
数学Ｃ 104 数研 数Ｃ　708 数学Ｃ
物理基礎 61 啓林館 物基　706 高等学校　考える物理基礎
物理 61 啓林館 物理　704 高等学校　総合物理１　様々な運動　熱　波 分冊
物理 61 啓林館 物理　705 高等学校　総合物理２　電気と磁気　原子・分子の世界 分冊
化学基礎 2 東書 化基　701 化学基礎
化学 2 東書 化学　701 化学　Vol.1　理論編 分冊
化学 2 東書 化学　702 化学　Vol.2　物質編 分冊
生物基礎 183 第一 生基　710 高等学校　生物基礎
生物 183 第一 生物　705 高等学校　生物
地学基礎 104 数研 地基　704 高等学校　地学基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　701 美術１
書道Ⅰ 17 教出 書Ⅰ　704 書道Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ 61 啓林館 ＣⅠ　712 ELEMENT　English　Communication　Ⅰ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 61 啓林館 ＣⅡ　712 ELEMENT English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 231 いいずな 論Ⅰ　717 be English Logic and Expression ⅠClear
論理・表現Ⅱ 231 いいずな 論Ⅱ　716 be English Logic and Expression Ⅱ Clear
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
情報Ⅰ 2 東書 情Ⅰ　702 情報Ⅰ　Step Forward!
世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　310 詳説世界史　改訂版
日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版
地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ
倫理 7 実教 倫理　312 高校倫理　新訂版
政治・経済 104 数研 政経　317 改訂版　政治・経済
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　310 MOUSA２
美術Ⅱ 38 光村 美Ⅱ　303 美術２
書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　308 書Ⅱ
コミュニケーション英語Ⅲ 61 啓林館 コⅢ　334 Revised ELEMENT English Communication Ⅲ
家庭（専門） 6 教図 家庭　304 子どもの発達と保育　育つ・育てる・育ち合う
家庭（専門） 6 教図 家庭　312 フードデザインcooking&arrangement

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

第一高等学校 普通科、普通科（英語コース）

　「くまもとの教職員像」、「県立中学校・高等学校における教育指導の重点」、「人権教育取組の方向」、「特別
支援教育取組の方向」、「体育保健課取組の方向」及び本校の「白梅の精神」等に則り、「健全な心身の育
成」、「学力の充実」、「地域との連携」を柱に、生徒一人一人の個性を伸ばしながら、心身ともに健全で叡智に
富み、凛とした気品のある心豊かな人材の育成を目指す。
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 183 第一 現国　714 高等学校　精選現代の国語
言語文化 183 第一 言文　714 高等学校　精選言語文化
論理国語 2 東書 論国　702 精選論理国語
文学国語 2 東書 文国　701 文学国語
古典探究 104 数研 古探　709 古典探究　古文編 分冊
古典探究 104 数研 古探　710 古典探究　漢文編 分冊
地理総合 2 東書 地総　701 地理総合
歴史総合 81 山川 歴総　707 歴史総合　近代から現代へ
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 183 第一 公共　710 高等学校　公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　713 高等学校　数学Ⅰ
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　715 最新　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　710 高等学校　数学Ⅱ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　712 最新　数学Ⅱ
数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　709 高等学校　数学Ⅲ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　713 高等学校　数学A
数学Ａ 104 数研 数Ａ　715 最新　数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　711 高等学校　数学B
数学Ｃ 104 数研 数Ｃ　709 高等学校　数学Ｃ
物理基礎 2 東書 物基　701 物理基礎
物理 104 数研 物理　707 総合物理１　力と運動・熱 分冊
物理 104 数研 物理　708 総合物理２　波・電気と磁気・原子 分冊
化学基礎 2 東書 化基　701 化学基礎
化学 2 東書 化学　701 化学　Vol.1　理論編 分冊
化学 2 東書 化学　702 化学　Vol.2　物質編 分冊
生物基礎 104 数研 生基　708 高等学校　生物基礎
生物 104 数研 生物　704 生物
地学基礎 61 啓林館 地基　703 高等学校　地学基礎
保健体育 183 第一 保体　703 高等学校　保健体育 Textbook 分冊
保健体育 183 第一 保体　704 高等学校　保健体育 Activity 分冊
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　703 MOUSA2
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１
美術Ⅱ 38 光村 美Ⅱ　701 美術２
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　704 書Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　703 ENRICH LEARNING ENGLISH COMMUNICATIONⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 2 東書 ＣⅡ　703 ENRICH LEARNING ENGLISH COMMUNICATION　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 61 啓林館 論Ⅰ　708 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Advanced

論理・表現Ⅱ 61 啓林館 論Ⅱ　708 Vision Quest English Logic and Expression　Ⅱ　Ace
家庭基礎 6 教図 家基　703 家庭基礎　つながる暮らし　共に創る未来
情報Ⅰ 7 実教 情Ⅰ　705 最新情報Ⅰ
理数探究基礎 104 数研 理数　702 理数探究基礎
家庭（専門） 6 教図 家庭　702 フードデザイン Food Change LIFE
古典Ａ 2 東書 古Ａ　301 古典Ａ
世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　310 詳説世界史　改訂版
日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版
地理Ｂ 130 二宮 地Ｂ　305 新編　詳解地理Ｂ改訂版
倫理 2 東書 倫理　311 倫理
政治・経済 104 数研 政経　317 改訂版　政治・経済
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　328 改訂版　最新　数学Ｂ

学校名 学科・コース

第二高等学校 普通科、理数科、美術科

１．「令和４年度県立中学校・高等学校における教育指導の重点」を踏まえ、本校の三綱領「自主積極・廉恥自
尊・礼節協調」の具現化に努め、知・徳・体の調和のとれた全人教育を推進する。
２．先人が築いてきた本校の教育方針に基づいて、教職員が一体となって保護者や地域との連携のもと、県
民の期待に応え、活力がみなぎり存在感のある学校づくりをめざす。

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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科学と人間生活 7 実教 科人　307 科学と人間生活　新訂版
音楽Ⅲ 27 教芸 音Ⅲ　305 Joy of Music
美術Ⅲ 116 日文 美Ⅲ　304 高校生の美術３
書道Ⅲ 6 教図 書Ⅲ　302 書Ⅲ
コミュニケーション英語Ⅲ 61 啓林館 コⅢ　334 Revised ELEMENT English Communication Ⅲ

教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

美術
鑑賞研

究
神原　正明 井村寿人 快読・現代の美術　絵画から都市へ

美術 素描

京都市立芸
術大学美術
教育研究会
日本文教出
版編集部

佐々木秀樹 つくる・見る・学ぶ美術のきほん

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 104 数研 現国　708 現代の国語
言語文化 104 数研 言文　708 高等学校 言語文化
論理国語 104 数研 論国　708 論理国語
文学国語 104 数研 文国　706 文学国語
古典探究 104 数研 古探　711 高等学校　古典探究
地理総合 46 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合
歴史総合 46 帝国 歴総　706 明解　歴史総合
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 104 数研 公共　713 新版　公共
倫理 7 実教 倫理　702 詳述倫理
政治・経済 2 東書 政経　701 政治・経済
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　714 新編　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　711 新編　数学Ⅱ
数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　710 新編　数学Ⅲ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　714 新編　数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　712 新編　数学B
科学と人間生活 7 実教 科人　702 科学と人間生活
物理基礎 104 数研 物基　708 新編　物理基礎
物理 104 数研 物理　706 物理
化学基礎 104 数研 化基　708 化学基礎
化学 104 数研 化学　706 化学
生物基礎 104 数研 生基　708 高等学校　生物基礎
生物 104 数研 生物　704 生物
地学基礎 183 第一 地基　705 高等学校　地学基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
音楽Ⅱ 17 教出 音Ⅱ　701 音楽Ⅱ　Tutti+
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１
美術Ⅱ 38 光村 美Ⅱ　701 美術２
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　704 書Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ 15 三省堂 ＣⅠ　708 ＭＹ　ＷＡＹ English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 15 三省堂 ＣⅡ　708 MY WAY English Communication Ⅱ
論理・表現Ⅰ 9 開隆堂 論Ⅰ　703 APPLAUSE ENGLISH LOGIC AND EXPRESSION Ⅰ
論理・表現Ⅱ 9 開隆堂 論Ⅱ　703 APPLAUSE ENGLISH LOGIC AND EXPRESSION　Ⅱ
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
情報Ⅰ 104 数研 情Ⅰ　708 高等学校　情報Ⅰ
理数探究基礎 61 啓林館 理数　701 理数探究基礎　未来に向かって
理数探究基礎 104 数研 理数　702 理数探究基礎
家庭（専門） 7 実教 家庭　703 フードデザイン
世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　310 詳説世界史　改訂版
日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版
地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ
倫理 35 清水 倫理　313 高等学校　現代倫理　新訂版
政治・経済 2 東書 政経　311 政治・経済
数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　324 改訂版　新編　数学Ⅲ
科学と人間生活 7 実教 科人　307 科学と人間生活　新訂版
物理 104 数研 物理　313 改訂版　物理
化学 104 数研 化学　313 改訂版　化学
生物 104 数研 生物　310 改訂版　生物
地学 61 啓林館 地学　303 地学　改訂版
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　310 MOUSA２
音楽Ⅲ 27 教芸 音Ⅲ　305 Joy of Music
美術Ⅱ 38 光村 美Ⅱ　303 美術２

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

熊本西高等学校 普通科、普通科（体育コース）、サイエンス情報科

「生徒を大きく育てる西高」をモットーに、生徒一人ひとりと深く関わり、きめ細かい指導と支援で生徒の可能性
を伸ばし、積極的に社会に参画する人材を育成する。
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美術Ⅲ 38 光村 美Ⅲ　303 美術３
書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　308 書Ⅱ
書道Ⅲ 38 光村 書Ⅲ　305 書Ⅲ
コミュニケーション英語Ⅲ 15 三省堂 コⅢ　330 MY WAY English Communication Ⅲ New Edition
情報の科学 2 東書 情科　306 情報の科学
家庭（専門） 7 実教 家庭　313 フードデザイン　新訂版
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 212 桐原 現国　717 探求　現代の国語
言語文化 104 数研 言文　708 高等学校 言語文化
論理国語 50 大修館 論国　705 論理国語
文学国語 143 筑摩 文国　708 文学国語
古典探究 2 東書 古探　702 精選古典探究　古文編 分冊
古典探究 2 東書 古探　703 精選古典探究　漢文編 分冊
地理総合 46 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合
歴史総合 81 山川 歴総　708 現代の歴史総合　みる・読みとく・考える
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 183 第一 公共　711 高等学校　新公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　713 高等学校　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　710 高等学校　数学Ⅱ
数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　709 高等学校　数学Ⅲ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　713 高等学校　数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　711 高等学校　数学B
数学Ｃ 104 数研 数Ｃ　709 高等学校　数学Ｃ
物理基礎 104 数研 物基　708 新編　物理基礎
物理 104 数研 物理　707 総合物理１　力と運動・熱 分冊
物理 104 数研 物理　708 総合物理２　波・電気と磁気・原子 分冊
化学基礎 61 啓林館 化基　707 ｉ版 　化学基礎
化学 61 啓林館 化学　705 高等学校　化学
生物基礎 61 啓林館 生基　706 i 版　生物基礎
生物 61 啓林館 生物　703 高等学校　生物
地学基礎 104 数研 地基　704 高等学校　地学基礎
保健体育 50 大修館 保体　702 新高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　703 MOUSA2
美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　701 美術１
美術Ⅱ 38 光村 美Ⅱ　701 美術２
書道Ⅰ 2 東書 書Ⅰ　701 書道Ⅰ
書道Ⅱ 2 東書 書Ⅱ　701 書道Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　703 ENRICH LEARNING ENGLISH COMMUNICATIONⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 2 東書 ＣⅡ　703 ENRICH LEARNING ENGLISH COMMUNICATION　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 104 数研 論Ⅰ　710 EARTHRISE English Logic and Expression I Advanced
論理・表現Ⅱ 104 数研 論Ⅱ　711 EARTHRISE English Logic and Expression Ⅱ Standard
家庭基礎 7 実教 家基　706 Agenda  家庭基礎
情報Ⅰ 104 数研 情Ⅰ　708 高等学校　情報Ⅰ
国語表現 183 第一 国表　308 高等学校　改訂版　国語表現
世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　310 詳説世界史　改訂版
日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版
地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ
倫理 7 実教 倫理　312 高校倫理　新訂版
政治・経済 183 第一 政経　309 高等学校　改訂版　政治・経済
音楽Ⅲ 27 教芸 音Ⅲ　305 Joy of Music
美術Ⅲ 116 日文 美Ⅲ　304 高校生の美術３
書道Ⅲ 6 教図 書Ⅲ　302 書Ⅲ
コミュニケーション英語Ⅲ 177 増進堂 コⅢ　342 MAINSTREAM English Communication Ⅲ Second Edition Strategic Reading Focus Advanced

英語会話 226 チアーズ 英会　305 ATLANTIS English Conversation

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

熊本北高等学校 普通科、理数科、英語科

　人間教育に主眼をおき、知・徳・体の調和のとれた全人間教育を実践し、将来社会において自信と誇りをもっ
て生きていく有為な人材を育成する。
　特に教師と生徒及び生徒相互の人間的触れ合いを大切にし、厳しく徹底した教育活動を通して、「礼節と品
位を重んじ、向上心に満ちた意欲的若人」の育成に努める。
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 2 東書 現国　703 現代の国語
言語文化 104 数研 言文　707 言語文化
論理国語 104 数研 論国　707 精選　論理国語
文学国語 104 数研 文国　706 文学国語
古典探究 183 第一 古探　719 高等学校　精選古典探究
地理総合 2 東書 地総　701 地理総合
歴史総合 7 実教 歴総　703 詳述歴史総合
地図 46 帝国 地図　703 標準高等地図
公共 7 実教 公共　703 詳述公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　714 新編　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　711 新編　数学Ⅱ
数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　710 新編　数学Ⅲ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　714 新編　数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　712 新編　数学B
数学Ｃ 104 数研 数Ｃ　710 新編　数学Ｃ
科学と人間生活 104 数研 科人　704 科学と人間生活
物理基礎 104 数研 物基　707 物理基礎
物理 104 数研 物理　707 総合物理１　力と運動・熱 分冊
物理 104 数研 物理　708 総合物理２　波・電気と磁気・原子 分冊
化学基礎 2 東書 化基　701 化学基礎
化学 2 東書 化学　701 化学　Vol.1　理論編 分冊
化学 2 東書 化学　702 化学　Vol.2　物質編 分冊
生物基礎 183 第一 生基　710 高等学校　生物基礎
生物 183 第一 生物　705 高等学校　生物
地学基礎 183 第一 地基　705 高等学校　地学基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 17 教出 音Ⅰ　701 音楽Ⅰ　Tutti＋
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１
書道Ⅰ 17 教出 書Ⅰ　704 書道Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ 61 啓林館 ＣⅠ　713 LANDMARK　English　Communication　Ⅰ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 61 啓林館 ＣⅡ　713 LANDMARK English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 104 数研 論Ⅰ　711 EARTHRISE English Logic and Expression I Standard
論理・表現Ⅱ 104 数研 論Ⅱ　711 EARTHRISE English Logic and Expression Ⅱ Standard
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
情報Ⅰ 104 数研 情Ⅰ　709 情報Ⅰ　Next
倫理 35 清水 倫理　308 高等学校　新倫理　新訂版
政治・経済 2 東書 政経　311 政治・経済
コミュニケーション英語Ⅲ 61 啓林館 コⅢ　335 Revised LANDMARK English Communication Ⅲ
家庭（専門） 7 実教 家庭　313 フードデザイン　新訂版

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

東稜高等学校 普通科、普通科（国際コース、理数コース）

校訓「自律自興・一点突破」を根幹とし、２１世紀の我が国と地域社会を担う有為な人材育成に向け、学校一
体となった指導体制のもと、教師と生徒､生徒相互の深い信頼関係を築き、学業を奨励し、節度ある学校生活
を通して、知・徳・体の調和のとれた教育活動を実践することにより学校の活性化を目指す。
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課程

全日制

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 2 東書 現国　701 新編現代の国語
言語文化 2 東書 言文　701 新編言語文化
論理国語 2 東書 論国　701 新編論理国語
文学国語 50 大修館 文国　705 新編　文学国語
地理総合 183 第一 地総　706 高等学校　地理総合　世界を学び、地域をつくる
歴史総合 183 第一 歴総　710 高等学校　歴史総合
日本史探究 81 山川 日探　705 詳説日本史
世界史探究 81 山川 世探　705 高校世界史
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 35 清水 公共　706 私たちの公共
倫理 2 東書 倫理　701 倫理
政治・経済 2 東書 政経　701 政治・経済
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　716 新　高校の数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　719 新　高校の数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　716 新　高校の数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　714 新　高校の数学B
数学Ｃ 104 数研 数Ｃ　711 最新　数学Ｃ
科学と人間生活 61 啓林館 科人　703 高等学校　科学と人間生活
物理基礎 2 東書 物基　702 新編物理基礎
化学基礎 104 数研 化基　709 高等学校　化学基礎
生物基礎 104 数研 生基　709 新編　生物基礎
地学基礎 183 第一 地基　705 高等学校　地学基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　703 MOUSA2
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１
美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ　702 高校生の美術２
工芸Ⅰ 116 日文 工Ⅰ　701 工芸Ⅰ
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　704 書Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　701 All Aboard! English Communication Ⅰ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 2 東書 ＣⅡ　701 All Aboard! English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 15 三省堂 論Ⅰ　706 VISTA Logic and ExpressionⅠ
論理・表現Ⅱ 15 三省堂 論Ⅱ　706 VISTA Logic and Expression Ⅱ
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
情報Ⅰ 7 実教 情Ⅰ　705 最新情報Ⅰ
理数探究基礎 61 啓林館 理数　701 理数探究基礎　未来に向かって
商業 7 実教 商業　701 ビジネス基礎
商業 7 実教 商業　704 ビジネス・コミュニケーション
商業 7 実教 商業　709 新簿記
商業 7 実教 商業　715 最新情報処理　Advanced　Computing
商業 7 実教 商業　725 プログラミング　～マクロ言語～
商業 7 実教 商業　728 新財務会計Ⅰ
商業 7 実教 商業　736 ソフトウェア活用
商業 190 東法 商業　717 情報処理
商業 190 東法 商業　721 原価計算
家庭（専門） 7 実教 家庭　705 ファッション造形基礎
現代文Ａ 2 東書 現Ａ　306 現代文Ａ
現代文Ｂ 2 東書 現Ｂ　321 新編現代文Ｂ
古典Ａ 50 大修館 古Ａ　315 古典Ａ　物語選　改訂版

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

湧心館高等学校 普通科、情報処理科

　基本的人権の尊重に基づき、生徒一人一人に対して深い愛情と理解をもって、生徒一人一人の教育的ニー
ズに応じた「最適な指導・支援や合理的配慮」を行い、徳（豊かな人間性）・体（健康と体力）・知（確かな学力）
の調和の取れた生きる力を備えた総合的人間力の育成に努める。
　また、郷土に思いを馳せ、生涯にわたって郷土に誇りを持てる人材に育てる。
　実践重点事項は以下のとおりである。
（１）確かな学力を育成し、自己実現を図る態度を育む。
（２）道徳性と豊かな情操を養う。
（３）心身の健康を自己管理する態度を養う。
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古典Ｂ 50 大修館 古Ｂ　342 新編古典Ｂ　改訂版
世界史Ｂ 2 東書 世Ｂ　308 世界史Ｂ
日本史Ａ 183 第一 日Ａ　312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版
地理Ａ 183 第一 地Ａ　310 高等学校　新版　地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ
地理Ｂ 130 二宮 地Ｂ　305 新編　詳解地理Ｂ改訂版
地図 46 帝国 地図　310 新詳高等地図
倫理 183 第一 倫理　310 高等学校　改訂版　倫理
政治・経済 183 第一 政経　309 高等学校　改訂版　政治・経済
数学Ⅱ 7 実教 数Ⅱ　323 高校数学Ⅱ　新訂版
数学Ａ 7 実教 数Ａ　323 高校数学Ａ　新訂版
数学Ｂ 7 実教 数Ｂ　321 高校数学Ｂ　新訂版
数学活用 7 実教 数活　301 数学活用
物理基礎 61 啓林館 物基　316 考える物理基礎 分冊
物理基礎 61 啓林館 物基　317 考える物理基礎　マイノート 分冊
物理 2 東書 物理　308 改訂　物理
化学基礎 61 啓林館 化基　318 化学基礎　改訂版
化学 61 啓林館 化学　312 化学　改訂版
生物基礎 2 東書 生基　311 改訂　生物基礎
生物 61 啓林館 生物　309 生物　改訂版
地学基礎 104 数研 地基　309 新編　地学基礎
地学 61 啓林館 地学　303 地学　改訂版
コミュニケーション英語Ⅱ 212 桐原 コⅡ　354 WORLD TREK English Communication Ⅱ New Edition
コミュニケーション英語Ⅲ 183 第一 コⅢ　345 Vivid English Communication Ⅲ NEW EDITION
英語表現Ⅰ 61 啓林館 英Ⅰ　329 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Standard
英語表現Ⅱ 183 第一 英Ⅱ　330 Vivid English Expression Ⅱ NEW EDITION
英語会話 15 三省堂 英会　302 SELECT English Conversation
家庭総合 7 実教 家総　309 新家庭総合　パートナーシップでつくる未来
商業 7 実教 商業　324 最新プログラミング
商業 7 実教 商業　333 ビジネス情報管理
商業 7 実教 商業　336 マーケティング　新訂版
商業 7 実教 商業　347 新財務会計Ⅰ　新訂版
商業 7 実教 商業　354 経済活動と法　新訂版
商業 7 実教 商業　358 電子商取引　新訂版
商業 190 東法 商業　344 情報処理　新訂版
商業 190 東法 商業　346 ビジネス実務　　新訂版
商業 190 東法 商業　351 原価計算　新訂版
家庭（専門） 6 教図 家庭　312 フードデザインcooking&arrangement
家庭（専門） 7 実教 家庭　306 ファッション造形基礎
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 104 数研 現国　708 現代の国語
言語文化 104 数研 言文　707 言語文化
論理国語 212 桐原 論国　713 探求　論理国語
古典探究 50 大修館 古探　708 精選　古典探究
地理総合 2 東書 地総　701 地理総合
地理探究 46 帝国 地探　702 新詳地理探究
歴史総合 7 実教 歴総　703 詳述歴史総合
日本史探究 7 実教 日探　702 日本史探究
世界史探究 81 山川 世探　704 詳説世界史
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 7 実教 公共　703 詳述公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　713 高等学校　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　710 高等学校　数学Ⅱ
数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　709 高等学校　数学Ⅲ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　713 高等学校　数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　711 高等学校　数学B
物理基礎 104 数研 物基　708 新編　物理基礎
物理 104 数研 物理　707 総合物理１　力と運動・熱 分冊
物理 104 数研 物理　708 総合物理２　波・電気と磁気・原子 分冊
化学基礎 104 数研 化基　709 高等学校　化学基礎
化学 104 数研 化学　706 化学
生物基礎 2 東書 生基　701 生物基礎
生物 2 東書 生物　701 生物
地学基礎 104 数研 地基　704 高等学校　地学基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　701 美術１
書道Ⅰ 17 教出 書Ⅰ　704 書道Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ 61 啓林館 ＣⅠ　713 LANDMARK　English　Communication　Ⅰ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 231 いいずな ＣⅡ　723 New Rays  English Communication Ⅱ
論理・表現Ⅰ 61 啓林館 論Ⅰ　709 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Standard
論理・表現Ⅱ 231 いいずな 論Ⅱ　716 be English Logic and Expression Ⅱ Clear
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

玉名高等学校 普通科

（１）　目指す学校像
　(ｱ)【徳】コミュニケーションを重視し互いに尊重しあう学校
　(ｲ)【体】自他の生命や身体を大切にする学校
　(ｳ)【知】生徒・職員がともに成長を喜び合う学校

（２）　めざす生徒像
　(ｱ)「至誠」高い志と誠実さを持ち、世のため人のために貢献できる生徒
　(ｲ)「剛健」真面目さとチャレンジ精神を持ち、問題や課題に立ち向かう生徒
　(ｳ)「進取」仲間とともに切磋琢磨し、豊かな知性と感性を磨き続ける生徒

（３）　夢実現・未来への挑戦　～マナーを身につける～

（４）　玉名高校生（若駒）に身につけさせたい「９つの資質・能力」
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情報Ⅰ 116 日文 情Ⅰ　710 情報Ⅰ
世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　310 詳説世界史　改訂版
日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版
地理Ｂ 130 二宮 地Ｂ　305 新編　詳解地理Ｂ改訂版
倫理 35 清水 倫理　308 高等学校　新倫理　新訂版
政治・経済 104 数研 政経　317 改訂版　政治・経済
コミュニケーション英語Ⅲ 104 数研 コⅢ　337 Revised POLESTAR English Communication Ⅲ
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 2 東書 現国　701 新編現代の国語
言語文化 2 東書 言文　701 新編言語文化
論理国語 15 三省堂 論国　704 新　論理国語
古典探究 2 東書 古探　702 精選古典探究　古文編 分冊
古典探究 2 東書 古探　703 精選古典探究　漢文編 分冊
地理総合 130 二宮 地総　704 地理総合　世界に学び地域へつなぐ
歴史総合 7 実教 歴総　704 歴史総合
地図 130 二宮 地図　704 高等地図帳
公共 6 教図 公共　702 公共
数学Ⅰ 2 東書 数Ⅰ　703 数学Ⅰ　Essence
数学Ⅱ 2 東書 数Ⅱ　716 数学Ⅱ　Essence
数学Ａ 2 東書 数Ａ　703 数学A　Essence
科学と人間生活 104 数研 科人　704 科学と人間生活
物理基礎 2 東書 物基　701 物理基礎
化学基礎 104 数研 化基　710 新編　化学基礎
化学 104 数研 化学　707 新編　化学
生物基礎 104 数研 生基　709 新編　生物基礎
生物 104 数研 生物　704 生物
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
音楽Ⅱ 17 教出 音Ⅱ　701 音楽Ⅱ　Tutti+
美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　701 美術１
美術Ⅱ 38 光村 美Ⅱ　701 美術２
書道Ⅰ 2 東書 書Ⅰ　701 書道Ⅰ
書道Ⅱ 2 東書 書Ⅱ　701 書道Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ 15 三省堂 ＣⅠ　709 VISTA English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 2 東書 ＣⅡ　701 All Aboard! English Communication　Ⅱ
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
情報Ⅰ 2 東書 情Ⅰ　701 新編情報Ⅰ
世界史Ｂ 2 東書 世Ｂ　308 世界史Ｂ
日本史Ｂ 2 東書 日Ｂ　310 新選日本史Ｂ
地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ
政治・経済 7 実教 政経　313 最新政治・経済　新訂版
数学Ⅲ 2 東書 数Ⅲ　316 数学Ⅲ　Standard
数学Ａ 2 東書 数Ａ　318 数学Ａ　Standard
数学Ｂ 2 東書 数Ｂ　317 数学Ｂ　Standard
物理基礎 2 東書 物基　312 改訂　新編物理基礎
音楽Ⅲ 17 教出 音Ⅲ　304 音楽Ⅲ　改訂版
美術Ⅲ 116 日文 美Ⅲ　304 高校生の美術３
書道Ⅲ 6 教図 書Ⅲ　302 書Ⅲ
英語会話 15 三省堂 英会　302 SELECT English Conversation
家庭（専門） 6 教図 家庭　304 子どもの発達と保育　育つ・育てる・育ち合う
家庭（専門） 7 実教 家庭　313 フードデザイン　新訂版

教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

体育
スポー
ツ概論

髙橋　健夫
ほか

鈴木一行 基礎から学ぶスポーツ概論

学校名 学科・コース

岱志高等学校 普通科、普通科（体育コース、美術工芸コース）

１　夢（志）を描き、夢の実現への挑戦・・・・志を育み、励まし、鍛え、伸ばす
２　心の教育の充実・・・・自己肯定の心と命を大切にする心、郷土を愛する心の育成
３　生徒指導の徹底・・・・基本的生活習慣の確立及び自律心の育成
４　確かな学力の育成・・・・基礎・基本の定着、個に応じた指導の充実

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 2 東書 現国　703 現代の国語
言語文化 2 東書 言文　702 精選言語文化
論理国語 212 桐原 論国　713 探求　論理国語
古典探究 2 東書 古探　702 精選古典探究　古文編 分冊
古典探究 2 東書 古探　703 精選古典探究　漢文編 分冊
地理総合 130 二宮 地総　704 地理総合　世界に学び地域へつなぐ
歴史総合 81 山川 歴総　707 歴史総合　近代から現代へ
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 2 東書 公共　701 公共
政治・経済 7 実教 政経　703 最新政治・経済
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　714 新編　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　711 新編　数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　714 新編　数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　712 新編　数学B
数学Ｃ 104 数研 数Ｃ　710 新編　数学Ｃ
物理基礎 2 東書 物基　702 新編物理基礎
物理 104 数研 物理　707 総合物理１　力と運動・熱 分冊
物理 104 数研 物理　708 総合物理２　波・電気と磁気・原子 分冊
化学基礎 2 東書 化基　701 化学基礎
化学 2 東書 化学　701 化学　Vol.1　理論編 分冊
化学 2 東書 化学　702 化学　Vol.2　物質編 分冊
生物基礎 2 東書 生基　701 生物基礎
生物 104 数研 生物　704 生物
地学基礎 183 第一 地基　705 高等学校　地学基礎
保健体育 183 第一 保体　703 高等学校　保健体育 Textbook 分冊
保健体育 183 第一 保体　704 高等学校　保健体育 Activity 分冊
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　702 高校生の音楽１
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　702 高校生の音楽２
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１
美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ　702 高校生の美術２
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　704 書Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　702 Power On English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 2 東書 ＣⅡ　702 Power On English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 212 桐原 論Ⅰ　714 FACTBOOK English Logic and Expression Ⅰ
論理・表現Ⅱ 212 桐原 論Ⅱ　714 FACTBOOK English Logic and Expression　Ⅱ
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
情報Ⅰ 2 東書 情Ⅰ　702 情報Ⅰ　Step Forward!
倫理 104 数研 倫理　314 改訂版　倫理
政治・経済 35 清水 政経　315 高等学校　新政治・経済　 新訂版
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　327 改訂版　新編　数学Ｂ
化学基礎 2 東書 化基　314 改訂　新編化学基礎
化学 2 東書 化学　309 改訂　新編化学
生物 104 数研 生物　310 改訂版　生物
地学基礎 61 啓林館 地基　308 地学基礎　改訂版
音楽Ⅲ 27 教芸 音Ⅲ　305 Joy of Music
美術Ⅲ 116 日文 美Ⅲ　304 高校生の美術３
書道Ⅲ 38 光村 書Ⅲ　305 書Ⅲ
コミュニケーション英語Ⅲ 2 東書 コⅢ　326 Power On English Communication Ⅲ
家庭（専門） 7 実教 家庭　311 子どもの発達と保育　新訂版

学校名 学科・コース

鹿本高等学校
普通科
みらい創造科（グローバル探究コース、スポーツ健康科学コース）

　本県教育委員会の教育指導の指針及び教育指導の重点に基づき、綱領「自主自律・質実剛健・師弟同行」
のもと、生徒一人ひとりの個性の伸長を図りながら、知・徳・体の調和のとれた人間を育成する。即ち、徳性を
涵養し、知性を磨き、心身を鍛えて将来に備える。
　綱領の具現化に努め、生徒一人ひとりの豊かな心の育成を第一に、持続可能な社会の創り手としての学力
を習得させるとともに、その基盤となる体力の向上を図る。

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

体育
スポー
ツ概論

髙橋　健夫
ほか

鈴木一行 基礎から学ぶスポーツ概論

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 2 東書 現国　702 精選現代の国語
言語文化 2 東書 言文　702 精選言語文化
論理国語 104 数研 論国　708 論理国語
文学国語 15 三省堂 文国　703 新　文学国語
古典探究 109 文英堂 古探　712 古典探究
地理総合 2 東書 地総　701 地理総合
歴史総合 7 実教 歴総　704 歴史総合
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 2 東書 公共　701 公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　714 新編　数学Ⅰ

学校名 学科・コース

菊池高等学校 普通科、普通科（未来探究コース、地域探究コース）、商業科

１　教育方針：｢道徳性の陶冶、真理の探求、心身の錬磨｣
　　[育てたい生徒像] 　①豊かな人間性と正しい人生観・世界観を備えた生徒
　　　　　　　　　　　　　  ②勉学への意欲と困難に屈せず人生を生き抜く力を身に付けた生徒
　　　　　　　　　　　　　　③強健な身体と強固な意志を持った生徒
２　校訓：「汗と夢」
　　［目指す学校像］　①活気あふれる学校
　　　　　　　　　　　　　 ②生徒の夢や目標をかたちにする学校
　　　　　　　　　　　　　 ③地域に開かれ、信頼される学校

３　スクール・ミッション
　校訓「汗と夢」のもと、菊池地域にある未来探究コース・地域探求コースを含む普通科と商業科を有する高校
として、学校と生徒、保護者、地域が一体となって、郷土愛をはじめ社会人としての基礎力やグローバルな思
考力・判断力・表現力、課題解決力を培い、地域の発展に貢献、活躍できる主体的で実行力のあるリーダーを
育成する。
　そのため、確かな学力の育成に向け、教育活動の質の向上を図るとともに、探究的な学びやキャリア教育を
充実させ、生徒一人一人の進路や夢の実現を目指す多様なニーズに応じた教育を目指す。
　今後は、県のスーパーグローカルハイスクール事業の取組により、地元自治体や関係団体、大学等との連
携を深める。普通科の未来探究コースと地域探求コースについては、科学的手法に基づいた探究的な学びや
体験的・実践的な学びを通じて、地域課題の解決を図り、広く社会に貢献できる人材の育成に取り組む。ま
た、商業科については、今後の大きな社会変革の中での進路選択を見据えた資格取得やキャリア形成の充
実を図る。

４　スクール・ポリシー
（１）育成を目指す資質・能力に関する方針（グラデュエーション・ポリシー）
　ア　夢や目標をもち、計画的に自らの進路実現に向けて取り組む力を育成する。
　イ　課題解決力を高め、社会で幅広く活躍するグローバルな人材を育成する。（未来探究コース）
　ウ　課題解決力を身に付け、リーダーとして地域発展に貢献する人材を育成する。（地域探究コース）
　エ　専門的な知識と技術を身に付け、主体的に地域産業活性化に取り組む人材を育成する。（商業科）
（２）教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）
　ア　地域課題解決に対する科学的手法や課題解決の手段・手法を学び、豊かな発想力を身に付ける。（未
来探究コース）
　イ　地域課題や地域活性化に関する体験的な学びを通して解決力を身に付ける。（地域探究コース）
　ウ　経済生活を合理的かつ能率的に営む能力や課題を解決できる能力を身に付ける。（商業科）
（３）入学者の受入に関する方針（アドミッション・ポリシー）
　ア　本校に興味・関心をもち、自分の能力を高めたいという強い意志をもつ者。
　イ　普通科の新しいコースで地域に貢献できる力を身に付けたいと考えている者。
　ウ　商業科でビジネスの知識習得や資格取得に励み、地元企業の即戦力となりたい者。

５　重点目標
　（1）確かな学力の育成
　（2）キャリア教育の推進と個性を生かす進路指導の充実
　（3）道徳教育の充実と命を大切にする心の育成
　（4）国際社会に生きる日本人の自覚と情報社会に対応する能力の育成
　（5）体力の向上、心身の健康の保持増進及び安全教育の充実
　（6）安全で安心できる学びの場となる環境づくりの推進
　（7）地域に開かれた信頼される学校づくり

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　711 新編　数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　714 新編　数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　712 新編　数学B
科学と人間生活 183 第一 科人　705 高等学校　科学と人間生活
物理基礎 104 数研 物基　708 新編　物理基礎
物理 104 数研 物理　706 物理
化学基礎 104 数研 化基　708 化学基礎
化学 104 数研 化学　706 化学
生物基礎 104 数研 生基　708 高等学校　生物基礎
生物 2 東書 生物　701 生物
生物 7 実教 生物　702 生物
地学基礎 183 第一 地基　705 高等学校　地学基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　703 MOUSA2
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１
美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ　702 高校生の美術２
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　704 書Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ 15 三省堂 ＣⅠ　708 ＭＹ　ＷＡＹ English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 15 三省堂 ＣⅡ　708 MY WAY English Communication Ⅱ
論理・表現Ⅰ 104 数研 論Ⅰ　711 EARTHRISE English Logic and Expression I Standard
論理・表現Ⅱ 104 数研 論Ⅱ　711 EARTHRISE English Logic and Expression Ⅱ Standard
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
情報Ⅰ 2 東書 情Ⅰ　701 新編情報Ⅰ
理数探究基礎 61 啓林館 理数　701 理数探究基礎　未来に向かって
商業 7 実教 商業　701 ビジネス基礎
商業 7 実教 商業　709 新簿記
商業 7 実教 商業　715 最新情報処理　Advanced　Computing
商業 7 実教 商業　718 マーケティング
商業 7 実教 商業　720 原価計算
商業 7 実教 商業　727 高校財務会計Ⅰ
商業 7 実教 商業　736 ソフトウェア活用
国語表現 17 教出 国表　306 国語表現　改訂版
世界史Ｂ 7 実教 世Ｂ　309 世界史Ｂ　新訂版
日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　314 高校日本史　改訂版
地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ
政治・経済 183 第一 政経　309 高等学校　改訂版　政治・経済
数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　324 改訂版　新編　数学Ⅲ
化学基礎 7 実教 化基　317 高校化学基礎　新訂版
化学 104 数研 化学　313 改訂版　化学
生物基礎 61 啓林館 生基　315 生物基礎　改訂版
生物 61 啓林館 生物　309 生物　改訂版
地学基礎 183 第一 地基　310 高等学校　改訂　地学基礎
地学 61 啓林館 地学　303 地学　改訂版
音楽Ⅲ 27 教芸 音Ⅲ　305 Joy of Music
美術Ⅲ 116 日文 美Ⅲ　304 高校生の美術３
書道Ⅲ 38 光村 書Ⅲ　305 書Ⅲ
コミュニケーション英語Ⅲ 15 三省堂 コⅢ　330 MY WAY English Communication Ⅲ New Edition
コミュニケーション英語Ⅲ 104 数研 コⅢ　338 Revised BIG DIPPER English Communication Ⅲ
英語表現Ⅰ 61 啓林館 英Ⅰ　330 Vision Quest English Expression Ⅰ Core
商業 7 実教 商業　329 財務会計Ⅱ
商業 7 実教 商業　352 ビジネス情報　新訂版
商業 7 実教 商業　358 電子商取引　新訂版
商業 190 東法 商業　355 経済活動と法　新訂版
家庭（専門） 6 教図 家庭　312 フードデザインcooking&arrangement

教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

商業
総合実

践
清水希益
ほか6名

実教出版 総合実践　企業取引を学ぶ三訂版

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 50 大修館 現国　706 現代の国語
言語文化 104 数研 言文　708 高等学校 言語文化
論理国語 50 大修館 論国　705 論理国語
古典探究 104 数研 古探　711 高等学校　古典探究
地理総合 2 東書 地総　701 地理総合
歴史総合 183 第一 歴総　711 高等学校　新歴史総合　過去との対話、つなぐ未来
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 104 数研 公共　709 高等学校　公共　これからの社会について考える
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　714 新編　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　711 新編　数学Ⅱ
数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　710 新編　数学Ⅲ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　714 新編　数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　712 新編　数学B
数学Ｃ 104 数研 数Ｃ　710 新編　数学Ｃ
物理基礎 104 数研 物基　708 新編　物理基礎
物理 104 数研 物理　706 物理
化学基礎 104 数研 化基　708 化学基礎
化学基礎 104 数研 化基　710 新編　化学基礎
化学 104 数研 化学　706 化学
生物基礎 2 東書 生基　702 新編生物基礎
生物 2 東書 生物　701 生物
地学基礎 104 数研 地基　704 高等学校　地学基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　703 MOUSA2
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１
美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ　702 高校生の美術２
書道Ⅰ 17 教出 書Ⅰ　704 書道Ⅰ
書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　704 書Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ 61 啓林館 ＣⅠ　714 LANDMARK Fit　English　Communication  Ⅰ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 61 啓林館 ＣⅡ　714 LANDMARK Fit English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 104 数研 論Ⅰ　710 EARTHRISE English Logic and Expression I Advanced
論理・表現Ⅱ 15 三省堂 論Ⅱ　705 MY WAY Logic and ExpressionⅡ
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
情報Ⅰ 104 数研 情Ⅰ　708 高等学校　情報Ⅰ
家庭（専門） 7 実教 家庭　703 フードデザイン
世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　310 詳説世界史　改訂版
日本史Ｂ 35 清水 日Ｂ　313 高等学校　日本史Ｂ　新訂版
地理Ｂ 130 二宮 地Ｂ　305 新編　詳解地理Ｂ改訂版
倫理 183 第一 倫理　310 高等学校　改訂版　倫理
政治・経済 2 東書 政経　311 政治・経済
生物基礎 2 東書 生基　312 改訂　新編生物基礎
音楽Ⅲ 27 教芸 音Ⅲ　305 Joy of Music
美術Ⅲ 116 日文 美Ⅲ　304 高校生の美術３
書道Ⅲ 6 教図 書Ⅲ　302 書Ⅲ
コミュニケーション英語Ⅲ 61 啓林館 コⅢ　336 LANDMARK Fit English Communication Ⅲ

学校名 学科・コース

大津高等学校 普通科、普通科（体育コース、美術コース）、理数科

　教育基本法の目的及び理念、「県立中学校・高等学校における教育指導の重点」及び「学校安全・安心推進
課取組の重点」に基づき、綱領「向学、誠実、敬愛」の具現化に努め、２１世紀を担う有為な人材の育成を目指
す。この目標達成のため本年度の学校経営目標を以下のように定め、知・徳・体の調和のとれた「求める生徒
像」の実現に努める。
　目指す学校像　「清く　正しく　美しく」
　求める生徒像　①「文武一体」の体現：ひたむきに努力を行う生徒
　　　　　　　　　　 ②「凡事徹底」の精神：自己の研鑽を継続できる生徒
 　　　　　　　　　　③「恕」の心：多様な価値観を受け入れることができる生徒

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

家庭 食文化
実教出版編

集部
実教出版 イラスト調理BOOK　基本・応用・理論

体育
スポー
ツ概論

髙橋　健夫
ほか

鈴木一行 基礎から学ぶスポーツ概論

美術 絵画 新浪　悠二
河合塾美術

研究所
ＷＡＲＭ　ＵＰ！これから美術をはじめる人に

美術
ビジュア
ルデザ

イン
新浪　悠二

河合塾美術
研究所

ＷＡＲＭ　ＵＰ！これから美術をはじめる人に

美術 素描 新浪　悠二
河合塾美術

研究所
ＷＡＲＭ　ＵＰ！これから美術をはじめる人に

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 2 東書 現国　703 現代の国語
現代の国語 104 数研 現国　709 高等学校　現代の国語
現代の国語 183 第一 現国　716 高等学校　新編現代の国語
言語文化 2 東書 言文　702 精選言語文化
言語文化 50 大修館 言文　706 新編　言語文化
論理国語 183 第一 論国　711 高等学校　論理国語
文学国語 2 東書 文国　701 文学国語
古典探究 183 第一 古探　719 高等学校　精選古典探究
地理総合 130 二宮 地総　704 地理総合　世界に学び地域へつなぐ
地図 2 東書 地図　701 新高等地図
歴史総合 81 山川 歴総　708 現代の歴史総合　みる・読みとく・考える
公共 183 第一 公共　711 高等学校　新公共
倫理 7 実教 倫理　702 詳述倫理
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　714 新編　数学Ⅰ
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　716 新　高校の数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　711 新編　数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　714 新編　数学A
数学Ａ 61 啓林館 数Ａ　710 新編数学A
数学Ａ 104 数研 数Ａ　716 新　高校の数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　712 新編　数学B
数学Ｃ 104 数研 数Ｃ　710 新編　数学Ｃ
科学と人間生活 104 数研 科人　704 科学と人間生活
物理基礎 104 数研 物基　708 新編　物理基礎
物理 104 数研 物理　706 物理
化学基礎 2 東書 化基　702 新編化学基礎
生物基礎 2 東書 生基　702 新編生物基礎
生物 2 東書 生物　701 生物
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　703 MOUSA2
美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　701 美術１
美術Ⅱ 38 光村 美Ⅱ　701 美術２
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　704 書Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ 61 啓林館 ＣⅠ　714 LANDMARK Fit　English　Communication  Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ 15 三省堂 ＣⅠ　709 VISTA English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 61 啓林館 ＣⅡ　714 LANDMARK Fit English Communication　Ⅱ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 15 三省堂 ＣⅡ　709 VISTA English Communication Ⅱ
論理・表現Ⅰ 61 啓林館 論Ⅰ　709 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Standard
論理・表現Ⅱ 61 啓林館 論Ⅱ　709 Vision Quest English Logic and Expression Ⅱ Hope
論理・表現Ⅱ 61 啓林館 論Ⅱ　708 Vision Quest English Logic and Expression　Ⅱ　Ace
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
家庭総合 2 東書 家総　701 家庭総合　自立・共生・創造
情報Ⅰ 2 東書 情Ⅰ　701 新編情報Ⅰ
農業 7 実教 農業　701 農業と環境
農業 7 実教 農業　702 農業と情報
農業 7 実教 農業　318 作物
農業 7 実教 農業　311 野菜
農業 7 実教 農業　708 草花

