
　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

 国語表現Ⅰ 355 平14

東書 001 122 　 ほか６名

15 国 Ⅰ  Ｂ５  細川　英雄

 国語表現Ⅰ　改訂版 355 平18

三省堂 008 120 　 ほか６名

17 国 Ⅰ  Ｂ５  長沼　行太郎

 国語表現Ⅰ　改訂版 355 平18

教出 009 122  　ほか５名

117 国 Ⅰ  Ａ５  中村　明

 新編国語表現Ⅰ 355 平14

明治 004 146  　ほか６名

183 国 Ⅰ  Ｂ５  江端　義夫

 高等学校　改訂版　国語表現Ⅰ 355 平18

第一 010 136    ほか４名

218 国 Ⅰ  Ｂ５  樺島　忠夫　　中西　一弘　　佐竹　秀雄

 国語表現Ⅰ　改訂版 355 平18

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

 国語表現Ⅱ 355 平15

東書 001 122  　ほか６名

15 国 Ⅱ  Ｂ５  細川　英雄

 国語表現Ⅱ　改訂版 355 平19

三省堂 008 136 　 ほか６名

17 国 Ⅱ  Ｂ５  長沼　行太郎

 国語表現Ⅱ 355 平15

教出 003 122  　ほか５名

117 国 Ⅱ  Ａ５  中村　明

 精選国語表現Ⅱ 355 平15

明治 004 146    ほか６名

183 国 Ⅱ  Ａ５  江端　義夫

 高等学校　国語表現Ⅱ 355 平15

第一 006 164  　ほか３名

218 国 Ⅱ  Ｂ５  樺島　忠夫　　佐竹　秀雄

 国語表現Ⅱ　改訂版 355 平19

京書 009 116  　ほか３名



　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　　三角　洋一

 新編国語総合 830 平18

東書 025 352    ほか２０名

2 国 総  Ａ５  小町谷　照彦　　池内　輝雄　　三角　洋一

 精選国語総合 830 平18

東書 026 384    ほか２３名

2 国 総  Ａ５  小町谷　照彦　　池内　輝雄　　三角　洋一

 国語総合　現代文編 490 平18

東書 027 232    ほか２２名

国 総  Ａ５

 国語総合　古典編 340 平18

028 160

15 国 総  Ａ５  柴田　武　　金谷　治

 高等学校　国語総合　改訂版 830 平18

三省堂 029 372  　ほか３９名

15 国 総  Ａ５  柴田　武　　金谷　治

 新編国語総合　改訂版 830 平18

三省堂 030 368  　ほか３９名

15 国 総  Ｂ５  中洌　正堯

 明解国語総合 830 平18

三省堂 031 292  　ほか１４名

17 国 総  Ａ５  加藤　周一

 国語総合　改訂版 830 平18

教出 032 368  　ほか１４名

17 国 総  Ａ５  加藤　周一

 新国語総合　改訂版 830 平18

教出 033 354  　ほか１５名

50 国 総  Ａ５  北原　保雄

 国語総合　改訂版 830 平18

大修館 034 372  　ほか２５名

50 国 総  Ａ５  北原　保雄

 新編国語総合　改訂版 830 平18

大修館 035 354  　ほか２５名

104 国 総  Ａ５  坪内　稔典

 国語総合 830 平18

数研 036 360  　ほか２０名

117 国 総  Ａ５  久保田　淳　　中村　明　　中島　国彦

 新　精選国語総合 830 平18  

明治 037 352    ほか３０名

117 国 総  Ａ５  久保田　淳　　中村　明　　中島　国彦

 高校生の国語総合 830 平18  

明治 038 336    ほか３０名



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

142 国 総  Ａ５  会田　貞夫　　坂本　右　　中野　博之

 国語総合 830 平14  中村　幸弘

右文 014 380    ほか１６名

143 国 総  Ａ５  安藤　宏　　岩間　輝生　　木村　博

 精選国語総合　現代文編[改訂版] 530 平18  坂口　浩一　　鈴木　日出男　　関口　隆一

筑摩 039 224  服部　左右一　　浜田　雄介　　堀川　貴司　　

国 総  Ａ５  三上　英司

 精選国語総合　古典編[改訂版] 300 平18

040 146

143 国 総  Ａ５  紅野　謙介　　清水　良典　　木村　博

 国語総合[改訂版] 830 平18  五味渕　典嗣　　敷地　博　　鈴木　日出男

筑摩 041 368  堀川　貴司　　三上　英司　　吉田　光

183 国 総  Ａ５  稲賀　敬二　　竹盛　天雄

 高等学校　新訂国語総合　現代文編 500 平18

第一 042 232    ほか２７名

国 総  Ａ５

 高等学校　新訂国語総合　古典編 330 平18

043 144

183 国 総  Ａ５  稲賀　敬二　　竹盛　天雄

 高等学校　改訂版　国語総合 830 平18

第一 044 360    ほか２７名

183 国 総  Ａ５  稲賀　敬二　　竹盛　天雄

 高等学校　改訂版　標準国語総合 830 平18

第一 045 344    ほか２７名

183 国 総  Ｂ５  稲賀　敬二　　竹盛　天雄

 高等学校　改訂版　新編国語総合 830 平18

第一 046 240    ほか２７名

212 国 総  Ａ５  亀井　秀雄　　中野　幸一

 探求　国語総合（現代文・表現編）　改訂版 495 平18

桐原 047 248  　ほか１５名

国 総  Ａ５

 探求　国語総合（古典編）　改訂版 335 平18

048 164

212 国 総  Ａ５  亀井　秀雄　　中野　幸一

 展開　国語総合　改訂版 830 平18

桐原 049 358  　ほか１５名

212 国 総  Ｂ５  亀井　秀雄　　中野　幸一

 発見　国語総合 830 平18

桐原 050 336  　ほか５名



　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　　三角　洋一

 現代文２ 790 平20

東書 051 316    ほか２７名

2 現 文 Ａ５  小町谷　照彦　　池内　輝雄　　三角　洋一

 新編現代文 790 平19

東書 029 346    ほか２２名

2 現 文 Ａ５  小町谷　照彦　　池内　輝雄　　三角　洋一

 精選現代文 790 平19

東書 030 400    ほか２３名

2 現 文 Ａ５  小町谷　照彦　　池内　輝雄　　三角　洋一

 現代文１ 790 平19

東書 031 300    ほか２３名

15 現 文 Ａ５  柴田　武　　金谷　治

 高等学校現代文　改訂版 790 平19

三省堂 032 378 　 ほか２１名

15 現 文 Ａ５  柴田　武　　金谷　治

 新編現代文　改訂版 790 平19

三省堂 033 370 　 ほか２３名

17 現 文 Ａ５  井口　時男　　長沼　行太郎

 新版　現代文 790 平19

教出 034 422 　 ほか１０名

17 現 文 Ａ５  井口　時男　　長沼　行太郎

 現代文　改訂版 790 平19

教出 035 382 　 ほか１０名

17 現 文 Ａ５  井口　時男　　長沼　行太郎

 精選現代文　改訂版 790 平19

教出 036 382 　 ほか１０名

50 現 文  Ａ５  北原　保雄

 現代文２　改訂版 790 平20

大修館 052 360  　ほか１４名

50 現 文  Ａ５  北原　保雄

 新編現代文　改訂版 790 平20

大修館 053 320  　ほか１３名

50 現 文  Ａ５  北原　保雄

 現代文１　改訂版 790 平19

大修館 037 354  　ほか１４名

50 現 文 Ａ５  北原　保雄

 精選現代文　改訂版 790 平19

大修館 038 386  　ほか１３名

50 現 文 Ａ５  北原　保雄

 新現代文　改訂版 790 平19

大修館 039 338  　ほか１３名



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 現 文 Ａ５  坪内　稔典

 現代文 790 平19

数研 040 400  　ほか１０名

117 現 文  Ａ５  中島　国彦

 新　精選現代文２ 790 平20

明治 054 304    ほか１３名

117 現 文  Ａ５  中島　国彦

 新　精選現代文 790 平19

明治 041 384    ほか１３名

117 現 文  Ａ５  中島　国彦

 新　精選現代文１ 790 平19

明治 042 304    ほか１３名

117 現 文 Ａ５  中島　国彦

 高校生の現代文 790 平19

明治 043 352    ほか１３名

142 現 文  Ａ５  会田　貞夫　　鈴木　義里　　中野　博之

 新選現代文 790 平16  村越　和弘

右文 027 306 　 ほか７名

142 現 文  Ａ５  会田　貞夫　　鈴木　義里　　中野　博之

 現代文 790 平15  村越　和弘

右文 013 324  　ほか７名

143 現 文  Ａ５  安藤　宏　　秋葉　康浩　　岩間　輝生

 精選現代文[改訂版] 790 平19  坂口　浩一　　浜田　雄介　　関口　隆一

筑摩 044 384

143 現 文 Ａ５  紅野　謙介　　五味渕　典嗣　　敷地　博

 現代文[新訂版] 790 平19  清水　良典　　吉田　光

筑摩 045 368

143 現 文  Ａ５  安藤　宏　　紅野　謙介

 展望現代文 790 平16

筑摩 028 320    ほか９名

183 現 文  Ａ５  竹盛　天雄

 高等学校　改訂版　現代文 790 平19  

第一 046 412  　ほか１２名

183 現 文 Ａ５  竹盛　天雄

 高等学校　改訂版　標準現代文 790 平19  

第一 047 356  　ほか１２名

183 現 文 Ｂ５  竹盛　天雄

 高等学校　改訂版　新編現代文 790 平19  

第一 048 240  　ほか１２名

212 現 文 Ａ５  亀井　秀雄

 探求　現代文　改訂版 790 平19

桐原 049 408  　ほか７名



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 現 文 Ａ５  亀井　秀雄

 展開　現代文　改訂版 790 平19

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　　三角　洋一

 新編古典 830 平19

東書 026 298    ほか２２名

2 古 典 Ａ５  小町谷　照彦　　池内　輝雄　　三角　洋一

 精選古典 830 平19

東書 027 378    ほか２３名

2 古 典 Ａ５  小町谷　照彦　　池内　輝雄　　三角　洋一

 古典　古文編 475 平19

東書 028 232    ほか２３名

古 典 Ａ５

 古典　漢文編 355 平19

029 172

15 古 典 Ａ５  柴田　武　　金谷　治

 高等学校古典　古文編　改訂版 505 平19

三省堂 030 224 　 ほか１６名

古 典 Ａ５

 高等学校古典　漢文編　改訂版 325 平19

031 152

17 古 典  Ａ５  影山　輝國　　室城　秀之

 新版　古典 830 平19

教出 032 396  　ほか７名

17 古 典  Ａ５  影山　輝國　　室城　秀之

 古典　古文編 510 平15

教出 007 196  　ほか６名

古 典  Ａ５

 古典　漢文編 320 平15

008 124

17 古 典  Ａ５  影山　輝國　　室城　秀之

 精選古典　古文 515 平15

教出 009 188  　ほか６名

古 典  Ａ５

 精選古典　漢文 315 平15

010 114



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 古 典  Ａ５  北原　保雄

 古典２　改訂版 830 平20

大修館 049 322  　ほか１２名

50 古 典 Ａ５  北原　保雄

 新編古典　改訂版 830 平20

大修館 050 256  　ほか１３名

50 古 典  Ａ５  北原　保雄

 古典１　改訂版 830 平19

大修館 033 298  　ほか１２名

50 古 典 Ａ５  北原　保雄

 精選古典　改訂版 830 平19

大修館 034 370  　ほか１３名

104 古 典 Ａ５  木下　資一

 古典古文編 500 平19

数研 035 224    ほか１０名

古 典 Ａ５

 古典漢文編 330 平19

036 152

117 古 典 Ａ５  久保田　淳　　丸山　松幸

 新　精選古典 830 平19

明治 037 336    ほか１０名

117 古 典 Ａ５  久保田　淳　　丸山　松幸

 高校生の古典 830 平19

明治 038 304    ほか１０名

142 古 典  Ａ５  天野　成之　　安斎　久美子　　坂本　右

 古典 830 平15  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　　坂本　右

 新古典 830 平15  中村　幸弘

右文 018 260  　ほか６名

143 古 典  Ａ５  鈴木　日出男　　木村　博　　高田　祐彦

 精選古典　古文編 500 平19  堀川　貴司　　三上　英司

筑摩 039 208

古 典 Ａ５

 精選古典　漢文編 330 平19

040 144

143 古 典 Ａ５  鈴木　日出男　　鈴木　幸夫　　木村　博

 新編古典 830 平19  高田　祐彦　　堀川　貴司　　三上　英司

筑摩 041 322  山口　慎一

143 古 典  Ａ５  鈴木　日出男　　木村　博　　高田　祐彦

 古典 830 平15  堀川　貴司　　鈴木　健一

筑摩 019 322



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

183 古 典  Ａ５  稲賀　敬二　　森野　繁夫

 高等学校　改訂版　古典　古文編 500 平19

第一 042 228  　ほか９名

古 典  Ａ５

 高等学校　改訂版　古典　漢文編 330 平19

043 144

183 古 典 Ａ５  稲賀　敬二　　森野　繁夫

 高等学校　改訂版　標準古典 830 平19

第一 044 290  　ほか９名

212 古 典 Ａ５  中野　幸一

 高等学校　古典(古文編)　改訂版 495 平19

桐原 047 256 　 ほか９名

古 典 Ａ５

 高等学校　古典(漢文編)　改訂版 335 平19

048 152



　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　　伊坂　淳一

570 平18

三省堂 014 120  　ほか１名

15 講 読 Ａ５  柴田　武　　金谷　治

570 平16

三省堂 004 196  　ほか１１名

17 講 読  Ａ５  影山　輝國　　室城　秀之

 新古典名文選　古典講読 570 平18

教出 015 162  　ほか７名

17 講 読  Ａ５  影山　輝國　　室城　秀之

 古典名文選　古典講読 570 平16

教出 005 162  　ほか６名

17 講 読  Ａ５  室城　秀之

 徒然草　枕草子　説話 570 平14

教出 001 154  　ほか６名

50 講 読  Ｂ５  向嶋　成美

 史記・十八史略抄 変型 570 平16

大修館 006 106  　ほか１０名

117 講 読  Ａ５  久保田　淳

 精選古典講読（古文） 570 平16

明治 007 146    ほか８名

117 講 読  Ａ５  久保田　淳　　丸山　松幸

 新編古典講読（総合） 570 平14

明治 002 146    ほか１１名

142 講 読 Ａ５  天野　成之　　安斎　久美子　　坂本　右

 570 平18  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

  平安文学選　－物語　和歌　随想・日記－ 570 平18

右文 017 130  　ほか６名

142 講 読  Ａ５  安斎　久美子　　大谷　光男　　松村　博司

  源氏物語・大鏡・評論 570 平16  中村　幸弘

右文 008 146  　ほか８名

142 講 読 Ａ５  松村　博司　　中村　幸弘

 570 平16

右文 009 130  　ほか７名

142 講 読 Ａ５  天野　成之　　安斎　久美子　　坂本　右

 570 平14  中村　幸弘

右文 003 164  　ほか６名

143 講 読 Ａ５  木村　博　　　鈴木　日出男

570 平20  高田　祐彦　　三上　英司

筑摩 019 162

 高等学校　古典講読　源氏物語　枕草子　大鏡

 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

 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

 明解古典講読　日本の説話

 古典講読（古文・漢文）物語・史伝選



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  木村　博　　鈴木　日出男　　高田　祐彦

 古典講読（古文）　物語・評論選 570 平16

筑摩 010 144

183 講 読 Ａ５  伊井　春樹　　森野　繁夫

570 平18

第一 018 196  　ほか８名

183 講 読 Ａ５  伊井　春樹　　森野　繁夫

570 平16

第一 011 162  　ほか６名

195 講 読 Ａ５  野間　正英　　松本　剛士

570 平16

日栄社 012 178

195 講 読  Ａ５  野間　正英

 古典評論 570 平16

日栄社 013 146

　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

 世界史Ａ 635 平19

東書 020 232    ほか８名

7 世 Ａ  Ｂ５  木畑　洋一

 新版世界史Ａ 635 平19

実教 021 184    ほか７名

7 世 Ａ  Ｂ５  中村　義　　松村　赳

 世界史Ａ　新訂版 635 平18

実教 012 216    ほか１２名

15 世 Ａ  Ｂ５  増谷　英樹

 世界史Ａ　改訂版 635 平18

三省堂 013 216  　ほか６名

35 世 Ａ  Ｂ５  木下　康彦

 高等学校　世界史Ａ　改訂版 635 平18

清水 014 212  　ほか７名

46 世 Ａ  Ｂ５  岡崎　勝世　　伊藤　定良　　坂本　勉

 明解新世界史Ａ　新訂版 635 平18  近藤　一成　　工藤　元男　　相澤　隆

帝国 015 216

81 世 Ａ  Ａ５  木村　靖二　　佐藤　次高　　岸本　美緒

 要説世界史　改訂版 635 平18

山川 016 270

 高等学校　標準古典講読　物語選

 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－

 高等学校　古典講読　大鏡　源氏物語　史記



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 世 Ａ Ｂ５  柴田　三千雄　　佐藤　次高　　近藤　和彦

