
令和５年度使用採択教科書一覧

教科 科　目 発行者 教科書番号 書名 使用学年

現代の国語 筑摩書房 現国　712 現代の国語 １年

言語文化 明治書院 言文　711 精選　言語文化 １年

論理国語 筑摩書房 論国　710 論理国語 ２年

文学国語 東京書籍 文国　701 文学国語 ２年

古典探究 明治書院 古探　713 精選　古典探究　古文編 ２年

古典探究 明治書院 古探　714 精選　古典探究　漢文編 ２年

現代文Ｂ 筑摩書房 現Ｂ　337 精選現代文B　改訂版 ３年

古典Ｂ 数研出版 古Ｂ　343 改訂版　古典Ｂ　古文編 ３年

古典Ｂ 数研出版 古Ｂ　344 改訂版　古典Ｂ　漢文編 ３年

歴史総合 東京書籍 歴総　702 詳解歴史総合 １年

地理総合 帝国書院 地総　703 高等学校　新地理総合 １年

地図 帝国書院 地図　702 新詳高等地図 １・２年

地理探究 帝国書院 地探　702 新詳地理探究 ２年

日本史探究 山川出版 日探　705 詳説日本史 ２年

世界史探究 東京書籍 世探　701 世界史探究 ２年

世界史Ａ 東京書籍 世Ａ　310 世界史Ａ ３年

世界史Ｂ 東京書籍 世Ｂ　308 世界史Ｂ ３年

日本史Ａ 山川出版 日Ａ　314 現代の日本史　改訂版 ３年

日本史Ｂ 山川出版 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版 ３年

日本史Ｂ 山川出版 日Ｂ　314 高校日本史　改訂版 ３年

地理Ａ 帝国書院 地Ａ　308 高等学校　新地理Ａ ３年

地理Ｂ 帝国書院 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ ３年

地図 帝国書院 地図　310 新詳高等地図 ３年

公共 数研出版 公共　713 新版　公共 ２年

倫理 清水書院 倫理　308 高等学校　新倫理　新訂版 ３年

政治・経済 東京書籍 政経　311 政治・経済 ３年

数学Ⅰ 啓林館 数Ⅰ　709 数学Ⅰ １年

数学Ⅱ 啓林館 数Ⅱ　706 数学Ⅱ １年

数学Ⅲ 啓林館 数Ⅲ　705 数学Ⅲ ２年

数学Ａ 啓林館 数Ａ　709 数学Ａ １年

数学Ｂ 啓林館 数Ｂ　707 数学B ２年

数学C 啓林館 数Ｃ　705 数学C ２年

数学Ⅱ 数研出版 数Ⅱ　327 改訂版　数学Ⅱ ３年

数学Ⅲ 数研出版 数Ⅲ　322 改訂版　数学Ⅲ ３年

物理基礎 数研出版 物基　708 新編　物理基礎 １年

物理基礎 数研出版 物基　318 改訂版　物理基礎 ３年

物理 数研出版 物理　706 物理 ２年

物理 数研出版 物理　313 改訂版　物理 ３年

化学基礎 東京書籍 化基　701 化学基礎 ２年

化学基礎 啓林館 化基　707 ｉ版 　化学基礎 ２年

化学基礎 実教出版 化基　316 新版化学基礎　新訂版 ３年

化学 東京書籍 化学　701 化学　Vol.1　理論編 ２年

化学 東京書籍 化学　702 化学　Vol.2　物質編 ２年

化学 数研出版 化学　313 改訂版　化学 ３年

生物基礎 東京書籍 生基　701 生物基礎 １年

生物基礎 数研出版 生基　316 改訂版　生物基礎 ３年

生物 東京書籍 生物　701 生物 ２年

生物 数研出版 生物　310 改訂版　生物 ３年

地学基礎 数研出版 地基　704 高等学校　地学基礎 ２年

地学基礎 啓林館 地基　308 地学基礎　改訂版 ３年

体育 保健体育 大修館書店 保体　701 現代高等保健体育 １・２年

音楽Ⅰ 音楽之友社 音Ⅰ　704 ON!１ １年

音楽Ⅱ 教育芸術社 音Ⅱ　310 MOUSA２ ３年

美術Ⅰ 日本文教出版 美Ⅰ　702 高校生の美術１ １年

美術Ⅱ 日本文教出版 美Ⅱ　304 高校生の美術２ ３年

書道Ⅰ 東京書籍 書Ⅰ　701 書道Ⅰ １年

書道Ⅱ 光村図書 書Ⅱ　308 書Ⅱ ３年
英語コミュニケーションⅠ 数研出版 CⅠ　715 BLUE MARBLE English Communication Ⅰ １年
英語コミュニケーションⅡ 数研出版 ＣⅡ　715 BLUE MARBLE English Communication　Ⅱ ２年
コミュニケーション英語Ⅲ 啓林館 コⅢ　334 Revised ELEMENT English Communication Ⅲ ３年

論理・表現Ⅰ 数研出版 論Ⅰ　710 EARTHRISE English logic and Expression Ⅰ Advanced １年

論理・表現Ⅱ 数研出版 論Ⅱ　710 EARTHRISE English Logic and Expression Ⅱ Advanced２年

家庭 家庭基礎 開隆堂 家基　708 家庭基礎　明日の生活を築く １年
家庭 家庭（専門） 実教出版 家庭　313 フードデザイン　新訂版 ３年
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