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は し が き 
１ この教科書目録は，「教科書の発行に関する臨時措置法」第６条第１項の規定に

より，指定教科書発行者の届出に基づき文部科学省において作成したものです。 
 

２ 義務教育諸学校において使用する教科書は，「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５項等の規定により，すべて教科書目録に登載さ

れた教科書のうちから採択しなければなりません（学校教育法附則第９条の規定に

よる教科用図書を除く。）。 
 

３ 目録中，予定定価欄に記載された金額は，書目の届出時における教科書の

定価認可基準等を参考として設定された予定額であり，実際に使用される際

の定価は，文部科学大臣が当該教科書の使用年度に対応した定価認可基準を

定めた後，認可されます。このため，予定定価と実際に使用される際の定価

が異なることがあります。 

 

４ 目録中，教科書の記号・番号欄にある「※」は，「障害のある児童及び生

徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」第６条第１項に

基づく教科用拡大図書の標準的な規格に基づき作成した教科用拡大図書（以

下「拡大教科書」という。）が教科書発行者から発行される予定があること

を示しています。 

  なお，拡大教科書のサイズ，分冊数，字体（フォント），文字サイズなど

の詳細は，文部科学省ホームページに掲載する予定です。 

 

５ 目録中，教科書の記号・番号欄にある「◆」は，学校教育法等の一部を改

正する法律（平成３０年法律第３９号）による改正後の学校教育法（昭和２

２年法律第２６号）第３４条第２項に規定する教材（以下「学習者用デジタ

ル教科書」という。）が教科書発行者から発行される予定があることを示し

ています。 

 

６ この目録に登載された中学校（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期

課程を含む。）用教科書の種目別の種類数・点数は，次の表のとおりです。 
 

種    目 種類数 点 数 種    目 種類数 点 数 

 

国      語 

書      写 

社会（地理的分野） 

社会（歴史的分野） 

社会（公民的分野） 

地      図 

数      学 

理      科 

音楽（一  般） 

音楽（器楽合奏） 

種 

４ 

４ 

４ 

８ 

６ 

２ 

７ 

５ 

２ 

２ 

点 

１２ 

４ 

４ 

８ 

６ 

２ 

２４ 

１５ 

６ 

２ 

 

美 術 

保 健 体 育 

技術・家庭（技術分野） 

技術・家庭（家庭分野） 

英      語 

道      徳 

種 

３ 

４ 

３ 

３ 

６ 

７ 

点 

７ 

４ 

４ 

３ 

１８ 

２７ 

 

合   計 

種 

７０ 

点 

１４６ 

（２１者） 
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国語　　国語

発行者 使用 教科書 判型 予　定 検定

の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　作　者

・略称 学年 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 国語 Ｂ５ 相澤　秀夫

701 828 令2 野矢　茂樹

東 書 ※／◆ 342 ほか76名

国語 Ｂ５
801 828 令2

※／◆ 346
国語 Ｂ５
901 856 令2

※／◆ 354
15 国語 Ｂ５ 中洌　正堯

702 828 令2

三省堂 ※／◆ 357 ほか３６名

国語 Ｂ５
802 828 令2

※／◆ 357
国語 Ｂ５
902 856 令2

※／◆ 341
17 国語 Ｂ５ 児玉 忠

703 828 令2 植山 俊宏

教 出 ※／◆ 354 丹藤 博文　ほか45名

国語 Ｂ５
803 828 令2

※／◆ 366
国語 Ｂ５
903 856 令2

※／◆ 354
38 国語 B5 甲斐 睦朗

704 828 令2 髙木 まさき

光 村 ※／◆ 340 ほか28名

国語 B5
804 828 令2

※／◆ 336
国語 B5
904 856 令2

※／◆ 324

国語　　書写

発行者 使用 教科書 判型 予　定 検定

の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　作　者

・略称 学年 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 書写 ＡＢ 平形　精逸

701 451 令2

東 書 ※／◆ 146 ほか20名

15 書写 Ｂ５ 中洌　正堯

702 451 令2

三省堂 ※／◆ 130 ほか７名

17 書写 ＡＢ 角井 博

703 451 令2 加藤 祐司

教出 ※／◆ 146 長野 秀章　ほか20名

38 書写 B5 宮澤 正明

704 451 令2

光 村 ※ 158 ほか13名

1-3 中学書写　一・二・三年

　※教科書の記号・番号欄の「※」は拡大教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)
　※教科書の記号・番号欄の「◆」は学習者用デジタル教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)

