
年次 教科 科目 出版社名 教科書名
１～４ 国語 国語総合 第一 高等学校　改訂版　新編国語総合

２～４ 国語 国語表現 教出 国語表現　改訂版

２～４ 国語 現代文Ａ 三省堂 現代文Ａ

２～４ 国語 現代文Ｂ 三省堂 明解現代文Ｂ　改訂版

２～４ 国語 古典Ａ 三省堂 古典Ａ

２～４ 国語 古典Ｂ 大修館 新編古典Ｂ　改訂版

２～４ 地理歴史 世界史Ａ 帝国 明解　世界史Ａ

１～４ 地理歴史 世界史Ｂ 実教 世界史Ｂ　新訂版

１～４ 地理歴史 日本史Ａ 東書 日本史Ａ　現代からの歴史

２～４ 地理歴史 日本史Ｂ 東書 新選日本史Ｂ

１～４ 地理歴史 地理Ａ 第一 高等学校　新版　地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ

２～４ 地理歴史 地理Ｂ 帝国 新詳地理Ｂ

１～４ 地理歴史 地図 帝国 新詳高等地図

２～４ 公民 現代社会 清水 高等学校　現代社会　新訂版

２～４ 公民 倫理 清水 高等学校　新倫理　新訂版

２～４ 公民 政治・経済 清水 高等学校　新政治・経済　 新訂版

１～４ 数学 数学Ⅰ 数研 改訂版　新　高校の数学Ⅰ

２～４ 数学 数学Ⅱ 数研 改訂版　新　高校の数学Ⅱ

１～４ 数学 数学Ａ 数研 改訂版　新　高校の数学Ａ

２～４ 数学 数学Ｂ 数研 改訂版　新　高校の数学Ｂ

１～４ 理科 科学と人間生活 啓林館 科学と人間生活

２～４ 理科 物理基礎 実教 高校物理基礎　新訂版

２～４ 理科 化学基礎 東書 改訂　新編化学基礎

３～４ 理科 化学 東書 改訂　新編化学

２～４ 理科 生物基礎 東書 改訂　新編生物基礎

３～４ 理科 生物 東書 スタンダード生物

２～４ 理科 地学基礎 第一 高等学校　改訂　地学基礎

１～４ 保健体育 保健 大修館 現代高等保健体育改訂版

１～４ 芸術 音楽Ⅰ 教出 音楽Ⅰ改訂版　Tutti

２～４ 芸術 音楽Ⅱ 教出 音楽Ⅱ 改訂版 Tutti

３～４ 芸術 音楽Ⅲ 教出 音楽Ⅲ　改訂版

１～４ 芸術 美術Ⅰ 日文 高校生の美術１

２～４ 芸術 美術Ⅱ 日文 高校生の美術２

３～４ 芸術 美術Ⅲ 日文 高校生の美術３

１～４ 芸術 書道Ⅰ 東書 書道Ⅰ

２～４ 芸術 書道Ⅱ 東書 書道Ⅱ

３～４ 芸術 書道Ⅲ 東書 書道Ⅲ

１～４ 外国語 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 三省堂 VISTA English Communication Ⅰ New Edition

２～４ 外国語 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 三省堂 VISTA English Communication Ⅱ New Edition

２～４ 外国語 英語表現Ⅰ 第一 Vivid English　Expression ⅠNEW EDITION

３～４ 外国語 英語表現Ⅱ 第一 Vivid English Expression Ⅱ NEW EDITION

１～４ 外国語 英語会話 三省堂 SELECT English Conversation

１～４ 家庭 家庭基礎 実教 新図説家庭基礎

２～４ 情報 社会と情報 東書 社会と情報

２～４ 農業 農業と環境 実教 農業と環境　新訂版

１～４ 農業 草花 実教 草花

２～４ 農業 野菜 実教 野菜

３～４ 農業 生物活用 実教 生物活用

１～４ 商業 ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎 実教 ビジネス基礎　新訂版

１～４ 商業 情報処理 東法 情報処理　新訂版

２～４ 家庭（専門） 子どもの発達と保育 教図 子どもの発達と保育　育つ　育てる　育ち合う

２～４ 家庭（専門） ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ 教図 フードデザインcooking&arrangement

２～４ 家庭（専門） ファッション造形基礎 実教 ファッション造形基礎
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年次 教科 科目 出版社名 教科書名
１～４ 国語 国語総合 第一 高等学校　改訂版　新編国語総合

