
平成２９年度　坂井高等学校　　使用教科書　一覧

教科名 発行者の略称 教科書の記号・番号 教科書名

国語総合 東書 国総　332 新編国語総合

現代文Ａ 三省堂 現Ａ　303 現代文Ａ

現代文Ｂ 大修館 現Ｂ　311 新編現代文Ｂ

世界史Ａ 東書 世Ａ　310 世界史Ａ

地理Ａ 帝国 地Ａ　308 高等学校　新地理Ａ

地図 帝国 地図　310 新詳高等地図

現代社会 実教 現社　315 最新現代社会　新訂版

数学Ⅰ 実教 数Ⅰ　321 新版数学Ⅰ　新訂版

数学Ⅱ 実教 数Ⅱ　305 新版数学Ⅱ

数学Ａ 実教 数Ａ　321 新版数学Ａ　新訂版

数学Ｂ 実教 数Ｂ　304 新版数学Ｂ

科学と人間生活 東書 科人　306 改訂　科学と人間生活

物理基礎 東書 物基　312 改訂　新編物理基礎

化学基礎 東書 化基　314 改訂　新編化学基礎

生物基礎 東書 生基　312 改訂　新編生物基礎

保健体育 大修館 保体　305 最新高等保健体育改訂版

音楽Ⅰ 教出 音Ⅰ　308 高校音楽Ⅰ改訂版　Music　View

美術Ⅰ 光村 美Ⅰ　304 美術１

書道Ⅰ 東書 書Ⅰ　305 書道Ⅰ

コミュニケーション英語Ⅰ 東書 コⅠ　328 All Aboard! English Communication Ⅰ

コミュニケーション英語Ⅱ 三省堂 コⅡ　308 VISTA English Communication Ⅱ

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

家庭基礎 実教 家基　316 新図説家庭基礎

生活デザイン 実教 生デ　301 生活デザイン

農業 実教 農業　303 農業情報処理

農業 実教 農業　304 草花

農業 実教 農業　305 食品製造



農業 実教 農業　311 野菜

農業 実教 農業　312 果樹

農業 実教 農業　318 作物

農業 実教 農業　320 農業機械

農業 実教 農業　325 農業と環境　新訂版

農業 農文協 農業　307 植物バイオテクノロジー

工業 実教 工業　301 工業技術基礎

工業 実教 工業　302 機械製図

工業 実教 工業　303 電気製図

工業 実教 工業　308 工業数理基礎

工業 実教 工業　313 生産システム技術

工業 実教 工業　315 機械工作１

工業 実教 工業　316 機械工作２

工業 実教 工業　318 新機械設計

工業 実教 工業　319 機械設計１

工業 実教 工業　320 機械設計２

工業 実教 工業　322 自動車工学１

工業 実教 工業　323 自動車工学２

工業 実教 工業　333 プログラミング技術

工業 実教 工業　345 原動機

工業 実教 工業　347 自動車整備

工業 実教 工業　354 電子技術

工業 実教 工業　356 電子回路

工業 実教 工業　360 ハードウェア技術

工業 実教 工業　361 ソフトウェア技術

工業 実教 工業　385 情報技術基礎　新訂版

工業 実教 工業　390 精選電気基礎　新訂版

工業 オーム 工業　311 情報技術基礎

工業 オーム 工業　327 電気基礎１



工業 オーム 工業　328 電気基礎２

工業 オーム 工業　349 電気機器

工業 オーム 工業　352 電力技術１

工業 オーム 工業　353 電力技術２

商業 実教 商業　315 商品開発

商業 実教 商業　316 ビジネス経済

商業 実教 商業　317 新財務会計Ⅰ

商業 実教 商業　320 原価計算

商業 実教 商業　327 経済活動と法

商業 実教 商業　336 マーケティング　新訂版

商業 実教 商業　338 新簿記　新訂版

商業 実教 商業　343 最新情報処理　新訂版

商業 東法 商業　314 ビジネス実務

商業 東法 商業　323 ビジネス情報

商業 東法 商業　335 ビジネス基礎　新訂版

家庭（専門） 教図 家庭　304 子どもの発達と保育　育つ　育てる　育ち合う

家庭（専門） 教図 家庭　310 服飾文化

家庭（専門） 実教 家庭　301 フードデザイン

家庭（専門） 実教 家庭　302 ファッションデザイン

家庭（専門） 実教 家庭　303 生活産業情報

家庭（専門） 実教 家庭　306 ファッション造形基礎


