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 第２部記載の教科書は，従来の学習指導要領（平成１１年文部省告示

第５８号）に基づいて編集されたもので，この学習指導要領の適用を受

ける生徒が使用するものです。（学校教育法附則第９条の規定による場

合を除く） 

第２部記載の教科書の種目（又は教科）別の種類数・点数は，別表の

とおりです。 



 

 

 

文 部 科 学 省 検 定 済 教 科 書                    文 部 科 学 省 検 定 済 教 科 書                    

種  目 種類数 点 数 種目（教科） 種類数 点 数 

 
○普通教育に関する各教科 

種          点  

 

美 術 Ⅰ          

美 術 Ⅱ          

美 術 Ⅲ          

工 芸 Ⅰ          

工 芸 Ⅱ          

書 道 Ⅰ          

書 道 Ⅱ          

書 道 Ⅲ          

 

オーラル・コミュニケーションⅠ          

オーラル・コミュニケーションⅡ          

英 語 Ⅰ          

英 語 Ⅱ          

リ ー デ ィ ン グ          

ラ イ テ ィ ン グ          

 

家 庭 基 礎 

家 庭 総 合 

生 活 技 術 

 

情 報 Ａ 

情 報 Ｂ 

情 報 Ｃ 

 

種 

 

３ 

２ 

２ 

１ 

１ 

５ 

５ 

６ 

 

１６ 

７ 

１０ 

２９ 

２６ 

２０ 

 

１１ 
１０ 

２ 
 

１５ 
９ 
９ 

 

点 

 

３ 

２ 

２ 

１ 

１ 

５ 

５ 

６ 

 

１６ 

７ 

１０ 

３０ 

２６ 

２０ 

 

１１ 
１０ 

２ 
 

１５ 
９ 
９ 

 

国 語 表 現 Ⅰ          

国 語 表 現 Ⅱ          

国 語 総 合          

現 代 文          

古 典          

古 典 講 読          

 

世 界 史 Ａ         

世 界 史 Ｂ         

日 本 史 Ａ         

日 本 史 Ｂ         

地  理  Ａ         

地  理  Ｂ         

地   図          

 

現 代 社 会          

倫        理 

政 治 ・ 経 済          

 

数 学 基 礎         

数 学 Ⅰ          

数 学 Ⅱ          

数 学 Ⅲ          

数 学 Ａ          

数 学 Ｂ          

数 学 Ｃ          

 

理 科 基 礎          

理 科 総 合 Ａ          

理 科 総 合 Ｂ          

物 理 Ⅰ          

物 理 Ⅱ          

化 学 Ⅰ          

化 学 Ⅱ          

生 物 Ⅰ          

生 物 Ⅱ          

地 学 Ⅰ          

地 学 Ⅱ          

 

保 健 体 育          

 

音 楽 Ⅰ          

音 楽 Ⅱ          

音 楽 Ⅲ          

６ 

６ 

１０ 

２５ 

１９ 

１９ 

 

１１ 

１１ 
７ 

１１ 

８ 

６ 

８ 

 

１６ 

１０ 

１５ 

 

４ 

３ 

１６ 

１１ 

１５ 

１４ 

１０ 

 

３ 

８ 

７ 

６ 

４ 

１１ 

６ 

１０ 

６ 

５ 

２ 

 

４ 

 

４ 

４ 

３ 

６ 

６ 

１２ 

２５ 

２６ 

１９ 

 

１１ 

１１ 

７ 

１１ 

８ 

６ 

８ 

 

１６ 

１０ 

１５ 

 

４ 

３ 

１６ 

１１ 

１５ 

１４ 

１０ 

 

３ 

８ 

７ 

６ 

４ 

１１ 

６ 

１０ 

６ 

５ 

２ 

 

４ 

 

４ 

４ 

３ 

○専門教育に関する各教科 
 

農     業 

工     業 

商     業 

家     庭 

情     報 

福     祉 

 

 
２３ 

６５ 

３２ 

６ 

６ 

４ 

 

 
２３ 

７３ 
３２ 

６ 

６ 

４ 

小  計 ６６９ ６８７ 

 

文 部 科 学 省 著 作 教 科 書                    

教  科 種類数 点 数 

 

農     業 

工     業 

水     産 

家     庭 

看     護 

     
８ 

１５ 

１０ 

５ 

４ 

       
８ 

１５ 

１２ 

５ 

６ 

小  計 ４２ ４６ 

 

合    計 

       種 

７１１ 

         点 

  ７３３ 



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　国語　　　国語表現Ⅰ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 国Ⅰ Ｂ５  高木 まさき
平14 0

東書 001 122  ほか6名
15 国Ⅰ Ｂ５  細川 英雄

平18 0
三省堂 008 120  ほか6名

17 国Ⅰ Ｂ５  長沼 行太郎
平18 0

教出 009 130  ほか5名
117 国Ⅰ Ａ５  中村 明

平14 0
明治 004 146  ほか6名
183 国Ⅰ Ｂ５  江端 義夫

平18 0
第一 010 136  ほか4名
218 国Ⅰ Ｂ５  樺島 忠夫  中西 一弘

平18 佐竹 秀雄
京書 011 120  ほか4名

　国語　　　国語表現Ⅱ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 国Ⅱ Ｂ５  高木 まさき
平15 0

東書 001 122  ほか6名
15 国Ⅱ Ｂ５  細川 英雄

平19 0
三省堂 008 136  ほか6名

17 国Ⅱ Ｂ５  長沼 行太郎
平15 0

教出 003 122  ほか5名
117 国Ⅱ Ａ５  中村 明

平15 0
明治 004 146  ほか6名
183 国Ⅱ Ａ５  江端 義夫

平15 0
第一 006 164  ほか3名
218 国Ⅱ Ｂ５  樺島 忠夫  佐竹 秀雄

平19 0
京書 009 116  ほか3名

国語表現Ⅰ

国語表現Ⅰ　改訂版

国語表現Ⅰ　改訂版

新編国語表現Ⅰ

高等学校　改訂版　国語表現Ⅰ

国語表現Ⅰ　改訂版

国語表現Ⅱ

国語表現Ⅱ　改訂版

国語表現Ⅱ

精選国語表現Ⅱ

高等学校　国語表現Ⅱ

国語表現Ⅱ　改訂版

355

355

355

355

355

355

355

355

355

355

355

355

－ 48 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　国語　　　国語総合
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 国総 Ａ５  小町谷 照彦  池内 輝雄
平18 三角 洋一

東書 025 352  ほか20名
2 国総 Ａ５  小町谷 照彦  池内 輝雄

平18 三角 洋一
東書 026 384  ほか23名

2 国総 Ａ５  小町谷 照彦  池内 輝雄
平18 三角 洋一

東書 027 232  ほか22名
国総 Ａ５  

平18
028 160

15 国総 Ａ５  柴田 武  金谷 治
平18 0

三省堂 029 372  ほか39名
15 国総 Ａ５  柴田 武  金谷 治

平18 0
三省堂 030 368  ほか39名

15 国総 Ｂ５  中洌 正堯
平18 0

三省堂 031 292  ほか14名
50 国総 Ａ５  北原 保雄

平22 0
大修館 051 370  ほか24名

50 国総 Ａ５  北原 保雄
平22 0

大修館 052 256  ほか26名
国総 Ａ５  0

平22 0
053 178 0

50 国総 Ａ５  北原 保雄
平18 0

大修館 034 372  ほか25名
50 国総 Ａ５  北原 保雄

平18 0
大修館 035 354  ほか25名

明解国語総合

新編国語総合　三訂版

国語総合　現代文編

国語総合　古典編

国語総合　改訂版

新編国語総合　改訂版

新編国語総合

精選国語総合

国語総合　現代文編

国語総合　古典編

高等学校　国語総合　改訂版

新編国語総合　改訂版

335

835

835

835

835

495

340

835

835

835

835

500

－ 49 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　国語　　　現代文
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 現文 Ａ５  小町谷 照彦  池内 輝雄
平20 三角 洋一

東書 051 316  ほか27名
2 現文 Ａ５  小町谷 照彦  池内 輝雄

平19 三角 洋一
東書 029 346  ほか22名

2 現文 Ａ５  小町谷 照彦  池内 輝雄
平19 三角 洋一

東書 030 400  ほか23名
2 現文 Ａ５  小町谷 照彦  池内 輝雄

平19 三角 洋一
東書 031 300  ほか23名
15 現文 Ａ５  柴田 武  金谷 治

平19 0
三省堂 032 378  ほか21名

15 現文 Ａ５  柴田 武  金谷 治
平19 0

三省堂 033 370  ほか23名
17 現文 Ａ５  井口 時男  長沼 行太郎

平19 0
教出 034 414  ほか10名
17 現文 Ａ５  井口 時男  長沼 行太郎

平19 0
教出 035 374  ほか10名
17 現文 Ａ５  井口 時男  長沼 行太郎

平19 0
教出 036 374  ほか10名
50 現文 Ａ５  北原 保雄

平20 0
大修館 052 360  ほか14名

50 現文 Ａ５  北原 保雄
平20 0

大修館 053 320  ほか13名
50 現文 Ａ５  北原 保雄

平19 0
大修館 037 354  ほか14名

50 現文 Ａ５  北原 保雄
平19 0

大修館 038 386  ほか13名
50 現文 Ａ５  北原 保雄

平19 0
大修館 039 338  ほか13名

104 現文 Ａ５  坪内 稔典
平19 0

数研 040 400  ほか10名
117 現文 Ａ５  中島 国彦

平20 0
明治 054 304  ほか13名
117 現文 Ａ５  中島 国彦

平19 0
明治 041 384  ほか13名

新編現代文　改訂版

新版　現代文

現代文　改訂版

精選現代文　改訂版

現代文２　改訂版

新編現代文　改訂版

新　精選現代文２

新　精選現代文

現代文１　改訂版

精選現代文　改訂版

新現代文　改訂版

現代文

高等学校現代文　改訂版

現代文２

新編現代文

現代文１

精選現代文

795

795

795

795

795

795

795

795

795

795

795

795

795

795

795

795

795

－ 50 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
117 現文 Ａ５  中島 国彦

平19 0
明治 042 304  ほか13名
117 現文 Ａ５  中島 国彦

平19 0
明治 043 352  ほか13名
143 現文 Ａ５  安藤 宏  紅野 謙介

平16 0
筑摩 028 320  ほか9名
183 現文 Ａ５  竹盛 天雄

平19 0
第一 046 412  ほか12名
183 現文 Ａ５  竹盛 天雄

平19 0
第一 047 356  ほか12名
183 現文 Ｂ５  竹盛 天雄

平19 0
第一 048 240  ほか12名
212 現文 Ａ５  亀井 秀雄

平19 0
桐原 049 408  ほか7名
212 現文 Ａ５  亀井 秀雄

平19 0
桐原 050 352  ほか7名

　国語　　　古典
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 古典 Ａ５  小町谷 照彦  池内 輝雄
平19 三角 洋一

東書 026 298  ほか22名
2 古典 Ａ５  小町谷 照彦  池内 輝雄

平19 三角 洋一
東書 027 378  ほか23名

2 古典 Ａ５  小町谷 照彦  池内 輝雄
平19 三角 洋一

東書 028 232  ほか23名
古典 Ａ５  0

平19 0
029 172 0

15 古典 Ａ５  柴田 武  金谷 治
平19 0

三省堂 030 224  ほか16名
古典 Ａ５  0

平19 0
031 152 0

17 古典 Ａ５  影山 輝國  室城 秀之
平19 0

教出 032 390  ほか7名

展開　現代文　改訂版

新編古典

精選古典

新　精選現代文１

高校生の現代文

展望現代文

高等学校　改訂版　現代文

探求　現代文　改訂版

高等学校　改訂版　新編現代文

古典　古文編

古典　漢文編

高等学校古典　古文編　改訂版

高等学校古典　漢文編　改訂版

新版　古典

高等学校　改訂版　標準現代文

795

795

795

795

795

795

795

795

835

835

480

355

510

325

835

－ 51 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
17 古典 Ａ５  影山 輝國  室城 秀之

平15 0
教出 007 196  ほか6名

古典 Ａ５  0
平15 0

008 124 0
17 古典 Ａ５  影山 輝國  室城 秀之

平15 0
教出 009 188  ほか6名

古典 Ａ５  0
平15 0

010 114 0
50 古典 Ａ５  北原 保雄

平20 0
大修館 049 322  ほか12名

50 古典 Ａ５  北原 保雄
平20 0

大修館 050 256  ほか13名
50 古典 Ａ５  北原 保雄

平19 0
大修館 033 298  ほか12名

50 古典 Ａ５  北原 保雄
平19 0

大修館 034 370  ほか13名
104 古典 Ａ５  木下 資一

平19 0
数研 035 224  ほか10名

古典 Ａ５  0
平19 0

036 152 0
117 古典 Ａ５  久保田 淳  丸山 松幸

平19 0
明治 037 336  ほか10名
117 古典 Ａ５  久保田 淳  丸山 松幸

平19 0
明治 038 304  ほか10名
142 古典 Ａ５  天野 成之  安斎 久美子

平15 坂本 右  中村 幸弘
右文 017 312  ほか6名
142 古典 Ａ５  天野 成之  安斎 久美子

平15 坂本 右  中村 幸弘
右文 018 260  ほか6名
183 古典 Ａ５  稲賀 敬二  森野 繁夫

平19 0
第一 042 228  ほか9名

古典 Ａ５  0
平19 0

043 144 0
183 古典 Ａ５  稲賀 敬二  森野 繁夫

平19 0
第一 044 290  ほか9名

古典漢文編

新　精選古典

高等学校　改訂版　古典　漢文編

高校生の古典

古典

新古典

高等学校　改訂版　古典　古文編

高等学校　改訂版　標準古典

精選古典　漢文

新編古典　改訂版

古典　古文編

古典　漢文編

古典１　改訂版

精選古典　改訂版

古典古文編

古典２　改訂版

精選古典　古文 520

315

835

835

835

835

505

330

835

515

320

835

835

835

505

330

835

－ 52 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
212 古典 Ａ５  中野 幸一

平19 0
桐原 047 256  ほか9名

古典 Ａ５  0
平19 0

048 152 0

　国語　　　古典講読
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
15 講読 Ｂ５  桑原 博史  斎藤 貞博

