
　平成31年度　小学校採択地区別・学年別給与教科書一覧表（前期・通年用）　２－１

◆ （　　　　　）

地区 学年 国　語 書　写 社　会 地　図 算　数 理　科 生　活 音　楽 図画工作 家　庭 保　健 道　徳

1 光村１３９ 教出１３４ 啓林１３８ 大日１３３ 教芸１３２ 日文１３３ 東書１３１

2 光村２３９ 教出２３４ 啓林２３８

(大日133/134)

教芸２３２

(日文133/134)

東書２３１

3 光村３３９ 教出３３４ 日文３３７ 啓林３３８ 大日３３２ 教芸３３２ 日文３３３ 学研３３５ 東書３３１

4 光村４３９ 教出４３４

(日文337/338)

帝国４３２ 啓林４３８ 大日４３２ 教芸４３２

(日文333/334) (学研335)

東書４３１

5 光村５３９ 教出５３４ 日文５３７

(帝国432)

啓林５３８ 大日５３２ 教芸５３２ 日文５３３ 開隆５３２ 学研５３５ 東書５３１

6 光村６３９ 教出６３４ 日文６３７

(帝国432)

啓林６３８ 大日６３２ 教芸６３２

(日文533/534) (開隆532) (学研535)

東書６３１

1 光村１３９ 光村１３５ 啓林１３８ 啓林143・144 教芸１３２ 日文１３３ 光文１３８

2 光村２３９ 光村２３５ 啓林２３８

(啓林143・144/145)

教芸２３２

(日文133/134)

光文２３８

3 光村３３９ 光村３３５ 東書３３１ 啓林３３８ 大日３３２ 教芸３３２ 日文３３３ 学研３３５ 光文３３８

4 光村４３９ 光村４３５

(東書331/332)

帝国４３２ 啓林４３８ 大日４３２ 教芸４３２

(日文333/334) (学研335)

光文４３８

5 光村５３９ 光村５３５ 東書５３１

(帝国432)

啓林５３８ 大日５３２ 教芸５３２ 日文５３３ 開隆５３２ 学研５３５ 光文５３８

6 光村６３９ 光村６３５ 東書６３１

(帝国432)

啓林６３８ 大日６３２ 教芸６３２

(日文533/534) (開隆532) (学研535)

光文６３８

1 東書１３１ 東書１３１ 東書１３１ 東書１３１ 教出１３１ 開隆１３１ 日文136・137

2 東書２３１ 東書２３１ 東書２３１

(東書131/132)

教出２３１

(開隆131/132)

日文236・237

3 東書３３１ 東書３３１ 教出３３３ 東書３３１ 東書３３１ 教出３３１ 開隆３３１ 東書３３１ 日文336・337

4 東書４３１ 東書４３１

(教出333/334)

東書４３１ 東書４３１ 東書４３１ 教出４３１

(開隆331/332) (東書331)

日文436・437

5 東書５３１ 東書５３１ 教出５３３

(東書431)

東書５３１ 東書５３１ 教出５３１ 開隆５３１ 開隆５３２ 東書５３１ 日文536・537

6 東書６３１ 東書６３１ 教出６３３

(東書431)

東書６３１ 東書６３１ 教出６３１

(開隆531/532) (開隆532) (東書531)

日文636・637

1 教出１３７ 東書１３１ 東書１３１ 学図１３５ 教出１３１ 開隆１３１ 日文136・137

2 教出２３７ 東書２３１ 東書２３１

(学図135/136)

教出２３１

(開隆131/132)

日文236・237

3 教出３３７ 東書３３１ 教出３３３ 東書３３１ 大日３３２ 教出３３１ 開隆３３１ 学研３３５ 日文336・337

4 教出４３７ 東書４３１

(教出333/334)

帝国４３２ 東書４３１ 大日４３２ 教出４３１

(開隆331/332) (学研335)

日文436・437

5 教出５３７ 東書５３１ 教出５３３

(帝国432)

