
令和２年

第１４回 教 育 委 員 会 会 議

議案（第３０号）

秋田県教育委員会



議案第３０号

令和３年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について

次のとおり令和３年度秋田県立高等学校教科用図書を採択するものとする。

令和３年度使用 県立高等学校教科用図書採択（案）一覧

（高等学校用教科書第１部）（別添）

令和２年８月６日提出

秋田県教育委員会教育長 安 田 浩 幸

理 由

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条第１項第６号の規定によ

り、令和３年度の秋田県立高等学校教科用図書を採択する必要がある。これが、

この議案を提出する理由である。
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国語総合 国語表現 現代文Ａ 現代文Ｂ 古典Ａ 古典Ｂ

令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度

1 花　輪 第一３６０ 東書３２１　教出３２７
東書３２９　桐原３５４
桐原３５５

2 十和田 大修館３４７ 東書３２２　東書３２１ 大修館３１５ 東書３３０

3 小　坂 三省堂３３９ 大修館３０７ 大修館３３２　 東書３２９

4 大館鳳鳴 教出３４０　教出３４１ 桐原３４１ 桐原３５４　桐原３５５

5 大館桂桜 大修館３４７ 大修館３０７ 大修館３０８ 教出３２８ 教出３３８

6 大館国際情報学院
東書３３３　三省堂３３６
三省堂３３７

東書３０４ 数研３３３ 桐原３５４　桐原３５５

7 秋田北鷹 三省堂３３９　教出３４２ 教出３０６ 第一３０７ 教出３２８　大修館３３１ 数研３４３　数研３４４

9 能　代 第一３５８　第一３５９ 東書３２２ 数研３４３　数研３４４

10 能代松陽 第一３５８　第一３５９ 第一３０８ 東書３２２ 大修館３３９
大修館３４０

新 能代科学技術 東書３３２　第一３６２ 東書３２１

13 五城目 第一３６１ 大修館３０７ 第一３４０ 東書３２９

14 男鹿海洋 大修館３４７ 教出３０６ 東書３０６

15 男鹿工業 数研３５１ 東書３２１

16 秋田西 大修館３４４　大修館３４５ 第一３０８ 東書３２２ 東書３３０

17 金足農業 東書３３２ 第一３４０

18 秋　田 桐原３６３　桐原３６４ 桐原３４１ 桐原３５４　桐原３５５

19 秋田北 東書３３３ 筑摩３３８ 桐原３５４　桐原３５５

20 秋田南 数研３４８　数研３４９ 東書３０４ 東書３２２ 東書３３１　東書３３２

21 秋田中央 数研３４８　数研３４９ 三省堂３２３ 東書３０１ 第一３５０　第一３５１

22 新　屋 東書３３３ 東書３２２ 大修館３４１

23 秋田工業 東書３３３ 数研３３４

27 本　荘 大修館３４６ 東書３０４ 第一３３９ 筑摩３１２ 第一３５０　第一３５１

28 由　利 第一３５８　第一３５９ 教出３０６ 数研３３３ 数研３４３　数研３４４

29 由利工業 数研３５１ 大修館３３２

30 矢　島 第一３６１ 大修館３３２ 第一３５０　第一３５１

31 西　目 明治３５4 第一３４０ 大修館３１５ 明治３４７

32 仁賀保 東書３３２ 大修館３０７ 大修館３３２ 桐原３５４　桐原３５５

33 西仙北 大修館３４７ 大修館３０７ 数研３３４ 東書３２９

34 大曲農業 大修館３４７ 教出３０６ 第一３４０

34 大曲農業：太田 大修館３４７ 第一３０８ 第一３４０ 大修館３１５

35 大　曲 桐原３６３　桐原３６４ 教出３０６ 桐原３４１ 桐原３５４　桐原３５５

36 大曲工業 大修館３４７ 大修館３３２

37 角　館 教出３４２ 東書３２２ 第一３１４ 桐原３５４　桐原３５５

38 六　郷 大修館３４７ 大修館３０７ 東書３２１ 大修館３４２

39 横　手 明治３５２　明治３５３ 明治３３５ 明治３４５　明治３４６

40 横手城南 桐原３６３　桐原３６４ 第一３３９ 第一３５２

41 横手清陵学院 第一３６０ 大修館３０７ 数研３３３ 数研３４３　数研３４４

42 平　成 教出３４３ 教出３２７　第一３４０ 東書３２９

43 雄物川 大修館３４７ 大修館３０７ 東書３２１　三省堂３２４ 東書３２９

44 増　田 第一３６１ 大修館３０７ 大修館３３１ 第一３１４ 大修館３４２

45 湯　沢 桐原３６３　桐原３６４ 筑摩３３７ 桐原３５４　桐原３５５

46 湯沢翔北 第一３６０ 大修館３０７ 大修館３２９　大修館３３０
大修館３３１

第一３５２　第一３５３

46 湯沢翔北：雄勝 大修館３４７ 大修館３０７ 東書３２１

47 羽　後 大修館３４７ 大修館３０７ 東書３２１ 第一３１４

4 大館鳳鳴：定 三省堂３３９ 大修館３０７ 大修館３０８

新 能代：定 東書３３２ 教出３０６ 第一３０７

24 秋田明徳館：定 東書３３２ 第一３０７ 数研３３４ 大修館３４２

27 本　荘：定 大修館３４７ 大修館３０７

37 角　館：定 大修館３４７ 大修館３０７ 東書３０６

39 横  手：定 三省堂３３９ 大修館３０７ 三省堂３２５ 三省堂３０６

24 秋田明徳館：通 東書３３２ 教出３０６ 第一３４０ 第一３５３

国語

学校番号 高等学校名
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1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

9 能　代

10 能代松陽

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
世界史Ａ 世界史Ｂ 日本史Ａ 日本史Ｂ 地理Ａ 地理Ｂ 地図

令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度

清水３１３ 山川３１０ 清水３１０ 東書３１０　山川３０９ 帝国３０４ 帝国３１０

山川３１５ 実教３１１ 帝国３０８ 二宮３０５ 帝国３１０　二宮３１１

東書３１０ 東書３１１ 東書３０８ 清水３１１ 帝国３１３

山川３１８ 山川３１０ 山川３１１ 山川３０９ 帝国３０４ 帝国３１０

実教３１２ 実教３１３ 東書３１０ 帝国３０８ 帝国３０４ 帝国３１０

帝国３１４ 山川３１０ 第一３１２ 山川３０９ 帝国３０８ 帝国３０４ 帝国３１０

第一３１７ 山川３１０　山川３１４ 第一３１２ 清水３１３　山川３０９ 帝国３０８　 帝国３０４ 帝国３０９

実教３１１ 山川３１０ 山川３０９ 帝国３０８ 二宮３０５ 帝国３１０　帝国３１３

実教３１２ 山川３１０ 山川３１５ 帝国３０８ 帝国３０４ 帝国３１０

実教３１２ 東書３０７ 帝国３１０

帝国３１４ 清水３１３ 帝国３０４ 帝国３１０

第一３１７ 第一３１２ 帝国３１２ 二宮３１２

山川３１６ 第一３１２ 帝国３０８ 帝国３１０

実教３１１ 山川３１０ 第一３１２ 山川３０９ 帝国３１２ 帝国３０４ 二宮３１１

実教３１２ 帝国３１２ 二宮３１４

東書３１０ 山川３１０ 東書３０８ 山川３０９ 二宮３０９ 帝国３０４ 帝国３１０　二宮３１２

実教３１２ 山川３１０ 山川３０９ 帝国３０８ 二宮３０５ 帝国３１３　二宮３１１

山川３１６ 山川３１０ 東書３０８ 山川３０９ 二宮３０５ 帝国３１０

帝国３１４ 山川３１０ 東書３０８ 山川３０９ 二宮３０５ 二宮３１４

実教３１１ 山川３１０ 実教３０９ 実教３１１ 帝国３０８ 帝国３０４ 帝国３１０

実教３１２ 二宮３０９ 帝国３１０

帝国３１４ 山川３１０ 東書３０８ 山川３０９ 二宮３０５ 二宮３１４

清水３１３ 山川３１０ 実教３０９ 山川３０９ 帝国３０４ 二宮３１１

帝国３１４ 第一３１２ 帝国３０８ 二宮３１４

帝国３１４ 清水３１０ 帝国３０８ 帝国３１０

清水３１３ 清水３１０ 山川３０９ 二宮３０９ 二宮３１２

帝国３１４ 実教３０９ 実教３１１ 清水３１１ 帝国３０４ 二宮３１１

実教３１２ 山川３１４ 清水３１０ 東書３１０

第一３１７ 第一３１２ 帝国３０８ 帝国３１３

帝国３１４ 第一３１２ 帝国３１２ 帝国３０９

清水３１３ 山川３１０ 東書３０８ 山川３０９ 二宮３０９ 帝国３０４ 帝国３１０

山川３１６ 二宮３０９ 二宮３１１

山川３１６ 山川３１０ 実教３１３ 山川３０９ 帝国３０８ 帝国３０４ 二宮３１１

山川３１５ 帝国３０８ 帝国３１０

山川３１８ 山川３１０ 清水３１０ 山川３０９ 帝国３０８ 二宮３０５ 二宮３１１

第一３１７ 山川３１０ 清水３１０ 山川３０９ 帝国３０４ 帝国３１０

山川３１５ 山川３１０ 清水３１０ 山川３０９ 清水３１１ 二宮３０５ 帝国３１０

山川３１５ 山川３１４ 実教３０９ 実教３１１ 帝国３１２ 帝国３０４ 帝国３１０

実教３１２ 山川３１０ 実教３１３ 山川３０９ 二宮３０９ 二宮３１４

山川３１６ 山川３１０ 実教３１３ 山川３０９ 東書３０７ 帝国３０４ 帝国３１０

第一３１７ 山川３１０ 第一３１２ 山川３０９ 帝国３０４ 帝国３１０

第一３１７ 山川３１０ 実教３１３ 山川３０９ 二宮３０９ 帝国３０４ 帝国３１０　二宮３１２

東書３１０ 東書３０８

実教３１１ 実教３１３ 帝国３０８ 帝国３１０

山川３１６ 実教３０９ 二宮３０９ 帝国３０４ 二宮３１２

東書３１０ 清水３１０ 第一３１０ 帝国３１３

第一３１７ 東書３１１ 清水３１０ 清水３１３ 帝国３０８ 帝国３０４ 帝国３１０

第一３１７ 実教３１３ 清水３１１ 二宮３１２

山川３１６ 帝国３０８ 帝国３０９

東書３１０ 清水３１０ 東書３１０ 清水３１１ 帝国３１０

東書３１１ 帝国３０４ 帝国３１０

地理歴史
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1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

9 能　代

10 能代松陽

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
現代社会 倫理 政治・経済 数学Ⅰ 数学Ⅱ 数学Ⅲ

令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度

東書３１３ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４

清水３１６ 清水３１５ 数研３３０ 東書３１８

清水３１６ 第一３０９ 数研３３１ 数研３３１

数研３１９ 清水３０８ 東書３１１ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４

東書３１３ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４

清水３１６ 清水３０８ 実教３１３ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４

清水３１６ 清水３１４ 東書３１９　数研３２９ 数研３２９　東書３１９ 数研３２４

数研３２０ 実教３１２ 数研３２８ 数研３２８ 東書３１５

実教３１５ 数研３１４ 東書３１１ 数研３２９　数研３３０ 数研３２９ 東書３１６

実教３１５ 東書３１８　東書３１９ 実教３２２

東書３１３ 数研３３０ 数研３３０

実教３１５ 実教３１３ 数研３３１

東書３１３ 数研３２９ 数研３２９

東書３１３ 東書３１１ 実教３２０ 実教３２０ 数研３２４

東書３１３ 第一３３４ 第一３３４

実教３１４ 東書３１１ 第一３０９ 数研３２７ 数研３２７ 数研３２２

東書３１３ 清水３１３ 清水３１４ 数研３２８ 数研３２８ 数研３２３

東書３１３ 清水３０８ 東書３１１ 啓林館３２４ 啓林館３２４ 数研３２３

東書３１３ 清水３０８ 実教３１３ 数研３２８ 数研３２８ 数研３２３

東書３１３ 実教３１３ 東書３０２ 数研３２４

東書３１３ 数研３３０ 実教３２１ 数研３２５

実教３１４　実教３１５ 啓林館３２５ 啓林館３２５ 数研３２２

東書３１３ 清水３０８ 東書３１１ 東書３１８ 東書３１８ 東書３１６　数研３２４

清水３１６ 数研３３０ 数研３３０

帝国３１８ 清水３１５ 数研３３１ 数研３３１

東書３１３ 清水３０８ 東書３１１ 東書３０２ 東書３０２ 東書３０２

実教３１５ 実教３２１ 実教３２１　実教３２３ 実教３１８

実教３１５ 実教３１２ 東書３１９ 実教３２３

実教３１５ 清水３１５ 実教３２２ 東書３１８　実教３２２

第一３２２ 実教３１３ 東書３１９ 東書３１９

清水３１７ 清水３０８ 東書３１１ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４

東書３１３ 東書３１１ 数研３３０ 数研３３０ 数研３２５

実教３１５ 清水３０８ 第一３０９ 啓林館３２６ 啓林館３２６ 啓林館３２１

清水３１６ 数研３３１ 数研３３１

数研３２０ 清水３０８ 東書３１１ 数研３２８ 数研３２８ 数研３２３

東書３１３ 数研３１７ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４

東書３１３ 数研３１４ 東書３１１ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４

実教３１５ 東書３１１ 数研３３０　数研３３１ 数研３３０　数研３３１ 数研３２５

清水３１６ 清水３１５ 数研３３１ 数研３２９　数研３３１

実教３１４　第一３２２ 数研３２９　数研３３１ 数研３２９ 数研３２４

実教３１４ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４

清水３１６ 数研３１７ 数研３２９　数研３３０ 数研３２９　数研３３０ 数研３２４

東書３１３ 東書３１１ 数研３３１ 数研３３１

東書３１３ 数研３１７ 数研３３０ 数研３３０

実教３２３ 実教３２３

東書３１３ 実教３１３ 東書３１９

清水３１６ 実教３１２ 清水３１５ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４

東書３１３ 数研３３１ 数研３３１

数研３２０ 東書３１９

東書３１３ 清水３０８ 東書３１１ 数研３３１ 数研３３１

東書３１３ 東書３１１ 東書３１９ 東書３１９

公民 数学

3



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

9 能　代

10 能代松陽

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
数学Ａ 数学Ｂ 数学活用 科学と人間生活 物理基礎 物理

令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度

数研３２９ 数研３２７ 第一３２０　第一３２１ 第一３１６

数研３３０ 東書３１７

数研３３１ 数研３２９ 東書３０６ 東書３１２ 東書３０８

数研３２９ 数研３２７ 東書３１１ 東書３０８

数研３２９ 数研３２７ 数研３０８ 東書３１２ 東書３０８

数研３２９ 数研３２７ 数研３１８ 数研３１３

東書３１９　数研３２９ 数研３２７ 啓林館３０２ 数研３１８　数研３１９ 数研３１３

数研３２８ 東書３１６ 数研３１８ 数研３１３

数研３２９　数研３３０ 数研３２７ 第一３０９ 第一３２１ 第一３１６

東書３１９ 数研３０８ 東書３１２

数研３３０ 数研３２８ 実教３０７ 東書３１２

数研３３１ 東書３０６

数研３２９ 数研３２７ 実教３０７ 東書３１２

実教３２０ 啓林館３２３ 啓林館３１５ 啓林館３１０

第一３３４ 東書３１７ 啓林館３０２ 東書３１２

数研３２７ 数研３２５ 啓林館３１５ 啓林館３１０

数研３２８ 数研３２６ 第一３２０ 第一３１６

啓林館３２４ 数研３２６ 数研３１８ 数研３１３

数研３２８ 数研３２６ 東書３１１ 東書３０８

東書３０２ 東書３０２ 東書３０６ 第一３２０ 第一３１６

実教３２０ 東書３０６ 第一３２０ 第一３１６

啓林館３２５ 数研３２５ 第一３２０ 第一３１６

東書３１８ 数研３２７ 啓林館３１５ 数研３１３

数研３３０ 数研３２８ 啓林館３０２ 数研３１９ 東書３０８

数研３３１ 数研３２９ 実教３０７

東書３０２ 東書３０２ 数研３１９ 数研３１３

実教３２１ 実教３２０ 実教３０７ 第一３２０ 第一３１６

実教３２３ 実教３２１ 実教３０７

実教３２２ 数研３０３

東書３１９ 東書３０６

数研３２９ 数研３２７ 数研３１８ 数研３１３

数研３３０ 数研３２８ 東書３１１ 東書３０８

啓林館３２６ 啓林館３２４ 数研３１８　数研３１９ 数研３１３

数研３３１ 数研３２９ 東書３０６ 東書３１２

数研３２８ 数研３２６ 数研３１８ 数研３１３

数研３２９ 数研３２７ 啓林館３１５ 啓林館３１０

数研３２９ 数研３２７ 啓林館３１５ 啓林館３１０

数研３３０　数研３３１ 数研３２８ 東書３１２ 東書３０８

数研３３１ 数研３２７ 啓林館３０６

数研３２９　数研３３１ 数研３２７ 第一３０９ 東書３１２ 東書３０８

数研３２９ 数研３２７ 第一３２１ 数研３１４　数研３１５

数研３２９ 数研３２７　数研３２８ 啓林館３０２ 数研３１８ 数研３１３

数研３０３

数研３３０ 実教３０７

実教３２３ 実教３１４

東書３１９ 実教３０７

数研３２９ 数研３２７ 東書３１２ 東書３０８

数研３３１ 東書３０６

東書３１９ 実教３０７

数研３３１ 数研３２９ 第一３０９

東書３１９ 東書３０２ 啓林館３０２ 東書３１２

数学 理科

4



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

9 能　代

10 能代松陽

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
化学基礎 化学 生物基礎 生物 地学基礎 地学

令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度

数研３１９ 数研３１３ 数研３１６　数研３１７ 数研３１０

実教３１７ 東書３０９ 第一３１９ 第一３１０

東書３１４ 数研３１７ 東書３０７

数研３１９ 第一３１５ 東書３１１ 東書３０６ 啓林館３０８

実教３１６ 実教３１１ 第一３１８ 第一３１１

数研３１９ 数研３１３ 数研３１６ 数研３１０ 数研３０９

東書３１３　実教３１７ 東書３０８ 数研３１７　第一３１９ 数研３１０

実教３１５ 東書３０８　実教３１０ 実教３１３ 東書３０６ 啓林館３０８

東書３１４ 東書３０９ 東書３１２　実教３１４ 啓林館３０９

第一３２２ 実教３１４

東書３１４ 東書３０９ 実教３１４

東書３１４ 実教３１４

実教３１６ 数研３１７

数研３２０ 数研３１３ 数研３１７ 数研３１０ 第一３１０

東書３１４ 第一３１９

第一３２１ 第一３１５ 数研３１６ 数研３１０ 啓林館３０８

実教３１５ 実教３１０ 第一３１８ 数研３１０ 第一３１０

実教３１５ 第一３１５ 数研３１６ 数研３１０ 啓林館３０８

数研３２０ 数研３１４ 実教３１４ 実教３０８ 啓林館３０８

東書３０９ 東書３１１ 東書３０６ 啓林館３０８

東書３０９ 啓林館３０５ 東書３０７

第一３２１ 第一３１５ 数研３１６ 数研３１０ 啓林館３０８

数研３２０ 数研３１３ 数研３１７ 数研３１０

東書３１４

実教３１７ 実教３１４

実教３１６ 実教３１１ 実教３１３ 実教３０８ 啓林館３０８

実教３１７ 実教３１１ 実教３１４ 数研３１０ 数研３０９

東書３１４ 東書３１２ 東書３０６

東書３１４ 東書３０９ 実教３１４ 実教３０８

東書３１４ 東書３１２ 東書３０６

実教３１５　東書３１４ 東書３０８ 東書３１２　数研３１６ 数研３１０ 啓林館３０８

第一３２２ 実教３１４

数研３１９ 数研３１３ 実教３１３ 実教３０８ 実教３０７　数研３０４

東書３１４ 実教３１４

実教３１５ 実教３１０ 啓林館３１５ 啓林館３０９ 啓林館３０８ 啓林館３０３

実教３１５ 実教３１０ 第一３１８ 第一３１１ 啓林館３０８

実教３１６ 実教３１０ 東書３１２ 東書３０６ 啓林館３０８ 啓林館３０３

実教３１６ 実教３１１ 東書３１１ 東書３０６

啓林館３０７ 実教３１４　数研３１６ 啓林館３０８

数研３２０ 実教３１１ 東書３１１ 東書３０６ 実教３０７

実教３１５ 東書３０８ 第一３１８ 第一３１１ 数研３０９

東書３１４　実教３１５ 実教３１０ 東書３１２　第一３１８ 第一３１１

東書３１２

東書３１４ 第一３１９ 第一３１０

実教３１７ 実教３１４

東書３１４ 実教３１３

実教３１７ 実教３１１ 東書３１２ 東書３０７ 第一３１０

東書３１４ 実教３１４ 東書３０６

東書３１４ 実教３１４

実教３１７ 実教３１４ 第一３１０

東書３１４ 東書３１２ 東書３０６

理科

5



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

9 能　代

10 能代松陽

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名

保健体育

保健体育 音楽Ⅰ 音楽Ⅱ 音楽Ⅲ 美術Ⅰ 美術Ⅱ 美術Ⅲ

令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度

大修館３０４ 友社３１１ 教芸３１０ 教芸３０５

大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０ 日文３０５ 日文３０４

大修館３０５ 教芸３１０

大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 日文３０５ 日文３０４

大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０ 光村３０４ 光村３０３

大修館３０５ 教芸３１０ 日文３０５

大修館３０４ 教出３０７

大修館３０４ 教芸３１０ 教芸３１０ 日文３０５ 日文３０４

大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 日文３０５ 日文３０４

大修館３０４ 教出３０８ 日文３０５

大修館３０４ 教芸３１０ 教出３０７ 日文３０５ 日文３０４

大修館３０４ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０４ 教芸３０９

大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 日文３０５ 光村３０３

大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０５ 教出３０７ 日文３０５

大修館３０４ 教芸３１０ 日文３０５

大修館３０４ 教出３０７ 教出３０７ 日文３０５ 光村３０３

大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 日文３０５ 光村３０３

大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３０５ 日文３０５ 光村３０３ 日文３０４

大修館３０４ 教芸３０９

大修館３０４ 教出３０８ 日文３０５

大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０ 光村３０４ 光村３０３

大修館３０５ 教出３０７ 教芸３０９

大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０ 光村３０４ 光村３０３

大修館３０４ 教芸３１０ 教出３０８ 日文３０5 日文３０4

大修館３０５ 教出３０８ 教出３０８ 日文３０５ 日文３０４

大修館３０５ 教出３０７ 教出３０７

大修館３０５ 教出３０８ 教芸３１０

大修館３０５ 教出３０８

大修館３０４ 教出３０８

大修館３０４ 教出３０８

大修館３０４ 教芸３１０ 教出３０７ 教芸３０５ 日文３０５ 光村３０３ 光村３０３

大修館３０５ 教芸３０９ 教芸３０９ 教芸３０５

大修館３０５ 教出３０７ 日文３０５

大修館３０５ 教芸３０９ 日文３０５

大修館３０４ 教出３０８ 日文３０５

大修館３０４ 教芸３０９ 教芸３０９ 光村３０４ 光村３０３

大修館３０５ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０４

大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 教芸３０５ 光村３０４ 光村３０３ 光村３０３

大修館３０５ 教出３０７ 光村３０４

大修館３０５ 友社３１１

大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０４

大修館３０５ 友社３１２ 教芸３１０

大修館３０４

大修館３０４ 教出３０８

大修館３０５ 教芸３０９ 教芸３１０ 教芸３０５ 日文３０５ 光村３０３ 日文３０４

大修館３０５

大修館３０４ 教出３０７

大修館３０４ 教出３０７

大修館３０４ 教出３０７ 教出３０７

芸術
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1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

