
番号 略称 発行者名 番号 略称 発行者名 番号 略称 発行者名 番号 略称 発行者名
1 日書 日本書籍(株) 43 牧 (株)牧書店 102 昇龍 昇龍堂出版(株) 164 国際 国際図書出版(株)
2 東書 東京書籍(株) 44 国刊 (株)国民図書刊行会 103 誠和 (株)誠和書院 165 音教 音楽教育図書(株)
3 大書 大阪書籍(株) 45 大学 大学書林 104 数研 (有)数学研究社 166 大誠 大誠図書出版社
4 大日本 大日本図書(株) 45 大学 (株)大学書林 104 数研 数研出版(株) 167 森北 森北出版(株)
5 中教 中等学校教科書(株) 46 帝国 (株)帝国書院 105 文学社 文学社 168 文化 日本文化興業(株)
5 中教 中教出版(株) 47 古今 古今書院 105 文学社 (株)文学社 169 績文堂 (株)績文堂
6 教図 教育図書(株) 47 古今 (株)古今書院 106 電学会 (社)電気学会 170 暁図書 暁教育図書(株)
7 実教 実業教科書(株) 48 新泉 (株)新泉書房 106 電学会 電気学会通信教育会 171 正進社 (株)正進社
7 実教 実教出版(株) 49 成城 成城国文学会 107 全教 全国教育図書(株) 172 旺文社 (株)旺文社
8 実日 (株)実業之日本社 49 市ヶ谷 (株)市ヶ谷出版社 108 研究社 研究社出版(株) 173 高円 (有)高円書房
9 開隆 開隆堂出版(株) 50 大修 (株)大修館書店 109 文英堂 (株)文英堂 174 コロナ (株)コロナ社
9 開隆堂 開隆堂出版(株) 50 大修館 (株)大修館書店 110 一粒社 (株)一粒社 175 尚学 (株)尚学図書

10 春陽 春陽堂 51 講談社 (株)大日本雄弁会講談社 111 池田 池田教科書出版(株) 176 愛育 愛育出版(株)
10 春陽 (株)春陽堂 51 講談社 (株)講談社 111 池田 (有)池田書店 177 増進堂 (株)増進堂
10 春陽 春陽堂教育出版(株) 52 星野 星野書店 112 一橋 (財)一橋学院 178 農文協 (社)農山漁村文化協会

11 学図 学校図書(株) 53 日地 日本地図(株) 112 一橋 一橋学院 179 電機大 (学)東京電機大学
12 二葉 二葉図書(株) 53 日地 日地出版(株) 112 一橋 一橋出版(株) 180 点毎 (株)毎日新聞社
12 二葉 二葉(株) 55 広図 広島図書(株) 113 新紀元 (株)新紀元社 181 東点 東京点字出版所
13 文寿 文寿堂出版(株) 56 青雲 (株)青雲社 114 綜文館 (株)綜文館 181 東点 (福)東京点字出版所

13 秀英 (株)秀英出版 57 書院 (株)日本書院 114 綜文館 綜文館出版(株) 182 ライト (福)ライトハウス
14 日教 日本教育図書(株) 58 中部 中部図書(株) 114 科書 科学書籍出版(株) 182 ライト (福)日本ライトハウス

15 三省 三省堂出版(株) 59 日教図 日本教図(株) 115 石川 石川　石 183 第一 (株)第一学習社
15 三省堂 三省堂出版(株) 60 日図 日本図書出版(株) 116 日文 日本文教出版(株) 184 東教 (有)東京教育学院出版部

15 三省堂 (株)三省堂 60 日図 日本図書出版社 117 明治 (株)明治書院 185 言潮社 (株)言潮社
16 島田 (株)全音楽譜出版社 60 日図 (株)日本図書出版社 118 新自由 (株)自由書院新社 186 東学 (株)東京学習出版社

