
議案第２３号 

令和５年度使用特別支援学校 

教科用図書の採択について 

（学校教育法第３４条第１項検定済教科書） 



種   目
発行者の

番号・略称
書　　　　　名

国語 　３８　光村 国語
書写 　３８　光村 書写
社会 　１７　教出 小学社会
地図 　４６　帝国 楽しく学ぶ　小学生の地図帳
算数 　１７　教出 小学算数
理科 　２　東書 新しい理科
生活 　２　東書 新しい生活
音楽 　２７　教芸 小学生の音楽

図画工作 　１１６　日文 図画工作
家庭 　２　東書 新しい家庭
保健 　２２４　学研 みんなの保健
英語 　２　東書 NEW HORIZON Elementary English Course
道徳 　３８　光村 道徳

発行社の正式名称
　２　東書・・・ 東京書籍株式会社
　１７　教出・・・ 教育出版株式会社
　２７　教芸・・・ 株式会社教育芸術社
　３８　光村・・・ 光村図書出版株式会社
　４６　帝国・・・ 株式会社帝国書院
　１１６　日文・・・ 日本文教出版株式会社
　２２４　学研・・・ 株式会社学研教育みらい

（検定済教科書）

令和５年度使用特別支援学校小学部教科用図書採択希望一覧
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令和５年度使用特別支援学校中学部教科用図書採択希望一覧
（検定済教科書）

種   目
発行者の

番号・略称
書　　　　　名

国　　語 38　光村 国語

書　　写 2　東書 新しい書写

社　　会（地理的分野） 46　帝国
社会科　中学生の地理
世界の姿と日本の国土

社　　会（歴史的分野） 17　教出 中学社会　歴史　未来をひらく

社　　会（公民的分野） 17　教出 中学社会　公民　ともに生きる

地　　図 46　帝国 中学校社会科地図

数　　学 17　教出 中学数学

理　　科 61　啓林館 未来へひろがるサイエンス

音　　楽（一般） 27　教芸 中学生の音楽

音　　楽（器楽合奏） 27　教芸 中学生の器楽

美　　術 116　日文 美術

保健体育 2　東書 新しい保健体育

技術・家庭（技術分野） 2　東書 新しい技術・家庭　技術分野　未来を創る　Technology

技術・家庭（家庭分野） 2　東書
新しい技術・家庭　家庭分野
自立と共生を目指して

英　　語 38　光村 Here We Go!　ENGLISH COURSE

道　　徳 224　学研 新・中学生の道徳　明日への扉

　２　東書・・・ 東京書籍株式会社
　１７　教出・・・ 教育出版株式会社
　２７　教芸・・・ 株式会社教育芸術社
　３８　光村・・・ 光村図書出版株式会社
　４６　帝国・・・ 株式会社帝国書院
　６１　啓林館・・・ 株式会社新興出版社啓林館
　１１６　日文・・・ 日本文教出版株式会社
　２２４　学研・・・ 株式会社学研教育みらい

