
訂正申請における誤記、誤植又は脱字に係る訂正箇所数

【小学校】

申請者 訂正時期 種　目
教科書の
記号・番号

図書名 箇所数

東京書籍 供給後 国語 国語･102 あたらしい こくご　一下 1

国語･202 新しい 国語　二下 1

国語･301 新しい国語　三上 1

国語･302 新しい国語　三下 2

国語･601 新しい国語　六 3

社会 社会･501 新しい社会５　上 3

社会･602 新しい社会６　歴史編 2

地図 地図･301 新しい地図帳 12

理科 理科･601 新しい理科　６ 1

道徳 道徳･201 新訂　新しいどうとく　２ 1

道徳･501 新訂　新しい道徳　５ 1

大日本図書 供給後 算数 算数･503 たのしい算数５年 1

開隆堂出版 供給後 英語 英語･603 Junior Sunshine 6 1

学校図書 供給後 国語 国語･104 みんなとまなぶ　しょうがっこう　こくご　一ねん　下 1

国語･204 みんなと学ぶ　小学校　こくご　二年　下 1

国語･303 みんなと学ぶ　小学校 国語　三年　上 2

国語･304 みんなと学ぶ　小学校 国語　三年　下 1

国語･403 みんなと学ぶ　小学校 国語　四年　上 2

国語･404 みんなと学ぶ　小学校 国語　四年　下 1

国語･503 みんなと学ぶ　小学校 国語　五年　上 1

国語･504 みんなと学ぶ　小学校 国語　五年　下 2

国語･603 みんなと学ぶ　小学校 国語　六年　上 1

国語･604 みんなと学ぶ　小学校 国語　六年　下 1

算数 算数･305 みんなと学ぶ　小学校　算数　３年下 1

算数･405 みんなと学ぶ　小学校　算数　４年下 1

算数･504 みんなと学ぶ　小学校　算数　５年上 1

算数･604 みんなと学ぶ　小学校　算数　６年 1

算数･605 みんなと学ぶ　小学校　算数　６年　中学校へのかけ橋 1

理科 理科･503 みんなと学ぶ　小学校理科　５年 2

理科･603 みんなと学ぶ　小学校理科　６年 2

英語 英語･604 JUNIOR TOTAL ENGLISH 2 1

供給前 理科 理科･403 みんなと学ぶ　小学校理科　４年 1

教育出版 供給後 社会 社会･603 小学社会６ 3

算数 算数･307 小学算数３下 2

算数･407 小学算数４下 1

理科 理科･404 未来をひらく　小学理科　４ 3

理科･504 未来をひらく　小学理科　５ 7

理科･604 未来をひらく　小学理科　６ 2

生活 生活･107 せいかつ上 みんな なかよし 1

道徳 道徳･404 小学道徳４　はばたこう明日へ 1

道徳･504 小学道徳５　はばたこう明日へ 1

光村図書出版 供給後 国語 国語･408 国語四下　はばたき 1

新興出版社啓林館 供給後 算数 算数･208 わくわく　算数２上 1

算数･409 わくわく　算数４下 1

算数･608 わくわく　算数６ 2

理科 理科･406 わくわく理科　４ 3

理科･606 わくわく理科　６ 1

日本文教出版 供給後 社会 社会･404 小学社会　４年 2

社会･504 小学社会　５年 1

社会･604 小学社会　６年 5

算数 算数･311 小学算数　３年下 1

算数･410 小学算数　４年上 1

算数･411 小学算数　４年下 1

算数･510 小学算数　５年上 2

算数･511 小学算数　５年下 2

道徳 道徳･306 小学どうとく　生きる力　３ 2

道徳･406 小学道徳　生きる力　４ 1

道徳･506 小学道徳　生きる力　５ 1

道徳･606 小学道徳　生きる力　６ 1

