
第 1 0 4 5回 教 育 委 員 会 

 

平成29年８月22日  

県庁舎教育委員室  

 

１ 開   会    午後３時15分 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

３ 会期の決定 

 

４ 報   告 

（１） 平成29年度全国高等学校総合体育大会「はばたけ世界へ 南東北総体

2017」開催結果      （全国高校総体推進課／スポーツ保健課） 

（２） 登録有形文化財（建造物）の登録について （文化財・生涯学習課） 

 

５ 議   題 

議第１号 山形県立特別支援学校の小学部・中学部及び山形県立中学校に

おける平成30年度使用教科用図書の採択について○○○○○○○

○○○○○○    （義務教育課特別支援教育室／高校教育課） 

議第２号 山形県立高等学校及び山形県立特別支援学校の高等部における

平成30年度使用教科用図書の採択について 

（高校教育課／義務教育課特別支援教育室） 

議第３号 平成30年度山形県立東桜学館中学校入学者募集について○○○

○○○○○○○○○○○○           （高校教育課） 

議第４号 平成31年度山形県立東桜学館中学校入学者選抜基本方針につい

て○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ （高校教育課） 

議第５号 平成30年度山形県公立学校教員人事異動方針について○○○○

○○                      （教職員課） 

 

６ 閉   会 



 

平成 29年 8月 22日 

全国高校総体推進課 

スポーツ保健課 

 

平成29度全国高等学校総合体育大会 

「はばたけ世界へ 南東北総体2017」 開催結果について 

 

１ 開 催 県 山形県（幹事県）・宮城県・福島県・和歌山県 

 

２ 開催期間 平成 29年 7月 28日（金）～  8月 20日（日） 

〔一部先行実施競技あり〕 

 

３ 総合開会式 

（１）開催期日 平成 29年 7月 28日（金） 

（２）開催会場 山形県総合運動公園総合体育館 

（３）参加者数 4,001人 

 

４ 競技種目別大会 

（１）競技種目数 30競技 34種目 

（２）本県選手数 695人（29競技 33種目に参加） 

（３）県内開催の競技種目別大会 

  ① 会場地市町数   14市町 

  ② 会場数   22会場 

  ③ 競技種目数   9競技 10種目  

④ 参加選手・監督数  12,739人 

⑤ 来場者数   約 17万人（延べ） 

 

５ 本県選手の入賞結果 

入賞数  60（優勝：13、２位：6、３位：12、４～８位：29）  

 

６ 高校生活動の実績（大会期間中） 

（１）総合開会式での出演・運営、会場の草花装飾等 1,146人 

（２）各競技種目別大会・記録センターの運営補助 5,560人 

（３）総合案内所での案内（空港、駅 計10カ所）           290人 
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平成29年度全国高等学校総合体育大会

順位 競　技　名 学年 性別 記　録

2 女子 23秒98

2 女子 48m76

ソフトテニス 男子

ウエイトリフティング 3 男子 88kg

男子 1分56秒045

男子 2分8秒009

女子 1分55秒927

3 男子 42秒139

男子 45秒300

男子 36秒256

女子 42秒461

男子

女子

3 女子 14秒01

女子

男子 1分39秒879

2 男子 2分28秒258

女子 2分6秒313

男子 42秒391

3 男子 21秒15

2 女子 12秒15

3 女子 59秒63

2 女子 14秒03

女子

男子

女子

ウエイトリフティング 3 男子 酒田光陵 191kg

3 女子 2分27秒700

男子 39秒439

3 女子 49秒209

女子 46秒392

佐藤友香 谷地

カヤックペア:200m 佐藤友・中村天（谷地Ａ） 谷地

九里学園

53kg級トータル 長谷部達也

カヌー

カヤックシングル:500m 佐藤友香 谷地

カヤックペア:200m 鈴木・戸田（谷地Ａ） 谷地

カヤックシングル:200m

カナディアンフォア:200m 荒木・斎藤・小林・伊藤真 谷地

3位

12

陸上

200m 齋藤諒平 九里学園

100m

都道府県対抗 山形県

登山

団　　　体 村山産業

団　　　体 山形西

青野朱李 山形中央

400mハードル 大城楓奈 山形北

100mハードル 茨木　凜

カヤックフォア:500m 設楽勝・小野・佐藤旭・鈴木（谷地Ａ） 谷地

カナディアンシングル:500m 荒木岳樹 谷地

カヤックペア:500m 佐藤友・中村天（谷地Ａ） 谷地

学校対抗 谷地

学校対抗 谷地

2位

6

陸上

100mハードル 佐藤　和 米沢興譲館

トラック競技学校対抗

カヌー

カヤックペア:500m 設楽勝・小野（谷地Ｂ） 谷地

カナディアンペア:500m 荒木・伊藤真（谷地Ａ） 谷地

カヤックフォア:500m 佐藤友・中村天・吉田・中村静（谷地Ｂ） 谷地

優勝

13

陸上

山形中央

カヌー

設楽勝・小野・佐藤旭・鈴木（谷地Ａ） 谷地

カヤックフォア:200m 佐藤友・中村天・吉田・中村静（谷地Ｂ） 谷地

カヤックシングル:200m 佐藤　旭 谷地

カナディアンペア:200m 荒木・伊藤真（谷地Ａ） 谷地

　　　　　「はばたけ世界へ　南東北総体2017」　

山形県選手入賞結果一覧山形県選手入賞結果一覧山形県選手入賞結果一覧山形県選手入賞結果一覧

齋藤真希 鶴岡工業

団　　　体 羽黒

53kg級スナッチ 長谷部達也 酒田光陵

種目等 選 手 名 学校名

200m 青野朱李 山形中央

円盤投

カヤックフォア:200m

報告1－2



順位 競　技　名 学年 性別 記　録

陸上 女子 山形中央

3 男子 2分1秒504

男子 1分42秒651

男子 37秒135

陸上 2 男子 山形中央 15m08

卓球 男子 鶴岡東

男子 山形商業

3 男子 山形商業

3 男子 山形商業

3 男子 山形商業

ボクシング 3 男子 新庄神室産業

ホッケー 女子 米沢商業

アーチェリー 照井翔太 2 男子 鶴岡工業

3 女子 2分33秒657

女子 2分13秒736

女子 47秒866

女子 山形中央 46秒21

女子 鶴岡工業

ウエイトリフティング 3 男子 酒田光陵 103kg

男子 40秒028

3 女子 50秒651

陸上 1 女子 14秒35

新体操 3 女子

男子 2分1秒914

3 男子 43秒945

弓道 2 女子 鶴岡中央

男子 2分18秒603

男子 2分11秒909

女子 45秒307

60

【参考】

　山形県選手団 男子選手 女子選手

含：マネージャー 含：マネージャー

384(292) 311(245)

（ ）はH28年度

合　　　　　計 入賞数

　          ※ H29目標数：40

　　            H28入賞数：32

谷地

カナディアンフォア:500m 荒木・斎藤・小林・伊藤真 谷地

カヤックフォア:200m 平泉・奥山・布施・柴田（谷地A） 谷地

谷地

カヤックシングル:200m 鈴木海渡 谷地

8位

4

個人 奥山　舞

カヌー

カナディアンペア:500m 斎藤・小林（谷地Ｂ）

7位

4

100mハードル 阪　希望 山形中央

個人種目別フープ 奥山綺奈 山形北

カヌー

カヤックペア:500m 鈴木・戸田（谷地Ａ）

カヤックペア:200m 設楽勝・小野（谷地Ｂ） 谷地

カヤックシングル:200m 中村天音 谷地

吉田・中村静（谷地Ｂ） 谷地

6位

5

陸上

400mリレー 岡田・青野朱・青野心・酒井

フィールド競技学校対抗

53kg級クリーン＆ジャーク 長谷部達也

カヌー

団　　　体

個人

カヌー

カヤックシングル:500m 中村天音 谷地

カヤックペア:500m 吉田・中村静（谷地Ｂ） 谷地

カヤックペア:200m

個人84kg級 今野港斗

個人96kg級 秋場勇星

フライ級 内構拳斗

戸田・安達・設楽航・伊藤朔（谷地Ｂ） 谷地

5位

12

三段跳 松田　基

団　　　体

レスリング

団　　　体

個人60kg級 池田龍斗

4位

4

学校対抗

カヌー

カヤックシングル:500m 佐藤　旭 谷地

カヤックフォア:500m 戸田・安達・設楽航・伊藤朔（谷地Ｂ） 谷地

カヤックフォア:200m

種目等 選 手 名 学校名

本部役員 監 督 等

合　計

    　　   ／人

7

(5)

158

(126)

860

(668)
695 (537)
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平 成 2 9 年 ８ 月 2 2 日 

教育庁文化財・生涯学習課 

 

 

 

登録有形文化財（建造物）の登録について 

 

 

 平成 29 年７月 21 日（金）に開催された文化審議会（所管 文部科学省）において、

「登録有形文化財（建造物）の登録」について、文部科学大臣に答申がありましたので

お知らせします。 

 なお、答申のあった文化財は、文部科学大臣が文化財登録原簿に登録し、官報で告示

することにより効力が発生します。（文化財保護法第 57条、第 58条） 

 

 

 

登録有形文化財 

 

 文化財を幅広く後世に継承していくため、国及び地方公共団体の文化財指定制度を補

完する制度として、届出制と指導・助言を基本とする緩やかな保護措置を講じる。（原則

として建築後 50年を経過したもの） 

 

１ 登録の答申を受けた山形県内の登録有形文化財（建造物） 

  別紙のとおり 

 

２ 今回の答申件数等 

（１）山形県      １件 ［登録累計   175件（ 17市町村）］ 

（２）全 国      244件 ［  同   11,507件（ 904市町村）］ 
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県内登録有形文化財（建造物）の登録件数（市町村別） 

※平成 29年７月 21日答申分を含む 

 

山形市 １９ 

米沢市 １７ 

鶴岡市 １８ 

酒田市 ３ 

新庄市 １１ 

寒河江市 １ 

上山市 ９ 

村山市 ２ 

長井市 ２２ 

天童市 ３１ 

尾花沢市 ５ 

南陽市 ６ 

大蔵村 １ 

高畠町 ４ 

川西町 １０ 

庄内町 ２ 

遊佐町 １４ 

計 １７５ 
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寒河江市役所庁舎 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内観（２階から見上げ）・岡本太郎氏の彫像「生誕」 
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議第 １ 号 

 

   山形県立特別支援学校の小学部・中学部及び山形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 

 

山形県立特別支援学校の小学部・中学部及び山形県立中学校における平成 30 年度

使用教科用図書を別紙のとおり採択する。 

 

   提 案 理 由 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 21 条第６

号の規定により、県立特別支援学校の小学部・中学部及び県立中学校において平成 30

年度に使用する教科用図書の採択を行うため提案するものである。 

 

平成 29 年８月 22 日提出 

 

山形県教育委員会 

教育長 廣 瀬  渉 
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別 紙

種　　目 選定校数

こくご一上　かざぐるま、こくご一下　ともだち、こくご二上　たんぽぽ、　

こくご二下 赤とんぼ、国語三上　わかば、国語三下　あおぞら、国語四上　かがやき、

国語四下　はばたき、国語五　銀河、国語六　創造

ひろがることば  小学国語  ２上、ひろがることば  小学国語　２下、　　

ひろがる言葉　小学国語　３上、ひろがる言葉　小学国語　３下、

ひろがる言葉　小学国語　４上、ひろがる言葉　小学国語　４下、

ひろがる言葉　小学国語　５上、ひろがる言葉　小学国語　５下、

ひろがる言葉  小学国語　６上、ひろがる言葉  小学国語　６下

38 光村 ４校

みんなと学ぶ　小学校書写　五年、みんなと学ぶ　小学校書写　六年

新編　新しい書写　四、新編　新しい書写　五、新編　新しい書写　六

新編　新しい社会３・４上、新編　新しい社会３・４下、

新編　新しい社会５上、新編　新しい社会５下、

新編　新しい社会６上、新編　新しい社会６下、

2 東書 １校

46 帝国 ５校

新編　あたらしい　さんすう　１上　さんすう　だいすき！、

新編　あたらしい　さんすう　１下、新編　新しい算数　２上、新編　新しい算数　２下、　

新編　新しい算数　３上、新編　新しい算数　３下、新編　新しい算数　４上、

新編　新しい算数　４下、新編　新しい算数　５上、新編　新しい算数　５下、

新編　新しい算数　６　数学へジャンプ！

2 東書 ３校

新版　たのしい理科６年

4 大日本 ４校

あしたへ　ジャンプ　新編　新しい　生活　下

61 啓林館 １校

小学生の音楽　５、小学生の音楽　６

ずがこうさく　１・２下　たのしいな　おもしろいな、

図画工作　３・４下　見つけたよ　ためしたよ、

図画工作　５・６上　見つめて　広げて、図画工作　５・６下　見つめて　広げて

9 開隆堂 ４校

2 東書 ２校

2 東書 ５校

224 学研 １校

５校
みんなのどうとく３年、みんなの道徳４年

１　文部科学省検定済教科書

　（１）小学校用教科書

発行者名

17 教出

11 学図

地　　図

ひろがることば　しょうがくこくご １上、ひろがることば　しょうがくこくご １下、

しょしゃ　一ねん、しょしゃ　二年、書写　三年、書写　四年、書写　五年、書写　六年

東書

書　　写

社　　会 2 東書

みんなとまなぶ　しょうがっこうしょしゃ　一ねん、みんなと学ぶ　小学校しょしゃ　二年、

１校

１校

６校

楽しく学ぶ　小学校の地図帳　４・５・６年

山形県立特別支援学校の小学部における平成30年度使用教科用図書採択（案）

　　　　　※　山盲、山聾、酒特（聴覚）、鶴養（おひさま）、ゆきわり、山養が選定

図書名

道　徳

教出17

新編　あたらしい　しょしゃ　一、新編　新しい　しょしゃ　二、　新編　新しい書写　三、

新編　新しい地図帳

みんなと学ぶ　小学校書写　三年、みんなと学ぶ　小学校書写　四年、

理　　科

4 大日本

2 東書

音　　楽 27 教芸

38 光村 ４校

２校

国　　語

１校

６校

新編　新しい家庭　５・６

新編　新しいほけん３・４、新編　新しい保健５・６

生　　活

2

家　　庭

保　　健

224 学研

どきどき　わくわく　新編　あたらしい　せいかつ　上、

新・みんなのほけん３・４年、新・みんなの保健５・６年

2 東書算　　数

図画工作 116 日文

小学どうとくはばたこうあすへ１、小学どうとくはばたこう明日へ２、

、小学道徳はばたこう明日へ５、小学道徳はばたこう明日へ６

小学どうとくはばたこう明日へ３、小学どうとくはばたこう明日へ４

ずがこうさく　１・２上　たのしいな　おもしろいな、　

みんなの道徳５年、みんなの道徳６年

図画工作　３・４上　見つけたよ　ためしたよ、

わたしたちの家庭科　５・６　

６校

みんなのどうとく１ねん、みんなのどうとく２年、

６校

新版　たのしい　せいかつ　上　なかよし、新版　たのしい　せいかつ　下　はっけん

新編新しい理科　３、新編新しい理科　４、新編新しい理科　５、新編新しい理科　６

新版　たのしい理科３年、新版　たのしい理科４年、新版　たのしい理科５年、

３校

１校

わくわく　せいかつ上、せいかつ　たんけんブック、いきいき　せいかつ下

小学生のおんがく　１、小学生の音楽　２、小学生の音楽　３、小学生の音楽　４
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２　文部科学省著作教科書

　（１）特別支援学校用教科書　視覚障がい者用　＜点字版＞

小学部用

種　　目 選定校数

こくご ２－３、国語 ３－１、国語 ３－２、国語 ３－３、国語 ３－４、

国語 ４－１、国語 ４－２、国語 ４－３、国語 ４－４、

国語 ５－１、国語 ５－２、国語 ５－３、国語 ５－４、

国語 ６－１、国語 ６－２、国語 ６－３、国語 ６－４

社会 ３・４－１、社会 ３・４－２、社会 ３・４－3、社会 ３・４－４、

社会 ３・４－５、社会 ５－１、社会 ５－２、社会 ５－３、社会 ５－４

社会 ５－５、社会 ５－６、社会 ５－７、社会 ６－１、社会 ６－２、

社会 ６－３、社会 ６－４、社会 ６－５、社会 ６－６、社会 ６－７

さんすう １－１、さんすう １－２、さんすう １－３、さんすう １－４、

さんすう １－５、さんすう １－６、さんすう １－７、さんすう １－８、

さんすう １－９、さんすう ２－１、さんすう ２－２、さんすう ２－３、

さんすう ２－４、さんすう ２－５、さんすう ２－６、さんすう ２－７、

さんすう ２－８、さんすう 珠算編 １、さんすう 珠算編 ２、

さんすう 珠算編 ３、さんすう珠算編 ４、

さんすう ３－１、さんすう ３－２、さんすう ３－３、さんすう ３－４、

さんすう ３－５、さんすう ３－６、さんすう ３－７、さんすう ３－８、

さんすう ３－９、さんすう ３－１０、さんすう ３－１１、算数 ４－１、

算数 ４－２、算数 ４－３、算数 ４－４、算数 ４－５、算数 ４－６、

算数 ４－７、算数 ４－８、算数 ４－９、算数 ４－１０、算数 ４－１１、

算数 ４－１２、算数 ５－１、算数 ５－２、算数 ５－３、算数 ５－４、

算数 ５－５、算数 ５－６、算数 ５－７、算数 ５－８、算数５－９、

算数 ５－１０、算数 ５－１１、算数 ５－１２、

算数 ６－１、算数 ６－２、算数 ６－３、算数 ６－４、算数 ６－５、

算数 ６－６、算数 ６－７、算数 ６－８、算数 ６－９、算数 ６－１０

理科 ３－１、理科 ３－２、理科 ３－３、理科 ３－４、理科 ４－１、

理科 ４－２、理科 ４－３、理科 ４－４、理科 ４－５、理科 ５－１、

理科 ５－２、理科 ５－３、理科 ５－４、理科 ５－５、理科 ６－１、

理科 ６－２、理科 ６－３、理科 ６－４、理科 ６－５

道　　徳 224 教出 未定 未定 １校

　　　　　※　山盲が選定

　（２）特別支援学校用教科書　聴覚障がい者用

小学部用

種　　目 選定校数

言語指導 17 教出 ２校

言語指導 17 教出 ２校

言語指導 17 教出 ２校

　　　　　※　山聾、酒特（聴覚）が選定

　（３）特別支援学校用教科書　知的障がい者用

小学部用

種目 選定校数

国語 2 東書 １校

国語 2 東書 ２校

国語 2 東書 ３校

算数 17 教出 １校

算数 17 教出 ２校

算数 17 教出 ２校

音楽 2 東書 １校

音楽 2 東書 ２校

音楽 2 東書 ３校

　　　　　※　山盲、酒特(聴覚）、酒特（知的）、ゆきわりが選定

おんがく☆☆☆

国語　ことばの練習　五年

図書名

こくご☆

こくご☆☆

こくご☆☆☆

さんすう☆

さんすう☆☆（１）、さんすう☆☆（２）

国語　ことばの練習　六年

１校

１校

１校

１校

発行者名

さんすう☆☆☆

おんがく☆

おんがく☆☆

支援センター
216

国語　ことばのれんしゅう　四年

２校

２校

２校

こくご　ことばのべんきょう　三ねん　（下）

東書

光村

東書

道徳１、道徳２、道徳３、道徳４、道徳５、道徳６

原典教科書 発行者名 図書名

こくご １－１、こくご １－２、こくご １－３、こくご ２－１、こくご ２－２、

発行者名 図書名

181 東点

196 ヘレン

2社　　会

算　　数 2

理　　科 2 東書

国　　語 38 182 ライト

言語指導 17 教出

こくご　ことばのべんきょう　一ねん　（上）

こくご　ことばのべんきょう　二ねん　（上）

こくご　ことばのべんきょう　三ねん　（上）

言語指導 17 教出

こくご　ことばのべんきょう　一ねん　（下）

言語指導 17 教出

こくご　ことばのべんきょう　二ねん　（下）
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３　一般図書（特別支援学校・学級用）

