
CD 学校名 課程 教科 科目 発行者の略称 区分 教科書名

現代の国語 大修館 第1部 現代の国語

言語文化 大修館 第1部 言語文化

国語表現 大修館 第2部 国語表現 改訂版

現代文Ｂ 数研 第2部 改訂版 現代文Ｂ

古典Ｂ 第一 第2部 高等学校 改訂版 古典B

地理総合 第一 第1部 高校学校 地理総合世界を学び，地域をつくる

地図 二宮 第1部 高等地図帳

世界史Ａ 第一 第2部 高等学校 改訂版 世界史Ａ

世界史Ｂ 山川 第2部 詳説世界史 改訂版

日本史Ｂ 山川 第2部 詳説日本史 改訂版

公共 数研 第1部 高等学校 公共 これからの社会について考える

現代社会 数研 第2部 改訂版 高等学校 現代社会

倫理 数研 第2部 改訂版 倫理

政治・経済 数研 第2部 改訂版 政治・経済

数学Ⅰ 東書 第1部 数学Ⅰ Standard

数学Ⅰ 数研 第1部 高等学校 数学Ⅰ

数学Ⅰ 数研 第1部 新 高校の数学Ⅰ

数学Ⅱ 東書 第2部 数学Ⅱ Standard

数学Ⅱ 数研 第2部 改訂版 高等学校 数学Ⅱ

数学Ⅲ 数研 第2部 改訂版 高等学校 数学Ⅲ

数学Ａ 東書 第2部 数学Ａ Standard

数学Ａ 数研 第2部 改訂版 新 高校の数学Ａ

数学Ａ 東書 第1部 数学A Standard

数学Ａ 数研 第1部 高等学校 数学A

数学Ｂ 東書 第2部 数学Ｂ Standard

数学Ｂ 数研 第2部 改訂版 高等学校 数学Ｂ

物理基礎 数研 第2部 改訂版 物理基礎

化学基礎 数研 第2部 改訂版 化学基礎

化学基礎 数研 第1部 化学基礎

生物基礎 数研 第2部 改訂版 生物基礎

生物基礎 数研 第1部 生物基礎

生物基礎 数研 第1部 新編 生物基礎

地学基礎 実教 第2部 地学基礎 新訂版

物理 数研 第2部 改訂版 物理

化学 数研 第2部 改訂版 化学

生物 数研 第2部 改訂版 生物

保健体育 保健体育 大修館 第1部 現代高等保健体育

美術Ⅰ 日文 第2部 高校生の美術１

工芸Ⅰ 日文 第1部 工芸Ⅰ

英語コミュニケーションⅠ 三省堂 第1部 VISTA English CommunicationⅠ

英語コミュニケーションⅠ 数研 第1部 BIG DIPPER English CommunicationⅠ

公民

数学

理科

芸術

110 北桑田 全 国語

地理歴史

外国語

第１部は平成30年、第２部は平成21年、第３・４部は以前の学習指導要領に基づいてそれぞれ編集された教科書を示す。



CD 学校名 課程 教科 科目 発行者の略称 区分 教科書名

英語コミュニケーションⅠ 増進堂 第1部 FLEX ENGLISH COMMUNICATION Ⅰ

論理・表現Ⅰ 数研 第1部 BIG DIPPER English Logic and ExpressionⅠ

論理・表現Ⅰ 桐原 第1部 FACTBOOK English Logic and Expression Ⅰ

コミュニケーション英語Ⅱ 数研 第2部 Revised BIG DIPPER English Communication Ⅱ

コミュニケーション英語Ⅱ 文英堂 第2部 NEW EDITION UNICORN English Communication 2

コミュニケーション英語Ⅱ 文英堂 第2部 New Edition Grove English CommunicationⅡ

コミュニケーション英語Ⅲ 増進堂 第2部 MAINSTREAM English Communication Ⅲ Strategic Reading Focus Advanced

コミュニケーション英語Ⅲ 数研 第2部 Revised BIG DIPPER English Communication Ⅲ

英語表現Ⅰ 三省堂 第2部 MY WAY English Expression Ⅰ New Edition

家庭 家庭基礎 開隆堂 第2部 家庭基礎 明日の生活を築く

情報Ⅰ 東書 第1部 情報Ⅰ Step Forward!

