
別表２

学　年 教　科 科 目 名 出版社名 教　科　書　名 学　年 教　科 科 目 名 出版社名 教　科　書　名
1 １学年 国語 現代の国語 東京書籍 精選現代の国語 51 １学年 商業 情報処理 実教出版 情報処理 Prologue of Computer
2 １学年 国語 言語文化 明治書院 精選言語文化 52 １学年 商業 情報処理 実教出版 最新情報処理　Advanced  Computing
3 ２学年 国語 現代文B 三省堂 精選現代文Ｂ　改訂版 53 ３学年 商業 情報処理 実教出版 最新情報処理　新訂版
4 ２学年 国語 古典Ａ 第一学習社 高等学校　改訂版　標準古典Ａ　物語選 54 １学年 商業 プログラミング 実教出版 最新プログラミング
5 ３学年 国語 古典A 第一学習社 高等学校　改訂版　古典Ａ　大鏡　源氏物語　諸家の文章 55 ２学年 商業 ビジネス情報 実教出版 ビジネス情報　新訂版
6 ２学年 国語 古典B 第一学習社 高等学校　改訂版　古典B　古文編 56 ３学年 商業 電子商取引 実教出版 電子商取引　新訂版
7 ２学年 国語 古典B 第一学習社 高等学校　改訂版　古典B　漢文編
8 ３学年 国語 現代文Ａ 東京書籍 現代文Ａ
9 ３学年 地理歴史 世界史Ａ 実教出版 新版世界史A　新訂版

10 ３学年 地理歴史 世界史Ｂ 山川出版 詳説世界史　改訂版
11 ２学年 地理歴史 日本史Ｂ 山川出版 詳説日本史　改訂版
12 ２学年 地理歴史 日本史Ｂ 山川出版 高校日本史　改訂版
13 ３学年 地理歴史 地理Ａ 第一学習社 高等学校　新版　地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ

14 ２学年 地理歴史 地理Ｂ 帝国書院 新詳地理B
15 ２，３学年 地理歴史 地図 二宮書店 高等地図帳　改訂版
16 １学年 公民 公共 実教出版 公共
17 ２学年 公民 現代社会 第一学習社 高等学校　改訂版　現代社会
18 ３学年 公民 政治・経済 東京書籍 政治・経済
19 ３学年 公民 政治・経済 第一学習社 高等学校　改訂版　政治・経済
20 １学年 数学 数学Ⅰ 東京書籍 数学Ⅰ　Standard
21 ２，３学年 数学 数学Ⅱ 東京書籍 数学Ⅱ　Standard
22 １学年 数学 数学Ａ 東京書籍 数学A　Standard
23 ２学年 数学 数学Ａ 東京書籍 数学A　Standard
24 ３学年 数学 数学Ｂ 東京書籍 数学B　Standard
25 １学年 理科 科学と人間生活 東京書籍 科学と人間生活
26 ３学年 理科 物理基礎 東京書籍 改訂　新編物理基礎
27 ３学年 理科 化学基礎 東京書籍 改訂　新編化学基礎
28 １学年 理科 化学基礎 第一学習社 高等学校　化学基礎
29 ２学年 理科 生物基礎 東京書籍 改訂　新編生物基礎
30 １学年 保健体育 保健体育 大修館書店 現代高等保健体育
31 ２学年 芸術 音楽Ⅰ 教育出版 音楽Ⅰ　改訂版　Tutti
32 ２学年 芸術 美術Ⅰ 日本文教 高校生の美術１
33 ２学年 芸術 書道Ⅰ 光村出版 書Ⅰ
34 １学年 外国語 英語コミュニケーションⅠ 文英堂 Grove English Communication Ⅰ
35 ２学年 外国語 コミュニケーション英語Ⅱ 文英堂 New Edition Grove English CommunicationⅡ

36 ３学年 外国語 コミュニケーション英語Ⅲ 啓林館 LANDMARK Fit English Communication Ⅲ
37 ２学年 外国語 英語表現Ⅱ 啓林館 Vision Quest English Expression Ⅱ Hope
38 ３学年 外国語 英語表現Ⅱ 啓林館 Vision Quest English Expression Ⅱ Ace
39 ３学年 家庭 フードデザイン 教育図書 フードデザイン　cooking＆arrangement
40 １学年 情報 情報Ⅰ 東京書籍 情報Ⅰ Step Forward　
41 ２学年 情報 社会と情報 実教出版 高校社会と情報　新訂版
42 １学年 商業 ビジネス基礎 実教出版 ビジネス基礎
43 ２，３学年 商業 マーケティング 実教出版 マーケティング　新訂版
44 ３学年 商業 経済活動と法 実教出版 経済活動と法　新訂版
45 ３学年 商業 ビジネス経済応用 実教出版 ビジネス経済応用
46 １学年 商業 簿記 実教出版 新簿記
47 ２学年 商業 財務会計Ⅰ 実教出版 高校財務会計Ⅰ　新訂版
48 ３学年 商業 財務会計Ⅱ 実教出版 財務会計Ⅱ
49 ２学年 商業 原価計算 実教出版 原価計算　新訂版
50 ２学年 商業 管理会計 実教出版 管理会計
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