　（１）「平成30年度用 一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード 図書名 校数

あかね書房 Ｉ０２  あかね書房の学習えほんおかあさんだいすき１．２．３ 1校

あかね書房 Ｈ０２  かばくん・くらしのえほん・２かばくんのおかいもの １校

あかね書房 Ｈ０１ かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち ３校

あかね書房 ００１ 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる １０校

岩崎書店 Ｅ０５ 五味太郎のことばとかずの絵本　すうじの絵本 ２校

岩崎書店 Ｆ０８ 絵本図鑑シリーズ８　やさいのずかん １校

偕成社 Ｒ０１ あかちゃんのあそびえほん（１）　ごあいさつあそび ５校

偕成社 Ｒ０２ あかちゃんのあそびえほん（２）　いないいないばああそび ３校

偕成社 Ｒ０６  あかちゃんのあそびえほん（６）いいおへんじできるかな １校

偕成社 Ａ０２  エリック・カールかずのほん１・２・３どうぶつえんへ ２校

偕成社 ＴＯ７  エリック・カールの絵本できるかな？　－あたまからつまさきまで－ １校

偕成社 Ｔ０１ エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし ６校

偕成社 Ｔ０６  エリック・カールの絵本月ようびはなにたべる？－アメリカわらべうた １校

偕成社 Ｔ０３ 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 ３校

偕成社 Ｔ０４ エリック・カールの絵本　くまさんくまさんなにみてるの？ ５校

偕成社 ６１９ さわる絵本　新装版これ、なあに？ ２校

偕成社 Ｄ０１ ノンタンあそぼうよ（１）　ノンタンぶらんこのせて ２校

偕成社 ５０７  ノンタンあそぼうよ（２）ノンタンおやすみなさい １校

偕成社 Ｄ０８ ノンタンあそぼうよ（８）　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう ３校

偕成社 Ｆ０１  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 ３校

偕成社 Ｏ０１ 五味太郎・言葉図鑑（１）　うごきのことば １校

偕成社 Ｏ１０ 五味太郎・言葉図鑑（１０）　なまえのことば １校

偕成社 Ｏ０６ 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば ２校

偕成社 Ｘ０２  坂本廣子のひとりでクッキング（２）昼ごはんつくろう！ １校

偕成社 Ｚ０１ 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー １校

偕成社 Ｊ０５  子どもの健康を考える絵本（５）こんなときどうするの？ １校

偕成社 Ｈ０１ 日本むかし話　おむすびころりん １校

偕成社 Ｗ０１ 木村裕一・しかけ絵本（１）　みんなみんなみ－つけた ４校

偕成社 Ｒ０３  あかちゃんのあそびえほん（３）いただきますあそび ２校

偕成社 Ｙ０１ ともだちだいすき（２）　おべんとうなあに？ ２校

学研 Ｏ０１ あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって ９校

学研 Ｇ０８ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん ４校

学研 Ｇ０７ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん １１校

学研 Ｏ０２ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって ９校

学研 Ｇ０９ あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん ３校

金の星社 Ｂ０４  あかちゃんとおかあさんの絵本このいろなあに １校

金の星社 Ｂ０３ 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 ２校

金の星社 Ｂ０２  あかちゃんとおかあさんの絵本ハティちゃんのいち・に・さん ２校

金の星社 Ｆ０４  ひとりでできるもん！４うれしいごはん、パン、めん料理 １校

金の星社 Ｆ０６ ひとりでできるもん！６　だいすきおやつ作り １校

金の星社 Ｅ０１ 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？ １校

金の星社 Ｋ０１ げんきをつくる食育えほん１　たべるのだいすき！ １校

くもん出版 Ｄ０３ かずカード ４校

くもん出版 Ｂ０６ 生活図鑑カード　お店カード ２校

くもん出版 Ｄ０２ とけいカード ７校

くもん出版 Ｄ０１ ひらがなカード ５校

くもん出版 ５０３ もじ・ことば５ひらがなおけいこ　 １校

くもん出版 Ｂ０２ 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集 ４校

くもん出版 Ｂ０１ 生活図鑑カード　たべものカード ９校

くもん出版 Ｂ０７ 生活図鑑カード　生活道具カード ７校

グランまま ００３ うたえほんⅡ ２校

グランまま ００６ ことばえほん １校

グランまま ００１ ぼくとわたしのせいかつえほん ２校

好学社 Ａ０１ レオ・レオニの絵本　スイミー １校

講談社 Ｈ０５ ブルーナのアイディアブック　ミッフィーの１から１０まで ４校

国土社 Ｂ１６  たのしい図画工作１６ちぎり紙・きり紙・はり絵 ２校

こぐま社 Ｇ０１ かおかおどんなかお ２校

こぐま社 Ｂ０１  こぐまちゃんえほん第１集こぐまちゃんおはよう ２校

こぐま社 Ｂ０５  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 ２校

こぐま社 Ｅ０１ こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく １校

こぐま社 Ｄ０１ ことばあそびのえほん　ぶたたぬききつねねこ １校

小峰書店 Ｃ０２ くまたんのはじめてシリーズ　おいしいおいしい１・２・３　　 ６校
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発行者名 図書コード 図書名 校数

さえら Ｃ０１  たのしい工作教室たのしいこうさくきょうしつ１ １校

三省堂 ５３７ こどもきせつのぎょうじ絵じてん増補新装版 ４校

三省堂 ５３８ こどもマナーとけいご絵じてん ２校

ジュラ ００５ かいてけしてまたかける　あいうえお １校

ジュラ ００２ ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん　あそぼ！ ６校

ジュラ ００１ プータンいまなんじ？ ３校

小学館 Ｂ０２ ２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん ３校

小学館 Ｂ０６ ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３ ６校

女子栄養大 ００１ 新・こどもクッキング １校

鈴木出版 Ａ０５ 知育えほん　マークずかん １校

成美堂出版 Ｂ０１ 音と光のでる絵本　たのしいどうよう １１校

成美堂出版 ００５ ＣＤつき楽しく歌える英語のうた １校

成美堂出版 ００６ 作ってみよう！リサイクル工作６８ ４校

大日本絵画 Ａ０１  メロディーえほん　ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２ヵ月 ７校

玉川大学出版 ５０１ たのしい歌 １校

太郎次郎社 Ａ０２   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あわせ漢字遊び １校

チャイルド ００１ ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ ２校

童心社 Ｈ０１ １４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごはん ２校

童心社 Ａ０２ かずのほん２　０から１０まで １校

童心社 Ａ０３  かずのほん３　０から１０までのたしざんひきざん １校

童心社 Ｌ０１ ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも ４校

同成社 Ａ０４ ゆっくり学ぶ子のための　国語４ １校

同成社 Ａ０１  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） １校

同成社 Ａ０２  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） １校

同成社 Ａ０３  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） ２校

同成社 Ｂ０２  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） ２校

同成社 Ｃ０１  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） ２校

同成社 Ｃ０３  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） １校

同成社 Ｃ０４  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） ２校

同成社 Ｃ０５  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） ２校

戸田デザイン ００２ １から１００までのえほん ３校

戸田デザイン ００３ あいうえおえほん ３校

戸田デザイン ００９ とけいのえほん ２校

戸田デザイン ００５ にっぽんちず絵本 ２校

戸田デザイン ００７ よみかた絵本 １校

永岡書店 ００７ お手本のうた付き！　どうよううたのえほん ９校

永岡書店 ００９ お手本のうた付き！　どうよううたのえほん２ ７校

ひかりのくに Ｄ０１ ２０２シリーズ　たべもの２０２ ３校

ひかりのくに ０１３ あそびうたのほんＣＤつき ５校

ひかりのくに Ｉ０１  改訂新版体験を広げるこどものずかん１どうぶつえん １校

ひかりのくに Ｉ０８  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 １校

ひかりのくに Ｃ１０ こどものずかんＭｉｏ１０　たべもの １校

ひかりのくに Ｃ０９ こどものずかんMio９　ひとのからだ １校

ひかりのくに Ｋ０９ 新装版ＫＩＤＳ２１１２　たべものひゃっか ５校

ひかりのくに ００１ たのしいてあそびうたえほん １校

ひかりのくに ００２  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 ４校

ひかりのくに Ｉ０９  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 ２校

ひかりのくに ０１２ 手あそび指あそび歌あそびブック１ ３校

ひかりのくに Ｂ１０ 認識絵本１０　おおきいちいさい １校

ひさかた Ａ０１ あかちゃんのための絵本　はみがきしゅわしゅわ １校

ひさかた Ｃ０５ スキンシップ絵本　かずのえほん ６校

ひさかた Ｃ０４ スキンシップ絵本　かたかなアイウエオ １校

ひさかた Ｂ０１ ミーミとクークのえほん　ミーミとクークのあか・あお・きいろ ４校

ひさかた Ｄ０１ ロングセラー絵本　でんしゃでいこうでんしゃでかえろう １校

評論社 Ｂ０１ しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？ ３校

福音館 Ｅ１６ かがくのとも絵本　みんなうんち １校

福音館 Ｈ２１ ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら ２校

福音館 Ｈ２６ こどものとも絵本　おおきなかぶ １校

福音館 Ｈ１３ こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ ２校

福音館 Ｈ２５ こどものとも絵本　そらいろのたね １校

福音館 Ｈ５６ こどものとも傑作集　はじめてのおつかい １校

福音館 Ｊ０１  世界傑作絵本シリーズてぶくろ １校

福音館 ５１０ 幼児絵本シリーズ　ずかん・じどうしゃ １校

福音館 Ｂ０９ 幼児絵本シリーズ　やさいのおなか １校

福音館 ５０６  幼児絵本シリーズ（くまくんの絵本）こんにちは １校

婦人之友社 ５０３ こどもがつくるたのしいお菓子　　 １校

フレーベル館 Ｄ０３  ふしぎをためすかがく図鑑かがくあそび １校

ブロンズ新社 ５５６ らくがき絵本五味太郎５０％ １校
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発行者名 図書コード 図書名 校数

ブロンズ新社 Ａ０２ らくがきえほんあ・い・う・え・お １校

ブロンズ新社 ５０１ らくがき絵本ＰＡＲＴ２五味太郎２５％ ３校

文研出版 Ａ１６ ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン ２校

ポプラ社 Ｍ０１  うたってかいてけせるえほん１音のでるえかきうた ８校

ポプラ社 Ｏ３３ おととあそぼうシリーズ３３　新装版おてほんのうたがながれるよどうようえほん １１校

ポプラ社 Ｐ０７  音のでる知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのほん ７校

ポプラ社 Ｊ０１  クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに ３校

ポプラ社 Ｐ０４ 音のでる知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん １０校

幼年教育 ５０３ かずあそび１ ３校

幼年教育 ５０４ かずあそび２ １校

リーブル ００１ あっちゃんあがつくたべものあいうえお ４校

理論社 Ａ０１ あいうえおうさま １校
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発行者番号 （196）

小学生のおんがく　１　（教芸）

小学生の音楽　２　（教芸）

発行者番号 (182) 小学生の音楽　３　（教芸）

小学生の音楽　４　（教芸）

新・みんなのほけん　３・４年　（学研）

新・みんなの保健　５・６年　（学研）

初等地図帳

小　こくご一上　かざぐるま（国語139）拡大版

発行者番号 （38） 小　こくご一下　ともだち（国語140）拡大版

小　こくご二上　たんぽぽ（国語239）拡大版

小　こくご二下　赤とんぼ（国語240）拡大版

小　国語三上　わかば（国語339）拡大版

小　国語三下　あおぞら（国語340）拡大版

小　国語四上　かがやき（国語439）拡大版

小　国語四下　はばたき（国語440）拡大版

小　国語五　銀河（国語539）拡大版

小　国語六　創造（国語639）拡大版

小　しょしゃ　一ねん（書写135）拡大版

小　しょしゃ　二年（書写235）拡大版

小　書写　三年（書写335）拡大版

小　書写　四年（書写435）拡大版

小　書写　五年（書写535）拡大版

小　書写　六年（書写635）拡大版

小　新編　新しい社会３・４上（社会331）拡大版

発行者番号 （2） 小　新編　新しい社会３・４下（社会332）拡大版

小　新編　新しい社会５上（社会531）拡大版

小　新編　新しい社会５下（社会532）拡大版

小　新編　新しい社会６上（社会631）拡大版

小　新編　新しい社会６下（社会632）拡大版

小　新編　新しい地図帳（地図431）拡大版

小　新編　あたらしい　さんすう　１上　さんすうだいすき！　（算数131）拡大版

小　新編　あたらしい　さんすう　１下（算数132）拡大版

小　新編　新しい算数　２上（算数231）拡大版

小　新編　新しい算数　２下（算数232）拡大版

小　新編　新しい算数　３上（算数331）拡大版

小　新編　新しい算数　３下（算数332）拡大版

小　新編　新しい算数　４上（算数431）拡大版

小　新編　新しい算数　４下（算数432）拡大版

小　新編　新しい算数　５上（算数531）拡大版

小　新編　新しい算数　５下（算数532）拡大版

小　新編　新しい算数　６　数学へジャンプ！　（算数631）拡大版

小　新編新しい理科　３（理科331）拡大版

小　新編新しい理科　４（理科431）拡大版

小　新編新しい理科　５（理科531）拡大版

小　新編新しい理科　６（理科631）拡大版

大日本図書株式会社 小　新版　たのしい　せいかつ　上　なかよし（生活133）拡大版

発行者番号 （4） 小　新版　たのしい　せいかつ　下　はっけん（生活134）拡大版

小学生の音楽　５　（教芸）

小学生の音楽　６　（教芸）

家庭科　５・６年　１　（開隆堂）

家庭科　５・６年　２　（開隆堂）

家庭科　５・６年　３　（開隆堂）

家庭科　５・６年　４　（開隆堂）

小学部用

小学部用

光村図書出版株式会社 小学部用

東京書籍株式会社

　（２）「平成30年度用 一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分（点字教科書、拡大教科書）

社会福祉法人 小学部用

社会福祉法人 小学部用

　拡大教科書

　拡大教科書

　拡大教科書

日本ライトハウス 　点字教科書

東京ヘレン・ケラー協会 　点字教科書

発行者名 図書名
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発行者名 図書名

小　ずがこうさく　１・２上　たのしいな　おもしろいな（図工133）拡大版

発行者番号 （116） 小　ずがこうさく　１・２下　たのしいな　おもしろいな（図工134）拡大版

小　図画工作　３・４上　見つけたよ　ためしたよ（図工333）拡大版

小　図画工作　３・４下　見つけたよ　ためしたよ（図工334）拡大版

小　図画工作　５・６上　見つめて　広げて（図工533）拡大版

小　図画工作　５・６下  見つめて　広げて（図工534）拡大版

小　小学生のおんがく　１（音楽132）拡大版

発行者番号 （27） 小　小学生の音楽　２（音楽232）拡大版

小　小学生の音楽　３（音楽332）拡大版

小　小学生の音楽　４（音楽432）拡大版

小　小学生の音楽　５（音楽532）拡大版

小　小学生の音楽　６（音楽632）拡大版

小　小学校　わたしたちの家庭科　５・６（家庭532）拡大版

発行者番号 （9）

小　新・みんなのほけん　３・４年（保健335）拡大版

発行者番号 （224） 小　新・みんなの保健　５・６年（保健535）拡大版

教育出版株式会社 小学どうとく１　はばたこうあすへ（道徳１３４）拡大版

発行者番号 （１７） 小学どうとく２　はばたこう明日へ（道徳２３４）拡大版

小学どうとく３　はばたこう明日へ（道徳３３４）拡大版

小学どうとく４　はばたこう明日へ（道徳４３４）拡大版

小学道徳５　はばたこう明日へ（道徳５３４）拡大版

小学道徳６　はばたこう明日へ（道徳６３４）拡大版

　　　　　※　山盲が選定

小学部用

　拡大教科書

株式会社　学研教育みらい

日本文教出版株式会社

株式会社　教育芸術社 小学部用

開隆堂出版株式会社 小学部用

　拡大教科書

　拡大教科書

　拡大教科書

小学部用

小学部用

　拡大教科書
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　（１）中学校用教科書

　　　　　【新版】

種　　目 選定校数

38 光村 国語１、国語２、国語３ 6校

2 東書 新編　新しい国語　１、新編　新しい国語　２、新編　新しい国語　３ １校

2 東書 新編　新しい書写　一・二・三年 ３校

38 光村 中学書写　一・二・三年 ２校

17 教出 中学書写 １校

46 帝国 社会科　中学生の地理　世界の姿と日本の国土 ４校

2 東書 新編　新しい社会　地理 １校

17 教出 中学社会　地理　地域にまなぶ １校

46 帝国 社会科　中学生の歴史　日本の歩みと世界の動き ４校

17 教出 中学社会　歴史　未来をひらく ２校

2 東書 新編　新しい社会　歴史 １校

2 東書 新編　新しい社会　公民 ４校

46 帝国 社会科　中学生の公民　より良い社会をめざして １校

17 教出 中学社会　公民　ともに生きる １校

地　　図 46 帝国 中学校社会科地図 ６校

2 東書 新編　新しい数学１、新編　新しい数学２、新編　新しい数学３ ３校

11 学図 中学校数学１、中学校数学２、中学校数学３ ３校

61 啓林館 未来へひろがる数学１、未来へ広がる数学２、未来へ広がる数学３ １校

2 東書 新編　新しい科学　１、新編　新しい科学　２、新編　新しい科学　３ ６校

11 学図 中学校科学１、中学校科学２、中学校科学３ １校

音楽（一般） 27 教芸 中学生の音楽　１、中学生の音楽　２・３上、中学生の音楽　２・３下 ７校

音楽（器楽合奏） 27 教芸 中学生の器楽 ７校

38 光村 美術1、美術2・3上、美術2・3下 ５校

9 開隆堂 美術　１、美術　２・３ １校

116 日文 美術　出会いと広がり　美術２・３上学びの深まり　美術２・３下美の探求 1校

224 学研 新・中学保健体育 ４校

2 東書 新編　新しい保健体育 １校

4 大日本 新版　中学校保健体育 １校

9 開隆堂 技術・家庭（技術分野） ３校

2 東書 新編　新しい技術・家庭　技術分野　未来を創るＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ３校