情報の科学 東書 第2部 情報の科学

農業 実教 第2部 農業情報処理

農業 実教 第2部 森林科学

農業 実教 第2部 森林経営

農業 実教 第2部 林産物利用

農業 実教 第2部 農業と環境 新訂版

工業 実教 第2部 建築構造

工業 実教 第2部 インテリア計画

家庭（専門） 家庭（専門） 実教 第2部 フードデザイン 新訂版

現代の国語 第一 第1部 高等学校 新編現代の国語

言語文化 第一 第1部 高等学校 新編言語文化

国語表現 大修館 第2部 国語表現 改訂版

地理歴史 世界史Ａ 第一 第2部 高等学校 改訂版 世界史Ａ

公共 第一 第1部 高等学校 新公共

現代社会 第一 第2部 高等学校 改訂版 新現代社会

数学Ⅰ 東書 第1部 新数学Ⅰ

数学Ⅰ 東書 第1部 新数学Ⅰ 解答編

数学Ⅱ 啓林館 第2部 新編 数学Ⅱ改訂版

数学Ａ 東書 第1部 新数学A

数学Ａ 東書 第1部 新数学A 解答編

科学と人間生活 数研 第1部 科学と人間生活

生物基礎 数研 第2部 改訂版 新編 生物基礎

保健体育 保健体育 大修館 第1部 現代高等保健体育

音楽Ⅰ 教出 第1部 音楽Ⅰ Tutti＋

美術Ⅰ 日文 第2部 高校美術１

英語コミュニケーションⅠ 開隆堂 第1部 Amity English CommunicationⅠ

コミュニケーション英語Ⅰ 東書 第2部 All Aboard! English Communication Ⅰ

英語表現Ⅰ 三省堂 第2部 SELECT English Expression Ⅰ New Edition

家庭 家庭基礎 実教 第2部 新図説家庭基礎

農業 実教 第2部 食品製造

農業

数学

理科

芸術

外国語

工業

114 北桑田(美山分

校）

定 国語

公民

農業

情報

第１部は平成30年、第２部は平成21年、第３・４部は以前の学習指導要領に基づいてそれぞれ編集された教科書を示す。



CD 学校名 課程 教科 科目 発行者の略称 区分 教科書名

農業 実教 第2部 野菜

農業 実教 第2部 作物

農業 実教 第2部 グリーンライフ

農業 実教 第1部 農業と環境

農業 実教 第1部 農業と情報

家庭（専門） 実教 第2部 生活産業情報

家庭（専門） 実教 第2部 ファッション造形基礎

家庭（専門） 教図 第2部 消費生活

家庭（専門） 実教 第2部 子どもの発達と保育 新訂版

家庭（専門） 実教 第2部 フードデザイン 新訂版

現代の国語 三省堂 第1部 精選 現代の国語

言語文化 三省堂 第1部 精選 言語文化

国語表現 大修館 第2部 国語表現 改訂版

現代文Ｂ 明治 第2部 新 精選現代文B

古典Ｂ 三省堂 第2部 高等学校古典Ｂ 古文編 改訂版

古典Ｂ 三省堂 第2部 高等学校古典Ｂ 漢文編 改訂版

地理総合 帝国 第1部 高等学校 新地理総合

歴史総合 清水 第1部 私たちの歴史総合

地図 帝国 第2部 新詳高等地図

世界史Ａ 帝国 第2部 明解 世界史Ａ

世界史Ｂ 山川 第2部 詳説世界史 改訂版

日本史Ａ 第一 第2部 高等学校 改訂版 日本史Ａ 人・くらし・未来

日本史Ｂ 山川 第2部 詳説日本史 改訂版

地理Ｂ 帝国 第2部 新詳地理Ｂ

現代社会 実教 第2部 高校現代社会 新訂版

倫理 東書 第2部 倫理

政治・経済 実教 第2部 高校政治・経済 新訂版

数学Ⅰ 数研 第1部 新編 数学Ⅰ

数学Ⅰ 数研 第1部 NEXT 数学Ⅰ

数学Ⅰ 数研 第2部 改訂版 数学Ⅰ

数学Ⅰ 数研 第2部 改訂版 高等学校 数学Ⅰ

数学Ⅱ 数研 第2部 改訂版 数学Ⅱ

数学Ⅱ 数研 第2部 改訂版 高等学校 数学Ⅱ

数学Ⅱ 数研 第1部 NEXT 数学Ⅱ

数学Ⅲ 数研 第2部 改訂版 数学Ⅲ

