
令和４年度使用教科書一覧 

 

教科 科目 
教科書 

書名 発行所 使用学年学科 

国 語 

現代の国語 現代の国語 東京書籍 １全 

言語文化 精選言語文化 東京書籍 １全 

現代文Ｂ・現代文研究 精選現代文Ｂ 東京書籍 ２・３全 

古典Ａ 高等学校 改訂版 標準古典 A 物語選 第一学習社 ２看全 

古典Ｂ・古典研究 

 

精選古典Ｂ 古文編 東京書籍 ２・３総全 

精選古典Ｂ 漢文編 東京書籍 ２・３総全 

地 歴 

日本史Ａ 高等学校改訂版 日本史Ａ 人・くらし・未来 第一学習社 ３看選 

日本史Ｂ 日本史Ｂ 新訂版 実教出版 ２・３総選 

地理Ａ 高等学校 現代地理Ａ 新訂版 清水書院 ３看選 

地理Ｂ 新詳地理Ｂ 帝国書院 ２・３総選 

地図 新詳高等地図 帝国書院 ２・３総看選 

公 民 

公共 高等学校 公共 第一学習社 １全 

現代社会 高等学校 改訂版 現代社会 第一学習社 ２総選 ２看全 

政治・経済 高校政治・経済 新訂版 実教出版 ２総選 

倫理 高校倫理 新訂版 実教出版 ３総選 

数 学 

 

数学Ⅰ 数学Ⅰ Standard 東京書籍 １総全 

最新 数学Ⅰ 数研出版 １看全 

数学Ⅱ 

 

数学Ⅱ Standard 東京書籍 １総全 

改訂版 高等学校 数学Ⅱ 数研出版 ２総全 

改訂版 最新 数学Ⅱ 数研出版 ２・３看全 

数学Ⅲ 改訂版 高等学校 数学Ⅲ 数研出版 ２・３総選 

数学Ａ 

 

改訂版 最新 数学Ａ 数研出版 ２看全 

数学Ａ Standard 東京書籍 １総全 

数学Ｂ 改訂版 高等学校 数学Ｂ 数研出版 ２総選 

理 科 

 

物理基礎 改訂版 物理基礎 数研出版 ２総選 ２看全 

物理 改訂版 物理 数研出版 ２・３総選 

化学基礎 化学基礎 実教出版 １全 

新版化学基礎 新訂版 実教出版 ３総選 

化学 化学 新訂版 実教出版 ２・３総選 

生物基礎 改訂版 生物基礎 数研出版 ２全  

生物 改訂版 生物 数研出版 ２・３総選 ３看全 

地学基礎 新編 地学基礎 数研出版 ２総選 

保健体育 保健体育 
現代高等保健体育 大修館 １総全 

現代高等保健体育 改訂版 大修館 ２総全 

  



教科 科目 
教科書 

書名 発行所 使用学年学科 

芸 術 

音楽Ⅰ 高校生の音楽１ 教育芸術社 １総看選 

音楽Ⅱ MOUSA２ 教育芸術社 ２・３総選 

音楽Ⅲ 音楽Ⅲ 改訂版 教育出版 ３総選 

美術Ⅰ 高校生の美術１ 日文 １総看選 

美術Ⅱ 美術２ 光村図書出版 ２総選 

書道Ⅰ 書Ⅰ 光村図書出版 １総看選 

外国語 

英語コミュニケーショ

ンⅠ 

LANDMARK Fit English CommunicationⅠ  啓林館 １総全 

MY WAY English CommunicationⅠ 三省堂 １看全 

コミュニケーション 

英語Ⅱ 

Revised BIG DIPPER English CommunicationⅡ   数研出版 ２総全 

New edition Grove English CommunicationⅡ 文英堂 ２・３看全 

コミュニケーション 

英語研究 
Revised Big Dipper English Communication Ⅲ 数研出版 ３総全 

外国語 

論理・表現Ⅰ Vision Quest English Logic and Expression ⅠSｔａｎｄａｒｄ 啓林館 １総全 

英語表現Ⅰ 
Revised BIG DIPPER English Expression Ⅰ 数研出版 ２・３看全 

New Favorite English Expression Ⅰ 東京書籍 ３看 

英語表現研究① be  English Expression Ⅱ いいずな書店 ２総選 

英語会話 My Passport English Conversation 文英堂 ３総選 

家 庭 

家庭基礎 家庭基礎 自立･共生･創造 東京書籍 １全 

ファッション造形基礎 ファッション造形基礎 実教出版 ２・３総選 

子どもの発達と保育 子どもの発達と保育 新訂版 実教出版 ３総選 

子ども文化 子ども文化 教育図書 ３総選 

社会福祉基礎 社会福祉基礎 実教出版 ３総選 

情 報 

情報Ⅰ 最新情報Ⅰ 実教出版 １総全 

情報デザイン 情報デザイン 実教出版 ３総選 

表現メディアの編集と

表現 
表現メディアの編集と表現 実教出版 ３総選 

看 護 

基礎看護 基礎看護 実教出版 １看全 

基礎看護 基礎看護 教育出版 ２・３看全 

人体と看護 人体と看護 教育出版 ３看全  

疾病と看護 疾病と看護 教育出版 ２看全 

老年看護 老年看護 教育出版 ２看全 

成人看護 成人看護 教育出版 ２・３看全 

精神看護 精神看護 教育出版 ３看全 

生活と看護 生活と看護 教育出版 ３看全 

 