平18 伊坂 淳一
三省堂 014 120  ほか1名

15 講読 Ａ５  柴田 武  金谷 治
平16 0

三省堂 004 196  ほか11名
17 講読 Ａ５  影山 輝國  室城 秀之

平18 0
教出 015 162  ほか7名
17 講読 Ａ５  影山 輝國  室城 秀之

平16 0
教出 005 162  ほか6名
17 講読 Ａ５  室城 秀之

平14 0
教出 001 154  ほか6名
50 講読 Ｂ５  向嶋 成美

変型 平16 0
大修館 006 106  ほか10名

117 講読 Ａ５  久保田 淳
平16 0

明治 007 146  ほか8名
117 講読 Ａ５  久保田 淳  丸山 松幸

平14 0
明治 002 146  ほか11名
142 講読 Ａ５  天野 成之  安斎 久美子

平18 坂本 右  中村 幸弘
右文 016 192  ほか6名
142 講読 Ａ５  安斎 久美子  中村 幸弘

平18 0
右文 017 130  ほか6名
142 講読 Ａ５  安斎 久美子  大谷 光男

平16 松村 博司  中村 幸弘
右文 008 146  ほか8名
142 講読 Ａ５  松村 博司  中村 幸弘

平16 0
右文 009 130  ほか7名
142 講読 Ａ５  天野 成之  安斎 久美子

平14 坂本 右  中村 幸弘
右文 003 164  ほか6名

高等学校　古典（古文編）　改訂版

平安文学選　
－物語　和歌　随想・日記－

源氏物語・大鏡・評論

徒然草　説話〔古今著聞集　十訓抄　宇治
拾遺物語　古事談　今昔物語集〕　枕草子

新古典講読　説話（古今著聞集・沙石集・十訓抄・竹
取物語）　随筆（徒然草・枕草子・方丈記・常山紀談・
花月草紙・蘭東事始）　故事・小話　漢詩

高等学校　古典（漢文編）　改訂版

明解古典講読　日本の説話

高等学校　古典講読　
源氏物語　枕草子　大鏡

新古典名文選　古典講読

古典名文選　古典講読

徒然草　枕草子　説話

史記・十八史略抄

精選古典講読（古文）

新編古典講読　物語・小説（伊勢物語・源氏物語・大鏡・日
本永代蔵・雨月物語）　評論（古今和歌集仮名序・無名草
子・笈の小文・源氏物語玉の小櫛）　漢詩・思想　史伝

新編古典講読（総合）

575

575

575

575

575

575

575

575

575

500

335

575

575

575

575

－ 53 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
143 講読 Ａ５  鈴木 日出男

平20 0
筑摩 019 162  ほか3名
143 講読 Ａ５  鈴木 日出男

平16 0
筑摩 010 144  ほか2名
183 講読 Ａ５  伊井 春樹  森野 繁夫

平18 0
第一 018 196  ほか8名
183 講読 Ａ５  伊井 春樹  森野 繁夫

平16 0
第一 011 162  ほか6名
195 講読 Ａ５  野間 正英  松本 剛士

平16 0
日栄社 012 178 0

195 講読 Ａ５  野間 正英
平16 0

日栄社 013 146 0

古典講読（古文・漢文）　物語・史伝選

古典講読（古文）　物語・評論選

高等学校　標準古典講読　物語選

高等学校　古典講読　
大鏡　源氏物語　史記

物語文学選－伊勢物語・大和物語・源氏
物語・堤中納言物語・大鏡・今鏡－

古典評論

575

575

575

575

575

575

－ 54 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　地理歴史　　　世界史Ａ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 世Ａ Ｂ５  加藤 晴康
平19 0

東書 020 232  ほか8名
7 世Ａ Ｂ５  木畑 洋一

平19 0
実教 021 184  ほか7名

7 世Ａ Ｂ５  中村 義  松村 赳
平18 0

実教 012 216  ほか12名
15 世Ａ Ｂ５  増谷 英樹

平18 0
三省堂 013 216  ほか6名

35 世Ａ Ｂ５  木下 康彦
平18 0

清水 014 212  ほか7名
46 世Ａ Ｂ５  岡崎 勝世  伊藤 定良

平18 坂本 勉  近藤 一成
帝国 015 216 工藤 元男  相澤 隆
81 世Ａ Ａ５  木村 靖二  佐藤 次高

平18 岸本 美緒
山川 016 270  ほか4名
81 世Ａ Ｂ５  柴田 三千雄  佐藤 次高

平18 近藤 和彦  岸本 美緒
山川 017 212 0
81 世Ａ Ｂ５  柴田 三千雄  木谷 勤

平18 近藤 和彦  羽田 正
山川 018 200  ほか5名
183 世Ａ Ｂ５  向山 宏

平18 0
第一 019 192  ほか9名
212 世Ａ Ｂ５  斉藤 孝

平15 0
桐原 011 192  ほか6名

新世界史Ａ

世界の歴史　改訂版

高等学校　改訂版　世界史Ａ

世界史Ａ

新版世界史Ａ

世界史Ａ　新訂版

明解新世界史Ａ　新訂版

世界史Ａ　改訂版

高等学校　世界史Ａ　改訂版

要説世界史　改訂版

現代の世界史　改訂版

640

640

640

640

640

640

640

640

640

640

640

－ 55 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　地理歴史　　　世界史Ｂ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 世Ｂ Ｂ５  相良 匡俊
平18 0

東書 012 264  ほか7名
2 世Ｂ Ｂ５  尾形 勇

変型 平18 0
東書 013 424  ほか12名

7 世Ｂ Ａ５  鶴見 尚弘  遅塚 忠躬
平18 0

実教 014 416  ほか12名
7 世Ｂ Ｂ５  鶴見 尚弘  遅塚 忠躬

平15 0
実教 008 264  ほか10名
15 世Ｂ Ａ５  西川 正雄

平18 0
三省堂 015 400  ほか17名

35 世Ｂ Ｂ５  鶴間 和幸
平19 0

清水 019 256  ほか11名
46 世Ｂ Ｂ５  川北 稔  重松 伸司  小杉 泰

平19 杉本 淑彦  桃木 至朗  青野 公彦

帝国 020 296 清水 和裕  吉澤 誠一郎  杉山 清彦

81 世Ｂ Ａ５  柴田 三千雄  弓削 達
平19 辛島 昇  斯波 義信

山川 021 424 木谷 勤  近藤 和彦 ほか5名

81 世Ｂ Ａ５  佐藤 次高  木村 靖二
平18 岸本 美緒

山川 016 424 0
81 世Ｂ Ａ５  佐藤 次高  木村 靖二

平18 岸本 美緒
山川 017 370  ほか3名
183 世Ｂ Ｂ５  向山 宏

変型 平18 0
第一 018 288  ほか9名

　地理歴史　　　日本史Ａ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 日Ａ Ｂ５  田中 彰
平19 0

東書 011 216  ほか15名
7 日Ａ Ｂ５  宮原 武夫  石山 久男

平18 0
実教 008 208  ほか15名
15 日Ａ Ｂ５  青木 美智男

平19 0
三省堂 012 202  ほか12名

35 日Ａ Ｂ５  佐々木 寛司  保立 道久
平18 0

清水 009 212  ほか10名

新選世界史Ｂ

世界史Ｂ

世界史Ｂ　新訂版

高校世界史Ｂ

世界史Ｂ　改訂版

新詳　世界史Ｂ

高等学校　世界史Ｂ　改訂版

新世界史　改訂版

日本史Ａ　現代からの歴史

高等学校　改訂版　世界史Ｂ　
人、暮らしがあふれる歴史

高校日本史Ａ　新訂版

詳説世界史　改訂版

高校世界史　改訂版

高等学校　日本史Ａ　改訂版

日本史Ａ　改訂版

795

795

795

795

640

640

640

640

795

795

795

795

795

795

795

－ 56 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
81 日Ａ Ａ５  高村 直助  高埜 利彦

平19 0
山川 013 272 0
81 日Ａ Ｂ５  鳥海 靖  三谷 博

平18 渡邉 昭夫
山川 010 196 0
183 日Ａ Ｂ５  岩崎 宏之

平19 0
第一 014 192  ほか6名

　地理歴史　　　日本史Ｂ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 日Ｂ Ｂ５  尾藤 正英
変型 平15 0

東書 003 318  ほか7名
2 日Ｂ Ａ５  山本 博文

平15 0
東書 004 432  ほか11名

7 日Ｂ Ｂ５  宮原 武夫  石山 久男
平19 0

実教 013 256  ほか15名
7 日Ｂ Ａ５  脇田 修  大山 喬平

平19 0
実教 014 416  ほか14名
15 日Ｂ Ａ５  青木 美智男

平19 0
三省堂 015 420  ほか12名

35 日Ｂ Ｂ５  加藤 友康  荒野 泰典
平19 伊藤 純郎

清水 016 264  ほか8名
81 日Ｂ Ａ５  石井 進  五味 文彦

平19 笹山 晴生  高埜 利彦
山川 017 320 0
81 日Ｂ Ａ５  大津 透  久留島 典子

平19 藤田 覚  伊藤 之雄
山川 018 416 0
81 日Ｂ Ａ５  石井 進  五味 文彦

平18 笹山 晴生  高埜 利彦
山川 012 424 0
212 日Ｂ Ａ５  宮地 正人

平15 0
桐原 011 448  ほか10名
221 日Ｂ Ｂ５  村尾 次郎  小堀 桂一郎

平14 朝比奈 正幸
明成社 002 290  ほか22名

新日本史Ｂ

高等学校　日本史Ｂ　改訂版

高校日本史　改訂版

高等学校　最新日本史

高等学校　改訂版　日本史Ａ　
人・くらし・未来

新選日本史Ｂ

日本史Ｂ

高校日本史Ｂ　新訂版

新日本史　改訂版

詳説日本史　改訂版

日本史Ｂ　改訂版

日本史Ａ　改訂版

現代の日本史　改訂版

日本史Ｂ　新訂版

640

795

795

795

795

640

640

795

795

795

795

795

795

795

－ 57 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　地理歴史　　　地理Ａ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 地Ａ Ｂ５  矢田 俊文
平18 0

東書 008 202  ほか10名
17 地Ａ Ｂ５  竹内 啓一

平18 0
教出 009 176  ほか9名
35 地Ａ Ｂ５  山本 茂

平14 0
清水 003 156  ほか15名
46 地Ａ Ｂ５  高橋 彰  片平 博文  矢ヶ崎 典隆  内藤 正典

平19 松本 淳  戸井田 克己  永田 淳嗣  須貝 俊彦

帝国 013 192 丸川 知雄  池谷 和信

46 地Ａ Ｂ５  中村 和郎  澁澤 文隆

平18 島田 周平  秋山 元秀

帝国 010 176 杉浦 芳夫  加賀美 雅弘  小口 高

130 地Ａ Ｂ５  山本 正三
平18 0

二宮 011 184  ほか15名
130 地Ａ Ｂ５  山本 正三

平14 0
二宮 005 160  ほか13名
183 地Ａ Ｂ５  藤原 健藏

平18 0
第一 012 170  ほか7名

　地理歴史　　　地理Ｂ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 地Ｂ Ｂ５  矢田 俊文
変型 平19 0

東書 009 336  ほか10名
17 地Ｂ Ａ５  竹内 啓一

平18 0
教出 006 318  ほか9名
46 地Ｂ Ｂ５  中村 和郎  谷内 達  荒井 良雄  加賀美 雅弘

平19 佐藤 哲夫  友澤 和夫  茅根 創  小島 泰雄

帝国 010 232 池谷 和信  大塚 和夫

46 地Ｂ Ａ５  高橋 彰  平戸 幹夫  片平 博文

平18 矢ヶ崎 典隆  内藤 正典  杉谷 隆

帝国 007 332 松本 淳  戸井田 克己  友澤 和夫

130 地Ｂ Ａ５  山本 正三
平18 0

二宮 008 336  ほか16名
130 地Ｂ Ａ５  山本 正三

平14 0
二宮 004 328  ほか13名

地理Ａ

新　地理Ａ　暮らしと環境

高等学校　現代地理Ａ

高等学校　新地理Ａ　初訂版

世界を学ぶ　高校生の地理Ａ　
最新版

よくわかる地理Ａ　世界の現在と未来

詳解地理Ｂ

詳説新地理Ｂ

高校生の新地理Ａ

高等学校　改訂版　地理Ａ　
世界の暮らしを学ぶ

新　地理Ｂ　世界をみつめる

地理Ｂ

高等学校　世界地理Ｂ

新詳地理Ｂ　初訂版

605

605

605

605

605

605

605

605

745

745

745

745

745

745

－ 58 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　地理歴史　　　地図
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 地図 Ｂ５  山下 脩二
平18 0

東書 009 150  ほか6名
46 地図 Ａ４  帝国書院編集部(代)斎藤 正義

変型 平19 中村 和郎  高野 孟  澁澤 文隆  高橋 宏

帝国 014 132 池上 彰  寺西 俊一  田中 明彦  藤原 帰一

46 地図 Ｂ５  帝国書院編集部(代)斎藤 正義

平18 荒井 良雄  石川 義孝  鈴木 厚志

帝国 010 150 池田 安隆

46 地図 Ｂ５  帝国書院編集部(代)斎藤 正義

平18 川北 稔  中山 修一  黒田 日出男

帝国 011 148 大内 宏一  小口 千明

130 地図 Ｂ５  二宮書店編集部
平19 (代)二宮 健二

二宮 015 152 0
130 地図 Ａ５  二宮書店編集部

平19 (代)二宮 健二
二宮 016 240 0
130 地図 Ｂ５  二宮書店編集部

平18 (代)二宮 健二
二宮 012 160 0
130 地図 Ａ４  二宮書店編集部

平18 (代)二宮 健二
二宮 013 144 0

新高等地図

標準高等地図　
－地図でよむ現代社会－　初訂版

新詳高等地図　初訂版

地歴高等地図　－現代世界とその歴
史的背景－　最新版

高等地図帳　改訂版

コンパクト地図帳　
地図から学ぶ現代社会

詳解現代地図

基本地図帳　改訂版　
世界と日本のいまを知る

1,305

1,305

1,305

1,305

1,305

1,305

1,305

1,305

－ 59 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　公民　　　現代社会
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 現社 Ｂ５  佐々木 毅
平18 0

