
地理 歴史 公民
光　村 教　出 東　書 学　図 【横浜地区】 光　村 帝　国 育鵬社 育鵬社 東　書 啓林館 光　村

　　　　　　　　横浜市(18区) (南高等学校附属中学校、

　　　　　　　　　　　　　　　　　 横浜ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ高校附属中学校は下記)

光　村 教　出 教　出 啓林館 【川崎第１地区】 光　村 帝　国 教　出 教　出 教　出 啓林館 学　図
　　　　　　　　川崎市川崎区　　(川崎高等学校附属中学校は下記)

光　村 教　出 教　出 啓林館 【川崎第２地区】 光　村 帝　国 教　出 教　出 教　出 啓林館 学　図
　　　　　　　　川崎市幸区・中原区

光　村 教　出 教　出 啓林館 【川崎第３地区】 光　村 帝　国 教　出 教　出 教　出 啓林館 学　図
　　　　　　　　川崎市高津区・宮前区

光　村 教　出 教　出 啓林館 【川崎第４地区】 光　村 帝　国 教　出 教　出 教　出 啓林館 学　図
　　　　　　　　川崎市多摩区・麻生区

東　書 教　出 学　図 大日本 【横須賀地区】 東　書 教　出 東　書 東　書 学　図 大日本 東　書
　　　　　　　　横須賀市

光　村 教　出 学　図 学　図 【鎌倉地区】 光　村 帝　国 帝　国 帝　国 東　書 学　図 三省堂
　　　　　　　　鎌倉市

光　村 教　出 東　書 大日本 【藤沢地区】 光　村 帝　国 育鵬社 育鵬社 教　出 大日本 三省堂
　　　　　　　　藤沢市

光　村 教　出 東　書 大日本 【茅ヶ崎地区】 光　村 東　書 東　書 東　書 東　書 大日本 東　書
　　　　　　　　茅ヶ崎市

光　村 教　出 東　書 大日本 【寒川地区】 光　村 帝　国 東　書 教　出 教　出 大日本 開隆堂
　　　　　　　　高座郡

光　村 光　村 学　図 学　図 【逗子地区】 光　村 帝　国 東　書 東　書 啓林館 東　書 三省堂
　　　　　　　　逗子市

光　村 光　村 学　図 大日本 【三浦地区】 光　村 帝　国 帝　国 帝　国 啓林館 大日本 三省堂
　　　　　　　　三浦市

光　村 教　出 学　図 大日本 【葉山地区】 三省堂 帝　国 東　書 東　書 啓林館 大日本 学　図
　　　　　　　　三浦郡

光　村 教　出 東　書 啓林館 【相模原地区】 光　村 教　出 教　出 東　書 東　書 啓林館 三省堂
　　　　　　　　相模原市（3区）

光　村 教　出 東　書 啓林館 【大和地区】 光　村 東　書 東　書 東　書 日　文 東　書 三省堂
　　　　　　　　大和市

光　村 教　出 東　書 学　図 【海老名地区】 光　村 帝　国 帝　国 東　書 学　図 東　書 開隆堂
　　　　　　　　海老名市

下段( )内は旧採択 下段( )内は旧採択*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。　　　　(H29.12月現在)

採択地区 国語 数学

平成３０年度　神奈川県　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 理科 英語
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地理 歴史 公民
三省堂 教　出 東　書 教　出 【座間地区】 三省堂 帝　国 帝　国 東　書 東　書 学　図 開隆堂

