
　令和２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

◆ （　　　　　） 部分は継続使用分。　転学者で、必要な場合にのみ給与。令和２年度は全て旧版教科書になります。

採択地区
・ 学校

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 英　語 道　徳

1 光村１０７ 教出１０３ 東書101・102 大日１０３ 教芸１０２ 日文１０３ 東書１０１

2 光村２０７ 教出２０３ 東書２０１ (大日133/134) 教芸２０２ (日文133/134) 東書２０１

3 光村３０７ 教出３０３ 日文３０４ 帝国３０２ 東書３０１ 大日３０２ 教芸３０２ 日文３０３ 学研３０５ 東書３０１

4 光村４０７ 教出４０３ (日文337/338) 帝国３０２ 東書４０１ 大日４０２ 教芸４０２ (日文333/334) (学研335) 東書４０１

5 光村５０７ 教出５０３ 日文５０４ (帝国432) 東書５０１ 大日５０２ 教芸５０２ 日文５０３ 開隆５０２ 学研５０５ 東書501・502 東書５０１

6 光村６０７ 教出６０３ 日文６０４ (帝国432) 東書６０１ 大日６０２ 教芸６０２ (日文533/534) (開隆532) (学研535) 東書601・502 東書６０１

1 光村１０７ 光村１０４ 啓林１０８ 啓林１１３ 教芸１０２ 日文１０３ 東書１０１

2 光村２０７ 光村２０４ 啓林２０８ (啓林143・144/145) 教芸２０２ (日文133/134) 東書２０１

3 光村３０７ 光村３０４ 東書３０１ 帝国３０２ 啓林３０８ 大日３０２ 教芸３０２ 日文３０３ 学研３０５ 東書３０１

4 光村４０７ 光村４０４ (東書331/332) 帝国３０２ 啓林４０８ 大日４０２ 教芸４０２ (日文333/334) (学研335) 東書４０１

5 光村５０７ 光村５０４ 東書５０１ (帝国432) 啓林５０８ 大日５０２ 教芸５０２ 日文５０３ 開隆５０２ 学研５０５ 東書501・502 東書５０１

6 光村６０７ 光村６０４ 東書601・602 (帝国432) 啓林６０８ 大日６０２ 教芸６０２ (日文533/534) (開隆532) (学研535) 東書601・502 東書６０１

1 東書１０１ 東書１０１ 東書101・102 東書１０１ 教出１０１ 日文１０３ 日文106・107

2 東書２０１ 東書２０１ 東書２０１ (東書131/132) 教出２０１ (開隆131/132) 日文206・207

3 東書３０１ 東書３０１ 東書３０１ 帝国３０２ 東書３０１ 大日３０２ 教出３０１ 日文３０３ 東書３０１ 日文306・307

4 東書４０１ 東書４０１ (教出333/334) 帝国３０２ 東書４０１ 大日４０２ 教出４０１ (開隆331/332) (東書331) 日文406・407

5 東書５０１ 東書５０１ 東書５０１ (東書431) 東書５０１ 大日５０２ 教出５０１ 日文５０３ 開隆５０２ 東書５０１ 東書501・502 日文506・507

6 東書６０１ 東書６０１ 東書601・602 (東書431) 東書６０１ 大日６０２ 教出６０１ (開隆531/532) (開隆532) (東書531) 東書601・502 日文606・607

1 教出１０５ 教出１０３ 東書101・102 学図１０５ 教出１０１ 開隆１０１ 日文106・107

2 教出２０５ 教出２０３ 東書２０１ (学図135/136) 教出２０１ (開隆131/132) 日文206・207

3 教出３０５ 教出３０３ 教出３０３ 帝国３０２ 東書３０１ 大日３０２ 教出３０１ 開隆３０１ 学研３０５ 日文306・307

4 教出４０５ 教出４０３ (教出333/334) 帝国３０２ 東書４０１ 大日４０２ 教出４０１ (開隆331/332) (学研335) 日文406・407

5 教出５０５ 教出５０３ 教出５０３ (帝国432) 東書５０１ 大日５０２ 教出５０１ 開隆５０１ 開隆５０２ 学研５０５ 開隆５０３ 日文506・507

6 教出６０５ 教出６０３ 教出６０３ (帝国432) 東書６０１ 大日６０２ 教出６０１ (開隆531/532) (開隆532) (学研535) 開隆６０３ 日文606・607

