
団    長 ［ 県高体連：会長 ］

副 団 長 ［ 県高体連：副会長 ］

総 監 督 ［ 県高体連：理事長 ］

総    務 ［ 村山地区高体連：理事長 ］

総    務 ［ 県高体連：事務局長 ］

総    務 ［ 県高体連：事務局員 ］

総    務 ［ 県高体連：書記］

＜内訳＞ 本部役員 7 名

監 督 等 149 名

選 手 等 650 名

選手団計 806 名

　［ 鶴岡工業高等学校２年：陸上競技 ］

　［ 庄内総合高等学校３年：陸上競技 ］

　［ 鶴岡東高等学校３年：ソフトボール ］

男子 女子 女子

1 17 36 35 88

7 16 15 38

6 7 18 31

3 8 14 14 36

4 4 9 12 25

小　野　　　俊

石　山　清　子

◆　　選手宣誓◆　　選手宣誓◆　　選手宣誓◆　　選手宣誓 佐　藤　俊　平佐　藤　俊　平佐　藤　俊　平佐　藤　俊　平

中　野　沙　羅中　野　沙　羅中　野　沙　羅中　野　沙　羅

2

平成２９年度 全国高等学校総合体育大会　山形県選手団平成２９年度 全国高等学校総合体育大会　山形県選手団平成２９年度 全国高等学校総合体育大会　山形県選手団平成２９年度 全国高等学校総合体育大会　山形県選手団

（ 水泳を除く ）

１　　本部役員　

２　　選 手 団　

３　参加人数一覧

№

卓    球　　　　　　

陸上競技　　　　　　

ソフトテニス　　　　

体操競技　　　　　　

新 体 操　　　　　　

競 技 名 監督等

選    手 マネージャー等

競技別計

男子

仁　藤　　　誠

◆　　旗    手旗    手旗    手旗    手 齋　藤　真　希齋　藤　真　希齋　藤　真　希齋　藤　真　希

孫　田　　　淳

柏　倉　昭　夫

＜ 男子 350名／女子 300名 ＞

佐　藤　裕　恒

渡　邊　茂　隆

5 4 12 12 2 30

6 6 24 12 1 45

7 1 17 0 18

8 4 17 34 2 57

9 12 15 18 2 49

10 9 12 9 30

11 6 9 9 24

12 4 6 10

13 4 8 8 20

14 4 14 14 32

15 5 26 1 32

16 5 7 8 20

17 4 8 12

18 3 9 7 19

19 5 9 15

20 3 6 9

21 6 10 9 25

22 3 6 7 16

23 4 13 14 31

24 5 11 11 27

25 3 5 5 1 15

26 2 9 11

27 1 14 9 24

28 4 4 2 10

344 292 8

799

区分別計

少林寺拳法　　　　　

総    計

149

6

636 14

650

アーチェリー　　　　 1

なぎなた　　　　　　

カ ヌ ー　　　　　　

テ ニ ス　　　　　　

ホッケー　　　　　　

ボ ー ト　　　　　　

ウエイトリフティング 1

自 転 車　　　　　　

空 手 道　　　　　　

弓    道　　　　　　

ボクシング　　　　　

フェンシング　　　　

登    山　　　　　　

ハンドボール　　　　

レスリング　　　　　

柔    道　　　　　　

剣    道　　　　　　

相    撲　　　　　　

サッカー　　　　　　

ソフトボール　　　　

バドミントン　　　　 2

バスケットボール　　

バレーボール　　　　 2

799総    計
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           平成 29 年 7 月２０日 

「はばたけ世界へ 南東北総体２０１７」山形県選手団活躍予想 

 

１ 目標 

  第 2 次 6 カ年推進計画（平成 24 年～29 年度） 

   夏季：入賞数 団体５～７ 個人３５～４０  合計４０～４７ 

      【上位入賞２０～２５】【個人優勝５～７】 

 

２ 優勝期待競技 

個人 

競技名 性別 種  目 氏  名 所 属 校 

陸上競技 

女子女子女子女子    １１１１００００００００ｍｍｍｍ    青野青野青野青野    朱李②朱李②朱李②朱李②    山形中央高校山形中央高校山形中央高校山形中央高校    

 今年度高校日本ランキング１位 県、東北大会優勝 

女子女子女子女子    円盤投円盤投円盤投円盤投    齋藤齋藤齋藤齋藤    真希②真希②真希②真希②    鶴岡工業高校鶴岡工業高校鶴岡工業高校鶴岡工業高校    

 今年度日本高校ランキング 1 位 東北大会優勝 アジアユース代表 

柔  道 

男子男子男子男子    ９０㎏級９０㎏級９０㎏級９０㎏級    阿部阿部阿部阿部    拓馬拓馬拓馬拓馬③③③③    新庄東高校新庄東高校新庄東高校新庄東高校    

 東北選手権優勝 昨年度インターハイベスト 16 経験豊富 

カヌー 

男子男子男子男子    KKKK４【４【４【４【200200200200・・・・500500500500】】】】（鈴木・佐藤・小野・設楽）（鈴木・佐藤・小野・設楽）（鈴木・佐藤・小野・設楽）（鈴木・佐藤・小野・設楽）    谷地高校谷地高校谷地高校谷地高校    

2 種目で優勝期待 日本代表設楽、小野の活躍に期待 

女子女子女子女子    K1K1K1K1【【【【200200200200・・・・500500500500】】】】    佐藤佐藤佐藤佐藤    友香友香友香友香    谷地高校谷地高校谷地高校谷地高校    

 2 種目で優勝期待 アジア選手権日本代表 

女子女子女子女子    K2K2K2K2【【【【200200200200・・・・500500500500】】】】（佐藤（佐藤（佐藤（佐藤③③③③・中村・中村・中村・中村③③③③））））    谷地高校谷地高校谷地高校谷地高校    

 2 種目で優勝期待 アジア選手権日本代表ペア 

女子女子女子女子    K4K4K4K4【【【【200200200200・・・・500500500500】】】】（佐藤・中村天・中村・吉田）（佐藤・中村天・中村・吉田）（佐藤・中村天・中村・吉田）（佐藤・中村天・中村・吉田）    谷地高校谷地高校谷地高校谷地高校    

 2 種目で優勝期待 アジア選手権代表 2 名を中心に活躍期待 

  ※３競技１１種目で優勝を期待 

           

３ 上位入賞期待競技 

競技名 性別 種目 氏名 所属校 

陸上競技 

女子女子女子女子    ２２２２００００００００ｍｍｍｍ    青野青野青野青野    朱李②朱李②朱李②朱李②    山形中央高校山形中央高校山形中央高校山形中央高校    

 東北選手権優勝 高校日本ランキング３位 

女子女子女子女子    １００１００１００１００HHHH    茨木茨木茨木茨木        凛②凛②凛②凛②    九里学園高校九里学園高校九里学園高校九里学園高校    

