
 
 

令和３年度使用県立高等学校等教科用図書の採択について 

 
 
 令和３年度使用県立高等学校等教科用図書の採択について，教育長に対する事務

の委任等に関する規則（昭和３１年教育委員会規則第１２号）第２条第１項第６号

の規定により，令和２年９月３日付けで別冊のとおり専決処分した。よって，同条

第２項の規定により報告する。 
 
 
  令和２年９月８日提出 
 
 

宮城県教育委員会教育長 伊 東 昭 代     
 
 
 
 
 
 

専決処分報告（１） 
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令和３年度使用高等学校教科用図書採択の流れ  

 

＜文部科学省＞    ４月  

 ・採択及び採択事務処理に係る通知  

 

＜県教育委員会＞ ５月  

 

 

・採択方針及び採択基準の通知  

・教科書採択事務説明会の実施・・・５月１１日（月）  

 

＜各県立高等学校・関係特別支援学校＞ ５月から６月下旬  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜教科書選定委員会＞   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇教科書選定委員会の設置  

 ・教科書の調査研究  

  ⇒教科書展示会，総合教育センター，県図書館などの活用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・採択希望教科書の複数選定（教科ごとの校内教科書審査会）  

    

 

 ・採択希望教科書の選定（教科書選定委員会）  

 

 

 ・教科用図書採択希望資料作成  

   「教科用図書採択希望書」「教育課程表」「教科書の補助教材使用届」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・校 長 決 裁  

  ⇒教科書採択希望資料の提出  

 

 ・・・６月２６日（金）  

 

 

          ・採択希望資料事前審査に係る指摘・・・７月２０日（月）～２１日（火）  

 

 

＜採択審査委員会＞  ・・・８月下旬 高校教育課長，指導主事，外部有識者              

  ・各校の採択希望を審査  

 ・採択案の作成  

 

＜県教育委員会＞  

 ・教科用図書を採択・・・９月８日（火）  

  ⇒県立学校へ結果通知  

   

   【採択日程】  

① 教科書採択事務説明    ５月１１日（月）  

    （教務主任連絡会議）   

②   採択希望資料提出     ６月２６日（金）   

③ 採択希望資料に係る指摘   ７月２０日（月）～２１日（火）  

④ 教科書需要数報告     ７月３０日（木）  

⑤ 教科書採択審査委員会   ８月下旬   

  ⑥ 教育委員会        ９月８日（火）  

  ⑦ 文部科学省報告      ９月１１日（金）  
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教科書の採択に係る基本方針 

［県立高等学校・特別支援学校高等部］ 

                                                宮城県教育委員会 

 

 教科書は，教科の主たる教材として生徒が用いるものであり，教育上極めて

重要な意義をもつことを踏まえ，下記の方針により，別に定める採択基準等に

基づいて採択する。 

 

記 

 

１ 教育基本法や学校教育法が示す教育の目標を踏まえるとともに，学習指導 

要領が掲げる「生きる力」の育成という理念に沿った教科書を採択する。 

 

２ 第２期宮城県教育振興基本計画で示された「目指す姿」等を踏まえるとと 

もに，各学校の教育目標，特色及び実情について十分勘案し，採択する。 

 

３ 採択の手続き等は，法令等の趣旨や内容に基づいて適切に進めるとともに， 

教科書の十分な調査研究の結果を踏まえて，適正かつ公正に行う。 

 

４ 教科書選定においては，静ひつな環境の確保に努めるとともに，採択結果 

等を積極的に周知・公表するなど，透明性の向上を図る。 
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令和３年度使用教科用図書採択基準 

［高等学校・特別支援学校高等部］ 

                                                 宮城県教育委員会 

 

１ 記述内容に関すること 

 （１）学習指導要領に示されている教科・科目等の目標を的確に反映している。 

 （２）県教育委員会の「学校教育の方針と重点」の趣旨の実現に対応している。 

 （３）自校の教育課程や実情を踏まえ，内容の充実と発展を図ることができる。 

 （４）内容や資料は適切で偏りがなく，資料の出所及び出典が明示されている。 

 

２ 組織及び配列に関すること 

 （１）教科・科目の目標を踏まえて，ねらいが明確で内容にまとまりがある。 

 （２）学習の効果があがるよう，組織的，系統的な配列となっている。 

 （３）基礎的・基本的な事項と発展的な事項が適切に配列されている。 

 （４）自校の教育課程や実情を踏まえ，内容の選択と扱い，組織・配列が適している。 

 

