
地理 歴史※ 公民
東　書 日文B 日 文 啓林館 啓林館 【大阪市第１】　　　　　　　　(咲くやこの花中は下記) 東　書 東　書 日　文 東　書 啓林館 啓林館 三省堂
(学　図) 　　　　　　　　福島区・此花区・北区 (三省堂) (日　文)

東　書 日文B 東　書 啓林館 啓林館 【大阪市第２】 光　村 帝　国 日　文 日　文 啓林館 啓林館 三省堂
(日 文) 　　　　　　　　都島区・旭区・城東区・鶴見区 (三省堂) (東　書) (東　書) (東　書)

光　村 日文B 日 文 啓林館 東　書 【大阪市第３】 光　村 帝　国 日　文 東　書 啓林館 啓林館 三省堂

(東　書) (日 文)
　　　　　　　　西区・港区・大正区・中央区

(三省堂) (日　文)
(1上下：東書
2上下：啓林)

東　書 日文B 日 文 啓林館 啓林館 【大阪市第４】 光　村 東　書 帝国 東　書 啓林館 啓林館 三省堂
(日 文) 　　　　　　　　西淀川区・東淀川区・淀川区 (三省堂) (帝　国) (日　文) (東　書) (日　文) (東　書)

光　村 日文B 日 文 啓林館 啓林館 【大阪市第５】 光　村 帝　国 教　出 教　出 啓林館 啓林館 開隆堂
(東　書) 　　　　　　　　東成区・生野区 (三省堂) (日　文) (日　文) (東　書) (日　文) (東　書)

東　書 日文B 日 文 啓林館 日　文 【大阪市第６】 東　書 帝　国 日　文 日　文 啓林館 啓林館 東　書

(光　村)
　　　　　　　　東住吉区・平野区

(三省堂) (日　文)
(1上下：啓林
2上下：東書) (三省堂)

光　村 日文B 東　書 啓林館 日　文 【大阪市第７】 光　村 帝国 日　文 東　書 啓林館 啓林館 三省堂
(日 文) (日 文) 　　　　　　　　住吉区・西成区・住之江区 (三省堂) (日　文) (東　書)

東　書 日文B 日 文 啓林館 啓林館 【大阪市第８】 光　村 東　書 日　文 東　書 啓林館 啓林館 開隆堂
　　　　　　　　天王寺区・浪速区・阿倍野区

(帝　国) (日　文)
(1上下：東書
2上下：啓林) (三省堂)

東　書 日文B 学　図 大日本 東　書 【豊中市地区】 東　書 教　出 日　文 日　文 東　書 啓林館 教　出

(啓林館)
　　　　　　　　豊中市

(三省堂) (日　文) (東　書)
(1上下：東書
2上下：啓林) (三省堂)

光　村 日文B 東　書 大日本 日　文 【池田市地区】 東　書 東　書 日　文 東　書 東　書 啓林館 開隆堂
(東　書) 　　　　　　　　池田市 (三省堂) (東　書) (三省堂)

光　村 日文B 東　書 大日本 東　書 【箕面市地区】 東　書 教　出 教　出 東　書 学　図 大日本 学　図

(東　書) (教　出) (啓林館) (日　文)
　　　　　　　　箕面市 (三省堂) (東　書) (帝　国) (東　書)

(1上下：大日
2上下：東書)

三省堂 東　書 学　図 大日本 東　書 【豊能郡地区】 東　書 日　文 日　文 日　文 大日本 啓林館 三省堂
(日 文) (日文B) (啓林館) 　　　　　　　　豊能郡 (教　出) (東　書) (東　書) (東　書)

東　書 教　出 東　書 啓林館 啓林館
【吹田市地区】
　　　　　　　　吹田市

教　出 東　書 東　書 東　書 東　書 大日本
 　1年…開隆
2・3年…三省

(光　村) (日文B) (日　新) (日　文) (日　文) (日　文) (三省堂)