 東北選手権優勝（13,64 はランキング 1 位）高校日本ランキング 4 位  

ソフトテニス 

男子男子男子男子    団団団団        体体体体        羽黒高校羽黒高校羽黒高校羽黒高校    

 全国選抜大会準優勝  

ソフトボール 

男子男子男子男子    団団団団        体体体体        南陽高校南陽高校南陽高校南陽高校    

 強豪校とのテストマッチを数多くこなし全国上位の実力 

柔  道 

男子男子男子男子    100100100100 ㎏級㎏級㎏級㎏級    臼井臼井臼井臼井    哲平③哲平③哲平③哲平③    羽黒高校羽黒高校羽黒高校羽黒高校    

 昨年インターハイ 5 位 東北選手権優勝 優勝を目指す 

水泳 【飛 込】 

男子男子男子男子    飛板飛込み飛板飛込み飛板飛込み飛板飛込み    松本松本松本松本        慧②慧②慧②慧②    米沢東高校米沢東高校米沢東高校米沢東高校    

 昨年インターハイ飛び板飛び込み 5 位 難易度上げて上位入賞目指す 
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競技名 性別 種目 氏名 所属校 

登山 

男子男子男子男子    団団団団        体体体体        村山産業高校村山産業高校村山産業高校村山産業高校    

東根工業から数えると 7 年連続出場 地の利を生かし優勝目指す 

女子女子女子女子    団団団団        体体体体        山形西高校山形西高校山形西高校山形西高校    

 ここ 10 年で 7 回全国出場 安定した力で優勝目指す 

レスリング 

男子男子男子男子    ８４㎏級８４㎏級８４㎏級８４㎏級    今野今野今野今野    港斗③港斗③港斗③港斗③    山形山形山形山形市立市立市立市立商業高校商業高校商業高校商業高校    

 昨年インターハイ 5 位 全国選抜大会 5 位 

男子男子男子男子    ９６㎏級９６㎏級９６㎏級９６㎏級    秋葉秋葉秋葉秋葉    勇星③勇星③勇星③勇星③    山形市立商業高校山形市立商業高校山形市立商業高校山形市立商業高校    

 全国選抜大会 3 位 

なぎなた 

女子女子女子女子    演演演演        技技技技    設樂③・丹野③設樂③・丹野③設樂③・丹野③設樂③・丹野③    天童高校天童高校天童高校天童高校    

 実力は高い 精神面での落ち着き次第では上位入賞 

 

カヌー 

男子男子男子男子    学校対抗学校対抗学校対抗学校対抗        谷地高校谷地高校谷地高校谷地高校    

 カヤック競技は上位期待できる カナディアン次第では優勝狙える 

女子女子女子女子    学校対抗学校対抗学校対抗学校対抗        谷地高校谷地高校谷地高校谷地高校    

 開催地枠出場選手の活躍で入賞増となれば優勝狙える 

男子男子男子男子    K1K1K1K1    200200200200    鈴木鈴木鈴木鈴木    海渡③海渡③海渡③海渡③    谷地高校谷地高校谷地高校谷地高校    

 ２００m で実力発揮すれば上位入賞可能性あり 

男子男子男子男子    K2K2K2K2    200200200200・・・・500500500500    小野・設楽小野・設楽小野・設楽小野・設楽    谷地高校谷地高校谷地高校谷地高校    

 1 年生であるが日本代表に選ばれた実力で 2 種目優勝を目指す 

男子男子男子男子    K4K4K4K4    200200200200・・・・500500500500（戸田・設楽・安達・伊藤）（戸田・設楽・安達・伊藤）（戸田・設楽・安達・伊藤）（戸田・設楽・安達・伊藤）    谷地高校谷地高校谷地高校谷地高校    

 開催県枠での出場であるが実力は入賞レベル 2 種目で入賞目指す 

女子女子女子女子    K4K4K4K4    200200200200・・・・500500500500（戸田・設楽・安達・伊藤）（戸田・設楽・安達・伊藤）（戸田・設楽・安達・伊藤）（戸田・設楽・安達・伊藤）    谷地高校谷地高校谷地高校谷地高校    

 経験豊富 アジア選手権大会日本代表 2 種目で優勝を目指す 

女子女子女子女子    K1K1K1K1    200200200200・・・・500500500500    中村中村中村中村    天音③天音③天音③天音③    谷地高校谷地高校谷地高校谷地高校    

 3 年、2 年のペアで第 1 代表の佐藤、中村にチャレンジし 2 種目上位入賞 

   ※9 競技２２種目で上位入賞期待 

 

４ 入賞期待競技 

競技名 性別 種目 氏名 所属校 

陸上競技 

男子男子男子男子    ２００ｍ２００ｍ２００ｍ２００ｍ    齋藤齋藤齋藤齋藤    諒平③諒平③諒平③諒平③    九里学園九里学園九里学園九里学園高校高校高校高校    

 東北選手権 4 位 21,35 は高校日本ランキング 14 位 

男子男子男子男子    ２００ｍ２００ｍ２００ｍ２００ｍ    佐藤佐藤佐藤佐藤    俊平③俊平③俊平③俊平③    庄内総合庄内総合庄内総合庄内総合高校高校高校高校    

    東北選手権 2 位 21,33 は高校日本ランキング 12 位 

女子女子女子女子    ４００４００４００４００HHHH    大城大城大城大城    楓奈③楓奈③楓奈③楓奈③    山形北高校山形北高校山形北高校山形北高校    

 東北選手権 2 位 高校日本ランキング８位  

女子女子女子女子    走高跳走高跳走高跳走高跳    武田武田武田武田    萌伽③萌伽③萌伽③萌伽③    新庄東高校新庄東高校新庄東高校新庄東高校    

 高校ランキング 15 位 あと 3 ㎝伸ばせば入賞 

女子女子女子女子    ８００ｍ８００ｍ８００ｍ８００ｍ    長沼長沼長沼長沼    明音明音明音明音③③③③    九里学園高校九里学園高校九里学園高校九里学園高校    

 高校ランキング１０位 

女子女子女子女子    4444××××100100100100 リレーリレーリレーリレー    山形中央高校山形中央高校山形中央高校山形中央高校    

 高校ランキング 9 位 
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競技名 性別 種目 氏名 所属校 

卓 球 

男子男子男子男子            団団団団        体体体体        鶴岡東高校鶴岡東高校鶴岡東高校鶴岡東高校    

2 年連続インターハイ 5 位の経験と新戦力をいかし 3 年連続を目指す 

バスケットボール 

男子男子男子男子            団団団団        体体体体        羽黒高校羽黒高校羽黒高校羽黒高校    

 東北新人準優勝 東北選手権では福島に惜敗しているが実力あり 

バレーボール 

男子男子男子男子            団団団団        体体体体        山形中央高校山形中央高校山形中央高校山形中央高校    

 東北選手権 3 位 優勝した仙台商業と互角 攻撃力があり入賞可能 

柔道 

男子男子男子男子            団団団団        体体体体        新庄東高校新庄東高校新庄東高校新庄東高校    

 阿部を中心にまとまりのあるチームで上位進出を目指す 

女子女子女子女子            団団団団        体体体体        羽黒羽黒羽黒羽黒高校高校高校高校    

 小野、今野を中心とした大型チームで上位進出を目指す 

女子女子女子女子    70707070 ㎏級㎏級㎏級㎏級    神保神保神保神保    朱李③朱李③朱李③朱李③    山形工業高校山形工業高校山形工業高校山形工業高校    

