
教科書（中学校）　令和３年度

科目 学年 書名 発行所 記号・番号 文科省検定日
国語 1 新しい国語　１ 東書 国語701 R2.2.20

国語 2 新しい国語　２ 東書 国語801 R2.2.20

国語 3 新しい国語　３ 東書 国語901 R2.2.20

国語 1 現代の国語 １ 三省堂 国語702 R2.2.20

国語 2 現代の国語 ２ 三省堂 国語802 R2.2.20

国語 3 現代の国語 ３ 三省堂 国語902 R2.2.20

国語 1 伝え合う言葉 中学国語１ 教出 国語703 R2.2.20

国語 2 伝え合う言葉 中学国語２ 教出 国語803 R2.2.20

国語 3 伝え合う言葉 中学国語３ 教出 国語903 R2.2.20

国語 1 国語１ 光村 国語704 R2.2.20

国語 2 国語２ 光村 国語804 R2.2.20

国語 3 国語３ 光村 国語904 R2.2.20

書写 1-3 新しい書写 一・二・三年 東書 書写701 R2.1.31

書写 1-3 現代の書写 一・二・三 三省堂 書写702 R2.1.31

書写 1-3 中学書写 教出 書写703 R2.1.31

書写 1-3 中学書写 一・二・三年 光村 書写704 R2.1.31

地理 1-2 新しい社会 地理 東書 地理701 R2.3.24

地理 1-2 中学社会 地理 地域にまなぶ 教出 地理702 R2.3.24

地理 1-2 社会科 中学生の地理 世界の姿と日本の国土 帝国 地理703 R2.3.24

地理 1-2 中学社会 地理的分野 日文 地理704 R2.3.24

歴史 1-3 新しい社会 歴史 東書 歴史705 R2.3.24

歴史 1-3 中学社会 歴史 未来をひらく 教出 歴史706 R2.3.24

歴史 1-3 社会科 中学生の歴史 日本の歩みと世界の動き 帝国 歴史707 R2.3.24

歴史 1-3 中学歴史 日本と世界 山川 歴史708 R2.3.24

歴史 1-3 中学社会 歴史的分野 日文 歴史709 R2.3.24

歴史 1-3 ［最新］新しい日本の歴史 育鵬社 歴史710 R2.3.24

歴史 1-3 ともに学ぶ人間の歴史 学び舎 歴史711 R2.3.24

公民 3 新しい社会 公民 東書 公民901 R2.3.24

公民 3 中学社会 公民 ともに生きる 教出 公民902 R2.3.24

公民 3 社会科 中学生の公民 よりよい社会を目指して 帝国 公民903 R2.3.24

公民 3 中学社会 公民的分野 日文 公民904 R2.3.24

公民 3 新しい公民教科書 自由社 公民905 R2.3.24

公民 3 ［最新］新しいみんなの公民 育鵬社 公民906 R2.3.24

地図 1-3 新しい社会 地図 東書 地図701 R2.3.24

地図 1-3 中学校社会科地図 帝国 地図702 R2.3.24

数学 1 新しい数学１ 東書 数学701 R2.3.2

数学 2 新しい数学２ 東書 数学801 R2.3.2

数学 3 新しい数学３ 東書 数学901 R2.3.2

数学 1 数学の世界１ 大日本 数学702 R2.3.2

数学 2 数学の世界２ 大日本 数学802 R2.3.2

数学 3 数学の世界３ 大日本 数学902 R2.3.2

数学 1 中学校数学１ 学図 数学703 R2.3.2

数学 2 中学校数学２ 学図 数学803 R2.3.2

数学 3 中学校数学３ 学図 数学903 R2.3.2

数学 1 中学数学 １ 教出 数学704 R2.3.2

数学 2 中学数学 ２ 教出 数学804 R2.3.2

数学 3 中学数学 ３ 教出 数学904 R2.3.2

数学 1 未来へひろがる数学 １ 啓林館 数学705 R2.3.2

数学 2 未来へひろがる数学 ２ 啓林館 数学805 R2.3.2

数学 3 未来へひろがる数学 ３ 啓林館 数学905 R2.3.2

数学 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 数研 数学706 R2.3.2

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 数研 数学707 R2.3.2

数学 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 数研 数学806 R2.3.2

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 数研 数学807 R2.3.2

数学 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 数研 数学906 R2.3.2

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 数研 数学907 R2.3.2

数学 1 中学数学１ 日文 数学708 R2.3.2

数学 2 中学数学２ 日文 数学808 R2.3.2

数学 3 中学数学３ 日文 数学908 R2.3.2

理科 1 新しい科学１ 東書 理科701 R2.3.2

理科 2 新しい科学２ 東書 理科801 R2.3.2

理科 3 新しい科学３ 東書 理科901 R2.3.2

理科 1 理科の世界 １ 大日本 理科702 R2.3.2

理科 2 理科の世界 ２ 大日本 理科802 R2.3.2

理科 3 理科の世界 ３ 大日本 理科902 R2.3.2

理科 1 中学校科学１ 学図 理科703 R2.3.2

理科 2 中学校科学２ 学図 理科803 R2.3.2
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理科 3 中学校科学３ 学図 理科903 R2.3.2

