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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 現代の国語 大修館 現国707 新編現代の国語 １年全員

〇大判で図表・資料などが見やすく、視覚に訴えるものがある。教材配置もバランスが取れてい
る。書体も大きく見やすいので音読もしやすい。外国籍の生徒も在籍する本校で、読みやすさは重
視するべき点であり、この教科書を採択した。

2 公民 1 公共 第一 公共710 高等学校 公共 1年全員

〇教科書の本文文章の記述が具体・詳細で最新の情報が導入されている。生徒が興味を持ちそうな
テーマが豊富にある。図表や写真等が豊富で、基礎的な内容の説明も丁寧で、本校の生徒にふさわ
しい。

3 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ716 新 高校の数学Ⅰ 1年全員
〇各章の最初に、その章で解決できる大きな問題提起がなされており、その章の内容を学ぶよさが
実感できる。例題、練習とスムーズな展開がなされていて、基本事項の定着が期待できる。

4 理科 1 化学基礎 実教 化基703 化学基礎 academia 1年全員

〇図や写真が多く、イメージが伝わりやすい。各ページ毎に単元の内容がまとめられており、授業
も進めやすい。内容も基礎的な内容から基礎から応用まで扱っており、それらを段階的に進めるこ
とができるようになっている。また、実験題材も多く、体験を通した学びができるような構成と
なっている。

5 保健体育 1 保健体育 大修館 保体701 現代高等保健体育 １年全員
〇系統性を重視した編集となっており、本校の生徒にとって妥当な文章量となっている。単元の冒
頭に本時の「学習内容」「めあて」が提示されているので生徒が見通しを持って学習に取り組め
る。

6 芸術 1 音楽Ⅰ 教芸 音Ⅰ702　 高校生の音楽１ １年選択
〇中学校での学習をベースに、より深い学びにつながる構成になっている。音楽の授業だけでな
く、さまざまな音楽シーンでも役立つ充実した資料が掲載されており、生徒の興味を引く構成と
なっている。

7 芸術 1 美術Ⅰ 日文 美Ⅰ702 高校生の美術１ １年選択
〇キャリア教育で大切な多様で主体的な学びの実現を意識された教科書である。用具・材料・表現
技法の説明を丁寧にわかりやすく説明し、本校の生徒が興味・関心を持てるような多彩な題材を取
り上げている。

8 外国語 1
英語コミュ
ニケーショ

ンⅠ
三省堂 CI 709

VISTA
English CommunicationⅠ

1年全員
〇どの教科書もそれぞれの工夫がみられるが、VISTAはコンテンツがよりワールドワイドで、生徒
の興味を引きやすい。

9 情報 1 情報Ⅰ 実教 情Ⅰ 706 図説　情報Ⅰ １年全員
〇生徒にとって身近なテーマで理解しやすい内容である。また例題や練習問題が充実しており、理
解を深めるのに適している。イラストが豊富で生徒がイメージしやすいものとなっている。

10 公民 2 現代社会 第一 現社321
高等学校 改訂版 現代社

会
２年昼間部

11 理科 2 生物基礎 実教 生基313 生物基礎 新訂版 ２年全員

12 芸術 2 音楽Ⅱ 教芸 音Ⅱ309 高校生の音楽2 ２年選択

13 芸術 2 美術Ⅱ 日文 美Ⅱ304 高校生の美術2 ２年選択

14 家庭 2 家庭基礎 教図 家基312
新家庭基礎今を学び未来を

描き暮らしをつくる
２年全員

15 情報 2 社会と情報 実教 社情311 最新社会と情報 新訂版 ２年全員
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16 国語 3 現代文Ｂ 大修館 現Ｂ332 新編現代文Ｂ 改訂版 ３年全員

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

17 国語 3 国語表現 教出 国表306 国語表現 改訂版 ３年選択

18 地理歴史 3 世界史Ａ 帝国 世Ａ314 明解 世界史Ａ ３年全員

19 数学 3 数学Ａ 数研 数Ａ331 改訂版 新 高校の数学Ａ ３年全員

20 数学 3 数学活用 実教 数活301 数学活用 ３年夜間部選択

〇 本年度新規開講 本文の内容や、注釈文・図版・色など、数学に苦手意識を持つ生徒にも理解し
やすいように工夫がなされている。日常生活と数学が結びつけられており、関心・意欲を引き出す
ことができる。

21 理科 3 物理基礎 東書 物基312 改訂 新編物理基礎 ３年昼間部

22 理科 3
科学と

人間生活
実教 科人307 科学と人間生活 新訂版 ３年夜間部

23 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年全員 〇 本年度新規開講 VISTAは分量やテーマなどが本校の生徒に合っている。また、音声スクリプトや
活用例文集があるなど、生徒にとって学習しやすく充実した内容でもあるため、VISTAを選定した。

24 家庭 3
子どもの

発達と保育
教図 家庭304

子どもの発達と保育
育つ 育てる 育ち合う

３年夜間部選択

25 商業 3・4 情報処理 東法 商業344 情報処理 新訂版
３年夜間部選択
４年夜間部選択

26 商業 3
ビジネス基

礎
実教 商業334 ビジネス基礎 新訂版 ３年夜間部選択

27 商業 3・4 ビジネス実務 東法 商業346 ビジネス実務 新訂版
３年昼間部選択
４年夜間部選択

28 国語 4 古典Ａ 大修館 古Ａ315 古典A 物語選 改訂版 ４年全員

29 地理歴史 4 日本史Ａ 山川 日Ａ314 現代の日本史 改訂版 ４年全員

30 外国語 4 英語表現Ⅰ 三省堂 英Ⅰ325
SELECT English Expression

Ⅰ New Edition
４年昼間部全員

31 外国語 4 英語会話 三省堂 英会302
SELECT English
Conversation

４年選択

32 商業 4
ビジネス情

報
東法 商業353 ビジネス情報 新訂版 ４年選択

以下は、継続使用の教科用図書で、需要表第１表対象外のもの。



3／3No 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 大修館 国総347 新編国語総合 改訂版
２年全員

１年より継続

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

2 公民 2 現代社会 第一 現社321 高等学校 改訂版 現代社会
２年夜間部

１年より継続

3 数学 2 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ331 改訂版 新 高校の数学Ⅰ
２年全員

１年より継続

4 外国語 2
コミュニケー
ション英語Ⅰ

三省堂 コⅠ335
VISTA English

CommunicationⅠNew Edition

２年全員
１年より継続

４年全員
３年より継続

5 国語 4 現代文Ｂ 大修館 現Ｂ332 新編現代文Ｂ 改訂版
４年全員

３年より継続

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４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、その用い方は横長とする。※3部提出(教委学第319号依頼文参照）

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）