1-3 新しい書写　一・二・三年

1-3 現代の書写 一・二・三

1-3 中学書写

1 国語１

2 国語２

3 国語３

1 伝え合う言葉　中学国語１

2 伝え合う言葉　中学国語２

3 伝え合う言葉　中学国語３

1 現代の国語 １

2 現代の国語 ２

3 現代の国語 ３

　※教科書の記号・番号欄の「※」は拡大教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)
　※教科書の記号・番号欄の「◆」は学習者用デジタル教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)

1 新しい国語　１

2 新しい国語　２

3 新しい国語　３
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社会　　社会（地理的分野）

発行者 使用 教科書 判型 予　定 検定

の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　作　者

・略称 学年 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 地理 ＡＢ 矢ケ﨑　典隆

701 801 令2 坂上　康俊　谷口　将紀

東 書 ※／◆ 302 ほか108名

17 地理 ＡＢ 竹内 裕一

702 801 令2

教 出 ※／◆ 308 ほか26名

46 地理 ＡＢ 加賀美 雅弘

703 801 令2

帝 国 ※／◆ 310 ほか22名

116 地理 ＡＢ 水内 俊雄

704 801 令2

日 文 ※／◆ 298 ほか67名

社会　　社会（歴史的分野）

発行者 使用 教科書 判型 予　定 検定

の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　作　者

・略称 学年 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 歴史 ＡＢ 坂上　康俊

705 801 令2 矢ケ﨑　典隆　谷口　将紀

東 書 ※／◆ 308 ほか108名

17 歴史 ＡＢ 久留島 典子

706 801 令2

教 出 ※／◆ 318 ほか28名

46 歴史 ＡＢ 黒田 日出男

707 801 令2

帝 国 ※／◆ 310 ほか14名

81 歴史 ＡＢ 橋場 弦

708 801 令2 桜井 英治

山 川 ※／◆ 296 ほか21名

116 歴史 ＡＢ 藤井 讓治

709 801 令2

日 文 ※／◆ 336 ほか59名

225 歴史 ＡＢ 藤岡 信勝　

712 新しい歴史教科書 801 令３

自由社 312 ほか10名

227 歴史 ＡＢ 伊藤 隆

710 801 令2

育鵬社 ※ 318 ほか27名

229 歴史 A4 安井 俊夫

711 801 令2

学び舎 308 ほか26名

1-3 中学社会　歴史的分野

1-3 ［最新］新しい日本の歴史

1-3 ともに学ぶ人間の歴史

1-3

1-3 中学社会　歴史　未来をひらく

1-3
社会科　中学生の歴史
日本の歩みと世界の動き

1-3 中学歴史　日本と世界

1・2
社会科　中学生の地理
世界の姿と日本の国土

1・2 中学社会　地理的分野

　※教科書の記号・番号欄の「※」は拡大教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)
　※教科書の記号・番号欄の「◆」は学習者用デジタル教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)

1-3 新しい社会 歴史

　※教科書の記号・番号欄の「※」は拡大教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)
　※教科書の記号・番号欄の「◆」は学習者用デジタル教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)

1・2 新しい社会　地理

1・2 中学社会　地理　地域にまなぶ
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社会　　社会（公民的分野）

