
令和４年度　　使用教材一覧 （価格改訂版）

予定
記号 番号 価格 有 無

国語 新　現代の国語 現国 705 三省堂 599

新　言語文化 言文 704 三省堂 747

高等学校　精選現代の国語 現国 714 第一 599

高等学校　精選言語文化 言文 714 第一 747

国語表現 改訂版 国表 307 大修館 409 ○

現代文Ａ　 現Ａ 303 三省堂 767 ○

高等学校　改訂版　新編現代文Ａ 現Ａ 307 第一 767 ○

精選現代文Ｂ　新訂版 現Ｂ 331 大修館 885 ○

古典Ａ 古Ａ 306 三省堂　 660 ○

高等学校　改訂版　標準古典Ａ　物語選 古Ａ 314 第一 660 ○

精選古典Ｂ　改訂版 古Ｂ 335 三省堂 926 ○

地歴 高等学校　新地理総合 地総 704 帝国 715

標準高等地図 地図 703 帝国 1,495

歴史総合 歴総 704 実教 736

公共 公共 公共 704 実教 690

高等学校　改訂版　世界史A 世A 317 第一 695 ○

詳説世界史　改訂版 世Ｂ 310 山川 865 ○

詳説日本史　改訂版 日B 309 山川 848 ○

高等地図帳　改訂版　 地図 314 二宮 1,386 ○

新編　詳解地理B改訂版 地B 305 二宮 803 ○

公民 高校倫理　新訂版 倫理 312 実教 475 ○

高等学校　改訂版　政治・経済 政経 309 第一 475 ○

数学 高校数学Ⅰ 数Ⅰ 708 実教 789 ○

新編　数学Ⅰ 数Ⅰ 714 数研 789 ○

新編　数学Ａ 数A 714 数研 625 ○

改訂版　新編　数学Ⅱ 数Ⅱ 329 数研 792 ○

改訂版　新編　数学Ⅱ 数Ⅱ 329 数研 792 ○

高校数学Ⅱ　新訂版 数Ⅱ 323 実教 792 ○

改訂版　新編　数学B 数B 327 数研 767 ○

改訂版　新編　数学B 数B 327 数研 767 ○

改訂版　新編　数学Ⅲ 数Ⅲ 324 数研 813 ○

理科 高等学校　科学と人間生活 科人 705 第一 744 ○

高等学校　新物理基礎 物基 710 第一 839 ○

物理基礎 物基 701 東書 839 ○

高等学校　改訂　物理 物理 316 第一 1,120 ○

高等学校　新化学基礎 化基 712 第一 842 ○

新版化学　新訂版 化学 311 実教 1,120 ○

高等学校　新生物基礎 生基 711 第一 954 ○

高等学校　生物基礎 生基 708 数研 954 ○

高等学校　改訂　生物 生物 311 第一 1,273 ○

高等学校　地学基礎 地基 705 第一 951 ○

地学　 地学 302 数研 1,289 ○

保健体育 新高等保健体育 保体 702 大修館 705 ○

芸術 ＭＯＵＳＡ１ 音Ⅰ 703 教芸 500 ○

ＭＯＵＳＡ２ 音Ⅱ 310 教芸 323 ○

Joy of Music 音Ⅲ 305 教芸 323 ○

高校生の美術１ 美Ⅰ 702 日文 1,215 ○

高校生の美術２ 美Ⅱ 304 日文 854 ○

高校生の美術３ 美Ⅲ 304 日文 634 ○

工芸Ⅰ 工Ⅰ 701 日文 830 ○

工芸Ⅱ 工Ⅱ 301 日文 711 ○

伝統工芸ってなに？ 芸艸堂 1,760 ○

書Ⅰ 書Ⅰ 701 教図 531 ○

書Ⅱ 書Ⅱ 306 教図 419 ○

歴史総合

音楽Ⅰ

音楽Ⅱ

音楽Ⅲ

工芸Ⅲ

書道Ⅱ

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

言語文化　標準

地理総合

地理総合

現代の国語　標準

書道Ⅰ

工芸Ⅰ

数学Ⅲ　発展・応用

物理基礎　標準

物理　発展

生物基礎　基礎

生物基礎　標準

生物　発展

地学基礎　基礎・標準

地学　発展

準教科書

物理基礎　基礎

地理Ｂ　標準・発展

数学Ｂ　標準

科学と人間生活

工芸Ⅱ

保健

美術Ⅰ

美術Ⅱ

美術Ⅲ

数学Ⅱ　発展

数学Ｂ　発展

数学Ⅱ　基礎

化学基礎　基礎・標準

化学　発展

地理Ｂ　標準・発展

現代文Ａ　基礎ｃｄ

現代文Ｂ　標準・発展

古典Ａ　基礎ab

日本史Ｂ　標準･発展

古典Ａ　基礎ｃｄ

古典Ｂ　標準・発展・応用

世界史Ａ　

数学Ⅰ　基礎

数学Ⅰ　標準

教科 講座名 教科書名
教科書

発行者

新規

世界史Ｂ　標準・発展

政治・経済　標準・応用

数学Ⅱ　標準

変更

現代の国語　基礎

言語文化　基礎

国語表現　基礎・発展・応用

数学Ａ　標準

受講登録（予定）する講座を「時間割マスタ」と「令和４年度開設講座内容」でよく確認し、講座に対応する必要な教科書（準教科書）および副教
材を全て購入します。特に教科書（準教科書）は、受講登録時に「要」（購入する）または「不要」（購入しない）を確認しますので、すでに自分で
持っていて「不要」なものがあれば、事前にチェックしておきましょう。

