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令和４年度使用 滋賀県立高等学校教科用図書の採択について（概要） 
 

１ 教科用図書採択の手続き  

（１）県教育委員会から高等学校長への通知 

○４月２８日 教科書展示会開催の通知 

（６月４日（金）～７月１日（木）の期間、県内１２会場で開催。） 

○４月３０日 ・滋教委高第５２１号（資料３・Ｐ１）で、教科用図書の採択に関する基本方針および 

実施要項を各校へ通知。 

・滋教委高第５２２号（資料３・Ｐ１２）で、選定委員報告書、教科用図書申請書、教 

 科用図書調査報告書様式を各校に送付。 

○５月１３日 ・「高等学校用 教科書目録（令和４年度使用）」を各校へ送付 

○５月１９日 教科書編修趣意書は文部科学省のホームページにて掲載されていることを各校へ通知。

（冊子の配付はなし。） 

○７月 ６日 教科書需要数調査を各校へ通知 

 

（２）高等学校長による委員会の設置 

○調査委員会 校長が指名する各教科の代表者で構成。教科用図書について専門的かつ十分な調査研究

を行い、高等学校長に報告。 

○選定委員会 管理職のほか、教務関係者や保護者等から高等学校長が委嘱した者で構成。調査委員会

の報告を受け、教科用図書の選定について検討。  

＊「令和４年度使用教科用図書選定委員会一覧表」（資料３・Ｐ１３） 

 

（３）高等学校長の県教育委員会への申請 

○６月２５日 各校からの申請締切 
○高等学校長は、選定委員会での意見を踏まえ、自校の教育目標や教育課程に適切であるとして使用を

希望する教科用図書を適正かつ公正に選定し、選定理由を付けて県教育委員会に申請。 

 

（４）県教育委員会による採択 

○８月２３日 県教育委員会は、高等学校長の申請をもとに審査し、採択を行う。 
 

２ 今年度の教科用図書選定の状況 

（１）令和４年度に発行予定の高等学校用の文部科学省検定済教科書および文部科学省著作教科書から選

定する。 

（２）・令和３年度以前の入学生については、原則として、現行学習指導要領（平成２１年告示）に基づい 

   て編集されたものから選定する。 

     ・令和４年度の入学生については、原則として、新学習指導要領（平成３０年告示）に基づいて編集

されたものから選定する。 

（３） 各学校が「滋賀県立高等学校教科用図書調査研究の観点」（資料３・Ｐ８，９）に基づいて調査研究 

て選定する。 

 

【参考】観点に基づく選定理由の例   

令和３年度以前の入学生・・ 「日常生活との関連や将来へのつながりが理解しやすく、学ぶ 

意欲を高めるよう内容になっている。」 

令和４年度入学生      ・・ 「教科・科目への意欲・関心を高めたり、学びに向かう姿勢を 

育てられるよう工夫されている。」 

 

 

 

資料１ 



（４）その他 

１ 文部科学省著作教科書は、当該科目の教科書として唯一のものである。 

  ２ 文部科学省検定済教科書でも、当該科目に教科書が１冊しかない場合もある。 

３ 教科書の中には、分冊になっており、２冊まとめて採択しなければならないものがある。 

４ 学校によっては、同じ学科、同じ学年の同じ教科であっても、類型やコースにより教科書が異なる

場合がある 



 

 

滋賀県立高等学校教科用図書の採択の仕組み 
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滋賀県立高等学校令和４年度使用教科用図書の採択に係る通知等 
 

 

 

 

・「滋賀県立高等学校教科用図書の採択に関する基本方針および同実施要項に   １ 

ついて（通知）」（滋教委高第５２１号写し）                  

 

・滋賀県立高等学校教科用図書の採択に関する基本方針        ２ 

 

 

・滋賀県立高等学校教科用図書の採択に関する実施要項        ３ 

 

 

・滋賀県立高等学校教科用図書調査研究における留意事項について   ４・５ 

  【令和２年度および令和３年度入学生用】 

 

・滋賀県立高等学校教科用図書調査研究における留意事項について   ６・７ 

  【令和４年度入学生用】 

 

・滋賀県立高等学校教科用図書調査研究の観点            ８ 

 【令和２年度および令和３年度入学生用】 

 

・滋賀県立高等学校教科用図書調査研究の観点            ９ 

 【令和４年度入学生用】 

 

・令和４年度滋賀県立高等学校教科用図書の採択の手続き       １０ 

 

 

・滋賀県立高等学校教科用図書の採択の仕組み            １１ 

 

 

・「滋賀県立高等学校教科用図書の採択に係る選定委員、申請書および調査    １２ 

報告書について（通知）」（滋教委高第５６６号写し） 

 

 

・令和４年度使用教科用図書選定委員会一覧表             １３ 

 

資料３ 



滋 教 委 高 第 5 2 1 号 

令和３年(2021年)４月 30日 

 

県立高等学校長 様 

 

県教育委員会教育長 福永 忠克 

   （ 公 印 省 略 ）  

 

滋賀県立高等学校教科用図書の採択に関する基本方針および 

同実施要項について（通知）  

    

このことについて、別添のとおり通知します。 

  ついては、教科用図書の適正かつ公正で開かれた選定が実施されるよう配慮

願います。 
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Administrator
写し



 

滋賀県立高等学校教科用図書の採択に関する基本方針 

 

１ 高等学校長は、高等学校学習指導要領の趣旨および各教科の「目標」や「内

 容」を十分に踏まえ、各学校の教育目標、教育課程に対応し、かつ、生徒の

 実態に応じた最も適切な教科用図書を選定するものとする。 

 

２ 高等学校長は、教科用図書の選定に関し、調査委員会および選定委員会を 

 設置するものとする。 

 

３ 調査委員会は、教科用図書について専門的かつ十分な調査研究を行い、高

等学校長に報告するものとする。 

 

４ 高等学校長は、選定委員会を主宰し、調査委員会の報告をもとに、教科用

図書の適正かつ公正な選定を行うとともに、保護者等の意見が反映されるよ

う開かれた選定に努めるものとする。 

 

５ 県教育委員会は、高等学校長からの申請に基づき、教科用図書の採択を行

 うものとする。 
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滋賀県立高等学校教科用図書の採択に関する実施要項 
 

 

  滋賀県立高等学校教科用図書の採択に関する基本方針に基づき、適正かつ

 公正な教科用図書の採択を行うために必要な事項を定める。 

 

１ 県教育委員会は、あらかじめ高等学校教科用図書の採択に関する基本方針

 および実施要項を高等学校長（以下「校長」という）に通知するものとする。 

 

２ 調査委員会は、各教科ごとに校長の指名する者で構成するものとし、当該

 教科用図書について別表記載の観点に留意して調査研究し、その結果を校長

 に報告するものとする。 

 

３ 選定委員会は、校長、副校長、教頭のほか、校長が任命した教務関係者（教

務主任、教科書担当者等）、保護者等（学校評議員等を含む）から校長が委

嘱した者で構成し、教科用図書の選定について検討するものとする。ただし、

複数学科のある学校は各学科主任を含むものとする。 

 

４ 校長は、調査委員会の報告を受け、選定委員会を開催しその意見を踏まえ、

 各学校の教育課程に最も適切な教科用図書を適正かつ公正に選定し、選定理

 由を付けて県教育委員会に申請するものとする。 

  

５ 県教育委員会は、校長の行う選定について、指導、支援を行うものとし、

 必要に応じ、報告を求めることができるものとする。 

 