発行者の正式名称



発行者の番号
教科書

の記号

略称 番号

183 現国

第一 715

183 言文

第一 715

50 国表

大修館 701

17 国表

教出 306

183 論国

第一 712

50 論国

大修館 705

50 文国

大修館 705

50 現Ａ

大修館 308

183 現B

第一 340

現代文Ａ　改訂版 3

旧カリキュラム採用教科書。評論から物語文までバランスよく配置され、
読みやすい作品が多数ある。

作品の長さや、写真、データの配置など分量
が適切である。

写真や資料がカラー印刷で読み取りや
すい。

1

近現代、古文、漢文など各ジャンルがバランスよく配置されており、段階
を踏んで理解を深められる。

2

標準的な文学作品が掲載され、幅広く使うことができる。また、注釈や資
料等の読みやすさがある。

構成・分量ともに適切である。読み比べがで
きる題材が多く、理解を深められる構成と
なっている。

作品の長さなど、標準レベルから取り組むこ
とができる。

体系的に文章構成のつくり方が解説されて
いる。

国語表現 2

高等学校　標準論理国語

高等学校　改訂版　標準現代文
B

2

3

旧カリキュラム採用教科書。入試に向けた内容が掲載されている。

社会生活に必要な表現活動を多く取り扱っている。学習項目は、それぞ
れ段階的に構成されており、練習問題が多く扱いやすい。

論理国語

1

思考力や判断力、伝える力を培う教材がバランスよく配置されており、段
階を踏んで理解を深められる。

構成・分量ともに適切である。論理的・実用
的な文章と、言語活動のバランスが良い。

新編　文学国語

図版が豊富で配色がよい。単元ごとに
テーマが設定され目標が立てやすい。

見出しが大きく、配色が効果的であ

る。

国語表現　改訂版 3

旧カリキュラム採用教科書。色々な角度から文章表現に関する解説が配
置されており、演習ノートも使いやすい。

構成・分量ともに適切である。近現代文学、
古文、漢文のバランスが良い。

図版が豊富で配色がよい。また、補足
的な内容がわかりやすく書かれている。

図版が豊富で配色がよい。また、学習
のねらいが単元ごとにわかりやすく書か
れている。

（検定済教科書）

令和5年度使用特別支援学校高等部教科用図書採択希望一覧

種

目
教　科　書　名

使用

学年
内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

カラーでの資料が豊富で見やすい。

学習の手引きが充実しており、考えるヒ
ントになる。

図版が豊富で配色がよい。

巻頭資料や写真資料の見やすいなど
使いやすい。

資料編が見やすくまとめられており、分量も
適切である。

2

短く簡潔な文章が取りあげられていて、扱いやすい。脚注が丁寧で、文章
の内容を理解しやすい。

構成・分量ともに適切である。評論、小説、詩
など、単元のバランスが良い。また、資料も
充実している。

評論・小説・詩歌など各ジャンルがバランスよく配置されており、

段階を踏んで理解を深められる。

構成・分量ともに適切である。評論、小説、詩
など、単元のバランスが良い。

国
語

高等学校　標準現代の国語

高等学校　標準言語文化
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発行者の番号
教科書

の記号

略称 番号

（検定済教科書）

令和5年度使用特別支援学校高等部教科用図書採択希望一覧

種

目
教　科　書　名

使用

学年
内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

2 古B

東書 329

46 地総

帝国 703

46 地図

帝国 703

46 歴総

帝国 ７０６

46 世Ａ

帝国 314

2 日Ｂ

東書 310

46 公共

帝国 ７０７

46 現社

帝国 318

写真や資料がカラー印刷で読み取りや
すい。

標準高等地図

テーマ学習をするのに適しており、分量とし
ても適切である。公民として社会参画するこ
とをイメージすることができる装丁である。

地

理

歴

史

3

写真や資料が大きくわかりやすい。単元やページごとの学習テーマ・ポイ
ント・観点が明確で、課題を意識しながら学習できる。

明解歴史総合

新選日本史Ｂ

公

民

高等学校　新現代社会 3

現代社会の諸課題を詳しく扱っており、選択しながら学習できる。豊富な
資料・図を使って深く考察できる内容である。

テーマ学習をするのに適した構成であり、分
量としても適切である。

高等学校　新地理総合 1

写真や資料が豊富で、内容も適切である。単元やページごとの学習テー
マ・ポイント・観点が明確で、単元のねらいを意識しながら学習できる。日
本の自然環境と防災の項目が充実しており、最新の情報が写真に掲載
されている。

写真や資料が豊富で美しく、地理の教科書と
してふさわしい。分量も適切で、扱いやすい。

社会の諸課題を詳しく扱っており、選択しながら学習できる。資料・図が
豊富でわかりやすい内容になっている。環境問題や人権問題などについ
て深く掘り下げた内容になっている。

明解世界史Ａ

資料が分かりやすく表現されており、表
記も平易である。

資料等が平易でわかりやすい。

写真や資料が大きく、分かりやすく表現
されている。資料について分かりやすく
表記されている。

構成・分量共に適切である。
生徒が興味関心を持つ装丁である。

構成・分量共に適切である。 平易でわかりやすい。

全近代史の学習内容がコンパクトにまとまっているので、中学校の学習
内容を復習した上で、近現代史の内容を学習することができる。世界と日
本について相互に捉えることができ、資料などを活用して考察を深めるこ
とができる内容である。生徒の興味を引くコラムがおさめられていて、探
求型の学習に適した内容である。