 東北選手権優勝 着実に力を付けている 

剣道 

女子女子女子女子    個個個個        人人人人    阿部阿部阿部阿部    羽奏③羽奏③羽奏③羽奏③    酒田東高校酒田東高校酒田東高校酒田東高校    

 1 年生から注目された選手で力がある 組合せ次第では上位進出 

水泳 

（競泳・水球） 

男子男子男子男子    自由形５０自由形５０自由形５０自由形５０MMMM    今野今野今野今野    太介②太介②太介②太介②    羽黒高校羽黒高校羽黒高校羽黒高校    

    県高校総体大会新記録樹立 伸び盛り 入賞期待 

男子男子男子男子    背泳ぎ１００背泳ぎ１００背泳ぎ１００背泳ぎ１００MMMM    荘司荘司荘司荘司    和樹③和樹③和樹③和樹③    日大山形高校日大山形高校日大山形高校日大山形高校    

 入賞ラインをめざし伸び盛り 入賞期待 

女子女子女子女子    自由形５０自由形５０自由形５０自由形５０MMMM    荘司菜々子荘司菜々子荘司菜々子荘司菜々子③③③③    日大山形高校日大山形高校日大山形高校日大山形高校    

 県高校総体大会新記録樹立 １年時から３連覇 入賞期待 

男子男子男子男子    水水水水        球球球球        山形工業高校山形工業高校山形工業高校山形工業高校    

 昨年入賞メンバーが残り入賞期待 

登 山 

男子男子男子男子    団団団団        体体体体        山形南山形南山形南山形南高校高校高校高校    

 若いチームで精神面の弱さはあるが地の利を生かして入賞目指す 

女子女子女子女子    団団団団        体体体体        酒田東酒田東酒田東酒田東高校高校高校高校    

    安定した力で全国レベルでも戦える 地の利を生かして入賞目指す 

レスリング 

男子男子男子男子    団団団団        体体体体        山形市立商業高校山形市立商業高校山形市立商業高校山形市立商業高校    

    全国選抜にも出場し上位進出のメンバーも充実 入賞を目指す 

男子男子男子男子    ６０㎏級６０㎏級６０㎏級６０㎏級    池田池田池田池田    龍斗③龍斗③龍斗③龍斗③    山形市立商業高校山形市立商業高校山形市立商業高校山形市立商業高校    

    昨年国体グレコ５位 全国 JOC カップ３位  

男子男子男子男子    ５５㎏級５５㎏級５５㎏級５５㎏級    土屋土屋土屋土屋        出③出③出③出③    山形市立商業高校山形市立商業高校山形市立商業高校山形市立商業高校    

 全国選抜大会５位 上位入賞も期待される 

男子男子男子男子    ５０㎏級５０㎏級５０㎏級５０㎏級    庄司庄司庄司庄司    奈央③奈央③奈央③奈央③    山形市立商業高校山形市立商業高校山形市立商業高校山形市立商業高校    

    昨年国体グレコ５位  

弓  道 

女子女子女子女子    団団団団        体体体体        鶴岡南高校鶴岡南高校鶴岡南高校鶴岡南高校    

 力量の高い選手が存在し上位入賞の可能性もある 

ボクシング 

男子男子男子男子    フライ級フライ級フライ級フライ級    内構内構内構内構    拳斗③拳斗③拳斗③拳斗③    新庄神室産業高校新庄神室産業高校新庄神室産業高校新庄神室産業高校    

    全国５回目の出場で上位進出を目指す 

男子男子男子男子    ライトフライ級ライトフライ級ライトフライ級ライトフライ級    菊地菊地菊地菊地    謙汰③謙汰③謙汰③謙汰③    日大山形高校日大山形高校日大山形高校日大山形高校    

 サウスポースタイルから繰り出すパンチで入賞目指す 
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競技名 性別 種目 氏名 所属校 

空  手 

女子女子女子女子    個人形個人形個人形個人形    齋藤齋藤齋藤齋藤    沙希③沙希③沙希③沙希③    天童高校天童高校天童高校天童高校    

７０回国体入賞 上位入賞期待 

ホッケー 

女子女子女子女子    団団団団        体体体体        米沢商業高校米沢商業高校米沢商業高校米沢商業高校    

 第１、２シード以外は差が無い状況で入賞目指す 

ボート 

女子女子女子女子    シングルスカルシングルスカルシングルスカルシングルスカル    鈴木鈴木鈴木鈴木    怜奈②怜奈②怜奈②怜奈②    酒田光陵高校酒田光陵高校酒田光陵高校酒田光陵高校    

 全国選抜大会６位入賞 （ドリームキッズ） 

アーチェリー 

男子男子男子男子    個個個個        人人人人    石川石川石川石川    竜也③竜也③竜也③竜也③    鶴岡南高校鶴岡南高校鶴岡南高校鶴岡南高校    

 自己ベストは全国トップクラス 優勝の可能性あり 

なぎなた 

女子女子女子女子    団団団団        体体体体        山形西山形西山形西山形西高校高校高校高校    

 小野、今野を中心とした大型チームで上位進出を目指す 

女子女子女子女子    個人試合個人試合個人試合個人試合    佐藤佐藤佐藤佐藤    安希安希安希安希③③③③    山形山形山形山形西西西西高校高校高校高校    

 実に力を付けている パワフルな相手に負けない力が課題 

カヌー 

男子男子男子男子    KKKK----1111    ５００５００５００５００MMMM    鈴木鈴木鈴木鈴木    海渡③海渡③海渡③海渡③    谷地高校谷地高校谷地高校谷地高校    

    ２００は得意であるが５００はやや弱い    入賞期待 

男子男子男子男子    KKKK----1111    200200200200 かかかか 500500500500    佐藤佐藤佐藤佐藤        旭③旭③旭③旭③    谷地高校谷地高校谷地高校谷地高校    

 ２００か５００どちらかで入賞期待 

男子男子男子男子    KKKK----2222    200200200200 かかかか 500500500500    鈴木③・戸田③鈴木③・戸田③鈴木③・戸田③鈴木③・戸田③    谷地高校谷地高校谷地高校谷地高校    

 ２００か５００どちらかで入賞期待 

男子男子男子男子    CCCC----4444    200200200200 かかかか 500500500500（小林・荒木・斎藤・伊藤）（小林・荒木・斎藤・伊藤）（小林・荒木・斎藤・伊藤）（小林・荒木・斎藤・伊藤）    谷地高校谷地高校谷地高校谷地高校    

 ２００か５００どちらかで入賞期待 

女子女子女子女子    KKKK----4444    200200200200 かかかか 500500500500((((布施・柴田・奥山・平泉布施・柴田・奥山・平泉布施・柴田・奥山・平泉布施・柴田・奥山・平泉))))    谷地高校谷地高校谷地高校谷地高校    

 ２００か５００どちらかで入賞期待 

  ※17 競技３７種目で入賞期待 

 

