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令和３年度　使用教科用図書　楠高等学校

No 教科名 学年 種目名 発行者 教科書番号 教科書名 使用学年・範囲 選　定　・変　更　理　由

1 国語 1 国語総合 第一 国総３６２ 高等学校　改訂版 新編国語総合　
１〜２年生
　継続使用

2 地理歴史 1 地図 帝国 地図３１３
地歴高等地図

－現代世界とその歴史的背景－
１〜４年生
　継続使用

3 公民 1 現代社会 清水 現社３１６ 高等学校　現代社会　新訂版 １年生全員

4 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ３３１ 改訂版　新　高校の数学Ⅰ　 １年生全員

5 保健体育 1 保健 大修館 保体３０５ 最新高等保健体育　改訂版 １年生全員

6 芸術 1 美術Ⅰ 光村 美Ⅰ３０４ 美術１ １年生選択

7 芸術 1 書道Ⅰ 光村 書Ⅰ３０８ 書　Ⅰ １年生選択

8 外国語 1
コミュニケーショ

ン
英語Ⅰ

三省堂 コⅠ３３５ VISTA English Communication Ⅰ New Edition
１〜２年生
　継続使用

9 商業 1 ビジネス基礎 東法 商業３３５ ビジネス基礎　新訂版 １年生全員

10 地理歴史 2 日本史Ａ 第一 日Ａ３１２
高等学校　改訂版　日本史Ａ

人・くらし・未来
２年生全員

11 数学 2 数学Ａ 数研 数Ａ３３１ 改訂版　新　高校の数学Ａ　 ２年生全員

12 理科 2 科学と人間生活 実教 科人３０７ 科学と人間生活　新訂版 ２年生全員

13 家庭 2 家庭基礎 実教 家基３１４ 新家庭基礎パートナーシップでつくる未来 ２年生全員　

○生きていくうえで必要な基礎的知識・技術を身につけることをテーマにしてある。
ステップアップさせた内容へと展開できるようになっている。「自分で自分の生活を
デザインする」というキャッチフレーズ通りの教科書である。動機づけに最適な「導
入ワーク」 や、読みやすい文章とビジュアルな紙面は、非常に扱いやすい。また今日
的なコラムが豊富で豊富な実習題材も魅力的である。

14 情報 2 社会と情報 東書 社情３０９ 新編　社会と情報 ２年生全員

15 国語 3 国語表現 大修館 国表３０７ 国語表現　改訂版 ３～４年生継続使用

16 国語 3 現代文A 大修館 現A３０８ 現代文A　改訂版
３〜４年生選択
　継続使用
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17 地理歴史 3 世界史B 山川 世B３１４ 高校世界史　改訂版 ３〜４年生継続使用

18 数学 3 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ３３１ 改訂版　新　高校の数学Ⅱ
３〜４年生選択
　継続使用

19 理科 3 生物基礎 実教 生基３１４ 高校生物基礎　新訂版 ３年生全員

20 芸術 3 書道Ⅱ 光村 書Ⅱ３０８ 書　Ⅱ ３年生選択使用

21 外国語 3
コミュニケーショ

ン英語Ⅱ
三省堂 コⅡ３３３

VISTA English
Communication Ⅱ    　   New Edition ３〜４年生選択

　継続使用

22 外国語 3 英語会話 三省堂 英会３０２ SELECT English Conversation
３〜４年生選択
　継続使用

23 商業 3 経済活動と法 東法 商業３５５ 経済活動と法　新訂版 ３年生選択使用

24 商業 3 簿記 実教 商業３３９ 高校簿記　新訂版 ３年生選択使用

25 家庭（専門） 3 子どもの発達と保育 実教 家庭３１１ 子どもの発達と保育　新訂版
３〜４年生選択
　継続使用

○子どもの生活に関わる実習題材を盛り込んであり、全ページカラ―刷りで見やすい。特
に、図や写真、イラストなどの資料を豊富に入れてあるので、イメージしやすい。より興
味・関心を持って授業に取り組める。体験的なテーマ学習も助かる。そして取り組みやすい
実習題材もよい。何よりも、新しい話題「男性保育士」「出生前診断」「父子手帳」「抱っ
こひもからの転落」など、最近の話題を載せてあるのがよい。

