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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 東書 言文　701 新編言語文化
国語 大修館 国総　347 新編国語総合　改訂版
国語 大修館 国表　307 国語表現　改訂版
国語 東書 現Ａ　306 現代文Ａ
地理歴史 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合
地理歴史 帝国 地図　702 新詳高等地図
地理歴史 山川 世Ａ　316 世界の歴史　改訂版
地理歴史 第一 日Ａ　312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来
公民 第一 現社　322 高等学校　改訂版　新現代社会
数学 数研 数Ⅰ　716 新　高校の数学Ⅰ
数学 東書 数Ⅱ　319 改訂　新数学Ⅱ
数学 数研 数Ａ　330 改訂版　最新　数学Ａ
数学 数研 数Ｂ　328 改訂版　最新　数学Ｂ
理科 数研 科人　704 科学と人間生活
理科 数研 科人　303 科学と人間生活　くらしの中のサイエンス
理科 啓林館 物基　306 新編　物理基礎
理科 東書 化基　314 改訂　新編化学基礎
理科 第一 生基　319 高等学校　改訂　新生物基礎
保健体育 大修館 保体　701 現代高等保健体育
保健体育 大修館 保体　304 現代高等保健体育改訂版
芸術 教芸 音Ⅰ　702 高校生の音楽１
芸術 日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１
芸術 光村 書Ⅰ　705 書Ⅰ
芸術 光村 書Ⅱ　308 書Ⅱ
外国語 数研 ＣⅠ　717 COMET English Communication Ⅰ
外国語 文英堂 ＣⅠ　719 Grove English Communication Ⅰ
外国語 数研 コⅡ　342 Revised COMET English Communication Ⅱ
外国語 文英堂 コⅡ　344 New Edition Grove English CommunicationⅡ
外国語 東書 英Ⅰ　322 NEW FAVORITE English Expression Ⅰ
外国語 東書 英会　301 Hello there! English Conversation
家庭 東書 家基　311 家庭基礎　自立・共生・創造
家庭 第一 家総　706 高等学校　家庭総合　持続可能な未来をつくる
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　306 ファッション造形基礎
家庭 実教 家庭　313 フードデザイン　新訂版
家庭 実教 生活と福祉　　※準教科書

家庭 全調協 食文化概論　　※準教科書

家庭 全調協 食品と栄養の特性　　※準教科書

農業 実教 農業　702 農業と情報
農業 実教 農業　303 農業情報処理
農業 実教 農業　304 草花
農業 実教 農業　305 食品製造
農業 実教 農業　306 植物バイオテクノロジー
農業 実教 農業　311 野菜
農業 実教 農業　313 農業経営
農業 実教 農業　326 生物活用
農業 実教 農業　701 農業と環境
農業 電機大 農業　317 水循環
農業 電機大 農業　322 農業土木施工
農業 海文堂 農業　309 農業土木設計
農業 すばる舎 稼げる！新農業ビジネスの始め方　　※準教科書

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

農業 実教 測量　　※準教科書
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工業 実教 工業　701 工業技術基礎
工業 実教 工業　302 機械製図
工業 実教 工業　703 電気製図
工業 実教 工業　308 工業数理基礎
工業 実教 工業　314 環境工学基礎
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　345 原動機
工業 実教 工業　718 工業情報数理
工業 実教 工業　385 情報技術基礎　新訂版
工業 実教 工業　720 電気回路１
工業 実教 工業　389 電気基礎２　新訂版
工業 実教 工業　722 精選電気回路
工業 実教 工業　391 電気機器　新訂版
工業 実教 工業　392 電力技術１　新訂版
工業 実教 工業　393 電力技術２　新訂版
工業 実教 工業　394 電子技術　新訂版
商業 実教 商業　316 ビジネス経済
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　333 ビジネス情報管理
商業 実教 商業　709 新簿記
商業 実教 商業　338 新簿記　新訂版
商業 実教 商業　715 最新情報処理　Advanced
商業 実教 商業　343 最新情報処理　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　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 実教 商業　352 ビジネス情報　新訂版
商業 実教 商業　358 電子商取引　新訂版
商業 実教 商業　701 ビジネス基礎
商業 東法 商業　337 マーケティング　新訂版
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