9 能　代

10 能代松陽

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
工芸Ⅰ 工芸Ⅱ 書道Ⅰ 書道Ⅱ 書道Ⅲ

令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度

光村３０８

東書３０５ 東書３０５

東書３０５ 東書３０５

光村３０８

東書３０５

光村３０８ 光村３０８

光村３０８

日文３０１ 日文３０１

教出３０７

日文３０１ 日文３０１ 光村３０８

東書３０５

光村３０８ 光村３０８

東書３０５

東書３０５

東書３０５

東書３０５ 東書３０５

芸術
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1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

9 能　代

10 能代松陽

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語基礎 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ 英語表現Ⅰ 英語表現Ⅱ 英語会話

令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度

桐原３５５ 東書３２７　桐原３５３ 東書３２６　桐原３４７ 啓林館３２８ 教出３２０　啓林館３２２

文英堂３４６ 文英堂３４４ 第一３３７ 第一３３０

数研３４４ 数研３４２ 文英堂３１２ 文英堂３１１

啓林館３３９ 数研３４０ 啓林館３３４ 啓林館３２８ 啓林館３２２

東書３２８　数研３４３ 東書３２６　数研３４１ 数研３３８ 啓林館３３０ 啓林館３２３

啓林館３４０　数研３４３ 啓林館３３８　数研３４１ 啓林館３３５　数研３３８ 数研３３２　数研３３３ 数研３２５　数研３２６

東書３２９　東書３３０
第一３５２

数研３４２　東書３２８
啓林館３３９

東書３２７　文英堂３４０ 啓林館３２８　啓林館３２９ 啓林館３２３ 東書３０１

啓林館３３９ 啓林館３３７ 数研３３８ 啓林館３２８ 啓林館３２２

増進堂３４９ 啓林館３３９ 桐原３４２ 数研３２６

数研３４４　東書３２８ 数研３４２　東書３２６ 数研３３３

数研３４４ 数研３４２ 三省堂３２５

三省堂３３５ 三省堂３３３ 第一３３７

東書３２８ 東書３２６ 三省堂３２４ 啓林館３０３

桐原３５６ 桐原３５４ 桐原３４８ 啓林館３２９ 啓林館３２３

第一３５１ 第一３４９ 文英堂３１２ 文英堂３１１

桐原３５５ 啓林館３３７ 東書３２７ 啓林館３２８ 啓林館３２２

桐原３５５ 桐原３５３ 桐原３４７ 啓林館３２８ 啓林館３２２

啓林館３３９ 啓林館３３７ 啓林館３３４ 啓林館３２８ 啓林館３２２ 文英堂３０４

啓林館３４０ 桐原３５３ 三省堂３２９ 啓林館３２９ 啓林館３２３

東書３２９ 啓林館３３９ 啓林館３３６ 啓林館３２９ 啓林館３２３

啓林館３４１ 啓林館３３９ 東書３２２

啓林館３３９ 教出３３４ 大修館３３３ 啓林館３２８ 第一３２８

三省堂３３４ 三省堂３３２ 三省堂３３０ 啓林館３２９ 啓林館３２３ 東書３０１

開隆堂３３１ 開隆堂３２９

東書３２８ 東書３２６ 桐原３４３

教出３３６ 教出３３４ 教出３３１ 啓林館３２９　第一３３７ 啓林館３２３ チアーズ３０５

三省堂３３５ 三省堂３３３ 数研３３８ 啓林館３３０ 第一３３０ 啓林館３０３

三省堂３３５ 三省堂３３３ 数研３３３ 数研３２６ 三省堂３０２

開隆堂３３１ 開隆堂３２９ 三省堂３２５ 啓林館３０３

三友３０２ 三省堂３３５ 三省堂３３３ 啓林館３３０ 啓林館３０３

啓林館３３９ 啓林館３３７ 啓林館３２４ 啓林館３２８ 啓林館３２２

大修館３３７ 大修館３３５ 教出３２６

文英堂３４６ 増進堂３４７ 桐原３４８ 啓林館３２９ 啓林館３２２

三友３０２ 第一３５２ 第一３５０ いいずな３４０

数研３４２ 数研３４０ 数研３３７ 三省堂３２３ 啓林館３２２

啓林館３４０ 啓林館３３８ 増進堂３４２ 啓林館３２８ 啓林館３２２

東書３２９　啓林館３３９ 東書３２７　啓林館３３７ 文英堂３３９ 啓林館３２９ 啓林館３２２

文英堂３４６ 文英堂３４４ 数研３３８ 第一３３７ 第一３３０

第一３５１　 第一３４９ 第一３４５ 啓林館３２９ 啓林館３２３

数研３４３　数研３４４ 数研３４１ 数研３３８ 三省堂３２４ 三省堂３１９

数研３４３ 数研３４１ 啓林館３３５ 啓林館３２９ 啓林館３２２

三省堂３３４ 数研３４１ 桐原３４７ 啓林館３３０　数研３３３ いいずな３３２

三省堂３３５

東書３２９ 東書３２７ 第一３３７

開隆堂３３１ 開隆堂３１９ 東書３０１

三省堂３３５ 三省堂３３３ 三省堂３０２

東書３２８ 東書３２６ 教出３３１ 三省堂３２４ 三省堂３１９ チアーズ３０５

三省堂３３５ 三省堂３３３ 東書３０１

東書３２８ 東書３２２ 東書３０１

三省堂３３５ 三省堂３３３ 第一３３７ 東書３０１

三友３０２ 東書３２８ 東書３２６ 東書３２２

外国語
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1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

9 能　代

10 能代松陽

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
家庭基礎 家庭総合 社会と情報 情報の科学

令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度

大修館３１９ 実教３１１

東書３１１ 実教３１２

東書３１１ 東書３０７ 実教３０８

東書３１１ 実教３１１

東書３１１ 日文３０７

東書３１１ 実教３０７

教図３１２ 東書３１０

開隆堂３１７ 数研３１５

東書３１１ 東書３０７ 実教３１１

開隆堂３１７ 第一３１２

東書３０７ 実教３１１

東書３１１ 東書３０７ 実教３１１

東書３０７

第一３２０ 第一３１８

実教３０９　第一３１２

東書３１１ 数研３１４

東書３１１ 数研３１４

東書３１１ 実教３１２

東書３１１ 数研３１４ 日文３１０

第一３２０ 実教３１１

実教３１４

開隆堂３１７ 数研３１４

東書３１１ 実教３１２

東書３１１

大修館３１９ 数研３１４

開隆堂３１７ 実教３１２

東書３１１ 実教３０７

東書３１１ 東書３１０

東書３１１ 東書３０７

実教３０９ 東書３１０

東書３１１ 東書３１０

東書３１１

東書３１１ 東書３１０

東書３０７ 東書３１０

第一３２０ 実教３１１

第一３２０ 第一３１８

東書３１１ 実教３１２

東書３１１ 第一３１８

第一３１２ 実教３１２

東書３１１ 東書３０７ 東書３０６

大修館３１８ 実教３１１

実教３１４ 数研３１４

東書３０７ 日文３１７

東書３１１ 開隆堂３１３

東書３１１ 実教３１１

実教３１６ 数研３１５

東書３１１ 東書３０７ 実教３１１

開隆堂３１７ 東書３１０

開隆堂３１０ 実教３１１

東書３１１ 実教３１１ 実教３０８

東書３０７ 東書３１０

情報家庭
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農業 工業

令和３年度 令和３年度

1 花　輪

2 十和田

3 小　坂
実教３０１　実教３０２　実教３８５　実教３１３　実教３１４　実教３１７　実教３１８　実教３４５　実教３８８
実教３８９　実教３９２　実教３９３　実教３９４　実教３５９

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０８　実教３１３　実教３１４　実教３１７　実教３１８
実教３２１　実教３２２　実教３３４　実教３３５　実教３４５　実教３５８　実教３６０　実教３６１　実教３６２
実教３６３　実教３６４　実教３６５　実教３６６　実教３７４　実教３７６　実教３７７　実教３７８　実教３８５
実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９４　コロナ３３０　コロナ３３１

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹
実教３２５　実教３０３　実教３１８　実教３１１　実教３１２　実教３０４　実教３１３　実教３２０　実教３０６
実教３０８　実教３１５　実教３１６　海文堂３０９　電機大３２２　電機大３１７　実教３１９　実教３２６

実教３３５

9 能　代

10 能代松陽

新 能代科学技術
実教３２５　実教３０３　実教３１８　実教３１１　実教３０４　実教３２０　実教３０５　実教３０６　実教３１２
実教３２６　実教３２７

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０６　実教３８５　実教３１３　実教３１５　実教３１６
実教３１９　実教３２０　実教３４５　実教３８８　実教３８９　実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９４
実教３３３　実教３６０　実教３６１　実教３３４　実教３６２　実教３６３　実教３７６　実教３７７　実教３３５
実教３６４　実教３６５　実教３７８　実教３６６　実教３７９

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業
実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０８　実教３１３　実教３１４　実教３１６　実教３１７　実教３１８
実教３２２　実教３２３　実教３３８　実教３３９　実教３４５　実教３４７　実教３５９　実教３６８　実教３８５
実教３８６　実教３９０　実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９５　電機大３８１

16 秋田西

17 金足農業
実教３２５　実教３０３　実教３１８　実教３１１　実教３１２　実教３０４　実教３１９　実教３１３　実教３２０
実教３０５　実教３０６　実教３２６　海文堂３０９　電機大３２２　電機大３１７　海文堂３１０　電機大３２３
電機大３２４

実教３３５

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０６　実教３１３　実教３１５　実教３１６　実教３１８
実教３３４　実教３３５　実教３３６　実教３３７　実教３４０　実教３４５　実教３５９　実教３６２　実教３６３
実教３６４　実教３６５　実教３６６　実教３６７　実教３７６　実教３７７　実教３７８　実教３７９　実教３８０
実教３８５　実教３８６　実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９４　コロナ３３０　コロナ３３１

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０８　実教３１３　実教３１５　実教３１６　実教３１８
実教３３４　実教３３６　実教３３７　実教３４５　実教３５８　実教３６２　実教３６３　実教３６７　実教３７６
実教３７７　実教３８０　実教３８５　実教３９０　実教３９１　実教３９２　実教３９４　オーム３１１
コロナ３１２

30 矢　島

31 西　目 実教３０４　実教３０５　実教３０６　実教３１１　実教３１３　実教３１８　実教３１９　実教３２０　実教３２５
実教３２６

実教３０１　実教３０６　実教３３５　実教３６４　実教３６５　実教３６６　実教３７８　実教３７９

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業
実教３０３　実教３０４　実教３０５　実教３０８　実教３１１　実教３１２　実教３１３　実教３１５　実教３１６
実教３１８　実教３１９　実教３２０　実教３２５　実教３２６　実教３２７　農文協３０７　電機大３１４
電機大３１７　電機大３２１

34 大曲農業：太田 農文協３０２　実教３１１　実教３０４

35 大　曲

36 大曲工業

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０６　実教３１７　実教３１８　実教３２１　実教３２２
実教３３４　実教３３５　実教３４５　実教３５８　実教３５９　実教３６１　実教３６２　実教３６３　実教３６４
実教３６５　実教３６６　実教３７４　実教３７６　実教３７７　実教３７８　実教３７９　実教３８５　実教３９１
実教３９２　実教３９３　実教３９４　実教３９５　コロナ３３０　コロナ３３１

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院
実教３０１　実教３０５　実教３０７　実教３８５　実教３３４　実教３３５　実教３６２　実教３６３　実教３７６
実教３７７　実教３８８　実教３８９　実教３９５　実教３３３　実教３６０　実教３９２　実教３９３　実教３７４
実教３６１　実教３１５　実教３１６　実教３１９　実教３２０　実教３４５　実教３０２　実教３１３

42 平　成

43 雄物川

44 増　田 実教３０３　実教３０４　実教３０６　実教３１１　実教３１２　実教３１３　実教３１８　実教３２０　実教３２５

45 湯　沢

46 湯沢翔北 実教３０１　実教３０２　実教３８５　実教３１５　実教３１６　実教３１９　実教３２０　実教３２１　実教３２２
実教３２３　実教３４５　実教３９２　実教３５８　実教３５９　実教３９４　コロナ３３０　コロナ３３１

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
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1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

9 能　代

10 能代松陽

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
商業 水産 家庭 情報 福祉

令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度 令和３年度

実教３３８　実教３４３

実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３５２ 教図３０４

暁３０２　実教３４３ 実教３１１

実教３２５　実教３３８　実教３４２
実教３０３　実教３０６　実教３１１
実教３１３

実教３０１　実教３０３

実教３１５　実教３１６　実教３２４　実教３２５　実教３２６
実教３２９　実教３３３　実教３３４　実教３３６　実教３３８
実教３４３　実教３４５　実教３４８　実教３５０　実教３５２
実教３５４　実教３５８

実教３３８　実教３４３　実教３４５　実教３３４ 教図３１２

教図３０４ 実教３０３

実教３１５　実教３１６　実教３２５　実教３２６　実教３２９
実教３３３　実教３３４　実教３３６　実教３４２　実教３４５
実教３４７　実教３５０　実教３５２　実教３５４　実教３５８
東法３４０

教図３０４　実教３０６　教図３１２
実教３０１　実教３０３　実教３０４
実教３０５

実教３３４　実教３３８　実教３４２ 実教３０３　実教３１１　実教３１３

実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３４５
実教３０９　実教３１９　海文堂３０１　海文堂３０２
海文堂３０３　海文堂３０４　海文堂３０５
海文堂３１４　海文堂３１５　海文堂３１６

実教３１３

教図３１２　実教３１１

教図３０４　実教３０６　実教３１３ 実教３０１　実教３０２　実教３０３

実教３４３　実教３５２　東法３４０ 教図３１２　実教３１１

実教３３６　実教３３８　実教３４２　実教３５２ 実教３１１　実教３１３

教図３１２

実教３３４　実教３３６　実教３３８　実教３５２　東法３４４ 実教３１３
実教３０１　実教３０２　実教３０３
実教３０４

実教３１６ 実教３２９ 実教３３４　実教３３６ 実教３３９
実教３４２　実教３４３ 実教３４５ 実教３４８　実教３５０
実教３５２

教図３０４　実教３０６　実教３１３

実教３３４　実教３３８ 教図３１２
実教３０１　実教３０２　実教３０３
実教３０４　実教３０５　実教３０７
実教３０８　実教３０９

東法３３５　東法３４６　実教３３９　実教３４２ 実教３０３　教図３０４　実教３１３ 実教３０１

実教３２５　実教３３６　実教３３８
実教３０６　実教３１１　実教３１３
教図３０９

実教３０２

東法３３５　実教３３８　実教３４２ 実教３０６　実教３１３

実教３５０　実教３５２　東法３３５　東法３３７　東法３４０
東法３４４　東法３４９　東法３５５

実教３３４　実教３３９　実教３４３　東法３４６ 教図３０４　教図３１２　実教３０６

実教３３８　実教３４２　東法３３５　東法３４６ 実教３０６　実教３１１　実教３１３
実教３０１　実教３０２　実教３０３
実教３０４　実教３０５　実教３０６

実教３２９　実教３３０　実教３３３　実教３４３　実教３５２
暁３０２　東法３３７　東法３４０　東法３４４　東法３４９
東法３５１

実教３３４　実教３３８　実教３４２ 教図３１２

実教３１６　実教３２５　実教３３６　実教３３９　実教３４３
実教３４８　実教３５０　実教３５２　東法３４６

教図３０９　実教３０２　実教３０６
実教３１１　実教３１３

実教３０１　実教３０２　実教３０３

実教３１５　実教３２４　実教３３０　実教３３３　実教３３４
実教３３６　実教３３９　実教３４２　実教３４５　実教３４８
実教３５２　実教３５０

実教３３４　実教３４３ 教図３１２
実教３０１　実教３０２　実教３０３
実教３０４

実教３３４　実教３３９　実教３４２ 教図３０４　教図３１２

実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３４５

実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３４５

実教３３４　実教３４５　実教３３８　実教３４２　東法３５３ 実教３１１　実教３０６　実教３１３

実教３３４　実教３４５　実教３４３

実教３３４　東法３４４ 教図３１２

実教３３４　実教３３６　実教３３９　実教３４３ 実教３１３

実教３３８　実教３４２
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一般図書の使用を希望する学校（学校教育法附則第９条）

教　科　書　名 発行     各教科書の選定の理由（100字以内で簡潔に記述)

大館桂桜 ファッション造形 実教
ジャケットやドレスなどの洋服製作についての図解がわかりやすく、ポイントをおさ
えて効果的に実習に活用することができる。巻末資料の用語解説等も丁寧で、指
導に有効である。

生活と福祉　　実教 実教
各単元において生徒がイメージしやすい口絵やイラストになっていて、文章や解
説等も理解しやすい。巻頭巻末の資料も充実しており用語の説明も丁寧で、ポイ
ントを押さえて効果的に実習に取り組むことができる。

介護職員初任者研修テキスト 中央法規
各単元での目標や学習のポイントが明確で、理解しやすい文章表現である。理論
（１巻）実習（２巻）において、自主的な学習や実践的な学習へと発展しやすい内
容構成になっている。

調理１ 実教
「フードデザイン」で使用している教科書と同じ発行者であり、より高度な内容を発
展させた理論の学習に効果的である。

調理２ 実教
写真・図がわかりやすく専門用語や調理操作について、難解な内容も視覚的に学
習できる。技術検定の１，２級の資格取得や創作的な調理の指導の参考にでき
る。

生活産業基礎
各分野の職業について、わかりやすくまとめられている。また、社会の変化に伴う
産業の発展や各産業の最新技術、課題についても丁寧な解説がなされており、
内容を発展させることができる。

能代科学技術 調理　１ 実教 写真や図が豊富で理解しやすく、説明も丁寧である。

生活産業基礎 実教
衣食住・ヒューマンサービスに関する内容を系統的に学ぶことができ、理解しやす
い構成である。

食品化学 実教 器具の取り扱い、成分分析や衛生検査について分かりやすくまとめてある。

食品流通 実教 食品流通の仕組みについて図表が多く生徒が理解しやすい。

男鹿海洋 数学基本ワーク 学校設定科目「数学探究」のテキストとして使用。

１級小型船舶操縦士
学科教本

小型船舶操縦士登録施設用指定テキスト

２級小型船舶操縦士
学科教本Ⅰ

小型船舶操縦士登録施設用指定テキスト

小型船舶操縦士
実技教本Ⅰ

小型船舶操縦士登録施設用指定テキスト

１級小型船舶操縦士
学科試験問題集

小型船舶操縦士登録施設用指定テキスト

２級小型船舶操縦士
学科試験問題集

小型船舶操縦士登録施設用指定テキスト

ダイビング 潜水技術検定受験用テキストのため。

金足農業 食品化学 実教 図表が見やすく分かりやすい

微生物利用 実教 図表が見やすく分かりやすい

食品流通 実教 流通過程が分かりやすい。

ファッション造形 実教 基礎・基本を発展させた実習の展開がしやすい。
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由利 生活と福祉 実教
図・表や挿絵が見やすく、文章も単元ごとに分かりやすくまとめられている。福祉
に興味がもてる内容である。医療福祉関係の語句の説明も丁寧である。

標準　高校中国語　第３版 白帝社
初級レベルに適した語彙や語法、聴取・表現内容を載せている。教材の並べ方
も、効果的に習得できるよう工夫されている。総合的な中国語コミュニケーション
力を身に付けさせるのにふさわしい。

西目
Music Navigation　　　　　　（音
楽史、楽典ノート）

教出
ソルフェージュの授業実施にあたり、理論を生かした実技演習を導き易く理解しや
すい。

改訂　音楽通論 教芸
作曲基礎および器楽演奏法（保育系進学希望者）の授業実施の際に、楽典内容
が満遍なく網羅され、理論を生かした実技演習に生かされやすい。

高校社会と情報　新訂版 学
習ノート

実教
教科書の高校社会と情報に準拠し、授業内容の復習とさらに発展的な内容が記
載されており、授業効果をさらに高めることが期待される。

かゆいところに手が届く農家
の機械整備便利帳

農文協 実際の現場で役に立つ内容ばかりで教科書と共に使用したい。

新版 総合実践
[同時同業法を中心として]