２～４ 国語 国語表現 教出 国語表現　改訂版

２～４ 国語 現代文Ａ 三省堂 現代文Ａ

２～４ 国語 現代文Ｂ 三省堂 明解現代文Ｂ　改訂版

２～４ 国語 古典Ａ 三省堂 古典Ａ

２～４ 国語 古典Ｂ 大修館 新編古典Ｂ　改訂版

２～４ 地理歴史 世界史Ａ 帝国 明解　世界史Ａ

１～４ 地理歴史 世界史Ｂ 実教 世界史Ｂ　新訂版

１～４ 地理歴史 日本史Ａ 東書 日本史Ａ　現代からの歴史

２～４ 地理歴史 日本史Ｂ 東書 新選日本史Ｂ

１～４ 地理歴史 地理Ａ 第一 高等学校　新版　地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ

２～４ 地理歴史 地理Ｂ 帝国 新詳地理Ｂ

１～４ 地理歴史 地図 帝国 新詳高等地図

２～４ 公民 現代社会 清水 高等学校　現代社会　新訂版

２～４ 公民 倫理 清水 高等学校　新倫理　新訂版

２～４ 公民 政治・経済 清水 高等学校　新政治・経済　 新訂版

１～４ 数学 数学Ⅰ 数研 改訂版　新　高校の数学Ⅰ

２～４ 数学 数学Ⅱ 数研 改訂版　新　高校の数学Ⅱ

１～４ 数学 数学Ａ 数研 改訂版　新　高校の数学Ａ

２～４ 数学 数学Ｂ 数研 改訂版　新　高校の数学Ｂ

１～４ 理科 科学と人間生活 啓林館 科学と人間生活

２～４ 理科 物理基礎 実教 高校物理基礎　新訂版

２～４ 理科 化学基礎 東書 改訂　新編化学基礎

３～４ 理科 化学 東書 改訂　新編化学

２～４ 理科 生物基礎 東書 改訂　新編生物基礎

３～４ 理科 生物 東書 スタンダード生物

２～４ 理科 地学基礎 第一 高等学校　改訂　地学基礎

１～４ 保健体育 保健 大修館 現代高等保健体育改訂版

１～４ 芸術 音楽Ⅰ 教出 音楽Ⅰ改訂版　Tutti

２～４ 芸術 音楽Ⅱ 教出 音楽Ⅱ 改訂版 Tutti

３～４ 芸術 音楽Ⅲ 教出 音楽Ⅲ　改訂版

１～４ 芸術 美術Ⅰ 日文 高校生の美術１

２～４ 芸術 美術Ⅱ 日文 高校生の美術２

３～４ 芸術 美術Ⅲ 日文 高校生の美術３

１～４ 芸術 書道Ⅰ 東書 書道Ⅰ

２～４ 芸術 書道Ⅱ 東書 書道Ⅱ

３～４ 芸術 書道Ⅲ 東書 書道Ⅲ

１～４ 外国語 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 三省堂 VISTA English Communication Ⅰ New Edition

２～４ 外国語 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 三省堂 VISTA English Communication Ⅱ New Edition

２～４ 外国語 英語表現Ⅰ 第一 Vivid English　Expression ⅠNEW EDITION

３～４ 外国語 英語表現Ⅱ 第一 Vivid English Expression Ⅱ NEW EDITION

１～４ 外国語 英語会話 三省堂 SELECT English Conversation

１～４ 家庭 家庭基礎 実教 新図説家庭基礎

２～４ 情報 社会と情報 東書 社会と情報

２～４ 農業 農業と環境 実教 農業と環境　新訂版

１～４ 農業 草花 実教 草花

２～４ 農業 野菜 実教 野菜

３～４ 農業 生物活用 実教 生物活用

１～４ 商業 ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎 実教 ビジネス基礎　新訂版

１～４ 商業 情報処理 東法 情報処理　新訂版

２～４ 家庭（専門） 子どもの発達と保育 教図 子どもの発達と保育　育つ　育てる　育ち合う

２～４ 家庭（専門） ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ 教図 フードデザインcooking&arrangement

２～４ 家庭（専門） ファッション造形基礎 実教 ファッション造形基礎
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Ｈ３０用 Ｈ３１用

国語 国語総合 第一 高等学校 改訂版　新編国語総合 ｑ 国語総合 第一 高等学校　改訂版　新編国語総合

国語 国語表現 教出 国語表現 国語表現 教出 国語表現　改訂版

国語 現代文Ａ 三省堂 現代文Ａ 現代文Ａ 三省堂 現代文Ａ

国語 現代文Ｂ 三省堂 明解現代文Ｂ　改訂版 現代文Ｂ 三省堂 明解現代文Ｂ　改訂版

国語 古典Ａ 三省堂 古典A 古典Ａ 三省堂 古典Ａ

国語 古典Ｂ 大修館 新編古典Ｂ　改訂版 古典Ｂ 大修館 新編古典Ｂ　改訂版

地理歴史世界史Ａ 帝国 明解　世界史Ａ 世界史Ａ 帝国 明解　世界史Ａ

地理歴史世界史Ｂ 実教 世界史Ｂ　新訂版 世界史Ｂ 実教 世界史Ｂ　新訂版

地理歴史日本史Ａ 東書 日本史Ａ　現代からの歴史 日本史Ａ 東書 日本史Ａ　現代からの歴史

地理歴史日本史Ｂ 東書 新選日本史Ｂ 日本史Ｂ 東書 新選日本史Ｂ

地理歴史地理Ａ 第一 高等学校　新版地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ地理Ａ 第一 高等学校　新版　地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ

地理歴史地理Ｂ 帝国 新詳地理Ｂ 地理Ｂ 帝国 新詳地理Ｂ

地理歴史地図 帝国 新詳高等地図 地図 帝国 新詳高等地図

公民 現代社会 清水 高等学校　現代社会　新訂版 現代社会 清水 高等学校　現代社会　新訂版

公民 倫理 清水 高等学校　新倫理　新訂版 倫理 清水 高等学校　新倫理　新訂版

公民 政治・経済清水 高等学校　新政治・経済　新訂版 政治・経済清水 高等学校　新政治・経済　 新訂版

数学 数学Ⅰ 数研 新　高校の数学Ⅰ 数学Ⅰ 数研 改訂版　新　高校の数学Ⅰ

数学 数学Ⅱ 数研 新　高校の数学Ⅱ 数学Ⅱ 数研 改訂版　新　高校の数学Ⅱ

数学 数学Ａ 数研 新　高校の数学Ａ 数学Ａ 数研 改訂版　新　高校の数学Ａ

数学 数学Ｂ 数研 新　高校の数学Ｂ 数学Ｂ 数研 改訂版　新　高校の数学Ｂ

理科 科学と人間生活啓林館 科学と人間生活 科学と人間生活啓林館 科学と人間生活

理科 物理基礎 実教 高校物理基礎　新訂版 物理基礎 実教 高校物理基礎　新訂版

理科 化学基礎 東書 改訂　新編化学基礎　 化学基礎 東書 改訂　新編化学基礎

理科 化学 東書 改訂　新編化学 化学 東書 改訂　新編化学

理科 生物基礎 東書 改訂　新編生物基礎 生物基礎 東書 改訂　新編生物基礎

理科 生物 東書 スタンダード生物 生物 東書 スタンダード生物



理科 地学基礎 第一 高等学校　改訂　地学基礎 地学基礎 第一 高等学校　改訂　地学基礎

保健体育保健 大修館 現代高等保健体育　改訂版 保健体育 大修館 現代高等保健体育改訂版

芸術 音楽Ⅰ 教出 音楽Ⅰ改訂版　Tutti 音楽Ⅰ 教出 音楽Ⅰ改訂版　Tutti

芸術 音楽Ⅱ 教出 音楽 Ⅱ 改訂版Tutti 音楽Ⅱ 教出 音楽Ⅱ 改訂版 Tutti

芸術 音楽Ⅲ 教出 音楽Ⅲ 音楽Ⅲ 教出 音楽Ⅲ　改訂版

芸術 美術Ⅰ 日文 高校生の美術１ 美術Ⅰ 日文 高校生の美術１

芸術 美術Ⅱ 日文 高校生の美術２ 美術Ⅱ 日文 高校生の美術２

芸術 美術Ⅲ 日文 高校美術３ 美術Ⅲ 日文 高校生の美術３

芸術 書道Ⅰ 東書 書道Ⅰ 書道Ⅰ 東書 書道Ⅰ

芸術 書道Ⅱ 東書 書道Ⅱ 書道Ⅱ 東書 書道Ⅱ

芸術 書道Ⅲ 光村 書Ⅲ 書道Ⅲ 東書 書道Ⅲ

外国語 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ三省堂 VISTA English Communication ⅠNew Edition コミュニケーション英語Ⅰ三省堂 VISTA English Communication Ⅰ New Edition

外国語 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ三省堂 VISTA English CommunicationⅡNew Edition コミュニケーション英語Ⅱ三省堂 VISTA English Communication Ⅱ New Edition

外国語 英語表現Ⅰ第一 Vivid English Expression ⅠNew Edition 英語表現Ⅰ第一 Vivid English　Expression ⅠNEW EDITION

外国語 英語表現Ⅱ第一 Vivid English Expression ⅡNew Edition 英語表現Ⅱ第一 Vivid English Expression Ⅱ NEW EDITION

外国語 英語会話 三省堂 SELECT English Conversation 英語会話 三省堂 SELECT English Conversation

家庭 家庭基礎 実教 新図説家庭基礎 家庭基礎 実教 新図説家庭基礎

情報 社会と情報東書 社会と情報 社会と情報東書 社会と情報

農業 農業と環境実教 農業と環境　新訂版 農業 実教 草花

農業 草花 実教 草花 農業 実教 野菜

農業 野菜 実教 野菜 農業 実教 農業と環境　新訂版

農業 生物活用 実教 生物活用 農業 実教 生物活用

商業 ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎実教 ビジネス基礎　新訂版 商業 実教 ビジネス基礎　新訂版

商業 情報処理 東法 情報処理　新訂版 商業 東法 情報処理　新訂版

家庭（専門）子どもの発達と保育教図 子どもの発達と保育　育つ　育てる　育ち合う 家庭（専門）教図 子どもの発達と保育　育つ　育てる　育ち合う

家庭（専門）ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ教図 フードデザイン　cooking&arrangement 家庭（専門）教図 フードデザインcooking&arrangement

家庭（専門）ﾌｧｯｼｮﾝ造形基礎実教 ファッション造形基礎 家庭（専門）実教 ファッション造形基礎