学校名 学科・コース

阿蘇中央高等学校
普通科、総合ビジネス科、
農業食品科、グリーン環境科、社会福祉科

　各学科の先進的・専門的な教育活動を通して探究を深め、生涯にわたって未来を切り拓くために必要な資質
と能力の育成を目指す。
　（１）確かな学力を育成し、生徒一人ひとりに応じた指導の充実を図る
　（２）豊かな情操と道徳心を培う
　（３）心身の健康を自己管理する態度を養う

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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農業 7 実教 農業　319 畜産
農業 7 実教 農業　313 農業経営
農業 7 実教 農業　704 食品製造
農業 7 実教 農業　711 生物活用
農業 7 実教 農業　705 森林科学
農業 7 実教 農業　712 森林経営
農業 7 実教 農業　316 林産物利用
農業 7 実教 農業　706 農業土木設計
農業 179 電機大 農業　713 農業土木施工
商業 7 実教 商業　701 ビジネス基礎
商業 7 実教 商業　709 新簿記
商業 7 実教 商業　716 情報処理　Prologue of Computer
商業 7 実教 商業　718 マーケティング
商業 7 実教 商業　727 高校財務会計Ⅰ
商業 7 実教 商業　720 原価計算
商業 7 実教 商業　736 ソフトウェア活用
家庭（専門） 6 教図 家庭　706 保育基礎　ようこそ，ともに育ち合う保育の世界へ
家庭（専門） 7 実教 家庭　705 ファッション造形基礎
家庭（専門） 7 実教 家庭　703 フードデザイン
福祉 7 実教 福祉　701 社会福祉基礎
福祉 7 実教 福祉　305 コミュニケーション技術
福祉 7 実教 福祉　703 生活支援技術
福祉 7 実教 福祉　704 こころとからだの理解
福祉 7 実教 福祉　702 介護福祉基礎
現代文Ａ 50 大修館 現Ａ　308 現代文Ａ　改訂版
現代文Ａ 15 三省堂 現Ａ　303 現代文Ａ
世界史Ｂ 46 帝国 世Ｂ　312 新詳　世界史Ｂ
日本史Ａ 183 第一 日Ａ　312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
日本史Ｂ 7 実教 日Ｂ　311 高校日本史Ｂ　新訂版
日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版
地理Ａ 46 帝国 地Ａ　308 高等学校　新地理Ａ
地理Ａ 46 帝国 地Ａ　312 高校生の地理Ａ
地図 130 二宮 地図　312 基本地図帳　改訂版
地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ
政治・経済 183 第一 政経　310 高等学校　新政治・経済
政治・経済 183 第一 政経　309 高等学校　改訂版　政治・経済
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　331 改訂版　新　高校の数学Ⅱ
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　327 改訂版　新編　数学Ｂ
物理基礎 104 数研 物基　319 改訂版　新編　物理基礎
物理 104 数研 物理　313 改訂版　物理
化学基礎 2 東書 化基　314 改訂　新編化学基礎
化学 2 東書 化学　308 改訂　化学
生物基礎 2 東書 生基　312 改訂　新編生物基礎
生物 2 東書 生物　306 改訂　生物
音楽Ⅲ 27 教芸 音Ⅲ　305 Joy of Music
美術Ⅲ 116 日文 美Ⅲ　304 高校生の美術３
書道Ⅲ 38 光村 書Ⅲ　305 書Ⅲ
コミュニケーション英語Ⅲ 61 啓林館 コⅢ　336 LANDMARK Fit English Communication Ⅲ
農業 7 実教 農業　320 農業機械
農業 179 電機大 農業　317 水循環
農業 7 実教 農業　326 生物活用
農業 7 実教 農業　327 グリーンライフ
商業 7 実教 商業　315 商品開発
商業 7 実教 商業　325 広告と販売促進
商業 7 実教 商業　354 経済活動と法　新訂版
商業 7 実教 商業　329 財務会計Ⅱ
商業 7 実教 商業　330 管理会計
商業 7 実教 商業　324 最新プログラミング
家庭（専門） 7 実教 家庭　303 生活産業情報
家庭（専門） 6 教図 家庭　304 子どもの発達と保育　育つ・育てる・育ち合う
家庭（専門） 7 実教 家庭　313 フードデザイン　新訂版
福祉（専門） 7 実教 福祉　303 生活支援技術
福祉（専門） 7 実教 福祉　306 介護過程
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教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

農業
食品化

学
高野　克己

ほか
実教出版 食品化学

農業 測量
村井　俊治

ほか
実教出版 農業測量

農業
食品微
生物

中西　載慶
ほか５名

実教出版 食品微生物

農業
食品流

通
茂野　隆一
ほか９名

実教出版 食品流通

商業
総合実

践
三田　泰三
ほか４名

実教出版株
式会社

総合実践　同時同業法を中心として　三訂版

福祉
福祉情

報
天野　真美

ほか
実教出版 福祉情報活用

福祉
介護総
合演習

介護福祉士
養成講座編
集委員会

中央法規
最新・介護福祉士養成講座１０　介護総合演習・介

護実習

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 50 大修館 現国　707 新編　現代の国語
言語文化 50 大修館 言文　706 新編　言語文化
論理国語 2 東書 論国　701 新編論理国語
国語表現 50 大修館 国表　701 国語表現
古典探究 2 東書 古探　701 新編古典探究
地理総合 2 東書 地総　701 地理総合
地理探究 130 二宮 地探　703 地理探究
歴史総合 46 帝国 歴総　706 明解　歴史総合
日本史探究 81 山川 日探　705 詳説日本史
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 7 実教 公共　704 公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　714 新編　数学Ⅰ
数学Ⅱ 2 東書 数Ⅱ　716 数学Ⅱ　Essence
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　711 新編　数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　714 新編　数学A
数学Ｂ 2 東書 数Ｂ　703 数学Ｂ　Essence
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　712 新編　数学B
数学Ｃ 104 数研 数Ｃ　710 新編　数学Ｃ
科学と人間生活 61 啓林館 科人　703 高等学校　科学と人間生活
物理基礎 2 東書 物基　701 物理基礎
化学基礎 104 数研 化基　708 化学基礎
生物基礎 104 数研 生基　707 生物基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 17 教出 音Ⅰ　701 音楽Ⅰ　Tutti＋
音楽Ⅱ 17 教出 音Ⅱ　701 音楽Ⅱ　Tutti+
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　704 書Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ 61 啓林館 ＣⅠ　714 LANDMARK Fit　English　Communication  Ⅰ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 61 啓林館 ＣⅡ　714 LANDMARK Fit English Communication　Ⅱ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 61 啓林館 ＣⅡ　713 LANDMARK English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 231 いいずな 論Ⅰ　717 be English Logic and Expression ⅠClear
論理・表現Ⅱ 231 いいずな 論Ⅱ　716 be English Logic and Expression Ⅱ Clear
家庭基礎 7 実教 家基　707 図説家庭基礎
情報Ⅰ 2 東書 情Ⅰ　701 新編情報Ⅰ
家庭（専門） 7 実教 家庭　707 保育基礎
家庭（専門） 7 実教 家庭　703 フードデザイン
古典Ａ 50 大修館 古Ａ　315 古典Ａ　物語選　改訂版
地理Ｂ 130 二宮 地Ｂ　305 新編　詳解地理Ｂ改訂版
政治・経済 104 数研 政経　317 改訂版　政治・経済
政治・経済 7 実教 政経　313 最新政治・経済　新訂版
数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　324 改訂版　新編　数学Ⅲ
物理 104 数研 物理　313 改訂版　物理
化学基礎 104 数研 化基　320 改訂版　新編　化学基礎
化学 104 数研 化学　314 新編　化学
生物 104 数研 生物　310 改訂版　生物
コミュニケーション英語Ⅲ 61 啓林館 コⅢ　335 Revised LANDMARK English Communication Ⅲ
社会と情報 2 東書 社情　310 社会と情報
家庭（専門） 6 教図 家庭　304 子どもの発達と保育　育つ・育てる・育ち合う
商業 7 実教 商業　718 マーケティング
地図 46 帝国 地図　310 新詳高等地図

学校名 学科・コース

小国高等学校 普通科

（１）「徳育・体育・知育」の三育並進による知性と品性を備えた生徒の育成
（２）志を高く（尚く）掲げ、自主的で意欲的に学び続ける生徒の育成
（３）基本的生活習慣を確立し、情操豊かで社会性を備えた生徒の育成
（４）適性を見極め、主体的な進路選択のできる生徒の育成
（５）生まれ育った郷土に感謝し、郷土を誇れる生徒の育成

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

家庭
生活と
福祉

直井　道子
ほか

実教出版 生活と福祉

音楽 声楽
フランツ・

ヴェルナー
大阪開成館 コールユーブンゲン

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 2 東書 現国　701 新編現代の国語
言語文化 104 数研 言文　709 新編　言語文化
論理国語 2 東書 論国　701 新編論理国語
文学国語 50 大修館 文国　705 新編　文学国語
地理総合 46 帝国 地総　707 高校生の地理総合
歴史総合 7 実教 歴総　703 詳述歴史総合
地図 46 帝国 地図　703 標準高等地図
公共 2 東書 公共　701 公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　715 最新　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　712 最新　数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　715 最新　数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　713 最新　数学B
科学と人間生活 2 東書 科人　701 科学と人間生活
物理基礎 61 啓林館 物基　706 高等学校　考える物理基礎
化学 61 啓林館 化学　705 高等学校　化学
生物基礎 2 東書 生基　701 生物基礎
地学基礎 183 第一 地基　705 高等学校　地学基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
英語コミュニケーションⅠ 15 三省堂 ＣⅠ　709 VISTA English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 15 三省堂 ＣⅡ　709 VISTA English Communication Ⅱ
論理・表現Ⅱ 15 三省堂 論Ⅱ　706 VISTA Logic and Expression Ⅱ
家庭総合 6 教図 家総　702 未来へつなぐ　家庭総合365
情報Ⅰ 104 数研 情Ⅰ　708 高等学校　情報Ⅰ
家庭（専門） 6 教図 家庭　702 フードデザイン Food Change LIFE
政治・経済 2 東書 政経　311 政治・経済
数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　325 改訂版　最新　数学Ⅲ
物理 104 数研 物理　313 改訂版　物理
生物 104 数研 生物　310 改訂版　生物
英語会話 61 啓林館 英会　303 Sailing English Conversation
情報の科学 7 実教 情科　307 最新情報の科学　新訂版

教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

美術 構成

京都市立芸
術大学美術
教育研究

会、日本文
教出版編集

部

秀学社 つくる・見る・学ぶ　美術のきほん

美術 素描 上田耕造 新星出版社 イチバン親切なデッサンの教科書

学校名 学科・コース

高森高等学校 普通科、普通科（グローカル探究コース）、マンガ学科

「自らの強みを活かし、一人一人が輝きを放つ学校」
～【自立】：自ら考え、自ら選択し、自ら判断し、自ら行動できる人に～
（１）国際人として自ら考え行動できる力を育成する。
（２）質の高い魅力的な教育活動の創造
（３）経験を通して身に付けた能力をきちんと価値付けることができるスキルを身に付ける
（４）質の高い効率的な組織運営の実現

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 15 三省堂 現国　704 精選　現代の国語
言語文化 2 東書 言文　702 精選言語文化
論理国語 104 数研 論国　707 精選　論理国語
古典探究 183 第一 古探　719 高等学校　精選古典探究
地理総合 46 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合
歴史総合 7 実教 歴総　704 歴史総合
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 104 数研 公共　713 新版　公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　715 最新　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　712 最新　数学Ⅱ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　719 新　高校の数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　715 最新　数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　713 最新　数学B
科学と人間生活 2 東書 科人　701 科学と人間生活
物理基礎 183 第一 物基　709 高等学校　物理基礎
化学基礎 183 第一 化基　712 高等学校　新化学基礎
化学 2 東書 化学　701 化学　Vol.1　理論編 分冊
化学 2 東書 化学　702 化学　Vol.2　物質編 分冊
生物基礎 7 実教 生基　703 生物基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　703 MOUSA2
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１
美術Ⅱ 38 光村 美Ⅱ　701 美術２
書道Ⅰ 17 教出 書Ⅰ　704 書道Ⅰ
書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　704 書Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　701 All Aboard! English Communication Ⅰ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 2 東書 ＣⅡ　701 All Aboard! English Communication　Ⅱ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 61 啓林館 ＣⅡ　714 LANDMARK Fit English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 9 開隆堂 論Ⅰ　702 Amity English Logic and Expression Ⅰ
論理・表現Ⅰ 15 三省堂 論Ⅰ　705 MY WAY Logic and ExpressionⅠ
論理・表現Ⅱ 15 三省堂 論Ⅱ　705 MY WAY Logic and ExpressionⅡ
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
家庭総合 2 東書 家総　701 家庭総合　自立・共生・創造
情報Ⅰ 104 数研 情Ⅰ　709 情報Ⅰ　Next
工業 7 実教 工業　701 工業技術基礎
工業 7 実教 工業　702 機械製図
工業 7 実教 工業　708 機械工作１
工業 7 実教 工業　709 機械工作２
工業 7 実教 工業　718 工業情報数理
工業 7 実教 工業　722 精選電気回路
商業 7 実教 商業　701 ビジネス基礎
世界史Ｂ 46 帝国 世Ｂ　312 新詳　世界史Ｂ
日本史Ｂ 35 清水 日Ｂ　313 高等学校　日本史Ｂ　新訂版
地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ
現代社会 104 数研 現社　320 改訂版　高等学校　現代社会
政治・経済 7 実教 政経　313 最新政治・経済　新訂版
物理 104 数研 物理　313 改訂版　物理
化学 2 東書 化学　309 改訂　新編化学
生物 61 啓林館 生物　309 生物　改訂版
音楽Ⅲ 27 教芸 音Ⅲ　305 Joy of Music

学校名 学科・コース

御船高等学校 普通科、普通科（芸術コース）、電子機械科

（１）自ら学ぶ力の育成
（２）心の教育の充実
（３）キャリア教育の充実
（４）健康･安全教育の徹底
（５）開かれた学校づくり

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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美術Ⅲ 38 光村 美Ⅲ　303 美術３
書道Ⅲ 38 光村 書Ⅲ　305 書Ⅲ
コミュニケーション英語Ⅲ 2 東書 コⅢ　301 All Aboard! Communication English Ⅲ
コミュニケーション英語Ⅲ 15 三省堂 コⅢ　330 MY WAY English Communication Ⅲ New Edition
英語表現Ⅰ 183 第一 英Ⅰ　337 Vivid English　Expression ⅠNEW EDITION
英語表現Ⅱ 183 第一 英Ⅱ　330 Vivid English Expression Ⅱ NEW EDITION
工業 7 実教 工業　345 原動機
工業 7 実教 工業　394 電子技術　新訂版
商業 7 実教 商業　336 マーケティング　新訂版
商業 7 実教 商業　338 新簿記　新訂版
商業 7 実教 商業　343 最新情報処理　新訂版
家庭（専門） 7 実教 家庭　311 子どもの発達と保育　新訂版
家庭（専門） 7 実教 家庭　313 フードデザイン　新訂版

教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

美術 素描 新浪　悠二
河合塾美術

研究所
ＷＡＲＭ　ＵＰ！これから美術をはじめる人に

美術 絵画
視覚デザイ
ン研究所

視覚デザイ
ン研究所

巨匠に教わる絵画の技法－画家の目と技でつづる
美術史

美術
ビジュア
ルデザ

イン

佐々木　剛
士

グラフィック
社

デザイン・レイアウトのセオリー

美術
映像表

現
佐々木　剛

士
グラフィック

社
デザイン・レイアウトのセオリー

音楽
ソル

フェー
ジュ

フランツ・
ヴェルナー

大阪開成館 コールユーブンゲン

音楽 音楽史 千蔵八郎 教育芸術社 音楽史

音楽
音楽理

論
石桁真礼生

他
音楽之友社 楽典

美術
美術概

論
秀学社 佐々木秀樹 美術のながれ

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 15 三省堂 現国　705 新 現代の国語
言語文化 50 大修館 言文　706 新編　言語文化
文学国語 15 三省堂 文国　703 新　文学国語
古典探究 2 東書 古探　701 新編古典探究
地理総合 46 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 46 帝国 公共　707 高等学校　公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　715 最新　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　712 最新　数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　715 最新　数学A
科学と人間生活 61 啓林館 科人　703 高等学校　科学と人間生活
化学基礎 2 東書 化基　702 新編化学基礎
生物基礎 104 数研 生基　709 新編　生物基礎
生物 104 数研 生物　704 生物
保健体育 50 大修館 保体　702 新高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　703 MOUSA2
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１
美術Ⅱ 38 光村 美Ⅱ　701 美術２
英語コミュニケーションⅠ 104 数研 ＣⅠ　717 COMET English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 104 数研 ＣⅡ　717 COMET English Communication　Ⅱ
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
家庭総合 2 東書 家総　701 家庭総合　自立・共生・創造
情報Ⅰ 116 日文 情Ⅰ　711 情報Ⅰ図解と実習－図解編
情報Ⅰ 116 日文 情Ⅰ　712 情報Ⅰ図解と実習－実習編
商業 7 実教 商業　701 ビジネス基礎
商業 7 実教 商業　718 マーケティング
商業 7 実教 商業　709 新簿記
商業 7 実教 商業　728 新財務会計Ⅰ
商業 7 実教 商業　716 情報処理　Prologue of Computer
商業 7 実教 商業　736 ソフトウェア活用
家庭（専門） 7 実教 家庭　707 保育基礎
家庭（専門） 7 実教 家庭　705 ファッション造形基礎
家庭（専門） 6 教図 家庭　702 フードデザイン Food Change LIFE
福祉 7 実教 福祉　701 社会福祉基礎
地理Ａ 46 帝国 地Ａ　308 高等学校　新地理Ａ
地理Ｂ 2 東書 地Ｂ　306 地理Ｂ
地図 46 帝国 地図　309 標準高等地図-地図でよむ現代社会-
倫理 104 数研 倫理　314 改訂版　倫理
政治・経済 7 実教 政経　313 最新政治・経済　新訂版
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　328 改訂版　最新　数学Ｂ
化学 104 数研 化学　314 新編　化学
生物基礎 104 数研 生基　317 改訂版　新編　生物基礎
音楽Ⅲ 17 教出 音Ⅲ　304 音楽Ⅲ　改訂版
美術Ⅲ 38 光村 美Ⅲ　303 美術３
コミュニケーション英語Ⅱ 104 数研 コⅡ　342 Revised COMET English Communication Ⅱ
商業 7 実教 商業　315 商品開発
商業 7 実教 商業　347 新財務会計Ⅰ　新訂版

学校名 学科・コース

甲佐高等学校 普通科、普通科（福祉教養コース）、ビジネス情報科

教育目標　　「夢実現　～百見は一験に如かず～」
　　　　　　　　（ア）健全な心身の育成　（イ）学力向上と進路指導の充実
　　　　　　　　（ウ）地域社会と連携した学校づくり　（エ）郷土を支える人材（人財）の育成
教育の重点 （ア）基本的な生活習慣の確立
　　　　　　　  （イ）教師の授業力向上、個に応じた学習指導と進路指導
                 （ウ）特別活動（生徒会・部活動等）を生かした自主性や創造性、奉仕の精神など
　　　　　　　　　　 の育成
　　　　　　　　（エ）地域と連携した教育活動　（オ）言語環境の整備
                 （カ）教育相談体制の充実　（キ）防災教育の徹底

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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商業 7 実教 商業　342 情報処理　新訂版
商業 190 東法 商業　359 電子商取引　新訂版
家庭（専門） 6 教図 家庭　312 フードデザインcooking&arrangement
福祉（専門） 7 実教 福祉　302 介護福祉基礎
福祉（専門） 7 実教 福祉　303 生活支援技術

教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

音楽 器楽
石桁真礼生

他
音楽之友社 楽典

家庭
生活と
福祉

直井　道子
ほか

実教出版 生活と福祉

学校教育法附則第９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 212 桐原 現国　717 探求　現代の国語
言語文化 212 桐原 言文　717 探求　言語文化
論理国語 104 数研 論国　707 精選　論理国語
古典探究 104 数研 古探　711 高等学校　古典探究
地理総合 7 実教 地総　702 地理総合
歴史総合 46 帝国 歴総　706 明解　歴史総合
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 104 数研 公共　713 新版　公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　717 NEXT　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　713 NEXT　数学Ⅱ
数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　712 NEXT　数学Ⅲ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　717 NEXT　数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　715 NEXT　数学B
物理基礎 2 東書 物基　701 物理基礎
物理 2 東書 物理　701 物理
化学基礎 2 東書 化基　701 化学基礎
化学 2 東書 化学　701 化学　Vol.1　理論編 分冊
化学 2 東書 化学　702 化学　Vol.2　物質編 分冊
生物基礎 2 東書 生基　701 生物基礎
生物 2 東書 生物　701 生物
地学基礎 104 数研 地基　704 高等学校　地学基礎
保健体育 50 大修館 保体　702 新高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　703 MOUSA2
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　703 高校美術
美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ　702 高校生の美術２
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　704 書Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ 104 数研 ＣⅠ　715 BLUE MARBLE English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 104 数研 ＣⅡ　715 BLUE MARBLE English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 61 啓林館 論Ⅰ　709 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Standard
論理・表現Ⅱ 61 啓林館 論Ⅱ　709 Vision Quest English Logic and Expression Ⅱ Hope
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
情報Ⅰ 2 東書 情Ⅰ　702 情報Ⅰ　Step Forward!
家庭（専門） 7 実教 家庭　703 フードデザイン
国語表現 50 大修館 国表　307 国語表現　改訂版
世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　310 詳説世界史　改訂版
日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版
地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ
倫理 7 実教 倫理　312 高校倫理　新訂版
政治・経済 2 東書 政経　311 政治・経済
コミュニケーション英語Ⅲ 61 啓林館 コⅢ　334 Revised ELEMENT English Communication Ⅲ
社会と情報 2 東書 社情　310 社会と情報

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

宇土高等学校 普通科

綱領「質実剛健」のもと、宇城地域にある普通科の中高一貫教育校として、自ら学び、考え、行動できる能力を
高め、幅広い分野で時代の先端を担い、たくましく生きる力を備えた人材や、国内外で貢献、活躍できるグ
ローバルリーダーを育成する。
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 183 第一 現国　716 高等学校　新編現代の国語
言語文化 104 数研 言文　709 新編　言語文化
論理国語 50 大修館 論国　706 新編　論理国語
国語表現 50 大修館 国表　701 国語表現
古典探究 104 数研 古探　711 高等学校　古典探究
地理総合 183 第一 地総　706 高等学校　地理総合　世界を学び、地域をつくる
歴史総合 183 第一 歴総　711 高等学校　新歴史総合　過去との対話、つなぐ未来
地図 46 帝国 地図　703 標準高等地図
公共 183 第一 公共　711 高等学校　新公共
政治・経済 104 数研 政経　705 政治・経済
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　715 最新　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　712 最新　数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　715 最新　数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　713 最新　数学B
科学と人間生活 104 数研 科人　704 科学と人間生活
物理基礎 104 数研 物基　707 物理基礎
化学基礎 104 数研 化基　710 新編　化学基礎
化学 104 数研 化学　707 新編　化学
生物基礎 2 東書 生基　702 新編生物基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 89 友社 音Ⅰ　704 ON! 1
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　703 MOUSA2
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１
美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ　702 高校生の美術２
書道Ⅰ 2 東書 書Ⅰ　701 書道Ⅰ
書道Ⅱ 2 東書 書Ⅱ　701 書道Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　701 All Aboard! English Communication Ⅰ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 2 東書 ＣⅡ　701 All Aboard! English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅱ 9 開隆堂 論Ⅱ　702 Amity English Logic and Expression　Ⅱ
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
家庭総合 183 第一 家総　706 高等学校　家庭総合　持続可能な未来をつくる
情報Ⅰ 2 東書 情Ⅰ　701 新編情報Ⅰ
商業 7 実教 商業　709 新簿記
商業 7 実教 商業　715 最新情報処理　Advanced　Computing
商業 7 実教 商業　718 マーケティング
商業 7 実教 商業　720 原価計算
商業 7 実教 商業　725 プログラミング　～マクロ言語～
商業 7 実教 商業　727 高校財務会計Ⅰ
商業 7 実教 商業　736 ソフトウェア活用
商業 190 東法 商業　702 ビジネス基礎
商業 190 東法 商業　733 商品開発と流通
家庭（専門） 6 教図 家庭　706 保育基礎　ようこそ，ともに育ち合う保育の世界へ
家庭（専門） 7 実教 家庭　703 フードデザイン
家庭（専門） 7 実教 家庭　704 生活産業情報
家庭（専門） 7 実教 家庭　705 ファッション造形基礎
国語表現 17 教出 国表　306 国語表現　改訂版
日本史Ａ 183 第一 日Ａ　312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
地理Ａ 183 第一 地Ａ　310 高等学校　新版　地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ
地図 46 帝国 地図　309 標準高等地図-地図でよむ現代社会-
現代社会 183 第一 現社　322 高等学校　改訂版　新現代社会
政治・経済 7 実教 政経　312 高校政治・経済　新訂版
数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　325 改訂版　最新　数学Ⅲ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　330 改訂版　最新　数学Ａ
科学と人間生活 104 数研 科人　308 新　科学と人間生活

学校名 学科・コース

松橋高等学校
普通科（文理総合コース、体育コース）、普通科（地域創造コース）、
情報処理科、家政科

生徒の個性を尊重し、伸ばし、一人一人の夢の実現を図るため「生徒一人一人が、学びへの意欲及び興味・
関心を高め、主体的に参加する楽しく分かる授業づくり」を目指す。

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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物理 104 数研 物理　313 改訂版　物理
化学 7 実教 化学　310 化学　新訂版
生物基礎 2 東書 生基　312 改訂　新編生物基礎
生物 2 東書 生物　307 スタンダード生物
コミュニケーション英語Ⅲ 2 東書 コⅢ　325 All Aboard! English Communication Ⅲ
英語表現Ⅱ 183 第一 英Ⅱ　330 Vivid English Expression Ⅱ NEW EDITION
商業 7 実教 商業　316 ビジネス経済
商業 7 実教 商業　345 ビジネス実務　新訂版
商業 7 実教 商業　358 電子商取引　新訂版
商業 190 東法 商業　344 情報処理　新訂版
家庭（専門） 6 教図 家庭　308 消費生活
家庭（専門） 7 実教 家庭　311 子どもの発達と保育　新訂版
福祉（専門） 7 実教 福祉　302 介護福祉基礎

教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

商業
総合実

践

システム・
フューチャー

株式会社

実教出版株
式会社

Webで学ぶ総合実践演習　スーパー実践くん４
web改訂版

家庭
生活産
業基礎

鹿嶋　研之
助　ほか

実教出版 生活産業基礎

家庭
生活と
福祉

直井　道子
ほか

実教出版 生活と福祉

家庭
ファッ

ション造
形

猪又美栄子
ほか

実教出版 ファッション造形

家庭
服飾手

芸
猪又美栄子

ほか
実教出版 ファッション造形

家庭
服飾手

芸
猪又美栄子

ほか
実教出版 ファッション造形

体育
スポー
ツ概論

髙橋　健夫
ほか

鈴木一行 基礎から学ぶスポーツ概論

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 2 東書 現国　703 現代の国語
言語文化 2 東書 言文　702 精選言語文化
論理国語 2 東書 論国　702 精選論理国語
文学国語 2 東書 文国　701 文学国語
古典探究 2 東書 古探　702 精選古典探究　古文編 分冊
古典探究 2 東書 古探　703 精選古典探究　漢文編 分冊
地理総合 2 東書 地総　701 地理総合
歴史総合 7 実教 歴総　703 詳述歴史総合
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 183 第一 公共　711 高等学校　新公共
政治・経済 183 第一 政経　706 高等学校　政治・経済
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　713 高等学校　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　710 高等学校　数学Ⅱ
数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　709 高等学校　数学Ⅲ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　713 高等学校　数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　711 高等学校　数学B
物理基礎 61 啓林館 物基　706 高等学校　考える物理基礎
物理 61 啓林館 物理　704 高等学校　総合物理１　様々な運動　熱　波 分冊
物理 61 啓林館 物理　705 高等学校　総合物理２　電気と磁気　原子・分子の世界 分冊
化学基礎 104 数研 化基　708 化学基礎
化学 104 数研 化学　706 化学
生物基礎 104 数研 生基　707 生物基礎
生物 104 数研 生物　704 生物
地学基礎 104 数研 地基　704 高等学校　地学基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　701 美術１
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　703 ENRICH LEARNING ENGLISH COMMUNICATIONⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 2 東書 ＣⅡ　703 ENRICH LEARNING ENGLISH COMMUNICATION　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 61 啓林館 論Ⅰ　709 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Standard
論理・表現Ⅱ 61 啓林館 論Ⅱ　708 Vision Quest English Logic and Expression　Ⅱ　Ace
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
情報Ⅰ 104 数研 情Ⅰ　708 高等学校　情報Ⅰ
世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　310 詳説世界史　改訂版
日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版
地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ
倫理 183 第一 倫理　310 高等学校　改訂版　倫理
コミュニケーション英語Ⅲ 61 啓林館 コⅢ　334 Revised ELEMENT English Communication Ⅲ

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

八代高等学校 普通科

　｢令和４年度（２０２２年度）県立高等学校における教育指導の重点｣及び「学校安全・安心推進課取組の重
点」を基盤とした本校の綱領である
・｢誠実にして真理を愛する｣
　To love truth,being sincere.
・｢自律を旨として協和を重んずる｣
　To respect harmony,being self-determined.
・｢闊達にして進取の氣象を尚ぶ｣
　To develop a sprit of enterprise,being broad-minded.
を教育理念の根幹におき、生徒の知性と品性、豊かな感性と闊達な行動力を育むとともにグローバルな視野
を切り拓く教育を実践する。
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 183 第一 現国　713 高等学校　現代の国語
言語文化 183 第一 言文　713 高等学校　言語文化
論理国語 50 大修館 論国　705 論理国語
文学国語 50 大修館 文国　704 文学国語
古典探究 2 東書 古探　702 精選古典探究　古文編 分冊
古典探究 2 東書 古探　703 精選古典探究　漢文編 分冊
地理総合 2 東書 地総　701 地理総合
歴史総合 46 帝国 歴総　706 明解　歴史総合
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 183 第一 公共　710 高等学校　公共
倫理 183 第一 倫理　705 高等学校　倫理
政治・経済 183 第一 政経　706 高等学校　政治・経済
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　714 新編　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　711 新編　数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　714 新編　数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　712 新編　数学B
物理基礎 61 啓林館 物基　706 高等学校　考える物理基礎
物理 61 啓林館 物理　704 高等学校　総合物理１　様々な運動　熱　波 分冊
物理 61 啓林館 物理　705 高等学校　総合物理２　電気と磁気　原子・分子の世界 分冊
化学基礎 104 数研 化基　708 化学基礎
化学 104 数研 化学　706 化学
生物基礎 104 数研 生基　709 新編　生物基礎
生物 104 数研 生物　704 生物
地学基礎 104 数研 地基　704 高等学校　地学基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　703 MOUSA2
美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　701 美術１
美術Ⅱ 38 光村 美Ⅱ　701 美術２
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　704 書Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ 109 文英堂 ＣⅠ　719 Grove English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 109 文英堂 ＣⅡ　718 Grove English Communication Ⅱ
論理・表現Ⅰ 15 三省堂 論Ⅰ　705 MY WAY Logic and ExpressionⅠ
論理・表現Ⅱ 15 三省堂 論Ⅱ　705 MY WAY Logic and ExpressionⅡ
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
情報Ⅰ 2 東書 情Ⅰ　701 新編情報Ⅰ
情報（専門） 7 実教 情報　701 情報産業と社会
情報（専門） 7 実教 情報　705 情報デザイン
世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　310 詳説世界史　改訂版
日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版
地理Ｂ 130 二宮 地Ｂ　305 新編　詳解地理Ｂ改訂版
数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　324 改訂版　新編　数学Ⅲ
コミュニケーション英語Ⅲ 104 数研 コⅢ　338 Revised BIG DIPPER English Communication Ⅲ
家庭（専門） 6 教図 家庭　310 服飾文化
家庭（専門） 6 教図 家庭　312 フードデザインcooking&arrangement

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

八代清流高等学校 普通科

　一人一人の生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値ある存在として尊重し、
多様な人々と協働しながら様々な社会変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手とな
ることができるようにする。
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 183 第一 現国　715 高等学校　標準現代の国語
言語文化 183 第一 言文　715 高等学校　標準言語文化
論理国語 183 第一 論国　712 高等学校　標準論理国語
古典探究 2 東書 古探　701 新編古典探究
地理総合 2 東書 地総　701 地理総合
歴史総合 183 第一 歴総　711 高等学校　新歴史総合　過去との対話、つなぐ未来
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 104 数研 公共　713 新版　公共
数学Ⅰ 2 東書 数Ⅰ　702 数学Ⅰ　Standard
数学Ａ 2 東書 数Ａ　702 数学A　Standard
科学と人間生活 104 数研 科人　704 科学と人間生活
生物基礎 7 実教 生基　704 高校生物基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 17 教出 音Ⅰ　701 音楽Ⅰ　Tutti＋
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　702 Power On English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 2 東書 ＣⅡ　702 Power On English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 15 三省堂 論Ⅰ　706 VISTA Logic and ExpressionⅠ
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
家庭総合 2 東書 家総　701 家庭総合　自立・共生・創造
情報Ⅰ 104 数研 情Ⅰ　709 情報Ⅰ　Next
商業 7 実教 商業　701 ビジネス基礎
商業 7 実教 商業　704 ビジネス・コミュニケーション
商業 7 実教 商業　709 新簿記
商業 7 実教 商業　715 最新情報処理　Advanced　Computing
商業 7 実教 商業　716 情報処理　Prologue of Computer
商業 7 実教 商業　718 マーケティング
商業 7 実教 商業　720 原価計算
商業 7 実教 商業　725 プログラミング　～マクロ言語～
商業 7 実教 商業　736 ソフトウェア活用
商業 234 TAC 商業　731 財務会計Ⅰ
日本史Ａ 7 実教 日Ａ　309 高校日本史Ａ　新訂版
地理Ａ 2 東書 地Ａ　307 地理Ａ
地図 46 帝国 地図　310 新詳高等地図
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　330 改訂版　最新　数学Ⅱ
生物基礎 7 実教 生基　314 高校生物基礎　新訂版
生物 7 実教 生物　308 生物　新訂版
英語表現Ⅱ 104 数研 英Ⅱ　326 Revised BIG DIPPER English Expression Ⅱ
商業 7 実教 商業　325 広告と販売促進
商業 7 実教 商業　329 財務会計Ⅱ
商業 7 実教 商業　342 情報処理　新訂版
商業 7 実教 商業　352 ビジネス情報　新訂版
商業 7 実教 商業　354 経済活動と法　新訂版
商業 7 実教 商業　358 電子商取引　新訂版

学校名 学科・コース

八代東高等学校 普通科（体育コース）、商業科、情報ネットワーク科

校訓『向学　敬愛　礼節』のもと、商業及び体育の専門的な教育活動を通して、将来への志を育み、地域社会
の発展に貢献できる資質と能力を育成する。

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

体育
スポー
ツ概論

髙橋　健夫
ほか

鈴木一行 基礎から学ぶスポーツ概論

英語
異文化
理解

浜島書店編
集部

浜島書店 Watching World

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 15 三省堂 現国　705 新 現代の国語
現代の国語 104 数研 現国　709 高等学校　現代の国語
言語文化 104 数研 言文　708 高等学校 言語文化
論理国語 212 桐原 論国　713 探求　論理国語
古典探究 183 第一 古探　719 高等学校　精選古典探究
地理総合 46 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合
地理総合 183 第一 地総　706 高等学校　地理総合　世界を学び、地域をつくる
歴史総合 81 山川 歴総　707 歴史総合　近代から現代へ
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 2 東書 公共　701 公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　713 高等学校　数学Ⅰ
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　715 最新　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　710 高等学校　数学Ⅱ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　711 新編　数学Ⅱ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　712 最新　数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　713 高等学校　数学A
数学Ａ 104 数研 数Ａ　715 最新　数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　711 高等学校　数学B
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　712 新編　数学B
科学と人間生活 104 数研 科人　704 科学と人間生活
物理基礎 104 数研 物基　707 物理基礎
物理基礎 104 数研 物基　708 新編　物理基礎
物理 104 数研 物理　706 物理
化学基礎 104 数研 化基　708 化学基礎
化学 104 数研 化学　706 化学
生物基礎 104 数研 生基　709 新編　生物基礎
生物 104 数研 生物　704 生物
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 17 教出 音Ⅰ　701 音楽Ⅰ　Tutti＋
音楽Ⅱ 17 教出 音Ⅱ　701 音楽Ⅱ　Tutti+
美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　701 美術１
美術Ⅱ 38 光村 美Ⅱ　701 美術２
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　704 書Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ 104 数研 ＣⅠ　716 BIG DIPPER English CommunicationⅠ
英語コミュニケーションⅠ 104 数研 ＣⅠ　717 COMET English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 104 数研 ＣⅡ　715 BLUE MARBLE English Communication　Ⅱ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 104 数研 ＣⅡ　717 COMET English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 61 啓林館 論Ⅰ　709 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Standard
論理・表現Ⅱ 61 啓林館 論Ⅱ　709 Vision Quest English Logic and Expression Ⅱ Hope
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
家庭総合 2 東書 家総　701 家庭総合　自立・共生・創造
情報Ⅰ 7 実教 情Ⅰ　705 最新情報Ⅰ
工業 7 実教 工業　701 工業技術基礎
工業 7 実教 工業　702 機械製図
工業 7 実教 工業　705 建築設計製図
工業 7 実教 工業　718 工業情報数理
工業 7 実教 工業　708 機械工作１
工業 7 実教 工業　710 機械設計１
工業 7 実教 工業　711 機械設計２

学校名 学科・コース

水俣高等学校
普通科、商業科、機械科、
電気建築システム科（電気コース、建築コース）

校訓「自律・敬愛・創造」のもと、知・徳・体の調和がとれ、自ら考え、学び、夢に向かって主体的に行動する力
を備えたグローバルリーダーの育成をめざす。そのため、全教職員は一体となり、教育者としての使命と愛情
を持って、家庭・地域社会との連携を深めながら、魅力ある学校づくりに努め、本校教育の充実・発展を図る。
教育スローガン：「何事にも当事者意識を持ち、主体的に行動できる生徒の育成」

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

39



工業 7 実教 工業　755 生産技術
工業 7 実教 工業　720 電気回路１
工業 7 実教 工業　721 電気回路２
工業 7 実教 工業　738 電気機器
工業 7 実教 工業　740 電力技術１
工業 7 実教 工業　744 電子技術
工業 7 実教 工業　714 建築構造
工業 7 実教 工業　749 建築計画
工業 7 実教 工業　748 建築構造設計
商業 7 実教 商業　701 ビジネス基礎
商業 7 実教 商業　704 ビジネス・コミュニケーション
商業 7 実教 商業　718 マーケティング
商業 7 実教 商業　708 高校簿記
商業 7 実教 商業　728 新財務会計Ⅰ
商業 7 実教 商業　715 最新情報処理　Advanced　Computing
商業 7 実教 商業　736 ソフトウェア活用
家庭（専門） 7 実教 家庭　703 フードデザイン
国語表現 17 教出 国表　306 国語表現　改訂版
世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　310 詳説世界史　改訂版
日本史Ａ 183 第一 日Ａ　312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版
地理Ａ 183 第一 地Ａ　310 高等学校　新版　地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ
地理Ｂ 130 二宮 地Ｂ　305 新編　詳解地理Ｂ改訂版
地図 46 帝国 地図　310 新詳高等地図
倫理 104 数研 倫理　314 改訂版　倫理
政治・経済 104 数研 政経　317 改訂版　政治・経済
数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　323 改訂版　高等学校　数学Ⅲ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　331 改訂版　新　高校の数学Ａ
音楽Ⅲ 27 教芸 音Ⅲ　305 Joy of Music
美術Ⅲ 38 光村 美Ⅲ　303 美術３
書道Ⅲ 38 光村 書Ⅲ　305 書Ⅲ
コミュニケーション英語Ⅲ 61 啓林館 コⅢ　335 Revised LANDMARK English Communication Ⅲ
コミュニケーション英語Ⅲ 61 啓林館 コⅢ　336 LANDMARK Fit English Communication Ⅲ
工業 7 実教 工業　303 電気製図
工業 7 実教 工業　316 機械工作２
工業 7 実教 工業　345 原動機
工業 7 実教 工業　322 自動車工学１
工業 7 実教 工業　393 電力技術２　新訂版
工業 7 実教 工業　358 電子計測制御
工業 7 実教 工業　376 建築施工
工業 7 実教 工業　377 建築法規
商業 7 実教 商業　354 経済活動と法　新訂版
商業 7 実教 商業　350 原価計算　新訂版
商業 7 実教 商業　352 ビジネス情報　新訂版
家庭（専門） 7 実教 家庭　311 子どもの発達と保育　新訂版

教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

工業 実習
新井芳明
熊谷文宏
ほか５名

実教出版 新版　電気・電子実習１

工業 実習
新井芳明
菅谷光雄
ほか５名

実教出版 新版　電気・電子実習２

工業 実習
新井芳明
末森保志
ほか５名

実教出版 新版　電気・電子実習３

工業 実習
岡田幸雄
ほか７名

実教出版 新版　建築実習１

工業 実習
柳原正人
ほか５名

実教出版 新版　建築実習２

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 2 東書 現国　702 精選現代の国語
言語文化 2 東書 言文　702 精選言語文化
論理国語 104 数研 論国　708 論理国語
古典探究 2 東書 古探　702 精選古典探究　古文編 分冊
古典探究 2 東書 古探　703 精選古典探究　漢文編 分冊
地理総合 2 東書 地総　701 地理総合
地図 130 二宮 地図　705 詳解現代地図　最新版
歴史総合 7 実教 歴総　703 詳述歴史総合
公共 104 数研 公共　713 新版　公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　713 高等学校　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　710 高等学校　数学Ⅱ
数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　709 高等学校　数学Ⅲ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　713 高等学校　数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　711 高等学校　数学B
数学Ｃ 104 数研 数Ｃ　709 高等学校　数学Ｃ
科学と人間生活 104 数研 科人　704 科学と人間生活
物理基礎 104 数研 物基　707 物理基礎
物理 104 数研 物理　707 総合物理１　力と運動・熱 分冊
物理 104 数研 物理　708 総合物理２　波・電気と磁気・原子 分冊
化学基礎 2 東書 化基　701 化学基礎
化学 2 東書 化学　701 化学　Vol.1　理論編 分冊
化学 2 東書 化学　702 化学　Vol.2　物質編 分冊
生物基礎 104 数研 生基　708 高等学校　生物基礎
生物 104 数研 生物　704 生物
地学基礎 104 数研 地基　704 高等学校　地学基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
英語コミュニケーションⅠ 61 啓林館 ＣⅠ　713 LANDMARK　English　Communication　Ⅰ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 231 いいずな ＣⅡ　723 New Rays  English Communication Ⅱ
論理・表現Ⅰ 231 いいずな 論Ⅰ　717 be English Logic and Expression ⅠClear
論理・表現Ⅱ 104 数研 論Ⅱ　711 EARTHRISE English Logic and Expression Ⅱ Standard
音楽Ⅰ 17 教出 音Ⅰ　701 音楽Ⅰ　Tutti＋
音楽Ⅱ 17 教出 音Ⅱ　701 音楽Ⅱ　Tutti+
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　704 書Ⅱ
美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　701 美術１
美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ　702 高校生の美術２
家庭基礎 6 教図 家基　702 未来へつなぐ　家庭基礎365
情報Ⅰ 2 東書 情Ⅰ　701 新編情報Ⅰ
地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ
世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　310 詳説世界史　改訂版
日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　315 新日本史　改訂版
政治・経済 104 数研 政経　317 改訂版　政治・経済
倫理 104 数研 倫理　314 改訂版　倫理
コミュニケーション英語Ⅲ 177 増進堂 コⅢ　342 MAINSTREAM English Communication Ⅲ Second Edition Strategic Reading Focus Advanced

音楽Ⅲ 17 教出 音Ⅲ　304 音楽Ⅲ　改訂版
美術Ⅲ 116 日文 美Ⅲ　304 高校生の美術３
書道Ⅲ 38 光村 書Ⅲ　305 書Ⅲ
情報の科学 2 東書 情科　306 情報の科学
家庭（専門） 7 実教 家庭　313 フードデザイン　新訂版

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

人吉高等学校 普通科

　教育綱領「礼節」「勤労」「進取」のもと、人吉・球磨地域にある普通科の定時制の高校として、心身の自己研
鑽に励み、これからの予測困難な時代に、郷土愛とグローバルな視野をもったリーダーを育成する。また、目
標達成に向けて挑戦する力やリーダーとしてふさわしい行動力を発揮し、人吉球磨地域の課題解決にも積極
的に関わり復興と発展を担う人材を育成する。
　そのため、世界的な視野に立った学びや探究的な学びに取り組むとともに、生徒の幅広い進路実現に向け
て、基礎から発展的な内容まで総合的な学力を見に付け、自ら考え、主体的に取り組む教育を目指す。
　今後は、国の「創造的教育方法実践プログラム」事業の取組の成果を生かし、ＩＣＴを活用した先進的な学び
を推進し、国内外の大学等と連携して、英語による発信力や論理的思考力を育成するとともに、地域課題解
決のために探究的学習を充実し、人吉球磨地域をはじめ世界ともつながる力を育む学びを展開する。
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 104 数研 現国　709 高等学校　現代の国語
言語文化 183 第一 言文　715 高等学校　標準言語文化
論理国語 183 第一 論国　712 高等学校　標準論理国語
古典探究 183 第一 古探　720 高等学校　標準古典探究
地理総合 46 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合
歴史総合 183 第一 歴総　711 高等学校　新歴史総合　過去との対話、つなぐ未来
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 183 第一 公共　711 高等学校　新公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　715 最新　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　712 最新　数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　715 最新　数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　713 最新　数学B
科学と人間生活 183 第一 科人　705 高等学校　科学と人間生活
化学基礎 183 第一 化基　712 高等学校　新化学基礎
生物基礎 7 実教 生基　704 高校生物基礎
保健体育 50 大修館 保体　702 新高等保健体育
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ 9 開隆堂 ＣⅠ　704 Amity English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 9 開隆堂 ＣⅡ　704 Amity English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 9 開隆堂 論Ⅰ　702 Amity English Logic and Expression Ⅰ
家庭総合 50 大修館 家総　705 クリエイティブ・リビングCreative Living『家庭総合』で生活をつくろう

