
発行者 番号 図書名
使用
学年

国語 国語総合 東書 333 精選国語総合 1

国語 現代文Ｂ 東書 322 精選現代文Ｂ 2

国語 古典Ｂ 数研 343 改訂版　古典Ｂ　古文編 2

国語 古典Ｂ 数研 344 改訂版　古典Ｂ　漢文編 2

地理歴史 世界史Ａ 東書 310 世界史Ａ 2,3

地理歴史 世界史Ｂ 山川 310 詳説世界史　改訂版 2

地理歴史 日本史Ａ 山川 311 日本史Ａ　改訂版 2,3

地理歴史 日本史Ｂ 山川 309 詳説日本史　改訂版 2

地理歴史 地理Ａ 帝国 308 高等学校　新地理Ａ 2,3

地理歴史 地理Ｂ 帝国 304 新詳地理Ｂ 2

地理歴史 地図 帝国 310 新詳高等地図 2,3

公民 現代社会 実教 314 高校現代社会　新訂版 1

公民 倫理 東書 311 倫理 3

公民 政治・経済 実教 312 高校政治・経済　新訂版 3

数学 数学Ⅰ 数研 328 改訂版　高等学校　数学Ⅰ 1

数学 数学Ⅰ 数研 329 改訂版　新編　数学Ⅰ 1

数学 数学Ⅱ 数研 328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ 2

数学 数学Ⅲ 数研 323 改訂版　高等学校　数学Ⅲ 3

数学 数学Ａ 数研 328 改訂版　高等学校　数学Ａ 1

数学 数学Ｂ 数研 326 改訂版　高等学校　数学Ｂ 2,3

令和３年度使用高等学校教科用図書一覧

種目

福翔高等学校
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理科 物理基礎 数研 319 改訂版　新編　物理基礎 1

理科 物理 数研 314
改訂版　総合物理１　力と運動・
熱

2

理科 物理 数研 315
改訂版　総合物理２　波・電気と
磁気・原子

2

理科 化学基礎 数研 319 改訂版　化学基礎 2

理科 化学基礎 数研 320 改訂版　新編　化学基礎 2

理科 化学 数研 313 改訂版　化学 2

理科 生物基礎 実教 314 高校生物基礎　新訂版 1

理科 生物 数研 310 改訂版　生物 2

保健体育 保健体育 大修館 304 現代高等保健体育改訂版 1

芸術 音楽Ⅰ 教芸 310 MOUSA１ 1

芸術 音楽演習 教芸 310 MOUSA２ 2

芸術 音楽表現 教芸 305 Joy of Music 3

芸術 美術Ⅰ 日文 305 高校生の美術１ 1

芸術 陶芸 日文 301 工芸Ⅰ 3

芸術 書道Ⅰ 教出 307 新編　書道Ⅰ 1

外国語 コミュニケーション英語Ⅰ 数研 343
Revised BIG DIPPER English
Communication Ⅰ

1

外国語 コミュニケーション英語Ⅱ 東書 327
Power On English Communication
Ⅱ

2

外国語 英語Ⅱ 第一 350 Viva! English CommunicationⅡ 2

外国語 コミュニケーション英語Ⅲ 啓林館 324
SKILLFUL English Communication
Ⅲ

3

外国語 英語Ⅲ 第一 346 Viva! English CommunicationⅢ 3

外国語 英語表現Ⅰ 数研 332 DUALSCOPE English Expression Ⅰ 1

外国語 英語表現Ⅱ 数研 325 DUALSCOPE English Expression Ⅱ 2

外国語 英語会話 啓林館 303 Sailing English Conversation 2

家庭 家庭基礎 実教 316 新図説家庭基礎 2
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情報 情報の科学 実教 307 最新情報の科学　新訂版 1,3