1 教出１０５ 教出１０３ 東書101・102 学図１０５ 教芸１０２ 日文１０３ 日文106・107

2 教出２０５ 教出２０３ 東書２０１ (教出137/138) 教芸２０２ (日文133/134) 日文206・207

3 教出３０５ 教出３０３ 東書３０１ 帝国３０２ 東書３０１ 東書３０１ 教芸３０２ 日文３０３ 学研３０５ 日文306・307

4 教出４０５ 教出４０３ (教出333/334) 帝国３０２ 東書４０１ 東書４０１ 教芸４０２ (日文333/334) (学研335) 日文406・407

5 教出５０５ 教出５０３ 東書５０１ (帝国432) 東書５０１ 東書５０１ 教芸５０２ 日文５０３ 開隆５０２ 学研５０５ 東書501・502 日文506・507

6 教出６０５ 教出６０３ 東書601・602 (帝国432) 東書６０１ 東書６０１ 教芸６０２ (日文533/534) (開隆532) (学研535) 東書601・502 日文606・607

1 教出１０５ 教出１０３ 東書101・102 東書１０１ 教芸１０２ 日文１０３ 日文106・107

2 教出２０５ 教出２０３ 東書２０１ (東書131/132) 教芸２０２ (日文133/134) 日文206・207

3 教出３０５ 教出３０３ 教出３０３ 帝国３０２ 東書３０１ 東書３０１ 教芸３０２ 日文３０３ 東書３０１ 日文306・307

4 教出４０５ 教出４０３ (教出333/334) 帝国３０２ 東書４０１ 東書４０１ 教芸４０２ (日文333/334) (東書331) 日文406・407

5 教出５０５ 教出５０３ 教出５０３ (帝国432) 東書５０１ 東書５０１ 教芸５０２ 日文５０３ 開隆５０２ 東書５０１ 東書501・502 日文506・507

6 教出６０５ 教出６０３ 教出６０３ (帝国432) 東書６０１ 東書６０１ 教芸６０２ (日文533/534) (開隆532) (東書531) 東書601・502 日文606・607

1 光村１０７ 光村１０４ 東書101・102 大日１０３ 教芸１０２ 開隆１０１ 日文106・107

2 光村２０７ 光村２０４ 東書２０１ (大日133/134) 教芸２０２ (開隆131/132) 日文206・207

3 光村３０７ 光村３０４ 東書３０１ 帝国３０２ 東書３０１ 大日３０２ 教芸３０２ 開隆３０１ 東書３０１ 日文306・307

4 光村４０７ 光村４０４ (日文337/338) 帝国３０２ 東書４０１ 大日４０２ 教芸４０２ (開隆331/332) (学研335) 日文406・407

5 光村５０７ 光村５０４ 東書５０１ (帝国432) 東書５０１ 大日５０２ 教芸５０２ 開隆５０１ 東書５０１ 東書５０１ 開隆５０３ 日文506・507

6 光村６０７ 光村６０４ 東書601・602 (帝国432) 東書６０１ 大日６０２ 教芸６０２ (開隆531/532) (開隆532) (学研535) 開隆６０３ 日文606・607

1 光村１０７ 光村１０４ 啓林１０８ 啓林１１３ 教芸１０２ 日文１０３ 光村１０５

2 光村２０７ 光村２０４ 啓林２０８ (東書131/132) 教芸２０２ (開隆131/132) 光村２０５

3 光村３０７ 光村３０４ 教出３０３ 帝国３０２ 啓林３０８ 大日３０２ 教芸３０２ 日文３０３ 東書３０１ 光村３０５

4 光村４０７ 光村４０４ (東書331/332) 帝国３０２ 啓林４０８ 大日４０２ 教芸４０２ (開隆331/332) (学研335) 光村４０５

5 光村５０７ 光村５０４ 教出５０３ (帝国432) 啓林５０８ 大日５０２ 教芸５０２ 日文５０３ 開隆５０２ 東書５０１ 光村５０７ 光村５０５

6 光村６０７ 光村６０４ 教出６０３ (帝国432) 啓林６０８ 大日６０２ 教芸６０２ (開隆531/532) (開隆532) (学研535) 光村６０７ 光村６０５