光　村 東　書 学　図 東　書 日　文 【高槻市地区】 光　村 東　書 教　出 日　文 学　図 啓林館 三省堂
(大日本) 　　　　　　　　高槻市 (三省堂)

下段( )内は旧採択 下段( )内は旧採択

理科生活 採択地区 国語 数学

*小学校社会の日文Aは「小学生の社会」を、日文Bは「小学社会」を表しています。
*中学２・３年生の歴史については、旧採択の教科書（現行版）を継続使用します。
*出版社の協力により作成・編集しています。市町村合併等による採択変更には
　対応していない場合もあります。ご了承ください。　　　　(H23.9月現在)

平成２４年度 大阪府 小学校・中学校 教科書一覧表
小学校 中学校

社会
国語 社会 算数 理科 英語
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地理 歴史※ 公民
東　書 日文B 日 文 啓林館 東　書 【茨木市地区】 光　村 日　文 帝　国 日　文 啓林館 啓林館 三省堂

(啓林館) 　　　　　　　　茨木市 (東　書) (東　書) (東　書) (東　書)

光　村 教　出 東　書 啓林館 日　文 【摂津市地区】 光　村 教　出 日　文 教　出 東　書 啓林館 教　出
(東　書) (東　書) (学　図) 　　　　　　　　摂津市 (三省堂) (東　書) (東　書) (日　文) (日　文) (三省堂)

東　書 日文B 日 文 啓林館 日　文 【三島郡地区】 学　図 教　出 東　書 教　出 啓林館 啓林館 教　出
(日 文) 　　　　　　　　三島郡 (光　村) (日　文) (日　文) (東　書) (三省堂)

光　村 教　出 啓林館 啓林館 啓林館 【守口市地区】 光　村 日　文 日　文 日　文 東　書 啓林館 東　書
(教　出) (日　文) 　　　　　　　　守口市 (東　書) (日　文) (教　出)

光　村 東　書 東　書 啓林館 啓林館 【枚方市地区】 東　書 教　出 東　書 東　書 東　書 啓林館 東　書
(東　書) 　　　　　　　　枚方市 (日　文) (啓林館)

光　村 日文B 啓林館 啓林館 啓林館 【寝屋川市地区】 光　村 帝　国 東　書 日　文 東　書 啓林館 開隆堂
(日 文) (日 文) 　　　　　　　　寝屋川市 (三省堂) (教　出) (日　文) (日　文) (東　書) (教　出)

光　村 教　出 学　図 啓林館 啓林館 【大東市地区】 光　村 教　出 教　出 教　出 東　書 啓林館 東　書
(東　書) (教　出) 　　　　　　　　大東市 (三省堂)

東　書 東　書 日 文 啓林館 啓林館 【門真市地区】 光　村 教　出 日　文 日　文 東　書 啓林館 東　書
(東　書) (学　図) 　　　　　　　　門真市 (日　新) (教　出)

学　図 教　出 学　図 啓林館 学　図 【四條畷市地区】 光　村 日　文 教　出 東　書 日　文 啓林館 三省堂
(光　村) (東　書) (啓林館) 　　　　　　　　四條畷市 (帝　国) (日　文) (啓林館) (学　図)

光　村 教　出 東　書 啓林館 啓林館 【交野市地区】 光　村 教　出 教　出 教　出 東　書 東　書 三省堂
　　　　　　　　交野市 (日　文) (日　新) (日　新) (啓林館)

東　書 教　出 啓林館 啓林館 日　文 【東大阪市地区】 三省堂 帝　国 東　書 育鵬社 啓林館 啓林館 三省堂
(日 文) (日文B) (啓林館) 　　　　　　　　東大阪市 (東　書) (日　文) (日　文)

光　村 光　村 東　書 啓林館 日　文 【八尾市地区】 光　村 日　文 日　文 教　出 啓林館 啓林館 三省堂
(教　出) (啓林館) 　　　　　　　　八尾市 (教　出) (東　書) (東　書) (学　図)