廣済堂あかつき 供給後 道徳 道徳･411 自分を見つめ，考える　道徳ノート４ 1

訂正申請における誤記、誤植又は脱字に係る訂正箇所数



訂正申請における誤記、誤植又は脱字に係る訂正箇所数

【中学校】

申請者 訂正時期 種　目
教科書の
記号・番号

図書名 箇所数

東京書籍 供給後 社会（地理的分野） 地理･725 新編　新しい社会　地理 1

社会（歴史的分野） 歴史･705 新しい社会 歴史 1

歴史･729 新編　新しい社会　歴史 1

供給前 国語 国語･701 新しい国語　１ 2

国語･801 新しい国語　２ 2

国語･901 新しい国語　３ 4

社会（地理的分野） 地理･701 新しい社会　地理 10

社会（歴史的分野） 歴史･705 新しい社会 歴史 10

社会（公民的分野） 公民･901 新しい社会　公民 16

地図 地図･701 新しい社会　地図 90

数学 数学･801 新しい数学２ 1

理科 理科･701 新しい科学１ 10

理科･801 新しい科学２ 3

理科･901 新しい科学３ 5

保健体育 保体･701 新しい保健体育 5

技術・家庭（技術分野） 技術･701 新しい技術・家庭　技術分野　未来を創るTechnology 21

技術・家庭（家庭分野） 家庭･701 新しい技術・家庭　家庭分野　自立と共生を目指して 6

英語 英語･801 NEW HORIZON English Course 2 2

英語･901 NEW HORIZON English Course 3 2

見本前 社会（地理的分野） 地理･701 新しい社会　地理 35

社会（公民的分野） 公民･901 新しい社会　公民 9

地図 地図･701 新しい社会　地図 6

大日本図書 供給前 数学 数学･702 数学の世界１ 3

数学･802 数学の世界２ 1

数学･902 数学の世界３ 3

理科 理科･702 理科の世界　１ 3

理科･802 理科の世界　２ 8

理科･902 理科の世界　３ 12

保健体育 保体･702 中学校保健体育 6

教育図書 供給前 技術・家庭（技術分野） 技術･702 New 技術・家庭　技術分野　明日を創造する 3

技術・家庭（家庭分野） 家庭･702 New技術・家庭　家庭分野　くらしを創造する 6

開隆堂出版 供給前 美術 美術･701 美術　１　発見と創造 1

技術・家庭（技術分野） 技術･704 技術・家庭　技術分野　テクノロジーに希望をのせて 8

技術・家庭（家庭分野） 家庭･703 技術・家庭　家庭分野　生活の土台　自立と共生 15

学校図書 供給前 数学 数学･903 中学校数学３ 1

理科 理科･703 中学校科学１ 3

理科･803 中学校科学２ 15

理科･903 中学校科学３ 9

三省堂 供給前 国語 国語･702 現代の国語１ 4

国語･802 現代の国語２ 4

国語･902 現代の国語３ 5

書写 書写･702 現代の書写一・二・三 1

英語 英語･703 NEW CROWN English Series 1 4

英語･803 NEW CROWN English Series 2 2

英語･903 NEW CROWN English Series 3 1



訂正申請における誤記、誤植又は脱字に係る訂正箇所数

【中学校】

申請者 訂正時期 種　目
教科書の
記号・番号

図書名 箇所数

教育出版 供給後 国語 国語･803 伝え合う言葉　中学国語２ 1

供給前 国語 国語･703 伝え合う言葉　中学国語１ 5

国語･803 伝え合う言葉　中学国語２ 2

国語･903 伝え合う言葉　中学国語３ 1

社会（地理的分野） 地理･702 中学社会　地理　地域にまなぶ 18