1 東書１０１ 東書１０１ 啓林１０８ 啓林１１３ 教芸１０２ 日文１０３ 東書１０１

2 東書２０１ 東書２０１ 啓林２０８ (東書131/132) 教芸２０２ (開隆131/132) 東書２０１

3 東書３０１ 東書３０１ 日文３０４ 帝国３０２ 啓林３０８ 啓林３０６ 教芸３０２ 日文３０３ 東書３０１ 東書３０１

4 東書４０１ 東書４０１ (東書331/332) 帝国３０２ 啓林４０８ 啓林４０６ 教芸４０２ (開隆331/332) (光文334) 東書４０１

5 東書５０１ 東書５０１ 日文５０４ (東書431) 啓林５０８ 啓林５０６ 教芸５０２ 日文５０３ 開隆５０２ 東書５０１ 東書501・502 東書５０１

6 東書６０１ 東書６０１ 日文６０４ (東書431) 啓林６０８ 啓林６０６ 教芸６０２ (開隆531/532) (開隆532) (光文534) 東書601・502 東書６０１

1 光村１０７ 光村１０４ 東書101・102 学図１０５ 教芸１０２ 開隆１０１ 日文106・107

2 光村２０７ 光村２０４ 東書２０１ (学図135/136) 教芸２０２ (開隆131/132) 日文206・207

3 光村３０７ 光村３０４ 東書３０１ 帝国３０２ 東書３０１ 大日３０２ 教芸３０２ 開隆３０１ 光文３０４ 日文306・307

4 光村４０７ 光村４０４ (東書331/332) 帝国３０２ 東書４０１ 大日４０２ 教芸４０２ (開隆331/332) (学研335) 日文406・407

5 光村５０７ 光村５０４ 東書５０１ (東書431) 東書５０１ 大日５０２ 教芸５０２ 開隆５０１ 開隆５０２ 光文５０４ 教出５０６ 日文506・507

6 光村６０７ 光村６０４ 東書601・602 (東書431) 東書６０１ 大日６０２ 教芸６０２ (開隆531/532) (開隆532) (学研535) 教出６０６ 日文606・607

※ 令和2年度から「地図帳」の使用学年が3～6年に変わります。令和2年度のみ3年生と4年生にダブル給与します。 191118

※ 「東書の社会6年」は二分冊（教番601政治・国際編と602歴史編）となっています。前期に2冊同時給与します。

※ 「東書の算数１年」は二分冊（教番101さんすう1①と102さんすう1②）となっています。前期に2冊同時給与します。

※ 東書の英語教科書「教番502 ・・・Picture Dictionary」は、5年次に給与し、6年まで各学年用の教科書と併せて使用します。令和2年度のみ5年生と6年生にダブル給与します。

※  「日文の道徳」は、各学年用に併せて別冊教科書「道徳ノート」を給与します。別冊は、本冊の巻末に挟み込むことが出来る装丁になっています。
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　令和２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

◆ （　　　　　） 部分は継続使用分。　転学者で、必要な場合にのみ給与。令和２年度は全て旧版教科書になります。

採択地区
・ 学校

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 英　語 道　徳

1 光村１０７ 光村１０４ 東書101・102 啓林１１３ 教芸１０２ 日文１０３ 東書１０１

2 光村２０７ 光村２０４ 東書２０１ (大日133/134) 教芸２０２ (日文133/134) 東書２０１

3 光村３０７ 光村３０４ 東書３０１ 帝国３０２ 東書３０１ 教出３０４ 教芸３０２ 日文３０３ 東書３０１ 東書３０１

4 光村４０７ 光村４０４ (東書331/332) 帝国３０２ 東書４０１ 教出４０４ 教芸４０２ (日文333/334) (学研335) 東書４０１

5 光村５０７ 光村５０４ 東書５０１ (帝国432) 東書５０１ 教出５０４ 教芸５０２ 日文５０３ 開隆５０２ 東書５０１ 東書501・502 東書５０１

6 光村６０７ 光村６０４ 東書601・602 (帝国432) 東書６０１ 教出６０４ 教芸６０２ (日文533/534) (開隆532) (学研535) 東書601・502 東書６０１