世界史Ａ 183 第一 世Ａ　317 高等学校　改訂版　世界史Ａ
生物 2 東書 生物　307 スタンダード生物
コミュニケーション英語Ⅱ 2 東書 コⅡ　326 All Aboard! English CommunicationⅡ
社会と情報 7 実教 社情　311 最新社会と情報　新訂版

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

人吉高等学校五木分校 普通科

（１）　本校の綱領「礼節」「勤労」「進取」の精神を念頭に、全職員一体となって愛情と信頼を基調とした教育を
  実践し、心豊かで調和のとれた、社会に貢献できる人材の育成を図る。
（２）　豊かな自然環境の中で、豊かな人間性と健康な体を育み、自信と誇りをもった溌剌とした生徒の育成を
  図る。
（３）　小規模校としての特長を最大限に生かし、生徒一人一人の個性を伸ばすとともに、特色ある学校づくり
  を実践する。
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 183 第一 現国　714 高等学校　精選現代の国語
言語文化 183 第一 言文　714 高等学校　精選言語文化
論理国語 104 数研 論国　708 論理国語
古典探究 15 三省堂 古探　704 精選　古典探究　古文編 分冊
古典探究 15 三省堂 古探　705 精選　古典探究　漢文編 分冊
地理総合 46 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合
歴史総合 81 山川 歴総　707 歴史総合　近代から現代へ
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 104 数研 公共　713 新版　公共
政治・経済 2 東書 政経　701 政治・経済
数学Ⅰ 61 啓林館 数Ⅰ　711 深進数学Ⅰ
数学Ⅱ 61 啓林館 数Ⅱ　708 深進数学Ⅱ
数学Ⅲ 61 啓林館 数Ⅲ　707 深進数学Ⅲ
数学Ａ 61 啓林館 数Ａ　711 深進数学A
数学Ｂ 61 啓林館 数Ｂ　709 深進数学B
数学Ｃ 61 啓林館 数Ｃ　707 深進数学C
物理基礎 61 啓林館 物基　705 高等学校　物理基礎
物理 61 啓林館 物理　704 高等学校　総合物理１　様々な運動　熱　波 分冊
物理 61 啓林館 物理　705 高等学校　総合物理２　電気と磁気　原子・分子の世界 分冊
化学基礎 104 数研 化基　708 化学基礎
化学 104 数研 化学　706 化学
生物基礎 61 啓林館 生基　706 i 版　生物基礎
生物 104 数研 生物　704 生物
地学基礎 104 数研 地基　704 高等学校　地学基礎
保健体育 50 大修館 保体　702 新高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　703 MOUSA2
美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　701 美術１
美術Ⅱ 38 光村 美Ⅱ　701 美術２
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　704 書Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ 183 第一 ＣⅠ　721 CREATIVE English Communication Ⅰ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 183 第一 ＣⅡ　720 CREATIVE English Communication Ⅱ
論理・表現Ⅰ 104 数研 論Ⅰ　711 EARTHRISE English Logic and Expression I Standard
論理・表現Ⅱ 9 開隆堂 論Ⅱ　703 APPLAUSE ENGLISH LOGIC AND EXPRESSION　Ⅱ
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
情報Ⅰ 7 実教 情Ⅰ　703 高校情報Ⅰ　Python
世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　310 詳説世界史　改訂版
日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版
地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ
倫理 7 実教 倫理　312 高校倫理　新訂版
政治・経済 2 東書 政経　311 政治・経済
コミュニケーション英語Ⅲ 61 啓林館 コⅢ　334 Revised ELEMENT English Communication Ⅲ

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

天草高等学校 普通科

（１）人権尊重の精神の涵養と基本的生活習慣の確立に努め、豊かな人間性の育成を図る。
（２）SDGｓの視点を持ち、主体的・継続的に学びに取り組む態度を養い、生涯学習の基盤を培う。
（３）生徒個々が生涯の中で果たすべき役割や価値を見出すキャリア教育を推進する。
（４）体力の向上、心身の健康の保持増進、及び安全教育の充実を図る。
（５）ワークライフバランスを意識した学校における「働き方改革」を推進する。
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 15 三省堂 現国　705 新 現代の国語
言語文化 2 東書 言文　701 新編言語文化
論理国語 50 大修館 論国　706 新編　論理国語
文学国語 50 大修館 文国　705 新編　文学国語
古典探究 183 第一 古探　720 高等学校　標準古典探究
歴史総合 46 帝国 歴総　706 明解　歴史総合
公共 104 数研 公共　709 高等学校　公共　これからの社会について考える
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　715 最新　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　712 最新　数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　715 最新　数学A
科学と人間生活 104 数研 科人　704 科学と人間生活
生物基礎 2 東書 生基　702 新編生物基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
英語コミュニケーションⅠ 104 数研 ＣⅠ　717 COMET English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 104 数研 ＣⅡ　717 COMET English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 15 三省堂 論Ⅰ　705 MY WAY Logic and ExpressionⅠ
論理・表現Ⅱ 15 三省堂 論Ⅱ　705 MY WAY Logic and ExpressionⅡ
家庭総合 7 実教 家総　703 家庭総合
情報Ⅰ 7 実教 情Ⅰ　705 最新情報Ⅰ
日本史Ａ 2 東書 日Ａ　308 日本史Ａ　現代からの歴史
地理Ａ 2 東書 地Ａ　307 地理Ａ
地図 46 帝国 地図　313 地歴高等地図　-現代世界とその歴史的背景-
政治・経済 7 実教 政経　313 最新政治・経済　新訂版
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　327 改訂版　新編　数学Ｂ
科学と人間生活 2 東書 科人　306 改訂　科学と人間生活
生物 61 啓林館 生物　309 生物　改訂版
英語表現Ⅰ 61 啓林館 英Ⅰ　328 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Advanced
家庭（専門） 7 実教 家庭　313 フードデザイン　新訂版

教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

家庭
生活と
福祉

直井　道子
ほか

実教出版 生活と福祉

学校名 学科・コース

天草高等学校　倉岳校 普通科

「正大・剛健・寛厚」のもと、豊かな人間性を持つ「地球（知究）市民」の育成を目指す。

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 183 第一 現国　713 高等学校　現代の国語
言語文化 183 第一 言文　713 高等学校　言語文化
論理国語 183 第一 論国　711 高等学校　論理国語
国語表現 50 大修館 国表　701 国語表現
古典探究 183 第一 古探　719 高等学校　精選古典探究
地理総合 46 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合
歴史総合 183 第一 歴総　711 高等学校　新歴史総合　過去との対話、つなぐ未来
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 104 数研 公共　709 高等学校　公共　これからの社会について考える
倫理 7 実教 倫理　702 詳述倫理
政治・経済 7 実教 政経　703 最新政治・経済
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　714 新編　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　711 新編　数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　714 新編　数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　712 新編　数学B
科学と人間生活 2 東書 科人　701 科学と人間生活
物理基礎 2 東書 物基　702 新編物理基礎
化学基礎 104 数研 化基　710 新編　化学基礎
化学 104 数研 化学　707 新編　化学
生物基礎 2 東書 生基　702 新編生物基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　703 MOUSA2
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　704 書Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ 61 啓林館 ＣⅠ　714 LANDMARK Fit　English　Communication  Ⅰ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 104 数研 ＣⅡ　716 BIG DIPPER English Communication　Ⅱ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 104 数研 ＣⅡ　717 COMET English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 9 開隆堂 論Ⅰ　703 APPLAUSE ENGLISH LOGIC AND EXPRESSION Ⅰ
論理・表現Ⅱ 9 開隆堂 論Ⅱ　703 APPLAUSE ENGLISH LOGIC AND EXPRESSION　Ⅱ
家庭基礎 6 教図 家基　702 未来へつなぐ　家庭基礎365
情報Ⅰ 104 数研 情Ⅰ　709 情報Ⅰ　Next
理数探究基礎 61 啓林館 理数　701 理数探究基礎　未来に向かって
商業 7 実教 商業　709 新簿記
商業 7 実教 商業　716 情報処理　Prologue of Computer
商業 190 東法 商業　702 ビジネス基礎
商業 190 東法 商業　719 マーケティング
家庭（専門） 6 教図 家庭　702 フードデザイン Food Change LIFE
家庭（専門） 7 実教 家庭　707 保育基礎
国語表現 183 第一 国表　308 高等学校　改訂版　国語表現
日本史Ａ 183 第一 日Ａ　312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版
地理Ａ 183 第一 地Ａ　310 高等学校　新版　地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ
地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ
地図 46 帝国 地図　310 新詳高等地図
倫理 183 第一 倫理　310 高等学校　改訂版　倫理
政治・経済 35 清水 政経　315 高等学校　新政治・経済　 新訂版
数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　324 改訂版　新編　数学Ⅲ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　329 改訂版　新編　数学Ａ
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　327 改訂版　新編　数学Ｂ
物理基礎 2 東書 物基　312 改訂　新編物理基礎
物理 104 数研 物理　314 改訂版　総合物理１　力と運動・熱 分冊

学校名 学科・コース

牛深高等学校 普通総合学科

◎志高く、豊かな感性を培い、闊達な行動力を身につけた生徒の育成
～地元を愛し、地元を理解し、地元を支える人材の育成～
〇学力      ：「学び直しから大学入試まで」に対応
〇学校生活：「安心・安全な学校生活」の実現
〇指導      ：普通総合学科の特色を活かした丁寧な指導

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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物理 104 数研 物理　315 改訂版　総合物理２　波・電気と磁気・原子 分冊
化学基礎 104 数研 化基　320 改訂版　新編　化学基礎
化学 7 実教 化学　310 化学　新訂版
生物基礎 2 東書 生基　312 改訂　新編生物基礎
生物 2 東書 生物　307 スタンダード生物
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　309 高校生の音楽２
音楽Ⅲ 27 教芸 音Ⅲ　305 Joy of Music
書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　308 書Ⅱ
書道Ⅲ 38 光村 書Ⅲ　305 書Ⅲ
コミュニケーション英語Ⅲ 212 桐原 コⅢ　348 WORLD TREK English Communication Ⅲ New Edition
英語表現Ⅱ 61 啓林館 英Ⅱ　322 Vision Quest English Expression Ⅱ Ace
英語会話 61 啓林館 英会　303 Sailing English Conversation
情報の科学 183 第一 情科　311 高等学校　情報の科学
商業 7 実教 商業　324 最新プログラミング
商業 7 実教 商業　347 新財務会計Ⅰ　新訂版
商業 7 実教 商業　350 原価計算　新訂版
商業 7 実教 商業　352 ビジネス情報　新訂版
商業 7 実教 商業　354 経済活動と法　新訂版
商業 7 実教 商業　358 電子商取引　新訂版
家庭（専門） 6 教図 家庭　308 消費生活
家庭（専門） 6 教図 家庭　309 子ども文化

教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

家庭
生活と
福祉

直井　道子
ほか

実教出版 生活と福祉

家庭
服飾手

芸
ミカ＊ユカ 主婦の友社 令和版はじめての「ぬう」と「あむ」＋おさいほう

家庭 食文化
実教出版編

集部
実教出版 イラスト調理BOOK　基本・応用・理論

家庭
生活産
業基礎

鹿嶋　研之
助　ほか

実教出版 生活産業基礎

音楽 声楽
フランツ・

ヴェルナー
大阪開成館 コールユーブンゲン

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 104 数研 現国　709 高等学校　現代の国語
言語文化 50 大修館 言文　705 言語文化
言語文化 104 数研 言文　708 高等学校 言語文化
論理国語 50 大修館 論国　706 新編　論理国語
論理国語 104 数研 論国　708 論理国語
文学国語 50 大修館 文国　704 文学国語
古典探究 183 第一 古探　719 高等学校　精選古典探究
地理総合 7 実教 地総　702 地理総合
歴史総合 81 山川 歴総　708 現代の歴史総合　みる・読みとく・考える
地図 130 二宮 地図　707 コンパクト地理総合地図
公共 104 数研 公共　713 新版　公共
倫理 2 東書 倫理　701 倫理
数学Ⅰ 61 啓林館 数Ⅰ　710 新編数学Ⅰ
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　714 新編　数学Ⅰ
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　716 新　高校の数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　711 新編　数学Ⅱ
数学Ａ 61 啓林館 数Ａ　710 新編数学A
数学Ａ 104 数研 数Ａ　714 新編　数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　712 新編　数学B
数学Ｃ 104 数研 数Ｃ　710 新編　数学Ｃ
物理基礎 104 数研 物基　707 物理基礎
化学基礎 104 数研 化基　708 化学基礎
化学基礎 104 数研 化基　710 新編　化学基礎
生物基礎 104 数研 生基　707 生物基礎
生物基礎 104 数研 生基　709 新編　生物基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　703 MOUSA2
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　703 高校美術
美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ　702 高校生の美術２
書道Ⅰ 6 教図 書Ⅰ　702 書Ⅰ
書道Ⅰ 6 教図 書Ⅰ　703 書Ⅰプライマリーブック
書道Ⅱ 6 教図 書Ⅱ　702 書Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　701 All Aboard! English Communication Ⅰ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 2 東書 ＣⅡ　701 All Aboard! English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 15 三省堂 論Ⅰ　705 MY WAY Logic and ExpressionⅠ
論理・表現Ⅱ 15 三省堂 論Ⅱ　705 MY WAY Logic and ExpressionⅡ
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
家庭総合 2 東書 家総　701 家庭総合　自立・共生・創造
情報Ⅰ 183 第一 情Ⅰ　713 高等学校　情報Ⅰ
商業 7 実教 商業　720 原価計算
商業 7 実教 商業　736 ソフトウェア活用
商業 190 東法 商業　702 ビジネス基礎
商業 190 東法 商業　710 簿記
商業 190 東法 商業　717 情報処理
商業 190 東法 商業　726 プログラミング
商業 234 TAC 商業　731 財務会計Ⅰ
家庭（専門） 7 実教 家庭　707 保育基礎
福祉 7 実教 福祉　701 社会福祉基礎
福祉 7 実教 福祉　702 介護福祉基礎
福祉 7 実教 福祉　703 生活支援技術
福祉 7 実教 福祉　704 こころとからだの理解
国語表現 17 教出 国表　306 国語表現　改訂版

学校名 学科・コース

上天草高等学校 普通科、普通科（グローカル文理コース）、情報会計科、福祉科

「認め、ほめ、励まし、伸ばす」教育の実践をとおして、社会を構成する一員としての必要な人間力【智・徳・体】
を身につけるために､克己精励する生徒の育成を目指す。

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　310 詳説世界史　改訂版
日本史Ａ 183 第一 日Ａ　312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版
地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ
政治・経済 35 清水 政経　314 高等学校　現代政治・経済　新訂版
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　331 改訂版　新　高校の数学Ⅱ
数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　324 改訂版　新編　数学Ⅲ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　331 改訂版　新　高校の数学Ａ
物理基礎 104 数研 物基　319 改訂版　新編　物理基礎
物理 104 数研 物理　313 改訂版　物理
化学 104 数研 化学　313 改訂版　化学
生物基礎 183 第一 生基　319 高等学校　改訂　新生物基礎
生物 104 数研 生物　310 改訂版　生物
音楽Ⅲ 17 教出 音Ⅲ　304 音楽Ⅲ　改訂版
美術Ⅲ 116 日文 美Ⅲ　304 高校生の美術３
書道Ⅲ 2 東書 書Ⅲ　301 書道Ⅲ
コミュニケーション英語Ⅱ 2 東書 コⅡ　326 All Aboard! English CommunicationⅡ
コミュニケーション英語Ⅲ 2 東書 コⅢ　325 All Aboard! English Communication Ⅲ
商業 7 実教 商業　324 最新プログラミング
商業 7 実教 商業　325 広告と販売促進
商業 7 実教 商業　329 財務会計Ⅱ
商業 190 東法 商業　353 ビジネス情報　新訂版
家庭（専門） 6 教図 家庭　308 消費生活
家庭（専門） 6 教図 家庭　312 フードデザインcooking&arrangement
家庭（専門） 7 実教 家庭　311 子どもの発達と保育　新訂版
福祉（専門） 7 実教 福祉　305 コミュニケーション技術
福祉（専門） 7 実教 福祉　306 介護過程

教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

家庭
生活と
福祉

直井　道子
ほか

実教出版 生活と福祉

家庭
住生活
デザイ

ン

後藤　久ほ
か５名

実教出版 リビングデザイン

家庭
服飾手

芸
ミカ＊ユカ 主婦の友社 令和版はじめての「ぬう」と「あむ」＋おさいほう

福祉
福祉情

報
天野　真美

ほか
実教出版 福祉情報活用

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 183 第一 現国　713 高等学校　現代の国語
言語文化 183 第一 言文　713 高等学校　言語文化
論理国語 2 東書 論国　701 新編論理国語
文学国語 50 大修館 文国　705 新編　文学国語
古典探究 2 東書 古探　701 新編古典探究
地理総合 46 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合
歴史総合 7 実教 歴総　704 歴史総合
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 2 東書 公共　701 公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　714 新編　数学Ⅰ
数学Ⅱ 61 啓林館 数Ⅱ　707 新編数学Ⅱ
数学Ａ 61 啓林館 数Ａ　710 新編数学A
生物基礎 183 第一 生基　711 高等学校　新生物基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 17 教出 音Ⅰ　701 音楽Ⅰ　Tutti＋
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ 183 第一 ＣⅠ　722 Vivid English Communication Ⅰ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 183 第一 ＣⅡ　721 Vivid English Communication Ⅱ
論理・表現Ⅰ 15 三省堂 論Ⅰ　705 MY WAY Logic and ExpressionⅠ
論理・表現Ⅱ 15 三省堂 論Ⅱ　705 MY WAY Logic and ExpressionⅡ
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
家庭総合 2 東書 家総　701 家庭総合　自立・共生・創造
商業 7 実教 商業　701 ビジネス基礎
商業 7 実教 商業　706 ビジネス・マネジメント
商業 7 実教 商業　708 高校簿記
商業 7 実教 商業　715 最新情報処理　Advanced　Computing
商業 7 実教 商業　718 マーケティング
商業 7 実教 商業　720 原価計算
商業 7 実教 商業　725 プログラミング　～マクロ言語～
商業 7 実教 商業　728 新財務会計Ⅰ
商業 7 実教 商業　736 ソフトウェア活用
商業 190 東法 商業　705 ビジネス・コミュニケーション
商業 234 TAC 商業　713 簿記
国語表現 50 大修館 国表　307 国語表現　改訂版
古典Ａ 50 大修館 古Ａ　315 古典Ａ　物語選　改訂版
日本史Ｂ 2 東書 日Ｂ　310 新選日本史Ｂ
地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ
地図 46 帝国 地図　310 新詳高等地図
政治・経済 7 実教 政経　313 最新政治・経済　新訂版
科学と人間生活 7 実教 科人　307 科学と人間生活　新訂版
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　309 高校生の音楽２
書道Ⅱ 2 東書 書Ⅱ　305 書道Ⅱ
英語会話 2 東書 英会　301 Hello there! English Conversation
商業 7 実教 商業　315 商品開発
商業 7 実教 商業　316 ビジネス経済
商業 7 実教 商業　333 ビジネス情報管理
商業 7 実教 商業　354 経済活動と法　新訂版
商業 7 実教 商業　358 電子商取引　新訂版
商業 230 ネット 商業　356 使える財務会計Ⅱ
商業 230 ネット 商業　357 楽しい管理会計

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

熊本商業高等学校 商業科、情報処理科、国際経済科、会計科

　県教育委員会関係課から出されている「令和５年度教育指導の重点及び取組の方向」を基本に、本校の校
訓「礼節」・「剛健」及び「反省十訓」を踏まえ、徳・知・体の調和の取れた全人教育を目指す。
　これまでの本校教育の伝統を継承し、教職員が一体となって、家庭や地域との連携のもと活力ある学校づく
りをめざす。
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 50 大修館 現国　706 現代の国語
言語文化 104 数研 言文　709 新編　言語文化
文学国語 50 大修館 文国　705 新編　文学国語
国語表現 50 大修館 国表　701 国語表現
古典探究 50 大修館 古探　708 精選　古典探究
地理総合 183 第一 地総　706 高等学校　地理総合　世界を学び、地域をつくる
歴史総合 7 実教 歴総　704 歴史総合
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 2 東書 公共　701 公共
倫理 183 第一 倫理　705 高等学校　倫理
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　714 新編　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　711 新編　数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　714 新編　数学A
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　712 新編　数学B
科学と人間生活 104 数研 科人　704 科学と人間生活
化学基礎 104 数研 化基　710 新編　化学基礎
生物基礎 7 実教 生基　703 生物基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 17 教出 音Ⅰ　701 音楽Ⅰ　Tutti＋
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ 61 啓林館 ＣⅠ　714 LANDMARK Fit　English　Communication  Ⅰ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 61 啓林館 ＣⅡ　714 LANDMARK Fit English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 9 開隆堂 論Ⅰ　703 APPLAUSE ENGLISH LOGIC AND EXPRESSION Ⅰ
論理・表現Ⅱ 9 開隆堂 論Ⅱ　703 APPLAUSE ENGLISH LOGIC AND EXPRESSION　Ⅱ
家庭基礎 9 開隆堂 家基　708 家庭基礎　明日の生活を築く
情報Ⅰ 104 数研 情Ⅰ　709 情報Ⅰ　Next
商業 7 実教 商業　701 ビジネス基礎
商業 7 実教 商業　704 ビジネス・コミュニケーション
商業 7 実教 商業　715 最新情報処理　Advanced　Computing
商業 7 実教 商業　716 情報処理　Prologue of Computer
商業 7 実教 商業　718 マーケティング
商業 7 実教 商業　725 プログラミング　～マクロ言語～
商業 7 実教 商業　736 ソフトウェア活用
商業 234 TAC 商業　713 簿記
商業 234 TAC 商業　723 原価計算
商業 234 TAC 商業　731 財務会計Ⅰ
家庭（専門） 7 実教 家庭　705 ファッション造形基礎
国語表現 50 大修館 国表　307 国語表現　改訂版
日本史Ａ 7 実教 日Ａ　313 新日本史Ａ　新訂版
日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　314 高校日本史　改訂版
政治・経済 183 第一 政経　309 高等学校　改訂版　政治・経済
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　329 改訂版　新編　数学Ⅱ
科学と人間生活 104 数研 科人　308 新　科学と人間生活
生物基礎 7 実教 生基　314 高校生物基礎　新訂版
コミュニケーション英語Ⅲ 61 啓林館 コⅢ　336 LANDMARK Fit English Communication Ⅲ
英語表現Ⅰ 61 啓林館 英Ⅰ　330 Vision Quest English Expression Ⅰ Core
商業 7 実教 商業　315 商品開発
商業 7 実教 商業　324 最新プログラミング
商業 7 実教 商業　333 ビジネス情報管理
商業 7 実教 商業　354 経済活動と法　新訂版
商業 190 東法 商業　359 電子商取引　新訂版
商業 230 ネット 商業　356 使える財務会計Ⅱ
家庭（専門） 6 教図 家庭　312 フードデザインcooking&arrangement

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

球磨中央高等学校 地域未来探究科、商業科、情報処理科

　郷土に誇りを持ち、夢の実現と持続可能な世界の形成者となる産業人の育成を目指し、今年度の重点目標
である「人吉球磨の発展に貢献し、郷土を『支え』『誇り』『愛し』続ける人づくり」を掲げ、教育活動を実践してい
く。
　本校の校訓である「誠実」・「進取」・「友愛」を基本理念にして、地域に根ざした教育活動を実践し、生徒一人
ひとりが自らの適性に応じて輝き、人間として大きく成長できるよう、学校全体で取り組む。
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 183 第一 現国　715 高等学校　標準現代の国語
言語文化 183 第一 言文　715 高等学校　標準言語文化
論理国語 2 東書 論国　701 新編論理国語
現代文Ａ 2 東書 現Ａ　306 現代文Ａ
歴史総合 183 第一 歴総　710 高等学校　歴史総合
日本史Ａ 81 山川 日Ａ　314 現代の日本史　改訂版
地理Ａ 183 第一 地Ａ　310 高等学校　新版　地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ

地図 46 帝国 地図　309 標準高等地図-地図でよむ現代社会-
公共 46 帝国 公共　707 高等学校　公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　715 最新　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　712 最新　数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　715 最新　数学A
数学Ａ 104 数研 数Ａ　330 改訂版　最新　数学Ａ
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　328 改訂版　最新　数学Ｂ
科学と人間生活 2 東書 科人　701 科学と人間生活
物理基礎 7 実教 物基　314 高校物理基礎　新訂版
化学基礎 183 第一 化基　322 高等学校　改訂　新化学基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　701 美術１
英語コミュニケーションⅠ 104 数研 ＣⅠ　717 COMET English CommunicationⅠ
論理・表現Ⅰ 15 三省堂 論Ⅰ　705 MY WAY Logic and ExpressionⅠ
論理・表現Ⅱ 15 三省堂 論Ⅱ　705 MY WAY Logic and ExpressionⅡ
コミュニケーション英語Ⅱ 15 三省堂 コⅡ　333 VISTA English Communication Ⅱ New Edition
家庭総合 183 第一 家総　706 高等学校　家庭総合　持続可能な未来をつくる
工業 7 実教 工業　701 工業技術基礎
工業 7 実教 工業　702 機械製図
工業 7 実教 工業　719 精選工業情報数理
工業 7 実教 工業　708 機械工作１
工業 7 実教 工業　709 機械工作２
工業 7 実教 工業　710 機械設計１
工業 7 実教 工業　711 機械設計２
工業 7 実教 工業　736 電子機械
工業 7 実教 工業　722 精選電気回路
工業 7 実教 工業　744 電子技術
工業 7 実教 工業　746 プログラミング技術
工業 7 実教 工業　314 環境工学基礎
工業 7 実教 工業　345 原動機
工業 7 実教 工業　390 精選電気基礎　新訂版
工業 7 実教 工業　374 通信技術
工業 7 実教 工業　333 プログラミング技術
商業 7 実教 商業　701 ビジネス基礎
商業 7 実教 商業　704 ビジネス・コミュニケーション
商業 7 実教 商業　718 マーケティング
商業 190 東法 商業　733 商品開発と流通
商業 7 実教 商業　709 新簿記
商業 7 実教 商業　728 新財務会計Ⅰ
商業 7 実教 商業　720 原価計算
商業 7 実教 商業　715 最新情報処理　Advanced　Computing
商業 7 実教 商業　736 ソフトウェア活用
商業 7 実教 商業　725 プログラミング　～マクロ言語～
商業 7 実教 商業　315 商品開発
商業 7 実教 商業　325 広告と販売促進

学校名 学科・コース

鹿本商工高等学校 商業科、情報管理科、機械科、電子機械科

　本校のすべての教育活動を通して、校訓「創造・礼節・勤労」を基盤に、知・徳・体の調和に留意し、心身とも
に健康で、豊かな心をもった生徒を育成する。
　社会的・職業的自立に向けた教育活動を展開することにより、次代の産業を担う誠実で自立できる産業人の
育成に取り組む。また、地域と連携した実践的な活動をとおして豊かな人間性を育み、地域社会から信頼され
る学校づくりを目指す。

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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商業 7 実教 商業　326 ビジネス経済応用
商業 7 実教 商業　329 財務会計Ⅱ
商業 7 実教 商業　352 ビジネス情報　新訂版
商業 7 実教 商業　358 電子商取引　新訂版

教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

商業
総合実

践
清水希益
ほか6名

実教出版 総合実践　企業取引を学ぶ三訂版

学校教育法附則９条の規定による教科用図書

52



課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 15 三省堂 現国　705 新 現代の国語
言語文化 2 東書 言文　701 新編言語文化
文学国語 50 大修館 文国　705 新編　文学国語
地理総合 2 東書 地総　701 地理総合
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 183 第一 公共　711 高等学校　新公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　714 新編　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　711 新編　数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　713 高等学校　数学A
科学と人間生活 7 実教 科人　702 科学と人間生活
物理基礎 2 東書 物基　702 新編物理基礎
化学基礎 2 東書 化基　701 化学基礎
化学基礎 104 数研 化基　710 新編　化学基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１
英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　702 Power On English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 15 三省堂 ＣⅡ　708 MY WAY English Communication Ⅱ
論理・表現Ⅰ 15 三省堂 論Ⅰ　705 MY WAY Logic and ExpressionⅠ
家庭基礎 7 実教 家基　705 家庭基礎　気づく力　築く未来
情報Ⅰ 7 実教 情Ⅰ　703 高校情報Ⅰ　Python
工業 7 実教 工業　701 工業技術基礎
工業 7 実教 工業　702 機械製図
工業 7 実教 工業　708 機械工作１
工業 7 実教 工業　709 機械工作２
工業 7 実教 工業　710 機械設計１
工業 7 実教 工業　711 機械設計２
工業 7 実教 工業　714 建築構造
工業 7 実教 工業　715 測量
工業 7 実教 工業　716 工業化学１
工業 7 実教 工業　718 工業情報数理
工業 7 実教 工業　719 精選工業情報数理
工業 7 実教 工業　720 電気回路１
工業 7 実教 工業　721 電気回路２
工業 7 実教 工業　722 精選電気回路
工業 7 実教 工業　730 インテリア製図
工業 7 実教 工業　733 材料工学
工業 7 実教 工業　734 インテリア計画
工業 7 実教 工業　738 電気機器
工業 7 実教 工業　744 電子技術
工業 7 実教 工業　746 プログラミング技術
工業 7 実教 工業　747 ハードウェア技術
工業 7 実教 工業　748 建築構造設計
工業 7 実教 工業　750 土木施工
工業 7 実教 工業　751 土木構造設計１
工業 7 実教 工業　758 材料加工
工業 7 実教 工業　760 染織デザイン
工業 174 コロナ 工業　727 電気回路（上）
工業 174 コロナ 工業　728 電気回路（下）
工業 201 海文堂 工業　762 インテリアエレメント生産
現代文Ａ 183 第一 現Ａ　307 高等学校　改訂版　新編現代文Ａ
世界史Ａ 46 帝国 世Ａ　314 明解　世界史Ａ
数学Ｂ 61 啓林館 数Ｂ　323 数学Ｂ改訂版
物理基礎 183 第一 物基　321 高等学校　改訂　新物理基礎

学校名 学科・コース

熊本工業高等学校
機械科、電気科、電子科、工業化学科、繊維工業科、テキスタイルデザイ
ン科、土木科、建築科、材料技術科、インテリア科、情報システム科

　三綱領のもと、学習活動や部活動を通して、豊かな人間性や礼節を身につけ、心身共に健康でたくましい、自
らの可能性に挑戦し、進路実現を図る人材を育成する。また、次世代をけん引できる優れた工業技術をもち、
国際社会で活躍する産業人材を育成する。

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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化学基礎 2 東書 化基　313 改訂　化学基礎
英語表現Ⅰ 61 啓林館 英Ⅰ　329 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Standard
工業 7 実教 工業　303 電気製図
工業 7 実教 工業　304 電子製図
工業 7 実教 工業　313 生産システム技術
工業 7 実教 工業　358 電子計測制御
工業 7 実教 工業　361 ソフトウェア技術
工業 7 実教 工業　365 土木基礎力学２
工業 7 実教 工業　372 染織デザイン
工業 7 実教 工業　374 通信技術
工業 7 実教 工業　375 コンピュータシステム技術
工業 7 実教 工業　376 建築施工
工業 7 実教 工業　377 建築法規
工業 7 実教 工業　378 土木構造設計
工業 7 実教 工業　379 社会基盤工学
工業 7 実教 工業　380 地球環境化学
工業 7 実教 工業　382 材料製造技術
工業 7 実教 工業　392 電力技術１　新訂版
工業 7 実教 工業　393 電力技術２　新訂版
工業 179 電機大 工業　373 インテリア装備

教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

工業
繊維製

品

日本繊維
工業教育
研究会

実教出版 新版テキスタイル製品

工業
繊維・
染色技

術

日本繊維
工業教育
研究会

実教出版 新版カラーリング技術

工業
繊維・
染色技

術

日本繊維
工業教育
研究会

実教出版 新版テキスタイル技術

工業
工業技
術英語

岩本　洋、
藤縄　秀一

実教出版 工業英語

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 50 大修館 現国　707 新編　現代の国語
言語文化 50 大修館 言文　706 新編　言語文化
国語表現 50 大修館 国表　701 国語表現
歴史総合 2 東書 歴総　701 新選歴史総合
公共 183 第一 公共　711 高等学校　新公共
数学Ⅰ 2 東書 数Ⅰ　702 数学Ⅰ　Standard
数学Ⅱ 2 東書 数Ⅱ　702 数学Ⅱ　Standard
数学Ａ 2 東書 数Ａ　702 数学A　Standard
科学と人間生活 7 実教 科人　702 科学と人間生活
物理基礎 183 第一 物基　710 高等学校　新物理基礎
化学基礎 7 実教 化基　703 化学基礎　academia
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１
英語コミュニケーションⅠ 104 数研 ＣⅠ　717 COMET English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 104 数研 ＣⅡ　717 COMET English Communication　Ⅱ
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
工業 7 実教 工業　701 工業技術基礎
工業 7 実教 工業　718 工業情報数理
工業 174 コロナ 工業　727 電気回路（上）
工業 174 コロナ 工業　728 電気回路（下）
工業 7 実教 工業　702 機械製図
工業 7 実教 工業　706 土木製図
工業 7 実教 工業　710 機械設計１
工業 7 実教 工業　711 機械設計２
工業 7 実教 工業　708 機械工作１
工業 7 実教 工業　709 機械工作２
工業 7 実教 工業　345 原動機
工業 7 実教 工業　738 電気機器
工業 7 実教 工業　740 電力技術１
工業 7 実教 工業　741 電力技術２
工業 7 実教 工業　745 電子回路
工業 7 実教 工業　746 プログラミング技術
工業 7 実教 工業　716 工業化学１
工業 7 実教 工業　717 工業化学２
工業 7 実教 工業　753 化学工学
工業 7 実教 工業　750 土木施工
工業 7 実教 工業　715 測量
工業 7 実教 工業　751 土木構造設計１
現代文Ａ 50 大修館 現Ａ　308 現代文Ａ　改訂版
地理Ａ 2 東書 地Ａ　307 地理Ａ
地図 46 帝国 地図　310 新詳高等地図
英語表現Ⅰ 61 啓林館 英Ⅰ　328 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Advanced
工業 7 実教 工業　313 生産システム技術
工業 7 実教 工業　358 電子計測制御
工業 7 実教 工業　394 電子技術　新訂版
工業 7 実教 工業　303 電気製図
工業 7 実教 工業　374 通信技術
工業 7 実教 工業　304 電子製図
工業 7 実教 工業　380 地球環境化学
工業 7 実教 工業　365 土木基礎力学２
工業 7 実教 工業　378 土木構造設計
工業 7 実教 工業　308 工業数理基礎

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

玉名工業高等学校 機械科、電気科、電子科、工業化学科、土木科

　教育綱領のもと、生徒の豊かな感性や思いやりを育み、果敢に挑戦する態度を養い、企業や大学、地域と
の連携・協働により、地域の課題解決や発展に貢献し、地域社会に活力を与え、産業界の未来を担う人材を
育成する。
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 183 第一 現国　715 高等学校　標準現代の国語
言語文化 183 第一 言文　715 高等学校　標準言語文化
地理総合 46 帝国 地総　707 高校生の地理総合
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 183 第一 公共　711 高等学校　新公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　716 新　高校の数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　719 新　高校の数学Ⅱ
数学Ａ 61 啓林館 数Ａ　710 新編数学A
科学と人間生活 2 東書 科人　701 科学と人間生活
物理基礎 2 東書 物基　702 新編物理基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　701 All Aboard! English Communication Ⅰ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 2 東書 ＣⅡ　701 All Aboard! English Communication　Ⅱ
家庭総合 2 東書 家総　701 家庭総合　自立・共生・創造
工業 7 実教 工業　701 工業技術基礎
工業 7 実教 工業　702 機械製図
工業 7 実教 工業　705 建築設計製図
工業 7 実教 工業　706 土木製図
工業 7 実教 工業　719 精選工業情報数理
工業 154 オーム 工業　723 工業情報数理
工業 7 実教 工業　708 機械工作１
工業 7 実教 工業　709 機械工作２
工業 7 実教 工業　710 機械設計１
工業 7 実教 工業　711 機械設計２
工業 7 実教 工業　722 精選電気回路
工業 154 オーム 工業　724 電気回路１
工業 154 オーム 工業　725 電気回路２
工業 7 実教 工業　745 電子回路
工業 7 実教 工業　746 プログラミング技術
工業 7 実教 工業　714 建築構造
工業 7 実教 工業　749 建築計画
工業 7 実教 工業　748 建築構造設計
工業 7 実教 工業　715 測量
工業 7 実教 工業　751 土木構造設計１
工業 7 実教 工業　752 土木構造設計２
工業 7 実教 工業　750 土木施工
工業 7 実教 工業　729 設備工業製図
工業 7 実教 工業　732 設備計画
工業 201 海文堂 工業　757 衛生・防災設備
現代文Ａ 183 第一 現Ａ　307 高等学校　改訂版　新編現代文Ａ
現代社会 183 第一 現社　322 高等学校　改訂版　新現代社会
数学Ｂ 7 実教 数Ｂ　320 新版数学Ｂ　新訂版
化学基礎 104 数研 化基　320 改訂版　新編　化学基礎
英語会話 61 啓林館 英会　303 Sailing English Conversation
工業 7 実教 工業　304 電子製図
工業 7 実教 工業　313 生産システム技術
工業 7 実教 工業　317 新機械工作
工業 7 実教 工業　345 原動機
工業 7 実教 工業　322 自動車工学１
工業 7 実教 工業　323 自動車工学２

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

小川工業高等学校 機械科、建築科、土木科、設備工業科、情報電子科

（１）校訓「誠実・剛健・礼節」を基盤に置き、本校のすべての教育活動を通して、知・徳・体の調和の取れた生
徒を育成する。
（２）「ものづくりを通した人づくりの教育」を実践しながら、社会の変化に的確に対応し、自立して将来を切り拓
く主体性のある生徒を育成する。
（３）各科の特性を生かした取組を行い、家庭・地域社会から信頼される学校をつくる。
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工業 7 実教 工業　392 電力技術１　新訂版
工業 7 実教 工業　393 電力技術２　新訂版
工業 7 実教 工業　358 電子計測制御
工業 7 実教 工業　360 ハードウェア技術
工業 7 実教 工業　361 ソフトウェア技術
工業 7 実教 工業　376 建築施工
工業 7 実教 工業　377 建築法規
工業 7 実教 工業　365 土木基礎力学２
工業 7 実教 工業　379 社会基盤工学
工業 179 電機大 工業　381 空気調和設備
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 104 数研 現国　710 新編 現代の国語
言語文化 183 第一 言文　715 高等学校　標準言語文化
地理総合 46 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 183 第一 公共　710 高等学校　公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　714 新編　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　712 最新　数学Ⅱ
物理基礎 104 数研 物基　708 新編　物理基礎
化学基礎 104 数研 化基　710 新編　化学基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１
英語コミュニケーションⅠ 15 三省堂 ＣⅠ　709 VISTA English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 15 三省堂 ＣⅡ　709 VISTA English Communication Ⅱ
家庭総合 2 東書 家総　701 家庭総合　自立・共生・創造
工業 7 実教 工業　701 工業技術基礎
工業 7 実教 工業　702 機械製図
工業 7 実教 工業　703 電気製図
工業 7 実教 工業　718 工業情報数理
工業 7 実教 工業　708 機械工作１
工業 7 実教 工業　709 機械工作２
工業 7 実教 工業　710 機械設計１
工業 7 実教 工業　711 機械設計２
工業 7 実教 工業　720 電気回路１
工業 7 実教 工業　721 電気回路２
工業 7 実教 工業　738 電気機器
工業 7 実教 工業　740 電力技術１
工業 7 実教 工業　741 電力技術２
工業 7 実教 工業　744 電子技術
工業 7 実教 工業　746 プログラミング技術
工業 7 実教 工業　747 ハードウェア技術
工業 7 実教 工業　714 建築構造
工業 7 実教 工業　716 工業化学１
工業 7 実教 工業　717 工業化学２
工業 7 実教 工業　753 化学工学
工業 7 実教 工業　730 インテリア製図
工業 7 実教 工業　734 インテリア計画
工業 201 海文堂 工業　762 インテリアエレメント生産
現代文Ｂ 104 数研 現Ｂ　334 新編　現代文Ｂ
世界史Ａ 46 帝国 世Ａ　314 明解　世界史Ａ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　329 改訂版　新編　数学Ａ
科学と人間生活 183 第一 科人　309 高等学校　改訂　科学と人間生活
英語表現Ⅰ 15 三省堂 英Ⅰ　324 MY WAY English Expression Ⅰ New Edition
英語会話 2 東書 英会　301 Hello there! English Conversation
工業 7 実教 工業　304 電子製図
工業 7 実教 工業　313 生産システム技術
工業 7 実教 工業　345 原動機
工業 7 実教 工業　390 精選電気基礎　新訂版
工業 7 実教 工業　374 通信技術
工業 7 実教 工業　361 ソフトウェア技術
工業 7 実教 工業　377 建築法規
工業 7 実教 工業　380 地球環境化学
工業 179 電機大 工業　373 インテリア装備

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

八代工業高等学校 機械科、電気科、工業化学科、インテリア科、情報技術科

（１）地域に信頼され、愛され、必要とされる学校づくり
（２）ものづくり教育と部活動をとおした文武両道の人づくり
（３）ＤＸ時代を見据えた社会に貢献できるＩＴ人材の育成
（４）常により良いものへと向かう姿勢の育成
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 50 大修館 現国　707 新編　現代の国語
言語文化 50 大修館 言文　706 新編　言語文化
地理総合 183 第一 地総　706 高等学校　地理総合　世界を学び、地域をつくる
地図 46 帝国 地図　703 標準高等地図
公共 7 実教 公共　704 公共
数学Ⅰ 2 東書 数Ⅰ　702 数学Ⅰ　Standard
数学Ⅱ 2 東書 数Ⅱ　702 数学Ⅱ　Standard
化学基礎 61 啓林館 化基　707 ｉ版 　化学基礎
物理基礎 104 数研 物基　708 新編　物理基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１
英語コミュニケーションⅠ 9 開隆堂 ＣⅠ　704 Amity English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 9 開隆堂 ＣⅡ　704 Amity English Communication　Ⅱ
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
工業 7 実教 工業　701 工業技術基礎
工業 7 実教 工業　702 機械製図
工業 7 実教 工業　718 工業情報数理
工業 7 実教 工業　719 精選工業情報数理
工業 7 実教 工業　710 機械設計１
工業 7 実教 工業　711 機械設計２
工業 7 実教 工業　708 機械工作１
工業 7 実教 工業　709 機械工作２
工業 7 実教 工業　720 電気回路１
工業 7 実教 工業　721 電気回路２
工業 7 実教 工業　703 電気製図
工業 7 実教 工業　738 電気機器
工業 7 実教 工業　744 電子技術
工業 7 実教 工業　705 建築設計製図
工業 7 実教 工業　714 建築構造
工業 7 実教 工業　749 建築計画
工業 7 実教 工業　748 建築構造設計
工業 7 実教 工業　706 土木製図
工業 7 実教 工業　715 測量
工業 7 実教 工業　756 土木基盤力学　水理学　土質力学
工業 7 実教 工業　750 土木施工
現代文Ｂ 104 数研 現Ｂ　334 新編　現代文Ｂ
世界史Ａ 2 東書 世Ａ　310 世界史Ａ
数学Ａ 2 東書 数Ａ　318 数学Ａ　Standard

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

球磨工業高等学校 機械科、電気科、建築科（建築コース、伝統建築コース）、建築工学科

　本校すべての教育活動を通して、綱領「剛健誠実・自主自律・好学敬愛」を基盤に、知・徳・体の調和に留意
し、工業の専門性を身に付け、心身ともに健康で、社会的規範や主体的行動力とともに、感性や思いやり、郷
土愛、豊かな心をもった生徒を育成する。
　社会的・職業的自立に向けた教育活動を展開することにより、「技と心と志」を育成し、次代の産業を担う人材
育成に取り組むとともに、部活動や地域に貢献する実践的な活動をとおして豊かな人間性を育み、地域社会
から信頼される学校づくりを目指す。