16 全音 (株)全音楽譜出版社 61 啓林 (株)新興出版社啓林館 118 高教 高教出版(株) 187 複式算 東書/大書/学図/教出/啓林館

16 全音 全音教科書(株) 61 啓林館 (株)新興出版社啓林館 119 中ス 中日本スポーツ研究会 188 複式理 東書/学図/教出/啓林館

16 全音 (株)全音楽譜出版社 62 自由 (株)自由書院 120 大和 大和図書(株) 189 教図出 教育図書出版社
17 教出 教育出版(株) 62 自由 自由書院(株) 121 学研 (株)学習研究社 190 東法 東京法令出版(株)
18 ロー教 (株)ローマ字教育会 64 績文 績文堂出版(株) 122 中教図 中国教育図書(株) 191 自然研 自然研究所
19 開拓 (株)開拓社 64 績文堂 績文堂出版(株) 123 造形 (社)造形美術協会 192 複式家 東書/開隆堂
20 冨山 合資会社冨山房 65 保育 (株)保育社 124 都 (株)都出版社 193 川口 (学)川口学園
20 冨山房 合資会社冨山房 66 学芸 学芸出版社 125 船奨 (財)日本船員奨学会 194 中職 実教/開隆堂
21 原田 66 学芸 (株)学芸出版社 126 日教 日本教科書(株) 195 日栄社 (株)日栄社
21 共栄 共栄図書(株) 67 大開 大阪開成館 127 同潤社 同潤社 196 ヘレン (福)東京ヘレン・ケラー協会

22 愛育 (株)愛育社 67 大開 合名会社大阪開成館 128 開成館 (株)開成館 197 学研 (株)学習研究社
22 愛育社 (株)愛育社 68 京教 京都教科書出版(株) 129 ミネル (株)ミネルヴァ書房 198 秀出 (株)秀文出版
23 修文 (株)東京修文館 69 雲雀 (株)雲雀社 130 二宮 二宮書店 199 現美 (株)現代美術社
23 修文館 (株)東京修文館 71 東洋館 (株)東洋館出版社 130 二宮 (株)二宮書店 200 好学 (株)好学社
23 修文館 (株)修文館 72 アルプス (株)アルプス出版社 131 大出版 大和出版(株) 201 海文堂 海文堂出版(株)
24 駸々 (株)駸々堂 73 ナ出 ナショナル出版社 132 書房 (株)自由書房 202 メヂカル (株)メヂカルフレンド社

24 駸々堂 (株)駸々堂 75 養徳 (株)養徳社 132 自由 (株)自由書房 203 あゆみ (株)あゆみ出版
24 駸々堂 駸々堂出版(株) 76 図工 図画工作(株) 133 有朋堂 (株)有朋堂 204 原 (株)原書房
25 中山 (株)中山書店　高志書房 77 地勢 (株)日本地勢社 134 法文社 (株)法文社 205 三友 三友社出版(株)
25 中山 (株)中山書店 77 地勢 (株)地勢社 135 文教 (株)文教書院 206 東出 (株)東京出版
26 勝 勝　繁 78 兵図 兵庫図書(株) 136 中央図 (株)中央図書出版社 207 文教社 (株)文教社
26 信教 (株)信濃教育会出版部 79 白水社 (株)白水社 137 初音 (有)初音書房 208 光文 (株)光文書院
26 信教 信濃教育会出版部 81 山川 (株)山川出版社 138 光風館 (有)光風館 209 医教研 (社)大阪総合医学・教育研究会

26 信教 (社)信濃教育会出版部 82 東音 (株)東京音楽書院 139 日栄社 (株)日栄社 210 大原 大原出版(株)
26 信教 (社)信州教育出版社 83 平安 平安文庫 140 西東社 (株)西東社 211 知出 知研出版(株)
27 教芸 教育芸術社 84 新楽 (株)新興楽譜出版社 141 教学社 教学社 212 桐原 (株)桐原書店
27 教芸 (株)教育芸術社 84 新楽 新興楽譜出版社 142 右文 (株)右文書院 212 桐原 (株)ピアソン桐原
28 タイムス (株)日本タイムス社 85 教図研 教育図書研究会 143 筑摩 (株)筑摩書房 213 国書 (株)国書刊行会
29 勝間田 勝間田　俊一郎 85 教図研 (株)教育図書研究会 144 暁 暁出版(株) 214 自由 (株)自由書房
29 東海 東海書院 86 柳原 柳原書店 145 新塔社 新塔社 214 秀文館 (株)秀文館
30 北教 北陸教育書籍(株) 87 東陽 東陽書籍(株) 146 芸苑 (株)芸苑社 215 扶桑社 (株)扶桑社
30 中央 中央書籍(株) 88 統正社 (株)統正社 147 至文堂 (株)至文堂 216 支援センター (福)視覚障害者支援総合センター