 現代の世界史　改訂版 635 平18  岸本　美緒

山川 017 212

81 世 Ａ  Ｂ５  柴田　三千雄　　木谷　勤　　近藤　和彦

 世界の歴史　改訂版 635 平18  羽田　正

山川 018 200

112 世 Ａ  Ｂ５  二谷　貞夫　　笠原　十九司　　油井　大三郎

 世界史Ａ 635 平15

一橋 010 212    ほか１１名

183 世 Ａ  Ｂ５  向山　宏

 高等学校　改訂版　世界史Ａ 635 平18

第一 019 192    ほか９名

212 世 Ａ  Ｂ５  斉藤　孝

 新世界史Ａ 635 平15

桐原 011 192 　 ほか６名

　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

 新選世界史Ｂ 790 平18

東書 012 264    ほか７名

2 世 Ｂ  Ｂ５  尾形　勇

 世界史Ｂ 変型 790 平18

東書 013 424    ほか１２名

7 世 Ｂ  Ａ５  鶴見　尚弘　　遅塚　忠躬

 世界史Ｂ　新訂版 790 平18

実教 014 416  　ほか１２名

7 世 Ｂ  Ｂ５  鶴見　尚弘　　遅塚　忠躬

 高校世界史Ｂ 790 平15

実教 008 264  　ほか１０名

15 世 Ｂ  Ａ５  西川　正雄

 世界史Ｂ　改訂版 790 平18

三省堂 015 400    ほか１７名

35 世 Ｂ  Ｂ５  鶴間　和幸

 高等学校　世界史Ｂ　改訂版 790 平19

清水 019 256    ほか１１名



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

46 世 Ｂ  Ｂ５  川北　稔　　重松　伸司　　小杉　泰

 新詳　世界史Ｂ 790 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　　辛島　昇

 新世界史　改訂版 790 平19  斯波　義信　　木谷　勤　　近藤　和彦

山川 021 424

81 世 Ｂ  Ａ５  佐藤　次高　　木村　靖二　　岸本　美緒

 詳説世界史　改訂版 790 平18

山川 016 424

81 世 Ｂ  Ａ５  佐藤　次高　　木村　靖二　　岸本　美緒

 高校世界史　改訂版 790 平18

山川 017 370

183 世 Ｂ Ｂ５  向山　宏

変型 790 平18

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

 日本史Ａ　現代からの歴史 635 平19

東書 011 216 　ほか１５名

7 日 Ａ  Ｂ５  宮原　武夫　　石山　久男

 高校日本史Ａ　新訂版 635 平18

実教 008 208  　ほか１５名

15 日 Ａ Ｂ５  青木　美智男

 日本史Ａ　改訂版 635 平19

三省堂 012 202 　 ほか１２名

35 日 Ａ  Ｂ５  佐々木　寛司　　保立　道久

 高等学校　日本史Ａ　改訂版 635 平18

清水 009 212  　ほか１０名

81 日 Ａ  Ａ５  高村　直助　　高埜　利彦

 日本史Ａ　改訂版 635 平19

山川 013 272 　

81 日 Ａ  Ｂ５  鳥海　靖　　三谷　博　　渡邉　昭夫

 現代の日本史　改訂版 635 平18

山川 010 196

183 日 Ａ Ｂ５  岩崎　宏之

 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来 635 平19

第一 014 192  　ほか７名

 高等学校　改訂版　世界史Ｂ
 人、暮らしがあふれる歴史



　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

 新選日本史Ｂ 変型 790 平15

東書 003 318  　ほか７名

2 日 Ｂ  Ａ５  山本　博文

 日本史Ｂ 790 平15

東書 004 432  　ほか１１名

7 日 Ｂ  Ｂ５  宮原　武夫　　石山　久男

 高校日本史Ｂ　新訂版 790 平19

実教 013 256  　ほか１５名

7 日 Ｂ Ａ５  脇田　修　　大山　喬平

 日本史Ｂ　新訂版 790 平19

実教 014 416 　 ほか１４名

15 日 Ｂ Ａ５  青木　美智男

 日本史Ｂ　改訂版 790 平19

三省堂 015 420 　 ほか１２名

35 日 Ｂ  Ｂ５  加藤　友康　　荒野　泰典　　伊藤　純郎

 高等学校　日本史Ｂ　改訂版 790 平19

清水 016 264  　ほか８名

81 日 Ｂ  Ａ５  石井　進　　五味　文彦　　笹山　晴生

 高校日本史　改訂版 790 平19  高埜　利彦

山川 017 320

81 日 Ｂ Ａ５  大津　透　　久留島　典子　　藤田　覚

 新日本史　改訂版 790 平19  伊藤　之雄

山川 018 416

81 日 Ｂ  Ａ５  石井　進　　五味　文彦　　笹山　晴生

 詳説日本史　改訂版 790 平18  高埜　利彦

山川 012 424

212 日 Ｂ  Ａ５  宮地　正人

 新日本史Ｂ 790 平15

桐原 011 448  　ほか１０名

221 日 Ｂ  Ｂ５  村尾　次郎　　小堀　桂一郎

 高等学校　最新日本史 790 平14  朝比奈　正幸

明成社 002 288    ほか２８名



　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

 地理Ａ 600 平18

東書 008 202    ほか１０名

17 地 Ａ  Ｂ５  竹内　啓一

 新　地理Ａ　暮らしと環境 600 平18

教出 009 176  　ほか９名

35 地 Ａ  Ｂ５  山本　茂

 高等学校　現代地理Ａ 600 平14

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

 高等学校　新地理Ａ　初訂版 600 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　　島田　周平

 世界を学ぶ　高校生の地理Ａ　最新版 600 平18  秋山　元秀　　杉浦　芳夫　　加賀美　雅弘

帝国 010 176  小口　高

130 地 Ａ  Ｂ５  山本　正三

 よくわかる地理Ａ　世界の現在と未来 600 平18

二宮 011 184  　ほか１５名

130 地 Ａ  Ｂ５  山本　正三

 高校生の新地理Ａ 600 平14

二宮 005 160  　ほか１３名

183 地 Ａ Ｂ５  藤原　健藏

600 平18

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

　地理Ｂ 変型 740 平19

東書 009 336    ほか１０名

17 地 Ｂ  Ａ５  竹内　啓一

 新　地理Ｂ　世界をみつめる 740 平18

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

 高等学校　世界地理Ｂ 740 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

 新詳地理Ｂ　初訂版 740 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

 高等学校　改訂版　地理Ａ
 世界の暮らしを学ぶ



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

130 地 Ｂ  Ａ５  山本　正三

 詳解地理Ｂ 740 平18

二宮 008 336  　ほか１６名

130 地 Ｂ  Ａ５  山本　正三

 詳説新地理Ｂ 740 平14

二宮 004 328  　ほか１３名

　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

 新高等地図 1,300 平18

東書 009 150    ほか６名

46 地 図 Ａ４  帝国書院編集部　（代）守屋　美佐雄

変型 1,300 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）守屋　美佐雄

1,300 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）守屋　美佐雄

1,300 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　（代）二宮　健二

 高等地図帳　改訂版 1,300 平19

二宮 015 152

130 地 図 Ａ５  二宮書店編集部　（代）二宮　健二

 コンパクト地図帳　地図から学ぶ現代社会 1,300 平19

二宮 016 240

130 地 図  Ｂ５  二宮書店編集部　（代）二宮　健二

 詳解現代地図 1,300 平18

二宮 012 160

130 地 図  Ａ４  二宮書店編集部　（代）二宮　健二

 基本地図帳　改訂版　世界と日本のいまを知る 1,300 平18

二宮 013 144

 地歴高等地図　－現代世界とその歴史的背景－
 最新版

 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



　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

 現代社会 570 平18

東書 017 208    ほか９名

7 現 社  Ａ５  伊東　光晴

 高校現代社会　新訂版 570 平18

実教 018 288  　ほか９名

7 現 社  Ｂ５  堀尾　輝久

 新版現代社会 570 平18

実教 019 184  　ほか９名

15 現 社  Ｂ５  加藤　哲郎　　伊藤　正直　　中西　新太郎

 現代社会　改訂版 570 平18

三省堂 020 180    ほか１４名

17 現 社  Ｂ５  河合　秀和

 新　現代社会　地球社会に生きる 570 平18 　

教出 021 184  　ほか９名

35 現 社  Ｂ５  大津　和子　　藤田　英典

 高等学校　現代社会　改訂版 570 平19

清水 029 176  　ほか９名

35 現 社  Ｂ５  池田　幸也　　立岩　真也

 高等学校　新現代社会　改訂版 570 平18

清水 022 216  　ほか１２名

35 現 社  Ｂ５  池田　幸也

 新現代社会 570 平14

清水 006 188  　ほか９名

46 現 社 Ｂ５  谷内　達　　高橋　進　　宮崎　隆次

570 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　　阪口　正二郎

 新版　現代社会 570 平18  粕谷　誠　　濱井　修

山川 024 192

81 現 社  Ｂ５  馬場　康雄　　大瀧　雅之

 東学版　現代社会 570 平14

山川 014 168  　ほか１２名

104 現 社  Ｂ５  山本　武利

 改訂版　高等学校　現代社会 570 平18

数研 025 192  　ほか１１名

104 現 社  Ｂ５  北村　洋基

 現代社会　－２１世紀を生きる－ 570 平14

数研 009 168  　ほか１０名

112 現 社  Ｂ５  二谷　貞夫

 高校現代社会－現代を考える－ 570 平14

一橋 011 184  　ほか１０名

 高校生の新現代社会
 －共に生きる社会をめざして－　初訂版



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

183 現 社  Ａ５  阪上　順夫

 高等学校　改訂版　現代社会 570 平18

第一 026 272    ほか９名

183 現 社  Ｂ５  阪上　順夫

 高等学校　改訂版　新現代社会 570 平18

第一 027 176    ほか９名

212 現 社  Ｂ５ 島野　卓爾

 新現代社会　改訂版 570 平18

桐原 028 200  　ほか９名

　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

 倫理 430 平19

東書 017 216    ほか７名

7 倫 理  Ａ５  古田　光

 高校倫理 430 平19

実教 018 208  　ほか７名

7 倫 理  Ｂ５  城塚　登　　古田　光

 倫理 430 平15

実教 009 144  　ほか１１名

17 倫 理  Ｂ５  鷲田　清一

 新　倫理　自己を見つめて 430 平18

教出 012 144  　ほか８名

35 倫 理  Ｂ５  木村　清孝　　村上　隆夫

 高等学校　現代倫理　改訂版 430 平19

清水 019 188  　ほか９名

35 倫 理  Ａ５  菅野　覚明　　山田　忠彰　　熊野　純彦

 高等学校　新倫理　改訂版 430 平18

清水 013 208  　ほか４名

81 倫 理  Ａ５  濱井　修　　小寺　聡

 現代の倫理　改訂版 430 平18

山川 014 204

81 倫 理  Ａ５  湯浅　泰雄

 東学版　倫理 430 平14

山川 008 200  　ほか４名

104 倫 理  Ａ５  佐藤　正英

 改訂版　高等学校　倫理 430 平18  

数研 015 212  　ほか７名



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

112 倫 理 Ｂ５  高橋　哲哉

430 平15

一橋 011 164    ほか２１名

183 倫 理  Ａ５  越智　貢

 高等学校　改訂版　倫理 430 平18

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

 政治・経済 430 平19

東書 022 240  　ほか７名

7 政 経  Ａ５  宮本　憲一

 高校政治・経済　新訂版 430 平19

実教 023 224  　ほか１０名

7 政 経  Ｂ５  伊東　光晴

 新版政治・経済 430 平18

実教 016 160  　ほか８名

7 政 経  Ａ５  都留　重人

 政治・経済 430 平14

実教 001 200  　ほか１０名

15 政 経  Ａ５  中川　淳司

 政治・経済 430 平15

三省堂 008 204    ほか８名

17 政 経  Ａ５  河合　秀和

 政治・経済　明日を見つめて 430 平15

教出 009 200  　ほか８名

35 政 経  Ａ５  中村　研一　　吉川　洋　　中野　勝郎

 高等学校　現代政治・経済　改訂版 430 平19  鈴木　孝男

清水 024 228  　ほか９名

35 政 経  Ａ５  大芝　亮　　大山　礼子　　山岡　道男

 高等学校　新政治・経済　改訂版 430 平18

清水 017 224  　ほか８名

 倫理－現在（いま）を未来（あす）につなげる－



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 政 経  Ａ５  山崎　廣明　　平島　健司　　阪口　正二郎