東書 017 208  ほか9名
7 現社 Ａ５  伊東 光晴

平18 0
実教 018 288  ほか9名

7 現社 Ｂ５  堀尾 輝久
平18 0

実教 019 184  ほか9名
15 現社 Ｂ５  加藤 哲郎  伊藤 正直

平18 中西 新太郎
三省堂 020 180  ほか14名

17 現社 Ｂ５  河合 秀和
平18 0

教出 021 184  ほか9名
35 現社 Ｂ５  大津 和子  藤田 英典

平19 0
清水 029 176  ほか9名
35 現社 Ｂ５  池田 幸也  立岩 真也

平18 0
清水 022 216  ほか12名
35 現社 Ｂ５  池田 幸也

平14 0
清水 006 188  ほか9名
46 現社 Ｂ５  谷内 達  高橋 進  宮崎 隆次

平18 浅子 和美  丹野 義彦

帝国 023 188 平岡 可奈之  仲 信之

81 現社 Ｂ５  山崎 廣明  平島 健司
平18 阪口 正二郎  粕谷 誠

山川 024 192 濱井 修
81 現社 Ｂ５  馬場 康雄  大瀧 雅之

平14 0
山川 014 168  ほか12名
104 現社 Ｂ５  山本 武利

平18 0
数研 025 192  ほか11名
104 現社 Ｂ５  北村 洋基

平14 0
数研 009 168  ほか10名
183 現社 Ａ５  阪上 順夫

平18 0
第一 026 272  ほか10名
183 現社 Ｂ５  阪上 順夫

平18 0
第一 027 176  ほか10名
212 現社 Ｂ５  島野 卓爾

平18 0
桐原 028 200  ほか9名

新　現代社会　地球社会に生きる

新現代社会

高校生の新現代社会　－共に生きる社
会をめざして－　初訂版

新版　現代社会

東学版　現代社会

高等学校　改訂版　現代社会

高等学校　改訂版　新現代社会

新現代社会　改訂版

改訂版　高等学校　現代社会

現代社会

高校現代社会　新訂版

新版現代社会

現代社会　改訂版

高等学校　現代社会　改訂版

高等学校　新現代社会　改訂版

現代社会　－21世紀を生きる－

575

575

575

575

575

575

575

575

575

575

575

575

575

575

575

575

－ 60 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　公民　　　倫理
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 倫理 Ａ５  平木 幸二郎
平19 0

東書 017 216  ほか7名
7 倫理 Ａ５  古田 光

平19 0
実教 018 208  ほか7名

7 倫理 Ｂ５  城塚 登  古田 光
平15 0

実教 009 144  ほか8名
17 倫理 Ｂ５  鷲田 清一

平18 0
教出 012 144  ほか8名
35 倫理 Ｂ５  木村 清孝  村上 隆夫

平19 0
清水 019 188  ほか9名
35 倫理 Ａ５  菅野 覚明  山田 忠彰

平18 熊野 純彦
清水 013 208  ほか4名
81 倫理 Ａ５  濱井 修  小寺 聡

平18 0
山川 014 204 0
81 倫理 Ａ５  湯浅 泰雄

平14 0
山川 008 200  ほか4名
104 倫理 Ａ５  佐藤 正英

平18 0
数研 015 212  ほか7名
183 倫理 Ａ５  越智 貢

平18 0
第一 016 200  ほか7名

　公民　　　政治・経済
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 政経 Ａ５  佐々木 毅
平19 0

東書 022 240  ほか7名
7 政経 Ａ５  宮本 憲一

平19 0
実教 023 224  ほか10名

7 政経 Ｂ５  伊東 光晴
平18 0

実教 016 160  ほか8名
7 政経 Ａ５  都留 重人

平14 0
実教 001 200  ほか10名
15 政経 Ａ５  中川 淳司

平15 0
三省堂 008 204  ほか8名

高等学校　新倫理　改訂版

現代の倫理　改訂版

高校政治・経済　新訂版

新版政治・経済

政治・経済

政治・経済

高等学校　現代倫理　改訂版

倫理

新　倫理　自己を見つめて

倫理

高校倫理

高等学校　改訂版　倫理

政治・経済

東学版　倫理

改訂版　高等学校　倫理

435

435

435

435

435

435

435

435

435

435

435

435

435

435

435

－ 61 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
17 政経 Ａ５  河合 秀和

平15 0
教出 009 200  ほか8名
35 政経 Ａ５  中村 研一  吉川 洋

平19 中野 勝郎  鈴木 孝男
清水 024 228  ほか9名
35 政経 Ａ５  大芝 亮  大山 礼子

平18 山岡 道男
清水 017 224  ほか8名
81 政経 Ａ５  山崎 廣明  平島 健司

平18 阪口 正二郎  粕谷 誠
山川 018 240 0
81 政経 Ａ５  馬場 康雄

平15 0
山川 015 200  ほか6名
104 政経 Ａ５  筒井 若水

平18 0
数研 019 224  ほか8名
104 政経 Ｂ５  筒井 若水

平15 0
数研 012 136  ほか9名
183 政経 Ｂ５  阪上 順夫  花輪 俊哉

平19 0
第一 025 144  ほか10名
183 政経 Ａ５  阪上 順夫  花輪 俊哉

平18 0
第一 020 216  ほか11名
212 政経 Ａ５  野中 俊彦

平18 0
桐原 021 216  ほか5名

政治・経済　明日を見つめて

高等学校　現代政治・経済　改訂版

高等学校　新政治・経済　改訂版

詳説　政治・経済

改訂版　高等学校　政治・経済

東学版　政治・経済

政治・経済　－21世紀を生きる－

高等学校　改訂版　政治・経済

新政治経済　改訂版

高等学校　改訂版　新政治・経済

435

435

435

435

435

435

435

435

435

435

－ 62 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　数学　　　数学基礎
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 数基 Ｂ５  飯高 茂  松本 幸夫
平14 0

東書 001 90  ほか23名
7 数基 Ｂ５  岡本 和夫

平14 0
実教 002 120  ほか5名
104 数基 Ｂ５  岡部 恒治

平14 0
数研 003 128  ほか11名
183 数基 Ｂ５  正田 實

平14 0
第一 005 88  ほか28名

　数学　　　数学Ⅰ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 数Ⅰ Ｂ５  飯高 茂  松本 幸夫
平18 0

東書 023 124  ほか21名
61 数Ⅰ Ｂ５  宮西 正宜

平18 0
啓林館 029 146  ほか24名

61 数Ⅰ Ｂ５  鈴木 晋一
平14 0

啓林館 008 112  ほか7名

　数学　　　数学Ⅱ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 数Ⅱ Ａ５  飯高 茂  松本 幸夫
平19 0

東書 021 248  ほか21名
2 数Ⅱ Ａ５  飯高 茂  松本 幸夫

平19 0
東書 022 224  ほか21名

2 数Ⅱ Ｂ５  飯高 茂  松本 幸夫
平19 0

東書 023 156  ほか21名
7 数Ⅱ Ａ５  岡本 和夫

平19 0
実教 025 226  ほか10名

7 数Ⅱ Ｂ５  岡本 和夫
平19 ピーター・フランクル

実教 026 182  ほか8名
7 数Ⅱ Ｂ５  岡本 和夫

平15 ピーター・フランクル
実教 006 164  ほか6名

Olé!数学Ⅰ

高等学校　新数学Ⅰ

数学Ⅱ

新編数学Ⅱ

新数学Ⅱ

新版数学Ⅱ　新訂版

新高校数学Ⅱ

高校数学Ⅱ

数学基礎

数学基礎

楽しく学ぶ　数学基礎

高等学校　数学基礎

新数学Ⅰ

625

625

720

720

720

720

720

720

495

495

495

495

625

－ 63 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
61 数Ⅱ Ａ５  宮西 正宜

平19 0
啓林館 027 232  ほか23名

61 数Ⅱ Ａ５  宮西 正宜
平19 0

啓林館 028 220  ほか23名
61 数Ⅱ Ｂ５  宮西 正宜

平19 0
啓林館 029 184  ほか23名

61 数Ⅱ Ａ５  山本 芳彦
平15 0

啓林館 008 208  ほか13名
61 数Ⅱ Ｂ５  鈴木 晋一

平15 0
啓林館 009 160  ほか7名

104 数Ⅱ Ａ５  川中 宣明
平19 0

数研 030 224  ほか16名
104 数Ⅱ Ａ５  大矢 雅則  岡部 恒治

平19 0
数研 031 208  ほか13名
104 数Ⅱ Ｂ５  秋山 仁

平19 0
数研 032 160  ほか14名
183 数Ⅱ Ｂ５  正田 實

平19 0
第一 036 160  ほか24名
211 数Ⅱ Ａ５  柳川 堯

平19 0
知出 037 176  ほか6名

　数学　　　数学Ⅲ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 数Ⅲ Ａ５  飯高 茂  松本 幸夫
平20 0

東書 018 200  ほか21名
2 数Ⅲ Ａ５  飯高 茂  松本 幸夫

平20 0
東書 019 192  ほか21名

7 数Ⅲ Ａ５  岡本 和夫
平20 0

実教 020 216  ほか10名
7 数Ⅲ Ａ５  岡本 和夫

平20 0
実教 021 192  ほか10名

7 数Ⅲ Ｂ５  岡本 和夫
平16 0

実教 005 142  ほか7名

高等学校　数学Ⅱ改訂版

高等学校　新編　数学Ⅱ改訂版

Olé!数学Ⅱ

数学Ⅲ　新訂版

新版数学Ⅲ　新訂版

高校数学Ⅲ

高等学校　新編　数学Ⅱ

高等学校　新数学Ⅱ

改訂版　数学Ⅱ

改訂版　新編　数学Ⅱ

改訂版　高校の数学Ⅱ

高等学校　新数学Ⅱ

改訂版　新　数学Ⅱ

数学Ⅲ

新編数学Ⅲ

720

585

585

585

585

585

720

720

720

720

720

720

720

720

720

－ 64 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
61 数Ⅲ Ａ５  宮西 正宜

平20 0
啓林館 022 200  ほか23名

61 数Ⅲ Ａ５  宮西 正宜
平20 0

啓林館 023 176  ほか23名
61 数Ⅲ Ａ５  山本 芳彦

平16 0
啓林館 007 168  ほか13名

104 数Ⅲ Ａ５  川中 宣明
平20 0

数研 024 200  ほか16名
104 数Ⅲ Ａ５  大矢 雅則  岡部 恒治

平20 0
数研 025 184  ほか13名
211 数Ⅲ Ａ５  柳川 堯

平16 0
知出 016 160  ほか6名

　数学　　　数学Ａ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 数Ａ Ａ５  飯高 茂  松本 幸夫
平18 0

東書 021 136  ほか21名
2 数Ａ Ａ５  飯高 茂  松本 幸夫

平18 0
東書 022 120  ほか21名

2 数Ａ Ｂ５  飯高 茂  松本 幸夫
平18 0

東書 023 84  ほか21名
7 数Ａ Ａ５  岡本 和夫

平18 0
実教 025 132  ほか10名

7 数Ａ Ｂ５  岡本 和夫
平18 ピーター・フランクル

実教 026 106  ほか8名
7 数Ａ Ｂ５  岡本 和夫

平14 ピーター・フランクル
実教 006 100  ほか6名
61 数Ａ Ａ５  宮西 正宜

平18 0
啓林館 028 134  ほか24名

61 数Ａ Ｂ５  宮西 正宜
平18 0

啓林館 029 118  ほか24名
61 数Ａ Ｂ５  鈴木 晋一

平14 0
啓林館 008 80  ほか7名

高等学校　数学Ⅲ改訂版

高等学校　新編　数学Ⅲ改訂版

高等学校　新編　数学Ⅲ

改訂版　数学Ⅲ

改訂版　新編　数学Ⅲ

新　数学Ⅲ

数学Ａ

新編数学Ａ

新数学Ａ

新版数学Ａ　新訂版

新高校数学Ａ

高校数学Ａ

高等学校　新編　数学Ａ改訂版

Olé!数学Ａ

高等学校　新数学Ａ

585

585

585

585

495

495

585

585

495

495

495

495

495

495

495

－ 65 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
61 数Ａ Ａ５  山本 芳彦

平14 0
啓林館 009 112  ほか13名

104 数Ａ Ａ５  坪井 俊
平18 0

数研 030 128  ほか16名
104 数Ａ Ａ５  大矢 雅則  岡部 恒治

平18 0
数研 031 112  ほか13名
104 数Ａ Ｂ５  秋山 仁

平18 0
数研 032 80  ほか14名
183 数Ａ Ｂ５  正田 實

平18 0
第一 036 92  ほか24名
211 数Ａ Ａ５  柳川 堯

平18 0
知出 037 96  ほか6名

　数学　　　数学Ｂ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 数Ｂ Ａ５  飯高 茂  松本 幸夫
平19 0

東書 020 200  ほか21名
2 数Ｂ Ａ５  飯高 茂  松本 幸夫

平19 0
東書 021 184  ほか21名

7 数Ｂ Ａ５  岡本 和夫
平19 0

実教 022 220  ほか10名
7 数Ｂ Ａ５  岡本 和夫

平19 0
実教 023 192  ほか10名

7 数Ｂ Ｂ５  岡本 和夫
平19 ピーター・フランクル

実教 024 158  ほか8名
7 数Ｂ Ｂ５  岡本 和夫

平15 ピーター・フランクル
実教 005 146  ほか6名
61 数Ｂ Ａ５  宮西 正宜

平19 0
啓林館 025 176  ほか23名

61 数Ｂ Ａ５  宮西 正宜
平19 0

啓林館 026 144  ほか23名
61 数Ｂ Ａ５  山本 芳彦

平15 0
啓林館 007 152  ほか13名

高等学校　新編　数学Ａ

改訂版　数学Ａ

改訂版　新編　数学Ａ

改訂版　高校の数学Ａ

高等学校　新数学Ａ

改訂版　新　数学Ａ

数学Ｂ

新編数学Ｂ

数学Ｂ　新訂版

新版数学Ｂ　新訂版

新高校数学Ｂ

高校数学Ｂ

高等学校　数学Ｂ改訂版

高等学校　新編　数学Ｂ改訂版

高等学校　新編　数学Ｂ

495

495

495

495

495

495

725

725

725

725

725

725

725

725

725

－ 66 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
61 数Ｂ Ｂ５  鈴木 晋一

平15 0
啓林館 008 128  ほか7名

104 数Ｂ Ａ５  大島 利雄
平19 0

数研 027 192  ほか16名
104 数Ｂ Ａ５  大矢 雅則  岡部 恒治

平19 0
数研 028 176  ほか13名
104 数Ｂ Ｂ５  秋山 仁

平19 0
数研 029 136  ほか14名
211 数Ｂ Ａ５  柳川 堯

平19 0
知出 033 152  ほか6名

　数学　　　数学Ｃ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 数Ｃ Ａ５  飯高 茂  松本 幸夫
平19 0