発行者 使用 教科書 判型 予　定 検定

の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　作　者

・略称 学年 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 公民 ＡＢ 谷口　将紀

901 801 令2 矢ケ﨑　典隆　　坂上　康俊

東 書 ※／◆ 262 ほか108名

17 公民 ＡＢ 成田 喜一郎

902 801 令2

教 出 ※／◆ 272 ほか27名

46 公民 ＡＢ 江口 勇治

903 801 令2

帝 国 ※／◆ 246 ほか16名

116 公民 ＡＢ 野間 敏克

904 801 令2

日 文 ※／◆ 264 ほか61名

225 公民 ＡＢ 小山 常実　

905 801 令2

自由社 270 ほか10名

227 公民 ＡＢ 川上 和久

906 801 令2

育鵬社 ※ 254 ほか25名

社会　　地図

発行者 使用 教科書 判型 予　定 検定

の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　作　者

・略称 学年 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 地図 ＡB 矢ケ﨑　典隆

701 1,138 令2 石丸　哲史

東 書 ※／◆ 192 ほか13名

46 地図 A4 株式会社 帝国書院

702 1,138 令2 代表者 佐藤 清

帝 国 ※／◆ 188 ほか11名

　※教科書の記号・番号欄の「※」は拡大教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)
　※教科書の記号・番号欄の「◆」は学習者用デジタル教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)

1-3 新しい社会　地図

1-3 中学校社会科地図

3 中学社会　公民的分野

3 新しい公民教科書

3 ［最新］新しいみんなの公民

　※教科書の記号・番号欄の「※」は拡大教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)
　※教科書の記号・番号欄の「◆」は学習者用デジタル教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)

3 新しい社会　公民

3 中学社会　公民　ともに生きる

3
社会科　中学生の公民
よりよい社会を目指して
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数学　　数学

発行者 使用 教科書 判型 予　定 検定

の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　作　者

・略称 学年 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 数学 Ｂ５ 藤井　斉亮

701 633 令2 真島　秀行

東 書 ※／◆ 312 ほか94名

数学 Ｂ５
801 633 令2

※／◆ 250
数学 Ｂ５
901 633 令2

※／◆ 284
4 数学 Ｂ５ 相馬　一彦

702 633 令2 ほか25名

大日本 ※／◆ 324
数学 Ｂ５
802 633 令2

※／◆ 250
数学 Ｂ５
902 633 令2

※／◆ 302
11 数学 Ｂ５ 池田 敏和

703 633 令2 一松　信　　岡田 褘雄

学 図 ※／◆ 316 植村　哲郎　　町田彰一郎  ほか43名

数学 Ｂ５
803 633 令2

※／◆ 270
数学 Ｂ５
903 633 令2

※／◆ 310
17 数学 Ｂ５ 坂井 裕

704 633 令2 小谷 元子

教 出 ※／◆ 332 ほか30名

数学 Ｂ５
804 633 令2

※／◆ 280
数学 Ｂ５
904 633 令2

※／◆ 306
61 数学 Ｂ５ 岡本 和夫  森杉 馨

705 633 令2 根本 博  永田 潤一郎

啓林館 ※／◆ 336 ほか129名

数学 Ｂ５
805 633 令2

※／◆ 264
数学 Ｂ５
905 633 令2

※／◆ 320

1 未来へひろがる数学 １

2 未来へひろがる数学 ２

3 未来へひろがる数学 ３

1 中学数学　１

2 中学数学　２

3 中学数学　３

1 中学校数学１

2 中学校数学２

3 中学校数学３

1 数学の世界１

2 数学の世界２

3 数学の世界３

1 新しい数学１

2 新しい数学２

3 新しい数学３

　※教科書の記号・番号欄の「※」は拡大教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)
　※教科書の記号・番号欄の「◆」は学習者用デジタル教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)
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発行者 使用 教科書 判型 予　定 検定

