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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 第一 現国713 高等学校　現代の国語 1年全員
○学習指導要領に示された学習項目が網羅され、偏りなく扱われている。現代社会を理解するのに
役立つ論理的な文章と実用的な文章が採録され、聞く言語活動と書く言語活動もバランス良く配列
されている。

2 国語 1 言語文化 第一 言文713 高等学校　言語文化 1年全員
○学習指導要領に示された学習項目が網羅され、偏りなく扱われている。多彩なジャンルの古典が
採録され、主体的・対話的で深い学びをを通して、自発的・発展的な学習を進めるのに適してい
る。

3 地理歴史 1 歴史総合 山川 歴総707 歴史総合 近代から現代へ １学年・全員

○従来の基礎科目である世界史A・日本史Aは受験科目ではなかったが、歴史総合は受験科目（共通
テスト出題科目）であるため、内容の充実が不可欠である。さらに世界史探究・日本史探究の配当
時間（３時間）は現在の世界史B・日本史B（4時間）よりも少ないため、歴史総合で扱う近現代史は
世界史探究・日本史探究で扱わないなど、カリキュラムマネジメントが必須となる。そこで探究へ
の接続が最もスムーズになる教科書を選定した。

4 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ712 数学Ⅰ １年全員

○各項目の始めにその項目で学習する内容を示し、生徒が自ら目標をもって学習に取り組む態度を
養えるよう工夫がなされている。大学入試を見据え重要な内容が不足なく取り上げられている。巻
末の総合問題では長文で構成された問題や、日常や社会の事象を題材にした問題が取り上げられ、
読解力の育成ができるよう工夫がなされている。

5 数学 1 数学Ａ 数研 数Ａ712 数学Ａ １年全員
○内容の記述が厳密であり論理的表現が学習できるよう工夫がなされている。ページ下部の「深め
る」では見方を変えて考えてみる、理由を説明するなど、内容の理解を深められるよう構成されて
おり生徒の思考力・判断力・表現力が育成できるよう工夫がなされている。

6 理科 1 物理基礎 数研 物基708 新編 物理基礎 １年　普通科全員
○物理基礎を学ぶ上での基礎知識をが正確に記載されており、習熟するための工夫も見られる。適
切な文の長さで正確に物理現象について記述されており、理解しやすい構成になっている。イラス
トや資料も充実している。

7 理科 1 生物基礎 数研 生基707 生物基礎 １年　全員
○他の教科書と比較すると、教える内容が繊細に記述されており、図や表の色使いもよくて、見や
すい。また、発展的な内容として付け加えられているものは、幅広いテーマを扱うことができ、生
徒の興味を引くものを選択して教えやすい。

8 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1～2年継続
○高校生が自らの健康やスポーツライフについて考え，判断する力が身につくような工夫が見られ
る

9 芸術 1 音楽Ⅰ 教出 音Ⅰ701 音楽Ⅰ　Tutti＋ 1年選択
○生徒が自ら考える主体的な学習や、個性を生かした創造的な音楽活動を展開できるように、合
唱・ギター練習・和楽器などの幅広い構成、並びに、鑑賞教材の充実による表現と鑑賞能力の伸長
のための工夫がなされている。

10 芸術 1 美術Ⅰ 日文 美Ⅰ702 高校生の美術１ 1年選択
○基礎基本を大切にし、授業での作品制作の一つの指針となる学習内容を的確に図示している。ま
た、解説もポイントを絞って明確で、技法や色彩、美術史などを巻末にまとめ、授業の導入や作品
制作の動機付けに効果的である。

11 芸術 1 書道Ⅰ 教出 書Ⅰ704 書道Ⅰ 1年選択
○古典の字形や用筆・運筆の特徴が視覚的に理解しやすく構成され、文字を媒体とした様々な美の
要素が盛り込まれ、鑑賞、臨書教材の充実が図られている。

12 外国語 1 英語コミュニケーションⅠ 三省堂 CⅠ 707
CROWN English
Communication Ⅰ

１年普通科全員
○生徒の知性や感性を揺さぶる内容であることに加え、ことばと人間との関係やことばと社会との
関係など広くことばへの関心を高め、思考力、表現力の育成を促し、豊かな言語観を育てる内容構
成になっていると判断した。

13 外国語 1 論理・表現Ⅰ 桐原 論Ⅰ714
FACTBOOK English Logic
and ExpressionⅠ

１年普通科全員
○扱われている題材が幅広く、タスク内容も豊富で、思考力や表現力の育成を促すような練習がで
きることに加え、しっかりと文法事項のまとめをすることもできる構成となっていたため。

14 家庭 1 家庭基礎 東書 家基 701
家庭基礎 自立・共生・創
造

１年全員
○写真・図・イラストなどの資料が豊富であり、生徒の学習意欲が高まるとともに資料が適切に掲
載されており、学力向上が期待できる。教科書本文も充実しており、生徒が現在及び将来にわたっ
て自分らしい生き方を考える科目の狙いに適したものである。

15 情報 1 情報Ⅰ 実教 情Ⅰ703 高校情報Ⅰ　Python １年全員
○学習指導要領の内容が簡潔に整理されており、授業計画などに対応しやすい。AI開発のデファク
トスタンダードのプログラム言語「Python」を取り扱っておりシンプルな言語なので効率的に授業
を展開できる。

令和４年度使用教科用図書　葺合高等学校
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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