東書 016 176  ほか21名
2 数Ｃ Ａ５  飯高 茂  松本 幸夫

平19 0
東書 017 164  ほか21名

7 数Ｃ Ａ５  岡本 和夫
平19 0

実教 018 168  ほか10名
7 数Ｃ Ａ５  岡本 和夫

平19 0
実教 019 176  ほか10名
61 数Ｃ Ａ５  宮西 正宜

平19 0
啓林館 020 160  ほか23名

61 数Ｃ Ａ５  宮西 正宜
平19 0

啓林館 021 136  ほか23名
61 数Ｃ Ａ５  山本 芳彦

平15 0
啓林館 006 152  ほか13名

104 数Ｃ Ａ５  木田 祐司
平19 0

数研 022 176  ほか16名
104 数Ｃ Ａ５  大矢 雅則  岡部 恒治

平19 0
数研 023 152  ほか13名
211 数Ｃ Ａ５  柳川 堯

平15 0
知出 014 120  ほか6名

改訂版　高校の数学Ｂ

改訂版　新　数学Ｂ

数学Ｃ

新編数学Ｃ

数学Ｃ　新訂版

新版数学Ｃ　新訂版

高等学校　数学Ｃ改訂版

高等学校　新編　数学Ｃ改訂版

高等学校　新編　数学Ｃ

高等学校　新数学Ｂ

改訂版　数学Ｂ

改訂版　新編　数学Ｂ

改訂版　数学Ｃ

改訂版　新編　数学Ｃ

新　数学Ｃ

725

725

725

725

725

725

725

725

725

725

725

725

725

725

725

－ 67 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　理科　　　理科基礎
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 理基 Ｂ５  上田 誠也  竹内 敬人
平14 松岡 正剛

東書 001 216  ほか11名
7 理基 Ｂ５  高橋 哲郎

平14 0
実教 003 152  ほか5名
104 理基 Ｂ５  杉山 滋郎

平14 0
数研 004 152  ほか7名

　理科　　　理科総合Ａ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 理Ａ Ａ５  松井 孝典  佐藤 勝彦
平18 黒田 玲子

東書 011 232  ほか23名
2 理Ａ Ｂ５  松井 孝典  佐藤 勝彦

平18 黒田 玲子
東書 012 144  ほか23名

7 理Ａ Ｂ５  佐藤 文隆  務台 潔
平18 0

実教 014 160  ほか7名
61 理Ａ Ｂ５  太田 次郎  山崎 和夫

変型 平18 0
啓林館 016 196  ほか23名

61 理Ａ Ｂ５  太田 次郎  山崎 和夫
平18 0

啓林館 017 144  ほか23名
104 理Ａ Ｂ５  小宮山 宏

変型 平18 0
数研 018 192  ほか8名
104 理Ａ Ｂ５  小宮山 宏

平18 0
数研 019 144  ほか7名
183 理Ａ Ｂ５  佐野 博敏

平18 0
第一 021 136  ほか27名

高等学校　理科総合Ａ　改訂版

高等学校　新編　理科総合Ａ　改訂版

高等学校　理科総合Ａ

改訂版　理科総合Ａ　
物質とエネルギーのサイエンス

高等学校　改訂　新理科総合Ａ

理科基礎　
自然のすがた・科学の見かた

理科基礎

理科基礎　私たちにとって科学とは

理科総合Ａ　システムとしてみる自然

新編理科総合Ａ

理科総合Ａ　新訂版

615

615

615

615

615

615

615

615

615

615

615

－ 68 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　理科　　　理科総合Ｂ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 理Ｂ Ａ５  松井 孝典  佐藤 勝彦
平18 黒田 玲子

東書 010 224  ほか23名
2 理Ｂ Ｂ５  松井 孝典  佐藤 勝彦

平18 黒田 玲子
東書 011 136  ほか23名
17 理Ｂ Ｂ５  熊澤 峰夫

平18 0
教出 015 148  ほか11名
61 理Ｂ Ｂ５  太田 次郎  山崎 和夫

変型 平18 0
啓林館 016 168  ほか23名

104 理Ｂ Ｂ５  丸山 茂徳
変型 平18 0

数研 017 180  ほか11名
104 理Ｂ Ｂ５  丸山 茂徳

平14 0
数研 008 132  ほか9名
183 理Ｂ Ｂ５  佐野 博敏

平18 0
第一 019 136  ほか27名

　理科　　　物理Ⅰ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 物Ⅰ Ａ５  三浦 登
平18 0

東書 010 288  ほか19名
2 物Ⅰ Ｂ５  三浦 登

平14 0
東書 002 200  ほか24名

7 物Ⅰ Ａ５  大槻 義彦  小牧 研一郎
平18 長岡 洋介  原 康夫

実教 012 288  ほか9名
61 物Ⅰ Ａ５  兵藤 申一  福岡 登

平18 高木 堅志郎
啓林館 013 288  ほか14名

104 物Ⅰ Ａ５  國友 正和
平18 0

数研 014 292  ほか9名
183 物Ⅰ Ｂ５  中村 英二

平18 0
第一 016 168  ほか19名

理科総合Ｂ　歴史としてみる自然

新編理科総合Ｂ

改訂　理科総合Ｂ　生命と地球環境

高等学校　理科総合Ｂ　改訂版

高等学校　理科総合Ｂ

理科総合Ｂ　
生物と自然環境のサイエンス

高等学校　新理科総合Ｂ

物理Ⅰ

新編物理Ⅰ

物理Ⅰ　新訂版

高等学校　物理Ⅰ　改訂版

改訂版　高等学校　物理Ⅰ

高等学校　改訂　新物理Ⅰ

615

615

755

755

615

615

615

615

615

755

755

755

755

－ 69 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　理科　　　物理Ⅱ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 物Ⅱ Ａ５  三浦 登
平15 0

東書 001 320  ほか19名
7 物Ⅱ Ａ５  大槻 義彦  小牧 研一郎

平19 長岡 洋介  原 康夫
実教 008 352  ほか9名
61 物Ⅱ Ａ５  兵藤 申一  福岡 登

平19 高木 堅志郎
啓林館 009 352  ほか14名

104 物Ⅱ Ａ５  國友 正和
平19 0

数研 010 326  ほか9名

　理科　　　化学Ⅰ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 化Ⅰ Ａ５  竹内 敬人
平18 0

東書 013 312  ほか23名
2 化Ⅰ Ｂ５  竹内 敬人

平18 0
東書 014 196  ほか23名

7 化Ⅰ Ａ５  井口 洋夫  木下 實
平18 0

実教 016 312  ほか12名
7 化Ⅰ Ｂ５  井口 洋夫  相原 惇一

平18 小林 啓二
実教 017 192  ほか8名
61 化Ⅰ Ａ５  斎藤 烈  山本 隆一

平18 0
啓林館 018 296  ほか18名

61 化Ⅰ Ｂ５  斎藤 烈  山本 隆一
変型 平18 0

啓林館 019 264  ほか18名
61 化Ⅰ Ｂ５  斎藤 烈  山本 隆一

平18 0
啓林館 020 176  ほか18名

104 化Ⅰ Ａ５  野村 祐次郎  辰巳 敬
平18 0

数研 021 296  ほか6名
104 化Ⅰ Ａ５  梅澤 喜夫

平18 0
数研 022 296  ほか6名
104 化Ⅰ Ｂ５  梅澤 喜夫

平18 0
数研 023 204  ほか6名
183 化Ⅰ Ｂ５  佐野 博敏

平18 0
第一 025 168  ほか21名

物理Ⅱ

物理Ⅱ　新訂版

高等学校　物理Ⅱ　改訂版

改訂版　高等学校　物理Ⅱ

化学Ⅰ

新編化学Ⅰ

化学Ⅰ　新訂版

高校化学Ⅰ　新訂版

高等学校　化学Ⅰ　改訂版

Master　化学Ⅰ

高等学校　新編　化学Ⅰ　改訂版

改訂版　高等学校　化学Ⅰ

精解　化学Ⅰ

改訂版　新編　化学Ⅰ　
－物質の世界へ－

高等学校　改訂　新化学Ⅰ

935

935

935

935

755

755

755

755

755

755

755

755

755

755

755

－ 70 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　理科　　　化学Ⅱ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 化Ⅱ Ａ５  竹内 敬人
平19 0

東書 008 320  ほか21名
7 化Ⅱ Ａ５  井口 洋夫  木下 實

平19 0
実教 010 352  ほか12名
61 化Ⅱ Ａ５  斎藤 烈  山本 隆一

平19 0
啓林館 011 320  ほか19名

104 化Ⅱ Ａ５  野村 祐次郎  辰巳 敬
平19 0

数研 012 320  ほか8名
104 化Ⅱ Ａ５  梅澤 喜夫

平19 0
数研 013 296  ほか6名
61 化Ⅱ Ａ５  坪村 宏  斎藤 烈

平15 山本 隆一
啓林館 005 336  ほか11名
　(注)　この教科書は、通信教育用の必要を配慮して発行されるものである。

改訂版　高等学校　化学Ⅱ

精解　化学Ⅱ

高等学校　化学Ⅱ

化学Ⅱ

化学Ⅱ　新訂版

高等学校　化学Ⅱ　改訂版

935

935

935

935

935

935

－ 71 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　理科　　　生物Ⅰ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 生Ⅰ Ａ５  石川 統  浅島 誠
平18 0

東書 013 304  ほか18名
2 生Ⅰ Ｂ５  石川 統  浅島 誠

平18 0
東書 014 208  ほか18名

7 生Ⅰ Ａ５  石原 勝敏  庄野 邦彦
平18 0

実教 016 288  ほか13名
7 生Ⅰ Ｂ５  馬場 昭次

平18 0
実教 017 184  ほか6名
17 生Ⅰ Ａ５  堀田 凱樹

平18 0
教出 018 260  ほか9名
61 生Ⅰ Ａ５  本川 達雄  谷本 英一

平18 0
啓林館 019 272  ほか18名

61 生Ⅰ Ｂ５  本川 達雄  谷本 英一
平18 0

啓林館 020 184  ほか18名
104 生Ⅰ Ａ５  川島 誠一郎

平18 0
数研 021 280  ほか8名
104 生Ⅰ Ｂ５  黒岩 常祥

平18 0
数研 022 176  ほか9名
183 生Ⅰ Ｂ５  田中 隆莊

平18 0
第一 024 176  ほか22名

　理科　　　生物Ⅱ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 生Ⅱ Ａ５  浅島 誠
平21 0

東書 013 328  ほか17名
7 生Ⅱ Ａ５  石原 勝敏  庄野 邦彦

平19 0
実教 009 348  ほか13名
17 生Ⅱ Ａ５  堀田 凱樹

平15 0
教出 004 328  ほか9名
61 生Ⅱ Ａ５  本川 達雄  谷本 英一

平20 0
啓林館 012 344  ほか18名

104 生Ⅱ Ａ５  塩川 光一郎
平19 0

数研 010 320  ほか11名
61 生Ⅱ Ａ５  太田 次郎  本川 達雄

平16 0
啓林館 008 300  ほか14名
　(注)　この教科書は、通信教育用の必要を配慮して発行されるものである。

生物Ⅰ

新編生物Ⅰ

新版生物Ⅰ　新訂版

高校生物Ⅰ

生命の探究　生物Ⅰ　改訂版

改訂版　高等学校　生物Ⅱ

高等学校　生物Ⅱ

高等学校　生物Ⅰ　改訂版

高等学校　新編　生物Ⅰ　改訂版

改訂版　高等学校　生物Ⅰ

改訂版　新編　生物Ⅰ　
－生命の世界へ－

高等学校　改訂　新生物Ⅰ

生物Ⅱ

新版生物Ⅱ　新訂版

生命の探究　生物Ⅱ

高等学校　生物Ⅱ　改訂版

855

855

855

855

1,065

1,065

1,065

855

855

855

855

855

855

1,065

1,065

1,065

－ 72 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　理科　　　地学Ⅰ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 地Ⅰ Ｂ５  島崎 邦彦  木村 龍治
平14 0

東書 001 192  ほか15名
7 地Ⅰ Ｂ５  大森 昌衛  森本 雅樹

平18 0
実教 006 192  ほか13名
61 地Ⅰ Ａ５  松田 時彦  山崎 貞治

平18 0
啓林館 007 264  ほか11名

104 地Ⅰ Ａ５  小川 勇二郎
平18 0

数研 008 272  ほか7名
183 地Ⅰ Ｂ５  内海 和彦

変型 平14 0
第一 005 200  ほか10名

　理科　　　地学Ⅱ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
61 地Ⅱ Ａ５  松田 時彦  山崎 貞治

平15 0
啓林館 001 288  ほか9名

104 地Ⅱ Ａ５  力武 常次
平15 0

数研 002 264  ほか12名

　保健体育　　　保健体育
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
50 保体 Ｂ５  髙石 昌弘  加賀谷 熈彦

平18 0
大修館 006 184  ほか31名

50 保体 Ａ５  髙石 昌弘  加賀谷 熈彦
平18 0

大修館 007 246  ほか31名
50 保体 Ｂ５  髙石 昌弘  加賀谷 熈彦

平18 0
大修館 008 164  ほか31名

183 保体 Ｂ５  藤原 喜悦
平18 0

第一 009 176  ほか18名

地学Ⅰ　地球と宇宙

地学Ⅰ　新訂版

高等学校　地学Ⅰ　改訂版

改訂版　高等学校　地学Ⅰ　
地球と宇宙

高等学校　地学Ⅰ

高等学校　地学Ⅱ

高等学校　地学Ⅱ　
地球と宇宙の探究

現代保健体育　改訂版

新保健体育　改訂版

最新保健体育

高等学校　改訂版　保健体育

855

855

855

855

855

1,065

1,065

605

605

605

605

－ 73 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　芸術　　　音楽Ⅰ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
17 音Ⅰ Ｂ５  三善 晃

平18 0
教出 007 128  ほか5名
17 音Ⅰ Ｂ５  三善 晃

平18 0
教出 008 128  ほか5名
27 音Ⅰ Ａ４  畑中 良輔

変型 平18 0
教芸 009 148  ほか8名
27 音Ⅰ Ａ４  畑中 良輔

変型 平18 0
教芸 010 156  ほか9名

　芸術　　　音楽Ⅱ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
17 音Ⅱ Ｂ５  三善 晃

平19 0
教出 006 92  ほか5名
17 音Ⅱ Ｂ５  三善 晃

平19 0
教出 007 96  ほか5名
27 音Ⅱ Ａ４  畑中 良輔

変型 平19 0
教芸 008 108  ほか9名
27 音Ⅱ Ａ４  畑中 良輔

変型 平19 0
教芸 009 132  ほか9名

　芸術　　　音楽Ⅲ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
17 音Ⅲ Ｂ５  三善 晃

平16 0
教出 001 96  ほか7名
27 音Ⅲ Ａ４  畑中 良輔

変型 平20 0
教芸 004 156  ほか14名
89 音Ⅲ Ｂ５  山本 文茂

平20 0
友社 005 92  ほか5名

高校音楽Ⅱ 改訂版　MUSIC ATLAS

MOUSA２

高校生の音楽 ２

音楽Ⅲ

Joy of Music

改訂新版　高校生の音楽３

音楽Ⅰ 改訂版　Tutti

高校音楽Ⅰ 改訂版　MUSIC ATLAS

高校生の音楽 １

MOUSA１

音楽Ⅱ 改訂版　Tutti 300

300

300

300

300

300

300

445

445

445

445

－ 74 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　芸術　　　美術Ⅰ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
38 美Ⅰ Ｂ４  野田 弘志