実教
同時同業法の一斉授業を想定したものであるが、ビジネスマナー、内部事務、外
部事務、帳簿や各帳票も演習ノートに附属しており、たいへん使いやすい。

生活と福祉 実教
病気・介護・福祉制度についての基本的事項がわかりやすく記載されている。イラ
スト等も多く取り入れた構成であり、初めて学習する生徒でも親しみやすい工夫
がされている。

西仙北 生活と福祉 実教
本文が高校生に理解しやすい表現になっていて、学習に取り組みやすい。生徒
が疑問に思うことをきちんと理解させられる内容である。実習分野は分野ごとに
分かれていて活用しやすい。

大曲農業 農業測量 実教
基本的な内容が多く盛り込まれており、かつ大きなイラストで解説されていて活用
しやすい。

微生物利用 実教
実験の内容も充実しており、実験手順に関して生徒が理解しやすい。また、微生
物の専門用語が充実している。

食品流通 実教
内容や説明が分かりやすく、流通に関わる専門用語も丁寧に説明されており、生
徒が理解しやすい。

食品化学 実教 実験なども含め内容が分かりやすい。実験方法の記載もわかりやすい。

生活と福祉 実教
語句の説明（漢字を含む）が分かりやすい。実習の記載も丁寧である。生徒が理
解しやすい内容である。

六郷
最新　介護福祉養成講座３
介護の基本Ⅰ

福祉教育の導入教科として基本的事項が重点的に説明されており興味を持ちや
すいよう図表や事例等工夫されている。

最新　介護福祉養成講座４
介護の基本Ⅱ

介護福祉士への導入教科として興味を持ちやすいよう図表や事例等工夫されて
いる。

最新　介護福祉養成講座５
　コミュニケーション技術

文章だけでなく、絵や図などを用いて丁寧に解説されている。事例も豊富でグ
ループワークなども行いやすい内容となっている。

最新　介護福祉養成講座６
生活支援技術Ⅰ

図表やイラストがわかりやく興味関心を持ちながら学習できる。要点を押さえた内
容で実践できる。

最新　介護福祉養成講座７
生活支援技術Ⅱ

手順や根拠などがわかりやすく、復習もしやすい。

最新　介護福祉養成講座８
生活支援技術Ⅲ

解説などが豊富で、難しい専門用語も理解しやすい。

最新　介護福祉養成講座９
介護過程

介護過程の展開に沿った教科書の構成になっているため、生徒が理解しやす
い。

最新　介護福祉養成講座１１
こころとからだのしくみ

専門的で難しい分野であるが、詳しく丁寧に説明されているため、生徒も理解し
やすい。
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六郷
最新　介護福祉養成講座１２
発達と老化の理解

難解な内容だが、基礎基本を丁寧に扱っている。図表もわかりやすい。

最新　介護福祉養成講座１３
認知症の理解

分野ごとにポイントを押さえており、わかりやすい。また、図表などを用いて視覚
的にも理解しやすい。

最新　介護福祉養成講座１４
障害の理解 障害ごとのポイントがまとめられているため、理解しやすい。

最新　介護福祉養成講座１５
医療的ケア

幅広く難解な内容だが図表やイラストを効果的に使用しており、学習しやすい。

雄物川 生活と福祉 実教
要介護者・高齢者と接し共生していくことを重視する構成で理解させたい内容が
多い。図表やイラストなどによる説明が多く、介助の手順などもわかりやすい。専
門的な語句が欄外に大きく示してあることもよい。

増田 生活産業基礎 実教
生活産業に関する専門的な職業について種類と特徴が詳細にまとめられており、
職業意識を高めることができた。また、多様な進路希望の指導にも適している。

ファッション造形 実教
高度な技術や知識を図や写真とともに表示しており、ファッション造形基礎を学習
してきた生徒にとって理解しやすい。

秋田明徳館 （定）
新版　地域からつくる
あしたの地球環境

実教
学校設定科目である「環境基礎」に対応する教科書がなく、この書籍を利用してい
る。内容が豊富でデータ量が多く、実践的な学習に適している。
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県立高等学校教科用図書採択のための組織及び手続きの流れ

県 教 育 委 員 会

（採択方針）

（審 査）

（決 定）

高等学校教科書調査研究委員会

（高校教育課）

（調査・研究・報告）

採択希望 指導・助言

高等学校

教科書調査研究委員会

・教頭（委員長）、各教科主任で構成
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議案第３０号参考資料

県立高等学校における教科用図書採択の流れについて

令和２年８月６日

高 校 教 育 課

１ 高校教育課に「高等学校教科書調査研究委員会」を組織し、各教科用図書の内

容等に関する資料を作成する。

２ ６月９日、高校教育課から各校に対し、「教科書調査研究委員会」を設置する

とともに、採択希望教科書を選定し、７月１０日までに提出するよう指示する。

※教科書調査研究委員会

・教頭を委員長とし、各教科主任等で構成する。

・教科書等の編著作に関与した者及び教科書会社に三親等以内の親族が勤

務している者は委員としない。

※採択希望教科書

・生徒の実態、希望の理由、昨年度使用教科書の感想・意見等を明記する。

・選定に際しては、公正確保に努めるとともに、教科書発行者の宣伝行為

等による影響によって左右されないようにする。

３ 「高等学校教科書調査研究委員会」において、各校から提出された資料に基づ

き、各校の教育目標や教育課程との適合性・整合性等について確認する。必要に

応じて指導・助言を行う。
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（凡例）

～
令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度

1 花　輪 第一３６０ 第一３６０

2 十和田 大修館３４７ 大修館３４７

3 小　坂 三省堂３３９ 三省堂３３９ 大修館３０７ 大修館３０７

～

令和３年度使用

県立高等学校教科用図書採択（案）一覧

    （高等学校用教科書第１部）

新旧対照表

（第一学習社・大修館書店・三省堂）

「３６０」「３４７」「３３９」「３０７」：教科書の番号

第１部　現行の学習指導要領（平成２１年文部科学省告示第３４号）に基づいて編集された文部科学
省検定済教科書

高 校 教 育 課

学校番号 高等学校名
国語

国語総合 国語表現

「国語総合」「国語表現」：科目名

「第一」「大修館」「三省堂」：発行者の略称





別紙「令和２年度高等学校教科書」 1

令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度

1 花　輪 第一３６０ 第一３６０

2 十和田 大修館３４７ 大修館３４７

3 小　坂 三省堂３３９ 三省堂３３９ 大修館３０７ 大修館３０７

4 大館鳳鳴 教出３４０　教出３４１ 三省堂３３６　三省堂３３７

5 大館桂桜 大修館３４７ 大修館３４７ 大修館３０７ 大修館３０７ 大修館３０８ 大修館３０８

6 大館国際情報学院
東書３３３　三省堂３３６
三省堂３３７

東書３３３　三省堂３３６
三省堂３３７

東書３０４ 東書３０４

7 秋田北鷹 三省堂３３９　教出３４２ 三省堂３３９　教出３４２ 教出３０６ 教出３０６ 第一３０７ 第一３０７

8 二ツ井

9 能　代 第一３５８　第一３５９ 第一３５８　第一３５９

10 能代松陽 第一３５８　第一３５９ 第一３５８  第一３５９ 第一３０８ 第一３０８

11 能代工業 東書３３２

12 能代西 第一３６２ 大修館３０７

新 能代科学技術 東書３３２　第一３６２

13 五城目 第一３６１ 第一３６１ 大修館３０７ 大修館３０７

14 男鹿海洋 大修館３４７ 大修館３４７ 教出３０６ 東書３０６ 東書３０６

15 男鹿工業 数研３５１ 数研３５１

16 秋田西 大修館３４４　大修館３４５ 東書３３４　東書３３５ 第一３０８ 第一３０８

17 金足農業 東書３３２ 東書３３２

18 秋　田 桐原３６３　桐原３６４ 桐原３６３　桐原３６４

19 秋田北 東書３３３ 筑摩３５５　筑摩３５６

20 秋田南 数研３４８　数研３４９ 東書３３４　東書３３５ 東書３０４ 第一３０８

21 秋田中央 数研３４８　数研３４９ 大修館３４４　大修館３４５

22 新　屋 東書３３３ 東書３３３

23 秋田工業 東書３３３ 東書３３３

27 本　荘 大修館３４６ 桐原３６３　桐原３６４ 東書３０４ 東書３０４

28 由　利 第一３５８　第一３５９ 第一３５８　第一３５９ 教出３０６ 教出３０６

29 由利工業 数研３５１ 数研３５１

30 矢　島 第一３６１ 第一３６１

31 西　目 明治３５4 桐原３６３　桐原３６４

32 仁賀保 東書３３２ 東書３３２ 大修館３０７ 大修館３０７

33 西仙北 大修館３４７ 大修館３４７ 大修館３０７ 大修館３０７

34 大曲農業 大修館３４７ 大修館３４７ 教出３０６ 教出３０６

34 大曲農業：太田 大修館３４７ 大修館３４７ 第一３０８ 第一３０８

35 大　曲 桐原３６３　桐原３６４ 桐原３６３　桐原３６４ 教出３０６ 教出３０６

36 大曲工業 大修館３４７ 大修館３４７

37 角　館 教出３４２ 教出３４２

38 六　郷 大修館３４７ 大修館３４７ 大修館３０７ 大修館３０７

39 横　手 明治３５２　明治３５３ 明治３５２　明治３５３

40 横手城南 桐原３６３　桐原３６４ 桐原３６３　桐原３６４

41 横手清陵学院 第一３６０ 第一３６０ 大修館３０７ 東書３０３

42 平　成 教出３４３ 教出３４３

43 雄物川 大修館３４７ 大修館３４７ 大修館３０７ 大修館３０７

44 増　田 第一３６１ 筑摩３５７ 大修館３０７ 大修館３０７

45 湯　沢 桐原３６３　桐原３６４ 第一３５９　桐原３６３

46 湯沢翔北 第一３６０ 第一３６０ 大修館３０７ 大修館３０７

46 湯沢翔北：雄勝 大修館３４７ 大修館３４７ 大修館３０７ 大修館３０７

47 羽　後 大修館３４７ 大修館３４７ 大修館３０７ 大修館３０７

4 大館鳳鳴：定 三省堂３３９ 三省堂３３９ 大修館３０７ 大修館３０７ 大修館３０８ 大修館３０８

8 二ツ井：定 東書３３２ 教出３０６

11 能代工業：定 大修館３０７ 第一３０７

新 能代：定 東書３３２ 教出３０６ 第一３０７

24 秋田明徳館：定 東書３３２ 東書３３２ 第一３０７ 第一３０７

27 本　荘：定 大修館３４７ 大修館３４７ 大修館３０７ 大修館３０７

37 角　館：定 大修館３４７ 大修館３４７ 大修館３０７ 大修館３０７ 東書３０６ 東書３０６

39 横  手：定 三省堂３３９ 三省堂３３９ 大修館３０７ 大修館３０７

24 秋田明徳館：通 東書３３２ 東書３３２ 教出３０６ 教出３０６

学校番号 高等学校名
国語総合 国語表現 現代文Ａ

国語
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別紙「令和２年度高等学校教科書」 2

1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

8 二ツ井：定

11 能代工業：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度

東書３２１　教出３２７ 東書３２１　教出３２７
東書３２９　桐原３５４
桐原３５５

東書３２９　桐原３５４
桐原３５５

東書３２２　東書３２１
東書３２２　東書３２１
第一３４０

大修館３１５ 大修館３１５ 東書３３０ 東書３３０

大修館３３２　 大修館３３２　 東書３２９ 東書３２９

桐原３４１ 三省堂３２３ 桐原３５４　桐原３５５
三省堂３３３
三省堂３３４

教出３２８ 教出３２８ 教出３３８ 教出３３８

数研３３３ 数研３３３ 桐原３５４　桐原３５５ 桐原３５４　桐原３５５

教出３２８　大修館３３１ 東書３２１　教出３２８ 数研３４３　数研３４４ 数研３４３　数研３４４

東書３２２ 東書３２２ 数研３４３　数研３４４ 数研３４３　数研３４４

東書３２２ 東書３２２
大修館３３９
大修館３４０

大修館３３９
大修館３４０

東書３２１

大修館３３２ 大修館３１５

東書３２１

第一３４０ 第一３４０ 東書３２９ 東書３２９

東書３２１

東書３２１ 東書３２１

東書３２２ 大修館３３１ 東書３３０ 大修館３４１

第一３４０ 第一３４０

桐原３４１ 桐原３４１ 桐原３５４　桐原３５５ 桐原３５４　桐原３５５

筑摩３３８ 第一３３９ 桐原３５４　桐原３５５ 筑摩３４８　筑摩３４９

東書３２２ 東書３２２ 東書３３１　東書３３２ 東書３３１　東書３３２

三省堂３２３ 大修館３３１ 東書３０１ 東書３０１ 第一３５０　第一３５１ 桐原３５４　桐原３５５

東書３２２ 東書３２２ 大修館３４１ 大修館３４１

数研３３４ 数研３３４

第一３３９ 数研３３３ 筑摩３１２ 筑摩３１２ 第一３５０　第一３５１ 東書３３１　東書３３２

数研３３３ 数研３３３ 数研３４３　数研３４４ 数研３４３　数研３４４

大修館３３２ 大修館３３２

大修館３３２ 大修館３３２ 第一３５０　第一３５１ 第一３５０　第一３５１

第一３４０ 第一３４０ 大修館３１５ 大修館３１５ 明治３４７ 明治３４７

大修館３３２ 東書３２１ 大修館３３２ 桐原３５４　桐原３５５ 桐原３５４　桐原３５５

数研３３４ 東書３２１ 東書３２９ 東書３２９

第一３４０ 第一３４０

第一３４０ 第一３４０ 大修館３１５ 大修館３１５

桐原３４１ 桐原３４１ 桐原３５４　桐原３５５ 桐原３５４　桐原３５５

大修館３３２ 大修館３３２

東書３２２ 東書３２２ 第一３１４ 第一３１４ 桐原３５４　桐原３５５ 桐原３５４　桐原３５５

東書３２１ 東書３２１ 大修館３４２ 大修館３４２

明治３３５ 明治３３５ 明治３４５　明治３４６ 明治３４５　明治３４６

第一３３９ 第一３３９ 第一３５２ 第一３５２

数研３３３ 数研３３３ 数研３４３　数研３４４ 数研３４３　数研３４４

教出３２７　第一３４０ 教出３２７　第一３４０ 東書３２９ 東書３２９

東書３２１　三省堂３２４ 東書３２１　三省堂３２４ 東書３２９ 東書３２９

大修館３３１ 筑摩３３７ 第一３１４ 第一３１４ 大修館３４２ 第一３５２

筑摩３３７ 筑摩３３７ 桐原３５４　桐原３５５ 桐原３５４　桐原３５５

大修館３２９　大修館３３０
大修館３３１

大修館３２９　大修館３３０
大修館３３１

第一３５２　第一３５３ 第一３５２　第一３５３

東書３２１ 東書３２１

東書３２１ 東書３２１ 第一３１４ 第一３１４

数研３３４ 三省堂３２４ 大修館３４２ 大修館３４２

三省堂３０６

三省堂３２５ 三省堂３２５ 三省堂３０６ 三省堂３０６

第一３４０ 第一３４０ 第一３５３ 第一３５３

現代文Ｂ 古典Ａ 古典Ｂ

国語
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別紙「令和２年度高等学校教科書」 3

1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

8 二ツ井：定

11 能代工業：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度

清水３１３ 清水３１３ 山川３１０ 山川３１０ 清水３１０ 清水３１０

山川３１５ 山川３１５

東書３１０ 東書３１０ 東書３１１ 東書３１１ 東書３０８ 東書３０８

山川３１８ 山川３１８ 山川３１０ 山川３１０ 山川３１１ 山川３１１

実教３１２ 実教３１２ 実教３１３ 実教３１３

帝国３１４ 帝国３１４ 山川３１０ 山川３１０ 第一３１２ 第一３１２

第一３１７ 第一３１７ 山川３１０　山川３１４ 山川３１０　山川３１４ 第一３１２ 第一３１２

東書３１０

実教３１１ 東書３１０ 山川３１０ 山川３１０

実教３１２ 実教３１２ 山川３１０ 山川３１０

実教３１２

実教３１２

実教３１２

帝国３１４ 帝国３１４

第一３１７ 第一３１７ 第一３１２ 第一３１２

山川３１６ 山川３１６ 第一３１２ 第一３１２

実教３１１ 実教３１１ 山川３１０ 実教３０９ 第一３１２ 第一３１２

実教３１２ 実教３１２

東書３１０ 東書３１０ 山川３１０ 山川３１０ 東書３０８ 東書３０８

実教３１２ 実教３１２ 山川３１０ 山川３１０

山川３１６ 山川３１６ 山川３１０ 山川３１０ 東書３０８ 東書３０８

帝国３１４ 帝国３１４ 山川３１０ 山川３１０ 東書３０８ 東書３０８

実教３１１ 実教３１１ 山川３１０ 山川３１０ 実教３０９

実教３１２ 実教３１２

帝国３１４ 帝国３１４ 山川３１０ 山川３１０ 東書３０８ 東書３０８

清水３１３ 清水３１３ 山川３１０ 山川３１０ 実教３０９ 実教３０９

帝国３１４ 帝国３１４ 第一３１２ 第一３１２

帝国３１４ 清水３１３ 清水３１０ 清水３１０

清水３１３ 清水３１３ 清水３１０ 清水３１０

帝国３１４ 帝国３１４ 実教３０９ 実教３０９

実教３１２ 実教３１２ 山川３１４ 山川３１４ 清水３１０ 清水３１０

第一３１７ 第一３１７ 第一３１２ 第一３１２

帝国３１４ 帝国３１４ 第一３１２ 第一３１２

清水３１３ 清水３１３ 山川３１０ 山川３１０ 東書３０８ 東書３０８

山川３１６ 山川３１６

山川３１６ 山川３１６ 山川３１０ 山川３１０ 実教３１３ 実教３１３

山川３１５ 山川３１５

山川３１８ 山川３１８ 山川３１０ 山川３１０ 清水３１０ 清水３１０

第一３１７ 第一３１７ 山川３１０ 山川３１０ 清水３１０ 清水３１０

山川３１５ 山川３１５ 山川３１０ 山川３１０ 清水３１０ 清水３１０

山川３１５ 山川３１５ 山川３１４ 山川３１４ 実教３０９ 実教３０９

実教３１２ 実教３１２ 山川３１０ 山川３１０ 実教３１３ 実教３１３

山川３１６ 山川３１６ 山川３１０ 山川３１０ 実教３１３ 実教３１３

第一３１７ 第一３１７ 山川３１０ 山川３１０ 第一３１２ 第一３１２

第一３１７ 第一３１７ 山川３１０ 山川３１０ 実教３１３ 清水３１０

東書３１０ 東書３１０ 東書３０８ 東書３０８

実教３１１ 実教３１１ 実教３１３

山川３１６ 帝国３１４ 実教３０９ 実教３０９

東書３１０ 清水３１０

東書３１０ 第一３１２

東書３１０ 清水３１０

第一３１７ 第一３１７ 東書３１１ 東書３１１ 清水３１０ 清水３１０

第一３１７ 第一３１７ 実教３１３ 実教３１３

山川３１６ 山川３１６

東書３１０ 東書３１０ 清水３１０ 清水３１０

東書３１１ 東書３１１

世界史Ｂ 日本史Ａ世界史Ａ

地理歴史
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別紙「令和２年度高等学校教科書」 4

1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

8 二ツ井：定

11 能代工業：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度

東書３１０　山川３０９ 東書３１０　山川３０９ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

実教３１１ 山川３０９ 帝国３０８ 帝国３０８ 二宮３０５ 二宮３０５ 帝国３１０　二宮３１１ 帝国３１０　二宮３１１

清水３１１ 清水３１１ 帝国３１３ 帝国３１３

山川３０９ 山川３０９ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

東書３１０ 東書３１０ 帝国３０８ 帝国３０８ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

山川３０９ 山川３０９ 帝国３０８ 帝国３０８ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

清水３１３　山川３０９ 清水３１３　山川３０９ 帝国３０８　 帝国３０８　 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３０９ 帝国３０９

山川３０９ 山川３０９ 帝国３０８ 帝国３０８ 二宮３０５ 二宮３０５ 帝国３１０　帝国３１３ 帝国３１３　帝国３１０

山川３１５ 山川３１５ 帝国３０８ 帝国３０８ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

帝国３０８ 帝国３１０

東書３０７ 帝国３０９

東書３０７ 帝国３１０

清水３１３ 清水３１３ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０

帝国３１２ 帝国３１２ 二宮３１２ 二宮３１２

帝国３０８ 帝国３０８ 帝国３１０ 帝国３１０

山川３０９ 山川３０９ 帝国３１２ 帝国３１２ 帝国３０４ 帝国３０４ 二宮３１１ 二宮３１１

帝国３１２ 帝国３１２ 二宮３１４ 二宮３１４

山川３０９ 山川３０９ 二宮３０９ 二宮３０９ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０　二宮３１２ 帝国３１０　二宮３１２