　　　　　　　　座間市
光　村 教　出 東　書 東　書 【綾瀬地区】 教　出 帝　国 教　出 東　書 学　図 東　書 三省堂

　　　　　　　　綾瀬市
東　書 教　出 教　出 大日本 【平塚地区】 光　村 帝　国 帝　国 教　出 啓林館 大日本 三省堂

　　　　　　　　平塚市
東　書 教　出 啓林館 啓林館 【秦野地区】 東　書 帝　国 清　水 東　書 啓林館 啓林館 三省堂

　　　　　　　　秦野市
光　村 教　出 教　出 啓林館 【伊勢原地区】 光　村 帝　国 帝　国 東　書 東　書 大日本 三省堂

　　　　　　　　伊勢原市
光　村 教　出 啓林館 啓林館 【大磯地区】 光　村 帝　国 教　出 教　出 啓林館 啓林館 三省堂

　　　　　　　　中郡大磯町
光　村 教　出 啓林館 啓林館 【二宮地区】 光　村 帝　国 日　文 東　書 啓林館 啓林館 三省堂

　　　　　　　　中郡二宮町
光　村 教　出 東　書 学　図 【足柄上地区】 光　村 東　書 東　書 東　書 東　書 東　書 東　書

　　　　　　　　南足柄市・足柄上郡
光　村 光　村 学　図 大日本 【足柄下地区】 光　村 帝　国 教　出 東　書 東　書 大日本 東　書

　　　　　　　　足柄下郡
学　図 光　村 啓林館 啓林館 【小田原地区】 三省堂 帝　国 教　出 教　出 東　書 大日本 開隆堂

　　　　　　　　小田原市
光　村 東　書 東　書 大日本 【愛甲地区】 光　村 教　出 東　書 東　書 東　書 東　書 三省堂

　　　　　　　　愛甲郡
光　村 東　書 東　書 大日本 【厚木地区】 光　村 教　出 東　書 帝　国 学　図 東　書 三省堂

　　　　　　　　厚木市

【横浜市　港南区】 光　村 帝　国 育鵬社 育鵬社 東　書 啓林館 光　村
　　　　　市立　南高等学校附属中学校
【横浜市　鶴見区】　　*H29年度開校 光　村 帝　国 育鵬社 育鵬社 東　書 啓林館 光　村
　　　　　市立　横浜サイエンスフロンティア高校附属中学校
【川崎市】 光　村 帝　国 教　出 教　出 教　出 啓林館 学　図
　　　　　市立　川崎高等学校附属中学校

下段( )内は旧採択 下段( )内は旧採択

平成３０年度　神奈川県　小学校・中学校　教科書一覧表
小学校 中学校

国語 社会 算数 理科 採択地区 国語
社会

数学 理科 英語

*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。　　　　(H29.12月現在)
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地理 歴史 公民
光　村 光　村 教　出 大日本 【横浜市　中区】

国立　横浜国立大学附属横浜小学校
【横浜市　南区】 光　村 帝　国 帝　国 帝　国 大日本 東　書 光　村

国立　横浜国立大学附属横浜中学校
光　村 東　書 東　書 東　書 【鎌倉市】 光　村 帝　国 帝　国 東　書 学　図 東　書 開隆堂

国立　横浜国立大学附属鎌倉小・中学校
【平塚市】 光　村 帝　国 日　文 日　文 啓林館 大日本 東　書

県立　平塚中等教育学校
【相模原市】 東　書 帝　国 日　文 日　文 教　出 啓林館 光　村

県立　相模原中等教育学校
【横浜市　鶴見区】 光　村 帝　国 東　書 東　書 啓林館 啓林館 開隆堂

私立　鶴見大学附属中学校
【横浜市　鶴見区】 光　村 日　文 日　文 日　文 数　研 啓林館 三省堂

私立　橘学苑中学校
光　村 光　村 教　出 教　出 【横浜市　鶴見区】 三省堂 帝　国 教　出 清　水 数　研 啓林館 三省堂

私立　聖ヨゼフ学園小・中学校
【横浜市　神奈川区】 学　図 帝　国 東　書 日　文 東　書 東　書 三省堂

私立　浅野中学校
光　村 教　出 学　図 大日本 【横浜市　神奈川区】 東　書 東　書 学び舎 東　書 数　研 啓林館 三省堂

私立　精華小学校
私立　神奈川学園中学校

光　村 教　出 学　図 学　図 【横浜市　神奈川区】 学　図 帝　国 東　書 日　文 東　書 啓林館 学　図
私立　捜真小学校
私立　捜真女学校中学部

【横浜市　神奈川区】 光　村 帝　国 教　出 東　書 東　書 啓林館 三省堂
私立　横浜創英中学校

光　村 光　村 東　書 学　図 【横浜市　旭区】
私立　横浜三育小学校

【横浜市　旭区】 学　図 帝　国 清　水 清　水 啓林館 東　書 三省堂
私立　横浜富士見丘学園中等教育学校

下段( )内は旧採択 下段( )内は旧採択

【ＭＥＭＯ】

平成３０年度　神奈川県　小学校・中学校　教科書一覧表
小学校 中学校

国語 社会 算数 理科 採択地区 国語
社会

数学 理科 英語

*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。　　　　(H29.12月現在)
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地理 歴史 公民
光　村 光　村 教　出 学　図 【横浜市　中区】 光　村 帝　国 清　水 東　書 啓林館 東　書 学　図