社会（歴史的分野） 歴史･706 中学社会　歴史　未来をひらく 64

社会（公民的分野） 公民･902 中学社会　公民　ともに生きる 25

数学 数学･704 中学数学　１ 3

数学･804 中学数学　２ 4

数学･904 中学数学　３ 6

理科 理科･704 自然の探究　中学理科　１ 19

理科･804 自然の探究　中学理科　２ 20

理科･904 自然の探究　中学理科　３ 14

音楽（一般） 音楽･801 中学音楽　２・３上　音楽のおくりもの 1

英語 英語･704 ONE WORLD English Course 1 106

道徳 道徳･702 中学道徳１　とびだそう未来へ 1

見本前 社会（地理的分野） 地理･702 中学社会　地理　地域にまなぶ 4

社会（歴史的分野） 歴史･706 中学社会　歴史　未来をひらく 5

社会（公民的分野） 公民･902 中学社会　公民　ともに生きる 16

理科 理科･704 自然の探究　中学理科１ 26

理科･804 自然の探究　中学理科２ 20

理科･904 自然の探究　中学理科３ 14

光村図書出版 供給後 美術 美術･802 美 術 2・3 2

供給前 国語 国語･704 国語１ 2

国語･904 国語３ 1

英語 英語･705 Here We Go!　ENGLISH COURSE 1 13

英語･805 Here We Go!　ENGLISH COURSE 2 17

英語･905 Here We Go!　ENGLISH COURSE 3 19

帝国書院 供給後 地図 地図･702 中学校社会科地図 3

供給前 社会（地理的分野） 地理･703 社会科　中学生の地理　世界の姿と日本の国土 19

社会（歴史的分野） 歴史･707 社会科　中学生の歴史　日本の歩みと世界の動き 28

社会（公民的分野） 公民･903 社会科　中学生の公民　よりよい社会を目指して 42

見本前 社会（地理的分野） 地理･703 社会科　中学生の地理　世界の姿と日本の国土 4

社会（歴史的分野） 歴史･707 社会科　中学生の歴史　日本の歩みと世界の動き 2

社会（公民的分野） 公民･903 社会科　中学生の公民　よりよい社会を目指して 1

地図 地図･702 中学校社会科地図 24

大修館書店 供給前 保健体育 保体･703 最新　中学校保健体育 5

新興出版社啓林館 供給前 数学 数学･705 未来へひろがる数学 １ 2

数学･805 未来へひろがる数学　２ 3

数学･905 未来へひろがる数学 ３ 1

理科 理科･705 未来へひろがるサイエンス１ 18

理科･805 未来へひろがるサイエンス２ 9

理科･905 未来へひろがるサイエンス３ 18

英語 英語･706 BLUE SKY English Course 1 6

英語･806 BLUE SKY English Course 2 8

英語･906 BLUE SKY English Course 3 7

山川出版社 供給前 社会（歴史的分野） 歴史･708 中学歴史　日本と世界 12

見本前 社会（歴史的分野） 歴史･708 中学歴史　日本と世界 1

数研出版 供給前 数学 数学･706
日々の学びに数学的な見方・考え方をはたらかせる　これからの
数学１

2

数学･806
日々の学びに数学的な見方・考え方をはたらかせる　これからの
数学２

1

数学･807
見方・考え方がはたらき，問題解決のチカラが高まる　これからの
数学２　探究ノート

1

数学･906
日々の学びに数学的な見方・考え方をはたらかせるこれからの
数学３

2

数学･907
見方・考え方がはたらき，問題解決のチカラが高まるこれからの