数学Ａ 数研 第2部 改訂版 新編 数学Ａ

数学Ａ 数研 第1部 NEXT 数学A

数学Ｂ 数研 第2部 改訂版 数学Ｂ

数学Ｂ 数研 第2部 改訂版 高等学校 数学Ｂ

物理基礎 数研 第2部 改訂版 物理基礎

化学基礎 数研 第1部 高等学校 化学基礎

公民

数学

理科

310 亀岡 全 国語

地理歴史

家庭（専門）

第１部は平成30年、第２部は平成21年、第３・４部は以前の学習指導要領に基づいてそれぞれ編集された教科書を示す。



CD 学校名 課程 教科 科目 発行者の略称 区分 教科書名

化学基礎 数研 第2部 改訂版 化学基礎

生物基礎 数研 第2部 改訂版 生物基礎

生物基礎 数研 第2部 改訂版 新編 生物基礎

生物基礎 数研 第1部 高等学校 生物基礎

生物基礎 数研 第1部 新編 生物基礎

地学基礎 啓林館 第2部 地学基礎 改訂版

物理 数研 第2部 改訂版 物理

化学 数研 第2部 改訂版 化学

生物 啓林館 第2部 生物 改訂版

生物 数研 第2部 改訂版 生物

地学 啓林館 第2部 地学 改訂版

保健体育 大修館 第1部 新高等保健体育

保健体育 大修館 第2部 最新高等保健体育改訂版

音楽Ⅰ 友社 第1部 ON! 1

音楽Ⅱ 友社 第2部 改訂版 高校生の音楽2

音楽Ⅲ 友社 第2部 改訂版 高校生の音楽3

美術Ⅰ 光村 第2部 美術１

美術Ⅰ 光村 第1部 美術１

美術Ⅱ 光村 第2部 美術２

美術Ⅲ 光村 第2部 美術３

工芸Ⅰ 日文 第2部 工芸Ⅰ

工芸Ⅰ 日文 第1部 工芸Ⅰ

工芸Ⅱ 日文 第2部 工芸Ⅱ

書道Ⅰ 教図 第1部 書Ⅰ

書道Ⅰ 教図 第1部 書Ⅰプライマリーブック

書道Ⅱ 光村 第2部 書Ⅱ

書道Ⅲ 光村 第2部 書Ⅲ

英語コミュニケーションⅠ 三省堂 第1部 ＣＲＯＷＮ English CommunicationⅠ

英語コミュニケーションⅠ 三省堂 第1部 ＭＹ ＷＡＹ English CommunicationⅠ

論理・表現Ⅰ いいずな 第1部 be English Logic and Expression ⅠSmart

コミュニケーション英語Ⅱ 三省堂 第2部 CROWN English Communication Ⅱ New Edition

コミュニケーション英語Ⅱ 三省堂 第2部 MY WAY English Communication Ⅱ New Edition

コミュニケーション英語Ⅲ 三省堂 第2部 CROWN English Communication Ⅲ New Edition

コミュニケーション英語Ⅲ 三省堂 第2部 MY WAY English Communication Ⅲ New Edition

英語表現Ⅱ いいずな 第2部 be English Expression Ⅱ

家庭基礎 東書 第1部 家庭基礎 自立・共生・創造

家庭基礎 東書 第2部 家庭基礎 自立・共生・創造

情報Ⅰ 数研 第1部 高等学校 情報Ⅰ

社会と情報 数研 第2部 改訂版 高等学校 社会と情報

家庭（専門） 実教 第2部 子どもの発達と保育 新訂版

家庭（専門） 実教 第2部 フードデザイン 新訂版

芸術

外国語

家庭

保健体育

情報

家庭（専門）

第１部は平成30年、第２部は平成21年、第３・４部は以前の学習指導要領に基づいてそれぞれ編集された教科書を示す。



CD 学校名 課程 教科 科目 発行者の略称 区分 教科書名

現代の国語 数研 第1部 高等学校 現代の国語

言語文化 数研 第1部 高等学校 言語文化

国語表現 大修館 第2部 国語表現 改訂版

現代文Ｂ 大修館 第2部 現代文Ｂ 改訂版 上巻

現代文Ｂ 大修館 第2部 現代文Ｂ 改訂版 下巻

古典Ｂ 第一 第2部 高等学校 改訂版 標準古典B