 

 

 

 

 



専攻科 

科目 
教科書 

書名 発行所 使用学年 

国文学 精選現代文Ｂ 新訂版 大修館 １年 ２年 

政治・経済 高校政治・経済 新訂版 実教出版 １年 

情報科学 医療系のための情報リテラシーoffice2019対応版 東京図書 ２年 

英語 実践看護英語 英宝社 １年 ２年 

社会学 高等学校 改訂版 現代社会 第一学習社 １年 

心理学 ダイアグラム心理学 北大路書房 １年 

解剖生理学 系看 人体の構造と機能（１） 解剖生理学 医学書院 １年  

生活健康学 系看 人体の構造と機能（３） 栄養学 医学書院 １年 

病理学 図解 ワンポイント病理学 疾病のなりたちと回復の促進 サイオ出版 １年 

薬理学 系看 疾病の成り立ちと回復の促進（３） 薬理学  医学書院 １年  

生化学 改訂版 生物 数研出版 １年 

現代医療論 新体系 健康支援と社会保障制度① 現代医療論 メヂカルフレンド社 ２年 

公衆衛生学 系看 健康支援と社会保障制度（２）公衆衛生 医学書院 ２年 

社会福祉 系看 健康支援と社会保障制度（３）社会保障・社会福祉 医学書院 ２年 

関係法規 系看 健康支援と社会保障制度（４）看護関係法令 医学書院 １年 ２年 

基礎看護学 

系看 基礎看護学１ 看護学概論 医学書院 １年 ２年 

系看 基礎看護学２ 基礎看護技術Ⅰ 医学書院 １年 ２年 

系看 基礎看護学３ 基礎看護技術Ⅱ 医学書院 １年 ２年 

新体系看護学別巻 看護管理・看護研究・看護制度 メヂカルフレンド社 １年 ２年 

看護診断ハンドブック （第１１版）  医学書院 １年 ２年 

在宅看護論 
系看 地域・在宅看護論（１）地域・在宅看護の基盤 医学書院 １年 ２年 

系看 地域・在宅看護論（２）地域・在宅看護の実践 医学書院 １年 ２年 

成人看護学 

系看 成人看護学（２） 呼吸器  医学書院 １年 ２年 

系看 成人看護学（３） 循環器  医学書院 １年 ２年 

系看 成人看護学（４） 血液・造血器  医学書院 １年 ２年 

系看 成人看護学（５） 消化器  医学書院 １年 ２年 

系看 成人看護学（６） 内分泌・代謝 医学書院 １年 ２年 

系看 成人看護学（７） 脳・神経 医学書院 １年 ２年 

系看 成人看護学（８） 腎・泌尿器 医学書院 １年 ２年 

系看 成人看護学（９） 女性生殖器 医学書院 １年 ２年 

系看 成人看護学（１０） 運動器 医学書院 １年 ２年 

系看 成人看護学（１１） アレルギー・膠原病・感染症  医学書院 １年 ２年 

系看 成人看護学（１２） 皮膚  医学書院 １年 ２年 

系看 成人看護学（１３） 眼  医学書院 １年 ２年 

系看 成人看護学（１４） 耳鼻咽喉  医学書院 １年 ２年 

系看 成人看護学（１５） 歯・口腔  医学書院 １年 ２年 

系看 別巻 臨床外科看護総論  医学書院 １年 ２年 

系看 別巻 リハビリテーション看護 医学書院 １年 ２年 

老年看護学 系看 老年看護学 医学書院 １年 ２年 

 



科目 
教科書 

書名 発行所 使用学年 

小児看護学 
系看 小児看護学概論 小児臨床看護総論 小児看護学１ 医学書院 １年 ２年 

系看 小児臨床看護各論 小児看護学２ 医学書院 １年 ２年 

母性看護学 
系看 母性看護学概論 母性看護学１ 医学書院 1年 ２年 

系看 母性看護学各論 母性看護学２ 医学書院 1年 ２年 

精神看護学 
系看 精神看護の基礎 精神看護学１ 医学書院 １年 ２年 

系看 精神看護の展開 精神看護学２ 医学書院 １年 ２年 

看護の統合と実践 

 

 

系看 統合①看護管理 医学書院 １年 ２年 

系看 統合②医療安全 医学書院 １年 ２年 

系看 統合③災害看護学 国際看護学 医学書院 ２年 

＊その他 国民衛生の動向（８月３１日発行なので専１年：毎年９月に購入） 厚生統計協会 1年 ２年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