ア　ものづくりをとおした人づくり
・社会的・職業的自立に向けた人格形成
・次代の産業を担う「技と心と志」の育成
・学力・工業技術力の向上と資格取得の推進
イ　部活動をとおした人づくり
・生徒が主体的に行動し、心身健康で明るく活気ある学校雰囲気の醸成
・チャレンジ精神を持つ逞しく粘り強い生徒の育成
・思いやりと感謝の心を持つ生徒の育成
ウ　地域から信頼される人づくり
・基本的生活習慣の確立　コミュニケーション力（挨拶、礼節、笑顔）５Ｓ：整理、整頓、清掃、清潔、躾
・地域貢献への積極的な参加
・自尊感情と球磨工生としてのプライドの育成
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科学と人間生活 104 数研 科人　308 新　科学と人間生活
工業 7 実教 工業　345 原動機
工業 7 実教 工業　392 電力技術１　新訂版
工業 7 実教 工業　393 電力技術２　新訂版
工業 7 実教 工業　379 社会基盤工学
工業 7 実教 工業　376 建築施工
工業 7 実教 工業　377 建築法規
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 2 東書 現国　701 新編現代の国語
言語文化 2 東書 言文　701 新編言語文化
地理総合 46 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合
地図 46 帝国 地図　703 標準高等地図
公共 2 東書 公共　701 公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　715 最新　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　710 高等学校　数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　714 新編　数学A
科学と人間生活 61 啓林館 科人　703 高等学校　科学と人間生活
物理基礎 183 第一 物基　710 高等学校　新物理基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 17 教出 音Ⅰ　701 音楽Ⅰ　Tutti＋
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　703 高校美術
英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　702 Power On English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 61 啓林館 ＣⅡ　714 LANDMARK Fit English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 2 東書 論Ⅰ　701 NEW FAVORITE English Logic and Expression Ⅰ
家庭基礎 7 実教 家基　705 家庭基礎　気づく力　築く未来
工業 7 実教 工業　701 工業技術基礎
工業 7 実教 工業　702 機械製図
工業 7 実教 工業　706 土木製図
工業 7 実教 工業　708 機械工作１
工業 7 実教 工業　710 機械設計１
工業 7 実教 工業　711 機械設計２
工業 7 実教 工業　715 測量
工業 7 実教 工業　718 工業情報数理
工業 7 実教 工業　719 精選工業情報数理
工業 7 実教 工業　720 電気回路１
工業 7 実教 工業　721 電気回路２
工業 7 実教 工業　738 電気機器
工業 7 実教 工業　740 電力技術１
工業 7 実教 工業　744 電子技術
工業 7 実教 工業　746 プログラミング技術
工業 7 実教 工業　750 土木施工
工業 7 実教 工業　751 土木構造設計１
工業 7 実教 工業　752 土木構造設計２
工業 174 コロナ 工業　727 電気回路（上）
工業 174 コロナ 工業　728 電気回路（下）
現代文Ａ 15 三省堂 現Ａ　303 現代文Ａ
世界史Ａ 46 帝国 世Ａ　314 明解　世界史Ａ
政治・経済 7 実教 政経　313 最新政治・経済　新訂版
数学Ａ 183 第一 数Ａ　334 新編数学Ａ
化学基礎 2 東書 化基　314 改訂　新編化学基礎
工業 7 実教 工業　303 電気製図
工業 7 実教 工業　304 電子製図
工業 7 実教 工業　308 工業数理基礎
工業 7 実教 工業　313 生産システム技術
工業 7 実教 工業　316 機械工作２
工業 7 実教 工業　322 自動車工学１
工業 7 実教 工業　323 自動車工学２
工業 7 実教 工業　360 ハードウェア技術
工業 7 実教 工業　361 ソフトウェア技術
工業 7 実教 工業　375 コンピュータシステム技術
工業 7 実教 工業　393 電力技術２　新訂版

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

天草工業高等学校 機械科、電気科、土木科、情報技術科

本校の「温厚・誠実・勤勉」の校訓に則り、心豊かで礼節を身に付け、志高く自主自律の精神で活力に溢れ、
将来社会に貢献できる有為な人材となることを目標に生徒を育成する。

61



課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 50 大修館 現国　707 新編　現代の国語
言語文化 2 東書 言文　701 新編言語文化
論理国語 50 大修館 論国　706 新編　論理国語
歴史総合 183 第一 歴総　710 高等学校　歴史総合
公共 7 実教 公共　704 公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　715 最新　数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　712 最新　数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　715 最新　数学A
物理基礎 2 東書 物基　702 新編物理基礎
化学基礎 2 東書 化基　702 新編化学基礎
生物基礎 7 実教 生基　704 高校生物基礎
保健体育 50 大修館 保体　702 新高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　701 All Aboard! English Communication Ⅰ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 2 東書 ＣⅡ　701 All Aboard! English Communication　Ⅱ
家庭総合 2 東書 家総　701 家庭総合　自立・共生・創造
農業 7 実教 農業　701 農業と環境
農業 7 実教 農業　702 農業と情報
農業 7 実教 農業　704 食品製造
農業 7 実教 農業　708 草花
農業 7 実教 農業　709 農業機械
農業 7 実教 農業　711 生物活用
商業 7 実教 商業　709 新簿記
商業 7 実教 商業　715 最新情報処理　Advanced　Computing
家庭（専門） 6 教図 家庭　706 保育基礎　ようこそ，ともに育ち合う保育の世界へ
家庭（専門） 7 実教 家庭　703 フードデザイン
家庭（専門） 7 実教 家庭　705 ファッション造形基礎
国語表現 17 教出 国表　306 国語表現　改訂版
現代文Ａ 2 東書 現Ａ　306 現代文Ａ
世界史Ａ 183 第一 世Ａ　317 高等学校　改訂版　世界史Ａ
日本史Ａ 7 実教 日Ａ　309 高校日本史Ａ　新訂版
地理Ａ 183 第一 地Ａ　310 高等学校　新版　地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ
地図 46 帝国 地図　310 新詳高等地図
数学Ａ 104 数研 数Ａ　329 改訂版　新編　数学Ａ
科学と人間生活 183 第一 科人　309 高等学校　改訂　科学と人間生活
英語表現Ⅰ 2 東書 英Ⅰ　322 NEW FAVORITE English Expression Ⅰ
農業 7 実教 農業　306 植物バイオテクノロジー
農業 7 実教 農業　311 野菜
農業 7 実教 農業　312 果樹
農業 7 実教 農業　313 農業経営
農業 7 実教 農業　318 作物
農業 7 実教 農業　319 畜産
農業 7 実教 農業　320 農業機械
農業 7 実教 農業　326 生物活用
農業 7 実教 農業　327 グリーンライフ
農業 179 電機大 農業　314 動物バイオテクノロジー
農業 179 電機大 農業　317 水循環
農業 179 電機大 農業　321 農業経済
農業 179 電機大 農業　322 農業土木施工
農業 201 海文堂 農業　309 農業土木設計

学校名 学科・コース

熊本農業高等学校
農業科、園芸・果樹科、畜産科、農業経済科、
農業土木科、食品工業科、生活科

校訓「敬天愛人」と「熊本の心」を基本理念に、豊かな人間性と社会を生き抜く力を育み、社会と共に進化し続
ける人材の育成と活気に溢れた学校づくりを目指す。教師は、生徒一人ひとりを正しく理解し、学習の基礎基
本を大切に丁寧な指導を心がけ、生徒の興味、関心を引き出し、志を高く持たせるとともに、保護者や地域か
らの意見等に誠実に対応し、職員の調和を図り、目指す生徒像の実現に努力する。

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

農業
食品化

学
高野　克己

ほか
実教出版 食品化学

農業
食品流

通
茂野　隆一

ほか
実教出版 新版　食品流通

農業 測量
村井　俊治

ほか
実教出版 農業測量

農業
食品微
生物

中西　載慶
ほか

実教出版 食品微生物

家庭 調理
澤山 茂ほ

か
実教出版 調理２

家庭
生活と
福祉

直井　道子
ほか

実教出版 生活と福祉

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 183 第一 現国　715 高等学校　標準現代の国語
言語文化 183 第一 言文　715 高等学校　標準言語文化
国語表現 50 大修館 国表　307 国語表現　改訂版
文学国語 15 三省堂 文国　703 新　文学国語
古典探究 183 第一 古探　720 高等学校　標準古典探究
世界史Ａ 46 帝国 世Ａ　314 明解　世界史Ａ
歴史総合 7 実教 歴総　704 歴史総合
地理総合 46 帝国 地総　707 高校生の地理総合
地図 46 帝国 地図　703 標準高等地図
公共 183 第一 公共　711 高等学校　新公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　714 新編　数学Ⅰ
数学Ⅰ 2 東書 数Ⅰ　704 新数学Ⅰ 分冊
数学Ⅰ 2 東書 数Ⅰ　705 新数学Ⅰ　解答編 分冊
数学Ⅰ 2 東書 数Ⅰ　703 数学Ⅰ　Essence
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　711 新編　数学Ⅱ
数学Ⅱ 2 東書 数Ⅱ　716 数学Ⅱ　Essence
数学Ⅱ 2 東書 数Ⅱ　302 新編数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　714 新編　数学A
数学Ａ 2 東書 数Ａ　704 新数学A 分冊
数学Ａ 2 東書 数Ａ　705 新数学A　解答編 分冊
数学Ａ 2 東書 数Ａ　703 数学A　Essence
数学Ａ 2 東書 数Ａ　319 改訂　新数学Ａ
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　327 改訂版　新編　数学Ｂ
科学と人間生活 104 数研 科人　704 科学と人間生活
科学と人間生活 183 第一 科人　309 高等学校　改訂　科学と人間生活
化学基礎 104 数研 化基　709 高等学校　化学基礎
化学基礎 2 東書 化基　702 新編化学基礎
化学基礎 2 東書 化基　314 改訂　新編化学基礎
生物基礎 61 啓林館 生基　705 高等学校　生物基礎
生物基礎 61 啓林館 生基　315 生物基礎　改訂版
生物 61 啓林館 生物　309 生物　改訂版
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
英語コミュニケーションⅠ 104 数研 ＣⅠ　717 COMET English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 104 数研 ＣⅡ　717 COMET English Communication　Ⅱ
コミュニケーション英語Ⅲ 177 増進堂 コⅢ　319 NEW STREAM English Communication Ⅲ Strategic Reading Focus Standard

論理・表現Ⅰ 9 開隆堂 論Ⅰ　703 APPLAUSE ENGLISH LOGIC AND EXPRESSION Ⅰ
英語表現Ⅰ 61 啓林館 英Ⅰ　330 Vision Quest English Expression Ⅰ Core
英語会話 15 三省堂 英会　302 SELECT English Conversation
情報Ⅰ 2 東書 情Ⅰ　701 新編情報Ⅰ
農業 7 実教 農業　701 農業と環境
農業 7 実教 農業　702 農業と情報
農業 7 実教 農業　311 野菜
農業 7 実教 農業　312 果樹
農業 7 実教 農業　708 草花
農業 7 実教 農業　313 農業経営
農業 7 実教 農業　320 農業機械
農業 7 実教 農業　703 植物バイオテクノロジー
農業 179 電機大 農業　714 造園施工管理
農業 7 実教 農業　707 造園計画
農業 179 電機大 農業　324 環境緑化材料
農業 7 実教 農業　326 生物活用

学校名 学科・コース

北稜高等学校
普通科（人文コース）、ビジネスマネジメント科、
園芸科学科、造園科、家政科学科

　「創造・勤労・感謝」の校訓のもと、人間尊重の精神をすべての教育の根幹におき、校長を中心とした指導体
制の中で、生徒一人一人の教育的ニーズや学校評価等による課題の把握に努め、学校間及び学校と家庭・
地域社会との連携を図るとともに、創意工夫を生かした特色ある教育を展開し、生涯学習社会を展望して「生
きる力」の育成を目指す。

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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商業 7 実教 商業　701 ビジネス基礎
商業 7 実教 商業　718 マーケティング
商業 7 実教 商業　315 商品開発
商業 7 実教 商業　736 ソフトウェア活用
商業 7 実教 商業　316 ビジネス経済
商業 7 実教 商業　709 新簿記
商業 7 実教 商業　728 新財務会計Ⅰ
商業 230 ネット 商業　357 楽しい管理会計
商業 7 実教 商業　716 情報処理　Prologue of Computer
商業 7 実教 商業　324 最新プログラミング
家庭総合 2 東書 家総　701 家庭総合　自立・共生・創造
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
家庭（専門） 7 実教 家庭　708 消費生活
家庭（専門） 7 実教 家庭　707 保育基礎
家庭（専門） 6 教図 家庭　309 子ども文化
家庭（専門） 7 実教 家庭　705 ファッション造形基礎
家庭（専門） 7 実教 家庭　703 フードデザイン

教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

農業 測量
村井　俊治

ほか
実教出版 農業測量

商業
総合実

践
三田　泰三
ほか４名

実教出版株
式会社

総合実践　同時同業法を中心として　三訂版

家庭
リビング
デザイ

ン

後藤　久ほ
か５名

実教出版 リビングデザイン

家庭
生活産
業基礎

鹿嶋　研之
助　ほか

実教出版 生活産業基礎

家庭
ファッ

ション造
形

猪又美栄子
ほか

実教出版 ファッション造形

家庭
生活と
福祉

直井　道子
ほか

実教出版 生活と福祉

家庭 調理
実教出版編

集部
実教出版 イラスト調理BOOK　基本・応用・理論

家庭
服飾手

芸
越膳　夕香 成美堂出版  いちばんわかりやすいおさいほうの基礎BOOK

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 50 大修館 現国　707 新編　現代の国語
言語文化 50 大修館 言文　706 新編　言語文化
地理総合 46 帝国 地総　707 高校生の地理総合
地図 2 東書 地図　701 新高等地図
公共 183 第一 公共　711 高等学校　新公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　716 新　高校の数学Ⅰ
科学と人間生活 183 第一 科人　705 高等学校　科学と人間生活
化学基礎 183 第一 化基　712 高等学校　新化学基礎
生物基礎 183 第一 生基　711 高等学校　新生物基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 17 教出 音Ⅰ　701 音楽Ⅰ　Tutti＋
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ 15 三省堂 ＣⅠ　709 VISTA English CommunicationⅠ
家庭総合 9 開隆堂 家総　704 家庭総合　明日の生活を築く
農業 7 実教 農業　701 農業と環境
農業 7 実教 農業　702 農業と情報
農業 7 実教 農業　703 植物バイオテクノロジー
農業 7 実教 農業　704 食品製造
農業 7 実教 農業　708 草花
農業 7 実教 農業　709 農業機械
農業 7 実教 農業　711 生物活用
家庭（専門） 7 実教 家庭　703 フードデザイン
家庭（専門） 7 実教 家庭　705 ファッション造形基礎
家庭（専門） 7 実教 家庭　710 服飾文化
国語表現 50 大修館 国表　307 国語表現　改訂版
日本史Ａ 2 東書 日Ａ　308 日本史Ａ　現代からの歴史
地理Ａ 2 東書 地Ａ　307 地理Ａ
地図 2 東書 地図　301 新高等地図
数学Ａ 104 数研 数Ａ　331 改訂版　新　高校の数学Ａ
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　329 改訂版　新　高校の数学Ｂ
化学基礎 183 第一 化基　322 高等学校　改訂　新化学基礎
生物基礎 183 第一 生基　319 高等学校　改訂　新生物基礎
英語表現Ⅰ 15 三省堂 英Ⅰ　325 SELECT English Expression Ⅰ New Edition
農業 7 実教 農業　304 草花
農業 7 実教 農業　311 野菜
農業 7 実教 農業　312 果樹
農業 7 実教 農業　327 グリーンライフ

教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

農業
食品流

通
茂野　隆一

ほか
実教出版 新版　食品流通

農業
食品化

学
高野　克己

ほか
実教出版 食品化学

農業
食品微
生物

実教出版株
式会社編修

部
実教出版 食品微生物

農業
地域資
源活用

千賀裕太郎
ほか１８名

実教出版株
式会社

グリーンライフ

家庭
生活と
福祉

直井　道子
ほか

実教出版 生活と福祉

家庭 調理
澤山 茂ほ

か
実教出版 調理２

学校名 学科・コース

鹿本農業高等学校
園芸技術科、食品科学科、生活デザイン科
施設園芸科、食品工業科、バイオ工学科、生活科学科

　「今日の努力は夢への一歩　～迷わず前へ！～」を教育スローガンに、時代の潮流に呼応した農業教育の
実践校として、＜校訓「勤労・愛育・創造」＞の精神を基調に、確かな倫理観を持ち、協調性があり、心豊かで
健やかな人材の育成を目指す。

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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家庭
ファッ

ション造
形

猪又美栄子
ほか

実教出版 ファッション造形

家庭 食文化 香西みどり

公益社団法
人　全国調
理師養成施

設協会

食文化概論
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 2 東書 現国　701 新編現代の国語
言語文化 50 大修館 言文　706 新編　言語文化
地理総合 46 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合
地図 46 帝国 地図　703 標準高等地図
公共 46 帝国 公共　707 高等学校　公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　716 新　高校の数学Ⅰ
科学と人間生活 7 実教 科人　702 科学と人間生活
化学基礎 2 東書 化基　702 新編化学基礎
生物基礎 2 東書 生基　702 新編生物基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ 104 数研 ＣⅠ　717 COMET English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 104 数研 ＣⅡ　717 COMET English Communication　Ⅱ
家庭総合 2 東書 家総　701 家庭総合　自立・共生・創造
農業 7 実教 農業　701 農業と環境
農業 7 実教 農業　702 農業と情報
農業 7 実教 農業　708 草花
農業 7 実教 農業　703 植物バイオテクノロジー
農業 7 実教 農業　704 食品製造
家庭（専門） 7 実教 家庭　705 ファッション造形基礎
家庭（専門） 7 実教 家庭　703 フードデザイン
現代文Ａ 183 第一 現Ａ　307 高等学校　改訂版　新編現代文Ａ
世界史Ａ 2 東書 世Ａ　310 世界史Ａ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　331 改訂版　新　高校の数学Ａ
化学基礎 183 第一 化基　322 高等学校　改訂　新化学基礎
生物基礎 183 第一 生基　319 高等学校　改訂　新生物基礎
英語表現Ⅰ 15 三省堂 英Ⅰ　325 SELECT English Expression Ⅰ New Edition
農業 7 実教 農業　318 作物
農業 7 実教 農業　311 野菜
農業 7 実教 農業　312 果樹
農業 7 実教 農業　304 草花
農業 7 実教 農業　319 畜産
農業 7 実教 農業　313 農業経営
農業 7 実教 農業　320 農業機械
農業 7 実教 農業　305 食品製造
農業 7 実教 農業　306 植物バイオテクノロジー
農業 7 実教 農業　326 生物活用
農業 7 実教 農業　327 グリーンライフ
家庭（専門） 7 実教 家庭　311 子どもの発達と保育　新訂版

教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

農業
食品化

学
高野　克己

ほか
実教出版 食品化学

農業
食品流

通
茂野　隆一

ほか
実教出版 新版　食品流通

農業
食品微
生物

中西載慶ほ
か

実教出版株
式会社

食品微生物

家庭
生活と
福祉

直井　道子
ほか

実教出版 生活と福祉

学校名 学科・コース

菊池農業高等学校 農業科、園芸科、畜産科学科、食品化学科、生活文化科

「熊本の心」を基本理念とし、夢への架け橋教育プラン、県立高等学校における教育指導の重点、学校安全・
安心推進課取組の方向、体育保健課取組の方向、人権教育の推進に当たって、特別支援教育取組の方向、
社会教育課取組の方向などを指針とし、豊かな人間性と社会の変化に主体的に対応できる生徒の育成を目
指し、地域とともに歩み、活気に満ちた学校づくりを目指す。

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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家庭
ファッ

ション造
形

猪又美栄子
ほか

実教出版 ファッション造形

家庭 調理
澤山 茂ほ

か
実教出版 調理１
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
世界史Ａ 2 東書 世Ａ　310 世界史Ａ
世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　310 詳説世界史　改訂版
日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版
地理Ｂ 130 二宮 地Ｂ　305 新編　詳解地理Ｂ改訂版
倫理 7 実教 倫理　312 高校倫理　新訂版
数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　325 改訂版　最新　数学Ⅲ
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　328 改訂版　最新　数学Ｂ
物理基礎 104 数研 物基　319 改訂版　新編　物理基礎
物理 104 数研 物理　313 改訂版　物理
化学基礎 2 東書 化基　314 改訂　新編化学基礎
化学 2 東書 化学　309 改訂　新編化学
生物基礎 104 数研 生基　317 改訂版　新編　生物基礎
生物 2 東書 生物　307 スタンダード生物
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　310 MOUSA２
美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ　304 高校生の美術２
書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　308 書Ⅱ
英語表現Ⅰ 2 東書 英Ⅰ　322 NEW FAVORITE English Expression Ⅰ
英語表現Ⅱ 2 東書 英Ⅱ　317 NEW FAVORITE English Expression Ⅱ
農業 7 実教 農業　326 生物活用
農業 7 実教 農業　327 グリーンライフ
工業 7 実教 工業　304 電子製図
工業 7 実教 工業　313 生産システム技術
工業 7 実教 工業　314 環境工学基礎
工業 7 実教 工業　317 新機械工作
工業 7 実教 工業　345 原動機
工業 7 実教 工業　358 電子計測制御
工業 7 実教 工業　363 建築構造設計
工業 7 実教 工業　376 建築施工
工業 7 実教 工業　377 建築法規
工業 7 実教 工業　390 精選電気基礎　新訂版
工業 7 実教 工業　394 電子技術　新訂版
商業 7 実教 商業　324 最新プログラミング
商業 7 実教 商業　336 マーケティング　新訂版
商業 7 実教 商業　347 新財務会計Ⅰ　新訂版
商業 7 実教 商業　352 ビジネス情報　新訂版
商業 7 実教 商業　354 経済活動と法　新訂版
家庭（専門） 6 教図 家庭　309 子ども文化
現代の国語 2 東書 現国　702 精選現代の国語
言語文化 2 東書 言文　701 新編言語文化
論理国語 15 三省堂 論国　704 新　論理国語
古典探究 2 東書 古探　701 新編古典探究
地理総合 46 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合
地図 130 二宮 地図　705 詳解現代地図　最新版
歴史総合 81 山川 歴総　708 現代の歴史総合　みる・読みとく・考える
公共 2 東書 公共　701 公共
政治・経済 7 実教 政経　703 最新政治・経済
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　714 新編　数学Ⅰ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　714 新編　数学A
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　711 新編　数学Ⅱ
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　712 新編　数学B
科学と人間生活 2 東書 科人　701 科学と人間生活
物理基礎 7 実教 物基　704 高校物理基礎
化学基礎 2 東書 化基　702 新編化学基礎
生物基礎 104 数研 生基　709 新編　生物基礎

学校名 学科・コース

翔陽高等学校 総合学科

　心豊かで、活力にあふれた個性ある生徒を育成し、将来、世界で活躍できるグローバルな視点と能力を持
つ、故郷熊本を支える地域人材の育成を目指す。

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　703 MOUSA2
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１
美術Ⅱ 38 光村 美Ⅱ　701 美術２
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　704 書Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　702 Power On English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 2 東書 ＣⅡ　702 Power On English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 2 東書 論Ⅰ　701 NEW FAVORITE English Logic and Expression Ⅰ
家庭基礎 7 実教 家基　707 図説家庭基礎
情報Ⅰ 7 実教 情Ⅰ　705 最新情報Ⅰ
農業 7 実教 農業　701 農業と環境
農業 7 実教 農業　702 農業と情報
農業 7 実教 農業　704 食品製造
農業 7 実教 農業　707 造園計画
農業 179 電機大 農業　714 造園施工管理
農業 179 電機大 農業　324 環境緑化材料
工業 7 実教 工業　701 工業技術基礎
工業 7 実教 工業　702 機械製図
工業 7 実教 工業　705 建築設計製図
工業 7 実教 工業　718 工業情報数理
工業 7 実教 工業　710 機械設計１
工業 7 実教 工業　711 機械設計２
工業 7 実教 工業　720 電気回路１
工業 7 実教 工業　721 電気回路２
工業 7 実教 工業　740 電力技術１
工業 7 実教 工業　741 電力技術２
工業 7 実教 工業　747 ハードウェア技術
工業 7 実教 工業　714 建築構造
工業 7 実教 工業　749 建築計画
商業 7 実教 商業　701 ビジネス基礎
商業 7 実教 商業　709 新簿記
商業 7 実教 商業　716 情報処理　Prologue of Computer
家庭（専門） 6 教図 家庭　706 保育基礎　ようこそ，ともに育ち合う保育の世界へ
家庭（専門） 7 実教 家庭　710 服飾文化
家庭（専門） 7 実教 家庭　705 ファッション造形基礎
家庭（専門） 6 教図 家庭　702 フードデザイン Food Change LIFE

教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

農業
食品化

学
高野　克己

ほか
実教出版 食品化学

農業
食品流

通
茂野　隆一

ほか
実教出版 新版　食品流通

工業
機械実

習
嵯峨常生
他１０名

実教出版 新版　機械実習１

工業
機械実

習
嵯峨常生
他１０名

実教出版 新版　機械実習２

工業
機械実

習
嵯峨常生
他１０名

実教出版 新版　機械実習３

工業
工学概

論
大西　清 オーム社 機械工学一般

家庭
生活と
福祉

直井　道子
ほか

実教出版 生活と福祉

家庭
ファッ

ション造
形

猪又美栄子
ほか

実教出版 ファッション造形

家庭 食文化
実教出版編

集部
実教出版 カラーグラフ食品成分表

家庭 栄養
五十嵐　修

ほか
実教出版 栄養

家庭 食品
澤山 茂ほ

か
実教出版 調理１

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 104 数研 現国　708 現代の国語
現代の国語 104 数研 現国　710 新編 現代の国語
言語文化 104 数研 言文　707 言語文化
言語文化 104 数研 言文　709 新編　言語文化
国語表現 50 大修館 国表　701 国語表現
古典探究 183 第一 古探　717 高等学校　古典探究　古文編 分冊
古典探究 183 第一 古探　718 高等学校　古典探究　漢文編 分冊
文学国語 183 第一 文国　710 高等学校　標準文学国語
論理国語 183 第一 論国　711 高等学校　論理国語
公共 7 実教 公共　704 公共
政治・経済 2 東書 政経　701 政治・経済
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
地理総合 46 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合
歴史総合 46 帝国 歴総　706 明解　歴史総合
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　716 新　高校の数学Ⅰ
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　714 新編　数学Ⅰ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　714 新編　数学A
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　719 新　高校の数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　716 新　高校の数学A
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　711 新編　数学Ⅱ
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　712 新編　数学B
科学と人間生活 2 東書 科人　701 科学と人間生活
化学基礎 104 数研 化基　708 化学基礎
物理基礎 104 数研 物基　707 物理基礎
生物基礎 104 数研 生基　708 高等学校　生物基礎
化学 104 数研 化学　706 化学
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　701 All Aboard! English Communication Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ 61 啓林館 ＣⅠ　714 LANDMARK Fit　English　Communication  Ⅰ
論理・表現Ⅰ 61 啓林館 論Ⅰ　709 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Standard
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 2 東書 ＣⅡ　701 All Aboard! English Communication　Ⅱ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 61 啓林館 ＣⅡ　714 LANDMARK Fit English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅱ 61 啓林館 論Ⅱ　709 Vision Quest English Logic and Expression Ⅱ Hope
家庭総合 2 東書 家総　701 家庭総合　自立・共生・創造
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
家庭（専門） 6 教図 家庭　706 保育基礎　ようこそ，ともに育ち合う保育の世界へ
情報Ⅰ 2 東書 情Ⅰ　701 新編情報Ⅰ
商業 7 実教 商業　701 ビジネス基礎
商業 7 実教 商業　709 新簿記
農業 7 実教 農業　702 農業と情報
農業 7 実教 農業　701 農業と環境
農業 7 実教 農業　703 植物バイオテクノロジー
農業 7 実教 農業　704 食品製造
農業 7 実教 農業　311 野菜
農業 7 実教 農業　708 草花
農業 7 実教 農業　705 森林科学
農業 7 実教 農業　327 グリーンライフ
農業 7 実教 農業　316 林産物利用
農業 7 実教 農業　712 森林経営
国語表現 50 大修館 国表　307 国語表現　改訂版

学校名 学科・コース

矢部高等学校 普通科、食農科学科（農業科学コース、食・生活コース）、林業科学科

　人間尊重の精神をすべての教育の根幹におき、校長を中心とした指導体制のもと、生徒一人一人の教育的
ニーズや学校評価等による課題の把握に努める。また、学校間や学校と家庭・地域社会との連携及び協働を図
るとともに、スクール・ミッションのもと、各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントを行い、生涯にわたっ
て探究を深める未来の創り手として必要な「生きる力」の育成を目指す。

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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地図 46 帝国 地図　310 新詳高等地図
地理Ａ 46 帝国 地Ａ　308 高等学校　新地理Ａ
数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　324 改訂版　新編　数学Ⅲ
化学基礎 104 数研 化基　319 改訂版　化学基礎
物理 104 数研 物理　313 改訂版　物理
物理基礎 104 数研 物基　318 改訂版　物理基礎
生物 104 数研 生物　310 改訂版　生物
コミュニケーション英語Ⅱ 2 東書 コⅡ　326 All Aboard! English CommunicationⅡ
コミュニケーション英語Ⅲ 61 啓林館 コⅢ　336 LANDMARK Fit English Communication Ⅲ
商業 7 実教 商業　345 ビジネス実務　新訂版
商業 7 実教 商業　348 高校財務会計Ⅰ　新訂版
農業 7 実教 農業　326 生物活用

教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

農業 測量
村井　俊治

ほか
実教出版 農業測量

家庭
生活と
福祉

直井　道子
ほか

実教出版 生活と福祉

家庭 調理
澤山 茂ほ

か
実教出版 調理１

家庭 調理
澤山 茂ほ

か
実教出版 調理２

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 183 第一 現国　716 高等学校　新編現代の国語
言語文化 2 東書 言文　701 新編言語文化
地理総合 183 第一 地総　706 高等学校　地理総合　世界を学び、地域をつくる
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 104 数研 公共　709 高等学校　公共　これからの社会について考える
政治・経済 183 第一 政経　706 高等学校　政治・経済
数学Ⅰ 2 東書 数Ⅰ　704 新数学Ⅰ 分冊
数学Ⅰ 2 東書 数Ⅰ　705 新数学Ⅰ　解答編 分冊
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　712 最新　数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　715 最新　数学A
物理基礎 7 実教 物基　704 高校物理基礎
化学基礎 7 実教 化基　705 高校化学基礎
化学 7 実教 化学　704 化学
生物基礎 2 東書 生基　702 新編生物基礎
生物 104 数研 生物　704 生物
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　701 All Aboard! English Communication Ⅰ
家庭基礎 7 実教 家基　707 図説家庭基礎
家庭総合 2 東書 家総　701 家庭総合　自立・共生・創造
農業 7 実教 農業　701 農業と環境
農業 7 実教 農業　702 農業と情報
農業 7 実教 農業　704 食品製造
農業 7 実教 農業　706 農業土木設計
農業 7 実教 農業　708 草花
農業 7 実教 農業　709 農業機械
農業 7 実教 農業　711 生物活用
農業 179 電機大 農業　713 農業土木施工
家庭（専門） 7 実教 家庭　703 フードデザイン
家庭（専門） 7 実教 家庭　704 生活産業情報
家庭（専門） 7 実教 家庭　705 ファッション造形基礎
国語表現 50 大修館 国表　307 国語表現　改訂版
現代社会 183 第一 現社　322 高等学校　改訂版　新現代社会
物理基礎 7 実教 物基　314 高校物理基礎　新訂版
化学基礎 7 実教 化基　317 高校化学基礎　新訂版
英語会話 226 チアーズ 英会　305 ATLANTIS English Conversation
農業 7 実教 農業　306 植物バイオテクノロジー
農業 7 実教 農業　311 野菜
農業 7 実教 農業　312 果樹
農業 7 実教 農業　313 農業経営
農業 179 電機大 農業　317 水循環
家庭（専門） 6 教図 家庭　308 消費生活
家庭（専門） 6 教図 家庭　310 服飾文化
家庭（専門） 7 実教 家庭　311 子どもの発達と保育　新訂版

学校名 学科・コース

八代農業高等学校 園芸科学科、食品科学科、農業工学科、福祉家庭科

自ら学び考え、未来を創造する魅力ある人材の育成

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

農業
食品化

学
高野　克己

ほか
実教出版 食品化学

農業
食品流

通
茂野　隆一

ほか
実教出版 新版　食品流通

農業 測量
村井　俊治

ほか
実教出版 農業測量

農業
食品微
生物

中西載慶
ほか

実教出版 食品微生物

家庭
生活産
業基礎

鹿嶋　研之
助　ほか

実教出版 生活産業基礎

家庭 調理
澤山 茂ほ

か
実教出版 調理１

家庭
生活と
福祉

直井　道子
ほか

実教出版 生活と福祉

家庭
リビング
デザイ

ン

後藤　久ほ
か５名

実教出版 リビングデザイン

家庭
ファッ

ション造
形

猪又美栄子
ほか

実教出版 ファッション造形

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 15 三省堂 現国　704 精選　現代の国語
言語文化 15 三省堂 言文　703 精選　言語文化
国語表現 50 大修館 国表　307 国語表現　改訂版
歴史総合 81 山川 歴総　709 わたしたちの歴史　日本から世界へ
地図 46 帝国 地図　703 標準高等地図
地理Ａ 130 二宮 地Ａ　309 基本地理Ａ
地図 46 帝国 地図　309 標準高等地図-地図でよむ現代社会-
公共 104 数研 公共　709 高等学校　公共　これからの社会について考える
政治・経済 7 実教 政経　313 最新政治・経済　新訂版
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　716 新　高校の数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　331 改訂版　新　高校の数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　331 改訂版　新　高校の数学Ａ
科学と人間生活 183 第一 科人　705 高等学校　科学と人間生活
生物基礎 61 啓林館 生基　705 高等学校　生物基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ 9 開隆堂 ＣⅠ　704 Amity English CommunicationⅠ
英語表現Ⅰ 61 啓林館 英Ⅰ　329 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Standard
英語会話 226 チアーズ 英会　305 ATLANTIS English Conversation
家庭総合 2 東書 家総　701 家庭総合　自立・共生・創造
農業 7 実教 農業　701 農業と環境
農業 7 実教 農業　702 農業と情報
農業 7 実教 農業　705 森林科学
農業 7 実教 農業　316 林産物利用
家庭（専門） 7 実教 家庭　703 フードデザイン

教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

家庭
生活と
福祉

直井　道子
ほか

実教出版 生活と福祉

学校名 学科・コース

八代農業高等学校　泉分校 グリーンライフ科

　　「認め、ほめ、励まし、伸ばす」教育行動指標を踏まえた教育の実現を目指して
人間尊重の精神をすべての教育の根幹におき、校長を中心とした指導体制のもと、生徒一人一人の教育的
ニーズや学校評価等による課題の把握に努める。また、学校間及び学校と家庭・地域社会との連携及び協働
を図るとともに、スクール・ミッションのもと、各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントを行い、生涯に
わたって探究を深める未来の創り手として必要な「生きる力」の育成を目指す。
〇確かな学力の育成と個に応じた指導の充実
〇キャリア教育の推進と個性を生かす進路指導の充実
〇道徳教育の充実と命を大切にする心の育成
〇国家・社会の形成者としての資質の育成と国際社会に生きる日本人としての自覚を醸成
〇体力の向上、豊かなスポーツライフの継続、心身の健康の保持増進及び安全教育の充実

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 50 大修館 現国　707 新編　現代の国語
言語文化 183 第一 言文　716 高等学校　新編言語文化
国語表現 50 大修館 国表　701 国語表現
古典探究 2 東書 古探　701 新編古典探究
歴史総合 7 実教 歴総　704 歴史総合
公共 104 数研 公共　709 高等学校　公共　これからの社会について考える
数学Ⅰ 7 実教 数Ⅰ　708 高校数学Ⅰ
数学Ⅱ 7 実教 数Ⅱ　705 高校数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　715 最新　数学A
科学と人間生活 104 数研 科人　704 科学と人間生活
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 17 教出 音Ⅰ　701 音楽Ⅰ　Tutti＋
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ 104 数研 ＣⅠ　717 COMET English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 104 数研 ＣⅡ　717 COMET English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 2 東書 論Ⅰ　701 NEW FAVORITE English Logic and Expression Ⅰ
家庭総合 50 大修館 家総　705 クリエイティブ・リビングCreative Living『家庭総合』で生活をつくろう

農業 7 実教 農業　701 農業と環境
農業 7 実教 農業　702 農業と情報
農業 7 実教 農業　704 食品製造
農業 7 実教 農業　705 森林科学
農業 7 実教 農業　708 草花
農業 7 実教 農業　712 森林経営
福祉 7 実教 福祉　701 社会福祉基礎
福祉 7 実教 福祉　702 介護福祉基礎
福祉 7 実教 福祉　703 生活支援技術
福祉 7 実教 福祉　704 こころとからだの理解
現代文Ａ 183 第一 現Ａ　307 高等学校　改訂版　新編現代文Ａ
地理Ａ 183 第一 地Ａ　310 高等学校　新版　地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ
地図 46 帝国 地図　310 新詳高等地図
数学Ａ 104 数研 数Ａ　331 改訂版　新　高校の数学Ａ
生物基礎 2 東書 生基　312 改訂　新編生物基礎
英語会話 61 啓林館 英会　303 Sailing English Conversation
農業 7 実教 農業　311 野菜
農業 7 実教 農業　312 果樹
農業 7 実教 農業　316 林産物利用
農業 7 実教 農業　320 農業機械
農業 7 実教 農業　326 生物活用
農業 7 実教 農業　327 グリーンライフ
家庭（専門） 7 実教 家庭　311 子どもの発達と保育　新訂版
福祉（専門） 7 実教 福祉　305 コミュニケーション技術
福祉（専門） 7 実教 福祉　306 介護過程

学校名 学科・コース

芦北高等学校 農業科、林業科、福祉科

　校訓「敬愛　勤勉　創造」と熊本の心「助けあい　励ましあい　志高く」を基本理念に、スクール・ミッション及び
スクール・ポリシーにより、生徒一人ひとりの個性と可能性を伸ばし、魅力ある人材を育成することで、地域の
信頼と期待に応える学校づくりを目指す

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

農業 測量
村井　俊治

ほか
実教出版 農業測量

農業
食品流

通
茂野　隆一

ほか
実教出版 新版　食品流通

福祉
介護総
合演習

介護福祉士
養成講座編

中央法規
最新・介護福祉士養成講座１０　介護総合演習・介

護実習

福祉
介護実

習
介護福祉士
養成講座編

中央法規
最新・介護福祉士養成講座１０　介護総合演習・介

護実習

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 2 東書 現国　701 新編現代の国語
言語文化 104 数研 言文　709 新編　言語文化
国語表現 183 第一 国表　308 高等学校　改訂版　国語表現
現代文Ａ 50 大修館 現Ａ　308 現代文Ａ　改訂版
地理総合 2 東書 地総　701 地理総合
地図 2 東書 地図　701 新高等地図
公共 104 数研 公共　709 高等学校　公共　これからの社会について考える
政治・経済 7 実教 政経　703 最新政治・経済
日本史Ａ 183 第一 日Ａ　312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　314 高校日本史　改訂版
地理Ａ 183 第一 地Ａ　310 高等学校　新版　地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ
地理Ｂ 130 二宮 地Ｂ　305 新編　詳解地理Ｂ改訂版
地図 130 二宮 地図　312 基本地図帳　改訂版
政治・経済 7 実教 政経　313 最新政治・経済　新訂版
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　715 最新　数学Ⅰ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　330 改訂版　最新　数学Ａ
科学と人間生活 183 第一 科人　705 高等学校　科学と人間生活
化学基礎 7 実教 化基　705 高校化学基礎
科学と人間生活 7 実教 科人　307 科学と人間生活　新訂版
化学基礎 104 数研 化基　320 改訂版　新編　化学基礎
保健体育 50 大修館 保体　702 新高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　703 MOUSA2
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　704 書Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　701 All Aboard! English Communication Ⅰ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 2 東書 ＣⅡ　701 All Aboard! English Communication　Ⅱ
論理・表現Ⅰ 104 数研 論Ⅰ　712 BIG DIPPER English Logic and ExpressionⅠ
英語会話 61 啓林館 英会　303 Sailing English Conversation
家庭総合 6 教図 家総　702 未来へつなぐ　家庭総合365
家庭（専門） 7 実教 家庭　705 ファッション造形基礎
家庭（専門） 6 教図 家庭　706 保育基礎　ようこそ，ともに育ち合う保育の世界へ
家庭（専門） 6 教図 家庭　702 フードデザイン Food Change LIFE
家庭（専門） 7 実教 家庭　311 子どもの発達と保育　新訂版
商業 7 実教 商業　701 ビジネス基礎
商業 7 実教 商業　342 情報処理　新訂版
商業 7 実教 商業　345 ビジネス実務　新訂版
情報Ⅰ 104 数研 情Ⅰ　709 情報Ⅰ　Next
農業 7 実教 農業　701 農業と環境
農業 7 実教 農業　702 農業と情報
農業 7 実教 農業　708 草花
農業 7 実教 農業　709 農業機械
農業 7 実教 農業　705 森林科学
農業 179 電機大 農業　713 農業土木施工
農業 7 実教 農業　318 作物
農業 7 実教 農業　311 野菜
農業 7 実教 農業　312 果樹
農業 7 実教 農業　319 畜産
農業 7 実教 農業　313 農業経営
農業 7 実教 農業　320 農業機械
農業 7 実教 農業　326 生物活用

学校名 学科・コース

南稜高等学校
普通科（体育コース、福祉コース）、総合農業科、
食品科学科、生活経営科

三綱領「富進取求真理　重礼節振元気　尊生命愛平和」の精神のもと「球磨の地に『人材の泉を掘る』」「知・
徳・体の調和がとれた教育活動を展開し、高い知性と豊かな感性を持ち、心身ともに健康で、主体的に考え判
断し、行動できる力を備えた地域や社会の発展に寄与する人材の育成」をモットーに日々の教育活動に取り
組む。「志高く　理想の追求～知性を磨き、品性を高め、感性を養う～」をスローガンに掲げ、今年度の重点目
標は、「授業の充実」「基本的な生活習慣の確立と規範意識の高揚」「教育相談体制の充実」「安全・防災・保
健・環境教育の充実」「魅力ある学校づくりの推進」「地域貢献活動の推進」「働き方改革の推進」である。

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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農業 7 実教 農業　327 グリーンライフ
農業 7 実教 農業　316 林産物利用
農業 179 電機大 農業　322 農業土木施工
農業 179 電機大 農業　317 水循環
農業 179 電機大 農業　323 造園技術
農業 7 実教 農業　704 食品製造
福祉 7 実教 福祉　701 社会福祉基礎
福祉 7 実教 福祉　703 生活支援技術
福祉 7 実教 福祉　704 こころとからだの理解

教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

農業
微生物
利用

中西　載慶
ほか

実教出版 微生物利用

農業
食品流

通
茂野　隆一

ほか
実教出版 新版　食品流通

農業
食品化

学
高野　克己

ほか
実教出版 食品化学

農業 測量
村井　俊治

ほか
実教出版 農業測量

農業
食品微
生物

中西　載慶
ほか７名

実教出版
株式会社

食品微生物

商業
観光ビ
ジネス

清水希益
ほか6名

実教出版 総合実践　企業取引を学ぶ三訂版

家庭
ファッ

ション造
形

猪又美栄子
ほか

実教出版 ファッション造形

家庭
生活と
福祉

直井　道子
ほか

実教出版 生活と福祉

体育
スポー
ツ概論

髙橋　健夫
ほか

鈴木一行 基礎から学ぶスポーツ概論

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

全日制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 2 東書 現国　701 新編現代の国語
現代の国語 2 東書 現国　703 現代の国語
現代の国語 15 三省堂 現国　705 新 現代の国語
言語文化 2 東書 言文　701 新編言語文化
言語文化 104 数研 言文　707 言語文化
論理国語 2 東書 論国　701 新編論理国語
論理国語 50 大修館 論国　706 新編　論理国語
論理国語 104 数研 論国　708 論理国語
国語表現 50 大修館 国表　701 国語表現
古典探究 2 東書 古探　701 新編古典探究
古典探究 109 文英堂 古探　712 古典探究
地理総合 46 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合
地理総合 130 二宮 地総　705 わたしたちの地理総合　世界から日本へ
歴史総合 35 清水 歴総　705 私たちの歴史総合
歴史総合 46 帝国 歴総　706 明解　歴史総合
地図 46 帝国 地図　703 標準高等地図
地図 130 二宮 地図　705 詳解現代地図　最新版
公共 104 数研 公共　709 高等学校　公共　これからの社会について考える
公共 104 数研 公共　713 新版　公共
数学Ⅰ 7 実教 数Ⅰ　707 新編数学Ⅰ
数学Ⅰ 61 啓林館 数Ⅰ　710 新編数学Ⅰ
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　714 新編　数学Ⅰ
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　716 新　高校の数学Ⅰ
数学Ⅱ 7 実教 数Ⅱ　704 新編数学Ⅱ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　711 新編　数学Ⅱ
数学Ａ 7 実教 数Ａ　707 新編数学A
数学Ａ 104 数研 数Ａ　714 新編　数学A
科学と人間生活 7 実教 科人　702 科学と人間生活
化学基礎 7 実教 化基　704 化学基礎
化学基礎 104 数研 化基　710 新編　化学基礎
化学 7 実教 化学　704 化学
生物基礎 7 実教 生基　704 高校生物基礎
生物基礎 104 数研 生基　708 高等学校　生物基礎
生物 183 第一 生物　705 高等学校　生物
地学基礎 7 実教 地基　702 地学基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　702 高校生の音楽１
書道Ⅰ 17 教出 書Ⅰ　704 書道Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　701 All Aboard! English Communication Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ 9 開隆堂 ＣⅠ　704 Amity English CommunicationⅠ
英語コミュニケーションⅠ 104 数研 ＣⅠ　717 COMET English CommunicationⅠ
英語コミュニケーションⅠ 109 文英堂 ＣⅠ　719 Grove English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 9 開隆堂 ＣⅡ　704 Amity English Communication　Ⅱ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 104 数研 ＣⅡ　717 COMET English Communication　Ⅱ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 109 文英堂 ＣⅡ　718 Grove English Communication Ⅱ
論理・表現Ⅰ 15 三省堂 論Ⅰ　705 MY WAY Logic and ExpressionⅠ
論理・表現Ⅰ 61 啓林館 論Ⅰ　709 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Standard
論理・表現Ⅱ 104 数研 論Ⅱ　712 BIG DIPPER English Logic and Expression Ⅱ
家庭基礎 6 教図 家基　702 未来へつなぐ　家庭基礎365
家庭総合 6 教図 家総　702 未来へつなぐ　家庭総合365