 詳説　政治・経済 430 平18  粕谷　誠

山川 018 240

81 政 経  Ａ５  馬場　康雄

 東学版　政治・経済 430 平15

山川 015 200    ほか６名

104 政 経  Ａ５  筒井　若水

 改訂版　高等学校　政治・経済 430 平18

数研 019 224 　ほか８名

104 政 経  Ｂ５  筒井　若水

 政治・経済　－２１世紀を生きる－ 430 平15

数研 012 136    ほか９名

112 政 経  Ｂ５  奥平　康弘　　高畠　通敏　　岸本　重陳

 政治・経済 430 平15  道盛　誠一

一橋 013 184    ほか３名

183 政 経  Ｂ５  阪上　順夫　　花輪　俊哉

 高等学校　改訂版　新政治・経済 430 平19

第一 025 144    ほか９名

183 政 経  Ａ５  阪上　順夫　　花輪　俊哉

 高等学校　改訂版　政治・経済 430 平18

第一 020 216    ほか１０名

212 政 経  Ａ５  野中　俊彦

 新政治経済　改訂版 430 平18

桐原 021 216  　ほか５名

　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

 数学基礎 490 平14

東書 001 90  　ほか２３名

7 数 基  Ｂ５  岡本　和夫

 数学基礎 490 平14

実教 002 120  　ほか５名

104 数 基  Ｂ５  岡部　恒治

 楽しく学ぶ　数学基礎 490 平14

数研 003 128  　ほか１１名

183 数 基  Ｂ５  正田　實

 高等学校　数学基礎 490 平14

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  Ａ５  飯高　茂　　松本　幸夫

 数学Ⅰ 620 平18

東書 021 168  　ほか２１名

2 数 Ⅰ  Ａ５  飯高　茂　　松本　幸夫

 新編数学Ⅰ 620 平18

東書 022 144  　ほか２１名

2 数 Ⅰ  Ｂ５  飯高　茂　　松本　幸夫

 新数学Ⅰ 620 平18

東書 023 124  　ほか２１名

7 数 Ⅰ  Ａ５  岡本　和夫

 数学Ⅰ　新訂版 620 平18

実教 024 172  　ほか１０名

7 数 Ⅰ  Ａ５  岡本　和夫

 新版数学Ⅰ　新訂版 620 平18

実教 025 164  　ほか１０名

7 数 Ⅰ  Ｂ５  岡本　和夫　　ピーター・フランクル

 新高校数学Ⅰ 620 平18

実教 026 152  　ほか８名

7 数 Ⅰ  Ｂ５  岡本　和夫　　ピーター・フランクル

 高校数学Ⅰ 620 平14

実教 006 134  　ほか６名

61 数 Ⅰ  Ａ５  宮西　正宜

 高等学校　数学Ⅰ改訂版 620 平18

啓林館 027 178    ほか２４名

61 数 Ⅰ Ａ５  宮西　正宜

 高等学校　新編　数学Ⅰ改訂版 620 平18

啓林館 028 168    ほか２４名

61 数 Ⅰ Ｂ５  宮西　正宜

 Ｏｌé！数学Ⅰ 620 平18

啓林館 029 146    ほか２４名

61 数 Ⅰ  Ｂ５  鈴木　晋一

 高等学校　新数学Ⅰ 620 平14

啓林館 008 112    ほか７名

61 数 Ⅰ  Ａ５  山本　芳彦

 高等学校　新編　数学Ⅰ 620 平14

啓林館 009 152    ほか１３名

104 数 Ⅰ Ａ５  川中　宣明

 改訂版　数学Ⅰ 620 平18

数研 030 168  　ほか１６名

104 数 Ⅰ  Ａ５  大矢　雅則　　岡部　恒治

 改訂版　新編　数学Ⅰ 620 平18

数研 031 160  　ほか１３名



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 数 Ⅰ  Ｂ５  秋山　仁

 改訂版　高校の数学Ⅰ 620 平18

数研 032 128  　ほか１４名

109 数 Ⅰ  Ａ５  竹之内　脩

 高等学校　新編　数学Ⅰ　改訂版 変型 620 平18

文英堂 033 132  　ほか１２名

183 数 Ⅰ  Ａ５  正田　實

 高等学校　数学Ⅰ 620 平18

第一 034 176    ほか２４名

183 数 Ⅰ  Ａ５  正田　實

 高等学校　新編数学Ⅰ 620 平18

第一 035 136    ほか２４名

183 数 Ⅰ  Ｂ５  正田　實

 高等学校　新数学Ⅰ 620 平18

第一 036 134    ほか２４名

211 数 Ⅰ  Ａ５  柳川　堯

 改訂版　新　数学Ⅰ 620 平18

知出 037 144  　ほか６名

212 数 Ⅰ  Ａ５  伊藤　隆一

 高等学校　数学Ⅰ 620 平14

桐原 020 140  　ほか２１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

 数学Ⅱ 715 平19

東書 021 248  　ほか２１名

2 数 Ⅱ Ａ５  飯高　茂　　松本　幸夫

 新編数学Ⅱ 715 平19

東書 022 224  　ほか２１名

2 数 Ⅱ  Ｂ５  飯高　茂　　松本　幸夫

 新数学Ⅱ 715 平19

東書 023 156  　ほか２１名

7 数 Ⅱ  Ａ５  岡本　和夫

 数学Ⅱ　新訂版 715 平19

実教 024 252  　ほか１０名

7 数 Ⅱ Ａ５  岡本　和夫

 新版数学Ⅱ　新訂版 715 平19

実教 025 226  　ほか１０名

7 数 Ⅱ Ｂ５  岡本　和夫　ピーター・フランクル

 新高校数学Ⅱ 715 平19

実教 026 182  　ほか８名



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 数 Ⅱ  Ｂ５  岡本　和夫　　ピーター・フランクル

 高校数学Ⅱ 715 平15

実教 006 164  　ほか６名

61 数 Ⅱ  Ａ５  宮西　正宜

 高等学校　数学Ⅱ改訂版 715 平19

啓林館 027 232    ほか２３名

61 数 Ⅱ Ａ５  宮西　正宜

 高等学校　新編　数学Ⅱ改訂版 715 平19

啓林館 028 220    ほか２３名

61 数 Ⅱ Ｂ５  宮西　正宜

 Ｏｌé！数学Ⅱ 715 平19

啓林館 029 184    ほか２３名

61 数 Ⅱ  Ａ５  山本　芳彦

 高等学校　新編　数学Ⅱ 715 平15

啓林館 008 208    ほか１３名

61 数 Ⅱ  Ｂ５  鈴木　晋一

 高等学校　新数学Ⅱ 715 平15

啓林館 009 160    ほか７名

104 数 Ⅱ  Ａ５  川中　宣明

 改訂版　数学Ⅱ 715 平19

数研 030 224  　ほか１６名

104 数 Ⅱ Ａ５  大矢　雅則　　岡部　恒治

 改訂版　新編　数学Ⅱ 715 平19

数研 031 208  　ほか１３名

104 数 Ⅱ Ｂ５  秋山　仁

 改訂版　高校の数学Ⅱ 715 平19

数研 032 160  　ほか１４名

109 数 Ⅱ  Ａ５  竹之内　脩

 高等学校　新編　数学Ⅱ　改訂版 変型 715 平19

文英堂 033 192  　ほか１２名

183 数 Ⅱ  Ａ５  正田　實

 高等学校　数学Ⅱ 715 平19

第一 034 232  　ほか２４名

183 数 Ⅱ Ａ５  正田　實

 高等学校　新編数学Ⅱ 715 平19

第一 035 200  　ほか２４名

183 数 Ⅱ Ｂ５  正田　實

 高等学校　新数学Ⅱ 715 平19

第一 036 160  　ほか２４名

211 数 Ⅱ  Ａ５  柳川　堯

 改訂版　新　数学Ⅱ 715 平19

知出 037 176  　ほか６名



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 数 Ⅱ  Ａ５  伊藤　隆一

 高等学校　数学Ⅱ 715 平15

桐原 020 224  　ほか２２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

 数学Ⅲ 580 平20

東書 018 200  　ほか２１名

2 数 Ⅲ  Ａ５  飯高　茂　　松本　幸夫

 新編数学Ⅲ 580 平20

東書 019 192  　ほか２１名

7 数 Ⅲ  Ａ５  岡本　和夫

 数学Ⅲ　新訂版 580 平20

実教 020 216  　ほか１０名

7 数 Ⅲ  Ａ５  岡本　和夫

 新版数学Ⅲ　新訂版 580 平20

実教 021 192  　ほか１０名

7 数 Ⅲ  Ｂ５  岡本　和夫

 高校数学Ⅲ 580 平16

実教 005 142  　ほか７名

61 数 Ⅲ  Ａ５  宮西　正宜

 高等学校　数学Ⅲ改訂版 580 平20

啓林館 022 200    ほか２３名

61 数 Ⅲ  Ａ５  宮西　正宜

 高等学校　新編　数学Ⅲ改訂版 580 平20

啓林館 023 176    ほか２３名

61 数 Ⅲ  Ａ５  山本　芳彦

 高等学校　新編　数学Ⅲ 580 平16

啓林館 007 168    ほか１３名

104 数 Ⅲ  Ａ５  川中　宣明

 改訂版　数学Ⅲ 580 平20

数研 024 200    ほか１６名

104 数 Ⅲ  Ａ５  大矢　雅則　　　岡部　恒治

 改訂版　新編　数学Ⅲ 580 平20

数研 025 184    ほか１３名



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

109 数 Ⅲ  Ａ５  竹之内　脩

 高等学校　新編　数学Ⅲ　改訂版 変型 580 平20

文英堂 026 160    ほか１２名

183 数 Ⅲ  Ａ５  正田　實

 高等学校　数学Ⅲ 580 平20

第一 027 208    ほか２４名

183 数 Ⅲ  Ａ５  正田　實

 高等学校　新編数学Ⅲ 580 平20

第一 028 176    ほか２４名

211 数 Ⅲ  Ａ５  柳川　堯

 新　数学Ⅲ 580 平16

知出 016 160    ほか６名

212 数 Ⅲ  Ａ５  伊藤　隆一

 高等学校　数学Ⅲ 580 平16

桐原 017 160  　ほか２３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

 数学Ａ 490 平18

東書 021 136  　ほか２１名

2 数 Ａ  Ａ５  飯高　茂　　松本　幸夫

 新編数学Ａ 490 平18

東書 022 120  　ほか２１名

2 数 Ａ  Ｂ５  飯高　茂　　松本　幸夫

 新数学Ａ 490 平18

東書 023 84  　ほか２１名

7 数 Ａ  Ａ５  岡本　和夫

 数学Ａ　新訂版 490 平18

実教 024 132  　ほか１０名

7 数 Ａ  Ａ５  岡本　和夫

 新版数学Ａ　新訂版 490 平18

実教 025 132  　ほか１０名

7 数 Ａ  Ｂ５  岡本　和夫　　ピーター・フランクル

 新高校数学Ａ 490 平18

実教 026 106  　ほか８名

7 数 Ａ  Ｂ５  岡本　和夫　　ピーター・フランクル

 高校数学Ａ 490 平14

実教 006 100  　ほか６名



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  宮西　正宜

 高等学校　数学Ａ改訂版 490 平18

啓林館 027 144    ほか２４名

61 数 Ａ  Ａ５  宮西　正宜

 高等学校　新編　数学Ａ改訂版 490 平18

啓林館 028 134    ほか２４名

61 数 Ａ  Ｂ５  宮西　正宜

 Ｏｌé！数学Ａ 490 平18

啓林館 029 118    ほか２４名

61 数 Ａ  Ｂ５  鈴木　晋一

 高等学校　新数学Ａ 490 平14

啓林館 008 80    ほか７名

61 数 Ａ  Ａ５  山本　芳彦

 高等学校　新編　数学Ａ 490 平14

啓林館 009 112  　ほか１３名

104 数 Ａ  Ａ５  坪井　俊

 改訂版　数学Ａ 490 平18

数研 030 128  　ほか１６名

104 数 Ａ  Ａ５  大矢　雅則　　岡部　恒治

 改訂版　新編　数学Ａ 490 平18

数研 031 112  　ほか１３名

104 数 Ａ  Ｂ５  秋山　仁

 改訂版　高校の数学Ａ 490 平18

数研 032 80  　ほか１４名

109 数 Ａ  Ａ５  竹之内　脩

 高等学校　新編　数学Ａ　改訂版 変型 490 平18

文英堂 033 112  　ほか１２名

183 数 Ａ  Ａ５  正田　實

 高等学校　数学Ａ 490 平18

第一 034 128  　ほか２４名

183 数 Ａ  Ａ５  正田　實

 高等学校　新編数学Ａ 490 平18

第一 035 104  　ほか２４名

183 数 Ａ  Ｂ５  正田　實

 高等学校　新数学Ａ 490 平18

第一 036 92  　ほか２４名

211 数 Ａ Ａ５  柳川　堯

 改訂版　新　数学Ａ 490 平18  

知出 037 96  　ほか６名

212 数 Ａ  Ａ５  伊藤　隆一

 高等学校　数学Ａ 490 平14

桐原 020 112  　ほか２１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

 数学Ｂ 720 平19

東書 020 200  　ほか２１名

2 数 Ｂ  Ａ５  飯高　茂　　松本　幸夫

 新編数学Ｂ 720 平19

東書 021 184  　ほか２１名

7 数 Ｂ  Ａ５  岡本　和夫

 数学Ｂ　新訂版 720 平19

実教 022 220  　ほか１０名

7 数 Ｂ Ａ５  岡本　和夫

 新版数学Ｂ　新訂版 720 平19

実教 023 192  　ほか１０名

7 数 Ｂ Ｂ５  岡本　和夫　　ピーター・フランクル

 新高校数学Ｂ 720 平19

実教 024 158  　ほか８名

7 数 Ｂ  Ｂ５  岡本　和夫　　ピーター・フランクル

 高校数学Ｂ 720 平15

実教 005 146  　ほか６名

61 数 Ｂ  Ａ５  宮西　正宜

 高等学校　数学Ｂ改訂版 720 平19

啓林館 025 176    ほか２３名

61 数 Ｂ Ａ５  宮西　正宜

 高等学校　新編　数学Ｂ改訂版 720 平19

啓林館 026 144    ほか２３名

61 数 Ｂ  Ａ５  山本　芳彦

 高等学校　新編　数学Ｂ 720 平15

啓林館 007 152  　ほか１３名

61 数 Ｂ  Ｂ５  鈴木　晋一

 高等学校　新数学Ｂ 720 平15

啓林館 008 128    ほか７名

104 数 Ｂ  Ａ５  大島　利雄

 改訂版　数学Ｂ 720 平19

数研 027 192  　ほか１６名

104 数 Ｂ Ａ５  大矢　雅則　　岡部　恒治

 改訂版　新編　数学Ｂ 720 平19

数研 028 176  　ほか１３名

104 数 Ｂ Ｂ５  秋山　仁

 改訂版　高校の数学Ｂ 720 平19

数研 029 136  　ほか１４名

109 数 Ｂ  Ａ５  竹之内　脩

 高等学校　新編　数学Ｂ　改訂版 変型 720 平19

文英堂 030 160  　ほか１２名



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

183 数 Ｂ  Ａ５  正田　實

 高等学校　数学Ｂ 720 平19

第一 031 200  　ほか２４名

183 数 Ｂ Ａ５  正田　實

 高等学校　新編数学Ｂ 720 平19

第一 032 152  　ほか２４名

211 数 Ｂ Ａ５  柳川　堯

 改訂版　新　数学Ｂ 720 平19  

知出 033 152  　ほか６名

212 数 Ｂ  Ａ５  伊藤　隆一

 高等学校　数学Ｂ 720 平15

桐原 019 176  　ほか２２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

 数学Ｃ 720 平19

東書 016 176  　ほか２１名

2 数 Ｃ  Ａ５  飯高　茂　　松本　幸夫

 新編数学Ｃ 720 平19

東書 017 164  　ほか２１名

7 数 Ｃ  Ａ５  岡本　和夫

 数学Ｃ　新訂版 720 平19

実教 018 168  　ほか１０名

7 数 Ｃ Ａ５  岡本　和夫

 新版数学Ｃ　新訂版 720 平19

実教 019 176  　ほか１０名

61 数 Ｃ  Ａ５  宮西　正宜

 高等学校　数学Ｃ改訂版 720 平19

啓林館 020 160    ほか２３名

61 数 Ｃ Ａ５  宮西　正宜

 高等学校　新編　数学Ｃ改訂版 720 平19

啓林館 021 136    ほか２３名



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 Ｃ  Ａ５  山本　芳彦

 高等学校　新編　数学Ｃ 720 平15

啓林館 006 152  　ほか１３名

104 数 Ｃ  Ａ５  木田　祐司

 改訂版　数学Ｃ 720 平19

数研 022 176    ほか１６名

104 数 Ｃ Ａ５  大矢　雅則　　岡部　恒治

 改訂版　新編　数学Ｃ 720 平19

数研 023 152 　 ほか１３名

109 数 Ｃ  Ａ５  竹之内　脩

 高等学校　新編　数学Ｃ　改訂版 変型 720 平19

文英堂 024 160    ほか１２名

183 数 Ｃ  Ａ５  正田　實

 高等学校　数学Ｃ 720 平19

第一 025 176  　ほか２４名

183 数 Ｃ Ａ５  正田　實

 高等学校　新編数学Ｃ 720 平19

第一 026 136  　ほか２４名

211 数 Ｃ  Ａ５  柳川　堯

 新　数学Ｃ 720 平15

知出 014 120  　ほか６名

212 数 Ｃ  Ａ５  伊藤　隆一

 高等学校　数学Ｃ 720 平15

桐原 015 168    ほか２２名

　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　　松岡　正剛

610 平14

東書 001 216    ほか１１名

4 理 基  Ｂ５  小川　正賢

 理科基礎 610 平14

大日本 002 148    ほか８名

7 理 基  Ｂ５  高橋　哲郎

 理科基礎 610 平14

実教 003 152  　ほか５名

104 理 基  Ｂ５  杉山　滋郎

 理科基礎　私たちにとって科学とは 610 平14

数研 004 152  　ほか７名

 理科基礎　自然のすがた・科学の見かた



　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　　黒田　玲子

 理科総合Ａ　システムとしてみる自然 610 平18

東書 011 232    ほか２３名

2 理 Ａ  Ｂ５  松井　孝典　　佐藤　勝彦　　黒田　玲子

 新編理科総合Ａ 610 平18

東書 012 144    ほか２３名

4 理 Ａ  Ｂ５  高木　隆司

 改訂　理科総合　Ａ 610 平18

大日本 013 164  　ほか４名

7 理 Ａ  Ｂ５  佐藤　文隆　　務台　潔

 理科総合Ａ　新訂版 610 平18

実教 014 160  　ほか７名

7 理 Ａ  Ａ５  佐藤　文隆　　務台　潔

 新版理科総合Ａ 610 平18

実教 015 264  　ほか６名

7 理 Ａ  Ｂ５  佐藤　文隆　　務台　潔

 理科総合Ａ 610 平14

実教 004 132  　ほか７名

15 理 Ａ  Ｂ５  細矢　治夫　　牛山　泉

 理科総合Ａ 変型 610 平14

三省堂 005 130  　ほか１０名

61 理 Ａ  Ｂ５  太田　次郎　　山崎　和夫

 高等学校　理科総合Ａ　改訂版 変型 610 平18

啓林館 016 196  　ほか２３名

61 理 Ａ  Ｂ５  太田　次郎　　山崎　和夫

 高等学校　新編 理科総合Ａ　改訂版 610 平18

啓林館 017 144  　ほか２３名

104 理 Ａ Ｂ５  小宮山　宏

変型 610 平18

数研 018 192  　ほか８名

104 理 Ａ Ｂ５  小宮山　宏

610 平18

数研 019 144  　ほか７名

183 理 Ａ  Ａ５  佐野　博敏

 高等学校　改訂　理科総合Ａ 610 平18

第一 020 208    ほか２７名

183 理 Ａ  Ｂ５  佐野　博敏

 高等学校　改訂　新理科総合Ａ 610 平18

第一 021 136    ほか２７名

 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　理科総合Ａ



　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　　黒田　玲子

 理科総合Ｂ　歴史としてみる自然 610 平18

東書 010 224    ほか２３名

2 理 Ｂ  Ｂ５  松井　孝典　　佐藤　勝彦　　黒田　玲子

 新編理科総合Ｂ 610 平18

東書 011 136    ほか２３名

4 理 Ｂ  Ｂ５  高橋　景一

 改訂　理科総合　Ｂ 610 平18

大日本 012 136  　ほか８名

7 理 Ｂ  Ｂ５  中村　桂子　　森本　雅樹

 理科総合Ｂ　新訂版 610 平18

実教 013 146  　ほか７名

7 理 Ｂ  Ｂ５  中村　桂子　　森本　雅樹

 新版理科総合Ｂ 610 平18

実教 014 146  　ほか７名

15 理 Ｂ  Ｂ５  毛利　秀雄　　平　朝彦　　中西　剋爾

 理科総合Ｂ 変型 610 平14

三省堂 005 126  　ほか１３名

17 理 Ｂ  Ｂ５  熊澤　峰夫

 改訂　理科総合Ｂ　生命と地球環境 610 平18

教出 015 148  　ほか１１名

61 理 Ｂ  Ｂ５  太田　次郎　　山崎　和夫

 高等学校　理科総合Ｂ　改訂版 変型 610 平18

啓林館 016 168  　ほか２３名

104 理 Ｂ Ｂ５  丸山　茂徳

変型 610 平18

数研 017 180  　ほか１１名

104 理 Ｂ Ｂ５  丸山　茂徳

610 平14

数研 008 132  　ほか９名

183 理 Ｂ  Ａ５  佐野　博敏

 高等学校　改訂　理科総合Ｂ 610 平18

第一 018 208    ほか２７名

183 理 Ｂ  Ｂ５  佐野　博敏

 高等学校　新理科総合Ｂ 610 平18

第一 019 136    ほか２７名

 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



　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

 物理Ⅰ 750 平18

東書 010 288    ほか１９名

2 物 Ⅰ  Ｂ５  三浦　登

 新編物理Ⅰ 750 平14

東書 002 200    ほか２４名

