
番号 略称

現代の国語 183 第一 現国715 高等学校 標準現代の国語 １年

言語文化 183 第一 言文714 高等学校　精選言語文化 1年

現代文Ｂ 050 大修館 現Ｂ329 現代文Ｂ　改訂版　上巻 ２年

現代文Ｂ 051 大修館 現Ｂ330 現代文Ｂ　改訂版　下巻 ３年

古典B 015 三省堂 古Ｂ333 高等学校　古典Ｂ　古文編　改訂版　 ２年（総スポ除く）

古典B 015 三省堂 古Ｂ334 高等学校　古典Ｂ　漢文編　改訂版　 ２年（総スポ除く）

国語表現 183 第一 国表308 高等学校　改訂版　国語表現 ３年(総スポ･総選）

歴史総合 081 山川 歴総709 わたしたちの歴史　日本から世界へ 1年

世界史B 002 東書 世B311 新選　世界史B ３年

日本史B 007 実教 日B311 高校日本史B　新訂版 2年(社会科選択)

地理B 046 帝国 地B30４ 新詳地理B 2年(社会科選択)

地図 046 帝国 地図310 新詳高等地図 2年(社会科選択)

公
民

倫理 183 第一 倫理310 高等学校　改訂版　倫理 ３年

数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　714 新編　数学Ⅰ 1年

数学A 104 数研 数学A　714 新編　数学A
１年

（文理・特進）

数学Ⅱ 104 数研 数学Ⅱ　329 改訂版　新編　数学Ⅱ
2年

（文理・特進）

数学A 104 数研 数A　32９ 改訂版　新編　数学A
2年

(総スポ・英語2年)

数学B 104 数研 数B　327 改訂版　新編　数学B ２年(特進）

数学Ｂ 104 数研 数Ｂ328 改訂版　最新　数学B 3年（文理）

数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ32３ 改訂版　高等学校　数学Ⅲ ３年（特進）

化学基礎 002 東書 化基701 化学基礎 １年

生物基礎 104 数研 生基709 新編　生物基礎
1年

（文理・特進）

生物基礎 104 数研 生基317 改訂版　新編生物基礎 ３年(総ｽﾎﾟ･英語)

物理基礎 104 数研 物基319 改訂版　新編　物理基礎 2年(理科選択)

地学基礎 061 啓林館 地基308 地学基礎　改訂版 2年(理科選択)

化学 002 東書 化学308 改訂　化学 3年(理科選択)

生物 104 数研 生物310 改訂版　生物 3年(理科選択)

物理 183 第一 物理316 高等学校　改訂　物理 3年(理科選択)

地学 061 啓林館 地学303 地学　改訂版 3年(理科選択)
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保体 保健体育 050 大修館 保体701 現代高等保健体育 1年

保体 保健体育 050 大修館 保体304 現代高等保健体育　改訂版 ２年

音楽Ⅰ 027 教芸 音Ⅰ703 MOUSA１ １年(芸術選択)

音楽Ⅰ 027 教芸 音Ⅰ310 MOUSA１ ３年(総合選択)

音楽Ⅱ 027 教芸 音Ⅱ310 MOUSA２ ２年(芸術選択)

美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ702 高校生の美術１ １年(芸術選択)

美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ305 高校生の美術１ 3年(総合選択)

美術Ⅱ 116 日文 美Ⅲ304 高校生の美術２ 　２年(芸術選択）

書道Ⅰ 017 教出 書Ⅰ704 書道Ⅰ １年(芸術選択)

書道Ⅰ 017 教出 書Ⅰ307 新編　書道Ⅰ ３年(総合選択)

書道Ⅱ 017 教出 書Ⅱ307 新編　書道Ⅱ ２年(芸術選択)

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
Ⅰ 061 啓林館 CⅠ714

LANDMARK　Fit　English
Communication　Ⅰ

１年

論理・表現Ⅰ 104 数研 論Ⅰ　711
EARTHRISE　English　Logic　and
Expression I Standard

1年
（英語・文理・特進）

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ 015 三省堂 コⅡ332

MY WAY English Communication Ⅱ
New Edition

２年

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅲ 061 啓林館 コⅢ336

LANDMARK　Fit　English
Communication　Ⅲ

３年

家庭総合 002 東書 家総307 家庭総合　自立・共生・創造 ２・３年

フードデザイン 006 教図 家庭312 フードデザイン Cooking&arrangement 3年（総選）

情報 情報Ⅰ 002 東書 情Ⅰ　701 新編情報Ⅰ １年

商業 商業 007 実教 商業338 新簿記　新訂版 ３年(総選)

教科 科目 著者名 準教科書名 使用学年・学科

総合英語 田中　実
BIG　DIPPER　ENGLISH
GRAMMAR　in　２１　STAGES

１年（英語）

英語表現 島元　巌 Heart　of　OKINAWA ２年（英語）

英語表現 いいずな書店編集部 Listening　Platform ３年（英語）

英語理解 いいずな書店編集部 Wonderland　1.5　英語総合問題集 ３年（総合選択）

異文化理解 竹下　厚志
読解力と表現力を高めるSDGｓ 英語長文
-Think, Share, Act-

３年（英語）

基礎英語 浜島書店編集部 Watching World ３年（総合選択）

英語理解 Z会編集部
共通テストドリル 英語リーディング
10 minutes

３年（特進）

商
業

情報処理
日本文教出版

編集部
コンピューター入力問題集 ３年（総合選択）
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三省堂

Z会
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出版
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