学校名 学科・コース

天草拓心高等学校
普通科、普通科（総合コース）、商業科、生物生産科、食品科学科、

生活科学科、海洋科学科（海洋航海コース、栽培・食品コース）

「夢は空より高く　心は海より広く　道を拓かん」の校訓と「熊本の心」を基本理念とし、心豊かな人間性と活力
にあふれた生徒一人一人の個性を十分に発揮させ、これからの未来を創造する魅力あふれる人材の育成と
活気あふれた学校づくりを全力で目指す。
１　確かな学力を育成し、生徒一人一人に応じた指導の充実を図る。
２　豊かな情操と道徳心を培う。
３　心身の健康を自己管理する態度を養う。

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考
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情報Ⅰ 7 実教 情Ⅰ　706 図説情報Ⅰ
情報Ⅰ 104 数研 情Ⅰ　709 情報Ⅰ　Next
農業 7 実教 農業　701 農業と環境
農業 7 実教 農業　702 農業と情報
農業 7 実教 農業　704 食品製造
農業 7 実教 農業　708 草花
商業 7 実教 商業　704 ビジネス・コミュニケーション
商業 7 実教 商業　716 情報処理　Prologue of Computer
商業 7 実教 商業　720 原価計算
商業 190 東法 商業　737 ソフトウェア活用
商業 234 TAC 商業　703 ビジネス基礎
商業 234 TAC 商業　713 簿記
商業 234 TAC 商業　731 財務会計Ⅰ
水産 7 実教 水産　703 漁業
水産 7 実教 水産　706 資源増殖
水産 201 海文堂 水産　701 水産海洋基礎
水産 201 海文堂 水産　702 海洋情報技術
水産 201 海文堂 水産　707 食品製造
水産 201 海文堂 水産　708 航海・計器
水産 201 海文堂 水産　712 海洋生物
水産 201 海文堂 水産　713 食品管理１
水産 201 海文堂 水産　714 食品管理２
家庭（専門） 7 実教 家庭　703 フードデザイン
家庭（専門） 7 実教 家庭　705 ファッション造形基礎
家庭（専門） 7 実教 家庭　707 保育基礎
家庭（専門） 7 実教 家庭　708 消費生活
国語表現 17 教出 国表　306 国語表現　改訂版
現代文Ａ 183 第一 現Ａ　307 高等学校　改訂版　新編現代文Ａ
世界史Ａ 46 帝国 世Ａ　314 明解　世界史Ａ
世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　310 詳説世界史　改訂版
日本史Ｂ 35 清水 日Ｂ　313 高等学校　日本史Ｂ　新訂版
日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版
地理Ａ 46 帝国 地Ａ　308 高等学校　新地理Ａ
地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ
地図 46 帝国 地図　310 新詳高等地図
政治・経済 183 第一 政経　309 高等学校　改訂版　政治・経済
政治・経済 183 第一 政経　310 高等学校　新政治・経済
数学Ａ 104 数研 数Ａ　329 改訂版　新編　数学Ａ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　331 改訂版　新　高校の数学Ａ
数学Ｂ 7 実教 数Ｂ　320 新版数学Ｂ　新訂版
数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　327 改訂版　新編　数学Ｂ
数学活用 7 実教 数活　301 数学活用
科学と人間生活 7 実教 科人　307 科学と人間生活　新訂版
科学と人間生活 183 第一 科人　309 高等学校　改訂　科学と人間生活
物理基礎 183 第一 物基　321 高等学校　改訂　新物理基礎
化学基礎 104 数研 化基　320 改訂版　新編　化学基礎
化学 104 数研 化学　314 新編　化学
生物基礎 61 啓林館 生基　315 生物基礎　改訂版
生物 61 啓林館 生物　309 生物　改訂版
コミュニケーション英語Ⅲ 2 東書 コⅢ　326 Power On English Communication Ⅲ
英語表現Ⅰ 15 三省堂 英Ⅰ　325 SELECT English Expression Ⅰ New Edition
英語表現Ⅰ 61 啓林館 英Ⅰ　330 Vision Quest English Expression Ⅰ Core
英語会話 61 啓林館 英会　303 Sailing English Conversation
農業 7 実教 農業　311 野菜
農業 7 実教 農業　312 果樹
農業 7 実教 農業　319 畜産
農業 7 実教 農業　320 農業機械
農業 7 実教 農業　326 生物活用
商業 7 実教 商業　315 商品開発
商業 7 実教 商業　347 新財務会計Ⅰ　新訂版
商業 7 実教 商業　350 原価計算　新訂版
商業 7 実教 商業　354 経済活動と法　新訂版
商業 190 東法 商業　346 ビジネス実務　　新訂版
商業 190 東法 商業　353 ビジネス情報　新訂版
商業 190 東法 商業　359 電子商取引　新訂版
水産 7 実教 水産　319 水産流通
水産 201 海文堂 水産　310 船舶運用
水産 201 海文堂 水産　313 海洋環境
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水産 201 海文堂 水産　318 海洋生物
家庭（専門） 7 実教 家庭　311 子どもの発達と保育　新訂版
家庭（専門） 7 実教 家庭　313 フードデザイン　新訂版

教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

農業
食品化

学
高野　克己

ほか
実教出版 食品化学

農業
食品微
生物

中西　載慶
ほか

実教出版 微生物利用

商業
観光ビ
ジネス

株式会社
JTB総合研

究所

株式会社
JTB総合研

究所
観光学基礎

水産
ダイビン

グ

（財）社会ス
ポーツセン

ター

（財）社会ス
ポーツセン

ター
ダイビング

水産
小型船

舶

財団法人日
本船舶職員
養成協会

財団法人日
本船舶職員
養成協会

小型船舶操縦士学科教本Ⅰ

水産
小型船

舶

財団法人日
本船舶職員
養成協会

財団法人日
本船舶職員
養成協会

小型船舶操縦士学科教本Ⅱ

水産
水産海
洋科学

全国高等学
校水産教育

研究会

海分堂出版
株式会社

水産と海洋の科学

水産
水産海
洋科学

全国高等学
校水産教育

研究会

海分堂出版
株式会社

水産と海洋の科学

家庭
生活と
福祉

直井　道子
ほか

実教出版 生活と福祉

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

定時制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 50 大修館 現国　706 現代の国語
言語文化 50 大修館 言文　705 言語文化
地理総合 2 東書 地総　701 地理総合
歴史総合 183 第一 歴総　711 高等学校　新歴史総合　過去との対話、つなぐ未来
地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図
公共 6 教図 公共　702 公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　716 新　高校の数学Ⅰ
科学と人間生活 61 啓林館 科人　703 高等学校　科学と人間生活
生物基礎 104 数研 生基　709 新編　生物基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　701 美術１
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ 9 開隆堂 ＣⅠ　704 Amity English CommunicationⅠ
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
家庭総合 2 東書 家総　701 家庭総合　自立・共生・創造
情報Ⅰ 183 第一 情Ⅰ　713 高等学校　情報Ⅰ
商業 7 実教 商業　708 高校簿記
商業 7 実教 商業　715 最新情報処理　Advanced　Computing
商業 190 東法 商業　702 ビジネス基礎
国語総合 2 東書 国総　332 新編国語総合　
現代文Ａ 183 第一 現Ａ　307 高等学校　改訂版　新編現代文Ａ
現代文Ｂ 104 数研 現Ｂ　334 新編　現代文Ｂ
古典Ａ 15 三省堂 古Ａ　306 古典Ａ
古典Ｂ 50 大修館 古Ｂ　342 新編古典Ｂ　改訂版
世界史Ａ 81 山川 世Ａ　316 世界の歴史　改訂版
世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　314 高校世界史　改訂版
日本史Ａ 7 実教 日Ａ　313 新日本史Ａ　新訂版
日本史Ｂ 2 東書 日Ｂ　310 新選日本史Ｂ
地理Ａ 2 東書 地Ａ　307 地理Ａ
地理Ｂ 130 二宮 地Ｂ　305 新編　詳解地理Ｂ改訂版
地図 46 帝国 地図　310 新詳高等地図
現代社会 35 清水 現社　316 高等学校　現代社会　新訂版
倫理 7 実教 倫理　312 高校倫理　新訂版
政治・経済 7 実教 政経　313 最新政治・経済　新訂版
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　331 改訂版　新　高校の数学Ⅰ
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　331 改訂版　新　高校の数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　331 改訂版　新　高校の数学Ａ
科学と人間生活 61 啓林館 科人　302 科学と人間生活
物理基礎 2 東書 物基　312 改訂　新編物理基礎
生物基礎 183 第一 生基　319 高等学校　改訂　新生物基礎

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

湧心館高等学校 普通科、情報科学科（情報処理コース、科学技術コース）

１　確かな学力を育成し、自己実現を図る態度を育む
　　（１）主体的・対話的で深い学びの中で、思考力、判断力、表現力を育むとともに、生涯にわたって
　　　　 学び続ける態度を養う。
　　（２）生徒一人一人に応じた指導・支援を実践し、学力の基礎・基本を定着させる。
　　　　 ※１人１台端末等を効果的に活用した個別最適な学びと協働的な学びの実践と言語活動の充実
　　（３）望ましい勤労観・職業観の育成と生徒一人一人に応じた進路指導を行う。
２　道徳性と豊かな情操を育む
　　（１）心に響く多様な指導を通して命を大切にする心や他者を思いやる心を育む。
　　（２）規範意識を身につけ、善悪を判断し、自ら律する力を育む。
　　（３）我が国の伝統と文化を尊重する態度とグローバルな視点を育む。
３　心身の健康を自己管理する態度を養う
　　（１）基本的な生活習慣と正しい食習慣を身に付けさせる。
　　（２）運動に親しむ態度を育み体力を向上させるとともに、豊かなスポーツライフを実現・継続するための
　　　　 資質・能力を育む。
　　（３）生涯を通じて安全な生活を送る基礎を培うとともに、安全で安心な社会づくりに貢献できる資質・能力
　　　　 を育む。
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生物 2 東書 生物　307 スタンダード生物
地学基礎 2 東書 地基　306 改訂　地学基礎
保健体育 50 大修館 保体　305 最新高等保健体育改訂版
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　310 MOUSA１
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　310 MOUSA２
音楽Ⅲ 17 教出 音Ⅲ　304 音楽Ⅲ　改訂版
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　305 高校生の美術１
美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ　304 高校生の美術２
美術Ⅲ 116 日文 美Ⅲ　304 高校生の美術３
書道Ⅰ 2 東書 書Ⅰ　305 書道Ⅰ
書道Ⅱ 2 東書 書Ⅱ　305 書道Ⅱ
書道Ⅲ 2 東書 書Ⅲ　301 書道Ⅲ
コミュニケーション英語Ⅰ 2 東書 コⅠ　328 All Aboard! English Communication Ⅰ
コミュニケーション英語Ⅱ 104 数研 コⅡ　342 Revised COMET English Communication Ⅱ
英語表現Ⅰ 61 啓林館 英Ⅰ　329 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Standard
英語会話 2 東書 英会　301 Hello there! English Conversation
家庭総合 2 東書 家総　307 家庭総合　自立・共生・創造
商業 7 実教 商業　316 ビジネス経済
商業 7 実教 商業　334 ビジネス基礎　新訂版
商業 7 実教 商業　338 新簿記　新訂版
商業 7 実教 商業　343 最新情報処理　新訂版
商業 7 実教 商業　350 原価計算　新訂版
商業 7 実教 商業　352 ビジネス情報　新訂版
商業 7 実教 商業　358 電子商取引　新訂版
商業 190 東法 商業　349 財務会計Ⅰ　新訂版
商業 190 東法 商業　355 経済活動と法　新訂版
家庭（専門） 6 教図 家庭　312 フードデザインcooking&arrangement
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課程

定時制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 15 三省堂 現国　705 新 現代の国語
言語文化 15 三省堂 言文　704 新　言語文化
公共 2 東書 公共　701 公共
数学Ⅰ 7 実教 数Ⅰ　708 高校数学Ⅰ
科学と人間生活 7 実教 科人　702 科学と人間生活
化学基礎 183 第一 化基　712 高等学校　新化学基礎
美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　701 美術１
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　701 All Aboard! English Communication Ⅰ
家庭基礎 7 実教 家基　705 家庭基礎　気づく力　築く未来
情報Ⅰ 7 実教 情Ⅰ　706 図説情報Ⅰ
商業 7 実教 商業　701 ビジネス基礎
現代文Ａ 183 第一 現Ａ　307 高等学校　改訂版　新編現代文Ａ
古典Ａ 183 第一 古Ａ　314 高等学校　改訂版　標準古典Ａ　物語選
世界史Ａ 81 山川 世Ａ　316 世界の歴史　改訂版
地理Ａ 130 二宮 地Ａ　309 基本地理Ａ
地図 46 帝国 地図　309 標準高等地図-地図でよむ現代社会-
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　331 改訂版　新　高校の数学Ⅱ
生物基礎 183 第一 生基　319 高等学校　改訂　新生物基礎
地学基礎 183 第一 地基　310 高等学校　改訂　地学基礎
コミュニケーション英語Ⅱ 104 数研 コⅡ　342 Revised COMET English Communication Ⅱ
商業 190 東法 商業　346 ビジネス実務　　新訂版
商業 7 実教 商業　343 最新情報処理　新訂版
家庭（専門） 6 教図 家庭　312 フードデザインcooking&arrangement

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

玉名高等学校 普通科

ア　目指す学校像
　(ｱ)【徳】コミュニケーションを重視し互いに尊重しあう学校
　(ｲ)【体】自他の生命や身体を大切にする学校
　(ｳ)【知】生徒・職員がともに成長を喜び合う学校

イ　めざす生徒像
　(ｱ)「至誠」高い志と誠実さを持ち、世のため人のために貢献できる生徒
　(ｲ)「剛健」真面目さとチャレンジ精神を持ち、問題や課題に立ち向かう生徒
　(ｳ)「進取」仲間とともに切磋琢磨し、豊かな知性と感性を磨き続ける生徒

ウ　夢実現・未来への挑戦　～マナーを身につける～

エ　玉名高校生（若駒）に身につけさせたい「９つの資質・能力」
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課程

定時制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 50 大修館 現国　707 新編　現代の国語
言語文化 183 第一 言文　716 高等学校　新編言語文化
地理総合 46 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合
地図 46 帝国 地図　703 標準高等地図
公共 183 第一 公共　711 高等学校　新公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　716 新　高校の数学Ⅰ
科学と人間生活 61 啓林館 科人　703 高等学校　科学と人間生活
化学基礎 2 東書 化基　702 新編化学基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
英語コミュニケーションⅠ 9 開隆堂 ＣⅠ　704 Amity English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 9 開隆堂 ＣⅡ　704 Amity English Communication　Ⅱ
家庭基礎 7 実教 家基　705 家庭基礎　気づく力　築く未来
情報Ⅰ 2 東書 情Ⅰ　701 新編情報Ⅰ
現代文Ａ 2 東書 現Ａ　306 現代文Ａ
現代文Ｂ 183 第一 現Ｂ　340 高等学校　改訂版　標準現代文Ｂ
日本史Ａ 183 第一 日Ａ　312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
地理Ａ 46 帝国 地Ａ　308 高等学校　新地理Ａ
地図 46 帝国 地図　310 新詳高等地図
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　331 改訂版　新　高校の数学Ⅰ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　331 改訂版　新　高校の数学Ａ
生物基礎 2 東書 生基　312 改訂　新編生物基礎
地学基礎 2 東書 地基　306 改訂　地学基礎
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　305 高校生の美術１
美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ　304 高校生の美術２
英語表現Ⅰ 61 啓林館 英Ⅰ　330 Vision Quest English Expression Ⅰ Core
情報の科学 7 実教 情科　307 最新情報の科学　新訂版
家庭（専門） 7 実教 家庭　313 フードデザイン　新訂版

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

岱志高等学校 普通科

　生徒・保護者・教職員・地域が「岱志に来てよかった、岱志にやってよかった、岱志に勤めてよかった、そして
岱志がここにあってよかった。」と思える学校を目指す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～総合的人間力の育成～
１　夢（志）を描き、夢の実現への挑戦・・・志を育み、励まし、鍛え、伸ばす
２　心の教育の充実・・・自己肯定の心と命を大切にする心、郷土を愛する心の育成
３　生徒指導の充実・・・基本的生活習慣の確立及び自律心の育成
４　確かな学力の育成・・・基礎・基本の確実な定着。個に応じた指導の充実
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課程

定時制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 15 三省堂 現国　705 新 現代の国語
言語文化 104 数研 言文　709 新編　言語文化
歴史総合 7 実教 歴総　704 歴史総合
公共 6 教図 公共　702 公共
数学Ⅰ 7 実教 数Ⅰ　708 高校数学Ⅰ
数学Ａ 7 実教 数Ａ　708 高校数学A
科学と人間生活 2 東書 科人　701 科学と人間生活
物理基礎 2 東書 物基　702 新編物理基礎
化学基礎 2 東書 化基　702 新編化学基礎
保健体育 50 大修館 保体　702 新高等保健体育
英語コミュニケーションⅠ 9 開隆堂 ＣⅠ　704 Amity English CommunicationⅠ
家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造
商業 7 実教 商業　701 ビジネス基礎
商業 7 実教 商業　709 新簿記
商業 7 実教 商業　715 最新情報処理　Advanced　Computing
商業 7 実教 商業　718 マーケティング
商業 190 東法 商業　705 ビジネス・コミュニケーション
現代文Ａ 50 大修館 現Ａ　308 現代文Ａ　改訂版
日本史Ａ 81 山川 日Ａ　314 現代の日本史　改訂版
地理Ａ 46 帝国 地Ａ　308 高等学校　新地理Ａ
地図 46 帝国 地図　310 新詳高等地図
現代社会 7 実教 現社　315 最新現代社会　新訂版
数学Ａ 7 実教 数Ａ　323 高校数学Ａ　新訂版
物理基礎 183 第一 物基　321 高等学校　改訂　新物理基礎
化学基礎 2 東書 化基　314 改訂　新編化学基礎
生物基礎 183 第一 生基　319 高等学校　改訂　新生物基礎
地学基礎 104 数研 地基　309 新編　地学基礎
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　310 MOUSA１
美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　304 美術１
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　308 書Ⅰ
英語表現Ⅰ 61 啓林館 英Ⅰ　329 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Standard
商業 7 実教 商業　336 マーケティング　新訂版
商業 7 実教 商業　352 ビジネス情報　新訂版
商業 190 東法 商業　355 経済活動と法　新訂版

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

水俣高等学校 商業科

校訓「自律・敬愛・創造」のもと、互いを認め、励まし、個性を高めあう教育を推進し、知・徳・体の調和がとれ、
自ら考え、学び、夢に向かって行動する力を備えた人材の育成をめざす。教育方針に「健全な心身の育成」
「学力向上と進路指導の充実」「保護者や地域社会の期待に応える定時制教育の充実」の３つを設定し、「何
事にも当事者意識を持ち、主体的に行動できる生徒の育成」のスローガンを掲げ、全職員が一体となり、教育
者としての使命感と愛情を持って、家庭・地域社会とも連携を深めながら、魅力ある学校づくりに努め、本校の
教育の充実・発展を図る。
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課程

定時制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 183 第一 現国　715 高等学校　標準現代の国語
言語文化 183 第一 言文　713 高等学校　言語文化
地理総合 46 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合
地図 46 帝国 地図　703 標準高等地図
公共 183 第一 公共　711 高等学校　新公共
数学Ⅰ 7 実教 数Ⅰ　708 高校数学Ⅰ
数学Ａ 7 実教 数Ａ　708 高校数学A
科学と人間生活 104 数研 科人　704 科学と人間生活
化学基礎 104 数研 化基　710 新編　化学基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ 15 三省堂 ＣⅠ　709 VISTA English CommunicationⅠ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 15 三省堂 ＣⅡ　709 VISTA English Communication Ⅱ
家庭総合 50 大修館 家総　705 クリエイティブ・リビングCreative Living『家庭総合』で生活をつくろう

情報Ⅰ 7 実教 情Ⅰ　705 最新情報Ⅰ
国語表現 50 大修館 国表　307 国語表現　改訂版
世界史Ａ 46 帝国 世Ａ　314 明解　世界史Ａ
政治・経済 2 東書 政経　311 政治・経済
数学Ⅱ 7 実教 数Ⅱ　323 高校数学Ⅱ　新訂版
数学Ｂ 7 実教 数Ｂ　321 高校数学Ｂ　新訂版
化学 2 東書 化学　309 改訂　新編化学
英語表現Ⅰ 231 いいずな 英Ⅰ　340 be English Expression I Standard
商業 7 実教 商業　338 新簿記　新訂版
商業 7 実教 商業　342 情報処理　新訂版
家庭（専門） 6 教図 家庭　312 フードデザインcooking&arrangement

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

人吉高等学校 普通科

教育綱領「礼節」「勤労」「進取」のもと、人吉・球磨地域にある普通科の定時制の高校として、多様な個性・価
値観を認め合い、豊かな情操と道徳心を養うとともに郷土への熱い思いをもって活躍し、人吉・球磨地域の復
興と発展を支える人材を育成します。そのため、多様な生徒の学習形態に対応した教育活動の実践や、進路
実現に向けた勤労観・職業観など、身につけるべき資質・能力の確実な定着を図り、その能力を最大限に引き
出すことができる教育を目指します。今後は、ＩＣＴを積極的に活用しながら学習活動を進めるとともに、地域理
解と自己理解を目指す探究学習を通して、人吉・球磨地域を中心とした地域振興に積極的に取り組むために
必要な力を育てる、特色ある学びを展開します。
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課程

定時制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 50 大修館 現国　707 新編　現代の国語
言語文化 50 大修館 言文　706 新編　言語文化
論理国語 50 大修館 論国　706 新編　論理国語
古典探究 109 文英堂 古探　712 古典探究
地理総合 130 二宮 地総　705 わたしたちの地理総合　世界から日本へ
地図 130 二宮 地図　706 基本地図帳
公共 2 東書 公共　701 公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　716 新　高校の数学Ⅰ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　716 新　高校の数学A
科学と人間生活 183 第一 科人　705 高等学校　科学と人間生活
生物基礎 2 東書 生基　702 新編生物基礎
保健体育 50 大修館 保体　702 新高等保健体育
英語コミュニケーションⅠ 9 開隆堂 ＣⅠ　704 Amity English CommunicationⅠ
家庭基礎 183 第一 家基　710 高等学校　家庭基礎　持続可能な未来をつくる
情報Ⅰ 116 日文 情Ⅰ　710 情報Ⅰ
国語表現 17 教出 国表　306 国語表現　改訂版
現代文Ｂ 183 第一 現Ｂ　340 高等学校　改訂版　標準現代文Ｂ
古典Ａ 183 第一 古Ａ　314 高等学校　改訂版　標準古典Ａ　物語選
地理Ａ 46 帝国 地Ａ　312 高校生の地理Ａ
地図 46 帝国 地図　309 標準高等地図-地図でよむ現代社会-
数学Ⅱ 7 実教 数Ⅱ　323 高校数学Ⅱ　新訂版
数学Ｂ 7 実教 数Ｂ　321 高校数学Ｂ　新訂版
生物基礎 7 実教 生基　314 高校生物基礎　新訂版
化学基礎 7 実教 化基　317 高校化学基礎　新訂版
音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　310 MOUSA１
美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　304 美術１
書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　308 書Ⅰ
コミュニケーション英語Ⅱ104 数研 コⅡ　342 Revised COMET English Communication Ⅱ

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

天草高等学校 普通科

（１）人権尊重の精神の涵養と基本的な生活習慣の確立に努め、豊かな人間性の育成を図る。
（２）基礎学力を充実させ、勤労と勉学の両立を図り、生徒一人ひとりの自己実現を目指す。
（３）SDGｓの視点を持ち、主体的・継続的に学びに取り組む態度を養い、生涯学習の基盤を培う。
（４）体力の向上、心身の健康の保持増進及び安全教育の充実を図る。
（５）地域で唯一の定時制課程の高校として、地域に開かれた学校づくりに努める。
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課程

定時制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 50 大修館 現国　707 新編　現代の国語
言語文化 50 大修館 言文　706 新編　言語文化
公共 183 第一 公共　710 高等学校　公共
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　716 新　高校の数学Ⅰ
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
英語コミュニケーションⅠ 104 数研 ＣⅠ　717 COMET English CommunicationⅠ
家庭総合 50 大修館 家総　705 クリエイティブ・リビングCreative Living『家庭総合』で生活をつくろう

工業 7 実教 工業　701 工業技術基礎
工業 7 実教 工業　702 機械製図
工業 7 実教 工業　703 電気製図
工業 7 実教 工業　705 建築設計製図
工業 7 実教 工業　708 機械工作１
工業 7 実教 工業　709 機械工作２
工業 7 実教 工業　714 建築構造
工業 7 実教 工業　718 工業情報数理
工業 7 実教 工業　749 建築計画
工業 154 オーム 工業　724 電気回路１
国語表現 183 第一 国表　308 高等学校　改訂版　国語表現
現代文Ａ 183 第一 現Ａ　307 高等学校　改訂版　新編現代文Ａ
世界史Ａ 35 清水 世Ａ　313 高等学校　世界史Ａ　新訂版
日本史Ａ 81 山川 日Ａ　314 現代の日本史　改訂版
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　331 改訂版　新　高校の数学Ⅱ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　331 改訂版　新　高校の数学Ａ
科学と人間生活 7 実教 科人　307 科学と人間生活　新訂版
物理基礎 7 実教 物基　314 高校物理基礎　新訂版
美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　304 美術１
英語表現Ⅰ 15 三省堂 英Ⅰ　325 SELECT English Expression Ⅰ New Edition
英語会話 2 東書 英会　301 Hello there! English Conversation
工業 7 実教 工業　318 新機械設計
工業 7 実教 工業　345 原動機
工業 7 実教 工業　362 建築計画
工業 7 実教 工業　376 建築施工
工業 7 実教 工業　377 建築法規
工業 7 実教 工業　391 電気機器　新訂版
工業 7 実教 工業　392 電力技術１　新訂版
工業 7 実教 工業　393 電力技術２　新訂版
工業 7 実教 工業　394 電子技術　新訂版
工業 154 オーム 工業　328 電気基礎２

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

熊本工業高等学校 機械科、電気科、建築科

　三綱領のもと、豊かな人間性や礼節を身につけ、心身共に健康で、自主自立の精神をもち、優れた工業技
術を習得し、地元産業界で活躍できる、次世代を担う産業人材を育成する。
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課程

定時制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 183 第一 現国　716 高等学校　新編現代の国語
言語文化 50 大修館 言文　706 新編　言語文化
歴史総合 183 第一 歴総　711 高等学校　新歴史総合　過去との対話、つなぐ未来
公共 104 数研 公共　709 高等学校　公共　これからの社会について考える
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　716 新　高校の数学Ⅰ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　716 新　高校の数学A
科学と人間生活 183 第一 科人　705 高等学校　科学と人間生活
物理基礎 61 啓林館 物基　706 高等学校　考える物理基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　701 All Aboard! English Communication Ⅰ
家庭基礎 50 大修館 家基　709 クリエイティブ・リビングCreative Living『家庭基礎』で生活をつくろう

工業 7 実教 工業　718 工業情報数理
工業 7 実教 工業　708 機械工作１
工業 7 実教 工業　709 機械工作２
工業 7 実教 工業　710 機械設計１
工業 7 実教 工業　711 機械設計２
工業 7 実教 工業　712 自動車工学１
工業 7 実教 工業　713 自動車工学２
商業 7 実教 商業　701 ビジネス基礎
商業 7 実教 商業　709 新簿記
商業 7 実教 商業　716 情報処理　Prologue of Computer
国語表現 17 教出 国表　306 国語表現　改訂版
現代文Ａ 2 東書 現Ａ　306 現代文Ａ
日本史Ａ 183 第一 日Ａ　312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
政治・経済 183 第一 政経　310 高等学校　新政治・経済
数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　331 改訂版　新　高校の数学Ⅱ
数学活用 7 実教 数活　301 数学活用
化学基礎 104 数研 化基　320 改訂版　新編　化学基礎
生物基礎 2 東書 生基　312 改訂　新編生物基礎
美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　305 高校生の美術１
英語表現Ⅰ 183 第一 英Ⅰ　337 Vivid English　Expression ⅠNEW EDITION
英語会話 15 三省堂 英会　302 SELECT English Conversation
情報の科学 7 実教 情科　308 情報の科学　新訂版
工業 7 実教 工業　345 原動機
商業 7 実教 商業　336 マーケティング　新訂版
商業 7 実教 商業　354 経済活動と法　新訂版
商業 7 実教 商業　347 新財務会計Ⅰ　新訂版

教科 科目 編著者名 発行者名 図書名 備考

商業
総合実

践
三田　泰三
ほか４名

実教出版株
式会社

総合実践　同時同業法を中心として　三訂版

学校名 学科・コース

八代工業高等学校 総合学科

（１）基礎学力と基本的生活習慣の充実・定着
（２）地域に信頼され、愛され、必要とされる学校づくり
（３）自己理解とキャリア教育をとおした自己実現
（４）常により良いものへと向かう姿勢の育成

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校教育法附則９条の規定による教科用図書
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課程

通信制

学校の教育目標

令和５年度（２０２３年度）採択希望教科用図書

番号 略称
現代の国語 2 東書 現国　701 新編現代の国語
言語文化 2 東書 言文　701 新編言語文化
文学国語 183 第一 文国　709 高等学校　文学国語
地理総合 2 東書 地総　701 地理総合
歴史総合 2 東書 歴総　701 新選歴史総合
地図 2 東書 地図　701 新高等地図
公共 2 東書 公共　701 公共
倫理 183 第一 倫理　705 高等学校　倫理
政治・経済 7 実教 政経　703 最新政治・経済
数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　716 新　高校の数学Ⅰ
数学Ａ 104 数研 数Ａ　716 新　高校の数学A
科学と人間生活 2 東書 科人　701 科学と人間生活
化学基礎 2 東書 化基　702 新編化学基礎
生物基礎 2 東書 生基　701 生物基礎
地学基礎 2 東書 地基　701 地学基礎
保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
音楽Ⅰ 17 教出 音Ⅰ　701 音楽Ⅰ　Tutti＋
音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　703 MOUSA2
美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　701 美術１
美術Ⅱ 38 光村 美Ⅱ　701 美術２
書道Ⅰ 2 東書 書Ⅰ　701 書道Ⅰ
書道Ⅱ 2 東書 書Ⅱ　701 書道Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　701 All Aboard! English Communication Ⅰ
論理・表現Ⅰ 2 東書 論Ⅰ　701 NEW FAVORITE English Logic and Expression Ⅰ
家庭基礎 6 教図 家基　702 未来へつなぐ　家庭基礎365
情報Ⅰ 2 東書 情Ⅰ　701 新編情報Ⅰ
国語表現 17 教出 国表　306 国語表現　改訂版
古典Ｂ 183 第一 古Ｂ　353 高等学校　改訂版　標準古典Ｂ
世界史Ａ 2 東書 世Ａ　310 世界史Ａ
世界史Ｂ 2 東書 世Ｂ　311 新選世界史Ｂ
日本史Ｂ 2 東書 日Ｂ　310 新選日本史Ｂ
地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ
地図 2 東書 地図　301 新高等地図
倫理 7 実教 倫理　312 高校倫理　新訂版
政治・経済 7 実教 政経　313 最新政治・経済　新訂版
数学Ⅱ 2 東書 数Ⅱ　319 改訂　新数学Ⅱ
化学基礎 2 東書 化基　314 改訂　新編化学基礎
生物基礎 2 東書 生基　312 改訂　新編生物基礎
地学基礎 2 東書 地基　306 改訂　地学基礎
保健体育 50 大修館 保体　304 現代高等保健体育改訂版
コミュニケーション英語Ⅱ 2 東書 コⅡ　326 All Aboard! English CommunicationⅡ
英語会話 2 東書 英会　301 Hello there! English Conversation
情報の科学 7 実教 情科　307 最新情報の科学　新訂版
商業 7 実教 商業　334 ビジネス基礎　新訂版
商業 7 実教 商業　338 新簿記　新訂版
商業 7 実教 商業　354 経済活動と法　新訂版
家庭（専門） 6 教図 家庭　308 消費生活
家庭（専門） 6 教図 家庭　312 フードデザインcooking&arrangement

文部科学省検定済教科書・著作教科書

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名 備考

学校名 学科・コース

湧心館高等学校 普通科

　基本的人権の尊重に基づき、生徒一人一人に対して深い愛情と理解をもって、生徒一人一人の教育的ニー
ズに応じた「最適な指導・支援や合理的配慮」を行い、徳（豊かな人間性）・体（健康と体力）・知（確かな学力）
の調和の取れた生きる力を備えた総合的人間力の育成に努める。
　また、郷土に思いを馳せ、生涯にわたって郷土に誇りを持てる人材に育てる。

93



 

 

 

 

県立特別支援学校高等部における 

令和５年度（２０２３年度）使用 

教科用図書採択案 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年（２０２２年）９月６日（火） 



県立特別支援学校高等部における 

令和５年度（２０２３年度）使用教科用図書採択点数一覧 
 

【 ①  検定済教科書】  

ア 全国盲学校長会及び全国盲学校普通教育連絡協議会が選定した教科書を使用する：１校 

 学 校 名  採 択 点 数  

１  盲 学 校 （ 視 ）  ２ ８  

 

イ 高等学校に準ずる教育課程の実施に伴い、各校で選定した教科書を使用する：３校 

 学 校 名  採 択 点 数  

１  熊 本 聾 学 校 （ 聴 ）  ４ ４  

２  松 橋 支 援 学 校 （ 肢 ）  ３ ９  

３  黒 石 原 支 援 学 校 （ 病 ）  ２ ６  

 

【②著作教科書】 １ ８ 校  

 学 校 名  種 類  採 択 点 数  

１  盲 学 校 （ 視 ）  知  １ ６  

２  熊 本 聾 学 校 （ 聴 ）  聴  知  ２ ３  

３  熊 本 は ば た き 高 等 支 援 学 校 （ 知 ）  知  １ ６  

４  鏡 わ か あ ゆ 高 等 支 援 学 校 （ 知 ）  知  １ ６  

５  熊 本 支 援 学 校 （ 知 ）  知  １ ６  

６  熊 本 か が や き の 森 支 援 学 校 （ 肢 ）  知  １ ６  

７  松 橋 西 支 援 学 校 （ 知 ）  知  １ ６  

８  松 橋 支 援 学 校 （ 肢 ）  知  １ ６  

９  荒 尾 支 援 学 校 （ 知 ）  知  １ ６  

10  か も と 稲 田 支 援 学 校 （ 知 ）  知  １ ６  

11  大 津 支 援 学 校 （ 知 ）  知  １ ６  

12  菊 池 支 援 学 校 （ 知 ）  知  １ ６  

13  黒 石 原 支 援 学 校 （ 病 ）  知  １ ６  

14  小 国 支 援 学 校 （ 知 ）  知  １ ６  

15  芦 北 支 援 学 校 （ 肢 ）  知  １ ６  

16  球 磨 支 援 学 校 （ 知 ）  知  １ ６  

17  天 草 支 援 学 校 （ 知 ）  知  １ ６  

18  苓 北 支 援 学 校 （ 肢 ）  知  １ ６  

 

 



【③一般図書】 １ ９ 校  

 学 校 名  採 択 点 数  

１  盲 学 校 （ 視 ）  １ ６ ０  

２  熊 本 聾 学 校 （ 聴 ）  ８ ５  

３  熊 本 は ば た き 高 等 支 援 学 校 （ 知 ）  ８ ９  

４  ひ の く に 高 等 支 援 学 校 （ 知 ）  １ ５  

５  鏡 わ か あ ゆ 高 等 支 援 学 校 （ 知 ）  ５ ８  

６  熊 本 支 援 学 校 （ 知 ）  ９ ３  

７  熊 本 か が や き の 森 支 援 学 校 （ 肢 ）  ８ ３  

８  松 橋 西 支 援 学 校 （ 知 ）  １ ８ ９  

９  松 橋 支 援 学 校 （ 肢 ）  ６ １  

10 荒 尾 支 援 学 校 （ 知 ）  ３ ９  

11 か も と 稲 田 支 援 学 校 （ 知 ）  １ １ ２  

12 大 津 支 援 学 校 （ 知 ）  ６ ２  

13 菊 池 支 援 学 校 （ 知 ）  １ ２ １  

14 黒 石 原 支 援 学 校 （ 病 ）  ６ ７  

15 小 国 支 援 学 校 （ 知 ）  ５ ６  

16 芦 北 支 援 学 校 （ 肢 ）  ９ ２  

17 球 磨 支 援 学 校 （ 知 ）  ５ ４  

18 天 草 支 援 学 校 （ 知 ）  １ ９  

19 苓 北 支 援 学 校 （ 肢 ）  ６ ２  

 



県立特別支援学校高等部における 

令和５年度（２０２３年度）使用教科用図書（案） 

 

 

 

 

 

 

「①検定済教科書」 



番号 略称
1 国語 現代の国語 2 東書 現国　702 精選現代の国語 原本
2 国語 言語文化 2 東書 言文　701 新編言語文化 原本
3 国語 論理国語 104 数研 論国　707 精選　論理国語 原本
4 国語 文学国語 183 第一 文国　710 高等学校　標準文学国語 原本
5 国語 国語表現 183 第一 国表　308 高等学校　改訂版　国語表現 原本
6 地理歴史 世界史Ａ 2 東書 世Ａ　310 世界史Ａ 原本
7 地理歴史 世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　313 新世界史　改訂版 原本
8 地理歴史 地理総合 2 東書 地総　701 地理総合 原本
9 地理歴史 歴史総合 81 山川 歴総　707 歴史総合　近代から現代へ 原本

10 公民 政治・経済 7 実教 政経　313 最新政治・経済　新訂版 原本
11 公民 公共 46 帝国 公共　707 高等学校　公共 原本
12 数学 数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　714 新編　数学Ⅰ 原本
13 数学 数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　713 NEXT　数学Ⅱ 原本
14 数学 数学Ａ 104 数研 数Ａ　714 新編　数学A 原本
15 数学 数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　715 NEXT　数学B 原本
16 数学 数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　325 改訂版　数学Ｂ 原本
17 理科 科学と人間生活 2 東書 科人　701 科学と人間生活 原本
18 理科 生物基礎 7 実教 生基　703 生物基礎 原本
19 理科 生物 183 第一 生物　705 高等学校　生物 原本
20 保健体育 保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育 原本
21 芸術 音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　702 高校生の音楽１ 原本
22 芸術 音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　702 高校生の音楽２ 原本
23 外国語 英語コミュニケーションⅠ 9 開隆堂 ＣⅠ　704 Amity English CommunicationⅠ 原本
24 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 9 開隆堂 ＣⅡ　704 Amity English Communication　Ⅱ 原本
25 外国語 論理・表現Ⅰ 231 いいずな 論Ⅰ　717 be English Logic and Expression ⅠClear 原本
26 外国語 論理・表現Ⅱ 231 いいずな 論Ⅱ　716 be English Logic and Expression Ⅱ Clear 原本
27 家庭 家庭総合 183 第一 家総　706 高等学校　家庭総合　持続可能な未来をつくる 原本
28 情報 社会と情報 104 数研 社情　305 高等学校　社会と情報 原本

※ 備考欄の「原本」は、同じ行の教科書が点字出版所で発行される点字教科書のもととなる検定済教科書であることを表す

文部科学省検定済教科書

学校名 盲学校［視覚障がい］

学校の教育目標

幼児児童生徒、一人一人の教育的ニーズや法令等の根拠に基づいた教育活動を実践し、保護者、教職員との更
なる信頼関係の構築に努め、安心安全な学校を実現する。

採択希望教科用図書（盲学校高等部）

備考番号 教科名 教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名



番号 略称
1 国語 現代の国語 183 第一 現国　716 高等学校　新編現代の国語
2 国語 言語文化 50 大修館 言文　706 新編　言語文化
3 国語 論理国語 15 三省堂 論国　704 新　論理国語
4 国語 論理国語 50 大修館 論国　706 新編　論理国語
5 国語 文学国語 15 三省堂 文国　703 新　文学国語
6 国語 国語表現 50 大修館 国表　701 国語表現
7 地理歴史 国語表現 50 大修館 国表　307 国語表現　改訂版
8 地理歴史 世界史Ａ 46 帝国 世Ａ　314 明解　世界史Ａ
9 地理歴史 地理総合 46 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合
10 地理歴史 歴史総合 81 山川 歴総　708 現代の歴史総合　みる・読みとく・考える
11 地理歴史 地図 46 帝国 地図　703 標準高等地図
12 公民 公共 104 数研 公共　709 高等学校　公共　これからの社会について考える

13 公民 現代社会 46 帝国 現社　318 高等学校　新現代社会
14 数学 数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　716 新　高校の数学Ⅰ
15 数学 数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　711 新編　数学Ⅱ
16 数学 数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　712 最新　数学Ⅱ
17 数学 数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　323 改訂版　高等学校　数学Ⅲ
18 数学 数学Ａ 104 数研 数Ａ　716 新　高校の数学A
19 数学 数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　327 改訂版　新編　数学Ｂ
20 数学 数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　329 改訂版　新　高校の数学Ｂ
21 数学 数学活用 7 実教 数活　301 数学活用
22 理科 科学と人間生活 104 数研 科人　704 科学と人間生活
23 理科 物理基礎 183 第一 物基　709 高等学校　物理基礎
24 理科 物理 2 東書 物理　308 改訂　物理
25 理科 化学基礎 183 第一 化基　711 高等学校　化学基礎
26 理科 化学基礎 183 第一 化基　712 高等学校　新化学基礎
27 理科 化学 104 数研 化学　313 改訂版　化学
28 理科 地学基礎 183 第一 地基　310 高等学校　改訂　地学基礎
29 理科 生物基礎 183 第一 生基　711 高等学校　新生物基礎
30 理科 生物基礎 183 第一 生基　319 高等学校　改訂　新生物基礎
31 理科 生物 7 実教 生物　308 生物　新訂版
32 保健体育 保健体育 50 大修館 保体　702 新高等保健体育
33 芸術 美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　701 美術１
34 芸術 美術Ⅱ 38 光村 美Ⅱ　701 美術２
35 芸術 美術Ⅲ 38 光村 美Ⅲ　303 美術３
36 外国語 英語コミュニケーションⅠ 104 数研 ＣⅠ　717 COMET English CommunicationⅠ
37 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 104 数研 ＣⅡ　717 COMET English Communication　Ⅱ
38 外国語 論理・表現Ⅰ 9 開隆堂 論Ⅰ　702 Amity English Logic and Expression Ⅰ
39 家庭 家庭総合 50 大修館 家総　705 クリエイティブ・リビングCreative Living『家庭総合』で生活をつくろう

40 情報 情報Ⅰ 116 日文 情Ⅰ　711 情報Ⅰ図解と実習－図解編
41 情報 情報Ⅰ 116 日文 情Ⅰ　712 情報Ⅰ図解と実習－実習編
42 商業 商業 7 実教 商業　701 ビジネス基礎
43 商業 商業 7 実教 商業　716 情報処理　Prologue of Computer
44 商業 商業 7 実教 商業　352 ビジネス情報　新訂版

学校名 熊本聾学校［聴覚障がい］

学校の教育目標

豊かなコミュニケーション力と確かな学力の向上を図り、様々な人と関わり合いながら自ら社会参加していく
態度を育成する。

採択希望教科用図書（熊本聾学校高等部）

番号 教科名 教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号
教科書名

文部科学省検定済教科書



番号 略称
1 国語 現代の国語 50 大修館 現国　707 新編　現代の国語
2 国語 言語文化 50 大修館 言文　706 新編　言語文化
3 国語 論理国語 50 大修館 論国　706 新編　論理国語
4 国語 文学国語 50 大修館 文国　705 新編　文学国語
5 国語 国語表現 50 大修館 国表　701 国語表現
6 国語 国語表現 50 大修館 国表　307 国語表現　改訂版
7 国語 古典探究 183 第一 古探　720 高等学校　標準古典探究
8 地理歴史 世界史Ｂ 2 東書 世Ｂ　308 世界史Ｂ
9 地理歴史 地理総合 2 東書 地総　701 地理総合

