
小・中学校用教科書（５４会場）                            　 

地区 会　場　名
教科書
ｾﾝﾀｰ

住　　　所 電話番号 展示教科書 展示期間 閲覧時間
閲覧できない日

(休館日等)

熊本市 熊本市教育センター   ○  熊本市中央区千葉城町2-35  096-359-3200 小・中学校用 6/1～6/14 10:00～17:00 土・日曜日

熊本大学教育学部附属小学校   ○  熊本市中央区京町本丁5-12  096-356-2492 小・中学校用 6/1～6/14 10:00～17:00 土・日曜日

熊本県立図書館 熊本市中央区出水2丁目5番1号 096-384-5000 小・中学校用 6/1～6/14 10:00～17:00 火曜日

熊本市立図書館 熊本市中央区大江6丁目1番74号 096-363-4522 小・中学校用 6/1～6/14 10:00～17:00 月曜日

熊本県立熊本聾学校 熊本市東区東町3丁目14-2  096-368-2135 小・中学校用 6/1～6/14 14:30～17:00 土・日曜日

熊本市幸田公民館 熊本市南区幸田2丁目4-1 096-379-0211 小・中学校用 6/1～6/14 9:00～17:00 月曜日

熊本市花園公民館 熊本市西区花園5丁目8-3 096-359-1261 小・中学校用 6/1～6/14 9:00～21:00 月曜日

熊本市植木公民館 熊本市北区植木町岩野238-1 096-272-6906 小・中学校用 6/1～6/14 8:30～19:00 月曜日

熊本市火の君文化センター 熊本市南区城南町舞原394-1 0964-28-1800 小・中学校用 6/1～6/14 9:00～20:00 月曜日

 宇城 宇城市立松橋小学校   ○  宇城市松橋町松橋1666番地  0964-32-0068 小・中学校用 6/1～6/14 9:30～16:30 土・日曜日

宇土市立図書館　郷土資料室 宇土市浦田町131番地1 0964-22-4512 小・中学校用 6/1～6/14 9:30～17:00 木曜日

三角防災拠点センター 宇城市三角町波多619番地1 0964-53-1322 小・中学校用 6/1～6/14 9:00～16:30 6/1、土・日曜日

美里町中央公民館 下益城郡美里町馬場6番地 0964-46-2038 小・中学校用 6/1～6/14 9:30～16:30

玉名 荒尾市立図書館   ○  荒尾市緑ケ丘1丁目1-1 0968-57-7747 小・中学校用 6/1～6/14 10:00～20:00

玉名市民図書館   ○  玉名市繁根木88‐1 0968-75-1312 小・中学校用 6/1～6/14
9:00～21:00

※最終日は16：00まで
月曜日

※23日まで閲覧可

玉名市天水図書館           玉名市天水町小天7237番地1 0968-82-3600 小・中学校用 6/1～6/14
10:00～18:00

※最終日は16：00まで
月曜日

※23日まで閲覧可

玉東町中央公民館  玉名郡玉東町大字白木1-1 0968-85-2203 小・中学校用 6/1～6/14 8:30～17:00 日曜日

和水町中央公民館 玉名郡和水町江田3883番地1 0968-86-2022 小・中学校用 6/1～6/14 9:00～22:00

和水町三加和公民館 玉名郡和水町板楠76番地 0968-34-3047 小・中学校用 6/1～6/14 9:00～22:00

南関町立図書館  玉名郡南関町大字関町1319番地 0968-53-3746 小・中学校用 6/1～6/14 10:00～17:00 月曜日

ながす未来館（情報プラザ）  玉名郡長洲町大字長洲2760 0968-69-2005 小・中学校用 6/1～6/14 9:00～18:00 月曜日

山鹿 山鹿市役所４階教育総務課前 ○ 山鹿市山鹿987-3  0968-43-1391 小・中学校用 6/1～6/14 9:00～17:00 土・日曜日

菊池 菊池市中央図書館   ○  菊池市隈府872番地1  0968-25-1111 小・中学校用 6/1～6/14
9:00～19:00

※土日祝は17:00まで
月曜日

合志市総合センター「ヴィーブル」 合志市福原2922番地  096-248-5555 小・中学校用 6/1～6/14 10:00～16:45 月曜日

大津町立おおづ図書館 菊池郡大津町大字大津1171  096-294-8011 小・中学校用 6/1～6/14 9:00～18:00

月曜日
6/2～6/9（蔵書点検）

※23日まで閲覧可
（23日は16：00まで）

菊陽町図書館 菊池郡菊陽町原水1438‐1  096-232-0404 小・中学校用 6/1～6/14 10:00～18:00 火曜日

阿蘇 阿蘇市立阿蘇図書館   ○  阿蘇市内牧976番地2 0967-32-0067 小・中学校用 6/1～6/14
9:00～17:00

※最終日は15：00まで
     月曜日     

阿蘇市立一の宮小学校 ○ 阿蘇市一の宮町宮地1680  0967-22-0113 小・中学校用 6/1～6/14
9:00～16:30

※最終日は15：00まで
土・日曜日

上益城 御船町立御船小学校   ○  上益城郡御船町滝川3番地  096-282-0044 小・中学校用 6/1～6/14 9:00～16:45 土・日曜日

山都町中央公民館   ○  上益城郡山都町下市33番地1  0967-72-0444 小・中学校用 6/1～6/14 9:00～17:00 土・日曜日

益城町図書館 上益城郡益城町木山236番地 096-287-8411 小・中学校用 6/1～6/14 10:00～18:00 月曜日・第３金曜日

甲佐町生涯学習センター　図書館 上益城郡甲佐町豊内719番地4 096-234-0102 小・中学校用 6/1～6/14 9:00～17:00 火曜日

嘉島町民会館 上益城郡嘉島町上島545番地  096-237-0937 小・中学校用 6/1～6/14 9:00～17:00 月曜日

八代 八代市立図書館   ○  八代市北の丸町2-35  0965-32-3385 小・中学校用 6/1～6/14
9:30～20:00(平日)
9:30～19:00(土･日)

※最終日は16:00まで

八代市立図書館せんちょう分館   ○  八代市千丁町新牟田1428-2  0965-46-1901 小・中学校用 6/1～6/14 9:30～18:00 6月14日

氷川町八火図書館 八代郡氷川町宮原69-1  0965-62-3489 小・中学校用 6/1～6/14

10:00～18:00(火水金)
10:00～20:00(木)