東書５３１ 大日５３２ 教出５３１ 開隆５３１ 開隆５３２ 学研５３５ 日文536・537

6 教出６３７ 東書６３１ 教出６３３

(帝国432)

東書６３１ 大日６３２ 教出６３１

(開隆531/532) (開隆532) (学研535)

日文636・637

1 教出１３７ 教出１３４ 東書１３１ 教出１３７ 教芸１３２ 日文１３３ 日文136・137

2 教出２３７ 教出２３４ 東書２３１

(教出137/138)

教芸２３２

(日文133/134)

日文236・237

3 教出３３７ 教出３３４ 教出３３３ 東書３３１ 大日３３２ 教芸３３２ 日文３３３ 学研３３５ 日文336・337

4 教出４３７ 教出４３４

(教出333/334)

帝国４３２ 東書４３１ 大日４３２ 教芸４３２

(日文333/334) (学研335)

日文436・437

5 教出５３７ 教出５３４ 教出５３３

(帝国432)

東書５３１ 大日５３２ 教芸５３２ 日文５３３ 開隆５３２ 学研５３５ 日文536・537

6 教出６３７ 教出６３４ 教出６３３

(帝国432)

東書６３１ 大日６３２ 教芸６３２

(日文533/534) (開隆532) (学研535)

日文636・637

1 教出１３７ 教出１３４ 東書１３１ 東書１３１ 教芸１３２ 日文１３３ 日文136・137

2 教出２３７ 教出２３４ 東書２３１

(東書131/132)

教芸２３２

(日文133/134)

日文236・237

3 教出３３７ 教出３３４ 教出３３３ 東書３３１ 大日３３２ 教芸３３２ 日文３３３ 東書３３１ 日文336・337

4 教出４３７ 教出４３４

(教出333/334)

帝国４３２ 東書４３１ 大日４３２ 教芸４３２

(日文333/334) (東書331)

日文436・437

5 教出５３７ 教出５３４ 教出５３３

(帝国432)

東書５３１ 大日５３２ 教芸５３２ 日文５３３ 開隆５３２ 東書５３１ 日文536・537

6 教出６３７ 教出６３４ 教出６３３

(帝国432)

東書６３１ 大日６３２ 教芸６３２

(日文533/534) (開隆532) (東書531)

日文636・637

1 光村１３９ 光村１３５ 東書１３１ 大日１３３ 教芸１３２ 開隆１３１ 日文136・137

2 光村２３９ 光村２３５ 東書２３１

(大日133/134)

教芸２３２

(開隆131/132)

日文236・237

3 光村３３９ 光村３３５ 日文３３７ 東書３３１ 東書３３１ 教芸３３２ 開隆３３１ 学研３３５ 日文336・337

4 光村４３９ 光村４３５

(日文337/338)

帝国４３２ 東書４３１ 東書４３１ 教芸４３２

(開隆331/332) (学研335)

日文436・437

5 光村５３９ 光村５３５ 日文５３７

(帝国432)

東書５３１ 東書５３１ 教芸５３２ 開隆５３１ 開隆５３２ 学研５３５ 日文536・537

6 光村６３９ 光村６３５ 日文６３７

(帝国432)

東書６３１ 東書６３１ 教芸６３２

(開隆531/532) (開隆532) (学研535)

日文636・637

1 光村１３９ 東書１３１ 啓林１３８ 東書１３１ 教芸１３２ 開隆１３１ 光村１３５

2 光村２３９ 東書２３１ 啓林２３８

(東書131/132)

教芸２３２

(開隆131/132)

光村２３５

3 光村３３９ 東書３３１ 東書３３１ 啓林３３８ 大日３３２ 教芸３３２ 開隆３３１ 学研３３５ 光村３３５

4 光村４３９ 東書４３１

(東書331/332)

帝国４３２ 啓林４３８ 大日４３２ 教芸４３２

(開隆331/332) (学研335)

光村４３５

5 光村５３９ 東書５３１ 東書５３１

(帝国432)

