
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･401 新しい国語　四上 1

社会 社会･602 新しい社会６　歴史編 1

地図 地図･301 新しい地図帳 2

学校図書 供給後 国語 国語･603 みんなと学ぶ　小学校 国語　六年　上 2

書写 書写･602 みんなと学ぶ　小学校書写　六年 1

算数 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

英語 英語･604 JUNIOR TOTAL ENGLISH 2 1

教育出版 供給後 社会 社会･303 小学社会３ 1

算数 算数･506 小学算数５ 1

新興出版社啓林館 供給後 算数 算数･608 わくわく　算数６ 1

日本文教出版 供給後 社会 社会･304 小学社会　３年 1

社会･404 小学社会　４年 1

社会･504 小学社会　５年 2

算数 算数･310 小学算数　３年上 2

生活 生活･115 わたしとせいかつ上　みんななかよし 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

東京書籍 供給後 社会（地理的分野） 地理･701 新しい社会　地理 12

社会（歴史的分野） 歴史･705 新しい社会 歴史 7

社会（公民的分野） 公民･901 新しい社会　公民 4

地図 地図･701 新しい社会　地図 12

理科 理科･701 新しい科学１ 3

理科･801 新しい科学２ 5

理科･901 新しい科学３ 6

保健体育 保体･701 新しい保健体育 1

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 2

英語 英語･801 NEW HORIZON English Course 2 1

供給前 数学 数学･901 新しい数学３ 1

大日本図書 供給後 数学 数学･702 数学の世界１ 1

数学･802 数学の世界２ 1

数学･902 数学の世界３ 1

教育図書 供給後 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 1

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 4

開隆堂出版 供給後 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 5

三省堂 供給後 英語 英語･803 NEW CROWN English Series 2 1

供給前 国語 国語･702 現代の国語１ 1

国語･802 現代の国語２ 3

教育出版 供給後 国語 国語･803 伝え合う言葉　中学国語２ 1

社会（地理的分野） 地理･702 中学社会　地理　地域にまなぶ 3

社会（歴史的分野） 歴史･706 中学社会　歴史　未来をひらく 3

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 2

理科･804 自然の探究　中学理科　２ 3

理科･904 自然の探究　中学理科　３ 1

英語 英語･804 ONE WORLD English Course 2 1

英語･904 ONE WORLD English Course 3 1

光村図書出版 供給後 美術 美術･802 美 術 2・3 2

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

英語･805 Here We Go!　ENGLISH COURSE 2 3

英語･905 Here We Go!　ENGLISH COURSE 3 2

帝国書院 供給後 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 6

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 13

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 9

地図 地図･702 中学校社会科地図 6

大修館書店 供給後 保健体育 保体･703 最新　中学校保健体育 2

新興出版社啓林館 供給後 英語 英語･706 BLUE SKY English Course 1 2

英語･806 BLUE SKY English Course 2 3

英語･906 BLUE SKY English Course 3 6

山川出版社 供給後 社会（歴史的分野） 歴史･708 中学歴史　日本と世界 4

数研出版 供給後 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 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 1

日本文教出版 供給後 社会（歴史的分野） 歴史･709 中学社会　歴史的分野 3

歴史･733 中学社会　歴史的分野 1

社会（公民的分野） 公民･904 中学社会　公民的分野 6

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

自由社 供給前 社会（歴史的分野） 歴史･712 新しい歴史教科書 3

学研教育みらい 供給後 保健体育 保体･704 中学保健体育 1

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 1

歴史･735 ［新編］新しい日本の歴史 1

社会（公民的分野） 公民･906 ［最新］新しいみんなの公民 5

学び舎 供給後 社会（歴史的分野） 歴史･711 ともに学ぶ人間の歴史 1

あかつき教育図書 供給後 道徳 道徳･807 中学生の道徳　自分を考える２ 1

道徳･907 中学生の道徳　自分をのばす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

【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Ａ 世Ａ･310 世界史Ａ 6

世界史Ｂ 世Ｂ･308 世界史Ｂ 1

世Ｂ･311 新選世界史Ｂ 2

日本史Ａ 日Ａ･308 日本史Ａ 現代からの歴史 2

地理Ａ 地Ａ･307 地理Ａ 3

地理Ｂ 地Ｂ･306 地理Ｂ 1

現代社会 現社･313 現代社会 2

政治・経済 政経･311 政治・経済 1

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 2

化学 化学･309 改訂　新編化学 1

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ ＣⅠ･701 All Aboard! English Communication Ⅰ 3

