
1 全学科 国語
現代の国
語

１８３　第一 現国　７１３ 高等学校　現代の国語

学習指導要領に示された、論理的な思考と判断力、表現力を身に
つけることをねらいとして編集されている。幅広いテーマから教材が
採録され、図や写真も多く、生徒の興味・関心を引くよう工夫されて
いる。本の紹介も多く、生徒が読書に主体的に取り組むことができ
る。

1 全学科 公民 公共 ４６　帝国 公共　７０７ 高等学校　公共
全編わかりやすい構成で、使い勝手がよい。地図や写真など図版も
豊富である。必履修科目の学習に適し、教育上の成果が期待でき
る。

1 全学科 数学 数学Ⅰ １０４　数研 数Ⅰ　７１５ 最新　数学Ⅰ ２年生まで継続使用
図など視覚的にわかりやすい。演習問題には参考にするページが
記載されており、振り返りがしやすい。

1 全学科 理科
科学と人間
生活

６１　啓林館 科人　７０３ 高等学校　科学と人間生活

図が多く、生徒の興味・関心を引きだす内容になっている。単元ごと
に学習のまとめがあり、ＱＲコードを用いて簡単に復習ができるように
なっている。文字も読みやすく、生徒が主体的に学習に取り組めるよ
うな工夫がされている。

1 全学科 保健体育 体育 ５０　大修館 保体　７０１ 現代高等保健体育 ３年生まで継続使用

学習指導要領に示された学習内容を偏りなくバランスよく扱ってい
る。内容もより分かりやすく、トピックスもより充実した内容になってい
る。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されている。体育理論についても体育編
を使用する。

1 全学科 保健体育 保健 ５０　大修館 保体　７０１ 現代高等保健体育 ２年生まで継続使用

学習指導要領に示された学習内容を偏りなくバランスよく扱ってい
る。内容もより分かりやすく、トピックスもより充実した内容になってい
る。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されている。

1 全学科 芸術 音楽Ⅰ ２７　教芸 音Ⅰ　７０３ ＭＯＵＳＡ １ 選択
学習指導要領に示された学習内容を偏りなくバランスよく扱ってい
る。写真や図なども効果的に使われており、生徒の興味関心を引く
内容となっている。

1 全学科 芸術 美術Ⅰ １１６　日文 美Ⅰ　７０２ 高校生の美術１ 選択

表現題材では、思考、判断、表現力を伸ばす手がかりとなるような参
考作品が多く示されており、また、制作過程がわかりやすく表示さ
れ、知識や技能も合わせて学べるように配慮されている。鑑賞題材
では、美術史に親しみやすく理解を深められるようなコンテンツが精
選されている。教授資料として学習者用端末を利用したデジタル教
材も充実している。
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1 全学科 外国語
英語コミュ
ニケーショ
ンⅠ

１０４　数研 CⅠ　７１７ COMET English Communication I

各レッスンの題材が本校生徒の興味・関心をひく内容であり、英文
の分量、導入の仕方、内容理解の質問の形式なども本校生の理解
レベルに合っている。各レッスンでのコミュニケーション活動も適切に
配置されており、文法の説明のページも視覚的に分かりやすい構成
である。

1 全学科 情報 情報Ⅰ １０４　数研 情Ⅰ　７０９ 情報Ⅰ　Ｎｅｘｔ
情報モラルなど詳しく網羅されており、本校生徒の理解度に十分に
対応できる内容である。

1 全学科 家庭
生活産業
基礎

実教 生活産業基礎 H26年度申請済
当該科目の教科書が発行されてないため、準教科書から採択して
いる。

1 生活経営 家庭 家庭総合 ７　実教 家総　７０３ 家庭総合 ２年生まで継続使用

基礎的・基本的な学習事項がていねいに過不足なく記述されてい
て、具体例も豊富である。調理実習などの実習と理論とのバランスが
とれており、生徒が学習しやすいように工夫されている。表やグラフ
も見やすく工夫され、生徒が興味をもって学習できる。章末には、資
料を読み取る、考察するなどの要素が盛りこまれており、学習を定
着、発展させるのにふさわしい。

1 生活経営 家庭 保育基礎 ６　教図 家庭　３０４
子どもの発達と保育

 育つ・育てる・育ち合う
生活科学類型は２年生ま
で継続使用

多くの資料や写真が掲載され、子どもの発育・発達に関する基礎を
理解できるように工夫されている。身につけた知識を実践していける
ように、内容・構成・表現の充実が見られる。また、各学習の始めにラ
イフステージについて扱われており、自分がかつて子どもだったこ
と、これから子どもを育てる世代になることが実感できるように構成さ
れている。子どもを「かわいらしい」と感じることができるよう、多くの写
真が掲載されている教科書である。

