
国語 社会算数 理科

==========　小　　　　　学　　　　　校　==========

2021 年度　栃木県　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：2020.09月

宇都宮市教出 啓林館 東書 啓林館東書
(開隆堂)

東書 東書 東書 帝国 東書 東書
(東書) (帝国) (帝国)

光村

河内郡教出 啓林館 東書 啓林館東書
(開隆堂)

東書 東書 東書 帝国 東書 東書
(東書) (帝国) (帝国)

光村

鹿沼市東書 啓林館 東書 啓林館東書
(三省堂)

光村 日文 光村 帝国 東書 東書東書

日光市東書 啓林館 東書 啓林館東書
(三省堂)

東書 日文 光村 帝国 帝国 帝国東書

真岡市教出 啓林館 教出 啓林館東書
(三省堂)

東書 東書 東書 帝国 帝国 東書東書

芳賀郡教出 啓林館 教出 啓林館東書
(三省堂)

東書 東書 東書 帝国 帝国 東書東書

下都賀郡教出 啓林館 教出 啓林館開隆堂光村 東書 東書 帝国 東書 東書開隆堂

栃木市教出 啓林館 東書 啓林館三省堂光村 日文 東書 帝国 東書 東書教出

小山市東書 啓林館 東書 啓林館開隆堂
(三省堂)

光村 東書 東書 帝国 東書 東書東書

下野市東書 啓林館 東書 啓林館東書
(開隆堂)

光村 東書 三省堂 東書 東書 東書教出

矢板市東書 啓林館 東書 啓林館光村
(三省堂)

光村 日文 東書 帝国 帝国 東書東書

さくら市東書 啓林館 東書 啓林館光村
(三省堂)

光村 日文 東書 帝国 帝国 東書東書

塩谷郡東書 啓林館 東書 啓林館光村
(三省堂)

光村 日文 東書 帝国 帝国 東書東書

那須烏山市東書 啓林館 東書 啓林館光村
(三省堂)

光村 日文 東書 帝国 帝国 東書東書
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那須郡那珂川町東書 啓林館 東書 啓林館光村
(三省堂)

光村 日文 東書 帝国 帝国 東書東書

大田原市啓林館 啓林館 啓林館 啓林館三省堂光村 東書 東書 帝国 育鵬社 育鵬社啓林館

那須塩原市教出 啓林館 教出 啓林館開隆堂光村 日文 東書 帝国 帝国 東書教出

那須郡那須町教出 啓林館 教出 啓林館開隆堂光村 日文 東書 帝国 帝国 東書教出

佐野市東書 啓林館 東書 啓林館三省堂
(大日本)

光村 東書 東書 帝国 東書 東書東書

足利市教出 啓林館 東書 啓林館三省堂
(教出) (東書)

光村 日文 光村 帝国 帝国 帝国光村

【宇都宮市】 数研 東書東書
(啓林館)(教出)県立　宇都宮東高等学校附属中学校

東書 帝国 東書 日文
(東書)

【矢板市】 東書 啓林館光村
(東書)県立　矢板東高等学校附属中学校

東書 帝国 帝国 帝国
(東書) (日文)

【佐野市】 大日本 啓林館光村
(教出)(三省堂)県立　佐野高等学校附属中学校

光村
(東書)

帝国 帝国 教出
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【宇都宮市】教出 東書

国立　宇都宮大学教育学部附属小学校

東書 東書東書

【宇都宮市】 教出 啓林館開隆堂

国立　宇都宮大学教育学部附属中学校

東書 東書 東書 東書
(日文)

【宇都宮市】 数研 啓林館東書
(三省堂)私立　宇都宮短期大学附属中学校

東書 東書 東書 東書

【宇都宮市】教出 東書

私立　作新学院小学部

光村 日文光村

【宇都宮市】 教出 啓林館啓林館
(東書)(三省堂)私立　作新学院中等部

東書 東書 東書 東書

【宇都宮市】 東書 啓林館東書
(教出)私立　宇都宮海星女子学院中学校

東書 帝国
(東書) (東書) (東書)

【宇都宮市】 数研 東書東書
(三省堂)私立　文星芸術大学附属中学校

三省堂
(東書)

帝国 教出 帝国
(清水)

【栃木市】 数研 啓林館三省堂
(教出)(東書)私立　国學院大学栃木中学校

東書
(教出)

帝国 育鵬社 育鵬社
(東書)

【那須郡那須町】 学図 啓林館三省堂

私立　幸福の科学学園中学校

教出 帝国 育鵬社 育鵬社

【佐野市】 数研 啓林館三省堂

私立　佐野日本大学中等教育学校

光村 帝国 東書 東書

【足利市】 数研 東書三省堂
(学図)私立　白鷗大学足利中学校

東書
(学図)

帝国 東書 東書
(学び舎)
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