
（別紙１）
寄贈物一覧(令和４年度教科書検定結果公開事業　令和５年度使用申請図書及び見本一覧)

学校種 教科 種目 発行者名 受理番号 分冊数 教科書記号・番号 図書名称
中学校 社会 社会（歴史的分野） 令書 103-251 1 国史教科書

高等学校 国語 国語表現 大修館 103- 81 1 国表701 国語表現
高等学校 国語 論理国語 東書 103- 57 1 論国701 新編論理国語
高等学校 国語 論理国語 東書 103- 58 1 論国702 精選論理国語
高等学校 国語 論理国語 三省堂 103- 59 1 論国703 精選論理国語
高等学校 国語 論理国語 三省堂 103- 60 1 論国704 新　論理国語
高等学校 国語 論理国語 大修館 103- 61 1 論国705 論理国語
高等学校 国語 論理国語 大修館 103- 62 1 論国706 新編　論理国語
高等学校 国語 論理国語 数研 103- 63 1 論国707 精選　論理国語
高等学校 国語 論理国語 数研 103- 64 1 論国708 論理国語
高等学校 国語 論理国語 明治 103- 65 1 論国709 精選　論理国語
高等学校 国語 論理国語 筑摩 103- 66 1 論国710 論理国語
高等学校 国語 論理国語 第一 103- 67 1 論国711 高等学校　論理国語
高等学校 国語 論理国語 第一 103- 68 1 論国712 高等学校　標準論理国語
高等学校 国語 論理国語 桐原 103- 69 1 論国713 探求　論理国語
高等学校 国語 文学国語 東書 103- 70 1 文国701 文学国語
高等学校 国語 文学国語 三省堂 103- 71 1 文国702 精選　文学国語
高等学校 国語 文学国語 三省堂 103- 72 1 文国703 新　文学国語
高等学校 国語 文学国語 大修館 103- 73 1 文国704 文学国語
高等学校 国語 文学国語 大修館 103- 74 1 文国705 新編　文学国語
高等学校 国語 文学国語 数研 103- 75 1 文国706 文学国語
高等学校 国語 文学国語 明治 103- 76 1 文国707 精選　文学国語
高等学校 国語 文学国語 筑摩 103- 77 1 文国708 文学国語
高等学校 国語 文学国語 第一 103- 78 1 文国709 高等学校　文学国語
高等学校 国語 文学国語 第一 103- 79 1 文国710 高等学校　標準文学国語
高等学校 国語 文学国語 桐原 103- 80 1 文国711 探求　文学国語
高等学校 国語 古典探究 東書 103- 82 1 古探701 新編古典探究
高等学校 国語 古典探究 東書 103- 83 2 古探702 精選古典探究　古文編

古探703 精選古典探究　漢文編
高等学校 国語 古典探究 三省堂 103- 84 2 古探704 精選　古典探究　古文編

古探705 精選　古典探究　漢文編
高等学校 国語 古典探究 大修館 103- 85 2 古探706 古典探究　古文編

古探707 古典探究　漢文編
高等学校 国語 古典探究 大修館 103- 86 1 古探708 精選　古典探究
高等学校 国語 古典探究 数研 103- 87 2 古探709 古典探究　古文編

古探710 古典探究　漢文編
高等学校 国語 古典探究 数研 103- 88 1 古探711 高等学校　古典探究
高等学校 国語 古典探究 文英堂 103- 89 1 古探712 古典探究
高等学校 国語 古典探究 明治 103- 90 2 古探713 精選　古典探究　古文編

古探714 精選　古典探究　漢文編
高等学校 国語 古典探究 筑摩 103- 91 2 古探715 古典探究　古文編

古探716 古典探究　漢文編
高等学校 国語 古典探究 第一 103- 92 2 古探717 高等学校　古典探究　古文編

古探718 高等学校　古典探究　漢文編
高等学校 国語 古典探究 第一 103- 93 1 古探719 高等学校　精選古典探究
高等学校 国語 古典探究 第一 103- 94 1 古探720 高等学校　標準古典探究
高等学校 国語 古典探究 桐原 103- 95 2 古探721 探求　古典探究　古文編

