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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　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

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

○選択教科として３，４年生で学習する。親しみやすい随想から、しっかりした評論文ま
で、同じテーマでも異なった視点や難易度で書かれた文章が幅広く豊富に収録されてお
り、本校生にとって適した教科書になっている。

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
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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　理　由

19 芸術 3 書道Ⅱ 光村 書Ⅱ３０８ 書　Ⅱ ３年生選択使用

20 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

21 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

22 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
○学習者には、図柄が多く、平易な説明になっており、理解しやすい表現を用いている。
指導上では項目が見開きページで収まるように、ポイントを要領よくまとめられており、
授業展開がしやすいため採択した。

23 商業 3 簿記 実教 商業３３９ 高校簿記　新訂版 ３年生選択使用

24 家庭（専門） 3 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

25 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

26 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

27 理科 4 科学と人間生活 実教 科人３０７ 科学と人間生活　新訂版 ４年生全員

28 芸術 4 書道Ⅲ 光村 書Ⅲ３０５ 書　Ⅲ ４年生選択使用
○書写から専門的な書へとレベルアップし、運筆、写真などで古典の特徴が理解しやすい
編集になっている。図版も充実し、鑑賞力も養うことができるようになっている。また、
製本方法も狭いスペースで使いやすくなっている。

29 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

30 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