4 物 Ⅰ  Ｂ５  鈴木　増雄

 改訂　物理　Ⅰ 750 平18

大日本 011 184    ほか７名

7 物 Ⅰ  Ａ５  大槻　義彦　　小牧　研一郎　　長岡　洋介

 物理Ⅰ　新訂版 750 平18  原　康夫

実教 012 288  　ほか９名

15 物 Ⅰ  Ａ５  兵頭　俊夫

 高等学校　物理Ⅰ 750 平14  

三省堂 005 296  　ほか１９名

61 物 Ⅰ  Ａ５  兵藤　申一　　福岡　登　　高木　堅志郎

 高等学校　物理Ⅰ 改訂版 750 平18

啓林館 013 288    ほか１４名

104 物 Ⅰ  Ａ５  國友　正和

 改訂版　高等学校　物理Ⅰ 750 平18

数研 014 292 　 ほか９名

183 物 Ⅰ  Ａ５  中村　英二

 高等学校　改訂　物理Ⅰ 750 平18

第一 015 272 　 ほか１９名

183 物 Ⅰ  Ｂ５  中村　英二

 高等学校　改訂　新物理Ⅰ 750 平18

第一 016 168    ほか１９名

　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

 物理Ⅱ 930 平15

東書 001 320 　 ほか１９名

4 物 Ⅱ  Ｂ５  西川　哲治

 物理　Ⅱ 930 平15

大日本 002 212    ほか１１名

7 物 Ⅱ  Ａ５  大槻　義彦　　小牧　研一郎　　長岡　洋介

 物理Ⅱ　新訂版 930 平19  原　康夫

実教 008 352  　ほか９名



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 物 Ⅱ  Ａ５  兵頭　俊夫

 高等学校　物理Ⅱ 930 平15

三省堂 004 340    ほか１９名

61 物 Ⅱ  Ａ５  兵藤　申一　　福岡　登　　高木　堅志郎

 高等学校　物理Ⅱ 改訂版 930 平19

啓林館 009 352    ほか１４名

104 物 Ⅱ  Ａ５  國友　正和

 改訂版　高等学校　物理Ⅱ 930 平19

数研 010 326 　 ほか９名

183 物 Ⅱ  Ａ５  中村　英二

 高等学校　改訂　物理Ⅱ 930 平19

第一 011 304 　 ほか１７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

 化学Ⅰ 750 平18

東書 013 312    ほか２３名

2  化 Ⅰ  Ｂ５  竹内　敬人

 新編化学Ⅰ 750 平18

東書 014 196    ほか２３名

4  化 Ⅰ  Ａ５  渡辺　正

 新版　化学　Ⅰ 750 平18

大日本 015 280 　 ほか９名

4  化 Ⅰ  Ｂ５  白石　振作

 化学　Ⅰ 750 平14

大日本 003 172 　 ほか９名

7  化 Ⅰ  Ａ５  井口　洋夫　　木下　實

 化学Ⅰ　新訂版 750 平18

実教 016 312 　 ほか１２名

7  化 Ⅰ  Ｂ５  井口　洋夫　　相原　惇一　　小林　啓二

 高校化学Ⅰ　新訂版 750 平18

実教 017 192 　 ほか８名

7  化 Ⅰ  Ａ５  井口　洋夫　　木下　實

 化学Ⅰ 750 平14

実教 004 272 　 ほか１２名

15  化 Ⅰ  Ａ５  細矢　治夫

 高等学校　化学Ⅰ 750 平14

三省堂 006 258 　 ほか１２名



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  化 Ⅰ  Ａ５  斎藤　烈　　山本　隆一

 高等学校　化学Ⅰ　改訂版 750 平18

啓林館 018 296    ほか１８名

61  化 Ⅰ  Ｂ５  斎藤　烈　　山本　隆一

 Ｍａｓｔｅｒ　化学Ⅰ 変型 750 平18

啓林館 019 264    ほか１８名

61  化 Ⅰ  Ｂ５  斎藤　烈　　山本　隆一

 高等学校　新編　化学Ⅰ　改訂版 750 平18

啓林館 020 176    ほか１８名

104  化 Ⅰ  Ａ５  野村　祐次郎　　辰巳　敬

 改訂版　高等学校　化学Ⅰ 750 平18

数研 021 296 　 ほか６名

104  化 Ⅰ  Ａ５  梅澤　喜夫

 精解　化学Ⅰ 750 平18

数研 022 296 　 ほか６名

104  化 Ⅰ  Ｂ５  梅澤　喜夫

 改訂版　新編　化学Ⅰ　－物質の世界へ－ 750 平18

数研 023 204 　 ほか６名

183  化 Ⅰ  Ａ５  佐野　博敏

 高等学校　改訂　化学Ⅰ 750 平18

第一 024 274    ほか２１名

183  化 Ⅰ  Ｂ５  佐野　博敏

 高等学校　改訂　新化学Ⅰ 750 平18

第一 025 168    ほか２１名

　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

 化学Ⅱ 930 平19

東書 008 320    ほか２１名

4  化 Ⅱ  Ａ５  渡辺　正

 新版　化学Ⅱ 930 平19

大日本 009 320 　 ほか９名

4  化 Ⅱ  Ｂ５  白石　振作

 化学　Ⅱ 930 平15

大日本 002 220    ほか９名

7  化 Ⅱ  Ａ５  井口　洋夫　　木下　實

 化学Ⅱ　新訂版 930 平19

実教 010 352 　 ほか１２名



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  化 Ⅱ  Ａ５  細矢　治夫

 高等学校　化学Ⅱ 930 平15

三省堂 004 300 　 ほか１３名

61  化 Ⅱ  Ａ５  斎藤　烈　　山本　隆一

 高等学校　化学Ⅱ　改訂版 930 平19

啓林館 011 320    ほか１８名

104  化 Ⅱ  Ａ５  野村　祐次郎　　辰巳　敬

 改訂版　高等学校　化学Ⅱ 930 平19

数研 012 320 　 ほか８名

104  化 Ⅱ Ａ５  梅澤　喜夫

 精解　化学Ⅱ 930 平19

数研 013 296 　 ほか６名

183  化 Ⅱ  Ａ５  佐野　博敏

 高等学校　改訂　化学Ⅱ 930 平19

第一 014 288 　 ほか２１名

61  化 Ⅱ  Ａ５  坪村　宏　　斎藤　烈　　山本　隆一

 高等学校　化学Ⅱ 930 平15

啓林館 005 336 　 ほか１１名

　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

 生物Ⅰ 850 平18

東書 013 304 　 ほか１８名

2  生 Ⅰ  Ｂ５  石川　統　　浅島　誠

 新編生物Ⅰ 850 平18

東書 014 208 　 ほか１８名

4  生 Ⅰ  Ｂ５  高橋　景一

 改訂　生物　Ⅰ 850 平18

大日本 015 184 　 ほか９名

7  生 Ⅰ  Ａ５  石原　勝敏　　庄野　邦彦

 新版生物Ⅰ　新訂版 850 平18

実教 016 288    ほか１３名

7  生 Ⅰ  Ｂ５  馬場　昭次

 高校生物Ⅰ 850 平18

実教 017 184    ほか６名

15  生 Ⅰ  Ａ５  毛利　秀雄

 高等学校　生物Ⅰ 850 平15

三省堂 011 268    ほか１９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。



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  生 Ⅰ  Ａ５  堀田　凱樹

 生命の探究　生物Ⅰ　改訂版 850 平18

教出 018 260 　 ほか９名

61  生 Ⅰ  Ａ５  本川　達雄　　谷本　英一

 高等学校　生物Ⅰ　改訂版 850 平18

啓林館 019 272    ほか１８名

61  生 Ⅰ  Ｂ５  本川　達雄　　谷本　英一

 高等学校　新編　生物Ⅰ　改訂版 850 平18

啓林館 020 184    ほか１８名

104  生 Ⅰ Ａ５  川島　誠一郎

 改訂版　高等学校　生物Ⅰ 850 平18

数研 021 280 　 ほか８名

104  生 Ⅰ  Ｂ５  黒岩　常祥

 改訂版　新編　生物Ⅰ　－生命の世界へ－ 850 平18

数研 022 176 　 ほか９名

183  生 Ⅰ  Ａ５  田中　隆莊

 高等学校　改訂　生物Ⅰ 850 平18

第一 023 288    ほか２２名

183  生 Ⅰ  Ｂ５  田中　隆莊

 高等学校　改訂　新生物Ⅰ 850 平18

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

 生物Ⅱ 1,060 平21

東書 013 328    ほか１７名

4  生 Ⅱ  Ｂ５  高橋　景一

 生物　Ⅱ 1,060 平15

大日本 002 208    ほか９名

7  生 Ⅱ  Ａ５  石原　勝敏　　庄野　邦彦

 新版生物Ⅱ　新訂版 1,060 平19

実教 009 348    ほか１３名

15  生 Ⅱ  Ａ５  毛利　秀雄

 高等学校　生物Ⅱ 1,060 平16

三省堂 007 338    ほか１９名

17 生 Ⅱ  Ａ５  堀田　凱樹

 生命の探究　生物Ⅱ 1,060 平15

教出 004 328 　 ほか９名



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 生 Ⅱ  Ａ５  本川　達雄　　谷本　英一

 高等学校　生物Ⅱ　改訂版 1,060 平20

啓林館 012 344 　 ほか１８名

104  生 Ⅱ  Ａ５  塩川　光一郎

 改訂版　高等学校　生物Ⅱ 1,060 平19

数研 010 320 　 ほか１１名

183  生 Ⅱ  Ａ５  田中　隆莊

 高等学校　改訂　生物Ⅱ 1,060 平19

第一 011 336    ほか１９名

61  生 Ⅱ  Ａ５  太田　次郎　　本川　達雄

 高等学校　生物Ⅱ 1,060 平16

啓林館 008 300    ほか１４名

　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

 地学Ⅰ　地球と宇宙 850 平14

東書 001 192    ほか１５名

7  地 Ⅰ  Ｂ５  大森　昌衛　　森本　雅樹

 地学Ⅰ　新訂版 850 平18

実教 006 192 　 ほか１３名

61  地 Ⅰ  Ａ５  松田　時彦　　山崎　貞治

 高等学校　地学Ⅰ　改訂版 850 平18

啓林館 007 264    ほか１１名

104  地 Ⅰ  Ａ５  小川　勇二郎

 改訂版　高等学校　地学Ⅰ　地球と宇宙 850 平18

数研 008 272 　 ほか７名

183  地 Ⅰ  Ｂ５  内海　和彦

 高等学校　地学Ⅰ 変型 850 平14

第一 005 200    ほか１０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。



　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

 高等学校　地学Ⅱ 1,060 平15

啓林館 001 288 　 ほか９名

104  地 Ⅱ  Ａ５  力武　常次

 高等学校　地学Ⅱ　地球と宇宙の探究 1,060 平15

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

 現代保健体育　改訂版 600 平18

大修館 006 184    ほか３１名

50  保 体  Ａ５  髙石　昌弘　　加賀谷　熈彦

 新保健体育　改訂版 600 平18

大修館 007 246    ほか３１名

50  保 体  Ｂ５  髙石　昌弘　　加賀谷　熈彦

 最新保健体育 600 平18

大修館 008 164    ほか３１名

112  保 体  Ｂ５  石川　哲也　　阿江　通良

 保健体育 600 平14

一橋 003 172 　 ほか２８名

112  保 体  Ｂ５  石川　哲也　　阿江　通良

 明解保健体育 600 平14

一橋 004 156 　 ほか２４名

183  保 体  Ｂ５  藤原　喜悦

 高等学校　改訂版　保健体育 600 平18

第一 009 176    ほか１８名

　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

 音楽Ⅰ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ 440 平18

教出 007 128 　 ほか５名

17  音 Ⅰ Ｂ５  三善　晃

440 平18

教出 008 128 　 ほか５名

 高校音楽Ⅰ　改訂版 　ＭＵＳＩＣ　ＡＴＬＡＳ



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

27  音 Ⅰ  Ａ４  畑中　良輔

 高校生の音楽　１ 変型 440 平18

教芸 009 148 　 ほか８名

27  音 Ⅰ  Ａ４  畑中　良輔

　ＭＯＵＳＡ１ 変型 440 平18

教芸 010 156 　 ほか９名

89  音 Ⅰ  Ｂ５  山本　文茂

 改訂新版　高校生の音楽１ 440 平18

友社 011 140    ほか５名

89  音 Ⅰ  Ｂ５  山本　文茂

 改訂新版　高校の音楽１ 440 平18

友社 012 140    ほか５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

300 平19

教出 006 92 　 ほか５名

17  音 Ⅱ Ｂ５  三善　晃

 高校音楽Ⅱ　改訂版　ＭＵＳＩＣ　ＡＴＬＡＳ 300 平19

教出 007 96 　 ほか５名

27  音 Ⅱ  Ａ４  畑中　良輔

 ＭＯＵＳＡ２ 変型 300 平19

教芸 008 108 　 ほか９名

27  音 Ⅱ Ａ４  畑中　良輔

 高校生の音楽　２ 変型 300 平19

教芸 009 132 　 ほか９名

89  音 Ⅱ  Ｂ５  山本　文茂

 改訂新版　高校生の音楽２ 300 平19

友社 010 108    ほか５名

89  音 Ⅱ Ｂ５  山本　文茂

 改訂新版　高校の音楽２ 300 平19

友社 011 108    ほか５名

　音楽Ⅱ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ



　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

 音楽Ⅲ 300 平16

教出 001  96 　 ほか７名

27 音 Ⅲ  Ａ４  畑中　良輔

 Ｊｏｙ　ｏｆ　Ｍｕｓｉｃ 変型 300 平20

教芸 004  156 　 ほか１４名

89 音 Ⅲ  Ｂ５  山本　文茂

 改訂新版　高校生の音楽３ 300 平20

友社 005  92 　 ほか５名

　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

 美術１ 変型 930 平18

光村 004 72    ほか１１名

116  美 Ⅰ  Ａ４  永井　一正　　木島　俊介

 高校美術１ 変型 930 平18

日文 005 76 　 ほか５名

116  美 Ⅰ  Ａ４  絹谷　幸二

 美・創造へ１ 変型 930 平18

日文 006 74 　 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

 美術２ 変型 765 平19

光村 003 48    ほか１１名

116  美 Ⅱ Ａ４  永井　一正　　木島　俊介

 高校美術２ 変型 765 平19

日文 004 64 　 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

 美術３ 変型 585 平20

光村 003 38    ほか１０名

116  美 Ⅲ  Ａ４  永井　一正　　木島　俊介

 高校美術３ 変型 585 平20

日文 004 44    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

 高等学校工芸Ⅰ 815 平14

日文 001 48

　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

 高等学校工芸Ⅱ 665 平15

日文 001 48

　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

 書道Ⅰ 変型 450 平18

東書 008 124    ほか１２名

6  書 Ⅰ  Ｂ５  野口　白汀　　關　正人　　辻元　大雲　　

 書　Ⅰ 変型 450 平18  名児耶　明　　澤田　雅弘　　土橋　靖子

教図 010 116    ほか８名

6  書 Ⅰ  Ｂ５  戸田　提山

 新書道Ⅰ 450 平14

教図 005 106    ほか１４名

17  書 Ⅰ  Ｂ５  今井　凌雪　　角井　博

 新編　書道Ⅰ 450 平18

教出 011 106    ほか７名



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 Ⅰ  Ｂ５  金子　卓義

 書Ⅰ 450 平18

光村 012 112    ほか６名

116  書 Ⅰ  Ｂ５  村上　三島　　杉岡　華邨

 高校書道　Ⅰ 450 平18

日文 009 110    ほか１１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

 書道Ⅱ 変型 385 平19

東書 008 96    ほか１２名

6  書 Ⅱ  Ｂ５  野口　白汀　　關　正人　　辻元　大雲　　

 書　Ⅱ 変型 385 平19  名児耶　明　　澤田　雅弘　　土橋　靖子

教図 010 74 　 ほか９名

6  書 Ⅱ  Ｂ５  戸田　提山

 新書道Ⅱ 385 平15

教図 004 84 　 ほか１４名

17  書 Ⅱ  Ｂ５  今井　凌雪　　角井　博

 新編　書道Ⅱ 385 平19

教出 011 92    ほか７名

38  書 Ⅱ  Ｂ５  金子　卓義

 書Ⅱ 385 平19

光村 012 102    ほか６名

116  書 Ⅱ  Ｂ５  村上　三島　　杉岡　華邨

 高校書道　Ⅱ 385 平19

日文 009 88    ほか１１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

 書道Ⅲ 385 平16

東書 001 66 　 ほか１０名

6  書 Ⅲ  Ｂ５  野口　白汀　　關　正人　　辻元　大雲

 書Ⅲ 変型 385 平20  名児耶　明　　澤田　雅弘　　土橋　靖子

教図 006 70 　 ほか９名



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 書 Ⅲ  Ｂ５  戸田　提山

 新書道Ⅲ 385 平16

教図 003 76 　 ほか８名

17 書 Ⅲ  Ｂ５  今井　凌雪

 書道Ⅲ 385 平16

教出 004 80 　 ほか９名

38 書 Ⅲ  Ｂ５  井茂　圭洞　　金子　卓義　　高木　聖雨

 書Ⅲ 385 平20

光村 007 84 　 ほか５名

116 書 Ⅲ  Ｂ５  村上　三島　　杉岡　華邨

 高校書道　Ⅲ 385 平16

日文 002 80    ほか１２名

　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

420 平18

東書 020 104 　 ほか７名

9  オ Ⅰ Ｂ５  小林　健　　Ｊａｍｅｓ　Ｃ.Ｈｏｕｓｅ

420 平18  三井　敏正

開隆堂 021 96 　 ほか１名

9  オ Ⅰ Ｂ５  小林　健　　Ｊａｍｅｓ　Ｃ.Ｈｏｕｓｅ

420 平18  三井　敏正

開隆堂 022 96 　 ほか１名

15  オ Ⅰ Ｂ５  北出　亮

420 平18

三省堂 023 104 　 ほか３名

17  オ Ⅰ Ｂ５  松本　茂

420 平18

教出 024 92 　 ほか９名

19  オ Ⅰ Ｂ５  八代　京子

420 平18

開拓 025 96 　 ほか５名

50  オ Ⅰ Ｂ５  岡　秀夫

420 平18

大修館 026 96 　 ほか６名

61  オ Ⅰ Ｂ５  八島　智子

420 平18

啓林館 027 100    ほか５名

 Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ
 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ
 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 Ｏｎ　Ａｉｒ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ
 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 ＲＥＶＩＳＥＤ　Ｓａｉｌｉｎｇ
 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

 ＯＲＡＬ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ
 Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＥＸＰＲＥＳＳＷＡＹＳ　Ⅰ
 Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 ＯＲＡＬ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ
 Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＥＸＰＲＥＳＳＷＡＹＳ　Ⅰ
 Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 ｅｍｐａｔｈｙ
 ｏｒａｌ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ
 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 ＳＥＬＥＣＴ
 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ
 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 Ｈｅｌｌｏ　ｔｈｅｒｅ！
 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　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

104  オ Ⅰ Ｂ５  竹村　日出夫

420 平18

数研 028 104 　 ほか８名

109  オ Ⅰ Ｂ５  吉田　研作

