
教科書（中学）　H２８年度
科目学年 書名 発行所 記号・番号 文科省検定日
国語 1 新編　新しい国語　１ 東書 国語727 H27.3.6
国語 2 新編　新しい国語　２ 東書 国語827 H27.3.6
国語 3 新編　新しい国語３ 東書 国語927 H27.3.6
国語 1 中学校国語　１ 学図 国語728 H27.3.6
国語 2 中学校国語　２ 学図 国語828 H27.3.6
国語 3 中学校国語　３ 学図 国語928 H27.3.6
国語 1 現代の国語　１ 三省堂 国語729 H27.3.6
国語 2 現代の国語　２ 三省堂 国語829 H27.3.6
国語 3 現代の国語　３ 三省堂 国語929 H27.3.6
国語 1 伝え合う言葉　中学国語　１ 教出 国語730 H27.3.6
国語 2 伝え合う言葉　中学国語　２ 教出 国語830 H27.3.6
国語 3 伝え合う言葉　中学国語　３ 教出 国語930 H27.3.6
国語 1 国語　１ 光村 国語731 H27.3.6
国語 2 国語　２ 光村 国語831 H27.3.6
国語 3 国語　３ 光村 国語931 H27.3.6
書写 1-3 新編　新しい書写　一・二・三年 東書 書写731 H27.2.27
書写 1-3 中学校　書写 学図 書写732 H27.2.27
書写 1-3 現代の書写　一・二・三 三省堂 書写733 H27.2.27
書写 1-3 中学書写 教出 書写734 H27.2.27
書写 1-3 中学書写一・二・三 光村 書写735 H27.2.27
地理 1・2 新編　新しい社会　地理 東書 地理725 H27.3.31
地理 1・2 中学社会　地理　地域にまなぶ 教出 地理726 H27.3.31
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727 H27.3.31
地理 1・2 中学社会　地理的分野 日文 地理728 H27.3.31
歴史 1-3 新編　新しい社会　歴史 東書 歴史729 H27.3.31
歴史 1-3 中学社会　歴史　未来をひらく 教出 歴史730 H27.3.31
歴史 1-3 中学　歴史　日本の歴史と世界 清水 歴史731 H27.3.31
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732 H27.3.31
歴史 1-3 中学社会　歴史的分野 日文 歴史733 H27.3.31
歴史 1-3 新版　新しい歴史教科書 自由社 歴史737 H27.4.6
歴史 1-3 ［新編］新しい日本の歴史 育鵬社 歴史735 H27.3.31
歴史 1-3 ともに学ぶ人間の歴史 学び舎 歴史738 H27.4.6
公民 3 新編　新しい社会　公民 東書 公民929 H27.3.31
公民 3 中学社会　公民　ともに生きる 教出 公民930 H27.3.31
公民 3 中学　公民　日本の社会と世界 清水 公民931 H27.3.31
公民 3 社会科　中学生の公民　より良い社会をめざして 帝国 公民932 H27.3.31
公民 3 中学社会　公民的分野 日文 公民933 H27.3.31
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公民 3 新しい公民教科書 自由社 公民927 H23.3.30
公民 3 ［新編］新しいみんなの公民 育鵬社 公民934 H27.3.31
地図 1-3 新編　新しい社会　地図 東書 地図723 H27.3.31
地図 1-3 中学校社会科地図 帝国 地図724 H27.3.31
数学 1 新編　新しい数学１ 東書 数学728 H27.2.27
数学 2 新編　新しい数学２ 東書 数学828 H27.2.27
数学 3 新編　新しい数学３ 東書 数学928 H27.2.27
数学 1 新版　数学の世界１ 大日本 数学729 H27.2.27
数学 2 新版　数学の世界２ 大日本 数学829 H27.2.27
数学 3 新版　数学の世界３ 大日本 数学929 H27.2.27
数学 1 中学校数学１ 学図 数学730 H27.2.27
数学 2 中学校数学２ 学図 数学830 H27.2.27
数学 3 中学校数学３ 学図 数学930 H27.2.27
数学 1 中学数学１ 教出 数学731 H27.2.27
数学 2 中学数学２ 教出 数学831 H27.2.27
数学 3 中学数学３ 教出 数学931 H27.2.27
数学 1 未来へひろがる数学１ 啓林館 数学732 H27.2.27
数学 1 未来へひろがる数学　MathNaviブック１ 啓林館 数学733 H27.2.27
数学 2 未来へひろがる数学２ 啓林館 数学832 H27.2.27
数学 2 未来へひろがる数学　MathNaviブック２ 啓林館 数学833 H27.2.27
数学 3 未来へひろがる数学３ 啓林館 数学932 H27.2.27
数学 3 未来へひろがる数学　MathNaviブック３ 啓林館 数学933 H27.2.27
数学 1 中学校数学１ 数研 数学734 H27.2.27
数学 2 中学校数学２ 数研 数学834 H27.2.27
数学 3 中学校数学３ 数研 数学934 H27.2.27
数学 1 中学数学１ 日文 数学735 H27.2.27
数学 2 中学数学２ 日文 数学835 H27.2.27
数学 3 中学数学３ 日文 数学935 H27.2.27
理科 1 新編　新しい科学１ 東書 理科727 H27.3.6
理科 2 新編　新しい科学２ 東書 理科827 H27.3.6
理科 3 新編　新しい科学３ 東書 理科927 H27.3.6
理科 1 新版　理科の世界１ 大日本 理科728 H27.3.6
理科 2 新版　理科の世界２ 大日本 理科828 H27.3.6
理科 3 新版　理科の世界３ 大日本 理科928 H27.3.6
理科 1 中学校科学１ 学図 理科729 H27.3.6