9 開隆堂 技術・家庭（家庭分野） ３校

2 東書 新編　新しい技術・家庭　家庭分野　自立と共生を目指して ３校

ＮＥＷ ＨＯＲＩＺＯＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃｏｕｒｓｅ １、ＮＥＷ ＨＯＲＩＺＯＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃｏｕｒｓｅ ２　　

ＮＥＷ ＨＯＲＩＺＯＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃｏｕｒｓｅ ３　

ＳＵＮＳＨＩＮＥ ＥＮＧＬＩＳＨ ＣＯＵＲＳＥ １、ＳＵＮＳＨＩＮＥ ＥＮＧＬＩＳＨ ＣＯＵＲＳＥ ２

ＳＵＮＳＨＩＮＥ ＥＮＧＬＩＳＨ ＣＯＵＲＳＥ ３

　　　　　※　山盲、山聾、酒特（聴覚）、鶴養（おひさま分教室）、米養、ゆきわり、山養が選定

技術・家庭（技術分野）

技術・家庭（家庭分野）

英　　語

書　　写

社会(地理的分野）

社会(歴史的分野）

社会(公民的分野）

数　　学

山形県立特別支援学校の中学部における平成30年度使用教科用図書採択（案）

１　文部科学省検定済教科書

発行者名 図書名

国　　語

理　　科

美　　術

６校

１校

東書2

9 開隆堂

保健体育

1－9



中学部用

種　　目 選定校数 備考

国語 １－１、国語 １－２、国語 １－３、国語 １－４、

国語 １－５、国語 １－６、国語 ２－１、国語 ２－２、

国語 ２－３、国語 ２－４、国語 ２－５、国語 ２－６、

国語 ３－１、国語 ３－２、国語 ３－３、国語 ３－４、

国語 ３－５、国語 ３－６

社会 (地理） １、社会 (地理） ２、社会 (地理） ３、

社会 (地理） ４、社会 (地理） ５、社会 (地理） ６、

社会 (地理） ７、社会 (地理） ８、社会 (地理） ９、

社会 (地理） １０、社会 (地理） １１、社会 (地理）１２

社会 (歴史） １・資料編１、社会 （歴史） ２

社会 （歴史） ３、社会 （歴史） ４、社会 （歴史） 5、

社会 （歴史） ６、社会 （歴史） ７、社会 （歴史） ８、

社会 (歴史） ９（資料編２）

社会 (公民） １、社会 （公民） ２、社会 （公民） ３

社会 (公民） ４、社会 （公民） ５、社会 （公民） ６

社会 (公民） ７、社会 （公民） ８、 社会 （公民） ９

数学 １－１、数学 １－２、数学 １－３、数学 １－４、

数学 １－５、数学 １－６、数学 １－７、数学 １－８、

数学 １－９、数学 １－１０、数学 ２－１、数学 ２－２、

数学 ２－３、数学 ２－４、数学 ２－５、数学 ２－６、

数学 ２－７、数学 ３－１、数学 ３－２、数学 ３－３、

数学 ３－４、数学 ３－５、数学 ３－６、数学 ３－７、

数学 ３－８、数学 ３－９、数学 ３－１０

理科 １－１、理科 １－２、理科 １－３、理科 １－４、

理科 １－５、理科 １－６、理科 １－７、理科 １－８、

理科 １－９、理科 ２－１、理科 ２－２、理科 ２－３、

理科 ２－４、理科 ２－５、理科 ２－６、理科 ２－７、

理科 ２－８、理科 ２－９、理科 ３－１、理科 ３－２、

理科 ３－３、理科 ３－４、理科 ３－５、理科 ３－６、

理科 ３－７、理科 ３－８、理科 ３－９、理科 ３－１０

英語 １－１、英語 １－２、英語 １－３、英語 １－４、

英語 １－５、英語  (資料編１）、英語  (資料編２）

英語  (資料編３）、英語  (資料編４）、

英語  (資料編５）、英語  (資料編６）、

英語 ２－１、英語 ２－２、英語 ２－３、英語 ２－４、

英語 ２－５、英語 ３－１、英語 ３－２、英語 ３－３、

英語 ３－４、英語 ３－５、英語 ３－６、英語 ３－７

中学部用

種　　目 選定校数

言語 17 教出 ３校

小学部用

種目 選定校数

国語 2 東書 １校

算数 17 教出 １校

音楽 2 東書 １校

音楽 2 東書 １校

　　　　　※　酒特（知的）が選定

中学部用

種目 選定校数

国語 2 東書 ２校

数学 17 教出 ３校

音楽 2 東書 ３校

　　　　　※　山盲、村特、楯特が選定

こくご☆☆☆

さんすう☆☆☆

1校 新版

音楽☆☆☆☆

国語☆☆☆☆

おんがく☆☆☆

おんがく☆☆

　　　　　※山盲、山聾（聴覚）、酒特（聴覚）が選定

社会(公民） 17 教出 217 日点

数学☆☆☆☆

新版

新版東点181

　　　　　※　山盲が選定

　（２）特別支援学校用教科書　聴覚障がい者用

発行者名 図書名

国語　言語編

理　　科

英　　語

2 東書

2 東書

社会(歴史） 17 教出 196 ヘレン

社会(地理） 17 教出 216 支援センター

1校 新版11 学図

新版

1校 新版

38 光村 216 支援センター 1校

1校 新版

２　文部科学省著作教科書

　（１）特別支援学校用教科書　視覚障がい者用　＜点字版＞

原典教科書 発行者名

発行者名 図書名

　（３）特別支援学校用教科書　知的障がい者用

発行者名 図書名

1校

181 東点 1校

図書名

国　　語

数　　学 182 ライト
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３　一般図書（特別支援学校・学級用）

　（１）「平成30年度用 一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード 校数

あかね書房 Ｉ０１  あかね書房の学習えほんあそぼうあそぼうあいうえお １校

あかね書房 Ｈ０１ かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち １校

あかね書房 Ｇ０４ からだのえほん４　からだにもしもし １校

育成会 Ａ０８ 自立生活ハンドブック８　食（しょく） １校

育成会 Ａ０５ 自立生活ハンドブック５　ぼなぺてぃどうぞめしあがれ ３校

岩崎書店 Ｃ０４ 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 ４校

岩崎書店 Ｆ１２  絵本図鑑シリーズ１２のはらのずかん－野の花と虫たち－ １校

岩崎書店 Ｆ０８ 絵本図鑑シリーズ８　やさいのずかん ３校

岩崎書店 Ｅ０４ 五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本 １校

岩崎書店 Ｅ０２ 五味太郎のことばとかずの絵本　絵本ＡＢＣ　 １校

絵本館 Ｄ０２ 五味太郎ことばとかずのえほん　かずのえほん１・２・３ １校

絵本館 Ａ１０ 五味太郎の絵本１０　かたち １校

偕成社 Ａ０２ エリック・カールかずのほん　１・２・３どうぶつえんへ １校

偕成社 Ｔ０７  エリック・カールの絵本できるかな？　－あたまからつまさきまで－ １校

偕成社 Ｔ０３  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 ２校

偕成社 Ｔ０４  エリック・カールの絵本くまさんくまさんなにみてるの？ １校

偕成社 Ｔ０６  エリック・カールの絵本月ようびはなにたべる？－アメリカわらべうた １校

偕成社 Ｘ０１  坂本廣子のひとりでクッキング（１）朝ごはんつくろう！ １校

偕成社 Ｘ０２  坂本廣子のひとりでクッキング（２）昼ごはんつくろう！ １校

偕成社 Ｘ０７ 坂本廣子のひとりでクッキング（７）　おべんとうつくろう！ １校

偕成社 ６１９ さわる絵本　新装版これ、なあに？ ２校

偕成社 Ｏ０１ 五味太郎・言葉図鑑（１）　うごきのことば １校

偕成社 Ｏ１０ 五味太郎・言葉図鑑（１０）　なまえのことば １校

偕成社 Ｏ０６ 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば １校

偕成社 Ｚ０１ 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー ３校

偕成社 Ｚ０３ 子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー １校

偕成社 Ｑ０３  子どもの生活（３）マナーをきちんとおぼえよう！ １校

偕成社 Ｑ０６  子どもの生活（６）じょうぶなからだになれるよ！ １校

偕成社 ５６５ エリック・カールの絵本　パパ、お月さまとって！ ２校

偕成社 Ｆ０１  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 １校

偕成社 Ｙ０１ ともだちだいすき（２）　おべんとうなあに？ １校

学研 Ｏ０１ あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって ２校

学研 Ｏ０２ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって ２校

学研 Ｊ０４ ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　きせつ １校

学研 Ｇ０９ あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん １校

金の星社 ５５０ あいうえおのえほん １校

金の星社 Ｆ０１ ひとりでできるもん！１　たのしいたまご料理 １校

金の星社 Ｆ０４ ひとりでできるもん！４　うれしいごはん、パン、めん料理 ２校

金の星社 Ｆ０６ ひとりでできるもん！６　だいすきおやつ作り １校

金の星社 Ｅ０１  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？ １校

金の星社 Ｊ０４ やさしいからだのえほん４　むしばはどうしてできるの？ ２校

金の星社 Ｋ０１ げんきをつくる食育えほん１　たべるのだいすき！ １校

金の星社 Ｆ０５ ひとりでできるもん！５　すてきなおかし作り ３校

くもん出版 Ｄ０３ かずカード ２校

くもん出版 Ｂ０６ 生活図鑑カード　お店カード １校

くもん出版 Ｄ０２ とけいカード ２校

くもん出版 ５０３ もじ・ことば５ひらがなおけいこ　 １校

くもん出版 Ｂ０２ 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集 １校

くもん出版 Ｂ０１ 生活図鑑カード　たべものカード ４校

くもん出版 Ｂ０７ 生活図鑑カード　生活道具カード １校

グランまま ００２ うたえほん ２校

グランまま ００３ うたえほんⅡ ２校

グランまま ００１ ぼくとわたしのせいかつえほん １校

好学社 Ａ０１ レオ・レオニの絵本　スイミー １校

講談社 Ｈ０５  ブルーナのアイディアブックミッフィーの１から１０まで １校

国土社 Ｂ１６  たのしい図画工作１６ちぎり紙・きり紙・はり絵 １校

小峰書店 Ｆ０４ 東京パノラマたんけん　　　　　　 ２校

小峰書店 Ｃ０２  くまたんのはじめてシリーズおいしいおいしい１・２・３　　 １校

さえら ５２７  母と子の手づくり教室母と子のたのしい草木ぞめⅠ １校

三省堂 ５３７ こどもきせつのぎょうじ絵じてん増補新装版 １校

三省堂 ５３８ こどもマナーとけいご絵じてん ６校

ジュラ ００５ かいてけしてまたかける　あいうえお １校

小学館 Ｂ１１ ２１世紀幼稚園百科１１　からだのふしぎ ３校

図書名
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発行者名 図書コード 校数図書名

小学館 Ｂ０２ ２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん １校

小学館 ５０７  あーとぶっく１　ゴッホの絵本－うずまきぐるぐる－ ４校

小学館 ５０８  あーとぶっく２　モネの絵本－太陽とおいかけっこ－ １校

小学館 Ｂ０６ ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３ ３校

女子栄養大 ００１ 新・こどもクッキング １校

鈴木出版 Ａ０５ 知育えほん　マークずかん ６校

成美堂出版 Ｂ０１ 音と光のでる絵本　たのしいどうよう １校

成美堂出版 ００６ 作ってみよう！リサイクル工作６８ ５校

成美堂出版 ００５ ＣＤつき楽しく歌える英語のうた ３校

総合科学 ５０１  わくわく木考作“楽しんで作れる木工作品集” １校

大日本絵画 Ａ０１  メロディーえほん　ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２ヵ月 ３校

玉川大学出版 ５０１ たのしい歌 １校

太郎次郎社 Ａ０２ 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　あわせ漢字遊び１校

太郎次郎社 Ａ０１   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基本漢字遊び １校

太郎次郎社 Ａ０３   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部首遊び １校

チャイルド ００１ ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ ３校

童心社 Ｌ０１ ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも １校

同成社 Ａ０１  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）２校

同成社 Ａ０２  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） ２校

同成社 Ａ０３  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） ２校

同成社 Ｃ０１  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） １校

同成社 Ｃ０２  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までのたしざん）２校

同成社 Ｃ０３  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） ２校

同成社 Ｃ０４  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） １校

同成社 Ｃ０５  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） １校

東洋館 ００１ くらしに役立つ　社会 １校

東洋館 ００３ くらしに役立つ　数学 ２校

戸田デザイン ００２ １から１００までのえほん １校

戸田デザイン ００６ せかいちず絵本 １校

戸田デザイン ００９ とけいのえほん ２校

戸田デザイン ００５ にっぽんちず絵本 １校

永岡書店 ００９ お手本のうた付き！　どうよううたのえほん２ ２校

ひかりのくに ０１３ あそびうたのほんＣＤつき ３校

ひかりのくに Ｉ０１  改訂新版体験を広げるこどものずかん１どうぶつえん ２校

ひかりのくに Ｃ１０ こどものずかんＭｉｏ１０　たべもの ３校

ひかりのくに Ｃ０９ こどものずかんMio９　ひとのからだ ３校

ひかりのくに Ｋ０９ 新装版ＫＩＤＳ２１１２　たべものひゃっか １校

ひかりのくに ００１ たのしいてあそびうたえほん １校

ひかりのくに ００２  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 ２校

ひかりのくに Ｉ０４  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 ２校

ひかりのくに Ｉ０９  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 １校

ひさかた Ｃ０５ スキンシップ絵本　かずのえほん ２校

ひさかた Ｂ０１  ミーミとクークのえほんミーミとクークのあか・あお・きいろ ２校

ひさかた Ｄ０１ ロングセラー絵本　でんしゃでいこうでんしゃでかえろう １校

評論社 Ｂ２５ しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと １校

評論社 Ｂ０１ しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？ １校

福音館 Ｇ１０  福音館の科学シリーズ　ただいまお仕事中 １校

福音館 Ｅ１３ かがくのとも絵本　きゅうきゅうばこ １校

福音館 Ｅ０２ かがくのとも絵本　たべられるしょくぶつ １校

福音館 Ｅ１６ かがくのとも絵本　みんなうんち １校

福音館 Ｈ１３ こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ １校

福音館 Ｈ２５ こどものとも絵本　そらいろのたね ２校

福音館 Ｍ０６  みぢかなかがくシリーズ町たんけん １校

福音館 Ｊ０１  世界傑作絵本シリーズてぶくろ １校

福音館 Ｊ０２  世界傑作絵本シリーズブレーメンのおんがくたい １校

福音館 Ｊ０３  世界傑作絵本シリーズ三びきのやぎのがらがらどん １校

福村出版 Ａ０５ シリーズ生活を学ぶ５　遠くへ行きたいな ２校

フレーベル館 ００１ ことばでひらく絵の世界　はじめてであう美術館 ２校

フレーベル館 Ｄ０２ ふしぎをためすかがく図鑑　しょくぶつのさいばい ３校

フレーベル館 Ｄ０３  ふしぎをためすかがく図鑑かがくあそび １校

フレーベル館 Ｄ０４  ふしぎをためすかがく図鑑しぜんあそび ２校

フレーベル館 Ｄ０２  ふしぎをためすかがく図鑑しょくぶつのさいばい ２校

フレーベル館 Ｇ０９ フレーベル館の図鑑ナチュラ　ひとのからだ １校

ブロンズ新社 ５５６ らくがき絵本五味太郎５０％ １校

ブロンズ新社 Ａ０２ らくがきえほんあ・い・う・え・お ４校

ブロンズ新社 ５０１ らくがき絵本ＰＡＲＴ２五味太郎２５％ １校

文化出版局 ５２６ これしってるよ　みぢかなもの １校

文研出版 Ａ１６ ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン ２校

ポプラ社 Ｍ０１  うたってかいてけせるえほん１音のでるえかきうた ５校
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発行者名 図書コード 校数図書名

ポプラ社 Ｏ３３  おととあそぼうシリーズ３３新装版おてほんのうたがながれるよどうようえほん ３校

ポプラ社 Ｐ０４  音のでる知育絵本４こえでおぼえるあいうえおのほん ７校

ポプラ社 Ｐ０７  音のでる知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのほん １校

ポプラ社 Ｊ０１  クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに ３校

幼年教育 ５０４ かずあそび２ ２校

リーブル ００１ あっちゃんあがつくたべものあいうえお ２校

理論社 Ａ０１ あいうえおうさま ３校

草思社 ５１５  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 ４校

平凡社 Ｂ０２ 新版はじめましてにほんちず １校
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（２）「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分（点字教科書、拡大教科書）

社会福祉法人 中学部用 技術・家庭　技術分野　１、技術・家庭　技術分野　２　　

東京ヘレン・ケラー協会 　点字教科書 技術・家庭　技術分野　３、技術・家庭　技術分野　４

発行者番号 （196） 技術・家庭　技術分野　５、技術・家庭　技術分野　６

技術・家庭　技術分野　７、技術・家庭　技術分野　８

技術・家庭　技術分野　９、技術・家庭　技術分野　１０　（開隆堂）

技術・家庭　家庭分野　１、技術・家庭　家庭分野　２　　

技術・家庭　家庭分野　３、技術・家庭　家庭分野　４

技術・家庭　家庭分野　５、技術・家庭　家庭分野　６

技術・家庭　家庭分野　７、技術・家庭　家庭分野　８　（開隆堂）

社会福祉法人 中学部用 中学生の音楽　１－１、中学生の音楽　１－２　（教芸）

日本ライトハウス 　点字教科書 中学生の音楽  ２・３上　１、中学生の音楽  ２・３上　２　（教芸）

発行者番号 （182） 　 中学生の音楽  ２・３下　１、中学生の音楽  ２・３下　２　（教芸）

中学生の器楽　１、中学生の器楽　２　（教芸）

新・中学保健体育　１、新・中学保健体育　２、新・中学保健体育　３

新・中学保健体育　４、新・中学保健体育　５　(学研）

社会科地図帳

光村図書出版株式会社 中学部用 中　国語１（国語731）　拡大版

発行者番号 （38） 　拡大教科書 中　国語２（国語831）　拡大版

中　国語３（国語931）　拡大版

中学書写　一・二・三年（書写735）　拡大版

中学部用 中　中学社会　地理　地域にまなぶ　（地理726）　拡大版

発行者番号 （17） 　拡大教科書 中　中学社会　歴史　未来をひらく　（歴史730）　拡大版

中　中学社会　公民　ともに生きる　（公民930）　拡大版

中学部用 中　中学校数学１　（数学730）　拡大版

発行者番号 （1１） 　拡大教科書 中　中学校数学２　（数学830）　拡大版

中　中学校数学３　（数学930）　拡大版

東京書籍株式会社 中学部用 中　新編　新しい科学　１　（理科727）　拡大版

発行者番号 （2） 　拡大教科書 中　新編　新しい科学　２　（理科827）　拡大版

中　新編　新しい科学　３　（理科927）　拡大版

中　NEW HORIZON English　Course １　（英語727）　拡大版

中　NEW HORIZON English　Course ２　（英語827）　拡大版

中　NEW HORIZON English　Course ３　（英語927）　拡大版

株式会社　帝国書院 中学部用

発行者番号 （46） 　拡大教科書

中学部用 中　中学生の音楽　１　（音楽727）　拡大版

発行者番号 （27） 　拡大教科書 中　中学生の音楽　２・３上　（音楽827）　拡大版

中　中学生の音楽　２・３下　（音楽828）　拡大版

中　中学生の器楽　（器楽774）　拡大版

中学部用

発行者番号 （224) 　拡大教科書

開隆堂出版株式会社 中学部用

発行者番号 （9) 　拡大教科書

　　　　※　山盲が選定

中　技術・家庭　（技術分野）（技術726）　拡大版

中　技術・家庭　（家庭分野）（家庭726）　拡大版

株式会社　学研教育みらい

発行者名 図書名

教育出版株式会社

学校図書株式会社

株式会社　教育芸術社

 中　美術　２・３　（美術827）　拡大版

 中　美術　１　（美術727）　拡大版

中　中学校社会科地図　（地図724）　拡大版

中　新・中学保健体育　（保体728）　拡大版
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資料１  

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」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の文部科学省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（地理分野）」「社会（歴史分野）」 

