
番号 略称

国語総合 050 大修館 国総344 国語総合　改訂版　現代文編 共通

国語総合 050 大修館 国総345 国語総合　改訂版　古典編 共通

世界史A 081 山川 世A315 現代の世界史　改訂版 共通

現代社会 104 数研 現社319 改訂版　現代社会 共通

数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ327 改訂版　数学Ⅰ 共通

数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ309 数学Ⅱ 共通

数学A 104 数研 数A327 改訂版　数学A 共通

数学B 104 数研 数B309 数学B 共通

化学基礎 104 数研 化基319 改訂版　化学基礎 共通

地学基礎 104 数研 地基308 地学基礎　改訂版 共通

保健体育 050 大修館 保体305 最新高等保健体育　改訂版 共通

音楽Ⅰ 027 教芸 音Ⅰ309 高校生の音楽１ 共通

美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ302 高校美術１ 共通

書道Ⅰ 002 東書 書Ⅰ305 書道Ⅰ 共通

コミュケーション英語Ⅰ 050 増進堂 コⅠ349 FLEX English Communication Ⅰ 共通

コミュケーション英語Ⅱ 050 大修館 コⅡ312 Genius English Communication Ⅱ 共通

英語表現Ⅰ 050 大修館 英Ⅰ327 Departure English Expression Ⅰ Revised 共通

家庭基礎 002 東書 家基301 家庭基礎　自立・共生・創造 共通

情報の科学 116 日文 情科310 新・情報の科学 共通

番号 略称

現代文B 050 大修館 現B310 精選現代文B 共通

古典B 050 大修館 古B312 精選古典B 共通

世界史B 081 山川 世B310 詳説世界史　改訂版 人間探究

日本史B 081 山川 日B309 詳説日本史　改訂版 共通

地理B 002 東書 地B303 地理B 共通

地図 002 東書 地図301 新高等地図 共通

※数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ309 数学Ⅱ 共通

数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ308 数学Ⅲ 自然探究

※数学B 104 数研 数B309 数学B 共通

物理基礎 061 啓林館 物基315 物理基礎　改訂版 自然探究

物理 061 啓林館 物理303 物理 自然探究

化学 104 数研 化学306 化学 自然探究

生物基礎 183 第一 生基318 高等学校　改訂　生物基礎 共通

生物 183 第一 生物304 高等学校　生物 自然探究

保健体育 050 大修館 保体302 最新高等保健体育 共通

※コミュケーション英語Ⅱ 050 大修館 コⅡ312 Genius English Communication Ⅱ 共通

※　経年継続使用の教科書

使用区分
（コース）

使用区分
（コース）

青翔開智高等学校　平成２９年度　使用教科書一覧

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号 教科書名

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号 教科書名

【第１学年】

【第２学年】



番号 略称
※現代文B 050 大修館 現B310 精選現代文B 共通

※古典B 050 大修館 古B312 精選古典B 共通

※世界史B 081 山川 世B304 詳説世界史 人間探究

※日本史B 081 山川 日B301 詳説日本史 人間探究

※地理B 002 東書 地B303 地理B 人間探究

※地図 002 東書 地図301 新高等地図 人間探究

※数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ308 数学Ⅲ 自然探究

※物理 061 啓林館 物理303 物理 自然探究

※生物 104 数研 生物303 生物 自然探究

使用区分
（コース）

※　経年継続使用の教科書

【第３学年】

教科書種目
発行者 教科書の

記号・番号 教科書名


