
福井県立奥越特別支援学校高等部令和４年度使用教科書 （2・3年生）

AⅠ AⅡ AⅢ

国総 第一 国総 362 高等学校 改訂版 新編国語総合 〇

国表 第一 国表 308 高等学校 改訂版 国語表現 〇

現Ｂ 東書 現Ｂ 321 新編現代文Ｂ 〇 〇

古Ｂ 東書 古Ｂ 329 新編古典Ｂ 〇 〇

日本史Ａ 実教 日Ａ 313 新日本史Ａ 新訂版 〇 〇

日本史Ｂ 実教 日Ｂ 311 高校日本史Ｂ 新訂版 〇

地理Ａ 帝国 地Ａ 312 高校生の地理Ａ 〇 〇

地理Ｂ 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 〇

地図 帝国 地図 313 地歴高等地図 －現代世界とその歴史的背景－ 〇 〇 〇

公民 現代社会 第一 現社 322 高等学校 改訂版 新現代社会 〇 〇 〇

数学Ⅰ 数研 数Ⅰ 328 改訂版 高等学校 数学Ⅰ 〇

数学Ⅱ 数研 数Ⅱ 328 改訂版 高等学校 数学Ⅱ 〇 〇

数学Ⅲ 数研 数Ⅲ 323 改訂版 高等学校 数学Ⅲ 〇

数学Ａ 数研 数Ａ 328 改訂版 高等学校 数学Ａ 〇

数学Ｂ 数研 数Ｂ 326 改訂版 高等学校 数学Ｂ 〇 〇

物理基礎 数研 物基 319 改訂版 新編 物理基礎 〇

化学基礎 数研 化基 320 改訂版 新編 化学基礎 〇

生物基礎 東書 生基 312 改訂 新編生物基礎 〇

物理基礎 数研 物基 318 改訂版 物理基礎 〇

化学 数研 化学 313 改訂版 化学 〇

物理 数研 物理 313 改訂版 物理 〇

生物 数研 生物 310 改訂版 生物 〇

生物基礎 数研 生基 316 改訂版 生物基礎 〇 〇

科学と人間生活 東書 科人 306 改訂 科学と人間生活 〇

保健体育 保健体育 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 〇 〇 〇

音楽Ⅰ 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版 Tutti 〇 〇 〇

美術Ⅰ 光村 美Ⅰ 304 美術１ 〇 〇 〇

書道Ⅰ 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 〇 〇

コミュニケー

ション英語Ⅰ
数研 コⅠ 344 Revised COMET English Communication Ⅰ 〇

コミュニケー

ション英語Ⅱ
三省堂 コⅡ 332 MY WAY English Communication Ⅱ New Edition 〇 〇

コミュニケー

ション英語Ⅲ
東書 コⅢ 325 All Aboard! English Communication Ⅲ 〇

英語表現Ⅱ 三省堂 英Ⅱ 319 MY WAY English ExpressionⅡNew Edition 〇 〇

家庭 家庭総合 第一 家総 312
高等学校 新版 家庭総合 ともに生きる・持続可能な

未来をつくる
〇

情報 情報の科学 東書 情科 306 情報の科学 〇

書       名
教育課程

国語

地理歴史

数学

英語

科目 使用科目
発行者の

番号略称
教科書番号

理科

芸術



福井県立奥越特別支援学校高等部令和４年度使用教科書 （1年生）

AⅠ AⅡ AⅢ

現代の国語 大修館 現国 706 現代の国語 〇 〇

言語文化 大修館 言文 705 言語文化 〇 〇

現代の国語 大修館 現国 707 新編 現代の国語 〇

地理総合 帝国 地総 703 高等学校 新地理総合 〇 〇

歴史総合 実教 歴総 704 歴史総合 〇 〇

地図 帝国 地図 702 新詳高等地図 〇 〇

公民 公共 数研 公共 709 高等学校 公共 これからの社会について考える 〇 〇 〇

数学Ⅰ 東書 数Ⅰ 703 数学Ⅰ Essence 〇 〇 〇

数学Ａ 東書 数Ａ 703 数学Ａ Essence 〇 〇

科学と人間生

活
東書 科人 701 科学と人間生活 〇

化学基礎 数研 化基 709 高等学校 化学基礎 〇 〇

生物基礎 数研 生基 708 高等学校 生物基礎 〇 〇

保健体育 保健体育 大修館 保体 702 新高等保健体育 〇 〇 〇

音楽Ⅰ 教出 音Ⅰ 701 音楽Ⅰ Tutti+ 〇

美術Ⅰ 光村 美Ⅰ 701 美術１ 〇

英語コミュニ

ケーションⅠ
三省堂 ＣⅠ 708 MY WAY English Communication Ⅰ 〇 〇

英語コミュニ

ケーションⅠ
東書 ＣⅠ 702 Power On English Communication Ⅰ 〇

論理表現Ⅰ 三省堂 論Ⅰ 705 MY WAY Logic and ExpressionⅠ 〇 〇

家庭 家庭総合 大修館 家総 705
クリエイティブ・リビングCreative Living『家庭総

合』で生活を作ろう
〇

情報 情報Ⅰ 数研 情Ⅰ709 情報Ⅰ Next 〇 〇
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福井県立奥越特別支援学校高等部令和４年度使用教科書 （一般図書）

教育課程 B、C、D、E

科目 発行者 書       名 備考

東洋館出版 くらしに役立つ国語

こばと教材出版 認知発達教材ステップアップこくごⅠ

旺文社 とってもやさしい国語　中学１～３年

日本教育研究出版 ひとりだちするための国語

東洋館出版 くらしに役立つ社会

学研 読んで見て楽しむ世界地図帳

西東社 あそんで　まなべる！にほんちず　パズルえほん

小学館 世の中まるごと　ガイドブック　基礎編

昭文社 地図で知る　日本こども図鑑

東洋館出版 くらしに役立つ数学

こばと教材出版 認知発達教材ステップアップさんすうⅠ

こばと教材出版 認知発達教材ステップアップとけい・おかね

日本教育研究出版 ひとりだちするための算数・数学

東洋館出版 くらしに役立つ理科

成美堂出版 理科の実験まるわかりＢＯＯＫ

学研 ビジュアル理科事典 新規

東京書籍
もっと知りたい科学入門　すごく面白くてとてもよ
くわかる生物・化学・物理

新規

三起商行 ポカポカフレンズのおんがくえほんたいこ

ポプラ社 だいすき！ディズニーメロディーえほん

くもん出版 ＣＤ付き童謡カード２集

くもん出版 ＣＤ付き童謡カード３集

美術 開隆堂 美術　表現と鑑賞　―想いを形に―

保健体育 東洋館出版 くらしに役立つ保健体育

保健体育
全日本手をつなぐ育
成会

自立生活ハンドブック４からだ！！げんき！？

ジアース教育新社 見てわかるビジネスマナー集

日本教育研究出版
ひとりだちするための進路学習　あしたへのステッ
プ

東洋館出版 くらしに役立つ家庭

合同出版
イラスト版　手のしごと子どもとマスターする４９の
生活技術

日本教育研究出版 ひとりだちするための調理学習

家庭

国語

社会

数学

理科

音楽

職業