３ 学習及び指導に関すること 

 （１）実情に応じて，基礎的・基本的な知識・技能の習得や学習進度に対応できる。 

 （２）発展的な学習や，自主的・主体的な学習を促すよう配慮されている。 

 （３）他の教科・科目等との関連について必要な配慮がなされている。 

 （４）学習の手引き，挿絵，図表，写真等の内容や配置が適切である。 

 

４ 表現及び体裁に関すること 

 （１）表記，表現が適切であり，生徒が親しみや魅力を感じるよう工夫されている。 

 （２）活字の大きさや字体は適切で，色彩，印刷は見やすい配慮がなされている。 

 （３）図表等の大きさや配置，レイアウトやバランスが適切である。 

 （４）製本が体裁よく堅ろうであるとともに，環境への配慮がなされている。 
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令和３年度使用県立特別支援学校小学部及び中学部教科用図書の採択について

令和３年度使用県立特別支援学校小学部及び中学部における教科用図書の採択に

ついて，教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和３１年宮城県教育委員会規

則第１２号）第２条第１項第６号の規定により，令和２年８月３１日付けで別紙のと

おり専決処分した。よって，同条第２項の規定により報告する。

令和２年９月８日提出

宮城県教育委員会教育長 伊 東 昭 代

専決処分報告（２） 
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（県立特別支援学校 小・中学部）教科用図書採択の流れ