 戦力分析結果 

   ○団体入賞 １８   個人入賞 ５２            合計７０ 

   【優勝期待 １１・入賞 ２２・入賞期待 ３７】  

   ○上位入賞期待 ３３ 

   ○水泳を除く２８競技がインターハイ出場（ヨット競技・女子サッカー出場なし） 

    １９競技において入賞が期待される 
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【資料 1】 

県立学校における平成３０年度使用教科用図書について 

 

教科書が使用されるまでの基本的な流れ 

 

１ 基本的な流れ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 教科書の採択 

 

 

 

（１） 採択の権限 

    ア  公立学校で使用される教科書         所管の教育委員会 

                       【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】 

    イ  国立又は私立学校で使用される教科書     校長 

  

（２） 県立学校の平成３０年度教科用図書採択に関する基本方針 

 

 

 

 

 

使用する教科書を、教科書目録の中から選び出し決定すること 

 県立学校の教科用図書は、校長が学校の教育目標、教育課程及び児童生徒の 

実態に応じて選定したものの中から、県教育委員会が審査し採択する。 
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【資料２】 

平成３０年度使用教科用図書採択までの流れ 

 

１ 各県立学校における教科書の調査研究・・・４月～７月 

（１）見本本による調査研究  

（２）「教科書編集趣意書」による調査研究 

   教科書目録（平成３０年度使用）に掲載されている教科書の調査研究 

  ※法定教科書展示会（６月１７日から１４日間） 

 

２ 「教科書選定委員会」の設置・・・４月～ 

（１）すべての県立学校に設置 

（２）公正の確保及び選定事務の適正化 

（３）学校の特色や児童・生徒の実態、指導目標、教育課程を踏まえた組織的な教科書

の選定 

 

３ 教科書審査会の実施・・・７月～８月上旬 

教育委員会事務局の指導主事が、次のことを行う。 

（１）各校の教育課程表との照合 

（２）選定理由の確認後、指導・助言 

 

４ 教科書採択について教育委員への報告・・・７月２０日（木）定例教育委員会定例教育委員会定例教育委員会定例教育委員会 

 

５ 教育委員会付議資料作成作業・・・７月下旬～８月下旬 

（１）教育委員会に付議するための資料の作成（選定一覧表及び選定理由書） 

 

６ 教育委員による教科書研究・・・ ８月２２日（火）定例教育委員会定例教育委員会定例教育委員会定例教育委員会    

（１）各校の教科書選定理由書による教科書研究 

   ア 各校が選定したすべての教科書についての確認 

   イ 各校の教科書選定の観点（学校の特色や児童・生徒の実態を踏まえた選定の

方針等）の検討 

   ウ 教科書ごとの選定理由の検討 

 

７ 教育委員会に県立高等学校、県立特別支援学校並びに県立中学校における平成３０

年度使用教科用図書の採択について付議・・・８月２２日（火） 

 

８ 教科書需要数集計作業・・・ ８月下旬～ ９月上旬 

（１）県立中学校、特別支援学校並びに県内すべての高等学校用教科書（県立・市立・

私立・高専で使用）の学校別・教科別需要数の集計及び発行者別需要数の集計 
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【資料３】 

平成２８年度に検定を経た教科用図書（小学校・高等学校）について 

                          （文部科学省ホームページより） 

 

 

○文部科学省告示第七十九号 

 

教科用図書検定規則（平成元年文部省令第二十号）第十九条第一項の規定に基づき、小学校

用教科用図書（小学校学習指導要領（平成二十年文部科学省告示第二十七号）に基づき教科用

として編修された図書をいう。）及び高等学校用教科用図書（高等学校学習指導要領（平成二

十一年文部科学省告示第三十四号）に基づき教科用として編修された図書をいう。）として検

定を経た図書の名称等を次のとおり告示する。 

 

 

平成二十九年五月二十五日 

 

 

文部科学大臣 松野 博一 

 

 