「社会（公民分野）」「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・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 

→「平成３０年度用 一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」より採択 

(2) 点字版教科書   

１の文部科学省検定済教科書のうち、下記の教科のものを点字訳したもの 

小学部用「地図」「音楽」「保健」「家庭」 

中学部用「地図」「音楽・器楽」「保健体育」「技術・家庭」 

(3) 拡大教科書   

１の文部科学省検定済教科書を拡大したもので弱視児童生徒用 
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  山形県立特別支援学校小学部・中学部における 

     教科用図書の採択について 

  

１ 検定済教科書又は著作教科書の使用義務 

   学校教育法 第３４条（準用規定 特別支援学校は第８２条） 

  

２ 教科用図書使用の特例 

   学校教育法 附則第９条 

    「高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校並びに特別支

援学級においては、当分の間、第３４条第１項（第４９条、第６２条、第７０

条第１項及び第８２条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、

文部科学大臣の定めるところにより、第３４条第１項に規定する教科用図書以

外の教科用図書を使用することができる。」             

 一般図書（高等学校用と特別支援学校・学級用がある） 

   

※一般図書（特別支援学校・学級用）の要件 

「児童生徒用の教科の主たる教材としての内容を具備した教育上適切なもの」 

（特定の題材若しくは一部の分野しか取り扱っていない図書は適切でない。） 

「一般図書一覧」（文部科学省初等中等教育局教科書課） 

 →「一般図書一覧」をもとに、「平成３０年度用 一般図書一覧」を山形県

教育委員会で作成 

→県立特別支援学校では「平成３０年度用 一般図書一覧」の中から選定。 

（発行者数：５３者、図書点数：２９１点） 

 

３ 一般図書（特別支援学校・学級用）の採択について 

「平成３０年度使用教科書の採択事務処理について（通知）」        

（平成２９年３月２８日 文部科学省初等中等教育局教科書課長）         

「なお、義務教育諸学校における一般図書（特別支援学校・学級用）の採択

に当たっては、まずは文部科学省著作教科書使用の適否とともに文部科学大

臣の検定を経た下学年用教科書の適否を十分考慮すること。（後略）」 

        

→ その上で、児童・生徒の障がいの種類・程度、能力・特性に最もふさわ

しい内容の教科用図書を選定する。 

 

 

 

資料２ 
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４ 各校の教科用図書選定結果の特徴 

 

知的障がいの児童・生徒を

対象とする学校 

一般図書の選定が中心 

視覚障がい、聴覚障がい、

肢体不自由、病弱の児童・

生徒を対象とする学校 

（単一障がいの児童・生徒） 

○ 文部科学省検定済教科書（小学校、中学校と同じもの） 

の選定が中心 

（重複障がいの児童・生徒） 

○ 一般図書の選定が中 

 

５ 選定校が多い一般図書について   

小学部（小学部のある特別支援学校１１校で選定） 

図 書 名 発行者 主な選定理由 

あそびのおうさまＢＯＯＫ 

はじめてぬるほん 

 

 

学研マーケ 

ティング 

児童にとって身近な題材を簡潔な絵

にしてあり、直接色を塗ることができ

るので、興味を持って取り組むことが

できる。 

１ページに大きく１つの絵が描かれ

ており、自由に描いたり塗ったりする

ことができるため。 

（図画工作での使用）   

 

 中学部（中学部のある特別支援学校７校で選定） 

図 書 名 発行者 主な選定理由 

音のでる知育絵本７ 

こえでおぼえる１２３かずの

ほん 

ポプラ社 

 

１から２０までの数字が音声で学習

でき、水性マーカーで書いたり消した

りして繰り返し学習できるため。 

弱い力でもボタンを押すことができ、

生徒が主体的に学習したり、音声を聞

いて数を学んだりすることができる

ため。 

（数学での使用） 
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別　紙

（平年２８年度～３１年度使用）

　教科用図書選定の観点（学校の特色や生徒の実態を踏まえた選定の方針等）

　教科用図書選定結果

種　　目 発行者

国　　語 光　村

書　　写 光　村

社　　会

（地理的分野）

帝　国

社　　会

（歴史的分野）

帝　国

社　　会

（公民的分野）

東　書

地　　図 帝　国

数　研

東　書

理　　科 東　書

音　　楽

（一般）

教　芸

音　　楽

（器楽合奏）

教　芸

美　　術 光　村

保健体育 東　書

技術・家庭

（技術分野）

東　書

技術・家庭

（家庭分野）

東　書

英　　語 光　村

数学Ⅰ　Advanced

数　　学

平成３０年度使用（４か年継続）山形県立中学校教科用図書選定結果平成３０年度使用（４か年継続）山形県立中学校教科用図書選定結果平成３０年度使用（４か年継続）山形県立中学校教科用図書選定結果平成３０年度使用（４か年継続）山形県立中学校教科用図書選定結果

書　　名

国語１、国語２、国語３

中学書写　一・二・三年

社会科 中学生の地理 世界の姿と日本の国土

社会科 中学生の歴史 日本の歩みと世界の動き

新編 新しい社会 公民

中学校社会科地図

中学校数学１、中学校数学２、中学校数学３

　平成２８年度開校する県立東桜学館中学校は、東桜学館高等学校とともに併設型中高一貫

教育校として、６年間の計画的・継続的な教育活動により主体的に生きる力を身につけてい

けるよう、「高い志」「創造的知性」「豊かな人間性」の基本理念のもと、一人一人の個性

や能力を伸ばし、将来、魅力あるリーダーとして社会の様々な分野で活躍できる人材を育成

する。

　コンピュータなどＩＣＴの活用や、協働的な学習、探究型の学習活動を推進し、これから

の時代に求められる、自律的に活動する力や、多様な人々と協働できる力、持続可能な未来

を創造する力といった「２１世紀型能力」の養成校として、本県の中等教育をリードする学

校を目指す。

　このような、本校の特色、学習活動のねらいに合致した教科書を選定することを方針とし

ている。

新編 新しい科学 １、新編 新しい科学 ２、

新編 新しい科学 ３

新編 新しい技術・家庭 家庭分野

自立と共生を目指して

COLUMBUS 21 ENGLISH COURSE 1、COLUMBUS 21 ENGLISH COURSE 2、

COLUMBUS 21 ENGLISH COURSE 3、

中学生の音楽 １、中学生の音楽 ２・３上、

中学生の音楽 ２・３下

中学生の器楽

美術１、美術２・３

新編　新しい保健体育

新編 新しい技術・家庭 技術分野

未来を創るTechnology
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（ 別 冊 ） 

 

 

議第 １ 号 

 

 

 

山形県立特別支援学校の小学部・中学部及び山形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 
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【小学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○小学校用教科書

種　　目

国　　語 38 光村 種　　目 発行者番号 原典教科書

書　　写 38 光村 国　　語 182 光村（38）

社　　会 2 東書 社　　会 216 東書（2）

地　　図 2 東書 算　　数 196 東書（2）

算　　数 2 東書 理　　科 181 東書（2）

理　　科 2 東書 道　　徳 未定 教出（１７）

生　　活 4 大日本

音　　楽 27 教芸 種　　目

図画工作 116 日文 国　　語 2 東書

家　　庭 9 開隆堂 算　　数 17 教出

保　　健 224 学研 音　　楽 2 東書

道　  徳 17 教出

（１）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

　　　　　選定無し

（２）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

家庭科　５・６年　１　（開隆堂）

発行者番号 （196）

小学生のおんがく　１　（教芸）

小学生の音楽　２　（教芸）

発行者番号 (182) 小学生の音楽　３　（教芸）

小学生の音楽　４　（教芸）

小学生の音楽　５　（教芸）

小学生の音楽　６（教芸）

新・みんなのほけん　３・４年　（学研）

新・みんなの保健　５・６年　（学研）

初等地図帳

小　こくご一上　かざぐるま（国語139）拡大版

発行者番号 （38） 小　こくご一下　ともだち（国語140）拡大版

小　こくご二上　たんぽぽ（国語239）拡大版

小　こくご二下　赤とんぼ（国語240）拡大版

小　国語三上　わかば（国語339）拡大版

小　国語三下　あおぞら（国語340）拡大版

小　国語四上　かがやき（国語439）拡大版

小　国語四下　はばたき（国語440）拡大版

小　国語五　銀河（国語539）拡大版

小　国語六　創造（国語639）拡大版

小　しょしゃ　一ねん（書写135）拡大版

小　しょしゃ　二年（書写235）拡大版

小　書写　三年（書写335）拡大版

小　書写　四年（書写435）拡大版

小　書写　五年（書写535）拡大版

小　書写　六年（書写635）拡大版

　　（１）　学校の教育目標および小学部の目標に沿うものであること。

家庭科　５・６年　２　（開隆堂）

家庭科　５・６年　３　（開隆堂）

家庭科　５・６年　４　（開隆堂）

小学部用

　　（４）　視覚障がい児童を指導する上で困難が少なく、児童の学力が伸ばせるものであること。

平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果

おんがく☆～☆☆☆

発行者名

発行者名

図書名

■小学部視覚障がい者用[点字版]

■小学部知的障がい者用

山形県立山形盲学校山形県立山形盲学校山形県立山形盲学校山形県立山形盲学校

　　（５）　全盲と弱視の児童が合同で学習できるよう、同一出版社の教科書を選定すること。

図書名

○特別支援学校用教科書

　　（２）　児童の学力や興味・関心に十分配慮されたものであること。

こくご☆～☆☆☆

発行者名

　　（３）　弱視児童や全盲児童への情報保障の面から配慮されたものであること。

　拡大教科書

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

さんすう☆～☆☆☆

東京ヘレン・ケラー協会

社会福祉法人

社会福祉法人

日本ライトハウス 　点字教科書

　点字教科書

光村図書出版株式会社 小学部用

小学部用
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【小学部】

図書名発行者名

小　新編　新しい社会３・４上（社会331）拡大版

発行者番号 （2） 小　新編　新しい社会３・４下（社会332）拡大版

小　新編　新しい社会５上（社会531）拡大版

小　新編　新しい社会５下（社会532）拡大版

小　新編　新しい社会６上（社会631）拡大版

小　新編　新しい社会６下（社会632）拡大版

小　新編　新しい地図帳（地図431）拡大版

小　新編　あたらしい　さんすう　１上　さんすう　だいすき！（算数131）拡大版

小　新編　あたらしい　さんすう　１下（算数132）拡大版

小　新編　新しい算数　２上（算数231）拡大版

小　新編　新しい算数　２下（算数232）拡大版

小　新編　新しい算数　３上（算数331）拡大版

小　新編　新しい算数　３下（算数332）拡大版

小　新編　新しい算数　４上（算数431）拡大版

小　新編　新しい算数　４下（算数432）拡大版

小　新編　新しい算数　５上（算数531）拡大版

小　新編　新しい算数　５下（算数532）拡大版

小　新編　新しい算数　６　数学へジャンプ！（算数631）拡大版

小　新編新しい理科　３（理科331）拡大版

小　新編新しい理科　４（理科431）拡大版

小　新編新しい理科　５（理科531）拡大版

小　新編新しい理科　６（理科631）拡大版

大日本図書株式会社 小　新版　たのしい　せいかつ　上　なかよし（生活133）拡大版

発行者番号 （4） 小　新版　たのしい　せいかつ　下　はっけん（生活134）拡大版

小　ずがこうさく　１・２上　たのしいな　おもしろいな（図工133）拡大版

発行者番号 （116） 小　ずがこうさく　１・２下　たのしいな　おもしろいな（図工134）拡大版

小　図画工作　３・４上　見つけたよ　ためしたよ（図工333）拡大版

小　図画工作　３・４下　見つけたよ　ためしたよ（図工334）拡大版

小　図画工作　５・６上　見つめて　広げて（図工533）拡大版

小　図画工作　５・６下  見つめて　広げて（図工534）拡大版

小　小学生のおんがく　１（音楽132）拡大版

発行者番号 （27） 小　小学生の音楽　２（音楽232）拡大版

小　小学生の音楽　３（音楽332）拡大版

小　小学生の音楽　４（音楽432）拡大版

小　小学生の音楽　５（音楽532）拡大版

小　小学生の音楽　６（音楽632）拡大版

小　小学校　わたしたちの家庭科　５・６（家庭532）拡大版

発行者番号 （9）

株式会社学研みらい 小　新・みんなのほけん　３・４年（保健335）拡大版

発行者番号 （２２４） 小　新・みんなの保健　５・６年（保健535）拡大版

教育出版株式会社 小学どうとく１　はばたこうあすへ（道徳１３４）拡大版

発行者番号 （１７） 小学どうとく２　はばたこう明日へ（道徳２３４）拡大版

小学どうとく３　はばたこう明日へ（道徳３３４）拡大版

小学どうとく４　はばたこう明日へ（道徳４３４）拡大版

小学道徳５　はばたこう明日へ（道徳５３４）拡大版

小学道徳６　はばたこう明日へ（道徳６３４）拡大版

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　視覚障がいのある児童を対象とする学校の特色や児童の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

小学部用

　拡大教科書

　拡大教科書

小学部用

日本文教出版株式会社 小学部用

　拡大教科書

小学部用

　拡大教科書

小学部用

　拡大教科書

東京書籍株式会社

開隆堂出版株式会社 小学部用

　拡大教科書

株式会社　教育芸術社 小学部用

　拡大教科書
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【小学部】

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○小学校用教科書

種　　目 ■小学部聴覚障がい者用

国　　語 38 光村 種　　目

書　　写 38 光村 言語指導 17 教出

社　　会 2 東書 言語指導 17 教出

地　　図 46 帝国 言語指導 17 教出

算　　数 2 東書 言語指導 17 教出

理　　科 4 大日本 言語指導 17 教出

生　　活 4 大日本 言語指導 17 教出

音　　楽 27 教芸

図画工作 116 日文 ■小学部知的障がい者用

家　　庭 9 開隆堂 種　　目

保　　健 2 東書 国　　語 2 東書

道　　徳 224 学研 国　　語 2 東書

算　　数 17 教出

算　　数 17 教出

音　　楽 2 東書

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

（１）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード 図書名

偕成社 Ｔ０３  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

偕成社 Ｘ０２  坂本廣子のひとりでクッキング（２）昼ごはんつくろう！

学研 Ｇ０７ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん

金の星社 Ｋ０１ げんきをつくる食育えほん１　たべるのだいすき！

くもん出版 Ｂ０１ 生活図鑑カード　たべものカード

くもん出版 Ｂ０２ 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集

くもん出版 Ｂ０７ 生活図鑑カード　生活道具カード

くもん出版 Ｄ０１ ひらがなカード

くもん出版 Ｄ０２ とけいカード

くもん出版 Ｄ０３ かずカード

鈴木出版 Ａ０５ 知育えほん　マークずかん

成美堂出版 Ｂ０１ 音と光のでる絵本　たのしいどうよう

成美堂出版 ００６ 作ってみよう！リサイクル工作６８

フレーベル館 Ｄ０３  ふしぎをためすかがく図鑑かがくあそび

ポプラ社 Ｏ３３  おととあそぼうシリーズ３３新装版おてほんのうたがながれるよどうようえほん

（２）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　聴覚障がいのある児童を対象とする学校の特色や児童の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果

　　（１）　本校は、聴覚に障がいのある児童を教育する学校である。

　　（２）　児童の学力向上のために、能力・実態などを的確に捉え、一人一人を伸ばす指導ができる教科書を選定する。

　　（３）　前年度からの系統性・学習状況などをふまえながら選定する。

○特別支援学校用教科書

山形県立山形聾学校山形県立山形聾学校山形県立山形聾学校山形県立山形聾学校

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

発行者名

さんすう☆☆

さんすう☆☆☆

おんがく☆☆

発行者名

発行者名 図書名

こくご☆☆☆

国語　ことばの練習　五年

こくご　ことばのべんきょう　一ねん　（上）（下）

図書名

こくご☆☆

こくご　ことばのべんきょう　二ねん　（上）（下）

こくご　ことばのべんきょう　三ねん　（上）（下）

国語　ことばのれんしゅう　四年

国語　ことばの練習　六年
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【小学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○小学校用教科書

種　　目 ■小学部聴覚障がい者用

国　　語 17 教出 種　　目

書　　写 11 学図 言語指導 17 教出

社　　会 2 東書 言語指導 17 教出

地　　図 46 帝国 言語指導 17 教出

算　　数 2 東書 言語指導 17 教出

理　　科 2 東書 言語指導 17 教出

生　　活 2 東書 言語指導 17 教出

音　　楽 27 教芸

図画工作 116 日文

家　　庭 2 東書 種　　目

保　　健 2 東書 国　  語 2 東書

道　　徳 224 学研 音　　楽 2 東書

（１）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード

成美堂出版 ００６ 作ってみよう！リサイクル工作６８

同成社 Ａ０３  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）

同成社 Ｃ０１  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）

同成社 Ｃ０５  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）

ひかりのくに Ｉ０９  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

ブロンズ新社 ５０１ らくがき絵本ＰＡＲＴ２五味太郎２５％

（２）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　聴覚障がいのある児童を対象とする学校の特色や児童の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

○特別支援学校（小学部）用教科書

こくご　ことばのべんきょう　一ねん　（上）（下）

山形県立酒田特別支援学校　聴覚障がい教育部山形県立酒田特別支援学校　聴覚障がい教育部山形県立酒田特別支援学校　聴覚障がい教育部山形県立酒田特別支援学校　聴覚障がい教育部

