
教科 科　目 副　読　本　名 著　者　名 発　行　所 対象学年・学科等

国語総合 プレミアムカラー国語便覧 足立直子・二宮美那子・本廣陽子・森田貴之 数研出版 全学科1年

国語総合 新明説総合古典文法 水野左千夫 尚文出版 全学科1年

国語総合 新明説総合古典文法ノート 水野左千夫 尚文出版 全学科1年

国語総合 新明説漢文 全国高等学校国語教育研究連合会 尚文出版 全学科1年

国語総合 新明説漢文ﾉｰﾄ 全国高等学校国語教育研究連合会 尚文出版 全学科1年

国語総合 古文単語３３０　三訂版 池田修二・宮下拓三 いいずな書店 全学科1年

国語総合 論理的に読む　論読現代文1 いいずな書店編集部 いいずな書店 Ｆ科１年

現代文Ｂ 論理的に読む　論読現代文2 浜島書店編集部 浜島書店 F科2年

現代文Ｂ 共通テスト対策現代文完答16 共通テスト対策編集部 尚文出版 Ｆ科3年

古典Ｂ 改訂版プログレス古典総演習・標準編 いいずな書店編集部 いいずな書店 Ｆ科2年

古典Ｂ 共通テスト対策古典完答24 共通テスト対策編集部 尚文出版 Ｆ科3年

現代文Ｂ・古典Ｂ 2021進研[センター試験]直前演習 国語 長村敦子 ラーンズ Ｆ科3年

現代文Ｂ・古典Ｂ 大学入試センター試験過去問レビュー国語 2021 河合出版編集部 河合出版 Ｆ科3年

国語総合・現代文Ｂ 新現代文単語 夏苅一裕・三浦武 いいずな書店 全学科１・2年

世界史A ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾜｲﾄﾞ最新世界史図表 第一学習社編集部 第一学習社 全学科1年

世界史A 改訂版世界史Aﾉｰﾄ 第一学習社編集部 第一学習社 全学科1年

日本史B 図説日本史通覧 黒田日出男 帝国書院
普通科2年

F科2年

日本史B 詳説日本史B整理ﾉｰﾄ授業用 授業用詳説日本史整理ノート編集部 山川出版
普通科2年

F科2年

日本史B 進研WIN　STEP日本史B 岩下洋子 ラーンズ
3年F科

文系探究

地理B 図説地理資料世界の諸地域NOW2019 帝国書院編集部 帝国書院 全学科2年

地理B 新詳地理Bﾉｰﾄ 帝国書院編集部 帝国書院
普通科2年

F科2年

地理B ｾﾝﾀｰ試験地理対応 ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ 整理と演習 帝国書院編集部 帝国書院
普通科3年

F科3年

現代社会 新版最新現代社会資料集2019 第一学習社編集部 第一学習社
普通科3年理型

F科2年

現代社会 改訂版現代社会ﾉｰﾄ 第一学習社編集部 第一学習社
普通科3年理型

F科2年

倫理 ﾃｵｰﾘｱ最新倫理資料集 第一学習社編集部 第一学習社
普通科3年

F科3年

倫理 改訂版倫理ﾉｰﾄ 第一学習社編集部 第一学習社
普通科3年

F科3年
倫理 ｾﾝﾀｰ試験対策問題集ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ倫理 第一学習社編集部 第一学習社 F科3年

政治・経済 最新図説　政経 浜島書店編集部 浜島書店
普通科3年

F科3年

政治・経済 改訂版政治・経済ﾉｰﾄ 第一学習社編集部 第一学習社
普通科3年

F科3年
政治・経済 ｾﾝﾀｰ試験対策問題集ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ政治･経済 第一学習社編集部 第一学習社 F科3年

数学Ⅰ・A Study-Upﾉｰﾄ　数学Ⅰ＋A 数研出版編集部　編 数研出版 普通科1年

数学Ⅱ Study-Upﾉｰﾄ　数学Ⅱ 数研出版編集部　編 数研出版
普通科2年

(文型)