10 地理歴史 地理Ａ 46 帝国 地Ａ　312 高校生の地理Ａ
11 地理歴史 地理Ｂ 2 東書 地Ｂ　306 地理Ｂ
12 地理歴史 歴史総合 2 東書 歴総　701 新選歴史総合
13 地理歴史 地図 46 帝国 地図　309 標準高等地図-地図でよむ現代社会-
14 地理歴史 地図 2 東書 地図　701 新高等地図
15 公民 公共 46 帝国 公共　707 高等学校　公共
16 公民 現代社会 104 数研 現社　320 改訂版　高等学校　現代社会
17 数学 数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　716 新　高校の数学Ⅰ
18 数学 数学Ａ 104 数研 数Ａ　716 新　高校の数学A
19 数学 数学Ａ 104 数研 数Ａ　331 改訂版　新　高校の数学Ａ
20 数学 数学Ｂ 2 東書 数Ｂ　318 新数学Ｂ
21 理科 化学 2 東書 化学　309 改訂　新編化学
22 理科 生物基礎 2 東書 生基　702 新編生物基礎
23 理科 生物基礎 104 数研 生基　317 改訂版　新編　生物基礎
24 理科 生物 2 東書 生物　306 改訂　生物
25 理科 地学基礎 61 啓林館 地基　703 高等学校　地学基礎
26 理科 地学 61 啓林館 地学　303 地学　改訂版
27 保健体育 保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育
28 芸術 音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
29 芸術 音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　310 MOUSA１
30 芸術 美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１
31 芸術 美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　305 高校生の美術１
32 外国語 英語コミュニケーションⅠ 15 三省堂 ＣⅠ　709 VISTA English CommunicationⅠ
33 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 15 三省堂 ＣⅡ　709 VISTA English Communication Ⅱ
34 外国語 コミュニケーション英語Ⅱ 15 三省堂 コⅡ　333 VISTA English Communication Ⅱ New Edition
35 外国語 コミュニケーション英語Ⅲ 50 大修館 コⅢ　332 Compass English Communication Ⅲ Revised
36 外国語 論理・表現Ⅰ 15 三省堂 論Ⅰ　706 VISTA Logic and ExpressionⅠ
37 外国語 論理・表現Ⅱ 2 東書 論Ⅱ　701 NEW　FAVORITE　English　Logic　and　Expression　Ⅱ

38 家庭 家庭総合 2 東書 家総　701 家庭総合　自立・共生・創造
39 情報 情報Ⅰ 7 実教 情Ⅰ　706 図説情報Ⅰ

教科書名

学校名 松橋支援学校［肢体不自由］

学校の教育目標

児童生徒一人一人の個性を大切にし、きめ細やかで専門性の高い教育活動を通して、自立と社会参加に向け
て、豊かな人生を切り拓く児童生徒を育てる。

採択希望教科用図書（松橋支援学校高等部）
文部科学省検定済教科書

番号 教科名 教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号



番号 略称
1 国語 現代の国語 183 第一 現国　716 高等学校　新編現代の国語
2 国語 言語文化 183 第一 言文　716 高等学校　新編言語文化
3 国語 国語表現 183 第一 国表　308 高等学校　改訂版　国語表現
4 国語 論理国語 50 大修館 論国　706 新編　論理国語
5 国語 日本史Ａ 2 東書 日Ａ　308 日本史Ａ　現代からの歴史
6 地理歴史 地理Ａ 2 東書 地Ａ　307 地理Ａ
7 地理歴史 地理総合 46 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合
8 地理歴史 地図 46 帝国 地図　310 新詳高等地図
9 地理歴史 地図 46 帝国 地図　703 標準高等地図

10 公民 公共 183 第一 公共　711 高等学校　新公共
11 数学 数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　716 新　高校の数学Ⅰ
12 数学 数学Ａ 7 実教 数Ａ　323 高校数学Ａ　新訂版
13 理科 生物基礎 61 啓林館 生基　706 i 版　生物基礎
14 理科 物理基礎 2 東書 物基　312 改訂　新編物理基礎
15 理科 化学基礎 2 東書 化基　702 新編化学基礎
16 保健体育 保健体育 50 大修館 保体　702 新高等保健体育
17 芸術 音楽Ⅰ 89 友社 音Ⅰ　704 ON! 1
18 芸術 音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　309 高校生の音楽２
19 芸術 美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　701 美術１
20 芸術 美術Ⅱ 38 光村 美Ⅱ　303 美術２
21 外国語 英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　701 All Aboard! English Communication Ⅰ
22 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 2 東書 ＣⅡ　701 All Aboard! English Communication　Ⅱ
23 外国語 英語表現Ⅰ 183 第一 英Ⅰ　337 Vivid English　Expression ⅠNEW EDITION
24 家庭 論理・表現Ⅰ 15 三省堂 論Ⅰ　705 MY WAY Logic and ExpressionⅠ
25 情報 家庭総合 7 実教 家総　703 家庭総合
26 情報 情報Ⅰ 104 数研 情Ⅰ　708 高等学校　情報Ⅰ

教科書名

学校名 黒石原支援学校［病弱］

学校の教育目標

児童生徒一人一人の今を充実させるとともに、将来の自立と社会参加を目指し、可能性を伸ばす。

採択希望教科用図書（黒石原支援学校高等部）
文部科学省検定済教科書

番号 教科名 教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号



県立特別支援学校高等部における 

令和５年度（２０２３年度）使用教科用図書（案） 

 

 

 

 

 

 

「②著作教科書」 



学校の教育目標

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 東書 こくご☆

2 国語 東書 こくご☆☆

3 国語 東書 こくご☆☆☆

4 算数 教出 さんすう☆

5 算数 教出 さんすう☆☆（１）

6 算数 教出 さんすう☆☆（２）

7 算数 教出 さんすう☆☆☆

8 音楽 東書 おんがく☆

9 音楽 東書 おんがく☆☆

10 音楽 東書 おんがく☆☆☆

11 国語 東書 国語☆☆☆☆

12 数学 教出 数学☆☆☆☆

13 音楽 東書 音楽☆☆☆☆

14 国語 東書 国語☆☆☆☆☆

15 数学 教出 数学☆☆☆☆☆

16 音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆

学校名 盲学校［視覚障がい］

幼児児童生徒、一人一人の教育的ニーズや法令等の根拠に基づいた教育活動を実践し、保護者、教職員と
の更なる信頼関係の構築に努め、安全安心な学校を実現する。

文部科学省著作教科書
採択希望教科用図書（盲学校高等部）



学校の教育目標

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 言語指導 教出 こくご　ことばのべんきょう一ねん

2 言語指導 教出 こくご　ことばのべんきょう二ねん

3 言語指導 教出 こくご　ことばのべんきょう三ねん

4 言語指導 教出 国語　ことばのれんしゅう四年

5 言語指導 教出 国語　ことばの練習五年

6 言語指導 教出 国語　ことばの練習六年

7 言語 教出 国語　言語編

8 国語 東書 こくご☆

9 国語 東書 こくご☆☆

10 国語 東書 こくご☆☆☆

11 算数 教出 さんすう☆

12 算数 教出 さんすう☆☆（１）

13 算数 教出 さんすう☆☆（２）

14 算数 教出 さんすう☆☆☆

15 音楽 東書 おんがく☆

16 音楽 東書 おんがく☆☆

17 音楽 東書 おんがく☆☆☆

18 国語 東書 国語☆☆☆☆

19 数学 教出 数学☆☆☆☆

20 音楽 東書 音楽☆☆☆☆

21 国語 東書 国語☆☆☆☆☆

22 数学 教出 数学☆☆☆☆☆

23 音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆

学校名 熊本聾学校［聴覚障がい］

豊かなコミュニケーション力と確かな学力の向上を図り、様々な人と関わりながら自ら社会参加していく態度
を育成する。

採択希望教科用図書（熊本聾学校高等部）
文部科学省著作教科書



学校の教育目標

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 東書 こくご☆

2 国語 東書 こくご☆☆

3 国語 東書 こくご☆☆☆

4 算数 教出 さんすう☆

5 算数 教出 さんすう☆☆（１）

6 算数 教出 さんすう☆☆（２）

7 算数 教出 さんすう☆☆☆

8 音楽 東書 おんがく☆

9 音楽 東書 おんがく☆☆

10 音楽 東書 おんがく☆☆☆

11 国語 東書 国語☆☆☆☆

12 数学 教出 数学☆☆☆☆

13 音楽 東書 音楽☆☆☆☆

14 国語 東書 国語☆☆☆☆☆

15 数学 教出 数学☆☆☆☆☆

16 音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆

学校名 熊本はばたき高等支援学校［知的障がい］

生徒一人一人の生きる力を高める授業の創造を通して、人と関わり社会生活、職業生活に参加する力を高め
るとともに、目標に向かってやり抜く力を培う。

採択希望教科用図書（熊本はばたき高等支援学校高等部）
文部科学省著作教科書



学校の教育目標

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 東書 こくご☆

2 国語 東書 こくご☆☆

3 国語 東書 こくご☆☆☆

4 算数 教出 さんすう☆

5 算数 教出 さんすう☆☆（１）

6 算数 教出 さんすう☆☆（２）

7 算数 教出 さんすう☆☆☆

8 音楽 東書 おんがく☆

9 音楽 東書 おんがく☆☆

10 音楽 東書 おんがく☆☆☆

11 国語 東書 国語☆☆☆☆

12 数学 教出 数学☆☆☆☆

13 音楽 東書 音楽☆☆☆☆

14 国語 東書 国語☆☆☆☆☆

15 数学 教出 数学☆☆☆☆☆

16 音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆

学校名 鏡わかあゆ高等支援学校［知的障がい］

目標に向かって挑戦し、自分らしく輝き、社会の一員として　心豊かに　自立した生活を送ることができる生徒
を育成する。

採択希望教科用図書（鏡わかあゆ高等支援学校）
文部科学省著作教科書



学校の教育目標

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 東書 こくご☆
2 国語 東書 こくご☆☆
3 国語 東書 こくご☆☆☆
4 算数 教出 さんすう☆
5 算数 教出 さんすう☆☆（１）
6 算数 教出 さんすう☆☆（２）
7 算数 教出 さんすう☆☆☆
8 音楽 東書 おんがく☆
9 音楽 東書 おんがく☆☆
10 音楽 東書 おんがく☆☆☆
11 国語 東書 国語☆☆☆☆
12 数学 教出 数学☆☆☆☆
13 音楽 東書 音楽☆☆☆☆
14 国語 東書 国語☆☆☆☆☆
15 数学 教出 数学☆☆☆☆☆
16 音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆

学校名 熊本支援学校［知的障がい］

一人一人の児童生徒の教育的ニーズに応じた最適な指導支援や合理的配慮の提供に努め、主体的・自発的
に取り組む子どもの姿を実現し、自立や将来の豊かな生活へと確かに発展するようにする

採択希望教科用図書（熊本支援学校高等部）
文部科学省著作教科書



学校の教育目標

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 東書 こくご☆
2 国語 東書 こくご☆☆
3 国語 東書 こくご☆☆☆
4 算数 教出 さんすう☆
5 算数 教出 さんすう☆☆（１）
6 算数 教出 さんすう☆☆（２）
7 算数 教出 さんすう☆☆☆
8 音楽 東書 おんがく☆
9 音楽 東書 おんがく☆☆
10 音楽 東書 おんがく☆☆☆
11 国語 東書 国語☆☆☆☆
12 数学 教出 数学☆☆☆☆
13 音楽 東書 音楽☆☆☆☆
14 国語 東書 国語☆☆☆☆☆
15 数学 教出 数学☆☆☆☆☆
16 音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆

安全・安心な教育環境づくりに努め、関係機関と連携しつつ、一人一人が持てる力を主体的に精一杯発揮で
きる教育を行う

文部科学省著作教科書
採択希望教科用図書（熊本かがやきの森支援学校高等部）

学校名 熊本かがやきの森支援学校［肢体不自由］



学校の教育目標

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 東書 こくご☆

2 国語 東書 こくご☆☆

3 国語 東書 こくご☆☆☆

4 算数 教出 さんすう☆

5 算数 教出 さんすう☆☆（１）

6 算数 教出 さんすう☆☆（２）

7 算数 教出 さんすう☆☆☆

8 音楽 東書 おんがく☆

9 音楽 東書 おんがく☆☆

10 音楽 東書 おんがく☆☆☆

11 国語 東書 国語☆☆☆☆

12 数学 教出 数学☆☆☆☆

13 音楽 東書 音楽☆☆☆☆

14 国語 東書 国語☆☆☆☆☆

15 数学 教出 数学☆☆☆☆☆

16 音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆

学校名 松橋西支援学校［知的障がい］

心豊かでたくましい児童生徒の育成

採択希望教科用図書（松橋西支援学校高等部）
文部科学省著作教科書



学校の教育目標

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 東書 こくご☆

2 国語 東書 こくご☆☆

3 国語 東書 こくご☆☆☆

4 算数 教出 さんすう☆

5 算数 教出 さんすう☆☆（１）

6 算数 教出 さんすう☆☆（２）

7 算数 教出 さんすう☆☆☆

8 音楽 東書 おんがく☆

9 音楽 東書 おんがく☆☆

10 音楽 東書 おんがく☆☆☆

11 国語 東書 国語☆☆☆☆

12 数学 教出 数学☆☆☆☆

13 音楽 東書 音楽☆☆☆☆
14 国語 東書 国語☆☆☆☆☆
15 数学 教出 数学☆☆☆☆☆
16 音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆

学校名 松橋支援学校［肢体不自由］

児童生徒一人一人の個性を大切にし、きめ細やかで専門性の高い教育活動を通して、自立と社会参加に向
けて、豊かな人生を切り拓く児童生徒を育てる。

採択希望教科用図書（松橋支援学校高等部）
文部科学省著作教科書



学校の教育目標

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 東書 こくご☆
2 国語 東書 こくご☆☆
3 国語 東書 こくご☆☆☆
4 算数 教出 さんすう☆
5 算数 教出 さんすう☆☆（１）
6 算数 教出 さんすう☆☆（２）
7 算数 教出 さんすう☆☆☆
8 音楽 東書 おんがく☆
9 音楽 東書 おんがく☆☆
10 音楽 東書 おんがく☆☆☆
11 国語 東書 国語☆☆☆☆
12 数学 教出 数学☆☆☆☆
13 音楽 東書 音楽☆☆☆☆
14 国語 東書 国語☆☆☆☆☆
15 数学 教出 数学☆☆☆☆☆
16 音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆

学校名 荒尾支援学校［知的障がい］

一人一人の自立と社会参加を目指し、地域・社会に開かれた教育活動の展開

採択希望教科用図書（荒尾支援学校高等部）
文部科学省著作教科書



学校の教育目標

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 東書 こくご☆

2 国語 東書 こくご☆☆

3 国語 東書 こくご☆☆☆

4 算数 教出 さんすう☆

5 算数 教出 さんすう☆☆（１）

6 算数 教出 さんすう☆☆（２）

7 算数 教出 さんすう☆☆☆

8 音楽 東書 おんがく☆

9 音楽 東書 おんがく☆☆

10 音楽 東書 おんがく☆☆☆

11 国語 東書 国語☆☆☆☆

12 数学 教出 数学☆☆☆☆

13 音楽 東書 音楽☆☆☆☆

14 国語 東書 国語☆☆☆☆☆

15 数学 教出 数学☆☆☆☆☆

16 音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆

学校名 かもと稲田支援学校［知的障がい］

地域や家庭と連携しながら児童生徒一人一人に応じた教育活動を実践することで、児童生徒が自分に自信を
持ち、夢に向かって挑戦する力や地域社会の中で生きていく力を育む。

採択希望教科用図書（熊本はばたき高等支援学校高等部）
文部科学省著作教科書



学校の教育目標

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 東書 こくご☆

2 国語 東書 こくご☆☆

3 国語 東書 こくご☆☆☆

4 算数 教出 さんすう☆

5 算数 教出 さんすう☆☆（１）

6 算数 教出 さんすう☆☆（２）

7 算数 教出 さんすう☆☆☆

8 音楽 東書 おんがく☆

9 音楽 東書 おんがく☆☆

10 音楽 東書 おんがく☆☆☆

11 国語 東書 国語☆☆☆☆

12 数学 教出 数学☆☆☆☆

13 音楽 東書 音楽☆☆☆☆

14 国語 東書 国語☆☆☆☆☆

15 数学 教出 数学☆☆☆☆☆

16 音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆

学校名 大津支援学校［知的障がい］

一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を行い、将来の自立と社会参加をめざして主
体的に学び、取り組む児童生徒を育成する。

採択希望教科用図書（大津支援学校高等部）
文部科学省著作教科書



学校の教育目標

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 東書 こくご☆

2 国語 東書 こくご☆☆

3 国語 東書 こくご☆☆☆

4 算数 教出 さんすう☆

5 算数 教出 さんすう☆☆（１）

6 算数 教出 さんすう☆☆（２）

7 算数 教出 さんすう☆☆☆

8 音楽 東書 おんがく☆

9 音楽 東書 おんがく☆☆

10 音楽 東書 おんがく☆☆☆

11 国語 東書 国語☆☆☆☆

12 数学 教出 数学☆☆☆☆

13 音楽 東書 音楽☆☆☆☆

14 国語 東書 国語☆☆☆☆☆

15 数学 教出 数学☆☆☆☆☆

16 音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆

学校名 菊池支援学校［知的障がい］

一人一人の障がいの状態や特性、教育的ニーズなどエビデンスに基づいた教育活動を実践し、未来に向かって
自立し、社会参加できる、生きる力を持った児童生徒を育成する。

採択希望教科用図書（菊池支援学校高等部）
文部科学省著作教科書



学校の教育目標

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 東書 こくご☆
2 国語 東書 こくご☆☆
3 国語 東書 こくご☆☆☆
4 算数 教出 さんすう☆
5 算数 教出 さんすう☆☆（１）
6 算数 教出 さんすう☆☆（２）
7 算数 教出 さんすう☆☆☆
8 音楽 東書 おんがく☆
9 音楽 東書 おんがく☆☆
10 音楽 東書 おんがく☆☆☆
11 国語 東書 国語☆☆☆☆
12 数学 教出 数学☆☆☆☆
13 音楽 東書 音楽☆☆☆☆
14 国語 東書 国語☆☆☆☆☆
15 数学 教出 数学☆☆☆☆☆
16 音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆

学校名 黒石原支援学校［病弱］

児童生徒一人一人の今を充実させるとともに、将来の自立と社会参加を目指し、可能性を伸ばす。

採択希望教科用図書（黒石原支援学校高等部）
文部科学省著作教科書



学校の教育目標

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 東書 こくご☆

2 国語 東書 こくご☆☆

3 国語 東書 こくご☆☆☆

4 算数 教出 さんすう☆

5 算数 教出 さんすう☆☆（１）

6 算数 教出 さんすう☆☆（２）

7 算数 教出 さんすう☆☆☆

8 音楽 東書 おんがく☆

9 音楽 東書 おんがく☆☆

10 音楽 東書 おんがく☆☆☆

11 国語 東書 国語☆☆☆☆

12 数学 教出 数学☆☆☆☆

13 音楽 東書 音楽☆☆☆☆

14 国語 東書 国語☆☆☆☆☆

15 数学 教出 数学☆☆☆☆☆

16 音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆

学校名 小国支援学校［知的障がい］

一人一人の個性と特性に応じた適切な指導を行い、調和のとれた心豊かでたくましい児童生徒を育成する

採択希望教科用図書（小国支援学校高等部）
文部科学省著作教科書



学校の教育目標

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 東書 こくご☆
2 国語 東書 こくご☆☆
3 国語 東書 こくご☆☆☆
4 算数 教出 さんすう☆
5 算数 教出 さんすう☆☆（１）
6 算数 教出 さんすう☆☆（２）
7 算数 教出 さんすう☆☆☆
8 音楽 東書 おんがく☆
9 音楽 東書 おんがく☆☆
10 音楽 東書 おんがく☆☆☆
11 国語 東書 国語☆☆☆☆
12 数学 教出 数学☆☆☆☆
13 音楽 東書 音楽☆☆☆☆
14 国語 東書 国語☆☆☆☆☆
15 数学 教出 数学☆☆☆☆☆
16 音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆

学校名 芦北支援学校［肢体不自由、知的障がい］

ア　児童生徒それぞれの力や特性を見極め、さらに伸ばすきめ細やかな指導を行う。
イ　一人一人が将来に向けて生活の質を向上させ、自立した生活ができるよう、生きる力を持った児童生徒を育成する。
ウ　児童生徒同士、職員、家庭、地域が共に学び、共に育つよう連携を深める。

採択希望教科用図書（芦北支援学校高等部）
文部科学省著作教科書



学校の教育目標

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 東書 こくご☆
2 国語 東書 こくご☆☆
3 国語 東書 こくご☆☆☆
4 算数 教出 さんすう☆
5 算数 教出 さんすう☆☆（１）
6 算数 教出 さんすう☆☆（２）
7 算数 教出 さんすう☆☆☆
8 音楽 東書 おんがく☆
9 音楽 東書 おんがく☆☆
10 音楽 東書 おんがく☆☆☆
11 国語 東書 国語☆☆☆☆
12 数学 教出 数学☆☆☆☆
13 音楽 東書 音楽☆☆☆☆
14 国語 東書 国語☆☆☆☆☆
15 数学 教出 数学☆☆☆☆☆
16 音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆

学校名 球磨支援学校［知的障がい］

１　児童生徒一人一人の能力や適正に応じた教育活動を実践する。
２　互いに励まし助け合い、たくましく生き抜く児童生徒を育成する。
３　社会的自立や将来の豊かな生活に向けての知識・技能・態度を育てる。

採択希望教科用図書（球磨支援学校高等部）
文部科学省著作教科書



学校の教育目標

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 東書 こくご☆
2 国語 東書 こくご☆☆
3 国語 東書 こくご☆☆☆
4 算数 教出 さんすう☆
5 算数 教出 さんすう☆☆（１）
6 算数 教出 さんすう☆☆（２）
7 算数 教出 さんすう☆☆☆
8 音楽 東書 おんがく☆
9 音楽 東書 おんがく☆☆
10 音楽 東書 おんがく☆☆☆
11 国語 東書 国語☆☆☆☆
12 数学 教出 数学☆☆☆☆
13 音楽 東書 音楽☆☆☆☆
14 国語 東書 国語☆☆☆☆☆
15 数学 教出 数学☆☆☆☆☆
16 音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆

学校名 天草支援学校［知的障がい］

自分らしく　元気に　持てる力を精一杯発揮し　人と関わりながら　主体的に学び生活する児童生徒の育成

採択希望教科用図書（天草支援学校高等部）
文部科学省著作教科書



学校の教育目標

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 東書 こくご☆
2 国語 東書 こくご☆☆
3 国語 東書 こくご☆☆☆
4 算数 教出 さんすう☆
5 算数 教出 さんすう☆☆（１）
6 算数 教出 さんすう☆☆（２）
7 算数 教出 さんすう☆☆☆
8 音楽 東書 おんがく☆
9 音楽 東書 おんがく☆☆
10 音楽 東書 おんがく☆☆☆
11 国語 東書 国語☆☆☆☆
12 数学 教出 数学☆☆☆☆
13 音楽 東書 音楽☆☆☆☆
14 国語 東書 国語☆☆☆☆☆
15 数学 教出 数学☆☆☆☆☆
16 音楽 東書 音楽☆☆☆☆☆

学校名 苓北支援学校［肢体不自由］

個々の可能性を伸ばし、自立と豊かな生活につながる教育の実践

採択希望教科用図書（苓北支援学校高等部）
文部科学省著作教科書



県立特別支援学校高等部における 

令和５年度（２０２３年度）使用教科用図書（案） 

 

 

 

 

 

 

「③一般図書」 



学校の教育目標

１　採択希望教科用図書（盲学校高等部）　

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 現代の国語 東書 精選現代の国語
2 言語文化 東書 新編言語文化
3 論理国語 数研 精選　論理国語
4 文学国語 第一 高等学校　標準文学国語
5 国語表現 第一 高等学校　改訂版　国語表現
6 世界史Ａ 東書 世界史Ａ
7 世界史Ｂ 山川 新世界史　改訂版
8 地理総合 東書 地理総合
9 歴史総合 山川 歴史総合　近代から現代へ
10 政治・経済 実教 最新政治・経済　新訂版
11 公共 帝国 高等学校　公共
12 数学Ⅰ 数研 新編　数学Ⅰ
13 数学Ⅱ 数研 NEXT　数学Ⅱ
14 数学Ａ 数研 新編　数学A
15 数学Ｂ 数研 NEXT　数学B
16 数学Ｂ 数研 改訂版　数学Ｂ
17 科学と人間生活 東書 科学と人間生活
18 生物基礎 実教 生物基礎
19 生物 第一 高等学校　生物
20 保健体育 大修館 現代高等保健体育
21 音楽Ⅰ 教芸 高校生の音楽１
22 音楽Ⅱ 教芸 高校生の音楽２
23 英語コミュニケーションⅠ 開隆堂 Amity English CommunicationⅠ
24 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 開隆堂 Amity English Communication　Ⅱ
25 論理・表現Ⅰ いいずな be English Logic and Expression ⅠClear
26 論理・表現Ⅱ いいずな be English Logic and Expression Ⅱ Clear
27 家庭総合 第一 高等学校　家庭総合　持続可能な未来をつくる
28 社会と情報 数研 高等学校　社会と情報

２　採択希望教科用図書（盲学校高等部：絵本等） 　　  　　         ※以下の書籍を一般図書として採択希望　

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
29 国語 東洋館 くらしに役立つ国語

30 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語

31 国語 同成社 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）

32 国語 戸田デザイ あいうえおえほん  

33 国語 でじじ お話、きかせて！聴く絵本むかしばなしベスト100

34 国語 こばと 中高生のための国語

35 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語ワーク１ -読む・書く編-

36 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語ワーク２ -聞く・話す編-

37 社会 東洋館 くらしに役立つ社会

38 社会 育成会 ひとりだち（２０２１年改訂版）

39 社会 戸田デザイ にっぽんちず絵本

40 社会 戸田デザイ せかいちず絵本

41 社会 明石書店 えほん日本国憲法

42 社会 帝国書院 みんなの地図帳

43 社会 明治図書 すべての子が覚える！❝都道府県❞学習マニュアルＢＯＯＫ

44 数学 東洋館 くらしに役立つ数学

45 数学 くもん出版 生活図鑑カード  くだものやさいカード１集

学校名 盲学校［視覚障がい］

学校教育法附則９条の規定による一般図書

学校教育法附則９条の規定による一般図書

幼児児童生徒、一人一人の教育的ニーズや法令等の根拠に基づいた教育活動を実践し、保護者、教職員との
更なる信頼関係の構築に努め、安全安心な学校を実現する。

※以下の書籍の点字教科書及び拡大教科書を一般図書として採択希望



46 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学

47 数学 戸田デザイ １から１００までのえほん

48 数学 童心社 かずのほん２０から１０まで

49 数学 こばと 上級編レベルアップお金と時計の文章題

50 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学ワーク１-お金編-

51 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学ワーク２-時間編-

52 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学ワーク３-量と測定・図形・表とグラフ編-

53 理科 東洋館 くらしに役立つ理科

54 理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！

55 理科 福音館 福音館の科学シリーズ地球

56 理科 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ ひとのからだ

57 理科 こばと 中高生のための自然・理科

58 理科 ＰＨＰ ふしぎと発見がいっぱい！理科のお話３６６

59 理科 学研 ビジュアル理科事典

60 音楽 啓隆社 高校生の歌集つどい

61 音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ３９じぶんでひけたよ！メロディーピアノえほん

62 音楽  ポプラ 世界のミュージック図鑑

63 音楽 くもん出版 CD付き楽器カード

64 音楽 くおん出版 リズムカード

65 美術 小峰書店 リサイクル工作ずかん

66 美術 コクヨ ジャバラワークブック

67 美術 岩崎書店 ひとりでできる手づくりBOXしぜんで工作しよう

68 美術 さえら たのしい工作教室木のぞうけい教室

69 美術 日点（一般） ふれる世界の名画集

70 美術 永岡書店 西洋絵画の鑑賞事典
71 保体 岩崎書店 知識の絵本ひとのからだ
72 保体 金の星社 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？
73 保体 ひかりのく 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
74 保体 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１０身近な危険防災と防犯
75 保体 カドカワ 予防と対策がよくわかる家族と自分を感染症から守る本
76 職業 開隆堂出版 職業・家庭たのしい職業科わたしの夢につながる

77 職業 偕成社 子どものマナー図鑑（１）ふだんの生活のマナー

78 職業 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん４おつきあいのきほん

79 職業 日本教育研 ひとりだちするための進路学習

80 職業 日本教育研 ひとりだちするためのライフキャリア教育

81 職業 偕成社 子どものマナー図鑑（３）でかけるときのマナー

82 職業 日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策

83 職業 日本教育研 ひとりだちすためのビジネスマナー＆コミュニケーション

84 家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭

85 家庭 育成会 自立生活ハンドブック８食（しょく）

86 家庭 福音館 かがくのとも絵本平野レミのおりょうりブック

87 家庭 開隆堂出版 職業・家庭たのしい家庭科わたしのくらしに生かす

88 家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１整理整頓

89 家庭 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと(１９)楽しくお手伝い

90 外国語 アルク 英会話なるほどフレーズ１００

91 外国語 アルク 英会話なるほど練習帳（上）

92 外国語 アルク 英会話なるほど練習帳（下）

93 外国語 アルク 陰山英男の反復練習はじめての英会話

94 外国語 成美堂 歌っておぼえるらくらくイングリッシュ１

95 外国語 成美堂 歌っておぼえるらくらくイングリッシュ２

96 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２）友だち関係（自分と仲良く）
97 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（６）友だち関係（気持ちの伝え方）
98 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１１）友達関係（考え方のちがい）
99 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２４）言葉の力（語彙で広がる世界）

100 道徳 学陽書房 日本の偉人伝３分話
101 道徳 ダイヤモンド社 相田みつを心の詩
102 情報 実教出版 ２０２３事例でわかる情報モラル＆セキュリティ
103 情報 東京書籍 情報モラルテーマ２１
104 情報 数研出版 ポイント整理情報モラル１３th Edition
105 情報 日本文教出版 見てわかる情報モラル第３版
106 情報 学事出版 中高生のためのケータイ・スマホハンドブック



　　　※以下の書籍、点字版及び拡大版を一般図書として採択希望

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
107 人体の構造と機能 岡山ライトハウス  人体の構造と機能　解剖・生理改訂第４版
108 疾病の成り立ちと予防Ⅰ 桜雲会 疾病の成り立ちと予防Ⅰ　衛生・公衆衛生  改訂8版
109 保健理療基礎実習 日本ライトハウス 保健理療基礎実習第２版
110 保健理療情報活用 桜雲会 理療情報
111 疾病の成り立ちと予防Ⅱ 岡山ライトハウス  疾病の成り立ちと予防Ⅱ　病理学概論改訂第７版
112 生活と疾病Ⅱ 岡山ライトハウス   生活と疾病Ⅱ（臨床医学）改訂第４版
113 基礎保健理療Ⅰ 日本ライトハウス   基礎保健理療Ⅰ（東洋医学一般）第４版
114 基礎保健理療Ⅰ 医道の日本社 拡大版 新版経絡経穴概論
115 保健理療臨床実習 日本ライトハウス 保健理療臨床実習
116 医療と社会 岡山ライトハウス  医療と社会改訂第７版
117 生活と疾病ⅠＡ 東京ヘレンケラー協会  生活と疾病ⅠＡリハビリテーション医学　概論編
118 生活と疾病ⅠＢ 東京ヘレンケラー協会  生活と疾病ⅠＢリハビリテーション医学　基礎運動学編
119 基礎保健理療Ⅱ 日本ライトハウス 基礎保健理療Ⅱ（保健理療理論）改訂版
120 臨床保健理療 岡山ライトハウス  臨床保健理療あん摩マッサージ指圧師用　東洋医学臨床論（初版）
121 地域保健理療と保健理療経営 東京ヘレンケラー協会 地域理療と理療経営第４版

　※以下の書籍、点字版及び拡大版を一般図書として採択希望

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
122 人体の構造と機能Ⅰ 医歯薬出版 解剖学　第２版

123 人体の構造と機能Ⅱ 医歯薬出版  人体の構造と機能　生理学第３版

124 基礎理療学Ⅰ 岡山ライトハウス   基礎理療学Ⅰ（東洋医学概論）改訂第７版

125 基礎理療学Ⅱ 医道の日本社 新版経絡経穴概論　拡大版

126 理療基礎実習 日本ライトハウス  理療基礎実習第２版

127 理療情報活用 桜雲会 理療情報

128 自然科学  実教出版株式会社 科学と人間生活

129 人文科学 岡山ライトハウス コミュニケーション概論　－医療面接を目指してー

130 疾病の成り立ちと予防Ⅰ 桜雲会   理療科　疾病の成り立ちと予防Ⅰ　衛生・公衆衛生学　改訂8版

131 疾病の成り立ちと予防Ⅱ 岡山ライトハウス 疾病の成り立ちと予防Ⅱ（病理学概論）改訂第７版

132 生活と疾病ⅡA 東京点字出版   生活と疾病Ⅱ　臨床医学総論第２版

133 生活と疾病ⅡＢ 日本ライトハウス   生活と疾病Ⅲ（臨床医学各論）第４版

134 生活と疾病ⅠＡ 東京ヘレンケラー協会   生活と疾病ⅠＡ（リハビリテーション医学　概論編）

135 生活と疾病ⅠＢ 東京ヘレンケラー協会   生活と疾病ⅠＢ（リハビリテーション医学　基礎運動学編）

136 臨床理療学 岡山ライトハウス  臨床理療学あはき師用東洋医学臨床論（初版）

137 理療臨床実習 日本ライトハウス 理療臨床実習

138 医療と社会 岡山ライトハウス  医療と社会改訂第７版

139  基礎理療学Ⅲ（副読本） 日本ライトハウス   基礎保健理療Ⅱ（保健理療理論）改訂版

140 基礎理療学Ⅲ 岡山ライトハウス   基礎理療学Ⅲ（理療理論）改訂第１０版

141 地域理療と理療経営 東京ヘレンケラー協会 地域理療と理療経営第４版

142 自然科学
公益社団法人
日本アロマ環境協

アロマテラピー検定公式テキスト 1級2級

　　※以下の書籍、点字版及び拡大版を一般図書として採択希望

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
143 人体の構造と機能Ⅰ 医歯薬出版  解剖学第２版
144 人体の構造と機能Ⅱ 医歯薬出版  人体の構造と機能　生理学第３版
145 基礎保健理療Ⅰ 日本ライトハウス  基礎保健理療Ⅰ（東洋医学一般）第４版
146 保健理療基礎実習 日本ライトハウス 保健理療基礎実習第２版
147 基礎保健理療Ⅱ 医道の日本社 【拡大版】新版経絡経穴概論
148 保健理療情報活用 桜雲会 理療情報
149 人文科学 岡山ライトハウス コミュニケーション概論－医療面接を目指してー
150 疾病の成り立ちと予防Ⅰ 桜雲会  理療科　疾病の成り立ちと予防Ⅰ衛生・公衆衛生学　改訂8版

学校教育法附則９条の規定による一般図書

３　採択希望教科用図書（盲学校高等部：本科保健理療科）

４　採択希望教科用図書（盲学校高等部：専攻科理療科）　　　　

５　採択希望教科用図書（盲学校高等部：専攻科保健理療科）

学校教育法附則９条の規定による一般図書

学校教育法附則９条の規定による一般図書



151 疾病の成り立ちと予防Ⅱ 岡山ライトハウス 疾病の成り立ちと予防Ⅱ（病理学概論）改訂第７版
152 生活と疾病Ⅱ 岡山ライトハウス   生活と疾病Ⅱ（臨床医学）改訂第４版
153 生活と疾病ⅠＡ 東京ヘレンケラー協会 生活と疾病ⅠＡ（リハビリテーション医学　概論編）
154 生活と疾病ⅠＢ 東京ヘレンケラー協会 生活と疾病ⅠＢ（リハビリテーション医学　基礎運動学編）
155 臨床保健理療 岡山ライトハウス  臨床保健理療あん摩マッサージ指圧師用　東洋医学臨床論（初版）
156 保健理療臨床実習 日本ライトハウス 保健理療臨床実習
157 医療と社会 岡山ライトハウス  医療と社会改訂第７版
158 基礎保健理療Ⅱ 日本ライトハウス   基礎保健理療Ⅱ（保健理療理論）改訂版
159 地域保健理療と保健理療経営 東京ヘレンケー協会 地域理療と理療経営第４版

160 自然科学
公益社団法人
日本アロマ環境協

アロマテラピー検定公式テキスト 1級2級



学校の教育目標

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 東洋館 くらしに役立つ国語

2 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４

3 国語 太郎次郎社 漢字がたのしくなる本シリーズ漢字がたのしくなる本１改訂版１０１字の基本漢字

4 国語 こばと 上級編レベルアップ漢字

5 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（５）つなぎのことば

6 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語５

7 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１０）なまえのことば

8 国語 太郎次郎社エディタス 漢字がたのしくなる本漢字がたのしくなる本２改訂版１２８字のあわせ漢字

9 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語　

10 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（２）ようすのことば

11 社会 偕成社 きみが考える・世の中のしくみ（１）政治ってなんだろう？

12 社会 学研 読んで見て楽しむ日本地図帳 増補改訂版

13 社会 平凡社 新版はじめましてにほんちず

14 社会 明治図書 すべての子が覚える！“都道府県”学習マニュアルＢＯＯＫ

15 社会 PHP研究所 はっけんＮＩＰＰＯＮ　地図と新聞で見る４７都道府県

16 社会 世界文化社 完全版こども歴史新聞

17 社会 東洋館出版社 くらしに役立つ社会

18 数学 同成社 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）

19 数学 同成社 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）

20 数学 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）

21 数学 東洋館出版社 くらしに役立つ数学

22 数学 日本教育研究出版 ひとりだちするための算数・数学  

23 理科 東洋館出版社 くらしに役立つ理科

24 理科 池田書店 親子で楽しめる！なぜ？どうして？理科のふしぎ

25 理科 永岡書店 いちばんやさしい天気と気象の事典

26 理科 永岡書店 なぜ？ど～して？科学の図鑑

27 理科 永岡書店 なぜ？ど～して？図鑑

28 理科 ＰＨＰ研究所 理科の考える力をつけよう! 「なぜ」から課題を見つける、調べる 楽しい調べ学習シリーズ 

29 美術 岩崎書店 あそびの絵本　えのぐあそび
30 美術 金の星社 ＮＨＫノージーのひらめき工房　ノージーのひまつぶしブック
31 美術 ポプラ リサイクル工作であそぼう！　手づくりおもちゃ２００（６）　ゲームであそぶ

32 美術 ロクリン社 名画で遊ぶ　あそびじゅつ！　世界をぐるりと美術鑑賞
33 美術 秀学社 熊本の美術　美術資料
34 外国語 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２０）　英語が好きになる

35 外国語 三省堂 英語で読み聞かせせかいのおはなし（１）ＣＤ付　

36 外国語 数研出版 パズル・ゲームであそぼう英語初級　

37 外国語 Ｚ会 Ｚ会グレードアップワーク英語　会話１かぞくとの会話改訂版

38 外国語 Ｊリサーチ クレヨンせんせいのえいごであそぼう！２

39 道徳 合同出版 イラスト版子どものためのモラルスキル　言葉・表情・行動で身につく道徳

40 道徳 河出新社 考えよう話そう道徳！　みんなで道トーク！１学校編

41 道徳 河出新社 考えよう話そう道徳！　みんなで道トーク！２家庭編

42 道徳 河出新社 考えよう話そう道徳！　みんなで道トーク！３まち編

43 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（６）　友だち関係（気持の伝え方）

44 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（９）　ルールとマナー

学校名 熊本聾学校［聴覚障がい］

豊かなコミュニケーション力と確かな学力の向上を図り、様々な人と関わり合いながら自ら社会参加していく
態度を育成する。

１　採択希望教科用図書（熊本聾学校高等部）
学校教育法附則９条の規定による一般図書



45 社会総合 東京法令出版 フォーラム現代社会

46 社会総合 Ｚ会出版編集部 はじめる日本史　要点＆演習［改訂版］

47 社会総合 Ｚ会出版編集部 はじめる地理　要点＆演習［改訂第２版］

48 社会総合 山川出版社 流れがわかる各国別・地域別世界史Bの整理

49 社会総合 学研教育出版 ハンドブック 日本史の要点整理【改訂版】: いつでもどこでもチェック&マスター! 

50 社会総合 学研教育出版 ハンドブック 地理の要点整理【改訂版】: いつでもどこでもチェック&マスター! 