の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　作　者

・略称 学年 ・番号 ページ数 （円） 済年

104 数学 Ｂ５ 岡部 恒治

706 528 令2 ほか41名

数 研 ※／◆ 312
数学 Ｂ５
707 105 令2

※／◆ 50
数学 Ｂ５ 岡部 恒治

806 528 令2 ほか40名

※／◆ 254
数学 Ｂ５
807 105 令2

※／◆ 50
数学 Ｂ５ 岡部 恒治

906 528 令2 ほか41名

※／◆ 312
数学 Ｂ５
907 105 令2

※／◆ 58
116 数学 Ｂ５ 重松 敬一

708 633 令2 小山 正孝

日文 ※／◆ 324 飯田 慎司　ほか38名

数学 Ｂ５
808 633 令2

※／◆ 254
数学 Ｂ５
908 633 令2

※／◆ 296
3 中学数学３

3

日々の学びに数学的な見方・考え方を
はたらかせる　これからの 数学３ 

見方・考え方がはたらき，問題解決の
チカラが高まる　これからの 数学３
探究ノート

1 中学数学１

2 中学数学２

1

日々の学びに数学的な見方・考え方を
はたらかせる　これからの 数学１ 

見方・考え方がはたらき，問題解決の
チカラが高まる　これからの 数学１
探究ノート

2

日々の学びに数学的な見方・考え方を
はたらかせる　これからの 数学２ 

見方・考え方がはたらき，問題解決の
チカラが高まる　これからの 数学２
探究ノート
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理科　　理科

発行者 使用 教科書 判型 予　定 検定

の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　作　者

・略称 学年 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 理科 Ａ４ 梶田　隆章　　真行寺千佳子

701 変型 769 令2 永原　裕子　　西原　寛

東 書 ※／◆ 272 ほか132名

理科 Ａ４
801 変型 769 令2

※／◆ 322
理科 Ａ４
901 変型 769 令2

※／◆ 338
4 理科 Ｂ５ 有馬　朗人

702 769 令2 ほか70名

大日本 ※／◆ 294
理科 Ｂ５
802 769 令2

※／◆ 318
理科 Ｂ５
902 769 令2

※／◆ 374
11 理科 ＡＢ 霜田　光一

703 769 令2 森本　信也

学 図 ※／◆ 274 ほか29名

理科 ＡＢ
803 769 令2

※／◆ 290
理科 ＡＢ
903 769 令2

※／◆ 282
17 理科 ＡＢ 室伏 きみ子

704 変型 769 令2 養老 孟司

教 出 ※／◆ 320 ほか33名

理科 ＡＢ
804 変型 769 令2

※／◆ 338
理科 ＡＢ
904 変型 769 令2

※／◆ 376
61 理科 AB 大矢 禎一

705 769 令2 鎌田 正裕

啓林館 ※／◆ 316 ほか146名

理科 AB
805 769 令2

※／◆ 332
理科 AB
905 769 令2

※／◆ 364
3 未来へひろがるサイエンス３

3 自然の探究　中学理科　３

1 未来へひろがるサイエンス１

2 未来へひろがるサイエンス２

3 中学校科学３

1 自然の探究　中学理科　１

2 自然の探究　中学理科　２

3 理科の世界　３

1 中学校科学１

2 中学校科学２

3 新しい科学３

1 理科の世界　１

2 理科の世界　２

　※教科書の記号・番号欄の「※」は拡大教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)
　※教科書の記号・番号欄の「◆」は学習者用デジタル教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)