数学３　探究ノート

1



訂正申請における誤記、誤植又は脱字に係る訂正箇所数

【中学校】

申請者 訂正時期 種　目
教科書の
記号・番号

図書名 箇所数

日本文教出版 供給後 美術 美術･703 美術１　美術との出会い 2

美術･803 美術２・３上　学びの実感と広がり 1

供給前 社会（地理的分野） 地理･704 中学社会　地理的分野 31

社会（歴史的分野） 歴史･709 中学社会　歴史的分野 39

社会（公民的分野） 公民･904 中学社会　公民的分野 47

美術 美術･703 美術１　美術との出会い 7

美術･803 美術２・３上　学びの実感と広がり 13

美術･804 美術２・３下　学びの探求と未来 6

自由社 供給前 社会（公民的分野） 公民･905 新しい公民教科書 40

学研教育みらい 供給前 保健体育 保体･704 中学保健体育 2

育鵬社 供給後 社会（歴史的分野） 歴史･710 ［最新］新しい日本の歴史 3

供給前 社会（公民的分野） 公民･906 ［最新］新しいみんなの公民 6

見本前 社会（歴史的分野） 歴史･710 ［最新］新しい日本の歴史 4

学び舎 供給前 社会（歴史的分野） 歴史･711 ともに学ぶ人間の歴史 1

日本教科書 供給前 道徳 道徳･709 道徳　中学１　生き方から学ぶ 1

道徳･809 道徳　中学２　生き方を見つめる 3



訂正申請における誤記、誤植又は脱字に係る訂正箇所数

【高等学校】

申請者 訂正時期 種　目
教科書の
記号・番号

図書名 箇所数

東京書籍 供給後 世界史Ｂ 世Ｂ･308 世界史Ｂ 1

日本史Ａ 日Ａ･308 日本史Ａ　現代からの歴史 2

日本史Ｂ 日Ｂ･310 新選日本史Ｂ 1

地理Ｂ 地Ｂ･306 地理Ｂ 2

地図 地図･301 新高等地図 4

現代社会 現社･313 現代社会 5

政治・経済 政経･311 政治・経済 2

科学と人間生活 科人･306 改訂　科学と人間生活 1

物理 物理･308 改訂　物理 1

化学 化学･308 改訂　化学 2

化学･309 改訂　新編化学 1

生物基礎 生基･311 改訂　生物基礎 1

生物 生物･306 改訂　生物 1

生物･307 スタンダード生物 1

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ コⅡ･328 PROMINENCE　English CommunicationⅡ 1

家庭基礎 家基･311 家庭基礎　自立・共生・創造 1

家庭総合 家総･307 家庭総合　　自立・共生・創造 1

見本前 現代の国語 現国･702 精選現代の国語 1

言語文化 言文･702 精選言語文化 1

地図 地図･701 新高等地図 6

地理総合 地総･701 地理総合 20

歴史総合 歴総･701 新選歴史総合 10

歴総･702 詳解歴史総合 15

公共 公共･701 公共 16

数学Ⅰ 数Ⅰ･704 新数学Ⅰ 1

数学Ⅱ 数Ⅱ･701 数学Ⅱ　Advanced 1

数学Ａ 数Ａ･704 新数学A 1

科学と人間生活 科人･701 科学と人間生活 14

物理基礎 物基･701 物理基礎 4

化学基礎 化基･701 化学基礎 1

化基･702 新編化学基礎 3

生物基礎 生基･701 生物基礎 1

生基･702 新編生物基礎 3

地学基礎 地基･701 地学基礎 28

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ ＣⅠ･701 All Aboard! English Communication Ⅰ 1

