
教 科 科目
発行者
番号 略称

教科書
記号 番号 書  　　　　　　　  名

国語 国語総合 2 東書 国総 ３３２ 新編国語総合

国語総合 2 東書 国総 ３３３ 精選国語総合

国語総合 2 東書 国総 ３３４ 国語総合　現代文編

国語総合 2 東書 国総 ３３５ 国語総合　古典編

国語総合 15 三省堂 国総 ３３８ 精選国語総合　改訂版

国語総合 15 三省堂 国総 ３３９ 明解国語総合　改訂版

国語総合 17 教出 国総 ３４２ 国語総合

国語総合 50 大修館 国総 ３４６ 精選国語総合　新訂版

国語総合 50 大修館 国総 ３４７ 精選国語総合　改訂版

国語総合 104 数研 国総 ３４８ 改訂版　国語総合　現代文編

国語総合 104 数研 国総 ３４９ 改訂版　国語総合　古典編

国語総合 104 数研 国総 ３５０ 改訂版　高等学校　国語総合

国語総合 104 数研 国総 ３５１ 新編　国語総合

国語総合 143 筑摩 国総 ３５７ 国語総合　改訂版

国語総合 183 第一 国総 ３５８ 高等学校　改訂版　新訂国語総合　現代文編

国語総合 183 第一 国総 ３５９ 高等学校　改訂版　新訂国語総合　古典編

国語総合 183 第一 国総 ３６０ 高等学校　改訂版　国語総合

国語総合 183 第一 国総 ３６２ 高等学校　改訂版　新編国語総合

国語表現 17 教出 国表 ３０６ 国語表現　改訂版

国語表現 50 大修館 国表 ３０７ 国語表現　改訂版

国語表現 183 第一 国表 ３０８ 高等学校　改訂版　国語表現

国語表現 218 京書 国表 ３０３ 国語表現

現代文A 2 東書 現Ａ ３０６ 現代文Ａ

現代文A 15 三省堂 現Ａ ３０３ 現代文A

現代文A 17 教出 現Ａ ３０２ 現代文Ａ　青春文学名作選　－歴史の中の青春

現代文A 50 大修館 現Ａ 308 現代文A 改訂版

現代文A 183 第一 現Ａ 30７ 高等学校　改訂版　新編現代文A

現代文Ｂ 2 東書 現Ｂ ３２１ 新編現代文Ｂ

現代文Ｂ 2 東書 現Ｂ ３２２ 精選現代文Ｂ

現代文Ｂ 15 三省堂 現Ｂ ３２３ 高等学校現代文Ｂ　改訂版

現代文Ｂ 15 三省堂 現Ｂ ３２４ 精選現代文Ｂ　改訂版

現代文Ｂ 15 三省堂 現Ｂ ３２５ 明解現代文Ｂ　改訂版

現代文Ｂ 50 大修館 現Ｂ ３２９ 現代文B　改訂版 上巻

現代文Ｂ 50 大修館 現Ｂ ３３０ 現代文B　改訂版 下巻

現代文Ｂ 50 大修館 現Ｂ ３３１ 精選現代文B　新訂版

現代文Ｂ 50 大修館 現Ｂ ３３２ 新編現代文B　改訂版

現代文Ｂ 143 筑摩 現Ｂ ３３７ 精選現代文Ｂ　改訂版

現代文Ｂ 143 筑摩 現Ｂ ３３８ 現代文Ｂ　改訂版

現代文Ｂ 183 第一 現Ｂ ３３９ 高等学校　改訂版　現代文Ｂ

現代文Ｂ 183 第一 現Ｂ ３４０ 高等学校　改訂版　標準現代文Ｂ

現代文Ｂ 212 桐原 現Ｂ ３４１ 新　探求現代文Ｂ

古典Ａ 2 東書 古Ａ ３０１ 古典Ａ

古典Ａ 15 三省堂 古Ａ ３０６ 古典A

古典Ａ 17 教出 古Ａ ３０２ 古典文学編　古典A

古典Ａ 50 大修館 古Ａ 315 古典A　物語選　改訂版

古典Ａ 109 文英堂 古Ａ ３０３
説話（古今著聞集・沙石集・十訓抄・竹取物語）随筆（徒然草・枕草
子・方丈記・常山紀談・花月草紙・蘭東事始） 故事・小話　漢詩　史話

古典Ａ 183 第一 古Ａ ３１４ 高等学校　改訂版　標準古典A　物語選　　　　　　　　　　

　　　平成３１年度使用福井県立高等学校および特別支援学校（高等部）採択教科用図書一覧表
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教 科 科目
発行者
番号 略称

