
教科書（高校） R４年度
科目 学年 書名 発行所 記号・番号 文科省検定日

国語 高 新編現代の国語 東書 現国701 R3.3.5
国語 高 精選現代の国語 東書 現国702 R3.3.5
国語 高 現代の国語 東書 現国703 R3.3.5
国語 高 精選 現代の国語 三省堂 現国704 R3.3.5
国語 高 新 現代の国語 三省堂 現国705 R3.3.5
国語 高 現代の国語 大修館 現国706 R3.3.5
国語 高 新編　現代の国語 大修館 現国707 R3.3.5
国語 高 現代の国語 数研 現国708 R3.3.5
国語 高 高等学校　現代の国語 数研 現国709 R3.3.5
国語 高 新編　現代の国語 数研 現国710 R3.3.5
国語 高 精選　現代の国語 明治 現国711 R3.3.5
国語 高 現代の国語 筑摩 現国712 R3.3.5
国語 高 高等学校　現代の国語 第一 現国713 R3.3.30
国語 高 高等学校　精選現代の国語 第一 現国714 R3.3.30
国語 高 高等学校　標準現代の国語 第一 現国715 R3.3.30
国語 高 高等学校　新編現代の国語 第一 現国716 R3.3.30
国語 高 探求　現代の国語 桐原 現国717 R3.3.5
国語 高 新編言語文化 東書 言文701 R3.3.5
国語 高 精選言語文化 東書 言文702 R3.3.5
国語 高 精選 言語文化 三省堂 言文703 R3.3.5
国語 高 新 言語文化 三省堂 言文704 R3.3.5
国語 高 言語文化 大修館 言文705 R3.3.5
国語 高 新編　言語文化 大修館 言文706 R3.3.5
国語 高 言語文化 数研 言文707 R3.3.5
国語 高 高等学校　言語文化 数研 言文708 R3.3.5
国語 高 新編　言語文化 数研 言文709 R3.3.5
国語 高 言語文化 文英堂 言文710 R3.3.5
国語 高 精選　言語文化 明治 言文711 R3.3.5
国語 高 言語文化 筑摩 言文712 R3.3.5
国語 高 高等学校　言語文化 第一 言文713 R3.3.30
国語 高 高等学校　精選言語文化 第一 言文714 R3.3.30
国語 高 高等学校　標準言語文化 第一 言文715 R3.3.30
国語 高 高等学校　新編言語文化 第一 言文716 R3.3.30
国語 高 探求　言語文化 桐原 言文717 R3.3.5
地歴 高 地理総合 東書 地総701 R3.3.30
地歴 高 地理総合 実教 地総702 R3.3.30
地歴 高 高等学校　新地理総合 帝国 地総703 R3.3.30
地歴 高 地理総合　世界に学び地域へつなぐ 二宮 地総704 R3.3.30
地歴 高 わたしたちの地理総合　世界から日本へ 二宮 地総705 R3.3.30
地歴 高 高校学校　地理総合　世界を学び、地域をつくる 第一 地総706 R3.3.30
地歴 高 新選歴史総合 東書 歴総701 R3.3.30
地歴 高 詳解歴史総合 東書 歴総702 R3.3.30
地歴 高 詳述歴史総合 実教 歴総703 R3.3.30
地歴 高 歴史総合 実教 歴総704 R3.3.30
地歴 高 私たちの歴史総合 清水 歴総705 R3.3.30
地歴 高 明解　歴史総合 帝国 歴総706 R3.3.30
地歴 高 歴史総合　近代から現代へ 山川 歴総707 R3.3.30
地歴 高 現代の歴史総合　みる・読みとく・考える 山川 歴総708 R3.3.30
地歴 高 わたしたちの歴史　日本から世界へ 山川 歴総709 R3.3.30
地歴 高 高等学校　歴史総合 第一 歴総710 R3.3.30
地歴 高 高等学校　新歴史総合　過去との対話、つなぐ未来 第一 歴総711 R3.3.30
地歴 高 私たちの歴史総合 明成社 歴総712 R3.3.30
地図 高 新高等地図 東書 地図701 R3.3.30
地図 高 新詳高等地図 帝国 地図702 R3.3.30
地図 高 標準高等地図 帝国 地図703 R3.3.30
地図 高 高等地図帳 二宮 地図704 R3.3.30
地図 高 詳解現代地図　最新版 二宮 地図705 R3.3.30
