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仙台工業高等学校（全日制課程）
教科書

番号 略称 記号　番号

国語 現代の国語 104 数研 現国　709 高等学校　現代の国語

国語 言語文化 104 数研 言文　708 高等学校 言語文化

国語 国語表現 17 教出 国表　306 国語表現　改訂版

国語 現代文Ａ 2 東書 現Ａ　306 現代文Ａ

地理歴史 世界史Ａ 81 山川 世Ａ　316 世界の歴史　改訂版

地理歴史 地理総合 46 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合

地理歴史 地図 130 二宮 地図　706 基本地図帳

公民 現代社会 7 実教 現社　315 最新現代社会　新訂版

数学 数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　715 最新　数学Ⅰ

数学 数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　330 改訂版　最新　数学Ⅱ

数学 数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　325 改訂版　最新　数学Ⅲ

数学 数学Ａ 104 数研 数Ａ　330 改訂版　最新　数学Ａ

理科 科学と人間生活 2 東書 科人　701 科学と人間生活

理科 物理基礎 2 東書 物基　311 改訂　物理基礎

理科 化学基礎 2 東書 化基　313 改訂　化学基礎

保健体育 保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育

保健体育 保健体育 50 大修館 保体　304 現代高等学校保健体育改訂版

芸術 美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　701 美術１

外国語 英語コミュニケーションⅠ 2 東書 ＣⅠ　701 All Aboard! English Communication Ⅰ

外国語 コミュニケーション英語Ⅱ 2 東書 コⅡ　326 All Aboard! English Communication Ⅱ

外国語 英語表現Ⅰ 61 啓林館 英Ⅰ　329 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Standard

