
別表２

学年 種目 出版社名 教科書名

1 東京書籍 国語総合　現代文編

2 東京書籍 国語総合　古典編

3 世界史Ａ 山川出版社 現代の世界史　改訂版

4 数学Ⅰ 数研出版 改訂版　高等学校　数学Ⅰ

5 数学Ａ 数研出版 改訂版　高等学校　数学A

6 化学基礎 数研出版 改訂版　化学基礎

7 生物基礎 数研出版 改訂版　生物基礎

8 保健 大修館書店 現代高等保健体育改訂版

9 音楽Ⅰ 教育芸術社 MOUSA1

10 美術Ⅰ 日本文教出版 高校生の美術1

11 書道Ⅰ 光村図書 書Ⅰ

12 コミュニケーション英語Ⅰ 三省堂 CROWN English CommunicationⅠNew Edition

13 英語表現Ⅰ 啓林館 Revised Vision Quest English Expression ⅠStandard

14 家庭基礎 東京書籍 家庭基礎　自立・共生・創造

15 社会と情報 数研出版 改訂版　高等学校　社会と情報

16 現代文Ｂ 桐原書店 新　探求現代文B

17 桐原書店 新　探求古典B　古文編

18 桐原書店 新　探求古典B　漢文編

19 世界史Ｂ 山川出版社 詳説世界史　改訂版

20 日本史Ａ 山川出版社 現代の日本史　改訂版

21 日本史Ｂ 山川出版社 詳説日本史　改訂版

22 帝国書院 新詳地理Ｂ

23 帝国書院 新詳高等地図

24 政治・経済 実教出版 高校政治・経済　新訂版

25 数学Ⅱ 数研出版 改訂版　高等学校　数学Ⅱ

26 数学Ｂ 数研出版 改訂版　高等学校　数学B

27 地学基礎 啓林館 地学基礎 改訂版

28 コミュニケーション英語Ⅱ 啓林館 Revised LANDMARK English CommunicationⅡ

29 英語表現Ⅱ 啓林館  Vision Quest English Expression ⅡHope

30 倫理 実教出版 高校倫理　新訂版

31 コミュニケーション英語Ⅲ 啓林館  Revised ELEMENT English Communication Ⅲ

32 英語会話 啓林館  SailingEnglish Conversation
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別表２

学年 種目 出版社名 教科書名

1 東京書籍 国語総合　現代文編

2 東京書籍 国語総合　古典編

3 世界史Ａ 山川出版社 現代の世界史　改訂版

4 数学Ⅰ 数研出版 改訂版　高等学校　数学Ⅰ

5 数学Ａ 数研出版 改訂版　高等学校　数学A

6 化学基礎 数研出版 改訂版　化学基礎

7 生物基礎 数研出版 改訂版　生物基礎

8 保健 大修館書店 現代高等保健体育改訂版

9 音楽Ⅰ 教育芸術社 MOUSA1

10 美術Ⅰ 日本文教出版 高校生の美術1

11 書道Ⅰ 光村図書 書Ⅰ

12 コミュニケーション英語Ⅰ 三省堂 CROWN English CommunicationⅠNew Edition

13 英語表現Ⅰ 啓林館 Revised Vision Quest English Expression ⅠStandard

14 家庭基礎 東京書籍 家庭基礎　自立・共生・創造

15 社会と情報 数研出版 改訂版　高等学校　社会と情報

16 現代文Ｂ 桐原書店 新　探求現代文B

17 桐原書店 新　探求古典B　古文編

18 桐原書店 新　探求古典B　漢文編

19 帝国書院 新詳地理Ｂ

20 帝国書院 新詳高等地図

21 現代社会 実教出版 高校現代社会　新訂版

22 数学Ⅱ 数研出版 改訂版　高等学校　数学Ⅱ

23 数学Ｂ 数研出版 改訂版　高等学校　数学B

24 物理基礎 実教出版 高校物理基礎　新訂版

25 物理 数研出版 改訂版　物理

26 化学 数研出版 改訂版　化学

27 生物 数研出版 改訂版　生物

28 コミュニケーション英語Ⅱ 啓林館 Revised LANDMARK English CommunicationⅡ

29 英語表現Ⅱ 啓林館  Vision Quest English Expression ⅡHope

30 数学Ⅲ 数研出版 改訂版　新編　数学Ⅲ

31 コミュニケーション英語Ⅲ 啓林館  Revised ELEMENT English Communication Ⅲ
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別表２