写真や資料が大きくわかりやすい。単元やページごとの学習テー

マ・ポイント・観点が明確で、課題を意識しながら学習できる。歴

史上の人物についての説明があり、理解しやすい。

高等学校　公共 1

2

各地域の地図だけでなく、環境・社会・経済・政治についての現状・問題
が写真・地図入りで幅広く掲載されており、教科書と関連付けて学習を深
めることができる。

Ａ４判で大きく見やすい。分量も適切である。

1

3

3

旧カリキュラム採用教科書。古文、漢文両方のバランスが良い。 作品の長さなど、標準レベルから取り組むこ
とができる。

資料が豊富で生徒が興味・関心を持ち
やすいように表現されている。豊富な資
料を生かしアクティブラーニングが実践
可能。世界と日本の結びつきを理解し
やすい文章表記である。

世界の大きな流れを理解した上で、日本の
動きを学ぶ単元構成になっているので、世界
と日本の結びつきを理解しやすい。適切な分
量である。装丁は万博と文明開化で生徒が
興味を持ちやすいように工夫されている。

写真の解説が丁寧で充実している。
テーマや視点・課題を見つけやすく、課
題解決型の学習に活用しやすい表現で
ある。

生徒の興味関心を引きやすい表現であ
る。キーワードやポイントの解説があ
り、考えるヒントになる表記である。

国
語

新編古典B
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発行者の番号
教科書

の記号

略称 番号

（検定済教科書）

令和5年度使用特別支援学校高等部教科用図書採択希望一覧

種

目
教　科　書　名

使用

学年
内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

7 数Ⅰ

実教 708

104 数Ⅰ

数研 716

7 数Ａ

実教 708

7 数Ｂ

実教 706

104 数Ⅱ

数研 709

104 数Ⅲ

数研 323

104 数Ａ

数研 716

7 数Ａ

実教 323

104 数Ｂ

数研 326

高校数学B 2

解説が色による分類でなされてお

り、非常にわかりやすい表現であ

る。

高校数学Ⅰ 1

中学数学の学習内容についても復習ができるようになっており、例

題も多く、基礎・基本がしっかりと定着するような内容になってい

る。

新　高校の数学Ａ 1

内容が精選されている。問題文の扱いもよい。系統的に学習でき

る。

中学数学の学習内容についても復習ができるようになっており、例

題も多く、基礎・基本がしっかりと定着するような内容になってい

る。

平易でわかりやすい表現である。

各節ごとの問題量が適切である。 平易でわかりやすい表現である。

改訂版　高等学校　数学Ⅲ 3

基礎から高レベルの問題まで網羅されている。例題に対する解答例がわ
かりやすく説明されており、理解しやすい。

改訂版　高等学校　数学Ｂ

各節ごとの問題量が適切である。

基礎的な問題が多く、基礎を定着させやすい
構成になっている。また、各節ごとの問題量
が適切である。

中学数学の学習内容についても復習ができるようになっており、例

題も多く、基礎・基本がしっかりと定着するような内容になってい

る。

数

学

新　高校の数学Ⅰ 1

基礎から発展的内容まで網羅されている。例題に対する解答例がわかり
やすく説明されており、理解しやすい。

各節ごとの問題量が適切である。

3

内容が精選されている。問題文の扱いもよい。系統的に学習でき

る。

各節ごとの問題量が適切である。 平易でわかりやすい表現である。

高校数学Ａ新訂版 3

身近な具体例を用いて数学が現実に役立っていることが実感でき、

生徒が意欲的に取り組んでみようと思える内容になっている。

例題から練習問題まで十分な問題数があ

り、様々な生徒に対応できる構成になっ

ている。

共通点や相違点が一目でわかるよう

な工夫がなされ、生徒が理解しやす

い表現が多い。

数学Ⅱ 2

基礎から高レベルの問題まで網羅されている。例題に対する解答例がわ
かりやすく説明されており、理解しやすい。

各節ごとの問題量が適切である。 平易でわかりやすい表現である。

解説が色による分類でなされてお

り、非常にわかりやすい表現であ

る。

基礎的な問題が多く、基礎を定着させやすい
構成になっている。また、各節ごとの問題量
が適切である。

高校数学A 2

基礎的な問題が多く、基礎を定着させやすい
構成になっている。また、各節ごとの問題量
が適切である。

解説が色による分類でなされてお