変型 420 平18

文英堂 029 104    ほか８名

109  オ Ⅰ Ｂ５  末永　國明

420 平18

文英堂 030 88 　 ほか７名

111  オ Ⅰ Ｂ５  矢田　裕士

420 平18

池田 031 96    ほか４名

111  オ Ⅰ Ｂ５  川辺　俊一

420 平14

池田 012 96    ほか３名

172  オ Ⅰ Ｂ５  花本　金吾

420 平18

旺文社 032 92    ほか４名

172  オ Ⅰ Ｂ５  根岸　雅史　　靜　哲人

420 平18

旺文社 033 88  　ほか５名

177  オ Ⅰ Ｂ５  斎藤　誠毅

420 平18  Ｄａｖｉｄ　Ｐａｕｌ　Ａｌｉｎｅ

増進堂 034 88  　ほか１２名

183  オ Ⅰ Ｂ５  野村　和宏

420 平18

第一 035 96    ほか５名

205  オ Ⅰ Ｂ５  室井　美稚子

420 平18

三友 036 96    ほか５名

212  オ Ⅰ Ｂ５  山田　登

420 平18  

桐原 037 96 　 ほか５名

220  オ Ⅰ Ｂ５  曽根田　憲三

420 平18

スクリ 038 88 　 ほか１１名

 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ
 ＯＰＥＮ　ＤＯＯＲ ｔｏ　Ｏｒａｌ
 Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ＢＯＯＫ　Ⅰ

 Ｉｎｔｅｒａｃｔ
 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ
 ＳＥＣＯＮＤ　ＥＤＩＴＩＯＮ

 ＥＣＨＯ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ
 ＯＲＡＬ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　Ⅰ

 ＳＣＲＥＥＮＰＬＡＹ
 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
 Ｂｉｒｄｌａｎｄ
 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

 Ｐｌａｎｅｔ　Ｂｌｕｅ
 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ
［Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ］

 ＤＡＩＬＹ
 ＯＲＡＬ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　Ⅰ

 Ｓｔｅｐ
 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ
［Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ］

 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｔｒｕｅ　Ｃｏｌｏｒｓ
 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

 ＭＡＩＮＳＴＲＥＡＭ
 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ
 Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 Ｖｏｉｃｅ
 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ
 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

 ＷＨＹ　ＮＯＴ？
 ＯＲＡＬ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　Ⅰ



　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　　Ｊａｍｅｓ　Ｃ.Ｈｏｕｓｅ

760 平19  三井　敏正

開隆堂 008 140 　 ほか１名

17 オ Ⅱ Ｂ５  松本　茂

760 平15

教出 002 130 　 ほか９名

109 オ Ⅱ Ｂ５  末永　國明

760 平19 　

文英堂 009 104  　ほか７名

109 オ Ⅱ Ｂ５  吉田　研作

変型 760 平15

文英堂 004 144 　 ほか７名

183 オ Ⅱ Ｂ５  野村　和宏

760 平15

第一 005 120 　 ほか５名

220 オ Ⅱ Ｂ５  塚田　三千代

760 平19

スクリ 010 144  　ほか７名

　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

485 平18

東書 036 116  　ほか７名

2 英 Ⅰ Ｂ５  神保　尚武

変型 485 平18

東書 037 148    ほか７名

2 英 Ⅰ Ｂ５  田辺　正美

変型 485 平18

東書 038 166    ほか８名

9 英 Ⅰ Ｂ５  高塚　成信

変型 485 平18

開隆堂 039 146  　ほか６名

 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ

 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
 ＳＵＮＳＨＩＮＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ
 Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ

 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ

 ＯＲＡＬ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ
 Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＥＸＰＲＥＳＳＷＡＹＳ　Ⅱ

 ｅｍｐａｔｈｙ
 ｏｒａｌ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

 Ｂｉｒｄｌａｎｄ
 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ

 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ
 ＯＰＥＮ　ＤＯＯＲ　ｔｏ　Ｏｒａｌ
 Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ＢＯＯＫ　Ⅱ

 ＳＣＲＥＥＮＰＬＡＹ
 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

 Ｖｏｉｃｅ
 Ｏｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　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 英 Ⅰ Ｂ５  石井　丈夫

485 平18

開隆堂 040 122  　ほか５名

15 英 Ⅰ Ａ５  霜崎　實

485 平18

三省堂 041 192 　 ほか１３名

15 英 Ⅰ Ｂ５  森住　衛

変型 485 平18

三省堂 042 144 　 ほか１３名

15 英 Ⅰ Ｂ５  池田　智

485 平18

三省堂 043 112 　 ほか６名

17 英 Ⅰ Ｂ５  高橋　正夫　　國枝　マリ

変型 485 平18

教出 044 168 　 ほか９名

17 英 Ⅰ Ｂ５  赤川　裕

485 平18

教出 045 114 　 ほか５名

19 英 Ⅰ Ａ５  鈴木　英一　　Ｐａｕｌ　Ｓｎｏｗｄｅｎ

485 平14  江藤　秀一

開拓 011 156 　 ほか６名

50 英 Ⅰ Ａ５  米山　朝二

485 平18

大修館 046 160    ほか５名

50 英 Ⅰ Ｂ５  佐野　正之

485 平18

大修館 047 112  　ほか５名

61 英 Ⅰ Ａ５  卯城　祐司

485 平18

啓林館 048 176 　 ほか６名

61 英 Ⅰ Ｂ５  影浦　攻

変型 485 平18  

啓林館 049 128    ほか７名

61 英 Ⅰ Ｂ５  金田　道和

485 平14

啓林館 015 104 　 ほか６名

104 英 Ⅰ Ｂ５  橋内　武

変型 485 平18

数研 050 152    ほか１０名

104 英 Ⅰ Ｂ５  森岡　裕一

変型 485 平18

数研 051 156    ほか１１名

 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＮＯＷ　Ⅰ

 Ｌｉｎｇｕａ－Ｌａｎｄ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ
 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｒｉｅｓ Ⅰ
 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 ＬｏｖＥｎｇ．
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ

 ＥＸＣＥＥＤ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｒｉｅｓ Ⅰ
 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 ＥＬＥＭＥＮＴ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ

 ＣＲＯＷＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｒｉｅｓ Ⅰ
 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 ＮＥＷ　ＬＥＧＥＮＤ　ＥＮＧＬＩＳＨ　Ⅰ

 Ｇｅｎｉｕｓ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ Ⅰ
 Ｒｅｖｉｓｅｄ

 Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＰＯＬＥＳＴＡＲ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ

 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ
 Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ

 ＡＣＯＲＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ

 Ｍａｇｉｃ　Ｈａｔ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　 Ⅰ

 Ｃａｐｔａｉｎ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ
 Ｒｅｖｉｓｅｄ



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

109 英 Ⅰ Ａ５  市川　泰男　　John Ｒ.Hestand

485 平18

文英堂 052 176 　 ほか４名

109 英 Ⅰ Ｂ５  末永　國明　　倉持　三郎

変型 485 平18

文英堂 053 144 　 ほか５名

109 英 Ⅰ Ｂ５  末永　國明　　川端　一男

485 平18

文英堂 054 112 　 ほか５名

111 英 Ⅰ Ｂ５  高梨　健吉　　和田　宏冏

変型 485 平18

池田 055 128    ほか１名

111 英 Ⅰ Ｂ５  谷岡　朗

変型 485 平18

池田 056 128    ほか２名

172 英 Ⅰ Ｂ５  花本　金吾

変型 485 平18

旺文社 057 100    ほか４名

172 英 Ⅰ Ａ５  根岸　雅史

485 平18

旺文社 058 144  　ほか８名

177 英 Ⅰ Ｂ５  鈴木　寿一

変型 485 平18  Ａｎｄｒｅｗ　Ｏｂｅｒｍｅｉｅｒ

増進堂 059 144    ほか６名

177 英 Ⅰ Ｂ５  鈴木　寿一

変型 485 平18  Ａｎｄｒｅｗ　Ｏｂｅｒｍｅｉｅｒ

増進堂 060 152    ほか６名

183 英 Ⅰ Ａ５  南村　俊夫

485 平18

第一 061 160    ほか１０名

183 英 Ⅰ Ｂ５  南村　俊夫

変型 485 平18

第一 062 144    ほか１１名

183 英 Ⅰ Ｂ５  南村　俊夫

485 平18

第一 063 112    ほか７名

205 英 Ⅰ Ｂ５  瀧口　優

485 平18

三友 064 96    ほか４名

205 英 Ⅰ Ｂ５  大浦　暁生

変型 485 平18

三友 065 128  　ほか５名

 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｎａｖｉｇａｔｏｒ　Ⅰ

 Ｖｏｙａｇｅｒ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ
 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

 ＮＥＷ　ＳＴＲＥＡＭ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ
 Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 ＣＯＳＭＯＳ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅰ

 ＭＡＩＮＳＴＲＥＡＭ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ
 Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 Ｖｉｖｉｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ
 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

 Ｖｉｖａ　Ｅｎｇｌｉｓｈ！　Ⅰ
 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

 ＮＥＷ　ＷＯＲＬＤ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ Ⅰ

 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＵＮＩＣＯＲＮ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅰ

 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＰＯＷＷＯＷ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅰ

 Ｓｔｅｐ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅰ
［Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ］

 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　Ｓｕｒｆｉｎｇ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅰ

 Ｏｎｓｔａｇｅ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅰ

 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＤＡＩＬＹ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　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

212 英 Ⅰ Ｂ５  原口　庄輔

変型 485 平18

桐原 066 148    ほか７名

212 英 Ⅰ Ｂ５  浅羽　亮一

変型 485 平18

桐原 067 144 　 ほか５名

212 英 Ⅰ Ｂ５  和田　稔

485 平18

桐原 068 120 　 ほか４名

220 英 Ⅰ Ｂ５  塚田　三千代

485 平18

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

565 平19

東書 038 128    ほか７名

2 英 Ⅱ Ｂ５  神保　尚武

変型 565 平19

東書 039 168    ほか７名

2 英 Ⅱ Ｂ５  田辺　正美

変型 565 平19

東書 040 176    ほか８名

9 英 Ⅱ Ｂ５  深澤　清治

変型 565 平19

開隆堂 041 170  　ほか７名

9 英 Ⅱ Ｂ５  石井　丈夫

565 平19

開隆堂 042 130 　 ほか５名

15 英 Ⅱ Ａ５  霜崎　實

565 平19

三省堂 043 208 　 ほか１３名

15 英 Ⅱ Ｂ５  森住　衛

変型 565 平19

三省堂 044 164 　 ほか１３名

 ＣＲＯＷＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ⅱ
 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＮＯＷ　Ⅱ

 ＮＥＷ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｐａｌ　Ⅰ
 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 ＥＸＣＥＥＤ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｒｉｅｓ Ⅱ
 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
 ＳＵＮＳＨＩＮＥ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ

 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

 ＳＣＲＥＥＮＰＬＡＹ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅰ

 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ

 ＰＲＯ－ＶＩＳＩＯＮ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅰ
 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅰ
 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

 Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　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

15 英 Ⅱ Ｂ５  池田　智

295 平19

三省堂 045 64  　ほか６名

英 Ⅱ Ｂ５

270 平19

046 64

17 英 Ⅱ Ｂ５  高橋　正夫　　國枝　マリ

変型 565 平19

教出 047 176 　 ほか８名

17 英 Ⅱ Ｂ５  赤川　裕

565 平19

教出 048 122 　 ほか５名

19 英 Ⅱ Ａ５  鈴木　英一　　Ｐａｕｌ　Ｓｎｏｗｄｅｎ

565 平15  江藤　秀一

開拓 012 184 　 ほか６名

50 英 Ⅱ Ａ５  米山　朝二

565 平19

大修館 049 176  　ほか５名

50 英 Ⅱ Ｂ５  佐野　正之

565 平19

大修館 050 112  　ほか５名

61 英 Ⅱ Ａ５  卯城　祐司

565 平19

啓林館 051 192 　 ほか６名

61 英 Ⅱ Ｂ５  影浦　攻

変型 565 平19  

啓林館 052 128    ほか７名

61 英 Ⅱ Ｂ５  金田　道和

565 平15

啓林館 016 104 　 ほか５名

104 英 Ⅱ Ｂ５  橋内　武

変型 565 平19

数研 053 160    ほか１０名

104 英 Ⅱ Ｂ５  森岡　裕一

変型 565 平19

数研 054 164    ほか１１名

109 英 Ⅱ Ａ５  市川　泰男　　John Ｒ.Hestand

565 平19

文英堂 055 184 　 ほか３名

 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ⅱ
 Ｓｔｅｐ　Ｏｎｅ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 Ｇｅｎｉｕｓ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ
 Ｒｅｖｉｓｅｄ

 ＬｏｖＥｎｇ．
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ

 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　 ＵＮＩＣＯＲＮ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ

 Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＰＯＬＥＳＴＡＲ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ

 Ｃａｐｔａｉｎ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ
 Ｒｅｖｉｓｅｄ

 ＶＩＳＴＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ⅱ
 Ｓｔｅｐ　Ｔｗｏ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 Ｌｉｎｇｕａ－Ｌａｎｄ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ
 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄiｔｉｏｎ

 Ｍａｇｉｃ　Ｈａｔ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ

 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ

 ＮＥＷ　ＬＥＧＥＮＤ　ＥＮＧＬＩＳＨ　Ⅱ

 ＥＬＥＭＥＮＴ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ

 ＡＣＯＲＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　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

109 英 Ⅱ Ｂ５  末永　國明　　倉持　三郎

変型 565 平19

文英堂 056 160 　 ほか５名

109 英 Ⅱ Ｂ５  末永　國明　　川端　一男

565 平19

文英堂 057 136 　 ほか５名

111 英 Ⅱ Ｂ５  高梨　健吉　　和田　宏冏

変型 565 平19

池田 058 136    ほか１名

111 英 Ⅱ Ｂ５  谷岡　朗

変型 565 平19

池田 059 136    ほか４名

172 英 Ⅱ Ｂ５  花本　金吾

変型 565 平19

旺文社 060 116  　ほか４名

172 英 Ⅱ Ａ５  根岸　雅史

565 平19

旺文社 061 168  　ほか９名

177 英 Ⅱ Ｂ５  鈴木　寿一

変型 565 平19  Ａｎｄｒｅｗ　Ｏｂｅｒｍｅｉｅｒ

増進堂 062 160    ほか６名

177 英 Ⅱ Ｂ５  鈴木　寿一

変型 565 平19  Ａｎｄｒｅｗ　Ｏｂｅｒｍｅｉｅｒ

増進堂 063 176    ほか６名

183 英 Ⅱ Ａ５  南村　俊夫

565 平19 　

第一 064 160 　 ほか１０名

183 英 Ⅱ Ｂ５  南村　俊夫

変型 565 平19 　

第一 065 144 　 ほか１１名

183 英 Ⅱ Ｂ５  南村　俊夫

565 平19 　

第一 066 120 　 ほか７名

205 英 Ⅱ Ｂ５  瀧口　優

565 平19  

三友 067 112    ほか４名

 Ｏｎｓｔａｇｅ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ

 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｎａｖｉｇａｔｏｒ　Ⅱ

 Ｖｉｖｉｄ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ
 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

 Ｖｉｖａ　Ｅｎｇｌｉｓｈ！　Ⅱ
 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

 Ｓｔｅｐ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ⅱ
［Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ］

 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
 ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ

 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ
 ＰＯＷＷＯＷ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ Ⅱ

 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　Ｓｕｒｆｉｎｇ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ

 ＮＥＷ　ＳＴＲＥＡＭ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ
 Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 Ｖｏｙａｇｅｒ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ
 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

 ＮＥＷ　ＷＯＲＬＤ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ

 ＭＡＩＮＳＴＲＥＡＭ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　Ⅱ
 Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ



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

205 英 Ⅱ Ｂ５  大浦　暁生

変型 565 平19

三友 068 150 　 ほか５名

212 英 Ⅱ Ｂ５  和田　稔

565 平19

桐原 069 130 　 ほか４名

212 英 Ⅱ Ｂ５  浅羽　亮一

変型 565 平19

桐原 070 152 　 ほか５名

212 英 Ⅱ Ｂ５  原口　庄輔

変型 565 平19

桐原 071 168    ほか８名

220 英 Ⅱ Ｂ５  塚田　三千代

565 平19

スクリ 072 172 　 ほか４名

　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 740 平20

東書 039 160 　 ほか８名

2 英 Ｒ Ｂ５  上地　安貞

変型 740 平19

東書 027 168 　 ほか９名

9 英 Ｒ Ｂ５  笠原　究

740 平20

開隆堂 040 154    ほか３名

9 英 Ｒ Ｂ５  九頭見　一士

変型 740 平19

開隆堂 028 200    ほか３名

15 英 Ｒ Ｂ５  霜崎　實

変型 740 平20

三省堂 041 212 　 ほか１４名

15 英 Ｒ Ｂ５  森住　衛

変型 740 平20

三省堂 042 158 　 ほか１３名

15 英 Ｒ Ｂ５  高梨　庸雄

変型 740 平19

三省堂 029 160 　 ほか４名

 ＥＸＣＥＥＤ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ
 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 ＰＬＵＳ　ＯＮＥ　Ｒｅａｄｉｎｇｓ

 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ
 Ｒｅａｄｉｎｇ

 ＰＲＯ－ＶＩＳＩＯＮ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ
 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 ＳＣＲＥＥＮＰＬＡＹ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ

 ＯＲＢＩＴ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ
 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 ＣＲＯＷＮ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ
 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
 ＳＵＮＳＨＩＮＥ　Ｒｅａｄｉｎｇｓ

 ＮＥＷ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｐａｌ　Ⅱ
 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ
 Ｒｅａｄｉｎｇ

 ＣＯＳＭＯＳ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ

 ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＯＵＲＳＥ　Ⅱ
 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ



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 英 Ｒ Ｂ５  高橋　正夫　　丹治　愛

変型 740 平19

教出 030 192 　 ほか７名

19 英 Ｒ Ａ５  鈴木　英一　　Ｐａｕｌ　Ｓｎｏｗｄｅｎ

740 平16  江藤　秀一

開拓 019 216 　 ほか６名

50 英 Ｒ Ｂ５  岡田　伸夫

変型 740 平19

大修館 031 160  　ほか５名

61 英 Ｒ Ｂ５  大熊　昭信

変型 740 平20

啓林館 043 136 　 ほか５名

61 英 Ｒ Ｂ５  大熊　昭信

変型 740 平19

啓林館 032 168 　 ほか７名

104 英 Ｒ Ｂ５  松坂　ヒロシ

変型 740 平20

数研 044 160    ほか７名

104 英 Ｒ Ｂ５  西光　義弘

変型 740 平19

数研 033 184    ほか１１名

109 英 Ｒ Ｂ５  市川　泰男　John　R．Hestand

変型 740 平20

文英堂 045 176    ほか３名

109 英 Ｒ Ｂ５  末永　國明　　倉持　三郎

変型 740 平20

文英堂 046 160    ほか５名

109 英 Ｒ Ｂ５  末永　國明　　川端　一男

変型 740 平20

文英堂 047 136    ほか５名

111 英 Ｒ Ｂ５  高梨　健吉　　和田　宏冏

変型 740 平20

池田 048 160    ほか２名

111 英 Ｒ Ｂ５  谷岡　朗　　畠田　豊文

変型 740 平19

池田 034 160    ほか２名

172 英 Ｒ Ｂ５  高山　芳樹　　根岸　雅史

740 平20

旺文社 049 128  　ほか５名

 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
 ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ

 Ｓｐａｒｋｌｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ

 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
 ＮＥＷ　ＳＴＡＧＥ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ

 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＰＯＷＷＯＷ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ

 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　ＵＮＩＣＯＲＮ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ

 Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＰＯＬＥＳＴＡＲ
 Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ

 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ　Ｓｕｒｆｉｎｇ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ

 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ
 Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ

 Ｍａｇｉｃ　Ｈａｔ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　ＲＥＡＤＩＮＧ

 Ｇｅｎｉｕｓ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇs
 Ｒｅｖｉｓｅｄ

 ＥＬＥＭＥＮＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ

 ＥＬＥＭＥＮＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｉｎｇ
 Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｓｋｉｌｌｓ　Ｂａｓｅｄ

 ＮＥＷ　ＬＥＧＥＮＤ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ



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  根岸　雅史　　靜　哲人

変型 740 平19

旺文社 035 162  　ほか５名

177 英 Ｒ Ｂ５  鈴木　寿一

変型 740 平20  Ａｎｄｒｅｗ  Ｏｂｅｒｍｅｉｅｒ

増進堂 050 176  　ほか６名

177 英 Ｒ Ｂ５  鈴木　寿一

変型 740 平20  Ａｎｄｒｅｗ  Ｏｂｅｒｍｅｉｅｒ

増進堂 051 184  　ほか６名

183 英 Ｒ Ｂ５  沖原　勝昭

変型 740 平19

第一 036 192 　 ほか１０名

183 英 Ｒ Ｂ５  南村　俊夫

変型 740 平19 　

第一 037 176 　 ほか１１名

205 英 Ｒ Ｂ５  大浦　暁生

変型 740 平20

三友 052 154 　 ほか５名

212 英 Ｒ Ｂ５  寺内　正典

変型 740 平20

桐原 053 160 　 ほか５名

212 英 Ｒ Ｂ５  塩澤　利雄

変型 740 平19

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 600 平20

東書 043 112    ほか６名

2 英 Ｗ Ｂ５  中本　利信

変型 600 平19

東書 025 168    ほか６名

9 英 Ｗ Ｂ５  東　信行

変型 600 平19

開隆堂 026 164    ほか５名

 ＮＥＷ　ＳＴＲＥＡＭ
 Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ
 Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 ＭＡＩＮＳＴＲＥＡＭ
 Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ
 Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 ＣＯＳＭＯＳ　ＲＥＡＤＩＮＧ

 ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ
 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

 Ｖｉｖｉｄ　Ｒｅａｄｉｎｇ
 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

 Ｖｏｙａｇｅｒ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ
 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
 ＳＵＮＳＨＩＮＥ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

 Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ
 Ｗｒｉｔｉｎｇ

 ＰＲＯ－ＶＩＳＩＯＮ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＲＥＡＤＩＮＧ
 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ
 Ｗｒｉｔｉｎｇ

 Ｐｌａｎｅｔ　Ｂｌｕｅ
 Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｎａｖｉｇａｔｏｒ
［Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ］



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 英 Ｗ Ｂ５  霜崎　實

変型 600 平19

三省堂 027 152    ほか１３名

15 英 Ｗ Ｂ５  森住　衛

変型 600 平19

三省堂 028 144    ほか１３名

17 英 Ｗ Ｂ５  Ｍａｒｙ Ｅ．Ａｌｔｈａｕｓ

変型 600 平19

教出 029 152 　 ほか７名

19 英 Ｗ Ｂ５  塩澤　利雄

変型 600 平19

開拓 030 168 　 ほか６名

50 英 Ｗ Ｂ５  佐野　正之

変型 600 平19

大修館 031 136  　ほか７名

61 英 Ｗ Ｂ５  豊田　昌倫

変型 600 平19

啓林館 032 136 　 ほか７名

104 英 Ｗ Ｂ５  南出　康世

変型 600 平19

数研 033 154    ほか９名

104 英 Ｗ Ｂ５  Ｔ．Ｄ．Minton

変型 600 平19

数研 034 144 　 ほか５名

109 英 Ｗ Ｂ５  市川　泰男　　John　R．Hestand

変型 600 平19

文英堂 035 168    ほか３名

109 英 Ｗ Ｂ５  末永　國明　　倉持　三郎

変型 600 平19

文英堂 036 128 　 ほか５名

111 英 Ｗ Ｂ５  岩崎　暁男

変型 600 平20

池田 044 144 　 ほか４名

111 英 Ｗ Ｂ５  高梨　健吉　　瀬戸　武雄

変型 600 平19

池田 037 144 　 ほか１名

 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
 ＤＡＩＬＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ

 ＥＸＣＥＥＤ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ
 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 Ｒｅｖｉｓｅｄ
 ＰＯＬＥＳＴＡＲ  Ｗｒｉｔｉｎｇ Ｃｏｕｒｓｅ

 Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
 ＰＲＡＣＴＩＣＡＬ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ

 Ｇｅｎｉｕｓ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ
 Ｒｅｖｉｓｅｄ

 ＣＲＯＷＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ
 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 ＮＥＷ　ＡＣＣＥＳＳ
 ｔｏ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ
 Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ
 ＵＮＩＣＯＲＮ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ

 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ
 ＰＯＷＷＯＷ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ

 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ
 Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ

 Ｍａｇｉｃ　Ｈａｔ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｕｒｓｅ　ＷＲＩＴＩＮＧ

 ＥＬＥＭＥＮＴ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ



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 Ｗ Ｂ５  靜　哲人　　根岸　雅史

変型 600 平19

旺文社 038 168  　ほか４名

177 英 Ｗ Ｂ５  山本　良一

変型 600 平19  Ｄａｖｉｄ　Ｐａｕｌ　Ａｌｉｎｅ

増進堂 039 128    ほか４名

183 英 Ｗ Ｂ５  南村　俊夫

変型 600 平19 　

第一 040 144 　 ほか１１名

183 英 Ｗ Ｂ５  渡邉　寛治

変型 600 平19

第一 041 112 　 ほか１２名

195 英 Ｗ Ｂ５  武田　勝彦

変型 600 平15

日栄社 014 146    ほか４名

205 英 Ｗ Ｂ５  室井　美稚子

600 平20

三友 045 112 　 ほか３名

212 英 Ｗ Ｂ５  大井　恭子

600 平20

桐原 046 124 　 ほか５名

212 英 Ｗ Ｂ５  荻野　治雄

変型 600 平19

桐原 042 144 　 ほか５名

　家庭　　　　

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

 家庭基礎　自立・共生・創造 500 平18

東書 040 184 　 ほか１６名

6 家 庭  Ｂ５  櫻井　純子

 新家庭基礎　ともに生きる,くらしをつくる 500 平18 　

教図 041 206 　 ほか３５名

6 家 庭 Ｂ５  武藤　八恵子

500 平18

教図 042 202 　 ほか３４名

 ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ
 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

 ＣＯＳＭＯＳ　ＷＲＩＴＩＮＧ

 ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ
 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

 Ｖｏｙａｇｅｒ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ
 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

 Ｖｉｖｉｄ　Ｗｒｉｔｉｎｇ
 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

 ＰＲＯ－ＶＩＳＩＯＮ
 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＲＩＴＩＮＧ
 ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

 ＭＡＩＮＳＴＲＥＡＭ
 Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｃｏｕｒｓｅ
 Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

 Ｐｌａｎｅｔ　Ｂｌｕｅ
 Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｎａｖｉｇａｔｏｒ
［Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ］