商業 ビジネス基礎 実教 334 ビジネス基礎　新訂版 3

商業 簿記 実教 338 新簿記　新訂版 1,2,3

商業 情報処理 実教 343 最新情報処理　新訂版 2,3

商業 財務会計Ⅰ 実教 347 新財務会計Ⅰ　新訂版 2,3

商業 経営学演習 東法 346 ビジネス実務　　新訂版 3

商業 原価計算 東法 351 原価計算　新訂版 2,3

家庭（専門） フードデザイン 教図 312
フードデザイン
cooking&arrangement

2,3

家庭（専門） ファッション造形基礎 実教 306 ファッション造形基礎 2,3

3



○ 継 続 履 修 （前年度あるいは前々年度より継続して使用する教科書）

発行者 番号 図書名
使用
学年

国語
現代文Ｂ
私大国語Ⅱ

東書 322 精選　現代文Ｂ 3

国語
古典Ｂ・Ⅱ
私大国語Ⅱ

桐原 354 新・探求古典Ｂ古文編 3

国語
古典Ｂ・Ⅱ
私大国語Ⅱ

桐原 355 新・探求古典Ｂ漢文編 3

地理歴史
世界史B
世界史B演習
世界史発展B

山川 310 詳説世界史 3

地理歴史
日本史Ｂ
日本史B演習
日本史発展B

山川 309 詳説日本史 3

地理歴史
地理Ｂ
地理B演習
地理発展B

帝国 304 新詳地理Ｂ 3

地理歴史
地理Ｂ
地理B演習
地理発展B

帝国 310 新詳高等地図 3

理科 生物 数研 310 改訂版　生物 3

理科 化学 数研 313 改訂版　化学 3

理科 物理 数研 314
改訂版　総合物理1
力と運動・熱

3

理科 物理 数研 315
改訂版　総合物理2
波・電気と磁気・原子

3

保健体育 保健 大修館 304 現代高等保健体育改訂版 2

外国語 英語表現II 数研 104 DUALSCOPE　English Expression II 3

家庭
フードデザイン
クッキングデザイン

教図 312
フードデザイン
cooking&arrangement

3

家庭
ファッション造形基礎
被服製作

実教 306 ファッション造形基礎 3

種目
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発行者 番号 図書名
使用
学年

国語 国語総合 数研 351 新編　国語総合 1

国語 国語表現 大修館 307 国語表現　改訂版 3

国語 現代文Ａ 東書 306 現代文Ａ 2

地理歴史 世界史Ａ 東書 310 世界史Ａ 1

地理歴史 日本史Ａ 東書 308 日本史Ａ　現代からの歴史 2

地理歴史 地理Ａ 清水 311
高等学校
現代地理Ａ　 新訂版

2

地理歴史 地図 二宮 312 基本地図帳　改訂版 2

公民 現代社会 実教 315 最新現代社会　新訂版 3

数学 数学Ⅰ 実教 321 新版数学Ⅰ　新訂版 1

数学 数学Ⅱ 数研 329 改訂版　新編　数学Ⅱ 2

数学 数学Ⅲ 数研 324 改訂版　新編　数学Ⅲ 3

数学 数学Ａ 数研 329 改訂版　新編　数学Ａ 3

数学 数学Ｂ 数研 327 改訂版　新編　数学Ｂ 2

理科 科学と人間生活 実教 307 科学と人間生活　新訂版 2

理科 物理基礎 東書 312 改訂　新編物理基礎 1

理科 物理 実教 309 物理　新訂版 2,3

保健体育 保健 大修館 304 現代高等保健体育改訂版 1,2

芸術 音楽Ⅰ 友社 312 改訂版　ON! 1 1

芸術 美術Ⅰ 日文 302 高校美術１ 1

外国語 コミュニケーション英語Ⅰ 数研 344
Revised COMET English
Communication Ⅰ

1

外国語 コミュニケーション英語Ⅱ 数研 342
Revised COMET English
Communication Ⅱ

2,3

令和３年度使用高等学校教科用図書一覧

博多工業高等学校

種目
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外国語 英語表現Ⅰ 数研 332
DUALSCOPE English
Expression Ⅰ