り、非常にわかりやすい表現であ

る。

平易でわかりやすい表現である。
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発行者の番号
教科書

の記号

略称 番号

（検定済教科書）

令和5年度使用特別支援学校高等部教科用図書採択希望一覧

種

目
教　科　書　名

使用

学年
内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

61 科人

啓林館 703

61 物基

啓林館 315

61 物理

啓林館 310

61 化基

啓林館 318

61 化学

啓林館 312

61 生基

啓林館 315

61 生物

啓林館 309

61 物基

啓林館 705

生物　改訂版 3

生徒が視覚的にイメージしやすいよう工夫されている。身近な例が

多く、理解しやすい。

適切な構成であり、分量も良く、装丁も

きれいである。

視覚的に理解ができる図表を各所に

盛り込んである。重要項目には囲み

をつけて区別してあるのでわかりや

すいと思われる。

化学　改訂版 3

生徒が視覚的にイメージしやすいよう工夫されている。身近な例が

多く、理解しやすい。

適切な構成であり、分量も良く、装丁も

きれいである。

視覚的に理解ができる図表を各所に

盛り込んである。重要項目には囲み

をつけて区別してあるのでわかりや

すいと思われる。

生物基礎　改訂版 3

写真、イラストが多く、生徒がイメージしやすいよう工夫されてい

る。身近な例が多く、理解しやすい。

学習内容の定着を図るため、見開きごと

に「POINT」を配し、授業の予習・復習に

役立つ適切な構成であり、分量も良く、

装丁もきれいである。

学習の区切りがよく、本文と関連図

版が一目で見渡せる見やすいレイア

ウトになっている。見やすくわかり

やすい図が多数掲載されている。

物理　改訂版 3

生徒が視覚的にイメージしやすいよう工夫されている。身近な例が

多く、理解しやすい。

適切な構成であり、分量も良く、装丁も

きれいである。

視覚的に理解ができる図表を各所に

盛り込んである。重要項目には囲み

をつけて区別してあるのでわかりや

すいと思われる。

化学基礎　改訂版 3

見開きで内容が完結しており、進度に合わせて自由に教材の取捨選

択ができる。写真、イラストが多く、生徒がイメージしやすいよう

工夫されている。身近な例が多く、理解しやすい。

重要な図は２段抜きで配置し、紙面の半分
以上を図が占める構成であり、分量も良く、
装丁もきれいである。

「まとめ」では重要な用語・公式を

赤字で表記している。

高等学校　科学と人間生活 1

写真、イラストが多く、生徒がイメージしやすいよう工夫されてい

る。身近な例が多く、理解しやすい。

適切な構成であり、分量も良く、装丁も

きれいである。

適切であると思われる。

物理基礎　改訂版 3

本文は必要な内容を精選し、発展項目は重要度の高いもののみを収

録している。生徒が視覚的にイメージしやすいよう工夫されてい

る。身近な例が多く、理解しやすい。

適切な構成であり、分量も良く、装丁も

きれいである。

視覚的に理解ができる図表を各所に

盛り込んである。重要項目には囲み

をつけて区別してあるのでわかりや

すいと思われる。

2

本文は必要な内容を精選し、発展項目は重要度の高いもののみを収

録している。生徒が視覚的にイメージしやすいよう工夫されてい

る。身近な例が多く、理解しやすい。

適切な構成であり、分量も良く、装丁も

きれいである。

視覚的に理解ができる図表を各所に

盛り込んである。重要項目には囲み

をつけて区別してあるのでわかりや

すいと思われる。

理

科

高等学校　物理基礎
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発行者の番号
教科書

の記号

略称 番号

（検定済教科書）

令和5年度使用特別支援学校高等部教科用図書採択希望一覧

種

目
教　科　書　名

使用

学年
内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

61 化基

啓林館 706

61 生基

啓林館 705

50 保体

大修館 701

2 家基

東書 701

7 家庭

実教 303

7 家庭

実教 ７０４

7 家庭

実教 ７０５

装丁や分量が適切である。 裁縫の基礎から応用までの内容が載っ