教科書
記号 番号 書  　　　　　　　  名

国語 古典Ｂ 2 東書 古Ｂ ３２９ 新編古典Ｂ

古典Ｂ 2 東書 古Ｂ ３３０ 精選古典Ｂ　新版

古典Ｂ 2 東書 古Ｂ ３３１ 精選古典Ｂ　古文編

古典Ｂ 2 東書 古Ｂ ３３２ 精選古典Ｂ　漢文編

古典Ｂ 15 三省堂 古Ｂ ３３３ 高等学校古典Ｂ  古文編　改訂版

古典Ｂ 15 三省堂 古Ｂ ３３４ 高等学校古典Ｂ　漢文編　改訂版

古典Ｂ 15 三省堂 古Ｂ ３３５ 精選古典Ｂ　改訂版

古典Ｂ 17 教出 古Ｂ ３３６ 精選古典Ｂ　古文編

古典Ｂ 17 教出 古Ｂ ３３７ 精選古典Ｂ　漢文編

古典Ｂ 50 大修館 古Ｂ ３４１ 精選古典Ｂ　改訂版

古典Ｂ 50 大修館 古Ｂ ３４２ 新編古典Ｂ　改訂版

古典Ｂ 104 数研 古Ｂ ３４３ 改訂版　古典Ｂ　古文編

古典Ｂ 104 数研 古Ｂ ３４４ 改訂版　古典Ｂ　漢文編

古典Ｂ 183 第一 古Ｂ ３５０ 高等学校　改訂版　古典Ｂ　古文編

古典Ｂ 183 第一 古Ｂ ３５１ 高等学校　改訂版　古典Ｂ　漢文編

古典Ｂ 183 第一 古Ｂ ３５３ 高等学校　改訂版　標準古典Ｂ

地理歴史 世界史Ａ 2 東書 世Ａ ３１０ 世界史Ａ

世界史Ａ 7 実教 世Ａ ３１１ 世界史Ａ　新訂版

世界史Ａ 7 実教 世Ａ ３１２ 新版世界史Ａ　新訂版

世界史Ａ 35 清水 世Ａ ３１３ 高等学校　世界史Ａ　新訂版

世界史Ａ 46 帝国 世Ａ ３１４ 明解　世界史Ａ

世界史Ａ 81 山川 世Ａ ３１８ 要説世界史　改訂版

世界史Ａ 81 山川 世Ａ ３１５ 現代の世界史　改訂版

世界史Ａ 81 山川 世Ａ ３１６ 世界の歴史　改訂版

世界史Ａ 183 第一 世Ａ ３１７ 高等学校　改訂版　世界史Ａ

世界史Ｂ 2 東書 世Ｂ ３１１ 新選世界史Ｂ

世界史Ｂ 2 東書 世Ｂ ３０８ 世界史Ｂ

世界史Ｂ 46 帝国 世Ｂ ３１２ 新詳　世界史Ｂ

世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ ３１３ 新世界史　改訂版

世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ ３１４ 高校世界史　改訂版

世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ ３１０ 詳説世界史　改訂版

日本史Ａ 2 東書 日Ａ ３０８ 日本史Ａ　現代からの歴史

日本史Ａ 7 実教 日Ａ ３１３ 新日本史A　新訂版

日本史Ａ 7 実教 日Ａ ３０９ 高校日本史Ａ　新訂版

日本史Ａ 81 山川 日Ａ ３１４ 現代の日本史　改訂版

日本史Ａ 183 第一 日Ａ ３１２ 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来

日本史Ｂ 2 東書 日Ｂ ３１０ 新選日本史Ｂ

日本史Ｂ 7 実教 日Ｂ ３１１ 高校日本史Ｂ　新訂版

日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版

日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ ３０９ 詳説日本史　改訂版

地理Ａ 2 東書 地Ａ ３０７ 地理Ａ

地理Ａ 35 清水 地Ａ ３１１ 高等学校　現代地理Ａ　新訂版

地理Ａ 46 帝国 地Ａ ３１２ 高校生の地理Ａ

地理Ａ 46 帝国 地Ａ ３０８ 高等学校　新地理A

地理Ａ 183 第一 地Ａ ３１０ 高等学校　新版　地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ

地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ ３０４ 新詳地理Ｂ

地理Ｂ 130 二宮 地Ｂ ３０５ 新編　詳細地理B改訂版

地図 46 帝国 地図 ３１３ 地歴高等地図  －現代世界とその歴史的背景－

地図 46 帝国 地図 ３０９ 標準高等地図－地図でよむ現代社会－
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教 科 科目
発行者
番号 略称