文部科学省

県教育委員会

基本方針

設置 採択基準≪４月≫ ①諮問※１

選定資料の作成等

教科用図書選定審議会

※２≪５月下旬≫ ②答申

県教育委員会

③県立学校へ基本方針，採択基準等を通知

教科用図書採択事務説明会実施④
【県立特別支援学校】

⑤調査・研究教科書展示会

教科書担当教員等が教科書展示会等により実施≪６月１２日から１４日間≫

⑥採択希望図書の選定

県立特別支援学校において採択希望図書を選定

⑦採択希望資料作成

（採択希望理由の記載）

⑧校長決裁

⑨採択希望の提出

≪７月下旬≫ ⑩採択希望の審査

教科用図書採択検討会議

⑪採択案の作成

※３≪８月≫ ⑫教育委員会：教科用図書採択

※１，２：義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第13条2項

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 第9条 第2項

※３：義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第13条 第3項

（参考）
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【小学部用】　

視覚障害用 聴覚障害用 知的障害用 肢体不自由 病弱
検定済・著作 検定済・著作 検定済・著作 検定済・著作 検定済・著作

※〔   〕は文部科学省著作本である

※視覚支援学校の文部科学省著作本は，点字版教科書である。
※下学年適用の検定済教科書は，学校教育法附則第９条の規定による教科書として取扱う

【中学部用】　
視覚障害用 聴覚障害用 知的障害用 肢体不自由 病弱
検定済・著作 検定済・著作 検定済・著作 検定済・著作 検定済・著作

※〔   〕は文部科学省著作本である

※視覚支援学校の文部科学省著作本は，点字版教科書である。次年度教科書改訂のため，現段階では発行者が未定となっている教科がある。

※下学年適用の検定済教科書は，学校教育法附則第９条の規定による教科書として取扱う

令和３年度使用県立特別支援学校教科用図書（検定済・著作本）採択一覧

国語
光村
〔ライト〕

東書
〔東書こくご☆〕
〔東書こくご☆☆〕
〔東書こくご☆☆☆〕

〔東書こくご☆〕
〔東書こくご☆☆〕
〔東書こくご☆☆☆〕

東書
〔東書こくご☆☆☆〕

東書

言語指導 - 教出 - - -

書写 光村 東書 - 東書 東書

社会
教出
〔支援センター〕

東書 - 東書 東書

地図 〔ライト〕 帝国 - 帝国 帝国

算数
大日本
〔ヘレン〕

東書
〔教出さんすう☆〕
〔教出さんすう☆☆(1)〕
〔教出さんすう☆☆(2)〕
〔教出さんすう☆☆☆〕

〔教出さんすう☆〕
〔教出さんすう☆☆(1)〕
〔教出さんすう☆☆(2)〕
〔教出さんすう☆☆☆〕

東書
〔教出さんすう☆☆☆〕

東書

理科
東書
〔東点〕

東書 - 東書 東書

生活 - 東書 - 東書 東書

音楽
教芸
〔ライト〕

教芸
〔東書おんがく☆〕
〔東書おんがく☆☆〕
〔東書おんがく☆☆☆〕

〔東書おんがく☆〕
〔東書おんがく☆☆〕
〔東書おんがく☆☆☆〕

教芸
〔東書おんがく☆〕
〔東書おんがく☆☆〕
〔東書おんがく☆☆☆〕

教芸
〔東書おんがく☆〕
〔東書おんがく☆☆〕
〔東書おんがく☆☆☆〕

図画工作 開隆堂
日文
開隆堂

- 開隆堂 開隆堂

家庭
開隆堂
〔ヘレン〕

東書 - 開隆堂 開隆堂

保健
学研
〔ライト〕

東書 - 学研 学研

道徳
教出
〔ライト〕

東書 - 東書 東書

外国語（英
語）

開隆堂
〔東点〕

東書 - 東書 東書

国語
光村
〔未定〕

東書
〔東書こくご☆〕
〔東書国語☆☆☆☆〕

〔東書こくご☆☆〕
〔東書こくご☆☆☆〕
〔東書国語☆☆☆☆〕
〔東書国語☆☆☆☆☆〕

東書
〔東書こくご☆☆〕
〔東書国語☆☆☆☆〕
〔東書国語☆☆☆☆☆〕

東書
〔東書国語☆☆☆☆〕
〔東書国語☆☆☆☆☆〕

言語指導 - 教出 - - -

書写 - 東書 -
東書
光村

東書

社会（地理)
教出
〔未定〕

東書 - 東書 東書

社会（歴史)
教出
〔未定〕

東書 - 東書 東書

社会(公民)
教出
〔未定〕

東書 - 東書 東書

地図
帝国
〔ライト〕

- -
東書
帝国

帝国

数学
教研
〔未定〕

東書
〔教出さんすう☆〕
〔教出数学☆☆☆☆〕

〔教出さんすう☆☆(1)〕
〔教出さんすう☆☆(2)〕
〔教出さんすう☆☆☆〕
〔教出数学☆☆☆☆〕
〔教出数学☆☆☆☆☆〕

東書
〔教出さんすう☆☆(1)〕
〔教出さんすう☆☆(2)〕
〔教出数学☆☆☆☆〕
〔教出数学☆☆☆☆☆〕

東書
〔教出数学☆☆☆☆〕

- 教芸 教芸

理科
東書
〔未定〕

東書 - 東書 東書

音楽(器楽)
教芸
〔ライト〕

教芸 - 教芸 教芸

音楽(一般)
教芸
〔ライト〕

教芸

音楽 - -
〔東書おんがく☆☆☆〕
〔東書音楽☆☆☆☆〕
〔東書音楽☆☆☆☆☆〕

〔東書おんがく☆☆〕
〔東書音楽☆☆☆☆〕

〔東書音楽☆☆☆☆〕

美術 - 日文 - 開隆堂 日文

保健体育
学研
〔ライト〕

東書 - 東書 学研

技家(技術)
開隆堂
〔ヘレン〕

開隆堂 - 開隆堂 開隆堂

技家(家庭)
開隆堂
〔ヘレン〕

開隆堂 -
教育図書
開隆堂

開隆堂

英　　語
東書
〔未定〕

東書 - 東書 東書

道　　徳
教出
〔未定〕

東書 東書 東書

（別紙）
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№ 種目
発行者
コード

発　行　者　名
図書
コード

書　名

1 生活 06-2 学研 502 はっけんずかん　どうぶつ改訂版

2 生活 28-1 福音館書店 M06 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん　

3 生活 28-1 福音館書店 G04 福音館の科学シリーズ　道ばたの四季　

4 生活 28-1 福音館書店 B06 幼児絵本シリーズ　くだもの　

5 生活 28-3 ブロンズ新社 534 くまのがっこう　ジャッキーのトマトづくり

6 生活 01-1 あかね書房 001 単行本　さわってあそぼうふわふわあひる

7 生活 01-1 あかね書房 519 えほん、よんで！2　おいしいおとなあに？

8 生活 01-1 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　

9 生活 80-6 ほるぷ出版 548 創作絵本　いちねんめいろ

10 生活 27-1 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　

11 生活 27-1 ひかりのくに D01 ２０２シリーズ　たべもの２０２

12 生活 07-2 金の星社 540 ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん４　どうしたらいいの？じしん・かじ