ＣⅠ･703 ENRICH LEARNING ENGLISH COMMUNICATION Ⅰ 1

家庭総合 家総･701 家庭総合　自立・共生・創造 1

情報Ⅰ 情Ⅰ･702 情報Ⅰ　Step Forward! 2

教育図書 供給後 書道Ⅰ 書Ⅰ･306 書Ⅰ 1

書道Ⅱ 書Ⅱ･306 書Ⅱ 1

家庭基礎 家基･312 新　家庭基礎　今を学び未来を描き暮らしをつくる 2

家基･313 高等学校　家庭基礎　グローバル＆サスティナビリティ 2

家庭総合 家総･308 新・家庭総合　今を学び 未来を描き 暮らしをつくる 4

見本前 書道Ⅰ 書Ⅰ･702 書Ⅰ 18

書Ⅰ･703 書Ⅰプライマリーブック 2

家庭基礎 家基･704 Survive!!　高等学校　家庭基礎 2



訂正申請における誤記、誤植又は脱字に係る訂正箇所数

【高等学校】

申請者 訂正時期 種　目
教科書の
記号・番号

図書名 箇所数

実教出版 供給後 世界史Ｂ 世Ｂ･309 世界史Ｂ　新訂版 3

日本史Ａ 日Ａ･313 新日本史Ａ　新訂版 2

現代社会 現社･314 高校現代社会　新訂版 4

現社･315 最新現代社会　新訂版 18

倫理 倫理･312 高校倫理　新訂版 1

政治・経済 政経･312 高校政治・経済　新訂版 12

政経･313 最新政治・経済　新訂版 3

数学Ｂ 数Ｂ･321 高校数学Ｂ　新訂版 2

物理 物理･309 物理　新訂版 1

化学 化学･310 化学　新訂版 1

生物基礎 生基･313 生物基礎　新訂版 1

生物 生物･308 生物　新訂版 1

果樹 農業･312 果樹 1

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾌ 農業･327 グリーンライフ 1

機械製図 工業･302 機械製図 1

機械設計 工業･318 新機械設計 3

工業･319 機械設計１ 1

電子技術 工業･394 電子技術　新訂版 3

建築計画 工業･362 建築計画 2

建築法規 工業･377 建築法規 45

土木施工 工業･366 土木施工 1

土木基礎力学 工業･365 土木基礎力学２ 4

土木構造設計 工業･378 土木構造設計 2

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ技術 工業･375 コンピュータシステム技術 2

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 商業･336 マーケティング　新訂版 1

経済活動と法 商業･354 経済活動と法　新訂版 2

ﾋﾞｼﾞﾈｽ実務 商業･345 ビジネス実務　新訂版 2

こころとからだの理解 福祉･304 こころとからだの理解 1

見本前 数学Ⅰ 数Ⅰ･708 高校数学Ⅰ 1

数学Ⅱ 数Ⅱ･705 高校数学Ⅱ 1

数学Ａ 数Ａ･708 高校数学A 1

科学と人間生活 科人･702 科学と人間生活 1

生物基礎 生基･703 生物基礎 4

植物ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 農業･703 植物バイオテクノロジー 5

開隆堂出版 見本前 家庭基礎 家基･708 家庭基礎　明日の生活を築く 12

家庭総合 家総･704 家庭総合　明日の生活を築く 11

情報Ⅰ 情Ⅰ･707 実践　情報Ⅰ 22

三省堂 供給後 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ コⅠ･335 VISTA English Communication Ⅰ New Edition 2

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ コⅡ･331 CROWN English CommunicationⅡ New Edition 1

コⅡ･333 VISTAEnglish CommunicationⅡ New Edition 2

英語表現Ⅰ 英Ⅰ･323 CROWN EnglishExpression ⅠNew Edition 1

見本前 言語文化 言文･703 精選　言語文化 14

言文･704 新　言語文化 4

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ ＣⅠ･707 ＣＲＯＷＮ English CommunicationⅠ 9