教科書
記号 番号 書  　　　　　　　  名

地理歴史 地図 46 帝国 地図 ３１０ 新詳高等地図

地図 130 二宮 地図 ３１１ 詳解現代地図

地図 130 二宮 地図 ３１２ 基本地図帳　改訂版

公民 現代社会 2 東書 現社 ３１３ 現代社会

現代社会 7 実教 現社 ３１５ 最新現代社会　新訂版

現代社会 35 清水 現社 ３１６ 高等学校　現代社会　新訂版

現代社会 46 帝国 現社 ３１８ 高等学校　新現代社会

現代社会 104 数研 現社 ３２０ 改訂版　高等学校　現代社会

現代社会 183 第一 現社 ３２１ 高等学校　改訂版　現代社会

現代社会 183 第一 現社 ３２２ 高等学校　改訂版　新現代社会

倫理 2 東書 倫理 ３１１ 倫理

倫理 7 実教 倫理 ３１２ 高校倫理　新訂版

倫理 35 清水 倫理 ３１３ 高等学校　現代倫理　新訂版

倫理 35 清水 倫理 ３０８ 高等学校　新倫理　新訂版

倫理 81 山川 倫理 ３０９ 現代の倫理　改訂版

倫理 183 第一 倫理 ３１０ 高等学校　改訂版　倫理

政治・経済 2 東書 政経 ３１１ 政治・経済

政治・経済 7 実教 政経 ３１２ 高校政治・経済　新訂版

政治・経済 7 実教 政経 ３１３ 最新政治・経済　新訂版

政治・経済 104 数研 政経 ３１７ 改訂版　政治・経済

政治・経済 183 第一 政経 ３０９ 高等学校　改訂版　政治・経済

数学 数学Ⅰ 2 東書 数Ⅰ ３１７ 数学Ⅰ　Aｄｖａｎｃｅｄ

数学Ⅰ 2 東書 数Ⅰ ３１８ 数学Ⅰ　Ｓｔａｎｄａｒｄ

数学Ⅰ 2 東書 数Ⅰ ３１９ 改訂　新数学Ⅰ

数学Ⅰ 2 東書 数Ⅰ ３０２ 新編数学Ⅰ

数学Ⅰ 7 実教 数Ⅰ ３２１ 新版数学Ⅰ　新訂版

数学Ⅰ 7 実教 数Ⅰ ３２３ 高校数学Ⅰ　新訂版

数学Ⅰ 61 啓林館 数Ⅰ ３２６ 新編　数学Ⅰ改訂版

数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ ３２７ 改訂版　数学Ⅰ

数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ ３２８ 改訂版　高等学校　数学Ⅰ

数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ ３２９ 改訂版　新編　数学Ⅰ

数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ ３３０ 改訂版　最新　数学Ⅰ

数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ ３３１ 改訂版　新　高校の数学Ⅰ

数学Ⅱ 2 東書 数Ⅱ ３１７ 数学Ⅱ　Aｄｖａｎｃｅｄ

数学Ⅱ 2 東書 数Ⅱ ３１８ 数学Ⅱ　Ｓｔａｎｄａｒｄ

数学Ⅱ 2 東書 数Ⅱ ３１９ 改訂　新数学Ⅱ

数学Ⅱ 2 東書 数Ⅱ ３０２ 新編数学Ⅱ

数学Ⅱ 7 実教 数Ⅱ ３２１ 新版数学Ⅱ　新訂版

数学Ⅱ 7 実教 数Ⅱ ３２３ 高校数学Ⅱ　新訂版

数学Ⅱ 61 啓林館 数Ⅱ ３２６ 新編　数学Ⅱ改訂版

数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ ３２７ 改訂版　数学Ⅱ

数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ ３２８ 改訂版　高等学校　数学Ⅱ

数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ ３２９ 改訂版　新編　数学Ⅱ

数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ ３３０ 改訂版　最新　数学Ⅱ

数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ ３３１ 改訂版　新　高校の数学Ⅱ

数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ ３０９ 数学Ⅱ

数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ ３１２ 最新　数学Ⅱ
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教 科 科目
発行者
番号 略称

教科書
記号 番号 書  　　　　　　　  名

数学 数学Ⅲ 2 東書 数Ⅲ ３１５ 数学Ⅲ　Advanced

数学Ⅲ 2 東書 数Ⅲ ３１６ 数学Ⅲ　Standard

数学Ⅲ 2 東書 数Ⅲ ３０２ 新編数学Ⅲ

数学Ⅲ 7 実教 数Ⅲ ３１８ 新版数学Ⅲ　新訂版

数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ ３２２ 改訂版　数学Ⅲ

数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ ３２３ 改訂版　高等学校　数学Ⅲ

数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ ３２４ 改訂版　新編　数学Ⅲ

数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ ３２５ 改訂版　最新　数学Ⅲ

数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ ３０８ 数学Ⅲ

数学Ａ 2 東書 数Ａ ３１７ 数学Ａ　Advanced

数学Ａ 2 東書 数Ａ ３１８ 数学Ａ　Sｔandard

数学Ａ 2 東書 数Ａ ３１９ 改訂　新数学Ａ

数学Ａ 2 東書 数Ａ ３０２ 新編数学Ａ

数学Ａ 7 実教 数Ａ ３２１ 新版数学Ａ　新訂版

数学Ａ 7 実教 数Ａ ３２３ 高校数学Ａ　新訂版

数学Ａ 61 啓林館 数Ａ ３２６ 新編　数学Ａ改訂版

数学Ａ 104 数研 数Ａ ３２７ 改訂版　数学Ａ

数学Ａ 104 数研 数Ａ ３２８ 改訂版　高等学校　数学Ａ

数学Ａ 104 数研 数Ａ ３２９ 改訂版　新編　数学Ａ

数学Ａ 104 数研 数Ａ ３３０ 改訂版　最新　数学Ａ

数学Ａ 104 数研 数Ａ ３３１ 改訂版　新　高校の数学Ａ

数学Ｂ 2 東書 数Ｂ ３１６ 数学Ｂ　Advanced

数学Ｂ 2 東書 数Ｂ ３１７ 数学Ｂ　Sｔandard

数学Ｂ 2 東書 数Ｂ ３１８ 新数学Ｂ

数学Ｂ 2 東書 数Ｂ ３０２ 新編数学Ｂ

数学Ｂ 7 実教 数Ｂ ３２０ 新版数学Ｂ　新訂版

数学Ｂ 7 実教 数Ｂ ３２１ 高校数学Ｂ　新訂版

数学Ｂ 61 啓林館 数Ｂ ３２４ 新編　数学Ｂ改訂版

数学Ｂ 104 数研 数Ｂ ３２５ 改訂版　数学Ｂ

数学Ｂ 104 数研 数Ｂ ３２６ 改訂版　高等学校　数学Ｂ

数学Ｂ 104 数研 数Ｂ ３２７ 改訂版　新編　数学Ｂ

数学Ｂ 104 数研 数Ｂ ３２８ 改訂版　最新　数学Ｂ

数学Ｂ 104 数研 数Ｂ ３０９ 数学Ｂ

数学Ｂ 104 数研 数Ｂ ３１１ 新編　数学Ｂ

数学Ｂ 104 数研 数Ｂ ３１３ 新　高校の数学Ｂ

数学活用 7 実教 数活 ３０１ 数学活用

理科 科学と人間生活 2 東書 科人 ３０６ 改訂　科学と人間生活

科学と人間生活 7 実教 科人 ３０７ 科学と人間生活　新訂版

科学と人間生活 61 啓林館 科人 ３０２ 科学と人間生活

科学と人間生活 104 数研 科人 ３０３ 科学と人間生活　くらしの中のサイエンス

科学と人間生活 183 第一 科人 ３０９ 高等学校　改訂　科学と人間生活

物理基礎 2 東書 物基 ３１２ 改訂　新編物理基礎

物理基礎 7 実教 物基 ３１４ 高校物理基礎　新訂版

物理基礎 61 啓林館 物基 ３１５ 物理基礎　改訂版

物理基礎 61 啓林館 物基 ３０６ 新編　物理基礎

物理基礎 104 数研 物基 ３１８ 改訂版　物理基礎

物理基礎 104 数研 物基 ３１９ 改訂版　新編　物理基礎

物理基礎 183 第一 物基 ３２１ 高等学校　改訂　新物理基礎

物理 2 東書 物理 ３０８ 改訂　物理
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教 科 科目
発行者
番号 略称