2

家庭 英語表現Ⅱ 数研 325
DUALSCOPE English
Expression Ⅱ

3

工業 家庭基礎 実教 316 新図説家庭基礎 1

工業 工業技術基礎 実教 301 工業技術基礎 2

工業 製図 実教 302 機械製図 1,2,3

工業 製図 実教 304 電子製図 2

工業 製図 実教 305 建築設計製図 2

工業 機械工作 実教 315 機械工作１ 2,3

工業 機械工作 実教 316 機械工作２ 2,3

工業 機械工作 実教 317 新機械工作 1

工業 機械設計 実教 318 新機械設計 2,3

工業 機械設計 実教 319 機械設計１ 1,2,3

工業 機械設計 実教 320 機械設計２ 1,2,3

工業 電子機械 実教 321 電子機械 2,3

工業 自動車工学 実教 322 自動車工学１ 1,2,3

工業 自動車工学 実教 323 自動車工学２ 1,2,3

工業 プログラミング技術 実教 333 プログラミング技術 2,3

工業 建築構造 実教 334 建築構造 2

工業 インテリア計画 実教 342 インテリア計画 1,3

工業 原動機 実教 345 原動機 2,3

工業 自動車整備 実教 347 自動車整備 2,3

工業 電子計測制御 実教 358 電子計測制御 3

工業 電子情報技術 実教 359 電子情報技術 2

工業 ハードウェア技術 実教 360 ハードウェア技術 2,3

工業 建築計画 実教 362 建築計画 2
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工業 建築構造設計 実教 363 建築構造設計 2,3

工業 製図 実教 369 インテリア製図 2,3

工業 通信技術 実教 374 通信技術 3

工業 コンピュータシステム技術 実教 375 コンピュータシステム技術 3

工業 建築施工 実教 376 建築施工 2,3

工業 建築法規 実教 377 建築法規 3

工業 情報技術基礎 実教 385 情報技術基礎　新訂版 1,2

工業 電気基礎 実教 390 精選電気基礎　新訂版 2,3

工業 電気基礎 コロナ 330 電気基礎（上） 1，2

工業 電気基礎 コロナ 331 電気基礎（下） 2,3

工業 電子回路 コロナ 357 電子回路 2,3

工業 情報技術基礎 コロナ 387 新 情報技術基礎 1,2

工業 インテリア装備 電機大 373 インテリア装備 1,2,3

工業 インテリアエレメント生産 海文堂 343 インテリアエレメント生産 2,3

工業 デザイン技術 海文堂 344 デザイン技術 2
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○ 継 続 履 修 （前年度あるいは前々年度より継続して使用する教科書）