  （ 図書のリストは次頁以降に掲載 ） 
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目的とする

学校・教科

あたらしいどうとく　1

新しいどうとく　2

新しいどうとく　3

新しいどうとく　4

新しい道徳　5

新しい道徳　6

かがやけみらい　しょうがっこう　どうとく

1ねん　よみもの

かがやけみらい　しょうがっこう　どうとく

1ねん　かつどう

かがやけみらい　小学校　どうとく

2年　よみもの

かがやけみらい　小学校　どうとく

2年　かつどう

かがやけみらい　小学校　どうとく　3年　読みもの

かがやけみらい　小学校　どうとく　3年　活動

かがやけみらい　小学校　どうとく　4年　読みもの

かがやけみらい　小学校　どうとく　4年　活動

かがやけみらい　小学校　道徳　5年　読みもの

かがやけみらい　小学校　道徳　5年　活動

かがやけみらい　小学校　道徳  6年　読みもの

かがやけみらい　小学校　道徳　6年　活動

小学どうとく1　はばたこうあすへ

小学どうとく2　はばたこう明日へ

小学どうとく3　はばたこう明日へ

小学どうとく4　はばたこう明日へ

小学道徳5　はばたこう明日へ

小学道徳6　はばたこう明日へ

どうとく　1　きみが　いちばん　ひかるとき

どうとく　2　きみが　いちばん　ひかるとき

どうとく　3　きみが　いちばん　ひかるとき

どうとく　4　きみが　いちばん　ひかるとき

道徳　5　きみが いちばん ひかるとき

道徳　6　きみが いちばん ひかるとき

しょうがくどうとく　いきる　ちから　1

しょうがくどうとく　いきる　ちから　1　どうとくノート

小学どうとく　生きる　力　2

小学どうとく　生きる　力　2　どうとくノート

小学どうとく　生きる力　3

小学どうとく　生きる力　3　どうとくノート

小学どうとく　生きる力　4

小学どうとく　生きる力　4　どうとくノート

小学道徳　生きる力　5

小学道徳　生きる力　5　道徳ノート

小学道徳　生きる力　6

小学道徳　生きる力　6　道徳ノート

しょうがく　どうとく　ゆたかな　こころ　1ねん

小学　どうとく　ゆたかな　こころ　2年

小学どうとく　ゆたかな心　3年

小学どうとく　ゆたかな心　4年

小学道徳　ゆたかな心　5年

小学道徳　ゆたかな心　6年

みんなのどうとく1ねん

みんなのどうとく2年

みんなのどうとく3年

みんなの道徳4年

みんなの道徳5年

みんなの道徳6年

みんなでかんがえ，はなしあう　しょうがくせいのど

じぶんをみつめ，かんがえる　どうとくノート1

みんなで考え，話し合う　小学生のどうとく2

自分を見つめ，考える　どうとくノート2

図書の名称 検定の年月日 著作者名 発行者

小 道徳 平成29年 3月 2日 渡邉 満 ほか 東書

小 道徳 平成29年 3月 2日 渡邉 満 ほか 東書

小 道徳 平成29年 3月 2日 渡邉 満 ほか 東書

小 道徳 平成29年 3月 2日 松尾 直博 ほか 学図

小 道徳 平成29年 3月 2日 松尾 直博 ほか 学図

小 道徳 平成29年 3月 2日 松尾 直博 ほか 学図

小 道徳 平成29年 3月 2日 林 泰成 ほか 教出

小 道徳 平成29年 3月 2日 林 泰成 ほか 教出

小 道徳 平成29年 3月 2日 林 泰成 ほか 教出

小 道徳 平成29年 3月 2日 朝倉 喩美子 ほか 光村

小 道徳 平成29年 3月 2日 朝倉 喩美子 ほか 光村

小 道徳 平成29年 3月 2日 朝倉 喩美子 ほか 光村

小 道徳 平成29年 3月 2日 藤永 芳純 ほか 日文

小 道徳 平成29年 3月 2日 藤永 芳純 ほか 日文

小 道徳 平成29年 3月 2日 藤永 芳純 ほか 日文

小 道徳 平成29年 3月 2日 加藤 宣行 ほか 光文

小 道徳 平成29年 3月 2日 永田 繁雄 ほか 学研

小 道徳 平成29年 3月 2日 永田 繁雄 ほか 学研

小 道徳 平成29年 3月 2日 永田 繁雄 ほか 学研

小 道徳 平成29年 3月 2日 横山 利弘 ほか

廣あかつ

き

小 道徳 平成29年 3月 2日 加藤 宣行 ほか 光文

小 道徳 平成29年 3月 2日 加藤 宣行 ほか 光文
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目的とする

学校・教科

図書の名称 検定の年月日 著作者名 発行者

みんなで考え，話し合う　小学生のどうとく3

自分を見つめ，考える　どうとくノート3

みんなで考え，話し合う　小学生のどうとく4

自分を見つめ，考える　どうとくノート4

みんなで考え，話し合う　小学生の道徳5

自分を見つめ，考える　道徳ノート5

みんなで考え，話し合う　小学生の道徳6

自分を見つめ，考える　道徳ノート6

国語表現　改訂版 高 国語  平成29年 2月28日 長沼 行太郎 ほか 教出

国語表現　改訂版 高 国語 平成29年 2月28日 北原 保雄 ほか 大修館

高等学校　改訂版　国語表現 高 国語 平成29年 2月28日 江端 義夫 ほか 第一

現代文Ａ 高 国語 平成29年 2月28日 三角 洋一 ほか 東書

高等学校　改訂版　新編現代文Ａ 高 国語 平成29年 2月28日 東郷 克美 ほか 第一

新編現代文Ｂ 高 国語 平成29年 2月28日 三角 洋一 ほか 東書

精選現代文Ｂ 高 国語 平成29年 2月28日 三角 洋一 ほか 東書

高等学校現代文Ｂ　改訂版 高 国語 平成29年 2月28日 中洌 正堯 ほか 三省堂

精選現代文Ｂ　改訂版 高 国語 平成29年 2月28日 中洌 正堯 ほか 三省堂

明解現代文Ｂ　改訂版 高 国語 平成29年 2月28日 中洌 正堯 ほか 三省堂

精選現代文Ｂ 高 国語 平成29年 2月28日 保戸塚 朗 ほか 教出

現代文Ｂ 高 国語 平成29年 2月28日 井口 時男 ほか 教出

新編現代文Ｂ 高 国語 平成29年 2月28日 長沼 行太郎 ほか 教出

現代文Ｂ　改訂版　上巻

現代文Ｂ　改訂版　下巻

精選現代文Ｂ　新訂版 高 国語 平成29年 2月28日 北原 保雄 ほか 大修館

新編現代文Ｂ　改訂版 高 国語 平成29年 2月28日 北原 保雄 ほか 大修館

改訂版　現代文Ｂ 高 国語 平成29年 2月28日 坪内 稔典 ほか 数研

新編　現代文Ｂ 高 国語 平成29年 2月28日 坪内 稔典 ほか 数研

新　精選現代文Ｂ 高 国語 平成29年 2月28日 中島 国彦 ほか 明治

新　高等学校現代文Ｂ 高 国語 平成29年 2月28日 中島 国彦 ほか 明治

精選現代文Ｂ　改訂版 高 国語 平成29年 2月28日 安藤 宏 ほか 筑摩

現代文Ｂ　改訂版 高 国語 平成29年 2月28日 紅野 謙介 ほか 筑摩

高等学校　改訂版　現代文Ｂ 高 国語 平成29年 2月28日 東郷 克美 ほか 第一

高等学校　改訂版　標準現代文Ｂ 高 国語 平成29年 2月28日 東郷 克美 ほか 第一

新　探求現代文Ｂ 高 国語 平成29年 2月28日 亀井 秀雄 ほか 桐原

高等学校　改訂版　標準古典Ａ　物語選 高 国語 平成29年 2月28日 伊井 春樹 ほか 第一

新編古典Ｂ 高 国語 平成29年 2月28日 三角 洋一 ほか 東書

精選古典Ｂ　新版 高 国語 平成29年 2月28日 三角 洋一 ほか 東書

精選古典Ｂ　古文編

精選古典Ｂ　漢文編

高等学校古典Ｂ　古文編　改訂版

高等学校古典Ｂ　漢文編　改訂版

精選古典Ｂ　改訂版 高 国語 平成29年 2月28日 中洌 正堯 ほか 三省堂

精選古典Ｂ　古文編

精選古典Ｂ　漢文編

古典Ｂ 高 国語 平成29年 2月28日 影山 輝國 ほか 教出

新編　古典Ｂ　言葉の世界へ 高 国語 平成29年 2月28日 影山 輝國 ほか 教出

古典Ｂ　改訂版　古文編

古典Ｂ　改訂版　漢文編

精選古典Ｂ　改訂版 高 国語 平成29年 2月28日 北原 保雄 ほか 大修館

新編古典Ｂ　改訂版 高 国語 平成29年 2月28日 北原 保雄 ほか 大修館

改訂版　古典Ｂ　古文編

改訂版　古典Ｂ　漢文編

新　精選古典Ｂ　古文編

新　精選古典Ｂ　漢文編

新　高等学校古典Ｂ 高 国語 平成29年 2月28日 久保田 淳 ほか 明治

古典Ｂ　古文編　改訂版

古典Ｂ　漢文編　改訂版

高等学校　改訂版　古典Ｂ古文編

高等学校　改訂版　古典Ｂ漢文編

高等学校　改訂版　標準古典Ｂ 高 国語 平成29年 2月28日 伊井 春樹 ほか 第一

新　探求古典Ｂ　古文編

新　探求古典Ｂ　漢文編

高 国語 平成29年 2月28日 伊井 春樹 ほか 第一

高 国語 平成29年 2月28日 中野 幸一 ほか 桐原

高 国語 平成29年 2月28日 久保田 淳 ほか 明治

高 国語 平成29年 2月28日 高田 祐彦 ほか 筑摩

高 国語 平成29年 2月28日 北原 保雄 ほか 大修館

高 国語 平成29年 2月28日 木下 資一 ほか 数研

中洌 正堯 ほか 三省堂

高 国語 平成29年 2月28日 影山 輝國 ほか 教出

小 道徳 平成29年 3月 2日 横山 利弘 ほか

廣あかつ

き

小 道徳 平成29年 3月 2日 横山 利弘 ほか

廣あかつ

き

高 国語 平成29年 2月28日 北原 保雄 ほか 大修館

高 国語 平成29年 2月28日

高 国語 平成29年 2月28日 三角 洋一 ほか 東書
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目的とする