変型 平18 0
光村 004 72  ほか11名
116 美Ⅰ Ａ４  永井 一正  木島 俊介

変型 平18 0
日文 005 72  ほか5名
116 美Ⅰ Ａ４  絹谷 幸二

変型 平18 0
日文 006 70  ほか3名

　芸術　　　美術Ⅱ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
38 美Ⅱ Ｂ４  野田 弘志

変型 平19 0
光村 003 48  ほか11名
116 美Ⅱ Ａ４  永井 一正  木島 俊介

変型 平19 0
日文 004 60  ほか5名

　芸術　　　美術Ⅲ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
38 美Ⅲ Ｂ４  野田 弘志

変型 平20 0
光村 003 38  ほか10名
116 美Ⅲ Ａ４  永井 一正  木島 俊介

変型 平20 0
日文 004 40  ほか5名

　芸術　　　工芸Ⅰ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
116 工Ⅰ Ａ４  小松 敏明  川野辺 洋

平14 0
日文 001 48 0

　芸術　　　工芸Ⅱ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
116 工Ⅱ Ａ４  小松 敏明  川野辺 洋

平15 0
日文 001 48 0

美術１

高校美術１

美術２

美・創造へ１

高校美術２

美術３

高校美術３

高等学校工芸Ⅰ

高等学校工芸Ⅱ

935

935

935

770

770

590

590

820

670

－ 75 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　芸術　　　書道Ⅰ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 書Ⅰ Ｂ５  栗原 蘆水
変型 平18 0

東書 008 124  ほか12名
6 書Ⅰ Ｂ５  野口 白汀  關 正人

変型 平18 辻元 大雲  名児耶 明
教図 010 116 澤田 雅弘  土橋 靖子  ほか8名

6 書Ⅰ Ｂ５  戸田 提山
平14 0

教図 005 106  ほか14名
17 書Ⅰ Ｂ５  今井 凌雪  角井 博

平18 0
教出 011 106  ほか7名
38 書Ⅰ Ｂ５  金子 卓義

平18 0
光村 012 112  ほか6名

　芸術　　　書道Ⅱ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 書Ⅱ Ｂ５  栗原 蘆水
変型 平19 0

東書 008 96  ほか12名
6 書Ⅱ Ｂ５  野口 白汀  關 正人

変型 平19 辻元 大雲  名児耶 明
教図 010 74 澤田 雅弘  土橋 靖子  ほか9名

6 書Ⅱ Ｂ５  戸田 提山
平15 0

教図 004 84  ほか14名
17 書Ⅱ Ｂ５  今井 凌雪  角井 博

平19 0
教出 011 92  ほか7名
38 書Ⅱ Ｂ５  金子 卓義

平19 0
光村 012 102  ほか6名

　芸術　　　書道Ⅲ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 書Ⅲ Ｂ５  栗原 蘆水
平16 0

東書 001 66  ほか10名
6 書Ⅲ Ｂ５  野口 白汀  關 正人

変型 平20 辻元 大雲  名児耶 明
教図 006 70 澤田 雅弘  土橋 靖子  ほか9名

6 書Ⅲ Ｂ５  戸田 提山
平16 0

教図 003 76  ほか8名
17 書Ⅲ Ｂ５  今井 凌雪

平16 0
教出 004 80  ほか9名

書道Ⅰ

書道Ⅱ

書　Ⅱ

書Ⅲ

新書道Ⅲ

書道Ⅲ

新書道Ⅱ

新編　書道Ⅱ

書Ⅱ

書道Ⅲ

書　Ⅰ

385

385

385

385

385

385

385

385

385

455

455

新書道Ⅰ 455

新編　書道Ⅰ 455

書Ⅰ 455

－ 76 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
38 書Ⅲ Ｂ５  井茂 圭洞  金子 卓義

平20 髙木 聖雨
光村 007 84  ほか5名
116 書Ⅲ Ｂ５  村上 三島  杉岡 華邨

平16 0
日文 002 80  ほか12名

高校書道　Ⅲ

書Ⅲ 385

385

－ 77 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　外国語　　　オーラル・コミュニケーションⅠ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 オⅠ Ｂ５  石田 雅近
平18 0

東書 020 104  ほか7名
9 オⅠ Ｂ５  小林 健

平18 James C.House
開隆堂 021 96 三井 敏正  ほか1名

9 オⅠ Ｂ５  小林 健
平18 James C.House

開隆堂 022 96 三井 敏正  ほか1名
15 オⅠ Ｂ５  北出 亮

平18 0
三省堂 023 104  ほか3名

17 オⅠ Ｂ５  松本 茂
平18 0

教出 024 92  ほか9名
19 オⅠ Ｂ５  八代 京子

平18 0
開拓 025 96  ほか5名
50 オⅠ Ｂ５  岡 秀夫

平18 0
大修館 026 96  ほか6名

61 オⅠ Ｂ５  八島 智子
平18 0

啓林館 027 100  ほか5名
104 オⅠ Ｂ５  竹村 日出夫

平18 0
数研 028 104  ほか8名
109 オⅠ Ｂ５  吉田 研作

変型 平18 0
文英堂 029 104  ほか8名

109 オⅠ Ｂ５  末永 國明
平18 0

文英堂 030 88  ほか7名
172 オⅠ Ｂ５  花本 金吾

平18 0
旺文社 032 92  ほか4名

172 オⅠ Ｂ５  根岸 雅史  靜 哲人
平18 0

旺文社 033 88  ほか5名
177 オⅠ Ｂ５  斎藤 誠毅

平18 David Paul Aline
増進堂 034 88  ほか12名

183 オⅠ Ｂ５  野村 和宏
平18 0

第一 035 96  ほか5名
220 オⅠ Ｂ５  曽根田 憲三

平22 0
スクリ 039 88  ほか11名

ORAL COMMUNICATION Revised 
EXPRESSWAYS Ⅰ Advanced Edition

Hello there! 
Oral Communication Ⅰ

ORAL COMMUNICATION Revised 
EXPRESSWAYS Ⅰ Standard Edition

SELECT Oral Communication Ⅰ 
New Edition

empathy oral communication Ⅰ 
Revised Edition

Voice Oral Communication Ⅰ 
NEW EDITION

SCREENPLAY 
Oral Communication Ⅰ

On Air Communication Ⅰ 
New Edition

Departure Oral Communication Ⅰ 
Revised Edition

REVISED Sailing 
Oral Communication Ⅰ

Revised True Colors 
Oral Communication Ⅰ

New Edition Birdland 
Oral Communication Ⅰ

NEW EDITION OPEN DOOR 
to Oral Communication BOOK Ⅰ

Step Oral Communication Ⅰ 
[Revised Edition]

Planet Blue Oral Communication Ⅰ 
[Revised Edition]

MAINSTREAM 
Oral Communication Ⅰ Second Edition

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425
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第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　外国語　　　オーラル・コミュニケーションⅡ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

9 オⅡ Ｂ５  小林 健
平19 James C.House

開隆堂 008 140 三井 敏正  ほか1名
17 オⅡ Ｂ５  松本 茂

平15 0
教出 002 130  ほか9名
109 オⅡ Ｂ５  末永 國明

平19 0
文英堂 009 104  ほか7名

109 オⅡ Ｂ５  吉田 研作
変型 平15 0

文英堂 004 144  ほか7名
183 オⅡ Ｂ５  野村 和宏

平15 0
第一 005 120  ほか5名
220 オⅡ Ｂ５  塚田 三千代

平19 0
スクリ 010 144  ほか7名
226 オⅡ Ｂ５  Steven Mitchell

平23 Steve Beacall
チアーズ 011 230 千葉 仁美  金田 ひとみ

　外国語　　　英語Ⅰ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 英Ⅰ Ｂ５  久村 研
平18 0

東書 036 116  ほか7名
2 英Ⅰ Ｂ５  神保 尚武

変型 平18 0
東書 037 148  ほか7名

9 英Ⅰ Ｂ５  石井 丈夫
平18 0

開隆堂 040 122  ほか5名
15 英Ⅰ Ａ５  霜崎 實

平18 0
三省堂 041 192  ほか13名

15 英Ⅰ Ｂ５  森住 衛
変型 平18 0

三省堂 042 144  ほか13名
15 英Ⅰ Ｂ５  池田 智

平18 0
三省堂 043 112  ほか6名

50 英Ⅰ Ｂ５  佐野 正之
平18 0

大修館 047 112  ほか5名
61 英Ⅰ Ｂ５  株式会社 新興出版社

平14 啓林館編集部
啓林館 015 104  ほか6名

ORAL COMMUNICATION 
Revised EXPRESSWAYS Ⅱ

empathy 
oral communication Ⅱ

NEW EDITION OPEN DOOR 
to Oral Communication BOOK Ⅱ

Birdland 
Oral Communication Ⅱ

Voice 
Oral Communication Ⅱ

SCREENPLAY 
Oral Communication Ⅱ

ATLANTIS 
Oral Communication Ⅱ

All Aboard! English Ⅰ

Power On English Ⅰ

Revised Edition 
ENGLISH NOW Ⅰ

EXCEED English Series Ⅰ 
New Edition

CROWN English Series Ⅰ 
New Edition

VISTA English Series Ⅰ 
New Edition

Captain 
English Course Ⅰ Revised

ACORN 
English Course Ⅰ

765

765

765

765

490

490

765

765

765

490

490

490

490

490

490

－ 79 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
177 英Ⅰ Ｂ５  鈴木 寿一

変型 平18 Andrew Obermeier
増進堂 059 144  ほか6名

220 英Ⅰ Ｂ５  塚田 三千代
平18 0

スクリ 069 116  ほか5名

　外国語　　　英語Ⅱ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 英Ⅱ Ｂ５  久村 研
平19 0

東書 038 128  ほか7名
2 英Ⅱ Ｂ５  神保 尚武

変型 平19 0
東書 039 168  ほか7名

2 英Ⅱ Ｂ５  田辺 正美
変型 平19 0

東書 040 176  ほか8名
9 英Ⅱ Ｂ５  深澤 清治

変型 平19 0
開隆堂 041 170  ほか7名

9 英Ⅱ Ｂ５  石井 丈夫
平19 0

開隆堂 042 130  ほか5名
15 英Ⅱ Ａ５  霜崎 實

平19 0
三省堂 043 208  ほか13名

15 英Ⅱ Ｂ５  森住 衛
変型 平19 0

三省堂 044 164  ほか13名
15 英Ⅱ Ｂ５  池田 智

平19 0
三省堂 045 64  ほか6名

英Ⅱ Ｂ５  0
平19 0

046 64 0
17 英Ⅱ Ｂ５  高橋 正夫  國枝 マリ

変型 平19 0
教出 047 176  ほか7名
17 英Ⅱ Ｂ５  赤川 裕

平19 0
教出 048 122  ほか5名
19 英Ⅱ Ａ５  鈴木 英一

平15 Paul Snowden
開拓 012 184 江藤 秀一  ほか6名
50 英Ⅱ Ａ５  米山 朝二

平19 0
大修館 049 176  ほか5名

All Aboard! English Ⅱ

PROMINENCE English Ⅱ

Revised Edition 
SUNSHINE English Course Ⅱ

CROWN 
English Series Ⅱ New Edition

EXCEED 
English Series Ⅱ New Edition

VISTA English Series Ⅱ 
Step One New Edition

VISTA English Series Ⅱ 
Step Two New Edition

Magic Hat 
English Course Ⅱ

Lingua-Land 
English Course Ⅱ Revised Edition

NEW LEGEND ENGLISH Ⅱ

Genius 
English Course Ⅱ Revised

SCREENPLAY 
English Course Ⅰ

NEW STREAM 
English Course Ⅰ Second Edition

Revised Edition 
ENGLISH NOW Ⅱ

Power On English Ⅱ

490

490

570

570

570

570

570

570

570

295

275

570

570

570

570
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第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
50 英Ⅱ Ｂ５  佐野 正之

平19 0
大修館 050 112  ほか5名

61 英Ⅱ Ａ５  卯城 祐司
平19 0

啓林館 051 192  ほか6名
61 英Ⅱ Ｂ５  影浦 攻

変型 平19 0
啓林館 052 128  ほか7名

61 英Ⅱ Ｂ５  株式会社 新興出版社
平15 啓林館編集部

啓林館 016 104  ほか5名
104 英Ⅱ Ｂ５  橋内 武

変型 平19 0
数研 053 160  ほか10名
104 英Ⅱ Ｂ５  森岡 裕一

変型 平19 0
数研 054 164  ほか11名
109 英Ⅱ Ａ５  市川 泰男

平19 John R.Hestand
文英堂 055 184  ほか3名

109 英Ⅱ Ｂ５  末永 國明  倉持 三郎
変型 平19 0

文英堂 056 160  ほか5名
109 英Ⅱ Ｂ５  末永 國明  川端 一男

平19 0
文英堂 057 136  ほか5名

177 英Ⅱ Ｂ５  鈴木 寿一
変型 平19 Andrew Obermeier

増進堂 062 160  ほか6名
177 英Ⅱ Ｂ５  鈴木 寿一

変型 平19 Andrew Obermeier
増進堂 063 176  ほか6名

183 英Ⅱ Ｂ５  南村 俊夫
平19 0

第一 066 120  ほか7名
205 英Ⅱ Ｂ５  瀧口 優

平19 0
三友 067 112  ほか4名
205 英Ⅱ Ｂ５  大浦 暁生

変型 平19 0
三友 068 150  ほか5名
212 英Ⅱ Ｂ５  和田 稔

平19 0
桐原 069 130  ほか4名
212 英Ⅱ Ｂ５  浅羽 亮一

変型 平19 0
桐原 070 152  ほか5名
220 英Ⅱ Ｂ５  塚田 三千代

平19 0
スクリ 072 172  ほか4名

NEW EDITION POWWOW 
ENGLISH COURSE Ⅱ

ACORN 
English Course Ⅱ

Revised POLESTAR 
English Course Ⅱ

BIG DIPPER 
English Course Ⅱ

NEW EDITION UNICORN 
ENGLISH COURSE Ⅱ

Captain 
English Course Ⅱ Revised

ELEMENT 
English Course Ⅱ

LovEng. 
English Course Ⅱ

Viva English! Ⅱ 
NEW EDITION

NEW WORLD 
ENGLISH COURSE Ⅱ

NEW English Pal Ⅱ 
New Edition

WORLD TREK 
ENGLISH COURSE Ⅱ NEW EDITION

NEW EDITION Surfing 
ENGLISH COURSE Ⅱ

NEW STREAM 
English Course Ⅱ Second Edition

COSMOS ENGLISH COURSE Ⅱ

SCREENPLAY 
English Course Ⅱ

MAINSTREAM 
English Course Ⅱ Second Edition

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

－ 81 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　外国語　　　リーディング
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 英Ｒ Ｂ５  靜 哲人
変型 平20 0