山川３０９ 山川３０９ 帝国３０８ 帝国３０８ 二宮３０５ 二宮３０５ 帝国３１３　二宮３１１ 帝国３１３　二宮３１１

山川３０９ 山川３０９ 二宮３０５ 二宮３０５ 帝国３１０ 帝国３１０

山川３０９ 山川３０９ 二宮３０５ 二宮３０５ 二宮３１４ 二宮３１４

実教３１１ 実教３１１ 帝国３０８ 帝国３０８ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

二宮３０９ 二宮３０９ 帝国３１０ 帝国３１０

山川３０９ 山川３０９ 二宮３０５ 二宮３０５ 二宮３１４ 二宮３１４

山川３０９ 山川３０９ 帝国３０４ 帝国３０４ 二宮３１１ 二宮３１１

帝国３０８ 帝国３０８ 二宮３１４ 二宮３１４

山川３０９ 帝国３０８ 帝国３０８ 帝国３１０ 帝国３１０

山川３０９ 山川３０９ 二宮３０９ 二宮３０９ 二宮３１２ 二宮３１２

実教３１１ 実教３１１ 清水３１１ 清水３１１ 帝国３０４ 帝国３０４ 二宮３１１ 二宮３１１

東書３１０ 東書３１０

帝国３０８ 帝国３１３ 帝国３１３

帝国３１２ 帝国３１２ 帝国３０９ 帝国３０９

山川３０９ 山川３０９ 二宮３０９ 二宮３０９ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

二宮３０９ 二宮３０９ 二宮３１１ 二宮３１１

山川３０９ 山川３０９ 帝国３０８ 帝国３０８ 帝国３０４ 帝国３０４ 二宮３１１ 二宮３１１

帝国３０８ 帝国３０８ 帝国３１０ 帝国３１０

山川３０９ 山川３０９ 帝国３０８ 帝国３０８ 二宮３０５ 二宮３０５ 二宮３１１ 二宮３１１

山川３０９ 山川３０９ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

山川３０９ 山川３０９ 清水３１１ 清水３１１ 二宮３０５ 二宮３０５ 帝国３１０ 帝国３１０

実教３１１ 実教３１１ 帝国３１２ 帝国３１２ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

山川３０９ 山川３０９ 二宮３０９ 二宮３０９ 二宮３１４ 二宮３１４

山川３０９ 山川３０９ 東書３０７ 東書３０７ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

山川３０９ 山川３０９ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

山川３０９ 山川３０９ 二宮３０９ 二宮３０９ 帝国３０４ 帝国３１０　二宮３１２ 帝国３１０　二宮３１２

帝国３０８ 帝国３０８ 帝国３１０ 帝国３１０

二宮３０９ 二宮３０９ 帝国３０４ 二宮３１２ 二宮３１２

帝国３１３

第一３１０ 帝国３１３

清水３１３ 清水３１３ 帝国３０８ 帝国３０８ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

清水３１１ 清水３１１ 二宮３１２ 二宮３１２

帝国３０８ 帝国３０８ 帝国３０９ 帝国３０９

東書３１０ 東書３１０ 清水３１１ 清水３１１ 帝国３１０ 帝国３１０

帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

日本史Ｂ 地理Ａ 地理Ｂ 地図

地理歴史

4



別紙「令和２年度高等学校教科書」 5

1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

8 二ツ井：定

11 能代工業：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度

東書３１３ 東書３１３

清水３１６ 清水３１６ 東書３１１ 清水３１５ 清水３１５

清水３１６ 清水３１６ 第一３０９ 第一３０９

数研３１９ 数研３１９ 清水３０８ 清水３０８ 東書３１１ 東書３１１

東書３１３ 東書３１３

清水３１６ 清水３１６ 清水３０８ 清水３０８ 実教３１３ 実教３１３

清水３１６ 清水３１６ 清水３１４ 清水３１４

実教３１３

数研３２０ 数研３２０ 実教３１２ 実教３１２

実教３１５ 実教３１５ 数研３１４ 数研３１４ 東書３１１ 東書３１１

実教３１５

実教３１３

実教３１５

東書３１３ 東書３１３

実教３１５ 実教３１５ 実教３１３ 実教３１３

東書３１３ 東書３１３

東書３１３ 東書３１３ 東書３１１ 東書３１１

東書３１３ 東書３１３

実教３１４ 実教３１４ 東書３１１ 東書３１１ 第一３０９ 第一３０９

東書３１３ 東書３１３ 清水３１３ 清水３１３ 清水３１４ 清水３１４

東書３１３ 東書３１３ 清水３０８ 清水３０８ 東書３１１ 東書３１１

東書３１３ 東書３１３ 清水３０８ 清水３０８ 実教３１３ 実教３１３

東書３１３ 東書３１３ 実教３１３ 実教３１３

東書３１３ 東書３１３

実教３１４　実教３１５ 実教３１４　実教３１５

東書３１３ 東書３１３ 清水３０８ 清水３０８ 東書３１１ 東書３１１

清水３１６ 清水３１６

帝国３１８ 帝国３１８ 清水３１５ 清水３１５

東書３１３ 東書３１３ 清水３０８ 清水３０８ 東書３１１

実教３１５ 実教３１５

実教３１５ 実教３１５ 実教３１２ 実教３１２

実教３１５ 実教３１５ 清水３１５ 清水３１５

第一３２２ 第一３２２ 実教３１３ 実教３１３

清水３１７ 清水３１７ 清水３０８ 清水３０８ 東書３１１ 東書３１１

東書３１３ 東書３１３ 東書３１１ 東書３１１

実教３１５ 実教３１５ 清水３０８ 清水３０８ 第一３０９ 第一３０９

清水３１６ 清水３１６

数研３２０ 数研３２０ 清水３０８ 清水３０８ 東書３１１ 東書３１１

東書３１３ 東書３１３ 清水３１３ 数研３１７ 数研３１７

東書３１３ 東書３１３ 数研３１４ 清水３０８ 東書３１１ 東書３１１

実教３１５ 実教３１５ 東書３１１ 東書３１１

清水３１６ 清水３１６ 清水３１５ 清水３１５

実教３１４　第一３２２ 実教３１４　第一３２２

実教３１４ 実教３１４

清水３１６ 清水３１６ 数研３１７ 数研３１７

東書３１３ 東書３１３ 東書３１１ 東書３１１

東書３１３ 東書３１３ 数研３１７ 数研３１７

清水３１６

東書３１３

東書３１３ 清水３１５

東書３１３ 実教３１３

清水３１６ 清水３１６ 実教３１２ 実教３１２ 清水３１５ 清水３１５

東書３１３ 東書３１３

数研３２０ 数研３２０

東書３１３ 東書３１３ 清水３０８ 清水３１３ 東書３１１ 東書３１１

東書３１３ 東書３１３ 東書３１１ 東書３１１

現代社会 倫理 政治・経済

公民

5



別紙「令和２年度高等学校教科書」 6

1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

8 二ツ井：定

11 能代工業：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度

数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４ 数研３２４

数研３３０ 東書３１８ 東書３１８ 啓林館３２６　数研３３０

数研３３１ 数研３３１ 数研３３１ 数研３３１

数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４ 数研３２４

数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４ 数研３２４

数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４ 数研３１０

東書３１９　数研３２９ 東書３１９　数研３２９ 数研３２９　東書３１９ 数研３２９　東書３１９ 数研３２４ 数研３２４

数研３２８ 東書３１８ 数研３２８ 東書３１８ 東書３１５ 啓林館３２０

数研３２９　数研３３０ 数研３２９　数研３３０ 数研３２９ 東書３１８ 東書３１６ 数研３２４

実教３２２ 数研３３０

東書３１９

東書３１８　東書３１９ 実教３２２

数研３３０ 数研３３０ 数研３３０ 数研３３０

数研３３１ 数研３３１

数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２９

実教３２０ 啓林館３２５ 実教３２０ 啓林館３２５ 数研３２４ 数研３２５

第一３３４ 第一３３４ 第一３３４ 東書３１８

数研３２７ 啓林館３２４ 数研３２７ 啓林館３２４ 数研３２２ 啓林館３１９

数研３２８ 数研３２８ 数研３２８ 数研３２８ 数研３２３ 数研３２３

啓林館３２４ 啓林館３２４　数研３２８ 啓林館３２４ 数研３２８ 数研３２３ 数研３２３

数研３２８ 数研３２８ 数研３２８ 数研３２８ 数研３２３ 数研３２３

東書３０２ 東書３０２ 東書３０２ 数研３２４ 数研３２４

数研３３０ 実教３２１ 実教３２１ 数研３３０ 数研３２５ 実教３１４

啓林館３２５ 数研３２７ 啓林館３２５ 数研３２７ 数研３２２ 東書３１５

東書３１８ 数研３２９ 東書３１８ 数研３２９ 東書３１６　数研３２４ 東書３１６

数研３３０ 数研３３０ 数研３３０ 数研３３０

数研３３１ 数研３３１ 数研３３１ 数研３３１

東書３０２ 東書３０２ 東書３０２ 東書３０２ 東書３０２ 東書３０２

実教３２１ 実教３２１ 実教３２１　実教３２３ 実教３２１　実教３２３ 実教３１８ 実教３１８

東書３１９ 実教３２３ 実教３２３ 実教３２３

実教３２２ 実教３２２ 東書３１８　実教３２２ 東書３１８　実教３２２

東書３１９ 東書３１９ 東書３１９ 東書３１９

数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４ 数研３０９

数研３３０ 数研３３０ 数研３３０ 数研３３０ 数研３２５ 東書３１６

啓林館３２６ 啓林館３２６ 啓林館３２６ 啓林館３２６ 啓林館３２１ 数研３２１

数研３３１ 数研３３１ 数研３３１ 数研３３１

数研３２８ 数研３２８ 数研３２８ 数研３２８ 数研３２３ 数研３２３

数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４ 東書３１６

数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４ 数研３２４

数研３３０　数研３３１ 数研３３０　数研３３１ 数研３３０　数研３３１ 数研３３０　数研３３１ 数研３２５ 数研３２５

数研３３１ 数研３２９ 数研３２９　数研３３１ 数研３２９ 数研３２４

数研３２９　数研３３１ 数研３２９　数研３３１ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４ 実教３１８

数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４ 数研３２４

数研３２９　数研３３０ 数研３２９　数研３３０ 数研３２９　数研３３０ 数研３２９　　数研３３０ 数研３２４ 数研３２４

数研３３１ 数研３３１ 数研３３１ 数研３３１

数研３３０ 数研３３０ 数研３３０ 数研３３０

実教３２３ 実教３２３ 実教３２３ 実教３２３

東書３１９

東書３１９

数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４ 数研３２４

数研３３１ 数研３３１ 数研３３１ 数研３３１

東書３１９ 東書３１９

数研３３１ 数研３３１ 数研３３１ 数研３３１

東書３１９ 東書３１９ 東書３１９ 東書３１９

数学Ⅰ 数学Ⅱ 数学Ⅲ

数学

6



別紙「令和２年度高等学校教科書」 7

1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

8 二ツ井：定

11 能代工業：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度

数研３２９ 数研３２９ 数研３２７ 数研３２７

数研３３０ 東書３１８ 東書３１７ 啓林館３２４

数研３３１ 数研３３１ 数研３２９ 数研３２９

数研３２９ 数研３２９ 数研３２７ 数研３２７

数研３２９ 数研３２９ 数研３２７ 数研３２７

数研３２９ 数研３２９ 数研３２７ 数研３27

東書３１９　数研３２９ 東書３１９　数研３２９ 数研３２７ 数研３２７

数研３２８ 東書３１８ 東書３１６ 啓林館３２３

数研３２９　数研３３０ 数研３２９　東書３１９ 数研３２７ 東書３１７

東書３１９

東書３１９

数研３３０ 数研３３０ 数研３２８ 数研３２８

数研３３１ 数研３３１

数研３２９ 数研３２９ 数研３２７ 数研３２７

実教３２０ 啓林館３２５ 啓林館３２３ 数研３２７

第一３３４ 東書３１８ 東書３１７ 実教３２０

数研３２７ 啓林館３２４ 数研３２５ 啓林館３２２

数研３２８ 数研３２８ 数研３２６ 数研３２６

啓林館３２４ 啓林館３２４　数研３２８ 数研３２６ 数研３２６

数研３２８ 数研３２８ 数研３２６ 数研３２６

東書３０２ 東書３０２ 東書３０２ 東書３０２

実教３２０ 数研３２８

啓林館３２５ 数研３２７ 数研３２５ 東書３１６

東書３１８ 数研３２９ 数研３２７ 東書３１７

数研３３０ 数研３３０ 数研３２８ 実教３２０

数研３３１ 数研３３１ 数研３２９ 数研３２９

東書３０２ 東書３０２ 東書３０２ 東書３０２

実教３２１ 実教３２１ 実教３２０ 実教３２０

実教３２３ 実教３２３ 実教３２１ 東書３１７

実教３２２ 実教３２２

東書３１９ 東書３１９

数研３２９ 数研３２９ 数研３２７ 数研３２６

数研３３０ 数研３３０ 数研３２８ 数研３２８

啓林館３２６ 啓林館３２６ 啓林館３２４ 啓林館３２４

数研３３１ 数研３３１ 数研３２９ 数研３２９

数研３２８ 数研３２８ 数研３２６ 数研３２６

数研３２９ 数研３２９ 数研３２７ 数研３２７

数研３２９ 数研３２９ 数研３２７ 数研３２７

数研３３０　数研３３１ 数研３３０　数研３３１ 数研３２８ 数研３２８

数研３３１ 数研３２９　 数研３２７ 数研３２７

数研３２９　数研３３１ 実教３２３　数研３２９ 数研３２７ 数研３２７

数研３２９ 数研３２９ 数研３２７ 数研３２７

数研３２９ 数研３２９ 数研３２７　数研３２８ 数研３２７　数研３２８

数研３３１

数研３３０ 数研３３０

実教３２３ 実教３２１

東書３１９

数研３３１ 東書３１８

東書３１９

数研３２９ 数研３２９　 数研３２７ 数研３２７

数研３３１ 数研３３１

東書３１９ 東書３１９

数研３３１ 数研３３１ 数研３２９ 数研３２９

東書３１９ 東書３１９ 東書３０２ 東書３０２

数学Ａ 数学Ｂ 数学活用

数学

7



別紙「令和２年度高等学校教科書」 8

1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

8 二ツ井：定

11 能代工業：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度

第一３２０　第一３２１ 第一３２０　第一３２１ 第一３１６ 第一３１６

東書３１２ 数研３１３

東書３０６ 東書３０６ 東書３１２ 東書３１２ 東書３０８ 東書３０８

東書３１１ 東書３１１ 東書３０８ 東書３０８

数研３０８ 数研３０８ 東書３１２ 東書３１２ 東書３０８ 東書３０８

数研３１８ 数研３１８ 数研３１３ 数研３１３

啓林館３０２ 啓林館３０２ 数研３１８　数研３１９ 数研３１８　数研３１９ 数研３１３ 数研３１３

数研３１８ 数研３１８ 数研３１３ 数研３１３

第一３０９ 第一３０９ 第一３２１ 第一３２１ 第一３１６ 第一３１６

数研３０８ 東書３１２　

第一３０９ 第一３１６

数研３０８ 東書３１２

実教３０７ 実教３０７ 東書３１２ 東書３１２

東書３０６ 実教３０７

実教３０７ 実教３０７ 東書３１２ 東書３１２

啓林館３１５ 啓林館３１５ 啓林館３１０ 啓林館３１０

啓林館３０２ 啓林館３０２ 東書３１２ 東書３１２

啓林館３１５ 啓林館３１５ 啓林館３１０ 啓林館３１０

第一３２０ 第一３２０ 第一３１６ 第一３１６

数研３１８ 数研３１８ 数研３１３ 数研３１３

東書３１１ 東書３１１ 東書３０８ 東書３０８

東書３０６ 東書３０６ 第一３２０ 第一３２０ 第一３１６ 第一３１６

東書３０６ 東書３０６ 第一３２０ 第一３２０ 第一３１６ 第一３１６

第一３２０ 第一３２０ 第一３１６ 第一３１６

啓林館３１５ 啓林館３１５ 数研３１３ 数研３１３

啓林館３０２ 啓林館３０２ 数研３１９ 数研３１９ 東書３０８ 東書３０８

実教３０７ 実教３０７

数研３１９ 数研３１９ 数研３１３ 数研３１３

実教３０７ 実教３０７ 第一３２０ 実教３１４　第一３２０ 第一３１６ 第一３１６

実教３０７ 実教３０７

数研３０３ 数研３０３

東書３０６ 東書３０６

数研３１８ 数研３１８ 数研３１３ 数研３１３

東書３１１ 東書３１１ 東書３０８ 東書３０８

数研３１８　数研３１９
啓林館３１６
啓林館３１７　数研３１８

数研３１３ 数研３１３

東書３０６ 東書３０６ 東書３１２ 東書３１２

数研３１８ 数研３１８ 数研３１３ 数研３１３

啓林館３１５ 啓林館３１５ 啓林館３１０ 啓林館３１０

啓林館３１５ 啓林館３１５ 啓林館３１０ 啓林館３１０

東書３１２ 東書３１２ 東書３０８ 東書３０８

啓林館３０６ 啓林館３０６

第一３０９ 第一３０９ 東書３１２ 東書３１２ 東書３０８ 東書３０８

第一３２１ 実教３１３ 数研３１４　数研３１５ 数研３１４　数研３１５

啓林館３０２ 啓林館３０２ 数研３１８ 啓林館３１５ 数研３１３ 啓林館３１０

数研３０３ 数研３０３

実教３０７ 実教３０７ 東書３１２

実教３１４ 実教３１４

実教３０７

東書３０６

実教３０７

東書３１２ 東書３１２ 東書３０８ 東書３０８

東書３０６ 東書３０６

実教３０７ 実教３０７

第一３０９ 第一３０９

啓林館３０２ 啓林館３０２ 東書３１２ 東書３１２

科学と人間生活 物理基礎 物理

理科
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別紙「令和２年度高等学校教科書」 9

1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

8 二ツ井：定

11 能代工業：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度

数研３１９ 数研３１９ 数研３１３ 数研３１３ 数研３１６　数研３１７ 数研３１６　数研３１７

実教３１７ 実教３１７ 東書３０９ 東書３０９ 第一３１９

東書３１４ 東書３１４ 数研３１７ 数研３１７

数研３１９ 第一３２１ 第一３１５ 第一３１５ 東書３１１ 東書３１１

実教３１６ 実教３１６ 実教３１１ 実教３１１ 第一３１８ 第一３１８

数研３１９ 数研３１９ 数研３１３ 数研３１３ 数研３１６ 数研３１６

東書３１３　実教３１７ 東書３１３　実教３１７ 東書３０８ 東書３０８ 数研３１７　第一３１９ 数研３１７　第一３１９

実教３１５ 実教３１５ 東書３０８　実教３１０ 実教３１０　東書３０８ 実教３１３ 実教３１３

東書３１４ 東書３１４ 東書３０９ 東書３０９ 東書３１２　実教３１４ 東書３１２　実教３１４

第一３２２ 数研３１４ 実教３１４

第一３２２ 実教３１４

東書３１４ 東書３１４ 東書３０９ 東書３０９ 実教３１４ 実教３１４

東書３１４ 実教３１７ 実教３１４ 東書３１２

実教３１６ 実教３１６ 数研３１７ 数研３１７

数研３２０ 数研３２０ 数研３１３ 数研３１３ 数研３１７ 数研３１７

東書３１４ 東書３１４ 第一３１９ 第一３１９

第一３２１ 第一３２１ 第一３１５ 第一３１５ 数研３１６ 第一３１８

実教３１５ 実教３１５ 実教３１０ 数研３１３ 第一３１８ 数研３１６

実教３１５ 実教３１５ 第一３１５ 第一３１５ 数研３１６ 数研３１６

数研３２０ 数研３２０ 数研３１４ 数研３１４ 実教３１４ 実教３１４

東書３１４ 東書３０９ 東書３０９ 東書３１１ 東書３１１

東書３０９ 東書３０９ 啓林館３０５ 啓林館３０５

第一３２１ 第一３２１ 第一３１５ 第一３１５ 数研３１６ 第一３１８

数研３２０ 数研３２０ 数研３１３ 数研３１３ 数研３１７ 数研３１７

東書３１４ 東書３１４

実教３１７ 実教３１７ 実教３１１ 実教３１４ 実教３１４

実教３１６ 実教３１６ 実教３１１ 実教３１１ 実教３１３ 実教３１３

実教３１７ 実教３１７ 実教３１１ 実教３１１ 実教３１４ 実教３１４

東書３１４ 東書３１４ 東書３１２ 東書３１２

東書３１４ 東書３１４ 東書３０９ 東書３０９ 実教３１４ 実教３１４

東書３１４ 東書３１４ 東書３１２ 東書３１２

実教３１５　東書３１４ 東書３１３　東書３１４ 東書３０８ 東書３０８ 東書３１２　数研３１６ 東書３１２　数研３１６

第一３２２ 第一３２２ 実教３１４ 実教３１４

数研３１９ 数研３１９ 数研３１３ 東書３１０ 実教３１３ 実教３１３

東書３１４ 東書３１４ 実教３１４ 実教３１４

実教３１５ 実教３１５ 実教３１０ 実教３１０ 啓林館３１５ 啓林館３１５

実教３１５ 実教３１５ 実教３１０ 実教３１１ 第一３１８ 第一３１８

実教３１６ 実教３１６ 実教３１０ 実教３１０ 東書３１２ 東書３１２

実教３１６ 実教３１６ 実教３１１ 実教３１１ 東書３１１ 東書３１１

啓林館３０７ 実教３１４　数研３１６ 実教３１４

数研３２０ 数研３２０ 実教３１１ 実教３１１ 東書３１１ 東書３１１

実教３１５ 東書３１３ 東書３０８ 東書３０８ 第一３１８ 第一３１８

東書３１４　実教３１５ 東書３１４　実教３１５ 実教３１０ 実教３１０ 東書３１２　第一３１８ 東書３１２　第一３１８

東書３１２

東書３１４ 第一３１９ 第一３１９

実教３１７ 実教３１７ 実教３１４ 実教３１４

実教３１３

東書３１４ 実教３１３

実教３１７ 実教３１７ 実教３１１ 実教３１１ 東書３１２ 東書３１２

東書３１４ 東書３１４ 実教３１４ 実教３１４

東書３１４ 東書３１４ 実教３１４ 実教３１４

実教３１７ 実教３１７ 実教３１４ 実教３１４

東書３１４ 東書３１４ 東書３１２ 東書３１２

化学基礎 化学 生物基礎

理科
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別紙「令和２年度高等学校教科書」 10

1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

8 二ツ井：定

11 能代工業：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度

数研３１０ 数研３１０

東書３０７ 第一３１０ 第一３１０

東書３０７ 東書３０７

東書３０６ 東書３０６ 啓林館３０８ 啓林館３０８

第一３１１ 第一３１１

数研３１０ 数研３１０ 数研３０９ 数研３０9

数研３１０ 数研３１０

東書３０６ 東書３０６ 啓林館３０８ 啓林館３０８

啓林館３０９ 啓林館３０９

数研３１０

数研３１０ 数研３１０ 第一３１０ 第一３１０

数研３１０ 第一３１１ 啓林館３０８ 啓林館３０８

数研３１０ 数研３１０ 第一３１０ 第一３１０

数研３１０ 数研３１０ 啓林館３０８ 啓林館３０８

実教３０８ 実教３０８ 啓林館３０８ 啓林館３０８

東書３０６ 東書３０６ 啓林館３０８ 啓林館３０８

東書３０７ 東書３０７

数研３１０ 東書３０６ 啓林館３０８ 啓林館３０８

数研３１０ 数研３１０

東書３０７

実教３０８ 実教３０８ 啓林館３０８ 啓林館３０８

数研３１０ 数研３１０ 数研３０９ 数研３０９

東書３０６ 東書３０６

実教３０８ 実教３０８

東書３０６ 東書３０６

数研３１０ 数研３１０ 啓林館３０８ 啓林館３０８

実教３０８ 実教３０８ 実教３０７　数研３０４ 数研３０４

啓林館３０９ 啓林館３０９ 啓林館３０８ 啓林館３０８ 啓林館３０３ 啓林館３０３

第一３１１ 第一３１１ 啓林館３０８ 啓林館３０８

東書３０６ 東書３０６ 啓林館３０８ 啓林館３０８ 啓林館３０３ 啓林館３０３

東書３０６ 東書３０６

実教３０８ 啓林館３０８ 啓林館３０８

東書３０６ 東書３０６ 実教３０７ 実教３０７

第一３１１ 第一３１１ 数研３０９ 啓林館３０８

第一３１１ 第一３１１

東書３０７

第一３１０ 第一３１０

東書３０７ 東書３０７ 第一３１０ 第一３１０

東書３０６ 東書３０６

第一３１０ 第一３１０

東書３０６ 東書３０６

生物 地学基礎 地学

理科

10



別紙「令和２年度高等学校教科書」 11

1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

8 二ツ井：定

11 能代工業：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度

大修館３０４ 大修館３０４ 友社３１１ 友社３１１ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３０５ 教芸３０５