古探722 探求　古典探究　漢文編
高等学校 地理歴史 世界史探究 東書 103-107 1 世探701 世界史探究
高等学校 地理歴史 世界史探究 実教 103-108 1 世探702 世界史探究
高等学校 地理歴史 世界史探究 帝国 103-109 1 世探703 新詳世界史探究
高等学校 地理歴史 世界史探究 山川 103-110 1 世探704 詳説世界史
高等学校 地理歴史 世界史探究 山川 103-111 1 世探705 高校世界史
高等学校 地理歴史 世界史探究 山川 103-112 1 世探706 新世界史
高等学校 地理歴史 世界史探究 第一 103-113 1 世探707 高等学校　世界史探究
高等学校 地理歴史 日本史探究 東書 103-100 1 日探701 日本史探究
高等学校 地理歴史 日本史探究 実教 103-101 1 日探702 日本史探究
高等学校 地理歴史 日本史探究 実教 103-102 1 日探703 精選日本史探究　今につなぐ　未来をえがく
高等学校 地理歴史 日本史探究 清水 103-103 1 日探704 高等学校　日本史探究
高等学校 地理歴史 日本史探究 山川 103-104 1 日探705 詳説日本史
高等学校 地理歴史 日本史探究 山川 103-105 1 日探706 高校日本史
高等学校 地理歴史 日本史探究 第一 103-106 1 日探707 高等学校　日本史探究
高等学校 地理歴史 地図 二宮 103-114 1 地図707 コンパクト地理総合地図
高等学校 地理歴史 地理総合 帝国 103- 96 1 地総707 高校生の地理総合
高等学校 地理歴史 地理探究 東書 103- 97 1 地探701 地理探究
高等学校 地理歴史 地理探究 帝国 103- 98 1 地探702 新詳地理探究
高等学校 地理歴史 地理探究 二宮 103- 99 1 地探703 地理探究
高等学校 公民 倫理 東書 103-116 1 倫理701 倫理
高等学校 公民 倫理 実教 103-117 1 倫理702 詳述倫理
高等学校 公民 倫理 清水 103-118 1 倫理703 高等学校　新倫理
高等学校 公民 倫理 数研 103-119 1 倫理704 倫理
高等学校 公民 倫理 第一 103-120 1 倫理705 高等学校　倫理
高等学校 公民 政治・経済 東書 103-121 1 政経701 政治・経済
高等学校 公民 政治・経済 実教 103-122 1 政経702 詳述政治・経済
高等学校 公民 政治・経済 実教 103-123 1 政経703 最新政治・経済
高等学校 公民 政治・経済 清水 103-124 1 政経704 高等学校　政治・経済
高等学校 公民 政治・経済 数研 103-125 1 政経705 政治・経済
高等学校 公民 政治・経済 第一 103-126 1 政経706 高等学校　政治・経済
高等学校 公民 公共 数研 103-115 1 公共713 新版　公共
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学校種 教科 種目 発行者名 受理番号 分冊数 教科書記号・番号 図書名称
高等学校 数学 数学Ⅱ 東書 103-127 1 数Ⅱ716 数学Ⅱ　Essence
高等学校 数学 数学Ⅱ 東書 103-128 2 数Ⅱ717 新数学Ⅱ

