
国語 社会算数 理科

==========　小　　　　　学　　　　　校　==========

2020 年度　千葉県　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：2019.12月

千葉市啓林館 大日本 啓林館 大日本三省堂光村
(教出)

東書 光村 東書 東書 東書開隆堂

船橋市啓林館 東書 啓林館 啓林館学図教出 東書 教出 東書 教出 日文東書

習志野市啓林館 大日本 啓林館 大日本学図教出 東書 教出 東書 教出 東書東書

八千代市啓林館 大日本 啓林館 大日本学図教出 東書 教出 東書 教出 東書東書

市川市啓林館 大日本 啓林館 大日本三省堂教出 東書 教出 帝国 帝国 東書東書

浦安市啓林館 大日本 啓林館 大日本三省堂教出 東書 教出 帝国 帝国 東書東書

柏市東書 大日本 学図 大日本開隆堂教出 東書 教出 東書 東書 東書東書

我孫子市東書 大日本 学図 大日本開隆堂教出 東書 教出 東書 東書 東書東書

鎌ケ谷市東書 大日本 学図 大日本開隆堂教出 東書 教出 東書 東書 東書東書

松戸市東書 大日本 啓林館 大日本開隆堂教出 東書 教出 東書 東書 東書開隆堂

野田市東書 大日本 啓林館 大日本開隆堂教出 東書 教出 東書 東書 東書開隆堂

流山市東書 大日本 啓林館 大日本開隆堂教出 東書 教出 東書 東書 東書開隆堂

佐倉市東書 大日本 東書 大日本教出教出 東書 教出 東書 東書 東書教出

成田市東書 大日本 東書 大日本教出教出 東書 教出 東書 東書 東書教出
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四街道市東書 大日本 東書 大日本教出教出 東書 教出 東書 東書 東書教出

八街市東書 大日本 東書 大日本教出教出 東書 教出 東書 東書 東書教出

印旛郡東書 大日本 東書 大日本教出教出 東書 教出 東書 東書 東書教出

印西市東書 大日本 東書 大日本教出教出 東書 教出 東書 東書 東書教出

白井市東書 大日本 東書 大日本教出教出 東書 教出 東書 東書 東書教出

富里市東書 大日本 東書 大日本教出教出 東書 教出 東書 東書 東書教出

香取市東書 大日本 学図 大日本開隆堂教出 教出 教出 教出 教出 教出開隆堂

香取郡東書 大日本 学図 大日本開隆堂教出 教出 教出 教出 教出 教出開隆堂

銚子市東書 大日本
(学図)

学図 大日本開隆堂教出 東書 教出 東書 東書 東書教出

旭市東書 大日本
(学図)

学図 大日本開隆堂教出 東書 教出 東書 東書 東書教出

匝瑳市東書 大日本
(学図)

学図 大日本開隆堂教出 東書 教出 東書 東書 東書教出

東金市啓林館 大日本 啓林館 大日本開隆堂光村
(教出)

東書 光村 東書 東書 東書開隆堂

山武市啓林館 大日本 啓林館 大日本開隆堂光村
(教出)

東書 光村 東書 東書 東書開隆堂

大網白里市啓林館 大日本 啓林館 大日本開隆堂光村
(教出)

東書 光村 東書 東書 東書開隆堂
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山武郡啓林館 大日本 啓林館 大日本開隆堂光村
(教出)

東書 光村 東書 東書 東書開隆堂

茂原市啓林館 大日本 啓林館 大日本開隆堂光村 東書 光村 東書 東書 東書開隆堂

長生郡啓林館 大日本 啓林館 大日本開隆堂光村 東書 光村 東書 東書 東書開隆堂

勝浦市啓林館 大日本 啓林館 大日本開隆堂光村 東書 光村 東書 東書 東書開隆堂

いすみ市啓林館 大日本 啓林館 大日本開隆堂光村 東書 光村 東書 東書 東書開隆堂

夷隅郡啓林館 大日本 啓林館 大日本開隆堂光村 東書 光村 東書 東書 東書開隆堂

館山市啓林館 啓林館 啓林館 啓林館教出教出 東書 教出 東書 東書 東書教出

鴨川市啓林館 啓林館 啓林館 啓林館教出教出 東書 教出 東書 東書 東書教出

南房総市啓林館 啓林館 啓林館 啓林館教出教出 東書 教出 東書 東書 東書教出

安房郡啓林館 啓林館 啓林館 啓林館教出教出 東書 教出 東書 東書 東書教出

木更津市啓林館 大日本 啓林館 大日本東書教出 東書 教出 東書 東書 東書東書

君津市啓林館 大日本 啓林館 大日本東書教出 東書 教出 東書 東書 東書東書

富津市啓林館 大日本 啓林館 大日本東書教出 東書 教出 東書 東書 東書東書

袖ケ浦市啓林館 大日本 啓林館 大日本東書教出 東書 教出 東書 東書 東書東書
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市原市啓林館 大日本
(東書)