大修館３０５ 大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０５ 大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０５ 大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０５ 大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０７ 教出３０７

大修館３０４ 大修館３０４ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０４ 教出３０８

大修館３０４ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０４ 教出３０８

大修館３０４ 大修館３０４ 教芸３１０ 教芸３１０ 教出３０７ 教出３０７

大修館３０４ 大修館３０４ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０４ 大修館３０４ 教芸３０９ 教芸３０９

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０５ 大修館３０５ 教芸３１０ 教出３０７ 教芸３１０ 教出３０７

大修館３０５ 大修館３０５ 教出３０７ 教出３０７

大修館３０４ 大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０７ 教出３０７ 教出３０７ 教出３０７

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０５ 大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３０５ 教芸３０５

大修館３０４ 大修館３０４ 教芸３０９ 教出３０８

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０５ 大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０５ 大修館３０５ 教出３０７ 教出３０７ 教芸３０９ 教芸３０９

大修館３０５ 大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０４ 大修館３０４ 教芸３１０ 教芸３１０ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０５ 大修館３０５ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０５ 大修館３０５ 教出３０７ 教出３０７ 教出３０７ 教芸３０９

大修館３０５ 大修館３０５ 教出３０８ 教出３０８ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０５ 大修館３０５ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０４ 大修館３０４ 教芸３１０ 教芸３１０ 教出３０７ 教出３０７ 教芸３０５ 教芸３０５

大修館３０５ 大修館３０５ 教芸３０９ 教芸３０９ 教芸３０９ 教芸３０９ 教芸３０５ 教芸３０５

大修館３０５ 大修館３０５ 教出３０７ 教出３０７

大修館３０５ 大修館３０５ 教芸３０９ 教芸３１０

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０４ 大修館３０４ 教芸３０９ 教芸３０９ 教芸３０９ 教芸３０９

大修館３０５ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０４

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８ 教芸３０５ 教芸３０５

大修館３０５ 大修館３０５ 教出３０７ 教出３０７

大修館３０５ 大修館３０５ 友社３１１ 友社３１１

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０４ 教出３０４

大修館３０５ 大修館３０５ 友社３１２ 友社３１２ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８

大修館３０４ 教出３０８

大修館３０４ 教出３０８

大修館３０５ 大修館３０５ 教芸３０９ 教芸３０９ 教芸３１０ 教芸３０９ 教芸３０５ 教芸３０５

大修館３０５ 大修館３０５

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０７ 教出３０７

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０７ 教出３０７

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０７ 教出３０７ 教出３０７ 教出３０７

保健体育 音楽Ⅰ 音楽Ⅱ 音楽Ⅲ

芸術保健体育

11



別紙「令和２年度高等学校教科書」 12

1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

8 二ツ井：定

11 能代工業：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度

日文３０５ 日文３０５ 日文３０４ 日文３０４

日文３０５ 日文３０５ 日文３０４ 日文３０４

光村３０４ 光村３０４ 光村３０３ 光村３０３

日文３０５ 日文３０5

日文３０５ 日文３０５ 日文３０４ 日文３０４

日文３０５ 日文３０５ 日文３０４ 日文３０４

日文３０５

日文３０５ 日文３０４

日文３０５

日文３０５ 日文３０５ 日文３０４ 日文３０４

日文３０５ 日文３０５ 光村３０３ 光村３０３

日文３０５ 光村３０４

日文３０５ 光村３０４

日文３０５ 日文３０５ 光村３０３ 日文３０４

日文３０５ 日文３０５ 光村３０３ 光村３０３

日文３０５ 光村３０４ 光村３０３ 日文３０４ 日文３０４ 光村３０３

日文３０５ 日文３０５

光村３０４ 光村３０４ 光村３０３ 光村３０３

光村３０４ 光村３０４ 光村３０３ 光村３０３

日文３０5 日文３０２ 日文３０4 日文３０２

日文３０５ 日文３０５ 日文３０４ 日文３０４

日文３０５ 日文３０５ 光村３０３ 光村３０３ 光村３０３ 光村３０３ 日文３０１ 日文３０１

日文３０５ 光村３０４

日文３０５ 日文３０５

日文３０５ 日文３０５

光村３０４ 光村３０４ 光村３０３ 光村３０３

光村３０４ 光村３０４ 光村３０３ 光村３０３ 光村３０３ 光村３０３ 日文３０１ 日文３０１

光村３０４ 光村３０４

日文３０５ 日文３０５ 光村３０３ 光村３０３ 日文３０４ 日文３０４

美術Ⅲ 工芸Ⅰ美術Ⅰ 美術Ⅱ

芸術

12



別紙「令和２年度高等学校教科書」 13

1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

8 二ツ井：定

11 能代工業：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度

光村３０８ 光村３０８

東書３０５ 光村３０８ 東書３０５ 光村３０８

東書３０５ 東書３０５ 東書３０５ 東書３０５

光村３０８ 光村３０８

東書３０５ 東書３０５

光村３０８ 光村３０８ 光村３０８ 光村３０８

光村３０８ 光村３０８

日文３０１ 日文３０１ 　　　　　　　 　　　　　　　

教出３０７ 教出３０７

日文３０１ 日文３０１ 光村３０８ 光村３０８

東書３０５

光村３０８ 光村３０８ 光村３０８ 光村３０８

東書３０５ 東書３０５

東書３０５ 東書３０５

東書３０５ 東書３０５

東書３０５ 東書３０５ 東書３０５ 東書３０５

工芸Ⅱ 書道Ⅰ 書道Ⅱ 書道Ⅲ

芸術

13



別紙「令和２年度高等学校教科書」 14

1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

8 二ツ井：定

11 能代工業：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度

桐原３５５ 桐原３５５ 東書３２７　桐原３５３ 東書３２７　桐原３５３ 東書３２６　桐原３４７ 東書３２６　桐原３４７

文英堂３４６ 文英堂３４６ 文英堂３４４ 文英堂３４４

数研３４４ 数研３４４ 数研３４２ 数研３４２

啓林館３３９ 数研３４２ 数研３４０ 増進堂３４６ 啓林館３３４ 啓林館３３４

東書３２８　数研３４３ 東書３２８　数研３４３ 東書３２６　数研３４１ 東書３２６　数研３４１ 数研３３８ 数研３３８

啓林館３４０　数研３４３ 啓林館３４０　数研３４３ 啓林館３３８　数研３４１ 啓林館３３８　数研３４１ 啓林館３３５　数研３３８ 啓林館３３５　数研３３８

東書３２９　東書３３０
第一３５２

数研３４４　数研３４３
数研３４２　東書３２８
啓林館３３９

文英堂３４４　数研３４２ 東書３２７　文英堂３４０ 数研３３８　東書３２７

啓林館３３９ 啓林館３３９ 啓林館３３７ 啓林館３３７ 数研３３８ 啓林館３３４

増進堂３４９ 啓林館３４１ 啓林館３３９ 三省堂３３２

東書３２８ 東書３０１　

数研３４４ 数研３４２

数研３４４　東書３２８ 数研３４２　東書３２６

数研３４４ 数研３４４ 数研３４２ 数研３４２

三省堂３３５ 三省堂３３５ 三省堂３３３ 三省堂３３３

東書３２８ 東書３２８ 東書３２６ 東書３２６

桐原３５６ 桐原３５６ 桐原３５４ 桐原３５４ 桐原３４８ 桐原３４８

第一３５１ 第一３５１ 第一３４９ 第一３４９

桐原３５５ 啓林館３３９ 啓林館３３７ 東書３２８ 東書３２７ 三省堂３２９

桐原３５５ 桐原３５５ 桐原３５３ 桐原３５３ 桐原３４７ 桐原３４７

啓林館３３９ 啓林館３３９ 啓林館３３７ 啓林館３３７ 啓林館３３４ 啓林館３３４

啓林館３４０ 桐原３５５ 桐原３５３ 三省堂３３１ 三省堂３２９ 啓林館３３５

東書３２９ 啓林館３４１ 啓林館３３９ 啓林館３３９ 啓林館３３６ 数研３３８

啓林館３４１ 啓林館３４１ 啓林館３３９ 東書３２７

啓林館３３９ 教出３３６ 教出３３４ 大修館３３６ 大修館３３３ 啓林館３２４

三省堂３３４ 三省堂３３４ 三省堂３３２ 三省堂３３２ 三省堂３３０ 三省堂３３０

開隆堂３３１ 開隆堂３３１ 開隆堂３２９ 開隆堂３２９

東書３２８ 東書３２８ 東書３２６ 東書３２６

教出３３６ 教出３３６ 教出３３４ 教出３３４ 教出３３１ 教出３３１

三省堂３３５ 三省堂３３５ 三省堂３３３ 三省堂３３３ 数研３３８ 数研３３８

三省堂３３５ 三省堂３３５ 三省堂３３３ 三省堂３３３

開隆堂３３１ 開隆堂３３１ 開隆堂３２９ 開隆堂３２９

三友３０２ 三友３０２ 三省堂３３５ 三省堂３３５ 三省堂３３３ 三省堂３３３

啓林館３３９ 啓林館３３９ 啓林館３３７ 啓林館３３７ 啓林館３２４ 啓林館３２４

大修館３３７ 大修館３３７ 大修館３３５ 大修館３３５

文英堂３４６ 桐原３５６ 増進堂３４７ 文英堂３４４ 桐原３４８ 桐原３４８

三友３０２ 三友３０２ 第一３５２ 第一３５２ 第一３５０ 三省堂３３３

数研３４２ 桐原３５５ 数研３４０ 東書３２８ 数研３３７ 啓林館３３５

啓林館３４０ 啓林館３４０ 啓林館３３８ 数研３４０ 増進堂３４２ 増進堂３１８

東書３２９　啓林館３３９ 東書３２９　啓林館３３９ 東書３２７　啓林館３３７ 東書３２７　啓林館３３７ 文英堂３３９ 啓林館３３４

文英堂３４６ 文英堂３４６ 文英堂３４４ 文英堂３４４ 数研３３８ 数研３３８

第一３５１　 第一３５１　 第一３４９ 東書３２６　第一３４９ 第一３４５ 第一３４５

数研３４３　数研３４４ 数研３４３　数研３４４ 数研３４１ 数研３４１ 数研３３８ 数研３３８

数研３４３ 数研３４３ 数研３４１ 啓林館３３８ 啓林館３３５ 啓林館３３５

三省堂３３４ 数研３４３ 数研３４１ 東書３２７ 桐原３４７ 数出３３１

チアーズ３０３ 三省堂３３５ 三省堂３３５ 三省堂３３３

東書３２９ 東書３２９ 東書３２７ 東書３２７ 東書３２６

開隆堂３３１ 開隆堂３３１

三省堂３３５ 三省堂３３３

三省堂３３５ 三省堂３３３

東書３２８ 東書３２８ 東書３２６ 東書３２６ 教出３３１ 教出３３１

三省堂３３５ 三省堂３３５ 三省堂３３３ 三省堂３３３

東書３２８ 東書３２８

三省堂３３５ 三省堂３３５ 三省堂３３３ 三省堂３３３

三友３０２ 三友３０２ 東書３２８ 東書３２８ 東書３２６ 東書３２６

ｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝ英語基礎 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ

外国語
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別紙「令和２年度高等学校教科書」 15

1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

8 二ツ井：定

11 能代工業：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度

啓林館３２８ 啓林館３２８ 教出３２０　啓林館３２２ 教出３２０　啓林館３２２

第一３３７ 第一３３７ 第一３３０ 第一３３０

文英堂３１２ 文英堂３１２ 文英堂３１１ 文英堂３１１

啓林館３２８ 啓林館３２８ 啓林館３２２ 啓林館３２２

啓林館３３０ 啓林館３３０ 啓林館３２３ 啓林館３２３

数研３３２　数研３３３ 数研３３２　数研３３３ 数研３２５　数研３２６ 数研３２５　数研３２６

啓林館３２８　啓林館３２９ 啓林館３２９ 啓林館３２３ 啓林館３２３ 東書３０１ 三省堂３０２

第一３３７ 三省堂３０２

啓林館３２８ 啓林館３２８ 啓林館３２２ 啓林館３２２

桐原３４２
数研３３３

数研３２６ 桐原３３３

 数研３３３

数研３３３

数研３３３

三省堂３２５ 三省堂３２５

第一３３７ 第一３３７

三省堂３２４ 三省堂３２５ 啓林館３０３ 啓林館３０３

啓林館３２９ 啓林館３２９ 啓林館３２３ 啓林館３２３

文英堂３１２ 文英堂３１２ 文英堂３１１ 文英堂３１１

啓林館３２８ 啓林館３２８ 啓林館３２２ 啓林館３２２

啓林館３２８ 啓林館３２８ 啓林館３２２ 啓林館３２２

啓林館３２８ 啓林館３２８ 啓林館３２２ 啓林館３２２ 文英堂３０４ 文英堂３０４

啓林館３２９ 啓林館３２９ 啓林館３２３ 三省堂３１８

啓林館３２９ 啓林館３２９ 啓林館３２３ 啓林館３２３

東書３２２ いいずな３４０

啓林館３２８ 第一３３５ 第一３２８ 数研３２５

啓林館３２９ 啓林館３２９ 啓林館３２３ 啓林館３２３ 東書３０１ 東書３０１

桐原３４３ 数研３３３

啓林館３２９　第一３３７ 啓林館３２９　第一３３７ 啓林館３２３ 啓林館３２３ チアーズ３０５

啓林館３３０ 第一３３７ 第一３３０ いいずな３３２ 啓林館３０３ 啓林館３０３

数研３３３ 数研３３３ 数研３２６ 数研３２６ 三省堂３０２ 三省堂３０２

三省堂３２５ 三省堂３２５ 啓林館３０３ 啓林館３０３

啓林館３３０ 啓林館３３０ 啓林館３０３ 啓林館３０３

啓林館３２８ 啓林館３２８ 啓林館３２２ 啓林館３２２

教出３２６ 教出３２６

啓林館３２９ 啓林館３２９ 啓林館３２２ 三省堂３１８ 　　　　　　　

いいずな３４０ いいずな３４０

三省堂３２３ 啓林館３２８ 啓林館３２２ 桐原３３３

啓林館３２８ 啓林館３２９ 啓林館３２２ 第一３２８

啓林館３２９ 啓林館３２９ 啓林館３２２ 啓林館３２２

第一３３７ 第一３３７ 第一３３０ 第一３３０

啓林館３２９ 啓林館３２９ 啓林館３２３ 啓林館３２３

三省堂３２４ 三省堂３２４ 三省堂３１９ 三省堂３１９

啓林館３２９ 啓林館３２９ 啓林館３２２ 数研３２５

啓林館３３０　数研３３３
数研３３２
いいずな３４０

いいずな３３２ 数研３２５

三省堂３２５

第一３３７ 第一３３７

開隆堂３１９ 東書３０１

三省堂３０２

三省堂３２４ 三省堂３２４ 三省堂３１９ 三省堂３１９ チアーズ３０５ チアーズ３０５

東書３０１ 東書３０１

東書３２２ 東書３２２ 東書３０１ 東書３０１

第一３３７ 第一３３７ 東書３０１ 東書３０１

東書３２２ 東書３２２

英語会話英語表現Ⅰ 英語表現Ⅱ

外国語
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1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

8 二ツ井：定

11 能代工業：定

新 能代：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度

大修館３１９ 大修館３１９ 実教３１１ 実教３１１

東書３１１ 実教３１５ 実教３１２ 実教３１２

東書３１１ 東書３１１ 東書３０７ 東書３０７ 実教３０８ 実教３０８

東書３１１ 東書３１１ 実教３１１ 実教３１１

東書３１１ 東書３１１ 日文３０７ 日文３０７

東書３１１ 東書３１１ 実教３０７ 実教３０７

教図３１２ 教図３１２ 東書３１０ 実教３１１

開隆堂３１７ 開隆堂３１７ 数研３１５ 数研３１５

東書３１１ 東書３１１ 東書３０７ 東書３０７ 実教３１１ 実教３１１

実教３１６

第一３１２

開隆堂３１７ 第一３１２

東書３０７ 東書３０７ 実教３１１ 実教３１１

東書３１１ 東書３１１ 東書３０７ 東書３０７ 実教３１１ 実教３１１

東書３０７ 東書３０７

第一３２０ 第一３２０ 第一３１８ 実教３１８

実教３０９　第一３１２ 実教３０９　第一３１２

東書３１１ 東書３１１ 数研３１４ 数研３１４

東書３１１ 東書３１１ 数研３１４ 数研３１４

東書３１１ 東書３１１ 実教３１２ 実教３１２

東書３１１ 東書３１１ 数研３１４ 数研３１４ 日文３１０ 日文３１０

第一３２０ 第一３２０ 実教３１１ 実教３１１

実教３１４ 実教３１４

開隆堂３１７ 開隆堂３１７ 数研３１４ 数研３１４

東書３１１ 東書３１１ 実教３１２ 実教３１２

東書３１１ 東書３１１

大修館３１９ 大修館３１９ 数研３１４ 数研３１４

開隆堂３１７ 開隆堂３１７ 実教３１２ 実教３１２

東書３１１ 東書３１１ 実教３０７ 実教３０７

東書３１１ 東書３１１ 東書３１０ 東書３１０

東書３１１ 東書３１１ 東書３０７ 東書３０７

実教３０９ 東書３０７ 東書３１０ 東書３１０

東書３１１ 東書３１１ 東書３１０ 東書３１０

東書３１１ 東書３１１

東書３１１ 東書３１１ 東書３１０ 東書３１０

東書３０７ 東書３０７ 東書３１０ 東書３１０

第一３２０ 第一３２０ 実教３１１ 実教３１１

第一３２０ 第一３２０ 第一３１８ 第一３１８

東書３１１ 東書３１１ 実教３１２ 実教３１２

東書３１１ 東書３１１ 第一３１８ 第一３１８

第一３１２ 第一３１２ 実教３１２ 実教３１２

東書３１１ 東書３１１ 東書３０７ 東書３０７ 東書３０６ 東書３０６

大修館３１８ 大修館３１８ 実教３１１ 実教３１１

実教３１４ 実教３１４ 数研３１４ 数研３１４

東書３０７ 東書３０７ 日文３１７ 日文３１７

東書３１１ 東書３１１ 開隆堂３１３ 開隆堂３１３

東書３１１ 東書３１１ 実教３１１ 実教３１１

実教３１６ 数研３１５

実教３１６ 数研３１５

東書３１１ 東書３１１ 東書３０７ 東書３０７ 実教３１１ 実教３１１

開隆堂３１７ 開隆堂３１７ 東書３１０ 東書３１０

開隆堂３１０ 開隆堂３１０ 実教３１１ 実教３１１

東書３１１ 東書３１１ 実教３１１ 実教３１１ 実教３０８ 実教３０８

東書３０７ 東書３０７ 東書３１０ 東書３１０

家庭基礎 家庭総合 社会と情報 情報の科学

情報家庭
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令和３年度 令和２年度

1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情
報学院

7 秋田北鷹
実教３２５　実教３０３　実教３１８　実教３１１　実教３１２　実教３０４　実教３１３　実教３２０　実教３０６
実教３０８　実教３１５　実教３１６　海文堂３０９　電機大３２２　電機大３１７　実教３１９　実教３２６

実教３２５　実教３０３　実教３１８　実教３１１　実教３１２　実教３０４　実教３１３　実教３２０　実教３０６
実教３０８　実教３１５　実教３１６　海文堂３０９　電機大３２２　電機大３１７　実教３１９　実教３２６

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西
実教３２５　実教３０３　実教３１８　実教３１１　実教３０４　実教３１９　実教３２０　実教３０５　実教３０６
電機大３２１

新 能代科学技術
実教３２５　実教３０３　実教３１８　実教３１１　実教３０４　実教３２０　実教３０５　実教３０６　実教３１２
実教３２６　実教３２７

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業
実教３２５　実教３０３　実教３１８　実教３１１　実教３１２　実教３０４　実教３１９　実教３１３　実教３２０
実教３０５　実教３０６　実教３２６　海文堂３０９　電機大３２２　電機大３１７　海文堂３１０　電機大３２３
電機大３２４

実教３０３　実教３０４　実教３０５　実教３０６　実教３１１　実教３１２　実教３１３　実教３１８　実教３１９
実教３２０  実教３２５　実教３２６　電機大３１７　電機大３２２　電機大３２３　電機大３２４　海文堂３０９
海文堂３１０

