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（器楽合奏）

美術 保体 技術・家庭
（技術分野）

技術・家庭
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英語 道徳

新 光村 教芸 教芸 大修館 東書
旧 学図 教出 教出 学研 開隆堂
新 開隆堂
旧 教図
新 東書 日文 開隆堂
旧 学図 光村 東書
新 光村 東書 東書 日文 大修館
旧 三省堂 帝国 帝国 光村 学研
新 教出 日文 日文 教芸 教芸
旧 東書 東書 東書 教出 教出
新 日文 日文 教芸 教芸
旧 東書 東書 教出 教出
新 東書 東書 開隆堂
旧 日文 開隆堂 東書
新 光村 日文 東書
旧 教出 光村 教図
新 光村 日文 東書
旧 東書 東書 教図
新 帝国 光村
旧 東書 日文
新 東書 光村 東書 東書
旧 日文 日文 開隆堂 開隆堂
新 開隆堂 教図
旧 日文 開隆堂
新 東書
旧 学研
新 教出 光村 開隆堂 開隆堂
旧 光村 日文 東書 東書
新 光村 東書
旧 教出 開隆堂
新 教芸 教芸
旧 教出 教出
新 光村 東書 東書 学研 教図
旧 東書 日文 日文 東書 東書

新 光村

旧 日文

国語 書写 社会
（地理的分野）

社会
（歴史的分野）

社会
（公民的分野）

地図 数学 理科 音楽
（一般）

音楽
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美術 保体 技術・家庭
（技術分野）

技術・家庭
（家庭分野）

英語 道徳

新 光村
旧 東書

大修館 東書 開隆堂 啓林館 日文帝国 数研 啓林館 教芸 教芸 日文

県立

県立青翔中学校 光村 帝国 東書 東書

学研 開隆堂 開隆堂 光村 日文

令和３年度使用教科用図書一覧（中学校）

日文 帝国 日文 啓林館 教芸 教芸第１８採択地区

吉野郡（吉野町・大淀
町・下市町・黒滝村・天
川村・野迫川村・十津川
村・下北山村・上北山
村・川上村・東吉野村）

光村 東書 日文 日文

教芸 教芸 日文 東書 東書 光村

開隆堂 啓林館 東書

第１７採択地区
北葛城郡（上牧町・王寺
町・広陵町・河合町） 光村 東書 帝国 日文 啓林館

帝国 日文 啓林館 日文 東書 開隆堂

東書 東書 光村

第１６採択地区 葛城市 光村 東書 日文 日文 日文

数研 啓林館 教芸 教芸 日文 東書

東書 東書 東書

第１５採択地区 香芝市 三省堂 帝国 東書 東書 帝国

日文 帝国 数研 啓林館 教芸 教芸

日文 開隆堂 開隆堂 啓林館 日文

第１４採択地区 御所市 光村 日文 日文

日文 帝国 日文 啓林館 教芸 教芸

学研 開隆堂 東書 廣あかつき

第１３採択地区 五條市 光村 光村 日文 日文

日文 帝国 数研 東書 教芸 教芸第１２採択地区 大和高田市 光村 東書 日文 日文

啓林館 教芸 教芸 学研 三省堂 光村

啓林館 東書

第１１採択地区
磯城郡（川西町・三宅
町・田原本町）、高市郡
（高取町・明日香村）

光村 東書 帝国 日文 帝国 日文

啓林館 教芸 教芸 学研 東書 東書

三省堂 日文

第１０採択地区 桜井市 光村 光村 帝国 日文 東書 日文

啓林館 教芸 教芸 日文 学研 東書

東書 開隆堂 日文

第９採択地区 橿原市 光村 日文 日文 帝国 数研

帝国 数研 啓林館 教芸 教芸 学研

光村 東書 開隆堂 光村

第８採択地区
宇陀郡（曽爾村・御杖

村） 光村 日文 日文 日文

