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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
〇関連性を意識した単元構成になっており、読解や論述に役立つ「論理分析」の項も充実してい
る。表現編も基礎的読解力・表現力を養うのに適しており、評論と文学的文章が単一の教科書に入
れ強く入っている点が、従来の本校の授業形態に適している。

2 国語 1 言語文化 第一 言文　713 高等学校　言語文化 1年全
〇多彩な題材を豊富に収録しており、高校の個展を最初に学ぶのにふさわしい構成になっている。
また、我が国の言語文化の理解を深める「言語活動」と銘打ったコラムの欄も生徒の興味関心を喚
起すると思われる。従来の本校の授業形態を継続できる教科書だと推察する。

3 地理歴史 1 歴史総合 実教 歴総　703 詳述歴史総合 1年全

〇見開きで大単元やテーマが完結しており、必修科目として生徒が整理してみることができる。テーマごとに関連項目で整
理しているため、多くの教師にとって教えやすく汎用性がある。トピックや特定な表・図が多過ぎず適度であり単元の分け
方やつながりが生徒にとって理解しやすい。アプローチする問題に対しての資料、文字の分量のバランスが最適である。世
界の歴史の中の日本の歴史という観点であり、世界史にも日本史にも関わる共通点などが比較しやすいため教えやすい。

4 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ　713 高等学校　数学Ⅰ 1年全、一部２年継続

〇新しい単元の導入説明がわかりやすく、重要事項やまとめなどが適切に提示されている。
例、例題、応用例題等問題のレベルを明確にし、生徒に対して定着を図るための創意工夫が
なされている。

5 数学 1 数学Ａ 数研 数Ａ　713 高等学校　数学Ａ 1年全
〇新しい単元の導入説明がわかりやすく、重要事項やまとめなどが適切に提示されている。
例、例題、応用例題等問題のレベルを明確にし、生徒が定着を図るための創意工夫がなされ
ている。

6 理科 1 化学基礎 数研 化基　708 化学基礎 1年全
〇図版が大きい。本文が分かりやすい。実験の解説が充実している。写真の大きさと量もよ
く、生徒の興味関心を高めるのに非常に適している。

7 保健体育 1 保健体育 大修館 保体　701 現代高等保健体育 １年選択・２年継続
〇基礎から応用まで丁寧な解説が生徒にわかりやすい。例題や問題を豊富な図版や写真とと
もに掲載されており、より理解しやすい内容になっている。

8 芸術 1 音楽Ⅰ 教芸 音Ⅰ　702 高校生の音楽１ １年選択
〇「音楽って何だろう」という本質的な問いを中心に構成されており、小中学校の共通教材に加え、これまでも
高等学校音楽で扱われてきた歌唱教材や鑑賞教材を生徒が単に知ること、演奏すること、聴くことに留まらず、
知覚と感受の活動を基に音楽的な思考を働かせ、判断や表現することができるよう工夫されている。

9 芸術 1 美術Ⅰ 日文 美Ⅰ　702 高校生の美術１ １年選択
〇作品の参考事例、歴史的背景、基礎的な技術面等がより詳しくわかりやすく記述されてお
り、各領域やテーマ等、社会とのかかわりや美術に関する情報量が格段に多く、読み応えも
ある。生徒が授業以外でも自主的に興味関心を持って活用できる。

10 芸術 1 書道Ⅰ 東書 書Ⅰ　701 書Ⅰ １年選択
〇丸基礎的な学習に重点をおき、学習の選定から提示の仕方まで、学習しやすさを追及している。古典を学ぶこ
とで、技法を習得するだけでなく、書の本質を追及する姿勢を育むことができる。書写との一層の連携、鑑賞学
習や、篆書、草書、篆刻、刻字の基本的な学習への配慮など、新たな内容にも意欲的に学べる工夫がある。

11 外国語 1
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ

ﾝⅠ
数研 CⅠ　716

BIG DIPPER English
Communication Ⅰ

１年全
〇誌面デザインが見やすい。本文の内容をふまえて自分の意見を表現する活動が盛り込まれ
ているがよい。反転学習を引き出しやすく、演習を通して理解を深める能動的な活動を行い
やすい。

12 外国語 1 論理・表現Ⅰ 数研 論Ⅰ　711
EARTHRISE English Logic
and Expression Ⅰ
Sanders

１年全、一部２年継続

〇goal と self assesment が明記されており、目標を知り、振り返ることにより、生徒の
自学自習の助けとなる。 音声が圧倒的に充実している。4skills において、様々なタスク
があり、進めやすい。
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13 家庭 1 家庭基礎 実教 家基　705
家庭基礎 気づく力　築く
未来

１年全
〇日常生活から課題を見つける工夫がされており、知識と技能をバランスよく教えることが
できると考える。発展的課題として世界に目を向けるテーマ設定もあり、広い視点で授業計
画ができる。

14 情報 1 情報Ⅰ 実教 情Ⅰ　705 最新情報Ⅰ １年全
〇基礎から応用まで丁寧な解説が生徒にわかりやすい。例題や問題を豊富な図版や写真とと
もに掲載されより理解しやすい内容になっている。生徒が自ら考え、対処する力を養う工夫
がされている。

