
 
 
 
 

 

横浜市立中学校で使用する教科書の採択結果について 
 

１ 採択の概要 

 

（１）８月４日に行われた教育委員会定例会において、その権限と責任のもと、市立中学校で平

成 22・23 年度に使用する教科書を適正・公正に採択しました。 

 

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」２３条 

教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを

管理し、及び執行する。 

六 教科書その他の教材の取扱に関すること 

 

（２）今回の採択にあたっては、新たに文部科学省の検定を経た教科書について調査を行い、そ

の他の教科書については、平成 17 年度採択時の資料を基に検討しました。（採択結果は、別

紙一覧のとおり） 

 

 

２ 採択の経過 

 

  ５月１２日 教育委員会定例会において、平成 21 年度教科書採択の基本方針、横浜市教科

書取扱審議会（以下、「審議会」）への諮問内容を決定 

 

  ５月２８日 平成 21 年度第１回審議会を開催し、市立学校の教科書の取扱いについて、教

育委員会から審議会へ諮問 

 

  ７月６日、１５日 

審議会を開催し、教育委員会への答申を決定 

 

  ７月１６日 審議会からの答申を受領 

 

  ８月 ４日 教育委員会定例会で教科書を採択 

 

   横浜市教科書取扱審議会・・・教育委員会が行う教科書の取扱いについて適正を期するた

め、教育委員会の付属機関として条例で設置。校長・教員、学

識経験者、保護者等により構成し、教育委員会の諮問に応じて、

市立学校で使用する教科書の取扱いに関し必要な事項を調査

審議します。 
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平成２２・２３年度使用　中学校用教科書一覧

種　目 社　会 社　会 社　会 理　科 理　科 音　楽 音　楽 保　健
技　術
家　庭

技　術
家　庭

採択
地区 区　名

地理的
分　野

歴史的
分　野

公民的
分　野

第　一
分　野

第　二
分　野 一　般

器　楽
合　奏 体　育

技　術
分　野

家　庭
分　野

１ 鶴　見 東　書 光　村 帝　国 帝　国 帝　国 帝　国 学　図 啓林館 啓林館 教　出 教　出 日　文 学　研 東　書 東　書 東　書

２ 神奈川 光　村 光　村 帝　国 東　書 東　書 帝　国 学　図 東　書 東　書 教　芸 教　芸 日　文 学　研 東　書 東　書 東　書

３ 西 東　書 東　書 帝　国 帝　国 東　書 帝　国 学　図 啓林館 啓林館 教　芸 教　芸 日　文 学　研 東　書 東　書 光　村

４ 中 三省堂 光　村 帝　国 帝　国 帝　国 帝　国 学　図 啓林館 啓林館 教　出 教　出 日　文 学　研 開隆堂 東　書 東　書

５ 南 三省堂 光　村 帝　国 東　書 帝　国 帝　国 学　図 啓林館 啓林館 教　芸 教　芸 日　文 学　研 東　書 東　書 東　書

６ 港　南 東　書 光　村 帝　国 自由社 帝　国 帝　国 東　書 東　書 東　書 教　出 教　出 日　文 学　研 東　書 開隆堂 東　書

７ 保土ヶ谷 東　書 光　村 帝　国 帝　国 帝　国 帝　国 東　書 啓林館 啓林館 教　出 教　出 日　文 学　研 東　書 東　書 東　書

８ 旭 東　書 光　村 帝　国 自由社 東　書 帝　国 東　書 啓林館 啓林館 教　出 教　出 日　文 学　研 東　書 開隆堂 三省堂

９ 磯　子 光　村 光　村 帝　国 帝　国 帝　国 帝　国 東　書 東　書 東　書 教　芸 教　芸 日　文 学　研 東　書 東　書 東　書

１０ 金　沢 東　書 光　村 帝　国 自由社 東　書 帝　国 東　書 啓林館 啓林館 教　出 教　出 日　文 学　研 東　書 東　書 光　村

１１ 港　北 光　村 三省堂 帝　国 自由社 東　書 帝　国 東　書 啓林館 啓林館 教　出 教　出 日　文 学　研 東　書 開隆堂 三省堂

１２ 緑 光　村 光　村 帝　国 自由社 東　書 帝　国 東　書 東　書 東　書 教　出 教　出 日　文 学　研 東　書 東　書 東　書

１３ 青　葉 光　村 三省堂 帝　国 自由社 帝　国 帝　国 東　書 東　書 東　書 教　出 教　出 日　文 学　研 東　書 開隆堂 三省堂

１４ 都　筑 東　書 東　書 帝　国 自由社 東　書 帝　国 東　書 啓林館 啓林館 教　芸 教　芸 日　文 学　研 東　書 東　書 三省堂

１５ 戸　塚 東　書 光　村 帝　国 帝　国 東　書 帝　国 東　書 啓林館 啓林館 教　出 教　出 日　文 学　研 東　書 東　書 三省堂

１６ 栄 東　書 東　書 帝　国 帝　国 帝　国 帝　国 東　書 東　書 東　書 教　芸 教　芸 日　文 学　研 東　書 東　書 教　出

１７ 泉 光　村 光　村 帝　国 東　書 東　書 帝　国 学　図 啓林館 啓林館 教　芸 教　芸 日　文 学　研 東　書 東　書 教　出

１８ 瀬　谷 東　書 光　村 帝　国 自由社 東　書 帝　国 学　図 啓林館 啓林館 教　芸 教　芸 日　文 学　研 東　書 東　書 東　書

　東　 　書　…　東京書籍株式会社 　教　　 出　…　教育出版株式会社

　啓 林 館　…　株式会社　新興出版社啓林館 　教　　 芸　…　株式会社　教育芸術社

　開 隆 堂　…　開隆堂出版株式会社 　光　　 村　…　光村図書出版株式会社

　学　　 図　…　学校図書株式会社 　帝　　 国　…　株式会社　帝国書院

　三 省 堂　…　株式会社　三省堂 　日　　 文　…　日本文教出版株式会社

　学　　 研　…　株式会社　学習研究社 　自由社 　 …　株式会社　自由社

　　平成２２・２３年度使用　中学校用教科書一覧に記載されている発行者の正式名称は次のとおりです。

国　語 書　写 地　図 数　学 英　語美　術