日文 帝国 数研 啓林館 教芸 教芸

学研 東書 東書 三省堂 廣あかつき

第７採択地区 宇陀市 光村 教出 帝国

日文

第６採択地区 山辺郡（山添村） 三省堂 東書 日文 帝国 東書 啓林館 日文

啓林館 日文 学研 東書 東書 光村

東書 東書 東書 光村

第５採択地区 天理市 光村 日文 帝国 数研

日文

第４採択地区
生駒郡（平群町・三郷
町・斑鳩町・安堵町） 光村 東書 帝国 日文 啓林館 教芸 教芸

啓林館 教芸 教芸 大修館 開隆堂 東書

三省堂 光村

第３採択地区 生駒市 光村 帝国 東書 東書 帝国 数研

啓林館 教芸 教芸 日文 大日本 東書

学研

第２採択地区 大和郡山市 三省堂 東書 日文 日文 日文 帝国 数研

帝国 東書 啓林館 日文 東書 三省堂第１採択地区 奈良市 光村 東書 東書 東書

令和３年度使用教科用図書一覧（中学校）

採択地区 構成市町村

日文 啓林館 啓林館

東書 東書

学研 光村 日文

帝国 日文 啓林館

教芸 日文 東書

開隆堂

日文 開隆堂 東書

日文

第１８採択地区

吉野郡（吉野町・大淀
町・下市町・黒滝村・天
川村・野迫川村・十津川
村・下北山村・上北山
村・川上村・東吉野村）

光村 光村 日文 帝国

東書 東書

第１７採択地区
北葛城郡（上牧町・王寺
町・広陵町・河合町） 光村 東書 日文 啓林館 教芸 日文

日文

第１６採択地区 葛城市 東書 東書 日文 日文 啓林館 啓林館 教芸

東書 教芸 日文 開隆堂 東書 東書

東書 東書 東書

第１５採択地区 香芝市 光村 光村 東書 啓林館 啓林館

東書 啓林館 啓林館 教出 日文 東書第１４採択地区 御所市 光村 光村 日文 帝国

教出 日文 東書 東書 東書 日文

東書 日文

第１３採択地区 五條市 東書 東書 日文 日文 啓林館 啓林館

啓林館 大日本 教芸 日文 開隆堂 東書

光文 東書 日文

第１２採択地区 大和高田市 光村 光村 日文 帝国 日文

学図 啓林館 啓林館 教芸 日文 開隆堂第１１採択地区
磯城郡（川西町・三宅
町・田原本町）、高市郡
（高取町・明日香村）

光村 日文 日文 帝国

教芸 日文 開隆堂 学研 開隆堂 学研

学研

第１０採択地区 桜井市 教出 東書 日文 帝国 日文 啓林館 日文

啓林館 教芸 日文 東書 東書 光村

開隆堂 日文

第９採択地区 橿原市 光村 日文 日文 帝国 東書 啓林館

啓林館 啓林館 教出 日文 開隆堂 学研

光文 三省堂 日文

第８採択地区
宇陀郡（曽爾村・御杖

村） 光村 日文 教出 帝国 日文

東書 啓林館 東書 教芸 日文 東書第７採択地区 宇陀市 光村 日文 日文 帝国

教出 日文 開隆堂 東書 東書 東書

光村 日文

第６採択地区 山辺郡（山添村） 光村 光村 日文 日文 啓林館 啓林館

啓林館 啓林館 教芸 日文 開隆堂 東書

開隆堂 光文 光村 日文

第５採択地区 天理市 光村 光村 日文 東書

帝国 日文 啓林館 東書 教出 日文

日文 開隆堂 光文 東書 光文

第４採択地区
生駒郡（平群町・三郷
町・斑鳩町・安堵町） 光村 日文 日文

日文

第３採択地区 生駒市 光村 東書 日文 日文 啓林館 東書 教出

啓林館 教芸 開隆堂 東書 東書 光村

東書 光村

第２採択地区 大和郡山市 光村 光村 日文 帝国 日文 啓林館

東書 啓林館 教芸 日文 開隆堂 東書

令和３年度使用教科用図書一覧（小学校）

採択地区 構成市町村

第１採択地区 奈良市 光村 日文 東書 大日本