理科 1 自然の探究 中学理科 １ 教出 理科704 R2.3.2

理科 2 自然の探究 中学理科 ２ 教出 理科804 R2.3.2

理科 3 自然の探究 中学理科 ３ 教出 理科904 R2.3.2

理科 1 未来へひろがるサイエンス１ 啓林館 理科705 R2.3.2

理科 2 未来へひろがるサイエンス２ 啓林館 理科805 R2.3.2

理科 3 未来へひろがるサイエンス３ 啓林館 理科905 R2.3.2

音楽 1 中学音楽 １ 音楽のおくりもの 教出 音楽701 R2.2.28

音楽 2・3 中学音楽 ２・３上 音楽のおくりもの 教出 音楽801 R2.2.28

音楽 2・3 中学音楽 ２・３下 音楽のおくりもの 教出 音楽802 R2.2.28

音楽 1 中学生の音楽 １ 教芸 音楽702 R2.2.28

音楽 2・3 中学生の音楽 ２・３上 教芸 音楽803 R2.2.28

音楽 2・3 中学生の音楽 ２・３下 教芸 音楽804 R2.2.28

器楽 1-3 中学器楽 音楽のおくりもの 教出 器楽751 R2.2.28

器楽 1-3 中学生の器楽 教芸 器楽752 R2.2.28

美術 1 美術 １ 発見と創造 開隆堂 美術701 R2.1.31

美術 2・3 美術 ２・３ 探求と継承 開隆堂 美術801 R2.1.31

美術 1 美術 １ 光村 美術702 R2.1.31

美術 2・3 美術 ２・３ 光村 美術802 R2.1.31

美術 1 美術１ 美術との出会い 日文 美術703 R2.1.31

美術 2・3 美術２・３上 学びの実感と広がり 日文 美術803 R2.1.31

美術 2・3 美術２・３下 学びの探求と未来 日文 美術804 R2.1.31

保体 1-3 新しい保健体育 東書 保体701 R2.2.17

保体 1-3 中学校保健体育 大日本 保体702 R2.2.17

保体 1-3 最新 中学校保健体育 大修館 保体703 R2.2.17

保体 1-3 中学保健体育 学研 保体704 R2.2.17

技術 1-3 新しい技術・家庭 技術分野 未来を創る Technology 東書 技術701 R2.1.20

技術 1-3 New技術・家庭 技術分野 明日を創造する 教図 技術702 R2.3.10

技術 1-3 New技術・家庭 技術分野 明日を創造する技術ハンドブック 教図 技術703 R2.3.10

技術 1-3 技術・家庭 技術分野 テクノロジーに希望をのせて 開隆堂 技術704 R2.1.20

家庭 1-3 新しい技術・家庭 家庭分野 自立と共生を目指して 東書 家庭701 R2.2.10

家庭 1-3 New技術・家庭 家庭分野 くらしを創造する 教図 家庭702 R2.2.10

家庭 1-3 技術・家庭 家庭分野 生活の土台 自立と共生 開隆堂 家庭703 R2.2.10

英語 1 NEW HORIZON English Course 1 東書 英語701 R2.2.10

英語 2 NEW HORIZON English Course 2 東書 英語801 R2.2.10

英語 3 NEW HORIZON English Course 3 東書 英語901 R2.2.10

英語 1 SUNSHINE ENGLISH COURSE 1 開隆堂 英語702 R2.2.10

英語 2 SUNSHINE ENGLISH COURSE 2 開隆堂 英語802 R2.2.10

英語 3 SUNSHINE ENGLISH COURSE 3 開隆堂 英語902 R2.2.10

英語 1 NEW CROWN English Series 1 三省堂 英語703 R2.2.10

英語 2 NEW CROWN English Series 2 三省堂 英語803 R2.2.10