光　村 日文B 啓林館 啓林館 啓林館
【柏原市地区】
　　　　　　　　柏原市

光　村 教　出 東　書 教　出 啓林館 啓林館
 　1年…開隆
2・3年…三省

(東　書) (東　書) (東　書) (日　新) (教　出) (三省堂)

光　村 東　書 東　書 東　書 啓林館 【富田林市地区】 教　出 教　出 教　出 帝　国 東　書 啓林館 東　書
(日文B) 　　　　　　　　富田林市 (光　村) (日　文) (日　文) (日　文) (啓林館) (東　書) (三省堂)

光　村 東　書 日 文 啓林館 東　書
【河内長野市地区】
　　　　　　　　河内長野市

光　村 日　文 日　文 東　書 啓林館 啓林館
 　1年…開隆
2・3年…東書

(教　出) (日　文) (東　書)

下段( )内は旧採択 下段( )内は旧採択

理科生活 採択地区 国語 数学

*小学校社会の日文Aは「小学生の社会」を、日文Bは「小学社会」を表しています。
*中学２・３年生の歴史については、旧採択の教科書（現行版）を継続使用します。
*出版社の協力により作成・編集しています。市町村合併等による採択変更には
　対応していない場合もあります。ご了承ください。　　　　(H23.9月現在)

平成２４年度 大阪府 小学校・中学校 教科書一覧表
小学校 中学校

社会
国語 社会 算数 理科 英語
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地理 歴史※ 公民
光　村 教　出 日 文 啓林館 教　出 【松原市地区】 光　村 東　書 東　書 帝　国 日　文 啓林館 三省堂

(日 文) 　　　　　　　　松原市 (日　文) (教　出) (日　文) (東　書)

光　村 教　出 東　書 東　書 東　書 【羽曳野市地区】 光　村 教　出 東　書 帝　国 啓林館 東　書 学　図
(学　図) (啓林館) (啓林館) 　　　　　　　　羽曳野市 (日　新) (日　文) (東　書) (日　文)

光　村 東　書 日 文 東　書 学　図 【藤井寺市地区】 光　村 日　文 日　文 帝　国 日　文 東　書 開隆堂
(教　出) (啓林館) 　　　　　　　　藤井寺市 (帝　国)

光　村 教　出 東　書 啓林館 日　文
【大阪狭山市地区】
　　　　　　　　大阪狭山市

光　村 日　文 帝　国 東　書 学　図 啓林館
 　1年…三省
2・3年…学図

(日 文) (日文B) (啓林館) (東　書) (啓林館) (帝　国) (帝　国) (東　書) (学　図)

東　書 教　出 東　書 啓林館 大日本 【南河内郡地区】 教　出 教　出 日　文 日　文 日　文 学　図 開隆堂
(啓林館) 　　　　　　　　南河内郡 (啓林館) (啓林館) (東　書)

光　村 東　書 日 文 啓林館 啓林館 【堺市地区】 堺区・中区・北区・南区 光　村 日　文 東　書 日　文 東　書 啓林館 開隆堂
(東　書) (東　書) 　　　　　　　　東区・西区・美原区 (日　文) (三省堂)

光　村 日文B 日 文 大日本 啓林館 【泉大津市地区】 光　村 東　書 日　文 日　文 日　文 学　図 東　書
　　　　　　　　泉大津市 (三省堂) (日　文) (東　書) (啓林館)

光　村 日文B 日 文 啓林館 啓林館
【和泉市地区】
　　　　　　　　和泉市

東　書 東　書 東　書 日　文 啓林館 啓林館
 　1年…開隆
2・3年…教出

(東　書) (光　村) (日　文) (日　文) (東　書) (日　文) (東　書) (教　出)

光　村 日文B 日 文 大日本 啓林館 【高石市地区】 光　村 東　書 東　書 日　文 日　文 学　図 東　書
　　　　　　　　高石市 (三省堂) (日　文) (日　文) (東　書) (啓林館)