発行者 番号 図書名
使用
学年

理科 物理 実教 309 物理 新訂版 2

保健体育 保健 大修館 304 現代高等保健体育改訂版 2

外国語 コミュニケーション英語Ⅱ 数研 342 Revised English Communication II 3

工業（機） 製図 実教 302 機械製図 2・3

工業（機） 情報技術基礎 実教 385 情報技術基礎　新訂版 2

工業（機） 機械工作 実教 315 機械工作１ 3

工業（機） 機械工作 実教 316 機械工作２ 3

工業（機） 機械設計 実教 319 機械設計１ 2・3

工業（機） 機械設計 実教 320 機械設計２ 2・3

工業（機） 原動機 実教 345 原動機 3

工業（機） 電子機械 実教 321 電子機械 3

工業（機） 電気基礎 実教 390 精選電気基礎　新訂版 3

工業（イ） 製図 コロナ 369 インテリア製図 3

工業（イ） インテリア計画 実教 342 インテリア計画 3

工業（イ） インテリア装備 電機大 373 インテリア装備 2・3

工業（イ） インテリアエレメント生産 海文堂 343 インテリアエレメント生産 3

工業（建） 製図 実教 305 建築設計製図 2・3

工業（建） 建築構造設計 実教 363 建築構造設計 3

工業（建） 建築施工 実教 376 建築施工 3

工業（画） 情報技術基礎 コロナ 387 新情報技術基礎 2

工業（自） 機械設計 実教 318 新機械設計 3

工業（自） 自動車工学 実教 322 自動車工学１ 2・3

工業（自） 自動車工学 実教 323 自動車工学２ 2・3

工業（自） 自動車整備 実教 347 自動車整備 3

工業（電） 電気基礎 コロナ 330 電気基礎（上） 2・3

工業（電） 電気基礎 コロナ 331 電気基礎（下） 2・3

工業（電） 電子回路 コロナ 357 電子回路 3

工業（電） プログラミング技術 実教 333 プログラミング技術 3

工業（電） ハードウェア技術 コロナ 360 ハードウェア技術 3

種目
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発行者 番号 図書名
使用
学年

国語 国語総合 数研 351 新編　国語総合 1

国語 現代文Ｂ 明治 336 新　高等学校現代文B 2,3

国語 古典Ｂ 第一 353 高等学校　改訂版　標準古典B 2,3

地理歴史 世界史Ａ 実教 312 新版世界史Ａ　新訂版 2

地理歴史 世界史Ｂ 山川 314 高校世界史　改訂版 2,3

地理歴史 日本史Ａ 第一 312
高等学校　改訂版　日本史Ａ
　人・くらし・未来

2

地理歴史 日本史Ｂ 山川 314 高校日本史　改訂版 2

地理歴史 地理Ａ 二宮 309 基本地理Ａ 3

地理歴史 地理Ｂ 二宮 305 新編　詳解地理Ｂ改訂版 2

地理歴史 地図 帝国 309 標準高等地図-地図でよむ現代社会- 2

地理歴史 地図 二宮 312 基本地図帳　改訂版 3

公民 現代社会 実教 315 最新現代社会　新訂版 1

公民 政治・経済 実教 313 最新政治・経済　新訂版 3

数学 数学Ⅰ 数研 330 改訂版　最新　数学Ⅰ 1

数学 数学Ⅱ 数研 330 改訂版　最新　数学Ⅱ 2

数学 数学Ａ 数研 330 改訂版　最新　数学Ａ 1,2