1 新しい科学１

2 新しい科学２
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音楽　　音楽（一般）

発行者 使用 教科書 判型 予　定 検定

の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　作　者

・略称 学年 ・番号 ページ数 （円） 済年

17 音楽 Ａ４ 新実 徳英

701 変型 258 令2

教 出 ※／◆ 92 ほか18名

音楽 Ａ４
801 変型 256 令2

※／◆ 92
音楽 Ａ４
802 変型 255 令2

※／◆ 92
27 音楽 Ａ４ 小原光一

702 変型 258 令2

教 芸 ※／◆ 98 ほか18名

音楽 Ａ４
803 変型 259 令2

※／◆ 98
音楽 Ａ４
804 変型 252 令2

※／◆ 98

音楽　　音楽（器楽合奏）

発行者 使用 教科書 判型 予　定 検定

の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　作　者

・略称 学年 ・番号 ページ数 （円） 済年

17 器楽 Ａ４ 新実 徳英

1-3 751 変型 286 令2

教 出 ※／◆ 106 ほか7名

27 器楽 Ａ４ 小原光一

1-3 752 変型 286 令2

教芸 ※／◆ 106 ほか18名

中学器楽　音楽のおくりもの

中学生の器楽

1 中学生の音楽　１

2・3

中学生の音楽　２・３上

中学生の音楽　２・３下

　※教科書の記号・番号欄の「※」は拡大教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)
　※教科書の記号・番号欄の「◆」は学習者用デジタル教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)

　※教科書の記号・番号欄の「※」は拡大教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)
　※教科書の記号・番号欄の「◆」は学習者用デジタル教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)

1 中学音楽　１　音楽のおくりもの

2・3

中学音楽　２・３上　音楽のおくりもの 

中学音楽　２・３下　音楽のおくりもの
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美術　　美術

発行者 使用 教科書 判型 予　定 検定

の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　作　者

・略称 学年 ・番号 ページ数 （円） 済年

9 美術 Ａ４ 大坪 圭輔

701 変型 339 令2 藤澤 英昭

開隆堂 ※／◆ 66 柴田 和豊  ほか44名

美術 Ａ４
801 変型 679 令2

※／◆ 122
38 美術 A4 酒井 忠康

702 339 令2

光 村 ※ 80 ほか31名

美術 A4
802 679 令2

※ 104
116 美術 Ａ４ 村上 尚徳　大橋 功

703 変型 339 令2 佐藤 賢司　川合 克彦　長澤 博昭

日 文 ※／◆ 74 小泉 薫　鷹野 晃　ほか30名

美術 Ａ４
803 変型 340 令2

※／◆ 64
美術 Ａ４
804 変型 339 令2

※／◆ 60

保健体育　　保健体育

発行者 使用 教科書 判型 予　定 検定

の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　作　者

・略称 学年 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 保体 ＡＢ 戸田　芳雄

701 435 令2

東 書 ※／◆ 206 ほか37名

4 保体 Ｂ５ 池田　延行

702 変型 435 令2 大津　一義

大日本 ※／◆ 196 ほか30名

50 保体 AB 友添秀則

703 435 令2 衞藤隆

大修館 ※／◆ 198 ほか24名

224 保体 ＡＢ 森 昭三

704 435 令2 佐伯 年詩雄

学 研 ※／◆ 206 ほか30名

1 美 術 １

2・3 美 術 ２・３

1 美術１　美術との出会い

　※教科書の記号・番号欄の「※」は拡大教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)
　※教科書の記号・番号欄の「◆」は学習者用デジタル教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)

1 美術　１　発見と創造

2・3 美術　２・３　探求と継承

1-3 中学校保健体育

1-3 最新　中学校保健体育

1-3 中学保健体育

2・3

美術２・３上　学びの実感と広がり 

美術２・３下　学びの探求と未来

　※教科書の記号・番号欄の「※」は拡大教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)
　※教科書の記号・番号欄の「◆」は学習者用デジタル教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)

1-3 新しい保健体育
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技術・家庭　　技術・家庭（技術分野）

