
国語 社会算数 理科

==========　小　　　　　学　　　　　校　==========

2020 年度　佐賀県　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

佐賀市東書 大日本 啓林館 大日本東書東書 東書 東書 帝国 帝国 帝国開隆堂

多久市東書 大日本 啓林館 大日本東書東書 東書 東書 帝国 帝国 帝国開隆堂

小城市東書 大日本 啓林館 大日本東書東書 東書 東書 帝国 帝国 帝国開隆堂

鳥栖市啓林館 啓林館
(東書) (大日本)

啓林館 大日本開隆堂光村 東書 三省堂 帝国 東書 東書開隆堂

神埼市啓林館 啓林館
(東書) (大日本)

啓林館 大日本開隆堂光村 東書 三省堂 帝国 東書 東書開隆堂

神埼郡啓林館 啓林館
(東書) (大日本)

啓林館 大日本開隆堂光村 東書 三省堂 帝国 東書 東書開隆堂

三養基郡啓林館 啓林館
(東書) (大日本)

啓林館 大日本開隆堂光村 東書 三省堂 帝国 東書 東書開隆堂

唐津市啓林館 大日本 啓林館 大日本東書光村 東書 東書 帝国 教出 帝国東書

東松浦郡啓林館 大日本 啓林館 大日本東書光村 東書 東書 帝国 教出 帝国東書

伊万里市啓林館 大日本 啓林館 大日本開隆堂光村 日文 光村 東書 東書 東書東書

武雄市啓林館 大日本 啓林館 大日本開隆堂光村 日文 光村 東書 東書 東書東書

西松浦郡啓林館 大日本 啓林館 大日本開隆堂光村 日文 光村 東書 東書 東書東書

杵島郡啓林館 大日本 啓林館 大日本開隆堂光村 日文 光村 東書 東書 東書東書

鹿島市啓林館 大日本 啓林館 大日本開隆堂東書 日文
(東書)

東書 帝国 帝国 帝国東書

1 / 3【佐賀県】 ページ下段()内は旧採択 *市町村合併等による採択変更には対応していない場合もあります。ご了承ください。
*小学国語は、全学年について新たに採択した発行者の新版教科書を使用することが原則ですが、
　採択替えにより2019年度と異なる発行者の教科書を使用することとなった場合、採択権者の判断により、
　1,3,5年は採択変更後の発行者の新版教科書を使用し、2,4,6年は採択変更前の発行者の新版教科書を使用することも可能です。
*小4社会は、新版教科書は供給されません。2019年度配本済みの小3・4教科書と2020年度配布の補助教材を使用します。



国語 社会算数 理科

==========　小　　　　　学　　　　　校　==========

2020 年度　佐賀県　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

嬉野市啓林館 大日本 啓林館 大日本開隆堂東書 日文
(東書)

東書 帝国 帝国 帝国東書

藤津郡啓林館 大日本 啓林館 大日本開隆堂東書 日文
(東書)

東書 帝国 帝国 帝国東書

【佐賀市】 数研 大日本学図

県立　致遠館中学校

光村 帝国 東書 東書

【鳥栖市】 東書 東書開隆堂

県立　香楠中学校

光村 帝国 清水 清水

【唐津市】 東書 大日本三省堂

県立　唐津東中学校

学図 帝国 東書 東書

【武雄市】 数研 大日本三省堂

県立　武雄青陵中学校

東書 帝国 帝国 帝国

2 / 3【佐賀県】 ページ下段()内は旧採択 *市町村合併等による採択変更には対応していない場合もあります。ご了承ください。
*小学国語は、全学年について新たに採択した発行者の新版教科書を使用することが原則ですが、
　採択替えにより2019年度と異なる発行者の教科書を使用することとなった場合、採択権者の判断により、
　1,3,5年は採択変更後の発行者の新版教科書を使用し、2,4,6年は採択変更前の発行者の新版教科書を使用することも可能です。
*小4社会は、新版教科書は供給されません。2019年度配本済みの小3・4教科書と2020年度配布の補助教材を使用します。



国語 社会算数 理科

==========　小　　　　　学　　　　　校　==========

2020 年度　佐賀県　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

【佐賀市】日文 大日本

国立　佐賀大学文化教育学部附属小学校

光村
(東書)

日文東書

【佐賀市】 啓林館 大日本東書

国立　佐賀大学文化教育学部附属中学校

東書 帝国 帝国 帝国

【佐賀市】 数研 大日本東書

私立　佐賀清和中学校

三省堂 帝国 東書 東書

【佐賀市】 数研 大日本教出

私立　弘学館中学校

教出 帝国 東書 清水
(帝国)

【佐賀市】 数研 大日本東書

私立　龍谷中学校

光村 東書 東書 東書

【佐賀市】 数研 大日本東書

私立　成穎中学校

東書 帝国 東書 東書

【三養基郡】 数研 大日本三省堂

私立　東明館中学校

光村 帝国 東書 東書

【唐津市】 数研 大日本三省堂

私立　早稲田佐賀中学校

教出
(光村)

帝国 帝国 東書

3 / 3【佐賀県】 ページ下段()内は旧採択 *市町村合併等による採択変更には対応していない場合もあります。ご了承ください。
*小学国語は、全学年について新たに採択した発行者の新版教科書を使用することが原則ですが、
　採択替えにより2019年度と異なる発行者の教科書を使用することとなった場合、採択権者の判断により、
　1,3,5年は採択変更後の発行者の新版教科書を使用し、2,4,6年は採択変更前の発行者の新版教科書を使用することも可能です。
*小4社会は、新版教科書は供給されません。2019年度配本済みの小3・4教科書と2020年度配布の補助教材を使用します。


