
1／2

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 大修館 国総347 新編 国語総合 改訂版 1･2年全員

2 地理歴史　 1 地理Ａ 帝国 地Ａ308 高等学校 新地理Ａ 1年全員

3 地理歴史 1 地図 帝国 地図309
標準高等地図
－地図でよむ現代社会－

1年全員

4 公民 1 現代社会 第一 現社321
高等学校 改訂版 現代社
会

1年夜間部全員
2年全員

5 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ331 改訂版 新 高校の数学Ⅰ 1･2年全員

6 理科 1 化学基礎 実教 化基316 新版化学基礎 新訂版 1年昼間部全員

7 理科 1 化学基礎 第一 化基322
高等学校 改訂 新化学基
礎

1年夜間部全員

8 保健体育 1 保健 大修館 保体304 現代高等保健体育改訂版 1年全員

9 芸術 1 音楽Ⅰ 教芸 音Ⅰ309 高校生の音楽１ 1年選択

10 芸術 1 美術Ⅰ 日文 美Ⅰ305 高校生の美術１ 1年選択

11 芸術 1 書道Ⅰ 教図 書Ⅰ306 書Ⅰ 1年選択
○漢字仮名交じりの書、漢字の書、仮名の書、夫々の教材及び鑑賞教材が豊富に配置され
定時制生徒の興味をひく内容となっており、創作による表現活動が系統的であること。

12 外国語 1

コミュニ
ケーション
英語
基礎

三友 コ基302
JOYFUL English
Communication Basic

1年全員

13 商業 1
ビジネス基
礎

実教 商業334 ビジネス基礎 新訂版 1年昼間部全員
○幅広いテーマが扱われており、図やイラストが充実している。また生徒の関心を引く内
容も多く、専門用語についても生徒が理解を深めるのに適した内容となっている。

14 理科 2 生物基礎 実教 生基313 生物基礎 新訂版 2年昼間部全員

15 理科 2 生物基礎 第一 生基319
高等学校 改訂 新 生物基
礎

2年夜間部全員

16 芸術 2 音楽Ⅱ 教芸 音Ⅱ309 高校生の音楽２ 2年選択
○中学校での学習をベースに、さらに音楽文化についての理解、深い学びにつながる構成
になっている。幅広い時代とジャンルの中から、無理なく取り組むことの出来る教材が多
く、本校生徒の興味を引く構成となっている。

17 芸術 2 美術Ⅱ 日文 美Ⅱ304 高校生の美術２ 2年選択
○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。芸術作品の写真やイラストが充実しており、
理解を深めるのに適した内容となっている。
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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

18 芸術 2 書道Ⅱ 教図 書Ⅱ306 書Ⅱ 2年選択
○漢字仮名交じりの書、漢字の書、仮名の書、夫々の教材及び鑑賞教材が豊富に配置され
定時制生徒の興味をひく内容となっており、創作による表現活動が系統的であること。

19 外国語 2
コミュニ
ケーション
英語Ⅰ

三省堂 コⅠ335
VISTA English
ommunicationⅠNew
Edition

2･3･4年全員

20 家庭 2 家庭基礎 教図 家基302
家庭基礎 ともに生きる
明日をつくる

2年昼間部全員

21 家庭 2 家庭総合 教図 家総302
家庭総合 ともに生きる
明日をつくる

2･3年夜間部全員

22 情報 2 社会と情報 実教 社情311 最新社会と情報 新訂版 2年夜間部全員

23 商業 2 情報処理 東法 商業344 情報処理 新訂版
2年昼間部全員
3･4年昼間部選択
3･4年夜間部選択

24 国語 3 国語表現 第一 国表308
高等学校 改訂版 国語表
現

3年選択

○表現活動として取り扱うジャンルが精選されており、基礎学力の定着に適した内容であ
り、適切な内容の説明・解説のほか、文章教材も多く採録しており、指導しやすい。ま
た、各教材末に、学習課題が内容理解・表現活動等バランスよく設けられており、引用例
文や作文例に、生徒作品や身近な題材の作品が取り上げられており、生徒が学習に取り組
みやすい。

25 国語 3 現代文Ｂ 大修館 現Ｂ332 新編 現代文Ｂ 改訂版 3･4年全員

○オーソドックスな教材と新しい教材とがバランスよく採録されている。現代社会におけ
る諸問題を扱った評論が多く取り上げられており、幅広い視野と問題意識を養うことがで
きる。また、小説は定番教材を中心に、読解力を深めることのできる作品が採録されてい
る。各教材末に学習課題が設けられているとともに「注意する語句」がまとめられてお
り、指導しやすいため。

26 地理歴史 3 世界史Ａ 帝国 世Ａ314 明解 世界史Ａ 3年全員

27 数学 3 数学Ⅱ 実教 数Ⅱ323 高校数学Ⅱ 新訂版 3年選択
○段階に応じた問題配置になっており、反復学習や練習問題等による繰り返し学習が充実
している。問題のレベル、数ともに本校生徒の実情に合っており、生徒の学習意欲を高め
ることができる。

28 数学 3 数学Ａ 実教 数Ａ323 高校数学Ａ 新訂版
3年昼間部全員
3年夜間部選択

29 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年夜間部全員

30 理科 3 物理基礎 東書 物基312 改訂 新編 物理基礎 3年昼間部全員

31 商業 3 簿記 実教 商業338 新 簿記 新訂版 3･4年夜間部選択

32 国語 4 古典Ａ 大修館 古Ａ307 古典Ａ 物語選 4年全員

33 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
○幅広いテーマが扱われており、内容も生徒の興味を引くものが多い。章ごとに学習する
文法項目が明確に提示されており定着を図るための活動も豊富である。