私立　横浜雙葉初・中等部
【横浜市　中区】 東　書 帝　国 帝　国 帝　国 啓林館 東　書 東　書

私立　横浜女学院中学校
【横浜市　中区】 学　図 教　出 日　文 東　書 東　書 大日本 学　図

私立　フェリス女学院中学校
【横浜市　中区】 三省堂 帝　国 帝　国 清　水 数　研 学　図 三省堂

私立　横浜共立学園中学校
【横浜市　中区】 光　村 東　書 東　書 清　水 啓林館 啓林館 三省堂

私立　聖光学院中学校
東　書 光　村 大日本 大日本 【横浜市　南区】 東　書 帝　国 帝　国 帝　国 数　研 大日本 学　図

私立　関東学院小・中学校
光　村 光　村 東　書 大日本 【横浜市　南区】

私立　横浜英和小学校
【横浜市　南区】　　*Ｈ28年度から校名変更、Ｈ30年度から共学化 教　出 帝　国 東　書 日　文 数　研 啓林館 三省堂

私立　青山学院横浜英和中学校
【横浜市　金沢区】 東　書 帝　国 帝　国 帝　国 数　研 東　書 学　図

私立　横浜中学校
光　村 教　出 教　出 大日本 【横浜市　金沢区】 教　出 東　書 東　書 清　水 東　書 啓林館 開隆堂

私立　関東学院六浦小・中学校
【横浜市　港北区】 教　出 東　書 日　文 東　書 数　研 啓林館 東　書

私立　武相中学校
【横浜市　港北区】 東　書 帝　国 帝　国 清　水 数　研 東　書 東　書

私立　日本大学中学校
【横浜市　港北区】 教　出 帝　国 学び舎 東　書 学　図 啓林館 三省堂

私立　慶応義塾普通部
光　村 光　村 学　図 大日本 【横浜市　緑区】 学　図 教　出 東　書 帝　国 数　研 大日本 三省堂

私立　森村学園初・中等部
【横浜市　緑区】 三省堂 帝　国 帝　国 東　書 数　研 啓林館 三省堂

私立　神奈川大学附属中学校
【横浜市　緑区】 東　書 東　書 帝　国 東　書 数　研 大日本 東　書

私立　横浜翠陵中学校
【横浜市　緑区】 教　出 教　出 教　出 教　出 教　出 啓林館 学　図

私立　星槎中学校

下段( )内は旧採択 下段( )内は旧採択

平成３０年度　神奈川県　小学校・中学校　教科書一覧表
小学校 中学校

国語 社会 算数 理科 採択地区 国語
社会

数学 理科 英語

*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。　　　　(H29.12月現在)
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地理 歴史 公民
光　村 光　村 東　書 東　書 【横浜市　青葉区】

私立　慶應義塾横浜初等部
光　村 光　村 東　書 教　出 【横浜市　青葉区】 教　出 帝　国 帝　国 帝　国 啓林館 東　書 三省堂

私立　桐蔭学園小学部・中学校
【横浜市　青葉区】 教　出 帝　国 帝　国 帝　国 啓林館 東　書 三省堂

私立　桐蔭学園中等教育学校
【横浜市　都筑区】 学　図 教　出 東　書 帝　国 数　研 啓林館 学　図

私立　サレジオ学院中学校
【横浜市　都筑区】 学　図 東　書 帝　国 東　書 啓林館 学　図 教　出

私立　中央大学附属横浜中学校
【横浜市　戸塚区】 三省堂 帝　国 学び舎 東　書 啓林館 啓林館 三省堂

私立　公文国際学園中等部
【横浜市　栄区】 光　村 帝　国 日　文 教　出 啓林館 啓林館 教　出

私立　山手学院中学校
【横浜市　瀬谷区】 光　村 帝　国 帝　国 帝　国 数　研 啓林館 三省堂

私立　横浜隼人中学校
光　村 光　村 東　書 大日本 【川崎市】 光　村 東　書 東　書 東　書 学　図 東　書 三省堂

私立　大西学園小・中学校
【川崎市】 光　村 帝　国 学び舎 清　水 数　研 東　書 三省堂

私立　法政大学第二中学校
光　村 教　出 学　図 啓　林 【川崎市】 教　出 帝　国 帝　国 帝　国 学　図 東　書 光　村

私立　洗足学園小・中学校
光　村 東　書 学　図 学　図 【川崎市】 学　図 帝　国 東　書 東　書 数　研 東　書 三省堂

私立　カリタス小学校
私立　カリタス女子中学校

【川崎市】 学　図 帝　国 帝　国 東　書 数　研 学　図 教　出
私立　日本女子大学附属中学校

光　村 教　出 啓　林 啓　林 【川崎市】 学　図 帝　国 教　出 教　出 啓林館 啓林館 三省堂
私立　桐光学園小・中学校

光　村 光　村 学　図 啓　林 【横須賀市】 東　書 教　出 教　出 教　出 数　研 東　書 三省堂
私立　横須賀学院小・中学校

【横須賀市】 光　村 東　書 東　書 東　書 数　研 大日本 学　図
私立　緑ヶ丘女子中学校

下段( )内は旧採択 下段( )内は旧採択

国語
社会

数学 理科 英語

*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。　　　　(H29.12月現在)