数学 数学Ｂ 数研 328 改訂版　最新　数学Ｂ 2

理科 科学と人間生活 第一 309
高等学校　改訂
科学と人間生活

1,2

理科 化学基礎 東書 314 改訂　新編化学基礎 2,3

理科 化学 数研 313 改訂版　化学 3

理科 生物基礎 実教 314 高校生物基礎　新訂版 2,3

令和３年度使用高等学校教科用図書一覧

福岡女子高等学校

種目

9



理科 生物 数研 310 改訂版　生物 3

保健体育 保健体育 大修館 304 現代高等保健体育改訂版 1,2,3

芸術 音楽Ⅰ 教出 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti 1

芸術 音楽Ⅱ 教出 307 音楽Ⅱ 改訂版 Tutti 2

芸術 音楽Ⅲ 教出 304 音楽Ⅲ　改訂版 3

芸術 美術Ⅰ 日文 305 高校生の美術１ 1

芸術 美術Ⅱ 日文 304 高校生の美術２ 2

芸術 美術Ⅲ 日文 304 高校生の美術３ 3

芸術 書道Ⅰ 光村 308 書Ⅰ 1

芸術 書道Ⅱ 光村 308 書Ⅱ 2

芸術 書道Ⅲ 光村 305 書Ⅲ 3

外国語 コミュニケーション英語Ⅰ 東書 329
Power On English Communication
Ⅰ

1

外国語 コミュニケーション英語Ⅱ 東書 327
Power On English Communication
Ⅱ

2

外国語 コミュニケーション英語Ⅲ 東書 326
Power On English Communication
Ⅲ

3

外国語 英語表現Ⅰ 桐原 343
EMPOWER English Expression Ⅰ
Essential Course

1

外国語 英語表現Ⅱ 啓林館 322
Vision Quest English Expression
Ⅱ Ace

2

外国語 英語会話 東書 301
Hello there!
 English Conversation

1

家庭 家庭基礎 実教 314
新家庭基礎
パートナーシップでつくる未来

1,2

家庭 生活デザイン 実教 301 生活デザイン 1,2

情報 社会と情報 東書 309 新編　社会と情報 1

商業 ビジネス実務 東法 346 ビジネス実務　　新訂版 2,3

商業 簿記 実教 338 新簿記　新訂版 2

商業 情報処理 実教 343 最新情報処理　新訂版 2

家庭（専門） 生活産業情報 実教 303 生活産業情報 1,2

家庭（専門） 子どもの発達と保育 実教 311 子どもの発達と保育　新訂版 2,3
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家庭（専門） ファッション造形基礎 実教 306 ファッション造形基礎 1,2

家庭（専門） フードデザイン 教図 312 フードデザインcooking&arrangement 2,3

家庭（専門） 消費生活 教図 308 消費生活 3

家庭（専門） 表現技術 教図 309 子ども文化 1,2,3

家庭（専門） 服飾文化 教図 310 服飾文化 2,3

家庭（専門） ファッションデザイン 実教 302 ファッションデザイン 1,2
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○ 継 続 履 修 （前年度あるいは前々年度より継続して使用する教科書）

