
付議案第50号 

教科用図書について 

上記の付議案を提出する。 

令和２年７月27日 

福岡市教育委員会 

教育長 星子 明夫 

理由 

 本件は，小学校，中学校，小・中学校特別支援学級及び特別支援学校小・中学部に

おいて令和３年度に使用する教科用図書を採択する必要があるので，福岡市教育委員

会事務委任規則第２条第１項第８号の規定により付議するものである。 

教科用図書について 

 令和３年度使用小学校，中学校，小・中学校特別支援学級及び特別支援学校小・中

学部用教科用図書の採択を行うもの。 
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１ 小学校用教科用図書 

（１）全教科の教科用図書について

令和２年度と同一の教科用図書を採択する。

発行者名 書名 使用学年 

国
語 

国語 
光村図書出版
株式会社 

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 

１～６年 

書写 
光村図書出版
株式会社 

しょしゃ 一ねん しょしゃ 二ねん 書写 三年 
書写四年  書写五年  書写六年 

１～６年 

社
会 

社会 
教育出版 
株式会社 

小学社会 ３年  小学社会 ４年 
小学社会 ５年  小学社会 ６年 

３～６年 

地図 
株式会社 
帝国書院 

楽しく学ぶ 小学生の地図帳 
３・４・５・６年 

３～６年 

算数 
東京書籍 
株式会社 

あたらしい さんすう １上 さんすうのとびら 
あたらしい さんすう １下 さんすうだいすき 
新しい算数 ２上 考えるって おもしろい！ 
新しい算数 ２下 考えるって おもしろい！ 
新しい算数 ３上 考えるって おもしろい！ 
新しい算数 ３下 考えるって おもしろい！ 
新しい算数 ４上 考えると見方がひろがる！ 
新しい算数 ４下 考えると見方がひろがる！ 
新しい算数 ５上 考えると見方がひろがる！ 
新しい算数 ５下 考えると見方がひろがる！ 
新しい算数 ６  数学へジャンプ！ 

１～６年 

理科 
大日本図書 
株式会社 

たのしい理科 ３年  たのしい理科 ４年 
たのしい理科 ５年  たのしい理科 ６年 

３～６年 

生活 
東京書籍 
株式会社 

どきどき わくわく あたらしい せいかつ 上 
あしたへ ジャンプ 新しい 生活 下 

１・２年 

音楽 
株式会社 
教育芸術社 

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 小学生の音楽５ 小学生の音楽６ 

１～６年 

図画工作 
日本文教出版 
株式会社 

ずがこうさく１・２上 たのしいな おもしろいな 
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年上 見つけたよ ためしたよ 
図画工作３・４年下 見つけたよ ためしたよ 
図画工作５・６年上 見つめて 広げて 
図画工作５・６年下 見つめて 広げて 

１・２年 

３・４年 

５・６年 

家庭 
東京書籍 
株式会社 

新しい家庭 ５・６ ５・６年 

保健 
株式会社 
光文書院 

小学ほけん ３・４年 小学保健 ５・６年 
３・４年 
５・６年 

英語 
東京書籍 
株式会社 

NEW HORIZON Elementary English Course ５ 
NEW HORIZON Elementary English Course ６ 

５・６年 

道徳 
株式会社 
光文書院 

しょうがく どうとく ゆたかな こころ １年 
小学 どうとく ゆたかな こころ ２年 
小学 どうとく ゆたかな 心 ３年 
小学 どうとく ゆたかな 心 ４年 
小学 道徳 ゆたかな 心 ５年 
小学 道徳 ゆたかな 心 ６年 

１～６年 
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２ 中学校用教科用図書 

（１）全教科の教科用図書について

福岡市教科用図書調査研究委員会の調査研究報告書，学校長意見及び市民意見等を踏まえ，

教育委員会において選定し採択する。 
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３  小学校・中学校特別支援学級及び特別支援学校小学部・中学部教科用図書 

（１）文部科学省検定済教科用図書

特別支援学校小学部及び小学校特別支援学級については小学校用，特別支援学校中学部及び中

学校特別支援学級については中学校用として採択するものと同一のものを採択する。 

（２）文部科学省著作教科用図書

文部科学省発行の特別支援学校用教科書目録（令和３年度使用）に掲載の図書を採択する。

① 特別支援学校小学部知的障がい者用

種 目 発行者 番 号 図書名 

国 語 東京書籍 

国語Ｃ－１２１ こくご ☆ 

国語Ｃ－１２２ こくご ☆☆

国語Ｃ－１２３ こくご ☆☆☆ 

算 数 教育出版 

算数Ｃ－１２１ さんすう ☆ 

算数Ｃ－１２２ さんすう ☆☆（１）

算数Ｃ－１２３ さんすう ☆☆（２）

算数Ｃ－１２４ さんすう ☆☆☆

音 楽 東京書籍 

音楽Ｃ－１２１ おんがく ☆ 

音楽Ｃ－１２２ おんがく ☆☆

音楽Ｃ－１２３ おんがく ☆☆☆

② 特別支援学校中学部知的障がい者用

種 目 発行者 番 号 図書名 

国 語 東京書籍 
国語Ｃ－７２１ 国語 ☆☆☆☆

国語Ｃ－７２２ 国語 ☆☆☆☆☆

数 学 教育出版 
数学Ｃ－７２１ 数学 ☆☆☆☆

数学Ｃ－７２２ 数学 ☆☆☆☆☆

音 楽 東京書籍 
音楽Ｃ－７２１ 音楽 ☆☆☆☆

音楽Ｃ－７２２ 音楽 ☆☆☆☆☆

③ 小学校・中学校特別支援学級については，特別支援学校小学部知的障がい者用及び特別支援

学校中学部知的障がい者用として採択するものと同一のものを採択する。
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