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目 実教３０４　実教３０５　実教３０６　実教３１１　実教３１３　実教３１８　実教３１９　実教３２０　実教３２５
実教３２６

実教３０４　実教３０５　実教３０６　実教３１１　実教３１３　実教３１８　実教３１９　実教３２０　実教３２５
実教３２６

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業
実教３０３　実教３０４　実教３０５　実教３０８　実教３１１　実教３１２　実教３１３　実教３１５　実教３１６
実教３１８　実教３１９　実教３２０　実教３２５　実教３２６　実教３２７　農文協３０７　電機大３１４
電機大３１７　電機大３２１

実教３０３　実教３０４　実教３０５　実教３０８　実教３１１　実教３１２　実教３１３　実教３１５　実教３１６
実教３１８　実教３１９　実教３２０　実教３２５　実教３２６　実教３２７　農文協３０７　電機大３１４
電機大３１７　電機大３２１

34 大曲農業：
太田 農文協３０２　実教３１１　実教３０４ 農文協３０２　実教３１１　実教３０４

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学
院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田 実教３０３　実教３０４　実教３０６　実教３１１　実教３１２　実教３１３　実教３１８　実教３２０　実教３２５ 実教３０３　実教３０４　実教３０６　実教３１１　実教３１２　実教３１３　実教３１８　実教３２０　実教３２５

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46
湯沢翔
北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

8 二ツ井：定

11 能代工業：定

能代：定

24 秋田明徳
館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳
館：通

学校番号 高等学校名
農業
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1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情
報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：
太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学
院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46
湯沢翔
北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

8 二ツ井：定

11 能代工業：定

能代：定

24 秋田明徳
館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳
館：通

学校番号 高等学校名

令和３年度 令和２年度

実教３０１　実教３０２　実教３８５　実教３１３　実教３１４　実教３１７　実教３１８　実教３４５　実教３８８
実教３８９　実教３９２　実教３９３　実教３９４　実教３５９

実教３０１　実教３０２　実教３８５　実教３１３　実教３１４　実教３１７　実教３１８　実教３４５　実教３８８
実教３８９　実教３９２　実教３９３　実教３９４　実教３５９

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０８　実教３１３　実教３１４　実教３１７　実教３１８
実教３２１　実教３２２　実教３３４　実教３３５　実教３４５　実教３５８　実教３６０　実教３６１　実教３６２
実教３６３　実教３６４　実教３６５　実教３６６　実教３７４　実教３７６　実教３７７　実教３７８　実教３８５
実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９４　コロナ３３０　コロナ３３１

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０８　実教３１３　実教３１４　実教３１７　実教３１８
実教３２１　実教３２２　実教３３４　実教３３５　実教３４５　実教３５８　実教３６０　実教３６１　実教３６２
実教３６３　実教３６４　実教３６５　実教３６６　実教３７４　実教３７６　実教３７７　実教３７８　実教３８５
実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９４　コロナ３３０　コロナ３３１

実教３３５ 実教３３５

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０６　実教３８５　実教３１３　実教３１５　実教３１６
実教３１９　実教３２０　実教３４５　実教３８８　実教３８９　実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９４
実教３３３　実教３６０　実教３６１　実教３３４　実教３６２　実教３６３　実教３７６　実教３７７　実教３３５
実教３６４　実教３６５　実教３７８　実教３６６　実教３７９

実教３０８　実教３１３　実教３４５　実教３２１　実教３０７　実教３１７

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０６　実教３８５　実教３１３　実教３１５　実教３１６
実教３１９　実教３２０　実教３４５　実教３８８　実教３８９　実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９４
実教３３３　実教３６０　実教３６１　実教３３４　実教３６２　実教３６３　実教３７６　実教３７７　実教３３５

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０８　実教３１３　実教３１４　実教３１６　実教３１７　実教３１８
実教３２２　実教３２３　実教３３８　実教３３９　実教３４５　実教３４７　実教３５９　実教３６８　実教３８５
実教３８６　実教３９０　実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９５　電機大３８１

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０８　実教３１３　実教３１４　実教３１５　実教３１６　実教３１８
実教３２２　実教３２３　実教３３８　実教３３９　実教３４５　実教３４７　実教３５９　実教３６８　実教３８５
実教３８６　実教３９０　実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９５　電機大３８１

実教３３５ 実教３３５

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０６　実教３１３　実教３１５　実教３１６　実教３１８
実教３３４　実教３３５　実教３３６　実教３３７　実教３４０　実教３４５　実教３５９　実教３６２　実教３６３
実教３６４　実教３６５　実教３６６　実教３６７　実教３７６　実教３７７　実教３７８　実教３７９　実教３８０
実教３８５　実教３８６　実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９４　コロナ３３０　コロナ３３１

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０６　実教３１３　実教３１４　実教３１５　実教３１６
実教３１８　実教３３４　実教３３５　実教３３６　実教３３７　実教３４５　実教３５９　実教３６２　実教３６３
実教３６４　実教３６５　実教３６６　実教３６７　実教３７６　実教３７７　実教３７８　実教３７９　実教３８０
実教３８５　実教３８６　実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９４　コロナ３３０　コロナ３３１

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０８　実教３１３　実教３１５　実教３１６　実教３１８
実教３３４　実教３３６　実教３３７　実教３４５　実教３５８　実教３６２　実教３６３　実教３６７　実教３７６
実教３７７　実教３８０　実教３８５　実教３９０　実教３９１　実教３９２　実教３９４　オーム３１１
コロナ３１２

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０８　実教３１３　実教３１５　実教３１６　実教３１８
実教３３４　実教３３６　実教３３７　実教３４５　実教３５８　実教３６２　実教３６３　実教３６７　実教３７６
実教３７７　実教３８０　実教３８５　実教３９０　実教３９１　実教３９２　実教３９４　オーム３１１
コロナ３１２

実教３０１　実教３０６　実教３３５　実教３６４　実教３６５　実教３６６　実教３７８　実教３７９ 実教３０６　実教３３５　実教３６４　実教３６５　実教３６６　実教３７８　実教３７９

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０６　実教３１７　実教３１８　実教３２１　実教３２２
実教３３４　実教３３５　実教３４５　実教３５８　実教３５９　実教３６１　実教３６２　実教３６３　実教３６４
実教３６５　実教３６６　実教３７４　実教３７６　実教３７７　実教３７８　実教３７９　実教３８５　実教３９１
実教３９２　実教３９３　実教３９４　実教３９５　コロナ３３０　コロナ３３１

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０６　実教３１７　実教３１８　実教３２１　実教３２２
実教３３４　実教３３５　実教３４５　実教３５８　実教３５９　実教３６１　実教３６２　実教３６３　実教３６４
実教３６５　実教３６６　実教３７４　実教３７６　実教３７７　実教３７８　実教３７９　実教３８５　実教３９１
実教３９２　実教３９３　実教３９４　実教３９５　コロナ３３０　コロナ３３１

実教３０１　実教３０５　実教３０７　実教３８５　実教３３４　実教３３５　実教３６２　実教３６３　実教３７６
実教３７７　実教３８８　実教３８９　実教３９５　実教３３３　実教３６０　実教３９２　実教３９３　実教３７４
実教３６１　実教３１５　実教３１６　実教３１９　実教３２０　実教３４５　実教３０２　実教３１３

実教３０１　実教３０５　実教３０７　実教３８５　実教３３４　実教３３５　実教３６２　実教３６３　実教３７６
実教３７７　実教３８８　実教３８９　実教３９５　実教３３３　実教３６０　実教３９２　実教３９３　実教３７４
実教３６１　実教３１５　実教３１６　実教３１９　実教３２０　実教３４５　実教３０２　実教３１３

実教３０１　実教３０２　実教３８５　実教３１５　実教３１６　実教３１９　実教３２０　実教３２１　実教３２２
実教３２３　実教３４５　実教３９２　実教３５８　実教３５９　実教３９４　コロナ３３０　コロナ３３１

実教３０１　実教３０２　実教３１５　実教３１６　実教３１９　実教３２０　実教３２１　実教３２２　実教３２３
実教３３０　実教３３１　実教３４５　実教３５８　実教３５９　実教３８５　実教３９２　実教３９４

工業
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1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情
報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：
太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学
院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46
湯沢翔
北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

8 二ツ井：定

11 能代工業：定

能代：定

24 秋田明徳
館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳
館：通

学校番号 高等学校名

令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度

実教３３８　実教３４３ 実教３３８　実教３４３

実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３５２ 実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３５２

暁３０２　実教３４３ 暁３０２　実教３４３

実教３２５　実教３３８　実教３４２ 実教３２５　実教３３８　実教３４２

実教３１５　実教３１６　実教３２４　実教３２５　実教３２６
実教３２９　実教３３３　実教３３４　実教３３６　実教３３８
実教３４３　実教３４５　実教３４８　実教３５０　実教３５２
実教３５４　実教３５８

実教３１５　実教３２４　実教３２５　実教３２９　実教３３３
実教３３４　実教３３６　実教３３８　実教３４３　実教３４５
実教３４８　実教３５０　実教３５２　実教３５４　実教３５８

実教３３８　実教３４３　実教３４５　実教３３４ 実教３３８、実教３４３、実教３４５　実教３３４

実教３５２

実教３１５　実教３１６　実教３２５　実教３２６　実教３２９
実教３３３　実教３３４　実教３３６　実教３４２　実教３４５
実教３４７　実教３５０　実教３５２　実教３５４　実教３５８
東法３４０

実教３１５　実教３１６　実教３２５　実教３２６　実教３２９
実教３３３　実教３３４　実教３３６　実教３３８　実教３４２
実教３４５　実教３４７　実教３５０　実教３５２　実教３５４
実教３５８

実教３４５　実教３２５　実教３５４　実教３３８　実教３５２
実教３３３

実教３３４　実教３３８　実教３４２ 実教３３４　実教３３８　実教３４２

実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３４５ 実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３４５
実教３０９　実教３１９　海文堂３０１　海文堂３０２
海文堂３０３　海文堂３０４　海文堂３０５
海文堂３１４　海文堂３１５　海文堂３１６

実教３０９　実教３１９　海文堂３０１　海文堂３０２
海文堂３０３　海文堂３０５　海文堂３０６
海文堂３１０　海文堂３１４　海文堂３１５　海文堂３１７

実教３４３　実教３５２　東法３４０ 実教３４５　実教３５２　実教３４３

実教３３６　実教３３８　実教３４２　実教３５２ 実教３３６　実教３３８　実教３４２　実教３５２

実教３３４　実教３３６　実教３３８　実教３５２　東法３４４ 実教３３４　実教３３６　実教３３８　実教３５２　東法３４４

実教３１６ 実教３２９ 実教３３４　実教３３６ 実教３３９
実教３４２　実教３４３ 実教３４５ 実教３４８　実教３５０
実教３５２

実教３１６ 実教３２９ 実教３３４　実教３３６ 実教３３９
実教３４２　実教３４３ 実教３４５ 実教３４８　実教３５０
実教３５２

実教３３４　実教３３８ 実教３３４　実教３３８

東法３３５　東法３４６　実教３３９　実教３４２ 東法３３５　東法３４６　実教３３９　実教３４２

実教３２５　実教３３６　実教３３８ 実教３２５　実教３３６　実教３３８

東法３３５　実教３３８　実教３４２ 東法３３５　実教３３８　実教３４２

実教３５０　実教３５２　東法３３５　東法３３７　東法３４０
東法３４４　東法３４９　東法３５５

実教３５０　実教３５２　東法３３５　東法３３７　東法３４０
東法３４４　東法３４９　東法３５５

実教３３４　実教３３９　実教３４３　東法３４６ 実教３３４　実教３３９　実教３４３　東法３４６

実教３３８　実教３４２　東法３３５　東法３４６ 実教３３８　実教３４２　東法３３５　東法３４６

実教３２９　実教３３０　実教３３３　実教３４３　実教３５２
暁３０２　東法３３７　東法３４０　東法３４４　東法３４９
東法３５１

実教３２９　実教３３０　実教３３３　実教３４３　実教３５２
暁３０２　東法３３７　東法３４０　東法３４４　東法３４９
東法３５１

実教３３４　実教３３８　実教３４２ 実教３３４　実教３３８　実教３４２

実教３１６　実教３２５　実教３３６　実教３３９　実教３４３
実教３４８　実教３５０　実教３５２　東法３４６

実教３１６　実教３２５　実教３３６　実教３３９　実教３４３
実教３４８　実教３５０　実教３５２　東法３４６

実教３１５　実教３２４　実教３３０　実教３３３　実教３３４
実教３３６　実教３３９　実教３４２　実教３４５　実教３４８
実教３５２　実教３５０

実教３１５　実教３２４　実教３３０　実教３３３　実教３３４
実教３３６　実教３３９　実教３４２　実教３４５　実教３４８
実教３５０　実教３５２

実教３３４　実教３４３ 実教３３４　実教３４３

実教３３４　実教３３９　実教３４２ 実教３３４　実教３３９　実教３４２

実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３４５ 実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３４５

実教３３４　実教３３８

実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３４５

実教３３４　実教３４５　実教３３８　実教３４２　東法３５３ 実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３４５　東法３５３

実教３３４　実教３４５　実教３４３ 実教３３４　実教３４５　実教３４３

実教３３４　東法３４４ 実教３４４　東法３４４

実教３３４　実教３３６　実教３３９　実教３４３ 実教３３４　実教３３６　東法３４０　実教３４３

実教３３８　実教３４２ 実教３３８　実教３４２

商業 水産
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1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情
報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

新 能代科学技術

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：
太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学
院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46
湯沢翔
北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴：定

8 二ツ井：定

11 能代工業：定

能代：定

24 秋田明徳
館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳
館：通

学校番号 高等学校名

令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度

教図３０４ 教図３０４

実教３１１ 実教３１１

実教３０３　実教３０６　実教３１１
実教３１３

実教３０３　実教３０６　実教３１１
実教３１３

実教３０１　実教３０３ 実教３０１　実教３０３

教図３１２ 教図３１２

実教３１３

教図３０４ 教図３０４ 実教３０３ 実教３０３

実教３０３　教図３０４　実教３０６
教図３１２

実教３０１　実教３０３　実教３０２

教図３０４　実教３０６　教図３１２
実教３０１　実教３０３　実教３０４
実教３０５

実教３０３　実教３１１　実教３１３ 実教３０３　実教３１１　実教３１３

実教３１３ 実教３１３

教図３１２　実教３１１ 教図３１２　実教３１１

教図３０４　実教３０６　実教３１３ 教図３０４　実教３０６　実教３１３ 実教３０１　実教３０２　実教３０３ 実教３０１　実教３０２　実教３０３

教図３１２　実教３１１ 実教３１１　教図３１２

実教３１１　実教３１３ 実教３１１　実教３１３

教図３１２ 教図３１２

実教３１３ 実教３１３
実教３０１　実教３０２　実教３０３
実教３０４

教図３０４　実教３０６　実教３１３ 教図３０４　実教３０６　実教３１３

教図３１２
実教３０１　実教３０２　実教３０３
実教３０４　実教３０５　実教３０７
実教３０８　実教３０９

実教３０１　実教３０２　実教３０３
実教３０４　実教３０５　実教３０７
実教３０８　実教３０９

実教３０３　教図３０４　実教３１３ 実教３０３　教図３０４　実教３１３ 実教３０１ 実教３０１

実教３０６　実教３１１　実教３１３
教図３０９

実教３０６　実教３１１　実教３１３
教図３０９

実教３０２ 実教３０１　実教３０２

実教３０６　実教３１３ 実教３０６　実教３１３

教図３０４　教図３１２　実教３０６ 教図３０４　実教３０６　教図３１２

実教３０６　実教３１１　実教３１３ 実教３０６　実教３１１　実教３１３
実教３０１　実教３０２　実教３０３
実教３０４　実教３０５　実教３０６

実教３０１　実教３０２　実教３０３
実教３０４　実教３０５　実教３０６

教図３１２ 教図３１２

教図３０９　実教３０２　実教３０６
実教３１１　実教３１３

教図３０９　実教３０２　実教３０６
実教３１１　実教３１３

実教３０１　実教３０２　実教３０３ 実教３０１　実教３０２　実教３０３

教図３１２ 教図３１２
実教３０１　実教３０２　実教３０３
実教３０４

実教３０１　実教３０２　実教３０３
実教３０４

教図３０４　教図３１２ 教図３０４　教図３１２

実教３１１　実教３０６　実教３１３ 実教３０６　実教３１１　実教３１３

教図３１２ 教図３１２

実教３１３ 実教３１３

家庭 情報 福祉
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令和２年

第１４回 教 育 委 員 会 会 議

議案（第３１号）

秋田県教育委員会



議案第３１号

ものとする。

　令和３年度小学校教科用図書採択一覧（別添）

　令和３年度中学校教科用図書採択一覧（別添）

　令和３年度高等学校教科用図書採択一覧（別添）

　令和２年８月６日提出

　理　由

令和３年度秋田県立特別支援学校教科用図書の採択について

　次のとおり令和３年度秋田県立特別支援学校小・中学部及び高等部教科用図書を採択する

　令和３年度文部科学省著作教科用図書（特別支援学校）採択一覧（別添）

　令和３年度学校教育法附則第９条の規定による教科用図書（一般図書）採択一覧（別添）

　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県教育委員会教育長　安田　浩幸

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第６号の規定により、令和３年度の秋田

県立特別支援学校教科用図書を採択する必要がある。これが、この議案を提出する理由である。



国語 書写 社会 地図 算数 理科 生活 音楽 保健 英語 道徳

光村 光村 教出 帝国 大日本 東書 教出 教芸 学研 開隆堂 教出

光村 光村 東書 帝国 教出 東書 教出 教芸 東書 東書 光村

光村 光村 東書 帝国 教出 東書 教出 教芸 東書 東書 光村

東書（東京書籍株式会社） 大日本（大日本図書株式会社） 開隆堂（開隆堂出版株式会社）     学図（学校図書株式会社）

三省堂（株式会社　三省堂） 教出（教育出版株式会社）     教芸（株式会社　教育芸術社）

光村（光村図書出版株式会社） 帝国（株式会社　帝国書院）     日文（日本文教出版株式会社）

文教社（株式会社　文教社） 光文（株式会社　光文書院） 学研（株式会社　学研教育みらい）

令和３年度小学校教科用図書採択一覧

学　校　名 図画工作 家庭

 視覚支援学校 日文 開隆堂

 聴覚支援学校 日文 開隆堂

 秋田きらり支援学校 日文 開隆堂

 大曲支援学校 開隆堂

・空欄は、採択の希望がないことを示す

※発行者の略称※

信教（一般社団法人　信州教育出版社）

啓林館（株式会社　新興出版社啓林館）



令和３年度中学校教科用図書採択一覧

国語 書写
社会
(歴史)

社会
(公民)

数学 理科
音楽

（器楽合
奏）

美術 保健体育
技術・家庭
（技術）

技術・家庭
（家庭）

英語 道徳

光村 光村 教出 教出 数研 東書 教芸 光村 学研 開隆堂 開隆堂 東書 教出

光村 光村 東書 東書 教出 東書 教芸 光村 東書 開隆堂 開隆堂 東書 光村

光村 光村 東書 東書 教出 東書 教芸 光村 東書 開隆堂 開隆堂 東書 光村

光村

開隆堂

開隆堂

※発行者の略称※

東書（東京書籍株式会社） 大日本（大日本図書株式会社） 教図（教育図書株式会社 ） 開隆堂（開隆堂出版株式会社） 学図（学校図書株式会社）

三省堂（株式会社　三省堂） 教出（教育出版株式会社） 教芸（株式会社　教育芸術社） 清水（株式会社　清水書院） 光村（光村図書出版株式会社）

帝国（株式会社　帝国書院） 大修館（株式会社　大修館書店） 啓林館（株式会社　新興出版社啓林館） 数研（数研出版株式会社） 日文（日本文教出版株式会社）

学研（株式会社　学研教育みらい） 自由社（株式会社　自由社） 育鵬社（株式会社　育鵬社） 学び舎（株式会社学び舎）

学　校　名
社会
(地理)

地図
音楽

（一般）

 視覚支援学校 教出 帝国 教芸

 聴覚支援学校 東書 帝国 教芸

 秋田きらり支援学校 東書 帝国 教芸

 栗田支援学校

 ゆり支援学校

 大曲支援学校 帝国

 大曲支援学校せんぼく校 帝国

 横手支援学校 帝国

・空欄は、採択の希望がないことを示す



学　校　名 国語総合 国語表現 現代文Ａ 現代文Ｂ 古典Ａ 古典Ｂ 世界史Ａ 世界史Ｂ 日本史Ａ 日本史Ｂ 地理Ａ 地理Ｂ 地図 現代社会 倫理 政治・経済

視覚支援学校 第一362 第一308 東書306 東書321 第一314 第一353 東書310 山川313 東書308 山川315 清水311 二宮305
二宮315
二宮312

清水316

聴覚支援学校 大修館347
教出306

大修館307
大修館308 大修館331 大修館342 実教311 山川310 山川314 山川309 第一310 帝国304 帝国309 帝国318 実教312 第一309

秋田きらり支援学校 第一361 東書321 東書329 帝国314 東書311 実教313 東書310 東書307 東書306 帝国309 帝国318

学　校　名 数学Ⅰ 数学Ⅱ 数学Ⅲ 数学Ａ 数学Ｂ 数学活用
科学と

人間生活 物理基礎 物理 化学基礎 化学 生物基礎 生物 地学基礎 地学

視覚支援学校
東書319 
数研331

東書302 実教301 実教307 数研319 啓林館310 実教317 実教310
実教314
第一319
数研317

第一311 実教307 数研302

聴覚支援学校
数研329
数研331

数研329 数研324
数研329
数研331

数研327 第一309 数研318 数研313 東書314 数研314
啓林館315
第一319

数研310 啓林館308

秋田きらり支援学校 実教323 実教323 実数323 東書312 第一322 第一319 第一310

学　校　名 保健体育 音楽Ⅰ 音楽Ⅱ 美術Ⅰ 美術Ⅱ 工芸Ⅰ 工芸Ⅱ 書道Ⅰ 書道Ⅱ 英語基礎 コミュ英語Ⅰ コミュ英語Ⅱ コミュ英語Ⅲ 英語表現Ⅰ 英語表現Ⅱ 英語会話