教科書
記号 番号 書  　　　　　　　  名

理科 物理 7 実教 物理 ３０９ 物理　新訂版

物理 61 啓林館 物理 ３１０ 物理　改訂版

物理 104 数研 物理 ３１３ 改訂版　物理

物理 104 数研 物理 ３１４ 改訂版　総合物理１　力と運動・熱

物理 104 数研 物理 ３１５ 改訂版　総合物理２　波・電気と磁気・原子

物理 183 第一 物理 ３１６ 高等学校　改訂　物理

化学基礎 2 東書 化基 ３１３ 改訂　化学基礎

化学基礎 2 東書 化基 ３１４ 改訂　新編化学基礎

化学基礎 7 実教 化基 ３１６ 新版化学基礎　新訂版

化学基礎 7 実教 化基 ３１７ 高校化学基礎　新訂版

化学基礎 61 啓林館 化基 ３１８ 化学基礎　改訂版

化学基礎 61 啓林館 化基 ３０７ 新編　化学基礎

化学基礎 104 数研 化基 ３１９ 改訂版　化学基礎

化学基礎 104 数研 化基 ３２０ 改訂版　新編　化学基礎

化学基礎 183 第一 化基 ３２２ 高等学校　改訂　新化学基礎

理科 化学 2 東書 化学 ３０８ 改訂　化学

化学 2 東書 化学 ３０９ 改訂　新編化学

化学 7 実教 化学 ３１０ 化学　新訂版

化学 61 啓林館 化学 ３１２ 化学　改訂版

化学 104 数研 化学 ３１３ 改訂版　化学

化学 183 第一 化学 ３１５ 高等学校　改訂　化学

生物基礎 2 東書 生基 ３１１ 改訂　生物基礎

生物基礎 2 東書 生基 ３１２ 改訂　新編生物基礎

生物基礎 7 実教 生基 ３１４ 高校生物基礎　新訂版

生物基礎 61 啓林館 生基 ３０５ 新編　生物基礎

生物基礎 104 数研 生基 ３１６ 改訂版　生物基礎

生物基礎 104 数研 生基 ３１７ 改訂版　新編　生物基礎

生物基礎 183 第一 生基 ３１８ 高等学校　改訂　生物基礎

生物基礎 183 第一 生基 ３１９ 高等学校　改訂　新生物基礎

生物 2 東書 生物 ３０６ 改訂　生物

生物 2 東書 生物 ３０７ スタンダード生物

生物 7 実教 生物 ３０８ 生物　新訂版

生物 61 啓林館 生物 ３０９ 生物　改訂版

生物 104 数研 生物 ３１０ 改訂版　生物

生物 183 第一 生物 ３１１ 高等学校　改訂　生物

地学基礎 2 東書 地基 ３０６ 改訂　地学基礎

地学基礎 7 実教 地基 ３０７ 地学基礎　新訂版

地学基礎 61 啓林館 地基 ３０８ 地学基礎　改訂版

地学基礎 183 第一 地基 ３１０ 高等学校　改訂　地学基礎

保健体育 保健体育 50 大修館 保体 ３０４ 現代高等保健体育改訂版

保健体育 50 大修館 保体 ３０５ 最新高等保健体育改訂版

保健体育 183 第一 保体 ３０６ 高等学校　改訂版　保健体育

芸術 音楽Ⅰ 17 教出 音Ⅰ ３０７ 音楽Ⅰ改訂版　Ｔｕｔｔｉ

音楽Ⅰ 17 教出 音Ⅰ ３０８ 高校音楽Ⅰ改訂版　Ｍｕｓｉｃ　Ｖｉｅｗ

音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ ３０９ 高校生の音楽１

音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ ３１０ ＭＯＵＳＡ１

音楽Ⅰ 89 友社 音Ⅰ ３１１ 改訂版　高校生の音楽１

音楽Ⅰ 89 友社 音Ⅰ ３１２ 改訂版　ＯＮ！１

音楽Ⅱ 17 教出 音Ⅱ ３０７ 音楽　Ⅱ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ
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教 科 科目
発行者
番号 略称