家庭 家庭基礎 9 開隆堂 家基　317 家庭基礎　明日の生活を築く

工業 工業 7 実教 工業　701 工業技術基礎

工業 工業 7 実教 工業　719 精選工業情報数理

工業 工業 7 実教 工業　705 建築設計製図

工業 工業 7 実教 工業　305 建築設計製図

工業 工業 7 実教 工業　714 建築構造

工業 工業 7 実教 工業　334 建築構造

工業 工業 7 実教 工業　362 建築計画

工業 工業 7 実教 工業　376 建築施工

工業 工業 7 実教 工業　363 建築構造設計

工業 工業 7 実教 工業　377 建築法規

工業 工業 154 オーム 工業　723 工業情報数理

工業 工業 7 実教 工業　702 機械製図

工業 工業 7 実教 工業　313 生産システム技術

工業 工業 7 実教 工業　708 機械工作１

工業 工業 7 実教 工業　709 機械工作２

工業 工業 7 実教 工業　315 機械工作１

工業 工業 7 実教 工業　316 機械工作２

工業 工業 7 実教 工業　319 機械設計１

工業 工業 7 実教 工業　320 機械設計２

工業 工業 7 実教 工業　345 原動機

工業 工業 7 実教 工業　321 電子機械

工業 工業 7 実教 工業　718 工業情報数理

工業 工業 7 実教 工業　388 電気基礎１　新訂版

工業 工業 7 実教 工業　389 電気基礎２　新訂版

工業 工業 7 実教 工業　303 電気製図

工業 工業 7 実教 工業　720 電気回路１

工業 工業 7 実教 工業　721 電気回路２

工業 工業 7 実教 工業　391 電気機器　新訂版

工業 工業 7 実教 工業　392 電力技術１　新訂版

工業 工業 7 実教 工業　393 電力技術２　新訂版

教科
発行者

教科書名種目（科目）
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教科書

番号 略称 記号　番号

工業 工業 7 実教 工業　394 電子技術　新訂版

工業 工業 7 実教 工業　715 測量

工業 工業 7 実教 工業　335 測量

工業 工業 7 実教 工業　364 土木基礎力学１

工業 工業 7 実教 工業　306 土木製図

工業 工業 7 実教 工業　365 土木基礎力学２

工業 工業 7 実教 工業　366 土木施工

工業 工業 7 実教 工業　379 社会基盤工学

教科 種目（科目）
発行者

教科書名
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仙台工業高等学校（定時制課程）

教科書

番号 略称 記号　番号

国語 現代の国語 50 大修館 現国　707 新編　現代の国語

国語 現代文Ｂ 2 東書 現Ｂ　321 新編現代文Ｂ

地理歴史 世界史Ａ 46 帝国 世Ａ　314 明解　世界史Ａ

公民 公共 35 清水 公共　705 高等学校　公共

公民 現代社会 7 実教 現社　315 最新現代社会　新訂版

数学 数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　716 新　高校の数学Ⅰ

数学 数学Ⅰ 7 実教 数Ⅰ　323 高校数学Ⅰ　新訂版

数学 数学Ⅱ 7 実教 数Ⅱ　323 高校数学Ⅱ　新訂版

理科 科学と人間生活 2 東書 科人　701 科学と人間生活

理科 科学と人間生活 2 東書 科人　302 改訂　科学と人間生活

理科 物理基礎 2 東書 物基　312 改訂　新編物理基礎

保健体育 保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育

保健体育 保健体育 50 大修館 保体　305 最新高等学校保健体育改訂版

外国語 英語コミュニケーションⅠ 15 三省堂 ＣⅠ　709 VISTA English CommunicationⅠ

外国語 コミュニケーション英語Ⅰ 15 三省堂 コⅠ　335 VISTA English CommunicationⅠNew Edition

芸術 書道Ⅰ 2 東書 書Ⅰ　305 書道Ⅰ

家庭 家庭基礎 7 実教 家基　316 新図説家庭基礎

工業 工業 7 実教 工業　701 工業技術基礎

工業 工業 7 実教 工業　702 機械製図

工業 工業 7 実教 工業　705 建築設計製図

工業 工業 7 実教 工業　305 建築設計製図

工業 工業 7 実教 工業　719 精選工業情報数理

工業 工業 7 実教 工業　302 機械製図

工業 工業 7 実教 工業　313 生産システム技術

工業 工業 7 実教 工業　319 機械設計１

工業 工業 7 実教 工業　320 機械設計２

工業 工業 7 実教 工業　322 自動車工学１

工業 工業 7 実教 工業　323 自動車工学２

工業 工業 7 実教 工業　334 建築構造

工業 工業 7 実教 工業　335 測量

工業 工業 7 実教 工業　345 原動機

工業 工業 7 実教 工業　362 建築計画

工業 工業 7 実教 工業　363 建築構造設計

工業 工業 7 実教 工業　366 土木施工

工業 工業 7 実教 工業　376 建築施工

工業 工業 7 実教 工業　377 建築法規

工業 工業 7 実教 工業　379 社会基盤工学

教科 種目（科目）
発行者

教科書名
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仙台高等学校

教科書

番号 略称 記号　番号

国語 現代の国語 183 第一 現国　713 高等学校　現代の国語

国語 言語文化 183 第一 言文　713 高等学校　言語文化

国語 国語表現 17 教出 国表　306 国語表現　改訂版

国語 現代文Ｂ 104 数研 現Ｂ　333 改訂版　現代文Ｂ

国語 現代文Ｂ 2 東書 現Ｂ　322 精選現代文Ｂ

国語 古典Ｂ 104 数研 古Ｂ　343 改訂版　古典Ｂ　古文編

国語 古典Ｂ 104 数研 古Ｂ　344 改訂版　古典Ｂ　漢文編

国語 古典Ｂ 2 東書 古Ｂ　330 精選古典Ｂ　新版

地理歴史 地理総合 130 二宮 地総　705 わたしたちの地理総合　世界から日本へ

地理歴史 歴史総合 81 山川 歴総　707 歴史総合　近代から現代へ

地理歴史 地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図

地理歴史 世界史Ａ 46 帝国 世Ａ　314 明解　世界史Ａ

地理歴史 世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　310 詳説世界史　改訂版

地理歴史 日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版

地理歴史 地理Ａ 183 第一 地Ａ　310 高等学校　新版　地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ

地理歴史 地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ

地理歴史 地図 46 帝国 地図　310 新詳高等地図

公民 政治・経済 7 実教 政経　312 高校政治・経済　新訂版

数学 数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　717 NEXT　数学Ⅰ

数学 数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ

数学 数学Ⅱ 2 東書 数Ⅱ　317 数学Ⅱ　Advanced

数学 数学Ⅲ 2 東書 数Ⅲ　316 数学Ⅲ　Standard

数学 数学Ａ 104 数研 数Ａ　717 NEXT　数学A

数学 数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　326 改訂版　高等学校　数学Ｂ

数学 数学Ｂ 2 東書 数Ｂ　316 数学Ｂ　Advanced

理科 化学基礎 2 東書 化基　701 化学基礎

理科 化学基礎 104 数研 化基　319 改訂版　化学基礎

理科 生物基礎 104 数研 生基　708 高等学校　生物基礎

理科 生物基礎 104 数研 生基　316 改訂版　生物基礎

理科 物理基礎 104 数研 物基　318 改訂版　物理基礎

理科 物理 104 数研 物理　313 改訂版　物理

理科 化学 104 数研 化学　313 改訂版　化学

理科 生物 104 数研 生物　310 改訂版　生物

理科 地学基礎 104 数研 地基　304 地学基礎

理科 地学 104 数研 地学　302 地学

保健体育 保健体育 183 第一 保体　703 高等学校　保健体育 Textbook

保健体育 保健体育 183 第一 保体　704 高等学校　保健体育 Activity

保健体育 保健体育 183 第一 保体　306 高等学校　改訂版　保健体育

芸術 音楽Ⅰ 17 教出 音Ⅰ　701 音楽Ⅰ　Tutti＋

芸術 美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１

芸術 音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　310 MOUSA１

芸術 音楽Ⅱ 17 教出 音Ⅱ　308 高校音楽Ⅱ 改訂版 Music View

芸術 音楽Ⅲ 17 教出 音Ⅲ　304 音楽Ⅲ　改訂版

芸術 美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　304 美術１

芸術 美術Ⅱ 38 光村 美Ⅱ　303 美術２

芸術 美術Ⅲ 38 光村 美Ⅲ　303 美術３

芸術 工芸Ⅰ 116 日文 工Ⅰ　301 工芸Ⅰ

芸術 書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　308 書Ⅰ

外国語 英語コミュニケーションⅠ 183 第一 ＣⅠ　722 Vivid English Communication Ⅰ

外国語 論理・表現Ⅰ 231 いいずな 論Ⅰ　717 be English Logic and Expression ⅠClear

外国語 コミュニケーション英語Ⅱ 212 桐原 コⅡ　354 WORLD TREK English Communication Ⅱ New Edition

外国語 コミュニケーション英語Ⅲ 212 桐原 コⅢ　348 WORLD TREK English Communication Ⅲ New Edition

教科 種目（科目）
発行者

教科書名
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教科書

番号 略称 記号　番号

外国語 英語表現Ⅱ 104 数研 英Ⅱ　325 DUALSCOPE English Expression Ⅱ

外国語 英語会話 226 チアーズ 英会　305 ATLANTIS English Conversation

家庭 家庭基礎 2 東書 家基　701 家庭基礎　自立・共生・創造

家庭 家庭（専門） 6 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 家庭（専門） 6 教図 家庭　310 服飾文化

