
令和４年度 使用教科書 
 

教科 科目 教科書 記号番号 
発行

所 

使用

学年 

履修

形態 

継続

使用 

国語 現代の国語 新編 現代の国語 現国 707 大修館 1年 必修  

国語 国語総合 新編国語総合 国総 332 東書 2年 必修 ○ 

国語 国語表現 国語表現 改訂版 国表 307 大修館 2,3年 必修 ○ 

地歴 日本史Ａ 新日本史Ａ 新訂版 日Ａ 313 実教 2年 選択  

地歴 地理Ａ 基本地理Ａ 地Ａ 309 二宮 2年 選択  

地歴 地図 基本地図帳 改訂版 地図 312 二宮 2年 選択  

公民 公共 公共 公共 704 実教 1年 必修  

公民 現代社会 高等学校 新現代社会 現社 318 帝国 2年 必修  

数学 数学Ⅰ 高校数学Ⅰ 数Ⅰ 708 実教 1年 必修  

数学 数学Ⅰ 改訂版 新 高校の数学Ⅰ 数Ⅰ 331 数研 2年 必修 ○ 

数学 数学Ⅱ 改訂版 新 高校の数学Ⅱ 数Ⅱ 331 数研 2,3年 必修 ○ 

数学 数学Ａ 改訂版 新 高校の数学Ａ 数Ａ 331 数研 2年 選択  

数学 数学Ｂ 改訂版 新 高校の数学Ｂ 数Ｂ 329 数研 3年 選択  

理科 科学と人間生活 科学と人間生活 科人 704 数研 1年 必修  

理科 化学基礎 改訂 新編化学基礎 化基 314 東書 2年 必修  

理科 生物基礎 高等学校 改訂 新生物基礎 生基 319 第一 3年 必修  

保体 保健体育 現代高等保健体育 保体 701 大修館 1年 必修  

保体 保健体育 現代高等保健体育改訂版 保体 304 大修館 2,3年 必修 ○ 

芸術 音楽Ⅰ MOUSA１ 音Ⅰ 703 教芸 1年 選択  

芸術 美術Ⅰ 美術１ 美Ⅰ 701 光村 1年 選択  

芸術 書道Ⅰ 書道Ⅰ 書Ⅰ 701 東書 1年 選択  

英語 論理・表現Ⅰ BIG DIPPER English Logic and Expression  論Ⅰ 712 数研 1年 必修  

英語 コミュニケーション英語Ⅰ All Aboard! English Communication Ⅰ コⅠ 328 東書 2,3年 必修 ○ 

英語 英語表現Ⅰ SELECT English Expression Ⅰ New Edition 英Ⅰ 325 三省堂 3年 選択  

家庭 家庭総合 家庭総合 家総 703 実教 1年 必修  

家庭 生活デザイン 生活デザイン 生デ 301 実教 2年 必修 ○ 

農業 農業と環境 農業と環境  農業 701 実教 1年 必修  

農業 農 業 と 情 報 農業と情報 農業 702 実教 1年 必修  

農業 農業情報処理 農業情報処理 農業 303 実教 2年 選択 ○ 

農業 作物 作物 農業 318 実教 2,3年 必修 ○ 

農業 野菜 野菜 農業 311 実教 2,3年 必修 ○ 



農業 草花 草花 農業 304 実教 2,3年 必修 ○ 

農業 畜産 畜産 農業 319 実教 2,3年 必修 ○ 

農業 農業経営 農業経営 農業 313 実教 3年 必修  

農業 農業機械 農業機械 農業 320 実教 3年 選択  

農業 植物バイオテクノロジー 植物バイオテクノロジー 農業 306 実教 2,3年 必修 ○ 

農業 食品製造 食品製造 農業 305 実教 2,3年 必修 ○ 

農業 造園計画 造園計画 農業 310 海文堂 3年 必修  

農業 造園技術 造園技術 農業 323 電機大 2,3年 必修 ○ 

農業 造園技術 環境緑化材料 農業 324 電機大 2,3年 必修 ○ 

農業 生物活用 生物活用 農業 326 実教 3年 必修・

選択 

 

家庭（専門） 子どもの発達と保育 子どもの発達と保育 新訂版 家庭 311 実教 3年 選択  

家庭（専門） ファッション造形基礎 ファッション造形基礎 家庭 306 実教 3年 選択  

家庭（専門） フードデザイン フードデザイン 新訂版 家庭 313 実教 3年 必修  

福祉 社会福祉基礎 社会福祉基礎 福祉 301 実教 3年 必修  

福祉 介護福祉基礎 介護福祉基礎 福祉 302 実教 2年 必修  

福祉 生活支援技術 生活支援技術 福祉 303 実教 3年 選択  

福祉 こころとからだの理解 こころとからだの理解 福祉 304 実教 3年 選択  

 