数学Ⅱ・B ３TRIAL数学Ⅱ＋B(別冊解答付) 数研出版編集部　編 数研出版
普通科2年

（理型）

数学Ⅱ・B ４プロセスⅡ＋B(別冊解答付) 数研出版編集部　編 数研出版
F科2年

（文系探究）

数学Ⅱ・B ニューステージ数学演習Ⅰ・Ａ＋Ⅱ・B[受験編] 数研出版編集部 数研出版
F科2年

（文系探究）

数学B Study-Upﾉｰﾄ　数学B 数研出版編集部　編 数研出版
普通科3年

（文型）

数学Ⅲ 改訂版ベーシックスタイル数学演習Ⅲ 数研出版編集部　編 数研出版
普通科3年

（理型）

物理基礎 改訂　ネオパルノート物理基礎 第一学習社編集部 第一学習社
普通科2年
F科2年文系

物理 改訂　スタディノート物理 第一学習社編集部 第一学習社 普通科3年

化学基礎 改訂　プログレス化学基礎 第一学習社編集部 第一学習社 普通科1年

化学 ニューサポート　改訂　新編化学 卜部吉庸・東京書籍編集部 東京書籍株式会社・川畑慈範
普通科2年
普通科3年

化学基礎 ｾﾐﾅｰ化学基礎 第一学習社編集部 第一学習社 F科2年文系

化学 ｾﾐﾅｰ化学 第一学習社編集部 第一学習社 Ｆ科3年文系

生物基礎 三訂版　リードＬｉｇｈｔノート生物基礎 数研出版編集部 数研出版 普通科1年

生物基礎 ﾆｭｰｽﾃｰｼﾞ新生物図表 浜島書店編集部 浜島書店 普通科1年

生物 ﾆｭｰｽﾃｰｼﾞ新生物図表 浜島書店編集部 浜島書店
普通科2・3年
F科3年文系

生物 三訂版　ﾘｰﾄﾞＬｉｇｈｔﾉｰﾄ生物 数研出版編集部 数研出版
普通科2・3年
F科3年文系

地学基礎 ｾﾝｻｰ地学基礎（改訂版） 高校地学研究会・啓林館編集部 新興出版社啓林館
普通科2年
F科2年文系

地学基礎 フォトサイエンス　地学図録 数研出版編集部 数研出版株式会社 F科2年文系

地学 ｾﾝｻｰ地学 高校地学研究会・啓林館編集部 新興出版社啓林館 普通科2・3年
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教科 科　目 副　読　本　名 著　者　名 発　行　所 対象学年・学科等
保健
体育 保健体育 現代高等保健体育ノート 鈴木一行 大修館 1･2学年

コミⅠ Revised LANDMARK Ｉ 予習ノート 高校英語研究会・啓林館編集部 啓林館 普通科１年

コミⅠ データベース4500 5th Edition 荻野　治雄　監修 桐原書店 普通科１年

英語表現Ⅰ Revised Vision Quest I Standard 教科書準拠ワークブック 高校英語研究会・啓林館編集部 啓林館 普通科１年

コミⅡ Revised LANDMARK Ⅱ 予習ノート 高校英語研究会・啓林館編集部 啓林館 普通科２年

コミⅡ 総合英語Evergreen　English　Grammar　23 Lessons いいずな書店編集部 いいずな書店 普通科２年

コミⅡ 総合英語Evergreen　English　Grammar　23 Lessons  解答 いいずな書店編集部 いいずな書店 普通科２年

コミⅡ データベース4500 5th Edition 荻野　治雄　監修 桐原書店 普通科２年

コミⅢ データベース4500 5th Edition 荻野　治雄　監修 桐原書店 普通科３年

コミⅢ Revised LANDMARK Ⅲ 予習ノート 高校英語研究会・啓林館編集部 啓林館 普通科３年

家庭総合 家庭総合学習ノート 東京書籍編集部 東京書籍 ２年・普通科

家庭基礎 家庭基礎学習ノート 東京書籍編集部 東京書籍 １年・Ｆ科

理数数学Ⅰ ４プロセスⅠ＋A(別冊解答付) 数研出版編集部　編 数研出版 F科1年

理数数学Ⅰ ４プロセスⅡ＋B(別冊解答付) 数研出版編集部　編 数研出版 F科1年

理数数学Ⅱ ４プロセスⅡ＋B(別冊解答付) 数研出版編集部　編 数研出版 F科2年(理系探究)

理数数学Ⅱ ｼｽﾃﾑ数学入試必修問題集「練磨」数学Ⅲ(別冊解答付) 河合塾数学科講師/啓林館編集部 啓林館/河合塾 F科2・3年(理系探究)