６ 県教育委員会は、校長からの教科用図書に係る申請を受け、高等学校教科

 用図書の採択に関する基本方針に基づき採択を行うものとする。 

 

７ 教科用図書の選定にあたっては、次の点に留意する。 

 (１)高等学校用教科書目録（令和４年度使用）に登載されている教科用図書

のうちから選定すること。 

 (２)選定した教科用図書については、採択後に設置学科の変更等の特別な理

由がない限り、選定の取消しおよび変更を行うことができないものであ

ること。 
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滋賀県立高等学校教科用図書調査研究における留意事項について 

（令和２年度および令和３年度入学生用） 

 

  本県では、第３期滋賀県教育振興基本計画（2019 年度～2023 年度）を新たに策定し、基本目標で

ある、「未来を拓く心豊かでたくましい人づくり」を受け、滋賀に生きる子どもたちの確かな学力を

育むため、一人ひとりの基礎的・基本的な知識・技能の定着を図るとともに、文章や対話などから「読

み解く力」を社会で生きていくために必要な力と位置付け、身に付けた知識・技能を活用して解決す

る力を育む教育の推進を図るところである。 

教科書の調査研究にあたっては、第３期滋賀県教育振興基本計画の基本目標、学習指導要領の各教

科・科目の目標などを踏まえ、以下に示す４つの事項に留意し、調査研究をするものとする。 

   

◇留意事項Ａ： 

基礎的・基本的な知識・技能が習得できるよう工夫されていること 

    日々新しい情報がもたらされ、大量の情報があふれる現代においては、多くの情報の中から必

要となる基礎的・基本的な知識・技能を自ら獲得し、それらを活用する力を高めることが求めら

れている。 

    こうしたことから、学ぶ力の基盤となる、基礎的・基本的な知識・技能を習得できるよう工夫

されている必要がある。 

 

◇留意事項Ｂ： 

言語活動を充実させ、思考力・判断力・表現力を高めるよう工夫されていること 

   生徒の思考力・判断力・表現力を高めるために発問や活動を工夫するなど、言語活動の充実を

図る必要がある。例えば、自分の意見をまとめて発表したり、ペアやグループでディベート、デ

ィスカッションをしたりすることなどが考えられる。 

   こうしたことから、身につけた知識・技能を活用し、様々な言語活動を通して、思考力・判断

力・表現力を高めるよう工夫されている必要がある。 

 

◇留意事項Ｃ： 

学ぶ意欲を高めるよう工夫されていること 

    一人ひとりの能力や可能性を引き出し、学ぶ意欲を高めることが大切である。学習内容が日常

生活や将来の自分にどのように活かされるかなど問題意識を持たせることや、到達度や新たな目

標を確認することに結びつく評価方法を工夫することによって、生徒の学ぶ意欲を喚起すること

が求められる。 

    こうしたことから、生徒が学習内容と日常生活との関連を理解しやすく、将来への展望を持ち、

学ぶ意欲を高めるよう工夫されている必要がある。 
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◇留意事項Ｄ： 

主体的・対話的で深い学びを通して、課題解決的、探究的な学習ができるよう工夫されていること   

    生徒が、自ら課題を見つけ、主体的に学び、問題を解決する能力を育成することが大切である。

生徒の知的好奇心に訴える魅力的な内容・構成によって、教科・科目への興味、関心が深まり、

生徒が自ら課題を設定し、発展的、探究的に学習に取り組む態度を養うことが重要である。  

    こうしたことから、生徒が自らの課題を発見し、発展的、探究的に学ぶとともに、主体的・対

話的で深い学びを通して、自ら学ぶ喜びを実感できるよう工夫されている必要がある。 
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滋賀県立高等学校教科用図書調査研究における留意事項について 

（令和４年度入学生用） 

 

  新学習指導要領では、前文において、「一人一人の生徒が、自分のよさや可能性を認識するととも

に、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗

り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求め

られる。」と示されている。また、「生きる力」をより具体化し、教育課程全体を通して育成を目指す

資質・能力として、ア「何を理解しているか、何ができるか（生きて働く「知識・技能」の習得）」、

イ「理解していること・できることをどう使うか（未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表

現力等」の育成）、ウ「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びと人生や社会に

生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の涵養）が三つの柱として整理された。 

また、本県では、第３期滋賀県教育振興基本計画（2019年度～2023年度）を新たに策定し、基本目

標である、「未来を拓く心豊かでたくましい人づくり」を受け、滋賀に生きる子どもたちの確かな学力

を育むため、一人ひとりの基礎的・基本的な知識・技能の定着を図るとともに、文章や対話などから

「読み解く力」を社会で生きていくために必要な力と位置付け、身に付けた知識・技能を活用して解

決する力を育む教育の推進を図っているところである。 

教科書の調査研究にあたっては、第３期滋賀県教育振興基本計画の基本目標、学習指導要領の各教

科・科目の目標などを踏まえ、以下に示す４つの事項に留意し、調査研究をするものとする。 

   

◇留意事項Ａ： 

基礎的・基本的な知識・技能が習得できるよう工夫されていること 

    日々新しい情報がもたらされ、大量の情報があふれる現代においては、多くの情報の中から必

要となる基礎的・基本的な知識・技能を自ら獲得し、それらを活用する力を高めることが求めら

れている。 

こうしたことから、生徒が学習の過程を通して個別の知識・技能を学びながら、新たな知識が

既得の知識および技能と関連付けられ、各教科・科目等で扱う主要な概念を深く理解し、他の学

習や生活場面でも活用できるような確かな知識として習得できるよう工夫されている必要があ

る。 

 

◇留意事項Ｂ： 

言語活動を充実させ、思考力・判断力・表現力等を高めるよう工夫されていること 

   「思考力、判断力、表現力等」とは、「知識及び技能」を活用して課題を解決するために必要な

力であり、この力を育成するために、物事の中から問題を見いだし、解決方法を探して計画を立

て、実行し、振り返って次の問題発見・解決につなげていく活動や、情報を基に自分の考えを形

成し、文章や発話によって表現したり、互いの考えを適切に伝え合い、多様な考えを理解したり

する活動等、言語活動の充実を図ることが必要である。例えば、自分の意見をまとめて発表した
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り、ペアやグループでディベート、ディスカッションをしたりすることなどが考えられる。 

   こうしたことから、身につけた知識・技能を活用し、様々な言語活動を通して、思考力・判断

力・表現力を高めるよう工夫されている必要がある。 

 

◇留意事項Ｃ： 

教科・科目への意欲・関心を高めたり、学びに向かう姿勢を育てられるよう工夫されていること 

    生徒一人ひとりが社会と積極的に関わり、より良い人生を送るために、社会や世界との関わり

のなかで、学んだ事の意義を実感できるような、生徒の学習意欲を喚起する学習活動が必要であ

る。また、各教科の特性に応じた態度や心情を育むことができる学習活動が求められる。 

    こうしたことから、授業や家庭学習を通じながら、教科への意欲・関心を高めたり、学びに向

かう姿勢を育てることができるよう工夫されている必要がある。 

 

