
教科
発行者
（略称）

教科書の
記号・番号

書　　　名

東書 現国　701 新編現代の国語

筑摩 現国　712 現代の国語

東書 言文　701 新編言語文化

筑摩 言文　712 言語文化

東書 現Ｂ　321 新編現代文Ｂ

第一 現Ｂ　339 高等学校　改訂版　現代文Ｂ

第一 古Ｂ　350 高等学校　改訂版　古典B　古文編

第一 古Ｂ　351 高等学校　改訂版　古典B　漢文編

大修館 国表　307 国語表現　改訂版

第一 古Ａ　316 高等学校　改訂版　古典Ａ　大鏡　源氏物語　諸家の文章

二宮 地総　705 わたしたちの地理総合　世界から日本へ

帝国 地図　702 新詳高等地図

帝国 歴総　706 明解　歴史総合

帝国 世Ａ　314 明解　世界史Ａ

実教 世Ｂ　309 世界史Ｂ　新訂版

実教 日Ａ　309 高校日本史Ａ　新訂版

山川 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版

帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ

帝国 地図　310 新詳高等地図

実教 政経　312 高校政治・経済　新訂版

実教 政経　313 最新政治・経済　新訂版

実教 倫理　312 高校倫理　新訂版

数研 数Ⅰ　713 高等学校　数学Ⅰ

数研 数Ⅰ　714 新編　数学Ⅰ

実教 数Ⅰ　708 高校数学Ⅰ

数研 数Ａ　713 高等学校　数学A

数研 数Ａ　714 新編　数学A

数研 数Ⅱ　328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ

数研 数Ⅱ　329 改訂版　新編　数学Ⅱ

実教 数Ⅱ　323 高校数学Ⅱ　新訂版

数研 数Ｂ　326 改訂版　高等学校　数学Ｂ

数研 数Ｂ　327 改訂版　新編　数学Ｂ

数研 数Ⅲ　323 改訂版　高等学校　数学Ⅲ

数研 数Ⅲ　324 改訂版　新編　数学Ⅲ

実教 数Ａ　323 高校数学Ａ　新訂版

第一 科人　705 高等学校　科学と人間生活

実教 生基　703 生物基礎

第一 生基　319 高等学校　改訂　新生物基礎

第一 生物　311 高等学校　改訂　生物

啓林館 物基　316 考える物理基礎

啓林館 物基　317 考える物理基礎　マイノート

数研 物基　318 改訂版　物理基礎

数研 物理　313 改訂版　物理

数研 地基　304 地学基礎

東書 化基　314 改訂　新編化学基礎

実教 化基　315 化学基礎　新訂版

実教 化学　310 化学　新訂版

令和４年度　使用教科書　全日制

国語

地理
歴史

公民

数学

理科



教科
発行者
（略称）

教科書の
記号・番号

書　　　名

保健体育 大修館 保体　702 新高等保健体育
日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１
教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１
桐原 ＣⅠ　723 Heartening English Communication Ⅰ

三省堂 ＣⅠ　709 VISTA English CommunicationⅠ
啓林館 論Ⅰ　709 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Standard
桐原 コⅡ　354 WORLD TREK English Communication Ⅱ New Edition

三省堂 コⅡ　333 VISTA English Communication Ⅱ New Edition
啓林館 英Ⅱ　323 Vision Quest English Expression Ⅱ Hope
桐原 コⅢ　347 PRO-VISION English Communication Ⅲ New Edition
桐原 コⅢ　348 WORLD TREK English Communication Ⅲ New Edition

啓林館  英Ⅰ 329 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Standard
実教 家基　706 Agenda  家庭基礎
東書 家総　701 家庭総合　自立・共生・創造
教図 家庭　310 服飾文化

理数 数研 理数　702 理数探究基礎
実教 農業　701 農業と環境
実教 農業　705 森林科学
実教 農業　315 森林経営
実教 農業　303 農業情報処理
実教 工業　335 測量
実教 商業　339 高校簿記　新訂版

農文協 農業　030 グリーンライフ
実教 農業　320 農業機械

農文協 農業　017 生物活用
実教 農業　316 林産物利用

電機大 農業　322 農業土木施工
電機大 農業　323 造園技術
実教 （準教科書） 微生物利用
実教 （準教科書） 新版　食品流通
実教 工業　701 工業技術基礎
実教 工業　730 インテリア製図
実教 工業　734 インテリア計画

海文堂 工業　343 インテリアエレメント生産
実教 工業　385 情報技術基礎　新訂版

電機大 工業　373 インテリア装備
海文堂 工業　344 デザイン技術

外国語

家庭

農業

工業

芸術