学年 種目 出版社名 教科書名

1 東京書籍 国語総合　現代文編

2 東京書籍 国語総合　古典編

3 世界史Ａ 山川出版社 現代の世界史　改訂版

4 数学Ⅰ 数研出版 改訂版　高等学校　数学Ⅰ

5 数学Ⅱ 数研出版 改訂版　高等学校　数学Ⅱ

6 化学基礎 数研出版 改訂版　化学基礎

7 生物基礎 数研出版 改訂版　生物基礎

8 保健 大修館書店 現代高等保健体育改訂版

9 音楽Ⅰ 教育芸術社 MOUSA1

10 美術Ⅰ 日本文教出版 高校生の美術1

11 書道Ⅰ 光村図書 書Ⅰ

12 コミュニケーション英語Ⅰ 三省堂 CROWN English CommunicationⅠNew Edition

13 家庭基礎 東京書籍 家庭基礎　自立・共生・創造

14 社会と情報 数研出版 改訂版　高等学校　社会と情報

15 現代文Ｂ 桐原書店 新　探求現代文B

16 桐原書店 新　探求古典B　古文編

17 桐原書店 新　探求古典B　漢文編

18 世界史Ｂ 山川出版社 詳説世界史　改訂版

19 日本史Ａ 山川出版社 現代の日本史　改訂版

20 日本史Ｂ 山川出版社 詳説日本史　改訂版

21 政治・経済 実教出版 高校政治・経済　新訂版

22 数学Ｂ 数研出版 改訂版　高等学校　数学B

23 地学基礎 啓林館 地学基礎 改訂版

24 コミュニケーション英語Ⅱ 啓林館 Revised LANDMARK English CommunicationⅡ

25 倫理 実教出版 高校倫理　新訂版

26 コミュニケーション英語Ⅲ 啓林館  Revised ELEMENT English Communication Ⅲ

27 英語会話 啓林館  SailingEnglish Conversation

学番２　全日制　普通科学究コース（文系）　新潟県立新潟中央高等学校　　令和2年度教科用図書採択一覧

1

2

3

国語総合

古典Ｂ



別表２

学年 種目 出版社名 教科書名

1 東京書籍 国語総合　現代文編

2 東京書籍 国語総合　古典編

3 世界史Ａ 山川出版社 現代の世界史　改訂版

4 数学Ⅰ 数研出版 改訂版　高等学校　数学Ⅰ

5 数学Ⅱ 数研出版 改訂版　高等学校　数学Ⅱ

6 化学基礎 数研出版 改訂版　化学基礎

7 生物基礎 数研出版 改訂版　生物基礎

8 保健 大修館書店 現代高等保健体育改訂版

9 音楽Ⅰ 教育芸術社 MOUSA1

10 美術Ⅰ 日本文教出版 高校生の美術1

11 書道Ⅰ 光村図書 書Ⅰ

12 コミュニケーション英語Ⅰ 三省堂 CROWN English CommunicationⅠNew Edition

13 家庭基礎 東京書籍 家庭基礎　自立・共生・創造

14 社会と情報 数研出版 改訂版　高等学校　社会と情報

15 現代文Ｂ 桐原書店 新　探求現代文B

16 桐原書店 新　探求古典B　古文編

17 桐原書店 新　探求古典B　漢文編

18 帝国書院 新詳地理Ｂ

19 帝国書院 新詳高等地図

20 現代社会 実教出版 高校現代社会　新訂版

21 数学Ｂ 数研出版 改訂版　高等学校　数学B

22 物理基礎 実教出版 高校物理基礎　新訂版

23 物理 数研出版 改訂版　物理

24 化学 数研出版 改訂版　化学

25 生物 数研出版 改訂版　生物

26 コミュニケーション英語Ⅱ 啓林館 Revised LANDMARK English CommunicationⅡ

27 数学Ⅲ 数研出版 改訂版　新編　数学Ⅲ

28 コミュニケーション英語Ⅲ 啓林館  Revised ELEMENT English Communication Ⅲ