英語 3 NEW CROWN English Series 3 三省堂 英語903 R2.2.10

英語 1 ONE WORLD English Course 1 教出 英語704 R2.2.10

英語 2 ONE WORLD English Course 2 教出 英語804 R2.2.10

英語 3 ONE WORLD English Course 3 教出 英語904 R2.2.10

英語 1 Here We Go! ENGLISH COURSE 1 光村 英語705 R2.2.10

英語 2 Here We Go! ENGLISH COURSE 2 光村 英語805 R2.2.10

英語 3 Here We Go! ENGLISH COURSE 3 光村 英語905 R2.2.10

英語 1 BLUE SKY English Course 1 啓林館 英語706 R2.2.10

英語 2 BLUE SKY English Course 2 啓林館 英語806 R2.2.10

英語 3 BLUE SKY English Course 3 啓林館 英語906 R2.2.10

道徳 1 新訂 新しい道徳１ 東書 道徳701 R2.2.28

道徳 2 新訂 新しい道徳２ 東書 道徳801 R2.2.28

道徳 3 新訂 新しい道徳３ 東書 道徳901 R2.2.28

道徳 1 中学道徳１ とびだそう未来へ 教出 道徳702 R2.2.28

道徳 2 中学道徳２ とびだそう未来へ 教出 道徳802 R2.2.28

道徳 3 中学道徳３ とびだそう未来へ 教出 道徳902 R2.2.28

道徳 1 中学道徳 １ きみが いちばん ひ かるとき 光村 道徳703 R2.2.28

道徳 2 中学道徳 ２ きみが いちばん ひ かるとき 光村 道徳803 R2.2.28

道徳 3 中学道徳 ３ きみが いちばん ひ かるとき 光村 道徳903 R2.2.28

道徳 1 中学道徳 あすを生きる １ 日文 道徳704 R2.2.28

道徳 1 中学道徳 あすを生きる １ 道徳ノート 日文 道徳705 R2.2.28

道徳 2 中学道徳 あすを生きる ２ 日文 道徳804 R2.2.28

道徳 2 中学道徳 あすを生きる ２ 道徳ノート 日文 道徳805 R2.2.28

道徳 3 中学道徳 あすを生きる ３ 日文 道徳904 R2.2.28

道徳 3 中学道徳 あすを生きる ３ 道徳ノート 日文 道徳905 R2.2.28

道徳 1 新・中学生の道徳 明日への扉 １ 学研 道徳706 R2.2.28

道徳 2 新・中学生の道徳 明日への扉 ２ 学研 道徳806 R2.2.28

道徳 3 新・中学生の道徳 明日への扉 ３ 学研 道徳906 R2.2.28

道徳 1 中学生の道徳 自分を見つめる１ 廣あかつき 道徳707 R2.2.28
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道徳 1 中学生の道徳ノート 自分を見つめ る１ 廣あかつき 道徳708 R2.2.28

道徳 2 中学生の道徳 自分を考える２ 廣あかつき 道徳807 R2.2.28

道徳 2 中学生の道徳ノート 自分を考える２ 廣あかつき 道徳808 R2.2.28

道徳 3 中学生の道徳 自分をのばす３ 廣あかつき 道徳907 R2.2.28

道徳 3 中学生の道徳ノート 自分をのばす３ 廣あかつき 道徳908 R2.2.28

道徳 1 道徳 中学１ 生き方から学ぶ 日科 道徳709 R2.2.28

道徳 2 道徳 中学２ 生き方を見つめる 日科 道徳809 R2.2.28

道徳 3 道徳 中学３ 生き方を創造する 日科 道徳909 R2.2.28
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