
(様式1)

平成22～23年度使用公立中学校採択教科書一覧

採択地区 市　町　村　名 国語 書写
社会

地図 数学
理科

音楽器楽 美術 保体

技術･家庭

英語
地理 歴史 公民 第一

分野
第二
分野 技術家庭

横浜第1 横　浜　市　鶴　見　区 東書 光村帝国帝国 帝国帝国 学図 啓林館 啓林館 教出 教出日文 学研 東書東書東書

//第２ //　　神　奈　川　区 光村 光村帝国東書 東書帝国 学図東書東書 教芸 教芸日文 学研 東書東書東書

//第３ //　　西　　　　　　　区 東書 東書帝国 帝国 東書帝国 学図 啓林館 啓林館 教芸 教芸日文 学研 東書東書光村

//第４ //　　中　　　　　　　区 三省堂 光村帝国 帝国 帝国帝国 学図 啓林館 啓林館 教出 救出日文 学研 開隆堂 東書東書

//第５ //　　南　　　　　　区 三省堂 光村帝国 東書 帝国帝国 学図 啓林館 啓林館 教芸 教芸日文 学研 東書東書東書

//第６ //　　港　　南　　区 東書 光村帝国 自由社 帝国帝国 東書東書東書 教出 教出日文 学研 東書 開隆堂 東書

//第７ //　　保　土　ケ　谷　区 東書 光村帝国 帝国 帝国帝国 東書 啓林館 啓林館 教出 教出日文 学研 東書東書東書

//第８ /z　　旭　　　　　　　区 東書 光村帝国 自由社 東書帝国 東書 啓林館 啓林館 救出 教出日文 学研 東書 開隆堂 三省堂

//第９ //　　磯　　　子　　　区 光村光村帝国 帝国 帝国帝国 東書東書 東書教芸 教芸日文 学研 東書東書 東書

//第10 /z　　金　　　沢　　　区 東書光村帝国 自由社 東書帝国 東書 啓林館 啓林館 教出 教出日文 学研 東書東書 光村

//第11 ﾀﾞﾉ　　港　　　北　　　区光村 三省堂 帝国 自由社 東書帝国 東書 啓林館 啓林館 教出 教出日文 学研 東書 開隆堂 三省堂

//第12 //　　緑　　　　　　　区 光村光村帝国 自由社 東書帝国 東書東書 東書教出 教出日文 学研 東書東書 東書

//第13 ﾀﾞ/　　青　　葉　　　区 光村 三省堂 帝国 自由社 帝国帝国 東書東書 東書教出 教出日文 学研東書 開隆堂 三省堂

/z第14 //　　都　　筑　　　区 東書東書帝国 自由社 東書帝国 東書 啓林館 啓林館 教芸 教芸日文 学研東書東書 三省堂

//第15 //　　戸　　　塚　　　区 東書光村帝国 帝国 東書帝国 東書 啓林館 啓林館 教出 教出日文 学研東書東書 三省堂

//第16 z/　　栄　　　　　　　区 東書東書帝国 帝国 帝国帝国 東書東書 東書教芸 教芸日文 学研東書東書 教出

//第17 z/　　泉　　　　　　区 光村光村帝国 東書 東書帝国 学図 啓林館 啓林館 教芸 教芸日文 学研東書東書 教出

//第18 ﾀﾞz　　瀬　　　谷　　　区東書光村帝国 自由社 東書帝国 学図 啓林館 啓林館 教芸教芸日文 学研東書東書 東書

川崎第1 川　崎　市　川　崎　区 光村東書帝国 帝国 教出帝国 啓林館 啓林館 啓林館 教出教出日文 東書東書東書 学図

//第２ //　　幸区・中原区 光村東書帝国 救出 教出 帝国教出 啓林館 啓林館 教芸教芸日文 東書東書東書 学図

zz第３ //　　高津区・宮前区 三省堂 東書帝国 帝国 教出 帝国救出 啓林館 啓林館 教出教出日文 東書東書東書 東書

//第４ ﾀﾞ/　　多摩区・麻生区 三省堂 東書帝国 教出 教出 帝国教出 啓林館 啓林館 教芸教芸 開隆堂 東書東書東書 東書

横須賀 横　　　須　　　賀　　　市 光村東書 帝国帝国 帝国 帝国学図 大日本 大日本 教芸教芸日文 学研東書 開腹堂 開隆堂

鎌　　倉 鎌　　　　　倉　　　　　市 教出光村 帝国帝国 帝国 帝国学図 学図学図 教芸教芸日文 学研東書東書 三省堂

藤　　沢 藤　　　　　沢　　　　　市 光村 三省堂 帝国東書 東書 帝国教出 啓林館 啓林館 教芸教芸日文 学研東書 開隆堂 三省堂

茅　ケ　崎 茅　　　ケ　　　崎　　　市 三省堂 光村 帝国清水 東書 帝国東書 大日本 学図 教芸教芸日文 学研東書東書 学図

寒　　川 寒　　　　　川　　　　　町 光村光村 帝国東書 東書 帝国教出 大日本 大日本 教芸教芸日文 学研 開隆堂 開隆堂 東書

逗　　子 逗　　　　　子　　　　　市 東書東書 帝国東書 東書 帝国学図 東書東書 教出教出日文 東書 開隆堂 東書東書