51 社会・生活知識 聾教育研究会 社会で自立する力を育てる　ー科目「社会生活」のテキストと指導の実際ー

52 社会・生活知識 日本教育研究出版 ひとりだちするための進路学習ーあしたへのステップー

53 社会・生活知識 日本教育研究出版 ひとりだちするためのビジネスマナー＆コミュニケーション

54 社会・生活知識 日本教育研究出版 ひとりだちするためのライフキャリア教育-豊かな自立生活への第一歩

55 社会・生活知識 実教出版 高校生からのビジネスマナー

56 社会・生活知識 全国手をつなぐ育成会連合会 ひとりだち２０２１年改訂版

57 数学総合 学研  やさしい高校数学（数Ⅰ・Ａ）

58 数学総合 学研  やさしい高校数学（数Ⅱ・Ｂ）

59 数学総合 旺文社 高校とってもやさしい数学Ⅰ・A　その１

60 数学総合 旺文社 高校とってもやさしい数学Ⅰ・A　その２

61 数学総合 旺文社 高校とってもやさしい数学Ⅱ　その１

62 数学総合 旺文社 高校とってもやさしい数学Ⅱ　その２

63 数学総合 旺文社 高校とってもやさしい数学Ｂ

64 数学総合 学研 高校数学Ⅰをひとつひとつわかりやすく。

65 数学総合 学研 高校数学Ａをひとつひとつわかりやすく。

66 数学総合 学研 高校数学Ⅱをひとつひとつわかりやすく。

67 数学総合 学研 高校数学Ｂをひとつひとつわかりやすく。

68 理科総合 数研出版 もういちど読む　数研の高校化学

69 理科総合 数研出版 もういちど読む　数研の高校生物　第１巻

70 理科総合 数研出版 もういちど読む　数研の高校生物　第２巻

71 理科総合 数研出版 もういちど読む　数研の高校地学

72 理科総合 数研出版 大学入学共通テスト対策 チェック＆演習 生物基礎

73 理科総合 数研出版 大学入学共通テスト対策 チェック＆演習 化学基礎

74 理科総合 数研出版 大学入学共通テスト対策 チェック＆演習 地学基礎

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
75 衛生管理 公益社団法人　日本理容美容教育センター 衛生管理
76 保健 公益社団法人　日本理容美容教育センター 保健
77 香粧品化学 公益社団法人　日本理容美容教育センター 香粧品化学
78 関係法規・制度 公益社団法人　日本理容美容教育センター 関係法規・制度
79 関係法規・制度 公益社団法人　日本理容美容教育センター 理容師法関係法令集
80 運営管理 公益社団法人　日本理容美容教育センター 運営管理
81 文化論 公益社団法人　日本理容美容教育センター 文化論
82 理容技術理論 公益社団法人　日本理容美容教育センター 理容技術理論１
83 理容技術理論 公益社団法人　日本理容美容教育センター 理容技術理論２
84 理容実習 公益社団法人　日本理容美容教育センター 理容実習１
85 理容実習 公益社団法人　日本理容美容教育センター 理容実習２

学校教育法附則９条の規定による一般図書
２　採択希望教科用図書（熊本聾学校高等部：理容科）



学校の教育目標

採択希望教科用図書（熊本はばたき高等支援学校高等部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 東洋館 くらしに役立つ国語

2 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語

3 国語 こばと 初級編ステップアップ こくごⅠ

4 国語 こばと 上級編レベルアップ 対人関係スキルアップトレーニングシート

5 国語 同成社 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）

6 社会 西東社 超ビジュアル！日本の歴史大事典

7 社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）  

8 社会 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための見てわかる  社会生活ガイド集

9 社会 東洋館 くらしに役立つ社会

10 社会 偕成社 子どものマナー図鑑（３）  でかけるときのマナー

11 社会 戸田デザイ にっぽんちず絵本  

12 社会 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための新・見てわかるビジネスマナー集

13 数学 東洋館 くらしに役立つ数学  

14 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学  

15 数学 こばと 初級編ステップアップ  かず・すうじ

16 数学 こばと 初級編ステップアップ  さんすうⅠ

17 数学 こばと 中級編ジャンプアップ さんすうⅡ

18 数学 こばと 上級編レベルアップ お金と時計の文章題

19 理科 東洋館 くらしに役立つ理科

20 理科 永岡書店 なぜ？ど～して？科学の図鑑

21 理科 ポプラ 人体絵本－めくってわかるからだのしくみ－

22 理科 主婦と生活 でんじろう先生の学校の理科がぐんぐんわかるおもしろ実験  

23 理科 主婦と生活 米村でんじろう先生のスーパー個人授業  すごい！うちでもこんな実験ができるんだ！

24 理科 学研 小学ひとつひとつわかりやすく小６理科をひとつひとつわかりやすく。改訂版  

25 音楽 学研 歌のミュージックランド（５訂版）楽しい歌とコーラス

26 音楽 プレジデ社 ＣＤ付き名曲を聴きながら旅するオーケストラの絵本  

27 音楽 民衆社 こどもの手話ソング集  園児から小学生・先生から親まで・・・

28 音楽 明治図書 ”体を楽器”にした音楽表現  リズム＆ゲームにどっぷり！リトミック７７選

29 音楽 ドレミ楽譜 簡易ピアノ伴奏による 実用子どもの歌曲２００選

30 美術 光村図書 ことばでひらく絵のせかい はじめてであう美術館

31 美術 金の星社 超ふしぎ体験！立体トリックアート  工作キットブック２

32 美術 コクヨ　 おえかき美術館

33 美術 学研 中学美術をひとつひとつわかりやすく。

34 美術 小峰書店 新やさしいこうさく１ 新聞紙でつくろう！

35 美術 開隆堂出版 美術　表現と鑑賞　ー想いを形にー

36 保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４ からだ！！げんき！？

37 保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育  

38 保健体育 合同出版 子どもとマスターする５８のからだの知識 イラスト版からだのしくみとケア

39 保健体育 アーニ出版 性教育の絵本

40 保健体育 大修館書店 イラストで見る最新スポーツルール

41 職業 日本教育研 ひとりだちするための  ビジネスマナー＆コミュニケーション

42 職業 中央法規 「働く」の教科書  １５人の先輩とやりたい仕事を見つけよう！

43 職業 開隆堂出版 職業・家庭たのしい職業科 わたしの夢につながる

44 職業 明石書店 怒りのセルフコントロール

学校名 熊本はばたき高等支援学校［知的障がい］

生徒一人一人の生きる力を高める授業の創造を通して、人と関わり社会生活、職業生活に参加する力を高
めるとともに、目標に向かってやり抜く力を培う。

学校教育法附則９条の規定による一般図書



45 職業 日本教育研 ひとりだちするための進路学習

46 職業 育成会 ひとりだち（２０２１改訂版）

47 家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭

48 家庭 育成会 自立生活ハンドブック８  食（しょく）

49 家庭 日本教育研 ひとりだちするための調理学習

50 家庭 開隆堂出版 共に生きる家庭科－自立を目指して

51 家庭 育成会 自立生活ハンドブック５ ぼなぺてぃどうぞめしあがれ

52 外国語 東京書籍 Ｗｅ　Ｃａｎ！２

53 外国語 ＮＨＫ出版 NHKCDBOOK　チャンツでノリノリ英語楽習！

54 外国語 学研 中学英単語をひとつひとつわかりやすく

55 外国語 学研 ２週間でさきどり完成！中学英語スタートＢＯＯＫ 

56 外国語 三省堂 英語のゲーム音であそぼう 

57 道徳 岩崎書店 世界人権宣言の絵本みんなたいせつ

58 道徳 合同出版 イラスト版子どものためのモラルスキル言葉・表情・行動で身につく道徳

59 道徳 ポプラ 答えのない道徳の問題どう解く？

60 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１８）からだと心

61 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１４）自信の育て方

62 情報 日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策改訂版

63 情報 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１２ ネットのルール

64 情報 実教出版 ２０２3　事例でわかる情報モラル&セキュリティ

65 情報 実教出版 ３０時間でマスター Office2019

66 情報 実教出版 ３０時間でマスター Word＆Excel2019

67 福祉 日本医療企画 はじめて学ぶ生活援助

68 福祉 日本医療企画 やさしい日本語とイラストで分かる介護の仕事

69 福祉 日本医療企画 介護に関する入門的研修テキスト　わたしたちの介護

70 福祉 日本医療企画 マンガでできる介護職員研修

71 福祉 中央法規 イラストで理解する初めての介護 

72 福祉 実教出版 社会福祉基礎

73 福祉 実教出版 生活支援技術

74 流通・サービス クリーンシステム科学研究所 ビルクリーニングの基礎１　清掃用具編

75 流通・サービス クリーンシステム科学研究所 ビルクリーニングの基礎２　日常作業編・その１

76 流通・サービス クリーンシステム科学研究所 ビルクリーニングの基礎３　日常作業編・その２

77 流通・サービス クリーンシステム科学研究所 ビルクリーニングの基礎４　マナー編

78 流通・サービス
大阪知的障害者雇用促進建物サー
ビス事業協同組合 エル・チャレンジ清掃技能テキスト

79 流通・サービス 中央職業能力開発協会 コンピュータサービス技能評価試験ワープロ部門３級テキスト＆問題集

80 家政 新星出版社 イチバン親切なやさしいパンの教科書

81 家政 西東社 一生役立つきちんとわかる栄養学

82 家政 日本図書センター 栄養素キャラクター図鑑

83 家政 日本食品衛生協会 改訂新版　お客様　従業員　家族をノロウイルス食中毒感染症からまもる！！ーその知識と対策ー

84 家政 日本図書センター 気になるあの成分のホントがよくわかる！食品添加物キャラクター図鑑

85 工業 日本印刷技術協会 みんなの印刷入門

86 工業 日刊工業新聞社 トコトンやさしい紙と印刷の本

87 工業 日刊工業新聞社 トコトンやさしい木工の本

88 工業 ガイアブックス 木工技法バイブル

89 工業 学研 新版超基本DIY木工



学校の教育目標

１　採択希望教科用図書（ひのくに高等支援学校高等部：検定済み教科書）

番号 種目名 発行者略称
1 数学 東書  新しい算数４上・下 小学校用

2 数学 東書  新しい算数５上・下 小学校用

3 数学 東書 新しい算数６ 小学校用

4 保健体育 大修館 現代高等保健体育改訂版 高等学校用

5 保健体育 大修館 最新高等保健体育改訂版 高等学校用

２　採択希望教科用図書（ひのくに高等支援学校高等部：絵本等）

番号 種目名 発行者略称
6 数学 東洋館
7 数学 日本教育研究出版

8 保健体育 東洋館
9 保健体育 学研
10 保健体育 白水社
11 情報 実教出版
12 情報 東京書籍
13 情報 数研出版
14 情報  日本文教出版
15 情報 学事出版

 １４歳からの生物学

学校名 ひのくに高等支援学校［知的障がい］

生徒一人一人の能力・特性に応じたきめ細やかな指導に配慮しながら、生徒の自律的、主体的な態度
を尊重し、社会自立・職業自立のための教育を行う。

学校教育法附則９条の規定による一般図書
書籍名称

学校教育法附則９条の規定による一般図書
書籍名称

くらしに役立つ数学
ひとりだちするための算数・数学

 くらしに役立つ保健体育
ニューワイド学研の図鑑　増補改訂版　人のからだ

2023　事例でわかる情報モラル＆セキュリティ
 情報モラル　テーマ２１

ポイント整理情報モラル　13th Edition
  見て分かる情報モラル第３版

  中高生のためのケータイ・スマホハンドブック



学校の教育目標

採択希望教科用図書（鏡わかあゆ高等支援学校高等部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 東洋館 くらしに役立つ国語
2 国語 こばと 中高生のための  国語
3 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語
4 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語５
5 国語 小学館 本物の国語力をつけることばパズル・初級編
6 社会 東洋館 くらしに役立つ社会
7 社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）
8 社会 講談社 図解　社会人の基本マナー大全
9 社会 一ツ橋書店編集部  高校生の社会常識ノート
10 社会 偕成社 きみが考える・世の中のしくみ(１)　政治ってなんだろう？
11 数学 東洋館 くらしに役立つ数学
12 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学
13 数学 こばと 中学生のための数学
14 数学 こばと 中級編ジャンプアップ　さんすうⅢ
15 数学 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）

16 理科 東洋館 くらしに役立つ理科
17 理科 永岡書店 なぜ？ど〜して？科学の図鑑
18 理科 主婦と生活 でんじろう先生の学校の理科がぐんぐんわかるおもしろ実験  
19 理科 主婦と生活 米村でんじろう先生のスーパー個人授業　すごい！うちでもこんな実験ができるんだ！

20 理科 こばと 中高生のための　自然・理科
21 美術 学研 中学美術をひとつひとつわかりやすく。
22 美術 偕成社 かこさとし　うつくしい絵
23 美術 マール社 はじめてさんの水彩色鉛筆Lesson 超初心者編
24 美術 廣済堂出版 スケッチ練習帖１００
25 美術 あかね書房 トリックアート図鑑　ペーパークラフト
26 保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育  
27 保健体育 合同出版 子どもとマスターする５８のからだの知識　イラスト版からだのしくみとケア

28 保健体育 アーニ出版 性教育の絵本
29 保健体育 学研 中学ひとつひとつわかりやすく  中学保健体育をひとつひとつわかりやすく。

30 保健体育 PHP研究所 よくわかる障がい者スポーツ
31 職業 日本教育研 ひとりだちするための進路学習
32 職業 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための　新・見てわかるビジネスマナー集

33 職業 日本教育研 ひとりだちするためのライフキャリア教育
34 職業 日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策改訂版  
35 職業 開隆堂出版 職業・家庭たのしい職業科　わたしの夢につながる
36 職業 日本教育研 ひとりだちするための　ビジネスマナー＆コミュニケーション
37 家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭
38 家庭 開隆堂出版 共に生きる家庭科－自立を目指して
39 家庭 育成会 自立活動ハンドブック５ ぼなぺてぃどうぞめしあがれ
40 家庭 山と渓谷社 家庭科の教科書小学校低学年〜高学年用
41 家庭 日本教育研 ひとりだちするための調理学習
42 外国語 東京書籍 Ｗｅ　Ｃａｎ！２
43 外国語 ＮＨＫ出版 ＮＨＫＣＤＢＯＯＫ　チャンツでノリノリ英語楽習！

学校名 鏡わかあゆ高等支援学校［知的障がい］

目標に向かって挑戦し、自分らしく輝き、社会の一員として　心豊かに　自立した生活を送ることができる
生徒を育成する。

学校教育法附則９条の規定による一般図書



44 外国語 学研 中学英単語をひとつひとつわかりやすく
45 外国語 学研 ２週間でさきどり完成！中学英語スタートＢＯＯＫ 
46 外国語 三省堂 英語のゲーム音であそぼう 
47 外国語 こばと 中高生のためのローマ字・英語
48 道徳 草思社 みんなのためのルールブック　あたりまえだけど、とても大切なこと
49 道徳 合同出版 イラスト版こころのコミュニケーション　子どもとマスターする４９の話の聞き方・伝え方

50 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（９）　ルールとマナー
51 道徳 新星出版社 考える力を伸ばす！心を育てる！　読み聞かせ３６６話
52 道徳 ポプラ 答えのない道徳の問題どう解く？
53 道徳 高橋書店 こころのふしぎ　なぜ？どうして？
54 情報 実教出版 ２０２3　事例でわかる情報モラル&セキュリティ

55 情報 日本文教出版 見てわかる情報モラル　第３版
56 情報 旺文社 情報とコンピュータ　第７版
57 情報 実教出版  ３０時間でマスターWord&Excel2019
58 情報 実教出版  ３０時間でマスターOfficel2019



学校の教育目標

採択希望教科用図書（熊本支援学校高等部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）うごきのことば

2 国語 講談社 ステキナカタカナ

3 国語 こばと  初級編ステップアップことば・もじ

4 国語 戸田デザイ よみかた絵本

5 国語 同成社 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）

6 国語 東洋館 くらしに役立つ　国語

7 国語 東洋館 くらしに役立つワーク国語 

8 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語

9 国語 かもがわ あたまと心で考えようＳＳＴワークシート　自己認知・コミュニケーションスキル編

10 国語 かもがわ 聞き取りワークシート１言われたことをよく聞こう編

11 国語 交通新聞 おいしいあいうえお

12 社会 講談社  ＤＸ版新幹線のたびはやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断

13 社会 こばと 中高生のための生活・社会

14 社会 こばと 上級編レベルアップ　せいかつ
15 社会 小学館 マンガでわかるよのなかのルール  
16 社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８） 
17 社会 東洋館 くらしに役立つ社会
18 社会  日本教育研 ひとりだちするための進路学習
19 社会 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための見てわかる  社会生活ガイド集
20 社会 弘文堂 こども六法
21 数学 こばと 中級編ジャンプアップ  とけい・おかね・カレンダー
22 数学 こばと 初級編ステップアップ  マッチングⅠ
23 数学 こばと 初級編ステップアップ  マッチングⅡ
24 数学 こばと 初級編ステップアップ  かず・すうじ
25 数学 こばと  初級編ステップアップ  さんすうⅠ
26 数学 こばと 中級編ジャンプアップ  さんすうⅡ
27 数学 こばと 中級編ジャンプアップ  さんすうⅢ
28 数学 こばと 中級編ジャンプアップ  集中力・注意力アップトレーニングシート
29 数学 こばと 上級編レベルアップ  お金と時計の文章題
30 数学 小学館 デコボコえほん  かずをかぞえよう！
31 数学 東洋館 くらしに役立つ数学  
32 数学 東洋館 くらしに役立つワーク数学
33 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学  
34 理科 こばと  中高生のための自然・理科  
35 理科 こばと 上級編レベルアップ  しぜん
36 理科 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯぷらす  新版くらべる図鑑
37 理科 大日本絵画 むしむしさわってごらん
38 理科 東洋館 くらしに役立つ理科
39 理科 永岡書店 なぜ？ど～して？図鑑
40 理科 日本図書 気象キャラクター図鑑
41 理科  パイインタ  はじめてのほしぞらえほん
42 理科  パイインタ  はじめてのうちゅうえほん
43 音楽 金の星社 ドンドン！わっしょい！あっぱれおまつりたいこえほん
44 音楽 金の星社  うたってたたこう！  わくわくリズムあそびどうようえほん
45 音楽 教　芸  ５訂版歌はともだち
46 音楽 教　芸  ＭＹＳＯＮＧ  クラス合唱用６訂版

学校名 熊本支援学校［知的障がい］

将来の自立や豊かな生活を実現するために、一人一人の教育的ニーズに応じた最適な指導・支援を行い、主
体的に学び、取り組む子どもを育てる。

学校教育法附則９条の規定による一般図書



47 音楽  大日本絵画  メロディーえほん  ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
48 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほん  ピアノ
49 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほん  もっきん
50 音楽 三起商行  ポカポカフレンズのリズムえほん  マラカス
51 美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてきるほん
52 美術 学研  あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん
53 美術 国土社 たのしい図画工作１６  ちぎり紙・きり紙・はり絵
54 美術 こばと  図工編  かんたん工作アイデア集
55 美術 小学館 あーとぶっく  ひらめき美術館第３館
56 美術 大日本絵画 しかけえほん  びっくりいろあそび
57 美術 戸田デザイ ６つの色
58 美術 ひかりのく かならず折れるおりがみ１ 
59 美術 河出新社 水だけでスイスイ！まほうのぬりえ
60 美術 一声社 キットで作るかんたん工作
61 保健体育 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１８）  からだと心
62 保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？
63 保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育  
64 保健体育 いかだ社 遊ブックス  体育遊び・ゲームワンダーランド
65 保健体育 かんき出版 １３歳までに伝えたい女の子の心と体のこと  
66 保健体育  少年写真新 ドキドキワクワク性教育（3）女の子が大人になるとき
67 保健体育  少年写真新 ドキドキワクワク性教育（4）男の子が大人になるとき
68 保健体育 日本図書  人体キャラクター図鑑
69 職業 開隆堂出版 職業・家庭たのしい職業科  わたしの夢につながる
70 職業 合同出版 イラスト版気持ちの伝え方  コミュニケーションに自信がつく４４のトレーニング

71 職業 育成会 ひとりだち（２０２１年改訂版）
72 職業 日本教育研 ひとりだちするための  ビジネスマナー＆コミュニケーション
73 職業 日本教育研 ひとりだちするためのライフキャリア教育
74 職業 かもがわ あたまと心で考えようＳＳＴワークシート　思春期編
75 職業 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための新・見てわかる　ビジネスマナー集

76 職業 中央法規 「働く」の教科書  １５人の先輩とやりたい仕事を見つけよう！
77 家庭 育成会 自立生活ハンドブック８  食（しょく）
78 家庭 東洋館 くらしに役立つ　家庭
79 家庭 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん
80 家庭 日本教育研 ひとりだちするための調理学習
81 家庭 福音館 Ｄｏ！図鑑シリーズ　生活図鑑
82 家庭 山と渓谷社  家庭科の教科書小学校低学年～高学年用
83 家庭 少年写真新  坂本廣子の食育自立応援シリーズ  １朝ごはん
84 家庭 ジアース ひとりでできちゃった！クッキング
85 家庭 日本図書 栄養素キャラクター図鑑
86 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２）  友だち関係（自分と仲良く）
87 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（６）  友だち関係（気持の伝え方）
88 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（９）  ルールとマナー
89 道徳 合同出版 イラスト版子どものアサーション  自分の気持ちをきちんと言える３８の話し方

90 道徳 合同出版 イラスト版こころのコミュニケーション  子どもとマスターする４９の話の聞き方・伝え方

91 道徳 草思社 みんなのためのルールブック  あたりまえだけど、とても大切なこと
92 道徳 ポプラ 答えのない道徳の問題どう解く？
93 道徳 かもがわ あたまと心で考えようＳＳＴワークシート  社会的行動編



学校の教育目標

採択希望教科用図書（熊本かがやきの森支援学校高等部）

番号 種目名 発行者略称
1 国語 交通新聞 はらぺこあおむしエリック・カール　あいうえおカード
2 国語 交通新聞 はらぺこあおむしエリック・カール　あいうえおマグネット
3 国語 東洋館 くらしに役立つ国語
4 国語 小学館 ＣＤつきおもしろ落語絵本　えほん寄席愉快痛快の巻
5 国語 リヴォル もじのかたちをとらえるための　ひらがなれんしゅうちょう改訂版
6 国語 同成社 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）

7 国語 同成社 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）

8 国語 同成社 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）
9 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語４
10 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編１（改訂版）（表象形成・音韻形成・発声・発音）

11 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編２（改訂版）（ひらがなの読み書き）

12 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための　国語５
13 国語 グランまま ことばえほん
14 国語 小学館 ピタゴラスイッチこたつたこＤＶＤブック
15 国語 講談社 もしも日本人がみんな米つぶだったら
16 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語
17 国語 小学館 おはなしデコボコえほん　あかずきんちゃん
18 国語 世界文化社 おともだちカレー
19 国語 ポプラ よみきかせおはなし集ベストチョイス日本のおはなし
20 国語 チャイルド 読み聞かせとんち・わらい話５０話
21 社会 くもん出版 生活図鑑カード　マーク標識カード１集
22 社会 東洋館 くらしに役立つ社会
23 社会 東洋館 これだけは身につけよう！社会科の基礎・活用
24 社会 国土社 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（３）地域・社会生活編
25 社会 金の星社 はじめてのちずえほん  たべものちずのえほん
26 社会 金の星社 はじめてのちずえほん  にほんちずのえほん
27 社会 金の星社 はじめてのちずえほん  せかいちずのえほん
28 数学 小学館 デコボコえほん　かずをかぞえよう！
29 数学 交通新聞 はらぺこあおむしエリック・カール　いろ・かたちカード
30 数学 東洋館 くらしに役立つ数学
31 数学 偕成社 ＬＩＴＴＬＥＥＹＥＳ（６）ＷＨＡＴＣＯＬＯＲ？このいろなあに？
32 数学 ひかりのくに 認識絵本５　いくつかな
33 数学 ひかりのくに 認識絵本１０　おおきいちいさい
34 数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん
35 数学 交通新聞 はらぺこあおむしエリック・カール　マグネットあそび
36 数学 同成社 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）

37 数学 同成社 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）

38 数学 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」３　（６～９の足し算、ひき算、位取り）
39 数学 同成社 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）

40 数学 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）

41 数学 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＡ　２けたまでのたしざんひきざん
42 数学 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＢ　３～４けたのたしざんひきざん
43 数学 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＣ　かけ算
44 数学 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＤ　わり算
45 数学 同成社 ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＥ  小数のたし算ひき算
46 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学

学校名 熊本かがやきの森支援学校［肢体不自由］

健やかで意欲的に学び、人との関わりを楽しみながら自分らしく生きる児童生徒を育成する。

学校教育法附則９条の規定による一般図書



47 理科 偕成社 かこさとし・ほしのほん（２）　なつのほし
48 理科 偕成社 理科に役立つ本　生き物つかまえたらどうする？
49 理科 学研 ふれあいこどもずかん　春夏秋冬～きせつのしぜん～
50 理科 東洋館 くらしに役立つ理科
51 理科 成美堂出版 ちょうしんきつきからだずかん  
52 理科 金の星社 荒井真紀花の絵本　あさがお
53 理科 チャイルド チャイルドブックこども百科　ふしぎ、ふしぎ！かがくあそび図鑑
54 音楽 博雅堂 おはなし音楽会１新装版　ベートーヴェンナレーション入りＣＤ付き
55 音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ１１　どうようもっきんえほん
56 音楽 ポプラ おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ
57 音楽 くもん出版 ＣＤ付き  楽器カード
58 音楽 ひかりのくに あそびうたのほん　ＣＤつき
59 音楽 ひかりのくに たのしいてあそびうたえほん
60 音楽 小学館 ママ歌って！英語のうた
61 音楽 くもん出版 ＣＤ付き英語のうたカード
62 美術 偕成社 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
63 美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん
64 美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん
65 美術 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック
66 美術 ポプラ あそびのひろば２ やさしいてづくりのプレゼント
67 美術 ポプラ ペーパーランド８　おりがみえあそび
68 美術 大日本絵画 しかけえほん　カレイドスコープ（まんげきょう）
69 美術 河出新社 水だけでスイスイまほうのぬりえ
70 職業 育成会 ひとりだち（２０２１年度改訂版）
71 職業 日本教育研 ひとりだちするための進路学習
72 職業 ブロンズ新 しごとば
73 職業 ブロンズ新 続・しごとば
74 職業 開隆堂出版 職業・家庭たのしい職業科　わたしの夢につながる
75 職業 金の星社 社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちのしごと場２つくるしごと・売るしごと

76 職業 金の星社 社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちのしごと場１くらしをささえるしごとせいそう工場・じょう水場

77 家庭 金の星社 ちびまる子ちゃんのはじめてのクッキングえほん　だいすき！人気メニュー

78 家庭 金の星社 ちびまる子ちゃんのはじめてのクッキングえほん　うれしい！おかし・デザート

79 家庭 金の星社 ちびまる子ちゃんのはじめてのクッキングえほん　たのしい！おべんとう・パーティーメニュー

80 家庭 金の星社 おてつだいの絵本
81 家庭 育成会 自立生活ハンドブック５　ぼなぺてぃどうぞめしあがれ
82 家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１　みのまわりのきほん
83 家庭 ヴォーグ社 はじめの一歩あみもの＆ぬいものできた！  



学校の教育目標

採択希望教科用図書（松橋西支援学校高等部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 日本教育研究出版 ひとりだちするための国語
2 国語 東洋館出版社 くらしに役立つ国語
3 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編２（改訂版）　（ひらがなの読み書き）

4 国語 同成社 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）

5 国語 同成社 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）

6 国語 同成社 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）

7 国語 明治図書 学びと育ちのサポートワーク６  国語「書く力、伝える力」の実力アップ編

8 国語 光村教育 語彙を広げる！書いて、話して、伝わることば１巻
9 国語 明治図書 読み書きが苦手な子どもへの＜つまずき＞支援ワーク  
10 国語 明治図書 学びと育ちのサポートワーク３  国語「書く力、考える力」の基礎力アップ編

11 国語 ナツメ社 オールカラー　発表、スピーチに自信がつく！マンガ敬語の使い方
12 国語 成美堂出版 よみきかせおはなし絵本１　むかしばなし・名作２０
13 国語 本の泉社 新小学校漢字１０２６字音読で楽しく学べる漢字童話
14 国語 ナツメ社 ナツメ社やる気ぐんぐんシリーズ　マンガ漢字・熟語の使い分け
15 国語 喜楽研 ゆっくりていねいに学びたい子のためのひらがなワーク
16 国語 こばと 中高生のための国語　
17 社会 東洋館 くらしに役立つ社会
18 社会 育成会 あたらしいほうりつの本(2018)
19 社会 講談社 ＢＣキッズおなまえいえるかな？はじめての図鑑300
20 社会 主婦の友 できるよ！せいかつ366
21 社会 小学館  ドラえもんの社会科おもしろ攻略　政治のしくみがわかる（ドラえもんの学習シリーズ）

22 社会 昭文社 地図で知る 日本こども図鑑
23 社会 学研 読んで見て楽しむ世界地図帳増補改訂版

24 社会 朝日小学生新聞 読めばわかる日本地理
25 社会 平凡社 新版はじめましてにほんちず
26 社会 偕成社 きみが考える世の中のしくみ(１)政治ってなんだろう？
27 社会 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！新装改訂版 みぢかなマーク
28 社会 西東社 オールカラーでわかりやすい！ 日本史 [日本史徹底マスター] 
29 社会 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと(９)ルールとマナー
30 社会 帝国 標準高等地図-地図でよむ現代社会-
31 社会 ユーキャン よくわかる！　日本の都道府県
32 社会 こばと 中高生のための生活・社会　
33 数学 同成社 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）

34 数学 同成社 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）

35 数学 同成社 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）

36 数学 日本教育研究出版 ひとりだちするための算数・数学
37 数学 東洋館出版社 くらしに役立つ数学
38 数学 童心社  かずのほん１どっちがたくさん
39 数学 童心社  かずのほん３０から１０までのたしざんひきざん
40 数学 むぎ書房 わかるさんすう５
41 数学 ひかりのくに  認識絵本１０おおきいちいさい
42 数学 小学館  デコボコえほんかずをかぞえよう！
43 数学 フレーベル  ピクチャーコミュニケーションサインとマーク
44 数学 同成社 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）

45 数学 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）

46 数学 童心社  かずのほん２０から１０まで
47 数学 福音館書店 はじめてであうすうがくの絵本１

学校名 松橋西支援学校［知的障がい］

心豊かでたくましい児童生徒の育成

学校教育法附則９条の規定による一般図書



48 数学 こばと 中高生のための数学
49 理科 東洋館 くらしに役立つ理科
50 理科 農文協 プランターで有機栽培１土つくりタネとり苗つくり
51 理科 農文協 プランターで有機栽培２種類別野菜がよろこぶ育て方
52 理科 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ　地球
53 理科 学研 ビジュアル理科事典
54 理科 パイインターナショナル 美しい顕微鏡写真
55 理科 ナツメ社 ナツメ社こどもブックス発想力をそだて理科が好きになる科学のおもしろい話３６５

56 理科 旺文社 小学総合的研究わかる理科実験・観察
57 理科 パイインターナショナル はじめてのうちゅうえほん
58 理科 パイインターナショナル はじめての てんきえほん
59 理科 パイインターナショナル はじめての からだえほん 
60 理科 東京書籍 心にひびく理科の実験　身近な自然と材料で遊ぼう
61 理科 学研 学研の図鑑LIVE（ライブ）植物

62 理科 永岡書店 いちばんやさしい天気と気象の事典

63 理科 学研 学研の図鑑LIVE（ライブ）人体

64 理科 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ　新版鳥DVD付き

65 音楽 ポプラ おてほんのうたがながれる　てあそびうたえほん
66 音楽 新星出版社 ＣＤ２枚付　頭がいい子が育つ　クラシックの名曲４５選
67 音楽 東京書店 わくわく音あそびえほん　ヒュルヒュルドカーンおまつりたいこ！
68 音楽 ひかりのく よりすぐり名曲合奏楽譜集
69 音楽 自由現代社 こどもウキウキ！人気曲でリトミック！
70 音楽 学研 音楽をもっと好きになる本　第1巻 歌や演奏を楽しむ：楽しく読めてすぐに聴ける

71 音楽 講談社 教科書に出てくる音楽家の伝記
72 音楽 教育芸術社 Super Chorus　　　　クラス合唱曲集
73 音楽 大日本絵画 メロディーえほん  ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月
74 音楽 プレジデ社   ＣＤ付き名曲を聴きながら旅するオーケストラの絵本
75 音楽 金の星社  音のでる絵本おとのでる♪てあそびうたえほん
76 音楽 学研   ブルー・アイランド先生の音楽教室　クラシックの時間ですよ！
77 音楽 金の星社 うたってたたこう！　わくわくリズムあそびどうようえほん
78 音楽 金の星社  おとのでるうたっておどれるからだあそびうたえほん
79 音楽 教芸 歌のミュージックランド（５訂版）楽しい歌とコーラス
80 音楽 学研  音楽をもっと好きになる本第2巻いろいろな楽器を知る
81 音楽 光文書院 みんなのうた
82 美術 コスミック たのしいこうさく！きってはってぬってぶっく
83 美術 国土社 たのしい図画工作９うごくおもちゃ
84 美術 国土社 たのしい図画工作１４こすり出し・すりだし
85 美術 国土社 たのしい図画工作１６ちぎり紙・きり紙・はり絵
86 美術 小峰書店 リサイクル工作ずかん
87 美術 廣済堂出版 スケッチ練習帖１００
88 美術 マール社 はじめてさんの水彩色鉛筆Lesson 超初心者編
89 美術 偕成社 かこさとしうつくしい絵

90 美術 新星出版社  いちばん親切な 西洋美術史
91 美術 ちくま文庫  モチーフで読む美術史
92 美術 ブティック社  作って楽しい☆おもしろ工作BOOK 
93 美術 インプレス  線一本からはじめる伝わる絵の描き方ロジカルデッサンの技法
94 美術 視覚デザイン研究所 鑑賞のための西洋美術史入門 
95 美術 福音館書店 立体で見る美術がわかる本
96 美術 ポプラ めちゃめちゃあそぶっく！２　ぬりえでめちゃめちゃあそぶっく
97 保健体育 学研 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂版・人のからだ
98 保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？
99 保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育
100 保健体育 合同出版 イラスト版からだのしくみとケア　子どもとマスターする５８のからだの知識

101 保健体育 枻出版社  日本一わかりやすい筋肉の本
102 保健体育 金の星社 見たい聞きたい恥ずかしくない性の本　女の子の心とからだ
103 保健体育 金の星社 見たい聞きたい恥ずかしくない性の本　男の子の心とからだ



104 保健体育 合同出版  イラスト版１０歳からの性教育　子どもとマスターする５１の性のしくみと命のだいじ

105 保健体育 三省堂  こども　からだのしくみ絵じてん
106 保健体育 アーニ出版  こんにちは！からだとこころシリーズ１　女の子のからだの絵本
107 保健体育 アーニ出版 こんにちは！からだとこころシリーズ２　男の子のからだの絵本
108 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育〈２〉　大切なからだ・こころ
109 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（３）　女の子が大人になるとき
110 保健体育 少年写真新 ドキドキワクワク性教育（４）　男の子が大人になるとき
111 保健体育 合同出版 イラスト版発達に遅れがある子どもと学ぶ性のはなし　子どもとマスターする性のしくみ・いのちの大切さ

112 職業 日本教育研 ひとりだちするためのビジネスマナー＆コミュニケーション
113 職業 日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策  改訂版
114 職業 集英社 「なりたい！」が見つかる将来の夢さがし！職業ガイド234種
115 職業 PHP 好きから見つけるなりたい職業ガイドブック
116 職業 ブロンズ新 挨拶絵本  
117 職業 日本教育研 ひとりだちするための進路学習-あしたへのステップ
118 職業 開隆堂出版 職業・家庭たのしい職業科　わたしの夢につながる
119 職業 開隆堂出版 夢を育む技術、職業－未来に向かって　
120 職業 福音館書店 福音館の科学シリーズ　ただいまお仕事中
121 職業 国土社 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（３）　地域・社会生活編
122 職業 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１７　夢のかなえ方
123 職業 学研 なぜ僕らは働くのかー（君が幸せになるために考えてほしい大切なこと）

124 職業 ブロンズ新 しごとば
125 職業 中央法規 「働く」の教科書　１５人の先輩とやりたい仕事を見つけよう！
126 職業 合同出版 子どもとマスターする４６のお金の知識イラスト版お金のしごと
127 家庭 日本教育研 ひとりだちするための調理学習
128 家庭 講談社 こどもクッキング　ママと作る休日の朝ごはん
129 家庭 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑
130 家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭
131 家庭 日本図書  栄養素キャラクター図鑑
132 家庭 開隆堂出版 職業・家庭たのしい家庭科　わたしのくらしに生かす
133 家庭 みらい 家庭科の基本―できますか?教えられますか?いまさら聞けない…生活のワザ、満載!

134 家庭 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術　イラスト版子どものお手伝い
135 家庭 成美堂出版 ラクラク楽しい家事の基本大事典最新保存版
136 家庭 日東書院 ひとりで作って、みんなで食べよ！　はじめてのごはん
137 家庭 学研 改訂版家庭科の基本
138 家庭 開隆堂出版 共に生きる家庭科－自立を目指して
139 家庭 国土社 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（１）　家庭生活編
140 家庭 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん１　みのまわりのきほん
141 家庭 日本教育研 ひとりだちするためのライフキャリア教育
142 家庭 学研 学研の図鑑ＬＩＶＥ　ｅｃｏ　食べもの
143 家庭 こばと 上級編レベルアップ　せいかつ
144 外国語 むさし 英語ってだいすきＣＤ付テキスト  
145 外国語 むさし 英語でたのしく  ＷＥ　ＥＮＪＯＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＤ付テキスト
146 外国語 むさし 英語をはなそう  
147 外国語 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた  
148 外国語 ｍｐｉ 英会話たいそうＤａｎｓｉｎｇｌｉｓｈ  
149 外国語 むさし  英語でスタート(CD付きテキスト)
150 外国語 くもん出版 くもんのはじめての英会話じてんＣＤつき
151 外国語 ｍｐｉ もっと英会話たいそう  
152 外国語 小学館 ドラえもん英語おもしろ攻略 ゼロから始める英語
153 外国語 アルク 陰山英男の反復練習　はじめての英会話（ＣＤ２枚つき）
154 外国語 ｍｐｉ どんどんわかるフォニックス練習帳
155 外国語 誠文堂新光 英語好きな子に育つたのしいお話３６５　
156 外国語 文理 できる！！がふえる↑ドリル英語アルファベットと英単語　
157 外国語 ｍｐｉ 子供のための英語で自己表現ワーク１
158 外国語 三修社 英語で発想・英語で表現　えいごで日記
159 道徳 髙橋書店 こころのふしぎ  なぜ？どうして？



160 道徳 教育画劇 ぼくがあかちゃんだったとき
161 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２）　友だち関係（自分と仲良く）

162 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１９）　楽しくお手伝い
163 道徳 ポプラ社 答えのない道徳の問題どう解く？　
164 道徳 永岡書店 生きる力を育てる新時代の伝記　世界を変えた人たち３６５　
165 道徳 弘文堂 こども六法
166 道徳 日本図書 おやくそくえほん　はじめての「よのなかルールブック」
167 道徳 光村図書 なんだろう　なんだろう
168 道徳 合同出版 イラスト版子どもたちのモラルスキル　言葉・表情・行動で身につく道徳

169 道徳 日本図書 ヤワな大人にならない！生き方ルールブック
170 道徳 学研 名作よんでよんでイソップどうわ２５話
171 道徳 岩崎書店 じぶん
172 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（６）友だち関係（気持ちの伝え方）

173 道徳 髙橋書店 続・こころのふしぎ  なぜ？どうして？
174 道徳 河出新社 考えよう話そう道徳！　みんなで道トーク！３まち編
175 情報 技術評論社 これからはじめるワードの本
176 情報 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１２ネットのルール
177 情報 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１１友だち関係考え方のちがい
178 情報 技術評論社  これからはじめるパワーポイントの本
179 情報 技術評論社 これからはじめる エクセルの本
180 情報 技術評論社 大きな字でわかりやすいパソコン入門Windows10対応版（改訂３版）

181 情報 技術評論社 大きな字でわかりやすいWindows 10 インターネット入門
182 情報 金の星社 大人になってこまらない　マンガで身につくネットのルールとマナー
183 情報 技術評論社 絵心がなくてもできる　Wordで素敵なお絵描き
184 情報 講談社 ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本
185 情報 学事出版 わたしたちのLINEハンドブック
186 情報 インプレス いちばんやさしい新しい写真&カメラの教本 人気講師が教える良さが伝わる写真の撮り方  

187 情報 翔泳社 デジカメ&ビデオカメラで動画を上手く撮る本
188 情報 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（29）ＡＩって何だろう？－人工知能が拓く世界－

189 情報 理論社 情報モラル学習第３巻友だちと使う・ＳＮＳのルール



学校の教育目標

採択希望教科用図書（松橋支援学校高等部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称

1 国語 東洋館 くらしに役立つ国語

2 国語 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２３）  文章がうまくなる

3 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語
4 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語５

5 国語 小学館 本物の国語力をつけることばパズル・初級編

6 社会 東洋館 くらしに役立つ社会

7 社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）

8 社会 永岡書店 楽しく学んで力がつく！こども世界地図
9 社会 一ツ橋書店編集部  高校生の社会常識ノート

10 社会 講談社 図解社会人の基本マナー大全
11 数学 東洋館 くらしに役立つ数学

12 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学

13 数学 こばと 中学生のための数学

14 数学 こばと 中級編ジャンプアップ  さんすうⅢ

15 数学 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）

16 理科 東洋館出版社 くらしに役立つ理科

17 理科 評論社 からだのなかとそと　めくるとわかるからだの本

18 理科 小峰書店 かんさつ名人はじめての栽培８そだててみたいやさいや花

19 理科 小学館 ぐらっとゆれたらどうする！？
20 理科 さ・え・ら書房  目で見る物理力・運動・光・色・原子・質量・・・・

21 音楽 (有）ケイ・エム・ピーｋｍｐ  ドレミファソラシド８つの音で引けるやさしいメロディ

22 音楽 (有）ケイ・エム・ピーｋｍｐ  初心者でも弾ける！片手だけ！右手だけ！で弾ける人気＆定番クラシック

23 音楽 ヤマハミュージックエンタテイメ
ントホールディングス 親子で！おうちで！さくっとできる！超簡単楽器づくり

24 音楽 ドレミ楽譜出版社 みんなでうたおうニュー・スクール・ソング

25 音楽 学研プラス ブルー・アイランド先生の 週刊おんがく通信: 音楽のこと お話ししましょう! 

26 美術 ロクリン社　 名画で遊ぶあそびじゅつ！　世界をぐるりと美術鑑賞

27 美術 小学館 あーとぶっく　ひらめき美術館第３館

28 美術 視覚デザイン研究所 ハートアートシリーズ　デジカメのえほん

29 美術 小学館 ドラえもんの図工科おもしろ攻略　絵とデザインがとくいになる

30 美術 さえら たのしい工作教室　たのしいねんど工作

31 保健体育 ジアース 特別支援学校自立活動　あたらしいわたしたちのうんどう

32 保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育

33 保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４からだ！！げんき！？

34 保健体育 ひかりのくに 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

35 保健体育 合同出版 子どもとマスターする５８のからだの知識イラスト版からだのしくみとケア

36 職業 日本教育研究出版 ひとりだちするための進路学習

37 職業 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための新・見てわかるビジネスマナー集

38 職業 日本教育研 ひとりだちするためのライフキャリア教育

39 職業 日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策改訂版  

40 職業 偕成社 子どもの生活（３）マナーをきちんとおぼえよう！

41 家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭

42 家庭 開隆堂出版 共に生きる家庭科－自立を目指して

43 家庭 育成会 自立活動ハンドブック５　ぼなぺてぃどうぞめしあがれ

44 家庭 山と渓谷社 家庭科の教科書　小学校低学年～高学年用

45 家庭 日本教育研 ひとりだちするための調理学習

学校名 松橋支援学校［肢体不自由］

児童生徒一人一人の個性を大切にし、きめ細やかで専門性の高い教育活動を通して、自立と社会参加に向
けて、豊かな人生を切り拓く児童生徒を育てる。

学校教育法附則９条の規定による一般図書



46 外国語 ひさかたチャイルド ＡＢＣ－スキンシップ絵本ー

47 外国語 鈴木出版 えいごのじかん　How Do You Do？はじめまして

48 外国語  ポプラ社 英語で話そう１おはよう、ママ！

49 外国語  ポプラ社 英語で話そう２学校に行こう！

50 外国語  ポプラ社 英語で話そう３いくらですか？

51 外国語  福音館 世界のあいさつ

52 道徳 講談社 いのちをいただくみいちゃんがお肉になる日

53 道徳 講談社 決定版心をそだてるはじめての伝記１０１人

54 道徳 皆成社 子どものマナー図鑑(４)おつきあいのマナー

55 道徳 合同出版 イラスト版子どものためのモラルスキル　言葉・表現・行動で身につく道徳

56 道徳 リベラル社 道徳えほん　つよくやさしい心を育てるおしえてえんまさま
57 情報 実教出版 ２０２3　事例でわかる情報モラル&セキュリティ

58 情報 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１２　ネットのルール
59 情報 ジアース教育出版 特別支援教育のためのタブレット活用
60 情報 技術評論社 大きな字で分かりやすいパソコン入門改訂３版
61 情報 SBクリエイティブ Word2019やさしい教科書



学校の教育目標

採択希望教科用図書（荒尾支援学校高等部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 東洋館 くらしに役立つ国語
2 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語  
3 国語 こばと 中高生のための国語
4 国語 こばと 初級編ステップアップことば・もじ
5 国語 こばと 上級編レベルアップ  対人関係スキルアップトレーニングシート
6 国語 戸田デザイ いろがみの詩
7 社会 東洋館 くらしに役立つ社会
8 社会 東洋館 三訂版これだけは身につけよう！　社会科の基礎知識
9 社会 偕成社 きみが考える・世の中のしくみ（１）政治ってなんだろう？
10 社会 永岡書店 楽しく学んで力がつく！こども世界地図
11 社会 永岡書店 見て、学んで、力がつく！こども日本地図２０２１年版
12 数学 東洋館 くらしに役立つ数学
13 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学 
14 数学 こばと 中級編ジャンプアップさんすうⅡ
15 数学 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー
16 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学ワーク　お金編 
17 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学ワーク２　時間編
18 数学 こばと 中高生のための数学
19 数学 永岡書店 どうぶつえあわせカード
20 数学 講談社 にじいろカメレオン
21 理科 東洋館 くらしに役立つ理科
22 理科 文一総合出版 しぜんのきょうかしょ　みのまわりのふしぎ見つけよう
23 理科 こばと 中高生のための　自然・理科
24 理科 岩崎書店 身のまわりのふしぎサイエンス１ 食べものを科学するパート１
25 理科 岩崎書店 身のまわりのふしぎサイエンス３  くらしを科学する
26 理科 学研 ほんとのおおきさ動物園 
27 理科 学研 もっと！ほんとのおおきさ動物園  
28 職業 日本教育研究出版 ひとりだちするためのビジネスマナー＆コミュニケーション
29 職業 日本教育研究出版 ひとりだちするためのトラブル対策改訂版  
30 職業 日本教育研究出版 ひとりだちするための進路学習
31 職業 開隆堂出版 夢を育む技術、職業　未来に向かって
32 職業 全国手をつなぐ育成会連合会 あたらしいほうりつの本（２０１８）
33 職業 くもん出版 生活図鑑カード  生活道具カード
34 職業 社会福祉法人南高愛隣会 暮らしのルールブック
35 道徳 草思社 みんなのためのルールブックあたりまえだけど、とても大切なこと
36 道徳 偕成社 子どものマナー図鑑（４）おつきあいのマナー
37 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２）友だち関係（自分と仲良く）
38 道徳  新星出版社 考える力を伸ばす！心を育てる！読み聞かせ３６６話
39 道徳 高橋書店 こころのふしぎ　なぜ？どうして？

学校名 荒尾支援学校［知的障がい］

一人一人の自立と社会参加を目指し、地域・社会に開かれた教育活動の展開

学校教育法附則９条の規定による一般図書



学校の教育目標

採択希望教科用図書（高等部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 ペン習字 硬筆書写テキスト（１）
2 国語 かもがわ 聞きとりワークシート２  大事なところを聞きとろう編
3 国語 かもがわ 聞きとりワークシート１  言われたことをよく聞こう編
4 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語  
5 国語 東洋館 くらしに役立つ国語  
6 国語 チャイルド 本好きの子どもに育つ世界名作童話集
7 国語 こばと 中高生のための国語  
8 国語 教育出版 中学書写硬筆練習帳  
9 国語 こばと 初級編ステップアップ  こくごⅠ
10 国語 ポプラ ポプラ社の知育ドリルぜんぶできちゃうシリーズ３  せんをかこう１
11 国語 ポプラ ぺたぺたチャンピオン！3　シールブック１０００ちえのおけいこ
12 国語 ポプラ つんでならべてちえキューブ  
13 国語 PHP 子どものための論理トレーニング・プリント
14 社会 かもがわ 実行機能力ステップアップワークシート
15 社会 こばと 心をのばすソーシャルスキルトレーニング用ワークシート下  
16 社会 くもん出版 生活図鑑カード　マーク標識カード１集
17 社会 日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策改訂版  
18 社会 育成会 あたらしいほうりつの本（２０１８）  
19 社会 東洋館 くらしに役立つ社会
20 社会 日本教育研 ひとりだちするための社会
21 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学  
22 数学 東洋館 くらしに役立つ数学  
23 数学 数研出版 とにかく基礎中１数学 
24 数学 福音館 安野光雅の絵本　はじめてであうすうがくの絵本１
25 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学  ワーク１お金編
26 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学  ワーク２時間編
27 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学  ワーク３量と測定、図形、表とグラフ編

28 数学 ポプラ これなあに？かたぬきえほん５  くだものいろいろかくれんぼ
29 数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん  
30 理科 くもん出版 生活図鑑カード  くだものやさいカード１集
31 理科 小学館 きっずジャポニカ・セレクション  １０才までにやってみようかんたんワクワク理科あそび

32 理科 主婦と生活 でんじろう先生の学校の理科がぐんぐんわかるおもしろ実験  
33 理科 学研 小５理科をひとつひとつわかりやすく。 改訂版 
34 理科 学研 やさしくまるごと小学理科改訂版  
35 理科 世界文化社 写真でわかるなぜなに１  どうぶつ
36 理科 成美堂出版 中学生理科の自由研究パーフェクト  
37 理科 東洋館 くらしに役立つ理科  
38 理科 くもん出版 自然図鑑カード花と木カード
39 理科 ポプラ すいぞくかんぴったりカード
40 音楽 くおん出版 リズムカード  
41 音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん１  たのしいピアノのおけいこ
42 音楽 かもがわ 心とからだを育てる和太鼓
43 音楽 学研 音楽をもっと好きになる本１　歌や演奏を楽しむ
44 音楽 学研 音楽をもっと好きになる本２　いろいろな楽器を知る

学校名 かもと稲田支援学校[知的障がい]

