
㈱日本教材出版

1年 2年 1年 2年 １年 ２年 3年

光村 教出 啓林 大日本 東書
【第１地区】

筑紫野市・春日市・大野城市・
太宰府市・那珂川市

光村 帝国 帝国 帝国 帝国 帝国 日文 大日本

東書 東書 啓林 大日本 東書

【第２地区】
古賀市・宇美町・篠栗町・
志免町・須恵町・新宮町・

久山町・粕屋町

三省 東書 東書 東書 東書 教出 東書 大日本

光村 教出 啓林 大日本 東書
【第３地区】

宗像市・福津市
光村 日文 日文 帝国 帝国 日文 啓林 東書

光村 東書 啓林 大日本 東書 【第４地区】糸島市 東書 帝国 帝国 帝国 帝国 日文 啓林 大日本

光村 教出 啓林 大日本 東書
【第５地区】

宮若市・直方市・小竹町・
鞍手町

光村 帝国 帝国 教出 教出 日文 啓林 大日本

光村 教出 啓林 大日本 開隆
【第６地区】

中間市・芦屋町・水巻町・
岡垣町・遠賀町

光村 帝国 帝国 東書 東書 教出 啓林 大日本

光村 東書 学図 大日本 開隆 【第７地区】久留米市 光村 東書 東書 日文 日文 教出 日文 大日本

光村 教出 日文 大日本 教出
【第８地区】

小郡市・うきは市・朝倉市・
筑前町・大刀洗町・東峰村

光村 東書 東書 帝国 帝国 東書 啓林 大日本

光村 教出 日文 大日本 開隆
【第９地区】

大牟田市・柳川市・大川市・
みやま市・大木町

三省 教出 教出 東書 東書 日文 日文 大日本

東書 教出 東書 大日本 開隆
【第１０地区】

八女市・筑後市・広川町
光村 帝国 帝国 日文 日文 日文 日文 大日本

東書 教出 啓林 東書 三省
【第１１地区】

飯塚市・嘉麻市・桂川町
光村 帝国 帝国 東書 東書 東書 啓林 大日本

光村 教出 啓林 大日本 東書

【第１２地区】
田川市・香春町・添田町・
福智町・川崎町・糸田町・

大任町・赤村

光村 帝国 帝国 日文 日文 東書 啓林 東書

光村 教出 日文 大日本 東書
【第１３地区】

行橋市・苅田町・みやこ町
光村 帝国 帝国 教出 教出 教出 日文 大日本

光村 教出 啓林 大日本 東書
【第１４地区】

豊前市・築上町・吉富町・
上毛町

光村 帝国 帝国 教出 教出 教出 日文 大日本

光村 教出 啓林 大日本 教出 【第１５地区】北九州市（７区） 光村 帝国 帝国 日文 日文 教出 啓林 大日本

公民 数学

東書

東書

東書

２０２２年度  福岡県  小学校・中学校  教科書一覧表

中学英語：地区により第3学年は旧採択(2020年度)の新教科書を使用する場合もある

小　学　校

採　択　地　区

中学校

国語 社会 算数 理科 英語 国語
地理 歴史

中学社会：第３学年の歴史について、第１学年時に配布された教科書（2020年）を使用するので旧採択となる

理科
英語

三省

光村

東書

開隆

開隆

開隆

三省

東書

開隆

開隆

開隆

東書
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公民 数学

２０２２年度  福岡県  小学校・中学校  教科書一覧表

中学英語：地区により第3学年は旧採択(2020年度)の新教科書を使用する場合もある

小　学　校

採　択　地　区

中学校

国語 社会 算数 理科 英語 国語
地理 歴史

中学社会：第３学年の歴史について、第１学年時に配布された教科書（2020年）を使用するので旧採択となる

理科
英語

光村 教出 東書 大日本 東書 【第１６地区】福岡市（７区） 三省 帝国 帝国 東書 東書 東書 啓林 大日本 光村