◇留意事項Ｄ： 

主体的・対話的で深い学びを通して、課題解決的、探究的な学習ができるよう工夫されていること   

    生徒が、自ら課題を見つけ、主体的に学び、問題を解決する能力を育成することが大切である。

生徒の知的好奇心に訴える魅力的な内容・構成によって、教科・科目への興味、関心が深まり、

生徒が自ら課題を設定し、発展的、探究的に学習に取り組む態度を養うことが重要である。  

    こうしたことから、生徒が自らの課題を発見し、発展的、探究的に学ぶとともに、主体的・対

話的で深い学びを通して、自ら学ぶ喜びを実感できるよう工夫されている必要がある。 
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滋賀県立高等学校教科用図書調査研究の観点 

（令和２年度および令和３年度入学生用） 

「滋賀県立高等学校教科用図書調査研究における留意事項について」のＡ～Ｄ
の各項目を踏まえたうえで、以下の各観点により調査研究すること。 
 

共通する 

観点 

（１）学習指導要領に示す教科および科目の目標を達成するため 

に必要な内容になっていること。 

（２）生徒の状況や学校の特色・教育目標を踏まえた教科指導が 

できること。 

 

 

内容 

 

（１）基礎的・基本的事項をもとに、自主的、自発的な学習がで 

きるよう工夫されていること。 

（２）様々な言語活動を通して、思考力・判断力・表現力を高め 

るよう工夫されていること。 

（３）日常生活との関連や将来へのつながりが理解しやすく、学 

ぶ意欲を高める内容になっていること。 

 

構成 

 

（１）内容の配列と相互の関連が適切であり、系統的・発展的に 

構成されていること。 

（２）学習を効果的に進められるよう学年やコース、類型等に応 

じた構成になっていること。 

その他 

（１）生徒の知的好奇心に訴え、心に響く表現に配慮されている 

こと。 

（２）主体的・対話的で深い学びが展開できるよう工夫されてい 

ること。 

（３）課題解決的、探究的な学びへとつながるよう工夫されてい 

ること。 

  と。 
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滋賀県立高等学校教科用図書調査研究の観点 

（令和４年度入学生用） 

「滋賀県立高等学校教科用図書調査研究における留意事項について」のＡ～Ｄ
の各項目を踏まえたうえで、以下の各観点により調査研究すること。 
 

共通する 

観点 

（１）学習指導要領に示す教科および科目の目標を達成するため 

に必要な内容になっていること。 

（２）生徒の状況や学校の特色・教育目標を踏まえた教科指導が 

できること。 

（３）主体的・対話的で深い学びが展開できるよう工夫されてい 

ること。 

 

 

内容 

 

（１）基礎的・基本的な知識・技能を習得できるよう工夫されて 

いること。 

（２）様々な言語活動を通して、思考力・判断力・表現力等を高め 

るよう工夫されていること。 

（３）教科・科目への意欲・関心を高めたり、学びに向かう姿勢を 

育てられるよう工夫されていること。 

（４）課題解決的、探究的な学びへとつながるよう工夫されてい 

ること。 

 

構成 

 

（１）内容の配列と相互の関連が適切であり、系統的・発展的に 

構成されていること。 

（２）学習を効果的に進められるよう学年やコース、類型等に応 

じた構成になっていること。 
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令和４年度滋賀県立高等学校教科用図書の採択の手続き 
 
 
 

１  県教育委員会は、 

 ○ 滋賀県立高等学校教科用図書の採択に関する基本方針および実施要 

  項を高等学校長に通知する。 

 ○ 高等学校用教科書目録(令和４年度使用）を高等学校長に送付す 

  る。教科書編修趣意書については、文部科学省のホームページ 

  に掲載予定である。 

 

 

２  高等学校長は、令和４年度使用教科用図書の選定に関し、調査委員会およ

び選定委員会を設置する。 

 ○ 調査委員会  各教科の代表者で構成する。 

○ 選定委員会  校長、副校長、教頭のほか、校長が任命した教務関

係者（教務主任、教科書担当者等）、保護者等（学校

評議員等を含む）から校長が委嘱した者で構成する。

ただし、複数学科のある学校は各学科主任を含むもの

とする。 

  
 

 

３  高等学校長は、調査委員会の報告を受け、選定委員会を開催しその意見 

 を踏まえ、自校の教育課程に最も適切な教科用図書を適正かつ公正に選 

 定し、選定理由を付けて県教育委員会に申請する。 

 

 

４  県教育委員会は、各高等学校長からの申請に基づき採択を行う。 
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滋賀県立高等学校教科用図書の採択の仕組み 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 等 学 校 

 

 

 

 

 

 

校長により選定 

 

 

 

 

教科書展示会 

・教科書目録の送付 

 

・教科書編修趣意書 

（文部科学省ホームページ掲載） 

  

・採択に関する基本方針等の通知 

 
・指導・助言 
 

・教科書目録の送付                      

・教科書編修趣意書 

（文部科学省ホームページ掲載） 

・採択に関する基本方針等の通知 

採 

択 

決 
定 

申 

請 

校 長 

調査委員会 

選定委員会 

報告 主宰 

開 

催 

調 査 

書目の届出 

出 

滋 賀 県 教 育 委 員 会 発 行 者 

文 部 科 学 大 臣 
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滋 教 委 高 第 5 2 2 号 

令和３年(2021 年)４月 30 日 

 

県立高等学校長 様 

県教育委員会事務局高校教育課長 

                       （ 公 印 省 略 ） 

 

滋賀県立高等学校教科用図書の採択に係る選定委員、申請書

および調査報告書について（通知） 

 

このことについて、別添のとおりとしましたので通知します。 

令和４年度使用教科書採択に係る「選定委員の名簿」（様式１）につい

ては、令和３年５月２１日（金）までに本職あて報告願います。 

また、令和４年度使用教科書採択に係る「申請」（様式２）および、「令

和４年度使用○○高等学校教科用図書申請書」（様式３）については「教

科用図書申請書および調査報告書の記入上の注意について」を参考にし、

令和３年６月２５日（金）までに本職あて申請願います。 

なお、選定委員会の日程については、学校行事予定表に明記していただ

くとともに、会議の記録についても適切に保存願います。 

 

担 

当 

教育力向上係  主査  比良 正仁 

TEL 077-528-4575  FAX 077-528-4953 

E-mail  ma0903@pref.shiga.lg.jp 
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写し