世界史Ａ 山川 第2部 世界の歴史 改訂版

世界史Ｂ 山川 第2部 詳説世界史 改訂版

日本史Ｂ 実教 第2部 日本史Ｂ 新訂版

公共 帝国 第1部 高等学校 公共

現代社会 東書 第2部 現代社会

倫理 第一 第2部 高等学校 改訂版 倫理

政治・経済 実教 第2部 最新政治・経済 新訂版

数学Ⅰ 数研 第1部 新編 数学Ⅰ

数学Ⅱ 数研 第2部 改訂版 新編 数学Ⅱ

数学Ⅲ 数研 第2部 改訂版 新編 数学Ⅲ

数学Ａ 数研 第1部 新編 数学A

数学Ｂ 数研 第2部 改訂版 新編 数学Ｂ

科学と人間生活 東書 第2部 改訂 科学と人間生活

物理基礎 数研 第2部 改訂版 新編 物理基礎

化学基礎 数研 第1部 新編 化学基礎

生物基礎 数研 第2部 改訂版 生物基礎

地学基礎 啓林館 第2部 地学基礎 改訂版

物理 数研 第2部 改訂版 物理

化学 第一 第2部 高等学校 改訂 化学

生物 数研 第2部 改訂版 生物

保健体育 保健体育 大修館 第1部 現代高等保健体育

音楽Ⅰ 教芸 第1部 高校生の音楽１

音楽Ⅱ 教出 第2部 音楽Ⅱ 改訂版 Tutti

音楽Ⅲ 教出 第2部 音楽Ⅲ 改訂版

音楽Ⅲ 教芸 第2部 Joy of Music

美術Ⅰ 日文 第1部 高校生の美術１

美術Ⅱ 光村 第2部 美術２

美術Ⅲ 光村 第2部 美術３

書道Ⅰ 光村 第1部 書Ⅰ

書道Ⅱ 教図 第2部 書Ⅱ

書道Ⅲ 光村 第2部 書Ⅲ

英語コミュニケーションⅠ 数研 第1部 BIG DIPPER English CommunicationⅠ

論理・表現Ⅰ 数研 第1部 BIG DIPPER English Logic and ExpressionⅠ

コミュニケーション英語Ⅱ 第一 第2部 Vivid English CommunicationⅡ NEW EDITION

コミュニケーション英語Ⅲ 数研 第2部 Revised BIG DIPPER English Communication Ⅲ

公民

数学

理科

320 南丹 全 国語

芸術

外国語

地理歴史

第１部は平成30年、第２部は平成21年、第３・４部は以前の学習指導要領に基づいてそれぞれ編集された教科書を示す。



CD 学校名 課程 教科 科目 発行者の略称 区分 教科書名

英語表現Ⅰ 第一 第2部 Vivid English Expression ⅠNEW EDITION

英語表現Ⅱ 第一 第2部 Vivid English Expression Ⅱ NEW EDITION

英語会話 東書 第2部 Hello there! English Conversation

家庭 家庭基礎 実教 第1部 家庭基礎 気づく力 築く未来

情報 情報Ⅰ 実教 第1部 最新情報Ⅰ

工業 実教 第2部 工業技術基礎

工業 実教 第2部 機械製図

工業 実教 第2部 工業数理基礎

工業 実教 第2部 生産システム技術

工業 実教 第2部 新機械工作

工業 実教 第2部 新機械設計

工業 実教 第2部 精選電気基礎 新訂版

工業 実教 第1部 工業技術基礎

商業 実教 第2部 商品開発

商業 実教 第2部 財務会計Ⅱ

商業 東法 第2部 マーケティング 新訂版

商業 実教 第2部 新簿記 新訂版

商業 実教 第2部 情報処理 新訂版

商業 実教 第2部 ビジネス実務 新訂版

商業 実教 第2部 新財務会計Ⅰ 新訂版

商業 実教 第2部 原価計算 新訂版

商業 実教 第2部 ビジネス情報 新訂版

商業 実教 第1部 新簿記

家庭（専門） 実教 第2部 ファッション造形基礎

家庭（専門） 実教 第2部 子どもの発達と保育 新訂版

情報（専門） 実教 第2部 情報の表現と管理

情報（専門） 実教 第2部 情報デザイン

