
教科書

番号 略称 記号

国語表現 183 第一 国表308 高等学校　改訂版国語表現 〇

政治・経済 7 実教 政経313 最新政治・経済 新訂版 〇 〇

数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ310 新編数学Ⅲ 〇

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅲ 212 桐原 コⅢ323

WORLD TREK English
CommunicationⅢ

〇 〇

英語表現I 104 数研 英Ⅰ332 DUALSCOPE English Expression Ⅰ 〇

英語表現Ⅱ 104 数研 英Ⅱ325 DUALSCOPE English Expression Ⅱ 〇

家庭（専門） 007 実教 家庭311 子どもの発達と保育 新訂版 〇

世界史A 46 帝国 世A314 明解世界史A 〇

商業 7 実教 商業327 経済活動と法 〇

商業 7 実教 商業329 財務会計Ⅱ 〇

商業 7 実教 商業333 ビジネス情報管理 〇

商業 7 実教 商業352 ビジネス情報新訂版 〇

商業科普通科

３学年　使用教科書一覧

科目
発行者

教科書名



教科書の

番号 略称 記号

現代文Ｂ 183 第一 現Ｂ339 高等学校　改訂版 現代文Ｂ

古典Ｂ 183 第一 古Ｂ350 高等学校　改訂版 古典Ｂ古文編

古典Ｂ 183 第一 古Ｂ351 高等学校　改訂版 古典Ｂ漢文編

日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ309 詳説日本史 改訂版

地理Ａ 46 帝国 地Ａ308 高等学校　新地理Ａ

地理Ａ 46 帝国 地図309 標準高等地図　－地図でよむ現代社会－

数学Ⅱ 46 数研 数Ⅱ329 改訂版 新編数学Ⅱ

数学B 46 数研 数B327 改訂版　新編数学B

科学と人間生活 46 実教 科人307 科学と人間生活　新訂版

物理基礎 46 数研 物基319 改訂版　新編物理基礎

物理 46 数研 物理314 改訂版　総合物理１ 力と運動・熱

物理 46 数研 物理315 改訂版　総合物理２ 波・電気と磁気・原子

生物 46 数研 生物310 改訂版　生物

化学 46 実教 化学310 化学　新訂版

地学基礎 46 数研 地基309 新編　地学基礎

音楽Ⅱ 46 教芸 音Ⅱ310 MOUSA2

美術Ⅱ 46 日文 美Ⅱ304 高校生の美術２

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ 46 三省堂 コⅡ332

MY WAY English Communication Ⅱ
New Edition

英語表現I 46 数研 英Ⅰ333 Revised BIG DIPPER English Expression Ⅰ

家庭基礎 46 実教 家基315 家庭基礎21

社会と情報 46 実教 社情　311 最新社会と情報 新訂版

科目

発行者

教科書名

２学年普通科　使用教科書一覧



教科書

番号 略称 記号 会計 情報

現代文Ｂ 183 第一 現Ｂ339 高等学校　改訂版 現代文Ｂ ○ ○

地理Ａ 46 帝国 地Ａ308 高等学校　新地理Ａ ○ ○

地理Ａ 46   帝国 地図309 標準高等地図　－地図でよむ現代社会－ ○ ○

数学A 104 数研 数A329 改訂版　新編数学A ○ ○

科学と人間生活 7 実教 科人307 科学と人間生活　新訂版 ○ ○

音楽Ⅰ 027 教芸 音Ⅰ310 MOUSA１ ○ ○

美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ305 高校生の美術１ ○ ○

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ 15 三省堂 コⅡ332

MY WAY English Communication Ⅱ
New Edition

○ ○

家庭基礎 7 実教 家基315 家庭基礎21 ○ ○

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347 新財務会計Ⅰ　新訂版 ○

商業 7 実教 商業352 ビジネス情報新訂版 ○

発行者
科目 教科書名

商業科

２学年商業科　使用教科書一覧（選択講座別）



教科書

番号 略称 記号番号

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 〇 〇

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 〇 〇

世界史A 46 帝国 世A314 明解世界史A 〇

現代社会 35 清水 現社316 高等学校 現代社会 新訂版 〇 〇

数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ329 改訂版　新編数学Ⅰ 〇 〇

数学A 104 数研 数A329 改訂版　新編数学A 〇

化学基礎 7 実教 化基315 化学基礎 新訂版 〇

生物基礎 104 数研 生基316 改訂版 生物基礎 〇 〇

保健体育 50 大修館 保体304 現代高等保健体育 改訂版 〇 〇

保健体育 50 大修館 現代高等保健体育ノート 〇 〇

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅰ 104 数研 コⅠ343

Revised BIG DIPPER
English Communication Ⅰ

〇 〇

商業 144 暁 商業302 新ビジネス基礎 〇

商業 190 東法 商業344 情報処理新訂版 〇

商業 7 実教 商業339 高校簿記新訂版 〇

商業 7 実教 商業350 原価計算新訂版 〇

１学年使用教科書一覧（普通科・商業科別）
普通科科目

発行者
教科書名 商業科