発行者 使用 教科書 判型 予　定 検定

の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　作　者

・略称 学年 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 技術 ＡＢ 田口　浩継

701 680 令2 佐藤　文子　　志村　結美

東 書 ※／◆ 306 ほか78名

6 技術 A4 中村 祐治

702 変型 577 令2 太田 達郎，長南 裕志，古川 稔

教 図 ※／◆ 302 ほか45名

技術 A4
703 変型 103 令2

※／◆ 42
9 技術 ＡＢ 竹野 英敏

1-3 704 680 令2 塩入 睦夫

開隆堂 ※／◆ 302 ほか117名

技術・家庭　　技術・家庭（家庭分野）

発行者 使用 教科書 判型 予　定 検定

の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　作　者

・略称 学年 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 家庭 ＡＢ 佐藤　文子

701 680 令2 志村　結美　田口　浩継

東書 ※／◆ 306 ほか55名

6 家庭 A4 伊藤 葉子

702 変型 680 令2 河村 美穂

教 図 ※／◆ 308 ほか34名

9 家庭 ＡＢ 大竹 美登利

703 680 令2 鈴木 真由子

開隆堂 ※／◆ 302 綿引 伴子  ほか114名

1-3
技術・家庭　家庭分野
生活の土台　自立と共生

技術・家庭　技術分野
テクノロジーに希望をのせて

　※教科書の記号・番号欄の「※」は拡大教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)
　※教科書の記号・番号欄の「◆」は学習者用デジタル教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)

1-3
新しい技術・家庭　家庭分野　      自
立と共生を目指して

1-3
New技術・家庭　家庭分野
くらしを創造する

　※教科書の記号・番号欄の「※」は拡大教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)
　※教科書の記号・番号欄の「◆」は学習者用デジタル教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)

1-3
新しい技術・家庭　技術分野　      未
来を創る Technology

New技術・家庭　技術分野
明日を創造する 

New技術・家庭　技術分野
明日を創造する技術ハンドブック

1-3
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外国語　　英語

発行者 使用 教科書 判型 予　定 検定

の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　作　者

・略称 学年 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 英語 Ａ４ 笠島　準一　　関　典明

701 339 令2 小串　雅則　　阿野　幸一

東 書 ※／◆ 174 ほか128名

英語 Ａ４
801 339 令2

※／◆ 166
英語 Ａ４
901 339 令2

※／◆ 162
9 英語 ＡＢ 卯城 祐司

702 339 令2 ほか53名

開隆堂 ※／◆ 172
英語 ＡＢ
802 339 令2

※／◆ 172
英語 ＡＢ
902 339 令2

※／◆ 164
15 英語 ＡＢ 根岸　雅史

703 339 令2

三省堂 ※／◆ 186 ほか３９名

英語 ＡＢ
803 339 令2

※／◆ 178
英語 ＡＢ
903 339 令2

※／◆ 186
17 英語 ＡＢ 本多 敏幸

704 339 令2 金森 強

教 出 ※／◆ 176 ほか22名

英語 ＡＢ
804 339 令2

※／◆ 178
英語 ＡＢ
904 339 令2

※／◆ 178
38 英語 AB 太田 洋

705 339 令2

光 村 ※／◆ 190 ほか41名

英語 AB
805 339 令2

※／◆ 190
英語 AB
905 339 令2

※／◆ 190
61 英語 AB 狩野　晶子 

706 339 令2 ほか71名

啓林館 ※／◆ 158
英語 AB
806 339 令2

※／◆ 166
英語 AB
906 339 令2

※／◆ 150
3 BLUE SKY English Course 3

3 Here We Go!　ENGLISH COURSE　3

1 BLUE SKY English Course 1 

2 BLUE SKY English Course 2 

3 ONE WORLD English Course 3

1 Here We Go!　ENGLISH COURSE　1 

2 Here We Go!　ENGLISH COURSE　2 

3 NEW CROWN English Series 3

1 ONE WORLD English Course 1 

2  ONE WORLD English Course 2 

3  SUNSHINE ENGLISH COURSE 3

1 NEW CROWN English Series 1 

2 NEW CROWN English Series 2

3
NEW HORIZON
English Course 3

1 SUNSHINE ENGLISH COURSE 1 

2 SUNSHINE ENGLISH COURSE 2 

　※教科書の記号・番号欄の「※」は拡大教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)
　※教科書の記号・番号欄の「◆」は学習者用デジタル教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)