31 中研 中等教育研究会 89 友社 音楽之友社 148 白楊社 (株)白楊社 217 日点 (福)日本点字図書館

31 中研 中研出版(株) 89 友社 (株)音楽之友社 149 開書 開成書院 218 京書 (株)京都書房
32 惇信 惇信堂 90 若草 (有)若草書房 150 修文 修文館出版(株) 219 中規 中央法規出版(株)
33 光 (株)光書房 90 若草 (株)若草書房 151 点毎 毎日新聞社（点字毎日編集部） 220 スクリ (株)スクリーンプレイ

33 立川 立川図書(株) 91 フェニ フェニックス書院 151 蘭書房 (株)蘭書房 220 スクリ (株)フォーイン スクリーンプレイ事業部

34 日教科 日本教科書(株) 91 フェニ (株)フェニックス書院 152 武蔵野 合名会社武蔵野書院 221 明成社 (株)明成社
35 清水 清水書院 92 白桃 (株)白桃書房 153 角川 (株)角川書店 222 日新 (株)日本書籍新社
35 清水 (株)清水書院 93 大教 大阪教育図書(株) 154 オーム (株)オーム社 223 中本社 (株)中央本社
36 創元 (株)創元社 95 中健 中部健康教育研究会 155 学書 (株)日本学芸書院 224 学研 (株)学研教育みらい

36 創元 創元教育図書(株) 96 英徳社 英徳社 156 日整振 (社)日本自動車整備振興会 225 自由社 (株)自由社
37 好学 (株)好学社 96 英徳社 (株)英徳社 156 日整振 (社)日本自動車整備振興会連合会 226 チアーズ (有)ＣＨＥＥＲＳ
38 光村 光村図書出版(株) 97 淡雅 東京淡雅会 157 宝典社 農業宝典社 227 育鵬社 (株)育鵬社
39 緑風 (株)緑風書房 98 春潮 春潮社 158 教学 教学出版(株) 228 山下 山下　明
39 緑風 緑風図書(株) 98 春潮 (株)春潮社 158 学研 学研書籍(株) 229 学び舎 (株)学び舎
39 富士 富士教科書(株) 99 開成 東京開成館 159 日興 日興出版(株) 230 ネット ネットスクール(株)

40 二光 二光堂 99 開成 (株)東京開成館 160 点毎 毎日新聞社（点字毎日編集部） 231 いいずな (株)いいずな書店

40 大日出 大日本出版(株) 100 大原 大原出版(株) 161 農図 農業図書(株) 232 廣あかつき 廣済堂あかつき(株)

41 教タイム 教育タイムス社出版部 101 積善 (株)積善館 162 フェニ フェニックス書院 233 日科 日本教科書(株)
43 牧 牧書店 102 昇龍 (有)昇龍堂 163 大図 大和図書出版(株)

*(株)=株式会社,(有)=有限会社,(社)=社団法人,(財)=財団法人,(学)=学校法人,(福)=社会福祉法人
＊詳細検索の「発行者名」検索でのご注意＊

21 原田　 （発行者名なし） 「原田」で検索可
21 共栄 共栄図書(株) 発行者名項目でのデータなし。発行者名変更等で当館備考に表記あり。検索はフリーワードで。
31 中研 中研出版(株) 同上
36 創元 創元教育図書(株) 同上

114 綜文館 綜文館出版(株) 同上

156 日整振 同上
58 中部 中部図書(株) 発行者名項目でのデータなし。昭和28,29年度使用教科書目録中学校用の発行者一覧表記のみ。
69 雲雀 (株)雲雀社 発行者名項目でのデータなし。昭和26年度使用教科書目録中学校用「英語」に表記あり→44国刊に修正。

151 点毎 毎日新聞社(点字毎日編集部) 発行者名は「毎日新聞社」で表記、検索。
160 点毎 毎日新聞社(点字毎日編集部) 同上

教　科　書　発　行　者　名　一　覧　（発行者番号順）

(社)日本自動車整備振興
会連合会



番号 略称 発行者名 番号 略称 発行者名 番号 略称 発行者名 番号 略称 発行者名
ア 22 愛育 (株)愛育社 サ 15 三省 三省堂出版(株) 166 大誠 大誠図書出版社 168 文化 日本文化興業(株)