こくご　ことばのべんきょう　三ねん　（上）（下）

国語　ことばのれんしゅう　四年

図書名

平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果

　　（１）　本校聴覚障がい教育部は、聴覚に障がいのある児童を教育する学校である。

　　（２）　児童の能力・適性等を的確にとらえ、一人一人を生かす指導ができる教科書を選定する。

　　（３）　単一障がい学級の教科書は、原則として、学年対応の教科書を選定する。

　　（４）　国語（言語指導）の教科書は、原則として全学年使用する。

図書名

発行者名

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

こくご　ことばのべんきょう　二ねん　（上）（下）

発行者名

国語　ことばの練習　五年

■小学部知的障がい者用

発行者名 図書名

こくご☆☆☆

おんがく☆☆☆
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【小学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○小学校用教科書

　　　選定無し 　　  選定無し

（１）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード

あかね書房 ００１ 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる

偕成社 Ｒ０１  あかちゃんのあそびえほん（１）ごあいさつあそび

偕成社 Ｒ０２ あかちゃんのあそびえほん（２）　いないいないばああそび

偕成社 Ｔ０３ 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

偕成社 ＴＯ７  エリック・カールの絵本できるかな？　－あたまからつまさきまで－

偕成社 Ｚ０１ 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー

学研 Ｇ０７ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん

学研 Ｏ０１ あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって

学研 Ｏ０２ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって

学研 Ｇ０９ あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん

金の星社 Ｅ０１ 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？

くもん出版 Ｂ０１ 生活図鑑カード　たべものカード

くもん出版 Ｂ０２ 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集

くもん出版 Ｂ０６ 生活図鑑カード　お店カード

くもん出版 Ｂ０７ 生活図鑑カード　生活道具カード

くもん出版 Ｄ０１ ひらがなカード

くもん出版 Ｄ０２ とけいカード

講談社 Ｈ０５  ブルーナのアイディアブックミッフィーの１から１０まで

ジュラ ００２  ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほんあそぼ！

成美堂出版 Ｂ０１

大日本絵画 Ａ０１  メロディーえほん　ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２ヵ月

戸田デザイン ００３ あいうえおえほん

同成社 Ｂ０２  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）

同成社 Ｃ０１  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）

永岡書店 ００７

永岡書店 ００９

ひかりのくに Ｄ０１ ２０２シリーズ　たべもの２０２

ひかりのくに Ｉ０１  改訂新版体験を広げるこどものずかん１どうぶつえん

ひかりのくに ０１３ あそびうたのほんＣＤつき

福音館 Ｈ５６ こどものとも傑作集　はじめてのおつかい

お手本のうた付き！　どうよううたのえほん

音と光のでる絵本　たのしいどうよう

お手本のうた付き！　どうよううたのえほん２

平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果

　　　　   病弱などの障がいをあわせもつ児童が多く、その実態は多様である。

○特別支援学校用教科書

　　（２） 児童の能力、適性、興味・関心など一人一人の実態を踏まえ、活用できる教科書を選定する。

　　（１）　本校知的障がい教育部は、知的障がいのある児童を教育する学校であるが、自閉症、肢体不自由、

山形県立酒田特別支援学校　知的障がい教育部山形県立酒田特別支援学校　知的障がい教育部山形県立酒田特別支援学校　知的障がい教育部山形県立酒田特別支援学校　知的障がい教育部

図書名

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）
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【小学部】

発行者名 図書コード 図書名

福音館 ５０６  幼児絵本シリーズ（くまくんの絵本）こんにちは

ブロンズ新社 Ａ０２ らくがきえほんあ・い・う・え・お

ポプラ社 Ｍ０１  うたってかいてけせるえほん１音のでるえかきうた

ポプラ社 Ｏ３３  おととあそぼうシリーズ３３新装版おてほんのうたがながれるよどうようえほん

ポプラ社 Ｐ０４  音のでる知育絵本４こえでおぼえるあいうえおのほん

ポプラ社 Ｐ０７  音のでる知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのほん

幼年教育 ５０４ かずあそび２

（２）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　知的障がいのある児童を対象とする学校の特色や児童の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。
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【小学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○小学校用教科書 ○特別支援学校用教科書

　　  選定無し 　　  選定無し

（１）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード

あかね書房 ００１ 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる

岩崎書店 Ｆ０８ 絵本図鑑シリーズ８　やさいのずかん

偕成社 Ｄ０８  ノンタンあそぼうよ（８）ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう

偕成社 Ｆ０１  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

偕成社 Ｏ０１ 五味太郎・言葉図鑑（１）　うごきのことば

偕成社 Ｔ０１  エリック・カールの絵本はらぺこあおむし

偕成社 Ｗ０１  木村裕一・しかけ絵本（１）みんなみんなみ－つけた

学研 Ｇ０７ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん

学研 Ｏ０１ あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって

学研 Ｇ０９ あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん

くもん出版 ５０３ もじ・ことば５ひらがなおけいこ　

くもん出版 Ｂ０１ 生活図鑑カード　たべものカード

くもん出版 Ｂ０７ 生活図鑑カード　生活道具カード

くもん出版 Ｄ０２ とけいカード

くもん出版 Ｄ０３ かずカード

グランまま ００１ ぼくとわたしのせいかつえほん

講談社 Ｈ０５  ブルーナのアイディアブックミッフィーの１から１０まで

国土社 Ｂ１６  たのしい図画工作１６ちぎり紙・きり紙・はり絵

小学館 Ｂ０６ ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３

ジュラ ００１ プータンいまなんじ？

成美堂出版 Ｂ０１ 音と光のでる絵本　たのしいどうよう

童心社 Ｈ０１ １４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごはん

童心社 Ｌ０１ ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも

戸田デザイン ００２ １から１００までのえほん

戸田デザイン ００５ にっぽんちず絵本

永岡書店 ００７ お手本のうた付き！　どうよううたのえほん

永岡書店 ００９ お手本のうた付き！　どうよううたのえほん２

ひかりのくに Ｃ１０ こどものずかんＭｉｏ１０　たべもの

ひかりのくに Ｄ０１ ２０２シリーズ　たべもの２０２

ひかりのくに ０１２ 手あそび指あそび歌あそびブック１

ひかりのくに ０１３ あそびうたのほんＣＤつき

福音館 ５１０ 幼児絵本シリーズ　ずかん・じどうしゃ

ブロンズ新社 ５０１ らくがき絵本ＰＡＲＴ２五味太郎２５％

ポプラ社 Ｏ３３  おととあそぼうシリーズ３３新装版おてほんのうたがながれるよどうようえほん

ポプラ社 Ｐ０４  音のでる知育絵本４こえでおぼえるあいうえおのほん

ポプラ社 Ｐ０７  音のでる知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのほん

幼年教育 ５０３ かずあそび１

（２）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　知的障がいのある児童を対象とする学校の特色や、児童の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

図書名

平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果

　　（１）　本校は、知的障がいのある児童を教育する学校である。

　　　　   した適切な教科書を選定する。

　　（２）　一人一人の実態や興味・関心を的確にとらえながら、本校の教育目標の達成上適切な教科書を選定する。

　　（３）　教育課程や年間指導計画との関連についても十分に考慮しながら、教科の主たる教材としての内容を具備

山形県立米沢養護学校山形県立米沢養護学校山形県立米沢養護学校山形県立米沢養護学校
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【小学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○小学校用教科書 ○特別支援学校用教科書

　  　選定無し 　  　選定無し

（１）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード

あかね書房 ００１ 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる

偕成社 Ｒ０２  あかちゃんのあそびえほん（２）いないいないばああそび

偕成社 Ｒ０３  あかちゃんのあそびえほん（３）いただきますあそび

偕成社 Ｒ０６  あかちゃんのあそびえほん（６）いいおへんじできるかな

偕成社 Ｔ０１  エリック・カールの絵本はらぺこあおむし

学研 Ｇ０７ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん

学研 Ｏ０１ あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって

学研 Ｏ０２ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって

くもん出版 Ｂ０１ 生活図鑑カード　たべものカード

くもん出版 Ｄ０２ とけいカード

成美堂出版 Ｂ０１ 音と光のでる絵本　たのしいどうよう

戸田デザイン ００５ にっぽんちず絵本

永岡書店 ００７ お手本のうた付き！　どうよううたのえほん

ひかりのくに Ｂ１０ 認識絵本１０　おおきいちいさい

ポプラ社 Ｍ０１  うたってかいてけせるえほん１音のでるえかきうた

ポプラ社 Ｏ３３  おととあそぼうシリーズ３３新装版おてほんのうたがながれるよどうようえほん

ポプラ社 Ｐ０４  音のでる知育絵本４こえでおぼえるあいうえおのほん

ポプラ社 Ｐ０７  音のでる知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのほん

（２）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　知的障がいのある児童を対象とする学校の特色や、児童の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

　　　　た適切な教科書を選定する。

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

図書名

平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果

　　（１）　本校は、知的障がいのある児童を教育する学校である。

　　（２）　一人一人の実態や興味・関心を的確にとらえながら、本校の教育目標の達成上適切な教科書を選定する。

　　（３）　教育課程や年間指導計画との関連についても十分に考慮しながら、教科の主たる教材としての内容を備え

山形県立米沢養護学校長井校山形県立米沢養護学校長井校山形県立米沢養護学校長井校山形県立米沢養護学校長井校
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【小学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○小学校用教科書 ○特別支援学校用教科書

　　  選定無し 　　  選定無し

（１）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード

あかね書房 Ｈ０１  かばくん・くらしのえほん１かばくんのいちにち

岩崎書店 Ｅ０５ 五味太郎のことばとかずの絵本　すうじの絵本

偕成社 Ｄ０１  ノンタンあそぼうよ（１）ノンタンぶらんこのせて

偕成社 Ｆ０１  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

偕成社 Ｈ０１

偕成社 Ｔ０１  エリック・カールの絵本はらぺこあおむし

偕成社 Ｔ０４  エリック・カールの絵本くまさんくまさんなにみてるの？

偕成社 Ｔ０６  エリック・カールの絵本月ようびはなにたべる？－アメリカわらべうた

偕成社 ６１９ さわる絵本　新装版これ、なあに？

学研 Ｇ０７ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん

学研 Ｏ０２ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって

学研 Ｇ０９ あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん

金の星社 Ｂ０３  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

金の星社 Ｆ０４  ひとりでできるもん！４うれしいごはん、パン、めん料理

くもん出版 Ｂ０１ 生活図鑑カード　たべものカード

くもん出版 Ｂ０６ 生活図鑑カード　お店カード

くもん出版 Ｂ０７ 生活図鑑カード　生活道具カード

くもん出版 Ｄ０１ ひらがなカード

くもん出版 Ｄ０２ とけいカード

くもん出版 Ｄ０３ かずカード

グランまま ００６ ことばえほん

好学社 Ａ０１

こぐま社 Ｂ０１  こぐまちゃんえほん第１集こぐまちゃんおはよう

こぐま社 Ｇ０１ かおかおどんなかお

小峰書店 Ｃ０２  くまたんのはじめてシリーズおいしいおいしい１・２・３　　

小学館 Ｂ０２ ２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん

小学館 Ｂ０６ ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３

ジュラ ００２  ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほんあそぼ！

ジュラ ００５ かいてけしてまたかける　あいうえお

成美堂出版 Ｂ０１ 音と光のでる絵本　たのしいどうよう

成美堂出版 ００５ ＣＤつき楽しく歌える英語のうた

成美堂出版 ００６ 作ってみよう！リサイクル工作６８

大日本絵画 Ａ０１  メロディーえほん　ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２ヵ月

太郎次郎社 Ａ０２   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あわせ漢字遊び

図書名

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果

　　（１）　本校は、知的障がいのある児童を教育する学校である。

　　（２）　個別の指導計画に基づいた学習指導に適した教科書を選定する。

　　（４）　児童の実態を踏まえ、興味・関心のもてる内容のものを選定する。

　　（３）　児童が理解しやすく、総合的・発展的に力を伸ばせるよう配慮されているものを選定する。

　　（５）　図やイラスト、写真などが多く使われており、分かりやすく使いやすいものを選定する。

山形県立新庄養護学校山形県立新庄養護学校山形県立新庄養護学校山形県立新庄養護学校

日本むかし話　おむすびころりん

レオ・レオニの絵本　スイミー
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【小学部】

発行者名 図書コード 図書名

チャイルド ００１ ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ

童心社 Ａ０２ かずのほん２　０から１０まで

童心社 Ａ０３

童心社 Ｌ０１ ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも

戸田デザイン ００３ あいうえおえほん

戸田デザイン ００７ よみかた絵本

戸田デザイン ００９ とけいのえほん

同成社 Ａ０１  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）

同成社 Ａ０２  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）

同成社 Ａ０３  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）

同成社 Ｃ０３  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）

同成社 Ｃ０４  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）

同成社 Ｃ０５  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）

永岡書店 ００７ お手本のうた付き！　どうよううたのえほん

永岡書店 ００９ お手本のうた付き！　どうよううたのえほん２

ひかりのくに Ｉ０９  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

ひかりのくに Ｋ０９ 新装版ＫＩＤＳ２１１２　たべものひゃっか

ひかりのくに ００２  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

ひかりのくに ０１３ あそびうたのほんＣＤつき

評論社 Ｂ０１

ひさかた Ａ０１

ひさかた Ｃ０５ スキンシップ絵本　かずのえほん

福音館 Ｈ２１ ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら

ブロンズ新社 ５０１

ブロンズ新社 ５５６ らくがき絵本五味太郎５０％

ポプラ社 Ｍ０１

ポプラ社 Ｏ３３

ポプラ社 Ｐ０４

ポプラ社 Ｐ０７

幼年教育 ５０３

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　 知的障がいのある児童を対象とする学校の特色や、児童の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

あかちゃんのための絵本　はみがきしゅわしゅわ

らくがき絵本ＰＡＲＴ２五味太郎２５％

しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？

 かずのほん３　０から１０までのたしざんひきざん

 おととあそぼうシリーズ３３新装版おてほんのうたがながれるよどうようえほん

 音のでる知育絵本４こえでおぼえるあいうえおのほん

 音のでる知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのほん

 うたってかいてけせるえほん１音のでるえかきうた

かずあそび１
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【小学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○小学校用教科書 ○特別支援学校用教科書

　　  選定無し 　　  選定無し

（１）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード

あかね書房 Ｈ０２  かばくん・くらしのえほん・２かばくんのおかいもの

あかね書房 ００１

岩崎書店 Ｅ０５ 五味太郎のことばとかずの絵本　すうじの絵本

偕成社 Ａ０２  エリック・カールかずのほん１・２・３どうぶつえんへ

偕成社 Ｄ０８ ノンタンあそぼうよ（８）　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう

偕成社 Ｏ０６ 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば

偕成社 Ｔ０１ エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし

偕成社 Ｔ０４  エリック・カールの絵本くまさんくまさんなにみてるの？

学研 Ｇ０７ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん

学研 Ｇ０８ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん

学研 Ｏ０２ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって

金の星社 Ｂ０２  あかちゃんとおかあさんの絵本ハティちゃんのいち・に・さん

くもん出版 Ｂ０１ 生活図鑑カード　たべものカード

グランまま ００３ うたえほんⅡ

講談社 Ｈ０５  ブルーナのアイディアブックミッフィーの１から１０まで

こぐま社 Ｂ０５  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

三省堂 ５３７ こどもきせつのぎょうじ絵じてん増補新装版

小学館 Ｂ０２ ２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん

成美堂出版 Ｂ０１ 音と光のでる絵本　たのしいどうよう

童心社 Ｈ０１ １４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごはん

ひかりのくに Ｋ０９ 新装版ＫＩＤＳ２１１２　たべものひゃっか

ひかりのくに ０１２ 手あそび指あそび歌あそびブック１

ひさかた Ｃ０５ スキンシップ絵本　かずのえほん

福音館 Ｅ１６ かがくのとも絵本　みんなうんち

福音館 Ｈ２１ ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら

福音館 Ｈ２５ こどものとも絵本　そらいろのたね

福音館 Ｊ０１  世界傑作絵本シリーズてぶくろ

ポプラ社 Ｍ０１  うたってかいてけせるえほん１音のでるえかきうた

ポプラ社 Ｏ３３  おととあそぼうシリーズ３３新装版おてほんのうたがながれるよどうようえほん

ポプラ社 Ｐ０４  音のでる知育絵本４こえでおぼえるあいうえおのほん

ポプラ社 Ｐ０７  音のでる知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのほん

（２）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　知的障がいのある児童を対象とする学校の特色や、児童の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

単行本　さわってあそぼうふわふわあひる

図書名

平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果

山形県立鶴岡養護学校山形県立鶴岡養護学校山形県立鶴岡養護学校山形県立鶴岡養護学校

　　（１）　本校は、知的障がいのある児童を教育する学校であるが、自閉症、肢体不自由、病弱などの障がいをあわせ

　　　　   もつ児童が多く、その実態は多様である。

　　（２） 　児童の能力、適性、興味・関心などを踏まえ、一人一人に合わせて活用及び指導できる教科書を選定する。

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）
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【小学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

　　　　教育機関である。

　　（２）  様々な地区の児童の転籍が予想されるが、田川地区の教科書に基づき学習を進めることとする。

　　　　　　が考えられる。

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○小学校用教科書 ○特別支援学校用教科書

　 　　  選定無し

種　　目

国　　語 17 教出

書　　写 2 東書

社　　会 2 東書

地　　図 46 帝国

算　　数 2 東書

理　　科 2 東書

生　　活 61 啓林館

音　　楽 27 教芸

図画工作 116 日文

家　　庭 2 東書

保　　健 2 東書

道　　徳 224 学研

（１）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

　　　　　選定無し

（２）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　入院する児童の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

発行者名

平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果

山形県立鶴岡養護学校おひさま分教室山形県立鶴岡養護学校おひさま分教室山形県立鶴岡養護学校おひさま分教室山形県立鶴岡養護学校おひさま分教室

　　（１）　本分教室は、こころの医療センターに入院している児童が、入院期間の学習空白を埋めるために設けられた

　　（３） 　児童は様々な病状や学習状態等により、当該学年の指導が困難な場合、下学年の指導目標及び内容で指導すること
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【小学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○小学校用教科書 ○特別支援学校用教科書

　　　選定無し 　　　選定無し

（１）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード

あかね書房 ００１ 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる

偕成社 Ｒ０１ あかちゃんのあそびえほん（１）　ごあいさつあそび

偕成社 Ｗ０１ 木村裕一・しかけ絵本（１）　みんなみんなみ－つけた

学研 Ｏ０１ あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって

学研 Ｏ０２ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって

くもん出版 Ｄ０２ とけいカード

こぐま社 Ｄ０１ ことばあそびのえほん　ぶたたぬききつねねこ

こぐま社 Ｅ０１ こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく

こぐま社 Ｇ０１ かおかおどんなかお

小峰書店 Ｃ０２  くまたんのはじめてシリーズおいしいおいしい１・２・３　　

ジュラ ００２  ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほんあそぼ！

成美堂出版 Ｂ０１ 音と光のでる絵本　たのしいどうよう

大日本絵画 Ａ０１  メロディーえほん　ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２ヵ月

童心社 Ｌ０１ ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも

戸田デザイン ００２ １から１００までのえほん

戸田デザイン ００３ あいうえおえほん

永岡書店 ００７ お手本のうた付き！　どうよううたのえほん

永岡書店 ００９ お手本のうた付き！　どうよううたのえほん２

ひかりのくに Ｋ０９ 新装版ＫＩＤＳ２１１２　たべものひゃっか

ひさかた Ｂ０１  ミーミとクークのえほんミーミとクークのあか・あお・きいろ

ひさかた Ｃ０５ スキンシップ絵本　かずのえほん

ポプラ社 Ｍ０１  うたってかいてけせるえほん１音のでるえかきうた

ポプラ社 Ｏ３３  おととあそぼうシリーズ３３新装版おてほんのうたがながれるよどうようえほん

ポプラ社 Ｐ０４  音のでる知育絵本４こえでおぼえるあいうえおのほん

ポプラ社 Ｐ０７  音のでる知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのほん

リーブル ００１ あっちゃんあがつくたべものあいうえお

（２）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　知的障がいのある児童を対象とする学校の特色や、児童の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果