理科 2 中学校科学２ 学図 理科829 H27.3.6
理科 3 中学校科学３ 学図 理科929 H27.3.6
理科 1 自然の探求　中学校理科１ 教出 理科731 H27.3.6
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理科 2 自然の探求　中学校理科２ 教出 理科831 H27.3.6
理科 3 自然の探求　中学校理科３ 教出 理科931 H27.3.6
理科 1 未来へひろがるサイエンス１ 啓林館 理科732 H27.3.6
理科 1 未来へひろがるサイエンス１　マイノート 啓林館 理科733 H27.3.6
理科 2 未来へひろがるサイエンス２ 啓林館 理科832 H27.3.6
理科 2 未来へひろがるサイエンス２　マイノート 啓林館 理科833 H27.3.6
理科 3 未来へひろがるサイエンス３ 啓林館 理科932 H27.3.6
理科 3 未来へひろがるサイエンス３　マイノート 啓林館 理科933 H27.3.6
音楽 1 中学音楽１　音楽のおくりもの 教出 音楽725 H27.2.27
音楽 2・3 中学音楽２・３上　音楽のおくりもの 教出 音楽825 H27.2.27
音楽 2・3 中学音楽２・３下　音楽のおくりもの 教出 音楽826 H27.2.27
音楽 1 中学生の音楽１ 教芸 音楽727 H27.2.27
音楽 2・3 中学生の音楽２・３上 教芸 音楽827 H27.2.27
音楽 2・3 中学生の音楽２・３下 教芸 音楽828 H27.2.27
器楽 1-3 中学器楽　音楽のおくりもの 教出 器楽773 H27.2.27
器楽 1-3 中学生の器楽 教芸 器楽774 H27.2.27
美術 1 美術１ 開隆堂 美術726 H27.3.10
美術 2・3 美術２・３ 開隆堂 美術826 H27.3.10
美術 1 美術１ 光村 美術727 H27.3.10
美術 2・3 美術２・３ 光村 美術827 H27.3.10
美術 1 美術１　出会いと広がり 日文 美術728 H27.3.10
美術 2・3 美術２・３上　学びの深まり 日文 美術828 H27.3.10
美術 2・3 美術２・３下　美の探求 日文 美術829 H27.3.10
保体 1-3 新編　新しい保健体育 東書 保体725 H27.2.13
保体 1-3 新版　中学校保健体育 大日本 保体726 H27.2.13
保体 1-3 保健体育 大修館 保体727 H27.2.13
保体 1-3 新・中学保健体育 学研 保体728 H27.2.13
技術 1-3 新編　新しい技術・家庭　技術分野　未来を創るTechnology 東書 技術724 H27.2.9
技術 1-3 新技術・家庭　技術分野 教図 技術725 H27.2.9
技術 1-3 技術・家庭（技術分野） 開隆堂 技術726 H27.2.9
家庭 1-3 新編　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724 H27.2.27
家庭 1-3 新技術・家庭　家庭分野 教図 家庭725 H27.2.27
家庭 1-3 技術・家庭（家庭分野） 開隆堂 家庭726 H27.2.27
英語 1 NEW　HORIZON　English　Course１ 東書 英語727 H27.3.11
英語 2 NEW　HORIZON　English　Course２ 東書 英語827 H27.3.11
英語 3 NEW　HORIZON　English　Course３ 東書 英語927 H27.3.11
英語 1 SUNSHINE　ENGLISH　COURSE１ 開隆堂 英語728 H27.3.11
英語 2 SUNSHINE　ENGLISH　COURSE２ 開隆堂 英語828 H27.3.11
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英語 3 SUNSHINE　ENGLISH　COURSE３ 開隆堂 英語928 H27.3.11
英語 1 TOTAL　ENGLISH１ 学図 英語729 H27.3.11
英語 2 TOTAL　ENGLISH２ 学図 英語829 H27.3.11
英語 3 TOTAL　ENGLISH３ 学図 英語929 H27.3.11
英語 1 NEW　CROWN　ENGLISH　SERIES　New　Edition１ 三省堂 英語730 H27.3.11
英語 2 NEW　CROWN　ENGLISH　SERIES　New　Edition２ 三省堂 英語830 H27.3.11
英語 3 NEW　CROWN　ENGLISH　SERIES　New　Edition３ 三省堂 英語930 H27.3.11
英語 1 ONE　WORLD　English　Course１ 教出 英語731 H27.3.11
英語 1 ONE　WORLD　English　Course１　Essentialｓ 教出 英語732 H27.3.11
英語 2 ONE　WORLD　English　Course２ 教出 英語831 H27.3.11
英語 2 ONE　WORLD　English　Course２　Essentialｓ 教出 英語832 H27.3.11
英語 3 ONE　WORLD　English　Course３ 教出 英語931 H27.3.11
英語 3 ONE　WORLD　English　Course３　Essentialｓ 教出 英語932 H27.3.11
英語 1 COLUMBUS　２１　ENGLISH　COURSE１ 光村 英語733 H27.3.11
英語 2 COLUMBUS　２１　ENGLISH　COURSE２ 光村 英語833 H27.3.11
英語 3 COLUMBUS　２１　ENGLISH　COURSE３ 光村 英語933 H27.3.11
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