
教科名 科目名 番号 略称 記号 教科書名 学年

国語 現代の国語 15 三省堂 現国　705 新 現代の国語 1

国語 言語文化 143 筑摩 言文　712 言語文化 1

地歴公民 地図 46 帝国 地図　703 標準高等地図 1

地歴公民 公共 104 数研 公共　709 高等学校　公共　これからの社会について考える 1

数学 数学Ⅰ 7 実教 数Ⅰ　708 高校数学Ⅰ 1

理科 科学と人間生活 104 数研 科人　704 科学と人間生活 1

保健体育 保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育 1

芸術 音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１ 1

芸術 美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　701 美術１ 1

芸術 書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ 1

英語 英語コミュニケーションⅠ 104 数研 ＣⅠ　717 COMET English CommunicationⅠ 1

家庭 家庭総合 7 実教 家総　703 家庭総合 1

情報 情報Ⅰ 2 東書 情Ⅰ　701 新編情報Ⅰ 1

国語 現代文Ｂ 50 大修館 現Ｂ　332 新編現代文Ｂ　改訂版 2

国語 古典Ｂ 50 大修館 古Ｂ　342 新編古典Ｂ　改訂版 2

地歴公民 世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　314 高校世界史　改訂版 2

数学 数学Ⅱ 7 実教 数Ⅱ　323 高校数学Ⅱ　新訂版 2

数学 数学Ａ 7 実教 数Ａ　323 高校数学Ａ　新訂版 2

数学 数学Ｂ 7 実教 数Ｂ　321 高校数学Ｂ　新訂版 2

理科 科学と人間生活 104 数研 科人　308 新　科学と人間生活 2

理科 化学基礎 183 第一 化基　322 高等学校　改訂　新化学基礎 2

芸術 音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　310 MOUSA２ 2

芸術 美術Ⅱ 38 光村 美Ⅱ　303 美術２ 2

芸術 書道Ⅱ 2 東書 書Ⅱ　305 書道Ⅱ 2

英語 コミュニケーション英語Ⅱ 104 数研 コⅡ　342 Revised COMET English Communication Ⅱ 2

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

福祉 福祉（専門） 7 実教 福祉　301 社会福祉基礎 2

福祉 福祉（専門） 7 実教 福祉　302 介護福祉基礎 2

国語 国語表現 50 大修館 国表　307 国語表現　改訂版 3

地歴公民 日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　314 高校日本史　改訂版 3

地歴公民 政治・経済 35 清水 政経　315 高等学校　新政治・経済　 新訂版 3

数学 数学Ⅲ 7 実教 数Ⅲ　314 高校数学Ⅲ 3

理科 物理基礎 183 第一 物基　321 高等学校　改訂　新物理基礎 3

理科 化学 183 第一 化学　315 高等学校　改訂　化学 3

理科 生物 2 東書 生物　307 スタンダード生物 3

理科 地学基礎 183 第一 地基　310 高等学校　改訂　地学基礎 3

芸術 音楽Ⅲ 27 教芸 音Ⅲ　305 Joy of Music 3

芸術 美術Ⅲ 38 光村 美Ⅲ　303 美術３ 3

芸術 書道Ⅲ 2 東書 書Ⅲ　301 書道Ⅲ 3

英語 コミュニケーション英語Ⅲ 104 数研 コⅢ　338 Revised BIG DIPPER English Communication Ⅲ 3

英語 英語表現Ⅱ 17 教出 英Ⅱ　320 NEW ONE WORLD Expressions Ⅱ Revised Edition 3

英語 英語会話 15 三省堂 英会　302 SELECT English Conversation 3

家庭 家庭（専門） 6 教図 家庭　312 フードデザインcooking&arrangement 3

福祉 福祉（専門） 7 実教 福祉　303 生活支援技術 3

国語 古典Ａ 15 三省堂 古Ａ　306 古典Ａ 2年・3年

商業 商業 7 実教 商業　342 情報処理　新訂版 2年・3年
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