
平成 31年度使用教科書一覧 

 

科目 
   発行者の 教科書の 

記号・番号 
教科書名 使用学年 

 番 号  略 称 

国語表現 １８３ 第一 国表３０８ 高等学校改訂版 国語表現 ３・４ 

 国語総合 １８３ 第一 国総３６２ 高等学校改訂版 新編国語総合 １ 

 現代文Ｂ １８３ 第一 現Ｂ３４０ 高等学校改訂版 標準現代文Ｂ ２・３ 

 古典Ａ １８３ 第一 古Ａ３１４ 高等学校改訂版 標準古典Ａ物語選 ２ 

日本史Ａ １８３ 第一 日Ａ３１２ 
高等学校 改訂版 

日本史Ａ ひと・くらし・未来 
３ 

世界史Ａ １８３ 第一 世Ａ３１７ 高等学校 改訂版 世界史Ａ ２ 

日本史Ｂ ２ 東書 日Ｂ３１０ 新選日本史Ｂ ２・３ 

地理Ａ １８３ 第一 地Ａ３１０ 
高等学校 新版  

地理Ａ 世界に目を向け，地域を学ぶ 
２・３・４ 

地図 １３０ 二宮 地図３１２ 基本地図帳 改訂版 ２・３・４  

現代社会 １８３ 第一 ３２２ 高等学校 改訂版 新現代社会 １ 

政治・経済 １８３ 第一 ３１０ 高等学校 新政治・経済 ３・４ 

倫理 １８３ 第一 ３１０ 高等学校 改訂版 倫理 ３・４ 



科目 
   発行者の 教科書の 

記号・番号 
教科書名 使用学年 

 番 号  略 称 

数学Ⅰ １０４ 数研 数学Ⅰ３３１ 改訂版 新 高校の数学Ⅰ １ 

数学Ⅱ １０４ 数研 数学Ⅱ３３１ 改訂版 新 高校の数学Ⅱ ２ 

数学Ⅲ ７ 実教 数Ⅲ３１４ 高校数学Ⅲ ３ 

数学Ａ １０４ 数研 数Ａ３３１ 改訂版 新 高校の数学Ａ ２・３ 

数学Ｂ １０４ 数研 数Ｂ３２９ 改訂版 新 高校の数学Ｂ ３ 

数学活用 ７ 実教 数活３０１ 数学活用 ４ 

化学基礎 ７ 実教 化基 ３１７ 高校化学基礎 新訂版 １ 

生物基礎 ２ 東書 生基 ３１２ 改訂 新編生物基礎 １・２ 

地学基礎 １８３ 第一 地基 ３１０ 高等学校 改訂 地学基礎 ２～４ 

物理基礎 １８３ 第一 物基 ３２１ 高等学校 改訂 新物理基礎 ２ 

化学 ７ 実教 化学 ３１１ 新版 化学 新訂版 ２ 

生物   ２ 東書 生物 ３０７ スタンダード生物 ３ 

物理  １８３ 第一 物理 ３１６ 高等学校 改訂 物理 ３ 



科目 
   発行者の 教科書の 

記号・番号 
教科書名 使用学年 

 番 号  略 称 

地学  ６１ 啓林館 地学 ３０３ 地学 改訂版 ３ 

保健 ５０ 大修館 保体３０４ 現代高等保健体育改訂版 １ 

音楽Ⅰ ２７ 教芸 音Ⅰ ３１０ ＭＯＵＳＡ１ １ 

音楽Ⅱ ２７ 教芸 音Ⅱ ３１０ ＭＯＵＳＡ２ ２ 

音楽Ⅲ ２７ 教芸 音Ⅲ ３０５ Joy  of Ｍｕｓｉｃ ３ 

美術Ⅰ １１６ 日文 美Ⅰ ３０５ 高校生の美術１ １ 

美術Ⅱ ３８ 光村 美Ⅱ ３０３ 美術２ ２ 

美術Ⅲ １１６ 日文 美Ⅲ ３０２ 高校美術３ ３ 

美術Ⅰ １１６ 日文 美Ⅰ ３０２ 高校美術１ ２ 

工芸Ⅰ １１６ 日文 工Ⅰ ３０１ 工芸Ⅰ ３ 

書道Ⅰ  ３８ 光村 書Ⅰ ３０８ 書 Ⅰ １ 

書道Ⅱ  １７ 教出 書Ⅱ ３０７ 新編 書道Ⅱ ２ 

書道Ⅱ  ３８ 光村 書Ⅱ ３０８ 書 Ⅱ ３ 



科目 
   発行者の 教科書の 

記号・番号 
教科書名 使用学年 

 番 号  略 称 

書道Ⅰ ２ 東書 書Ⅰ ３０５ 書道 Ⅰ ２・３・４ 

コミュニケ

ーション英

語Ⅰ 

１５ 三省堂 コⅠ ３３５ 
VISTA 

English Communication I New Edition 
１ 

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 
２ 

コミュニケ

ーション英

語Ⅲ 

２ 東書 コⅢ ３２５ 
All Aboard! 

English Communication Ⅲ 
３ 

英語会話 １５ 三省堂 英会 ３０２ 
SELECT 

English Conversation 
２ 

家庭 

(専門) 
６ 教図 家庭 ３０４ 

こどもの発達と保育 

育つ 育てる 育ち合う 
３ 

  家庭 

（専門） 
６ 教図 家庭 ３１２ 

フードデザイン 

cooking & arrangement 
２・３ 

家庭総合 ２ 東書 家総 ３０７ 家庭総合 自立・共生・創造 １・２ 

情報の科学 ７ 実教 情報 ３０８ 情報の科学 新訂版 １ 

情報（専門） ７ 実教 情報 ３０１ 情報の表現と管理 ３ 

農業 ７ 実教 農業 ３０４ 草花 ３ 

農業 ２０１ 海文堂 農業 ３１０ 造園計画 ２ 

農業 １７９ 電機大 農業 ３２３ 造園技術 ２ 



 

科目 
   発行者の 教科書の 

記号・番号 
教科書名 使用学年 

 番 号  略 称 

農業 １７９ 電機大 農業 ３２４ 環境緑化材料 ３ 

商業 １９０ 東法 商業 ３４４ 情報処理 新訂版 ２・３ 

商業 １９０ 東法 商業 ３５３ ビジネス情報 新訂版 ２・３ 

福祉 ７ 実教 福祉 ３０１ 社会福祉基礎 ２・３・４ 

福祉 ７ 実教 福祉 ３０５ コミュニケーション技術 ２・３・４ 

福祉 ７ 実教 福祉 ３０３ 生活支援技術 ３・４ 

福祉 ７ 実教 福祉 ３０４ こころとからだの理解 ３・４ 


