
国語 社会算数 理科

==========　小　　　　　学　　　　　校　==========

2022 年度　群馬県　小学校・中学校　教科書一覧表

国語 地理数学 理科
==============　中　　　　　　　　　　　学　　　　　　　　　　　校　==============

歴史 公民英語===============　採　　　　択　　　　地　　　　区　===============英語

最終更新：2021.11月

前橋市東書 大日本 大日本 大日本光村光村 東書 東書 東書 東書東書 光村

渋川市東書 大日本 大日本 大日本光村光村 東書 東書 東書 東書東書 光村

北群馬郡東書 大日本 大日本 大日本光村光村 東書 東書 東書 東書東書 光村

伊勢崎市東書 東書 東書 東書東書光村 東書 帝国 帝国 帝国
(東書)

東書 光村

佐波郡東書 東書 東書 東書東書光村 東書 帝国 帝国 帝国
(東書)

東書 光村

高崎市東書 東書 東書 大日本三省堂教出 東書 帝国 東書 東書教出 教出

安中市大日本 大日本 大日本 大日本啓林館光村 東書 帝国 帝国 東書東書 光村

藤岡市大日本 大日本 大日本 大日本啓林館光村 東書 帝国 帝国 東書東書 光村

富岡市大日本 大日本 大日本 大日本啓林館光村 東書 帝国 帝国 東書東書 光村

多野郡大日本 大日本 大日本 大日本啓林館光村 東書 帝国 帝国 東書東書 光村

甘楽郡大日本 大日本 大日本 大日本啓林館光村 東書 帝国 帝国 東書東書 光村

吾妻郡大日本 大日本 大日本 東書東書光村 東書 東書 東書 東書東書 光村

沼田市東書 東書 数研 東書開隆堂光村 東書 帝国 東書 東書東書 三省堂

利根郡東書 東書 数研 東書開隆堂光村 東書 帝国 東書 東書東書 三省堂

1 / 3【群馬県】 ページ下段()内は旧採択 *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。
*中学社会は、教育課程の別なく中1に地理と歴史が共に供給されます。また、地理は中2まで、歴史は中3まで継続して使用します。
　なお、2022年度の歴史は、「自由社」教科書が新たに発行されるため、他教科書を含め、採択替えを行う場合があります。
*中学英語は、原則として、全学年で2021年度に採択した新版教科書を使用することになります。
　そのため、中3については採択権者の判断により、旧採択の新版教科書を使用する場合があります。
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桐生市学図 大日本 大日本 大日本東書光村 東書 帝国 帝国 帝国東書 三省堂

みどり市学図 大日本 大日本 大日本東書光村 東書 帝国 帝国 帝国東書 三省堂

太田市東書 東書 東書 大日本開隆堂教出 東書 帝国 帝国 東書東書 三省堂

館林市大日本 東書 東書 東書東書光村 東書 帝国 東書 東書啓林館 光村

邑楽郡大日本 東書 東書 東書東書光村 東書 帝国 東書 東書啓林館 光村

【伊勢崎市】 数研 東書東書

市立　四ツ葉学園中等教育学校

帝国 帝国 帝国東書

【太田市】 東書 大日本開隆堂

市立　太田中学校

帝国 帝国 東書三省堂

【高崎市】 数研 大日本東書

県立　中央中等教育学校

帝国 東書 東書東書
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*中学社会は、教育課程の別なく中1に地理と歴史が共に供給されます。また、地理は中2まで、歴史は中3まで継続して使用します。
　なお、2022年度の歴史は、「自由社」教科書が新たに発行されるため、他教科書を含め、採択替えを行う場合があります。
*中学英語は、原則として、全学年で2021年度に採択した新版教科書を使用することになります。
　そのため、中3については採択権者の判断により、旧採択の新版教科書を使用する場合があります。
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【前橋市】大日本 大日本

国立　群馬大学教育学部附属小学校

光村 東書東書

【前橋市】 大日本 学図開隆堂

国立　群馬大学教育学部附属中学校

帝国 東書 東書教出

【前橋市】東書 大日本

私立　共愛学園小学校

光村 東書光村

【前橋市】 東書 大日本東書

私立　共愛学園中学校

東書 東書 東書三省堂

【佐波郡玉村町】東書 東書

私立　フェリーチェ国際小学校

光村 東書東書

【安中市】 数研 東書啓林館

私立　新島学園中学校

帝国 帝国 帝国東書

【吾妻郡中之条町】 学図 学図三省堂

私立　白根開善学校中等部

教出 教出 教出教出

【桐生市】 東書 啓林館東書

私立　桐生大学附属中学校

東書 東書 東書光村

【桐生市】 啓林館 東書開隆堂

私立　樹徳中学校

帝国 山川 東書
(育鵬社)

光村

【太田市】学図 大日本

ぐんま国際アカデミー初等部

光村 東書開隆堂

【太田市】 啓林館 大日本東書

ぐんま国際アカデミー中等部

東書 東書 東書光村
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*中学社会は、教育課程の別なく中1に地理と歴史が共に供給されます。また、地理は中2まで、歴史は中3まで継続して使用します。
　なお、2022年度の歴史は、「自由社」教科書が新たに発行されるため、他教科書を含め、採択替えを行う場合があります。
*中学英語は、原則として、全学年で2021年度に採択した新版教科書を使用することになります。
　そのため、中3については採択権者の判断により、旧採択の新版教科書を使用する場合があります。