東書 039 160  ほか8名
2 英Ｒ Ｂ５  上地 安貞

変型 平19 0
東書 027 168  ほか9名

9 英Ｒ Ｂ５  笠原 究
平20 0

開隆堂 040 154  ほか3名
9 英Ｒ Ｂ５  九頭見 一士

変型 平19 0
開隆堂 028 200  ほか3名

15 英Ｒ Ｂ５  霜崎 實
変型 平20 0

三省堂 041 212  ほか14名
15 英Ｒ Ｂ５  森住 衛

変型 平20 0
三省堂 042 158  ほか13名

15 英Ｒ Ｂ５  高梨 庸雄
変型 平19 0

三省堂 029 160  ほか4名
17 英Ｒ Ｂ５  高橋 正夫  丹治 愛

変型 平19 0
教出 030 192  ほか7名
19 英Ｒ Ａ５  鈴木 英一

平16 Paul Snowden
開拓 019 216 江藤 秀一  ほか6名
50 英Ｒ Ｂ５  岡田 伸夫

変型 平19 0
大修館 031 160  ほか5名

61 英Ｒ Ｂ５  大熊 昭信
変型 平20 0

啓林館 043 136  ほか5名
61 英Ｒ Ｂ５  大熊 昭信

変型 平19 0
啓林館 032 168  ほか7名

104 英Ｒ Ｂ５  松坂 ヒロシ
変型 平20 0

数研 044 160  ほか7名
104 英Ｒ Ｂ５  西光 義弘

変型 平19 0
数研 033 184  ほか11名
109 英Ｒ Ｂ５  市川 泰男

変型 平20 John R.Hestand
文英堂 045 176  ほか3名

109 英Ｒ Ｂ５  末永 國明  倉持 三郎
変型 平20 0

文英堂 046 160  ほか5名
109 英Ｒ Ｂ５  末永 國明  川端 一男

変型 平20 0
文英堂 047 136  ほか5名

BIG DIPPER 
Reading Course

Revised POLESTAR 
Reading Course

EXCEED 
English Reading New Edition

NEW EDITION Surfing 
ENGLISH READING

CROWN 
English Reading New Edition

NEW EDITION POWWOW 
ENGLISH READING

Power On 
English Reading

PROMINENCE 
English Reading

ELEMENT English Reading

ORBIT 
English Reading New Edition

NEW LEGEND 
ENGLISH READING

ELEMENT English Reading 
Reading Skills Based

Genius 
English Readings Revised

NEW EDITION UNICORN 
ENGLISH READING

Magic Hat 
English Course READING

PLUS ONE Readings

Revised Edition 
SUNSHINE Readings

745

745

745

745

745

745

745

745

745

745

745

745

745

745

745

745

745
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第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
172 英Ｒ Ｂ５  高山 芳樹  根岸 雅史

平20 0
旺文社 049 128  ほか5名

172 英Ｒ Ｂ５  根岸 雅史  靜 哲人
変型 平19 0

旺文社 035 162  ほか5名
177 英Ｒ Ｂ５  鈴木 寿一

変型 平20 Andrew Obermeier
増進堂 050 176  ほか6名

177 英Ｒ Ｂ５  鈴木 寿一
変型 平20 Andrew Obermeier

増進堂 051 184  ほか6名
183 英Ｒ Ｂ５  沖原 勝昭

変型 平19 0
第一 036 192  ほか10名
183 英Ｒ Ｂ５  南村 俊夫

変型 平19 0
第一 037 176  ほか11名
205 英Ｒ Ｂ５  大浦 暁生

変型 平20 0
三友 052 154  ほか5名
212 英Ｒ Ｂ５  寺内 正典

変型 平20 0
桐原 053 160  ほか5名
212 英Ｒ Ｂ５  塩澤 利雄

変型 平19 0
桐原 038 180  ほか7名

　外国語　　　ライティング
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 英Ｗ Ｂ５  清水 公男
変型 平20 0

東書 043 112  ほか6名
2 英Ｗ Ｂ５  中本 利信

変型 平19 0
東書 025 168  ほか6名

9 英Ｗ Ｂ５  東 信行
変型 平19 0

開隆堂 026 164  ほか5名
15 英Ｗ Ｂ５  霜崎 實

変型 平19 0
三省堂 027 152  ほか13名

15 英Ｗ Ｂ５  森住 衛
変型 平19 0

三省堂 028 144  ほか13名
17 英Ｗ Ｂ５  Mary E.Althaus

変型 平19 0
教出 029 152  ほか7名

Sparkle 
English Reading

CROWN 
English Writing New Edition

Voyager 
Reading Course NEW EDITION

Vivid Reading 
NEW EDITION

Power On 
English Writing

WORLD TREK 
ENGLISH READING NEW EDITION

Planet Blue 
Reading Navigator [Revised Edition]

NEW STREAM 
Reading Course Second Edition

PROMINENCE 
English Writing

Revised Edition 
SUNSHINE Writing

EXCEED 
English Writing New Edition

COSMOS READING

MAINSTREAM 
Reading Course Second Edition

Magic Hat 
English Course WRITING

PRO-VISION 
ENGLISH READING New Edition

745

745

745

745

745

745

605

605

605

745

745

745

605

605

605

－ 83 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
19 英Ｗ Ｂ５  塩澤 利雄

変型 平19 0
開拓 030 168  ほか6名
50 英Ｗ Ｂ５  佐野 正之

変型 平19 0
大修館 031 136  ほか7名

61 英Ｗ Ｂ５  豊田 昌倫
変型 平19 0

啓林館 032 136  ほか7名
104 英Ｗ Ｂ５  南出 康世

変型 平19 0
数研 033 154  ほか9名
104 英Ｗ Ｂ５  T.D.Minton

変型 平19 0
数研 034 144  ほか5名
109 英Ｗ Ｂ５  市川 泰男

変型 平19 John R.Hestand
文英堂 035 168  ほか3名

109 英Ｗ Ｂ５  末永 國明  倉持 三郎
変型 平19 0

文英堂 036 128  ほか5名
172 英Ｗ Ｂ５  靜 哲人  根岸 雅史

変型 平19 0
旺文社 038 168  ほか4名

177 英Ｗ Ｂ５  山本 良一
変型 平19 David Paul Aline

増進堂 039 128  ほか4名
183 英Ｗ Ｂ５  南村 俊夫

変型 平19 0
第一 040 144  ほか11名
183 英Ｗ Ｂ５  渡邉 寛治

変型 平19 0
第一 041 112  ほか12名
205 英Ｗ Ｂ５  室井 美稚子

平20 0
三友 045 112  ほか3名
212 英Ｗ Ｂ５  大井 恭子

平20 0
桐原 046 124  ほか5名
212 英Ｗ Ｂ５  荻野 治雄

変型 平19 0
桐原 042 144  ほか5名

NEW EDITION 
UNICORN ENGLISH WRITING

NEW EDITION 
POWWOW ENGLISH WRITING

PRO-VISION 
ENGLISH WRITING NEW EDITION

Vivid Writing 
NEW EDITION

Genius 
English Writing Revised

ELEMENT 
English Writing

BIG DIPPER 
Writing Course

WORLD TREK 
ENGLISH WRITING NEW EDITION

COSMOS WRITING

Voyager 
Writing Course NEW EDITION

MAINSTREAM 
Writing Course Second Edition

NEW ACCESS to English Writing 
New Edition

Revised 
POLESTAR Writing Course

Planet Blue 
Writing Navigator [Revised Edition]

605

605

605

605

605

605

605

605

605

605

605

605

605

605

－ 84 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　家庭　　　家庭基礎
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 家庭 Ｂ５  牧野 カツコ
平18 0

東書 040 184  ほか16名
6 家庭 Ｂ５  櫻井 純子

平18 0
教図 041 206  ほか35名

6 家庭 Ｂ５  武藤 八恵子
平18 0

教図 042 202  ほか34名
6 家庭 Ｂ５  武藤 八恵子

平14 0
教図 011 180  ほか23名

7 家庭 Ｂ５  宮本 みち子
平18 0

実教 043 184  ほか32名
7 家庭 Ｂ５  春日 寛

平18 0
実教 044 184  ほか48名

7 家庭 Ｂ５  宮本 みち子
平14 0

実教 012 184  ほか41名
9 家庭 Ｂ５  金田 利子

平18 0
開隆堂 045 200  ほか30名

50 家庭 Ｂ５  中間 美砂子
平18 0

大修館 046 184  ほか48名
50 家庭 Ｂ５  中間 美砂子

平18 0
大修館 047 162  ほか29名

183 家庭 Ｂ５  香川 芳子
平18 0

第一 048 184  ほか23名

　家庭　　　家庭総合
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 家庭 Ｂ５  牧野 カツコ
平18 0

東書 031 248  ほか17名
6 家庭 Ｂ５  櫻井 純子

平18 0
教図 032 262  ほか40名

6 家庭 Ｂ５  武藤 八恵子
平18 0

教図 033 258  ほか36名
7 家庭 Ｂ５  宮本 みち子

平18 0
実教 034 248  ほか40名

明日を拓く　高校家庭基礎

家庭基礎　気づく・追求する・行動する

新家庭基礎　
未来へつなぐパートナーシップ

家庭基礎　明日の生活を築く

家庭基礎　自立・共生・創造

家庭基礎　出会う・かかわる・行動する

新家庭基礎　
ともに生きる，くらしをつくる

新家庭基礎　生活の創造をめざして

新家庭基礎21

新家庭総合　
ともに生きる，くらしをつくる

家庭基礎　
自分らしい生き方とパートナーシップ

家庭総合　自立・共生・創造

高等学校　改訂版　家庭基礎　
自分らしく生きる

新家庭総合　
未来をひらく生き方とパートナーシップ

家庭総合　出会う・かかわる・行動する

505

505

685

685

685

685

505

505

505

505

505

505

505

505

505

－ 85 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

7 家庭 Ｂ５  春日 寛
平18 0

実教 035 248  ほか48名
7 家庭 Ｂ５  宮本 みち子

平14 0
実教 003 252  ほか42名

9 家庭 Ｂ５  金田 利子
平18 0

開隆堂 036 256  ほか31名
50 家庭 Ｂ５  中間 美砂子

平18 0
大修館 037 240  ほか48名

50 家庭 Ｂ５  中間 美砂子
平18 0

大修館 038 226  ほか29名
183 家庭 Ｂ５  香川 芳子

平18 0
第一 039 224  ほか23名

　家庭　　　生活技術
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

6 家庭 Ｂ５  櫻井 純子
平18 0

教図 049 270  ほか38名
6 家庭 Ｂ５  櫻井 純子

平14 0
教図 019 248  ほか33名

高等学校　改訂版　家庭総合　
生活に豊かさをもとめて

新生活技術　
ともに生きる，くらしをつくる

明日を拓く　高校家庭総合

生活技術

新家庭総合　生活の創造をめざして

家庭総合　明日の生活を築く

新家庭総合21

家庭総合　
自分らしい生き方とパートナーシップ

685

685

685

685

685

685

685

685

－ 86 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　情報　　　情報Ａ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

2 情報 Ｂ５  赤堀 侃司
変型 平18 0

東書 059 160  ほか14名
7 情報 Ｂ５  岡本 敏雄  山極 隆

平18 0
実教 060 168  ほか11名

7 情報 Ｂ５  岡本 敏雄  山極 隆
平18 0

実教 061 168  ほか11名
7 情報 Ｂ５  岡本 敏雄  山極 隆

平16 0
実教 036 168  ほか11名

7 情報 Ｂ５  岡本 敏雄  山極 隆
平14 0

実教 002 168  ほか13名
9 情報 Ｂ５  中村 祐治

平18 0
開隆堂 062 168  ほか11名

17 情報 Ｂ５  井口 磯夫
平18 0

教出 063 160  ほか5名
35 情報 Ｂ５  徳田 雄洋  川合 慧

平16 安村 通晃
清水 039 168  ほか5名
61 情報 Ｂ５  永野 和男

平18 0
啓林館 064 176  ほか18名

61 情報 Ｂ５  永野 和男
平18 0

啓林館 065 176  ほか18名
104 情報 Ｂ５  坂村 健

平18 0
数研 066 128  ほか13名
116 情報 Ｂ５  水越 敏行  村井 純

平18 0
日文 067 162  ほか26名
116 情報 Ｂ５  水越 敏行  村井 純

平16 0
日文 042 142  ほか24名
144 情報 Ａ４  藤崎 豊

平14 0
暁 010 148  ほか4名
183 情報 Ｂ５  山口 和紀

平18 0
第一 068 160  ほか12名

高等学校　情報Ａ　最新版

情報Ａ　Living in IT World

高等学校　三訂版　情報Ａ

新版　情報Ａ

Welcome to 'IT' 情報Ａ

情報Ａ

新版　情報Ａ　情報の活用と実践

情報Ａ　改訂版

三訂版　情報Ａ　
ようこそ情報の世界へ

高等学校　情報Ａ　改訂版

新・情報Ａ　情報社会への招待

情報A Step Forward!

