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継続
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新規
（新）は新課程

212桐原 現国717 探求　現代の国語 関谷　一郎 ほか7名 1年 全 ○（新）

104数研 言文708 高等学校　言語文化 坪内稔典 ほか26名 １年 全 ○（新）

50大修館 国表307 国語表現 改訂版 北原 保雄　ほか５名 ２年英・普 ３年英・普 選

15三省堂 現Ｂ324 精選現代文Ｂ　改訂版 中洌 正堯　岩﨑 昇一　ほか16名 ２年 全 ２～３ ○

15三省堂 古B335 精選古典B　改訂版 中洌　正堯　岩﨑　昇一　ほか17名 ２年英普 選 ２～３ ○

2東書 公共701 公共 間宮 陽介　ほか３０名 １年 全 ○（新）

81山川 世B310 詳説世界史　改訂版 木村 靖二　岸本 美緒　小松 久男　ほか6名 ２年英・普 全・選 ２～３

7実教 日B312 日本史B　新訂版 脇田 修　大山 喬平　ほか１４名 ２年 全 ２～３

2東書 世A310 世界史A 加藤　晴康　ほか１１名 ３年商・普 全・選

61啓林館 数Ⅰ711 深進数学Ⅰ 藤原彰夫ほか54名 １年 全 ○（新）

61啓林館 数A711 深進数学Ａ 藤原彰夫ほか54名 １年普 全 ○（新）

104数研 数Ⅱ329 改訂版　新編　数学Ⅱ 大矢 雅則　ほか１６名 ２年普 全 ２～３

104数研 数Ｂ327 改訂版　新編　数学Ｂ 大矢 雅則　ほか１６名 ２年普 選

104数研 数Ⅲ324 改訂版　新編　数学Ⅲ 井原 俊輔　ほか１７名 ３年普 選

61啓林館 物基706 高等学校　考える物理基礎 植松 恒夫　酒井 啓司　下田 正　ほか22名 １年普 全 ○（新）

61啓林館 生基705 高等学校　生物基礎 赤坂　甲治　舘野　正樹　ほか62名 １年英・普 全 ○（新）

2東書 科人306 改訂　科学と人間生活 竹内 敬人　ほか13名 ２年商英 全

2東書 化基314 改訂　新編化学基礎 竹内 敬人　ほか19名 ２年普 全

2東書 物理308 改訂　物理 三浦　登　ほか21名 ２年普 選

2東書 生物306 改訂　生物 浅島　誠　ほか27名 ２年普 選

2東書 化学309 改訂　新編化学 竹内 敬人　ほか20名 ３年普 選

2東書 生基311 改訂　生物基礎 浅島　誠　ほか24名 ３年商 全

体育 50大修館 保体７０１ 現代高等保健体育 衛藤 隆　友添 秀則　ほか２６名 1年 全 １～２ ○（新）

89友社 音Ⅰ704 ON! 1 山下 薫子　ほか６名 １年英・普 ２年商 選 ○（新）

89友社 音Ⅱ312 改訂版　ON! 2 山本　文茂　ほか6名 ２年普 選

17教出 音Ⅲ　304 音楽Ⅲ　改訂版 新実 徳英　ほか9名 ３年普 選

116日文 美Ⅰ702 高校生の美術１ 村上 尚徳　横田 学　安田 淳　中村 美知

枝 １年英・普 ２年商 選 ○（新）

116日文 美Ⅱ304 高校生の美術２ 村上 尚徳　横田 学　安田 淳　中村 美知枝

末房 貞樹　三井 直樹　中野 滋 ２年普 選

116日文 美Ⅲ304 高校生の美術３ 村上 尚徳　横田 学　安田 淳　中村 美知枝 ３年普 選

38光村 書Ⅰ705 書Ⅰ 髙木　聖雨　ほか１7名 １年普 ２年商 選 ○（新）

38光村 書Ⅱ308 書Ⅱ 髙木　聖雨　ほか１６名 ２年普 選

38光村 書Ⅲ305 書Ⅲ 髙木　聖雨　ほか16名 ３年普 選

104数研 CⅠ716 BIG DIPPER English Communication I 石川　慎一郎　ほか10名 1年 全 ○（新）

61啓林館 論Ⅰ709 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Standard 野村 恵造　ほか22名 1年 全 ○（新）

15三省堂 コⅡ332 MY WAY   English Communication Ⅱ New Edition 森住　衛　ほか17名 ２年 全 ２～３

61啓林館 英Ⅱ322 Vison Quest English Expression Ⅱ Ace 野村恵造　ほか7名 ２年英・商普 全・選 ○

家庭 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 宮本 みち子　ほか33名 ２年 全

7実教 情Ⅰ706 図説情報Ⅰ 萩谷 昌己 ほか8名 1年英普 全 ○（新）

7実教 情科307 最新情報の科学　新訂版 岡本 敏雄　山極 隆　ほか17名 ３年普 選

7実教 商業７０１ ビジネス基礎 青島　矢一　ほか８名 １年商 全 ○（新）

7実教 商業７０９ 新簿記 安藤 英義　ほか６名 １年商 全 ○（新）

7実教 商業７１５ 最新情報処理 Advanced Computing 並木　通男　ほか９名 １年商 全 ○（新）

7実教 商業３３４ ビジネス基礎　新訂版 片岡寛　清水啓典　ほか１１名 ２年普 選

7実教 商業３３６ マーケティング　新訂版 小林　一　篠田　勝之　ほか1名 ２年商 選

7実教 商業３３８ 新簿記　新訂版 安藤 英義　ほか７名 ２年普 選

7実教 商業３４７ 新財務会計Ⅰ　新訂版 安藤 英義　ほか７名 ２年商 選 ○

7実教 商業３５０ 原価計算　新訂版 伊藤博　伊藤嘉博　ほか5名 ２年商 選

7実教 商業３４３ 最新情報処理　新訂版 中澤　興起　ほか９名 ２年普 選
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