26 情報（専門） 3 情報の表現と管理 実教 情報３０１ 情報の表現と管理
３〜４年生選択
　継続使用

27 公民 4 政治経済 清水 政経３１５ 高等学校　新政治・経済　新訂版 ４年生全員

28 理科 4 化学基礎 実教 化基３１７ 高校化学基礎　新訂版 ４年生全員
○図や写真が適度に使用されており、生徒にとって取り組みやすい構成になっ
ている。発展問題も含まれており、発展的な学習もおこないやすい。

29 芸術 4 書道Ⅲ 光村 書Ⅲ３０５ 書　Ⅲ ４年生選択使用

30 商業 4 ビジネス実務 東法 商業３４６ ビジネス実務　新訂版 ４年生選択使用

31 商業 4 財務会計Ⅰ 東法 商業３４９ 財務会計Ⅰ　新訂版 ４年生選択使用

No 教科名 学年 種目名 発行者 教科書番号 教科書名 使用学年・範囲 選　定　・　変　更　理　由

1 国語 2 国語総合 第一 国総３６２ 高等学校　改訂版 新編国語総合　
１〜２年生
　継続使用

以下は、継続使用の教科書で、需要表第１表対象外のもの。
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2 地理歴史 2 地図 帝国 地図３１３
地歴高等学校地図

―現代世界とその歴史的背景―
１〜４年生
　継続使用

3 外国語 2
コミュニケーション

英語Ⅰ
三省堂 コⅠ３３５ VISTA English Communication Ⅰ New Edition

１〜２年生
　継続使用

4 地理歴史 3 地図 帝国 地図３１３
地歴高等学校地図

―現代世界とその歴史的背景―
１〜４年生
　継続使用

5 家庭 3 家庭総合 実教 家総３０９ 新家庭総合パートナーシップでつくる未来
２〜３年生
　継続使用

6 国語 4 国語表現 大修館 国表３０７ 国語表現　改訂版
３～４年生
　継続使用

7 国語 4 現代文A 大修館 現A３０８ 現代文A　改訂版
３〜４年生選択
　継続使用

8 地理歴史 4 世界史B 山川 世B３１４ 高校世界史　改訂版
３〜４年生
　継続使用

9 地理歴史 4 地図 帝国 地図３１３
地歴高等学校地図

―現代世界とその歴史的背景―
１〜４年生
　継続使用

10 数学 4 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ３３１ 改訂版　新　高校の数学Ⅱ
３〜４年生選択
　継続使用

11 外国語 4
コミュニケーション

英語Ⅱ
三省堂 コⅡ３３３

VISTA English
CommunicationⅡNewEdition

３〜４年生選択
　継続使用

12 外国語 4 英語会話 三省堂 英会３０２ SELECT English Conversation
３〜４年生選択
　継続使用

13 家庭（専門） 4 フードデザイン 実教 家庭３１３ フードデザイン　新訂版
３〜４年生選択
　継続使用

14 情報（専門） 4
情報の表現

と管理
実教 情報３０１ 情報の表現と管理

３〜４年生選択
　継続使用

１　教科名、科目名は教科書目録の順に記入すること。

５　発行者番号の記入は必要ない。
６　令和３年度新規に使用するすべての教科書について記入した後、継続使用する教科書（需要表第１表対象外のもの）についても記入すること。
７　用紙の大きさはＡ４判とし、その用い方は左とじ横長とする。※１部提出

２　学年ごとに教科順・科目順に記入すること。
３　使用学年・範囲の記入例：２年選択、１年全員、１～２年継続、１年からの継続使用等
４　１～４年の教科書のうち、昨年度から変更したものについては、選定理由欄に○印を朱書し、変更理由を記入すること。
　※選定理由欄の記入については、他の教科書と比較してどの観点でこの教科書の選定に至ったかの理由を具体的に記述すること。（最低６０字以上）
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