22 愛育社 (株)愛育社 15 三省堂 三省堂出版(株) 4 大日本 大日本図書(株) 116 日文 日本文教出版(株)
176 愛育 愛育出版(株) 15 三省堂 (株)三省堂 40 大日出 大日本出版(株) 182 ライト (福)日本ライトハウス

170 暁図書 暁教育図書(株) 205 三友 三友社出版(株) 51 講談社 (株)大日本雄弁会講談社 ネ 230 ネット ネットスクール(株)

144 暁 暁出版(株) シ 216 支援センター (福)視覚障害者支援総合センター 173 高円 (有)高円書房 ノ 161 農図 農業図書(株)
203 あゆみ (株)あゆみ出版 191 自然研 自然研究所 33 立川 立川図書(株) 157 宝典社 農業宝典社
72 アルプス (株)アルプス出版社 7 実教 実業教科書(株) チ 226 チアーズ (有)ＣＨＥＥＲＳ 178 農文協 (社)農山漁村文化協会

イ 231 いいずな (株)いいずな書店 7 実教 実教出版(株) 143 筑摩 (株)筑摩書房 ハ 79 白水社 (株)白水社
227 育鵬社 (株)育鵬社 194 中職 実教/開隆堂 211 知出 知研出版(株) 92 白桃 (株)白桃書房
111 池田 池田教科書出版(株) 8 実日 (株)実業之日本社 77 地勢 (株)地勢社 148 白楊社 (株)白楊社
111 池田 (有)池田書店 26 信教 (株)信濃教育会出版部 30 中央 中央書籍(株) 137 初音 (有)初音書房
115 石川 石川　石 26 信教 信濃教育会出版部 136 中央図 (株)中央図書出版社 204 原 (株)原書房
49 市ヶ谷 (株)市ヶ谷出版社 26 信教 (社)信濃教育会出版部 219 中規 中央法規出版(株) 21 原田

110 一粒社 (株)一粒社 147 至文堂 (株)至文堂 223 中本社 (株)中央本社 ヒ 212 桐原 (株)ピアソン桐原
エ 96 英徳社 英徳社 35 清水 清水書院 5 中教 中教出版(株) 33 光 (株)光書房

96 英徳社 (株)英徳社 35 清水 (株)清水書院 31 中研 中研出版(株) 112 一橋 (財)一橋学院
オ 172 旺文社 (株)旺文社 13 秀英 (株)秀英出版 122 中教図 中国教育図書(株) 112 一橋 一橋学院

67 大開 大阪開成館 225 自由社 (株)自由社 5 中教 中等学校教科書(株) 112 一橋 一橋出版(株)
67 大開 合名会社大阪開成館 62 自由 (株)自由書院 31 中研 中等教育研究会 69 雲雀 (株)雲雀社
93 大教 大阪教育図書(株) 62 自由 自由書院(株) 95 中健 中部健康教育研究会 78 兵図 兵庫図書(株)
3 大書 大阪書籍(株) 118 新自由 (株)自由書院新社 58 中部 中部図書(株) 55 広図 広島図書(株)

209 医教研 (社)大阪総合医学・教育研究会 132 書房 (株)自由書房 テ 46 帝国 (株)帝国書院 フ 91 フェニ フェニックス書院
100 大原 大原出版(株) 132 自由 (株)自由書房 106 電学会 (社)電気学会 91 フェニ (株)フェニックス書院

210 大原 大原出版(株) 214 自由 (株)自由書房 106 電学会 電気学会通信教育会 162 フェニ フェニックス書院
154 オーム (株)オーム社 23 修文館 (株)修文館 ト 29 東海 東海書院 220 スクリ (株)フォーイン スクリーンプレイ事業部

165 音教 音楽教育図書(株) 214 秀文館 (株)秀文館 82 東音 (株)東京音楽書院 20 冨山 合資会社冨山房
89 友社 音楽之友社 150 修文 修文館出版(株) 99 開成 東京開成館 20 冨山房 合資会社冨山房
89 友社 (株)音楽之友社 198 秀出 (株)秀文出版 99 開成 (株)東京開成館 39 富士 富士教科書(株)

