
平成３１年度から使用する第１１地区中学校用教科用図書「特別の教科 道徳」一覧 

                               平成３０年８月８日決定 

発行者の番号 

・略  称 

教科書の記号 

・番  号 
教 科 書 名 

１７ 

教 出 

道徳723 

道徳823 

道徳 923 

中学道徳１ とびだそう未来へ 

中学道徳２ とびだそう未来へ 

中学道徳３ とびだそう未来へ 

附則第９条 特別支援教育小委員会の報告に基づき選定 

 



平成３１年度使用する第１１地区小学校用教科用図書一覧 

                               平成３０年８月８日決定 

発行者の番号 

・略  称 

教科書の記号 

・番  号 
教 科 書 名 

１７ 

教 出 

国語 137国語 138 

国語 237国語 238 

国語 337国語 338 

国語 437国語 438 

国語 537国語 538 

国語 637国語 638 

ひろがることば しょうがくこくご１上 ひろがることば しょうがくこくご１下 

ひろがることば 小学国語 2上 ひろがることば 小学国語２下 

ひろがる言葉 小学国語３上  ひろがる言葉 小学国語３下 

ひろがる言葉 小学国語４上  ひろがる言葉 小学国語４下 

ひろがる言葉 小学国語５上  ひろがる言葉 小学国語５下 

ひろがる言葉 小学国語６上  ひろがる言葉 小学国語６下 

１７ 

教 出 

書写 134書写 234 

書写 334書写 434 

書写 534書写 634 

しょうがく しょしゃ 1 小学 しょしゃ 2 

小学 書写 3      小学 書写 4  

小学 書写 5      小学 書写 6  

１７ 

教 出 

社会 333社会 334 

社会 533社会 534 

社会 633社会 634 

小学社会 3･4上   小学社会 3･4下 

小学社会 5上      小学社会 5下 

小学社会 6上      小学社会 6下 

４６ 帝  国 地図 432 楽しく学ぶ 小学生の地図帳 4･5･6年 

１７ 

教 出 

算数 136 

算数 236算数 237 

算数 336算数 337 

算数 436算数 437 

算数 536 

算数 636 

しょうがく さんすう 1 

小学算数 2上  小学算数 2下 

小学算数 3上  小学算数 3下 

小学算数 4上  小学算数 4下 

小学算数 5 

小学算数 6 

２ 

東 書 

理科 331理科 431 

理科 531理科 631 

新編 新しい理科 3 新編 新しい理科 4 

新編 新しい理科 5 新編 新しい理科 6 

２ 

東  書 

生活 131 

生活 132 

どきどきわくわく 新編 あたらしい せいかつ 上 

あしたへジャンプ 新編 新しい 生活 下 

１７ 

教 出 

音楽 131 

音楽 231 

音楽 331 

音楽 431 

音楽 531 

音楽 631 

小学音楽 おんがくのおくりもの 1 

小学音楽 音楽のおくりもの 2 

小学音楽 音楽のおくりもの 3 

小学音楽 音楽のおくりもの 4 

小学音楽 音楽のおくりもの 5 

小学音楽 音楽のおくりもの 6 

１１６ 

日 文 

図工 133 

図工 134 

図工 333 

図工 334 

図工 533 

図工 534 

ずがこうさく 1･2上 たのしいな おもしろいな 

ずがこうさく 1･2下 たのしいな おもしろいな  

図画工作 3･4上 見つけたよ ためしたよ 

図画工作 3･4下 見つけたよ ためしたよ 

図画工作 5･6上 見つめて 広げて 

図画工作 5･6下 見つめて 広げて 

９ 開隆堂 家庭 532 小学校 わたしたちの家庭科 5･6 

２ 東 書 保健 331保健 531 新編 新しいほけん 3･4 新編 新しい保健 5･6 

 

※平成２７年度から使用していた教科書を使用 