10:00～17:00(土･日)
※最終日は16:00まで

月曜日

麦島コミュニティセンター 八代市古城町2259  0965-35-3822 小・中学校用 6/1～6/14
8:30～20:00

※最終日は16：00まで
土・日曜日

芦北 水俣市立水俣第一小学校   ○  水俣市陣内1-1-2  0966-63-4133 小・中学校用 6/1～6/14 9:00～16:30 土・日曜日

芦北町立佐敷小学校   ○  葦北郡芦北町道川内31  0966-82-2036 小・中学校用 6/1～6/14 9:00～16:30 土・日曜日

水俣市立総合体育館 水俣市中央公園1  0966-63-3339 小・中学校用 6/1～6/14 9:00～21:00 月曜日

芦北町総合コミュニティセンター 葦北郡芦北町花岡1647  0966-82-2213 小・中学校用 6/1～6/14 10:00～17:00 月曜日

球磨 人吉市立人吉西小学校   ○  人吉市城本町873番地  0966-22-3904 小・中学校用 6/1～6/14 9:00～16:30 土・日曜日

人吉市役所新庁舎１階市民コーナー 人吉市西間下町字永溝7番地1 0966-22-2111 小・中学校用 6/1～6/14 9:00～17:00 土・日曜日

あさぎり町生涯学習センター 球磨郡あさぎり町免田東1774 0966-45-7288 小・中学校用 6/1～6/14 9:00～17:00 土・日曜日

多良木町役場 球磨郡多良木町多良木1648  0966-42-6111 小・中学校用 6/1～6/14 8:30～17:00 土・日曜日

ヒストリアテラス五木谷 球磨郡五木村甲2672番地58  0966-37-2121 小・中学校用 6/1～6/14 9:00～17:00 月曜日

天草 天草市立中央図書館 ○ 天草市浄南町4-15 0969-23-7001 小・中学校用 6/1～6/14 9:00～17:00 月曜日

天草市立本渡中学校 天草市本渡町広瀬5-110 0969-23-4340 小・中学校用 6/1～6/14 9:30～16:30    土・日曜日   

天草市立牛深中学校 天草市牛深町1211-25 0969-72-3134 小・中学校用 6/1～6/14 9:30～16:30 土・日曜日

天草市立倉岳中学校 天草市倉岳町棚底2691-1 0969-64-3389 小・中学校用 6/1～6/14 9:30～16:30 土・日曜日

上天草市立大矢野中学校 上天草市大矢野町中483 0964-56-0365 小・中学校用 6/1～6/14 9:30～16:30    土・日曜日   

上天草市立龍ヶ岳中学校 上天草市龍ヶ岳町高戸3053-1 0969-62-0174 小・中学校用 6/1～6/14 9:30～16:30 土・日曜日

苓北町立苓北中学校 天草郡苓北町志岐294-4 0969-35-0035 小・中学校用 6/1～6/14 9:30～16:30    土・日曜日   

教育
センター

熊本県立教育センター ○ 山鹿市小原 0968-44-6611 小・中学校用 6/1～6/14 8:30～17:00    土・日曜日   

令和４年度（２０２２年度）教科書展示会会場一覧

　県教育委員会では、令和４年（２０２２年）６月１日から１４日間にわたり、　県内の小・中学校、高等学校、特別支援学校、公民館、図書館などを
会場として、教科書展示会を開催します。
　教科書展示会の目的は、学校関係者はもとより、広く県民の皆様方に学校で使用されている教科書について関心をもっていただくことです。
　展示する教科書は、令和５年度使用の「小学校用教科書」、「中学校用教科書」、「高等学校用教科書」及び「特別支援学校用教科書」です。
　多くの県民の皆様のご来場をお待ちしています。（展示会場については以下のとおりです。）
　　※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、各展示会場の展示期間等が変更になる場合があります。
  　※会場によっては、駐車スペースに限りがありますので、事前に御確認ください。