教科 種目（科目）
発行者

教科書名
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仙台商業高等学校

教科書

番号 略称 記号　番号

国語 現代の国語 183 第一 現国　713 高等学校　現代の国語

国語 言語文化 104 数研 言文　708 高等学校 言語文化

国語 現代文Ｂ 183 第一 現Ｂ　339 高等学校　改訂版　現代文Ｂ

地理歴史 世界史Ａ 7 実教 世Ａ　311 世界史Ａ　新訂版

地理歴史 日本史Ａ 81 山川 日Ａ　311 日本史Ａ　改訂版

地理歴史 地理Ａ 46 帝国 地Ａ　308 高等学校　新地理Ａ

地理歴史 地図 46 帝国 地図　309 標準高等地図-地図でよむ現代社会-

公民 公共 183 第一 公共　710 高等学校　公共

公民 政治・経済 7 実教 政経　312 高校政治・経済　新訂版

数学 数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　715 最新　数学Ⅰ

数学 数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　329 改訂版　新編　数学Ⅱ

数学 数学Ａ 104 数研 数Ａ　329 改訂版　新編　数学Ａ

理科 科学と人間生活 183 第一 科人　705 高等学校　科学と人間生活

理科 化学基礎 2 東書 化基　313 改訂　化学基礎

理科 化学 2 東書 化学　309 改訂　新編化学

理科 生物基礎 104 数研 生基　316 改訂版　生物基礎

理科 地学基礎 183 第一 地基　310 高等学校　改訂　地学基礎

保健体育 保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育

保健体育 保健体育 50 大修館 保体　304 現代高等学校保健体育改訂版

芸術 音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　310 MOUSA１

外国語 英語コミュニケーションⅠ 104 数研 ＣⅠ　716 BIG DIPPER English CommunicationⅠ

外国語 論理・表現Ⅰ 104 数研 論Ⅰ　711 EARTHRISE English Logic and Expression I Standard

外国語 コミュニケーション英語Ⅱ 104 数研 コⅡ　341 Revised BIG DIPPER English Communication Ⅱ

外国語 英語表現Ⅰ 61 啓林館 英Ⅰ　329 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Standard