カ 128 開成館 (株)開成館 32 惇信 惇信堂 186 東学 (株)東京学習出版社 215 扶桑社 (株)扶桑社
149 開書 開成書院 98 春潮 春潮社 184 東教 (有)東京教育学院出版部 12 二葉 二葉(株)
19 開拓 (株)開拓社 98 春潮 (株)春潮社 23 修文 (株)東京修文館 12 二葉 二葉図書(株)

201 海文堂 海文堂出版(株) 10 春陽 春陽堂 23 修文館 (株)東京修文館 109 文英堂 (株)文英堂
9 開隆 開隆堂出版(株) 10 春陽 (株)春陽堂 206 東出 (株)東京出版 105 文学社 文学社
9 開隆堂 開隆堂出版(株) 10 春陽 春陽堂教育出版(株) 2 東書 東京書籍(株) 105 文学社 (株)文学社

114 科書 科学書籍出版(株) 175 尚学 (株)尚学図書 187 複式算 東書/大書/学図/教出/啓林館 207 文教社 (株)文教社
66 学芸 学芸出版社 102 昇龍 (有)昇龍堂 192 複式家 東書/開隆堂 135 文教 (株)文教書院
66 学芸 (株)学芸出版社 102 昇龍 昇龍堂出版(株) 188 複式理 東書/学図/教出/啓林館 13 文寿 文寿堂出版(株)

121 学研 (株)学習研究社 113 新紀元 (株)新紀元社 97 淡雅 東京淡雅会 ヘ 83 平安 平安文庫
197 学研 (株)学習研究社 84 新楽 (株)新興楽譜出版社 179 電機大 (学)東京電機大学 ホ 65 保育 (株)保育社
224 学研 (株)学研教育みらい 84 新楽 新興楽譜出版社 181 東点 東京点字出版所 134 法文社 (株)法文社
158 学研 学研書籍(株) 61 啓林 (株)新興出版社啓林館 181 東点 (福)東京点字出版所 30 北教 北陸教育書籍(株)
11 学図 学校図書(株) 61 啓林館 (株)新興出版社啓林館 196 ヘレン (福)東京ヘレン・ケラー協会 52 星野 星野書店
26 勝 勝　繁 26 信教 (社)信州教育出版社 190 東法 東京法令出版(株) マ 180 点毎 (株)毎日新聞社
29 勝間田 勝間田　俊一郎 24 駸々 (株)駸々堂 127 同潤社 同潤社 151 点毎 毎日新聞社（点字毎日編集部）

153 角川 (株)角川書店 24 駸々堂 (株)駸々堂 88 統正社 (株)統正社 160 点毎 毎日新聞社（点字毎日編集部）

193 川口 (学)川口学園 24 駸々堂 駸々堂出版(株) 71 東洋館 (株)東洋館出版社 43 牧 牧書店
キ 27 教芸 教育芸術社 48 新泉 (株)新泉書房 87 東陽 東陽書籍(株) 43 牧 (株)牧書店

27 教芸 (株)教育芸術社 145 新塔社 新塔社 ナ 119 中ス 中日本スポーツ研究会 229 学び舎 (株)学び舎
17 教出 教育出版(株) ス 104 数研 (有)数学研究社 25 中山 (株)中山書店 ミ 38 光村 光村図書出版(株)
41 教タイム 教育タイムス社出版部 104 数研 数研出版(株) 25 中山 (株)中山書店　高志書房 129 ミネル (株)ミネルヴァ書房

85 教図研 教育図書研究会 76 図工 図画工作(株) 73 ナ出 ナショナル出版社 124 都 (株)都出版社
85 教図研 (株)教育図書研究会 220 スクリ (株)スクリーンプレイ ニ 40 二光 二光堂 ム 152 武蔵野 合名会社武蔵野書院

6 教図 教育図書(株) セ 56 青雲 (株)青雲社 139 日栄社 (株)日栄社 メ 117 明治 (株)明治書院
189 教図出 教育図書出版社 49 成城 成城国文学会 195 日栄社 (株)日栄社 221 明成社 (株)明成社
21 共栄 共栄図書(株) 171 正進社 (株)正進社 159 日興 日興出版(株) 202 メヂカル (株)メヂカルフレンド社