『教科書展示会の開催』



設置等 学　　校　　名 住　　　　　　所 電話番号 展示教科書 展示期間 閲覧時間 閲覧できない日

県立 第一高等学校 熊本市中央区古城町3-1 096-354-4933 高等学校用 6/1～6/14 9:00～16:30 土・日曜日

県立 第二高等学校 熊本市東区東町３丁目13-1 096-368-4125 高等学校用 6/1～6/14 9:00～16:30
土・日曜日

及び６/６（月）

県立 玉名高等学校 玉名市中1853 0968-73-2101 高等学校用 6/1～6/14 9:00～16:30 土・日曜日

県立 鹿本高等学校 山鹿市鹿校通３丁目5-1 0968-44-5101 高等学校用 6/1～6/14 9:00～16:30 土・日曜日

県立 菊池高等学校 菊池市隈府1332-1 0968-25-3175 高等学校用 6/1～6/14 9:00～16:30 土・日曜日

県立
阿蘇中央高等学校
（阿蘇校舎）

阿蘇市一の宮町宮地2460 0967-22-0070 高等学校用 6/1～6/14 9:00～16:30 土・日曜日

県立 小国高等学校 阿蘇郡小国町宮原1887-1 0967-46-2425 高等学校用 6/1～6/14 9:00～16:30 土・日曜日

県立 御船高等学校 上益城郡御船町木倉1253 096-282-0056 高等学校用 6/1～6/14 9:00～16:30 土・日曜日

県立 八代高等学校 八代市永碇町856 0965-33-4138 高等学校用 6/1～6/14 9:00～16:30 土・日曜日

県立 水俣高等学校 水俣市洗切町11-1 0966-63-1285 高等学校用 6/1～6/14 9:00～16:30 土・日曜日

県立 人吉高等学校 人吉市北泉田町350 0966-22-2261 高等学校用 6/1～6/14 9:00～16:30 土・日曜日

県立 天草高等学校 天草市本渡町本渡557 0969-23-5533 高等学校用 6/1～6/14 9:00～16:30
土・日曜日

及び６/７（火）

県立 牛深高等学校 天草市久玉町1216-5 0969-73-3105 高等学校用 6/1～6/14 9:00～16:30 土・日曜日

県立 熊本県立教育センター 山鹿市小原 0968-44-6611 高等学校用 6/1～6/14 8:30～17:00 土・日曜日

熊本市 熊本市教育センター 熊本市中央区千葉城町2-35  096-359-3200 高等学校用 6/1～6/14 10:00～17:00 土・日曜日

特別支援学校用教科書（２１会場）
※県立特別支援学校への訪問による閲覧については、各学校へ事前にお問合せください。

※「ホームページ」と記載している学校については、各学校ホームページに開催に関する情報を掲載しています。

※「ホームページ紹介」としている学校については、学校ホームページで教科書の紹介をしています。

　訪問をご希望の際には学校にお問い合わせください。

学校名（会場名） 住所 電話番号 展示教科書 展示期間 閲覧時間 閲覧できない日

県立 盲学校 熊本市東区東町３丁目14-1 096-368-3147
点字教科書
拡大教科書
一般図書

6/1～6/14 15:30～17:00
ホームページ

土・日曜日

県立 熊本聾学校 熊本市東区東町３丁目14-2 096-368-2135
小・中学校用
特別支援学校用

6/1～6/14 15:35～16:55 土・日曜日

県立 熊本はばたき高等支援学校 熊本市東区東町３丁目14-3 096-331-5656
特別支援学校用
一般図書

6/1～6/14 16:00～16:55
ホームページ

土・日曜日

県立 ひのくに高等支援学校 合志市合生4360-7 096-249-1001
特別支援学校用
一般図書

6/1～6/14 10:00～16:00
ホームページ