令和４年度使用教科用図書選定委員会一覧表

学校
番号

高等学校名 学校関係者 保護者等 合計人数 保護者等の内訳

1 膳所 6月22日 火 7 2 9 PTA会長１、PTA幹事１

3 堅田 6月17日 木 4 2 6 PTA会長１、学校評議員１

4 東大津 6月22日 火 6 2 8 PTA会長１、PTA副会長１

5 北大津 6月24日 木 4 2 6 PTA会長１、学校評議員１

6 大津 6月15日 火 7 2 9 PTA会長１、学校運営協議会委員１

7 石山 6月22日 火 6 2 8 PTA会長１、元PTA会長１

8 瀬田工業 6月18日 金 6 2 8 PTA会長１、学校運営協議会委員１

9 大津商業 6月21日 月 3 5 8 PTA会長１、学校評議員４

10 彦根東 6月21日 月 4 2 6 PTA役員２

11 河瀬 6月22日 火 5 2 7 PTA会長１、教育振興会長１

12 彦根工業 6月22日 火 11 2 13 PTA会長１、PTA副会長１

13 彦根翔西館 6月15日 火 4 2 6 PTA幹事１、学校評議員１

14 長浜北 6月18日 金 4 2 6 PTA会長１、学校運営協議会委員１

15 虎姫 6月21日 月 4 5 9 PTA副会長１、学校評議員４

16 伊香 6月22日 火 5 2 7 PTA副会長２

17 長浜農業 6月23日 水 4 2 6 学校評議員２

18 長浜北星 6月17日 木 4 2 6 PTA副会長１、学校評議員１

19 八幡 6月14日 月 4 2 6 PTA会長１、後援会会長１

20 八幡工業 6月22日 火 7 2 9 PTA副会長２

21 八幡商業 6月17日 木 5 2 7 PTA副会長１、学校評議員１

22 草津東 6月23日 水 8 2 10 PTA副会長１、学校評議員１

23 草津 6月18日 金 5 2 7 PTA会長（学校評議員）１、学校評議員１

24 玉川 6月22日 火 4 2 6 学校評議員２

25 湖南農業 6月16日 水 8 2 10 PTA会長１、学校評議員１

26 守山 6月17日 木 4 2 6 PTA会長１、学校評議員１

27 守山北 6月17日 木 4 3 7 PTA会長１、PTA副会長２

28 栗東 6月23日 水 5 2 7 PTA会長１、美術科保護者会会長１

29 国際情報 6月17日 木 5 2 7 PTA会長１、学校運営協議会委員１

30 水口 6月18日 金 5 2 7 PTA会長１、学校後援会長１

31 水口東 6月15日 火 4 2 6 学校評議員２

32 甲南 6月15日 火 4 3 7 PTA会長（学校評議員）１、学校評議員２

33 信楽 6月18日 金 4 2 6 PTA副会長（学校評議員）１、学校評議員１

34 野洲 6月18日 金 4 2 6 PTA副会長１、学校運営協議会委員１

35 石部 6月17日 木 4 2 6 PTA会長１、学校評議員１

36 甲西 6月22日 火 5 2 7 PTA会長１、学校運営協議会委員１

37 高島 6月21日 月 6 2 8 PTA会長１、PTA副会長１

38 安曇川 6月16日 水 6 2 8 PTA副会長１、学校評議員１

39 八日市 6月22日 火 6 2 8 PTA副会長１、学校評議員１

40 能登川 6月18日 金 6 2 8 PTA副会長２

41 八日市南 6月16日 水 7 2 9 学校運営協議会委員１、保護者１

42 伊吹 6月15日 火 4 2 6 PTA副会長１、学校評議員１

43 米原 6月15日 火 5 2 7 PTA会長１、学校評議員１

44 日野 6月18日 金 4 2 6 PTA会計１、学校評議員１

45 愛知 6月18日 金 4 2 6 学校運営協議会委員１、PTA副会長１

② 大津清陵（昼） 6月18日 金 4 2 6 後援会会長１、後援会副会長１ 委員数 学校数

② 大津清陵（通） 6月20日 日 5 2 7 教育振興会会長１、教育振興会役員１ 13 2

② 大津清陵（夜） 6月22日 火 5 3 8 後援会会長１、後援会理事１、後援会監事１ 10 2

⑧ 瀬田工業 6月18日 金 6 3 9 全日制PTA会長１、定時制PTA会長１、学校運営協議会委員１ 9 6

⑫ 彦根工業 6月22日 火 4 2 6 PTA会長１、PTA副会長１ 8 11

⑱ 長浜北星 6月17日 木 4 2 6 PTA副会長１、学校評議員１ 7 11

㊵ 能登川 6月18日 金 6 2 8 PTA副会長２ 6 19

選定委員会の日
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国語 1 家庭 53

地理歴史 9 情報 57

公民 16 農業 59

数学 19 工業 62

理科 26 商業 70

保健体育 35 福祉 74

芸術 36

外国語 41

種目(教科)別　教科用図書申請一覧

令和４年度使用

滋賀県立高等学校

資料４



高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：国語

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

現代の国語 ７０１ 新編現代の国語
北大津，伊香，甲南，八日市南，大津清陵(昼間)，大津清
陵(通信)，彦根工業(定)

２ 東書

現代の国語 ７０２ 精選現代の国語 大津商業 ２ 東書

現代の国語 ７０３ 現代の国語 伊吹 ２ 東書

現代の国語 ７０４ 精選　現代の国語 高島 １５ 三省堂

現代の国語 ７０５ 新　現代の国語 信楽 １５ 三省堂

現代の国語 ７０７ 新編　現代の国語 石部，大津清陵(夜間)，瀬田工(定)，長浜北星(定) ５０ 大修館

現代の国語 ７０８ 現代の国語
膳所，東大津，河瀬，守山北，八日市，能登川(定時制夜
間)，能登川(定時制昼間)

１０４ 数研

現代の国語 ７０９ 高等学校　現代の国語 長浜北星，国際情報 １０４ 数研

現代の国語 ７１０ 新編　現代の国語
瀬田工業，八幡工業，草津，栗東，水口，野洲，安曇川，
愛知

１０４ 数研
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：国語

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

現代の国語 ７１３ 高等学校　現代の国語
堅田，大津，石山，彦根東，彦根工業，彦根翔西館，長浜
北，長浜農業，八幡，草津東，玉川，守山，水口東，甲
西，米原，日野

１８３ 第一

現代の国語 ７１４ 高等学校　精選現代の国語 虎姫 １８３ 第一

現代の国語 ７１５ 高等学校　標準現代の国語 八幡商業，能登川(全日制) １８３ 第一

現代文Ａ ３０６ 現代文Ａ 大津清陵(夜間)，大津清陵(昼間) ２ 東書

現代文Ａ ３０３ 現代文Ａ 信楽 １５ 三省堂

現代文Ａ ３０８ 現代文Ａ　改訂版 長浜北星(定) ５０ 大修館

現代文Ａ ３０７ 高等学校　改訂版　新編現代文Ａ 国際情報，大津清陵(通信) １８３ 第一

現代文Ｂ ３２１ 新編現代文Ｂ
伊香，栗東，野洲，能登川(定時制夜間)，能登川(定時制
昼間)，伊吹

２ 東書

現代文Ｂ ３２２ 精選現代文Ｂ 石山，八幡商業 ２ 東書
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：国語

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

現代文Ｂ ３２３ 高等学校現代文Ｂ　改訂版 守山 １５ 三省堂

現代文Ｂ ３２４ 精選現代文Ｂ　改訂版 能登川(全日制)，日野 １５ 三省堂

現代文Ｂ ３２５ 明解現代文Ｂ　改訂版 信楽，八日市南，大津清陵(夜間)，大津清陵(昼間) １５ 三省堂

現代文Ｂ ３２６ 精選現代文Ｂ 彦根東，虎姫 １７ 教出

現代文Ｂ ３２７ 現代文Ｂ 大津商業 １７ 教出

現代文Ｂ ３２９ 現代文Ｂ　改訂版　上巻 水口東 ５０ 大修館

現代文Ｂ ３３０ 現代文Ｂ　改訂版　下巻 水口東 ５０ 大修館

現代文Ｂ ３３１ 精選現代文Ｂ　新訂版 堅田，甲西 ５０ 大修館

現代文Ｂ ３３２ 新編現代文Ｂ　改訂版 長浜農業，石部，安曇川，愛知，長浜北星(定) ５０ 大修館

現代文Ｂ ３３３ 改訂版　現代文Ｂ 大津，長浜北，八幡，玉川 １０４ 数研
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：国語

