
教科 科目 発行者 教科書番号 使用学年

現代の国語 数研出版 現国７０９ 全1学年

言語文化 数研出版 言文７０８ 全1学年

現代文B 東京書籍 現B３２２ 全２，３学年

古典B 東京書籍 古B３３１ 全２，３学年

古典B 東京書籍 古B３３２ 全２，３学年

地理総合 帝国出版 地総７０３ １年普通科、文理進学科

地理総合 帝国出版 地図７０２ 1年普通科、文理進学科

歴史総合 山川出版 歴総７０８ 1年普通科、文理進学科

世界史A 帝国出版 世A ３１４
2年商業科、情報経理科、

3年普通科、理数進学科

世界史B

世界史演習
山川出版 世B３１０ ２，３年普通科、人文進学科

日本史B

日本史演習
山川出版 日B３０９ ２，３年普通科、文理進学科

地理B

地理演習
帝国出版 地B３０４ ２，３年普通科、文理進学科

地理B

地理演習
帝国出版 地図３１０ ２，３年普通科、文理進学科

地理A 第一学習社 地A３１０
3年普通科選択、3年商業科、

情報経理科

地理A 帝国出版 地図３１０
3年普通科、3年商業科、

情報経理科

倫理 東京書籍 倫理３１１ 2年普通科、3年人文進学科

政経 東京書籍 政経３１１ 3年普通科、人文進学科

公共 数研出版 公共７０８ 1年商業科、情報経理科

数学Ⅰ 数研出版 数Ⅰ７１３ 1年普通科、文理進学科

数学Ⅰ 数研出版 数Ⅰ７１６ 1年商業科、情報経理科

数学Ⅱ 数研出版 数Ⅱ３２８ 2，3年普通科、人文進学科

数学Ⅱ 数研出版 数Ⅱ３１９ 2，3年商業科、情報経理科

数学Ⅲ 数研出版 数Ⅲ３２３ 3年普通科

数学A 数研出版 数A７１３ 1年普通科

数学A 数研出版 数A３１９ 2年商業科、情報経理科

数学Ｂ 数研出版 数B３２６ 2，3年普通科、人文進学科

理数数学Ⅰ 数研出版 数Ⅰ７１２ 1年文理進学科

理数数学Ⅰ 数研出版 数A７１２ 1年文理進学科

理数数学Ⅰ 数研出版 数Ⅱ７０９ 1年文理進学科

進学数学Ⅱ 数研出版 数Ⅱ３２７ 2、３年理数進学科

進学数学Ⅱ 数研出版 数B３２５ 2、３年理数進学科

進学数学Ⅱ 数研出版 数Ⅲ３２２ ３年理数進学科

進学数学特論 数研出版 数Ⅲ３２２ 3年理数進学科

科人 数研出版 科人７０４ 1年普通科

科人 実教出版 科人７０２ 1年商業科、情報経理科

科人 実教出版 科人３０７ 2年商業科、情報経理科

物理基礎 数研出版 物基３１９ 2年普通科

物理・物理基礎 数研出版 物理３１５ ２、３年普通科

物理・物理基礎 数研出版 物理３１５ ２、３年普通科

化学基礎 数研出版 化基７１０ １年普通科

化学基礎 数研出版 化基３２０ ３年普通科、人文進学科

化学 数研出版 化学３１３ ２，３年普通科

生物基礎 東京書籍 生基３１２ ３年商業科、情報経理科

生物基礎 数研出版 生基３１６ ２年普通科、２, ３年人文進学科

生物 数研出版 生物３１０ ２、３年普通科

数学Ⅱ

改訂版　数学Ⅲ

数学

理科

改訂版　化学

改訂　新編生物基礎

改訂版　生物基礎

改訂版　生物

改訂版　総合物理Ⅱ　波・電気と磁気・原子

　　　　　　　　　　　　　福井県立敦賀高等学校

新編　化学基礎

改訂版　数学Ⅲ

改訂版　数学Ⅱ

科学と人間生活

科学と人間生活　新訂版

改訂版　新編　物理基礎

改訂版　総合物理Ⅰ　力と運動・熱

現代の歴史総合みる・読みとく・考える

明解　世界史A

詳説世界史　改訂版

改訂　新数学A

改訂版　新編　化学基礎

政治・経済

改訂版　数学B

詳説日本史　改訂版

新詳地理B

新詳高等地図

新詳高等地図

倫理

改訂版　高等学校　数学B

数学Ⅰ

数学A

公共

高等学校　数学Ⅰ

新　高校の数学Ⅰ

科学と人間生活

国語

地理歴史

公民

高等学校新版地理A世界に目を向け、地域を学ぶ

高等学校　数学A

書　　　名

高等学校　現代の国語

高等学校　言語文化

精選現代文B

精選古典B　古文編

改訂版　高等学校　数学Ⅱ

改訂　新数学Ⅱ

改訂版　高等学校　数学Ⅲ

精選古典B　漢文編

高等学校　新地理総合

新詳高等地図



理数物理 第一学習社 物基７０９ 1年文理進学科

物理基礎 数研出版 物基３１９ 2年理数進学科

進学物理 数研出版 物理３１４ 2、３年理数進学科

進学物理 数研出版 物理３１５ 2、３年理数進学科

進学化学 数研出版 化学３１３ 2、３年理数進学科

理数生物 数研出版 生基７０８ １年文理進学科

進学生物 数研出版 生基３１６ 2年人文進学科

進学生物 数研出版 生物３１０ ２、３年理数進学科

理数探究 数研出版 理数７０２ 1年文理進学科

保健体育 大修館書店 保体３０４ 全2年

保健体育 大修館書店 保体７０１ 全1年