141 教学社 教学社 140 西東社 (株)西東社 53 日地 日地出版(株) モ 167 森北 森北出版(株)
158 教学 教学出版(株) 103 誠和 (株)誠和書院 130 二宮 二宮書店 ヤ 86 柳原 柳原書店
68 京教 京都教科書出版(株) 101 積善 (株)積善館 130 二宮 (株)二宮書店 81 山川 (株)山川出版社

218 京書 (株)京都書房 169 績文堂 (株)績文堂 155 学書 (株)日本学芸書院 228 山下 山下　明
212 桐原 (株)桐原書店 64 績文 績文堂出版(株) 14 日教 日本教育図書(株) 131 大出版 大和出版(株)

ケ 146 芸苑 (株)芸苑社 64 績文堂 績文堂出版(株) 34 日教科 日本教科書(株) 120 大和 大和図書(株)
108 研究社 研究社出版(株) 16 島田 (株)全音楽譜出版社 126 日教 日本教科書(株) 163 大図 大和図書出版(株)
199 現美 (株)現代美術社 16 全音 (株)全音楽譜出版社 233 日科 日本教科書(株) ユ 142 右文 (株)右文書院
185 言潮社 (株)言潮社 16 全音 (株)全音楽譜出版社 59 日教図 日本教図(株) 133 有朋堂 (株)有朋堂

コ 37 好学 (株)好学社 16 全音 全音教科書(株) 156 日整振 (社)日本自動車整備振興会 ヨ 75 養徳 (株)養徳社
200 好学 (株)好学社 107 全教 全国教育図書(株) 156 日整振 (社)日本自動車整備振興会連合会 ラ 182 ライト (福)ライトハウス
118 高教 高教出版(株) ソ 123 造形 (社)造形美術協会 57 書院 (株)日本書院 151 蘭書房 (株)蘭書房
232 廣あかつき 廣済堂あかつき(株) 36 創元 創元教育図書(株) 1 日書 日本書籍(株) リ 39 緑風 (株)緑風書房
51 講談社 (株)講談社 36 創元 (株)創元社 222 日新 (株)日本書籍新社 39 緑風 緑風図書(株)

138 光風館 (有)光風館 177 増進堂 (株)増進堂 125 船奨 (財)日本船員奨学会 ロ 18 ロー教 (株)ローマ字教育会

208 光文 (株)光文書院 114 綜文館 (株)綜文館 28 タイムス (株)日本タイムス社 ワ 90 若草 (有)若草書房
164 国際 国際図書出版(株) 114 綜文館 綜文館出版(株) 53 日地 日本地図(株) 90 若草 (株)若草書房
213 国書 (株)国書刊行会 タ 183 第一 (株)第一学習社 77 地勢 (株)日本地勢社
44 国刊 (株)国民図書刊行会 45 大学 大学書林 217 日点 (福)日本点字図書館

47 古今 古今書院 45 大学 (株)大学書林 60 日図 日本図書出版(株)
47 古今 (株)古今書院 50 大修 (株)大修館書店 60 日図 日本図書出版社

174 コロナ (株)コロナ社 50 大修館 (株)大修館書店 60 日図 (株)日本図書出版社

＊詳細検索の「発行者名」検索でのご注意＊
21 原田　 （発行者名なし） 「原田」で検索可
21 共栄 共栄図書(株) 発行者名項目でのデータなし。発行者名変更等で当館備考に表記あり。検索はフリーワードで。
31 中研 中研出版(株) 同上
36 創元 創元教育図書(株) 同上

114 綜文館 綜文館出版(株) 同上

156 日整振
(社)日本自動車整備
振興会連合会 同上

58 中部 中部図書(株) 発行者名項目でのデータなし。昭和28,29年度使用教科書目録中学校用の発行者一覧表記のみ。
69 雲雀 (株)雲雀社 発行者名項目でのデータなし。昭和26年度使用教科書目録中学校用「英語」に表記あり→44国刊に修正。

教　科　書　発　行　者　名　一　覧　（五十音順）

＊読みが特定できないものは当館
の判断で配列してあります。
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