地図 高 基本地図帳 二宮 地図706 R3.3.30
公民 高 公共 東書 公共701 R3.3.30
公民 高 公共 教図 公共702 R3.3.30
公民 高 詳述公共 実教 公共703 R3.3.30
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公民 高 公共 実教 公共704 R3.3.30
公民 高 高等学校　公共 清水 公共705 R3.3.30
公民 高 私たちの公共 清水 公共706 R3.3.30
公民 高 高等学校　公共 帝国 公共707 R3.3.30
公民 高 公共 数研 公共708 R3.3.30
公民 高 高等学校　公共　これからの社会について考える 数研 公共709 R3.3.30
公民 高 高等学校　公共 第一 公共710 R3.3.30
公民 高 高等学校　新公共 第一 公共711 R3.3.30
公民 高 公共 東法 公共712 R3.3.30
数学 高 数学Ⅰ　Advanced 東書 数Ⅰ701  R3.2.12
数学 高 数学Ⅰ　Standard 東書 数Ⅰ702 R3.2.12
数学 高 数学Ⅰ　Essence 東書 数Ⅰ703 R3.2.12
数学 高 新数学Ⅰ 東書 数Ⅰ704 R3.2.12
数学 高 新数学Ⅰ　解答編 東書 数Ⅰ705 R3.2.12
数学 高 数学Ⅰ　Progress 実教 数Ⅰ706 R3.2.12
数学 高 新編数学Ⅰ 実教 数Ⅰ707 R3.2.12
数学 高 高校数学Ⅰ 実教 数Ⅰ708 R3.2.12
数学 高 数学Ⅰ 啓林館 数Ⅰ709 R3.2.12
数学 高 新編数学Ⅰ 啓林館 数Ⅰ710 R3.2.12
数学 高 深進数学Ⅰ 啓林館 数Ⅰ711 R3.2.12
数学 高 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ712 R3.2.12
数学 高 高等学校　数学Ⅰ 数研 数Ⅰ713 R3.2.12
数学 高 新編　数学Ⅰ 数研 数Ⅰ714 R3.2.12
数学 高 最新　数学Ⅰ 数研 数Ⅰ715 R3.2.12
数学 高 新　高校の数学Ⅰ 数研 数Ⅰ716 R3.2.12
数学 高 NEXT　数学Ⅰ 数研 数Ⅰ717 R3.2.12
数学 高 新編数学Ⅰ 第一 数Ⅰ718 R3.2.12
数学 高 新編数学Ⅰサポートブック 第一 数Ⅰ719 R3.2.12
数学 高 数学Ⅱ　Advanced 東書 数Ⅱ701 R3.3.1
数学 高 数学Ⅱ　Standard 東書 数Ⅱ702 R3.3.1
数学 高 数学Ⅱ　Progress 実教 数Ⅱ703 R3.3.1
数学 高 新編数学Ⅱ 実教 数Ⅱ704 R3.3.1
数学 高 高校数学Ⅱ 実教 数Ⅱ705 R3.3.1
数学 高 数学Ⅱ 啓林館 数Ⅱ706 R3.3.1
数学 高 新編数学Ⅱ 啓林館 数Ⅱ707 R3.3.1
数学 高 深進数学Ⅱ 啓林館 数Ⅱ708 R3.3.1
数学 高 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ709 R3.3.1
数学 高 高等学校　数学Ⅱ 数研 数Ⅱ710 R3.3.1
数学 高 新編　数学Ⅱ 数研 数Ⅱ711 R3.3.1
数学 高 最新　数学Ⅱ 数研 数Ⅱ712 R3.3.1
数学 高 NEXT　数学Ⅱ 数研 数Ⅱ713 R3.3.1
数学 高 新編数学Ⅱ 第一 数Ⅱ714 R3.3.1
数学 高 新編数学Ⅱサポートブック 第一 数Ⅱ715 R3.3.1
数学 高 数学Ａ　Advanced 東書 数Ａ701 R3.2.19
数学 高 数学Ａ　Standard 東書 数Ａ702 R3.2.19
数学 高 数学A　Essence 東書 数Ａ703 R3.2.19
数学 高 新数学A 東書 数Ａ704 R3.2.19
数学 高 新数学A　解答編 東書 数Ａ705 R3.2.19
数学 高 数学A　Progress 実教 数Ａ706 R3.2.19
数学 高 新編数学A 実教 数Ａ707 R3.2.19
数学 高 高校数学A 実教 数Ａ708 R3.2.19