物理基礎 改訂　ネオパルノート物理基礎 第一学習社編集部 第一学習社 F科2年(理系探究）

理数物理 ｾﾐﾅｰ物理基礎＋物理 第一学習社編集部 第一学習社
F科2・3年(理系探

究）
理数化学 ｾﾐﾅｰ化学基礎＋化学 第一学習社編集部 第一学習社 F科2年理系

理数化学 六訂版　スクエア最新図説化学 佐野博敏・花房昭静・山内薫・井上正之 第一学習社 F科2年(理系探究）

理数生物 三訂版　リードＬｉｇｈｔノート生物基礎 数研出版編集部 数研出版 F科1年

理数生物 三訂版　ﾘｰﾄﾞＬｉｇｈｔﾉｰﾄ生物 数研出版編集部 数研出版 F科1年

理数生物 ニューステージ新生物図表 浜島書店編集部 浜島書店
Ｆ科

1・3年
総合英語 データベース4500 5th Edition 荻野　治雄　監修 桐原書店 F科１年

総合英語 総合英語 Evergreen 川崎芳人　他 いいずな書店 F科１年

総合英語 Evergreen Grammar 27 Lessons 町田智之　大川努 いいずな書店 F科１年

総合英語 Evergreen Grammar 27 Lessons workbook 町田智之　大川努 いいずな書店 F科１年

総合英語 Perspective Ｉ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　　本文完成ノート 第一学習者編集部 第一学習者 F科１年

総合英語 Perspective Ⅱ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　本文完成ノート 第一学習者編集部 第一学習者 F科１年

総合英語 Listening Reading エル・アール① いいずな書店編集部 いいずな書店 F科１年

総合英語 Listening Laboratory Basic β 小川公代 数研出版 F科１年

総合英語 英文法・語法問題 NextStage 4th edition 瓜生　豊/篠田　重晃 桐原書店 F科２年

総合英語 Listening Laboratory Standard　α 小川公代 数研出版 F科２年

総合英語 Listening Laboratory Standard　β 小川公代 数研出版 F科２年

総合英語 Listening Laboratory Advanced 小川公代 数研出版 F科２年

総合英語 Listening Reading エル・アール② いいずな書店編集部 いいずな書店 F科２年

総合英語 Listening Reading エル・アール③ いいずな書店編集部 いいずな書店 F科２年

総合英語 Listening Reading エル・アール④ いいずな書店編集部 いいずな書店 F科２年

総合英語 Perspective Ⅱ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　本文完成ノート 第一学習者編集部 第一学習者 F科２年

総合英語 Perspective Ⅲ　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　本文完成ノート 第一学習者編集部 第一学習者 F科２年

総合英語 データベース4500 5th Edition 荻野　治雄　監修 桐原書店 Ｆ科２年

英語理解 新演習　英文法・語法問題950 篠田重晃/米山達郎 いいずな書店 F科３年

英語理解 新演習　英文法・語法問題950 スタディ・ポイント 篠田重晃/米山達郎 いいずな書店 F科３年

英語理解 Take Pleasure in Your English Reading Chart Institute 数研出版 F科３年

英語理解 STARTING LINEはじめての大学入学共通テスト英語リスニング いいずな書店編集部 いいずな書店 F科３年

英語理解 共通テスト対策直前演習英語リスニング 長村　敦子 Benesse F科３年

英語理解 Active Listening大学入学共通テスト対応リスニング 野村　和宏 第一学習社 F科３年

英語理解 STARTING LINEはじめての大学入学共通テスト英語筆記（リーディング） いいずな書店編集部 いいずな書店 F科３年

英語理解 2021年大学入学共通テスト（英語（筆記）対策オリジナル問題集Reading 80 鈴木希明 いいずな書店 F科３年

英語理解 共通テスト対策直前演習英語リーディング 長村　敦子 Benesse F科３年

英語理解 大学入学共通テスト突破演習リーディング編 関正生 三省堂 F科３年

英語理解 共通テスト40分プレノート 数研出版編集部 数研出版 F科３年

総合英語 データベース4500 5th Edition 荻野　治雄　監修 桐原書店 F科３年

国際文化 ﾃｵｰﾘｱ最新倫理資料集 第一学習社編集部 第一学習社 F科3年

国際文化 改訂版倫理ﾉｰﾄ 第一学習社編集部 第一学習社 F科3年

国際文化 ｾﾝﾀｰ試験対策問題集ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ倫理 第一学習社編集部 第一学習社 F科3年
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