光　村 日文B 日 文 大日本 啓林館 【泉北郡地区】 光　村 東　書 日　文 日　文 日　文 学　図 東　書
　　　　　　　　泉北郡 (三省堂) (日　文) (東　書) (啓林館)

東　書 東　書 東　書 啓林館 啓林館 【岸和田市地区】 光　村 日　文 東　書 帝　国 日　文 啓林館 東　書
　　　　　　　　岸和田市 (日　文) (日　文) (開隆堂)

光　村 日文B 日 文 教　出 啓林館 【貝塚市地区】 三省堂 日　文 教　出 日　文 数　研 大日本 開隆堂
(日 文) 　　　　　　　　貝塚市 (日　文) (日　文) (東　書) (東　書)

光　村 日文B 東　書 啓林館 啓林館 【泉佐野市地区】 学　図 日　文 東　書 日　文 数　研 東　書 開隆堂
(日 文) (東　書) 　　　　　　　　泉佐野市 (三省堂) (帝　国) (日　文) (啓林館) (東　書)

光　村 日文B 日 文 啓林館 東　書 【泉南市地区】 東　書 東　書 東　書 東　書 数　研 学　図 教　出
(日 文) (啓林館) 　　　　　　　　泉南市 (光　村) (日　文) (教　出) (帝　国) (東　書) (啓林館)

光　村 日文B 東　書 啓林館 啓林館 【阪南市地区】 光　村 東　書 東　書 東　書 数　研 啓林館 三省堂
(教　出) (日 文) (東　書) 　　　　　　　　阪南市 (三省堂) (日　文) (啓林館)

下段( )内は旧採択 下段( )内は旧採択

理科算数社会 理科 採択地区

*小学校社会の日文Aは「小学生の社会」を、日文Bは「小学社会」を表しています。
*中学２・３年生の歴史については、旧採択の教科書（現行版）を継続使用します。
*出版社の協力により作成・編集しています。市町村合併等による採択変更には
　対応していない場合もあります。ご了承ください。　　　　(H23.9月現在)

平成２４年度 大阪府 小学校・中学校 教科書一覧表
小学校 中学校

社会
国語 数学生活国語 英語
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地理 歴史※ 公民
教　出 日文B 日 文 啓林館 啓林館 【泉南郡地区】 光　村 東　書 東　書 教　出 日　文 東　書 三省堂
(東　書) (日　文) 　　　　　　　　泉南郡 (三省堂) (帝　国) (東　書) (学　図) (教　出)

【大阪市　此花区】 光　村 帝　国 日　文 東　書 数　研 東　書 三省堂
　　市立　咲くやこの花中学校 (三省堂) (東　書) (啓林館) (啓林館)

東　書 日文B 啓林館 啓林館 日　文 【大阪市　平野区】 教　出 帝　国 帝　国 帝　国 数　研 東　書 教　出
　　国立　大阪教育大学附属平野小・中学校 (東　書) (日　文)

学　図 日文B 日 文 啓林館 日　文 【大阪市　天王寺区】 東　書 帝　国 日　文 東　書 東　書 啓林館 教　出
　　国立　大阪教育大学附属天王寺小・中学校 (東　書) (日　新) (大日本)

光　村 東　書 啓林館 大日本 東　書 【池田市】 教　出 東　書 日　文 東　書 日　文 東　書 三省堂
　　国立　大阪教育大学附属池田小・中学校 (三省堂) (日　新) (東　書)

【大阪市　此花区】 光　村 日　文 日　文 日　文 東　書 啓林館 三省堂
　　私立　淀之水学院昇陽中学校
【大阪市　北区】 教　出 教　出 日　文 日　文 啓林館 啓林館 三省堂
　　私立　金蘭会中学校 (日　文)