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別表２

学年 種目 出版社名 教科書名

1 東京書籍 国語総合　現代文編

2 東京書籍 国語総合　古典編

3 世界史Ａ 山川出版社 現代の世界史　改訂版

4 数学Ⅰ 数研出版 改訂版　新編　数学Ⅰ

5 科学と人間生活 実教出版 科学と人間生活　新訂版

6 保健 大修館書店 現代高等保健体育改訂版

7 コミュニケーション英語Ⅰ 東京書籍 Power On English Communication Ⅰ

8 英語表現Ⅰ 啓林館 Revised Vision Quest English Expression ⅠStandard

9 家庭総合 東京書籍 家庭総合　自立・共生・創造

10 生活産業情報 実教出版 生活産業情報

11 現代文Ｂ 桐原書店 新　探求現代文B

12 桐原書店 新　探求古典B　古文編

13 桐原書店 新　探求古典B　漢文編

14 現代社会 実教出版 高校現代社会　新訂版

15 数学Ａ 数研出版 改訂版　新編　数学A

16 化学基礎 数研出版 改訂版　化学基礎

17 生物基礎 数研出版 改訂版　生物基礎

18 コミュニケーション英語Ⅱ 啓林館 LANDMARK Fit English CommunicationⅡ

19 帝国書院 高等学校　新地理Ａ

20 帝国書院 新詳高等地図

21 化学 数研出版 改訂版　化学

22 生物 数研出版 改訂版　生物

23 音楽Ⅰ 教育芸術社 MOUSA1

24 美術Ⅰ 日本文教出版 高校生の美術1

25 書道Ⅰ 光村図書 書Ⅰ

26 コミュニケーション英語Ⅲ 啓林館  LANDMARK FitEnglish Communication Ⅲ

27 英語会話 啓林館  SailingEnglish Conversation
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別表２

学年 種目 出版社名 教科書名

1 東京書籍 国語総合　現代文編

2 東京書籍 国語総合　古典編

3 世界史Ａ 山川出版社 現代の世界史　改訂版

4 数学Ⅰ 数研出版 改訂版　新編　数学Ⅰ

5 科学と人間生活 実教出版 科学と人間生活　新訂版

6 保健 大修館書店 現代高等保健体育改訂版

7 コミュニケーション英語Ⅰ 東京書籍 Power On English Communication Ⅰ

8 英語表現Ⅰ 啓林館 Revised Vision Quest English Expression ⅠStandard

9 家庭基礎 東京書籍 家庭基礎　自立・共生・創造

10 現代文Ｂ 桐原書店 新　探求現代文B

11 桐原書店 新　探求古典B　古文編

12 桐原書店 新　探求古典B　漢文編

13 日本史Ｂ 山川出版社 詳説日本史　改訂版

14 数学Ａ 数研出版 改訂版　新編　数学A

15 生物基礎 数研出版 改訂版　生物基礎

16 コミュニケーション英語Ⅱ 啓林館 LANDMARK Fit English CommunicationⅡ

17 社会と情報 数研出版 改訂版　高等学校　社会と情報

18 現代社会 実教出版 高校現代社会　新訂版

19 地学基礎 啓林館 地学基礎 改訂版

20 コミュニケーション英語Ⅲ 啓林館  LANDMARK FitEnglish Communication Ⅲ

21 英語会話 啓林館  SailingEnglish Conversation
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