1 生活経営 家庭 生活文化 出門堂 こころの礼儀作法
【学校設定科目】H20年
度申請済　生活科学類
型は２年生まで継続使用

当該科目の教科書が発行されていないため、一般図書を採択して
いる。

1 生活経営 福祉
社会福祉
基礎

７　実教 福祉　７０１ 社会福祉基礎

本文が高校生に理解しやすい表現になっている。また随所に語句
の説明や側注が必要に応じて掲載されており、利用に適した構成に
なっている。写真やイラスト、統計資料が適切であり、わかりやすい
内容である。生徒が各項目を具体的にとらえ、興味を持って学習で
きる内容のものとなっている。タブレット用の教材はないが、まだ教材
が完備した教科書は少なく、選択に影響しなかった。
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1
服飾デザ

イン
家庭 家庭基礎 ７　実教 家基　７０５ 　家庭基礎 　気づく力　築く未来

各章の導入で学習課題が本校生徒になじみやすい表現で示されて
おり、学習の動機付けとなる。読みやすい平易な文章で、理解を補
う図や写真等の資料が精選されている。教員用のデジタル教材もあ
り、電子黒板での利用が可能である。

1
服飾デザ

イン
家庭

ファッション
造形基礎

７　実教 家庭　３０６ ファッション造形基礎 発行されている教科書が本書のみである。

1
服飾デザ

イン
家庭

ファッション
デザイン

７　実教 家庭　７０１ ファッションデザイン ３年生まで継続使用 発行されている教科書が本書のみである。

1 食品調理 家庭 家庭基礎 ７　実教 家基　７０５ 　家庭基礎 　気づく力　築く未来

各章の導入で学習課題が本校生徒になじみやすい表現で示されて
おり、学習の動機付けとなる。読みやすい平易な文章で、理解を補
う図や写真等の資料が精選されている。教員用のデジタル教材もあ
り、電子黒板での利用が可能である。

1 食品調理 家庭 食文化 （社）全調協
新調理師養成教育全書

必修編第４巻 調理理論と食文化概
論

H26年度申請済
当該科目の教科書が発行されてないため、一般図書から採択して
いる。

1 食品調理 家庭 調理 （社）全調協
新調理師養成教育全書
必修編第５巻 調理実習

H26年度申請済
３年生まで継続

当該科目の教科書が発行されてないため、一般図書から採択して
いる。

2 全学科 国語 現代文Ｂ ５０　大修館 現Ｂ　３３２ 新編現代文Ｂ　改訂版 ３年まで継続使用
教材のテーマ等が偏ることなく配列されており、近代以降の様々な
文章を理解する能力を高めることが出来る。また、生徒にとって読み
応えのある教材が採録されている。

2 全学科 地理歴史 日本史Ａ １８３　第一 日Ａ　３１２
高等学校　改訂版　日本史Ａ

人･くらし･未来
選択

豊富な図や写真を用い、内容もコンパクトに構成され比較的やさしく
記述されている。

2 全学科 地理歴史 地理Ａ ２　東書 地Ａ　３０７ 地理Ａ 選択
必要な学習事項が適切に配置されており、生徒の理解を助ける工
夫がなされている。写真など図版も充実している。

2 全学科 地理歴史 地図 ４６　帝国 地図　３１０ 新詳高等地図
選択
生活経営科のみ選択で３
年生まで継続使用

資料が充実している。また、必要な学習事項が網羅されており、生
徒に興味を持たせることができる。
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2 全学科 数学 数学Ⅰ １０４　数研 数Ⅰ　３３１ 改訂版　新　高校の数学Ⅰ １年生から継続使用 令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

2 全学科 理科 生物基礎 ７　実教 生基　３１４ 高校生物基礎　新訂版

1行文字数が比較的少なく、適度な行間を設けてあり、コンパクトで
読みやすい文章になっているので、本校生徒にとって適当である。
見開き2ページの内容のポイントを箇条書きで掲載してあるので要点
を理解しやすく、遺伝暗号表やNK細胞など授業で取り上げるべき
内容がほぼもれなく掲載されているので、学習を進めやすい。デジ
タル教材も使いやすいように工夫が凝らしてある。

2 全学科 保健体育 体育 ５０　大修館 保体　３０４ 現代高等保健体育改訂版
１年生から３年生まで継
続使用

令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

2 全学科 保健体育 保健 ５０　大修館 保体　３０４ 現代高等保健体育改訂版 １年生から継続使用 令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