【大阪市　旭区】　　 (H23.4月開校) 教　出 帝　国 帝　国 東　書 啓林館 教　出
　　私立　常翔学園中学校

光　村 東　書 学　図 啓林館 大日本 【大阪市　城東区】 東　書 教　出 清　水 教　出 東　書 学　図 三省堂
(学　図) (日文A) (日 文) (大日本) (学　図) 　　私立　大阪信愛女学院小・中学校 (学　図) (東　書) (東　書) (東　書) (日　文) (教　出)

【大阪市　城東区】 光　村 日　文 自由社 自由社 啓林館 啓林館 学　図
　　私立　開明中学校 (日　新) (帝　国) (清　水)

【大阪市　城東区】 三省堂 帝　国 清　水 清　水 啓林館 東　書 三省堂
　　 私立　大阪産業大学附属中学校

東　書 日文B 啓林館 啓林館 啓林館 【大阪市　中央区】 教　出 東　書 清　水 清　水 啓林館 啓林館 三省堂
(東　書) (日　文) 　　私立　追手門学院小学校　/　追手門学院大手前中学校 (帝　国) (日　新) (日　新)

【大阪市　中央区】 東　書 日　文 清　水 育鵬社 東　書 啓林館 三省堂
　　私立　相愛中学校 (清　水) (日　文) (東　書)

【大阪市　中央区】
　　私立　大阪女学院中学校

東　書 帝　国 東　書 日　文 東　書 東　書
　 1年…三省
2・3年…教出

(光　村) (教　出)

下段( )内は旧採択 下段( )内は旧採択

理科国語 社会

平成２４年度 大阪府 小学校・中学校 教科書一覧表
小学校 中学校

社会
国語 数学 英語算数 採択地区

*小学校社会の日文Aは「小学生の社会」を、日文Bは「小学社会」を表しています。
*中学２・３年生の歴史については、旧採択の教科書（現行版）を継続使用します。
*出版社の協力により作成・編集しています。市町村合併等による採択変更には
　対応していない場合もあります。ご了承ください。　　　　(H23.9月現在)

生活理科
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地理 歴史※ 公民
学　図 日文B 啓林館 啓林館 日　文 【大阪市　中央区】 学　図 東　書 東　書 東　書 数　研 東　書 三省堂
(日 文) 　　私立　城星学園小・中学校 (東　書) (啓林館)

【大阪市　東淀川区】 教　出 東　書 東　書 東　書 学　図 啓林館 三省堂
　　私立　関西大学北陽中学校 (日　新) (大日本)

【大阪市　生野区】 光　村 教　出 帝　国 東　書 啓林館 啓林館 三省堂
　　私立　プール学院中学校 (東　書) (学　図) (教　出)

東　書 日文B 啓林館 啓林館 啓林館 【大阪市　東住吉区】 東　書 日　文 清　水 教　出 数　研 東　書 三省堂
(日　文) 　　 私立　城南短期大学附属小学校　/　城南学園中学校 (三省堂) (日　文) (日　文) (日　文) (東　書)

光　村 日文A 啓林館 啓林館 東　書 【大阪市　住吉区】 光　村 日　文 帝　国 日　文 東　書 啓林館 三省堂
(東　書) (日文B) (学　図) 　　私立　帝塚山学院小・中学校 (日　文) (清　水) (啓林館)

【大阪市　住吉区】 光　村 日　文 育鵬社 育鵬社 数　研 啓林館 三省堂
　　私立　浪速中学校 (日　文)

【大阪市　住吉区】 光　村 東　書 東　書 東　書 啓林館 啓林館 三省堂
　　私立　大阪学芸中等教育学校

光　村 日文B 大日本 啓林館 啓林館 【大阪市　住吉区】 東　書 日　文 帝　国 帝　国 東　書 東　書 三省堂
(日 文) (教　出) 　　私立　建国小・中学校 (清　水)

光　村 東　書 日　文 啓林館 啓林館
【大阪市　西成区】
　　私立　金剛学園小・中学校

光　村 教　出 教　出 清　水 啓林館 啓林館
　 1年…東書
2・3年…三省

(日 文) (日文B) (日　文) (東　書) (清　水) (日　文) (日　文) (三省堂)