数Ⅱ718 新数学Ⅱ　解答編
高等学校 数学 数学Ⅱ 数研 103-129 1 数Ⅱ719 新　高校の数学Ⅱ
高等学校 数学 数学Ⅲ 東書 103-130 1 数Ⅲ701 数学Ⅲ　Advanced
高等学校 数学 数学Ⅲ 東書 103-131 1 数Ⅲ702 数学Ⅲ　Standard
高等学校 数学 数学Ⅲ 実教 103-132 1 数Ⅲ703 数学Ⅲ　Progress
高等学校 数学 数学Ⅲ 実教 103-133 1 数Ⅲ704 新編数学Ⅲ
高等学校 数学 数学Ⅲ 啓林館 103-134 1 数Ⅲ705 数学Ⅲ
高等学校 数学 数学Ⅲ 啓林館 103-135 1 数Ⅲ706 新編数学Ⅲ
高等学校 数学 数学Ⅲ 啓林館 103-136 1 数Ⅲ707 深進数学Ⅲ
高等学校 数学 数学Ⅲ 数研 103-137 1 数Ⅲ708 数学Ⅲ
高等学校 数学 数学Ⅲ 数研 103-138 1 数Ⅲ709 高等学校　数学Ⅲ
高等学校 数学 数学Ⅲ 数研 103-139 1 数Ⅲ710 新編　数学Ⅲ
高等学校 数学 数学Ⅲ 数研 103-140 1 数Ⅲ711 最新　数学Ⅲ
高等学校 数学 数学Ⅲ 数研 103-141 1 数Ⅲ712 NEXT　数学Ⅲ
高等学校 数学 数学Ｂ 東書 103-142 1 数Ｂ701 数学Ｂ　Advanced
高等学校 数学 数学Ｂ 東書 103-143 1 数Ｂ702 数学Ｂ　Standard
高等学校 数学 数学Ｂ 東書 103-144 1 数Ｂ703 数学Ｂ　Essence
高等学校 数学 数学Ｂ 実教 103-145 1 数Ｂ704 数学B　Progress
高等学校 数学 数学Ｂ 実教 103-146 1 数Ｂ705 新編数学B
高等学校 数学 数学Ｂ 実教 103-147 1 数Ｂ706 高校数学B
高等学校 数学 数学Ｂ 啓林館 103-148 1 数Ｂ707 数学B
高等学校 数学 数学Ｂ 啓林館 103-149 1 数Ｂ708 新編数学B
高等学校 数学 数学Ｂ 啓林館 103-150 1 数Ｂ709 深進数学B
高等学校 数学 数学Ｂ 数研 103-151 1 数Ｂ710 数学B
高等学校 数学 数学Ｂ 数研 103-152 1 数Ｂ711 高等学校　数学B
高等学校 数学 数学Ｂ 数研 103-153 1 数Ｂ712 新編　数学B
高等学校 数学 数学Ｂ 数研 103-154 1 数Ｂ713 最新　数学B
高等学校 数学 数学Ｂ 数研 103-155 1 数Ｂ714 新　高校の数学B
高等学校 数学 数学Ｂ 数研 103-156 1 数Ｂ715 NEXT　数学B
高等学校 数学 数学Ｂ 第一 103-157 1 数Ｂ716 新編数学Ｂ
高等学校 数学 数学Ｃ 東書 103-158 1 数Ｃ701 数学C　Advanced
高等学校 数学 数学Ｃ 東書 103-159 1 数Ｃ702 数学C　Standard
高等学校 数学 数学Ｃ 実教 103-160 1 数Ｃ703 数学C　Progress
高等学校 数学 数学Ｃ 実教 103-161 1 数Ｃ704 新編数学C
高等学校 数学 数学Ｃ 啓林館 103-162 1 数Ｃ705 数学C
高等学校 数学 数学Ｃ 啓林館 103-163 1 数Ｃ706 新編数学C
高等学校 数学 数学Ｃ 啓林館 103-164 1 数Ｃ707 深進数学C
高等学校 数学 数学Ｃ 数研 103-165 1 数Ｃ708 数学Ｃ
高等学校 数学 数学Ｃ 数研 103-166 1 数Ｃ709 高等学校　数学Ｃ
高等学校 数学 数学Ｃ 数研 103-167 1 数Ｃ710 新編　数学Ｃ
高等学校 数学 数学Ｃ 数研 103-168 1 数Ｃ711 最新　数学Ｃ
高等学校 数学 数学Ｃ 数研 103-169 1 数Ｃ712 NEXT　数学Ｃ
高等学校 数学 数学Ｃ 第一 103-170 1 数Ｃ713 新編数学Ｃ
高等学校 理科 物理 東書 103-171 1 物理701 物理
高等学校 理科 物理 実教 103-172 1 物理702 物理
高等学校 理科 物理 啓林館 103-173 1 物理703 高等学校　物理
高等学校 理科 物理 啓林館 103-174 2 物理704 高等学校　総合物理１　様々な運動　熱　波

物理705 高等学校　総合物理２　電気と磁気　原子・分子の世
高等学校 理科 物理 数研 103-175 1 物理706 物理
高等学校 理科 物理 数研 103-176 2 物理707 総合物理１　力と運動・熱

物理708 総合物理２　波・電気と磁気・原子
高等学校 理科 物理 第一 103-177 1 物理709 高等学校　物理
高等学校 理科 化学 東書 103-178 2 化学701 化学　Vol.1　理論編