学校・教科

図書の名称 検定の年月日 著作者名 発行者

要説世界史　改訂版 高 地理歴 平成29年 3月 7日 木村 靖二 ほか 山川

新選世界史Ｂ 高 地理歴 平成29年 3月 7日 三浦 徹 ほか 東書

新詳　世界史Ｂ 高 地理歴 平成29年 3月 7日 川北 稔 ほか 帝国

新世界史　改訂版 高 地理歴 平成29年 3月 7日 岸本 美緒 ほか 山川

高校世界史　改訂版 高 地理歴 平成29年 3月 7日 木村 靖二 ほか 山川

新日本史Ａ　新訂版 高 地理歴 平成29年 3月 7日 成田 龍一 ほか 実教

現代の日本史　改訂版 高 地理歴 平成29年 3月 7日 鳥海 靖 ほか 山川

新選日本史Ｂ 高 地理歴 平成29年 3月 7日 小風 秀雅 ほか 東書

高校日本史Ｂ　新訂版 高 地理歴 平成29年 3月 7日 君島 和彦 ほか 実教

日本史Ｂ　新訂版 高 地理歴 平成29年 3月 7日 脇田 修 ほか 実教

高等学校　日本史Ｂ　新訂版 高 地理歴 平成29年 3月 7日 伊藤 純郎 ほか 清水

高校日本史　改訂版 高 地理歴 平成29年 3月 7日 笹山 晴生 ほか 山川

新日本史　改訂版 高 地理歴 平成29年 3月 7日 藤田 覚 ほか 山川

高等学校　現代地理Ａ　新訂版 高 地理歴 平成29年 3月 7日 竹内 裕一 ほか 清水

高校生の地理Ａ 高 地理歴 平成29年 3月 7日 片平 博文 ほか 帝国

地理Ｂ 高 地理歴 平成29年 3月 7日 金田 章裕 ほか 東書

地歴高等地図 －現代世界とその歴史的背景－ 高 地理歴 平成29年 3月 7日 鈴木 啓之 ほか 帝国

高等地図帳　改訂版 高 地理歴 平成29年 3月 7日 二宮 健二 ほか 二宮

新コンパクト地図帳　改訂版 高 地理歴 平成29年 3月 7日 二宮 健二 ほか 二宮

現代社会　改訂版 高 公民 平成29年 3月 7日 玉井 義浩 ほか 山川

倫理 高 公民 平成29年 3月 7日 竹内 整一 ほか 東書

高校倫理　新訂版 高 公民 平成29年 3月 7日 矢内 光一 ほか 実教

高等学校　現代倫理　新訂版 高 公民 平成29年 3月 7日 村上 隆夫 ほか 清水

改訂版　倫理 高 公民 平成29年 3月 7日 佐藤 正英 ほか 数研

政治・経済 高 公民 平成29年 3月 7日 間宮 陽介 ほか 東書

高校政治・経済　新訂版 高 公民 平成29年 3月 7日 宮本 憲一 ほか 実教

最新政治・経済　新訂版 高 公民 平成29年 3月 7日 伊東 光晴 ほか 実教

高等学校　現代政治・経済　新訂版 高 公民 平成29年 3月 7日 中村 研一 ほか 清水

高等学校　新政治・経済　新訂版 高 公民 平成29年 3月 7日 大芝 亮 ほか 清水

詳説　政治・経済　改訂版 高 公民 平成29年 3月 7日 山崎 広明 ほか 山川

改訂版　政治・経済 高 公民 平成29年 3月 7日 岩田 一政 ほか 数研

数学Ⅱ　Advanced 高 数学  平成29年 2月14日 俣野 博 ほか 東書

数学Ⅱ　Standard 高 数学  平成29年 2月14日 俣野 博 ほか 東書

改訂　新数学Ⅱ 高 数学  平成28年10月12日 俣野 博 ほか 東書

数学Ⅱ　新訂版 高 数学  平成29年 2月14日 岡本 和夫 ほか 実教

新版数学Ⅱ　新訂版 高 数学  平成29年 2月14日 岡本 和夫 ほか 実教

新数学Ⅱ 高 数学  平成29年 2月14日 岡本 和夫 ほか 実教

高校数学Ⅱ　新訂版 高 数学  平成29年 2月14日 ピーター・フランクル ほ 実教

詳説　数学Ⅱ改訂版 高 数学  平成29年 2月14日 髙橋 陽一郎 ほか 啓林館

数学Ⅱ改訂版 高 数学  平成29年 2月14日 藤田 岳彦 ほか 啓林館

新編　数学Ⅱ改訂版 高 数学  平成29年 2月14日 若山 正人 ほか 啓林館

改訂版　数学Ⅱ 高 数学  平成29年 2月14日 川中 宣明 ほか 数研

改訂版　高等学校　数学Ⅱ 高 数学  平成28年10月13日 岡部 恒治 ほか 数研

改訂版　新編　数学Ⅱ 高 数学  平成29年 2月14日 大矢 雅則 ほか 数研

改訂版　最新　数学Ⅱ 高 数学  平成28年10月13日 山本 慎 ほか 数研

改訂版　新　高校の数学Ⅱ 高 数学  平成29年 2月14日 秋山 仁 ほか 数研

数学Ⅱ 高 数学  平成29年 2月14日 長谷川 考志 ほか 第一

高等学校　数学Ⅱ 高 数学  平成29年 2月14日 長谷川 考志 ほか 第一

新編数学Ⅱ 高 数学  平成29年 2月14日 長谷川 考志 ほか 第一

数学Ｂ　Advanced 高 数学  平成29年 2月23日 俣野 博 ほか 東書

数学Ｂ　Standard 高 数学  平成29年 2月23日 俣野 博 ほか 東書

新数学Ｂ 高 数学  平成29年 2月23日 俣野 博 ほか 東書

数学Ｂ　新訂版 高 数学  平成29年 2月23日 岡本 和夫 ほか 実教

新版数学Ｂ　新訂版 高 数学  平成29年 2月23日 岡本 和夫 ほか 実教

高校数学Ｂ　新訂版 高 数学  平成29年 2月23日 岡本 和夫 ほか 実教

詳説　数学Ｂ改訂版 高 数学  平成29年 2月23日 髙橋 陽一郎 ほか 啓林館

数学Ｂ改訂版 高 数学  平成29年 2月23日 藤田 岳彦 ほか 啓林館

新編　数学Ｂ改訂版 高 数学  平成29年 2月23日 若山 正人 ほか 啓林館

改訂版　数学Ｂ 高 数学  平成29年 2月23日 坪井 俊 ほか  数研

改訂版　高等学校　数学Ｂ 高 数学  平成29年 2月23日 岡部 恒治 ほか 数研

改訂版　新編　数学Ｂ 高 数学  平成28年11月15日 大矢 雅則 ほか 数研

改訂版　最新　数学Ｂ 高 数学  平成28年11月17日 山本 慎 ほか 数研
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目的とする