数学 高 数学A 啓林館 数Ａ709 R3.2.19
数学 高 新編数学A 啓林館 数Ａ710 R3.2.19
数学 高 深進数学A 啓林館 数Ａ711 R3.2.19
数学 高 数学A 数研 数Ａ712 R3.2.19
数学 高 高等学校　数学A 数研 数Ａ713 R3.2.19
数学 高 新編　数学A 数研 数Ａ714 R3.2.19
数学 高 最新　数学A 数研 数Ａ715 R3.2.19
数学 高 新　高校の数学A 数研 数Ａ716 R3.2.19
数学 高 NEXT　数学A 数研 数Ａ717 R3.2.19
数学 高 新編数学A 第一 数Ａ718 R3.2.19
数学 高 新編数学Aサポートブック 第一 数Ａ719 R3.2.19
理科 高 科学と人間生活 東書 科人701 R2.12.18
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理科 高 科学と人間生活 実教 科人702 R2.12.18
理科 高 高等学校 科学と人間生活 啓林館 科人703 R2.12.18
理科 高 科学と人間生活 数研 科人704 R2.12.18
理科 高 高等学校　科学と人間生活 第一 科人705 R2.12.18
理科 高 物理基礎 東書 物基701 R3.2.19
理科 高 新編物理基礎 東書 物基702 R3.2.19
理科 高 物理基礎 実教 物基703 R3.2.19
理科 高 高校物理 基礎 実教 物基704 R3.2.19
理科 高 高等学校 物理基礎 啓林館 物基705 R3.2.19
理科 高 高等学校 考える物理基礎 啓林館 物基706 R3.2.19
理科 高 物理基礎 数研 物基707 R3.2.19
理科 高 新編　物理基礎 数研 物基708 R3.2.19
理科 高 高等学校　物理基礎 第一 物基709 R3.2.19
理科 高 高等学校　新物理基礎 第一 物基710 R3.2.19
理科 高 化学基礎 東書 化基701 R3.3.8
理科 高 新編化学基礎 東書 化基702 R3.3.8
理科 高 化学基礎　academia 実教 化基703 R3.3.8
理科 高 化学基礎 実教 化基704 R3.3.8
理科 高 高校化学基礎 実教 化基705 R3.3.8
理科 高 高等学校 化学基礎 啓林館 化基706 R3.3.8
理科 高 ｉ版 化学基礎 啓林館 化基707 R3.3.8
理科 高 化学基礎 数研 化基708 R3.3.8
理科 高 高等学校　化学基礎 数研 化基709 R3.3.8
理科 高 新編　化学基礎 数研 化基710 R3.3.8
理科 高 高等学校　化学基礎 第一 化基711 R3.3.30
理科 高 高等学校　新化学基礎 第一 化基712 R3.3.30
理科 高 生物基礎 東書 生基701 R3.3.5
理科 高 新編生物基礎 東書 生基702 R3.3.5
理科 高 生物基礎 実教 生基703 R3.3.5
理科 高 高校生物基礎 実教 生基704 R3.3.5
理科 高 高等学校 生物基礎 啓林館 生基705 R3.3.5
理科 高 i版 生物基礎 啓林館 生基706 R3.3.5
理科 高 生物基礎 数研 生基707 R3.3.5
理科 高 高等学校　生物基礎 数研 生基708 R3.3.5
理科 高 新編　生物基礎 数研 生基709 R3.3.5
理科 高 高等学校　生物基礎 第一 生基710 R3.3.30
理科 高 高等学校　新生物基礎 第一 生基711 R3.3.30
理科 高 地学基礎 東書 地基701 R3.2.17
理科 高 地学基礎 実教 地基702 R3.2.17
理科 高 高等学校 地学基礎 啓林館 地基703 R3.2.17
理科 高 高等学校 地学基礎 数研 地基704 R3.2.17
理科 高 高等学校 地学基礎 第一 地基705 R3.2.17
保体 高 現代高等保健体育 大修館 保体701 R3.3.1
保体 高 新高等保健体育 大修館 保体702 R3.3.1
保体 高 高等学校　保健体育　Textbook 第一 保体703 R3.3.1
保体 高 高等学校　保健体育　Activity 第一 保体704 R3.3.1