外国語 英語表現Ⅱ 61 啓林館 英Ⅱ　322 Vision Quest English Expression Ⅱ Ace

家庭 家庭基礎 6 教図 家基　313 高等学校 家庭基礎　グローバル＆サスティナビリティ

家庭 家庭（専門） 7 実教 家庭　311 子どもの発達と保育　新訂版

家庭 家庭（専門） 7 実教 家庭　313 フードデザイン　新訂版

商業 商業 7 実教 商業　701 ビジネス基礎

商業 商業 7 実教 商業　345 ビジネス実務　新訂版

商業 商業 7 実教 商業　336 マーケティング　新訂版

商業 商業 7 実教 商業　315 商品開発

商業 商業 7 実教 商業　325 広告と販売促進

商業 商業 7 実教 商業　316 ビジネス経済

商業 商業 190 東法 商業　355 経済活動と法　新訂版

商業 商業 234 TAC 商業　713 簿記

商業 商業 7 実教 商業　347 新財務会計Ⅰ　新訂版

商業 商業 7 実教 商業　329 財務会計Ⅱ

商業 商業 7 実教 商業　350 原価計算　新訂版

商業 商業 7 実教 商業　330 管理会計

商業 商業 7 実教 商業　715 最新情報処理　Advanced　Computing

商業 商業 7 実教 商業　352 ビジネス情報　新訂版

商業 商業 7 実教 商業　358 電子商取引　新訂版

商業 商業 7 実教 商業　324 最新プログラミング

商業 商業 7 実教 商業　333 ビジネス情報管理

教科 種目（科目）
発行者

教科書名
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仙台青陵中等教育学校（後期課程）

教科書

番号 略称 記号　番号

国語 現代の国語 104 数研 現国　708 現代の国語

国語 言語文化 104 数研 言文　707 言語文化

国語 現代文Ｂ 2 東書 現Ｂ　322 精選現代文Ｂ

国語 古典Ｂ 2 東書 古Ｂ　331 精選古典Ｂ　古文編

国語 古典Ｂ 2 東書 古Ｂ　332 精選古典Ｂ　漢文編

地理歴史 地理総合 46 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合

地理歴史 歴史総合 81 山川 歴総　707 歴史総合　近代から現代へ

地理歴史 地図 46 帝国 地図　702 新詳高等地図

地理歴史 世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　310 詳説世界史　改訂版

地理歴史 日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版

地理歴史 地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ

地理歴史 地図 46 帝国 地図　310 新詳高等地図

公民 公共 7 実教 公共　703 詳述公共

公民 倫理 7 実教 倫理　312 高校倫理　新訂版

公民 政治・経済 2 東書 政経　311 政治・経済

数学 数学Ⅰ 2 東書 数Ⅰ　317 数学Ⅰ　Advanced

数学 数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　713 NEXT　数学Ⅱ

数学 数学Ⅱ 2 東書 数Ⅱ　317 数学Ⅱ　Advanced

数学 数学Ａ 104 数研 数Ａ　717 NEXT　数学A

数学 数学Ｂ 2 東書 数Ｂ　316 数学Ｂ　Advanced

数学 数学Ⅲ 2 東書 数Ⅲ　315 数学Ⅲ　Advanced

理科 物理基礎 104 数研 物基　707 物理基礎

理科 化学基礎 104 数研 化基　708 化学基礎

理科 生物基礎 104 数研 生基　707 生物基礎

理科 物理 61 啓林館 物理　310 物理　改訂版

理科 化学 61 啓林館 化学　312 化学　改訂版

理科 生物 7 実教 生物　308 生物　新訂版

保健体育 保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育

保健体育 保健体育 50 大修館 保体　304 現代高等学校保健体育改訂版

芸術 音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA１

芸術 美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１

芸術 書道Ⅰ 2 東書 書Ⅰ　701 書道Ⅰ

芸術 美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ　302 高校美術２

外国語 英語コミュニケーションⅠ 231 いいずな ＣⅠ　724 New Rays English CommunicationⅠ

外国語 論理・表現Ⅰ 212 桐原 論Ⅰ　714 FACTBOOK English Logic and Expression Ⅰ

外国語 コミュニケーション英語Ⅱ 2 東書 コⅡ　328 PROMINENCE English Communication　Ⅲ

外国語 コミュニケーション英語Ⅲ 2 東書 コⅢ　327 PROMINENCE English Communication　Ⅲ

外国語 英語表現Ⅱ 231 いいずな 英Ⅱ　332 be English Expression Ⅱ

情報 情報の科学 116 日文 情科　310 新・情報の科学

理数 理数探求基礎 61 啓林館 理数　701 理数探究基礎　未来に向かって

教科 種目（科目）
発行者

教科書名
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仙台大志高等学校

教科書

番号 略称 記号　番号

国語 現代の国語 104 数研 現国　710 新編 現代の国語

国語 言語文化 104 数研 言文　709 新編　言語文化