16 国語 2 国語表現 大修館 国表307 国語表現　改訂版 2年国際科選択

17 国語 2 現代文Ｂ 数研 現Ｂ333 改訂版　現代文Ｂ
2年全員
2～3年継続

18 国語 2 古典Ｂ 数研 古Ｂ343 改訂版　古典Ｂ　古文編
2年全員
2～3年継続

19 国語 2 古典Ｂ 数研 古Ｂ344 改訂版　古典Ｂ　漢文編
2年全員
2～3年継続

20 地理歴史 2 世界史Ｂ 山川 世Ｂ310 詳説世界史　改訂版
2年国際科・
文系・英系選択
2～3年継続

21 地理歴史 2 日本史Ｂ 山川 日Ｂ309 詳説日本史　改訂版
2年国際科・
文系・英系選択
2～3年継続

22 地理歴史 2 地理Ｂ 帝国 地Ｂ304 新詳地理Ｂ
理系全員
2～3年継続

23 数学 2 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ327 改訂版　数学Ⅱ
2年普通科全員
国際科選択

24 数学 2 数学Ｂ 数研 数Ｂ325 改訂版　数学Ｂ
2年理系全員
文系・英系・
国際科選択

25 理科 2 科学と人間生活 数研 科人303
科学と人間生活　くらし
の中のサイエンス

2年国際科全員

26 理科 2 物理 数研 物理313 改訂版　物理
2年理系選択
2～3年継続
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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

27 理科 2 化学基礎 数研 化基319 改訂版　化学基礎
2年普通科全員
国際科選択

28 理科 2 化学 数研 化学313 改訂版　化学
2年文系選択
2年理系全員
2～3年継続

29 理科 2 生物 数研 生物310 改訂版　生物
2年文系・理系選
択　2～3年継続

30 芸術 2 音楽Ⅱ 教出 音Ⅱ307 音楽Ⅱ 改訂版 Tutti 2年文系選択者

31 芸術 2 美術Ⅱ 日文 美Ⅱ304 高校生の美術２ 2年文系選択者

32 芸術 2 書道Ⅱ 教出 書Ⅱ307 新編　書道Ⅱ 2年文系選択者

33 外国語 2 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 三省堂 コⅡ331
CROWN English
CommunicationⅡNew
Edition

２年普通科全員

34 外国語 2 英語表現Ⅱ 桐原 英Ⅱ334
EMPOWER English
Expression Essential
Course

２年普通科全員
○幅広いテーマと共に文法項目を学べるような仕組みになっている。また、実際のモデル文章を基
に分析、そして自らのWriting活動につながる手立てが示されている。スピーキングに関しても、プ
レゼンテーションやディベートなど幅広く扱われている。

35 家庭 2 家庭 教図 家庭304
子どもの発達と保育　育
つ・育てる・育ち合う

2年文系選択

36 地理歴史 3 世界史Ａ 帝国 世Ａ314 明解　世界史Ａ
3年国際科・文
系・英系選択・
理系全員

37 地理歴史 3 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

3年国際科・文
系・英系選択

38 数学 3 数学Ⅲ 数研 数Ⅲ322 改訂版　数学Ⅲ 3年理系選択

39 芸術 3 音楽Ⅲ 教出 音Ⅲ304 音楽Ⅲ　改訂版 3年文系選択者

40 芸術 3 美術Ⅲ 日文 美Ⅲ304 高校生の美術３ 3年文系選択者

41 芸術 3 書道Ⅲ 教出 書Ⅲ303 書道Ⅲ 3年文系選択者

42 外国語 3 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ 三省堂 コⅢ329
CROWN English
Communication ⅢNew
Edition

３年普通科全員
○学習指導要領に応じた読みのスキルの指導がしやすく、また４技能を統合した年間計画を立てや
すい。単に人物や出来事を紹介するのみならず、関わる人々の当時の感情が透けて見えるような書
き方をしている。英語力と、人間の形成において本校に適切な教材である。

43 家庭 3 家庭 実教 家庭313 フードデザイン　新訂版 3年文系選択

44 家庭 3 家庭 教図 家庭309 子ども文化 3年文系選択
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1 地理歴史 2 地図 帝国 地図309
標準高等地図-地図でよむ
現代社会-

2年全員
1年からの継続使用

2 保健体育 2 保健体育 大修館 保体304 現代高等保健体育改訂版
2年全員
1年からの継続使用

3 国語 3 現代文Ｂ 数研 現Ｂ333 改訂版　現代文Ｂ
3年全員
2年からの継続使用

4 国語 3 古典Ｂ 数研 古Ｂ343 改訂版　古典Ｂ　古文編
3年全員
2年からの継続使用

5 国語 3 古典Ｂ 数研 古Ｂ344 改訂版　古典Ｂ　漢文編
3年全員
2年からの継続使用

6 地理歴史 3 世界史Ｂ 山川 世Ｂ310 詳説世界史　改訂版
3年国際科・
文系・英系選択
2年からの継続使用

7 地理歴史 3 日本史Ｂ 山川 日Ｂ309 詳説日本史　改訂版
3年国際科・
文系・英系選択
2年からの継続使用

8 地理歴史 3 地理Ｂ 帝国 地Ｂ304 新詳地理Ｂ
3年理系全員
2年からの継続使用

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

3年全員
1年からの継続使用

10 理科 3 物理 数研 物理313 改訂版　物理
3年理系選択
2年からの継続使用

11 理科 3 化学 数研 化学313 改訂版　化学
3年文系選択
3年理系全員
2年からの継続使用

12 理科 3 生物 数研 生物310 改訂版　生物
3年文系・理系選択
2年からの継続使用

13 外国語 3 英語表現Ⅱ 数研 英Ⅱ324
Revised POLESTAR
English Expression Ⅱ

3年普通科全員
2年からの継続使用

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。

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337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）


