
ブロッサム九州

【第１地区】 筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫郡那珂川町 光村 日文 大日本 日文 三省 日文 東書 大日本 帝国 帝国 東書

【第２地区】 古賀市・糟屋郡 東書 啓林 大日本 東書 開隆 啓林 三省 大日本 東書 東書 教出

【第３地区】 宗像市・福津市 光村 啓林 大日本 東書 開隆 啓林 光村 大日本 日文 帝国 日文

【第４地区】 糸島市 光村 啓林 啓林 東書 三省 啓林 東書 啓林 帝国 東書 日文

【第５地区】 宮若市・直方市・鞍手郡 光村 啓林 大日本 教出 開隆 啓林 光村 大日本 帝国 教出 日文

【第６地区】 中間市・遠賀郡 光村 啓林 大日本 教出 開隆 啓林 光村 大日本 帝国 東書 教出

【第７地区】 久留米市 光村 啓林 大日本 日文 開隆 啓林 光村 大日本 帝国 日文 教出

【第８地区】 小郡市・うきは市・朝倉市・朝倉郡・三井郡大刀洗町 光村 日文 大日本 教出 東書 啓林 三省 大日本 東書 日文 教出

【第９地区】 大牟田市・柳川市・大川市・みやま市・三潴郡大木町 東書 啓林 大日本 教出 開隆 啓林 光村 大日本 東書 東書 東書

【第１０地区】 八女市・筑後市・八女郡広川町 東書 日文 大日本 教出 東書 啓林 三省 大日本 帝国 日文 日文

【第１１地区】 飯塚市・嘉麻市・嘉穂郡桂川町 東書 啓林 大日本 教出 学図 啓林 東書 大日本 帝国 東書 東書

【第１２地区】 田川市・田川郡 光村 啓林 大日本 教出 東書 啓林 光村 大日本 帝国 日文 東書

【第１３地区】 行橋市・京都郡 光村 啓林 大日本 教出 三省 日文 光村 大日本 帝国 日文 教出

【第１４地区】 豊前市・築上郡 光村 啓林 大日本 教出 三省 日文 光村 大日本 帝国 教出 教出

【第１５地区】 北九州市（７区） 光村 啓林 大日本 教出 東書 啓林 光村 大日本 帝国 日文 教出

【第１６地区】 福岡市（７区） 光村 東書 大日本 日文 開隆 啓林 光村 大日本 帝国 東書 東書

【福岡市中央区】 国立　福岡教育大学附属　福岡　小・中学校 光村 啓林 大日本 東書 開隆 啓林 三省 大日本 帝国 帝国 東書

【久留米市】 国立　福岡教育大学附属　久留米　小・中学校 光村 日文 大日本 教出 三省 啓林 光村 大日本 東書 日文 教出

【北九州市小倉北区】 国立　福岡教育大学附属　小倉　小・中学校 光村 啓林 大日本 教出 東書 啓林 光村 大日本 帝国 日文 教出

【北九州市門司区】 県立　門司学園　中学校 東書 数研 光村 東書 帝国 育鵬 育鵬

【八女市】 県立　輝翔館　中等教育学校 三省 東書 光村 大日本 帝国 育鵬 育鵬

【京都郡みやこ町】 県立　育徳館　中学校 三省 数研 三省 大日本 帝国 東書 日文

【飯塚市】 県立　嘉穂高等学校附属　中学校 開隆 数研 光村 大日本 帝国 帝国 東書

【宗像市】 県立　宗像　中学校 学図 啓林 光村 大日本 東書 帝国 東書

【福岡市東区】 私立　博多女子　中学校 三省 啓林 光村 大日本 帝国 帝国 東書

【福岡市博多区】 私立　沖学園　隆徳館　中学校 東書 東書 三省 啓林 東書 東書 東書

【福岡市博多区】 私立　東福岡自彊館　中学校 開隆 数研 光村 啓林 帝国 日文 教出

英語 歴史 公民

平成３０年度　福岡県　小学校・中学校　教科書一覧表

小学校 中学校
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英語 歴史 公民

平成３０年度　福岡県　小学校・中学校　教科書一覧表

小学校 中学校

採択地区 市郡名 国語 算数 理科 社会 数学 国語 理科 地理

【福岡市中央区】 私立　筑紫女学園　中学校 教出 東書 光村 学図 帝国 日文 教出

【福岡市中央区】 私立　福岡雙葉　小･中学校 光村 学図 大日本 教出 三省 数研 東書 大日本 帝国 東書 東書

【福岡市中央区】 私立　上智福岡　中学校 学図 数研 学図 大日本 帝国 帝国 日文

【福岡市中央区】 私立　福岡大学附属　大濠　中学校 三省 啓林 学図 大日本 帝国 東書 日文

【福岡市南区】 私立　福岡女学院　中学校 学図 数研 光村 東書 帝国 東書 東書

【福岡市南区】 私立　福岡海星女子学院　小学校 光村 東書 大日本 日文

【福岡市西区】 私立　中村学園　三陽　中学校 三省 数研 教出 東書 帝国 日文 帝国

【福岡市西区】 私立　福岡舞鶴誠和　中学校 三省 数研 学図 東書 東書 東書 東書

【福岡市城南区】 私立　中村学園女子　中学校 三省 数研 東書 大日本 帝国 帝国 教出

【福岡市早良区】 私立　西南学院　小･中学校 光村 東書 学図 東書 教出 数研 三省 教出 教出 教出 教出

【北九州市門司区】 私立　敬愛　小･中学校 光村 東書 教出 教出 東書 数研 教出 啓林 帝国 東書 東書

【北九州市戸畑区】 私立　明治学園　小・中学校 光村 学図 学図 教出 東書 啓林 三省 東書 帝国 日文 清水

【北九州市小倉北区】 私立　西南女学院　中学校 開隆 数研 三省 大日本 東書 東書 東書

【北九州市小倉北区】 私立　照曜館　中学校 三省 数研 光村 東書 帝国 日文 教出

【北九州市小倉北区】 私立　小倉日新館　中学校 東書 啓林 光村 東書 帝国 日文 教出

【北九州市八幡東区】 私立　九州国際大学附属　中学校 東書 啓林 光村 大日本 帝国 日文 教出

【北九州市八幡西区】 私立　折尾愛真　中学校 東書 啓林 光村 大日本 帝国 日文 教出

【北九州市小倉南区】 私立　北九州こどもの村　小学校 光村 啓林 大日本 教出 学図 日文 教出 学図 教出 教出 教出

【大牟田市】 私立　明光学園　中学校 東書 数研 東書 大日本 帝国 日文 東書

【大牟田市】 私立　大牟田　中学校 三省 数研 三省 教出 帝国 東書 東書

【久留米市】 私立　久留米大学附設　中学校 開隆 東書 東書 大日本 教出 帝国 清水

【久留米市】 私立　久留米信愛女学院　中学校 三省 東書 東書 啓林 帝国 日文 日文

【飯塚市】 私立　飯塚日新館　小・中学校 光村 啓林 大日本 教出 開隆 日文 光村 大日本 帝国 東書 教出

【八女市】 私立　八女学院　中学校 三省 数研 東書 東書 帝国 東書 東書

【太宰府市】 私立　リンデンホール　小･中学校 学図 学図 東書 光村 東書 学図 三省 学図 東書 東書 東書

【大宰府市】 私立　筑陽学園　中学校 三省 日文 光村 大日本 帝国 日文 東書

【小郡市】 私立　麻生学園　小学校 光村 東書 大日本 東書