1 光村１０７ 東書１０１ 東書101・102 東書１０１ 教芸１０２ 日文１０３ 日文106・107

2 光村２０７ 東書２０１ 東書２０１ (東書131/132) 教芸２０２ (日文133/134) 日文206・207

3 光村３０７ 東書３０１ 東書３０１ 帝国３０２ 東書３０１ 大日３０２ 教芸３０２ 日文３０３ 東書３０１ 日文306・307

4 光村４０７ 東書４０１ (日文337/338) 帝国３０２ 東書４０１ 大日４０２ 教芸４０２ (日文333/334) (東書331) 日文406・407

5 光村５０７ 東書５０１ 東書５０１ (帝国432) 東書５０１ 大日５０２ 教芸５０２ 日文５０３ 開隆５０２ 東書５０１ 東書501・502 日文506・507

6 光村６０７ 東書６０１ 東書601・602 (帝国432) 東書６０１ 大日６０２ 教芸６０２ (日文533/534) (開隆532) (東書531) 東書601・502 日文606・607

1 光村１０７ 光村１０４ 啓林１０８ 大日１０３ 教芸１０２ 日文１０３ 東書１０１

2 光村２０７ 光村２０４ 啓林２０８ (大日133/134) 教芸２０２ (開隆131/132) 東書２０１

3 光村３０７ 光村３０４ 日文３０４ 帝国３０２ 啓林３０８ 大日３０２ 教芸３０２ 日文３０３ 東書３０１ 東書３０１

4 光村４０７ 光村４０４ (日文337/338) 帝国３０２ 啓林４０８ 大日４０２ 教芸４０２ (開隆331/332) (東書331) 東書４０１

5 光村５０７ 光村５０４ 日文５０４ (帝国432) 啓林５０８ 大日５０２ 教芸５０２ 日文５０３ 開隆５０２ 東書５０１ 東書501・502 東書５０１

6 光村６０７ 光村６０４ 日文６０４ (帝国432) 啓林６０８ 大日６０２ 教芸６０２ (開隆531/532) (開隆532) (東書531) 東書601・502 東書６０１

1 光村１０７ 教出１０３ 東書101・102 大日１０３ 教芸１０２ 日文１０３

2 光村２０７ 教出２０３ 東書２０１ (大日133/134) 教芸２０２ (日文133/134)

3 光村３０７ 教出３０３ 日文３０４ 帝国３０２ 東書３０１ 大日３０２ 教芸３０２ 日文３０３ 学研３０５

4 光村４０７ 教出４０３ (日文337/338) 帝国３０２ 東書４０１ 大日４０２ 教芸４０２ (日文333/334) (学研335)

5 光村５０７ 教出５０３ 日文５０４ (帝国432) 東書５０１ 大日５０２ 教芸５０２ 日文５０３ 開隆５０２ 学研５０５ 東書501・502

6 光村６０７ 教出６０３ 日文６０４ (帝国432) 東書６０１ 大日６０２ 教芸６０２ (日文533/534) (開隆532) (学研535) 東書601・502

1 光村１０７ 光村１０４ 東書101・102 大日１０３ 教出１０１ 日文１０３

2 光村２０７ 光村２０４ 東書２０１ (大日133/134) 教出２０１ (日文133/134)

3 光村３０７ 光村３０４ 東書３０１ 帝国３０２ 東書３０１ 大日３０２ 教出３０１ 日文３０３ 学研３０５

4 光村４０７ 光村４０４ (日文337/338) 帝国３０２ 東書４０１ 大日４０２ 教出４０１ (日文333/334) (学研335)

5 光村５０７ 光村５０４ 東書５０１ (帝国432) 東書５０１ 大日５０２ 教出５０１ 日文５０３ 開隆５０２ 学研５０５ 東書501・502

6 光村６０７ 光村６０４ 東書601・602 (帝国432) 東書６０１ 大日６０２ 教出６０１ (日文533/534) (開隆532) (学研535) 東書601・502

