
【令和４年度使用小学校用教科用図書（特別支援学級を含む）】 

 
 

 

  

  
第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 第6学年 

教科書 
番号 発行者 教科書 

番号 発行者 教科書 
番号 発行者 教科書 

番号 発行者 教科書 
番号 発行者 教科書 

番号 発行者 

国語 
国語 国語 

107･108 
光村 国語 

207･208 光村 国語 
307･308 光村 国語 

407･408 光村 国語507 光村 国語607 光村 

書写 書写105 日文 書写205 日文 書写305 日文 書写405 日文 書写505 日文 書写605 日文 

社会 
社会         社会 

301 東書 社会 
401 東書 社会 

501･502 東書 社会 
601･602 東書 

地図         地図302 帝国 地図302 帝国 地図302 帝国 地図302 帝国 

算  数 算数108 啓林館 算数 
208･209 啓林館 算数 

308･309 啓林館 算数 
408･409 啓林館 算数508 啓林館 算数608 啓林館 

理  科         理科301 東書 理科401 東書 理科501 東書 理科601 東書 

生  活 生活 
101･102 東書 生活 

101・102 東書                 

音  楽 音楽102 教芸 音楽202 教芸 音楽302 教芸 音楽402 教芸 音楽502 教芸 音楽602 教芸 

図画工作 図工 
103･104 日文 図工 

103・104 日文 図工 
303･304 日文 図工 

303・304 日文 図工 
503･504 日文 図工 

503・504 日文 

家  庭                 家庭501 東書 家庭501 東書 
保  健         保健301 東書 保健301 東書 保健501 東書 保健501 東書 

外 国 語         
英語 
501･502 

東書 
英語 
502･601 

東書 

特別の教科 道徳 道徳 105 光村 道徳 205 光村 道徳 305 光村 道徳 405 光村 道徳 505 光村 道徳 605 光村 



【令和４年度使用中学校教科用図書（特別支援学級を含む）】 

 
 
 教 科 

第1学年 第2学年 第3学年 
教科書番号 発行者 教科書番号 発行者 教科書番号 発行者 

国  語 
国語 国語701 東書 国語801 東書 国語901 東書 
書写 書写704 光村 書写704 光村 書写735 光村 

社  会 

地理 地理703 帝国 地理703 帝国     
歴史 歴史707 帝国 歴史707 帝国 歴史732 帝国 
公民         公民901 東書 
地図 地図702 帝国 地図702 帝国 地図724 帝国 

数  学 数学706・707 数研 数学806・807 数研 数学906・907 数研 

理  科 
理科 

705 
啓林館 

理科 

805 
啓林館 

理科 

905 
啓林館 

音  楽 
一般 音楽702 教芸 

音楽803 

音楽804 
教芸 

音楽803 

音楽804 
教芸 

器楽 器楽752 教芸 器楽752 教芸 器楽773 教出 
美  術 美術702 光村 美術802 光村 美術802 光村 
保健体育 保体701 東書 保体701 東書 保体728 学研 

技術家庭 
技術 技術701 東書 技術701 東書 技術724 東書 
家庭 家庭701 東書 家庭701 東書 家庭724 東書 

外 国 語 英語703 三省堂 英語803 三省堂 英語903 三省堂 
特別の教科 道徳 道徳704・705 日文 道徳804・805 日文 道徳904・905 日文 