化学702 化学　Vol.2　物質編
高等学校 理科 化学 実教 103-179 1 化学703 化学　academia
高等学校 理科 化学 実教 103-180 1 化学704 化学
高等学校 理科 化学 啓林館 103-181 1 化学705 高等学校　化学
高等学校 理科 化学 数研 103-182 1 化学706 化学
高等学校 理科 化学 数研 103-183 1 化学707 新編　化学
高等学校 理科 化学 第一 103-184 1 化学708 高等学校　化学
高等学校 理科 生物 東書 103-185 1 生物701 生物
高等学校 理科 生物 実教 103-186 1 生物702 生物
高等学校 理科 生物 啓林館 103-187 1 生物703 高等学校　生物
高等学校 理科 生物 数研 103-188 1 生物704 生物
高等学校 理科 生物 第一 103-189 1 生物705 高等学校　生物
高等学校 理科 地学 啓林館 103-190 1 地学701 高等学校　地学
高等学校 芸術 音楽Ⅱ 教出 103-191 1 音Ⅱ701 音楽Ⅱ　Tutti+
高等学校 芸術 音楽Ⅱ 教芸 103-192 1 音Ⅱ702 高校生の音楽２
高等学校 芸術 音楽Ⅱ 教芸 103-193 1 音Ⅱ703 MOUSA2
高等学校 芸術 音楽Ⅱ 友社 103-194 1 音Ⅱ704 ON!２
高等学校 芸術 美術Ⅱ 光村 103-195 1 美Ⅱ701 美術２
高等学校 芸術 美術Ⅱ 日文 103-196 1 美Ⅱ702 高校生の美術２
高等学校 芸術 工芸Ⅱ 日文 103-197 1 工Ⅱ701 工芸Ⅱ
高等学校 芸術 書道Ⅱ 東書 103-198 1 書Ⅱ701 書道Ⅱ
高等学校 芸術 書道Ⅱ 教図 103-199 1 書Ⅱ702 書Ⅱ
高等学校 芸術 書道Ⅱ 教出 103-200 1 書Ⅱ703 書道　Ⅱ
高等学校 芸術 書道Ⅱ 光村 103-201 1 書Ⅱ704 書Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 東書 103-202 1 ＣⅡ701 All Aboard! English Communication　Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 東書 103-203 1 ＣⅡ702 Power On English Communication　Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 東書 103-204 1 ＣⅡ703 ENRICH LEARNING ENGLISH COMMUNICATION　Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 開隆堂 103-205 1 ＣⅡ704 Amity English Communication　Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 開隆堂 103-206 1 ＣⅡ705 APPLAUSE ENGLISH COMMUNICATION　Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 開隆堂 103-207 1 ＣⅡ706 Ambition English Communication　Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 三省堂 103-208 1 ＣⅡ707 CROWN English Communication Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 三省堂 103-209 1 ＣⅡ708 MY WAY English Communication Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 三省堂 103-210 1 ＣⅡ709 VISTA English Communication Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 大修館 103-211 1 ＣⅡ710 Crossroads English Communication Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 大修館 103-212 1 ＣⅡ711 PANORAMA English Communication 2
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高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 啓林館 103-213 1 ＣⅡ712 ELEMENT English Communication　Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 啓林館 103-214 1 ＣⅡ713 LANDMARK English Communication　Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 啓林館 103-215 1 ＣⅡ714 LANDMARK Fit English Communication　Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 数研 103-216 1 ＣⅡ715 BLUE MARBLE English Communication　Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 数研 103-217 1 ＣⅡ716 BIG