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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 数研 現国708 現代の国語 １年・全員
○問題意識をもって取り組むことのできる教材を採録しており、さまざまな社会的要請に応え得る人
間性の育成に役立つと思われる。また、デジタル教材も豊富であり、生徒の主体的な学びを期待でき
る教材であると判断した。

2 国語 1 言語文化 数研 言文707 言語文化 １年・全員
○理念や社会秩序についてかかわる題材を採録しているため、現代社会や人間関係にも共通する
問題として、生徒が考えを深化できると思われる。また、生徒の主体的な学びに導くためのデジタル
教材、デジタルコンテンツも充実していると判断した。

3 公民 1 公共 帝国 公共707 高等学校公共 １年・全員

○各単元に「学習課題」、「確認」、「活用」があり、ポイントを把握して、振り返り、考察につなげること
ができる。「思考実験」や「現代社会の見方・考え方」が、思考力や判断力の育成に活用できる。「現
代社会の諸課題」が「主体的・対話的で深い学び」に活用できる。「How to」がキャリア教育や主権者
教育に活用できる。大判で、図やグラフも大きく見やすい。

4 数学 1 数学Ⅰ 東書 数Ⅰ703 数学Ⅰ　Essence １年・全員
○単元ごとに、生徒が興味関心を持つようになっていると思われる。現在、在籍している生徒のレベ
ルに合致していると考えられる。練習問題が適切であり、繰り返し学習に利用しやすいと考えられる。

5 理科 1 科学と人間生活 実教 科人702 科学と人間生活 １年・全員
○中学校で学んだ内容や本書の他の編で学ぶ内容との関連がうまく整理されており、わかりやすい。
また、観察・実験に関する記述が見やすく配置され、実施の参考・動機づけに適している。

6 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
○幅広いテーマが扱われており、内容も生徒の興味を引いたり、実生活に基づいたものが多い。１時
間で完結するように、量も内容も適当である。図やグラフや写真等も盛り込まれており、説明およびイ
メージがしやすい。

7 芸術 1 音楽Ⅰ 教芸 音Ⅰ703 MOUSA１ １年・選択
○発声練習に使える最近の歌いやすい曲も掲載しており、現在の本校の生徒に合った教材が多く、
最も適していると思われる。また挿絵、写真も豊富で楽譜もわかりやすい。英語やイタリア語の表記も
わかりやすく、使いやすい。

8 芸術 1 美術Ⅰ 日文 美Ⅰ702 高校生の美術１ １年・選択
○ページ数を含め、情報量が多く参考になる。単元ごとの解説文と図版（作品・制作過程）のバランス
がよく理解しやすい。中学校美術の基本的内容も取り扱うなどの配慮がされており、復習、導入、発
展のさいに使用しやすい。

9 芸術 1 書道Ⅰ 教図 書Ⅰ702 書Ⅰ １年・選択
○書道の基本的な学習を系統的・段階的に進められ、書や古典に関する知識を深め、技術を高める
だけでなく、感性を磨き、情操を育むことができると思った。

10 芸術 1 書道Ⅰ 教図 書Ⅰ703 書Ⅰプライマリーブック １年・選択
○書道の基本的な学習を系統的・段階的に進められ、書や古典に関する知識を深め、技術を高める
だけでなく、感性を磨き、情操を育むことができると思った。

令和４年度使用教科用図書　神港橘高等学校



2／4No 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

11 外国語 1
英語コミュニ
ケーションⅠ

東書 ＣⅠ702
Power On English
Communication

１年・全員
○学習内容と深度が本校の生徒に適したものとなっている。テーマのバランスもよく生徒の関心を引
き付けると思われる。ペアワークやグループワークを行うための素材も適している。また、表現活動の
ための課題も使いやすい。

12 商業 1 ビジネス基礎 実教 商業701 ビジネス基礎 １年・全員
○商業のガイダンス学習のため、広範囲にさまざまな情報が掲載され、いろいろな角度から生徒へア
プローチが可能となっている。また、分野ごとに目の引く構成になっており、２年生からの学習へ向け
て基本の定着が見込める。

13 商業 1 簿記 実教 商業709 新簿記 １年・全員
○基本と応用の２ステップ方式構成になっており、学習内容が急に難しくならないように工夫されてい
る。図解・イラストについても、生徒に身近な例やイラストを多用しており、簿記の学習内容がわかりや
すく解説されている。