現代の国語 桐原 第1部 探求 現代の国語

言語文化 桐原 第1部 探求 言語文化

現代文Ｂ 桐原 第2部 新 探求現代文B

古典Ｂ 桐原 第2部 新 探求古典B 古文編

古典Ｂ 桐原 第2部 新 探求古典B 漢文編

歴史総合 実教 第1部 詳述歴史総合

地図 帝国 第2部 新詳高等地図

世界史Ａ 山川 第2部 現代の世界史 改訂版

世界史Ｂ 山川 第2部 詳説世界史 改訂版

日本史Ａ 山川 第2部 日本史Ａ 改訂版

日本史Ｂ 山川 第2部 詳説日本史 改訂版

地理Ｂ 帝国 第2部 新詳地理Ｂ

公共 数研 第1部 公共

倫理 清水 第2部 高等学校 新倫理 新訂版

330 園部 全 国語

地理歴史

公民

商業

家庭（専門）

情報（専門）

工業

第１部は平成30年、第２部は平成21年、第３・４部は以前の学習指導要領に基づいてそれぞれ編集された教科書を示す。



CD 学校名 課程 教科 科目 発行者の略称 区分 教科書名

政治・経済 数研 第2部 改訂版 政治・経済

数学Ⅰ 数研 第1部 新編 数学Ⅰ

数学Ⅰ 数研 第1部 NEXT 数学Ⅰ

数学Ⅰ 数研 第2部 改訂版 数学Ⅰ

数学Ⅰ 数研 第2部 改訂版 高等学校 数学Ⅰ

数学Ⅱ 数研 第2部 改訂版 数学Ⅱ

数学Ⅱ 数研 第2部 改訂版 高等学校 数学Ⅱ

数学Ⅱ 数研 第2部 改訂版 新編 数学Ⅱ

数学Ⅲ 数研 第2部 改訂版 数学Ⅲ

数学Ⅲ 数研 第2部 改訂版 高等学校 数学Ⅲ

数学Ａ 数研 第1部 新編 数学A

数学Ａ 数研 第1部 NEXT 数学A

数学Ｂ 数研 第2部 改訂版 数学Ｂ

数学Ｂ 数研 第2部 改訂版 高等学校 数学Ｂ

物理基礎 数研 第2部 改訂版 物理基礎

物理基礎 数研 第1部 物理基礎

生物基礎 数研 第1部 生物基礎

地学基礎 啓林館 第2部 地学基礎 改訂版

地学基礎 啓林館 第1部 高等学校 地学基礎

物理 数研 第2部 改訂版 物理

化学 東書 第2部 改訂 化学

生物 数研 第2部 改訂版 生物

保健体育 保健体育 大修館 第1部 現代高等保健体育

音楽Ⅰ 教芸 第1部 MOUSA１

美術Ⅰ 光村 第1部 美術１

書道Ⅰ 光村 第1部 書Ⅰ

英語コミュニケーションⅠ 三省堂 第1部 ＣＲＯＷＮ English CommunicationⅠ

論理・表現Ⅰ 啓林館 第1部 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Standard

コミュニケーション英語Ⅱ 三省堂 第2部 CROWN English Communication Ⅱ New Edition

コミュニケーション英語Ⅱ 数研 第2部 Revised BIG DIPPER English Communication Ⅱ

コミュニケーション英語Ⅲ 三省堂 第2部 CROWN English Communication Ⅲ New Edition

コミュニケーション英語Ⅲ 数研 第2部 Revised BIG DIPPER English Communication Ⅲ

英語表現Ⅱ 東書 第2部 NEW FAVORITE English Expression Ⅱ

家庭 家庭基礎 東書 第2部 家庭基礎 自立・共生・創造

情報 情報Ⅰ 実教 第1部 高校情報Ⅰ Python

商業 商業 実教 第2部 最新情報処理 新訂版

家庭（専門） 家庭（専門） 実教 第2部 子どもの発達と保育 新訂版

現代の国語 三省堂 第1部 新 現代の国語

現代文Ａ 東書 第2部 現代文Ａ

地理総合 帝国 第1部 高等学校 新地理総合

地図 帝国 第1部 標準高等地図

340 農芸 全 国語

地理歴史

数学

理科

芸術

外国語