音楽Ⅰ 友社 音Ⅰ７０４
1年普通科、文理進学科、3年商業科、情

報経理科

美術Ⅰ 光村図書 美Ⅰ７０２
1年普通科、文理進学科、3年商業科、情

報経理科

美術Ⅱ 日本文教出版美Ⅱ３０２ 3年普通科

書道Ⅰ 光村図書 書Ⅰ７０５
1年普通科、文理進学科、

3年商業科、情報経理科

英語コミュニケーショ

ンⅠ
東京書籍 CⅠ７０２ 1年商業科、情報経理科

総合英語 数研出版 CⅠ７１５ 1年文理進学科

総合英語 啓林館 コⅡ３３７ 2年文理進学科

英語コミュニケーショ

ンⅠ
いいずな書店CⅠ７２４ 1年普通科

論理・表現Ⅰ 啓林館 論Ⅰ７０９ 1年普通科

ディベートⅠ 啓林館 論Ⅰ７０９ 1年文理進学科

コミュニケーション英

語Ⅱ
啓林館 コⅡ３３７ 2年人文進学科、理数進学科

コミュニケーション英

語Ⅱ
教育出版 コⅡ３３４ 2、３年商業科、情報経理科

コミュニケーション英

語Ⅱ
増進堂 コⅡ３２１ 2年普通科

コミュニケーション英

語Ⅲ
増進堂 コ３１９ 3年普通科

英語理解 増進堂 コ３１９ 3年人文進学科、理数進学科

英語表現Ⅱ 大修館書店 英Ⅱ３２１ ２年普通科、3年普通科、文理進学科

英会話 文英堂 英会３０４ 2、３年商業科、情報経理科

英語表現Ⅰ 数研出版 英Ⅰ３３３ ３年商業科、情報経理科

異文化理解 大修館書店 英Ⅱ３２１ ２年文理進学科

家庭 家庭総合 東京書籍 家総３０７ ２年商業科、情報経理科

情報 情報Ⅰ 実教出版 情Ⅰ７０６ １年普通科、文理進学科

ビジネス基礎 実教出版 商業７０１ 1年商業科、情報経理科

簿記 実教出版 商業７０９ 1年商業科、情報経理科

情報処理 実教出版 商業７１５ 1、２年商業科、情報経理科

ビジネス実務 実教出版 商業３４５ 3年商業科

プログラミング 実教出版 商業３２４ 1年情報経理科

ビジネス経済 実教出版 商業３１６ 3年商業科、情報経理科

財務会計Ⅰ 実教出版 商業３４７ 2年商業科、情報経理科

財務会計Ⅱ 実教出版 商業３２９ ３年商業科、情報経理科

原価計算 実教出版 商業３５０ ２年商業科、情報経理科

ビジネス情報 実教出版 商業３５２ ２年情報経理科

電子商取引 実教出版 商業３５８ ３年商業科、情報経理科

観光マーケティング 実教出版 商業３３６ ２年商業科

総合実践 ３年商業科、情報経理科

ビジネス情報管理 実教出版 商業３３３ ３年情報経理科

Departure English Expression Ⅱ Revised

英語

理科

保健体育

芸術

高等学校　物理基礎

現代高等保健体育

ON！１

Vision Quest English Logic and Expression I Standard

Revised ELEMENT English Communication Ⅱ

NEW ONE WORLD Communication ⅡRevised Editon

Revised ELEMENT English Communication Ⅱ

NEW STREAM English Communication Ⅱ

美術１

高校美術２

書Ⅰ

ビジネス情報管理

ビジネス経済

新財務会計Ⅰ　新訂版

財務会計Ⅱ

原価計算　新訂版

ビジネス情報　新訂版

電子商取引　新訂版

マーケティング　新訂版

最新プログラミング

NEW STREAM English Communication Ⅲ Strategic

Reading Focus Standard

NEW STREAM English Communication Ⅲ Strategic

Reading Focus Standard

Departure English Expression Ⅱ Revised

My Passport English Conversation 

Revised BIG DIPPER Engilsh Experession Ⅰ

家庭総合　自立・共生・創造

図説情報Ⅰ

ビジネス基礎

新簿記

最新情報処理　Advanced Computing

ビジネス実務　新訂版

BLUE MARBLE English Communication Ⅰ

Power On English Communication Ⅰ

Vision Quest English Logic and Expression I Standard

New Rays English Communication Ⅰ

改訂版　新編　物理基礎

改訂版　総合物理１　力と運動・熱

改訂版　生物基礎

改訂版　生物

理数探究基礎

現代高等保健体育

商業

総合実践の手引改訂版

高等学校　生物基礎

改訂版　総合物理２　波・電気と磁気・原子

改訂版　化学