学校・教科

図書の名称 検定の年月日 著作者名 発行者

改訂版　新　高校の数学Ｂ 高 数学  平成29年 2月23日 秋山 仁 ほか 数研

数学Ｂ 高 数学  平成29年 2月23日 長谷川 考志 ほか 第一

高等学校　数学Ｂ 高 数学  平成29年 2月23日 長谷川 考志 ほか 第一

新編数学Ｂ 高 数学  平成29年 2月23日 長谷川 考志 ほか 第一

改訂　物理 高 理科 平成29年 2月27日 三浦 登 ほか 東書

物理　新訂版 高 理科 平成29年 2月27日 佐藤 文隆 ほか 実教

物理　改訂版 高 理科 平成29年 2月27日 植松 恒夫 ほか 啓林館

総合物理1　様々な運動　熱　波

総合物理2　電気と磁気　原子・分子の世界

改訂版　物理 高 理科 平成29年 2月27日 國友 正和 ほか 数研

改訂版　総合物理1　力と運動・熱

改訂版　総合物理2　波・電気と磁気・原子

高等学校　改訂　物理 高 理科 平成29年 2月27日 田村 剛三郎 ほか 第一

改訂　化学 高 理科 平成29年 2月27日 竹内 敬人 ほか 東書

改訂　新編化学 高 理科 平成29年 2月27日 竹内 敬人 ほか 東書

化学　新訂版 高 理科 平成29年 2月27日 木下 實 ほか 実教

新版化学　新訂版 高 理科 平成29年 2月27日 相原 惇一 ほか 実教

化学　改訂版 高 理科 平成29年 2月27日 齋藤 烈 ほか 啓林館

改訂版　化学 高 理科 平成29年 2月27日 辰巳 敬 ほか 数研

新編　化学 高 理科 平成29年 2月27日 辰巳 敬 ほか 数研

高等学校　改訂　化学 高 理科 平成29年 2月27日 山内 薫 ほか 第一

改訂　生物 高 理科 平成29年 2月23日 浅島 誠 ほか 東書

スタンダード生物 高 理科 平成29年 2月23日 浅島 誠 ほか 東書

生物　新訂版 高 理科 平成29年 2月23日 庄野 邦彦 ほか 実教

生物　改訂版 高 理科 平成29年 2月23日 本川 達雄 ほか 啓林館

改訂版　生物 高 理科 平成29年 2月23日 嶋田 正和 ほか 数研

高等学校　改訂　生物 高 理科 平成29年 2月23日 吉里 勝利 ほか 第一

地学　改訂版 高 理科 平成29年 2月 6日 磯﨑 行雄 ほか 啓林館

音楽Ⅱ 改訂版 Tutti 高 芸術 平成29年 2月28日 新実 徳英 ほか 教出

高校音楽Ⅱ 改訂版 Music View 高 芸術 平成29年 2月28日 新実 徳英 ほか 教出

高校生の音楽2 高 芸術 平成29年 2月28日 小原 光一 ほか 教芸

MOUSA2 高 芸術 平成29年 2月28日 小原 光一 ほか 教芸

改訂版　高校生の音楽2 高 芸術 平成年 2月28日 山本 文茂 ほか 友社

改訂版　ON!2 高 芸術 平成29年 2月28日 山本 文茂 ほか 友社

美術2 高 芸術 平成29年 2月21日 酒井 忠康 ほか 光村

高校生の美術2 高 芸術 平成29年 2月21日 村上 尚徳 ほか  日文

書道Ⅱ 高 芸術 平成29年 1月25日 石飛 博光 ほか 東書

書Ⅱ 高 芸術 平成29年 1月25日 關 正人 ほか 教図

新編　書道Ⅱ 高 芸術 平成29年 1月25日 角井 博 ほか 教出

書Ⅱ 高 芸術 平成29年 1月25日 髙木 聖雨 ほか 光村

All Aboard!

English　CommunicationⅡ

Power On

English CommunicationⅡ

PROMINENCE

English CommunicationⅡ

Revised ENGLISH NOW

English　CommunicationⅡ

New Discovery

English CommunicationⅡ

CROWN

English CommunicationⅡ New Edition

MY WAY

English CommunicationⅡ New Edition

VISTA

English CommunicationⅡ New Edition

NEW ONE WORLD

CommunicationⅡ Revised Edition

Compass English

CommunicationⅡ Revised

Genius English

CommunicationⅡ Revised

岡田 圭子 ほか 大修館

高 外国語 平成29年 2月28日 村野井 仁 ほか 大修館

高 外国語 平成29年 2月28日

金子 朝子 ほか 三省堂

高 外国語 平成29年 2月28日 伊東 治己 ほか 教出

高 外国語 平成29年 2月28日

高 外国語 平成29年 2月28日 森住 衛 ほか 三省堂

高 外国語 平成29年 2月28日

高 外国語 平成29年 2月28日 生井 健一 ほか 開隆堂

霜崎 實 ほか 三省堂

高 外国語 平成29年 2月28日 田辺 正美 ほか 東書

高田 智子 ほか 開隆堂

高 理科 平成29年 2月27日

高 理科 平成29年 2月27日 國友 正和 ほか 数研

植松 恒夫 ほか 啓林館

高 外国語 平成29年 2月28日 清田 洋一 ほか  東書

高 外国語 平成29年 2月28日

高 外国語 平成29年 2月28日 浅見 道明 ほか 東書
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Revised ELEMENT

English CommunicationⅡ

Revised LANDMARK

English Communication Ⅱ

LANDMARK Fit

English Communication Ⅱ

Revised POLESTAR

English Communication Ⅱ

Revised BIG DIPPER

English Communication Ⅱ

Revised COMET

English Communication Ⅱ

NEW EDITION UNICORN

English Communication 2

New Edition Grove

English CommunicationⅡ

NEW FLAG

English CommunicationⅡ

MAINSTREAM

English CommunicationⅡ Second Edition

FLEX

English CommunicationⅡ

Perspective

English CommunicationⅡ NEW EDITION

Vivid

English CommunicationⅡ NEW EDITION

Viva!