【大阪市　天王寺区】
　　私立　明星中学校

学　図 東　書 東　書 東　書 数　研 啓林館
 　1年…三省
2・3年…教出

(光　村) (日　文) (啓林館) (教　出)

【大阪市　天王寺区】 東　書 教　出 日　文 日　文 数　研 啓林館 三省堂
　　私立　四天王寺学園中学校 (三省堂) (帝　国) (学　図)

【大阪市　天王寺区】 光　村 教　出 日　文 東　書 啓林館 東　書 東　書
　　私立　大阪星光学院中学校 (帝　国) (啓林館) (三省堂)

【大阪市　天王寺区】 学　図 帝　国 東　書 育鵬社 啓林館 東　書 三省堂
　　私立　清風中学校 (光　村) (東　書) (日　文) (啓林館)

【大阪市　天王寺区】 学　図 教　出 帝　国 清　水 啓林館 啓林館 学　図
　　私立　上宮中学校 (日　新) (東　書)

【大阪市　阿倍野区】 光　村 帝　国 東　書 東　書 数　研 啓林館 東　書
　　私立　大谷中学校 (清　水) (啓林館) (三省堂)

下段( )内は旧採択 下段( )内は旧採択

理科

平成２４年度 大阪府 小学校・中学校 教科書一覧表
小学校 中学校

社会
国語 社会 算数 数学 英語

*小学校社会の日文Aは「小学生の社会」を、日文Bは「小学社会」を表しています。
*中学２・３年生の歴史については、旧採択の教科書（現行版）を継続使用します。
*出版社の協力により作成・編集しています。市町村合併等による採択変更には
　対応していない場合もあります。ご了承ください。　　　　(H23.9月現在)

理科 生活 採択地区 国語

-21-



地理 歴史※ 公民
【大阪市　阿倍野区】 光　村 東　書 東　書 東　書 数　研 東　書 三省堂
　　私立　桃山学院中学校 (学　図) (啓林館)

【豊中市】 三省堂 日　文 日　文 日　文 数　研 啓林館 三省堂
　　私立　梅花中学校 (学　図) (東　書) (東　書)

光　村 教　出 学　図 啓林館 学　図 【豊中市】 三省堂 日　文 日　文 日　文 東　書 東　書 三省堂
(日文B) (東　書) (日　文) 　　私立　箕面自由学園　初・中等科 (東　書) (啓林館)

【豊中市】 東　書 日　文 日　文 日　文 大日本 教　出 教　出
　　私立　履正社学園豊中中学校 (光　村) (学　図) (東　書)

学　図 日文A 啓林館 啓林館 東　書 【箕面市】 学　図 帝　国 教　出 日　文 数　研 東　書 学　図
(光　村) (日文B) (啓林館) 　　私立　聖母被昇天学院小・中学校 (日　新) (日　新) (日　新) (大日本) (三省堂)

【箕面市】 光　村 帝　国 東　書 清　水 東　書 東　書 学　図
　　私立　千里国際学園　中等部 (東　書) (学　図)

【吹田市】 光　村 帝　国 教　出 日　文 啓林館 啓林館 教　出
　　私立　関西大第一中学校 (三省堂) (東　書) (日　新) (東　書) (開隆堂)

【吹田市】 教　出 東　書 東　書 東　書 啓林館 啓林館 東　書
　　私立　金蘭千里中学校 (光　村) (開隆堂)

【高槻市】
　　私立　大阪青凌中学校

教　出 日　文 東　書 東　書 啓林館 啓林館
 　1年…三省
2・3年…東書

(東　書) (東　書)

【高槻市】 東　書 帝　国 清　水 清　水 啓林館 啓林館 三省堂
　　私立　高槻中学校 (東　書)

