
地理 歴史 公民
光　村 東　書 啓林館 東　書 【岡山市地区】 三省堂 帝　国 帝　国 東　書 啓林館 東　書 三省堂

　　　　　　　　岡山市　（岡山後楽館中は下記） (光　村)

光　村 東　書 啓林館 東　書 【旭東地区】　※H28より備前市は独立採択により下記 光　村 帝　国 東　書 日　文 東　書 東　書 三省堂
　　　　　　　　瀬戸内市・赤磐市・和気郡・加賀郡 (日　文) (東　書) (啓林館) (啓林館) (学　図)

光　村 日　文 啓林館 東　書 【倉敷地区】 光　村 帝　国 東　書 東　書 啓林館 東　書 三省堂
　　　　　　　　倉敷市・総社市・浅口市・都窪郡・浅口郡 (啓林館)

光　村 日　文 啓林館 東　書 【玉野市地区】 光　村 帝　国 日　文 日　文 啓林館 啓林館 三省堂
　　　　　　　　玉野市 (東　書)

光　村 日　文 東　書 東　書 【笠岡・井原地区】 光　村 帝　国 日　文 東　書 啓林館 東　書 三省堂
　　　　　　　　笠岡市・井原市・小田郡

光　村 日　文 啓林館 啓林館 【高梁・新見地区】 光　村 帝　国 日　文 日　文 啓林館 啓林館 開隆堂
　　　　　　　　高梁市・新見市

東　書 日　文 啓林館 啓林館 【津山地区】 津山市・真庭市・美作市・真庭郡 三省堂 東　書 日　文 東　書 東　書 学　図 東　書
　　　　　　　　苫田郡・勝田郡・英田郡・久米郡

光　村 日　文 啓林館 東　書 【備前地区】　※H28より独立採択 光　村 帝　国 帝　国 東　書 東　書 啓林館 開隆堂
(東　書) 　　　　　　　　備前市 (日　文) (啓林館) (学　図)

【岡山市　北区】 三省堂 帝　国 帝　国 東　書 啓林館 東　書 三省堂
　　市立　岡山後楽館中学校 (光　村)

光　村 東　書 啓林館 東　書 【岡山市　中区】 光　村 東　書 帝　国 日　文 啓林館 東　書 東　書
　　 国立　岡山大学附属小・中学校 (帝　国) (東　書)

【岡山市　北区】 東　書 帝　国 日　文 帝　国 数　研 大日本 三省堂
　　 県立　岡山大安寺中等教育学校 (東　書)

【岡山市　中区】 東　書 東　書 帝　国 東　書 啓林館 学　図 東　書
　　県立　岡山操山中学校 (帝　国) (東　書)

【倉敷市】 学　図 帝　国 東　書 東　書 東　書 啓林館 東　書
　　県立　倉敷天城中学校
【津山市】 東　書 帝　国 東　書 東　書 東　書 啓林館 東　書
　　県立　津山中学校　(H27年度新設開校) (学　図)

下段( )内は旧採択 下段( )内は旧採択

英語採択地区 理科

平成２９年度　岡山県　小学校・中学校　教科書一覧表
小学校 中学校

社会
国語 社会 算数 国語理科

*中学校新3年の歴史について、1年時に配布された教科書(24～27年度版)をそのまま使用。
*中学校英語について、採択変更があった場合、3年は旧採択の新教科書を使用。
*出版社の協力により作成・編集しています。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。　　　　(H28.12月現在)
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地理 歴史 公民
光　村 日　文 啓林館 啓林館 【岡山市　北区】 　

　　 私立　ノートルダム清心女子大学附属小学校
光　村 日　文 啓林館 啓林館 【岡山市　北区】 光　村 帝　国 帝　国 帝　国 啓林館 啓林館 三省堂

　　 私立　朝日塾小学校・中等教育学校 (東　書) (東　書)

学　図 日　文 啓林館 東　書 【岡山市　北区】 三省堂 帝　国 帝　国 東　書 啓林館 東　書 三省堂
　　私立　就実小・中学校　(H27年度より小学校開校) (光　村)

【岡山市　北区】 三省堂 帝　国 育鵬社 育鵬社 数　研 啓林館 三省堂
　　 私立　岡山理科大学附属中学校 (東　書) (東　書) (学　図)

【岡山市　中区】 三省堂 帝　国 東　書 東　書 啓林館 東　書 三省堂
　　私立　山陽女子中学校
【岡山市　南区】 光　村 帝　国 帝　国 東　書 啓林館 啓林館 三省堂
　　私立　岡山中学校
【岡山市　東区】 東　書 東　書 育鵬社 育鵬社 数　研 東　書 東　書
　　私立　岡山学芸館清秀中学校 (三省堂) (三省堂)

【赤磐市】 三省堂 帝　国 東　書 清　水 啓林館 啓林館 三省堂
　　私立　岡山白陵中学校

光　村 光　村 啓林館 大日本 【加賀郡】 光　村 東　書 東　書 東　書 啓林館 東　書 開隆堂
　　私立　吉備高原のびのび小学校　/　吉備高原希望中学校 (三省堂)

【倉敷市】 教　出 帝　国 東　書 教　出 数　研 東　書 三省堂
　　私立　清心中学校 (日　文) (東　書)

【浅口市】 東　書 帝　国 日　文 日　文 数　研 啓林館 東　書
　　私立　金光学園中学校 (学　図) (東　書)

下段( )内は旧採択 下段( )内は旧採択

【ＭＥＭＯ】

*中学校新3年の歴史について、1年時に配布された教科書(24～27年度版)をそのまま使用。
*中学校英語について、採択変更があった場合、3年は旧採択の新教科書を使用。
*出版社の協力により作成・編集しています。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。　　　　(H28.12月現在)

採択地区 国語 数学 理科 英語

平成２９年度　岡山県　小学校・中学校　教科書一覧表
小学校 中学校

社会
国語 社会 算数 理科
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