
番号 略称

国語総合 183 第一 国総　361 高等学校　改訂版　標準国語総合 1年

国語表現 50 大修館 国表　307 国語表現　改訂版 3年

現代文Ａ 2 東書 現Ａ　306 現代文Ａ 2年

現代文Ａ 183 第一 現Ａ　307 高等学校　改訂版　新編現代文Ａ 3年

現代文Ｂ 50 大修館 現Ｂ　331 精選現代文Ｂ　新訂版 2年

現代文Ｂ 50 大修館 現Ｂ　331 精選現代文Ｂ　新訂版 3年 *

古典Ｂ 2 東書 古Ｂ　329 新編古典Ｂ 2年

古典Ｂ 2 東書 古Ｂ　329 新編古典Ｂ 3年 *

世界史Ａ 81 山川 世Ａ　316 世界の歴史　改訂版 2年

世界史Ｂ 46 帝国 世Ｂ　312 新詳　世界史Ｂ 2年

世界史Ｂ 46 帝国 世Ｂ　312 新詳　世界史Ｂ 3年 *

日本史Ｂ 7 実教 日Ｂ　311 高校日本史Ｂ　新訂版 2年

日本史Ｂ 7 実教 日Ｂ　311 高校日本史Ｂ　新訂版 3年 *

地理Ａ 183 第一 地Ａ　310 高等学校　新版　地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ2年

地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ 2年

地図 46 帝国 地図　310 新詳高等地図 2年

倫理 183 第一 倫理　310 高等学校　改訂版　倫理 1年

倫理 183 第一 倫理　310 高等学校　改訂版　倫理 3年 *

政治・経済 7 実教 政経　309 高校政治・経済　新訂版 3年

数学Ⅰ 7 実教 数Ⅰ　321 新版数学Ⅰ　新訂版 1年

数学Ⅱ 7 実教 数Ⅱ　321 新版数学Ⅱ　新訂版 2年

数学Ⅱ 7 実教 数Ⅱ　321 新版数学Ⅱ　新訂版 3年 *

数学Ⅲ 7 実教 数Ⅲ　318 新版数学Ⅲ　新訂版 2年

数学Ⅲ 7 実教 数Ⅲ　318 新版数学Ⅲ　新訂版 3年 *

数学Ａ 7 実教 数Ａ　321 新版数学Ａ　新訂版 1年

数学Ｂ 7 実教 数Ｂ　320 新版数学Ｂ　新訂版 2年

科学と人間生活 7 実教 科人　307 科学と人間生活　新訂版 1年

物理基礎 7 実教 物基　314 高校物理基礎　新訂版 2年

物理 183 第一 物理　316 高等学校　改訂　物理 2年

物理 183 第一 物理　316 高等学校　改訂　物理 3年 *

化学基礎 7 実教 化基　317 高校化学基礎　新訂版 2年

化学 2 東書 化学　309 改訂　新編化学 3年

生物基礎 2 東書 生基　311 改訂　生物基礎 2年

生物基礎 2 東書 生基　311 改訂　生物基礎 3年 *

生物 2 東書 生物　307 スタンダード生物 3年

地学基礎 2 東書 地基　306 改訂　地学基礎 2年

地学基礎 61 啓林館 地基　308 地学基礎　改訂版 3年

保健体育 50 大修館 保体　304 現代高等保健体育改訂版 1年

保健体育 50 大修館 保体　304 現代高等保健体育改訂版 2年 *

保健体育 50 大修館 保体　304 現代高等保健体育改訂版 3年 *

音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　309 高校生の音楽１ 1年

音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　309 高校生の音楽１ 2年 *

音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　310 MOUSA２ 2年

音楽Ⅲ 27 教芸 音Ⅲ　305 Joy of Music 3年
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美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　305 高校生の美術１ 1年

美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ　304 高校生の美術２ 2年

美術Ⅲ 38 光村 美Ⅲ　303 美術３ 3年

書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　308 書Ⅰ 1年

書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　308 書Ⅱ 2年

書道Ⅲ 6 教図 書Ⅲ　302 書Ⅲ 3年

コミュニケーション英語Ⅰ 104 数研 コⅠ　344 Revised COMET English Communication Ⅰ 1年

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

コミュニケーション英語Ⅱ 104 数研 コⅡ　342 Revised COMET English Communication Ⅱ 3年 *

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

英語表現Ⅰ 2 東書 英Ⅰ　322 NEW FAVORITE English Expression Ⅰ 3年 *

英語会話 109 文英堂 英会　304 My Passport English Conversation 2年

英語会話 109 文英堂 英会　304 My Passport English Conversation 3年 *

家庭基礎 183 第一 家基　320 高等学校　新版　家庭基礎　ともに生きる・持続可能な未来をつくる 1年

社会と情報 7 実教 社情　311 最新社会と情報　新訂版 1年

農業 7 実教 農業　303 農業情報処理 3年

農業 7 実教 農業　304 草花 3年

農業 7 実教 農業　305 食品製造 3年

農業 7 実教 農業　306 植物バイオテクノロジー 2年

農業 7 実教 農業　306 植物バイオテクノロジー 3年 *

農業 7 実教 農業　311 野菜 3年

農業 7 実教 農業　320 農業機械 2年

農業 7 実教 農業　320 農業機械 3年 *

農業 7 実教 農業　325 農業と環境　新訂版 2年

農業 7 実教 農業　325 農業と環境　新訂版 3年 *

商業 7 実教 商業　324 最新プログラミング 3年

商業 7 実教 商業　334 ビジネス基礎　新訂版 2年

商業 7 実教 商業　338 新簿記　新訂版 2年

商業 7 実教 商業　338 新簿記　新訂版 3年 *

商業 7 実教 商業　343 最新情報処理　新訂版 2年

商業 7 実教 商業　343 最新情報処理　新訂版 3年 *

商業 7 実教 商業　347 新財務会計Ⅰ　新訂版 3年

商業 7 実教 商業　350 原価計算　新訂版 3年

商業 7 実教 商業　352 ビジネス情報　新訂版 3年

商業 7 実教 商業　358 電子商取引　新訂版 3年

家庭（専門） 6 教図 家庭　309 子ども文化 3年

家庭（専門） 6 教図 家庭　310 服飾文化 3年

家庭（専門） 6 教図 家庭　312 フードデザインcooking&arrangement 2年

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

家庭（専門） 7 実教 家庭　311 子どもの発達と保育　新訂版 3年

福祉 7 実教 福祉　301 社会福祉基礎 2年

福祉 7 実教 福祉　305 コミュニケーション技術 3年