2 全学科 外国語
コミュニ
ケーション
英語Ⅱ

１０４　数研 コⅡ　３４２
Revised COMET English

Communication Ⅱ
３年生まで継続使用

各レッスンの題材が本校生徒の興味・関心をひく内容であり、英文
の分量、導入の仕方、内容理解の質問の形式なども本校生の理解
レベルに合っている。各レッスンでのコミュニケーション活動も適切に
配置されており、文法の説明のページも視覚的に分かりやすい構成
である。

2 全学科 家庭
起業家入
門Ⅰ

自作教材
（学校設定科目）
H27年度申請済
選択

学校設定科目であり、当該科目の教科書が発行されていないため、
自主編成の教材を採択している。

2 生活経営 家庭 家庭総合 ７　実教 家総　３０９
新家庭総合

パートナーシップでつくる未来
１年生から継続使用 令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

2 生活経営 商業 情報処理 ７　実教 商業　３４３ 最新情報処理　新訂版

表計算では、豊富な関数の例題に加え（関数は61個）、「金融に関
する計算」「クロス集計」「データベース」「SQL」「2軸上のグラフ」「Zグ
ラフ」など、全商検定に頻出な項目も多数取り上げ、全商ワープロ2
級まで対応できる内容になっている。

2 生活経営 家庭
子どもの発
達と保育

6　教図 家庭　３０４
子どもの発達と保育

育つ・育てる・育ち合う
生活科学類型のみ１年生
から継続使用

令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

2 生活経営 家庭 生活と福祉 中央法規
第１巻「介護のしごとの基礎」第2巻

「自立に向けた介護の実際」

H25年度申請済
生活福祉類型のみ使用
３年生まで継続使用

当該科目の教科書が発行されていないため、一般図書から採択し
ている。
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2 生活経営 家庭 服飾手芸 成美堂出版
いちばんわかりやすいおさいほうの

基礎BOOK
H26年度申請済

当該科目の教科書が発行されていないため、一般図書から採択し
ている。

2 生活経営 家庭
生活文化
Ⅱ

出門堂 こころの礼儀作法

【学校設定科目】
H20年度申請済
生活科学類型のみ１年生
から継続使用

当該科目の教科書が発行されていないため、一般図書を採択して
いる。
令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

2 生活経営 福祉
介護福祉
基礎

７　実教 福祉　３０２ 介護福祉基礎
H25年度申請済
生活福祉類型のみ使用
３年生まで継続使用

発行されている教科書が本書のみである。

2 生活経営 福祉
コミュニ
ケーション
技術

７　実教 福祉　３０５ コミュニケーション技術
H26年度申請済
生活福祉類型のみ使用
３年生まで継続使用

発行されている教科書が本書のみである。

2 生活経営 音楽
音楽実技
Ⅰ

チャイルド社 こどものうた２００

【学校設定科目】
H20年度申請済
生活科学類型のみ使用
３年生まで継続使用

当該科目の教科書が発行されていないため、一般図書から採択し
ている。

2
服飾デザ

イン
家庭

ファッション
造形

実教 ファッション造形
H26年度申請済
３年生まで継続使用

当該科目の教科書が発行されていないため、準教科書から採択し
ている。

2
服飾デザ

イン
家庭

ファッション
デザイン

７　実教 家庭　３０２ ファッションデザイン
１年生から３年生まで継
続使用

令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

2
服飾デザ

イン
家庭 佐賀錦 自作教材

【学校設定科目】
平成26年申請済み

実習主体であるため年間指導計画に沿って実施

2
服飾デザ

イン
家庭

パターン
メーキング

自作教材
【学校設定科目】
平成30年申請済み

実習主体であるため年間指導計画に沿って実施

2 食品調理 家庭 調理 （社）全調協
新調理師養成教育全書
必修編第５巻　調理実習

H26度申請済
１年生から３年生まで継
続使用

当該科目の教科書が発行されてないため、一般図書から採択して
いる。令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

2 食品調理 家庭 栄養 （社）全調協
新調理師養成教育全書

必修編第２巻　食品と栄養の特性
H27度申請済

当該科目の教科書が発行されてないため、一般図書から採択して
いる。
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2 食品調理 家庭 食品衛生 （社）全調協
新調理師養成教育全書

必修編第３巻　食品の安全と衛生
H27度申請済
３年生まで継続使用

当該科目の教科書が発行されてないため、一般図書から採択して
いる。

3 全学科 国語 現代文B ５０　大修館 現Ｂ　３３２ 新編現代文Ｂ　改訂版 ２年生から継続使用

教材のテーマ等が偏ることなく配列されており、近代以降の様々な
文章を理解する能力を高めることが出来る。また、生徒にとって読み
応えのある教材が採録されている。令和３年度使用教科書採択で継
続使用決定

