
Ａコース Ｂコース
国語 国語総合 新編国語総合　改訂版 大修館書店 必修 必修

公民 現代社会 最新現代社会　新訂版 実教出版 必修 必修
数学 数学Ⅰ 改訂版　新　高校の数学Ⅰ 数研出版 必修 必修
理科 生物基礎 新編　生物基礎 啓林館 必修 必修

保健体育 保健体育 現代高等保健体育改訂版 大修館書店 必修 必修
美術Ⅰ 高校美術１ 日本文教出版 選択 選択
書道Ⅰ 書道Ⅰ 東京書籍 選択 選択

外国語 コミュニケーション英語基礎 JOYFUL English Communication Basic 三友社出版 必修 必修
情報 社会と情報 社会と情報 東京書籍 必修 必修

芸術

令和2年度　１年生使用教科書一覧

教科 科目名 教科書名 出版社
開講コース
／履修種別



Ａコース Ｂコース
国語総合 新編国語総合　改訂版 大修館書店 必修 必修

現代文Ｂ 新編現代文Ｂ　改訂版 大修館書店 必修 必修
古典Ａ 古典文学選　古典Ａ 教育出版 選択

世界史Ａ 東京書籍

地歴高等地図　-現代世界とその歴史的背景- 帝国書院
新選世界史Ｂ 東京書籍
地歴高等地図　-現代世界とその歴史的背景- 帝国書院

数学 数学Ａ 改訂版　新　高校の数学Ａ 数研出版 必修 必修
理科 地学基礎 改訂　地学基礎 東京書籍 必修 選択
保健体育 保健体育 現代高等保健体育改訂版 大修館書店 必修 必修

美術Ⅱ 高校美術２ 日本文教出版 選択
書道Ⅱ 書道Ⅱ 東京書籍 選択
コミュニケーション英語Ⅰ Revised ENGLISH NOW English Communication Ⅰ 開隆堂出版 必修 必修
CALL演習 独自教材 選択 選択

家庭 家庭総合 家庭総合　自立・共生・創造 東京書籍 必修 必修
情報処理 情報処理　新訂版 東京法令出版 選択 必修
簿記 簿記　新訂版 東京法令出版 必修

ビジネス経済 ビジネス経済 実教出版 選択 選択

芸術

商業

外国語

国語

地理歴史

世界史Ａ 必修

世界史Ｂ 必修
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Ａコース Ｂコース
現代文Ｂ 新編現代文Ｂ　改訂版 大修館書店 必修 必修

国語表現 国語表現 京都書房 選択 選択
日本史Ａ 高校日本史Ａ　新訂版 実教出版 選択

高等学校　新地理Ａ 帝国書院

標準高等地図-地図でよむ現代社会- 帝国書院
日本史Ｂ 日本史Ｂ　新訂版 実教出版 選択

新詳地理Ｂ 帝国書院
標準高等地図-地図でよむ現代社会- 帝国書院

倫理 高校倫理　新訂版 実教出版 選択 選択
政治・経済 最新政治・経済　新訂版 実教出版 選択 選択
数学Ｂ 改訂版　新　高校の数学Ｂ 数研出版 必修

解析の基礎 改訂版　新　高校の数学Ⅱ 数研出版 選択 選択
地学基礎 改訂　地学基礎 東京書籍 必修 選択
物理基礎 新編　物理基礎 啓林館 選択

保健体育 体育 現代高等保健体育改訂版 大修館書店 必修 必修
工芸Ⅰ 工芸Ⅰ 日本文教出版 選択 選択
美術演習 高校美術３ 日本文教出版 選択

コミュニケーション英語Ⅰ Revised ENGLISH NOW English Communication Ⅰ 開隆堂出版 必修
コミュニケーション英語Ⅱ Revised ENGLISH NOW English Communication Ⅱ 開隆堂出版 必修
英語演習 Vision Quest English Expression Ⅰ Core 啓林館 選択

家庭総合 家庭総合　自立・共生・創造 東京書籍 必修 必修
フードデザイン フードデザインcooking&arrangement 教育図書 選択 選択

情報 情報デザイン 情報デザイン 実教出版 選択

経済活動と法　　　　　　 経済活動と法　新訂版 東京法令出版 選択 必修
簿記 簿記　新訂版 東京法令出版 必修
情報処理 情報処理　新訂版 東京法令出版 必修

ビジネス経済 ビジネス経済 実教出版 選択

商業

公民

数学

理科

芸術

外国語

家庭

国語

地理歴史

地理Ａ 選択

地理Ｂ 選択
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