ており、どの生徒にも対応できるように
なっている。2

重要ポイントが太字であらわされて

いる。読み仮名が丁寧に振られてい

る。

基本1項目2ページ構成で1学習時間の授業

想定がされている。

適度に具体的な事例が紹介されており、生徒は身近なこととして理

解しやすい。また、章ごとに課題が掲載されていて、話し合いや、

調べ学習の機会をもてるよう工夫してある。

ファッション造形基礎

製作の基礎から学べるようになっている。実習のための用具や採寸など
の基本的な知識についてイラスト入りで解説されている。

1/2

実生活に役立つ内容や高校生の身近な項目について内容が充実して

いる。

難解な語句を避けた、高校生が学習し
やすい表現である。図やグラフで分かり
やすい表記である。

保
健
体
育

装丁や分量が適切である。

3

家庭基礎　自立・共生・創造

生活産業情報 1/2

基本的な知識の習得に適した内容である。文書作成、表計算、プレゼン
などのソフトについても十分な説明がなされている。プログラミングについ
ても分かりやすい内容である。

現代高等保健体育

生活産業情報

実技と両立できる適切な分量である。生活産
業において情報が活用されていることが直感
的に認識できる装丁である。

2

基礎技能については、小学校、中学校の学習を振り返るページを設

け、知識が定着しやすいよう工夫してある。

判型を大きくし、必要な資料が必要なと

ころで見られる。

基本用語は小中高の家庭科教科書で
統一した書体を使い、ふりがなが付して
あるので、系統性のある学習ができる。

平易な文章表現で、高校生向けの教

材として適切である。

2

見開きで内容が完結しており、進度に合わせて自由に教材の取捨選

択ができる。写真、イラストが多く、生徒がイメージしやすいよう

工夫されている。身近な例が多く、理解しやすい。

重要な図は２段抜きで配置し、紙面の半分
以上を図が占める構成であり、分量も良く、
装丁もきれいである。

「まとめ」では重要な用語・公式を

赤字で表記している。

高等学校　生物基礎 2

写真、イラストが多く、生徒がイメージしやすいよう工夫されてい

る。身近な例が多く、理解しやすい。

学習内容の定着を図るため、見開きごと

に「POINT」を配し、授業の予習・復習に

役立つ適切な構成であり、分量も良く、

装丁もきれいである。

学習の区切りがよく、本文と関連図

版が一目で見渡せる見やすいレイア

ウトになっている。見やすくわかり

やすい図が多数掲載されている。

理
科

家

庭

高等学校　化学基礎
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発行者の番号
教科書

の記号

略称 番号

（検定済教科書）

令和5年度使用特別支援学校高等部教科用図書採択希望一覧

種

目
教　科　書　名

使用

学年
内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

7 家庭

実教 311

7 家庭

実教 703

61 C1

啓林館 713

183 C1

第一 722

61 論Ⅰ

啓林館 708

61 論Ⅱ

啓林館 708

15 コⅠ

三省堂 335

61 CⅡ

啓林館 713

61 コⅢ

啓林館 335

写真や図を交えて理解しやすい。また
重要語を青字にしたり、発音・アクセント
注意のマークを入れるなど、語彙学習
への工夫があり読みやすい。

Vision Quest
English Logic and
ExpressionⅡ Ace

2

論理的な文章を書くための解説・事例・演習が充実しており、確かな発信
力と論理的表現力を養うことができる。

短い文章から論理的な文章まで「書く」「話
す」活動を無理なく行える構成となっており、
適切である。

導入ページと発展ページが色分けされ
ており、読みやすい。

フォントやサイズ、レイアウトが適

切で読みやすい。
LANDMARK English
Communication Ⅱ

2

身近な題材から社会性の高い題材まで設定されており、世界の言語文化
に関する学習を展開しやすい。一定量のまとまりのある英文を読むこと
で、読解の力を高めることができる。

Revised LANDMARK
 English Communication Ⅲ

3

英語の４技能を活用できるよう工夫してあり、生徒が積極的にコミュニ
ケーションを図ろうとする態度を養うことができる。また難易度に配慮して
あり、生徒が段階的に学力をつけることができる。