平成３０年度　神奈川県　小学校・中学校　教科書一覧表
小学校 中学校

国語 社会 算数 理科 採択地区

神奈川県　5/7ページ



地理 歴史 公民
【鎌倉市】 学　図 帝　国 帝　国 日　文 数　研 啓林館 開隆堂

私立　鎌倉学園中学校
【鎌倉市】 東　書 帝　国 東　書 教　出 数　研 東　書 光　村

私立　鎌倉女学院中学校
【鎌倉市】 教　出 教　出 教　出 教　出 数　研 東　書 三省堂

私立　北鎌倉女子学園中学校
光　村 教　出 学　図 学　図 【鎌倉市】 三省堂 東　書 東　書 東　書 数　研 東　書 三省堂

私立　鎌倉女子大学附属初・中等部
光　村 東　書 学　図 大日本 【鎌倉市】 光　村 東　書 東　書 東　書 数　研 大日本 三省堂

私立　清泉女学院小・中学校
【鎌倉市】 教　出 東　書 清　水 教　出 啓林館 東　書 光　村

私立　栄光学園中学校
光　村 光　村 東　書 大日本 【藤沢市】 東　書 東　書 東　書 清　水 学　図 学　図 東　書

私立　湘南白百合学園小・中学校
光　村 教　出 大日本 大日本 【藤沢市】 学　図 教　出 学び舎 教　出 数　研 啓林館 三省堂

私立　湘南学園小・中学校
【藤沢市】 教　出 帝　国 清　水 清　水 教　出 啓林館 三省堂

私立　聖園女学院中学校
【藤沢市】 学　図 東　書 清　水 東　書 数　研 東　書 三省堂

私立　慶應義塾湘南藤沢中等部
【藤沢市】 三省堂 東　書 清　水 清　水 数　研 東　書 三省堂

私立　藤嶺学園藤沢中学校
東　書 教　出 大日本 東　書 【藤沢市】　　*小学校…H27年度開校 東　書 東　書 東　書 東　書 東　書 啓林館 開隆堂

私立　日本大学藤沢小・中学校
【小田原市】 学　図 帝　国 帝　国 清　水 啓林館 大日本 三省堂

私立　相洋中学校
光　村 日　文 東　書 大日本 【茅ヶ崎市】

私立　平和学園小学校
【茅ヶ崎市】 光　村 帝　国 帝　国 帝　国 数　研 学　図 三省堂

私立　アレセイア湘南中学校
学　図 教　出 学　図 学　図 【逗子市】

私立　聖マリア小学校

下段( )内は旧採択 下段( )内は旧採択

国語
社会

数学 理科 英語

*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。　　　　(H29.12月現在)
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地理 歴史 公民
【逗子市】 光　村 日　文 日　文 日　文 数　研 大日本 三省堂

私立　聖和学院中学校
【逗子市】 光　村 帝　国 帝　国 帝　国 数　研 啓林館 三省堂

私立　逗子開成中学校
光　村 東　書 教　出 大日本 【相模原市】 光　村 東　書 東　書 東　書 数　研 大日本 光　村

私立　相模女子大学初・中等部
【相模原市】 東　書 帝　国 帝　国 帝　国 啓林館 東　書 三省堂

私立　東海大学付属相模高等学校中等部
光　村 東　書 東　書 学　図 【相模原市】

LCA国際小学校
光　村 光　村 学　図 大日本 【大和市】 学　図 帝　国 東　書 帝　国 啓林館 啓林館 三省堂

私立　大和学園聖セシリア女子小・中学校
【伊勢原市】 学　図 東　書 教　出 教　出 啓林館 教　出 三省堂

私立　自修館中等教育学校
三　省 光　村 東　書 東　書 【中郡】 東　書 教　出 教　出 教　出 東　書 東　書 三省堂

私立　聖ステパノ学園小・中学校
東　書 教　出 東　書 啓　林 【足柄下郡】

私立　函嶺白百合小学校
【足柄下郡】 学　図 東　書 東　書 清　水 東　書 大日本 三省堂

私立　函嶺白百合学園中等部
光　村 日　文 東　書 啓　林 【厚木市】

私立　七沢希望の丘初等部

下段( )内は旧採択 下段( )内は旧採択

【ＭＥＭＯ】

*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。　　　　(H29.12月現在)
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