教科書
記号 番号 書  　　　　　　　  名

芸術 音楽Ⅱ 17 教出 音Ⅱ ３０８ 高校音楽　Ⅱ　改訂版　Ｍｕｓｉｃ　Ｖｉｅｗ

音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ ３０９ 高校生の音楽２

音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ ３１０ ＭＯＵＳＡ２

音楽Ⅱ 89 友社 音Ⅱ ３１１ 改訂版　高校生の音楽２

音楽Ⅱ 89 友社 音Ⅱ ３１２ 改訂版　ＯＮ！２

音楽Ⅲ 17 教出 音Ⅲ ３０４ 音楽Ⅲ　改訂版

音楽Ⅲ 27 教芸 音Ⅲ ３０５ Joy　of　Music

音楽Ⅲ 89 友社 音Ⅲ ３０６ 改訂版　高校生の音楽３

美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ ３０４ 美術１

美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ ３０５ 高校生の美術１

美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ ３０２ 高校美術１

美術Ⅱ 38 光村 美Ⅱ ３０３ 美術２

美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ ３０４ 高校生の美術２

美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ ３０２ 高校美術２

美術Ⅲ 116 日文 美Ⅲ ３０４ 高校生の美術３

美術Ⅲ 116 日文 美Ⅲ ３０２ 高校美術３

書道Ⅰ 2 東書 書Ⅰ ３０５ 書道Ⅰ

書道Ⅰ 6 教図 書Ⅰ ３０６ 書Ⅰ

書道Ⅰ 6 教図 書Ⅰ ３０２ 書Ⅰ

書道Ⅰ 17 教出 書Ⅰ ３０７ 新編　書道Ⅰ

書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ ３０８ 書Ⅰ

書道Ⅱ 2 東書 書Ⅱ ３０５ 書道Ⅱ

書道Ⅱ 6 教図 書Ⅱ ３０６ 書Ⅱ

書道Ⅱ 6 教図 書Ⅱ ３０２ 書Ⅱ

書道Ⅱ 17 教出 書Ⅱ ３０７ 新編　書道Ⅱ

書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ ３０８ 書Ⅱ

書道Ⅲ 2 東書 書Ⅲ ３０１ 書道Ⅲ

書道Ⅲ 6 教図 書Ⅲ ３０２ 書Ⅲ

書道Ⅲ 38 光村 書Ⅲ ３０５ 書Ⅲ

英語 コミュニケーション英語Ⅰ 205 三友 コ基 ３０２ ＪＯＹＦＵＬ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Cｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｂａｓｉｃ

コミュニケーション英語Ⅰ 2 東書 コⅠ ３２８ Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

コミュニケーション英語Ⅰ 2 東書 コⅠ ３２９ Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

コミュニケーション英語Ⅰ 9 開隆堂 コⅠ ３３１ Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＮＯＷ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

コミュニケーション英語Ⅰ 15 三省堂 コⅠ ３３３ ＣＲＯＷＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

コミュニケーション英語Ⅰ 15 三省堂 コⅠ ３３４ ＭＹ　ＷＡＹ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

コミュニケーション英語Ⅰ 15 三省堂 コⅠ ３３５ ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

コミュニケーション英語Ⅰ 17 教出 コⅠ ３３６ ＮEW　ＯＮＥ　ＷＯＲＬＤ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

コミュニケーション英語Ⅰ 50 大修館 コⅠ ３３７ Compass　English　Communication　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ

コミュニケーション英語Ⅰ 50 大修館 コⅠ ３３８ Ｇｅｎｉｕｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ

コミュニケーション英語Ⅰ 61 啓林館 コⅠ ３３９ Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＥＬＥＭＥＮＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

コミュニケーション英語Ⅰ 104 数研 コⅠ ３４３ Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ

コミュニケーション英語Ⅰ 104 数研 コⅠ ３４４ Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＣＯＭＥＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ

コミュニケーション英語Ⅰ 109 文英堂 コⅠ ３４６ Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　Ｇｒｏｖｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

コミュニケーション英語Ⅰ 177 増進堂 コⅠ 347 ＮＥＷ　FLAG　　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

コミュニケーション英語Ⅰ 177 増進堂 コⅠ ３２２ ＮＥＷ　ＳＴＲＥＡＭ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

コミュニケーション英語Ⅰ 183 第一 コⅠ ３５１ Ｖｉｖｉｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

コミュニケーション英語Ⅰ 212 桐原 コⅠ ３５５ ＰＲＯ－ＶＩＳＩＯＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

コミュニケーション英語Ⅰ 212 桐原 コⅠ ３５６ ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

コミュニケーション英語Ⅱ 2 東書 コⅡ ３２６ Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　　Ⅱ
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教 科 科目
発行者
番号 略称

教科書
記号 番号 書  　　　　　　　  名

英語 コミュニケーション英語Ⅱ 2 東書 コⅡ ３２７ Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　　Ⅱ

コミュニケーション英語Ⅱ 2 東書 コⅡ ３０１ Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

コミュニケーション英語Ⅱ 15 三省堂 コⅡ ３３１ ＣＲＯＷＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

コミュニケーション英語Ⅱ 15 三省堂 コⅡ ３３２ ＭＹ　ＷＡＹ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

コミュニケーション英語Ⅱ 15 三省堂 コⅡ ３３３ ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

コミュニケーション英語Ⅱ 17 教出 コⅡ ３３４ ＮＥＷ　ＯＮＥ　ＷＯＲＬＤ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

コミュニケーション英語Ⅱ 50 大修館 コⅡ ３３５ Compass　English　Communication　Ⅱ　Ｒｅｖｉｓｅｄ

コミュニケーション英語Ⅱ 50 大修館 コⅡ ３３６ Ｇｅｎｉｕｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ　Ｒｅｖｉｓｅｄ

コミュニケーション英語Ⅱ 61 啓林館 コⅡ ３３７ Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＥＬＥＭＥＮＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

コミュニケーション英語Ⅱ 61 啓林館 コⅡ ３３８ Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

コミュニケーション英語Ⅱ 61 啓林館 コⅡ ３３９ ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Ｆｉｔ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

コミュニケーション英語Ⅱ 104 数研 コⅡ ３４１ Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

コミュニケーション英語Ⅱ 104 数研 コⅡ ３４２ Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＣＯＭＥＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

コミュニケーション英語Ⅱ 109 文英堂 コⅡ ３４４ Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ  Ｇｒｏｖｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

コミュニケーション英語Ⅱ 177 増進堂 コⅡ ３４６ ＭＡＩＮＳＴＲＥＡＭ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

コミュニケーション英語Ⅱ 177 増進堂 コⅡ ３２１ ＮＥＷ　ＳＴＲＥＡＭ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

コミュニケーション英語Ⅱ 183 第一 コⅡ ３４９ Ｖｉｖｉｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

コミュニケーション英語Ⅱ 212 桐原 コⅡ ３５３ ＰＲＯ－ＶＩＳＩＯＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

