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No 教科名 学年 種目名 発行者 教科書番号 教科書名 使用学年・範囲 選　定　理　由

1 国語 1 国語総合 第一 国総３６０ 高等学校　改訂版　国語総合 １年　全員

2 地理歴史 1 世界史A 帝国 世A３１４ 明解　世界史A １年　全員

3 数学 1 数学Ⅰ 東書 数Ⅰ３０２ 新編数学Ⅰ １年　全員

4 理科 1 科学と人間生活 第一 科人３０９ 高等学校　改訂　科学と人間生活 １年　全員

5 保健体育 1 保健・体育 大修館 保体３０４ 現代高等保健体育改訂版 １～３年　全員

6 外国語 1
コミュニ
ケーション
英語Ⅰ

桐原 コⅠ３５６
WORLD TREK
English CommunicationⅠ
New Edition

１年　全員

7 商業 1 ビジネス基礎 実教 商業３３４ ビジネス基礎　新訂版 １年　全員

8 商業 1 簿記 実教 商業３３８ 新簿記　新訂版 １年　全員

9 商業 1 情報処理 実教 商業３４３ 最新情報処理　新訂版 １年　全員

10 国語 2 現代文B 第一 現B３３９ 高等学校　改訂版　現代文B ２年～３年　全員

11 地理歴史 2 日本史A 山川 日A３１４ 現代の日本史　改訂版 ２年　選択者

12 地理歴史 2 日本史B 山川 日B３０９ 詳説日本史　改訂版 ２年～３年選択者

13 数学 2 数学Ⅱ 東書 数Ⅱ３０２ 新編数学Ⅱ ２年～３年全員

14 理科 2 化学基礎 第一 化基３２２ 高等学校　改訂　新化学基礎 ２年　選択者

15 理科 2 生物基礎 第一 生基３１９ 高等学校　改訂　新生物基礎 ２年　選択者

16 芸術 2 音楽Ⅰ 教芸 音Ⅰ３１０ MOUSA１ ２年　選択者

17 芸術 2 美術Ⅰ 日文 美Ⅰ３０５ 高校生の美術１ ２年　選択者

18 芸術 2 書道Ⅰ 教図 書Ⅰ３０６ 書Ⅰ ２年　選択者
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No 教科名 学年 種目名 発行者 教科書番号 教科書名 使用学年・範囲 選　定　理　由

19 外国語 2
コミュニ

ケーション
英語Ⅱ

桐原 コⅡ３５４
WORLD TREK English
CommunicationⅡNew
Edition

２年～３年全員

20 商業 2 マーケティング 実教 商業３３６ マーケティング　新訂版
２年　選択者
３年　選択者

21 商業 2 商品開発 実教 商業３１５ 商品開発 ２年　選択者

22 商業 2 財務会計Ⅰ 実教 商業３４７ 新財務会計Ⅰ　新訂版
２年　選択者
３年　選択者

23 商業 2 原価計算 実教 商業３５０ 原価計算　新訂版
２年　選択者
３年　選択者

24 商業 2 ビジネス情報 実教 商業３５２ ビジネス情報　新訂版
２年　選択者
３年　選択者

25 商業 2 電子商取引 実教 商業３５８ 電子商取引　新訂版 ２年　選択者

26 商業 2 プログラミング 実教 商業３２４ 最新プログラミング ２年　選択者

27 国語 3 国語表現 大修館 国表３０７ 国語表現　改訂版 ３年　選択者

28 国語 3 古典B 大修館 古B３４２ 新編古典B　改訂版 ３年　選択者

29 公民 3 現代社会 実教 現社３１５ 最新現代社会　新訂版 ３年　全員

30 公民 3 政治・経済 第一 政経３１０ 高等学校　新政治・経済 ３年　選択者

31 外国語 3 英語表現Ⅰ 啓林館 英Ⅰ３２９
Revised Vision Qiest
English ExpressionⅠ
Standard

３年　全員

32 家庭 3 家庭基礎 実教 家基３１４
新家庭基礎
パートナーシップでつく
る未来

３年　全員

33 商業 3 広告と販売促進 実教 商業３２５ 広告と販売促進 ３年　選択者

34 商業 3
ビジネス経
済

実教 商業３１６ ビジネス経済 ３年　選択者

35 商業 3 経済活動と法 実教 商業３５４ 経済活動と法　新訂版 ３年　選択者

36 商業 3 財務会計Ⅱ 実教 商業３２９ 財務会計Ⅱ ３年　選択者

37 商業 3 管理会計 実教 商業３３０ 管理会計 ３年　選択者

38 商業 3
ビジネス
情報管理

実教 商業３３３ ビジネス情報管理 ３年　選択者


