
学年 教科 科目名 発行者 教科書名
１ 国語 国語総合 東書 新編国語総合
１ 地歴 世界史Ｂ 第一 高等学校　改訂版　世界史B　人、暮らしがあふれる歴史
１ 数学 数学Ⅰ 第一 高等学校　新編数学Ⅰ
１ 理科 生物基礎 東書 生物基礎
１ 保健体育 保健体育 大修館 現代保健体育　改訂版
１ 芸術 音楽Ⅰ 教芸 高校生の音楽　１
１ 芸術 美術Ⅰ 日文 高校美術１
１ 芸術 書道Ⅰ 教図 書Ⅰ
１ 外国語 オーラル・コミュニケーションⅠ 第一 Ｖｏｉｃｅ　Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ
１ 外国語 英語Ⅰ 第一 Ｖｉｖａ　Ｅｎｇｌｉｓｈ！　Ⅰ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ
１ 商業 ビジネス基礎 実教 ビジネス基礎　新訂版
１ 商業 簿記 実教 新簿記　新訂版
１ 商業 情報処理 実教 情報処理２１　新訂版　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ
２ 国語 国語総合 東書 新編国語総合
２ 国語 現代文 東書 新編現代文
２ 地歴 日本史Ｂ 実教 高校日本史B　改訂版
２ 地歴 地理Ｂ 東書 地理B
２ 地歴 地理Ｂ 帝国 新詳高等地図　初訂版
２ 数学 数学Ⅱ 実教 新版数学Ⅱ　新訂版
２ 数学 数学Ａ 実教 新版数学A　新訂版
２ 理科 理科総合Ａ 東書 理科総合Ａ　システムとしてみる自然
２ 保健体育 保健体育 大修館 現代保健体育　改訂版
２ 英語 英語Ⅱ 第一 Ｖｉｖａ　Ｅｎｇｌｉｓｈ！　Ⅱ　ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ
２ 英語 リーディング 文英堂 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　Ｓｕｒｆｉｎｇ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ
２ 商業 商品と流通 実教 商品と流通　新訂版
２ 商業 マーケティング 実教 マーケティング　
２ 商業 国際ビジネス 実教 国際ビジネス
２ 商業 会計 実教 高校会計　新訂版
２ 商業 原価計算 実教 原価計算　新訂版
２ 商業 ビジネス情報 実教 ビジネス情報　新訂版
２ 商業 文書デザイン 東法 文書デザイン
２ 商業 プログラミング 実教 Ｖｉｓｕａｌ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ  －ＢＡＳＩＣ－ プログラミング２１  
３ 国語 国語表現Ⅰ 京書 国語表現Ⅰ　改訂版
３ 国語 現代文 第一 高等学校　改訂版　標準現代文
３ 国語 古典講読 三省堂 高等学校　古典講読　源氏物語　枕草子　大鏡
３ 公民 現代社会 東書 現代社会
３ 公民 政治・経済 実教 高校政治・経済　新訂版
３ 数学 数学基礎 第一 高等学校　数学基礎
３ 数学 数学B 第一 高等学校　新編数学B
３ 理科 理科基礎 東書 理科基礎　自然のすがた・科学の見かた
３ 理科 化学Ⅰ 東書 新編化学Ⅰ
３ 理科 生物Ⅰ 東書 生物Ⅰ
３ 芸術 音楽Ⅱ 教芸 高校生の音楽　２
３ 芸術 美術Ⅱ 日文 高校美術２
３ 芸術 書道Ⅱ 光村 書Ⅱ
３ 英語 英語Ⅱ 池田 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ
３ 英語 リーディング 池田 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ
３ 英語 ライティング 文英堂 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＰＯＷＷＯＷ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ
３ 家庭 家庭総合 大修館 明日を拓く　高校家庭総合
３ 家庭 フードデザイン 教図 新版フードデザインＣＯＯＫＩＮＧ＆ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴ　
３ 家庭 発達と保育 教図 発達と保育　育つ・育てる・育ち合う
３ 商業 商業技術 実教 商業技術　新訂版
３ 商業 マーケティング 実教 マーケティング　
３ 商業 英語実務 実教 Communication For Business　英語実務
３ 商業 経済活動と法 実教 経済活動と法　新訂版
３ 商業 国際ビジネス 実教 国際ビジネス
３ 商業 会計 実教 新会計　新訂版
３ 商業 原価計算 実教 原価計算　新訂版
３ 商業 会計実務 実教 会計実務
３ 商業 ビジネス情報 実教 ビジネス情報　新訂版
３ 商業 文書デザイン 東法 文書デザイン
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