
国語 社会算数 理科

==========　小　　　　　学　　　　　校　==========

2021 年度　長野県　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：2020.10月

小諸市啓林館 信教 啓林館 東書東書光村 東書 光村 帝国 東書 帝国
(帝国) (東書)

東書

佐久市啓林館 信教 啓林館 東書東書光村 東書 光村 帝国 東書 帝国
(帝国) (東書)

東書

南佐久郡啓林館 信教 啓林館 東書東書光村 東書 光村 帝国 東書 帝国
(帝国) (東書)

東書

北佐久郡啓林館 信教 啓林館 東書東書光村 東書 光村 帝国 東書 帝国
(帝国) (東書)

東書

上田市啓林館 信教 啓林館 東書開隆堂
(東書)

光村 東書 光村 東書 東書 東書
(帝国)

東書

東御市啓林館 信教 啓林館 東書開隆堂
(東書)

光村 東書 光村 東書 東書 東書
(帝国)

東書

小県郡啓林館 信教 啓林館 東書開隆堂
(東書)

光村 東書 光村 東書 東書 東書
(帝国)

東書

岡谷市啓林館 信教 啓林館 東書東書
(三省堂)

光村 東書 光村 東書 東書 東書光村

諏訪市啓林館 信教 啓林館 東書東書
(三省堂)

光村 東書 光村 東書 東書 東書光村

茅野市啓林館 信教 啓林館 東書東書
(三省堂)

光村 東書 光村 東書 東書 東書光村

諏訪郡啓林館 信教 啓林館 東書東書
(三省堂)

光村 東書 光村 東書 東書 東書光村

伊那市啓林館 信教 啓林館 東書東書光村 東書 光村 東書 帝国 東書
(東書)

東書

駒ヶ根市啓林館 信教 啓林館 東書東書光村 東書 光村 東書 帝国 東書
(東書)

東書

上伊那郡啓林館 信教 啓林館 東書東書光村 東書 光村 東書 帝国 東書
(東書)

東書
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飯田市啓林館 信教 啓林館 東書東書
(三省堂)

光村 東書 光村 東書 帝国 帝国東書

下伊那郡啓林館 信教 啓林館 東書東書
(三省堂)

光村 東書 光村 東書 帝国 帝国東書

木曽郡啓林館 信教 啓林館 東書三省堂光村 東書 光村 東書 東書 東書啓林館

安曇野市啓林館 信教 啓林館 東書東書光村 東書 光村 東書 東書 東書
(帝国) (帝国)

光村

松本市啓林館 信教 啓林館 東書東書光村 東書 光村 東書 東書 東書
(帝国) (帝国)

光村

塩尻市啓林館 信教 啓林館 東書東書光村 東書 光村 東書 東書 東書
(帝国) (帝国)

光村

東築摩郡啓林館 信教 啓林館 東書東書光村 東書 光村 東書 東書 東書
(帝国) (帝国)

光村

大町市啓林館 信教 啓林館 東書東書光村 東書 光村 東書 東書 東書東書

北安曇郡啓林館 信教 啓林館 東書東書光村 東書 光村 東書 東書 東書東書

千曲市啓林館 信教 啓林館 東書東書
(三省堂)

光村 東書 光村 東書 東書 東書東書

埴科郡啓林館 信教 啓林館 東書東書
(三省堂)

光村 東書 光村 東書 東書 東書東書

須坂市啓林館 信教 啓林館 東書三省堂光村 東書 光村 帝国 東書 東書三省堂

上高井郡啓林館 信教 啓林館 東書三省堂光村 東書 光村 帝国 東書 東書三省堂

中野市啓林館 信教 啓林館 東書開隆堂
(光村)

光村 東書 光村 東書 東書 東書東書
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飯山市啓林館 信教 啓林館 東書開隆堂
(光村)

光村 東書 光村 東書 東書 東書東書

下高井郡啓林館 信教 啓林館 東書開隆堂
(光村)

光村 東書 光村 東書 東書 東書東書

下水内郡啓林館 信教 啓林館 東書開隆堂
(光村)

光村 東書 光村 東書 東書 東書東書

長野市啓林館 信教 啓林館 東書光村
(三省堂)

光村 東書 光村 東書 東書 東書光村

上水内郡啓林館 信教 啓林館 東書光村
(三省堂)

光村 東書 光村 東書 東書 東書光村

【千曲市】 数研 東書三省堂

県立　長野県屋代高等学校附属中学校 

光村 東書 東書 東書

【諏訪市】 東書 啓林館三省堂
(東書)県立　諏訪清陵高等学校附属中学校

光村 帝国 山川 東書
(帝国)
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【松本市】啓林館 信教

国立　信州大学教育学部附属松本小学校

光村 東書光村

【松本市】 啓林館 東書東書

国立　信州大学教育学部附属松本中学校

光村 東書 東書 東書
(帝国) (帝国)

【長野市】啓林館 信教

国立　信州大学教育学部附属長野小学校

光村 東書三省堂

【長野市】 啓林館 東書三省堂

国立　信州大学教育学部附属長野中学校

光村 東書 東書 東書

【佐久市】 啓林館 東書三省堂
(数研)私立　佐久長聖中学校

教出
(学図)

東書 東書 東書

【南佐久郡】東書 東書

私立　大日向小学校

光村 東書東書

【北佐久郡】学図 学図

私立　軽井沢風越学園小学校

教出 東書東書

【北佐久郡】 数研 東書東書

私立　軽井沢風越学園中学校

教出 東書 東書 東書

【下伊那郡天龍村】啓林館 信教

私立　どんぐり向方小学校

光村 東書東書

【下伊那郡天龍村】 啓林館 東書三省堂

私立　どんぐり向方中学校

光村 東書 帝国 帝国

【松本市】東書 東書

私立　才教学園小学校

光村 教出三省堂

【松本市】 数研 東書三省堂

私立　才教学園中学校

光村 帝国 山川 帝国
(清水) (清水)

【松本市】 啓林館 啓林館三省堂
(数研)私立　松本秀峰中等教育学校

光村 東書 山川 東書
(東書)

【松本市】 啓林館 東書三省堂

私立　松本国際中学校

光村 東書 帝国 帝国
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国語 社会算数 理科

==========　小　　　　　学　　　　　校　==========

2021 年度　長野県　小学校・中学校　教科書一覧表

国語 地理数学 理科
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【長野市】東書 啓林館

私立　長野小学校

光村 教出東書

【長野市】 数研 東書三省堂
(東書) (啓林館)私立　長野日本大学中学校

光村 東書 東書 東書
(育鵬社)

【長野市】 数研 東書三省堂

私立　長野清泉女学院中学校

光村 東書 東書 東書

【長野市】啓林館 信教

私立　グリーンヒルズ小学校

光村 東書光村

【長野市】 啓林館 東書光村
(三省堂)私立　グリーンヒルズ中学校

光村 東書 東書 東書

【長野市】 啓林館 東書三省堂

私立　文化学園長野中学校

光村 東書 東書 東書
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