　　（４）　図やイラスト、写真などが多く使われており、児童にとって分かりやすい教科書を選定する。

　　（５）　児童が理解しやすく、総合的・発展的に力を伸ばせるよう配慮されている教科書を選定する。

山形県立村山特別支援学校山形県立村山特別支援学校山形県立村山特別支援学校山形県立村山特別支援学校

　　（１）　本校は、知的障がいのある児童を教育する学校である。

　　（２）　個のニーズを捉え、個別の指導計画に基づく教育の実践を行っている。

　　（３）　児童の実態を踏まえ、興味・関心のもてる内容の教科書を選定する。

図書名

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）
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【小学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○小学校用教科書 ○特別支援学校用教科書

　　　選定無し 　　  選定無し

（１）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード

あかね書房 ００１ 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる

偕成社 Ｒ０１ あかちゃんのあそびえほん（１）　ごあいさつあそび

偕成社 Ｔ０１ エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし

偕成社 Ｔ０３  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

学研 Ｇ０７ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん

学研 Ｏ０２ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって

小峰書店 Ｃ０２  くまたんのはじめてシリーズおいしいおいしい１・２・３　　

三省堂 ５３７ こどもきせつのぎょうじ絵じてん増補新装版

三省堂 ５３８ こどもマナーとけいご絵じてん

小学館 Ｂ０６ ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３

ジュラ ００２  ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほんあそぼ！

成美堂出版 Ｂ０１ 音と光のでる絵本　たのしいどうよう

大日本絵画 Ａ０１  メロディーえほん　ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２ヵ月

永岡書店 ００９ お手本のうた付き！　どうよううたのえほん２

ひかりのくに Ｋ０９ 新装版ＫＩＤＳ２１１２　たべものひゃっか

ひさかた Ｃ０４ スキンシップ絵本　かたかなアイウエオ

ひさかた Ｃ０５ スキンシップ絵本　かずのえほん

ポプラ社 Ｊ０１  クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに

ポプラ社 Ｍ０１  うたってかいてけせるえほん１音のでるえかきうた

ポプラ社 Ｏ３３  おととあそぼうシリーズ３３新装版おてほんのうたがながれるよどうようえほん

ポプラ社 Ｐ０４  音のでる知育絵本４こえでおぼえるあいうえおのほん

リーブル ００１ あっちゃんあがつくたべものあいうえお

（２）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果

　　（１）　本校は、知的障がいのある児童を教育する学校である。

　　（２）　個のニーズを捉え、個別の指導計画に基づく教育の実践を行っている。

　　（３）　児童の実態を踏まえtて、興味・関心のもてる内容の教科書を選定する。

　　（４）　イラスト、写真などが多く使われており、児童に分かりやすい教科書を選定する。

図書名

　　　知的障がいのある児童を対象とする学校の特色や、児童の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

山形県立村山特別支援学校山形校山形県立村山特別支援学校山形校山形県立村山特別支援学校山形校山形県立村山特別支援学校山形校

　　（５）　児童が理解しやすく、総合的・発展的に力を伸ばせるよう配慮されている教科書を選定する。

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）
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【小学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○小学校用教科書 ○特別支援学校用教科書

　　　選定無し 　　  選定無し

（１）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード

あかね書房 ００１ 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる

偕成社 Ｏ０６ 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば

偕成社 Ｏ１０ 五味太郎・言葉図鑑（１０）　なまえのことば

偕成社 Ｒ０１  あかちゃんのあそびえほん（１）ごあいさつあそび

偕成社 Ｙ０１ ともだちだいすき（２）　おべんとうなあに？

学研 Ｏ０１ あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって

くもん出版 Ｂ０７ 生活図鑑カード　生活道具カード

くもん出版 Ｄ０２ とけいカード

グランまま ００３ うたえほんⅡ

小峰書店 Ｃ０２  くまたんのはじめてシリーズおいしいおいしい１・２・３　　

さえら Ｃ０１  たのしい工作教室たのしいこうさくきょうしつ１

三省堂 ５３８ こどもマナーとけいご絵じてん

小学館 Ｂ０２ ２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん

女子栄養大 ００１ 新・こどもクッキング

ジュラ ００１ プータンいまなんじ？

ジュラ ００２  ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほんあそぼ！

成美堂出版 Ｂ０１ 音と光のでる絵本　たのしいどうよう

成美堂出版 ００６ 作ってみよう！リサイクル工作６８

チャイルド ００１ ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ

戸田デザイン ００２ １から１００までのえほん

永岡書店 ００７ お手本のうた付き！　どうよううたのえほん

ひかりのくに Ｃ０９ こどものずかんMio９　ひとのからだ

ひかりのくに Ｄ０１ ２０２シリーズ　たべもの２０２

ひかりのくに Ｉ０８  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

ひかりのくに ００２  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

ポプラ社 Ｊ０１  クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに

ポプラ社 Ｍ０１  うたってかいてけせるえほん１音のでるえかきうた

ポプラ社 Ｏ３３  おととあそぼうシリーズ３３新装版おてほんのうたがながれるよどうようえほん

ポプラ社 Ｐ０４  音のでる知育絵本４こえでおぼえるあいうえおのほん

（２）　「平成３０年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果平成３０年度使用教科用図書選定結果

　　（１）　本校は、知的障がいのある児童を教育する学校である。

　　（２）　個のニーズを捉え、個別の指導計画に基づく教育の実践を行っている。

　　（３）　児童の実態を踏まえ、興味・関心のもてる内容の教科書を選定する。

　　（４）　図やイラスト、写真などが多く使われており、児童にとって分かりやすい教科書を選定する。

　　　知的障がいのある児童を対象とする学校の特色や、児童の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

山形県立村山特別支援学校天童校山形県立村山特別支援学校天童校山形県立村山特別支援学校天童校山形県立村山特別支援学校天童校

　　（５）　児童が理解しやすく、総合的・発展的に力を伸ばせるよう配慮されている教科書を選定する。

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

図書名
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【小学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○小学校用教科書 ○特別支援学校用教科書

　　　選定無し 　  　選定無し

（１）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード

あかね書房 Ｈ０１ かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち

あかね書房 ００１ 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる

偕成社 Ｔ０４ エリック・カールの絵本　くまさんくまさんなにみてるの？

学研 Ｇ０７ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん

学研 Ｇ０８ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん

学研 Ｏ０１ あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって

学研 Ｏ０２ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって

金の星社 Ｆ０６ ひとりでできるもん！６　だいすきおやつ作り

くもん出版 Ｂ０１ 生活図鑑カード　たべものカード

くもん出版 Ｂ０２ 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集

くもん出版 Ｄ０１ ひらがなカード

くもん出版 Ｄ０３ かずカード

グランまま ００１ ぼくとわたしのせいかつえほん

国土社 Ｂ１６  たのしい図画工作１６ちぎり紙・きり紙・はり絵

小峰書店 Ｃ０２  くまたんのはじめてシリーズおいしいおいしい１・２・３　　

三省堂 ５３７ こどもきせつのぎょうじ絵じてん増補新装版

小学館 Ｂ０６ ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３

ジュラ ００１ プータンいまなんじ？

ジュラ ００２ ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん　あそぼ！

成美堂出版 Ｂ０１ 音と光のでる絵本　たのしいどうよう

永岡書店 ００７ お手本のうた付き！　どうよううたのえほん

永岡書店 ００９ お手本のうた付き！　どうよううたのえほん２

ひかりのくに Ｋ０９ 新装版ＫＩＤＳ２１１２　たべものひゃっか

ひかりのくに ０１３ あそびうたのほんＣＤつき

評論社 Ｂ０１ しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？

ひさかた Ｂ０１ ミーミとクークのえほん　ミーミとクークのあか・あお・きいろ

ひさかた Ｃ０５

福音館 Ｈ１３ こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ

文研出版 Ａ１６ ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン

　　（５）　学習時、教師や仲間と学習を共有し、繰り返し活用できる図書を選定する。

図書名

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

　　（４）　文字の大きさやページに占める文字の配置、バランス等が児童の実態に適している図書を選定する。

スキンシップ絵本　かずのえほん

　　　　 　関心を引き、進んで学ぼうとする意欲を喚起できる内容の図書を選定する。

平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果

　　（２）　テーマや内容が児童の実態（障がいの状態や発達の段階）及び各教科のねらい等に適している図書や興味・

　　（３）　絵や写真など視覚に訴える工夫があり、大きさや色彩など児童に親しみやすい図書を選定する。

　　（１）　本校は、知的障がいのある児童を教育する特別支援学校である。

山形県立楯岡特別支援学校山形県立楯岡特別支援学校山形県立楯岡特別支援学校山形県立楯岡特別支援学校
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【小学部】

発行者名 図書コード 図書名

ポプラ社 Ｏ３３ おととあそぼうシリーズ３３　新装版おてほんのうたがながれるよどうようえほん

ポプラ社 Ｐ０４ 音のでる知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん

理論社 Ａ０１

リーブル ００１ あっちゃんあがつくたべものあいうえお

（２）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　知的障がいのある児童を対象とする学校の特色や、児童の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

あいうえおうさま
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【小学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○小学校用教科書 ○特別支援学校用教科書

　　　選定無し 　　  選定無し

（１）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード

あかね書房 ００１ 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる

偕成社 Ｄ０１ ノンタンあそぼうよ（１）　ノンタンぶらんこのせて

偕成社 Ｄ０８  ノンタンあそぼうよ（８）ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう

偕成社 Ｗ０１

偕成社 Ｙ０１ ともだちだいすき（２）　おべんとうなあに？

学研 Ｇ０７ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん

学研 Ｏ０１ あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって

学研 Ｏ０２ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって

金の星社 Ｂ０４  あかちゃんとおかあさんの絵本このいろなあに

くもん出版 Ｂ０１ 生活図鑑カード　たべものカード

くもん出版 Ｂ０７ 生活図鑑カード　生活道具カード

くもん出版 Ｄ０１ ひらがなカード

小学館 Ｂ０６

大日本絵画 Ａ０１

戸田デザイン ００９ とけいのえほん

永岡書店 ００７ お手本のうた付き！　どうよううたのえほん

ひかりのくに ００２  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

ひかりのくに ０１２ 手あそび指あそび歌あそびブック１

ひさかた Ｄ０１ ロングセラー絵本　でんしゃでいこうでんしゃでかえろう

ポプラ社 Ｐ０７ 音のでる知育絵本７　こえでおぼえる１２３かずのほん

（２）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

木村裕一・しかけ絵本（１）

２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３

 メロディーえほん　ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２ヵ月

平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果

　　（１）　本校は、知的障がいのある児童を教育する特別支援学校である。

　　（２）　テーマや内容が児童の実態（障がいの状態や発達の段階）及び各教科のねらい等に適している図書や、

　　　　 　興味・関心を引き、進んで学ぼうとする意欲を喚起できる内容の図書を選定する。

　　（３）　絵や写真に大きさや色彩など視覚に訴える工夫があり、児童に親しみやすい図書を選定する。

山形県立楯岡特別支援学校寒河江校山形県立楯岡特別支援学校寒河江校山形県立楯岡特別支援学校寒河江校山形県立楯岡特別支援学校寒河江校

　　（４）　文字の大きさやページに占める文字の配置、バランス等が児童の実態に適している図書を選定する。

　　（５）　学習時、教師や仲間と学習を共有し、繰り返し活用できる図書を選定する。

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

図書名
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【小学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○小学校用教科書 ○特別支援学校用教科書

種　　目

国　　語 38 光村 種　　目

書　　写 38 光村 音　　楽 2 東書

社　　会 2 東書

地　　図 46 帝国

算　　数 2 東書

理　　科 4 大日本

生　　活 4 大日本

音　　楽 27 教芸

図画工作 116 日文

家　　庭 9 開隆堂

保　　健 2 東書

道　　徳 224 学研

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

（１）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード 図書名

あかね書房 Ｈ０１ かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち

あかね書房 ００１ 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる

偕成社 Ａ０２  エリック・カールかずのほん１・２・３どうぶつえんへ

偕成社 Ｆ０１  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

偕成社 Ｊ０５  子どもの健康を考える絵本（５）こんなときどうするの？

偕成社 Ｒ０１  あかちゃんのあそびえほん（１）ごあいさつあそび

偕成社 Ｒ０３  あかちゃんのあそびえほん（３）いただきますあそび

偕成社 Ｔ０１  エリック・カールの絵本はらぺこあおむし

偕成社 Ｔ０４

学研 Ｇ０７ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん

学研 Ｇ０８ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん

学研 Ｏ０１ あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって

金の星社 Ｂ０２

金の星社 Ｂ０３ 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

くもん出版 Ｂ０２ 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集

くもん出版 Ｂ０７ 生活図鑑カード　生活道具カード

こぐま社 Ｂ０１  こぐまちゃんえほん第１集こぐまちゃんおはよう

こぐま社 Ｂ０５

小峰書店 Ｃ０２ くまたんのはじめてシリーズ　おいしいおいしい１・２・３　　

三省堂 ５３７ こどもきせつのぎょうじ絵じてん増補新装版

成美堂出版 Ｂ０１ 音と光のでる絵本　たのしいどうよう

山形県立ゆきわり養護学校山形県立ゆきわり養護学校山形県立ゆきわり養護学校山形県立ゆきわり養護学校

平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果

　　（１）　本校は、肢体不自由のある児童を教育する学校である。

　　（２）　在籍する児童の大半は、知的障がいをあわせもつ、重度・重複障がい児である。

　　　　   を生かす指導ができる教科書を選定する。

　　（３）　児童の障がいの状態と個性、能力に応じた個々の指導課題を的確にとらえた教育課程を編成し、一人一人

発行者名 図書名

おんがく☆☆☆

 エリック・カールの絵本くまさんくまさんなにみてるの？

発行者名 ■小学部知的障がい者用

 あかちゃんとおかあさんの絵本ハティちゃんのいち・に・さん

 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
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【小学部】

発行者名 図書コード 図書名

大日本絵画 Ａ０１  メロディーえほん　ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２ヵ月

童心社 Ｌ０１ ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも

同成社 Ａ０４ ゆっくり学ぶ子のための　国語４

同成社 Ｂ０２

同成社 Ｃ０４

永岡書店 ００７ お手本のうた付き！　どうよううたのえほん

ひかりのくに ００２

ひかりのくに ０１３ あそびうたのほんＣＤつき

評論社 Ｂ０１

ひさかた Ｂ０１

ひさかた Ｃ０５

福音館 Ｂ０９ 幼児絵本シリーズ　やさいのおなか

福音館 Ｈ１３ こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ

福音館 Ｈ２６ こどものとも絵本　おおきなかぶ

婦人之友社 ５０３ こどもがつくるたのしいお菓子　　

文研出版 Ａ１６ ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン

ポプラ社 Ｍ０１  うたってかいてけせるえほん１音のでるえかきうた

リーブル ００１ あっちゃんあがつくたべものあいうえお

玉川大学出版 ５０１ たのしい歌

幼年教育 ５０３ かずあそび１

（２）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　単一障がいの学級、重複障がいの学級等、一人一人の実態を踏まえた上で、適切な選定を行っている。

しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？

 ミーミとクークのえほんミーミとクークのあか・あお・きいろ

スキンシップ絵本　かずのえほん

 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）

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」４

 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
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【小学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○小学校用教科書 ○特別支援学校用教科書

種　　目 　　  選定無し

国　　語 38 光村

書　　写 38 光村

社　　会 2 東書

地　　図 46 帝国

算　　数 2 東書

理　　科 4 大日本

生　　活 4 大日本

音　　楽 27 教芸

図画工作 116 日文

家　　庭 9 開隆堂

保　　健 2 東書

道　　徳 224 学研

（１）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード

あかね書房 Ｉ０２  あかね書房の学習えほんおかあさんだいすき１．２．３

偕成社 Ｒ０２  あかちゃんのあそびえほん（２）いないいないばああそび

偕成社 Ｔ０４  エリック・カールの絵本くまさんくまさんなにみてるの？

偕成社 Ｗ０１  木村裕一・しかけ絵本（１）みんなみんなみ－つけた

偕成社 ５０７

偕成社 ６１９

学研 Ｇ０７ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん

学研 Ｇ０８ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん

学研 Ｏ０１

学研 Ｏ０２

くもん出版 Ｂ０１ 生活図鑑カード　たべものカード

講談社 Ｈ０５ ブルーナのアイディアブック　ミッフィーの１から１０まで

小学館 Ｂ０６

大日本絵画 Ａ０１  メロディーえほん　ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２ヵ月

永岡書店 ００９ お手本のうた付き！　どうよううたのえほん２

ひかりのくに ００１ たのしいてあそびうたえほん

ひさかた Ｂ０１ ミーミとクークのえほん　ミーミとクークのあか・あお・きいろ

ポプラ社 Ｊ０１  クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに

ポプラ社 Ｏ３３

ポプラ社 Ｐ０４

（２）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　病弱の児童を対象とする学校の特色や、児童の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果

　　　　 　あわせもつ児童の教育を行う学校である。

　　（３） 　児童の能力、適性をとらえ、一人一人を生かす指導ができる教科書を選定する。

図書名

発行者名

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

山形県立山形養護学校山形県立山形養護学校山形県立山形養護学校山形県立山形養護学校

　　（１）　本校は、病気のため継続して医療または生活規制を必要とする児童や、病気と知的障がい等を

　　（２）　単一障がい学級においては、山形・上山地区で採択された文部科学省検定済教科書を、重複障

　　　　　 がい学級と訪問学級においては、一般図書の中から各々の特性や興味・関心に応じたものを選定

　　　　　 する。

２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３

 おととあそぼうシリーズ３３新装版おてほんのうたがながれるよどうようえほん

 音のでる知育絵本４こえでおぼえるあいうえおのほん

 ノンタンあそぼうよ（２）ノンタンおやすみなさい

さわる絵本　新装版これ、なあに？

あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって

あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって
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【中学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