Create information 新版情報Ａ

高校情報Ａ

最新情報Ａ

875

875

875

875

875

875

875

875

795

875

875

875

875

875

875

－ 87 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　情報　　　情報Ｂ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

7 情報 Ｂ５  岡本 敏雄  山極 隆
平18 0

実教 069 176  ほか12名
7 情報 Ｂ５  岡本 敏雄  山極 隆

平16 0
実教 044 168  ほか11名

7 情報 Ｂ５  岡本 敏雄  山極 隆
平14 0

実教 014 168  ほか13名
9 情報 Ｂ５  中村 祐治

平18 0
開隆堂 070 168  ほか11名

17 情報 Ｂ５  内藤 衛亮
平16 0

教出 046 132  ほか12名
61 情報 Ｂ５  永野 和男  阿部 圭一

平18 0
啓林館 071 176  ほか17名

104 情報 Ｂ５  坂村 健
平18 0

数研 072 152  ほか13名
116 情報 Ｂ５  水越 敏行  村井 純

平18 0
日文 073 150  ほか25名
183 情報 Ｂ５  山口 和紀

平18 0
第一 074 144  ほか12名

　情報　　　情報Ｃ
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

7 情報 Ｂ５  岡本 敏雄  山極 隆
平18 0

実教 075 176  ほか11名
7 情報 Ｂ５  岡本 敏雄  山極 隆

平16 0
実教 050 168  ほか11名

7 情報 Ｂ５  岡本 敏雄  山極 隆
平14 0

実教 023 168  ほか13名
9 情報 Ｂ５  中村 祐治

平18 0
開隆堂 076 168  ほか11名

17 情報 Ｂ５  内藤 衛亮
平16 0

教出 052 132  ほか12名
61 情報 Ｂ５  永野 和男

平18 0
啓林館 077 128  ほか18名

最新情報Ｃ

情報Ｂ

最新情報Ｂ

新版　情報Ｂ　情報の科学的な理解

高等学校　三訂版　情報Ｂ

高等学校　情報Ｂ　最新版

The View of Science 情報Ｂ

新版　情報Ｃ　情報社会を生きる

高等学校　情報Ｃ　最新版

新・情報Ｂ　探究する楽しさ

Information & Solution 
新版情報Ｂ

情報Ｃ

Communication & Collaboration 
新版情報Ｃ

Network Communication 情報Ｃ

三訂版　情報Ｂ　情報の世界のしくみ

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

875

－ 88 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
104 情報 Ｂ５  坂村 健

平18 0
数研 078 136  ほか14名
116 情報 Ｂ５  水越 敏行  村井 純

平18 0
日文 079 160  ほか25名
183 情報 Ｂ５  山口 和紀

平18 0
第一 080 160  ほか12名

三訂版　情報Ｃ　広がる情報の世界

高等学校　三訂版　情報Ｃ

新・情報Ｃ　豊かなコミュニケーション

875

875

875

－ 89 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　農業　　　（文部科学省検定済教科書）
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

7 農業 Ｂ５  塩谷 哲夫  青木 正敏
平18 0

実教 033 280  ほか10名
178 農業 Ｂ５  生井 兵治  相馬 暁

平14 上松 信義
農文協 003 264  ほか19名

7 農業 Ｂ５  武内 和彦
平19 0

実教 035 276  ほか11名
178 農業 Ｂ５  西尾 道徳  守山 弘

平14 松本 重男
農文協 005 216  ほか4名

7 農業 Ｂ５  木谷 収  町田 武美
平18 0

実教 034 194  ほか6名
178 農業 Ｂ５  髙倉 直  伊藤 稔

平14 山中 守
農文協 007 184  ほか5名

178 農業 Ｂ５  堀江 武
平15 0

農文協 015 258  ほか5名
7 農業 Ｂ５  伊東 正

平14 0
実教 002 228  ほか8名
178 農業 Ｂ５  池田 英男  川城 英夫

平15 0
農文協 016 272  ほか6名

7 農業 Ｂ５  松井 弘之
平15 0

実教 018 250  ほか8名
178 農業 Ｂ５  杉浦 明

平15 0
農文協 019 274  ほか8名

7 農業 Ｂ５  大川 清  今西 英雄
平14 0

実教 008 256  ほか8名
178 農業 Ｂ５  樋口 春三

平14 0
農文協 009 268  ほか7名

178 農業 Ｂ５  阿部 亮
平16 0

農文協 028 272  ほか12名
7 農業 Ｂ５  大泉 一貫  津谷 好人

平15 0
実教 020 242  ほか5名
178 農業 Ｂ５  七戸 長生  工藤 賢資

平15 0
農文協 021 248 0

7 農業 Ｂ５  木谷 収
平15 0

実教 022 196  ほか7名

農業情報処理

草花

草花

果樹

農業情報処理　新訂版

環境科学基礎

農業科学基礎　新訂版

農業科学基礎

農業機械

野菜

作物

野菜

環境科学基礎　新訂版

農業経営

果樹

農業経営

畜産

905

1,060

1,060

875

875

1,525

1,000

1,000

945

1,125

1,125

1,115

1,115

980

980

1,100

905

－ 90 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
178 農業 Ｂ５  藍 房和

平16 0
農文協 029 244  ほか7名

7 農業 Ｂ５  松本 信二
平15 0

実教 023 234  ほか10名
7 農業 Ｂ５  古川 仁朗

平14 0
実教 010 180  ほか11名
178 農業 Ｂ５  大澤 勝次  久保田 旺

平14 0
農文協 011 250  ほか10名

178 農業 Ｂ５  松尾 英輔  林 良博
平15 0

農文協 017 178  ほか7名
178 農業 Ｂ５  佐藤 誠  篠原 徹

平16 山崎 光博
農文協 030 224  ほか10名

　農業　　　（文部科学省著作教科書）
発行者 教科書 判型 予　定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著作年 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円）
179 農業 Ｂ５  0

平15 文部科学省
電機大 024 304 0

174 農業 Ｂ５  0
平15 文部科学省

コロナ 025 172 0
7 農業 Ｂ５  0

平15 文部科学省
実教 027 278 0

7 農業 Ｂ５  0
平14 文部科学省

実教 012 250 0
179 農業 Ｂ５  0

平14 文部科学省
電機大 013 372 0

7 農業 Ｂ５  0
平16 文部科学省

実教 031 398 0
201 農業 Ｂ５  0

平14 文部科学省
海文堂 014 234 0

179 農業 Ｂ５  0
平16 文部科学省

電機大 032 384 0

食品製造

農業機械

植物バイオテクノロジー

農業土木設計

造園計画

造園技術

農業土木施工

林産加工

森林経営

農業経済

植物バイオテクノロジー

生物活用

動物・微生物バイオテクノロジー

グリーンライフ

530

805

625

395

630

945

1,115

980

980

890

890

745

375

890

－ 91 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　工業　　　（文部科学省検定済教科書）
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

7 工業 Ｂ５  山下 省蔵  小林 一也
平14 0

実教 028 300  ほか23名
7 工業 Ｂ５  林 洋次

平14 0
実教 029 388  ほか12名

7 工業 Ｂ５  小池 敏男
平14 0

実教 021 296  ほか7名
7 工業 Ｂ５  小池 敏男

平14 0
実教 024 272  ほか6名
174 工業 Ｂ５  和泉 勲  木村 邦明

平14 0
コロナ 025 230  ほか3名

7 工業 Ａ４  赤地 龍馬  塩澤 泰
平14 0

実教 019 344  ほか6名
7 工業 Ａ４  藤野 陽三

平14 0
実教 026 248  ほか7名

7 工業 Ｂ５  原田 昭
平14 0

実教 030 264  ほか4名
7 工業 Ｂ５  山下 省蔵  中村 豊久

平14 0
実教 031 240  ほか9名
174 工業 Ｂ５  早川 義一  岩瀬 和夫

平14 古橋 邦男
コロナ 034 228  ほか7名

7 工業 Ｂ５  伊理 正夫  岩本 洋
平18 0

実教 098 258  ほか7名
7 工業 Ｂ５  岩本 宗治  岩本 洋

平18 0
実教 099 194  ほか8名
179 工業 Ｂ５  矢次 健志  中村 征壽  若山 芳三郎

平18 学校法人東京電機大学
電機大 102 216  ほか3名

179 工業 Ｂ５  中村 隆一  矢次 健志
平14 若山 芳三郎

電機大 038 160  ほか4名
7 工業 Ｂ５  伊理 正夫  岩本 洋

平14 0
実教 022 260  ほか9名

7 工業 Ａ５  嵯峨 常生  中西 佑二
平18 0

実教 103 250  ほか10名
工業 Ａ５  0

平18 0
104 266 0

電子製図

電子製図

機械製図

電気製図

機械工作２　新訂版

精選情報技術基礎

機械工作１　新訂版

製図

土木製図

建築設計製図

工業技術基礎

生産システム技術　
電気・電子の基礎から生産管理まで

新情報技術基礎

情報技術基礎

工業数理基礎

工業数理基礎

情報技術基礎　新訂版

1,600

1,750

1,605

1,420

1,405

1,470

1,720

1,200

1,420

1,825

1,360

1,690

1,395

1,395

1,405

1,405

1,405

－ 92 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

7 工業 Ｂ５  吉川 昌範
平14 0

実教 004 324  ほか8名
7 工業 Ｂ５  塚田 忠夫  舟橋 宏明

平14 0
実教 013 328  ほか7名

7 工業 Ａ５  林 洋次
平14 0

実教 014 258  ほか14名
工業 Ａ５  0

平14 0
015 278 0

7 工業 Ｂ５  勝田 正文
平15 0

実教 053 294  ほか7名
7 工業 Ｂ５  舟橋 宏明

平14 0
実教 016 258  ほか8名
174 工業 Ｂ５  安田 仁彦  田中 孝

平14 都筑 順一  市川 繁富
コロナ 020 276 平井 重臣  ほか6名

7 工業 Ｂ５  高野 政晴
平15 0

実教 061 226  ほか6名
174 工業 Ｂ５  安田 仁彦  田中 孝

平15 都筑 順一  市川 繁富
コロナ 062 224 平井 重臣  ほか4名

7 工業 Ｂ５  全国自動車教育研究会
平14 代表 小山 実

実教 032 208 0
工業 Ｂ５  0

平14 0
033 176 0

7 工業 Ｂ５  全国自動車教育研究会
平15 代表 小山 実

実教 047 296 0
7 工業 Ｂ５  桂井 誠  岩本 洋

平18 0
実教 105 226  ほか5名

7 工業 Ａ５  堀田 栄喜
平18 0

実教 106 290  ほか9名
工業 Ａ５  0

平18 0
107 210 0

174 工業 Ａ５  高橋 寛  増田 英二
平14 0

コロナ 010 320  ほか4名
7 工業 Ｂ５  深尾 正  新井 芳明

平19 0
実教 112 242  ほか6名

電子機械

電子機械応用

わかりやすい電気基礎

機械設計１

新機械工作

電気基礎２　新訂版

精選電気基礎　新訂版

電子機械

電気基礎１　新訂版

自動車工学１

電子機械応用

新機械設計

機械設計２

原動機

電気機器　新訂版

自動車整備

自動車工学２

2,920

2,095

1,150

945

1,360

875

2,265

1,090

1,930

1,930

1,530

1,530

1,340

1,065

2,045

2,265

1,390

－ 93 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
154 工業 Ｂ５  仁田 旦三  五十嵐 孝仁

平15 渡辺 勉  坂藤 由雄
オーム 068 274 0

174 工業 Ａ５  猪狩 武尚  柴﨑 成一
平15 井桁 敏夫  近藤 喜弘

コロナ 069 294  ほか5名
7 工業 Ｂ５  石井 彰三  新井 芳明

平19 0
実教 113 226  ほか9名

工業 Ｂ５  0
平19 0

114 194 0
154 工業 Ｂ５  横山 明彦  保坂 尚光

平15 0
オーム 072 268 0

工業 Ｂ５  横山 明彦  保坂 尚光
平15 白川 真

073 218 0
174 工業 Ａ５  柴﨑 成一  井桁 敏夫

平15 近藤 喜弘
コロナ 074 370  ほか7名

7 工業 Ｂ５  岩本 洋
平19 0

実教 115 258  ほか7名
154 工業 Ｂ５  中野 義昭  磯上 辰雄

平15 青木 正彦  山本 誠
オーム 076 284 0

7 工業 Ｂ５  藤井 信生
平19 0

実教 116 258  ほか8名
174 工業 Ａ５  篠田 庄司  和泉 勲

平15 0
コロナ 055 322  ほか2名

7 工業 Ｂ５  藤井 信生  岩本 洋
平15 0

実教 048 210  ほか6名
174 工業 Ａ５  都築 泰雄  池田 雅夫

平15 小林 一夫  青木 輝壽
コロナ 049 266 和泉 勲  ほか2名

7 工業 Ｂ５  藤井 信生  坂庭 好一
平20 0

実教 117 242  ほか7名
174 工業 Ａ５  羽鳥 光俊  菅原 彪

平16 小林 一夫  和泉 勲
コロナ 085 346 矢次 健志  ほか5名

7 工業 Ｂ５  藤井 信生
平19 0

実教 109 226  ほか7名
174 工業 Ａ５  大石 進一  菅原 彪

平15 関根 幹雄  矢次 健志
コロナ 057 334  ほか5名

電子回路　新訂版

通信技術　新訂版

電子回路

電子情報技術　新訂版

新しい電子技術

電子情報技術

電子技術　新訂版

新しい電力技術（１）

新しい電力技術（２）

新しい電気機器

電気機器

電力技術１　新訂版　
電力の発生と輸送

電力技術

電力技術２　新訂版　
電力の利用と制御

電子計測制御

電子計測制御

通信技術

1,090

1,090

995

840

985

850

895

895

1,835

980

980

1,505

1,505

1,115

1,115

870

870

－ 94 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

7 工業 Ｂ５  伊理 正夫  岩本 洋
平18 0

実教 108 258  ほか6名
7 工業 Ｂ５  小林 一夫

平19 0
実教 110 266  ほか7名
174 工業 Ｂ５  菅原 彪  関根 幹雄

平15 矢次 健志
コロナ 059 292  ほか6名

7 工業 Ｂ５  茅野 昌明
平19 0

実教 111 184  ほか8名
174 工業 Ｂ５  関根 幹雄  菅原 彪

平15 神尾 哲夫  岡戸 博
コロナ 066 220 新井 誠  ほか7名

7 工業 Ｂ５  伏見 政則  岩本 洋
平16 0

実教 086 162  ほか5名
174 工業 Ｂ５  関根 幹雄  菅原 彪

平16 神尾 哲夫  岡戸 博
コロナ 087 180 新井 誠  ほか7名

7 工業 Ｂ５  青木 博文
平14 0

実教 007 276  ほか8名
7 工業 Ｂ５  大野 義照

平16 0
実教 088 276  ほか9名

7 工業 Ｂ５  和田 章  古谷 勉
平15 0

実教 063 306  ほか8名
7 工業 Ｂ５  柏原 士郎

平15 0
実教 050 312  ほか11名

7 工業 Ｂ５  松本 光平
平16 0

実教 089 210  ほか14名
7 工業 Ｂ５  浅野 繁喜  伊庭 仁嗣

平14 0
実教 027 274  ほか6名

7 工業 Ｂ５  三浦 裕二  宮田 弘之介
平15 0

実教 064 324  ほか6名
7 工業 Ｂ５  田村 武  井上 和也

平15 岡 二三生
実教 051 244  ほか10名

工業 Ｂ５  0
平15 0

052 306 0
7 工業 Ｂ５  藤野 陽三

平16 0
実教 090 260  ほか4名

ハードウェア技術　新訂版

プログラミング技術　新訂版

建築施工

マルチメディア応用

ハードウェア技術

ソフトウェア技術　新訂版

ソフトウェア技術

マルチメディア応用

土木施工

建築構造

土木基礎力学２　
水理学・土質力学の基礎

土木構造設計

建築計画

建築法規

測量

土木基礎力学１　
構造力学の基礎

建築構造設計

1,455

1,735

1,735

1,185

1,185

955

955

1,460

1,420

1,230

1,940

1,230

945

1,690

1,940

1,890

1,485

－ 95 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

7 工業 Ｂ５  高橋 裕
平16 0

実教 091 260  ほか8名
7 工業 Ａ５  森川 陽  種茂 豊一

平14 0
実教 017 364  ほか9名

工業 Ａ５  松田 治和  足立 吟也
平14 0

018 314  ほか9名
7 工業 Ａ５  川崎 順二郎  種茂 豊一

平15 0
実教 060 388  ほか8名

7 工業 Ｂ５  早川 豊彦
平16 0

実教 092 192  ほか15名

　工業　　　（文部科学省著作教科書）
発行者 教科書 判型 予　定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著作年 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円）