各課の扉ページは写真・図・英問・キーワー
ドで構成され、英語による導入を行いやすい
工夫があり、生徒の実態に適している。

Vision Quest English Logic
and ExpressionⅠ Advanced

1

全単元において成句の例文が豊富で理解しやすく、生徒の実態に適して
いる。学んだ文法を使って無理なく論理的な英文を書く力を身に付けるこ
とができる。

見開きのレイアウトや写真などの配置が見
やすく、英文の量が適切である。

フォントやサイズ、レイアウトが適

切で読みやすい。

LANDMARK English
Communication Ⅰ

Vivid English
Communication Ⅰ

1

外
国
語

平易な英文で構成されており、読みやすく、学習の題材が生徒の実態に
適している。単元ごとに基本文法のドリルが豊富で、パターンプラクティス
に適している。

写真やイラストが豊富で理解しやすい。英文
の量が適切である。

家
庭

丁寧な導入と段階的な構成で、中学校の復
習をしっかり行うことができるので適切であ
る。

見開きのレイアウトや写真などの配置が

見やすく、英文の量が適切である。

子どもの発達に関する掲載も多数有り工夫さ
れている。また、図や写真などが豊富に使わ
れ、理解しやすい。3

豊富な事例が掲載されている。取り組みやすい実習題材も多い。発

達に応じたふさわしい保育の方法を効率的に学習できる。

1

全単元において成句の例文が豊富で理解しやすく、生徒の実態に適して
いる。まとまった量の英文を読むことで読解の力をつけることができる。

VISTA
English CommunicationⅠ
New Edition

3

子どもの発達と保育　新訂版

フードデザイン

系統的に配列され、適切である。

英文のレイアウトが工夫されており、視

覚教材とともに内容理解が進めやすく、

生徒の実態に合っている。

1/2

学習指導要領に示されている目標や内容に沿っており、適切なもの

が取り上げられている。

グローバルな視野からの題材が、生徒の興味を喚起し、ＳＤＧｓにも目を
向けることができる。またＱＲコードの掲載があり、生徒が授業以外でも
学びやすい。

フォントやサイズ、レイアウトが適

切で読みやすい。

表記は配色がよく、読みやすい。

図や表が多く、理解しやすい表現で

説明してある。

イラストや図表が豊富に用いられ、視覚
的に文法を理解しやすい。

写真や図が多く、本文の内容をイメージ
しやすい。連語の意味が表記されてい
てわかりやすい。
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発行者の番号
教科書

の記号

略称 番号

（検定済教科書）

令和5年度使用特別支援学校高等部教科用図書採択希望一覧

種

目
教　科　書　名

使用

学年
内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

61 英Ⅱ

啓林館 322

183 CⅡ

第一 721

7 情Ⅰ

実教 706

外
国
語

イラストや図表が豊富に用いられ、視覚
的に文法を理解しやすい。

Part1では英語らしい発想や、文法の使い方
を学び、Part2では自由作文の力を養う構成
となっており、適切である。

文章表現に平易なものが用いられて

おり理解しやすい。情

報
図説情報Ⅰ 1

例題を中心に学習内容の説明がされている。座学・実習どちらから

でも学習ができるよう配慮されていて扱いやすい。表計算ソフトの

利用について丁寧に取り上げられている。

分量・装丁とも適当である。また、図や

イラストなどを豊富に使われ、理解しや

すい。

Vivid English
Communication Ⅱ

2

英文のレイアウトが工夫されており、視

覚教材とともに内容理解が進めやすく、

生徒の実態に合っている。

単元ごとに幅広い分野から題材が設定されており、生徒の知的好奇

心に応え、学習を展開しやすい。一定量のまとまりのある英文を読

むことで、読解の力を高めることができる。

Vision Quest
English ExpressionⅡ Ace

3

英語表現Ⅰで学んだ文法の復習と、より高度な内容の学習が同時に行
える。また入試でよく出題されるトピックを扱うため大学入試を視野に入
れて学習を進めやすい。

フォントやサイズ、レイアウトが適

切で読みやすい。
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