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 1. 手続き概要

a. 様式の入手方法等
 

	● 教科書デジタルデータの提供申請に必要な様式は、下記のホームページからダウンロードが可能です。

【文部科学省ホームページ】

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/kakudai/1246126.htm	

ボランティア団体等向け申請様式等＞教科書デジタルデータの提供に係る必要な様式について（ボランティア団体等）

 

【AEMC（データ管理機関）ホームページ】

https://aemc.jp/for-volunteer/

Top ページ＞ボランティア団体等向け情報

  

	● 教科書デジタルデータが申請できる教科書の一覧は、文部科学省の HP に掲載されている「教科書目録」よりご確認下さい。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/mokuroku.htm

	● データ管理機関への送付宛先は、毎年度始期に、文部科学省から文部科学省通達されます。

	● 必要書類が全て揃わないと受付がされません。ご注意下さい。
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AEMC（ データ管理機関）

 1. 手続き概要

b. 必要となる様式の全体像

教科書発行者

一般社団法人教科書協会

要提供教科書デジタルデータ通知書（ 様式２）

教科書デジタルデータ提供希望届出書（ 様式１）

教科書デジタルデータ提供希望届出書（ 様式３）

教科書デジタルデータ使用者名簿（ 別添）

教科用特定図書等発行完了報告書（ 様式４）

教科用図書複製通知書（ 別添３）

複製教科書一覧（ 別紙）

ボランティア団体等



1. 手続き概要

c．手続きの流れ
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２. 手続き詳細

a. データ提供依頼 -①【教科書デジタルデータ提供希望届出書】
【 教科書デジタルデータ提供希望届出書】（ 様式１）

教科書デジタルデータの提供を希望する教科書の情報をご記入ください。

EXCEL への直接入力もしくは、手書きにてご対応ください。

別添「新規届出者記入様式」については、初めてデータ提供申請をする場合のみ提出ください。

・	代表者氏名と住所は、 データの送付先ではな

く、 団体登録上の代表者の氏名と住所を記載

してください。

団体代表者の氏名と住所

・	デジタルデータの送付先が団体登録上の代表

者と異なる場合にのみ記載してください。

・	送付に関してご連絡をする場合があるため、 ご

連絡が可能な電話番号、 FAX番号、 Email

アドレスの記入をお願いいたします。

送付先氏名と住所

・	EPUBデータの申請は、 小

学校、 中学校教科書の全文

のみ申請可能です。

データ形式（ リストから選択）

・	申請時に参照している「 教科書目録」 の仕様

年度を記入してください。

・	使用年度の違う教科書を申請する際には、 そ

れぞれで申請書を作成し、 申請してください。

（ 様式３もそれぞれ作成）

年度用

・	申請の受付開始時期に関しては、 毎年度文部科

学省より送付されます。

「 前期・通年」「 後期」

この様式は、

AEMC（ データ管理機関） へ

Email、 FAX もしくは郵送にて

提出ください。
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２. 手続き詳細

a. データ提供依頼 -②【教科書デジタルデータ使用制限承諾書】
【 教科書デジタルデータ使用制限承諾書】（ 様式３）

教科書デジタルデータを使用するにあたって用途・管理方法等について遵守することを

承諾し、ご記入ください。

・	申請ごとに　【 様式３】（ 別添含む） を必ず作

成し、【 様式１】 と一緒に Email もしくは、
FAX、 郵送にて提出ください。

・	　【 様式３】 は、 年に一度の提出ではなく、 申

請ごとに必要となります。

様式３と様式１はセットになります

・	　「 教科書デジタルデータ提供希望届出書」 に

記入した申請日と同じ日付を記入してくださ

い。

この様式は、

AEMC（ データ管理機関） へ

Email、 FAX もしくは郵送にて

提出ください。

押印は不要になりました

日付の入力

ユーザー IDが不明な場合は空欄でかまいま

せん。
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２. 手続き詳細

a. データ提供依頼 -②【教科書デジタルデータ使用制限承諾書（別添）】
【 教科書デジタルデータ使用制限承諾書（ 様式３　別添）】

提供申請した教科書デジタルデータを利用するボランティア団体員の

氏名および住所をご記入ください。

・	対応する「 提供希望届出書」 で申請したデー

タの利用者全員の情報を記載してください。

・	氏名・住所を記載した全員が、【 様式３】 に

記載の利用制限の遵守に同意したことになりま

す。

データ利用者は全員記入

・	「 利用者住所」 には、 教科書デジタルデータを

使用する場所の住所を正確に（ 番地まで） ご

記入ください。

正確に住所を記入ください

この様式は、

AEMC（ データ管理機関） へ

Email、 FAX もしくは郵送にて

提出ください。

・	記入欄が不足する場合は、 適宜記入欄を追加

してご対応ください。

欄が不足する場合
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２. 手続き詳細

b. 複製通知 -①【教科用図書複製通知書】
【教科用図書複製通知書】

