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国語総合 東書 精選　国語総合 普通科１年、理数科１年
国語表現 第一 高等学校　国語表現 普通科３年、理数科３年
現代文Ｂ 教出 新編　現代文Ｂ　言葉の世界へ 普通科２・３年、理数科２年
古典Ｂ 第一 高等学校標準古典Ｂ 普通科２・３年、理数科２年

世界史Ａ 帝国 明解世界史Ａ 普通科/理数科１年、理数科３年

日本史Ｂ 山川 詳説日本史　 普通科２・３年、理数科２年
地理Ｂ 帝国 新詳地理Ｂ　 普通科２・３年、理数科２年
地理B 帝国 標準高等地理　―地図でよむ現代社会― 普通科２・３年、理数科２年

現代社会 実教 高校現代社会 普通科１年
倫理 第一 高等学校　倫理 普通科３年、理数科３年

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

物理基礎 第一 高等学校　物理基礎　 普通科１・２年、理数科１・２・３年

化学基礎 東書 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　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 普通科２年、理数科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 第一 高等学校　化学 普通科３年
化学 東書 新編化学 普通科２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

保健 保健 大修館 現代高等保健体育 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 教出 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 教出 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  ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ 普通科１年、理数科１年
英語表現Ⅱ 教出 New　ONE　WORLD　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎｓ　ⅡⅠ 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 東書 家庭総合　自立・共生・創造 普通科２年
家庭基礎 東書 家庭基礎　自立・共生・創造 理数科２年

フードデザイン 教図 フードデザイン　COOKING＆ARRANGEMENT 普通科３年
情報 社会と情報 東書 社会と情報 普通科１年・理数科１年

理数数学Ⅰ 数研 数学Ⅰ 理数科１年
理数数学Ⅰ 数研 数学Ａ 理数科１年
理数数学Ⅱ 数研 数学Ⅱ 理数科1・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　物理基礎 理数科２年、３年
理数物理 第一 高等学校　物理 理数科２年、３年
理数化学 東書 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
理数化学 第一 高等学校　化学 理数科３年
理数生物 第一 高等学校　生物基礎 理数科２年
理数生物 第一 高等学校　生物 理数科２年
理数生物 第一 高等学校　生物基礎 理数科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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国語総合 1 普通科・理数科 ピアソン桐原 基礎から学ぶ 解析古典文法 演習ノート 三訂版

国語総合 1 普通科・理数科 ピアソン桐原 基礎から学ぶ　解析古典文法　三訂版
国語総合 1 普通科・理数科 浜島書店 級別　漢字セミナー
国語総合 1 普通科・理数科 浜島書店 基本セミナー漢文入門
国語総合 1 普通科・理数科 ピアソン桐原 高校生必修 語彙ノート 改訂版
国語総合 1 理数科 いいずな書店 Key&Point 古典単語330 改訂版

現代文・古典 3 理数科 尚文出版 センター試験国語過去問題  総合 平成22～27年

現代文・古典 3 理数科 尚文出版 国語 マーク完答３２ 改訂版
古典 2 理数科 啓隆社 読解力を養う漢文の演習２〔標準編〕
古典 ２ 理数科 啓隆社 読解力を養う古文の演習３〔標準編〕

国語表現 2 普通科・理数科 第一学習社 国語表現準拠ノート
世界史A 1 普通科・理数科 帝国書院 明解　世界史図説エスカリエ
世界史A 3 理数科 帝国書院 明解　世界史図説エスカリエ七訂版
地理B 3 普通科 東京法令出版 フォトグラフィア 地理図説 ２０１５
地理B 2 普通科・理数科 東京法令出版 フォトグラフィア 地理図説 ２０１６

日本史B 2 普通科・理数科 浜島書店 新詳日本史
日本史B 3 普通科 浜島書店 新詳日本史
現代社会 1 普通科 東京法令出版 フォーラム現代社会２０１６
現代社会 1 普通科 実教出版 高校現代社会演習ノート

