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教科・学科 発行者 教科書の記号・番号 教科書名

国語 大修館 国語総合３４７ 新編国語総合　改訂版
国語 大修館 国語表現３０７ 国語表現　改訂版
国語 東書 現代文A３０６ 現代文Ａ
地理歴史 第一 地理Ａ３１０ 高等学校　新版　地理Ａ　世界に目を向け、地域を学ぶ
地理歴史 帝国 地図３１０ 新詳高等地図
地理歴史 山川 世界史A３１６ 世界の歴史　改訂版
地理歴史 第一 日本史Ａ３１２ 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来　
公民 第一 現代社会３２２ 高等学校　改訂版　新現代社会
数学 東書 数学Ⅰ　３１９ 改訂　新数学Ⅰ
数学 東書 数学Ⅱ　３１９ 改訂　新数学Ⅱ
数学 数研 数学A　３３０ 改訂版　最新　数学A
数学 数研 数学Ｂ　３２８ 改訂版　最新　数学Ｂ
理科 数研 科学と人間生活３０３ 科学と人間生活　くらしの中のサイエンス
理科 啓林館 物理基礎３０６ 新編　物理基礎
理科 東書 化学基礎３14 改訂　新編化学基礎
理科 第一 生物基礎３19 高等学校　改訂　新生物基礎
保健体育 大修館 保健体育３０４ 現代高等保健体育　改訂版
芸術 教出 音楽Ⅰ３０８ 高校音楽Ⅰ改訂版 Music View
芸術 光村 美術Ⅰ３０４ 美術１
芸術 光村 書道Ⅰ３０８ 書　Ⅰ
芸術 光村 書道Ⅱ３０８ 書　Ⅱ
外国語 文英堂 コミュ英語Ⅰ３４６ Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　Ｇｒｏｖｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ⅰ
外国語 数研 コミュ英語Ⅰ３４４ Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＣＯＭＥＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ
外国語 文英堂 コミュ英語Ⅱ３４４ Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　Ｇｒｏｖｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ⅱ
外国語 数研 コミュ英語Ⅱ３４２ Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＣＯＭＥＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ
外国語 東書 英語表現Ⅰ３２２ NEW　FAVORITE　English　Expreｓsion　Ⅰ
外国語 東書 英語会話３０１ Hello　there! English Conversation
家庭 東書 家総３０７ 家庭総合　自立・共生・創造
家庭 東書 家基３１１ 家庭基礎　自立・共生・創造
家庭 実教 家庭３０６ ファッション造形基礎
家庭 教図 家庭３０４ 子どもの発達と保育　育つ 育てる 育ち合う
家庭 実教 家庭３１３ フードデザイン　新訂版
家庭 実教 家庭３０１ フードデザイン　※旧：継続使用

家庭 実教 生活と福祉　　※準教科書

家庭 全調協 新調理師養成教育全書４　調理理論と食文化概論　　※準教科書

家庭 全調協 新調理師養成教育全書必修編１　食品と栄養の特性　　※準教科書

農業 農文協 農業３０２ 農業と環境
農業 実教 農業３０３ 農業情報処理
農業 実教 工業３３５ 測量　
農業 実教 農業３１１ 野菜
農業 実教 農業３０４ 草花
農業 実教 農業３０６ 植物バイオテクノロジー
農業 実教 農業３０５ 食品製造
農業 電機大 農業３１７ 水循環
農業 海文堂 農業３０９ 農業土木設計  
農業 実教 工業３６６ 土木施工
工業 実教 工業３０６ 土木製図
農業 実教 農業３１３ 農業経営
農業 幻冬舎 知識ゼロからの農業ビジネス入門　　　※準教科書

農業 実教 農業326 生物活用　　
農業 農文協 農業０１７ 生物活用　　※準教科書　旧：継続使用

農業 日刊工業新聞社 トコトンやさしい植物工場の本　　　※準教科書
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平成３０年度　採択教科用図書一覧表　（福井県立若狭東高等学校）

工業 実教 工業３０１ 工業技術基礎
工業 実教 工業３８６ 精選情報技術基礎　新訂版
工業 実教 工業３８５ 情報技術基礎　新訂版
工業 実教 工業３９０ 精選電気基礎　新訂版
工業 実教 工業３８８ 電気基礎１　新訂版
工業 実教 工業３８９ 電気基礎２　新訂版
工業 実教 工業３０３ 電気製図
工業 実教 工業３０２ 機械製図
工業 実教 工業３１７ 新機械工作
工業 実教 工業３１８ 新機械設計
工業 実教 工業３２１ 電子機械
工業 実教 工業３１４ 環境工学基礎
工業 実教 工業３４５ 原動機
工業 実教 工業３91 電気機器　新訂版
工業 実教 工業３４８ 電気機器　※旧：継続使用

工業 実教 工業３９２ 電力技術１ 　新訂版　電力の発生と輸送　
工業 実教 工業３５０ 電力技術１ 　電力の発生と輸送　※旧：継続使用

工業 実教 工業３９３ 電力技術２ 　新訂版　電力の利用と制御
工業 実教 工業３５１ 電力技術２ 　電力の利用と制御　※旧：継続使用

工業 実教 工業３９４ 電子技術　新訂版
工業 実教 工業３０８ 工業数理基礎
商業 東法 商業３３５ ビジネス基礎　新訂版
商業 実教 商業３３８ 新簿記　新訂版
商業 実教 商業３４３ 最新情報処理　新訂版
商業 実教 商業３４７ 新財務会計Ⅰ　新訂版
商業 実教 商業３５０ 原価計算　新訂版
商業 東法 商業３３７ マーケティング　新訂版
商業 実教 商業３４５ ビジネス実務　新訂版
商業 実教 商業３５２ ビジネス情報　新訂版
商業 実教 商業３２２ ビジネス情報　※旧：継続使用

商業 実教 商業３３１ 電子商取引
商業 実教 商業３３３ ビジネス情報管理
商業 実教 商業３２４ 最新プログラミング
商業 実教 商業３２５ 広告と販売促進
商業 実教 商業３１６ ビジネス経済
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