
教

科 科目名 発行者
略称 教科書名 使用学科・学年

国語総合 第一 高等学校　改訂版　標準国語総合 普通科１年、理数科１年
国語表現 大修館 国語表現　　改訂版 普通科３年、理数科３年
現代文Ｂ 第一 高等学校　改訂版　標準現代文B 普通科２年、理数科２年
古典Ｂ 第一 高等学校　改訂版　標準　古典Ｂ 普通科２年、理数科２年

世界史Ａ 帝国 明解　世界史Ａ 理数科１年
世界史B 山川 高校世界史 改訂版 普通科１年
日本史Ｂ 山川 詳説日本史　改訂版 普通科２・３年、理数科２年

地理Ｂ 帝国 新詳高等地図　 普通科２年、理数科２年
地理Ｂ 帝国 新詳地理Ｂ　 普通科２年、理数科２年
地図 帝国 標準高等地理　―地図でよむ現代社会― 普通科３年

現代社会 第一 高等学校　改訂版　新現代社会 普通科１年、理数科２年
倫理 第一 高等学校　改訂版　倫理 普通科３年、理数科３年

政治・経済 第一 高等学校　改訂版　政治・経済 普通科３年、理数科３年
数学Ⅰ 数研 改訂版　数学Ⅰ 理数科１年
数学Ⅰ 数研 改訂版　新編　数学Ⅰ 普通科１年
数学Ⅱ 数研 改訂版　数学Ⅱ 理数科１年
数学Ⅱ 数研 改訂版　新編　数学Ⅱ 普通科2年
数学Ⅲ 数研 数学Ⅲ 理数科２年
数学Ⅲ 数研 新編　数学Ⅲ 普通科３年(理系)
数学Ａ 数研 改訂版　数学Ａ 理数科１年
数学Ａ 数研 改訂版　新編　数学Ａ 普通科１年
数学Ｂ 数研 改訂版　数学B 理数科２年
数学Ｂ 数研 改訂版　新編　数学Ｂ 普通科２年

物理基礎 第一 高等学校　改訂　物理基礎　 普通科１・２年、理数科１・２・３年

物理基礎 啓林館 考える物理基礎 普通科１・２年
物理基礎 啓林館 考える物理基礎　マイノート 普通科１・２年
化学基礎 東書 改訂　新編化学基礎 普通科１年、理数科１年
生物基礎 第一 高等学校　改訂　生物基礎 普通科１・２年、理数科１・２・３年

地学基礎 啓林館 地学基礎　改訂版 普通科２年、理数科２・３年

物理 第一 高等学校　物理　 普通科２・３年、理数科１・２・３年

化学 東書 改訂　新編化学 普通科２・３年、理数科１年

生物 第一 高等学校　生物 普通科２・３年、理数科１・２・３年

地学 啓林館 地学 普通科３年、理数科３年
保健 保健 大修館 最新高等保健体育　改訂版 普通科１年、理数科１年

音楽Ⅰ 教芸 ＭＯＵＳＡ（ムーサ）１ 普通科１年、理数科１年
美術Ⅰ 光村 美術１ 普通科１年、理数科１年
書道Ⅰ 光村 書道Ⅰ 普通科１年、理数科１年
音楽Ⅱ 教芸 ＭＯＵＳＡ（ムーサ）２ 普通科２年
美術Ⅱ 光村 美術２ 普通科２年
書道Ⅱ 光村 書道Ⅱ 普通科２年
音楽Ⅲ 教芸 Ｊoｙ　ｏｆ　Ｍｕｓｉｃ 普通科３年
美術Ⅲ 光村 美術３ 普通科３年

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 第一 Vivid  English  ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠNew Ed. 普通科１年、理数科１年
英語表現Ⅰ 啓林館 Revised　Vision　Quest　English　Expression　I　Ad. 普通科３年、理数科３年

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 第一 Vivid  English  ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅡ 普通科２年、理数科２年

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ 第一 Vivid  English  ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅢ 普通科３年、理数科３年
家庭総合 第一 高等学校　新版家庭総合　ともに生きる持続可能な未来 普通科３年
家庭基礎 第一 高等学校　新版　家庭起訴　ともに生きる持続可能な未来 理数科２年

情報 社会と情報 数研 社会と情報　Next 普通科１年・理数科１年
理数数学Ⅰ 数研 改訂版　数学Ⅰ 理数科１年
理数数学Ⅰ 数研 改訂版　数学Ａ 理数科１年
理数数学Ⅱ 数研 改訂版　数学Ⅱ 理数科1年
理数数学Ⅱ 数研 数学Ⅱ 理数科２年
理数数学Ⅱ 数研 数学Ｂ 理数科２年
理数数学Ⅱ 数研 数学Ⅲ 理数科２年
理数数学Ⅱ 数研 新編数学Ⅲ 理数科３年
理数物理 第一 高等学校　改訂物理基礎 理数科１・２・３年
理数物理 第一 高等学校　物理 理数科２・３年
理数化学 東書 改訂　新編化学基礎 理数科１年
理数化学 東書 新編　化学 理数科１年
理数生物 第一 高等学校　改訂生物基礎 理数科１・２・３年
理数生物 第一 高等学校　生物 理数科１・２・３年
理数地学 啓林館 高等学校　地学 理数科３年
理数地学 啓林館 高等学校　地学基礎 理数科３年
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教科 科　目 副　読　本　名 発　行　所 対象学年・学科等