倫理 3 普通科・理数科 とうほう アプローチ倫理資料
倫理 3 普通科・理数科 第一学習社 倫理ノート 新課程用

政治経済 3 普通科・理数科 第一学習社 最新政治・経済資料集 新版
政治経済 3 普通科・理数科 第一学習社 政治・経済ノート 新課程用
数学Ⅰ・A 1 普通科 数研出版 ３TRIAL 数学Ⅰ＋Ａ
数学Ⅱ・B 2 普通科 数研出版 ３TRIAL 数学Ⅱ＋B
総合数学 3 普通科 数研出版 新課程　Study-Upノート　数学Ⅰ＋A
化学基礎 1 普通科 東京書籍 ニューステップアップ化学基礎
物理基礎 1・2 普通科 啓林館 ニューステップアップノート物理基礎
生物基礎 1・2 普通科 数研出版 リードLightノート 生物基礎

生物 2・3 普通科 数研出版 リードLightノート 生物
地学基礎 2 普通科 啓林館 地学基礎の基本マスター

地学 3 普通科 浜島書店 ニューステージ新地学図表
生物 3 普通科 第一学習社 スタディーノート生物
物理 2・3 普通科 啓林館 ステップアップノート物理
化学 2 普通科 東京書籍 ニューステップアップ化学
化学 3 普通科 第一学習社 セミナー 化学基礎+化学

保健 保健 1 普通科・理数科 大修館 現代高等保健体育ノート　
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 1 普通科・理数科 東京書籍 フェイバリット英単語・熟語コーパス4500
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 1 理数科 ピアソン桐原 Harvest English Grammar Red Course  in 20 Lessons

英語表現Ⅰ 1 普通科 沖縄時事出版 高校英語基礎 Ｔｙｐｅ Ｂ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 2 理数科 第一学習社 Voice リスニングコース２ 問題集　
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 2 理数科 ピアソン桐原 Harvest English Grammar Green Course in 25 Lessons

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 2 理数科 数研出版 三訂版　UPGRADE 英文法・語法問題
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ 3 理数科 株式会社ラーンズ 2017 センター試験対策英語 重要問題演習 英語（筆記）

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ 3 理数科 第一学習社 Voice リスニング　スキルアップテスト
英語一般(選択A) 3 普通科 エミル出版 The History of OKINAWA from Past to Present

英語一般(選択Ｂ) 3 理数科 第一学習社 Ｓｅｅｋ ｎｅｏ ③　英語総合問題
中国語(選択B) 3 普通科・理数科 明日香出版社 はじめての中国語(CDブック)

ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ(選択Ａ) 3 普通科 実教出版 イラスト調理ＢＯＯＫ　基本・応用・理論
生活教養(選択Ｂ) 3 普通科 教育出版 最新版　私たちのエチケット－身近なところから始めよう－

理数数学Ⅰ 1 理数科 数研出版 4STEP 数学Ⅰ＋Ａ
理数数学Ⅱ 1・2 理数科 数研出版 4STEP 数学Ⅱ＋B
理数化学 1・３ 理数科 東京書籍 ニューグローバル　化学基礎＋化学

理数化学・理科探究 1 理数科 第一学習社 スクエア　最新図説化学
理数化学・理科探究 3 理数科 第一学習社 セミナー化学基礎＋化学

理数物理 １・２・３ 理数科 第一学習社 セミナー 物理基礎＋物理
理数生物 １・2・3 理数科 東京書籍 スクエア　最新図説 生物
理数生物 １・2・3 理数科 第一学習社 セミナー生物基礎＋生物
理数地学 3 理数科 啓林館 センサー地学基礎　
理科探究 3 理数科 啓林館 サンダイヤル化学基礎の徹底暗記&ドリル
理科探究 3 理数科 啓林館 サンダイヤル化学の徹底暗記&ドリル

外
国
語

家
庭
理
数

理
数

３．　平成28年度使用副読本及び参考教材一覧表

国
語

地
理
歴
史

公
民

数
学

理
科