地域や家庭と連携しながら児童生徒一人一人に応じた教育活動を実践することで、児童生徒が自分に自信
を持ち、夢に向かって挑戦する力や地域社会の中で生きていく力を育む。

学校教育法附則９条の規定による一般図書



45 音楽 教芸 歌のミュージックランド（５訂版）楽しい歌とコーラス
46 音楽 教芸  MY SONGクラス合唱用６訂版
47 音楽 ポプラ 音のでる知育絵本２２  脳科学からうまれたにぎにぎえほん
48 音楽 コスミック うたってたのしいどうようえほん  
49 音楽 コスミック たのしい！カラオケピアノえほん  
50 音楽 成美堂出版 音と光のでる絵本ならしてあそぼう、どうようタンバリン
51 美術 小学館 ドラえもんの図工科おもしろ攻略　イラストがじょうずに描ける　
52 美術 小学館 ドラえもんの図工科おもしろ攻略　絵とデザインがとくいになる
53 美術 小学館  あーとぶっく１ゴッホの絵本ーうずまきぐるぐるー
54 美術 小学館  あーとぶっく２モネの絵本ー太陽とおいかけっこー
55 美術 小学館  あーとぶっくひらめき美術館第３館
56 美術 好学社 レオ・レオニの絵本  じぶんだけのいろ
57 美術 くもん出版 ファーストステップドリル  さいしょのはってみよう
58 美術 くもん出版 ファーストステップドリル  さいしょのぬってみよう
59 美術 くもん出版 ファーストステップドリル  さいしょのきってみよう
60 美術 くもん出版 ファーストステップドリル  すいすいきってみよう
61 保健体育 山と溪谷社 基礎体力つくりの教科書小学校低学年～高学年用  
62 保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育  
63 保健体育 みらい 中学体育実技  東京都版
64 保健体育 金の星社 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？
65 保健体育  ひかりのく たのしいてあそびうたえほん
66 保健体育 成美堂出版 体幹力を上げるコアトレーニング  
67 保健体育 合同出版 運動が得意になる４３の基本レッスン　イラスト版体育のコツ
68 保健体育 アーニ出版 性教育の絵本  
69 職業 日本教育研 ひとりだちするための進路学習  
70 職業 日本教育研 ひとりだちするための  ビジネスマナー＆コミュニケーション
71 職業 日本教育研 ひとりだちするためのライフキャリア教育
72 職業 ブロンズ新 挨拶絵本  
73 職業 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための　新・見てわかるビジネスマナー集

74 職業 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための見てわかる　社会生活ガイド集
75 職業 中央法規 「働く」の教科書  １５人の先輩とやりたい仕事を見つけよう！
76 職業 評論社 スカーリーおじさんの  はたらく人たち
77 職業 こばと 中級編ジャンプアップ  集中力・注意力アップトレーニングシート
78 職業 開隆堂出版 夢を育む技術、職業－未来に向かって　
79 家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭  
80 家庭 扶桑社 覚えておきたい！新・料理の基本１２３  
81 家庭 育成会 自立生活ハンドブック１１  ひとりだち（改訂版）
82 家庭 金の星社 おてつだいの絵本
83 家庭 日本教育研 ひとりだちするための調理学習
84 家庭 開隆堂出版 職業・家庭たのしい家庭科　わたしのくらしに生かす
85 家庭 日本教育研 絵を見て学べるやさしい料理教室  私たちの調理
86 家庭 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん  
87 家庭 小学館 マグネットシールえほん  たべもの
88 家庭 ポプラ これなあに？かたぬきえほん４  おきがえいろいろかくれんぼ
89 家庭 開隆堂出版 共に生きる家庭科－自立を目指して　
90 外国語 偕成社 エリック・カ－ルの絵本  英語でもよめるはらぺこあおむし
91 外国語 三省堂 英語のゲーム音であそぼう
92 外国語 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた  
93 外国語 mpi 子供のための英語で自己表現ワーク１ 
94 外国語 mpi 英会話たいそうＤａｎｓｉｎｇｌｉｓｈ　
95 外国語 東京書籍 Ｗｅ　Ｃａｎ！２
96 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２）友だち関係（自分と仲良く）
97 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（６）友だち関係（気持の伝え方）
98 道徳 童話屋 葉っぱのフレディ-いのちの旅-



99 道徳 合同出版 イラスト版子どものアサーション　自分の気持ちをきちんと言える３８の話し方

100 道徳 合同出版 イラスト版子どものアンガーマネジメント　怒りをコントロールする４３のスキル

101 道徳 ポプラ 答えのない道徳の問題どう解く？
102 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２８）日本のこと～伝統・文化・風習～

103 道徳 かもがわ あたまと心で考えようＳＳＴワークシート  自己認知・コミュニケーションスキル編

104 道徳 かもがわ あたまと心で考えようＳＳＴワークシート  思春期編
105 道徳 合同出版 コロロメソッドで学ぶことばを育てるワークシート
106 情報 講談社 スマホ・パソコン・ＳＮＳこどもあんぜん図鑑  
107 情報 くもん出版 場面でわかる正しいことばづかいと敬語４  電話・メール・手紙のことば

108 情報 学研 書きかたがわかるはじめての文章レッスン２　手紙・電子メール
109 情報 旺文社  学校では教えてくれない大切なこと（１２）ネットのルール
110 情報 富士通ＦＯＭ出版 〈改訂版〉はじめてのらくらくキーボード(よくわかる)
111 情報 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（29）ＡＩって何だろう？～人工知能が拓く世界～

112 情報 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（25）プログラミングって何？(IT社会のしくみ)



学校の教育目標

採択希望教科用図書（大津支援学校高等部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語
2 国語 東洋館 くらしに役立つ国語
3 国語 東洋館 くらしに役立つワーク国語
4 国語 こばと 上級編レベルアップ  ことばのつかいかた
5 国語 こばと 上級編レベルアップ  対人関係スキルアップトレーニングシート
6 国語 こばと 初級編ステップアップことば・もじ

7 国語 こぐま会 ことば絵カード１００

8 社会 東洋館出版社  くらしに役立つ社会
9 社会 戸田デザイン研究室 にっぽんちず絵本
10 社会 平凡社 新版はじめましてにほんちず
11 社会 岩崎書店 世界人権宣言の絵本　みんなたいせつ
12 社会 福音館 みるずかん・かんじるずかん　世界のあいさつ
13 社会 日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策予防・回避・対処が学べる（改訂版）
14 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学
15 数学 東洋館 くらしに役立つ数学
16 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学ワーク①お金編
17 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学ワーク②時間編
18 数学 こばと 上級編レベルアップ  お金と時計の文章題
19 数学 こばと 中級編ジャンプアップ  とけい・おかね・カレンダー
20 数学 こばと 初級編ステップアップさんすうⅠ
21 数学 こばと 初級編ステップアップかず・すうじ
22 数学 東京書籍 教科書ぴったりトレーニング算数小学１年東京書籍版「あたらしいさんすう」準拠

23 理科 東洋館  くらしに役立つ理科
24 理科 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ１２　のはらのずかん-野の花と虫たち-
25 理科 金の星社 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？
26 理科 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　ふしぎをためす図鑑（１）かがくあそび
27 理科 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！
28 理科 金の星社 おとのでるどうぶつえほん
29 音楽 ひかりのくに 改訂新版どうようえほん“”
30 音楽 グランまま社 うたえほんⅢ
31 音楽 汐文社 和楽器にチャレンジ！１和太鼓を打ってみよう
32 音楽 教育芸術社 MY SONGクラス合唱用５訂版

33 音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪どうようえほん
34 音楽 金の星社 音のでる絵本おとのでる♪てあそびうたえほん
35 音楽 金の星社 おとのでるうたっておどれるからだあそびうたえほん
36 音楽 成美堂出版 音と光のでる絵本いっぱいスイッチ
37 美術 学研 あそびのおうさまBOOK どんどんぬるほん
38 美術 ポプラ あそびのひろば２　やさしいてづくりのプレゼント
39 美術 さえら たのしい工作教室　木のぞうけい教室
40 美術 福音館 DO！図鑑シリーズ　工具図鑑
41 美術 岩崎書店 あそびの絵本　紙ねんどあそび
42 保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育
43 保健体育  学研 どんどんめくってはっけん！からだのふしぎ
44 保健体育 福音館 かがくのとも絵本　きゅうきゅうばこ新版

学校名 大津支援学校［知的障がい］

一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を行い、将来の自立と社会参加をめざして主
体的に学び、取り組む児童生徒を育成する。

学校教育法附則９条の規定による一般図書



45 保健体育 偕成社 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？
46 保健体育 国土社 保健室で見る本１　からだをまもろう・動かそう予防とトレーニング
47 職業 日本教育研 ひとりだちするための進路学習 
48 職業 開隆堂出版 職業・家庭　たのしい職業科　わたしの夢につながる
49 職業 開隆堂出版 夢を育む技術、職業－未来に向かって　
50 職業 日本教育研 ひとりだちするための  ビジネスマナー＆コミュニケーション
51 職業 中央法規 「働く」の教科書　１５人の先輩とやりたい仕事を見つけよう！
52 家庭 東洋館 くらしに役立つ　家庭
53 家庭 くもん出版 いろいろサンドイッチ
54 家庭 金の星社 ひとりでできるもん！１たのしいたまご料理
55 家庭 福音館 Do！図鑑シリーズ生活図鑑
56 家庭 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん
57 家庭 えほんの杜 １０歳から知っておきたいお金の心得
58 外国語 くもん出版 CD付き英語のうたカード
59 外国語 くもん出版 CD付き英語カードたべもの編
60 外国語 戸田デザイン 英和じてん絵本
61 外国語 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた
62 外国語 三省堂 英語のゲーム音で遊ぼう



学校の教育目標

採択希望教科用図書（菊池支援学校高等部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 朝日新聞 あいうえお・おなまえ音かるたゲーム　音でる♪知育絵本

2 国語  ブロンズ新社 だるまさんシリーズ「が・の・と」（３点セット）

3 国語 こばと 初級編ステップアップ  こくごⅠ

4 国語 ぺん習字 硬筆書写テキスト（１）  

5 国語 かもがわ 聞きとりワークシート２  大事なところを聞きとろう編

6 国語 かもがわ 聞きとりワークシート１  言われたことをよく聞こう編

7 国語 ポプラ ポプラ社の知育ドリルぜんぶできちゃうシリーズ３  せんをかこう１

8 国語 ポプラ つんでならべてちえキューブ  

9 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語  

10 国語 東洋館 くらしに役立つ国語  

11 国語 こばと 中高生のための国語  

12 国語 教育出版 中学書写硬筆練習帳  

13 国語 くもん出版 もじ・ことば１　はじめてのひらがな１集

14 社会 講談社 うたう♪たべる！あそぶ！１２か月の行事のえほん 

15 社会 ポプラ 音のでる知育絵本１５  こえでおぼえるごあいさつえほん

16 社会 かもがわ 実行機能力ステップアップワークシート

17 社会  日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策改訂版  

18 社会 育成会 あたらしいほうりつの本２０１８改訂版 

19 社会 東洋館 くらしに役立つ社会

20 社会 くもん出版 生活図鑑カードのりものカード

21 数学  交通新聞社  はらぺこあおむしエリック・カールマグネットあそび

22 数学 ポプラ これなあに？かたぬきえほん５  くだものいろいろかくれんぼ

23 数学 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん  

24 数学 ポプラ ふわふわトイブック４  のりものぴったりふわふわパズル

25 数学  日本教育研 ひとりだちするための算数・数学  

26 数学 東洋館 くらしに役立つ数学  

27 数学 数研出版 とにかく基礎中１数学 

28 数学 ポプラ ポプラ社の知育ドリルぜんぶできちゃうシリーズ１６はじめてのすうじ３

29 数学 講談社   集中力UP!　指先あそび１０００まいシールパズルかわいいどうぶつ

30 数学 ポプラ ふわふわトイブック１　どうぶつぴったりふわふわパズル

31 数学 学研 エリック・カールの知育ブック1・2・3

32 数学  くもん出版 かずカード

33 数学  日本教育研  ひとりだちするための算数・数学ワーク１お金編 

34 数学  日本教育研  ひとりだちするための算数・数学 ワーク２時間編 

35 数学  日本教育研 ひとりだちするための算数・数学ワーク３-量と測定・図形・表とグラフ編- 

36 数学 こばと 中級編ジャンプアップ  集中力・注意力アップトレーニングシート

37 理科 三起商行 ポカポカフレンズのしかけと音のえほん　だーれかな？いきもの

38 理科 くもん出版 生活図鑑カード  くだものやさいカード１集

39 理科 小学館 きっずジャポニカ・セレクション  １０才までにやってみようかんたんワクワク理科あそび

40 理科  主婦と生活 でんじろう先生の学校の理科がぐんぐんわかるおもしろ実験  

41 理科 学研 小５理科をひとつひとつわかりやすく。　改訂版  

42 理科 学研 やさしくまるごと小学理科　改訂版  

43 理科  成美堂出版 中学生理科の自由研究パーフェクト  

44 理科 東洋館 くらしに役立つ理科  

学校名 菊池支援学校［知的障がい］

一人一人の障がいの状態や特性、教育的ニーズなどエビデンスに基づいた教育活動を実践し、未来に向
かって自立し、社会参加できる、生きる力を持った児童生徒を育成する。

学校教育法附則９条の規定による一般図書



45 理科 くもん出版 自然図鑑カード花と木カード

46 理科 ポプラ すいぞくかんぴったりカード

47 理科 NHK出版  カガクノミカタ１　観察してみよう

48 理科 NHK出版  カガクノミカタ２　予想してみよう

49 理科 NHK出版  カガクノミカタ３　実験してみよう

50 理科 朝日新聞  音でる♪知育絵本音とめくるしかけつきどうぶつ＆のりものずかんタブレット

51 理科 朝日新聞 型はめ・音でる知育絵本なきごえきいて！どうぶつパズル

52 音楽 ポプラ 音のでる知育絵本２２  脳科学からうまれたにぎにぎえほん

53 音楽 くもん出版 リズムカード  

54 音楽 かもがわ 心とからだを育てる和太鼓

55 音楽 コスミック うたってたのしいどうようえほん  

56 音楽 朝日新聞 うたおう♪はなそう！おうた＆ことばタブレット  音でる♪知育絵本うたおう

57 音楽 朝日新聞 てあそびうた＆ゆびあそびゲームタブレット  音でる♪知育絵本

58 音楽 学研 音楽をもっと好きになる本１　歌や演奏を楽しむ

59 音楽 学研 音楽をもっと好きになる本２　いろいろな楽器を知る

60 美術  福音館書店 かがみのえほん　かがみのサーカス

61 美術 くもん出版 ファーストステップドリル  さいしょのはってみよう

62 美術 くもん出版 くもんのはじめてのえほん  くれよんぐるぐる

63 美術 くもん出版 ファーストステップドリル  さいしょのぬってみよう

64 美術 くもん出版 ファーストステップドリル  さいしょのきってみよう

65 美術 くもん出版 ファーストステップドリル  すいすいきってみよう

66 美術 小学館 ドラえもんの図工科おもしろ攻略　イラストがじょうずに描ける　

67 美術 小学館 ドラえもんの図工科おもしろ攻略　絵とデザインがとくいになる

68 美術 小学館  あーとぶっく１ゴッホの絵本ーうずまきぐるぐるー

69 美術 小学館  あーとぶっく２モネの絵本ー太陽とおいかけっこー

70 美術 小学館  あーとぶっくひらめき美術館第３館

71 美術 河出新社 けずってスクラッチアート　ひみつの森でかくれんぼ

72 保健体育 山と溪谷社 基礎体力つくりの教科書小学校低学年～高学年用  

73 保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育  

74 保健体育 みらい 中学体育実技  東京都版

75 保健体育  成美堂出版 体幹力を上げるコアトレーニング  

76 保健体育  アーニ出版 性教育の絵本  

77 保健体育 合同出版 運動が得意になる４３の基本レッスン　イラスト版体育のコツ

78 職業 三起商行 音のでるおしごとえほん　レジスター

79 職業 日本教育研 ひとりだちするための進路学習  

80 職業 日本教育研 ひとりだちするための  ビジネスマナー＆コミュニケーション

81 職業 中央法規 「働く」の教科書  １５人の先輩とやりたい仕事を見つけよう！

82 職業 評論社 スカーリーおじさんの  はたらく人たち

83 職業  日本教育研 ひとりだちするためのライフキャリア教育

84 職業  日本教育研 ひとりだちするための就労支援ノート

85 職業 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための新・見てわかるビジネスマナー集

86 職業 ジアース 知的障害・発達障害の人たちのための社会生活ガイド集

87 職業 日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策改訂版

88 家庭 三起商行 ポカポカフレンズのしかけと音のえほん　なにしてるの？せいかつ

89 家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭  

90 家庭 扶桑社 覚えておきたい！新・料理の基本１２３  

91 家庭 ナツメ社 子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん  

92 家庭 育成会 自立生活ハンドブック１１  ひとりだち（改訂版）

93 家庭 小学館 マグネットシールえほん  たべもの

94 家庭 ポプラ これなあに？かたぬきえほん４  おきがえいろいろかくれんぼ

95 家庭 ポプラ やさい・くだものぴったりカード  

96 家庭  くもん出版  生活図鑑　たべものカード

97 家庭 日本教育研究 ひとりだちするための調理学習

98 外国語 三起商行 ポカポカフレンズのことばえほん　こえでA★B★C



99 外国語 岩崎書店 はじめてのえいごずかん

100 外国語 学研 しゃべって覚える小学生の英会話ＴａｌｋｉｎｇＴｉｍｅ１　

101 外国語 くもん出版 ＣＤ付き英語のうたカード　

102 外国語 くもん出版 ＣＤ付き英語カードあいさつと話しことば編　

103 外国語 大日本絵画 めくりしかけえほん　たのしいａｂｃのえほん

104 外国語 アルク   キクタン小学生　聞いて文で覚える英単語帳１英語で言える自分のこと

105 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（６）  友だち関係（気持の伝え方）

106 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２）  友だち関係（自分と仲良く）

107 道徳 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（２８）  日本のこと～伝統・文化・風習～

108 道徳 草思社 みんなのためのルールブック  あたりまえだけど、とても大切なこと

109 道徳 かもがわ あたまと心で考えようＳＳＴワークシート  自己認知・コミュニケーションスキル編

110 道徳 かもがわ あたまと心で考えようＳＳＴワークシート  思春期編

111 道徳 かもがわ あたまと心で考えようＳＳＴワークシート  社会的行動編

112 道徳 合同出版 イラスト版子どものアサーション　自分の気持ちをきちんといえる３８の話し方

113 道徳 合同出版 イラスト版子どものアンガーマネジメント　怒りをコントロールする４３のスキル

114 道徳 ポプラ 答えのない道徳の問題どう解く？

115 道徳 合同出版 イラスト版子どものソーシャルスキル  友だち関係に勇気と自信がつく４２のメソッド

116 道徳 こばと 心をのばすソーシャルスキルトレーニング用ワークシート下  

117 情報 講談社 こどもあんぜん図鑑　スマホ・パソコン・ＳＮＳ-よく知ってネットを使おう！  

118 情報 くもん出版 場面でわかる正しいことばづかいと敬語４  電話・メール・手紙のことばと敬語

119 情報 学研 書きかたがわかるはじめての文章レッスン２　手紙・電子メール

120 情報 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１２）  ネットのルール

121 情報 富士通ＦＯＭ出版 〈改訂版〉はじめてのらくらくキーボード(よくわかる)



学校の教育目標

採択希望教科用図書（黒石原支援学校高等部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語

2 国語 東洋館 くらしに役立つ国語

3 国語 ひかりのくに 改訂新版辞書びきえほんことわざ

4 国語 ひかりのくに 改訂新版辞書びきえほんもののはじまり

5 国語 ひかりのくに 辞書びきえほん　漢字改訂新版

6 国語 講談社 ことばのかたち

7 社会 東洋館 くらしに役立つ社会

8 社会 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん小型版

9 社会 永岡書店 こども写真ひゃっか ＤＶＤ付き 新幹線ひみつ大図鑑

10 社会 パイインターナショナル はじめてのにほんちずえほん

11 社会 ひかりのくに マナーやルールがどんどんわかる！新装改訂版みぢかなマーク

12 社会 小学館 ドラえもんちずかん１にっぽんちず

13 社会 日本教育研 ひとりだちするための社会

14 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学

15 数学 新興出版社 小学教科書ぴったりトレーニング　東京書籍版算数４年

16 数学 清風堂書店 改訂版算数が苦手な子どもへの個別支援プリントステップ２  くり上がりのたし算・くりさがりのひき算 

17 数学 童話屋 美しい数学シリーズ１　１０人のゆかいなひっこし

18 数学 福音館 安野光雅の絵本　はじめてであうすうがくの絵本１

19 数学 学研プラス さわって学べる算数図鑑

20 数学 日本図書センター 数え方図鑑

21 理科 東洋館 くらしに役立つ理科

22 理科 ナツメ社 好奇心をそだて考えるのが好きになる  科学のふしぎな話３６５

23 理科 世界文化社 写真でわかるなぜなに１  どうぶつ

24 理科 学研 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂　人のからだ

25 理科 パイインターナショナル はじめてのてんきえほん

26 理科 パイインターナショナル はじめてのほしぞらえほん

27 理科 パイインターナショナル はじめてのからだえほん

28 音楽 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん１  たのしいピアノのおけいこ

29 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほん　たいこ

30 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほん  もっきん

31 音楽 プレジデント社 名曲を聴きながら旅する　オーケストラの絵本

32 音楽 金の星社 うたってたたこう！わくわくリズムあそび　どうようえほん

33 音楽 教育芸術社 ６訂版　歌はともだち

34 音楽 東洋館 くらしに役立つ音楽

35 美術 チャイルド ぬったりかいたりらくがきBOOK

36 美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん

37 美術 好学社 レオ・レオニの絵本  じぶんだけのいろ

38 美術 福音館 福音館の単行本  かがみのえほんかがみのサーカス

39 美術 福音館 福音館の単行本  かがみのえほんふしぎなにじ

40 美術 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん

41 美術 永岡書店 ポップアップ絵本　カラーモンスター　きもちはなにいろ？

42 美術 秀学社 美術資料

43 保健体育 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（１８）からだと心

44 保健体育 学研 どんどんめくってはっけん！からだのふしぎ

45 保健体育 偕成社 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－

46 保健体育 学研 学研の図鑑LIVE人体

学校名 黒石原支援学校［病弱］

児童生徒一人一人の今を充実させるとともに、将来の自立と社会参加を目指し、可能性を伸ばす。

学校教育法附則９条の規定による一般図書



47 保健体育 PHP研究所 こころのふしぎ　たんけんえほん

48 保健体育 金の星社 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？

49 職業 日本教育研 ひとりだちするための進路学習

50 職業 日本教育研 ひとりだちするためのライフキャリア教育

51 職業 日本教育研 ひとりだちするためのビジネスマナー＆コミュニケーション

52 職業 日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策改訂版

53 職業 日本教育研 ひとりだちするための就労支援ノート

54 職業 日本教育研 障害のある子のための職業ガイド

55 家庭 日本教育研 ひとりだちするための調理学習

56 家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭

57 家庭 福音館 福音館の単行本  かがみのえほんきょうのおやつは

58 家庭 福音館 Ｄｏ！図鑑シリーズ  料理図鑑

59 家庭 日本図書センター 栄養素キャラクター図鑑

60 家庭 開隆堂出版 共に生きる家庭科－自立を目指して

61 外国語 創英社 ＮｅｗＡＢＣｏｆＥＮＧＬＩＳＨ  単語編

62 外国語 創英社 ＮｅｗＡＢＣｏｆＥＮＧＬＩＳＨ  基本編

63 外国語 創英社 ＮｅｗＡＢＣｏｆＥＮＧＬＩＳＨ  会話編新装改訂新版

64 外国語 パイインターナショナル はじめてのえいごでおしゃべりえほん

65 外国語 のら書店 どうぶつABCえほん

66 外国語 三省堂 英語のゲーム音であそぼう

67 外国語 成美堂 CDつき楽しく歌える英語のうた



学校の教育目標

１　採択希望教科用図書（小国支援学校高等部：検定済教科書）

番号 種目名 発行者略称
1 道徳 学図 かがやけみらい　しょうがっこうどうとく1ねん 小学校用
2 道徳 学図 かがやけみらい　小学校どうとく2ねん 小学校用
3 道徳 学図 かがやけみらい　小学校どうとく3ねん 小学校用

２　採択希望教科用図書（小国支援学校高等部：絵本等）

番号 種目名 発行者略称
4 国語 東洋館
5 国語 東洋館
6 国語 同成社
7 国語 こばと
8 国語 こばと
9 国語 くもん出版
10 社会 日本教育研
11 社会 偕成社
12 社会 偕成社
13 社会 玉川大学出
14 社会 汐文社
15 社会 カンゼン
16 社会 学研
17 数学 東洋館
18 数学 東洋館
19 数学 こばと
20 数学 同成社
21 数学 こばと
22 理科 主婦と生活
23 理科 小学館
24 理科 新日本
25 理科 永岡書店
26 理科 東洋館
27 音楽 学研
28 音楽 学研
29 音楽 学研
30 音楽 全音楽譜
31 音楽 全音楽譜
32 美術 コクヨ
33 美術 コクヨ
34 美術 西村書店
35 美術 西村書店
36 美術 岩波書店
37 保健体育 合同出版

38 保健体育 東洋館
39 保健体育 国土社
40 保健体育 合同出版
41 保健体育 合同出版
42 職業 ジアース

43 職業 ジアース

上級編レベルアップ　ことばのつかいかた

学校名 小国支援学校［知的障がい］

一人一人の個性と特性に応じた適切な指導を行い、調和のとれた心豊かでたくましい児童生徒を育成する

学校教育法附則９条の規定による一般図書
書籍名称

学校教育法附則９条の規定による一般図書
書籍名称

くらしに役立つ国語
くらしに役立つワーク国語
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）

中高生のための国語

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）

もじ・ことば１　はじめてのひらがな１集
ひとりだちするための社会
きみが考える・世の中のしくみ(１)　政治ってなんだろう？
きみが考える・世の中のしくみ(４)　社会保障ってなに？
イラスト案内社会のしくみ図鑑
わたしのくらし世界のくらし
こどもSDGｓ（エスディージーズ）なぜSDGsが必要なのかがわかる本
読んで見て楽しむ日本地図帳増補改訂版
くらしに役立つ数学
くらしに役立つワーク数学
中高生のための数学

かおノート

初級編ステップアップ　かず・すうじ　
でんじろう先生の学校の理科がぐんぐんわかるおもしろ実験
ドラえもんの理科おもしろ攻略理科実験Q&A
でんじろう先生のおもしろ科学実験室２　ふしぎ実験
なぜ？ど～して？科学の図鑑
くらしに役立つ理科
音楽をもっとすきになる本１　歌や演奏を楽しむ
音楽をもっとすきになる本２　いろいろな楽器を知る
音楽をもっとすきになる本４　名曲を感じる
リズムに強くなりたい　リズムあそび編CD付
リズムに強くなりたい　踊ってリズム編CD付

ジャバラワークブック
直感こども美術館 すごいぞ！ニッポン美術
直感こども美術館 見てごらん！名画だよ
だれでもアーティスト
子どもとマスターする５８のからだの知識　イラスト版からだのしくみとケア

くらしに役立つ保健体育
保健室で見る本１　からだをまもろう・動かそう予防とトレーニング
子どもとマスターする45の操体法　改訂版新イラスト版からだのつかい方ととのえ方

運動が得意になる４３の基本レッスン　イラスト版体育のコツ
知的障害・発達障害の人たちのための見てわかる　社会生活ガイド集

知的障害・発達障害の人たちのための　新・見てわかるビジネスマナー集



44 職業 日本教育研究出版

45 職業 日本教育研究出版

46 職業 草思社

47 職業 こばと

48 家庭 東洋館

49 家庭 開隆堂出版

50 家庭 開隆堂出版

51 家庭 日本教育研

52 家庭 金の星社

53 道徳 河出新社
54 道徳 河出新社
55 道徳 河出新社
56 道徳 合同出版

ひとりだちするための　進路学習

イラスト版子どものためのモラルスキル言葉・表情・行動で身につく道徳

ひとりだちするための　ビジネスマナー＆コミュニケーション

みんなのためのルールブック　あたりまえだけど、とても大切なこと

中高生のための生活・社会

くらしに役立つ　家庭

共に生きる家庭科ー自立を目指して

職業・家庭　たのしい家庭科　わたしのくらしに生かす

ひとりだちするためのライフキャリア教育

おてつだいの絵本

考えよう　話そう　道徳!みんなで道トーク！１学校編
考えよう　話そう　道徳!みんなで道トーク！２家庭編　
考えよう　話そう　道徳!みんなで道トーク３まち編



学校の教育目標

採択希望教科用図書（芦北支援学校高等部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 あかね書房 よめるよめるもじのえほん  

2 国語 あかね書房 もじのえほん  あいうえお

3 国語 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）  くらしのことば

4 国語 金の星社 新しいえほん　へんしんトンネル  

5 国語 講談社 にじいろのさかなブックポップアップ絵本にじいろのさかなのかくれんぼ

6 国語 東洋館 くらしに役立つ国語  

7 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編１（改訂版）（表象形成・音韻形成・発声・発音）

8 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編２（改訂版）（ひらがなの読み書き）

9 国語 同成社 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）

10 国語 日本教育研 ひとりだちするための国語

11 社会 小峰書店 さがしてみよう！まちの記号とマーク  １学校の記号とマーク

12 社会 偕成社 きみが考える・世の中のしくみ（１）  政治ってなんだろう？

13 社会 偕成社 きみが考える・世の中のしくみ（４）  社会保障ってなに？

14 社会 東洋館 くらしに役立つ社会  

15 社会 あかね書房 世界の国旗・クイズ図鑑  

16 社会 ＰＨＰ 日本の「なぜ？」に答えるお話３６６　伝統・文化から世界一の技術まで

17 社会 ひかりのくに 改訂新版辞書びきえほん日本地図  

18 社会 日本教育研 ひとりだちするための社会

19 数学 東洋館 くらしに役立つ数学  

20 数学 金の星社 音のでるとけいえほん  いまなんじ？

21 数学 同成社 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）

22 数学 同成社 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）

23 数学 同成社 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）

24 数学 同成社 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）

25 数学 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）

26 数学 偕成社 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

27 数学 あかね書房 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

28 数学 童心社 かずのほん１  どっちがたくさん

29 数学 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学  

30 理科 小峰書店 かんさつ名人はじめての栽培８  そだててみたいやさいや花

31 理科 偕成社 ちょこっとできるびっくりあそび１  水のふしぎあそび

32 理科 偕成社 ちょこっとできるびっくりあそび２  空気のふしぎあそび

33 理科 偕成社 ちょこっとできるびっくりあそび３  重さのふしぎあそび

34 理科 講談社 講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ  植物ＤＶＤつき

35 理科 福音館 福音館の科学シリーズ  昆虫

36 理科 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ  花ＤＶＤつき

37 理科 小学館 小学館の図鑑ＮＥＯ  野菜と果物

38 理科 東洋館 くらしに役立つ理科

39 音楽 講談社 創作絵本  歌の絵本１－日本の唱歌より－

40 音楽 くもん出版 ＣＤ付き童謡カード第１集  

41 音楽 くもん出版 ＣＤ付き童謡カード第２集  

42 音楽 くもん出版 ＣＤ付き童謡カード第３集  

43 音楽 博雅堂 おはなし音楽会２  新装版モーツァルトナレーション入りＣＤ付き

学校名 芦北支援学校［肢体不自由、知的障がい］

ア　児童生徒それぞれの力や特性を見極め、さらに伸ばすきめ細やかな指導を行う。
イ　一人一人が将来に向けて生活の質を向上させ、自立した生活ができるよう、生きる力を持った児童生徒を育成す
る。
ウ　児童生徒同士、職員、家庭、地域が共に学び、共に育つよう連携を深める。

学校教育法附則９条の規定による一般図書



44 音楽 教育芸術社  歌のミュージックランド～楽しい歌とコーラス～６訂版

45 音楽 プレジデ社 ＣＤ付き名曲を聴きながら旅するオーケストラの絵本  

46 美術 小峰書店 新やさしいこうさく１  新聞紙でつくろう！

47 美術 小峰書店 新やさしいこうさく１０  ペットボトルでつくろう！

48 美術 岩崎書店 つくろう楽しもう学校かざり２ろうかや教室をかざろう

49 美術 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック  

50 美術 あかね書房 トリックアート図鑑  ペーパークラフト

51 美術 あかね書房 なぞなぞあなあきえほん１  いろのかくれんぼ

52 美術 小学館 あーとぶっく  ひらめき美術館第１館

53 美術 小学館 あーとぶっく１  ゴッホの絵本－うずまきぐるぐる－

54 美術 小学館 ピタゴラ装置ＤＶＤブック２

55 美術 小学館 ピタゴラ装置ＤＶＤブック３

56 美術 岩波書店 だれでもアーティスト

57 美術 視覚デザイン研究所  大切なものの残しかた色えんぴつな気分

58 保体 文響社 大人も知らない!?スポーツの実は･･･
59 保体 東洋館 くらしに役立つ保健体育
60 保体 あかね書房 からだが元気になる本（１）けんこうをしる！４つのひみつ
61 保体 童話館出版 あなたが守る　あなたの心・あなたのからだ
62 保体 アー二絵本 性教育の絵本
63 職業 日本教育研 ひとりだちするための進路学習  

64 職業 日本教育研 ひとりだちするための  ビジネスマナー＆コミュニケーション

65 職業 ブロンズ新 しごとば  

66 職業 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（６）  友だち関係（気持の伝え方）

67 職業 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと（９）  ルールとマナー

68 家庭 福音館 福音館の単行本  じぶんでつくろうこどものしゅげい

69 家庭 あかね書房 ゆうたくんのいばりいぬ４  ゆうたとかぞく

70 家庭 くもん出版 生活図鑑カード  生活道具カード

71 家庭 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑

72 家庭 ひかりのく ２０２シリーズ  たべもの２０２

73 家庭 東洋館 くらしに役立つ家庭科
74 外国語 戸田デザイ ＡＢＣえほん  

75 外国語 くもん出版 ＣＤ付き英語のうたカード  

76 外国語 くもん出版 ＣＤ付き英語カードあいさつと話しことば編  

77 外国語 三省堂 英語で読み聞かせせかいのおはなし（１）ＣＤ付  

78 外国語 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた  

79 外国語 三省堂 New ABC of English 基本編

80 外国語 明日香出版 CD BOOK たったの７２パターンでこんなに話せる英会話

81 道徳 高橋書店 こころのふしぎ　なぜ？どうして？

82 道徳 偕成社 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー

83 道徳 偕成社 日本の絵本　いちばんはじめのマナーえほん

84 道徳 偕成社 絵本・日本の童話名作選　ごんぎつね

85 道徳 学研 絵本単品　ええところ

86 道徳 日本図書 メシが食える大人になる！もっとよのなかルールブック
87 道徳 ブロンズ新社 ぼくのニセモノをつくるには
88 情報 実教出版 ２０２3　事例でわかる情報モラル&セキュリティ

89 情報 旺文社 学校では教えてくれない大切なこと１２ ネットのルール
90 情報 日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策改訂版
91 情報 技術評論社 ゼロからはじめるGsuite基本＆便利技
92 情報 ソーテック社 モバイル版Officeアプリ　for iPad/iPhone/Androidパーフェクトマニュア



学校の教育目標

採択希望教科用図書（球磨支援学校高等部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 日本教育研究出版 ひとりだちするための国語

2 国語 東洋館 くらしに役立つ国語

3 国語 ひさかた スキンシップ絵本  あいうえお

4 国語 偕成社 エリック・カールの絵本  とうさんはタツノオトシゴ

5 国語 同成社 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）

6 国語 同成社 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）

7 国語 同成社 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）

8 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための  国語４

9 国語 同成社 ゆっくり学ぶ子のための  国語５

10 国語 偕成社 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

11 社会 東洋館 くらしに役立つ社会  

12 社会 小学館 小学館の子ども図鑑プレNEO新版・楽しく遊ぶ学ぶせかいの図鑑

13 社会 小学館 小学館の子ども図鑑プレNEO楽しく遊ぶ学ぶにっぽんの図鑑

14 社会 育成会 自立生活ハンドブック９あたらしいほうりつの本

15 社会 フレーベル館 フレーベル館の図鑑　ＮＡＴＵＲＡ　ちきゅうかんきょう

16 社会 小学館 キッズペディア世界の国ぐに

17 数学 日本教育研究出版 ひとりだちするための算数・数学  

18 数学 東洋館 くらしに役立つ数学  

19 数学 偕成社 エリック・カールかずのほん １，２，３どうぶつえんへ

20 数学 小学館 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく遊ぶ学ぶかず・かたちの図鑑

21 数学 ひさかた スキンシップ絵本  かずのえほん

22 数学 同成社 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）

23 数学 同成社 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）

24 数学 同成社 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）

25 数学 同成社 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）

26 数学 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）

27 数学 くもん出版 はとのクルックのとけいえほん

28 理科 東洋館 くらしに役立つ理科

29 理科 フレーベル館 フレーベル館の図鑑ナチュラ１１　たべもの

30 理科 フレーベル館 NATURAふしぎをためす図鑑３　しょくぶつのさいばい

31 理科 福音館 科学シリーズ　地球

32 理科 フレーベル館 NATURAふしぎをためす図鑑２　しぜんあそび

33 保健体育 東洋館 くらしに役立つ保健体育

34 保健体育 大揚社 ピリオド・ノート

35 保健体育 育成会 自立生活ハンドブック４からだ！！げんき！？

36 保健体育 ひかりのくに  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

37 保健体育 小学館 ２１世紀幼稚園百科１１からだのふしぎ

38 職業 日本教育研究出版 ひとりだちするためのビジネスマナー＆コミュニケーション

39 職業 日本教育研究出版 ひとりだちするためのトラブル対策改訂版

40 職業 育成会 自立生活ハンドブック１１　 ひとりだち（改訂版）

41 職業 ジアース教育新社 知的障害・発達障害の人たちのための見てわかる社会生活ガイド集

42 職業 日本教育研究出版 ひとりだちするための就労支援ノート

43 職業 日本教育研究出版 ひとだちするためのライフキャリア教育

44 家庭 日本教育研究出版 絵で見て学べるやさしい料理教室  私たちの調理

45 家庭 福音館書店 Ｄｏ！図鑑シリーズ 生活図鑑

学校名 球磨支援学校［知的障がい］

１　児童生徒一人一人の能力や適正に応じた教育活動を実践する。
２　互いに励まし助け合い、たくましく生き抜く児童生徒を育てる。
３　社会的自立や将来の豊かな生活に向けての知識・技能・態度を育てる。

学校教育法附則９条の規定による一般図書



46 家庭 日本教育研究出版 ひとりだちするための調理学習

47 家庭 学研 たべものくらべっこ　えほん

48 家庭 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（１）  朝ごはんつくろう！

49 道徳 合同出版 イラスト版子どものレジリエンス　元気・しなやか・へこたれない心を育てる５６のワーク

50 道徳 合同出版 イラスト版子どものためのモラルスキル　言葉・表情・行動で身につく道徳

51 道徳 東洋館 くらしに役立つソーシャルスキル　よりよく暮らす・働く・楽しむ

52 道徳 西東社 子ども　こころの育て方

53 道徳 高橋書店  こころのふしぎなぜ？どうして？

54 道徳 かもがわ出版    あたまと心で考えようSSTワークシート社会的行動編



学校の教育目標

採択希望教科用図書（天草支援学校高等部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 こばと 初級編ステップアップ　こくごⅠ
2 国語  くもん出版 もじ・ことば１　はじめてのひらがな１集
3 国語  くもん出版 もじ・ことば６　ひらがなしりとりあそび
4 国語 イースト めくってごらん　ことばのかくれんぼ
5 国語  大日本絵画 ディズニーしかけえほん　ドリーのずっと友だちだよ
6 国語  くもん出版 ひらがなことばカード１集　
7 数学 東洋館 くらしに役立つ数学　
8 数学  日本教育研 ひとりだちするための算数・数学　
9 数学 絵本館 五味太郎の絵本　かずのえほん１・２・３
10 数学 岩崎書店 すくすく脳育て！　かたちをはめこむまるさんかくしかく
11 数学 学研 学研の頭脳開発　おかねのれんしゅうちょう
12 数学  かんき出版 改訂版小学校６年間の算数が１冊でしっかりわかる本
13 職業 合同出版 子どもとマスターする４９の生活技術　イラスト版子どものマナー
14 職業 合同出版 子どもとマスターする４６のお金の知識　イラスト版お金のしごと
15 職業  日本教育研 ひとりだちするための進路学習　
16 職業  日本教育研 ひとりだちするためのライフキャリア教育　
17 職業  開隆堂出版 夢を育む技術、職業－未来に向かって　
18 職業  ブロンズ新 しごとば　
19 職業  日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策改訂版

学校名 天草支援学校［知的障がい］

自分らしく　元気に　持てる力を精一杯発揮し　人と関わりながら　主体的に学び生活する児童生徒の育成

学校教育法附則９条の規定による一般図書



学校の教育目標

採択希望教科用図書（苓北支援学校高等部）

番号 種目名 発行者略称 書籍名称
1 国語 三起商行 ポカポカフレンズのことばえほん  こえであいうえお

2 国語 好学社 レオ・レオニの絵本　じぶんだけのいろ

3 国語 ブロンズ新 おしくら・まんじゅう

4 国語 リーブル しりとりしましょ！たべものあいうえお

5 国語 ポプラ 絵本の時間４４  あなたをずっとずっとあいしてる

6 国語 童心社 とことこえほん  はなび　ドーン

7 国語 偕成社 竹下文子×鈴木まもるのりもの絵本  ピン・ポン・バス

8 国語 ブロンズ新 こんぶのぶーさん

9 国語 戸田デザイ あいうえおえほん

10 国語 朝日新聞 あいうえおＡＢＣタブレット  音でる♪知育絵本

11 国語 あかね書房 たのしくおぼえるあいうえおえほん

12 国語 偕成社 外国の絵本  ぼちぼちいこか

13 国語 講談社 決定版まんが日本昔ばなし１０１

14 国語 東洋館 くらしに役立つ国語

15 国語 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお

16 国語 童心社 とっとこ とっとこ
17 国語 小峰書店 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　

18 国語 成美堂出版 よみきかせおはなし絵本２むかしばなし・名作２

19 国語 永岡書店 ポップアップ絵本カラーモンスターきもちはなにいろ？

20 社会 こぐま社 こぐまちゃんえほん第１集  こぐまちゃんおはよう

21 社会 ブロンズ新 挨拶絵本

22 社会 偕成社 子どものマナー図鑑（３）  でかけるときのマナー

23 社会 パイインタ はじめてのにほんちずえほん

24 社会 パイインタ はじめてのせかいちずえほん

25 社会 永岡書店 こども写真ひゃっか　はたらくくるま大図鑑ＤＸ〈デラックス〉ＤＶＤ付き

26 社会 学研 はっけんずかん  のりもの改訂版

27 社会 金の星社 ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん１  ルールをまもろう！こうつうあんぜん

28 社会 金の星社 はじめてのちずえほん  たべものちずのえほん

29 社会 ひかりのく マナーやルールがどんどんわかる！  新装改訂版みぢかなマーク

30 社会 永岡書店 はじめての国旗えほん　せかいのことばでごあいさつ

31 社会 大日本絵画 マグネットしかけえほん　はたらくおおきなくるま

32 社会 戸田デザイ せかいちず絵本

33 社会 東洋館 くらしに役立つ社会

34 数学  ひかりのく 指さし・指なぞり  １２３かず

35 数学 大日本絵画 しかけえほん　びっくりかずあそび

36 数学 大日本絵画 めくりしかけえほん  たのしいかずのえほん

37 数学 三起商行 ポカポカフレンズのことばえほん　こえで１・２・３

38 数学 大日本絵画 あなあきしかけえほん  かわいいてんとうむし

39 数学 ポプラ まるまるまるのほん  

40 数学 東洋館 くらしに役立つ数学

41 理科 大日本絵画 プルバックでゴー！　てんとうむしのおさんぽ
42 理科 学研 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ水族館
43 理科 東京書店 ドアをあけたら
44 理科 学研 ＰｅｔｉｔＰｏｏｋａ  やさいさん
45 理科 評論社 ふしぎだな？知らないこといっぱい空のうえにはなにがある？
46 理科 大日本絵画 めくりしかけえほんレタスをたべたのはだれ？

学校名 苓北支援学校［肢体不自由］

個々の可能性を伸ばし、自立と豊かな生活につながる教育の実践

学校教育法附則９条の規定による一般図書



47 理科 福音館 かがくのとも絵本あしたのてんきははれ？くもり？あめ？
48 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんもっきん

49 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのリズムえほんマラカス

50 音楽 ひさかた わらべうたえほん　とんとんとんとん　ひげじいさん

51 音楽 永岡書店 ＤＶＤとイラストでよくわかる！手あそびうたブック

52 音楽 新星出版社 頭のいい子が育つクラシックの名曲４５選

53 音楽 三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんたいこ

54 音楽 音楽センタ 楽譜集・クラスでうたうこどものうた音楽会のうた・行事のうた曲集

55 美術 大日本絵画 むしむしさわってごらん
56 美術 文研出版 みるみる絵本もこもこもこ
57 美術 偕成社 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
58 美術 大日本絵画 しかけえほんびっくりいろあそび
59 美術 コクヨ おしゃれノート
60 美術 金の星社 きむらゆういちの手作りおもちゃ傑作集　うごく工作
61 美術 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック
62 美術 偕成社 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