国語総合 常用漢字ダブルクリア三訂版 尚文出版編集部 尚文出版

国語総合 高校生必修　語彙ノート改訂版 桐原書店編集部 桐原書店

国語総合 記入して覚える古典文法クリアノート 杉本　福二 尚文出版

国語総合 これでわかる明快古典文法 内田洋・宮崎昌喜・大谷杏子いいずな書店

国語総合 これでわかる明快古典文法
必修ノート いいずな書店編集部 いいずな書店

国語総合 これでわかる明快古典文法
定着ノート いいずな書店編集部 いいずな書店

国語総合 漢文基本ノートα 浜島書店編集部 浜島書店

国語総合 基礎から解釈へ　漢文必携四訂版 菊池隆雄・村山敬三・六谷明美桐原書店

国語総合 ＫＥY＆ＰＯＩＮＴ　古文単語３３０（改訂版） いいずな書店編集部 いいずな書店

国語表現 国語表現 基礎練習ノート 国語表現編集委員会 大修館書店

現代文B 大学入試センター試験対策問題集　実践センター演習　現代文編 数研出版株式会社 数研出版

現代文B 大学入試センター試験対策問題集　実践センター演習　現代文編　解答編冊子タイプ 数研出版株式会社 数研出版

古典Ｂ 大学入試センター試験対策問題集　実践センター演習　古典編 数研出版株式会社 数研出版

古典Ｂ 大学入試センター試験対策問題集　実践センター演習　古典編　解答編冊子タイプ 数研出版株式会社 数研出版

古典Ｂ 読解力を養う漢文の演習2〔標準編〕 啓隆社編集部 啓隆社

古典Ｂ 改訂版　読解力を養う古文の演習３〔標準編〕入試頻出識別・助詞・敬語問題の演習 啓隆社編集部 啓隆社

世界史B 明解世界史図説エスカリエ 帝国書院編集部 帝国書院

世界史A 明解世界史図説エスカリエ 帝国書院編集部 帝国書院

日本史B 新詳日本史 浜島書店編集部 浜島書店

地理Ｂ 新詳地理資料　COMPLETE 帝国書院編集部 帝国書院

現代社会 フォーラム現代社会2017 星沢哲也 東京法令出版

現代社会 新現代社会ノート改訂版 第一学習社編集部 第一学習社

倫理 新編アプローチ倫理資料 東京法令出版教育出版部とうほう

倫理 倫理ノート 第一学習社編集部 第一学習社

政治・経済 最新政治・経済資料集 第一学習社編集部 第一学習社

政治・経済 政治・経済ノート 第一学習社編集部 第一学習社

数ⅠＡ ３ＴＲＩＡＬ　数Ⅰ＋Ａ(解答付) 数研出版編集部 数研出版

数ⅡＢ ３ＴＲＩＡＬ　数Ⅱ＋Ｂ(解答付) 数研出版編集部 数研出版

物理基礎 ステップアップノート物理基礎
改訂版 啓林館編集部 啓林館

物理 ステップアップノート物理
改訂版 啓林館編集部 啓林館

化学基礎 ニューサポート改訂新編化学基礎 東京書籍編集部 東京書籍

化学 ニューサポート改訂新編化学 東京書籍編集部 東京書籍
化学 ニューステップアップ化学 東京書籍編集部 東京書籍

生物基礎 クリア生物基礎 第一学習社編集部 第一学習社

生物 スタディノート生物 第一学習社編集部 第一学習社

地学基礎 地学基礎の基本マスター 啓林館編集部 啓林館

地学 スクエア最新図説地学 第一学習社編集部 第一学習社
保体 保健体育 最新高等保健体育ノート　 大修館編集部 大修館

芸術 音楽Ⅰ ミュージックノート 教育出版編集局 教育出版

コミュ英語 高校英語の基礎　Type A　 沖縄県高等学校 沖縄時事出版

コミュ英語 高校英語の基礎　Type B　 沖縄県高等学校 沖縄時事出版

コミュ英語 総合英語　Evergreen 墺　タカユキ いいずな書店

コミュ英語 データベース4500　完成英単語・熟語　5th Edition 荻野治男 桐原書店

コミュ英語 Hyper Listening 3rd edition Intermediate
(CD付き) 桐原書店編集部 桐原書店

コミュ英語 Power Stage 英文法・語法問題 瓜生　豊 桐原書店

コミュ英語 2019進研（センター試験）対策英語　重要問題集　英語（筆記） 三田村有 株式会社ラーンズ

コミュ英語 Hyper Listening 
Pre-Advanced
(CD付き) 野村和宏 桐原書店

家庭 フードデザイン イラスト　調理ブック 実教出版 普通科３年

情報 社会と情報 社会と情報Next サポートノート 数研出版編集部 数研出版株式会社

理数数学Ⅰ ４ＳＴＥＰ　数Ⅰ＋Ａ(解答付) 数研出版編集部 数研出版

理数数学Ⅰ ４ＳＴＥＰ　数Ⅱ＋Ｂ(解答付) 数研出版編集部 数研出版

理数数学Ⅱ ４ＳＴＥＰ　数Ⅲ(解答付) 数研出版編集部 数研出版

理数物理 セミナー物理基礎＋物理 第一学習社編集部 第一学習社

理数化学 セミナー化学基礎＋化学 第一学習社編集部 第一学習社
理数生物 セミナー生物基礎＋生物 第一学習社編集部 第一学習社

理数生物 スクエア最新図説生物 第一学習社編集部 第一学習社

理数地学 センサー地学基礎 啓林館編集部 啓林館
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