
教 科 科目
発行者
番号 略称

教科書
記号 番号 書  　　　　　　　  名

国語 国語総合 2 東書 国総 ３３３ 精選国語総合

国語表現 50 大修館 国表 ３０７ 国語表現　改訂版

現代文Ｂ 2 東書 現Ｂ ３２１ 新編現代文Ｂ

現代文Ｂ 2 東書 現Ｂ ３２２ 精選現代文Ｂ

古典Ｂ 2 東書 古Ｂ ３２９ 新編古典B

古典Ｂ 2 東書 古Ｂ ３３０ 精選古典B　新版

地理歴史 世界史Ａ 2 東書 世Ａ ３１０ 世界史Ａ

世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ ３１０ 詳説世界史　改訂版

日本史Ａ 2 東書 日Ａ ３０８ 日本史A　現代からの歴史

日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ ３０９ 詳説日本史　改訂版

地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ ３０４ 新詳地理Ｂ

地図 46 帝国 地図 ３１０ 新詳高等地図

公民 現代社会 2 東書 現社 ３１３ 現代社会

倫理 7 実教 倫理 ３１２ 高校倫理　新訂版

政治・経済 2 東書 政経 ３１１ 政治・経済

数学 数学Ⅰ 2 東書 数Ⅰ ３１８ 数学Ⅰ　Ｓｔａｎｄａｒｄ

数学Ⅱ 2 東書 数Ⅱ ３１７ 数学Ⅱ　Ａｄｖａｎｃｅｄ

数学Ⅱ 2 東書 数Ⅱ ３１８ 数学Ⅱ　Ｓｔａｎｄａｒｄ

数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ ３０９ 高等学校　数学Ⅲ

数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ ３１１ 最新　数学Ⅲ

数学Ａ 2 東書 数Ａ ３１８ 数学Ａ　Sandard

数学Ｂ 2 東書 数Ｂ ３１６ 数学Ｂ　Ａｄｖａｎｃｅｄ

数学Ｂ 2 東書 数Ｂ ３１７ 数学Ｂ　Sandard

理科 物理基礎 104 数研 物基 ３１９ 改訂版　新編　物理基礎

物理 61 啓林館 物理 ３１０ 物理　改訂版

化学基礎 104 数研 化基 ３２０ 改訂版　新編　化学基礎

化学 104 数研 化学 ３１３ 改訂版　化学

生物基礎 104 数研 生基 ３１６ 改訂版　生物基礎

生物 104 数研 生物 ３１０ 改訂版　生物

保健体育 保健体育 50 大修館 保体 ３０４ 現代高等保健体育改訂版

芸術 音楽Ⅰ 17 教出 音Ⅰ ３０８ 高校音楽Ⅰ改訂版　Ｍｕｓｉｃ　Ｖｉｅｗ

音楽Ⅱ 17 教出 音Ⅱ ３０８ 高校音楽Ⅱ改訂版　Ｍｕｓｉｃ　Ｖｉｅｗ

芸術 美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ ３０５ 高校生の美術１

美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ ３０２ 高校美術２

書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ ３０８ 書Ⅰ

書道Ⅱ 17 教出 書Ⅱ ３０７ 新編　書道Ⅱ

英語 コミュニケーション英語Ⅰ 15 三省堂 コⅠ ３３４ ＭＹ　ＷＡＹ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

コミュニケーション英語Ⅱ 15 三省堂 コⅡ ３３２ ＭＹ　ＷＡＹ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅡ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

コミュニケーション英語Ⅲ 15 三省堂 コⅢ ３０６ ＭＹ　ＷＡＹ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

コミュニケーション英語Ⅲ 104 数研 コⅢ ３１４ POLESTAR　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

英語表現Ⅰ 104 数研 英Ⅰ ３３３ Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

英語表現Ⅱ 104 数研 英Ⅱ ３２６ Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ

家庭 家庭基礎 2 東書 家基 ３１１ 家庭基礎　自立・共生・創造

情報 社会と情報 2 東書 社情 ３１０ 社会と情報

情報の科学 2 東書 情科 ３０６ 情報の科学

家庭 家庭 6 教図 家庭 ３１２ フードデザイン　ｃｏｏｋｉｎｇ＆ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ

２０１8年度使用福井県立勝山高等学校　採択教科用図書一覧表