啓林５３８ 大日５３２ 教芸５３２ 開隆５３１ 開隆５３２ 学研５３５ 光村５３５

6 光村６３９ 東書６３１ 東書６３１

(帝国432)

啓林６３８ 大日６３２ 教芸６３２

(開隆531/532) (開隆532) (学研535)

光村６３５

1 東書１３１ 東書１３１ 東書１３１ 東書１３１ 教芸１３２ 開隆１３１ 東書１３１

2 東書２３１ 東書２３１ 東書２３１

(東書131/132)

教芸２３２

(開隆131/132)

東書２３１

3 東書３３１ 東書３３１ 東書３３１ 東書３３１ 学図３３３ 教芸３３２ 開隆３３１ 光文３３４ 東書３３１

4 東書４３１ 東書４３１

(東書331/332)

東書４３１ 東書４３１ 学図４３３ 教芸４３２

(開隆331/332) (光文334)

東書４３１

5 東書５３１ 東書５３１ 東書５３１

(東書431)

東書５３１ 学図５３３ 教芸５３２ 開隆５３１ 開隆５３２ 光文５３４ 東書５３１

6 東書６３１ 東書６３１ 東書６３１

(東書431)

東書６３１ 学図６３３ 教芸６３２

(開隆531/532) (開隆532) (光文534)

東書６３１

1 光村１３９ 光村１３５ 東書１３１ 学図１３５ 教芸１３２ 開隆１３１ 日文136・137

2 光村２３９ 光村２３５ 東書２３１

(学図135/136)

教芸２３２

(開隆131/132)

日文236・237

3 光村３３９ 光村３３５ 東書３３１ 東書３３１ 大日３３２ 教芸３３２ 開隆３３１ 学研３３５ 日文336・337

4 光村４３９ 光村４３５

(東書331/332)

東書４３１ 東書４３１ 大日４３２ 教芸４３２

(開隆331/332) (学研335)

日文436・437

5 光村５３９ 光村５３５ 東書５３１

(東書431)

東書５３１ 大日５３２ 教芸５３２ 開隆５３１ 開隆５３２ 学研５３５ 日文536・537

6 光村６３９ 光村６３５ 東書６３１

(東書431)

東書６３１ 大日６３２ 教芸６３２

(開隆531/532) (開隆532) (学研535)

日文636・637

※ 啓林館の生活は上・下巻のほかに 「たんけんブック」 （A５判の小冊子型教科書） が発行されます。 「たんけんブック」は上巻と併せて給与します。

長崎県教科書株式会社

※ 日文の道徳は別冊 「どうとくノート」 （Ｂ５判の小冊子型教科書） が発行されます。 「どうとくノート」は本冊と併せて給与します。

※ 平成31年度より、九州文化学園小学校 および ながさき東そのぎ子どもの村小学校が開校します。

部分は継続使用分。　転学者で、必要な場合にのみ給与。31年度は旧版教科書の給与はありません。

は継続使用分。　転学者で、必要な場合にのみ給与。31年度は旧版教科書の給与はありません。は継続使用分。　転学者で、必要な場合にのみ給与。31年度は旧版教科書の給与はありません。

は継続使用分。　転学者で、必要な場合にのみ給与。31年度は旧版教科書の給与はありません。
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　平成31年度　小学校採択地区別・学年別給与教科書一覧表（前期・通年用）　２－２

◆ （　　　　　）

地区 学年 国　語 書　写 社　会 地　図 算　数 理　科 生　活 音　楽 図画工作 家　庭 保　健 道　徳

1 光村１３９ 光村１３５ 東書１３１ 大日１３３ 教芸１３２ 日文１３３ 東書１３１

2 光村２３９ 光村２３５ 東書２３１

(大日133/134)

教芸２３２

(日文133/134)

東書２３１

3 光村３３９ 光村３３５ 東書３３１ 東書３３１ 学図３３３ 教芸３３２ 日文３３３ 学研３３５ 東書３３１

4 光村４３９ 光村４３５

(東書331/332)