DIPPER English Communication　Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 数研 103-218 1 ＣⅡ717 COMET English Communication　Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 文英堂 103-219 1 ＣⅡ718 Grove English Communication Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 増進堂 103-220 1 ＣⅡ719 FLEX English Communication　Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 第一 103-221 1 ＣⅡ720 CREATIVE English Communication Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 第一 103-222 1 ＣⅡ721 Vivid English Communication Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 桐原 103-223 1 ＣⅡ722 Heartening English Comｍunication　Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ いいずな 103-224 1 ＣⅡ723 New Rays  English Communication Ⅱ
高等学校 外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ CUP 103-225 1 ＣⅡ724 Cambridge　Experience　2
高等学校 外国語 論理・表現Ⅱ 東書 103-226 1 論Ⅱ701 NEW　FAVORITE　English　Logic　and　Expression
高等学校 外国語 論理・表現Ⅱ 開隆堂 103-227 1 論Ⅱ702 Amity English Logic and Expression　Ⅱ
高等学校 外国語 論理・表現Ⅱ 開隆堂 103-228 1 論Ⅱ703 APPLAUSE ENGLISH LOGIC AND EXPRESSION　Ⅱ
高等学校 外国語 論理・表現Ⅱ 三省堂 103-229 1 論Ⅱ704 CROWN Logic and Expression Ⅱ
高等学校 外国語 論理・表現Ⅱ 三省堂 103-230 1 論Ⅱ705 MY WAY Logic and ExpressionⅡ
高等学校 外国語 論理・表現Ⅱ 三省堂 103-231 1 論Ⅱ706 VISTA Logic and Expression Ⅱ
高等学校 外国語 論理・表現Ⅱ 大修館 103-232 1 論Ⅱ707 Genius English Logic and Expression Ⅱ
高等学校 外国語 論理・表現Ⅱ 啓林館 103-233 1 論Ⅱ708 Vision Quest English Logic and Expression　Ⅱ　Ace
高等学校 外国語 論理・表現Ⅱ 啓林館 103-234 1 論Ⅱ709 Vision Quest English Logic and Expression Ⅱ Hope
高等学校 外国語 論理・表現Ⅱ 数研 103-235 1 論Ⅱ710 EARTHRISE English Logic and Expression Ⅱ
高等学校 外国語 論理・表現Ⅱ 数研 103-236 1 論Ⅱ711 EARTHRISE English Logic and Expression Ⅱ
高等学校 外国語 論理・表現Ⅱ 数研 103-237 1 論Ⅱ712 BIG DIPPER English Logic and Expression Ⅱ
高等学校 外国語 論理・表現Ⅱ 増進堂 103-238 1 論Ⅱ713 MAINSTREAM English Logic and Expression　Ⅱ
高等学校 外国語 論理・表現Ⅱ 桐原 103-239 1 論Ⅱ714 FACTBOOK English Logic and Expression　Ⅱ
高等学校 外国語 論理・表現Ⅱ いいずな 103-240 1 論Ⅱ715 Harmony English Logic and Expression Ⅱ
高等学校 外国語 論理・表現Ⅱ いいずな 103-241 1 論Ⅱ716 be English Logic and Expression Ⅱ Clear
高等学校 外国語 論理・表現Ⅱ いいずな 103-242 1 論Ⅱ717 be English Logic and Expression Ⅱ Smart
高等学校 情報 情報Ⅱ 東書 103-  1 1 情Ⅱ701 情報Ⅱ
高等学校 情報 情報Ⅱ 実教 103-  2 1 情Ⅱ702 情報Ⅱ
高等学校 情報 情報Ⅱ 日文 103-  3 1 情Ⅱ703 情報Ⅱ
高等学校 農業 草花 実教 103-  5 1 農業708 草花
高等学校 農業 農業機械 実教 103-  7 1 農業709 農業機械
高等学校 農業 生物活用 実教 103-  8 1 農業711 生物活用
高等学校 農業 栽培と環境 実教 103-  6 1 農業710 栽培と環境
高等学校 工業 電子機械 実教 103- 10 1 工業736 電子機械
高等学校 工業 自動車整備 実教 103- 12 1 工業737 自動車整備
高等学校 工業 電気機器 実教 103- 13 1 工業738 電気機器
高等学校 工業 電気機器 オーム 103- 14 1 工業739 電気機器
高等学校 工業 電力技術 実教 103- 15 2 工業740 電力技術１