3 全学科 公民 現代社会 ７　実教 現社　３１５ 最新現代社会　新訂版
ヴィジュアルな紙面で基本事項がしっかりおさえてあり、写真や図版
も多彩で、本文記述もやさしくわかりやすい。

3 全学科 数学 数学Ａ １０４　数研 数Ａ　３３０ 改訂版　最新　数学A
図など視覚的にわかりやすい。演習問題には参考にするページが
記載されており、振り返りがしやすい。

3 全学科 保健体育 体育 ５０　大修館 保体　３０４ 現代高等保健体育　改訂版 １年生から継続使用 令和２年度使用教科書採択で継続使用決定。

3 全学科 外国語
コミュニ
ケーション
英語Ⅱ

１０４　数研 コⅡ　３４２
Revised COMET English

Communication Ⅱ
２年から継続使用 令和３年度使用教科書採択で継続使用決定。

3 全学科 家庭 課題研究
研究主体であるため、学習指導要領に基づく年間指導計画に沿っ
て実施。

3 全学科 家庭
起業家入
門Ⅱ

自作教材
【学校設定科目】
H27年度申請済
選択

学校設定科目であり、当該科目の教科書が発行されていないため、
自主編成の教材を採択している。

3 生活経営 国語 国語表現 １７　教出 国表　３０６ 国語表現　改訂版 生活科学類型のみ使用
基礎から応用へと、段階的かつ着実に、表現力、思考力、想像力を
はぐくむことのできる教材選定、教材配列となっている。また豊富な
参考作品が効果的に示してあり、学習の具体化が容易にできる。

3 生活経営 地理歴史 日本史Ｂ ２　東書 日Ｂ　３１０ 新選日本史Ｂ 選択
精選された内容と平易な本文記述で、資料も豊富である。各項末の
「問い」などで学習内容を深めることもできる。内容を確実に理解し、
各時代の特色をしっかりとおさえることができる。

3 生活経営 地理歴史 地理Ｂ ２　東書 地Ｂ　３０６ 地理Ｂ 選択
新しい地理的な用語や事象についても詳しく、必要な学習事項が適
切に配置され、生徒の理解を助ける工夫がなされている。写真など
図版も充実している。
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3 生活経営 地理歴史 地図 ４６　帝国 地図　３１０ 新詳高等地図
選択
生活経営科のみ選択で２
年生から継続使用

令和３年度使用教科書採択で継続使用決定。

3 生活経営 理科 化学基礎 ７　実教 化基　３１７ 高校化学基礎　新訂版 選択
文字・図を分けてあり、わかりやすい構成である。身近な物質の紹介
や観察実験なども数多く掲載されてあり、生徒の興味・関心を引く内
容になっている。デジタル教材も使いやすい。

3 生活経営 家庭 子ども文化 ６　教図 家庭　３０９ 子ども文化 生活科学類型のみ使用 発行されている教科書が本書のみである。

3 生活経営 家庭 生活と福祉 中央法規
第１巻「介護のしごとの基礎」第2巻

「自立に向けた介護の実際」

H25年度申請済
生活福祉類型のみ2年生
から継続使用

令和３年度使用教科書採択で継続使用決定。

3 生活経営 家庭
フードデザ
イン

６　教図 家庭　３１２
フードデザイン

cooking&arrangement

基本的な学習事項がわかりやすく記述されている。資料が適切に使
用され理解しやすい表現になっている。調理実習では、カラーの写
真やイラストが豊富に掲載されており、生徒が取り組みやすいよう工
夫されている。テーブルコーディネートは、短時間で手軽に取り組め
る実習が数多く盛り込まれており、役立つ。

3 生活経営 福祉
介護福祉
基礎

７　実教 福祉　３０２ 介護福祉基礎
生活福祉類型のみ2年か
ら継続使用

令和３年度使用教科書採択で継続使用決定。

3 生活経営 福祉
コミュニ
ケーション
技術

７　実教 福祉　３０５ コミュニケーション技術
生活福祉類型のみ2年か
ら継続使用

令和３年度使用教科書採択で継続使用決定。

3 生活経営 音楽
音楽実技
Ⅱ

チャイルド社 こどものうた２００
【学校設定科目】
H20年度申請済
生活科学類型のみ使用

当該科目の教科書が発行されていないため、一般図書から採択し
ている。

3
服飾デザ
イン

家庭
ファッション
造形

実教 ファッション造形 ２年生から継続使用
当該科目の教科書が発行されていないため、準教科書から採択し
ている。令和３年度使用教科書採択で継続使用決定。

3
服飾デザ
イン

家庭
ファッション
デザイン

７　実教 家庭　３０２ ファッションデザイン １年生から継続使用 令和２年度使用教科書採択で継続使用決定。
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3
服飾デザ
イン