第１部は平成30年、第２部は平成21年、第３・４部は以前の学習指導要領に基づいてそれぞれ編集された教科書を示す。



CD 学校名 課程 教科 科目 発行者の略称 区分 教科書名

世界史Ａ 帝国 第2部 明解 世界史Ａ

公民 現代社会 第一 第2部 高等学校 改訂版 新現代社会

数学Ⅰ 数研 第1部 最新 数学Ⅰ

数学Ⅱ 数研 第2部 改訂版 最新 数学Ⅱ

数学Ⅱ 数研 第2部 改訂版 新 高校の数学Ⅱ

数学Ａ 数研 第2部 改訂版 最新 数学Ａ

数学Ａ 数研 第2部 改訂版 新 高校の数学Ａ

数学Ｂ 数研 第2部 改訂版 最新 数学Ｂ

物理基礎 数研 第2部 改訂版 新編 物理基礎

化学基礎 東書 第1部 新編化学基礎

生物基礎 数研 第1部 新編 生物基礎

地学基礎 第一 第2部 高等学校 改訂 地学基礎

化学 東書 第2部 改訂 新編化学

生物 第一 第2部 高等学校 改訂 生物

保健体育 保健体育 大修館 第1部 現代高等保健体育

音楽Ⅰ 教出 第2部 音楽Ⅰ改訂版 Tutti

美術Ⅰ 日文 第2部 高校生の美術１

英語コミュニケーションⅠ 数研 第1部 BIG DIPPER English CommunicationⅠ

コミュニケーション英語Ⅱ 三省堂 第2部 MY WAY English Communication Ⅱ New Edition

コミュニケーション英語Ⅱ 第一 第2部 Vivid English CommunicationⅡ NEW EDITION

英語表現Ⅰ 第一 第2部 Vivid English Expression ⅠNEW EDITION

英語会話 東書 第2部 Hello there! English Conversation

家庭 家庭基礎 東書 第1部 家庭基礎 自立・共生・創造

農業 実教 第2部 草花

農業 実教 第2部 食品製造

農業 農文協 第2部 植物バイオテクノロジー

農業 海文堂 第2部 農業土木設計

農業 海文堂 第2部 造園計画

農業 実教 第2部 野菜

農業 実教 第2部 果樹

農業 実教 第2部 農業経営

農業 電機大 第2部 動物バイオテクノロジー

農業 電機大 第2部 水循環

農業 実教 第2部 作物

農業 実教 第2部 畜産

農業 実教 第2部 農業機械

農業 電機大 第2部 農業土木施工

農業 電機大 第2部 造園技術

農業 実教 第2部 グリーンライフ

農業 農文協 第4部 栽培環境

農業 実教 第1部 農業と環境

理科

芸術

外国語

農業

数学

第１部は平成30年、第２部は平成21年、第３・４部は以前の学習指導要領に基づいてそれぞれ編集された教科書を示す。



CD 学校名 課程 教科 科目 発行者の略称 区分 教科書名

農業 実教 第1部 農業と情報

工業 工業 実教 第2部 土木製図

現代の国語 数研 第1部 高等学校 現代の国語

言語文化 数研 第1部 高等学校 言語文化

国語表現 大修館 第2部 国語表現 改訂版

現代文Ａ 大修館 第2部 現代文Ａ 改訂版

現代文Ｂ 第一 第2部 高等学校 改訂版 現代文Ｂ

古典Ｂ 第一 第2部 高等学校 改訂版 標準古典B

地図 帝国 第2部 新詳高等地図

世界史Ａ 実教 第2部 新版世界史Ａ 新訂版

世界史Ｂ 帝国 第2部 新詳 世界史Ｂ

日本史Ｂ 実教 第2部 高校日本史Ｂ 新訂版

日本史Ｂ 実教 第2部 日本史Ｂ 新訂版

地理Ｂ 帝国 第2部 新詳地理Ｂ

公共 数研 第1部 公共

現代社会 第一 第2部 高等学校 改訂版 新現代社会

数学Ⅰ 数研 第1部 高等学校 数学Ⅰ

数学Ⅰ 数研 第1部 新編 数学Ⅰ

数学Ⅰ 数研 第1部 最新 数学Ⅰ

数学Ⅱ 数研 第2部 改訂版 高等学校 数学Ⅱ

数学Ⅱ 数研 第2部 改訂版 新編 数学Ⅱ