【高槻市】 東　書 東　書 東　書 東　書 東　書 啓林館 三省堂
　　私立　金光大阪中学校

光　村 日文B 啓林館 東　書 日　文 【高槻市】 光　村 日　文 帝　国 日　文 啓林館 啓林館 教　出
(東　書) (東　書) (啓林館) (啓林館) 　　私立　関西大学　初・中等部 (東　書)

【茨木市】 東　書 東　書 教　出 教　出 東　書 啓林館 三省堂
　　私立　追手門学院中学校 (三省堂) (日　文) (清　水) (清　水)

【茨木市】 光　村 帝　国 教　出 教　出 数　研 啓林館 三省堂
　　私立　早稲田摂陵中学校 (日　新) (清　水) (啓林館)

【茨木市】 東　書 日　文 日　文 日　文 啓林館 啓林館 三省堂
　　私立　関西大倉中学校 (日　新)

下段( )内は旧採択 下段( )内は旧採択

理科

平成２４年度 大阪府 小学校・中学校 教科書一覧表
小学校 中学校

社会
国語 社会 算数 数学 英語

*小学校社会の日文Aは「小学生の社会」を、日文Bは「小学社会」を表しています。
*中学２・３年生の歴史については、旧採択の教科書（現行版）を継続使用します。
*出版社の協力により作成・編集しています。市町村合併等による採択変更には
　対応していない場合もあります。ご了承ください。　　　　(H23.9月現在)

理科 生活 採択地区 国語
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地理 歴史※ 公民
【摂津市】 光　村 帝　国 東　書 東　書 東　書 啓林館 三省堂
　　私立　大阪薫英女学院中学校
【守口市】 東　書 東　書 東　書 東　書 東　書 東　書 学　図
　　私立　大阪国際大和田中学校 (日　文)

【枚方市】 光　村 東　書 東　書 東　書 啓林館 啓林館 東　書
　　私立　常翔啓光学園中学校 (帝　国) (帝　国)

【枚方市】 学　図 帝　国 教　出 日　文 数　研 啓林館 三省堂
　　私立　東海大学付属仰星高等学校中等部 (啓林館)

光　村 東　書 東　書 東　書 東　書 【枚方市】
　　私立　関西創価小学校

光　村 光　村 学　図 大日本 啓林館 【寝屋川市】 教　出 帝　国 東　書 帝　国 東　書 東　書 三省堂
(教　出) 　　私立　大阪聖母学院小学校　/　聖母女学院中学校 (東　書) (東　書) (帝　国) (東　書) (教　出) (啓林館)

【寝屋川市】 教　出 帝　国 帝　国 帝　国 数　研 啓林館 三省堂
　　私立　同志社香里中学校 (学　図) (日　文) (日　文) (啓林館)

光　村 日文A 啓林館 啓林館 教　出 【大東市】 東　書 東　書 東　書 東　書 啓林館 東　書 三省堂
(教　出) (東　書) (大日本) 　　私立　四條畷学園小・中学校 (光　村) (日　新) (日　新) (東　書)

【大東市】 光　村 東　書 清　水 東　書 東　書 啓林館 東　書
　　私立　大阪桐蔭中学校
【大東市】 三省堂 日　文 日　文 東　書 東　書 東　書 三省堂
　　私立　太成学院大学中学校 (日　新)

【交野市】 三省堂 東　書 東　書 清　水 数　研 啓林館 三省堂
　　私立　関西創価中学校 (光　村) (日　新) (日　新) (東　書) (東　書) (東　書)

【東大阪市】 光　村 日　文 日　文 日　文 東　書 東　書 三省堂
　　私立　樟蔭東中学校 (東　書) (日　文)

【東大阪市】 東　書 帝　国 東　書 日　文 数　研 東　書 東　書
　　 私立　近畿大学附属中学校 (教　出) (日　文) (啓林館) (啓林館) (三省堂)

【東大阪市】 東　書 教　出 教　出 教　出 学　図 啓林館 三省堂
　　私立　樟蔭中学校 (日　新) (日　新) (日　新)