工業741 電力技術２
高等学校 工業 電力技術 オーム 103- 16 2 工業742 電力技術１

工業743 電力技術２
高等学校 工業 電子技術 実教 103- 17 1 工業744 電子技術
高等学校 工業 電子回路 実教 103- 18 1 工業745 電子回路
高等学校 工業 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ技術 実教 103- 19 1 工業746 プログラミング技術
高等学校 工業 ﾊｰﾄﾞｳｪｱ技術 実教 103- 20 1 工業747 ハードウェア技術
高等学校 工業 建築構造設計 実教 103- 22 1 工業748 建築構造設計
高等学校 工業 建築計画 実教 103- 21 1 工業749 建築計画
高等学校 工業 土木施工 実教 103- 25 1 工業750 土木施工
高等学校 工業 土木構造設計 実教 103- 24 2 工業751 土木構造設計１

工業752 土木構造設計２
高等学校 工業 化学工学 実教 103- 26 1 工業753 化学工学
高等学校 工業 工業環境技術 実教 103-  9 1 工業754 工業環境技術
高等学校 工業 生産技術 実教 103- 11 1 工業755 生産技術
高等学校 工業 土木基盤力学 実教 103- 23 1 工業756 土木基盤力学　水理学　土質力学
高等学校 商業 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 実教 103- 27 1 商業718 マーケティング
高等学校 商業 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 東法 103- 28 1 商業719 マーケティング
高等学校 商業 原価計算 実教 103- 38 1 商業720 原価計算
高等学校 商業 原価計算 東法 103- 39 1 商業721 原価計算
高等学校 商業 原価計算 TAC 103- 41 1 商業723 原価計算
高等学校 商業 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 実教 103- 44 1 商業724 最新プログラミング　オブジェクト指向プログラミング
高等学校 商業 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 実教 103- 45 1 商業725 プログラミング　～VBA～
高等学校 商業 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 東法 103- 46 1 商業726 プログラミング
高等学校 商業 財務会計Ⅰ 実教 103- 33 1 商業727 高校財務会計Ⅰ
高等学校 商業 財務会計Ⅰ 実教 103- 34 1 商業728 新財務会計Ⅰ
高等学校 商業 財務会計Ⅰ 東法 103- 35 1 商業729 財務会計Ⅰ
高等学校 商業 財務会計Ⅰ TAC 103- 37 1 商業731 財務会計Ⅰ
高等学校 商業 商品開発と流通 実教 103- 29 1 商業732 商品開発と流通
高等学校 商業 商品開発と流通 東法 103- 30 1 商業733 商品開発と流通
高等学校 商業 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ経済 実教 103- 31 1 商業734 グローバル経済
高等学校 商業 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ経済 東法 103- 32 1 商業735 グローバル経済
高等学校 商業 ｿﾌﾄｳｪｱ活用 実教 103- 42 1 商業736 ソフトウェア活用
高等学校 商業 ｿﾌﾄｳｪｱ活用 東法 103- 43 1 商業737 ソフトウェア活用
高等学校 家庭（専門） ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ 教図 103- 51 1 家庭702 フードデザイン Food Change LIFE
高等学校 家庭（専門） ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ 実教 103- 52 1 家庭703 フードデザイン
高等学校 家庭（専門） 生活産業情報 実教 103- 47 1 家庭704 生活産業情報
高等学校 家庭（専門） ﾌｧｯｼｮﾝ造形基礎 実教 103- 50 1 家庭705 ファッション造形基礎
高等学校 家庭（専門） 保育基礎 教図 103- 48 1 家庭706 保育基礎　ようこそ，ともに育ち合う保育の世界へ
高等学校 家庭（専門） 保育基礎 実教 103- 49 1 家庭707 保育基礎
高等学校 情報（専門） 情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ 実教 103- 54 1 情報705 情報デザイン
高等学校 情報（専門） 情報ｾｷｭﾘﾃｨ 実教 103- 53 1 情報704 情報セキュリティ
高等学校 福祉 生活支援技術 実教 103- 55 1 福祉703 生活支援技術
高等学校 福祉 こころとからだの理解 実教 103- 56 1 福祉704 こころとからだの理解
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寄贈物一覧（図書以外） 

 
・中学校学習指導要領 
・高等学校学習指導要領 
・義務教育諸学校教科用図書検定基準・高等学校教科用図書検定基準・教科用図書検定規

則・教科用図書検定細則・教科用図書検定調査審議会令・教科用図書検定調査審議会運

営規則・教科用図書検定調査審議会の会議等の公開について 
・教科書制度の概要（平成 30 年 6 月） 
 
以下については、電子媒体により寄贈。 
 
・検定審査申請書 
・編集趣意書（申請時）・添付資料 
・調査意見書 
・判定案 
・検定意見書 
・意見申立書 
・修正表 
・不合格関係資料 
・編集趣意書（検定決定後） 
・議事要旨 
・著作関係者名簿 
・外国語音声スクリプト 
・令和５年度使用教科書目録（小学校・中学校・高等学校・特別支援学校） 
・検定基準３－（２）に係る検定意見数一覧 
・検定基準の観点ごとの意見数一覧 
・検定公開実施要項 
・申請図書・見本一覧 
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