 家庭基礎　出会う・かかわる・行動する



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

 家庭基礎 500 平14 　

教図 010 184 　 ほか２９名

6 家 庭 Ｂ５  武藤　八恵子

500 平14

教図 011 180 　 ほか２３名

7 家 庭 Ｂ５  宮本　みち子

500 平18

実教 043 184 　 ほか３２名

7 家 庭  Ｂ５  春日　寛

 新家庭基礎２１ 500 平18

実教 044 184 　 ほか４８名

7 家 庭 Ｂ５  宮本　みち子

500 平14

実教 012 184 　 ほか４１名

9 家 庭  Ｂ５  金田　利子

 家庭基礎　明日の生活を築く 500 平18

開隆堂 045 200 　 ほか３０名

50 家 庭  Ｂ５  中間　美砂子

 新家庭基礎　生活の創造をめざして 500 平18

大修館 046 184 　 ほか４８名

50 家 庭  Ｂ５  中間　美砂子

 明日を拓く　高校家庭基礎 500 平18

大修館 047 162 　 ほか３０名

112 家 庭  Ｂ５  一番ヶ瀬　康子

 家庭基礎－すこやかに生きる－ 500 平14  

一橋 016 176 　 ほか４４名

112 家 庭 Ｂ５  竹中　恵美子

500 平14

一橋 017 166 　 ほか２９名

183 家 庭 Ｂ５  香川　芳子

500 平18

第一 048 184    ほか２３名

2 家 庭  Ｂ５  牧野　カツコ

 家庭総合　自立・共生・創造 680 平18

東書 031 248 　 ほか１７名

6 家 庭  Ｂ５  櫻井　純子

 新家庭総合　ともに生きる,くらしをつくる 680 平18

教図 032 262 　 ほか４０名

6 家 庭  Ｂ５  武藤　八恵子

 家庭総合　出会う・かかわる・行動する 680 平18

教図 033 258 　 ほか３６名

 これからの家庭基礎－あたらしい生活を求めて－

 家庭基礎  自分らしい生き方とパートナーシップ

 新家庭基礎  未来へつなぐパートナーシップ

 高等学校　改訂版　家庭基礎　自分らしく生きる

 家庭基礎　気づく・追求する・行動する



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

 家庭総合 680 平14

教図 002 248 　 ほか３１名

7 家 庭 Ｂ５  宮本　みち子

680 平18

実教 034 248 　 ほか４０名

7 家 庭 Ｂ５  春日　寛

 新家庭総合２１ 680 平18

実教 035 248 　 ほか４８名

7 家 庭 Ｂ５  宮本　みち子

680 平14

実教 003 252 　 ほか４２名

9 家 庭  Ｂ５  金田　利子

 家庭総合　明日の生活を築く 680 平18

開隆堂 036 256 　 ほか３１名

50 家 庭  Ｂ５  中間　美砂子

 新家庭総合　生活の創造をめざして 680 平18

大修館 037 240 　 ほか４８名

50 家 庭  Ｂ５  中間　美砂子

 明日を拓く　高校家庭総合 680 平18

大修館 038 226 　 ほか３０名

112 家 庭  Ｂ５  一番ヶ瀬　康子

 家庭総合－ともに生きる－ 680 平14

一橋 007 224 　 ほか４９名

183 家 庭 Ｂ５  香川　芳子

680 平18

第一 039 224    ほか２３名

6 家 庭  Ｂ５  櫻井　純子

 新生活技術　ともに生きる，くらしをつくる 680 平18

教図 049 270 　 ほか３８名

6 家 庭  Ｂ５  櫻井　純子

 生活技術 680 平14

教図 019 248 　 ほか３３名

 　情報　　

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

 情報Ａ　Ｓｔｅｐ　Ｆｏｒｗａｒｄ！ 変型 870 平18

東書 059 160    ほか１４名

 新家庭総合
 未来をひらく生き方とパートナーシップ

 高等学校　改訂版　家庭総合　生活に豊かさを
 もとめて

 家庭総合
 自分らしい生き方とパートナーシップ



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

870 平18

実教 060 168  　ほか１０名

7 情 報 Ｂ５  岡本　敏雄　　山極　隆

870 平18

実教 061 168  　ほか１０名

7 情 報 Ｂ５  岡本　敏雄　　山極　隆

870 平16

実教 036 168  　ほか１１名

7 情 報 Ｂ５  岡本　敏雄　　山極　隆

870 平14

実教 002 168 　 ほか１３名

9 情 報  Ｂ５  中村　祐治

 新版　情報Ａ　情報の活用と実践 870 平18

開隆堂 062 168 　 ほか１１名

17 情 報  Ｂ５  井口　磯夫

 新版　情報Ａ 870 平18

教出 063 160 　 ほか５名

35 情 報  Ｂ５  徳田　雄洋　　川合　慧　　安村　通晃

 情報Ａ　改訂版 870 平16

清水 039 168 　 ほか５名

61 情 報  Ｂ５  永野　和男　山西　潤一

 高等学校　情報Ａ　最新版 870 平18

啓林館 064 176 　 ほか１７名

61 情 報  Ｂ５  永野　和男

 高等学校　情報Ａ　改訂版 870 平18

啓林館 065 176 　 ほか１８名

104 情 報 Ｂ５  坂村　健

870 平18

数研 066 128 　 ほか１５名

112 情 報 Ｂ５  安藤　明之

 情報Ａ　Ｓｔａｒｔ　ｕｐ！ 870 平16

一橋 041 168 　 ほか９名

112 情 報 Ｂ５  安藤　明之

 情報Ａ 870 平14

一橋 008 156    ほか８名

116 情 報 Ｂ５  水越　敏行　　村井　純

 新・情報Ａ　情報社会への招待 870 平18

日文 067 162 　 ほか２６名

116 情 報 Ｂ５  水越　敏行

 情報Ａ 870 平16

日文 042 142 　 ほか２４名

 Ｃｒｅａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
 新版情報Ａ

 高校情報Ａ

 三訂版　情報Ａ　ようこそ情報の世界へ

 Ｗｅｌｃｏｍｅ　ｔｏ　’ＩＴ’  情報Ａ

 最新情報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

144 情 報 Ａ４  藤崎　豊

790 平14

暁 010 148    ほか４名

154 情 報 Ｂ５  大岩　元（代表）

 みんなの情報Ａ 870 平14

オーム 011 134

183 情 報 Ｂ５  山口　和紀

 高等学校　三訂版　情報Ａ 870 平18

第一 068 160    ほか１２名

7 情 報 Ｂ５  岡本　敏雄　　山極　隆

870 平18

実教 069 176  　ほか１１名

7 情 報 Ｂ５  岡本　敏雄　　山極　隆

870 平16

実教 044 168 　 ほか１１名

7 情 報 Ｂ５  岡本　敏雄　　山極　隆

870 平14

実教 014 168 　 ほか１３名

9 情 報 Ｂ５  中村　祐治

 新版　情報Ｂ　情報の科学的な理解 870 平18

開隆堂 070 168 　 ほか１１名

17 情 報 Ｂ５  内藤　衛亮

 情報Ｂ 870 平16

教出 046 132 　 ほか１２名

61 情 報 Ｂ５  永野　和男　　阿部　圭一

 高等学校　情報Ｂ　最新版 870 平18

啓林館 071 176    ほか１７名

104 情 報 Ｂ５  坂村　健

 三訂版　情報Ｂ　情報の世界のしくみ 870 平18

数研 072 152 　 ほか１５名

116 情 報 Ｂ５  水越　敏行　　村井　純

 新・情報Ｂ　探求する楽しさ 870 平18

日文 073 150 　 ほか２５名

154 情 報 Ｂ５  大岩　元（代表）

 みんなの情報Ｂ 870 平14  

オーム 021 156

183 情 報 Ｂ５  山口　和紀

 高等学校　三訂版　情報Ｂ 870 平18

第一 074 144    ほか１２名

7 情 報 Ｂ５  岡本　敏雄　　山極　隆

870 平18

実教 075 176 　 ほか１０名

 最新情報Ｂ

 情報Ａ　Ｌｉｖｉｎｇ　ｉｎ　ＩＴ　Ｗｏｒｌｄ

 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　＆　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ
 新版情報Ｂ

 Ｔｈｅ　Ｖｉｅｗ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅ  情報Ｂ　

 最新情報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

870 平16

実教 050 168 　 ほか１１名

7 情 報 Ｂ５  岡本　敏雄　　山極　隆

870 平14

実教 023 168 　 ほか１３名

9 情 報  Ｂ５  中村　祐治

 新版　情報Ｃ　情報社会を生きる 870 平18

 開隆堂 076 168 　 ほか１１名

17 情 報 Ｂ５  内藤　衛亮

 情報Ｃ 870 平16

教出 052 132 　 ほか１２名

61 情 報 Ｂ５  永野　和男　山西　潤一

 高等学校　情報Ｃ　最新版 870 平18  

啓林館 077 128    ほか１７名

104 情 報 Ｂ５  坂村　健

 三訂版　情報Ｃ　広がる情報の世界 870 平18

数研 078 136 　 ほか１６名

112 情 報 Ｂ５  安藤　明之

870 平16  

一橋 054 168 　 ほか９名

116 情 報 Ｂ５  水越　敏行　　村井　純

 新・情報Ｃ　豊かなコミュニケーション 870 平18

日文 079 160 　 ほか２５名

154 情 報 Ｂ５  武井　惠雄（代表）

 みんなの情報Ｃ 870 平14

オーム 030 140

183 情 報 Ｂ５  山口　和紀

 高等学校　三訂版　情報Ｃ 870 平18

第一 080 160    ほか１２名

　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

 農業科学基礎　新訂版 1,120 平18

実教 033 280 　 ほか１０名

178 農 業 Ｂ５  生井　兵治　　相馬　暁　　上松　信義

 農業科学基礎 1,120 平14

農文協 003 264 　 ほか１９名

 Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
 情報Ｃ

 Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　＆
 Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ  新版情報Ｃ