13 生活 07-2 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？　

14 生活 27-3 ひさかたチャイルド 550 パノラマえほん　でんしゃのたび

15 生活 27-3 ひさかたチャイルド 604 しんかんせんでいこう

16 生活/外国語 11-4 三省堂 502 ARで英語が聞けるはじめてのえいご絵じてん

17 生活 10-5 小峰書店 B01 りかのこうさく１ねんせい　

18 生活 02-1 岩崎書店 F08 絵本図鑑シリーズ８　　やさいのずかん

19 生活 06-1 偕成社 Q03 子どもの生活(３）　マナーをきちんとおぼえよう！　

20 生活 06-1 偕成社 Z01 子どものマナー図鑑(１)　ふだんの生活のマナー

21 生活 06-1 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！

22 生活 06-1 偕成社 J04 子どもの健康を考える絵本(４)　からだがすきなたべものなあに？

23 生活/道徳 06-1 偕成社 W12 木村裕一・しかけ絵本（１２）　げんきにごあいさつ

24 生活/道徳 70-34 子供図書館 501 うれしいさんかなしいさん

25 生活 36-1 山と渓谷社 001 家庭科の教科書小学校低学年～高学年用

26 生活 06-2 学研 525 読んで見て楽しむ日本地図帳増補改訂版  

27 生活 20-1 童心社 603 とことこえほん  バスがきました

28 生活 21-1 永岡書店 525 こども写真ひゃっか  はたらくくるま大図鑑ＤＸ（デラックス〉ＤＶＤ付き

29 生活 14-5 世界文化社 559 はじめての日本地図絵本

30 生活 02-1 岩崎書店 G12 ひとりでできる手づくりＢＯＸ　しぜんで工作しよう

31 生活 11-4 三省堂 A07 こどもきせつのぎょうじ絵じてん第２版小型版

32 生活 16-3 大日本絵画 515 おとがなるしかけえほん　ジャングルのおと

33 生活 11-4 三省堂 559 こどもぼうさい・あんぜん絵じてん

34 生活／道徳 28-1 福音館書店 504 幼児絵本シリーズ（くまくんの絵本）　どうすればいいのかな？

35 国語／道徳 28-1 福音館書店 607 こどものとも絵本　しんせつなともだち

36 国語 27-1 ひかりのくに 517 指さし・指なぞり　あいうえお

37 国語 10-5 小峰書店 C01 くまたんの はじめて シリーズ　よめるよよめるよあいうえお

38 国語 20-5 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）

39 国語 20-5 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）

令和３年度使用県立特別支援学校教科用図書（附則第９条本）採択一覧

【小学部用】
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№ 種目
発行者
コード

発　行　者　名
図書
コード

書　名

令和３年度使用県立特別支援学校教科用図書（附則第９条本）採択一覧

【小学部用】

40 国語 20-5 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）

41 国語 20-5 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）

42 国語 02-1 岩崎書店 E01 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本

43 国語 02-1 岩崎書店 E03 五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお

44 国語 28-1 福音館書店 H21 ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら

45 国語 06-1 偕成社 O06 五味太郎・言葉図鑑(６)　くらしのことば

46 国語 06-1 偕成社 O01 五味太郎・言葉図鑑(１)　うごきのことば

47 国語 06-1 偕成社 H01 日本むかし話　おむすびころりん　

48 国語/道徳 06-1 偕成社 617 フランソワーズのえほん　ありがとうのえほん

49 国語 01-1 あかね書房 A03 もじのえほん　かんじ(１)

50 国語 01-1 あかね書房 A02 もじのえほん　かたかなアイウエオ

51 国語 78-12 文溪堂 503 バムとケロのおかいもの

52 国語 28-1 福音館書店 H26 こどものとも絵本  おおきなかぶ

53 算数 27-3 ひさかたチャイルド 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

54 算数 27-3 ひさかたチャイルド B02 ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの１・２・３