　　（５）　視覚障がい生徒を指導する上で困難が少なく、生徒の学力を伸ばせるものであること。

　　（６）　弱視生と全盲生が合同で学習できるように同一出版になるよう教科書を選定する。

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書

種　　目 ○特別支援学校用教科書

国　　語 38 光村 ■中学部視覚障がい者用[点字版]（新版）

書　　写 38 光村 種　　目 発行者番号 原典教科書

社会（地理的分野） 17 教出 国　　語 216 光村（38）

社会（歴史的分野） 17 教出 社会（地理） 216 教出（17）

社会（公民的分野） 17 教出 社会（歴史） 196 教出（17）

地　　図 46 帝国 社会（公民） 217 教出（17）

数　　学 11 学図 数　　学 182 学図（11）

理　　科 2 東書 理　　科 181 東書（2）

音楽（一般） 27 教芸 英　　語 181 東書（2）

音楽（器楽合奏） 27 教芸

美　　術 38 光村

保健体育 224 学研 ■中学部聴覚障がい者用

技術・家庭（技術分野） 9 開隆堂 種　　目

技術・家庭（家庭分野） 9 開隆堂 言語 17 教出

英　　語 2 東書

○特別支援学校用教科書

■中学部知的障がい者用

種　　目 図書名

国　　語 東　　書 国語☆☆☆☆

数　　学 教　　出 数学☆☆☆☆

音　　楽 東　　書 音楽☆☆☆☆

  

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

（１）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

　　　　　選定無し

（２）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分   

図書名

社会福祉法人 中学部用 技術・家庭　技術分野 １、技術・家庭　技術分野 ２、技術・家庭　技術分野 ３　

東京ヘレン・ケラー協会 　点字教科書 技術・家庭　技術分野 ４、技術・家庭　技術分野５、技術・家庭　技術分野６、　

発行者番号 （196） 技術・家庭　技術分野 ７、技術・家庭　技術分野８、技術・家庭　技術分野９、　

技術・家庭　技術分野 １０　（開隆堂）

技術・家庭　家庭分野 １、技術・家庭　家庭分野 ２、技術・家庭　家庭分野 ３　

技術・家庭　家庭分野 ４、技術・家庭　家庭分野 ５、技術・家庭　家庭分野 ６　

技術・家庭　家庭分野 ７、技術・家庭　家庭分野 ８　(開隆堂）　

社会福祉法人 中学部用 中学生の音楽  １－１、中学校の音楽  １－２　（教芸）

日本ライトハウス 　点字教科書 中学生の音楽２・３上  １、中学生の音楽２・３上　２　（教芸）

発行者番号 （182） 　 中学生の音楽２・３下　１、中学生の音楽２・３下　２　（教芸）

新・中学保健体育　１、新・中学保健体育　２、新・中学保健体育　３、　

新・中学保健体育　４、新・中学保健体育　５　（学研）　

中学保健体育　１、中学保健体育　２、中学保健体育　３、

社会科地図帳

○特別支援学校用教科書

                                 平成30年度使用教科用図書選定結果                                 平成30年度使用教科用図書選定結果                                 平成30年度使用教科用図書選定結果                                 平成30年度使用教科用図書選定結果

                                                                                        山形県立山形盲学校                                                                                        山形県立山形盲学校                                                                                        山形県立山形盲学校                                                                                        山形県立山形盲学校

　　（１）　本校中学部では、視覚障がいのある生徒を教育している。

発行者名

　　（２）  学校の教育目標および中学部の教育目標 に沿うものであること。

　　（３）　生徒の学力や興味・関心に十分配慮されたものであること。

　　（４）　弱視生や全盲生への情報保障の面から配慮されたものであること。

○中学校用教科書（新版）

２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

発行者名

発行者名 図書名

国語　言語編

2

17

発行者

2
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【中学部】

図書名発行者名

光村図書出版株式会社 中学部用 中　国語１（国語7３１）　拡大版

発行者番号 （38） 　拡大教科書 中　国語２（国語8３１）　拡大版

中　国語３（国語9３１）　拡大版

中学書写　一・二・三（書写７３５）　拡大版

 中　美術　１　（美術72７）　拡大版

 中　美術　２・３　（美術８2７）　拡大版

中学部用 中　中学社会　地理　地域にまなぶ　（地理72６）　拡大版

発行者番号 （17） 　拡大教科書 中　中学社会　歴史　未来をひらく　（歴史7３０）　拡大版

中　中学社会　公民　ともに生きる　（公民9３０）　拡大版

中学部用 中　中学校数学１　（数学7３０）　拡大版

発行者番号 （1１） 　拡大教科書 中　中学校数学２　（数学８３０）　拡大版

中　中学校数学３　（数学９３０）　拡大版

東京書籍株式会社 中学部用 中　新しい科学　１年　（理科72７）　拡大版

発行者番号 （2） 　拡大教科書 中　新しい科学　２年　（理科82７）　拡大版

中　新しい科学　３年　（理科92７）　拡大版

中　NEW HORIZON English　Course １　（英語72７）　拡大版

中　NEW HORIZON English　Course ２　（英語82７）　拡大版

中　NEW HORIZON English　Course ３　（英語92７）　拡大版

株式会社　帝国書院 中学部用

発行者番号 （46） 　拡大教科書

中学部用 中　中学生の音楽　１　（音楽72７）　拡大版

発行者番号 （27） 　拡大教科書 中　中学生の音楽　２・３上　（音楽82７）　拡大版

中　中学生の音楽　２・３下　（音楽82８）　拡大版

中　中学生の器楽　（器楽77４）　拡大版

中学部用

発行者番号 （224) 　拡大教科書

開隆堂出版株式会社 中学部用 中　技術・家庭　（技術分野）（技術72６）　拡大版

発行者番号 （9) 　拡大教科書 中　技術・家庭　（家庭分野）（家庭72６）　拡大版

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　視覚障がいのある生徒を対象とする学校の特色や生徒の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

中　中学校社会科地図　（地図72４）　拡大版

中　新・中学保健体育　（保体72８）　拡大版

株式会社　教育芸術社

株式会社　学研教育みらい

学校図書株式会社

教育出版株式会社
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【中学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○中学校用教科書（新版）

種　　目 ○特別支援学校用教科書

国　　語 38 光村 ■中学部聴覚障がい者用

書　　写 2 東書 種　　目

社会（地理的分野） 46 帝国 言語 17 教出

社会（歴史的分野） 46 帝国

社会（公民的分野） 2 東書

地　　図 46 帝国

数　　学 2 東書

理　　科 2 東書

音楽（一般） 27 教芸

音楽（器楽合奏） 27 教芸

美　　術 38 光村

保健体育 224 学研

技術・家庭（技術分野） 2 東書

技術・家庭（家庭分野） 2 東書

英　　語 2 東書

（１）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

　　　　　選定無し

（２）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　聴覚障がいのある生徒を対象とする学校の特色や生徒の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果

　　（１）　本校は、聴覚障がいのある生徒を教育する学校である。

　　（２）　生徒の学力向上のために、能力・実態などを的確に捉え、一人一人を伸ばす指導ができる教科書を選定する。

　　（３）　前年度からの系統性・学習状況などをふまえながら選定する。

山形県立山形聾学校山形県立山形聾学校山形県立山形聾学校山形県立山形聾学校

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

発行者名

発行者名 図書名

国語　言語編
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【中学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○中学校用教科書（新版）

種　　目 ○特別支援学校教科書

国　　語 38 光村 ■中学部聴覚障がい者用

書　　写 17 教出

社会（地理的分野） 46 帝国 種　　目 発行者名 図書名

社会（歴史的分野） 2 東書 言語 17 教出

社会（公民的分野） 46 帝国

地　　図 46 帝国

数　　学 11 学図

理　　科 11 学図

音楽（一般） 27 教芸

音楽（器楽合奏） 27 教芸

美　　術 38 光村

保健体育 4 大日本

技術・家庭（技術分野） 9 開隆堂

技術・家庭（家庭分野） 9 開隆堂

英　　語 2 東書

（１）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード 図書名

偕成社 Ｔ０３  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

育成会 Ａ０５  自立生活ハンドブック５ぼなぺてぃどうぞめしあがれ

同成社 Ａ０２  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）

ポプラ社 Ｏ３３  おととあそぼうシリーズ３３新装版おてほんのうたがながれるよどうようえほん

幼年教育 ５０４ かずあそび２

（２）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　聴覚障がいのある生徒を対象とする学校の特色や生徒の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

国語　言語編

平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果

発行者名

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

　　（３）　単一障がい学級の教科書は、原則として、学年対応の教科書を選定する。

　　（４）　国語（言語）の教科書は、原則として全学年使用する。

山形県立酒田特別支援学校　聴覚障がい教育部山形県立酒田特別支援学校　聴覚障がい教育部山形県立酒田特別支援学校　聴覚障がい教育部山形県立酒田特別支援学校　聴覚障がい教育部

　　（１）　本校聴覚障がい教育部は、聴覚に障がいのある生徒を教育する学校である。

　　（２）　生徒の能力・適性等を的確にとらえ、一人一人を生かす指導ができる教科書を選定する。
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【中学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○中学校用教科書 ○特別支援学校用教科書

　　　選定無し

種目

音楽 2 東書

音楽 2 東書

（１）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード

偕成社 Ｑ０３  子どもの生活（３）マナーをきちんとおぼえよう！

学研 Ｏ０１ あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって

学研 Ｏ０２ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって

くもん出版 Ｂ０１ 生活図鑑カード　たべものカード

くもん出版 Ｂ０６ 生活図鑑カード　お店カード

成美堂出版 ００５ ＣＤつき楽しく歌える英語のうた

成美堂出版 ００６ 作ってみよう！リサイクル工作６８

大日本絵画 Ａ０１  メロディーえほん　ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２ヵ月

同成社 Ａ０１  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）

同成社 Ａ０２  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）

同成社 Ａ０３  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）

同成社 Ｃ０１  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）

同成社 Ｃ０２  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までのたしざん）

ひかりのくに Ｃ０９ こどものずかんMio９　ひとのからだ

ブロンズ新社 ５０１ らくがき絵本ＰＡＲＴ２五味太郎２５％

ポプラ社 Ｏ３３  おととあそぼうシリーズ３３新装版おてほんのうたがながれるよどうようえほん

ポプラ社 Ｐ０４  音のでる知育絵本４こえでおぼえるあいうえおのほん

ポプラ社 Ｐ０７  音のでる知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのほん

草思社 ５１５  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

（２）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　知的障がいのある生徒を対象とする学校の特色や、生徒の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

図書名

平成30年度使用予定教科用図書一覧平成30年度使用予定教科用図書一覧平成30年度使用予定教科用図書一覧平成30年度使用予定教科用図書一覧

　　　　 　などの障がいをあわせもつ生徒が多く、その実態は多様である。

　　（１）　本校知的障がい教育部は、知的障がいのある生徒を教育する学校であるが、自閉症、肢体不自由

山形県立酒田特別支援学校　知的障がい教育部山形県立酒田特別支援学校　知的障がい教育部山形県立酒田特別支援学校　知的障がい教育部山形県立酒田特別支援学校　知的障がい教育部

発行者

おんがく☆☆☆

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

　　（２）　生徒の能力、適性、興味・関心など一人一人の実態を踏まえ、活用できる教科書を選定する。

図書名

■小学部知的障がい者用

おんがく☆☆
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【中学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○中学校用教科書 ○特別支援学校用教科書

　　　選定無し

種　　目

国　　語 38 光村

数　　学 61 啓林館

理　　科 2 東書

音楽（一般） 27 教芸

美　　術 116 日文

英　　語 2 東書

（１）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード

あかね書房 Ｇ０４ からだのえほん４　からだにもしもし

あかね書房 Ｉ０１  あかね書房の学習えほんあそぼうあそぼうあいうえお

岩崎書店 Ｃ０４  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

岩崎書店 Ｆ０８ 絵本図鑑シリーズ８　やさいのずかん

偕成社 Ｆ０１  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

偕成社 Ｏ０６ 五味太郎・言葉図鑑（６）　くらしのことば

偕成社 Ｔ０３  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

偕成社 Ｘ０１  坂本廣子のひとりでクッキング（１）朝ごはんつくろう！

偕成社 Ｙ０１ ともだちだいすき（２）　おべんとうなあに？

偕成社 ６１９ さわる絵本　新装版これ、なあに？

学研 Ｏ０１ あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって

学研 Ｏ０２ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって

学研 Ｇ０９ あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん

金の星社 Ｆ０５ ひとりでできるもん！５　すてきなおかし作り

くもん出版 Ｂ０１ 生活図鑑カード　たべものカード

くもん出版 Ｄ０３ かずカード

小峰書店 Ｆ０４ 東京パノラマたんけん　　　　　　

小学館 Ｂ０６ ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３

小学館 ５０７  あーとぶっく１　ゴッホの絵本－うずまきぐるぐる－

成美堂出版 Ｂ０１ 音と光のでる絵本　たのしいどうよう

チャイルド ００１ ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ

戸田デザイン ００２ １から１００までのえほん

戸田デザイン ００５ にっぽんちず絵本

同成社 Ａ０３  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）

ひかりのくに Ｃ１０ こどものずかんＭｉｏ１０　たべもの

ひかりのくに Ｋ０９ 新装版ＫＩＤＳ２１１２　たべものひゃっか

評論社 Ｂ２５ しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと

福音館 Ｅ１３ かがくのとも絵本　きゅうきゅうばこ

福音館 Ｊ０２  世界傑作絵本シリーズブレーメンのおんがくたい

福音館 Ｊ０３  世界傑作絵本シリーズ三びきのやぎのがらがらどん

図書名

平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果

　　（１） 　本校は、知的障がいのある生徒を教育する学校である。

　　（２）  一人一人の実態や興味・関心を的確にとらえながら、本校の教育目標の達成上適切な教科書を選定する。

　　（３）  教育課程や年間指導計画との関連についても十分に考慮しながら、教科の主たる教材としての内容を具備

　　　　   した適切な教科書を選定する。

山形県立米沢養護学校山形県立米沢養護学校山形県立米沢養護学校山形県立米沢養護学校

発行者名
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【中学部】

発行者名 図書コード 図書名

ブロンズ新社 ５０１ らくがき絵本ＰＡＲＴ２五味太郎２５％

平凡社 Ｂ０２ 新版はじめましてにほんちず

ポプラ社 Ｏ３３  おととあそぼうシリーズ３３新装版おてほんのうたがながれるよどうようえほん

ポプラ社 Ｐ０４  音のでる知育絵本４こえでおぼえるあいうえおのほん

ポプラ社 Ｐ０７  音のでる知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのほん

リーブル ００１ あっちゃんあがつくたべものあいうえお

幼年教育 ５０４ かずあそび２

（２）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　知的障がいのある生徒を対象とする学校の特色や、生徒の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。
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【中学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○中学校用教科書 ○特別支援学校用教科書

　　　選定無し 　　　選定無し

（１）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード

岩崎書店 Ｃ０４  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

岩崎書店 Ｆ０８ 絵本図鑑シリーズ８　やさいのずかん

偕成社 Ｏ０１ 五味太郎・言葉図鑑（１）　うごきのことば

偕成社 Ｏ１０ 五味太郎・言葉図鑑（１０）　なまえのことば

偕成社 Ｚ０１ 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー

くもん出版 Ｂ０１ 生活図鑑カード　たべものカード

三省堂 ５３８ こどもマナーとけいご絵じてん

大日本絵画 Ａ０１  メロディーえほん　ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２ヵ月

戸田デザイン ００５ にっぽんちず絵本

福音館 Ｇ１０  福音館の科学シリーズ　ただいまお仕事中

ポプラ社 Ｏ３３  おととあそぼうシリーズ３３新装版おてほんのうたがながれるよどうようえほん

（２）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　知的障がいのある生徒を対象とする学校の特色や、生徒の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

図書名

平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果

山形県立米沢養護学校長井校山形県立米沢養護学校長井校山形県立米沢養護学校長井校山形県立米沢養護学校長井校

　　（１） 　本校は、知的障がいのある生徒を教育する学校である。

　　（２）  一人一人の実態や興味・関心を的確にとらえながら、本校の教育目標の達成上適切な教科書を選定する。

　　（３）  教育課程や年間指導計画との関連について十分に考慮し、教科の主たる教材としての内容を備えた適切な

　　　　   教科書を選定する。

1－2－30



【中学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

　　（３） 　生徒が理解しやすく、総合的・発展的に力を伸ばせるよう配慮されているものを選定する。

　　（４） 　生徒の実態を踏まえ、興味・関心のもてる内容のものを選定する。

　　（５）　図やイラスト、写真などが多く使われており、わかりやすく使いやすいものを選定する。

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○中学校用教科書 ○特別支援学校用教科書

　　　選定無し ■中学部知的障がい者用

　　　　　選定無し

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

（１）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード

岩崎書店 Ｆ１２  絵本図鑑シリーズ１２のはらのずかん－野の花と虫たち－

偕成社 Ｑ０６  子どもの生活（６）じょうぶなからだになれるよ！

偕成社 Ｚ０３ 子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー

金の星社 Ｋ０１ げんきをつくる食育えほん１　たべるのだいすき！

くもん出版 Ｂ０１ 生活図鑑カード　たべものカード

グランまま ００２ うたえほん

グランまま ００３ うたえほんⅡ

小峰書店 Ｆ０４ 東京パノラマたんけん　　　　　　

三省堂 ５３８ こどもマナーとけいご絵じてん

女子栄養大 ００１ 新・こどもクッキング

鈴木出版 Ａ０５ 知育えほん　マークずかん

成美堂出版 ００６ 作ってみよう！リサイクル工作６８

チャイルド ００１ ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ

戸田デザイン ００９ とけいのえほん

同成社 Ｃ０３  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）

東洋館 ００１ くらしに役立つ　社会

東洋館 ００３ くらしに役立つ　数学

ひかりのくに Ｉ０１  改訂新版体験を広げるこどものずかん１どうぶつえん

ひさかた Ｄ０１ ロングセラー絵本　でんしゃでいこうでんしゃでかえろう

文化出版局 ５２６ これしってるよ　みぢかなもの

福村出版 Ａ０５ シリーズ生活を学ぶ５　遠くへ行きたいな

フレーベル館 Ｇ０９ フレーベル館の図鑑ナチュラ　ひとのからだ

平凡社 Ｂ０２ 新版はじめましてにほんちず

ポプラ社 Ｍ０１  うたってかいてけせるえほん１音のでるえかきうた

ポプラ社 Ｐ０７  音のでる知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのほん

草思社 ５１５  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

（２）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　知的障がいのある生徒を対象とする学校の特色や、生徒の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

山形県立新庄養護学校山形県立新庄養護学校山形県立新庄養護学校山形県立新庄養護学校

　　（１）　本校は、知的障がいのある生徒を教育する学校である。

　　（２）　個別の指導計画に基づいた学習指導に適した教科書を選定する。

図書名

平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果
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【中学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○中学校用教科書 ○特別支援学校用教科書

