
国語 社会算数 理科

==========　小　　　　　学　　　　　校　==========

2021 年度　鹿児島県　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

鹿児島市学図 東書 学図 東書東書
(開隆堂)

光村 東書 光村
(三省堂)

東書 東書 教出
(東書)

東書

鹿児島郡学図 東書 学図 東書東書
(開隆堂)

光村 東書 光村
(三省堂)

東書 東書 教出
(東書)

東書

指宿市学図 東書 学図 東書東書光村 東書 三省堂
(光村)

教出 教出 教出啓林館

枕崎市学図 東書 学図 東書東書光村 東書 三省堂
(光村)

教出 教出 教出啓林館

南さつま市学図 東書 学図 東書東書光村 東書 三省堂
(光村)

教出 教出 教出啓林館

南九州市学図 東書 学図 東書東書光村 東書 三省堂
(光村)

教出 教出 教出啓林館

日置市学図 東書 学図 東書東書
(開隆堂)

光村 東書 三省堂 東書 東書 東書開隆堂

いちき串木野市学図 東書 学図 東書東書
(開隆堂)

光村 東書 三省堂 東書 東書 東書開隆堂

薩摩川内市学図 東書 学図 東書東書光村 東書 光村
(三省堂)

東書 東書 東書光村

薩摩郡学図 東書 学図 東書東書光村 東書 光村
(三省堂)

東書 東書 東書光村

阿久根市学図 東書 学図 東書東書光村 東書 光村
(三省堂)

東書 東書 東書東書

出水市学図 東書 学図 東書東書光村 東書 光村
(三省堂)

東書 東書 東書東書

出水郡学図 東書 学図 東書東書光村 東書 光村
(三省堂)

東書 東書 東書東書

伊佐市学図 東書 日文 東書東書
(学図)

光村 教出 三省堂 東書 東書 東書啓林館
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霧島市学図 東書 日文 東書東書
(学図)

光村 教出 三省堂 東書 東書 東書啓林館

姶良市学図 東書 日文 東書東書
(学図)

光村 教出 三省堂 東書 東書 東書啓林館

姶良郡学図 東書 日文 東書東書
(学図)

光村 教出 三省堂 東書 東書 東書啓林館

曽於市学図 東書 学図 東書開隆堂
(三省堂)

光村 教出 光村
(三省堂)

帝国 東書 東書
(教出) (帝国)

東書

志布志市学図 東書 学図 東書開隆堂
(三省堂)

光村 教出 光村
(三省堂)

帝国 東書 東書
(教出) (帝国)

東書

曽於郡学図 東書 学図 東書開隆堂
(三省堂)

光村 教出 光村
(三省堂)

帝国 東書 東書
(教出) (帝国)

東書

垂水市学図 東書 学図 東書開隆堂
(東書)(東書)

光村 教出 光村
(三省堂)

帝国 東書 東書
(教出) (日文)

東書

鹿屋市学図 東書 学図 東書開隆堂
(東書)(東書)

光村 教出 光村
(三省堂)

帝国 東書 東書
(教出) (日文)

東書

肝属郡学図 東書 学図 東書開隆堂
(東書)(東書)

光村 教出 光村
(三省堂)

帝国 東書 東書
(教出) (日文)

東書

西之表市学図 東書 学図 東書光村
(東書)

光村 教出 三省堂 東書 東書 東書
(教出) (教出) (教出)

東書

熊毛郡学図 東書 学図 東書光村
(東書)

光村 教出 三省堂 東書 東書 東書
(教出) (教出) (教出)

東書

奄美市学図 東書 学図 東書東書
(東書)

光村 東書 光村 東書 東書 東書東書

大島郡学図 東書 学図 東書東書
(東書)

光村 東書 光村 東書 東書 東書東書

【鹿児島市】 学図 東書東書
(開隆堂)市立　鹿児島玉龍中学校

光村
(三省堂)

東書 東書 教出
(東書)
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【肝属郡】 数研 東書三省堂

県立　楠隼中学校

三省堂
(東書)

東書 東書 東書
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【鹿児島市】学図 教出

国立　鹿児島大学教育学部附属小学校

光村 東書啓林館

【鹿児島市】 学図 東書東書
(開隆堂)国立　鹿児島大学教育学部附属中学校

光村
(三省堂)

東書 東書 東書

【鹿児島市】学図 啓林館

私立　鹿児島三育小学校

光村 教出開隆堂

【鹿児島市】学図 東書

私立　池田小学校

光村 東書東書

【鹿児島市】 数研 東書開隆堂
(東書)私立　池田中学校

三省堂 帝国 帝国 帝国
(日文)

【鹿児島市】 東書 教出東書
(数研) (東書)私立　ラ･サール中学校

教出
(学図)

帝国 山川 帝国
(東書) (清水)

【鹿児島市】 数研 東書東書
(学図)(開隆堂)私立　鹿児島純心女子中学校

光村 教出 教出 教出

【鹿児島市】 学図 学図開隆堂
(東書)(東書)私立　鹿児島修学館中学校

光村 東書 東書 東書

【鹿児島市】 啓林館 東書三省堂
(教出)私立　志學館中等部

教出
(東書)

帝国 東書 東書
(清水)

【日置市】 東書 東書東書
(開隆堂)私立　鹿児島育英館中学校

東書
(学図)

教出 教出 教出

【いちき串木野市】学図 東書

私立　神村学園初等部

光村 東書東書

【いちき串木野市】 啓林館 啓林館啓林館
(東書)(東書)私立　神村学園中等部

光村 教出 教出 教出

【薩摩川内市】 数研 啓林館東書

私立　れいめい中学校

光村 帝国 教出 東書

【伊佐市】 啓林館 啓林館啓林館
(学図)(開隆堂)私立　大口明光学園中学校

光村
(学図)

教出 教出 教出
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【霧島市】 数研 東書開隆堂
(教出)(東書)私立　鹿児島第一中学校

三省堂
(光村)

東書 東書 東書
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