English CommunicationⅡ

JOYFUL

English CommunicationⅡ

COSMOS

English CommunicationⅡ

PRO-VISION

English CommunicationⅡ New Edition

WORLD TREK

English CommunicationⅡ New Edition

ATLANTIS Hybrid

English Communication Ⅱ Standard

ATLANTIS Hybrid

English Communication Ⅱ Intermediate

ATLANTIS Hybrid

English Communication Ⅱ Advanced

Empower

English Expression Ⅰ Mastery Course

Empower

English Expression Ⅰ Essential Course

PRODUCER English Expression Ⅰ 高 外国語 平成29年 2月28日 井上 雅紀 ほか スクリ

ATLANTIS Higher Learning

English Expression　Ⅰ Standard

NEW FAVORITE

English Expression Ⅱ

CROWN

English Expression Ⅱ New　Edition

MY WAY

English Expression Ⅱ New Edition

NEW ONE WORLD

Expressions Ⅱ Revised Edition

Departure

English Expression Ⅱ Revised

Vision Quest

English Expression Ⅱ Ace

高 外国語 平成29年 2月28日 山岡 憲史 ほか 大修館

高 外国語 平成29年 2月28日 野村 恵造 ほか 啓林館

高 外国語 平成29年 2月28日 森住 衛 ほか 三省堂

高 外国語 平成29年 2月28日 伊東 治己 ほか 教出

高 外国語 平成29年 2月28日 中邑 光男 ほか 東書

高 外国語 平成29年 2月28日 霜崎 實 ほか 三省堂

高 外国語 平成29年 2月28日 大井 恭子 ほか 桐原

高 外国語 平成29年 2月28日 Steven Mitchell ほか チアーズ

高 外国語 平成29年 2月28日 Steven Mitchell ほか チアーズ

高 外国語 平成29年 2月28日 大井 恭子 ほか 桐原

高 外国語 平成29年 2月28日 Steven Mitchell ほか チアーズ

高 外国語 平成29年 2月28日 Steven Mitchell ほか チアーズ

高 外国語 平成29年 2月28日 田中 茂範 ほか 桐原

高 外国語 平成29年 2月28日 望月 正道 ほか 桐原

高 外国語 平成29年 2月28日 室井 美稚子 ほか 三友

高 外国語 平成29年 2月28日 大浦 暁生 ほか 三友

高 外国語 平成29年 2月28日 築道 和明 ほか 第一

高 外国語 平成29年 2月28日 笹原 豊造 ほか 第一

高 外国語 平成29年 2月28日 吉田 晴世 ほか 増進堂

高 外国語 平成29年 2月28日 野村 和宏 ほか 第一

高 外国語 平成29年 2月28日 鈴木 寿一 ほか 増進堂

高 外国語 平成29年 2月28日 鈴木 寿一 ほか 増進堂

池野 修 ほか 数研

高 外国語 平成29年 2月28日 倉持 三郎 ほか 文英堂

田辺 尚子 ほか 啓林館

高 外国語 平成29年 2月28日 松坂 ヒロシ ほか 数研

高 外国語 平成29年 2月28日

卯城 祐司 ほか 啓林館

高 外国語 平成29年 2月28日 竹内 理 ほか 啓林館

高 外国語 平成29年 2月28日

高 外国語 平成29年 2月28日 市川 泰男 ほか 文英堂

高 外国語 平成29年 2月28日 石川 慎一郎 ほか 数研

高 外国語 平成29年 2月28日
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目的とする

学校・教科

図書の名称 検定の年月日 著作者名 発行者

Vision Quest

English Expression Ⅱ Hope

Revised POLESTAR

English Expression Ⅱ

DUALSCOPE

English Expression Ⅱ

Revised BIG DIPPER

English Expression Ⅱ

MAINSTREAM

English Expression Ⅱ Second Edition

Perspective

English Expression Ⅱ NEW EDITION

Attainable

English Expression Ⅱ

Vivid

English Expression Ⅱ NEW EDITION

ATLANTIS Higher Learning

English Expression Ⅱ

be English Expression Ⅱ 高 外国語 平成29年 2月28日 平賀 正子 ほか いいずな

生物活用 高 農業 平成29年 1月26日 太田 光明 ほか 実教

電気機器　新訂版 高 工業 平成29年 1月26日 深尾 正 ほか 実教

電力技術1　新訂版

電力技術2　新訂版

電子技術　新訂版 高 工業 平成29年 1月26日 堀 桂太郎 ほか 実教

電子回路　新訂版 高 工業 平成29年 1月26日 髙木 茂孝 ほか 実教

ビジネス実務 新訂版 高 商業 平成28年12月21日 安田 賀計 ほか 実教

ビジネス実務　新訂版 高 商業 平成28年12月21日 牛尾 奈緒美 ほか 東法

新財務会計Ⅰ　新訂版 高 商業 平成28年12月21日 安藤 英義 ほか 実教

高校財務会計Ⅰ　新訂版 高 商業 平成28年12月21日 大塚 宗春 ほか 実教

財務会計Ⅰ　新訂版 高 商業 平成28年12月21日 醍醐 聰 ほか 東法

原価計算　新訂版 高 商業 平成28年12月21日 伊藤 博 ほか 実教

原価計算　新訂版 高 商業 平成28年12月21日 岩崎 勇 ほか 東法

ビジネス情報　新訂版 高 商業 平成29年 1月20日 中澤 興起 ほか 実教

ビジネス情報　新訂版 高 商業 平成29年 1月20日 安藤 明之 ほか 東法

子どもの発達と保育　新訂版 高 家庭 平成29年 2月21日 帆足 英一 ほか 実教

フードデザインcooking＆arrangement 高 家庭 平成29年 2月21日 石井 克枝 ほか 教図

フードデザイン　新訂版 高 家庭 平成29年 2月21日 江原 絢子 ほか 実教

長谷 尚弥 ほか 第一

高 外国語 平成29年 2月28日

高 外国語 平成29年 2月28日 森田 彰 ほか 第一

高 工業 平成29年 1月26日 石井 彰三 ほか 実教

高 外国語 平成29年 2月28日

高 外国語 平成29年 2月28日 山本 良一 ほか 増進堂

Steven Mitchell ほか チアーズ

高 外国語 平成29年 2月28日 森田 彰 ほか 第一

高 外国語 平成29年 2月28日 小寺 茂明 ほか 数研

高 外国語 平成29年 2月28日 南出 康世 ほか 数研

高 外国語 平成29年 2月28日 野村 恵造 ほか 啓林館

高 外国語 平成29年 2月28日 T.D. Minton ほか 数研
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【資料4】

山形県立特別支援学校で使用する教科用図書

　　特別支援学校で使用している教科書は、大きく以下の３つに分類される。

　

１　文部科学省検定済教科書　　　　　

□文部科学省の検定を経た教科書

→　文部科学省「小学校用教科書目録」「中学校用教科書目録」

　　　　　　　「高等学校用教科書目録」より採択

２　文部科学省著作教科書　

□文部科学省が著作の名義を有する教科書

特別支援学校用の教科書が発行されていないため、文部科学省で編集した教科書

(1) 特別支援学校視覚障害者用［点字版］　１の検定済教科書を点字訳したもの

小学部用「国語」「社会」「算数」「理科」

中学部用「国語」「社会（地理的分野）「社会（歴史的分野）」

　　　　「社会（公民的分野）」「数学」「理科」「外国語（英語）」

(2) 特別支援学校聴覚障害者用

小学部用「言語指導」「音楽」

中学部用「言語」

(3) 特別支援学校知的障害者用

小学部用「こくご☆～☆☆☆」「さんすう☆～☆☆☆」「おんがく☆～☆☆☆」

中学部用「国語☆☆☆☆」「数学☆☆☆☆」「音楽☆☆☆☆」

→　文部科学省「特別支援学校用（小・中学部）教科書目録」より採択

３　一般図書（特別支援学校・特別支援学級用）

□文部科学省著作教科書に加え、児童生徒の実態に応じるため、学校教育法附則第９

条により、１・２以外に市販の一般図書を使用することができる。

(1)　絵本等の図書  

→山形県教育委員会作成「平成２９年度用　一般図書一覧」より選定

(2) 点字版教科書　　「地図」　「音楽」　「保健体育」　「家庭」　「技術・家庭」

　　　　　　　　　　　の検定済教科書を点字訳したもの

(3) 拡大教科書　　　検定教科書を拡大したもので弱視児童生徒用
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