コミュニケーション英語Ⅲ 2 東書 コⅢ ３２５ Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　English　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

コミュニケーション英語Ⅲ 2 東書 コⅢ ３２６ Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ　

コミュニケーション英語Ⅲ 2 東書 コⅢ ３２７ PROMINENCE　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　　Ⅲ　

コミュニケーション英語Ⅲ 2 東書 コⅢ ３０１ Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅲ　

コミュニケーション英語Ⅲ 15 三省堂 コⅢ ３２９ ＣＲＯＷＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ　New　Edition

コミュニケーション英語Ⅲ 15 三省堂 コⅢ ３３０ ＭＹ　ＷＡＹ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ　New　Edition

コミュニケーション英語Ⅲ 50 大修館 コⅢ ３３２ Compass　English　Communication　Ⅲ　Revised

コミュニケーション英語Ⅲ 50 大修館 コⅢ ３３３ Ｇｅｎｉｕｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ　Revised

コミュニケーション英語Ⅲ 61 啓林館 コⅢ ３３４ Revised　ＥＬＥＭＥＮＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

コミュニケーション英語Ⅲ 61 啓林館 コⅢ ３３５ Revised　ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

コミュニケーション英語Ⅲ 61 啓林館 コⅢ ３３６ LANDMARK　Fit　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

コミュニケーション英語Ⅲ 104 数研 コⅢ ３３７ Revised　POLESTAR　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

コミュニケーション英語Ⅲ 104 数研 コⅢ ３３８ Revised　BIG　DIPPER　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

コミュニケーション英語Ⅲ 177 増進堂 コⅢ ３４２
MAINSTREAM  Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ　Second　Edition
Strategic　Reading　Focus　Advanced

コミュニケーション英語Ⅲ 177 増進堂 コⅢ ３１９ NEW　STREAM　English　Communication　Ⅲ　Strategic　Reading　Focus　Standard

コミュニケーション英語Ⅲ 183 第一 コⅢ ３４５ Vivid　English　CommunicationⅢNEW　EDITION

コミュニケーション英語Ⅲ 183 第一 コⅢ ３４６ Viva!　English　CommunicationⅢ

コミュニケーション英語Ⅲ 212 桐原 コⅢ ３４７ PRO-VISION　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ　New　Edition

英語表現Ⅰ 2 東書 英Ⅰ ３２２ ＮＥＷ　ＦＡＶＯＲＩＴＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

英語表現Ⅰ 15 三省堂 英Ⅰ ３２４ ＭＹ　ＷＡＹ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

英語表現Ⅰ 15 三省堂 英Ⅰ ３２５ ＳＥＬＥＣＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

英語表現Ⅰ 17 教出 英Ⅰ ３２６ ＮEW　ＯＮＥ　ＷＯＲＬＤ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎｓ　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

英語表現Ⅰ 50 大修館 英Ⅰ ３２７ Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　Ｒｅｖｉｓｅｄ

英語表現Ⅰ 61 啓林館 英Ⅰ ３２８ Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　Ａｄｖａｎｃｅｄ

英語表現Ⅰ 61 啓林館 英Ⅰ ３２９ Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　Ｓｔａｎｄａｒｄ

英語表現Ⅰ 61 啓林館 英Ⅰ ３３０ Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　Ｃｏｒｅ

英語表現Ⅰ 104 数研 英Ⅰ ３３１ Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＰＯＬＥＳＴＡＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

英語表現Ⅰ 104 数研 英Ⅰ ３３２ ＤＵＡＬＳＣＯＰＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

英語表現Ⅰ 104 数研 英Ⅰ ３３３ Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

英語表現Ⅰ 109 文英堂 英Ⅰ ３１２ Ｇｒｏｖｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　

英語表現Ⅰ 183 第一 英Ⅰ ３３７ Ｖｉｖｉｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ
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教 科 科目
発行者
番号 略称

教科書
記号 番号 書  　　　　　　　  名

英語表現Ⅱ 15 三省堂 英Ⅱ ３１９ MY　WAY　English　Expression　Ⅱ　New　Edition

英語 英語表現Ⅱ 50 大修館 英Ⅱ ３２１ Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ　Ｒｅｖｉｓｅｄ

英語表現Ⅱ 61 啓林館 英Ⅱ ３２２ Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ　Ａｃｅ

英語表現Ⅱ 61 啓林館 英Ⅱ ３２３ Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ　Ｈｏｐｅ

英語表現Ⅱ 61 啓林館 英Ⅱ ３０７ Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ

英語表現Ⅱ 104 数研 英Ⅱ ３２４ Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＰＯＬＥＳＴＡＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ

英語表現Ⅱ 104 数研 英Ⅱ ３２５ ＤＵＡＬＳＣＯＰＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ

英語表現Ⅱ 104 数研 英Ⅱ ３２６ Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ

英語表現Ⅱ 177 増進堂 英Ⅱ ３２７ ＭＡＩＮＳＴＲＥＡＭ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ　Second　Ｅｄｉｔｉｏｎ

英語表現Ⅱ 183 第一 英Ⅱ ３３０ Ｖｉｖｉｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

英語会話 2 東書 英会 ３０１ Ｈｅｌｌｏ　there！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎ

英語会話 15 三省堂 英会 ３０２ ＳＥＬＥＣＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎ

英語会話 61 啓林館 英会 ３０３ Ｓａｉｌｉｎｇ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎ

英語会話 109 文英堂 英会 ３０４ Ｍｙ　Ｐａｓｓｐｏｒｔ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎ

家庭 家庭基礎 2 東書 家基 ３１１ 家庭基礎　自立・共生・創造

家庭基礎 6 教図 家基 ３０２ 家庭基礎　ともに生きる　明日をつくる

家庭基礎 7 実教 家基 ３１４ 新家庭基礎　パートナーシップでつくる未来

家庭基礎 7 実教 家基 ３１６ 新図説家庭基礎

家庭基礎 9 開隆堂 家基 ３１７ 家庭基礎　明日の生活を築く

家庭基礎 50 大修館 家基 ３１８ 新家庭基礎　主体的に人生をつくる

家庭基礎 50 大修館 家基 ３１９ 未来をつくる　新高校家庭基礎

家庭基礎 183 第一 家基 ３２０ 高等学校　新版　家庭基礎　ともに生きる・持続可能な未来をつくる

家庭総合 2 東書 家総 ３０７ 家庭総合　自立・共生・創造

家庭総合 6 教図 家総 ３０２ 家庭総合　ともに生きる　明日をつくる

家庭総合 7 実教 家総 ３０９ 新家庭総合　パートナーシップでつくる未来

家庭総合 9 開隆堂 家総 ３１０ 家庭総合　明日の生活を築く

家庭総合 50 大修館 家総 ３１１ 新家庭総合　主体的に人生をつくる

家庭総合 183 第一 家総 ３１２ 高等学校　新版　家庭総合　ともに生きる・持続可能な未来をつくる

生活デザイン 7 実教 生デ ３０１ 生活デザイン

情報 社会と情報 2 東書 社情 ３０９ 新編　社会と情報

社会と情報 2 東書 社情 ３１０ 社会と情報

社会と情報 7 実教 社情 ３１１ 最新社会と情報　新訂版

社会と情報 7 実教 社情 ３１２ 高校社会と情報　新訂版

社会と情報 104 数研 社情 ３１４ 改訂版  高等学校　社会と情報

社会と情報 104 数研 社情 ３１５ 社会と情報　Ｎext

社会と情報 104 数研 社情 ３０５ 高等学校　社会と情報

社会と情報 116 日文 社情 ３１６ 新・社会と情報

社会と情報 116 日文 社情 ３１７ 新・見てわかる社会と情報

情報の科学 2 東書 情科 ３０６ 情報の科学

情報の科学 7 実教 情科 ３０７ 最新情報の科学　新訂版

情報の科学 7 実教 情科 ３０８ 情報の科学　新訂版

情報の科学 104 数研 情科 ３０９ 改訂版　高等学校　情報の科学

情報の科学 116 日文 情科 ３０５ 情報の科学

農業 農業 7 実教 農業 ３２５ 農業と環境　新訂版

農業 178 農文協 農業 ３０２ 農業と環境

農業 7 実教 農業 ３０３ 農業情報処理

農業 7 実教 農業 ３１８ 作物

農業 7 実教 農業 ３１１ 野菜

農業 7 実教 農業 ３１２ 果樹

農業 7 実教 農業 ３０４ 草花
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教 科 科目
発行者
番号 略称

教科書
記号 番号 書  　　　　　　　  名

農業 7 実教 農業 ３１９ 畜産

農業 7 実教 農業 ３１３ 農業経営

農業 7 実教 農業 ３２０ 農業機械

農業 7 実教 農業 ３０５ 食品製造

農業 7 実教 農業 ３０６ 植物バイオテクノロジー

農業 178 農文協 農業 ３０７ 植物バイオテクノロジー

農業 7 実教 農業 ３２６ 生物活用

農業 179 電機大 農業 ３２１ 農業経済

農業 7 実教 農業 ３０８ 森林科学

農業 7 実教 農業 ３１５ 森林経営

農業 201 海文堂 農業 ３０９ 農業土木設計

農業 179 電機大 農業 ３２２ 農業土木施工

農業 179 電機大 農業 ３１７ 水循環

農業 201 海文堂 農業 ３１０ 造園計画

農業 179 電機大 農業 ３２３ 造園技術

農業 179 電機大 農業 ３２４ 環境緑化材料

工業 工業 7 実教 工業 ３０１ 工業技術基礎

工業 7 実教 工業 ３０２ 機械製図

工業 7 実教 工業 ３０３ 電気製図

工業 7 実教 工業 ３０５ 建築設計製図

工業 7 実教 工業 ３０６ 土木製図

工業 7 実教 工業 ３０７ 製図

工業 7 実教 工業 ３０８ 工業数理基礎

工業 7 実教 工業 ３８５ 情報技術基礎　新訂版

工業 7 実教 工業 ３８６ 精選情報技術基礎　新訂版

工業 154 オーム 工業 ３１１ 情報技術基礎

工業 7 実教 工業 ３１３ 生産システム技術

工業 7 実教 工業 ３１４ 環境工学基礎

工業 7 実教 工業 ３１５ 機械工作１

工業 7 実教 工業 ３１６ 機械工作２

工業 7 実教 工業 ３１７ 新機械工作

工業 7 実教 工業 ３１８ 新機械設計

工業 7 実教 工業 ３１９ 機械設計１

工業 7 実教 工業 ３２０ 機械設計２

工業 7 実教 工業 ３４５ 原動機

工業 7 実教 工業 ３２１ 電子機械

工業 7 実教 工業 ３２２ 自動車工学１

工業 7 実教 工業 ３２３ 自動車工学２

工業 7 実教 工業 ３４７ 自動車整備

工業 7 実教 工業 ３８８ 電気基礎１　新訂版

工業 7 実教 工業 ３８９ 電気基礎２　新訂版

工業 7 実教 工業 ３９０ 精選電気基礎　新訂版

工業 154 オーム 工業 ３２７ 電気基礎１

工業 154 オーム 工業 ３２８ 電気基礎２

工業 7 実教 工業 ３９１ 電気機器　新訂版

工業 154 オーム 工業 ３４９ 電気機器

工業 7 実教 工業 ３９２ 電力技術１  新訂版

工業 7 実教 工業 ３９３ 電力技術２  新訂版

工業 154 オーム 工業 ３５２ 電力技術１
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教 科 科目
発行者
番号 略称