1 光村１０７ 教出１０３ 啓林１０８ 大日１０３ 教出１０１ 開隆１０１

2 光村２０７ 教出２０３ 啓林２０８ (大日133/134) 教出２０１ (開隆131/132)

3 光村３０７ 教出３０３ 東書３０１ 帝国３０２ 啓林３０８ 大日３０２ 教出３０１ 開隆３０１ 学研３０５

4 光村４０７ 教出４０３ (東書331/332) 帝国３０２ 啓林４０８ 大日４０２ 教出４０１ (開隆331/332) (学研335)

5 光村５０７ 教出５０３ 東書５０１ (帝国432) 啓林５０８ 大日５０２ 教出５０１ 開隆５０１ 開隆５０２ 学研５０５ 三省５０５

6 光村６０７ 教出６０３ 東書601・602 (帝国432) 啓林６０８ 大日６０２ 教出６０１ (開隆531/532) (開隆532) (学研535) 三省６０５

1 光村１０７ 教出１０３ 啓林１０８ 大日１０３ 教芸１０２ 日文１０３

2 光村２０７ 教出２０３ 啓林２０８ (東書131/132) 教芸２０２ (開隆131/132)

3 光村３０７ 教出３０３ 日文３０４ 帝国３０２ 啓林３０８ 大日３０２ 教芸３０２ 日文３０３ 学研３０５

4 光村４０７ 教出４０３ (教出333/334) 帝国３０２ 啓林４０８ 大日４０２ 教芸４０２ (開隆331/332) (大日332)

5 光村５０７ 教出５０３ 日文５０４ (帝国432) 啓林５０８ 大日５０２ 教芸５０２ 日文５０３ 開隆５０２ 学研５０５ 東書501・502

6 光村６０７ 教出６０３ 日文６０４ (帝国432) 啓林６０８ 大日６０２ 教芸６０２ (開隆531/532) (開隆532) (大日532) 東書601・502

1 光村１０７ 光村１０４ 東書101・102 啓林１１３ 教芸１０２ 開隆１０１ 東書１０１

2 光村２０７ 光村２０４ 東書２０１ (啓林143・144/145) 教芸２０２ (開隆131/132) 東書２０１

3

4

5

6

1 光村１０７ 光村１０４ 教出１０６ 東書１０１ 教芸１０２ 開隆１０１ 光村１０５

2 光村２０７ 光村２０４ 教出２０６ (東書131/132) 教芸２０２ (開隆131/132) 光村２０５

3 光村３０７ 光村３０４ 日文３０４ 東書３０１ 教出３０６ 学図３０３ 教芸３０２ 開隆３０１ 大日３０２ 光村３０５

4 光村４０７ 光村４０４ (東書331/332) 東書３０１ 教出４０６ 学図４０３ 教芸４０２ (開隆331/332) (光文334) 光村４０５

5 光村５０７ 光村５０４ 日文５０４ (東書431) 教出５０６ 学図５０３ 教芸５０２ 開隆５０１ 開隆５０２ 大日５０２ 光村５０７ 光村５０５

6 光村６０７ 光村６０４ 日文６０４ (東書431) 教出６０６ 学図６０３ 教芸６０２ (開隆531/532) (開隆532) (光文534) 光村６０７ 光村６０５

※ 令和2年度から「地図帳」の使用学年が3～6年に変わります。令和2年度のみ3年生と4年生にダブル給与します。 191118

※ 「東書の社会6年」は二分冊（教番601政治・国際編と602歴史編）となっています。前期に2冊同時給与します。

※ 「東書の算数１年」は二分冊（教番101さんすう1①と102さんすう1②）となっています。前期に2冊同時給与します。

※ 東書の英語教科書「教番502 ・・・Picture Dictionary」は、5年次に給与し、6年まで各学年用の教科書と併せて使用します。令和2年度のみ5年生と6年生にダブル給与します。

※  「日文の道徳」は、各学年用に併せて別冊教科書「道徳ノート」を給与します。別冊は、本冊の巻末に挟み込むことが出来る装丁になっています。
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