視覚支援学校 大修館304 教芸309 教芸309 光村304 三友302
開隆堂331
三省堂333
三省堂334

開隆堂329
三省堂331
三省堂332

三省堂329
三省堂330

三省堂325
啓林館329

三省堂319
啓林館323

三省堂302

聴覚支援学校 大修館305 教出308 日文305
啓林館340
開隆堂331

啓林館338 啓林館335 啓林館329 啓林館323

秋田きらり支援学校 大修館305 教芸310 三省堂335 三省堂333 啓林館329

栗田支援学校 教芸309

学　校　名 家庭基礎 家庭総合 生活デザイン 社会と情報 情報の科学 農業 工業 商業 水産 家庭 情報 福祉 看護

視覚支援学校 開隆堂317 開隆堂310 数研305

聴覚支援学校 実教314 日文316 実教369
実教306
実教313

秋田きらり支援学校 実数316 日文317

・空欄は、採択の希望がないことを示す

教図（教育図書株式会社 ） 実教（実教出版株式会社） 開隆堂（開隆堂出版株式会社） 三省堂（株式会社　三省堂）

開拓（株式会社　開拓社） 教芸（株式会社　教育芸術社） 清水（株式会社　清水書院） 光村（光村図書出版株式会社）

大修館（株式会社　大修館書店） 啓林館（株式会社　新興出版社啓林館） 山川（株式会社　山川出版社） 友社（株式会社　音楽之友社）

文英堂（株式会社　文英堂） 日文（日本文教出版株式会社） 明治（株式会社　明治書院） 二宮（株式会社　二宮書店）

筑摩（株式会社　筑摩書房） 暁（暁出版株式会社） オーム（株式会社　オーム社） コロナ（株式会社　コロナ社）

農文教（一般社団法人　農山漁村文化協会） 電機大（学校法人　東京電機大学） 第一（株式会社　第一学習社） 東法（東京法令出版株式会社）

三友（三友出版株式会社） 桐原（株式会社　桐原書店） 京書（株式会社　京都書房）

チアーズ（有限会社　CHEERS） 山下（山下　明）

令和３年度高等学校教科用図書採択一覧

※発行者の略称※

スクリ（株式会社フォーインスクリーンプレイ事業部）　



（令和３年度使用）」に掲載されているもの

１　視覚障害者用［点字版］

学　校　名 　　　　　　　

国語 社会 算数 理科 外国語 道徳 国語 社会 数学 理科 英語 道徳

 視覚支援学校 ライト ヘレン （未定）（未定）（未定）（未定）（未定） （未定）

２　聴覚障害者用

学　校　名
国語 音楽

 聴覚支援学校 （未定）

３　知的障害者用（通称☆本）採択一覧

学校名

視覚支援学校 ☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆☆ ☆

聴覚支援学校 ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆
☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

秋田きらり支援学校 ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆
☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

比内支援学校 ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆
☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

　〃　かづの校 ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆
☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

 〃 たかのす校 ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆
☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

能代支援学校 ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆
☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

天王みどり学園 ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆
☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

栗田支援学校 ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆
☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

ゆり支援学校 ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆
☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

 〃 道川分教室

大曲支援学校 ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆
☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

 〃 せんぼく校 ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆
☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

横手支援学校 ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆
☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

稲川支援学校 ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆
☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

☆☆
☆☆

☆☆
☆☆☆

令和３年度文部科学省著作教科用図書（特別支援学校）採択一覧

※文部科学省著作教科用図書…令和２年４月文部科学省発行「特別支援学校用（小・中学部）教科書目録

小学部用 中学部用

※発行者は10月～１１月頃に決定予定 ※発行者の略称※

ライト（社会福祉法人日本ライトハウス）　　　　　　ヘレン（社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会）

小学部用 　中学部用
国語

教出

※発行者は10月～１１月頃に決定予定

※発行者の略称※

教出（教育出版株式会社）

小学部用 中学部用

国語 算数 音楽 国語 数学 音楽

・☆は、特別支援学校学習指導要領における知的障害の各教科の「目標及び内容」の各段階（障害の程度）に対応
　している。「☆」は小学部１段階、｢☆☆｣は小学部２段階、｢☆☆☆｣は小学部３段階、「☆☆☆☆」は中学部１
　段階、「☆☆☆☆☆」は中学部２段階である。



発行者略称 図　　　書　　　名 視覚 聴覚 きらり 比内 かづの たかのす 能代 天王 栗田 ゆり 道川 大曲 せんぼく 横手 稲川

1 あかね書房 もじのえほん  あいうえお ● ●

2 あかね書房 もじのえほん  かたかなアイウエオ ● ●

3 あかね書房 もじのえほん かんじ（１） ● ●

4 あかね書房 あかねえほんシリーズ  えほんえかきうた ● ●

5 あかね書房 かばくん・くらしのえほん１  かばくんのいちにち ● ●

6 あかね書房 あかね書房の学習えほん  あそぼうあそぼうあいうえお ●

7 あかね書房 単行本  さわってあそぼうふわふわあひる ● ●

8 あかね書房 新絵本シリーズ２　ごあいさつ　ごあいさつ ●

9 朝日新聞 ピカピカひかるピアノ　音でる♪知育絵本 ●

10 岩崎書店 あそびの絵本  ねんどあそび

11 岩崎書店 あそびの絵本  クレヨンあそび ● ●

12 岩崎書店 かいかたそだてかたずかん４  やさいのうえかたそだてかた ● ●

13 岩崎書店 ひとりでできる手作りBOX　しぜんで工作しよう ● ●

14 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本 かずの絵本 ●

15 岩崎書店 ゆびでスタンプかんたんおえかきブック ●

16 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 ●

17 岩崎書店 げんきえほん４　ともだちいいな ●

18 絵本館 五味太郎の絵本９　いろ ● ● ●

19 絵本館 おどります ●

20 偕成社 ノンタンあそぼうよ（１）  ノンタンぶらんこのせて ● ● ● ●

21 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 ● ● ●

22 偕成社 １００かいだてのいえシリーズ　１００かいだてのいえ ● ● ● ●

23 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）  うごきのことば ● ● ● ● ●

24 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（３）かざることば（A） ●

25 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（６）  くらしのことば ●

26 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１０）  なまえのことば ●

27 偕成社 子どもの生活（３）  マナーをきちんとおぼえよう！ ● ●

28 偕成社 子どもの生活（６）  じょうぶなからだになれるよ！ ●

29 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（１）  ごあいさつあそび ● ●

30 偕成社 安全のしつけ絵本（１）  きをつけようね ●

31 偕成社 エリック・カールの絵本  はらぺこあおむし ● ● ●

32 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 ● ● ● ● ●

33 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）  ごちゃまぜカメレオン ●

34 偕成社 エリック・カールの絵本  月ようびはなにたべる？ーアメリカのわらべうた ●

35 偕成社 エリック・カールのかずのほん １，２，３どうぶつえんへ ● ● ●

36 偕成社 エリック・カールの本　できるかな？－あたまからつまさきまで－ ● ● ● ● ● ●

37 偕成社 エリック・カールの絵本  みんないきてるみんなでいきてる！

38 偕成社 エリック・カールの絵本  パパ、お月さまとって！ ●

39 偕成社 エリック・カールの絵本  くまさんくまさんなにみてるの？ ●

40 偕成社 「おれたち、ともだち！」絵本ともだちや ● ●

41 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）  みんなみんなみーつけた ●

42 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１２）  げんきにごあいさつ ● ● ● ●

43 偕成社 子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー ● ● ●

44 偕成社 子どものマナー図鑑（３）  でかけるときのマナー ● ●

45 偕成社 かこさとし　うつくしい絵 ●

46 偕成社 日本の絵本　ぼくだけのこと ●

47 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてぬるほん ● ● ● ● ● ● ● ● ●

48 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はじめてきるほん ● ● ● ● ● ●

49 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  どんどんぬるほん ● ● ● ● ● ●

50 学研 あそびのおうさまずかん  からだ増補改訂 ● ●

51 学研 あそびのおうさまずかん  リサイクルこうさく増補改訂 ● ● ● ● ●

52 学研 はっけんずかん　たべもの　まどあきしかけ ●

53 学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑８  きせつ ● ● ●

54 学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑９ ちきゅう ●

55 学研 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂人のからだ ●

56 学研 ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ動物園  ● ● ● ●

57 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  ぬって ●

58 学研 あそびのおうさまＢＯＯＫ  はって ● ● ● ● ● ●

59 学研 小学生向辞典・事典　レインボーことば絵じてん

60 学研 こどもずかん　０さい～４さいこどもずかん英語つき ●

61 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？ ● ● ● ●

62 金の星社 やさしいからだのえほん４  むしばはどうしてできるの？ ● ● ●

63 金の星社 げんきをつくる食育えほん１　たべるのだいすき！ ●

64 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 ●

65 金の星社 音のでる絵本　おとのでる♪てあそびうたえほん ●

66 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 ●
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67 金の星社 おてつだいの絵本 ● ● ● ● ● ●

68 金の星社 おおきなかぶ ●

69 金の星社 あいうえおのえほん ●

70 金の星社 ことばっておもしろいな「ものの名まえ」絵じてん　学校 ●

71 くもん出版 もじ・ことば１  はじめてのひらがな１集 ● ●

72 くもん出版 もじ・ことば２  はじめてのひらがな２集 ●

73 くもん出版 もじ・ことば３  やさしいひらがな１集 ● ●

74 くもん出版 もじ・ことば４  やさしいひらがな２集 ●

75 くもん出版 もじ・ことば５  ひらがなおけいこ ●

76 くもん出版 もじ・ことば９  はじめてのカタカナ ●

77 くもん出版 もじ・ことば１０  カタカナおけいこ ●

78 くもん出版 もじ・ことば１１  はじめてのかん字 ● ●

79 くもん出版 もじ・ことば１２  漢字おけいこ ●

80 くもん出版 生活図鑑カード  たべものカード ● ● ●

81 くもん出版 生活図鑑カード  くだものやさいカード１集 ● ●

82 くもん出版 生活図鑑カード  お店カード ●

83 くもん出版 生活図鑑カード  生活道具カード ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

84 くもん出版 生活図鑑カード  マーク標識カード１集 ●

85 くもん出版 書きかたカード「ひらがな」  ● ● ● ● ● ● ● ●

86 くもん出版 ひらがなカード  ●

87 くもん出版 とけいカード ● ●

88 くもん出版 おけいこ  はじめてのおけいこ ●

89 くもん出版 ＣＤ付き  楽器カード ● ● ● ●

90 くもん出版 あいうえおべんとう ● ●

91 くもん出版 ゆびなぞりカード　ひらがな ●

92 グランまま ことばえほん ●

93 講談社 講談社の年齢で選ぶ知育絵本　４・５・６さいのきもちをつたえることばのえほん ● ● ● ● ●

94 好学社 レオ・レオニの絵本  スイミー ●

95 国士社 たのしい図画工作９　うごくおもちゃ ● ●

96 国士社 たのしい図画工作１６　ちぎり紙・きり紙・はり絵 ●

97 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 ● ● ● ● ●

98 こぐま社 こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく ●

99 コクヨ かおノート ● ● ● ● ● ●

100 こばと 中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー ● ● ● ●

101 小峰書店 リサイクル工作ずかん ●

102 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 ● ● ● ● ●

103 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん堅牢保存版　１  みのまわりのきほん ●

104 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３　おでかけのきほん ●

105 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 ● ● ● ●

106 三起商行 てざわりえほん　サファリへいこう！ ●

107 三起商行 ミキハウスあかちゃん布えほんかお ●

108 三起商行 てざわりえほん　ゆうえんちへいこう ●

109 さえら たのしい工作教室　たのしいこうさくきょうしつ１ ●

110 さえら 母と子の手づくり教室　母と子の園芸教室野菜をつくろう ●

111 三省堂 三省堂こどもかずの絵じてん  ● ● ●

112 三省堂 こどもマナーとけいご絵じてん ●

113 三省堂 こどもきせつのぎょうじ絵じてん第２版小型版 ● ● ●

114 小学館 ２１世紀幼稚園百科６  かずあそび１・２・３ ● ●

115 小学館 ２１世紀幼稚園百科１１  からだのふしぎ ●

116 小学館 ドラえもんちずかん１  にっぽんちず ●

117 小学館 あーとぶっく  ひらめき美術館第１館 ●

118 小学館 デコボコえほん  かずをかぞえよう！ ● ● ● ●

119 小学館 そらまめくんのぼくのいちにち ●

120 小学館 小学館の子供図鑑プレNEO　楽しく遊ぶ学ぶよのなかの図鑑 ●

121 ジュラ プータンどこいくの？  ●

122 ジュラ ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん  あそぼ！ ● ● ● ●

123 ジュラ かいてけしてまたかける  あいうえお ● ● ● ●

124 視覚デザイン ハートアートシリーズ  色のえほん ● ●

125 至光社 ありがとう ●

126 鈴木出版 知育絵本　マークのずかん ● ● ●

127 世界文化社 １日５分でおえかきじょうずになる本 ●

128 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 ● ● ● ●

129 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん２  たのしいピアノのうた ● ● ●

130 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた  ●

131 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８  ●

132 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 ● ● ● ● ● ● ● ●

133 大日本絵画 むしむしさわってごらん ●

134 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ワーク１基本漢字あそび ●

135 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ワーク２あわせ漢字あそび ● ●
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136 太郎次郎社 子どもがしあげる手づくり絵本  あいうえおあそび上ひらがな５０音 ● ●

137 チャイルド ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ  ● ● ● ●

138 童心社 かずのほん３０から１０までのたしざんひきざん ●

139 童心社 １４ひきのシリーズ  １４ひきのあさごはん ●

140 童心社 ピーマン村の絵本たち  おおきくなるっていうことは ● ● ● ●

141 徳間書店 コッケモーモー！ ●

142 戸田デザイ １から１００までのえほん ● ● ● ●

143 戸田デザイ ６つの色  ●

144 戸田デザイ よみかた絵本 ●

145 戸田デザイ 昆虫とあそぼう ●

146 戸田デザイ あいうえおえほん ●

147 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） ● ●

148 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） ●

149 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） ● ● ●

150 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） ●

151 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語４ ● ●

152 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） ●

153 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） ● ● ● ● ●

154 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） ● ●

155 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） ●

156 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） ● ● ●

157 ドレミ楽譜 やさしい　こどものうたとあそび ● ●

158 ドレミ楽譜 保育名歌　こどものうた１００選 ●

159 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん  ● ● ● ● ●

160 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２  ● ●

161 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  ● ● ● ● ●

162 日本教育研 ひとりだちするための国語 ●

163 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学 ●

164 のら書店 はじめてのこうさくあそび  ●

165 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ９  ひとのからだ ● ● ●

166 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２  きせつとしぜん ● ●

167 ひかりのく ２０２シリーズ  たべもの２０２ ● ● ●

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

169 ひかりのく 改訂新版体験を広げるこどものずかん８  あそびのずかん ●

170 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 ●

171 ひかりのく 新装版ＫＩＤＳ２１１２  たべものひゃっか ●

172 ひかりのく 認識絵本１０　おおきいちいさい ●

173 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 ●

174 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき  ●

175 ひかりのく どうようでおえかきできるどうようNEW絵かきうたブック ●

176 ひかりのく たのしいてあそびうたえほん ● ●

177 評論社 スカーリーおじさんのはたらく人たち ●

178 評論社 しかけ絵本の本棚  コロちゃんはどこ？ ● ● ●

179 ひさかた あかちゃんのための絵本　はみがきしゅわしゅわ ●

180 ひさかた どうぞのいす ● ● ● ● ●

181 ひさかた スキンシップ絵本  かたかなアイウエオ ● ● ●

182 ひさかた スキンシップ絵本  かずのえほん ● ●

183 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう ● ●

184
ひさかた

チャイルド
かずのえほん ●

185
ひさかた

チャイルド
おにのパンツ　わらべうたえほん ●

186 ＰＨＰ 子どもの字がうまくなる練習ノート  ● ● ● ● ● ●

187 福音館 幼児絵本シリーズ やさい ●

188 福音館 かがくのとも絵本  しんぶんしでつくろう ●

189 福音館 かがくのとも絵本  はははのはなし ●

190 福音館 かがくのとも絵本  みんなうんち ●

191 福音館 こどものとも絵本  ぞうくんのさんぽ ● ● ● ●

192 福音館 こどものとも絵本  そらいろのたね ●

193 福音館 こどものとも絵本  おおきなかぶ ● ● ● ●

194 福音館 こどものとも絵本  はじめてのおつかい ● ●

195 福音館 世界傑作絵本シリーズ  てぶくろ ●

196 福音館 世界傑作絵本シリーズ  ブレーメンのおんがくたい ●

197 福音館 世界傑作絵本シリーズ  三びきのやぎのがらがらどん ● ●

198 福音館 日本傑作絵本シリーズ  ドオン！ ● ●

199 福音館 ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐら ●

200 福音館 ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐらの１ねんかん ●

201 福音館 ぐりとぐらの絵本  ぐりとぐらのおおそうじ ●

202 福音館 ブルーナの絵本　まる、しかく、さんかく ● ● ●

203 福音館 福音館の科学シリーズ　あそびのレシピ ●

204 福音館 ぺんぎんたいそう ●
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205 福村出版 シリーズ生活を学ぶ１　つくって食べよう ●

206 二見書房 ワクワクさんのふしぎ工作（遊べるふろく付き） ●

207 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ  はるなつあきふゆ ●

208 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ  ひとのからだ ●

209 フレーベル ふしぎをためすかがく図鑑しょくぶつのさいばい ●

210 フレーベル ふしぎをためすかがく図鑑　かがくあそび ●

211 フレーベル たいせつなこと ● ●

212 文研出版 みるみる絵本　もこもこ ●

213 平凡社 新版はじめましてにほんちず ●

214 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 ●

215 ポプラ あそびのひろば４  はりえあそび ● ●

216 ポプラ ねずみくんの絵本１  ねずみくんのチョッキ ● ●

217 ポプラ おととあそぼうシリーズ７  ドン！ドコ！ドン！たいこ ● ● ● ● ● ● ●

218 ポプラ 音のでる知育絵本４  こえでおぼえるあいうえおのほん ● ● ● ●

219 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 ● ●

220 ポプラ 音のでる知育絵本１６  とけいがよめるようになる！！とけいくん ● ● ● ● ●

221 ポプラ じぶんでひけたよ　メロディーピアノえほん ● ●

222 ポプラ いろいろいろのほん ● ● ●

223 ポプラ 絵本・いつでもいっしょ２どうぶつなんびき？ ●

224 ほるぷ出版 うんぴ・うんにょ・うんち・うんご・　うんこのえほん ●

225 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 ●

226 リーブル あっちゃんあがつくたべものあいうえお  ● ● ●

227 リーブル しりとりしましょ！たべものあいうえお ● ●

228 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） ● ●

229 佼成出版 なにをたべてきたの？ ●

230 UD絵本 ユニバーサルデザイン絵本６おでかけまるちゃん ●

231 開隆堂 図画工作３・４上下 ●

232 光村 こくご一上　かざぐるま  一下　ともだち拡大版【26P】 ●

233 光村 しょしゃ　一ねん  拡大版【26P】 ●

234 大日本 たのしいさんすう１ねん　拡大版【26P】 ●

235 教出 せいかつ　上みんななかよし  下なかよしひろがれ　拡大版【26P】 ●

236 教芸 小学生のおんがく　１  拡大版【26 Ｐ】 ●

237 日文 ずがこうさく１･２上下たのしいなおもしろいな　拡大版【22P】 ●

238 教出 しょうがくどうとく１　はばたこうあすへ　拡大版【26P】 ●

239 光村 こくご二上　たんぽぽ  二下　赤とんぼ　拡大版【26P】 ●

240 光村 しょしゃ　二年  拡大版【26P】 ●

241 大日本 たのしい算数２年　拡大版【26P】 ●

242 教芸 小学生の音楽　２　拡大版【26 P】 ●

243 教出 小学どうとく２　はばたこう明日へ　拡大版【26P】 ●

244 光村 国語三上　わかば　下　あおぞら　 ●

245 光村 国語三上　わかば　下　あおぞら　拡大版【26P】 ●

246 光村 書写　三年　拡大版【26P】 ●

247 教出 小学社会３　拡大版【26P】 ●

248 教出 小学算数３上下 ●

249 大日本 たのしい算数３年　拡大版【26P】 ●

250 東書 新しい理科　３　拡大版【30P】 ●

251 教芸 小学生の音楽　３　拡大版【26 P】 ●

252 日文 図画工作 ３･４上下ためしたよ見つけたよ　拡大版【22P】 ●

253 学研 みんなのほけん３･４年  拡大版【26P】 ●

254 光村 どうとく３　きみがいちばんひかるとき ●

255 教出 小学どうとく３　はばたこう明日へ　拡大版【26P】 ●

256 帝国 楽しく学ぶ　小学生の地図帳３・４・５・６年　拡大版【22P】 ●

257 光村 国語四上　かがやき  下　はばたき拡大版【26Ｐ】 ●

258 光村 書写　四年  拡大版【26Ｐ】 ●

259 教出 小学社会４　拡大版【26P】 ●

260 大日本 たのしい算数４年　拡大版【26P】 ●

261 東書 新しい理科　４  拡大版【26Ｐ】 ●

262 教芸 小学生の音楽　４  拡大版【22Ｐ】 ●

263 教出 小学道徳４　はばたこう明日へ　拡大版【26P】 ●

264 光村 国語五　銀河  拡大版【26Ｐ】 ●

265 光村 書写　五年  拡大版【26Ｐ】 ●

266 教出 小学社会５　拡大版【26P】 ●

267 大日本 たのしい算数５年　拡大版【26P】 ●

268 東書 新しい理科５  拡大版【26Ｐ】 ●

269 教芸 小学生の音楽５  拡大版【22Ｐ】 ●

270 日文 図画工作５・６上下　見つめて広げて　拡大版【22Ｐ】 ●

271 開隆堂 小学校　わたしたちの家庭科５・６  拡大版【22Ｐ】 ●

272 学研 みんなのほけん　５・６  拡大版【22Ｐ】 ●

273 開隆堂 Junior ｓunshine ５　拡大版【22P】 ●
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274 教出 小学道徳５　はばたこう明日へ　拡大版【26P】 ●