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

現代文Ｂ ３３４ 新編　現代文Ｂ 北大津，草津 １０４ 数研

現代文Ｂ ３３７ 精選現代文Ｂ　改訂版 膳所 １４３ 筑摩

現代文Ｂ ３３９ 高等学校　改訂版　現代文Ｂ 東大津，彦根翔西館，守山北，水口，高島，米原 １８３ 第一

現代文Ｂ ３４０ 高等学校　改訂版　標準現代文Ｂ
瀬田工業，彦根工業，八幡工業，国際情報，甲南，大津清
陵(通信)

１８３ 第一

現代文Ｂ ３４１ 新　探求現代文Ｂ 河瀬，長浜北星，草津東，八日市 ２１２ 桐原

言語文化 ７０１ 新編言語文化
北大津，甲南，能登川(定時制夜間)，能登川(定時制昼
間)，大津清陵(通信)

２ 東書

言語文化 ７０２ 精選言語文化 大津商業，伊吹 ２ 東書

言語文化 ７０３ 精選　言語文化 高島 １５ 三省堂

言語文化 ７０４ 新　言語文化 長浜農業，八幡工業，信楽 １５ 三省堂

言語文化 ７０６ 新編　言語文化 湖南農業，栗東，石部 ５０ 大修館
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：国語

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

言語文化 ７０７ 言語文化 膳所，東大津，河瀬，草津東，八日市 １０４ 数研

言語文化 ７０８ 高等学校　言語文化 長浜北星，草津，国際情報，能登川(全日制) １０４ 数研

言語文化 ７０９ 新編　言語文化
瀬田工業，八幡商業，守山北，水口，野洲，安曇川，愛
知，大津清陵(昼間)

１０４ 数研

言語文化 ７１３ 高等学校　言語文化
堅田，大津，石山，彦根東，彦根工業，彦根翔西館，長浜
北，八幡，玉川，守山，水口東，甲西，米原，日野

１８３ 第一

言語文化 ７１４ 高等学校　精選言語文化 虎姫 １８３ 第一

言語文化 ７１５ 高等学校　標準言語文化 伊香 １８３ 第一

古典Ａ ３０６ 古典Ａ
能登川(定時制夜間)，能登川(定時制昼間)，大津清陵(夜
間)，長浜北星(定)

１５ 三省堂

古典Ａ ３１５ 古典Ａ　物語選　改訂版 北大津，大津商業，栗東，信楽，高島，安曇川 ５０ 大修館

古典Ａ ３１２
古典Ａ［古文・漢文］

物語・史伝選
安曇川 １４３ 筑摩

古典Ａ ３１４
高等学校　改訂版　標準古典Ａ

物語選
堅田，大津，彦根翔西館，八幡工業，守山北，甲南，能登
川(全日制)，愛知

１８３ 第一
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：国語

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

古典Ａ ３１６
高等学校　改訂版　古典Ａ　

大鏡　源氏物語　諸家の文章
東大津 １８３ 第一

古典Ｂ ３２９ 新編古典Ｂ 北大津，伊香 ２ 東書

古典Ｂ ３３３ 高等学校古典Ｂ　古文編　改訂版 石山，水口東 １５ 三省堂

古典Ｂ ３３４ 高等学校古典Ｂ　漢文編　改訂版 石山，水口東 １５ 三省堂

古典Ｂ ３３５ 精選古典Ｂ　改訂版 玉川，水口，甲西，伊吹 １５ 三省堂

古典Ｂ ３３６ 精選古典Ｂ　古文編 虎姫 １７ 教出

古典Ｂ ３３７ 精選古典Ｂ　漢文編 虎姫 １７ 教出

古典Ｂ ３３９ 古典Ｂ　改訂版　古文編 膳所 ５０ 大修館

古典Ｂ ３４０ 古典Ｂ　改訂版　漢文編 膳所 ５０ 大修館

古典Ｂ ３４１ 精選古典Ｂ　改訂版 彦根翔西館 ５０ 大修館
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：国語

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

古典Ｂ ３４２ 新編古典Ｂ　改訂版 伊香，栗東，日野 ５０ 大修館

古典Ｂ ３４３ 改訂版　古典Ｂ　古文編 東大津，草津東，八日市，米原 １０４ 数研

古典Ｂ ３４４ 改訂版　古典Ｂ　漢文編 東大津，草津東，八日市，米原 １０４ 数研

古典Ｂ ３４５ 新　精選古典Ｂ　古文編 大津清陵(昼間) １１７ 明治

古典Ｂ ３４６ 新　精選古典Ｂ　漢文編 大津清陵(昼間) １１７ 明治

古典Ｂ ３４７ 新　高等学校古典Ｂ 草津 １１７ 明治

古典Ｂ ３５０
高等学校　改訂版　古典Ｂ

古文編
彦根東，河瀬 １８３ 第一

古典Ｂ ３５１
高等学校　改訂版　古典Ｂ

漢文編
彦根東，河瀬 １８３ 第一

古典Ｂ ３５２ 高等学校　改訂版　古典Ｂ 大津，守山北，高島 １８３ 第一

古典Ｂ ３５３ 高等学校　改訂版　標準古典Ｂ
堅田，長浜北星，八幡，国際情報，野洲，石部，能登川
(全日制)，大津清陵(通信)

１８３ 第一
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：国語

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

古典Ｂ ３５４ 新　探求古典Ｂ　古文編 長浜北，守山 ２１２ 桐原

古典Ｂ ３５５ 新　探求古典Ｂ　漢文編 長浜北，守山 ２１２ 桐原

国語総合 ３３２ 新編国語総合 大津清陵(昼間) ２ 東書

国語表現 ３０６ 国語表現　改訂版
堅田，長浜北星，八幡商業，甲南，高島，能登川(定時制
夜間)，大津清陵(夜間)

１７ 教出

国語表現 ３０７ 国語表現　改訂版

北大津，大津，彦根翔西館，伊香，八幡工業，草津東，草
津，湖南農業，守山北，信楽，野洲，安曇川，伊吹，日
野，愛知，大津清陵(昼間)，瀬田工(定)，彦根工業(定)，
長浜北星(定)

５０ 大修館

国語表現 ３０８ 高等学校　改訂版　国語表現 長浜農業，大津清陵(通信) １８３ 第一
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：地理歴史

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

世界史Ａ ３１０ 世界史Ａ 北大津，彦根工業，八幡工業 ２ 東書

世界史Ａ ３１１ 世界史Ａ　新訂版 石山，長浜北，守山北，国際情報，八日市 ７ 実教

世界史Ａ ３１２ 新版世界史Ａ　新訂版 瀬田工業，草津，甲南，八日市南 ７ 実教

世界史Ａ ３１３ 高等学校　世界史Ａ　新訂版 大津清陵(夜間)，大津清陵(通信)，瀬田工(定) ３５ 清水

世界史Ａ ３１４ 明解　世界史Ａ

堅田，大津，河瀬，長浜農業，長浜北星，八幡，草津東，
玉川，守山，栗東，水口，水口東，石部，甲西，高島，能
登川(全日制)，能登川(定時制夜間)，能登川(定時制昼
間)，日野

４６ 帝国

世界史Ａ ３１５ 現代の世界史　改訂版 虎姫 ８１ 山川

世界史Ａ ３１６ 世界の歴史　改訂版 彦根工業(定) ８１ 山川

世界史Ａ ３１８ 要説世界史　改訂版 伊吹 ８１ 山川

世界史Ａ ３１７ 高等学校　改訂版　世界史Ａ 湖南農業，米原，愛知，大津清陵(昼間) １８３ 第一
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：地理歴史