 情報Ｃ　Ｌｅｔ’ｓ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｅ！



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  武内　和彦

 環境科学基礎　新訂版 1,110 平19

実教 035 276 　 ほか１１名

178 農 業 Ｂ５  西尾　道徳　　守山　弘　　松本　重男

 環境科学基礎 1,110 平14

農文協 005 216 　 ほか４名

7 農 業 Ｂ５  木谷　収　　町田　武美

 農業情報処理　新訂版 975 平18

実教 034 194 　 ほか６名

178 農 業 Ｂ５  髙倉　直　　伊藤　稔　　山中　守

 農業情報処理 975 平14

農文協 007 184 　 ほか５名

178 農 業 Ｂ５  堀江　武

 作物 1,095 平15

農文協 015 258 　 ほか５名

7 農 業 Ｂ５  伊東　正

 野菜 900 平14

実教 002 228 　 ほか８名

178 農 業 Ｂ５  池田　英男　　川城　英夫

 野菜 900 平15

農文協 016 272 　 ほか６名

7 農 業 Ｂ５  松井　弘之

 果樹 1,055 平15

実教 018 250 　 ほか８名

178 農 業 Ｂ５  杉浦　明

 果樹 1,055 平15

農文協 019 274 　 ほか８名

7 農 業  Ｂ５  大川　清　　今西　英雄

 草花 870 平14

実教 008 256 　 ほか８名

178 農 業  Ｂ５  樋口　春三

 草花 870 平14

農文協 009 268 　 ほか７名

178 農 業  Ｂ５  阿部　亮

 畜産 1,515 平16

農文協 028 272 　 ほか１２名

7 農 業 Ｂ５  大泉　一貫　　津谷　好人

 農業経営 995 平15

実教 020 242 　 ほか５名

178 農 業 Ｂ５  七戸　長生　　工藤　賢資

 農業経営 995 平15  

農文協 021 248



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  木谷　収

 農業機械 940 平15

実教 022 196 　 ほか７名

178 農 業 Ｂ５  藍　房和

 農業機械 940 平16  

農文協 029 244    ほか７名

7 農 業 Ｂ５  松本　信二

 食品製造 1,110 平15

実教 023 234 　 ほか１０名

7 農 業  Ｂ５  古川　仁朗

 植物バイオテクノロジー 975 平14

実教 010 180 　 ほか１１名

178 農 業  Ｂ５  大澤　勝次　　久保田　旺

 植物バイオテクノロジー 975 平14

農文協 011 250 　 ほか１０名

178 農 業 Ｂ５  松尾　英輔　　林　良博

 生物活用 885 平15

農文協 017 178 　 ほか７名

178 農 業 Ｂ５  佐藤　誠　　篠原　徹　　山崎　光博

 グリーンライフ 885 平16

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

 動物・微生物バイオテクノロジー 740 平15  文部科学省

電機大 024 304

174 農 業 Ｂ５

 農業経済 375 平15  文部科学省

コロナ 025 172

7 農 業 Ｂ５

 森林科学 790 平15  文部科学省

実教 026 258

7 農 業 Ｂ５

 森林経営 885 平15  文部科学省

実教 027 278

7 農 業  Ｂ５

 林産加工 525 平14  文部科学省

実教 012 250



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

 農業土木設計 800 平14  文部科学省

電機大 013 372

7 農 業 Ｂ５

 農業土木施工 620 平16  文部科学省

実教 031 398

201 農 業 Ｂ５

 造園計画 395 平14  文部科学省

海文堂 014 234

179 農 業 Ｂ５

 造園技術 625 平16  文部科学省

電機大 032 384

　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

 工業技術基礎 1,590 平14

実教 028 300 　 ほか２３名

7 工 業 Ｂ５  林　洋次

 機械製図 1,740 平14

実教 029 388 　 ほか１２名

7 工 業 Ｂ５  小池　敏男

 電気製図 1,595 平14

実教 021 296 　 ほか７名

7 工 業 Ｂ５  小池　敏男

 電子製図 1,410 平14

実教 024 272 　 ほか６名

174 工 業 Ｂ５  和泉　勲　　木村　邦明

 電子製図 1,410 平14

コロナ 025 228    ほか３名

7 工 業 Ａ４  赤地　龍馬　　塩澤　泰

 建築設計製図 1,815 平14

実教 019 344 　 ほか６名

7 工 業 Ａ４  藤野　陽三

 土木製図 1,355 平14

実教 026 248 　 ほか７名

7 工 業 Ｂ５  原田　昭

 製図 1,680 平14

実教 030 264 　 ほか４名



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　　中村　豊久

 工業数理基礎 1,390 平14

実教 031 240 　 ほか９名

174 工 業 Ｂ５  早川　義一　　岩瀬　和夫　　古橋　邦男

 工業数理基礎 1,390 平14

コロナ 034 228    ほか７名

7 工 業 Ｂ５  伊理　正夫　　岩本　洋

 情報技術基礎　新訂版 1,400 平18 　

実教 098 258 　 ほか７名

7 工 業 Ｂ５  岩本　宗治　　岩本　洋

 精選情報技術基礎 1,400 平18 　

実教 099 194 　 ほか８名

154 工 業 Ｂ５  石塚　満　　小市　直人　　豊田　達也

 新編　新しい情報技術基礎 1,400 平18  山本　誠　　人見　正嗣

オーム 100 270

154 工 業 Ｂ５  石塚　満　　小市　直人　　堀江　俊明

 新しい　情報技術基礎 1,400 平14  豊田　達也　　山本　誠　　人見　正嗣

オーム 036 222

174 工 業 Ｂ５  西之園　晴夫　　杉森　良光　　重森　治

 わかりやすい情報技術基礎 1,400 平18  野田　宏英

コロナ 101 218    ほか６名

174 工 業 Ｂ５  西之園　晴夫　　杉森　良光　　重森　治

 情報技術基礎 1,400 平14

コロナ 037 206    ほか７名

179 工 業 Ｂ５  矢次　健志　　中村　征壽　　若山　芳三郎

 新情報技術基礎 1,400 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　　若山　芳三郎

 情報技術基礎 1,400 平14

電機大 038 160    ほか４名

7 工 業 Ｂ５  伊理　正夫　　岩本　洋

1,460 平14

実教 022 260 　 ほか９名

174 工 業 Ｂ５  武藤　高義　　末松　照敏　　岩田　幸作

 生産システム技術 1,460 平14

コロナ 023 288    ほか１０名

7 工 業 Ａ５  嵯峨　常生　　中西　佑二

 機械工作１　新訂版 1,705 平18

実教 103 250 　 ほか１１名

工 業 Ａ５

 機械工作２　新訂版 1,200 平18

104 266

 生産システム技術
 電気・電子の基礎から生産管理まで



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

 新機械工作 2,905 平14

実教 004 324 　 ほか８名

7 工 業 Ｂ５  塚田　忠夫　　舟橋　宏明

 新機械設計 2,085 平14

実教 013 328 　 ほか７名

7 工 業 Ａ５  林　洋次

 機械設計１ 1,140 平14

実教 014 258 　 ほか１４名

 工 業 Ａ５

 機械設計２ 945 平14

015 278

7 工 業 Ｂ５  勝田　正文

 原動機 1,355 平15

実教 053 294 　 ほか７名

7 工 業 Ｂ５  舟橋　宏明

 電子機械 1,920 平14

実教 016 258 　 ほか８名

174 工 業 Ｂ５  安田　仁彦　　田中　 孝　　都筑　順一

 電子機械 1,920 平14  市川　繁富　　平井　重臣

コロナ 020 276    ほか６名

7 工 業 Ｂ５  高野　政晴

 電子機械応用 1,520 平15

実教 061 226 　 ほか６名

174 工 業 Ｂ５  安田　仁彦　　田中　 孝　　都筑　順一

 電子機械応用 1,520 平15  市川　繁富　　平井　重臣

コロナ 062 224    ほか４名

7 工 業 Ｂ５  全国自動車教育研究会

 自動車工学１ 1,330 平14  代表　小山　実

実教 032 208

工 業 Ｂ５  

 自動車工学２ 1,065 平14

033 176

7 工 業 Ｂ５  全国自動車教育研究会

 自動車整備 2,035 平15  代表　小山　実

実教 047 296

7 工 業 Ｂ５  桂井　誠　　岩本　洋

 精選電気基礎　新訂版 2,255 平18

実教 105 226 　 ほか５名



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 Ａ５  堀田　栄喜

 電気基礎１　新訂版 1,380 平18

実教 106 290 　 ほか９名

工 業 Ａ５

 電気基礎２　新訂版 875 平18

107 210

154 工 業 Ｂ５  岡部　洋一　　加地　正義　　春原　武彦

 新しい電気基礎（１） 1,215 平14  佐藤　正吾

オーム 008 216

工 業 Ｂ５

 新しい電気基礎（２） 1,040 平14

009 172

174 工 業 Ａ５  高橋　寛　　増田　英二

 わかりやすい電気基礎 2,255 平14

コロナ 010 320 　 ほか４名

174 工 業 Ａ５  宇都宮　敏男　　高橋　寛　　和泉　勲

 電気基礎（上） 1,390 平14

コロナ 011 336 　 ほか３名

工 業 Ａ５  

 電気基礎（下） 865 平14

012 208

7 工 業 Ｂ５  深尾　正　　新井　芳明

 電気機器　新訂版 1,085 平19

実教 112 242  　ほか６名

154 工 業 Ｂ５  仁田　旦三　　五十嵐　孝仁　　渡辺　勉

 新しい電気機器 1,085 平15  坂藤　由雄

オーム 068 274

174 工 業 Ａ５  猪狩　武尚　　柴﨑　成一　　井桁　敏夫

 電気機器 1,085 平15  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

 電力技術１　新訂版　電力の発生と輸送 985 平19

実教 113 226 　　ほか９名

工 業 Ｂ５

 電力技術２　新訂版　電力の利用と制御 840 平19

114 194

154 工 業 Ｂ５  横山　明彦　　保坂　尚光

 新しい電力技術（１） 980 平15  

オーム 072 268

工 業 Ｂ５  横山　明彦　　保坂　尚光　　白川　真

 新しい電力技術（２） 845 平15  

073 218



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

174 工 業 Ａ５  柴﨑　成一　　井桁　敏夫　　近藤　喜弘

 電力技術 1,825 平15

コロナ 074 370 　 ほか７名

7 工 業 Ｂ５  岩本　洋

 電子技術　新訂版 975 平19

実教 115 258 　 ほか７名

154 工 業 Ｂ５  中野　義昭　　磯上　辰雄　　青木　正彦

 新しい電子技術 975 平15  山本　誠

オーム 076 284

174 工 業 Ａ５  関根　好文　　柴﨑　成一　　近藤　喜弘

 電子技術 975 平15

コロナ 077 354 　 ほか４名

7 工 業 Ｂ５  藤井　信生

 電子回路　新訂版 1,495 平19

実教 116 258 　 ほか８名

174 工 業 Ａ５  篠田　庄司　　和泉　勲

 電子回路 1,495 平15

コロナ 055 322 　 ほか２名

7 工 業 Ｂ５  藤井　信生　　岩本　洋

 電子計測制御 1,110 平15

実教 048 210 　 ほか６名

174 工 業 Ａ５  都築　泰雄　　池田　雅夫　　小林　一夫

 電子計測制御 1,110 平15  青木　輝壽　　和泉　勲

コロナ 049 266 　 ほか２名

7 工 業 Ｂ５  藤井　信生　　坂庭　好一

 通信技術　新訂版 865 平20

実教 117 242 　 ほか８名

174 工 業 Ａ５  羽鳥　光俊　　菅原　彪　　小林　一夫

 通信技術 865 平16  和泉　勲　　矢次　健志

コロナ 085 346 　 ほか５名

7 工 業 Ｂ５  藤井　信生

 電子情報技術　新訂版 890 平19

実教 109 226 　 ほか７名

174 工 業 Ａ５  大石　進一　　菅原　彪　　関根　幹雄

 電子情報技術 890 平15  矢次　健志

コロナ 057 334 　 ほか５名

7 工 業 Ｂ５  伊理　正夫　　岩本　洋

 プログラミング技術　新訂版 1,445 平18

実教 108 258 　 ほか６名

174 工 業 Ｂ５  関根　幹雄　　菅原　彪　　神尾　哲夫

 プログラミング技術 1,445 平14 　

コロナ 040 172 　 ほか９名



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  小林　一夫

 ハードウェア技術　新訂版 1,725 平19

実教 110 266 　 ほか７名

174 工 業 Ｂ５  菅原　彪　　関根　幹雄　　矢次　健志

 ハードウェア技術 1,725 平15

コロナ 059 292 　 ほか６名

7 工 業 Ｂ５  茅野　昌明

 ソフトウェア技術　新訂版 1,180 平19

実教 111 184 　 ほか８名

174 工 業 Ｂ５  関根　幹雄　　菅原　彪　　神尾　哲夫

 ソフトウェア技術 1,180 平15  岡戸　博　　新井　誠

コロナ 066 220 　 ほか７名

7 工 業 Ｂ５  伏見　政則　　岩本　洋

 マルチメディア応用 950 平16

実教 086 162  　ほか５名

174 工 業 Ｂ５  関根　幹雄　　菅原　彪　　神尾　哲夫

 マルチメディア応用 950 平16  岡戸　博　　新井　誠

コロナ 087 180 　 ほか７名

7 工 業 Ｂ５  青木　博文

 建築構造 1,410 平14

実教 007 276 　 ほか８名

7 工 業 Ｂ５  大野　義照

 建築施工 1,225 平16

実教 088 276  　ほか９名

7 工 業 Ｂ５  和田　章　　古谷　勉

 建築構造設計 1,930 平15

実教 063 306 　 ほか８名

7 工 業 Ｂ５  柏原　士郎

 建築計画 1,225 平15

実教 050 312 　 ほか１１名

7 工 業 Ｂ５  松本　光平

 建築法規 940 平16

実教 089 210 　 ほか１２名

7 工 業 Ｂ５  浅野　繁喜　　伊庭　仁嗣

 測量 1,680 平14

実教 027 274 　 ほか６名

7 工 業 Ｂ５  三浦　裕二　　宮田　弘之介

 土木施工 1,930 平15

実教 064 324 　 ほか６名



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  田村　武　　井上　和也　　岡　二三生

 土木基礎力学１  構造力学の基礎 1,875 平15

実教 051 244 　 ほか１０名

工 業 Ｂ５  

1,485 平15

052 306

7 工 業 Ｂ５  藤野　陽三

 土木構造設計 1,450 平16

実教 090 260  　ほか４名

7 工 業 Ｂ５  高橋　裕

1,005 平16

実教 091 260 　 ほか８名

7 工 業 Ａ５  森川　陽　　種茂　豊一

 工業化学１ 1,595 平14

実教 017 364 　 ほか９名

工 業 Ａ５  松田　治和　　足立　吟也

 工業化学２ 1,360 平14

018 314 　 ほか９名

7 工 業 Ａ５  川崎　順二郎　　種茂　豊一

 化学工学 1,660 平15

実教 060 388 　 ほか８名

7 工 業 Ｂ５  早川　豊彦

865 平16

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

 設備工業製図 1,175 平15  文部科学省

実教 078 212

174 工 業 Ａ４

 インテリア製図 580 平15  文部科学省

コロナ 079 202

7 工 業  Ａ４

 デザイン製図 830 平15  文部科学省

実教 080 132

7 工 業 Ｂ５

 設備計画 795 平14  文部科学省

実教 041 232

 社会基盤工学  土木計画と社会基盤整備

 土木基礎力学２  水理学・土質力学の基礎

 地球環境化学  これからの環境保全技術



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 工 業 Ｂ５

 空気調和設備 870 平16  文部科学省

電機大 093 342

201 工 業 Ｂ５

 衛生・防災設備 935 平14  文部科学省

海文堂 042 304

7 工 業 Ｂ５

 材料製造技術 745 平16  文部科学省

実教 094 250

179 工 業 Ｂ５

 工業材料 860 平14  文部科学省

電機大 043 304

7 工 業 Ｂ５

 材料加工 795 平15  文部科学省

実教 081 232

7 工 業 Ｂ５

 セラミック工業 625 平14  文部科学省

実教 044 278

179 工 業 Ｂ５

 染織デザイン 1,065 平15  文部科学省

電機大 082 188

7 工 業 Ｂ５

 インテリア計画 590 平14  文部科学省

実教 045 248

179 工 業 Ｂ５

 インテリア装備 740 平16  文部科学省

電機大 095 276

174 工 業 Ｂ５

 インテリアエレメント生産 625 平15  文部科学省

コロナ 083 222

179 工 業 Ａ４

 デザイン史 575 平16  文部科学省

電機大 096 210

201 工 業 Ｂ５

 デザイン技術 565 平14  文部科学省

海文堂 046 384

201 工 業 Ｂ５

 デザイン材料 775 平16  文部科学省

海文堂 097 218



　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

 ビジネス基礎　新訂版 815 平18

実教 034 204 　 ほか８名

112 商 業 Ｂ５  小松　章

 ビジネス基礎 815 平14

一橋 002 158 　 ほか１３名

144 商 業 Ｂ５  鹿嶋　研之助　　山田　研治

815 平14

暁 003 212    ほか５名

7 商 業  Ｂ５  片岡　寛　　中田　信哉　　懸田　豊

 商品と流通　新訂版 700 平19

実教 039 196 　 ほか６名

112 商 業 Ｂ５  三戸　浩

 商品と流通 700 平15

一橋 013 188    ほか２０名

7 商 業  Ｂ５  安田　賀計　　新島　実　　田中　晋

 商業技術　新訂版 変型 1,015 平19  松浦　常三郎

実教 040 262 　 ほか５名

116 商 業 Ａ４  内田　盛雄

 商業技術 1,015 平15

日文 015 256  　ほか２名

144 商 業 Ｂ５  石井　但　　三好　邦夫　　長船　孝明

1,015 平15  竹田　克己　　岡本　裕之　　稲村　順一

暁 016 246

7 商 業  Ｂ５  江田　三喜男　　篠田　勝之

 マーケティング 545 平16

実教 027 212 　 ほか３名

7 商 業 Ｂ５  トミー　植松　　高橋　則雄

1,035 平14

実教 006 204 　 ほか６名

7 商 業 Ｂ５  加藤　一郎

 経済活動と法　新訂版 970 平20

実教 045 236 　 ほか８名

112 商 業 Ｂ５  坂田　桂三

 経済活動と法 970 平16

一橋 029 192    ほか１６名

144 商 業 Ｂ５  森泉　章　　加藤　勝郎　　鎌野　邦樹

970 平16

暁 030 184    ほか３名

7 商 業  Ｂ５  伊東　光晴　　赤岡　功

 国際ビジネス 985 平15

実教 021 188 　 ほか９名

 ビジネス基礎　－よりよい社会人をめざして－

 経済活動と法　－くらしに役立つ法律－

 商業技術　－ビジネス社会で活かそう－

 Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｆｏｒ
 Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　英語実務



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　益太郎　　稲垣　冨士男

 新簿記　新訂版 1,260 平18

実教 035 332 　 ほか７名

7 商 業 Ｂ５  新井　清光　　加古　宜士

 高校簿記　新訂版 1,260 平18

実教 036 292 　 ほか９名

112 商 業 Ｂ５  醍醐　聰

 簿記 1,260 平14

一橋 007 304 　 ほか１４名

7 商 業 Ｂ５  新井　益太郎　　稲垣　冨士男

 新会計　新訂版 825 平19

実教 041 276  　ほか７名

7 商 業 Ｂ５  新井　清光　　加古　宜士

 高校会計　新訂版 825 平19

実教 042 260 　 ほか９名

112 商 業 Ｂ５  醍醐　聰

 会計 825 平15

一橋 024 224    ほか５名

7 商 業 Ｂ５  伊藤　博

 原価計算　新訂版 660 平19

実教 043 266 　 ほか５名

112 商 業 Ｂ５  醍醐　聰

 原価計算 660 平15

一橋 018 266    ほか９名

7 商 業 Ｂ５  加古　宜士　　政岡　光宏　　勝島　敏明

 会計実務 690 平16

実教 031 176 　 ほか４名

7 商 業 Ｂ５  中澤　興起

845 平18

実教 037 240 　 ほか８名

7 商 業 Ｂ５  中澤　興起

845 平18

実教 038 208  　ほか７名

112 商 業 Ｂ５  大塚　英作

 情報処理 845 平14

一橋 010 226 　 ほか８名

144 商 業 Ｂ５  林　修

845 平14

暁 011 248    ほか５名

7 商 業 Ｂ５  中澤　興起

 ビジネス情報　新訂版 895 平19

実教 044 240  　ほか７名

 最新情報処理２１　新訂版
 Ｂｕｓｉｎｅｓｓ  Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ

 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
 ｆｏｒ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　情報処理

 情報処理２１　新訂版
 Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ



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

112 商 業  Ｂ５  大塚　英作

 ビジネス情報 895 平15

一橋 020 210 　 ほか７名

7 商 業 Ｂ５  中澤　興起

1,345 平20

実教 046 200 　 ほか７名

112 商 業  Ｂ５  佐伯　胖

 文書デザイン 1,345 平16

一橋 033 176 　 ほか１３名

7 商 業 Ｂ５  中澤　興起

1,050 平15

実教 025 288 　 ほか５名

7 商 業 Ｂ５  中澤　興起

1,050 平15

実教 026 272 　 ほか６名

 　水産　　　（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

201 水 産 Ａ５

 水産基礎 1,320 平14

海文堂 002 236

201 水 産 Ｂ５

 水産情報技術 2,520 平14

海文堂 001 202

 　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

 漁業 815 平14  文部科学省

実教 003 292

7 水 産 Ｂ５

 航海・計器 810 平16  文部科学省

実教 016 264

 全国高等学校水産教育研究会

 ＣＯＢＯＬ　最新プログラミング２１

 全国高等学校水産教育研究会

 Ｖｉｓｕａｌ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ
 －ＢＡＳＩＣ－
 プログラミング２１

 文書デザイン　新訂版
 Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ＆Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ



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 水 産 Ｂ５

 漁船運用 1,170 平15  文部科学省

電機大 009 300

7 水 産 Ｂ５

 船用機関１ 950 平14  文部科学省

実教 004 276

 水 産 Ｂ５

 船用機関２ 730 平14

005 228

7 水 産 Ｂ５

 機械設計工作 1,575 平15  文部科学省

実教 010 308

7 水 産 Ｂ５

 電気工学 1,090 平16  文部科学省

実教 017 294

179 水 産 Ｂ５

 通信工学１ 1,130 平15  文部科学省

電機大 011 172

水 産 Ｂ５  

 通信工学２ 1,550 平15

012 240

201 水 産 Ｂ５

 電気通信理論１ 2,180 平16  文部科学省

海文堂 021 234

水 産 Ｂ５  

 電気通信理論２ 2,175 平16

022 234

7 水 産 Ｂ５

 栽培漁業 1,200 平14  文部科学省

実教 006 420

7 水 産 Ｂ５

 水産生物 1,390 平16  文部科学省

実教 019 390

179 水 産 Ｂ５

 海洋環境 1,110 平15  文部科学省

電機大 013 272

7 水 産 Ｂ５

 水産食品製造１ 405 平14  文部科学省

実教 007 196

 水 産 Ｂ５

 水産食品製造２ 305 平14

008 204



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）

174 水 産 Ｂ５

 水産食品管理１ 525 平15  文部科学省

コロナ 014 216

 水 産 Ｂ５

 水産食品管理２ 580 平15

015 260

7 水 産 Ｂ５

 水産流通 770 平16  文部科学省

実教 020 236

  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

 家庭情報処理 790 平15

実教 025 148 　 ほか８名

6 家 庭  Ｂ５  杉下　知子　　武藤　安子

 発達と保育　育つ・育てる・育ち合う 440 平14

教図 020 152  　ほか１１名

7 家 庭 Ｂ５  帆足　英一

 発達と保育　新訂版 440 平19

実教 050 148 　 ほか１２名

7 家 庭  Ｂ５  猪又　美栄子

 被服製作 1,110 平15

実教 027 244 　 ほか７名

6 家 庭  Ｂ５  下村　道子

 新版フードデザインＣＯＯＫＩＮＧ＆ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴ 590 平19

教図 052 224  　ほか９名

7 家 庭 Ｂ５  江原　絢子

 フードデザイン　新訂版 590 平19

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

 生活産業基礎 115 平14  文部科学省

実教 023 142



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）

6 家 庭 Ｂ５

 消費生活 280 平15  文部科学省

教図 028 146

6 家 庭 Ｂ５

 児童文化 280 平15  文部科学省

教図 029 130

7 家 庭 Ｂ５

 服飾文化 245 平15  文部科学省

実教 030 202

7 家 庭 Ｂ５

 ファッションデザイン 280 平14  文部科学省

実教 024 238

　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  

 基礎看護 295 平14  文部科学省

実教 001 264

7 看 護 Ｂ５

 看護基礎医学１ 465 平14  文部科学省

実教 002 352

看 護 Ｂ５

 看護基礎医学２ 465 平14  

003 472

看 護 Ｂ５

 看護基礎医学３ 365 平14

004 368

7 看 護 Ｂ５

 成人・老人看護 360 平15  文部科学省

実教 005 360

7 看 護 Ｂ５

 母子看護 330 平15  文部科学省

実教 006 308



  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

1,305 平14

実教 032 186 　 ほか８名

7 情 報 Ｂ５  伏見　正則

690 平14

実教 033 172 　 ほか８名

7 情 報  Ｂ５  伏見　正則

 情報システムの開発 870 平15

実教 034 226 　 ほか６名

7 情 報  Ｂ５  山下　博通

 ネットワークシステム 1,080 平16

実教 057 192 　 ほか４名

7 情 報  Ｂ５  正司　和彦　　高橋　参吉

 モデル化とシミュレーション 860 平16

実教 058 184 　 ほか３名

7 情 報  Ｂ５  中川　憲造

 コンピュータデザイン 875 平15

実教 035 164 　 ほか５名

　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

 社会福祉基礎　新訂版 730 平18

実教 011 196 　 ほか１１名

112 福 祉 Ｂ５  一番ヶ瀬　康子　　伊藤　隆二

 社会福祉基礎 730 平14

一橋 002 164 　 ほか１３名

219 福 祉 Ｂ５  大橋　謙策

 社会福祉基礎 730 平18

中規 012 200 　 ほか３名

7 福 祉  Ｂ５  山崎　泰彦　　村川　浩一

 社会福祉制度 730 平16

実教 009 148 　 ほか９名

112 福 祉 Ｂ５  一番ヶ瀬　康子　　牧野田　恵美子

 社会福祉援助技術 730 平15

一橋 007 184    ほか９名

7 福 祉 Ｂ５  井上　千津子　　村川　浩一

 基礎介護 655 平15

実教 005 204 　 ほか８名

 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
 Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ  情報産業と社会

 Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　＆
 Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　情報と表現



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

112 福 祉 Ｂ５  一番ヶ瀬　康子　　荏原　順子

 基礎介護 655 平14

一橋 004 156 　 ほか１４名