14 商業 1 情報処理 実教 商業715
最新情報処理 Advanced
Computing

１年・全員

○基礎的・基本的な知識と技術を習得し、更に高度な専門的技能の習得と活用ができるよう教材が
配置されている。また、知識の学習に留まらず、専門用語の解説と実習を通して技能の定着を図るこ
とができるとともに、表計算ソフトについては多様な関数を扱い、より高度な活用能力を育成する教材
の構成になっている。

15 地理歴史 2 日本史A 山川 日Ａ314 現代の日本史　改訂版 ２年・選択

16 地理歴史 2 日本史B 山川 日Ｂ309 詳説日本史　改訂版 ２～３年・選択

17 数学 2 数学Ⅱ 東書 数Ⅱ302 新編数学Ⅱ ２～３年・全員

18 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・全員

19 外国語 2
コミュニケー
ション英語Ⅱ

桐原 コⅡ354
WORLD TREK English
CommunicationⅡNew
Edition

２～３年・全員

20 家庭 2 家庭基礎 実教 家基314
新家庭基礎　パートナーシッ
プでつくる未来

２年・全員

21 商業 2 マーケティング 実教 商業336 マーケティング　新訂版
２年・情報類型活
用コース全員

22 商業 2 商品開発 実教 商業315 商品開発
２年・情報類型活
用コース全員

23 商業 2 財務会計Ⅰ 実教 商業347 新財務会計Ⅰ　新訂版
２年・会計類型全
員

24 商業 2 原価計算 実教 商業350 原価計算　新訂版
２年・会計類型全
員

25 商業 2 ビジネス情報 実教 商業352 ビジネス情報　新訂版 ２年・全員

26 商業 2 プログラミング 実教 商業324 最新プログラミング
２年・情報類型開
発コース全員

27 国語 3 国語表現 大修館 国表307 国語表現　改訂版 ３年・選択



3／4No 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

28 国語 3 現代文B 数研 現Ｂ333 改訂版　現代文Ｂ ３年・全員
○定番・新題材のバランスがよく、国語総合との教材の重複がない。論理的思考力を育む工夫がされ
ており、評論テーマの理解を深めるためのコラム等が充実している。

29 国語 3 古典A 第一 古Ａ314
高等学校 改訂版 標準古典
Ａ 物語選

３年・選択

30 公民 3 現代社会 実教 現社315 最新現代社会　新訂版 ３年・全員

31 外国語 3 英語表現Ⅰ 啓林館 英Ⅰ329
Revised Vision Qiest English
ExpressionⅠStandard

３年・全員

32 商業 3 マーケティング 実教 商業336 マーケティング　新訂版 ３年・選択

33 商業 3 広告と販売促進 実教 商業325 広告と販売促進
３年・情報類型活
用コース全員、選
択

34 商業 3 ビジネス経済 実教 商業316 ビジネス経済 ３年・選択

35 商業 3 経済活動と法 実教 商業354 経済活動と法　新訂版 ３年・選択

36 商業 3 財務会計Ⅰ 実教 商業347 新財務会計Ⅰ　新訂版 ３年・選択

37 商業 3 財務会計Ⅱ 実教 商業329 財務会計Ⅱ
３年・会計類型全
員

38 商業 3 原価計算 実教 商業350 原価計算　新訂版 ３年・選択

39 商業 3 管理会計 実教 商業330 管理会計
３年・会計類型選
択

40 商業 3 ビジネス情報管理実教 商業333 ビジネス情報管理
３年・情報類型開
発コース全員

41 福祉 3 社会福祉基礎 実教 福祉301 社会福祉基礎 ３年・選択
○各単元ごとの章末問題や教科書準拠の問題集もあり、学習内容を定着させやすい構成である。ま
た、福祉課題に関する資料やデータなどの図解が多く、生徒にとって理解しやすい。さらに、演習課
題等もあり、充実した内容となっている。

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 2 国語総合 第一 国総360
高等学校　改訂版　国語総
合

１～２年・全員 １年から継続使用

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 １～２年・全員 １年から継続使用

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。
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3 地理歴史 3 日本史B 山川 日Ｂ309 詳説日本史　改訂版 ２～３年・選択 ２年から継続利用

4 数学 3 数学Ⅱ 東書 数Ⅱ302 新編数学Ⅱ ２～３年・全員 ２年から継続利用

5 外国語 3
コミュニケー
ション英語Ⅱ

桐原 コⅡ354
WORLD TREK English
CommunicationⅡNew
Edition

２～３年・全員 ２年から継続利用

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）