芸術 高 音楽Ⅰ　Ｔｕｔｔｉ＋ 教出 音Ⅰ701 R3.3.1

芸術 高 高校生の音楽１ 教芸 音Ⅰ702 R3.3.1

芸術 高 MOUSA１ 教芸 音Ⅰ703 R3.3.1

芸術 高 ON! 1 友社 音Ⅰ704 R3.3.1

芸術 高 美術１ 光村 美Ⅰ701 R3.2.1

芸術 高 高校生の美術１ 日文 美Ⅰ702 R3.2.1

芸術 高 高校美術 日文 美Ⅰ703 R3.2.1

芸術 高 工芸Ⅰ 日文 工Ⅰ701 R3.2.1

芸術 高 書道Ⅰ 東書 書Ⅰ701 R3.3.1

芸術 高 書Ⅰ 教図 書Ⅰ702 R3.3.1

芸術 高 書Ⅰプライマリーブック 教図 書Ⅰ703 R3.3.1

芸術 高 書道Ⅰ 教出 書Ⅰ704 R3.3.1

芸術 高 書Ⅰ 光村 書Ⅰ705 R3.3.1
外国語 高 All Aboard!　English Communication Ⅰ 東書 ＣⅠ701 R3.1.29
外国語 高 Power On　English CommunicationⅠ 東書 ＣⅠ702 R3.1.29
外国語 高 ENRICH LEARNING　ENGLISH COMUNICATIONⅠ 東書 ＣⅠ703 R3.1.29
外国語 高 Amity English CommunicationⅠ 開隆堂 ＣⅠ704 R3.1.29
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外国語 高 APPLAUSE ENGLISH COMMUNICATIONⅠ 開隆堂 ＣⅠ705 R3.1.29
外国語 高 Ambition English CommunicationⅠ 開隆堂 ＣⅠ706 R3.1.29
外国語 高 CROWN　English CommunicationⅠ 三省堂 ＣⅠ707 R3.1.29
外国語 高 MY WAY　English CommunicationⅠ 三省堂 ＣⅠ708 R3.1.29
外国語 高 VISTA　English CommunicationⅠ 三省堂 ＣⅠ709 R3.1.29
外国語 高 Crossroads English Communication Ⅰ 大修館 ＣⅠ710 R3.1.29
外国語 高 PANORAMA English Communication 1 大修館 ＣⅠ711 R3.1.29
外国語 高 ELEMENT English Communication Ⅰ 啓林館 ＣⅠ712 R3.1.29
外国語 高 LANDMARK English Communication Ⅰ 啓林館 ＣⅠ713 R3.1.29
外国語 高 LANDMARK Fit English Communication Ⅰ 啓林館 ＣⅠ714 R3.1.29
外国語 高 BLUE MARBLE　English Communication Ⅰ 数研 ＣⅠ715 R3.1.29
外国語 高 BIG DIPPER　English Communication Ⅰ 数研 ＣⅠ716 R3.1.29
外国語 高 COMET　English Communication Ⅰ 数研 ＣⅠ717 R3.1.29
外国語 高 Grove English CommunicationⅠ 文英堂 ＣⅠ719 R3.1.29
外国語 高 FLEX ENGLISH COMMUNICATION Ⅰ 増進堂 ＣⅠ720 R3.1.29
外国語 高 CREATIVE English Communication Ⅰ 第一 ＣⅠ721 R3.1.29
外国語 高 Vivid English Communication Ⅰ 第一 ＣⅠ722 R3.1.29
外国語 高 Heartening English Communication Ⅰ 桐原 ＣⅠ723 R3.1.29
外国語 高 New Rays English Communication Ⅰ いいずなＣⅠ724 R3.1.29
外国語 高 Cambridge Experience 1 CUP ＣⅠ725 R3.1.29
外国語 高 NEW FAVORITE　English Logic and Expression Ⅰ 東書 論Ⅰ701 R3.3.5
外国語 高 Amity English Logic and Expression Ⅰ 開隆堂 論Ⅰ702 R3.3.5
外国語 高 APPLAUSE ENGLISH LOGIC AND　EXPRESSION Ⅰ 開隆堂 論Ⅰ703 R3.3.5
外国語 高 CROWN　Logic and ExpressionⅠ 三省堂 論Ⅰ704 R3.3.5
外国語 高 MY WAY　Logic and ExpressionⅠ 三省堂 論Ⅰ705 R3.3.5