7 工業 Ａ４  0
平15 文部科学省

実教 078 212 0
7 工業 Ａ４  0

平15 文部科学省
実教 080 132 0

7 工業 Ｂ５  0
平14 文部科学省

実教 041 232 0
179 工業 Ｂ５  0

平16 文部科学省
電機大 093 342 0

201 工業 Ｂ５  0
平14 文部科学省

海文堂 042 304 0
7 工業 Ｂ５  0

平16 文部科学省
実教 094 250 0
179 工業 Ｂ５  0

平14 文部科学省
電機大 043 304 0

7 工業 Ｂ５  0
平15 文部科学省

実教 081 232 0
7 工業 Ｂ５  0

平14 文部科学省
実教 044 278 0
179 工業 Ｂ５  0

平15 文部科学省
電機大 082 188 0

染織デザイン

設備計画

空気調和設備

衛生・防災設備

材料製造技術

材料加工

工業材料

設備工業製図

デザイン製図

セラミック工業

工業化学１

化学工学

社会基盤工学　
土木計画と社会基盤整備

地球環境化学　
これからの環境保全技術

工業化学２

1,010

1,610

1,360

1,670

870

1,180

835

800

875

935

750

865

800

630

1,070

－ 96 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著作年 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円）

7 工業 Ｂ５  0
平14 文部科学省

実教 045 248 0
179 工業 Ｂ５  0

平16 文部科学省
電機大 095 276 0

179 工業 Ａ４  0
平16 文部科学省

電機大 096 210 0
201 工業 Ｂ５  0

平14 文部科学省
海文堂 046 384 0

201 工業 Ｂ５  0
平16 文部科学省

海文堂 097 218 0

インテリア計画

インテリア装備

デザイン史

デザイン技術

デザイン材料

580

565

775

595

745

－ 97 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　商業　　　（文部科学省検定済教科書）
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

7 商業 Ｂ５  片岡 寛  木綿 良行
平18 0

実教 034 204  ほか8名
144 商業 Ｂ５  鹿嶋 研之助  山田 研治

平14 0
暁 003 212  ほか5名
190 商業 Ｂ５  小松 章

平14 0
東法 002 158  ほか13名

7 商業 Ｂ５  片岡 寛  中田 信哉
平19 懸田 豊

実教 039 196  ほか6名
7 商業 Ｂ５  三戸 浩

平15 0
実教 013 188  ほか20名

7 商業 Ｂ５  安田 賀計  新島 実
変型 平19 田中 晋  松浦 常三郎

実教 040 262  ほか4名
144 商業 Ｂ５  石井 但  三好 邦夫

平15 長船 孝明  竹田 克己
暁 016 246 岡本 裕之  稲村 順一
7 商業 Ｂ５  江田 三喜男  篠田 勝之

平16 0
実教 027 212  ほか3名

7 商業 Ｂ５  トミー 植松  高橋 則雄
平14 0

実教 006 204  ほか6名
7 商業 Ｂ５  加藤 一郎

平20 0
実教 045 236  ほか8名

7 商業 Ｂ５  坂田 桂三
平16 0

実教 029 192  ほか16名
144 商業 Ｂ５  森泉 章  加藤 勝郎

平16 鎌野 邦樹
暁 030 184  ほか3名
7 商業 Ｂ５  伊東 光晴  赤岡 功

平15 0
実教 021 188  ほか9名

7 商業 Ｂ５  新井 益太郎  稲垣 冨士男

平18 0
実教 035 332  ほか7名

7 商業 Ｂ５  新井 清光  加古 宜士
平18 0

実教 036 292  ほか9名
190 商業 Ｂ５  醍醐 聰

平14 0
東法 007 304  ほか14名

7 商業 Ｂ５  新井 益太郎  稲垣 冨士男

平19 0
実教 041 276  ほか7名

Communication For Business 
英語実務

ビジネス基礎　新訂版

商業技術　新訂版

商業技術　
－ビジネス社会で活かそう－

国際ビジネス

新簿記　新訂版

高校簿記　新訂版

マーケティング

ビジネス基礎　
－よりよい社会人をめざして－

ビジネス基礎

商品と流通　新訂版

商品と流通

新会計　新訂版

経済活動と法　新訂版

経済活動と法

経済活動と法　
－くらしに役立つ法律－

簿記

820

820

820

705

705

1,020

1,265

830

1,020

550

1,040

975

975

975

990

1,265

1,265

－ 98 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

7 商業 Ｂ５  新井 清光  加古 宜士
平19 0

実教 042 260  ほか9名
190 商業 Ｂ５  醍醐 聰

平15 0
東法 024 224  ほか5名

7 商業 Ｂ５  伊藤 博
平19 0

実教 043 266  ほか5名
190 商業 Ｂ５  醍醐 聰

平15 0
東法 018 266  ほか9名

7 商業 Ｂ５  加古 宜士  政岡 光宏
平16 勝島 敏明

実教 031 176  ほか4名
7 商業 Ｂ５  中澤 興起

平18 0
実教 037 240  ほか8名

7 商業 Ｂ５  中澤 興起
平18 0

実教 038 208  ほか7名
144 商業 Ｂ５  林 修

平14 0
暁 011 248  ほか5名
190 商業 Ｂ５  大塚 英作

平14 0
東法 010 226  ほか8名

7 商業 Ｂ５  中澤 興起
平19 0

実教 044 240  ほか7名
7 商業 Ｂ５  大塚 英作

平15 0
実教 020 210  ほか7名

7 商業 Ｂ５  中澤 興起
平20 0

実教 046 200  ほか7名
190 商業 Ｂ５  佐伯 胖

平16 0
東法 033 176  ほか13名

7 商業 Ｂ５  中澤 興起
平15 0

実教 025 288  ほか5名
7 商業 Ｂ５  中澤 興起

平15 0
実教 026 272  ほか6名

Information Technology 
for Business 情報処理

情報処理

ビジネス情報 新訂版

ビジネス情報

文書デザイン 新訂版 
Multimedia&Communication

文書デザイン

COBOL 最新プログラミング21

Visual Programming －BASIC－ 
プログラミング21

高校会計　新訂版

会計

原価計算　新訂版

原価計算

会計実務

最新情報処理21 
新訂版 Business Computing

情報処理21 新訂版 
Personal Computer

830

830

665

665

695

850

850

850

850

900

900

1,350

1,350

1,055

1,055

－ 99 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　水産　　　（文部科学省著作教科書）
発行者 教科書 判型 予　定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著作年 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円）

7 水産 Ｂ５  0
平14 文部科学省

実教 003 292 0
7 水産 Ｂ５  0

平16 文部科学省
実教 016 264 0

7 水産 Ｂ５  0
平14 文部科学省

実教 004 276 0
水産 Ｂ５  0

平14 0
005 228 0

7 水産 Ｂ５  0
平15 文部科学省

実教 010 308 0
7 水産 Ｂ５  0

平16 文部科学省
実教 017 294 0

7 水産 Ｂ５  0
平14 文部科学省

実教 006 420 0
7 水産 Ｂ５  0

平16 文部科学省
実教 019 390 0
179 水産 Ｂ５  0

平15 文部科学省
電機大 013 272 0

7 水産 Ｂ５  0
平14 文部科学省

実教 007 196 0
水産 Ｂ５  0

平14 0
008 204 0

7 水産 Ｂ５  0
平16 文部科学省

実教 020 236 0

航海・計器

漁業

船用機関１

船用機関２

機械設計工作

電気工学

栽培漁業

水産生物

海洋環境

水産食品製造１

水産食品製造２

水産流通

960

730

1,585

1,095

1,205

1,395

1,115

410

305

775

820

815

－ 100 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　家庭　　　（文部科学省検定済教科書）
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

7 家庭 Ｂ５  木谷 収
平15 0

実教 025 148  ほか8名
6 家庭 Ｂ５  杉下 知子  武藤 安子

平14 0
教図 020 152  ほか11名

7 家庭 Ｂ５  帆足 英一
平19 0

実教 050 148  ほか12名
7 家庭 Ｂ５  猪又 美栄子

平15 0
実教 027 244  ほか7名

6 家庭 Ｂ５  下村 道子
平19 0

教図 052 224  ほか9名
7 家庭 Ｂ５  江原 絢子

平19 0
実教 051 244  ほか12名

　家庭　　　（文部科学省著作教科書）
発行者 教科書 判型 予　定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著作年 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円）

7 家庭 Ｂ５  0
平14 文部科学省

実教 023 142 0
6 家庭 Ｂ５  0

平15 文部科学省
教図 028 146 0

6 家庭 Ｂ５  0
平15 文部科学省

教図 029 130 0
7 家庭 Ｂ５  0

平15 文部科学省
実教 030 202 0

7 家庭 Ｂ５  0
平14 文部科学省

実教 024 238 0

発達と保育　新訂版

被服製作

家庭情報処理

発達と保育　育つ・育てる・育ち合う

新版フードデザイン 
COOKING&ARRANGEMENT

フードデザイン　新訂版

生活産業基礎

消費生活

児童文化

ファッションデザイン

服飾文化

595

115

280

280

245

280

795

445

445

1,115

595

－ 101 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　看護　　　（文部科学省著作教科書）
発行者 教科書 判型 予　定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著作年 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円）

7 看護 Ｂ５  0
平14 文部科学省

実教 001 264 0
7 看護 Ｂ５  0

平14 文部科学省
実教 002 352 0

看護 Ｂ５  0
平14 0

003 472 0
看護 Ｂ５  0

平14 0
004 368 0

7 看護 Ｂ５  0
平15 文部科学省

実教 005 360 0
7 看護 Ｂ５  0

平15 文部科学省
実教 006 308 0

　情報　　　（文部科学省検定済教科書）
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

7 情報 Ｂ５  伏見 正則
平14 0

実教 032 186  ほか5名
7 情報 Ｂ５  伏見 正則

平14 0
実教 033 172  ほか5名

7 情報 Ｂ５  伏見 正則
平15 0

実教 034 226  ほか6名
7 情報 Ｂ５  山下 博通

平16 0
実教 057 192  ほか4名

7 情報 Ｂ５  正司 和彦  高橋 参吉
平16 0

実教 058 184  ほか3名
7 情報 Ｂ５  中川 憲造

平15 0
実教 035 164  ほか5名

基礎看護

看護基礎医学１

看護基礎医学２

Multimedia & Communication 
情報と表現

情報システムの開発

ネットワークシステム

モデル化とシミュレーション

Information Technology 
情報産業と社会

看護基礎医学３

母子看護

成人・老人看護

コンピュータデザイン

1,310

695

875

1,085

865

880

295

470

465

365

360

330

－ 102 －



第２部（従来の学習指導要領（平成11年文部省告示
第58号）に基づいて編集された教科書）

　福祉　　　（文部科学省検定済教科書）
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年

7 福祉 Ｂ５  山崎 美貴子  村川 浩一
平18 0

実教 011 196  ほか11名
219 福祉 Ｂ５  大橋 謙策

平18 0
中規 012 200  ほか3名

7 福祉 Ｂ５  山崎 泰彦  村川 浩一
平16 0

実教 009 148  ほか9名
7 福祉 Ｂ５  井上 千津子  村川 浩一

平15 0
実教 005 204  ほか8名

基礎介護

社会福祉基礎

社会福祉制度

社会福祉基礎　新訂版

660

735

735

735

－ 103 －



 

 

 

 

第 ３ 部  

 

 

 

 

第３部記載の教科書は，従前の学習指導要領（平成元年文部省告示第

２６号）に基づいて編集されたものです。 

 第３部記載の教科書の教科別の種類数・点数は，別表のとおりです。 



 

 

 

文 部 科 学 省 検 定 済 教 科 書                    

教  科 種類数 点 数 

 

農       業 

 

商       業 

      種 

２ 
 

２ 

        点 

２ 

 

３ 
 

 

合    計 ４ ５ 

 



第３部（従前の学習指導要領（平成元年文部省告示
第26号）に基づいて編集された教科書）

　農業　　　（文部科学省検定済教科書）
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
178 農業 Ｂ５   西尾 道徳  古在 豊樹

平 6  中筋 房夫  奥 八郎 
農文協 520 252  沖 陽子

178 農業 Ｂ５   工藤 賢資  新井 肇
平 5  

農文協 511 176  

　商業　　　（文部科学省検定済教科書）
発行者 教科書 判型 予　定 検定
の番号 の記号 書　　　　　　名 定　価 著　　作　　者
・略称 ・番号 ページ数 （円） 済年
144 商業 Ｂ５   江崎 真一  桜田 四郎

平 5  
暁 531 210   ほか4名

商業 Ｂ５   
平 5  

532 144  
144 商業 Ｂ５   大場 義雄  八木橋 吉夫

平 5  
暁 533 258   ほか4名

新計算事務　下

計算事務［全］

栽培環境

農業会計

新計算事務　上

1,090

850

1,100

435

835

－ 104 －







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高等学校用教科書目録 

（平成２６年度使用） 

 平成２５年４月２３日 印刷 

 平成２５年４月２６日 発行 

                 文 部 科 学 省 
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