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

供給前 言語文化 言文･701 新編言語文化 2

言文･702 精選言語文化 2

地図 地図･701 新高等地図 3

地理総合 地総･701 地理総合 6

歴史総合 歴総･701 新選歴史総合 30

公共 公共･701 公共 23

数学Ⅰ 数Ⅰ･701 数学Ⅰ　Advanced 3

数Ⅰ･703 数学Ⅰ　Essence 3

数Ⅰ･704 新数学Ⅰ 6

数Ⅰ･705 新数学Ⅰ　解答編 6

数学Ⅱ 数Ⅱ･701 数学Ⅱ　Advanced 6

数学Ａ 数Ａ･704 新数学A 4

科学と人間生活 科人･701 科学と人間生活 13

物理基礎 物基･701 物理基礎 40

物基･702 新編物理基礎 16

化学基礎 化基･701 化学基礎 3

化基･702 新編化学基礎 4

地学基礎 地基･701 地学基礎 6

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ ＣⅠ･702 Power On English CommunicationⅠ 3

ＣⅠ･703 ENRICH LEARNING ENGLISH COMMUNICATION Ⅰ 1

論理・表現Ⅰ 論Ⅰ･701 NEW FAVORITE English Logic and Expression Ⅰ 7

家庭基礎 家基･701 家庭基礎　自立・共生・創造 16

家庭総合 家総･701 家庭総合　自立・共生・創造 18

見本前 論理国語 論国･702 精選論理国語 1

古典探究 古探･703 精選古典探究　漢文編 2

世界史探究 世探･701 世界史探究 9

日本史探究 日探･701 日本史探究 12

地理探究 地探･701 地理探究 5

倫理 倫理･701 倫理 3

政治・経済 政経･701 政治・経済 15

数学Ｂ 数Ｂ･702 数学Ｂ　Standard 2

化学基礎 化基･702 新編化学基礎 1

教育図書 供給後 家庭基礎 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 1

供給前 公共 公共･702 公共 34

家庭基礎 家基･702 未来へつなぐ　家庭基礎365 2

家基･703 家庭基礎　つながる暮らし　共に創る未来 2

家基･704 Survive!!　高等学校　家庭基礎 1

家庭総合 家総･702 未来へつなぐ　家庭総合365 3

実教出版 供給後 現代社会 現社･315 最新現代社会　新訂版 3

政治・経済 政経･312 高校政治・経済　新訂版 2

政経･313 最新政治・経済　新訂版 2

物理 物理･309 物理　新訂版 3

家庭基礎 家基･314 新家庭基礎　パートナーシップでつくる未来 1

家基･316 新図説家庭基礎 2

家庭総合 家総･309 新家庭総合　パートナーシップでつくる未来 1

ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎 商業･334 ビジネス基礎　新訂版 1

経済活動と法 商業･354 経済活動と法　新訂版 1

簿記 商業･708 高校簿記 7

広告と販売促進 商業･325 広告と販売促進 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

【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 供給前 地理総合 地総･702 地理総合 25

歴史総合 歴総･703 詳述歴史総合 39

歴総･704 歴史総合 20

公共 公共･703 詳述公共 44

公共･704 公共 39

数学Ⅰ 数Ⅰ･706 数学Ⅰ　Progress 1

数Ⅰ･708 高校数学Ⅰ 1

数学Ⅱ 数Ⅱ･703 数学Ⅱ　Progress 1

数Ⅱ･704 新編数学Ⅱ 2

数学Ａ 数Ａ･706 数学A　Progress 2

科学と人間生活 科人･702 科学と人間生活 17

物理基礎 物基･703 物理基礎 79

物基･704 高校物理基礎 40

化学基礎 化基･703 化学基礎　academia 7

化基･704 化学基礎 9

化基･705 高校化学基礎 7

生物基礎 生基･703 生物基礎 33

生基･704 高校生物基礎 13

地学基礎 地基･702 地学基礎 25

家庭基礎 家基･705 家庭基礎　気づく力　築く未来 28

家基･706 Agenda  家庭基礎 31

家基･707 図説家庭基礎 30

家庭総合 家総･703 家庭総合 25

ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎 商業･701 ビジネス基礎 5

簿記 商業･709 新簿記 3

ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 商業･704 ビジネス・コミュニケーション 27

ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 商業･706 ビジネス・マネジメント 7

子どもの発達と保育 家庭･311 子どもの発達と保育　新訂版 1

見本前 日本史探究 日探･703 精選日本史探究　今につなぐ　未来をえがく 1

倫理 倫理･702 詳述倫理 3

生物 生物･702 生物 1

開隆堂出版 供給前 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ ＣⅠ･704 Amity English CommunicationⅠ 1

ＣⅠ･706 Ambition English CommunicationⅠ 14

論理・表現Ⅰ 論Ⅰ･703 APPLAUSE ENGLISH LOGIC AND EXPRESSION Ⅰ 2

家庭基礎 家基･708 家庭基礎　明日の生活を築く 24

三省堂 供給後 英語表現Ⅱ 英Ⅱ･319 MY WAY English Expression Ⅱ New Edition 1

供給前 現代の国語 現国･705 新 現代の国語 2

言語文化 言文･703 精選　言語文化 8

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 8

ＣⅠ･708 MY WAY English CommunicationⅠ 10

論理・表現Ⅰ 論Ⅰ･704 CROWN Logic and ExpressionⅠ 6

論Ⅰ･705 MY WAY　Logic and ExpressionⅠ 1

論Ⅰ･706 VISTA Logic and ExpressionⅠ 3

見本前 論理国語 論国･703 精選論理国語 16

論国･704 新　論理国語 1

文学国語 文国･702 精選　文学国語 1

文国･703 新　文学国語 1

古典探究 古探･705 精選　古典探究　漢文編 29

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ ＣⅡ･709 VISTA English Communication Ⅱ 6

論理・表現Ⅱ 論Ⅱ･706 VISTA Logic and Expression Ⅱ 4

清水書院 供給後 日本史Ａ 日Ａ･310 高等学校　日本史Ａ 新訂版 2

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 5

倫理 倫理･308 高等学校　新倫理 新訂版 3

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 1

供給前 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 42

公共･706 私たちの公共 40

見本前 日本史探究 日探･704 高等学校　日本史探究 1

倫理 倫理･703 高等学校　新倫理 8

政治・経済 政経･704 高等学校　政治・経済 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 4

地理Ｂ 地Ｂ･304 新詳地理Ｂ 1

地図 地図･310 新詳高等地図 6

供給前 地図 地図･702 新詳高等地図 7

地理総合 地総･703 高等学校　新地理総合 23

歴史総合 歴総･706 明解　歴史総合 22

公共 公共･707 高等学校　公共 14



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

大修館書店 供給後 現代文Ｂ 現Ｂ･329 現代文Ｂ　改訂版　上巻 1

供給前 現代の国語 現国･706 現代の国語 14

現国･707 新編　現代の国語 8

言語文化 言文･705 言語文化 45

言文･706 新編　言語文化 35

保健体育 保体･701 現代高等保健体育 8

保体･702 新高等保健体育 1

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ ＣⅠ･711 PANORAMA English Communication １ 2

論理・表現Ⅰ 論Ⅰ･707 Genius English Logic and Expression Ⅰ 5

家庭基礎 家基･709 クリエイティブ・リビングCreative Living『家庭基礎』で生活をつくろう 69

家庭総合 家総･705 クリエイティブ・リビングCreative Living『家庭総合』で生活をつくろう 92

新興出版社啓林館 供給後 物理 物理･310 物理　改訂版 4

物理･311 総合物理１　様々な運動　熱　波 2

物理･312 総合物理２　電気と磁気　原子・分子の世界 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･335 Revised LANDMARK English Communication Ⅲ 6