外国語 高 VISTA　Logic and ExpressionⅠ 三省堂 論Ⅰ706 R3.3.5
外国語 高 Genius English Logic and Expression Ⅰ 大修館 論Ⅰ707 R3.3.5
外国語 高 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Advanced 啓林館 論Ⅰ708 R3.3.5
外国語 高 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Standard 啓林館 論Ⅰ709 R3.3.5
外国語 高 EARTHRISE English Logic and Expression Ⅰ Advanced 数研 論Ⅰ710 R3.3.5
外国語 高 EARTHRISE English Logic and Expression Ⅰ Standard 数研 論Ⅰ711 R3.3.5
外国語 高 BIG DIPPER English Logic and Expression Ⅰ 数研 論Ⅰ712 R3.3.5
外国語 高 MAINSTREAM English Logic and Expression Ⅰ 増進堂 論Ⅰ713 R3.3.5
外国語 高 FACTBOOK English Logic and Expression Ⅰ 桐原 論Ⅰ714 R3.3.5
外国語 高 ATLANTIS Logic and ExpressionⅠStandard チアーズ論Ⅰ715 R3.3.5
外国語 高 Harmony English Logic and Expression Ⅰ いいずな論Ⅰ716 R3.3.5
外国語 高 be English Logic and Expression Ⅰ Clear いいずな論Ⅰ717 R3.3.5
外国語 高 be English Logic and Expression Ⅰ Smart いいずな論Ⅰ718 R3.3.5
家庭 高 家庭基礎　自立・共生・創造 東書 家基 701 R3.3.5
家庭 高 未来へつなぐ　家庭基礎365 教図 家基 702 R3.3.5
家庭 高 家庭基礎　つながる暮らし　共に創る未来 教図 家基 703 R3.3.5
家庭 高 Survive!!　高等学校　家庭基礎 教図 家基 704 R3.3.5
家庭 高 家庭基礎　気づく力 築く未来 実教 家基 705 R3.3.5
家庭 高 Agenda家庭基礎 実教 家基 706 R3.3.5
家庭 高 図説家庭基礎 実教 家基 707 R3.3.5
家庭 高 家庭基礎　明日の生活を築く 開隆堂 家基 708 R3.3.5
家庭 高 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 大修館 家基 709 R3.3.5
家庭 高 高等学校　家庭基礎　持続可能な未来をつくる 第一 家基 710 R3.3.30
家庭 高 家庭総合　自立・共生・創造 東書 家総701 R3.3.5
家庭 高 未来へつなぐ　家庭総合365 教図 家総702 R3.3.5
家庭 高 家庭総合 実教 家総703 R3.3.5
家庭 高 家庭総合　明日の生活を築く 開隆堂 家総704 R3.3.5
家庭 高 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 大修館 家総705 R3.3.5
家庭 高 高等学校　家庭総合　持続可能な未来をつくる 第一 家総706 R3.3.30
情報 高 新編情報Ⅰ 東書 情Ⅰ701 R3.3.10
情報 高 情報Ⅰ　Step Forward! 東書 情Ⅰ702 R3.3.10
情報 高 高校情報Ⅰ　Python 実教 情Ⅰ703 R3.3.10
情報 高 高校情報Ⅰ　JavaScript 実教 情Ⅰ704 R3.3.10
情報 高 最新情報Ⅰ 実教 情Ⅰ705 R3.3.10
情報 高 図説情報Ⅰ 実教 情Ⅰ706 R3.3.10
情報 高 高等学校　情報Ⅰ 数研 情Ⅰ708 R3.3.10
情報 高 情報Ⅰ　Next 数研 情Ⅰ709 R3.3.10
情報 高 情報Ⅰ 日文 情Ⅰ710 R3.3.10
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情報 高 情報Ⅰ図解と実習－図解編 日文 情Ⅰ711 R3.3.10
情報 高 情報Ⅰ図解と実習－実習編 日文 情Ⅰ712 R3.3.10
情報 高 高等学校　情報Ⅰ 第一 情Ⅰ713 R3.3.30
理数 高 理数探究基礎 未来に向かって 啓林館 理数701 R2.11.30
理数 高 理数探究基礎 数研 理数702 R2.11.30
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