土・日曜日

県立 鏡わかあゆ高等支援学校 八代市鏡町鏡村937 0965-31-2577
特別支援学校用
一般図書

6/1～6/14 15:55～16:55
ホームページ

土・日曜日

県立 熊本支援学校 熊本市中央区出水５丁目5-16 096-371-2323
特別支援学校用
一般図書

6/1～6/14 15:30～17:00 土・日曜日

県立 熊本かがやきの森支援学校 熊本市西区横手５丁目16-28 096-319-2000
特別支援学校用
一般図書

6/1～6/14 15:30～17:00 土・日曜日

県立 松橋西支援学校 宇城市松橋町松橋308-1 0964-33-2797
特別支援学校用
一般図書

6/1～6/14 16:00～17:00 土・日曜日

県立 松橋支援学校 宇城市松橋町南豊崎252 0964-32-0729
小・中学校用
特別支援学校用

6/1～6/14 9:00～16:30
ホームページ

土・日曜日

県立 松橋東支援学校 宇城市松橋町豊福2910 0964-32-1726
特別支援学校用
一般図書

6/1～6/14 15:20～16:50 土・日曜日

県立 荒尾支援学校
荒尾市増永字西長浦2299ｰ3

0968-62-1131
特別支援学校用
一般図書

6/1～6/14 15:30～17:00
ホームページ

土・日曜日

県立
かもと稲田支援学校
（小・中学部校舎）

山鹿市鹿本町高橋638 0968-46-1740
特別支援学校用
一般図書

6/1～6/14 15:30～16:55
ホームページ

土・日曜日

県立 大津支援学校 菊池郡大津町大字室1381 096-293-0486
特別支援学校用
一般図書

6/1～6/14 16:00～17:00
ホームページ

土・日曜日

県立 菊池支援学校 合志市合生4300 096-242-0069
特別支援学校用
一般図書

6/1～6/14 15:30～17:00 土・日曜日

県立 黒石原支援学校 合志市須屋2659 096-242-0156
特別支援学校用
一般図書

6/1～6/14
ホームページ紹介

※問い合わせは

9:30～16:30
土・日曜日

県立 小国支援学校 阿蘇郡小国町宮原2635-2 0967-46-4370
特別支援学校用
一般図書

6/1～6/14 15:30～17:00
ホームページ

土・日曜日

県立 芦北支援学校 葦北郡芦北町芦北2829-8 0966-82-4627
小・中学校用
特別支援学校用

6/1～6/14
ホームページ紹介

※問い合わせは

9:00～16:30
土・日曜日

県立 球磨支援学校
球磨郡多良木町大字多良木
4217

0966-42-3792
特別支援学校用
一般図書

6/1～6/14 15:30～17:00
ホームページ

土・日曜日

県立 天草支援学校（小中学部校舎） 天草市本町新休972 0969-23-0141
小・中学校用
特別支援学校用
一般図書

6/1～6/14 15:00～17:00 土・日曜日

県立 苓北支援学校 天草郡苓北町志岐1217-1 0969-35-1780
特別支援学校用
一般図書

6/1～6/14 15:40～16:50
ホームページ

土・日曜日
及び6/13

県立 県立教育センター 山鹿市小原 0968-44-6611 特別支援学校用 6/1～6/14 8:30～17:00 土・日曜日

高等学校用教科書（１５会場）

　　　　　　　　　　　　　　問合せ先
熊本県教育庁市町村教育局
　 義務教育課義務教育指導班
　    担　 当：井　手
　    電　 話：096-333-2688
熊本県教育庁県立学校教育局
　 高校教育課高等学校教育指導班
　　　担　 当：坂　本
　　　電   話：096-333-2685
　特別支援教育課特別支援教育指導班
　　  担   当：西　坂
　　  電   話：096-333-2683