帝国４３２ 東書４３１ 学図４３３ 教芸４３２

(日文333/334) (学研335)

東書４３１

5 光村５３９ 光村５３５ 東書５３１

(帝国432)

東書５３１ 学図５３３ 教芸５３２ 日文５３３ 開隆５３２ 学研５３５ 東書５３１

6 光村６３９ 光村６３５ 東書６３１

(帝国432)

東書６３１ 学図６３３ 教芸６３２

(日文533/534) (開隆532) (学研535)

東書６３１

1 東書１３１ 東書１３１ 教出１３６ 東書１３１ 教芸１３２ 日文１３３ 日文136・137

2 東書２３１ 東書２３１ 教出２３６

(東書131/132)

教芸２３２

(日文133/134)

日文236・237

3 東書３３１ 東書３３１ 日文３３７ 教出３３６ 東書３３１ 教芸３３２ 日文３３３ 東書３３１ 日文336・337

4 東書４３１ 東書４３１

(日文337/338)

帝国４３２ 教出４３６ 東書４３１ 教芸４３２

(日文333/334) (東書331)

日文436・437

5 東書５３１ 東書５３１ 日文５３７

(帝国432)

教出５３６ 東書５３１ 教芸５３２ 日文５３３ 開隆５３２ 東書５３１ 日文536・537

6 東書６３１ 東書６３１ 日文６３７

(帝国432)

教出６３６ 東書６３１ 教芸６３２

(日文533/534) (開隆532) (東書531)

日文636・637

1 東書１３１ 東書１３１ 啓林１３８ 大日１３３ 教芸１３２ 開隆１３１ 東書１３１

2 東書２３１ 東書２３１ 啓林２３８

(大日133/134)

教芸２３２

(開隆131/132)

東書２３１

3 東書３３１ 東書３３１ 日文３３７ 啓林３３８ 大日３３２ 教芸３３２ 開隆３３１ 東書３３１ 東書３３１

4 東書４３１ 東書４３１

(日文337/338)

帝国４３２ 啓林４３８ 大日４３２ 教芸４３２

(開隆331/332) (東書331)

東書４３１

5 東書５３１ 東書５３１ 日文５３７

(帝国432)

啓林５３８ 大日５３２ 教芸５３２ 開隆５３１ 開隆５３２ 東書５３１ 東書５３１

6 東書６３１ 東書６３１ 日文６３７

(帝国432)

啓林６３８ 大日６３２ 教芸６３２

(開隆531/532) (開隆532) (東書531)

東書６３１

1 光村１３９ 教出１３４ 啓林１３８ 大日１３３ 教芸１３２ 日文１３３

2 光村２３９ 教出２３４ 啓林２３８

(大日133/134)

教芸２３２

(日文133/134)

3 光村３３９ 教出３３４ 日文３３７ 啓林３３８ 大日３３２ 教芸３３２ 日文３３３ 学研３３５

4 光村４３９ 教出４３４

(日文337/338)

帝国４３２ 啓林４３８ 大日４３２ 教芸４３２

(日文333/334) (学研335)

5 光村５３９ 教出５３４ 日文５３７

(帝国432)

啓林５３８ 大日５３２ 教芸５３２ 日文５３３ 開隆５３２ 学研５３５

6 光村６３９ 教出６３４ 日文６３７

(帝国432)

啓林６３８ 大日６３２ 教芸６３２

(日文533/534) (開隆532) (学研535)

1 光村１３９ 光村１３５ 東書１３１ 大日１３３ 教出１３１ 日文１３３

2 光村２３９ 光村２３５ 東書２３１

(大日133/134)

教出２３１

(日文133/134)

3 光村３３９ 光村３３５ 日文３３７ 東書３３１ 大日３３２ 教出３３１ 日文３３３ 学研３３５

4 光村４３９ 光村４３５

(日文337/338)