国語 国語総合 2 東書 国総　332 新編国語総合　

国語 国語表現 50 大修館 国表　307 国語表現　改訂版

国語 現代文Ａ 2 東書 現Ａ　306 現代文Ａ

国語 現代文Ｂ 50 大修館 現Ｂ　332 新編現代文Ｂ　改訂版

国語 古典Ａ 17 教出 古Ａ　302 古典文学選　古典Ａ

国語 古典Ｂ 50 大修館 古Ｂ　342 新編古典Ｂ　改訂版

地理歴史 歴史総合 46 帝国 歴総　706 明解　歴史総合

地理歴史 世界史Ａ 46 帝国 世Ａ　314 明解　世界史Ａ

地理歴史 世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　314 高校世界史　改訂版

地理歴史 日本史Ａ 2 東書 日Ａ　308 日本史Ａ　現代からの歴史

地理歴史 日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　314 高校日本史　改訂版

地理歴史 地理Ａ 130 二宮 地Ａ　309 基本地理Ａ

地理歴史 地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ

地理歴史 地図 46 帝国 地図　310 新詳高等地図

公民 公共 35 清水 公共　706 私たちの公共

公民 現代社会 104 数研 現社　320 改訂版　高等学校　現代社会

公民 倫理 2 東書 倫理　311 倫理

公民 政治・経済 183 第一 政経　309 高等学校　改訂版　政治・経済

数学 数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　716 新　高校の数学Ⅰ

数学 数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　331 改訂版　新　高校の数学Ⅰ

数学 数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　331 改訂版　新　高校の数学Ⅱ

数学 数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　324 改訂版　新編　数学Ⅲ

数学 数学Ａ 104 数研 数Ａ　331 改訂版　新　高校の数学Ａ

数学 数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　329 改訂版　新　高校の数学Ｂ

数学 数学活用 7 実教 数活　301 数学活用

理科 科学と人間生活 2 東書 科人　701 科学と人間生活

理科 生物基礎 104 数研 生基　709 新編　生物基礎

理科 地学基礎 7 実教 地基　702 地学基礎

理科 科学と人間生活 2 東書 科人　306 改訂　科学と人間生活

理科 物理基礎 2 東書 物基　312 改訂　新編物理基礎

理科 物理 2 東書 物理　308 改訂　物理

理科 化学基礎 2 東書 化基　314 改訂　新編化学基礎

理科 化学 2 東書 化学　309 改訂　新編化学

理科 生物基礎 183 第一 生基　319 高等学校　改訂　新生物基礎

理科 生物 61 啓林館 生物　309 生物　改訂版

理科 地学基礎 2 東書 地基　306 改訂　地学基礎

理科 地学 61 啓林館 地学　303 地学　改訂版

保健体育 保健体育 50 大修館 保体　701 現代高等保健体育

保健体育 保健体育 50 大修館 保体　305 最新高等学校保健体育改訂版

芸術 音楽Ⅰ 89 友社 音Ⅰ　704 ON! 1

芸術 美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ　701 美術１

芸術 書道Ⅰ 2 東書 書Ⅰ　701 書道Ⅰ

芸術 音楽Ⅱ 17 教出 音Ⅱ　307 音楽Ⅱ 改訂版 Tutti

芸術 美術Ⅱ 38 光村 美Ⅱ　303 美術２

芸術 書道Ⅱ 17 教出 書Ⅱ　307 新編　書道Ⅱ

外国語 英語コミュニケーションⅠ 104 数研 ＣⅠ　717 COMET English CommunicationⅠ

外国語 コミュニケーション英語Ⅰ 183 第一 コⅠ　352 Viva! English Communication Ⅰ

外国語 コミュニケーション英語Ⅱ 9 開隆堂 コⅡ　330 New Discovery English Communication Ⅱ

外国語 コミュニケーション英語Ⅲ 15 三省堂 コⅢ　330 MY WAY English Communication Ⅲ New Edition

外国語 英語表現Ⅰ 109 文英堂 英Ⅰ　312 Grove English Expression Ⅰ

教科 種目（科目）
発行者

教科書名
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教科書

番号 略称 記号　番号

外国語 英語表現Ⅱ 109 文英堂 英Ⅱ　311 Grove English Expression Ⅱ

外国語 英語会話 2 東書 英会　301 Hello there! English Conversation

家庭 家庭基礎 6 教図 家基　702 未来へつなぐ　家庭基礎365

家庭 家庭基礎 6 教図 家基　313 高等学校 家庭基礎　グローバル＆サスティナビリティ

情報 情報Ⅰ 2 東書 情Ⅰ　701 新編情報Ⅰ

情報 社会と情報 104 数研 社情　315 社会と情報　Next

商業 商業 7 実教 商業　334 ビジネス基礎　新訂版

商業 商業 190 東法 商業　355 経済活動と法　新訂版

商業 商業 7 実教 商業　338 新簿記　新訂版

商業 商業 7 実教 商業　342 情報処理　新訂版

家庭 家庭（専門） 7 実教 家庭　313 フードデザイン　新訂版

教科 種目（科目）
発行者

教科書名
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