家庭
ファッション
販売

日本ﾌｧｯｼｮﾝ
教育振興協
会

ﾌｧｯｼｮﾝ販売3
【学校設定科目】
H15年度申請済み
科目選択者のみ使用

学校設定科目であり、当該科目の教科書が発行されていないため、
一般図書から採択している。ファッション販売に関する幅広い知識
や技術等を網羅しており、生徒の学習を深められると判断した。

3
服飾デザ
イン

家庭
大量縫製
実習

自作教材
【学校設定科目】
平成30年申請済み
科目選択者のみ使用

学校設定科目であり、当該科目の教科書が発行されていないため、
自主編成の教材を選択している。

3
服飾デザ
イン

家庭
きもの着つ
け

自作教材
【学校設定科目】
H30年度申請済み
科目選択者のみ使用

学校設定科目であり、学習している内容に準じた一般図書が廃番と
なったため、自主編成の教材を選択している。

3
フードデ
ザイン

理科 化学基礎 ７　実教 化基　３１７ 高校化学基礎　新訂版 選択
文字・図を分けてあり、わかりやすい構成である。身近な物質の紹介
や観察実験なども数多く掲載されており、生徒の興味・関心を引く内
容になっている。デジタル教材も使いやすい。

3
フードデ
ザイン

商業 情報処理 ７　実教 商業　３４３ 最新情報処理　新訂版 選択

表計算では、豊富な関数の例題に加え（関数は61個）、「金融に関
する計算」「クロス集計」「データベース」「SQL」「2軸上のグラフ」「Zグ
ラフ」など、全商検定に頻出な項目も多数取り上げ、全商ワープロ2
級まで対応できる内容になっている。

3
フードデ
ザイン

家庭 食文化 （社）全調協
新調理師養成教育全書

必修編　第4巻 調理理論と食文化
概論

H28年度申請済
当該科目の教科書が発行されていないため、一般図書から採択し
ている。

3
フードデ
ザイン

家庭 調理 （社）全調協
新調理師養成教育全書　必修編

第５巻 調理実習
H30年度申請済
選択

当該科目の教科書が発行されていないため、一般図書から採択し
ている。日本料理、西洋料理、中国料理それぞれ切り方や材料の扱
い方、調理技術などわかりやすく解説されており、写真が多く、図な
どの資料も適切である。

3
フードデ
ザイン

家庭
フード総合
実践

（社）全調協
新調理師養成教育全書

必修編　第２巻 食品と栄養の特性

【学校設定科目】
令和２年度申請済
２年生から継続使用

令和３年度新設科目「栄養」の教科書と併用し、令和３年度使用教
科書採択で継続使用決定。

3
フードデ
ザイン

家庭 製菓 新星出版社
イチバン親切なお菓子の教科書特

別セレクト版スイーツの教科書

【学校設定科目】
令和元年度申請済
選択

当該科目の教科書が発行されていないため、一般図書から採択し
ている。

3 食品調理 理科 化学基礎 ７　実教 化基　３１７ 高校化学基礎　新訂版
文字・図を分けてあり、わかりやすい構成である。身近な物質の紹介
や観察実験なども数多く掲載されており、生徒の興味・関心を引く内
容になっている。デジタル教材も使いやすい。
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3 食品調理 家庭 調理 （社）全調協
新調理師養成教育全書
必修編第５巻　調理実習

H26度申請済
１年生から継続使用

当該科目の教科書が発行されてないため、一般図書から採択して
いる。令和２年度使用教科書採択で継続使用決定。

3 食品調理 家庭 食品 （社）全調協
新調理師養成教育全書

必修編第２巻　食品と栄養の特性
H27年度申請済

当該科目の教科書が発行されてないため、一般図書から採択して
いる

3 食品調理 家庭 食品衛生 （社）全調協
新調理師養成教育全書

必修編第３巻　食品の安全と衛生
H27年度申請済
２年生から継続使用

令和３年度使用教科書採択で継続使用決定。

3 食品調理 家庭 公衆衛生 （社）全調協
新調理師養成教育全書

必修編第１巻　食生活と健康
H28年度申請済

当該科目の教科書が発行されてないため、一般図書から採択して
いる。

3 食品調理 家庭
総合調理
実習

（社）全調協
新調理師養成教育全書

必修編第６巻　総合調理実習
H28年度申請済

当該科目の教科書が発行されてないため、一般図書から採択して
いる。
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