15 国語 2 国語表現 第一 国表　308
高等学校 改訂版 国語表
現

２年選択

16 国語 2 現代文Ｂ 第一 現Ｂ  339
高等学校　改訂版　現代
文Ｂ

２年選択、３年継続

17 国語 2 古典Ａ 第一 古Ａ  314
高等学校 改訂版 標準古典
Ａ　物語選

２年選択、一部３年継続

18 国語 2 古典Ｂ 東書 古Ｂ  331 精選古典Ｂ　古文編 ２年選択、３年継続

19 国語 2 古典Ｂ 東書 古Ｂ  332 精選古典Ｂ　漢文編 ２年選択、３年継続

20 地理歴史 2 世界史Ａ 実教 世Ａ　311 世界史Ａ 新訂版 2年選択、一部3年継続

21 地理歴史 2 世界史Ｂ 山川 世Ｂ　310 詳説世界史　改訂版 2年選択、一部3年継続

22 地理歴史 2 日本史Ａ 第一 日Ａ  312
高等学校　改訂版　日本
史Ａ　人・くらし・未来

2年選択、一部3年継続

23 地理歴史 2 日本史Ｂ 山川 日Ｂ  309 詳説日本史　改訂版 2年選択、一部3年継続

24 地理歴史 2 地理Ａ 第一 地Ａ　310
高等学校　新版　地理Ａ
世界に目を向け、地域を
学ぶ

2年選択、一部3年継続

25 公民 2 政治・経済 清水 政経　314
高等学校　現代政治・経
済　新訂版

２年選択
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26 数学 2 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ　328
改訂版　高等学校　数学
Ⅱ

２年選択、一部３年継続

27 数学 2 数学Ｂ 数研 数Ｂ　326
改訂版　高等学校　数学
Ｂ

２年選択、一部３年継続

28 理科 2 物理基礎 数研 物基　318 改訂版　物理基礎 ２年選択

29 理科 2 物理 数研 物理　313 改訂版　物理 ２年選択　３年継続

30 理科 2 化学 数研 化学　313 改訂版　化学 ２年選択　３年継続

31 理科 2 生物基礎 東書 生基　311 改訂　生物基礎 ２年選択

32 理科 2 生物 東書 生物　306 改訂　生物 ２年選択　３年継続

33 理科 2 地学基礎 第一 地基　310
高等学校　改訂　地学基
礎

２年選択

34 理科 2 地学 啓林館 地学　303 地学　改訂版 ２年選択　３年継続

35 芸術 2 音楽Ⅰ 教芸 音Ⅰ　309 高校生の音楽１ ２年選択
〇「音楽って何だろう」という本質的な問いを中心に構成されており、小中学校の共通教材に加え、これまでも
高等学校音楽で扱われてきた歌唱教材や鑑賞教材を生徒が単に知ること、演奏すること、聴くことに留まらず、
知覚と感受の活動を基に音楽的な思考を働かせ、判断や表現することができるよう工夫されている。

36 芸術 2 音楽Ⅱ 友社 音Ⅱ　311 改訂版　高校生の音楽２ ２年選択

37 芸術 2 美術Ⅰ 日文 美Ⅰ　305 高校生の美術１ ２年選択

38 芸術 2 美術Ⅱ 日文 美Ⅱ　304 高校生の美術２ ２年選択
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39 芸術 2 書道Ⅱ 教図 書Ⅱ　306 書Ⅱ ２年選択

40 外国語 2
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英

語Ⅱ
東書 コⅡ　328

PROMINENCE
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Communication Ⅱ

２年全

41 商業 2 商業 東法 商業　335 ビジネス基礎　新訂版 ２年選択

42 商業 2 商業 東法 商業　337 マーケティング　新訂版 ２年選択

43 商業 2 商業 東法 商業　340 簿記　新訂版 ２年選択

44 商業 2 商業 東法 商業　351 原価計算　新訂版 ２年選択

45 商業 2 商業 実教 商業　343 最新情報処理　新訂版 ２年選択

46 商業 2 商業 実教 商業　324 最新プログラミング ２年選択、一部３年継続

47 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年選択、一部３年継続

48 家庭 2 家庭 実教 家庭　306 ファッション造形基礎 ２年選択

49 家庭 2 家庭 実教 家庭　313 フードデザイン　新訂版 ２年選択

50 情報 2 情報 実教 情報　304 情報テクノロジー ２年選択

51 情報 2 情報 実教 情報　305
アルゴリズムとプログラ
ム

２年選択、一部３年継続
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52 情報 2 情報 実教 情報　309 情報デザイン ２年選択