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

世界史Ｂ ３１１ 新選世界史Ｂ 大津商業，伊香，大津清陵(夜間)，大津清陵(通信) ２ 東書

世界史Ｂ ３０９ 世界史Ｂ　新訂版 草津東，玉川，野洲，高島 ７ 実教

世界史Ｂ ３１２ 新詳　世界史Ｂ
北大津，大津，彦根東，河瀬，草津，守山，水口東，甲
西，安曇川，八日市，日野

４６ 帝国

世界史Ｂ ３１０ 詳説世界史　改訂版
堅田，石山，彦根翔西館，長浜北，虎姫，八幡，能登川
(全日制)，能登川(定時制昼間)，米原

８１ 山川

世界史Ｂ ３１４ 高校世界史　改訂版
長浜北星，守山北，栗東，国際情報，石部，伊吹，大津清
陵(昼間)

８１ 山川

地図 ３０９
標準高等地図

－地図でよむ現代社会－
八幡商業，守山北，高島，安曇川，八日市南，日野，長浜
北星(定)

４６ 帝国

地図 ３１０ 新詳高等地図
膳所，東大津，河瀬，彦根翔西館，長浜北，八幡工業，草
津東，守山，国際情報，水口，水口東，八日市

４６ 帝国

地図 ３１３
地歴高等地図

－現代世界とその歴史的背景－
石部 ４６ 帝国

地図 ７０２ 新詳高等地図 膳所，堅田，石部，甲西，高島 ４６ 帝国

地図 ７０３ 標準高等地図
北大津，瀬田工業，大津商業，玉川，守山北，甲南，野
洲，能登川(全日制)，能登川(定時制夜間)，能登川(定時
制昼間)，大津清陵(夜間)

４６ 帝国
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：地理歴史

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

地図 ３１１ 詳解現代地図 石山，彦根東，八幡，伊吹，米原 １３０ 二宮

地図 ３１２ 基本地図帳　改訂版 北大津，湖南農業，瀬田工(定) １３０ 二宮

地図 ３１４ 高等地図帳　改訂版 虎姫 １３０ 二宮

地図 ３１５ 新コンパクト地図帳　改訂版 大津清陵(昼間) １３０ 二宮

地図 ７０４ 高等地図帳 彦根工業，大津清陵(昼間) １３０ 二宮

地図 ７０５ 詳解現代地図　最新版 草津，伊吹 １３０ 二宮

地図 ７０６ 基本地図帳 八幡商業，愛知，大津清陵(通信) １３０ 二宮

地理Ａ ３０７ 地理Ａ 大津清陵(昼間) ２ 東書

地理Ａ ３１１ 高等学校　現代地理Ａ　新訂版 大津清陵(夜間) ３５ 清水

地理Ａ ３０８ 高等学校　新地理Ａ
八幡，八幡工業，守山北，栗東，国際情報，安曇川，能登
川(全日制)，八日市南，瀬田工(定)，長浜北星(定)

４６ 帝国
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：地理歴史

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

地理Ａ ３１２ 高校生の地理Ａ 北大津，石部，能登川(定時制夜間)，能登川(定時制昼間) ４６ 帝国

地理Ａ ３０９ 基本地理Ａ 彦根翔西館 １３０ 二宮

地理Ａ ３１０
高等学校　新版　地理Ａ

世界に目を向け、地域を学ぶ
伊香，八幡商業，湖南農業 １８３ 第一

地理Ｂ ３０４ 新詳地理Ｂ
膳所，堅田，東大津，大津，石山，彦根東，河瀬，長浜
北，虎姫，伊香，八幡，草津東，玉川，守山，水口，水口
東，甲西，八日市，日野，大津清陵(昼間)

４６ 帝国

地理Ｂ ３０５ 新編　詳解地理Ｂ改訂版 彦根翔西館，高島，伊吹，米原 １３０ 二宮

地理総合 ７０１ 地理総合 玉川，甲西 ２ 東書

地理総合 ７０２ 地理総合 甲南，石部，大津清陵(昼間) ７ 実教

地理総合 ７０３ 高等学校　新地理総合
膳所，堅田，北大津，瀬田工業，彦根工業，守山北，高
島，能登川(全日制)，大津清陵(通信)

４６ 帝国

地理総合 ７０４
地理総合　

世界に学び地域へつなぐ
伊吹 １３０ 二宮

地理総合 ７０５
わたしたちの地理総合

世界から日本へ
草津 １３０ 二宮
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：地理歴史

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

地理総合 ７０６
高等学校　地理総合

世界を学び、地域をつくる
野洲，大津清陵(夜間) １８３ 第一

日本史Ａ ３０８ 日本史Ａ　現代からの歴史
大津，彦根翔西館，甲西，能登川(定時制夜間)，能登川
(定時制昼間)，大津清陵(夜間)，大津清陵(昼間)

２ 東書

日本史Ａ ３０９ 高校日本史Ａ　新訂版 虎姫，八幡商業，国際情報，野洲 ７ 実教

日本史Ａ ３１３ 新日本史Ａ　新訂版 湖南農業，甲南，石部，日野，長浜北星(定) ７ 実教

日本史Ａ ３１０ 高等学校　日本史Ａ　新訂版 北大津，草津 ３５ 清水

日本史Ａ ３１１ 日本史Ａ　改訂版 大津，草津東 ８１ 山川

日本史Ａ ３１４ 現代の日本史　改訂版 堅田，大津商業，栗東，能登川(全日制) ８１ 山川

日本史Ａ ３１２
高等学校　改訂版　日本史Ａ

人・くらし・未来
信楽，愛知，彦根工業(定) １８３ 第一

日本史Ｂ ３１０ 新選日本史Ｂ 守山北，大津清陵(昼間)，大津清陵(通信) ２ 東書

日本史Ｂ ３１１ 高校日本史Ｂ　新訂版 長浜北星，野洲 ７ 実教
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：地理歴史

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

日本史Ｂ ３１２ 日本史Ｂ　新訂版 膳所，伊香 ７ 実教

日本史Ｂ ３１３ 高等学校　日本史Ｂ　新訂版 北大津，草津，石部，日野 ３５ 清水

日本史Ｂ ３０９ 詳説日本史　改訂版

堅田，東大津，大津，石山，彦根東，河瀬，彦根翔西館，
長浜北，虎姫，八幡，草津東，玉川，守山，水口，水口
東，甲西，高島，安曇川，八日市，能登川(全日制)，能登
川(定時制昼間)，米原

８１ 山川

日本史Ｂ ３１４ 高校日本史　改訂版 栗東，国際情報，信楽，伊吹，愛知 ８１ 山川

歴史総合 ７０１ 新選歴史総合 大津清陵(昼間) ２ 東書

歴史総合 ７０３ 詳述歴史総合 膳所，伊香，草津東，水口東 ７ 実教

歴史総合 ７０４ 歴史総合 野洲，大津清陵(通信)，長浜北星(定) ７ 実教

歴史総合 ７０５ 私たちの歴史総合 大津清陵(夜間) ３５ 清水

歴史総合 ７０６ 明解　歴史総合
大津，彦根東，彦根翔西館，八幡商業，守山，八日市，米
原

４６ 帝国
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：地理歴史

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

歴史総合 ７０７ 歴史総合　近代から現代へ 長浜北，甲西 ８１ 山川

歴史総合 ７０８
現代の歴史総合

みる・読みとく・考える
東大津，石山，八幡，玉川，高島 ８１ 山川
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：公民