供給前 数学Ⅰ 数Ⅰ･710 新編数学Ⅰ 2

数Ⅰ･711 深進数学Ⅰ 5

数学Ⅱ 数Ⅱ･707 新編数学Ⅱ 3

数Ⅱ･708 深進数学Ⅱ 7

数学Ａ 数Ａ･710 新編数学A 3

数Ａ･711 深進数学A 2

物理基礎 物基･705 高等学校 物理基礎 21

物基･706 高等学校 考える物理基礎 20

化学基礎 化基･706 高等学校　化学基礎 7

化基･707 i 版 化学基礎 11

生物基礎 生基･706 i 版 生物基礎 8

地学基礎 地基･703 高等学校　地学基礎 18

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ ＣⅠ･712 ELEMENT　English　Communication　Ⅰ 2

ＣⅠ･713 LANDMARK　English　Communication　Ⅰ 11

ＣⅠ･714 LANDMARK Fit　English　Communication  Ⅰ 8

論理・表現Ⅰ 論Ⅰ･708 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Advanced 7

論Ⅰ･709 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Standard 7

理数探究基礎 理数･701 理数探究基礎　未来に向かって 11

山川出版社 供給後 世界史Ａ 世Ａ･316 世界の歴史　改訂版 1

日本史Ａ 日Ａ･311 日本史Ａ　改訂版 6

日Ａ･314 現代の日本史　改訂版 1

日本史Ｂ 日Ｂ･309 詳説日本史　改訂版 12

日Ｂ･314 高校日本史　改訂版 5

日Ｂ･315 新日本史　改訂版 5

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 2

政治・経済 政経･316 詳説　政治・経済 改訂版 3

供給前 歴史総合 歴総･707 歴史総合　近代から現代へ 12

歴総･708 現代の歴史総合　みる・読みとく・考える 40

歴総･709 わたしたちの歴史　日本から世界へ 21

見本前 世界史探究 世探･704 詳説世界史 4

世探･705 高校世界史 5

世探･706 新世界史 4

日本史探究 日探･705 詳説日本史 5

日探･706 高校日本史 4

数研出版 供給後 現代社会 現社･319 改訂版　現代社会 3

現社･320 改訂版 高等学校　現代社会 2

政治・経済 政経･317 改訂版 政治・経済 3

供給前 現代の国語 現国･708 現代の国語 3

現国･709 高等学校　現代の国語 4

言語文化 言文･707 言語文化 5

言文･708 高等学校 言語文化 5

言文･709 新編　言語文化 2

公共 公共･708 公共 23

公共･709 高等学校　公共　これからの社会について考える 27

数学Ⅰ 数Ⅰ･712 数学Ⅰ 3

数Ⅰ･714 新編　数学Ⅰ 2

数Ⅰ･716 新　高校の数学Ⅰ 2

数学Ⅱ 数Ⅱ･710 高等学校　数学Ⅱ 1

数Ⅱ･712 最新　数学Ⅱ 3

数Ⅱ･713 NEXT　数学Ⅱ 1

数学Ａ 数Ａ･716 新　高校の数学A 1

科学と人間生活 科人･704 科学と人間生活 35

物理基礎 物基･707 物理基礎 13

物基･708 新編　物理基礎 9

化学基礎 化基･708 化学基礎 5

化基･709 高等学校　化学基礎 9

化基･710 新編　化学基礎 10

生物基礎 生基･707 生物基礎 35

生基･708 高等学校　生物基礎 36

生基･709 新編　生物基礎 13

地学基礎 地基･704 高等学校　地学基礎 40



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 供給前 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ ＣⅠ･715 BLUE MARBLE English CommunicationⅠ 1

ＣⅠ･716 BIG DIPPER English CommunicationⅠ 4

論理・表現Ⅰ 論Ⅰ･710 EARTHRISE English Logic and Expression I Advanced 5

論Ⅰ･711 EARTHRISE English Logic and Expression I Standard 4

理数探究基礎 理数･702 理数探究基礎 18

文英堂 供給前 言語文化 言文･710 言語文化 23

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ ＣⅠ･719 Grove English CommunicationⅠ 74