　　　　選定無し 　　　選定無し

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

（１）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード

岩崎書店 Ｅ０４ 五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本

偕成社 Ｘ０２  坂本廣子のひとりでクッキング（２）昼ごはんつくろう！

偕成社 Ｘ０７ 坂本廣子のひとりでクッキング（７）　おべんとうつくろう！

偕成社 Ｚ０１ 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー

グランまま ００３ うたえほんⅡ

小学館 Ｂ０６ ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３

小学館 ５０７  あーとぶっく１　ゴッホの絵本－うずまきぐるぐる－

鈴木出版 Ａ０５ 知育えほん　マークずかん

成美堂出版 ００６ 作ってみよう！リサイクル工作６８

戸田デザイン ００６ せかいちず絵本

ひかりのくに Ｉ０１  改訂新版体験を広げるこどものずかん１どうぶつえん

ひかりのくに Ｉ０４  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

ひかりのくに ００２  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

福音館 Ｈ２５ こどものとも絵本　そらいろのたね

ブロンズ新社 ５０１ らくがき絵本ＰＡＲＴ２五味太郎２５％

フレーベル館 Ｄ０２  ふしぎをためすかがく図鑑しょくぶつのさいばい

フレーベル館 ００１ ことばでひらく絵の世界　はじめてであう美術館

平凡社 Ｂ０２ 新版はじめましてにほんちず

ポプラ社 Ｏ３３  おととあそぼうシリーズ３３新装版おてほんのうたがながれるよどうようえほん

幼年教育 ５０４ かずあそび２

（２）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　　　知的障がいのある生徒を対象とする学校の特色や、生徒の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

図書名

山形県立鶴岡養護学校山形県立鶴岡養護学校山形県立鶴岡養護学校山形県立鶴岡養護学校

平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果

　　　　 　もつ生徒が多く、その実態は多様である。

　　（１）　本校は、知的障がいのある生徒を教育する学校であるが、自閉症、肢体不自由、病弱等の障がいをあわせ

　　（２）　生徒の能力、適性、興味・関心などを踏まえ、一人一人に合わせて活用及び指導できる教科書を選定する。
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【中学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書

○中学校用教科書

種　　目

国　　語 2 東書

書　　写 38 光村

社会（地理的分野） 2 東書

社会（歴史的分野） 17 教出

社会（公民的分野） 2 東書

地　　図 46 帝国

数　　学 11 学図

理　　科 2 東書

音楽（一般） 27 教芸

音楽（器楽合奏） 27 教芸

美　　術 9 開隆堂

保健体育 2 東書

技術・家庭（技術分野） 9 開隆堂

技術・家庭（家庭分野） 9 開隆堂

英　　語 9 開隆堂

（１）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

　　　　　選定無し

（２）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

         入院する生徒の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果

山形県立鶴岡養護学校　おひさま分教室山形県立鶴岡養護学校　おひさま分教室山形県立鶴岡養護学校　おひさま分教室山形県立鶴岡養護学校　おひさま分教室

　　（１）　本分教室は、こころの医療センターに入院している生徒が、入院期間の学習空白を埋めるために

　　（２）　様々な地区の生徒の転籍が予想されるが、田川地区の教科書に基づき学習を進めることとする。

　　（３）　生徒は、様々な症状などにより、当該学年の学習ができない場合も想定される。

　　　　　 設けられた教育機関である。

○特別支援学校用教科書

発行者名

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

　　　選定無し

２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書
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【中学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○中学校用教科書 ○特別支援学校用教科書

　　　選定無し ■中学部知的障がい者用

種　　目

数学 17 教出

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

（１）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード

偕成社 Ｔ０７  エリック・カールの絵本できるかな？　－あたまからつまさきまで－

金の星社 Ｆ０５ ひとりでできるもん！５　すてきなおかし作り

金の星社 Ｆ０６ ひとりでできるもん！６　だいすきおやつ作り

金の星社 ５５０ あいうえおのえほん

くもん出版 ５０３ もじ・ことば５ひらがなおけいこ　

くもん出版 Ｄ０３ かずカード

三省堂 ５３８ こどもマナーとけいご絵じてん

小学館 Ｂ１１ ２１世紀幼稚園百科１１　からだのふしぎ

鈴木出版 Ａ０５ 知育えほん　マークずかん

育成会 Ａ０５ 自立生活ハンドブック５　ぼなぺてぃどうぞめしあがれ

成美堂出版 ００６ 作ってみよう！リサイクル工作６８

太郎次郎社 Ａ０１   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基本漢字遊び

太郎次郎社 Ａ０２ 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　あわせ漢字遊び

戸田デザイン ００２ １から１００までのえほん

同成社 Ａ０１  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）

同成社 Ｃ０２  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までのたしざん）

同成社 Ｃ０３  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）

同成社 Ｃ０４  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）

同成社 Ｃ０５  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）

ひかりのくに Ｉ０９  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

ひかりのくに Ｋ０９ 新装版ＫＩＤＳ２１１２　たべものひゃっか

福音館 Ｍ０６  みぢかなかがくシリーズ町たんけん

ブロンズ新社 ５０１ らくがき絵本ＰＡＲＴ２五味太郎２５％

文研出版 Ａ１６ ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン

フレーベル館 Ｄ０２  ふしぎをためすかがく図鑑しょくぶつのさいばい

フレーベル館 Ｄ０３  ふしぎをためすかがく図鑑かがくあそび

平凡社 Ｂ０２ 新版はじめましてにほんちず

（２）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　知的障がいのある生徒を対象とする学校の特色や、生徒の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果

　　（１）　本校は、知的障がいのある生徒を教育する学校である。

　　（5）　生徒が理解しやすく、総合的・発展的に力を伸ばせるよう配慮されている教科書を選定する。

　　（２）　個のニーズを捉え、個別の指導計画に基づく教育の実践を行っている。

　　（３）　生徒の実態を踏まえ、興味・関心のもてる内容の教科書を選定する。

山形県立村山特別支援学校山形県立村山特別支援学校山形県立村山特別支援学校山形県立村山特別支援学校

　　（４）　図やイラスト、写真などが多く使われており、生徒にとって分かりやすい教科書を選定する。

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

図書名

発行者名 図書名

数学☆☆☆☆
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【中学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○中学校用教科書 ○特別支援学校用教科書

　　　選定無し

種目

音楽 2 東書

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

（１）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード

あかね書房 Ｈ０１ かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち

岩崎書店 Ｃ０４ 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

偕成社 Ａ０２ エリック・カールかずのほん　１・２・３どうぶつえんへ

偕成社 Ｔ０４  エリック・カールの絵本くまさんくまさんなにみてるの？

偕成社 ５６５ エリック・カールの絵本　パパ、お月さまとって！

偕成社 ６１９ さわる絵本　新装版これ、なあに？

金の星社 Ｅ０１  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？

金の星社 Ｆ０１ ひとりでできるもん！１　たのしいたまご料理

金の星社 Ｆ０４  ひとりでできるもん！４うれしいごはん、パン、めん料理

くもん出版 Ｂ０２ 生活図鑑カード　くだものやさいカード１集

くもん出版 Ｄ０２ とけいカード

グランまま ００１ ぼくとわたしのせいかつえほん

好学社 Ａ０１ レオ・レオニの絵本　スイミー

三省堂 ５３８ こどもマナーとけいご絵じてん

小学館 Ｂ０２ ２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん

小学館 ５０７  あーとぶっく１　ゴッホの絵本－うずまきぐるぐる－

ジュラ ００５ かいてけしてまたかける　あいうえお

鈴木出版 Ａ０５ 知育えほん　マークずかん

育成会 Ａ０５ 自立生活ハンドブック５　ぼなぺてぃどうぞめしあがれ

育成会 Ａ０８ 自立生活ハンドブック８　食（しょく）

成美堂出版 ００５ ＣＤつき楽しく歌える英語のうた

大日本絵画 Ａ０１  メロディーえほん　ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２ヵ月

ひかりのくに Ｃ０９ こどものずかんMio９　ひとのからだ

ひかりのくに Ｉ０１ 改訂新版体験を広げるこどものずかん１　どうぶつえん

ひかりのくに Ｉ０９ 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

ひかりのくに ０１３ あそびうたのほんＣＤつき

ひさかた Ｂ０１ ミーミとクークのえほ

図書名

平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果

　　（２)　テーマや内容が生徒の実態（障がいの状態や発達の段階）及び教科のねらい等に適している図書や興味・関心

　　（３）　絵や写真など視覚に訴える工夫があり、大きさや色彩など生徒に親しみやすい図書を選定する。

　　（１)　本校は、知的障がいのある生徒を教育する特別支援学校である。

山形県立楯岡特別支援学校山形県立楯岡特別支援学校山形県立楯岡特別支援学校山形県立楯岡特別支援学校

　　（４）　文字の大きさやページに占める文字の配置、バランス等が生徒に適している図書を選定する。

　　（５）　学習時、教師や仲間と学習を共有し、繰り返し活用できる図書を選定する。

　　　　  がもて、進んで学ぼうとする意欲を喚起できる内容の図書を選定する。

　　（６）　小学部や小学校での学習の積み上げを考え、各教科の内容のより充実した図書を選定する。

■小学部知的障がい者用

発行者 図書名

おんがく☆☆☆☆
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【中学部】

発行者名 図書コード 図書名

福音館 Ｈ１３ こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ

ブロンズ新社 ５５６ らくがき絵本五味太郎５０％

フレーベル館 Ｄ０３  ふしぎをためすかがく図鑑かがくあそび

フレーベル館 Ｄ０４  ふしぎをためすかがく図鑑しぜんあそび

フレーベル館 Ｇ０９ フレーベル館の図鑑ナチュラ　ひとのからだ

フレーベル館 ００１ ことばでひらく絵の世界　はじめてであう美術館

ポプラ社 Ｊ０１  クーとマーのおぼえるえほん１ぼくのいろなあに

ポプラ社 Ｐ０７  音のでる知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのほん

理論社 Ａ０１ あいうえおうさま

草思社 ５１５ 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

（２）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　知的障がいのある生徒を対象とする学校の特色や、生徒の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。
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【中学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書 ２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

○中学校用教科書 ○特別支援学校用教科書

　　　選定無し

種目

国語 2 東書

算数 17 東書

○特別支援学校用教科書

■中学部知的障がい者用

種　　目 図書名

国　　語 東　　書 国語☆☆☆☆

数　　学 教　　出 数学☆☆☆☆

音　　楽 東　　書 音楽☆☆☆☆

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

（１）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード

岩崎書店 Ｃ０４ 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

絵本館 Ｄ０２ 五味太郎ことばとかずのえほん　かずのえほん１・２・３

学研 Ｊ０４ ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　きせつ

金の星社 Ｆ０４ ひとりでできるもん！４　うれしいごはん、パン、めん料理

金の星社 Ｆ０５ ひとりでできるもん！５　すてきなおかし作り

金の星社 Ｊ０４  やさしいからだのえほん４むしばはどうしてできるの？

くもん出版 Ｂ０７ 生活図鑑カード　生活道具カード

三省堂 ５３８ こどもマナーとけいご絵じてん

鈴木出版 Ａ０５ 知育えほん　マークずかん

成美堂出版 ００６ 作ってみよう！リサイクル工作６８

ひかりのくに Ｃ０９ こどものずかんMio９　ひとのからだ

ひかりのくに Ｃ１０ こどものずかんＭｉｏ１０　たべもの

ひさかた Ｃ０５ スキンシップ絵本　かずのえほん

ブロンズ新社 Ａ０２ らくがきえほんあ・い・う・え・お

フレーベル館 Ｄ０２ ふしぎをためすかがく図鑑　しょくぶつのさいばい

ポプラ社 Ｐ０７ 音のでる知育絵本７　こえでおぼえる１２３かずのほん

理論社 Ａ０１ あいうえおうさま

リーブル ００１ あっちゃんあがつくたべものあいうえお

（２）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　知的障がいのある生徒を対象とする学校の特色や、生徒の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

図書名

■小学部知的障がい者用

発行者 図書名

こくご☆☆☆

さんすう☆☆☆

発行者

2

17

2

　　（４）　文字の大きさやページに占める文字の配置、バランス等が生徒に適している図書を選定する。

　　（５）　学習活動時、教師や仲間と学習を共有し、繰り返し活用できる図書を選定する。

平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果

山形県立楯岡特別支援学校大江校山形県立楯岡特別支援学校大江校山形県立楯岡特別支援学校大江校山形県立楯岡特別支援学校大江校

　　（１)　本校は、知的障がいのある生徒を教育する特別支援学校である。

　　（２)　テーマや内容が生徒の実態（障がいの状態や発達の段階）及び教科のねらい等に適している図書や興味・関心

　　　　　 がもて、進んで学ぼうとする意欲を喚起できる内容の図書を選定する。

　　（３）　絵や写真など視覚に訴える工夫があり、大きさや色彩など生徒に親しみやすい図書を選定する。
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【中学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書

○中学校用教科書（新版）

種　　目 ○特別支援学校用教科書

国　　語 38 光村 　　　選定無し

書　　写 2 東書

社会（地理的分野） 46 帝国

社会（歴史的分野） 46 帝国

社会（公民的分野） 2 東書

地　　図 46 帝国

数　　学 2 東書

理　　科 2 東書

音楽（一般） 27 教芸

音楽（器楽合奏） 27 教芸

美　　術 38 光村

保健体育 224 学研

技術・家庭（技術分野） 2 東書

技術・家庭（家庭分野） 2 東書

英　　語 2 東書

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

（１）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード

岩崎書店 Ｆ０８ 絵本図鑑シリーズ８　やさいのずかん

偕成社 Ｔ０６  エリック・カールの絵本月ようびはなにたべる？－アメリカわらべうた

偕成社 Ｚ０１ 子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー

偕成社 ５６５ エリック・カールの絵本　パパ、お月さまとって！

金の星社 Ｊ０４ やさしいからだのえほん４　むしばはどうしてできるの？

くもん出版 Ｄ０２ とけいカード

講談社 Ｈ０５  ブルーナのアイディアブックミッフィーの１から１０まで

国土社 Ｂ１６  たのしい図画工作１６ちぎり紙・きり紙・はり絵

さえら ５２７  母と子の手づくり教室母と子のたのしい草木ぞめⅠ

三省堂 ５３８ こどもマナーとけいご絵じてん

小学館 Ｂ１１ ２１世紀幼稚園百科１１　からだのふしぎ

小学館 ５０７  あーとぶっく１　ゴッホの絵本－うずまきぐるぐる－

小学館 ５０８  あーとぶっく２　モネの絵本－太陽とおいかけっこ－

鈴木出版 Ａ０５ 知育えほん　マークずかん

ひかりのくに Ｉ０４ 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

ひさかた Ｄ０１ ロングセラー絵本　でんしゃでいこうでんしゃでかえろう

福音館 Ｅ０２ かがくのとも絵本　たべられるしょくぶつ

福音館 Ｊ０１  世界傑作絵本シリーズてぶくろ

福音館 Ｍ０６ みぢかなかがくシリーズ　町たんけん

山形県立ゆきわり養護学校山形県立ゆきわり養護学校山形県立ゆきわり養護学校山形県立ゆきわり養護学校

平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果

発行者名

図書名

　　（１）　本校は、肢体不自由のある生徒を教育する学校である。

　　（２）　在籍する生徒の大半は、知的障がいをあわせもつ、重度・重複障がい児である。

　　（３）　生徒の障がいの状態と個性、能力に応じて個々の指導過程を的確にとらえ、一人一人を生かす指導

　　　　 　ができる教科書を選定する。

２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書

1－2－38



【中学部】

発行者名 図書コード 図書名

ポプラ社 Ｐ０７  音のでる知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのほん

総合科学 ５０１  わくわく木考作“楽しんで作れる木工作品集”

玉川大学出版 ５０１ たのしい歌

（２）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

　　　単一障がいの学級、重複障がいの学級等、一人一人の実態を踏まえた上で、適切な選定を行っている。

1－2－39



【中学部】

Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）Ⅰ　教科書選定の観点（学校の特色や児童の実態を踏まえた選定の方針等）

　　（２）　単一障がい学級においては、山形地区で採択された文部科学省検定済教科書を、重複障がい学級と

　　　　　 訪問学級においては、一般図書の中から各々の特性や興味関心に応じたものを選定する。

Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果Ⅱ　教科用図書選定結果

１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書１　文部科学省検定済教科書

○中学校用教科書（新版）

種　　目 ○特別支援学校用教科書

国　　語 38 光村

書　　写 2 東書

社会（地理的分野） 46 帝国

社会（歴史的分野） 46 帝国

社会（公民的分野） 2 東書

地　　図 46 帝国

数　　学 2 東書

理　　科 2 東書

音楽（一般） 27 教芸

音楽（器楽合奏） 27 教芸

美　　術 38 光村

保健体育 224 学研

技術・家庭（技術分野） 2 東書

技術・家庭（家庭分野） 2 東書

英　　語 2 東書

３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）３　一般図書（特別支援学校・学級用）

（１）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載分

発行者名 図書コード

岩崎書店 Ｅ０２ 五味太郎のことばとかずの絵本　絵本ＡＢＣ　

絵本館 Ａ１０ 五味太郎の絵本１０　かたち

グランまま ００２ うたえほん

小峰書店 Ｃ０２  くまたんのはじめてシリーズおいしいおいしい１・２・３　　

三省堂 ５３７ こどもきせつのぎょうじ絵じてん増補新装版

小学館 Ｂ０６ ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３

小学館 Ｂ１１ ２１世紀幼稚園百科１１　からだのふしぎ

成美堂出版 ００５ ＣＤつき楽しく歌える英語のうた

太郎次郎社 Ａ０３   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部首遊び

チャイルド ００１ ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ

童心社 Ｌ０１ ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも

永岡書店 ００９ お手本のうた付き！　どうよううたのえほん２

ひかりのくに Ｋ０９ 新装版ＫＩＤＳ２１１２　たべものひゃっか

山形県立山形養護学校山形県立山形養護学校山形県立山形養護学校山形県立山形養護学校

平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果平成30年度使用教科用図書選定結果

図書名

発行者名

　　（１）　本校は、病気のため継続して医療または生活規制を必要とする生徒や、病気と知的障がいをあわせ

　　　　 　もつ生徒の教育を行う学校である。

　　（３）　生徒の能力・適性をとらえ、一人一人を生かす指導ができる教科書を選定する。

    　選定無し

２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書２　文部科学省著作教科書
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【中学部】

発行者名 図書コード 図書名

ひかりのくに ００１ たのしいてあそびうたえほん

ひかりのくに ０１３ あそびうたのほんＣＤつき

評論社 Ｂ０１ しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？

ひさかた Ｂ０１  ミーミとクークのえほんミーミとクークのあか・あお・きいろ

福音館 Ｅ１６ かがくのとも絵本　みんなうんち

フレーベル館 Ｄ０３  ふしぎをためすかがく図鑑かがくあそび

ポプラ社 Ｍ０１  うたってかいてけせるえほん１音のでるえかきうた

ポプラ社 Ｐ０４  音のでる知育絵本４こえでおぼえるあいうえおのほん

ポプラ社 Ｐ０７  音のでる知育絵本７こえでおぼえる１２３かずのほん

（２）　「平成30年度用　一般図書一覧（山形県教育委員会作成）」掲載以外分

　　　　　選定無し

Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果Ⅲ　審査結果

         病弱の生徒を対象とする学校の特色や、生徒の実態を踏まえて、適切な選定を行っている。

1－2－41