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

現代社会 ３１３ 現代社会 石山 ２ 東書

現代社会 ３１４ 高校現代社会　新訂版 安曇川 ７ 実教

現代社会 ３１５ 最新現代社会　新訂版
東大津，瀬田工業，彦根工業，彦根翔西館，長浜農業，長
浜北星，甲南，大津清陵(昼間)，彦根工業(定)

７ 実教

現代社会 ３１６ 高等学校　現代社会　新訂版 安曇川 ３５ 清水

現代社会 ３１９ 改訂版　現代社会 膳所 １０４ 数研

現代社会 ３２０ 改訂版　高等学校　現代社会 米原 １０４ 数研

現代社会 ３２２ 高等学校　改訂版　新現代社会 八幡商業，信楽 １８３ 第一

公共 ７０２ 公共
栗東，安曇川，能登川(定時制夜間)，能登川(定時制昼
間)，日野

６ 教図

公共 ７０３ 詳述公共 彦根東，八日市 ７ 実教

公共 ７０４ 公共 湖南農業，石部，高島 ７ 実教
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：公民

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

公共 ７０７ 高等学校　公共 大津商業，河瀬 ４６ 帝国

公共 ７０８ 公共 東大津，大津，草津東，国際情報 １０４ 数研

公共 ７０９
高等学校　公共

これからの社会について考える
北大津，信楽，八日市南，大津清陵(昼間)，瀬田工(定)，
長浜北星(定)

１０４ 数研

公共 ７１０ 高等学校　公共 石山，虎姫，長浜北星，米原 １８３ 第一

公共 ７１１ 高等学校　新公共
堅田，石山，長浜農業，八幡，八幡工業，草津，水口，愛
知，大津清陵(通信)，彦根工業(定)

１８３ 第一

政治・経済 ３１１ 政治・経済
東大津，河瀬，守山，安曇川，米原，大津清陵(夜間)，大
津清陵(昼間)

２ 東書

政治・経済 ３１２ 高校政治・経済　新訂版
膳所，大津，彦根東，八幡，水口東，高島，八日市，能登
川(定時制夜間)，能登川(定時制昼間)，伊吹

７ 実教

政治・経済 ３１３ 最新政治・経済　新訂版
堅田，北大津，大津商業，伊香，八幡商業，草津，守山
北，栗東，石部，甲西，能登川(全日制)，愛知，大津清陵
(通信)，長浜北星(定)

７ 実教

政治・経済 ３１４ 高等学校　現代政治・経済　新訂版 安曇川 ３５ 清水

政治・経済 ３１５ 高等学校　新政治・経済　新訂版 野洲 ３５ 清水
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：公民

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

政治・経済 ３１７ 改訂版　政治・経済 石山，国際情報，水口 １０４ 数研

政治・経済 ３０９ 高等学校　改訂版　政治・経済 虎姫，玉川 １８３ 第一

倫理 ３１１ 倫理 膳所，国際情報，大津清陵(昼間) ２ 東書

倫理 ３１２ 高校倫理　新訂版 虎姫，守山，安曇川，能登川(全日制) ７ 実教

倫理 ３０８ 高等学校　新倫理　新訂版 石山，大津清陵(通信) ３５ 清水

倫理 ３１３ 高等学校　現代倫理　新訂版 草津，大津清陵(夜間)，長浜北星(定) ３５ 清水

倫理 ３１０ 高等学校　改訂版　倫理 東大津，米原 １８３ 第一
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：数学

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

数学Ⅰ ７０２ 数学Ⅰ　Ｓｔａｎｄａｒｄ 大津商業，石部 ２ 東書

数学Ⅰ ７０４ 新数学Ⅰ 湖南農業 ２ 東書

数学Ⅰ ７０５ 新数学Ⅰ　解答編 湖南農業 ２ 東書

数学Ⅰ ３２３ 高校数学Ⅰ　新訂版 大津清陵(昼間) ７ 実教

数学Ⅰ ７０７ 新編数学Ⅰ 堅田，草津，能登川(定時制昼間)，八日市南，日野 ７ 実教

数学Ⅰ ７０８ 高校数学Ⅰ
伊香，甲南，信楽，野洲，能登川(定時制夜間)，大津清陵
(夜間)

７ 実教

数学Ⅰ ７１１ 深進数学Ⅰ 八幡工業 ６１ 啓林館

数学Ⅰ ７１２ 数学Ⅰ 膳所，草津東，守山 １０４ 数研

数学Ⅰ ７１３ 高等学校　数学Ⅰ
東大津，大津，石山，河瀬，虎姫，玉川，水口東，高島，
八日市

１０４ 数研

数学Ⅰ ７１４ 新編　数学Ⅰ
堅田，大津，彦根翔西館，長浜北，伊香，長浜北星，八
幡，八幡商業，守山北，国際情報，水口，甲西，能登川
(全日制)，米原，瀬田工(定)

１０４ 数研
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：数学

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

数学Ⅰ ７１５ 最新　数学Ⅰ 北大津，瀬田工業，彦根工業，栗東，高島，伊吹 １０４ 数研

数学Ⅰ ７１６ 新　高校の数学Ⅰ
長浜農業，安曇川，愛知，大津清陵(昼間)，大津清陵(通
信)，彦根工業(定)，長浜北星(定)

１０４ 数研

数学Ⅰ ７１７ ＮＥＸＴ　数学Ⅰ 彦根東，草津東 １０４ 数研

数学Ⅱ ３０２ 新編数学Ⅱ 瀬田工業 ２ 東書

数学Ⅱ ３１８ 数学Ⅱ　Ｓｔａｎｄａｒｄ 大津商業，石部 ２ 東書

数学Ⅱ ３１９ 改訂　新数学Ⅱ 長浜農業 ２ 東書

数学Ⅱ ３２１ 新版数学Ⅱ　新訂版 八幡工業，草津，国際情報，能登川(定時制昼間)，日野 ７ 実教

数学Ⅱ ３２２ 新数学Ⅱ 堅田，伊香 ７ 実教

数学Ⅱ ３２３ 高校数学Ⅱ　新訂版
伊香，甲南，信楽，安曇川，能登川(定時制夜間)，八日市
南，愛知，大津清陵(昼間)

７ 実教

数学Ⅱ ３２８ 改訂版　高等学校　数学Ⅱ 大津，石山，高島 １０４ 数研
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：数学

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

数学Ⅱ ３２９ 改訂版　新編　数学Ⅱ
堅田，彦根翔西館，長浜北，長浜北星，八幡，玉川，守山
北，水口，甲西，高島

１０４ 数研

数学Ⅱ ３３０ 改訂版　最新　数学Ⅱ 北大津，彦根工業，守山北，栗東，能登川(全日制)，伊吹 １０４ 数研

数学Ⅱ ３３１ 改訂版　新　高校の数学Ⅱ 栗東，野洲，大津清陵(夜間)，大津清陵(通信) １０４ 数研

数学Ⅱ ７０９ 数学Ⅱ 膳所，草津東，守山 １０４ 数研

数学Ⅱ ７１０ 高等学校　数学Ⅱ 東大津，石山，河瀬，虎姫，水口東，高島 １０４ 数研

数学Ⅱ ７１１ 新編　数学Ⅱ 米原 １０４ 数研

数学Ⅱ ７１３ ＮＥＸＴ　数学Ⅱ 彦根東 １０４ 数研

数学Ⅲ ３０２ 新編数学Ⅲ 瀬田工業 ２ 東書

数学Ⅲ ３１５ 数学Ⅲ　Ａｄｖａｎｃｅｄ 膳所 ２ 東書

数学Ⅲ ３１４ 高校数学Ⅲ 信楽，大津清陵(昼間) ７ 実教
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：数学

