
小　学　校 中　学　校

日文 東書 啓林 日文 東書 大島 周防大島町 開隆 日文 光村 啓林 東書 東書 東書

啓林 光村 啓林 日文 開隆 光 光市 開隆 啓林 光村 啓林 帝国 東書 東書

啓林 東書 啓林 東書 東書 下松 下松市 東書 啓林 光村 啓林 帝国 東書 東書

啓林 東書 啓林 東書 東書 周南 周南市 東書 啓林 光村 啓林 帝国 東書 東書

啓林 光村 東書 東書 東書 山口 山口市 東書 啓林 光村 啓林 帝国 帝国 東書

学図 光村 啓林 東書 光村 宇部 宇部市 東書 啓林 光村 啓林 帝国 東書 帝国

啓林 光村 啓林 東書 東書 山陽小野田 山陽小野田市 東書 啓林 三省 啓林 帝国 東書 東書

啓林 光村 啓林 東書 東書 美祢 美祢市 東書 啓林 光村 啓林 帝国 帝国 帝国

啓林 光村 東書 東書 開隆 長門 長門市 東書 啓林 光村 啓林 帝国 東書 東書

東書

光村 啓林 帝国

下関市 東書

萩市
阿武町

東書

東書

啓林 光村 啓林 帝国 育鵬社

理科 地理 歴史 公民

2023年度

山口県（地区別教科書採択）算数 国語 理科 社会 英語 英語 数学 国語

東書

帝国光村 大日 帝国

啓林

啓林 光村 東書 東書 光村 防府

日文 光村 東書 東書 開隆 萩

啓林 光村 学図 東書 東書 下関

啓林 光村 啓林 日文 東書 熊毛

啓林 東書 大日 東書 東書 岩国

日文 東書 大日 東書 東書 柳井

育鵬社 東書
岩国市
和木町

東書 光村 啓林 帝国

防府市 東書 啓林 光村 啓林 帝国

東書
平生町・上関町
田布施町

東書 啓林

柳井市 東書 日文

東書

帝国 東書 東書光村 啓林東書 啓林



小　学　校 中　学　校

- - - - - 山口市 私立　野田学園中学校 三省 啓林 光村 啓林 帝国 帝国 東書

- - - - - 下関市 私立　梅光女学院中学校 三省 啓林 光村 啓林 帝国 東書 東書

- - - - - 萩市 私立　萩光塩中学校 開隆 数研 光村 東書 帝国 東書 東書

- - - - - 防府市 私立　高川学園中学校 啓林 東書 東書 啓林 帝国 東書 東書

社会 社会

2023年度

山口県（学校別教科書採択）算数 国語 理科 英語 地理 歴史 公民数学 国語 理科

帝国 帝国
私立　高水高校
　附属中学校

開隆 数研 三省 啓林 帝国- - - - - 岩国市

啓林 三省 啓林 帝国 山川 東書- - - - - 周南市 私立　晃英館中学校 三省

啓林 三省 啓林 帝国 東書 東書- - - - - 宇部市
私立　宇部フロンティア大学
　附属中学校

三省

数研 教出 啓林 帝国 山川 日文- - - - - 宇部市 私立　慶進中学校 教出

大日 光村 啓林 帝国 育鵬社 育鵬社- - - - - 下関市 県立　下関中等教育学校 教出

大日 三省 啓林 帝国 育鵬社 育鵬社- - - - - 玖阿郡 県立　高森みどり中学校 教出

学図 光村 啓林 帝国 帝国 帝国日文 光村 啓林 教出 教出 光市
国立　山口大学教育学部附属
　光 小学校・中学校

東書

東書 光村 啓林 帝国 東書 東書学図 光村 学図 東書 開隆 山口市
国立　山口大学教育学部附属
　山口 小学校・中学校

開隆