53 福祉 2 福祉 実教 福祉　301 社会福祉基礎 ２年選択、一部３年継続

54 福祉 2 福祉 実教 福祉　302 介護福祉基礎 ２年選択

55 地理歴史 3 世界史Ａ 実教 世Ａ　311 世界史Ａ　新訂版 ３年選択

56 地理歴史 3 日本史Ａ 第一 日Ａ  312
高等学校　改訂版　日本
史Ａ　人・くらし・未来

３年選択

57 地理歴史 3 地理Ａ 第一 地Ａ　310
高等学校　新版　地理Ａ
世界に目を向け、地域を
学ぶ

３年選択

58 数学 3 数学Ⅲ 数研 数Ⅲ　323
改訂版　高等学校　数学
Ⅲ

３年選択

59 理科 3 物理基礎 数研 物基　318 改訂版　物理基礎 ３年選択

60 理科 3 生物基礎 東書 生基　311 改訂　生物基礎 ３年選択

61 理科 3 地学基礎 第一 地基　310
高等学校　改訂　地学基
礎

３年選択

62 芸術 3 音楽Ⅱ 友社 音Ⅱ　311 改訂版　高校生の音楽２ ３年選択

63 芸術 3 音楽Ⅲ 友社 音Ⅲ　306 改訂版　高校生の音楽３ ３年選択

64 芸術 3 美術Ⅱ 日文 美Ⅱ　304 高校生の美術２ ３年選択
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65 芸術 3 美術Ⅲ 日文 美Ⅲ　304 高校生の美術３ ３年選択

66 芸術 3 書道Ⅱ 教図 書Ⅱ　306 書Ⅱ ３年選択

67 外国語 3
コミュニケー
ション英語Ⅲ

東書 コⅢ　327
PROMINENCE Ｅｎｇｌｉｓ
ｈ Communication Ⅲ

３年全

68 商業 3 商業 東法 商業　337 マーケティング　新訂版 ３年選択

69 商業 3 商業 実教 商業　325 広告と販売促進 ３年選択

70 商業 3 商業 実教 商業　326 ビジネス経済応用 ３年選択

71 商業 3 商業 東法 商業　340 簿記　新訂版 ３年選択

72 商業 3 商業 東法 商業　349 財務会計Ⅰ　新訂版 ３年選択

73 商業 3 商業 東法 商業　351 原価計算　新訂版 ３年選択

74 商業 3 商業 実教 商業　343 最新情報処理　新訂版 ３年選択

75 商業 3 商業 実教 商業　352 ビジネス情報　新訂版 ３年選択

76 商業 3 商業 実教 商業　324 最新プログラミング ３年選択

77 家庭 3 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

３年選択

78 家庭 3 家庭 実教 家庭　313 フードデザイン　新訂版 ３年選択

79 家庭 3 家庭 教図 家庭　309 子ども文化 ３年選択
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80 家庭 3 家庭 実教 家庭　302 ファッションデザイン ３年選択

81 情報 3 情報 実教 情報　309 情報デザイン ３年選択

82 福祉 3 福祉 実教 福祉　301 社会福祉基礎 ３年選択

83 福祉 3 福祉 実教 福祉　305 コミュニケーション技術 ３年選択

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

1 国語 2 国語総合 三省堂 国総　338 精選国語総合　改訂版 選択(２年継続)

2 地理歴史 2 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－

選択(２年継続)

3 数学 2 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ　328
改訂版　高等学校　数学
Ⅰ

選択(２年継続)

4 保健体育 2 保健体育 大修館 保体　305 最新高等保健体育改訂版 選択(２年継続)

5 国語 3 現代文Ｂ 第一 現Ｂ  339
高等学校　改訂版　現代
文Ｂ

選択(３年継続)

6 国語 3 古典Ａ 第一 古Ａ  314
高等学校 改訂版 標準古
典Ａ　物語選

選択(３年継続)

7 国語 3 古典Ｂ 東書 古Ｂ  331 精選古典Ｂ　古文編 選択(３年継続)

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。
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8 国語 3 古典Ｂ 東書 古Ｂ  332 精選古典Ｂ　漢文編 選択(３年継続)

9 地理歴史 3 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－

選択(３年継続)

10 地理歴史 3 世界史Ａ 実教 世Ａ　311 世界史Ａ 新訂版 選択(３年継続)

11 地理歴史 3 世界史Ｂ 山川 世Ｂ　310 詳説世界史 改訂版 選択(３年継続)

12 地理歴史 3 日本史Ａ 第一 日Ａ  312
高等学校　改訂版　日本
史Ａ　人・くらし・未来

選択(３年継続)

13 地理歴史 3 日本史Ｂ 山川 日Ｂ  309 詳説日本史　改訂版 選択(３年継続)

14 理科 3 物理 数研 物理　313 改訂版　物理 選択(３年継続)

15 理科 3 化学 数研 化学　313 改訂版　化学 選択(３年継続)

16 理科 3 生物 東書 生物　306 改訂　生物 選択(３年継続)

17 理科 3 地学 啓林館 地学　303 地学　改訂版 選択(３年継続)

18 家庭 3 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

選択(３年継続)

19 情報 3 情報 実教 情報　305
アルゴリズムとプログラ
ム

選択(３年継続)

20 福祉 3 福祉 実教 福祉　301 社会福祉基礎 選択(３年継続)

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）

５　発行者番号の記入は必要ない。

１　教科名、科目名は教科書目録の順に記入すること。