啓林館 大日本東書光村 東書 教出 東書 東書 東書東書

【千葉市美浜区】 啓林館 大日本三省堂

市立　稲毛高等学校附属中学校

光村 東書 東書 東書

【千葉市中央区】 数研 学図光村

県立　千葉中学校

光村 東書 育鵬社 育鵬社

【柏市】 啓林館 啓林館三省堂

県立　東葛飾中学校

教出 東書 育鵬社 育鵬社
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【千葉市稲毛区】学図 大日本
(啓林館) (学図) 国立　千葉大学教育学部附属小学校

東書
(教出)

東書三省堂

【千葉市稲毛区】 啓林館 大日本開隆堂

国立　千葉大学教育学部附属中学校

光村 東書 東書 東書

【千葉市中央区】 啓林館 教出東書

私立　千葉明徳中学校

教出 東書 帝国 東書

【千葉市美浜区】 啓林館 啓林館三省堂

私立　昭和学院秀英中学校

東書 東書 帝国 東書

【千葉市美浜区】 啓林館 啓林館学図

私立　渋谷教育学園幕張中学校

東書 東書 東書 東書

【千葉市美浜区】学図 大日本

幕張インターナショナルスクール

教出 東書東書

【船橋市】東書 啓林館

私立　千葉日本大学第一小学校

光村 東書啓林館

【船橋市】 数研 東書学図

私立　千葉日本大学第一中学校

東書 帝国 教出 教出

【習志野市】 数研 啓林館三省堂

私立　東邦大学附属東邦中学校

光村 帝国 東書 教出

【八千代市】 東書 学図光村

私立　秀明八千代中学校

光村 帝国 帝国 清水

【八千代市】 啓林館 東書開隆堂

私立　八千代松陰中学校

東書 東書 東書 東書

【市川市】教出 大日本

私立　日出学園小学校

学図 東書
(教出)

東書

【市川市】 数研 教出三省堂

私立　日出学園中学校

光村 帝国 帝国 帝国

【市川市】教出 東書
(啓林館) (啓林館) 私立　国府台女子学院小学部

光村 東書三省堂
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【市川市】 数研 東書三省堂

私立　国府台女子学院中学部

教出 帝国 帝国 清水

【市川市】東書 学図
(学図) 私立　昭和学院小学校

光村 東書
(光村)

啓林館

【市川市】 東書 啓林館三省堂
(数研)私立　昭和学院中学校

教出 東書 東書 東書

【市川市】 東書 教出三省堂

私立　市川中学校

三省堂 教出 教出 教出

【市川市】 啓林館 東書光村
(開隆堂)私立　和洋国府台女子中学校

光村 帝国 帝国 帝国

【浦安市】 東書 大日本東書

私立　東海大学付属浦安高等学校中等部

光村 東書 東書 東書

【柏市】 数研 啓林館学図

私立　ニ松学舎大学附属柏中学校

光村 教出 帝国 清水

【柏市】 大日本 啓林館三省堂

私立　芝浦工業大学附属柏中学校

光村 教出 学び舎 清水

【柏市】 啓林館 啓林館学図

私立　麗澤中学校

教出 東書 育鵬社 育鵬社

【松戸市】東書 啓林館
(東書) 私立　聖徳大学附属小学校

光村 教出
(東書)

東書

【松戸市】 啓林館 大日本三省堂

私立　聖徳大学附属女子中学校

教出 帝国 帝国 東書

【松戸市】 啓林館 啓林館三省堂

私立　専修大学松戸中学校

東書 帝国 東書 東書

【野田市】 教出 大日本光村

私立　西武台千葉中学校

教出 帝国 帝国 帝国

【流山市】啓林館 啓林館

私立　暁星国際流山小学校

光村 東書三省堂
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【成田市】啓林館 啓林館

私立　成田高等学校付属小学校

東書 東書啓林館

【成田市】 啓林館 大日本三省堂

私立　成田高等学校付属中学校

三省堂 帝国 教出 教出

【印西市】

私立　時任学園中等教育学校

【夷隅郡】 東書 啓林館三省堂

私立　三育学院中学校

光村 東書 東書 東書

【木更津市】学図 学図

私立　暁星国際小学校

光村
(東書)

東書
(光村)

学図

【木更津市】 東書 大日本東書

私立　暁星国際中学校

三省堂 東書 東書 東書

【木更津市】 啓林館 大日本開隆堂

私立　志學館中等部

教出 東書 東書 東書

【君津市】 啓林館 大日本三省堂

私立　翔凜中学校

教出 東書 東書 東書

【市原市】東書 大日本
(啓林館) (学図) 私立　光風台三育小学校

光村
(教出)

教出開隆堂
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