数学Ⅱ 数研 第2部 改訂版 最新 数学Ⅱ

数学Ⅲ 数研 第2部 改訂版 高等学校 数学Ⅲ

数学Ａ 数研 第2部 改訂版 最新 数学Ａ

数学Ａ 数研 第1部 高等学校 数学A

数学Ａ 数研 第1部 新編 数学A

数学Ｂ 数研 第2部 改訂版 高等学校 数学Ｂ

科学と人間生活 第一 第1部 高等学校 科学と人間生活

化学基礎 東書 第2部 改訂 新編化学基礎

化学基礎 東書 第1部 新編化学基礎

生物基礎 実教 第2部 高校生物基礎 新訂版

物理 啓林館 第2部 物理 改訂版

化学 東書 第2部 改訂 新編化学

生物 東書 第2部 スタンダード生物

保健体育 保健体育 大修館 第1部 現代高等保健体育

音楽Ⅰ 教芸 第1部 MOUSA１

音楽Ⅱ 教芸 第2部 MOUSA２

音楽Ⅲ 教芸 第2部 Joy of Music

美術Ⅰ 日文 第1部 高校生の美術１

美術Ⅱ 日文 第2部 高校生の美術２

美術Ⅲ 日文 第2部 高校生の美術３

数学

理科

芸術

350 須知 全 国語

地理歴史

公民

第１部は平成30年、第２部は平成21年、第３・４部は以前の学習指導要領に基づいてそれぞれ編集された教科書を示す。



CD 学校名 課程 教科 科目 発行者の略称 区分 教科書名

英語コミュニケーションⅠ 開隆堂 第1部 Amity English CommunicationⅠ

英語コミュニケーションⅠ 数研 第1部 BLUE MARBLE English CommunicationⅠ

論理・表現Ⅰ 開隆堂 第1部 Amity English Logic and Expression Ⅰ

論理・表現Ⅰ 数研 第1部 EARTHRISE English Logic and Expression I Standard

コミュニケーション英語Ⅱ 三省堂 第2部 VISTA English Communication Ⅱ New Edition

コミュニケーション英語Ⅱ 啓林館 第2部 Revised LANDMARK English Communication Ⅱ

コミュニケーション英語Ⅱ 文英堂 第2部 New Edition Grove English CommunicationⅡ

コミュニケーション英語Ⅲ 東書 第2部 All Aboard! English Communication Ⅲ

コミュニケーション英語Ⅲ 啓林館 第2部 Revised LANDMARK English Communication Ⅲ

英語表現Ⅱ 啓林館 第2部 Vision Quest English Expression Ⅱ Ace

英語表現Ⅱ 啓林館 第2部 Vision Quest English Expression Ⅱ Hope

英語会話 東書 第2部 Hello there! English Conversation

家庭基礎 東書 第2部 家庭基礎 自立・共生・創造

家庭基礎 実教 第1部 図説家庭基礎

情報 情報Ⅰ 実教 第1部 最新情報Ⅰ

農業 実教 第2部 草花

農業 実教 第2部 食品製造

農業 実教 第2部 野菜

農業 実教 第2部 果樹

農業 実教 第2部 作物

農業 実教 第2部 畜産

農業 実教 第2部 農業機械

農業 実教 第2部 生物活用

農業 実教 第1部 農業と環境

農業 実教 第1部 農業と情報

農業 実教 第2部 農業情報処理

商業 実教 第2部 広告と販売促進

商業 実教 第2部 ビジネス情報 新訂版

家庭（専門） 家庭（専門） 実教 第2部 フードデザイン 新訂版

情報（専門） 情報（専門） 実教 第2部 情報の表現と管理

家庭

農業

商業

外国語

第１部は平成30年、第２部は平成21年、第３・４部は以前の学習指導要領に基づいてそれぞれ編集された教科書を示す。