55 算数 07-2 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　

56 算数 07-2 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　

57 算数 20-5 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）

58 算数 20-5 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までのたし算）

59 算数 20-5 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）

60 算数 20-5 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）

61 算数 20-5 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）

62 算数 01-1 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　

63 算数 20-4 戸田デザイン研究室 009 とけいのえほん

64 算数 12-2 小学館 B06 ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３　

65 算数 11-4 三省堂 A04 三省堂こどもかずの絵じてん

66 算数 30-2 ポプラ社 P16 音のでる知育絵本16　とけいがよめるようになる!!　とけいくん

67 算数 20-1 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　

68 算数 06-1 偕成社 601 せべまさゆきあそぶえほん　かぞえてごらんぜんぶで１００

69 算数 06-1 偕成社 602 せべまさゆきあそぶえほん　さがしてごらん１００にんかくれんぼ

70 図工 28-1 福音館書店 E14 かがくのとも絵本　しんぶんしでつくろう　　　　　　　　　　　　　　　　　

71 図工 28-1 福音館書店 E18 かがくのとも絵本　かみコップでつくろう　　　　　　　　　　　　　　　　　

72 図工 30-2 ポプラ社 A01 あそびのひろば１　はんがあそび　

73 図工 02-1 岩崎書店 A06 あそびの絵本　ねんどあそび　　　　　　　　　　　　

74 図工 02-1 岩崎書店 A17 あそびの絵本　えのぐあそび

75 図工 06-2 学研 I12 あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく増補改訂

76 図工 11-1 さ・え・ら書房 C01 たのしい工作教室　たのしいこうさくきょうしつ１　

77 図工 27ｰ1 ひかりのくに 540 えがうまくなるほん５・６さい対象  
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発行者
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発　行　者　名
図書
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1 国語 80-6 ほるぷ出版 570 声にだすことばえほん　おくのほそ道

2 社会 06-1 偕成社 Z03 子どものマナー図鑑(３)　でかけるときのマナー

3 社会 06-1 偕成社 599 子どものマナー図鑑(４)　おつきあいのマナー

4 社会 30-2 ポプラ社 583 いのちを守る地震・防災の本１　じしんのえほん

5 社会 27ｰ1 ひかりのくに 003 マナーやルールがどんどんわかる！　新装改訂版　みぢかなマーク　

6 社会 14ｰ4 成美堂出版 003 　いちばんわかりやすい　小学生のための学習世界地図帳

7 社会 14ｰ4 成美堂出版 004 　いちばんわかりやすい　小学生のための学習日本地図帳

8 理科 02-1 岩崎書店 F12
絵本図鑑シリーズ１２
のはらのずかんー野の花と虫たちー

9 理科 12-2 小学館 B11 ２１世紀幼稚園百科１１　からだのふしぎ

10 理科 06-2 学研 J09 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑９　ちきゅう

11 理科 62-8 主婦と生活社 504
米村でんじろう先生のスーパー個人授業
すごい！うちでもこんな実験ができるんだ！

12 美術 30-2 ポプラ社 C08 ペーパーランド８　おりがみえあそび

13 美術 10-3 国土社 539 国土社の図工えほん８　紙そめ

14 美術 06-1 偕成社 003 かこさとし　うつくしい絵　

15 美術 81-7 マール社 501 はじめての絵手紙教室

16 美術 12ｰ10 視覚デザイン研究所 A0１ ハートアートシリーズ　色のえほん

17 保健体育 06-1 偕成社 Q06 子どもの生活６　じょうぶなからだになれるよ！

18 保健体育 28-7 福村出版 A06 シリーズ生活を学ぶ(６)　わたしたちのからだ

19 保健体育 27-1 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

20 保健体育 １0-８ 合同出版 504 子どもとマスターする５８のからだの知識　イラスト版からだのしくみとケア

21 職業・家庭 12-7 女子栄養大学出版部 001 新・こどもクッキング

22 職業・家庭 06-1 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！

23 職業・家庭 10-5 小峰書店 001 リサイクル工作ずかん

24 職業・家庭 28-3 ブロンズ新社 C01 しごとば

25
職業・家庭

／道徳 66-10 高橋書店 514 こころのふしぎ　なぜ？どうして？

26 職業・家庭 67-6 中央法規 501 「働く」の教科書　15人の先輩とやりたい仕事を見つけよう！

27 職業・家庭 １0-８ 合同出版 503 子どもとマスターする５４の生活技術　イラスト版修理のこつ　

28 職業・家庭 １0-８ 合同出版 508 子どもとマスターする４９の生活技術　イラスト版子どものお手伝い

29 英語 20-4 戸田デザイン研究室 001 和英えほん

30 英語 02-1 岩崎書店 E02 五味太郎のことばとかずの絵本　絵本ＡＢＣ

31 英語 01-1 あかね書房 I07 あかね書房の学習えほん　えいごえほんぞうさんがっこうにいく

32 英語 １１－４ 三省堂 C01 親子でうたう英語うたの絵じてん

令和３年度使用県立特別支援学校教科用図書（附則第９条本）採択一覧
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