三　　浦 三　　　　　浦　　　　　市 三省堂 光村 帝国日文 日新 帝国学図 教出大日冰 教芸教芸 日文 東書 開隆堂 開隆堂 三省堂

葉　　山 葉　　　　　山　　　　　町 三省堂 三省堂 帝国日新 日新 帝国 大日本 大日本 大日本 教芸教芸 日文 東書東書 東書 三省堂



採択地区 市　町　村　名 国語書写
社会

地図数学
理科

音楽 器楽美術 保体

技術･家庭

英語
地理歴史公民

第一
分野 第二分野 技術家庭

相模原 相　　　模　　　原　　　市 光村光村 東書東書清水 帝国東書 啓林館 啓林館 教出救出日文 東書東書東書 東書

大　　和 大　　　　　和　　　　　市 光村光村 帝国東書帝国 帝国東書 東書東書 教芸教芸 開隆堂 学研東書東書 三省堂

海老名 海　　　老　　　名　　　市 光村光村 東書教出教出 帝国学図 啓林館 啓林館 教芸教芸日文 大日本 東書東書 東書

座　　間 座　　　　　間　　　　　市 光村 三省堂 東書東書帝国 帝国学図 東書東書 教芸教芸 開隆堂 大日本 東書東書 東書

綾　　瀬 綾　　　　　瀬　　　　　市 光村光村 東書救出東書 帝国学図 東書東書 教芸教芸日文 大日本 東書東書 東書

平　　塚 平　　　　　塚　　　　　市 東書東書 帝国清水日文 帝国 啓林館 啓林館 啓林館 教芸教芸 開隆堂 学研東書東書 三省堂

秦　　野 秦　　　　　野　　　　　市 東書東書 帝国清水東書 帝国学図 啓林館 啓林館 教芸教芸日文 学研東書東書 三省堂

伊勢原 伊　　　勢　　　原　　　市 三省堂 東書 帝国清水東書 帝国 啓林館 啓林館 啓林館 教芸教芸日文 学研東書東書 三省堂

中

大　　　　　磯　　　　　町 東書光村 帝国教出日文 帝国 啓林館 東書東書 教芸教芸日文 学研東書東書 三省堂

二　　　　　宮　　　　　町 東書光村 帝国教出日文 帝国 啓林館 東書東書 教芸教芸日文 学研東書東書 三省堂

足柄上

南　　　足　　　柄　　　市 三省堂 三省堂 帝国教出 東書帝国東書 東書東書 教芸教芸日文 学研東書東書 東書

中　　　　　井　　　　　町 三省堂 三省堂 帝国教出 東書帝国東書 東書東書 教芸教芸日文 学研東書東書 東書

大　　　　　井　　　　　町 三省堂 三省堂 帝国 救出東書帝国東書 東書東書 教芸教芸 日文 学研東書東書 東書

松　　　　　田　　　　　町 三省堂 三省堂 帝国 教出東書帝国 東書東書東書 教芸教芸 日文 学研東書 東書東書

山　　　　　北　　　　　町 三省堂 三省堂 帝国 教出東書帝国 東書東書東書 教芸教芸 日文 学研東書 東書東書

開　　　　　成　　　　　町 三省堂 三省堂 帝国 教出東書帝国 東書東書東書 教芸教芸 日文 学研東書 東書東書

小田原 小　　　田　　　原　　　市 東書 光村 帝国清水 清水帝国 東書東書東書 教出教芸 光村 学研 開隆堂 開隆堂 東書

足柄下

箱　　　　　根　　　　　町 三省堂 光村 帝国 清水清水帝国 東書 大日本 大日本 教芸教芸 開隆堂 学研東書 開隆堂 開隆堂

真　　　　　鶴　　　　　町 三省堂 光村 帝国 清水清水帝国 東書 大日本 大日本 教芸教芸 開陳堂 学研東書 開隆堂 開隆堂

湯　　　河　　　原　　　町 三省堂 光村 帝国 清水清水帝国 東書 大日本 大日本 教芸教芸 開隆堂 学研東書 開隆堂 開隆堂

愛　　甲

厚　　　　　木　　　　　市 東書 日文 帝国 清水東書帝国 学図 啓林館 啓林館 教芸教芸 開隆堂 学研東書 東書東書

愛　　　　　川　　　　　町 東書 日文 帝国 清水東書帝国 学図 啓林館 啓林館 教芸教芸 開隆堂 学研東書 東書東書

清　　　　　川　　　　　村 東書 日文 帝国 清水東書帝国 学図 啓林館 啓林館 教芸教芸 開隆堂 学研東書 東書東書

県立中等教育学校(前期課程)

学校名 国語 書写
社会

地図 数学
理科

音楽器楽 美術保体

技術･家庭

英語
地理 歴史公民 第一

分野
第二
分野 技術 家庭

県立平塚中等教育学校 光村 教出帝国 帝国日文 帝国 啓林館 東書 東書教出 教出 開隆堂 東書 開隆堂 開隆堂 東書

県立相模原中等教育学校 学図 三省堂 帝国 帝国東書帝国 学図 啓林館 啓林館 教出 教出光村学研 開隆堂 開隆堂 光村
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