【八尾市】 東　書 東　書 日　文 日　文 啓林館 啓林館 東　書
　　私立　金光八尾中学校 (光　村) (日　新) (東　書)

東　書 日文A 東　書 教　出 啓林館 【富田林市】 学　図 東　書 東　書 東　書 東　書 大日本 開隆堂
(日文B) (啓林館) (啓林館) 　　私立　ＰＬ学園小・中学校

下段( )内は旧採択 下段( )内は旧採択

理科

平成２４年度 大阪府 小学校・中学校 教科書一覧表
小学校 中学校

社会
国語 社会 算数 数学 英語

*小学校社会の日文Aは「小学生の社会」を、日文Bは「小学社会」を表しています。
*中学２・３年生の歴史については、旧採択の教科書（現行版）を継続使用します。
*出版社の協力により作成・編集しています。市町村合併等による採択変更には
　対応していない場合もあります。ご了承ください。　　　　(H23.9月現在)

理科 生活 採択地区 国語
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地理 歴史※ 公民
【富田林市】
　　私立　初芝富田林中学校

教　出 帝　国 日　文 日　文 啓林館 啓林館
 　1年…学図
2・3年…三省

(光　村) (三省堂)

【河内長野市】 三省堂 帝　国 帝　国 帝　国 日　文 東　書 三省堂
　　私立　清教学園中学校 (学　図) (日　新) (日　新) (日　新) (学　図)

【松原市】　　　　　(H24.4月募集停止) 光　村 帝　国 日　文 啓林館 大日本 三省堂
　　私立　阪南大学高等学校　中等部
【羽曳野市】 光　村 帝　国 日　文 日　文 啓林館 啓林館 三省堂
　　私立　四天王寺羽曳丘中学校 (日　文)

光　村 日文B 啓林館 啓林館 啓林館 【藤井寺市】
　　私立　四天王寺学園小学校
【南河内郡】 光　村 日　文 日　文 日　文 数　研 啓林館 三省堂
　　私立　上宮太子中学校 (東　書) (日　文) (東　書)

光　村 日文B 啓林館 啓林館 大日本 【堺市　堺区】 光　村 東　書 東　書 東　書 日　文 東　書 光　村
(日 文) (学　図) (学　図) 　　私立　賢明学院小・中学校 (教　出) (日　新) (日　新) (日　新) (啓林館)

【堺市　堺区】 三省堂 東　書 東　書 東　書 啓林館 啓林館 三省堂
　　私立　堺リベラル中学校
【堺市　南区】 教　出 東　書 東　書 東　書 数　研 東　書 三省堂
　　 私立　帝塚山学院泉ヶ丘中学校 (光　村) (東　書)

光　村 日文B 東　書 啓林館 啓林館 【堺市　東区】 東　書 東　書 東　書 東　書 日　文 啓林館 教　出
　　私立　はつしば学園小学校　/　初芝立命館中学校 (光　村)

【高石市】 教　出 教　出 東　書 帝　国 東　書 東　書 東　書
　　私立　羽衣学園中学校 (学　図) (日　新) (日　新) (日　新)

【高石市】 学　図 日　文 清　水 教　出 数　研 啓林館 開隆堂
　　私立　清風南海中学校 (三省堂) (日　新) (東　書) (学　図)

【泉南郡】 光　村 東　書 東　書 東　書 啓林館 東　書 三省堂
　　 私立　大阪体育大学附属中学校 (三省堂) (教　出)

下段( )内は旧採択 下段( )内は旧採択

理科理科 生活 採択地区 国語

*小学校社会の日文Aは「小学生の社会」を、日文Bは「小学社会」を表しています。
*中学２・３年生の歴史については、旧採択の教科書（現行版）を継続使用します。
*出版社の協力により作成・編集しています。市町村合併等による採択変更には
　対応していない場合もあります。ご了承ください。　　　　(H23.9月現在)

平成２４年度 大阪府 小学校・中学校 教科書一覧表
小学校 中学校

社会
国語 社会 算数 数学 英語
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