帝国４３２ 東書４３１ 大日４３２ 教出４３１

(日文333/334) (学研335)

5 光村５３９ 光村５３５ 日文５３７

(帝国432)

東書５３１ 大日５３２ 教出５３１ 日文５３３ 開隆５３２ 学研５３５

6 光村６３９ 光村６３５ 日文６３７

(帝国432)

東書６３１ 大日６３２ 教出６３１

(日文533/534) (開隆532) (学研535)

1 光村１３９ 教出１３４ 啓林１３８ 大日１３３ 教出１３１ 開隆１３１

2 光村２３９ 教出２３４ 啓林２３８

(大日133/134)

教出２３１

(開隆131/132)

3 光村３３９ 教出３３４ 東書３３１ 啓林３３８ 大日３３２ 教出３３１ 開隆３３１ 学研３３５

4 光村４３９ 教出４３４

(東書331/332)

帝国４３２ 啓林４３８ 大日４３２ 教出４３１

(開隆331/332) (学研335)

5 光村５３９ 教出５３４ 東書５３１

(帝国432)

啓林５３８ 大日５３２ 教出５３１ 開隆５３１ 開隆５３２ 学研５３５

6 光村６３９ 教出６３４ 東書６３１

(帝国432)

啓林６３８ 大日６３２ 教出６３１

(開隆531/532) (開隆532) (学研535)

1 光村１３９ 教出１３４ 東書１３１ 東書１３１ 教芸１３２ 開隆１３１

2 光村２３９ 教出２３４ 東書２３１

(東書131/132)

教芸２３２

(開隆131/132)

3 光村３３９ 教出３３４ 教出３３３ 東書３３１ 大日３３２ 教芸３３２ 開隆３３１ 大日３３２

4 光村４３９ 教出４３４

(教出333/334)

帝国４３２ 東書４３１ 大日４３２ 教芸４３２

(開隆331/332) (大日332)

5 光村５３９ 教出５３４ 教出５３３

(帝国432)

東書５３１ 大日５３２ 教芸５３２ 開隆５３１ 開隆５３２ 大日５３２

6 光村６３９ 教出６３４ 教出６３３

(帝国432)

東書６３１ 大日６３２ 教芸６３２

(開隆531/532) (開隆532) (大日532)

1 光村１３９ 光村１３５ 東書１３１ 啓林143・144 教芸１３２ 開隆１３１ 東書１３１

2

22

2

3

33

3

4

44

4

5

55

5

6

66

6

1 東書１３１ 東書１３１ 東書１３１ 東書１３１ 教芸１３２ 開隆１３１ 東書１３１

2 東書２３１ 東書２３１ 東書２３１

(東書131/132)

教芸２３２

(開隆131/132)

東書２３１

3 東書３３１ 東書３３１ 東書３３１ 東書３３１ 学図３３３ 教芸３３２ 開隆３３１ 光文３３４ 東書３３１

4 東書４３１ 東書４３１

(東書331/332)

東書４３１ 東書４３１ 学図４３３ 教芸４３２

(開隆331/332) (光文334)

東書４３１

5 東書５３１ 東書５３１ 東書５３１

(東書431)

東書５３１ 学図５３３ 教芸５３２ 開隆５３１ 開隆５３２ 光文５３４ 東書５３１

6 東書６３１ 東書６３１ 東書６３１

(東書431)

東書６３１ 学図６３３ 教芸６３２

(開隆531/532) (開隆532) (光文534)

東書６３１

※ 啓林館の生活は上・下巻のほかに 「たんけんブック」 （A５判の小冊子型教科書） が発行されます。 「たんけんブック」は上巻と併せて給与します。

長崎県教科書株式会社

※ 日文の道徳は別冊 「どうとくノート」 （Ｂ５判の小冊子型教科書） が発行されます。 「どうとくノート」は本冊と併せて給与します。

※ 平成31年度より、九州文化学園小学校 および ながさき東そのぎ子どもの村小学校が開校します。
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