発行者 番号 図書名
使用
学年

国語 現代文Ｂ・国語演習 大修館 331 精選現代文Ｂ　新訂版 3

国語 古典B・古典演習 第一 353 高等学校　改訂版　標準古典Ｂ 3

地理歴史 世界史Ｂ
世界史演習
総合世 山川 314 高校世界史　改訂版 3

地理歴史 総合日本史
日本史演習 山川 314 高校日本史  改訂版 3

地理歴史 総合地理 二宮 305 新編　詳解地理Ｂ改訂版 3

地理歴史 総合地理 帝国 309 標準高等地図－地図でよむ現代社会 3

理科 生物演習 実教 314 高校生物基礎　新訂版 3

理科 化学演習 東書 314 改訂新編　化学基礎 3

保健体育 保健 大修館 304 現代高等保健体育改訂版 2

外国語 英語表現Ⅱ 桐原書店 ３３４ EMPOWER ENGLISH EXPRESSIONⅡESSEN 3

英語 英会話Ⅰ 東書 301 Hello there! English Conversation 2

家庭 生活デザイン 実教 301 生活デザイン 2

家庭 生活産業情報 実教 303 生活産業情報 2

商業 簿記演習 実教 ７ 新簿記　新訂版 3

商業 情報処理演習 実教 ７ 最新情報処理　新訂版 3

家庭 ファッションデザイン 実教 302 ファッションデザイン 2

家庭 ファッション造形基礎
デザ 実教 306 ファッション造形基礎 2

家庭 服飾文化 教図 310 服飾文化 3

家庭 子どもの発達と保育 実教 ３１１ 子どもの発達と保育新訂版 3

家庭 表現技術 教図 309 子ども文化 2・3

家庭 保育 実教 301 生活デザイン 2

家庭 保育福祉演習 実教 311 子どもの発達と保育新訂版 3

種目
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発行者 番号 図書名
使用
学年

国語 国語総合 明治 354 新　高等学校国語総合 1

国語 現代文Ｂ 数研 333 改訂版　現代文Ｂ 2

国語 古典Ｂ 第一 352 高等学校　改訂版　古典B 2

地理歴史 世界史Ａ 実教 311 世界史Ａ　新訂版 2

地理歴史 世界史Ｂ 山川 310 詳説世界史　改訂版 2

地理歴史 日本史Ａ 清水 310 高等学校　日本史Ａ　新訂版 2

地理歴史 日本史Ｂ 山川 309 詳説日本史　改訂版 2

地理歴史 地理Ａ 帝国 308 高等学校　新地理Ａ 2

地理歴史 地理Ｂ 帝国 304 新詳地理Ｂ 2

地理歴史 地図 帝国 310 新詳高等地図 2

公民 現代社会 東書 313 現代社会 1

公民 政治・経済 東書 311 政治・経済 2

数学 数学Ⅰ 数研 328 改訂版　高等学校　数学Ⅰ 1

数学 数学Ⅱ 数研 328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ 2

数学 数学Ⅲ 数研 323 改訂版　高等学校　数学Ⅲ 3

数学 数学Ａ 数研 328 改訂版　高等学校　数学Ａ 1

数学 数学Ｂ 数研 326 改訂版　高等学校　数学Ｂ 2

理科 物理基礎 第一 321 高等学校　改訂　新物理基礎 1

理科 物理 啓林館 311
総合物理１
様々な運動　熱　波

2

理科 物理 啓林館 312
総合物理２
電気と磁気　原子・分子の世界

2

理科 化学基礎 数研 319 改訂版　化学基礎 2

令和３年度使用高等学校教科用図書一覧

福岡西陵高等学校

種目
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理科 化学 数研 313 改訂版　化学 2

理科 生物基礎 実教 314 高校生物基礎　新訂版 1

理科 生物 数研 310 改訂版　生物 2

保健体育 保健 大修館 304 現代高等保健体育改訂版 1

芸術 音楽Ⅰ 教出 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti 1

芸術 音楽Ⅱ 教出 307 音楽Ⅱ 改訂版 Tutti 3

芸術 美術Ⅰ 日文 305 高校生の美術１ 1

芸術 美術Ⅱ 日文 304 高校生の美術２ 3

芸術 書道Ⅰ 光村 308 書Ⅰ 1

芸術 書道Ⅱ 東書 305 書道Ⅱ 3

外国語 コミュニケーション英語Ⅰ 第一 351
Vivid English Communication Ⅰ
NEW EDITION

1

外国語 コミュニケーション英語Ⅱ 啓林館 339
LANDMARK Fit English
Communication Ⅱ

2

外国語 コミュニケーション英語Ⅲ 桐原 348
WORLD TREK English
Communication Ⅲ New Edition

3

外国語 英語表現Ⅰ 啓林館 329
Revised Vision Quest English
Expression Ⅰ Standard

1

外国語 英語表現Ⅱ 啓林館 323 Vision Quest English Expression 2

家庭 家庭基礎 実教 316 新図説家庭基礎 1

情報 社会と情報 実教 312 高校社会と情報　新訂版 1

14



○ 継 続 履 修 （前年度あるいは前々年度より継続して使用する教科書）

発行者 番号 図書名
使用
学年

国語 現代文Ｂ 数研 333 改訂版　現代文Ｂ 3年

国語 古典Ｂ 第一 352 高等学校　改訂版　古典Ｂ 3年

地歴 地理B 帝国 304 新詳地理B 3年

地歴 地理B 帝国 310 新詳高等地図 3年

地歴 世界史B 山川 310 詳説世界史　改訂版 3年

地歴 日本史B 山川 309 詳説日本史　改訂版 3年

公民 政治・経済 東書 311 政治・経済 3年

理科 生物 数研 310 改訂版　生物 3年

理科 物理 啓林館 311 総合物理1　様々な運動　熱　波 3年

理科 物理 啓林館 312 総合物理2　電気と磁気　原子・分子 3年

理科 化学 数研 313 改訂版　化学 3年

保健体育 保健 大修館 50 現代高等保健体育改訂版 2年

英語 英語表現Ⅱ 数研 325 DUALSCOPE  English  ExpressionⅡ 3年

情報 社会と情報 実教 312 高校社会と情報　新訂版 2年

種目
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