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記号 番号 書  　　　　　　　  名

国語 国語総合 104 数研 国総 350 改訂版　高等学校　国語総合
現代文Ｂ 50 大修館 現Ｂ 331 精選現代文B　新訂版

古典Ｂ 104 数研 古Ｂ 343 改訂版　古典Ｂ　古文編

古典Ｂ 104 数研 古Ｂ 344 改訂版　古典Ｂ　漢文編

国語表現 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版

地理歴史 世界史Ａ 2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ

世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版

日本史Ａ 7 実教 日Ａ 309 高校日本史Ａ　新訂版

日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ ３０９ 詳細日本史　改訂版

日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ ３１４ 高校日本史　改訂版

地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ ３０４ 新詳地理Ｂ

地理Ｂ 46 帝国 地図 310 新詳高等地図

公民 現代社会 2 東書 現社 ３１３ 現代社会

倫理 2 東書 倫理 ３１１ 倫理

政治・経済 7 実教 政経 313 最新政治・経済　新訂版

政治・経済 104 数研 政経 ３１７ 改訂版　政治・経済

数学 数学Ⅰ 2 東書 数Ⅰ ３１８ 数学Ⅰ　Standard

数学Ⅱ 2 東書 数Ⅱ ３１８ 数学Ⅱ  Standard

数学Ⅱ 2 東書 数Ⅱ ３０２ 新編数学Ⅱ

数学Ⅲ 2 東書 数Ⅲ ３１６ 数学Ⅲ　Standard

数学Ⅲ 2 東書 数Ⅲ ３０２ 新編数学Ⅲ

数学Ａ 2 東書 数Ａ 318 数学Ａ  Standard 

数学Ｂ 2 東書 数Ｂ ３１７ 数学B　 Standard

数学Ｂ 2 東書 数Ｂ ３０２ 新編数学Ｂ

理科 物理基礎 104 数研 物基 ３１９ 改訂版　新編　物理基礎

物理 104 数研 物理 ３１３ 改訂版　物理

化学基礎 2 東書 化基 ３１４ 改訂　新編化学基礎

化学 2 東書 化学 ３０８ 改訂　化学

生物基礎 104 数研 生基 ３１７ 改訂版　新編　生物基礎

生物 104 数研 生物 ３１0 改訂版　生物

保健体育 保健体育 50 大修館 保体 ３０４ 現代高等保健体育改訂版

芸術 音楽Ⅰ 17 教出 音Ⅰ ３０７ 音楽Ⅰ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ

音楽Ⅱ 17 教出 音Ⅱ ３０７ 音楽Ⅱ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ

音楽Ⅲ 17 教出 音Ⅲ ３０４ 音楽Ⅲ　改訂版

美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ ３０５ 高校生の美術１

美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ ３０４ 高校生の美術２

美術Ⅲ 116 日文 美Ⅲ ３０４ 高校生の美術３

書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ ３０８ 書Ⅰ

書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ ３０８ 書Ⅱ

書道Ⅲ 38 光村 書Ⅲ ３０５ 書Ⅲ

英語 コミュニケーション英語Ⅰ 177 増進堂 コⅠ ３４７ ＮＥＷ　ＦＬＡＧ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ
コミュニケーション英語Ⅱ 61 啓林館 コⅡ 338 Revised ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ
コミュニケーション英語Ⅱ 177 増進堂 コⅡ 345 NEW　FLAG　English　Communication　Ⅱ
コミュニケーション英語Ⅲ 61 啓林館 コⅢ ３３５ Revised ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

コミュニケーション英語Ⅲ 61 啓林館 コⅢ ３３６ ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Fｉt　Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

英語表現Ⅰ 2 東書 英Ⅰ 322 ＮＥＷ　ＦＡＶＯＲＩＴＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

英語表現Ⅱ 61 啓林館 英Ⅱ 323 ＶＩＳＩＯＮ　ＱＵＥＳＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ　Hope

英語表現Ⅱ 177 増進堂 英Ⅱ 327 ＭＡＩＮＳＴＲＥＡＭ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ　Second　Ｅｄｉｔｉｏｎ

家庭 家庭基礎 7 実教 家基 ３１４ 新家庭基礎　パートナーシップでつくる未来

情報 社会と情報 116 日文 社情 ３１７ 新・見てわかる社会と情報

商業 情報処理 7 実教 商業 ３４３ 最新情報処理　新訂版

家庭 家庭 6 教図 家庭 310 服飾文化

家庭 7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育 新訂版　

家庭 7 実教 家庭 ３１３ フードデザイン　新訂版
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