教科書
記号 番号 書  　　　　　　　  名

工業 工業 154 オーム 工業 ３５３ 電力技術2

工業 7 実教 工業 ３９４ 電子技術　新訂版

工業 154 オーム 工業 ３５５ 電子技術

工業 7 実教 工業 ３９５ 電子回路　新訂版

工業 7 実教 工業 ３７４ 通信技術

工業 7 実教 工業 ３３３ プログラミング技術

工業 7 実教 工業 ３６０ ハードウェア技術

工業 7 実教 工業 ３６１ ソフトウェア技術

工業 7 実教 工業 ３７５ コンピュータシステム技術

工業 7 実教 工業 ３３４ 建築構造

工業 7 実教 工業 ３６２ 建築計画

工業 7 実教 工業 ３６３ 建築構造設計

工業 7 実教 工業 ３７６ 建築施工

工業 7 実教 工業 ３７７ 建築法規

工業 7 実教 工業 ３３５ 測量

工業 7 実教 工業 ３６４ 土木基礎力学１

工業 7 実教 工業 ３６５ 土木基礎力学２

工業 7 実教 工業 ３７８ 土木構造設計

工業 7 実教 工業 ３６６ 土木施工

工業 7 実教 工業 ３７９ 社会基盤工学 

工業 7 実教 工業 ３３６ 工業化学１

工業 7 実教 工業 ３３７ 工業化学２

工業 7 実教 工業 ３６７ 化学工学

工業 7 実教 工業 ３８０ 地球環境化学

工業 7 実教 工業 ３７０ デザイン製図

工業 7 実教 工業 ３７２ 染織デザイン

工業 7 実教 工業 ３４２ インテリア計画

工業 201 海文堂 工業 ３４４ デザイン技術

商業 商業 7 実教 商業 ３３４ ビジネス基礎　新訂版

商業 190 東法 商業 ３３５ ビジネス基礎　新訂版

商業 7 実教 商業 ３４５ ビジネス実務　新訂版

商業 190 東法 商業 ３４６ ビジネス実務　新訂版

商業 7 実教 商業 ３３６ マーケティング　新訂版

商業 190 東法 商業 ３３７ マーケティング　新訂版

商業 7 実教 商業 ３１５ 商品開発

商業 7 実教 商業 ３２５ 広告と販売促進

商業 7 実教 商業 ３１６ ビジネス経済

商業 7 実教 商業 ３２６ ビジネス経済応用

商業 7 実教 商業 ３５４ 経済活動と法　新訂版

商業 7 実教 商業 ３３８ 新簿記　新訂版

商業 190 東法 商業 ３４０ 簿記　新訂版

商業 7 実教 商業 ３４７ 新財務会計Ⅰ　新訂版

商業 7 実教 商業 ３４８ 高校財務会計Ⅰ　新訂版

商業 190 東法 商業 ３４９ 財務会計Ⅰ　新訂版

商業 7 実教 商業 ３２９ 財務会計Ⅱ

商業 7 実教 商業 ３５０ 原価計算　新訂版

商業 7 実教 商業 ３３０ 管理会計

商業 7 実教 商業 ３４２ 情報処理　新訂版

商業 7 実教 商業 ３４３ 最新情報処理　新訂版
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教 科 科目
発行者
番号 略称

教科書
記号 番号 書  　　　　　　　  名

商業 190 東法 商業 ３４４ 情報処理　新訂版

商業 7 実教 商業 ３５２ ビジネス情報　新訂版

商業 190 東法 商業 ３５３ ビジネス情報　新訂版

商業 7 実教 商業 ３５８ 電子商取引　新訂版

商業 7 実教 商業 ３２４ 最新プログラミング

商業 7 実教 商業 ３３３ ビジネス情報管理

水産 水産 201 海文堂 水産 ３０１ 水産海洋基礎

水産 201 海文堂 水産 ３０２ 海洋情報技術

水産 201 海文堂 水産 ３０３ 漁業

水産 7 実教 水産 ３０８ 資源増殖

水産 201 海文堂 水産 ３１８ 海洋生物

水産 201 海文堂 水産 ３１３ 海洋環境

水産 7 実教 水産 ３０９ 食品製造

水産 201 海文堂 水産 ３１４ 食品管理１

水産 201 海文堂 水産 ３１５ 食品管理２

水産 7 実教 水産 ３１９ 水産流通

家庭 家庭 7 実教 家庭 ３０３ 生活産業情報

家庭 6 教図 家庭 ３０４ 子どもの発達と保育　育つ　育てる　育ち合う

家庭 7 実教 家庭 ３１１ 子どもの発達と保育　新訂版

家庭 7 実教 家庭 ３０６ ファッション造形基礎

家庭 6 教図 家庭 ３１２ フードデザイン　ｃｏｏｋｉｎｇ＆ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ

家庭 7 実教 家庭 ３１３ フードデザイン　新訂版

家庭 6 教図 家庭 ３０８ 消費生活

家庭 6 教図 家庭 ３０９ 子ども文化

家庭 6 教図 家庭 ３１０ 服飾文化

家庭 7 実教 家庭 ３０２ ファッションデザイン

情報 情報 7 実教 情報 ３０５ アルゴリズムとプログラム

福祉 福祉 7 実教 福祉 ３０１ 社会福祉基礎

福祉 7 実教 福祉 ３０２ 介護福祉基礎

福祉 7 実教 福祉 ３０５ コミュニケーション技術

福祉 7 実教 福祉 ３０３ 生活支援技術

福祉 7 実教 福祉 ３０６ 介護過程

福祉 7 実教 福祉 ３０４ こころとからだの理解
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