明治書院 供給前 現代の国語 現国･711 精選　現代の国語 3

二宮書店 供給後 地理Ｂ 地Ｂ･305 新編　詳解地理Ｂ 改訂版 2

地図 地図･311 詳解現代地図 6

地図･312 基本地図帳　改訂版 8

地図･314 高等地図帳　改訂版 9

地図･315 新コンパクト地図帳 改訂版 7

地理総合 地総･705 わたしたちの地理総合 世界から日本へ 16

供給前 地図 地図･704 高等地図帳 11

地図･705 詳解現代地図　最新版 9

地図･706 基本地図帳 12

地理総合 地総･704 地理総合 世界に学び地域へつなぐ 5

筑摩書房 供給後 現代文Ｂ 現Ｂ･337 精選現代文B　改訂版 1

現Ｂ･338 現代文B　改訂版 1

供給前 言語文化 言文･712 言語文化 2

増進堂 供給後 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ コⅡ･345 NEW FLAG English CommunicationⅡ 2

供給前 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ ＣⅠ･720 FLEX English Communication Ⅰ 8

論理・表現Ⅰ 論Ⅰ･713 MAINSTREAM English Logic and Expression Ⅰ 2

見本前 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ ＣⅡ･719 FLEX ENGLISH COMMUNICATION　Ⅱ 4

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 1

現代社会 現社･322 高等学校　改訂版　新現代社会 2

政治・経済 政経･309 高等学校　改訂版　政治・経済 1

地学基礎 地基･310 高等学校  改訂　地学基礎 1

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ コⅡ･349 Vivid English CommunicationⅡ NEW EDITION 1

供給前 現代の国語 現国･713 高等学校　現代の国語 4

現国･714 高等学校　精選現代の国語 2

現国･715 高等学校　標準現代の国語 4

現国･716 高等学校　新編現代の国語 3

言語文化 言文･713 高等学校　言語文化 6

言文･714 高等学校　精選言語文化 8

言文･715 高等学校　標準言語文化 7

言文･716 高等学校　新編言語文化 1

地理総合 地総･706 高校学校　地理総合 世界を学び，地域をつくる 17

歴史総合 歴総･710 高等学校　歴史総合 14

歴総･711 高等学校　新歴史総合 過去との対話、つなぐ未来 63

公共 公共･710 高等学校　公共 23

公共･711 高等学校　新公共 9

数学Ａ 数Ａ･718 新編数学Ａ 1

科学と人間生活 科人･705 高等学校　科学と人間生活 6

化学基礎 化基･711 高等学校　化学基礎 8

化基･712 高等学校　新化学基礎 14

生物基礎 生基･710 高等学校　生物基礎 10

地学基礎 地基･705 高等学校　地学基礎 16

保健体育 保体･703 保健体育 Textbook 4

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 15

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 20

東京法令出版 供給後 簿記 商業･340 簿記　新訂版 1

原価計算 商業･351 原価計算　新訂版 24

財務会計Ⅰ 商業･349 財務会計Ⅰ　新訂版 11

供給前 公共 公共･712 公共 6

ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎 商業･702 ビジネス基礎 7

簿記 商業･710 簿記 9

商業･711 現代簿記 6

ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 商業･705 ビジネス・コミュニケーション 17

海文堂出版 供給前 海洋情報技術 水産･702 海洋情報技術 6

桐原書店 供給前 言語文化 言文･717 探求　言語文化 2

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ ＣⅠ･723 Heartening English Communication Ⅰ 18

論理・表現Ⅰ 論Ⅰ･714 FACTBOOK English Logic and Expression Ⅰ 2

見本前 言語文化 言文･717 探求　言語文化 1

論理・表現Ⅱ 論Ⅱ･714 FACTBOOK English Logic and Expression　Ⅱ 9

明成社 供給前 歴史総合 歴総･712 私たちの歴史総合 45

CHEERS 供給前 論理・表現Ⅰ 論Ⅰ･715 ATLANTIS Logic and ExpressionⅠ Standard 15

いいずな書店 供給前 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ ＣⅠ･724 New Rays English CommunicationⅠ 2

論理・表現Ⅰ 論Ⅰ･717 be English Logic and Expression Ⅰ Clear 36

論Ⅰ･718 be English Logic and Expression Ⅰ Smart 59

見本前 論理・表現Ⅱ 論Ⅱ･715 Harmony English Logic and Expression Ⅱ 2

論Ⅱ･716 be English Logic and Expression Ⅱ Clear 4

TAC 供給前 ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎 商業･703 ビジネス基礎 9
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