著作権法に基づき、この様式の別紙に記載する教科書を複製して、

教科用特定図書等を作成しますという通知を、原本発行者に発するものです。

・	教科用図書複製申請書は、 教科書デジタルデータの申請

をする際に、 必ず（ 社） 教科書協会へご送付ください。

・	ただし、 ボランティア団体等が教科書デジタルデータと同

じ原本教科書を入手するために、

　「 教科用拡大図書等の作成のための原本教科書提供依

頼書（ 兼教科用図書複製通知書） を、（ 社） 教科書協会

宛てに提出している場合には、 この様式の提出は必要あ

りません。

（ 教科書デジタルデータの提供だけを入手する場合には、

必ずこの様式を提出してください）

毎回必ず提出します

この様式は、

一般社団法人　教科書協会へ

郵送にて提出ください。
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２. 手続き詳細

b. 複製通知 -①【教科用図書複製通知書（別紙）】
【 教科用図書複製通知書（ 別紙）】

教科書目録を確認しながら、教科用特定図書等を作成する（複製する）

教科書の情報をご記入ください。

・	記入欄が不足する場合は、 適宜記入欄を追加

するなどご対応ください。

この様式（ 別紙） は、

「 通知書」 に添えて

一般社団法人教科書協会に

郵送にて提出ください。

欄が不足する場合
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２. 手続き詳細

c. 完了報告 -①【教科用特定図書等発行完了報告書）】
【 教科用特定図書等発行完了報告書】　（ 様式４）

完成・発行した教科用特定図書の種類や提出先についての報告となります。

記入順は発行者ごと、利用データごと連続させてご記入ください。

・	分冊がある場合は、 行を分けて、 括弧書きで

分冊名をご記入ください。

分冊の表記

この様式は、

AEMC（ データ管理機関） へ

郵送してください。

・	同じ教科書を、 異なる学校に供給した場合は、

行を分けてご記入ください。

・	発行したことを確認できる資料として、 発行し

た図書の表紙および本文数ページをコピーし。

この様式に添付してご送付ください。

・	この様式はデータ申請した教科書の全ての分冊

を提供したあとに送付ください。 教科書の発行

年度中のご送付にできる限りご協力ください。

報告書提出期限

・	完了報告が必要なのは無償給与外（ 主に高等学校） の教科書です。 無償給与される（ 小・中学校） 教科書は記載する

必要がありません。

・	またデジタルデータ受領後、 キャンセル等により拡大教科書を作成していない教科書も記載いただく必要はありません。

完了報告が必要な教科書について

供給先が違う場合

作成した教科用特定図書のコピーを添付



２. 手続き詳細

d. データ返却 -①手続きの流れ
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教科書デジタルデータの使用が終了した後に、ボランティア団体の代表者は、全ての使用済み教科書デジタルデータの CD／ DVD を収集し、

返却準備を行います。

収集した CD／ DVDはダンボール箱等に梱包し、 AEMC（ データ管理機関） へ返送してください。

各年 2回、 AEMC（ データ管理

機関） より「 教科書デジタルデー

タ返却のご案内」が送付されます。

配布された CD/DVD は、 使用が

終わった後、全て集約し、ダンボー

ル箱等に梱包してください。

「 教科書デジタルデータ返却のご案内」 に記載されてい

る締切までに、 AEMCに返却します。

返送方法は指定された宅配便を使用し、 着払いで返送

ください。

STEP I STEP II STEPIII

教科書デジタルデータ

返却のご案内

教科書デジタルデータ CD　もしくは　DVD

返却届出書

各団体、年２回のみ返送をお願いしております。

返送先

返送先の住所は、AEMC（データ管理機関）より送付する

「教科書デジタルデータ返却のご案内」に記載しています。
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２. 手続き詳細

d. データ返却 -②【教科書デジタルデータ返却届出書】
「 教科書デジタルデータ返却届出書」

利用し終えた教科書デジタルデータが格納されている電子媒体の情報を

記載し、案内にしたがって返却してください。

・	提供済みのデータ一覧を同封します。	

返却するデータの「 現在の状況」 欄に「 今回

返却」 を「 ○」 で囲んでください。

・	返却しないデータについても「 現在の状況」

欄の該当する項目を「 ○」 で囲んでください。

「 提供データ一覧」

この様式は、

AEMC（ データ管理機関） へ

郵送してください。



３．送付先情報／様式および送付先一覧
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手続きに必要な様式

様式名

送付先および方法

データ管理機関

（ AEMC)

Email

FAX ・郵送

Email

FAX ・郵送

ー

郵送

郵送

教科書協会

ー

ー

郵送

ー

ー

データ

提供申請

複製通知

完了報告

データ

返却

教科書デジタルデータ提供希望届出書 様式１

教科書デジタルデータ提供希望届出書 様式３

教科用図書複製通知書 別添３

教科用特定図書等発行完了報告書 様式４

教科書デジタルデータ返却届出書

AEMCから

送付

（ 共通）



15

３．送付先情報／郵送先住所一覧

一般社団法人　教科書協会

データ管理機関

〒135-0015

東京都江東区千石１丁目９番２８号　担当者宛

データ管理機関の連絡先は、 毎年度、 文部科学省より通達されます。