ＣⅠ･708 ＭＹ　ＷＡＹ English CommunicationⅠ 3

論理・表現Ⅰ 論Ⅰ･704 CROWN Logic and ExpressionⅠ 7

論Ⅰ･706 VISTA Logic and ExpressionⅠ 1

教育出版 供給後 国語総合 国総･342 国語総合 2

古典Ｂ 古Ｂ･338 古典B 2

現代社会 現社･304 最新　現代社会 1

音楽Ⅰ 音Ⅰ･307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti 1

書道Ⅰ 書Ⅰ･307 新編　書道Ⅰ 1

見本前 音楽Ⅰ 音Ⅰ･701 音楽Ⅰ　Tutti＋ 1

書道Ⅰ 書Ⅰ･704 書道Ⅰ 5

清水書院 供給後 日本史Ｂ 日Ｂ･313 高等学校　日本史Ｂ新訂版 4

現代社会 現社･317 高等学校　新現代社会　　　　　　　　　　新訂版 8

倫理 倫理･313 高等学校　現代倫理　新訂版 1

政治・経済 政経･314 高等学校　現代政治・経済　新訂版 3

政経･315 高等学校　新政治・経済　 新訂版 2

見本前 歴史総合 歴総･705 私たちの歴史総合 5

公共 公共･705 高等学校　公共 140

公共･706 私たちの公共 170



訂正申請における誤記、誤植又は脱字に係る訂正箇所数

【高等学校】

申請者 訂正時期 種　目
教科書の
記号・番号

図書名 箇所数

光村図書出版 見本前 美術Ⅰ 美Ⅰ･701 美術１ 1

書道Ⅰ 書Ⅰ･705 書Ⅰ 2

帝国書院 供給後 世界史Ａ 世Ａ･314 明解　世界史Ａ 3

世界史Ｂ 世Ｂ･312 新詳　世界史Ｂ 3

地理Ａ 地Ａ･308 高等学校　新地理Ａ 1

地理Ｂ 地Ｂ･304 新詳地理Ｂ 4

現代社会 現社･318 高等学校　新現代社会 2

見本前 地図 地図･702 新詳高等地図 11

地図･703 標準高等地図 12

大修館書店 供給後 国語総合 国総･344 国語総合　改訂版　現代文編 1

国総･345 国語総合　改訂版　古典編 2

国総･346 精選国語総合　新訂版 2

国総･347 新編国語総合　改訂版 2

国語表現 国表･307 国語表現　改訂版 1

古典Ａ 古Ａ･315 古典Ａ　物語選　改訂版 1

古典Ｂ 古Ｂ･339 古典Ｂ　改訂版古文編 1

古Ｂ･341 精選古典B　改訂版 2

古Ｂ･342 新編古典Ｂ　改訂版 3

保健体育 保体･304 現代高等保健体育改訂版 1

保体･305 最新高等保健体育改訂版 1

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ コⅢ･332 Compass English Communication Ⅲ Revised 1

家庭基礎 家基･319 未来をつくる　新高校家庭基礎 1

見本前 現代の国語 現国･707 新編　現代の国語 1

論理・表現Ⅰ 論Ⅰ･707 Genius English Logic and Expression Ⅰ 2

新興出版社啓林館 供給後 数学Ⅲ 数Ⅲ･319 詳説　数学Ⅲ改訂版 2

物理基礎 物基･316 考える物理基礎 1

物理 物理･310 物理　改訂版 1

物理･311 総合物理１　様々な運動　熱　波 1

生物 生物･309 生物　改訂版 1

地学 地学･303 地学　改訂版 3

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ コⅢ･336 LANDMARK Fit English Communication Ⅲ 1

見本前 数学Ⅰ 数Ⅰ･710 新編数学Ⅰ 2

数Ⅰ･711 深進数学Ⅰ 2

数学Ⅱ 数Ⅱ･707 新編数学Ⅱ 3

数学Ａ 数Ａ･710 新編数学A 5

科学と人間生活 科人･703 高等学校　科学と人間生活 3

物理基礎 物基･705 高等学校物理基礎 10

物基･706 高等学校考える物理基礎 2

化学基礎 化基･706 高等学校　化学基礎 2

化基･707 ｉ版 化学基礎 5

生物基礎 生基･705 高等学校生物基礎 7

生基･706 i 版　生物基礎 16

地学基礎 地基･703 高等学校　地学基礎 5

理数探究基礎 理数･701 理数探究基礎　未来に向かって 7

山川出版社 供給後 世界史Ａ 世Ａ･315 現代の世界史　改訂版 2

世Ａ･316 世界の歴史　改訂版 4

世Ａ･318 要説世界史　改訂版 2

世界史Ｂ 世Ｂ･310 詳説世界史　改訂版 1

世Ｂ･313 新世界史　改訂版 1

世Ｂ･314 高校世界史　改訂版 1

日本史Ａ 日Ａ･311 日本史Ａ　改訂版 1

日本史Ｂ 日Ｂ･309 詳説日本史　改訂版 4

日Ｂ･315 新日本史　改訂版 1

現代社会 現社･323 現代社会　改訂版 3

倫理 倫理･309 現代の倫理　改訂版 1

見本前 歴史総合 歴総･707 歴史総合　近代から現代へ 24

歴総･708 現代の歴史総合　みる・読みとく・考える 21

歴総･709 わたしたちの歴史　日本から世界へ 3

音楽之友社 見本前 音楽Ⅰ 音Ⅰ･704 ON! 1 6



訂正申請における誤記、誤植又は脱字に係る訂正箇所数

【高等学校】

申請者 訂正時期 種　目
教科書の
記号・番号

図書名 箇所数

数研出版 供給後 現代社会 現社･319 改訂版　現代社会 1

現社･320 改訂版高等学校　現代社会 1

政治・経済 政経･317 改訂版　政治・経済 1

科学と人間生活 科人･303 科学と人間生活　くらしの中のサイエンス 1

化学 化学･313 改訂版　化学 1

見本前 地学基礎 地基･704 高等学校　地学基礎 3

文英堂 供給前 言語文化 言文･710 言語文化 22

見本前 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ ＣⅠ･719 Grove English CommunicationⅠ 6