1
NEW HORIZON
English Course 1 

2
NEW HORIZON
English Course 2 
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特別の教科　道徳　　道徳

発行者 使用 教科書 判型 予　定 検定

の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　作　者

・略称 学年 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 道徳 ＡＢ 渡邉　満

701 449 令2 押谷　由夫

東 書 ※／◆ 196 ほか62名

道徳 ＡＢ
801 449 令2

※／◆ 204
道徳 ＡＢ
901 449 令2

※／◆ 204
17 道徳 Ｂ５ 林 泰成

702 449 令2 柳沼 良太

教 出 ※／◆ 218 ほか23名

道徳 Ｂ５
802 449 令2

※／◆ 202
道徳 Ｂ５
902 449 令2

※／◆ 202
38 道徳 Ｂ５ 杉中 康平

703 449 令2 田沼 茂紀

光村 ※／◆ 197 ほか24名

道徳 Ｂ５
803 449 令2

※／◆ 205
道徳 Ｂ５
903 449 令2

※／◆ 205
116 道徳 Ｂ５ 越智 貢

704 384 令2 島 恒生

日文 ※／◆ 198 吉澤 良保　ほか35名

道徳 Ｂ５
705 65 令2

※／◆ 42
道徳 Ｂ５
804 384 令2

※／◆ 198
道徳 Ｂ５
805 65 令2

※／◆ 42
道徳 Ｂ５
904 384 令2

※／◆ 198
道徳 Ｂ５
905 65 令2

※／◆ 42
224 道徳 ＡＢ 永田 繁雄

706 449 令2

学研 ※／◆ 186 ほか33名

道徳 ＡＢ
806 449 令2

※／◆ 198
道徳 ＡＢ
906 449 令2

※／◆ 198
3 新・中学生の道徳　明日への扉　３

中学道徳　あすを生きる　３
道徳ノート

1 新・中学生の道徳　明日への扉　１ 

2 新・中学生の道徳　明日への扉　２ 

中学道徳　あすを生きる　２ 

中学道徳　あすを生きる　２
道徳ノート 

中学道徳　あすを生きる　３ 

2

3

3
中学道徳　３
きみが　いちばん　ひかるとき

中学道徳　あすを生きる　１ 

中学道徳　あすを生きる　１
道徳ノート 

3 中学道徳３　とびだそう未来へ

1
中学道徳　１
きみが　いちばん　ひかるとき 

2
 中学道徳　２
きみが　いちばん　ひかるとき 

1

3 新訂　新しい道徳３

1 中学道徳１　とびだそう未来へ 

2 中学道徳２　とびだそう未来へ 

　※教科書の記号・番号欄の「※」は拡大教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)
　※教科書の記号・番号欄の「◆」は学習者用デジタル教科書の発行予定があることを示す(はしがき参照)

1 新訂　新しい道徳１ 

2 新訂　新しい道徳２ 
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発行者 使用 教科書 判型 予　定 検定