275 光村 国語六　創造　拡大版【26P】 ●

276 光村 書写　六年　拡大版【26P】 ●

277 教出 小学社会６　拡大版【26P】 ●

278 大日本 たのしい算数６年　拡大版【26P】 ●

279 東書 新しい理科　６　拡大版【26P】 ●

280 教芸 小学生の音楽６　拡大版【22Ｐ】 ●

281 開隆堂 Junior ｓunshine ６　拡大版【22P】 ●

282 教出 小学道徳６　はばたこう明日へ　拡大版【26P】 ●

283 視支総 基本地図帳　世界と日本のいまを知る ●
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1 あかね書房 あかね書房の学習えほん  えいごえほんぞうさんのピクニック ●

2 あかね書房 あかね書房の学習えほん  えいごえほんぞうさんがっこうにいく ● ●

3 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 ●

4 あかね書房 けんちゃんとあそぼう３　まねっこまねっこ ●

5 あかね書房 からだのえほん４　からだにもしもし ●

6 あかね書房 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる ●

7 岩崎書店 あそびの絵本 クレヨンあそび ●

8 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ８やさいのずかん ●

9 岩崎書店 絵本図鑑シリーズ１２のはらずかん－野の花と虫たち－ ● ●

10 岩崎書店 かいかたそだてかたずかん４  やさいのうえかたそだてかた ● ●

11 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本 ●

12 岩崎書店 五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお ●

13 絵本館 五味太郎の絵本９　いろ ●

14 絵本館 五味太郎の絵本１０　かたち ●

15 大阪教育図 からだで学ぶ英語教室  ● ● ● ●

16 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（３）いただきますあそび ●

17 偕成社 ノンタンあそぼうよ（８）ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう ●

18 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 ● ●

19 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 ●

20 偕成社 １００かいだてのいえシリーズ　１００かいだてのいえ ●

21 偕成社 ちか１００かいだてのいえ ●

22 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（１）うごきことば ●

23 偕成社 五味太郎・言葉図鑑（５）つなぎことば ●

24 偕成社 エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）ごちゃまぜカメレオン ● ●

25 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！ ●

26 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（２）  昼ごはんつくろう！ ● ●

27 偕成社 坂本廣子のひとりでクッキング（７）  おべんとうつくろう！ ●

28 偕成社 子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生活のマナー ● ● ● ●

29 偕成社 子どものマナー図鑑（２） 食事のマナー ●

30 偕成社 子どものマナー図鑑（３）  でかけるときのマナー ● ●

31 偕成社 子どものマナー図鑑（４）  おついきあいのマナー ●

32 偕成社 かこさとし  うつくしい絵 ●

33 偕成社 １０＋１人の絵本作家オリジナルソング集  うたのパレット ●

34 偕成社 日本むかし話　おむすびころりん

35 偕成社 「おれたち、ともだち！」絵本ともだちや ●

36 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？ ●

37 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１２）げんきにごあいさつ ●

38 偕成社 木村裕一・しかけ絵本（１）みんなみんなみーつけた ●

39 学研 ほんとのおおきさ動物園  ●

40 学研 キッズ・えほんシリーズ　日本がわかるちずのえほん改訂版 ●

41 学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑８きせつ ● ●

42 学研 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑９ちきゅう ●

43 学研 ニューワイド学研の図鑑　増補改訂　人のからだ ● ● ●

44 学研 学研の図鑑LIVE　植物 ●

45 学研 学研の図鑑LIVE　人体 ●

46 学研 あそびのおおさまＢＯＯＫぬって ●

47 学研 はっけんずかん　しょくぶつ ●

48 学研 めっくってはっけん！　にほんちずえほん ●

49 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？ ●

50 金の星社 ひとりでできるもん！６  だいすきおやつ作り ●

51 金の星社 あかちゃんとおかあさんの絵本ハティちゃんのまる・さんかく・しかく ● ●

52 金の星社 おてつだいの絵本 ● ● ●

53 教育画劇 つくってたべよう！お料理マジック２ ●

54 教　芸 ５訂版歌はともだち  ● ● ●

令和３年度学校教育法附則第９条の規定による教科用図書（一般図書）採択一覧 【中学部】
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55 教　芸 MY SONG　クラス合唱用５訂版  ●

56 くもん出版 もじ・ことば８  ぶんのおけいこ ●

57 くもん出版 めいろ５　めいろあそびどうぶつ ●

58 くもん出版 ＣＤ付き  楽器カード ● ● ●

59 くもん出版 ＣＤ付き  英語カードあいさつと話しことば編 ● ● ● ● ●

60 くもん出版 かずカード ●

61 グランまま うたえほんⅡ ●

62 好学社 レオ・レオニの絵本　ぼくのだ！わたしのよ！ ●

63 講談社 ４・５・６さいのきもちをつたえることばのえほん ●

64 講談社 米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！  ●

65 国土社 たのしい図画工作９　うごくおもちゃ ● ● ●

66 国土社 たのしい図画工作１４  こすりだし・すりだし ● ●

67 国土社 たのしい図画工作１６  ちぎり紙・きり紙・はり絵 ●

68 コクヨ かおノート ●

69 小峰書店 東京パノラマたんけん  ● ●

70 好学社 じぶんだけのいろ－いろいろさがしたカメレオンのはなし ●

71 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 ●

72 合同出版 絵でわかるこどものせいかつずかん３おでかけのきほん ●

73 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 ●

74 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 ● ●

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

76 こばと 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー ●

77 こぐま社 こぐまちゃんえほん第３集　しろくまちゃんのほっとけーき ●

78 コクヨ おえかき美術館 ●

79 三省堂 親子でうたう英語うたの絵じてん  ● ●

80 三省堂 子どもマナーとけいご絵じてん ●

81 視覚デザイン ハートアートシリーズ　色のえほん ● ● ● ●

82 至光社 ありがとう ●

83 小学館 ２１世紀幼稚園百科１１  からだのふしぎ ●

84 小学館 ドラえもんちずかん１  にっぽんちず ● ● ● ●

85 小学館 ドラえもんちずかん２  せかいちず ● ●

86 小学館 ドラえもんの社会科おもしろ攻略　日本の歴史１５人 ●

87 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 ●

88 小学館 あーとぶっく  ひらめき美術館第１館 ● ● ● ● ● ● ● ●

89 小学館 あーとぶっく  ひらめき美術館第２館 ● ● ● ●

90 小学館 まんがで分かるよのなかのルール ●

91 ジュラ かいてけしてまたかける　あいうえお ● ●

92 鈴木出版 知育えほん　マークのずかん ● ●

93 育成会 自立生活ハンドブック４  からだ！！げんき！？ ●

94 成美堂出版 ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん２  たのしいピアノのうた ●

95 成美堂出版 いちばんわかりやすい  小学生のための学習世界地図帳 ● ●

96 成美堂出版 いちばんわかりやすい  小学生のための学習日本地図帳 ● ●

97 成美堂出版 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた  ● ● ● ● ● ● ●

98 成美堂出版 作ってみよう！リサイクル工作６８  ●

99 成美堂出版 ＣＤつき小学生の英語レッスン  絵でみて学ぼう英会話 ● ● ● ●

100 世界文化社 写真でわかるなぜなに１  どうぶつ ●

101 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 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

102 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ワーク１基本漢字あそび ● ●

103 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ワーク２あわせ漢字あそび ● ● ●

104 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ワーク３部首あそび ●

105 チャイルド ぬったりかいたりらくがきBOOK ●

106 戸田デザイ にっぽんちず絵本  ● ● ● ● ●

107 戸田デザイ あいうえおえほん ●

108 戸田デザイ 和英えほん ● ●

109 戸田デザイ ABCえほん ● ● ●

110 戸田デザイ 昆虫とあそぼう ●
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111 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） ●

112 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） ●

113 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） ●

114 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） ●

115 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） ●

116 同成社 ゆっくり学ぶ子のための  国語４ ●

117 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） ●

118 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） ●

119 東洋館 くらしに役立つ社会  ● ● ● ● ● ● ● ● ●

120 東洋館 くらしに役立つ国語  ● ● ●

121 東洋館 くらしに役立つ数学  ● ● ● ●

122 東洋館 くらしに役立つ理科  ● ● ● ● ● ● ● ●

123 東洋館 くらしに役立つ家庭  ● ●

124 東洋館 くらしに役立つ保健体育 ● ●

125 永岡書店 お手本のうた付き！どうよううたのえほん２ ● ●

126 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  ● ● ●

127 西村書店 すごいぞ！ニッポン美術 ●

128 日本教育研 ひとりだちするための国語  ● ● ● ●

129 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学  ● ● ●

130 日本教育研 ひとりだちするためのトラブル対策改訂版  ●

131 ひかりのく こどものずかんＭｉｏ１２  きせつとしぜん ●

132 ひかりのく 改訂新版体験を広げるこどものずかん１  どうぶつえん ●

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

134 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 ● ● ● ●

135 ひかりのく 改訂新版体験を広げるこどものずかん１０  からだとけんこう ●

136 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 ●

137 ひかりのく あそびうたのほんＣＤつき  ●

138 ひさかた どうぞのいす ● ● ●

139 ひさかた でんしゃでいこうでんしゃでかえろう ●

140 評論社 しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？ ●

141 評論社 スカーリーおじさんのはたらく人たち ● ●

142 ＰＨＰ 子どもの字がうまくなる練習ノート ● ● ● ●

143 福音館 福音館の科学シリーズ  ぼくらの地図旅行 ●

144 福音館 福音館の科学シリーズ  ただいまお仕事中 ● ●

145 福音館 福音館の科学シリーズ  昆虫 ● ●

146 福音館 福音館の科学シリーズ　地球 ●

147 福音館 福音館の科学シリーズ　道ばたの四季 ●

148 福音館 福音館の科学シリーズ　絵で見る日本の歴史 ●

149 福音館 日本傑作絵本シリーズ  ドオン！ ●

150 福音館 こどものとも絵本　そらいろのたね ● ●

151 福音館 みぢかなかがくシリーズ  町たんけん ●

152 福音館 Ｄｏ！図鑑シリーズ  工作図鑑 ●

153 ブロンズ新 しごとば ● ● ● ●

154 ブロンズ新 らくがきえほんあ・い・う・え・お ●

155 福村出版 シリーズ生活を学ぶ１  つくって食べよう ●

156 福村出版 シリーズ生活を学ぶ６  わたしたちのからだ ● ● ●

157 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　ふしぎをためすかがく図鑑  しょくぶつのさいばい ● ●

158 フレーベル フレーベル館の図鑑ナチュラ　ふしぎをためすかがく図鑑（１）  かがくあそび ● ● ●

159 フレーベル ことばでひらく絵のせかい  はじめてであう美術館 ●

160 フレーベル たいせつなこと ●

161 平凡社 新版はじめましてにほんちず ●

162 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 ●

163 ポプラ 音のでる知育絵本１６  とけいがよめるようになる！！とけいくん ●

164 ポプラ いろいろいろのほん ●

165 ミシマ社 はやくはやくっていわないで ●

166 山と溪谷社 家庭科の教科書小学校低学年～高学年用  ● ● ● ●



発行者略称 図　　　書　　　名 視覚 聴覚 きらり 比内 かづの たかのす 能代 天王 栗田 ゆり 道川 大曲 せんぼく 横手 稲川

167 リーブル しりとりしましょ！たべものあいうえお ● ●

168 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） ● ● ● ● ● ● ●

169 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） ● ● ● ● ● ● ● ●

170 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 ●

171 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 ●

172 開隆堂 職業・家庭たのしい家庭科　わたしのくらしに生かす　 ● ● ●

173 開隆堂 職業・家庭たのしい職業科 わたしの夢につながる ● ● ● ● ●

174 教芸 中学生の音楽１ ●

175 開隆堂 美術１ ●

176 光村 書写　三年 ●

177 光村 国語１ 拡大版【26Ｐ】 ●

178 光村 中学書写一・二・三年  ●

179 光村 中学書写一・二・三年  拡大版【26Ｐ】 ●

180 教出 中学社会　地理  地域にまなぶ　拡大版【26Ｐ】 ●

181 教出 中学社会　歴史  未来をひらく　拡大版【26Ｐ】 ●

182 帝国 中学校社会科地図  拡大版【22Ｐ】 ●

183 数研
日々の学びに数学的な見方・考え方をはたらかせる　これからの数学１　拡大
版【22Ｐ】

●

184 数研
見方・考え方がはたらき、問題解決のチカラが高まる　これからの数学１探究
ノート　拡大版【２２P】

●

185 東書 新しい科学１  拡大版【26Ｐ】 ●

186 教出 中学音楽１　音楽のおくりもの ●

187 教出 中学音楽２・３上下　音楽のおくりもの ●

188 教芸 中学生の音楽１  拡大版【22Ｐ】 ●

189 教芸 中学生の器楽  拡大版【22Ｐ】 ●

190 光村 美術１  拡大版【22Ｐ】 ●

191 学研 中学保健体育  拡大版【22 Ｐ】 ●

192 開隆堂 技術・家庭　技術分野　テクノロジーに希望をのせて  拡大版【22Ｐ】 ●

193 開隆堂 技術・家庭　家庭分野　生活の土台自立と共生  拡大版【22Ｐ】 ●

194 東書 NEW　HORIZON　English  Course1　拡大版【26Ｐ】 ●

195 教出 中学道徳１　とびだそう未来へ　拡大版【26Ｐ】 ●

196 光村 国語２  拡大版【26Ｐ】 ●

197 数研
日々の学びに数学的な見方・考え方をはたらかせる　これからの数学２  拡大
版【22Ｐ】

●

198 数研
見方・考え方がはたらき、問題解決のチカラが高まる　これからの数学２探究
ノート　拡大版【２２P】

●

199 東書 新しい科学２  拡大版【26Ｐ】 ●

200 教芸 中学生の音楽２・３上下  拡大版【22Ｐ】 ●

201 光村 美術２・３  拡大版【22Ｐ】 ●

202 東書 NEW　HORIZON　English　Course2　拡大版【26Ｐ】 ●

203 教出 中学道徳２　とびだそう未来へ　拡大版【26Ｐ】 ●

204 光村 国語３  拡大版【26Ｐ】 ●

205 教出 中学社会　公民　ともに生きる  拡大版【26P】 ●

206 数研
日々の学びに数学的な見方・考え方をはたらかせる　これからの数学３  拡大
版【22Ｐ】

●

207 数研
見方・考え方がはたらき、問題解決のチカラが高まる　これからの数学３探究
ノート　拡大版【２２P】

●

208 東書 新しい科学３  拡大版【26Ｐ】 ●

209 東書 NEW　HORIZON　English　Course3　拡大版【22Ｐ】 ●

210 東書 NEW　HORIZON　Elementary  English　Course５　 ●

211 教出 中学道徳３　とびだそう未来へ　拡大版【26Ｐ】 ●

212 ライト 中学生の音楽 ●

213 ライト 中学生の器楽  ●

214 ライト 中学保健体育  ●

215 ヘレン 技術・家庭（技術分野） ●

216 ヘレン 技術・家庭（家庭分野） ●

217 支援センター基本地図帳　世界と日本のいまを知る ●



発行者略称 図　　　書　　　名 視覚 聴覚 きらり 比内 かづの たかのす 能代 天王 栗田 ゆり 道川 大曲 せんぼく 横手 稲川

1 偕成社 子どものマナー図鑑（１）ふだんの生活のマナー ●

2 偕成社 あかちゃんのあそびえほん（３）いただきますあそび ●

3 金の星社 あかちゃんとおかあさんの絵本このいろなあに ●

4 講談社 米村でんじろうのDVDでわかるおもしろ実験！！ ●

5 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 ●

6 帝国 みんなの地図帳 ●

7 点字学習 点字導入学習プログラム ●

8 東洋館 くらしに役立つ社会  ● ●

9 東洋館 くらしに役立つ国語  ● ● ● ● ●

10 東洋館 くらしに役立つ数学  ● ● ● ●

11 東洋館 くらしに役立つ理科  ● ● ● ●

12 東洋館 くらしに役立つ家庭  ● ● ● ● ●

13 東洋館 くらしに役立つ保健体育  ● ● ●

14 同成社 ゆっくり学ぶ子のための国語５ ●

15 日本教育研 ひとりだちするための国語  ●

16 日本教育研 ひとりだちするための算数・数学  ●

17 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 ● ● ●

18 日本教育研 ひとりだちするための調理学習 ●

19 日本教育研 ひとりだちするための進路学習 ● ● ● ●

20 日本教育研 ひとりだちするためのライフキャリア教育 ●

21 福音館 幼児絵本シリーズ　やさいのおなか ●

22 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 ●

23
視覚障害総合
支援センター

点字版「基本地図帳世界と日本の今を知る」全４巻 ●

24 数研 数学Ⅰ（数Ⅰ310） ●

25 数研 数学Ⅱ（数Ⅱ309） ●

26 数研 数学B（数B　309） ●

27 啓林館 物理（物理303） ●

28 実教 化学（化学303 ） ●

29 第一 高等学校　生物（生物304） ●

30 第一 高等学校　新編現代文A（現A305） ●

31 山川 要説世界史（世A３０６） ●

32 山川 現代の日本史（日A３０３） ●

33 山川 現代社会（現社３０８） ●

34 教芸 高校生の音楽Ⅰ（レイアウト変更教科書１８P） ●

35 教芸 高校生の音楽Ⅱ（レイアウト変更教科書１８P） ●

36 教芸 MOUSAI ●

37 開隆堂 職業・家庭たのしい職業科　わたしのくらしに生かす ●

38 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」 ● ●

39 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」 ●

40 ジアース 新・見てわかるビジネスマナー集 ●

41 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） ● ●

42 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 ナツメ社 入社１年目で差がつく社会人の常識とマナー ●

44 浜島書店 ファインアート新造形と美術　表現・鑑賞 ●

45 大和出版 １３歳からの自活術　一生ついてまわる家事のキホンが身につく本 ●

46
雇用能力開発

機構
木材加工系実技教科書 ●

47 日本医療企画 やさしい日本語とイラストでわかる介護のしごと ●

48 QOLサービス 介護職員初任者研修テキスト ●

令和３年度学校教育法附則第９条の規定による教科用図書（一般図書）採択一覧 【高等部】



議案第３１号参考資料

特別支援学校における教科用図書の種類と採択の流れ

特別支援教育課

１ 特別支援学校における教科用図書の種類

（１）文部科学大臣の検定を経た教科用図書（文部科学省検定済教科書） 学校教育法第３４条

・知的に遅れのない児童生徒が、小学校・中学校・高等学校と同じ教科書を使用する。

（２）文部科学省が著作の名義を有する教科用図書（文部科学省著作教科書） 学校教育法第３４条

・視覚障害者用［点字版］

・聴覚障害者用：国語（言語指導）、音楽

・知的障害者用（通称☆本）：国語、算数・数学、音楽

☆は、特別支援学校学習指導要領における知的障害の各教科の「目標及び内容」の各段階（障害の程度）に

対応している。「☆」は小学部１段階、｢☆☆」は小学部２段階、「☆☆☆」は小学部３段階、「☆☆☆☆」は中

学部１段階、「☆☆☆☆☆」は中学部２段階である。

（３）学校教育法附則第９条の規定による教科用図書（一般図書） 学校教育法附則第９条

・知的障害を併せもつ児童生徒の障害の状況に応じて絵本等を採択して使用する。

・教科用特定図書等

拡大教科書：文字や図形等を拡大して教科書を複製した図書

点字教科書：点字により教科書を複製した図書

２ 採択の流れ

文部科学大臣の検定を経た教科用図書 学校教育法附則第９条の規定に 文部科学省が著作の名義
よる教科用図書 を有する教科用図書

（文部科学省検定済教科書） （一般図書） (文部科学省著作教科書）

・視覚障害者用
高等部用 小・中学部用 小・中学部用 高等部用 ・聴覚障害者用

・知的障害者用（☆本）

第１回教科用図書選定審議会

教科用図書調査研究会による選定
資料作成

第２回教科用図書選定審議会

選定資料送付

<各採択地区>
教科用図書採択

各県立特別支援学校
教科用図書調査研究委員会開催（選定資料の活用、採択希望一覧作成）

採択希望 指導・助言

県教育委員会
（採択）



令和２年

第１４回 教 育 委 員 会 会 議

議案（第３２号）

秋田県教育委員会



議案第３２号

秋田県文化財保護審議会委員の任命について

秋田県文化財保護条例（昭和５０年秋田県条例第４１号）第４５条第３項及び第４項

の規定により、次の者を秋田県文化財保護審議会の委員に任命するものとする。

氏 名 分 野 任 期

高橋 秀晴 有形文化財 令和２年９月８日～令和４年９月７日

（文芸関係資料）

令和２年８月６日

秋田県教育委員会教育長 安 田 浩 幸

理 由

秋田県文化財保護審議会の委員のうちに、令和２年９月７日付けで任期が満了する委員

があるため、その後任について県教育委員会の承認を得る必要がある。これが、この議

案を提出する理由である。



議案第３２号 参考資料

秋田県文化財保護審議会委員名簿

※個人情報保護のため非公開



＜略 歴＞

※個人情報保護のため非公開



秋田県文化財保護条例（抄）

(設置)

第四十四条 法第百九十条第一項の規定に基づき、教育委員会に秋田県文化財保護

審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第四十五条 審議会は、委員二十人以内で組織する。

２ 審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員

を置くことができる。

３ 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、

教育委員会が任命する。

４ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。

５ 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、退任するものとす

る。

(会長等)

第四十六条 審議会に、会長及び副会長を置く。

２ 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第四十七条 審議会は、会長が招集する。

２ 審議会は、委員及び議事に関係がある臨時委員の過半数が出席しなければ、会

議を開くことができない。

３ 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつ

て決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(注) 第四十四条でいう「法」とは、文化財保護法をさす。