日本文教出版 供給後 美術Ⅰ 美Ⅰ･305 高校生の美術１ 3

美術Ⅱ 美Ⅱ･302 高校美術２ 5

明治書院 供給後 国語総合 国総･352 新　精選国語総合　現代文編 1

国総･354 新　高等学校　国語総合 1

古典Ｂ 古Ｂ･347 新　高等学校古典B 1

二宮書店 供給後 地理Ａ 地Ａ･309 基本地理Ａ 3

地理Ｂ 地Ｂ･305 新編　詳解地理Ｂ改訂版 6

地図 地図･311 詳解現代地図 21

地図･312 基本地図帳　改訂版 25

地図･315 新コンパクト地図帳改訂版 20

供給前 地図 地図･314 高等地図帳　改訂版 26

見本前 地図 地図･704 高等地図帳 5

地図･705 詳解現代地図　最新版 5

地図･706 基本地図帳 24

地理総合 地総･704 地理総合世界に学び地域へつなぐ 5

地総･705 わたしたちの地理総合世界から日本へ 5

筑摩書房 供給後 古典Ｂ 古Ｂ･348 古典Ｂ　古文編　改訂版 1

コロナ社 見本前 電気回路 工業･727 電気回路（上） 3

増進堂 供給後 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ コⅡ･346 MAINSTREAM English CommunicationⅡ Second Edition 3

第一学習社 供給後 世界史Ａ 世Ａ･317 高等学校　改訂版　世界史Ａ 2

日本史Ａ 日Ａ･312 高等学校　改訂版　日本史Ａ人・くらし・未来 3

地理Ａ 地Ａ･310 高等学校　新版　地理Ａ世界に目を向け，地域を学ぶ 2

現代社会 現社･321 高等学校　改訂版　現代社会 3

倫理 倫理･310 高等学校　改訂版　倫理 1

政治・経済 政経･309 高等学校　改訂版　政治・経済 2

生物 生物･311 高等学校　改訂　生物 2

英語表現Ⅰ 英Ⅰ･337 Vivid EnglishExpression ⅠNEW EDITION 1

家庭基礎 家基･320
高等学校　新版　家庭基礎　ともに生きる・持続可能な未来をつく
る

1

家庭総合 家総･312
高等学校　新版　家庭総合　ともに生きる・持続可能な未来をつく
る

1

見本前 科学と人間生活 科人･705 高等学校　科学と人間生活 16

物理基礎 物基･709 高等学校　物理基礎 1

物基･710 高等学校　新物理基礎 4

地学基礎 地基･705 高等学校　地学基礎 15

保健体育 保体･703 保健体育 Textbook 2

保体･704 保健体育 Activity 1

家庭基礎 家基･710 高等学校　家庭基礎　持続可能な未来をつくる 7

家庭総合 家総･706 高等学校　家庭総合　持続可能な未来をつくる 10

東京法令出版 供給後 経済活動と法 商業･355 経済活動と法　新訂版 7

原価計算 商業･351 原価計算　新訂版 11

財務会計Ⅰ 商業･349 財務会計Ⅰ　新訂版 6

見本前 ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎 商業･702 ビジネス基礎 1

桐原書店 供給後 現代文Ｂ 現Ｂ･341 新　探求現代文B 1

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ コⅡ･354 WORLD TREK English CommunicationⅡ New Edition 1

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ コⅢ･348 WORLD TREK English Communication Ⅲ New Edition 1

見本前 言語文化 言文･717 探求　言語文化 1

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ ＣⅠ･723 Heartening English Communication Ⅰ 3

論理・表現Ⅰ 論Ⅰ･714 FACTBOOK English Logic and Expression Ⅰ 16

明成社 見本前 歴史総合 歴総･712 私たちの歴史総合 56

CHEERS 見本前 論理・表現Ⅰ 論Ⅰ･715 ATLANTISLogic and ExpressionⅠStandard 4

いいずな書店 見本前 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ ＣⅠ･724 New Rays English CommunicationⅠ 8

TAC 見本前 ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎 商業･703 ビジネス基礎 2