ただし、同じ教材名でも発行年によって内容が一部異なっていることがあります。また、価格は「参考価格」です。教材購入時には変わることがあ
りますので注意してください。

副教材については、受講登録時に、副教材一覧表を配布します。各自購入すべき副教材をすべて事前にマークして、購入してください。

現代文Ａ　基礎ａｂ

倫理　標準・応用



予定
記号 番号 価格 有 無

外国語 Amity English Communication Ⅰ ＣⅠ 704 開隆堂 680

BIG DIPPER English Communication I ＣⅠ 716 数研 680

BLUE MARBLE English Communication I ＣⅠ 715 数研 680

APPLAUSE　ENGLISH　LOGIC　AND　EXPRESSION Ⅰ 論Ⅰ 703 開隆堂 628

Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ コⅡ 326 東書 670 ○

Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅡ コⅡ 341 数研 670 ○

Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＥＬＥＭＥＮＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅡ コⅡ 337 啓林館 670 ○

Ｒｅｖｉｓｅｄ ＥＬＥＭＥＮＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ⅲ コⅢ 334 啓林館 644 ○

DUALSCPE English Expression Ⅱ 英Ⅱ 325 数研 639 ○

My First Passport1:2nd Edition
ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ
大学出版局

2,310

My First Passport2:2nd Edition
ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ
大学出版局

2,310

My First Passport2:2nd Edition
ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ
大学出版局

2,310

新版　中国語１０課 白水社 2,200 ○

１冊目の中国語講読クラス 白水社 2,530 ○

中国語の広場 中国書店 2,420 ○

ミニマム韓国語 国書刊行会 2,310 ○

家庭 家庭基礎　自立・共生・創造 家基 701 東書 588 ○

高等学校　家庭総合　持続可能な未来をつくる 家総 706 第一 795 ○

楽しく学べるマナーの基礎 教図 605 ○

情報 高等学校　情報Ⅰ 情Ⅰ 713 第一 1,027

工業 精選工業情報数理 工業 719 実教 1,526

プログラミング技術 工業 333 実教 1,672 ○

電子情報技術 実教 911

ハードウェア技術 工業 360 実教 1,795 ○

ソフトウェア技術 工業 361 実教 1,228 ○

コンピュータシステム技術 工業 375 実教 1,146 ○

デザイン実践 工業 735 実教 565

Solid Worksによる３次元ＣＡＤ　第２版 実教 2,310 ○

商業 ビジネス基礎 商業 703 ＴＡＣ 935

マーケティング　新訂版 商業 336 実教 721 ○

商品開発 商業 315 実教 957 ○

広告と販売促進 商業 325 実教 680 ○

経済活動と法　新訂版 商業 355 東京法令 1,120 ○

簿記 商業 713 ＴＡＣ 1,371 ○

新財務会計Ⅰ　新訂版 商業 347 実教 911 ○

財務会計Ⅱ 商業 329 実教 777 ○

原価計算　新訂版 商業 350 実教 727 ○

管理会計 商業 330 実教 880 ○

最新情報処理　Advanced Computing　 商業 715 実教 970 ○

電子商取引　新訂版 商業 359 東京法令 1,627 ○

ビジネス情報管理 商業 333 実教 997 ○

最新プログラミング 商業 324 実教 1,125 ○

新秘書特講 早稲田教育出版 1,430 ○

家庭 子どもの発達と保育　新訂版 家庭 311 実教 465 ○

フードデザイン　cooking&arrangement 家庭 312 教図 629 ○

異文化理解おもしろクイズ 開拓社 943

Watching World 浜島書店 550

Watching NEWS 浜島書店 530

Across the Globe: Basics for Active Reading 数研出版 649

新規

変更

英語コミュニケーションⅠ　標準

英語コミュニケーションⅠ　発展

新規

新規

新規

ｴｯｾｲﾗｲﾃｨﾝｸﾞ　応用 準教科書

フードデザイン　標準・発展

ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄ・ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝⅠ　発展 準教科書

新規

管理会計

情報処理

ビジネス情報管理

準教科書

論理・表現Ⅰ

デザイン実践

財務会計Ⅰ

原価計算

経済活動と法

ｴｯｾｲﾗｲﾃｨﾝｸﾞ　発展

準教科書

コンピュータシステム技術

準教科書

ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄ・ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝⅠ　応用

ＣＡＤ演習 準教科書

子どもの発達と保育

財務会計Ⅱ

秘書実務

広告と販売促進

ビジネス基礎

簿記

家庭基礎　基礎

家庭総合　標準

生活教養　標準

情報Ⅰ

工業情報数理

ハングル　基礎 準教科書

中国語　発展ａ 準教科書

準教科書中国語　発展ｂ

教科 講座名 教科書名

コミュニケーション英語Ⅱ　標準

英語コミュニケーションⅠ　基礎

コミュニケーション英語Ⅱ　基礎

スピーキング実践　基礎

コミュニケーション英語Ⅲ　発展

準教科書

スピーキング実践　発展

教科書

中国語　基礎

英語表現Ⅱ　発展・応用

コミュニケーション英語Ⅱ　発展

発行者

英語

スピーキング実践　標準

新規

新規

ハードウェア技術　標準

新規

新規

プログラミング

商品開発

プログラミング技術

ハードウェア技術　発展・応用

ソフトウェア技術

新規

新規

準教科書

準教科書

準教科書

新規

新規

新規

準教科書

準教科書 新規

新規

電子商取引

マーケティング