の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　作　者

・略称 学年 ・番号 ページ数 （円） 済年

232 道徳 ＡＢ 横山 利弘

707 333 令2 七條 正典

あか図 ※／◆ 186 柴原 弘志

道徳 ＡＢ ほか18名

708 116 令2

※／◆ 52
道徳 ＡＢ
807 333 令2

※／◆ 170
道徳 ＡＢ
808 116 令2

※／◆ 52
道徳 ＡＢ
907 333 令2

※／◆ 166
道徳 ＡＢ
908 116 令2

※／◆ 52
233 道徳 Ｂ５ 白木　みどり　ほか19名

709 449 令2

日科 ※／◆ 194
道徳 Ｂ５
809 449 令2

※／◆ 194
道徳 Ｂ５
909 449 令2

※／◆ 194
3 道徳　中学３　生き方を創造する

中学生の道徳ノート　自分をのばす３

1 道徳　中学１　生き方から学ぶ 

2 道徳　中学２　生き方を見つめる 

3

中学生の道徳　自分を考える２ 

中学生の道徳ノート　自分を考える２ 

中学生の道徳　自分をのばす３ 

中学生の道徳　自分を見つめる１ 

中学生の道徳ノート　自分を見つめる
１ 

1

2
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発行者一覧（注：(支)は支社・支店）

発行者 発行

の番号 発　　行　　者 郵 便 番 号 住　　　　　　所 電　話　番　号 教科書

・略称 の種別

2

東　書

4

大日本

6

教　図

9

開隆堂

11

学　図

15

三省堂

17

教　出

27

教　芸

38

光　村

46

帝　国

50

大修館

61 ５４３－００５２ 大阪府大阪市天王寺区大道４の３の２５ ０６（６７７９）１５３１(大代)

啓林館 １１３－００２３ （支）東京都文京区向丘２の３の１０ ０３（３８１４）２１５１(代)

81

山　川

104

数　研

116 ５５８－００４１ 大阪府大阪市住吉区南住吉４の７の５ ０６（６６９２）１２６１(代)

日　文 １６５－００２６ （支）東京都中野区新井１の２の１６ ０３（３３８９）４６１１(代)

224

学　研

225

自由社

227

育鵬社

229

学び舎

232

あか図

233

日科

０３（３４９３）２１１１(代)

０３（３８６８）２２１１(大代) 　中高

０３（３２６２）４７９５（代）

株式会社山川出版社 １０１－００４７ 東京都千代田区内神田１の１３の１３ ０３（３２９３）８１３１(代) 　中高

株式会社帝国書院

株式会社大修館書店

１０１－００５１ 東京都千代田区神田神保町３の２９

東京都文京区湯島２の１の１１１３－８５４１

株式会社新興出版社啓林館

小中高

０３（３９５７）１１７５(代)

０３ (５５７９) ６２７８（代）

０３（３２３０）９４１１

０３（５３９０）７２００(代)

０３（６２８５）２９１６

０３（５６８４）６１１１(代)

０３（５９４０）８６７０(代)

小中　

小中　

小中高

小中高

小中高

０３（３２３３）９１００(代) 　中高

小中高

大日本図書株式会社

東京書籍株式会社 東京都北区堀船２の１７の１

東京都千代田区神田三崎町２の２２の１４

東京都千代田区神田淡路町二丁目23番地１

１１２－００１２

１０１－８３７１

１０１－００６３

１１３－８６０８

１１４－８５２４

東京都千代田区神田小川町３の３の２

東京都文京区大塚３の１１の６

教育図書株式会社

開隆堂出版株式会社

株式会社三省堂

学校図書株式会社

１０１－００５２

小中　

小中高

株式会社教育芸術社

東京都文京区向丘１の１３の１

１４１－８６７５光村図書出版株式会社

東京都江東区有明３の４の１０
TFTビル西館

東京都豊島区長崎１の１２の１４１７１－００５１

１３５－００６３教育出版株式会社

東京都品川区上大崎２の１９の９

小中高

小中高

小中高

株式会社自由社 東京都文京区水道２の６の３１１２－０００５ ０３（５９８１）９１７０（代）

０３（５２８３）６００１(代)

株式会社学研教育みらい 東京都品川区西五反田２の１１の８１４１－８４１６ ０３（６４３１）１１５１(代)

　中高

株式会社学び舎 東京都立川市錦町３丁目１番３の６０５１９０－００２２ ０４２（５１２）５９６０ 中

株式会社育鵬社 １０５－００２３  東京都港区芝浦１の１の１浜松町ビルディング１０階 ０３（６３６８）８８９９ 　中　

数研出版株式会社 東京都千代田区神田小川町２の３の３１０１－００５２

日本文教出版株式会社

　中　

あかつき教育図書株式会社 １７６－００２１ 東京都練馬区貫井４の１の１１ ０３（３８２５）９１８８ 小中　

日本教科書株式会社 １０１－００５１ 東京都千代田区神田神保町１－１２ ０３（３５１８）６３４５ 中
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