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

数学Ⅲ ３１８ 新版数学Ⅲ　新訂版 草津，日野 ７ 実教

数学Ⅲ ３２２ 改訂版　数学Ⅲ 彦根東，守山 １０４ 数研

数学Ⅲ ３２３ 改訂版　高等学校　数学Ⅲ
東大津，大津，石山，河瀬，虎姫，草津東，水口東，八日
市

１０４ 数研

数学Ⅲ ３２４ 改訂版　新編　数学Ⅲ
堅田，彦根翔西館，長浜北，伊香，長浜北星，八幡，玉
川，守山北，国際情報，水口，甲西，高島，米原

１０４ 数研

数学Ⅲ ３２５ 改訂版　最新　数学Ⅲ
北大津，彦根工業，栗東，野洲，石部，能登川(全日制)，
能登川(定時制昼間)，伊吹，大津清陵(通信)

１０４ 数研

数学Ａ ３１８ 数学Ａ　Ｓｔａｎｄａｒｄ 石部 ２ 東書

数学Ａ ３１９ 改訂　新数学Ａ 長浜農業，長浜北星(定) ２ 東書

数学Ａ ７０２ 数学Ａ　Ｓｔａｎｄａｒｄ 石部 ２ 東書

数学Ａ ３２１ 新版数学Ａ　新訂版 瀬田工業，大津商業，八幡工業，能登川(定時制昼間) ７ 実教

数学Ａ ３２２ 新数学Ａ 八日市南 ７ 実教
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：数学

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

数学Ａ ３２３ 高校数学Ａ　新訂版 甲南，信楽，愛知，大津清陵(夜間)，大津清陵(昼間) ７ 実教

数学Ａ ７０７ 新編数学Ａ 堅田，草津，能登川(定時制昼間)，日野 ７ 実教

数学Ａ ７０８ 高校数学Ａ 伊香，野洲 ７ 実教

数学Ａ ３２８ 改訂版　高等学校　数学Ａ 石山 １０４ 数研

数学Ａ ３２９ 改訂版　新編　数学Ａ 大津，八幡商業，草津東，瀬田工(定) １０４ 数研

数学Ａ ３３０ 改訂版　最新　数学Ａ 彦根工業，伊吹 １０４ 数研

数学Ａ ３３１ 改訂版　新　高校の数学Ａ 安曇川 １０４ 数研

数学Ａ ７１２ 数学Ａ 膳所，草津東，守山 １０４ 数研

数学Ａ ７１３ 高等学校　数学Ａ
東大津，大津，石山，河瀬，虎姫，玉川，水口東，高島，
八日市

１０４ 数研

数学Ａ ７１４ 新編　数学Ａ
堅田，彦根翔西館，長浜北，伊香，長浜北星，八幡，守山
北，国際情報，水口，甲西，能登川(全日制)，米原

１０４ 数研
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：数学

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

数学Ａ ７１５ 最新　数学Ａ 瀬田工業，栗東，高島，伊吹 １０４ 数研

数学Ａ ７１６ 新　高校の数学Ａ 大津清陵(昼間)，大津清陵(通信) １０４ 数研

数学Ａ ７１７ ＮＥＸＴ　数学Ａ 彦根東 １０４ 数研

数学Ｂ ３１６ 数学Ｂ　Ａｄｖａｎｃｅｄ 膳所 ２ 東書

数学Ｂ ３１７ 数学Ｂ　Ｓｔａｎｄａｒｄ 石部 ２ 東書

数学Ｂ ３２０ 新版数学Ｂ　新訂版
瀬田工業，伊香，草津，国際情報，能登川(定時制昼間)，
日野，大津清陵(通信)

７ 実教

数学Ｂ ３２１ 高校数学Ｂ　新訂版 甲南，信楽，愛知，大津清陵(昼間)，長浜北星(定) ７ 実教

数学Ｂ ３２５ 改訂版　数学Ｂ 彦根東，守山 １０４ 数研

数学Ｂ ３２６ 改訂版　高等学校　数学Ｂ
東大津，大津，石山，河瀬，虎姫，草津東，水口東，高
島，八日市

１０４ 数研

数学Ｂ ３２７ 改訂版　新編　数学Ｂ
堅田，彦根翔西館，長浜北，長浜北星，八幡，玉川，守山
北，水口，甲西，米原

１０４ 数研
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：数学

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

数学Ｂ ３２８ 改訂版　最新　数学Ｂ 北大津，彦根工業，守山北，栗東，能登川(全日制)，伊吹 １０４ 数研

数学Ｂ ３２９ 改訂版　新　高校の数学Ｂ 野洲，大津清陵(夜間) １０４ 数研

数学活用 ３０１ 数学活用
栗東，能登川(定時制夜間)，伊吹，日野，彦根工業(定)，
長浜北星(定)

７ 実教
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：理科

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

化学 ３０８ 改訂　化学 八幡 ２ 東書

化学 ３０９ 改訂　新編化学
堅田，北大津，草津，守山北，水口，野洲，日野，愛知，
大津清陵(夜間)

２ 東書

化学 ３１０ 化学　新訂版 膳所，大津，彦根東，河瀬，玉川，水口東 ７ 実教

化学 ３１１ 新版化学　新訂版
伊香，長浜北星，玉川，栗東，能登川(全日制)，能登川
(定時制昼間)，大津清陵(昼間)

７ 実教

化学 ３１２ 化学　改訂版 甲西 ６１ 啓林館

化学 ３１３ 改訂版　化学
東大津，石山，彦根翔西館，長浜北，虎姫，草津東，守
山，八日市，米原

１０４ 数研

化学 ３１４ 新編　化学 石部，伊吹 １０４ 数研

化学 ３１５ 高等学校　改訂　化学 大津清陵(通信) １８３ 第一

化学基礎 ３１４ 改訂　新編化学基礎 彦根工業，八幡商業，野洲，瀬田工(定)，長浜北星(定) ２ 東書

化学基礎 ７０１ 化学基礎 水口 ２ 東書
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：理科

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

化学基礎 ７０２ 新編化学基礎 長浜農業，草津，八日市南，日野 ２ 東書

化学基礎 ３１５ 化学基礎　新訂版 膳所，大津商業 ７ 実教

化学基礎 ３１６ 新版化学基礎　新訂版 長浜北星，大津清陵(昼間) ７ 実教

化学基礎 ３１７ 高校化学基礎　新訂版 彦根工業(定) ７ 実教

化学基礎 ７０３ 化学基礎　ａｃａｄｅｍｉａ 河瀬，水口東 ７ 実教

化学基礎 ７０４ 化学基礎 長浜北星 ７ 実教

化学基礎 ７０５ 高校化学基礎 甲南 ７ 実教

化学基礎 ３０７ 新編　化学基礎 大津清陵(夜間) ６１ 啓林館

化学基礎 ７０６ 高等学校　化学基礎 石山 ６１ 啓林館

化学基礎 ７０７ ｉ版　化学基礎 北大津，大津，八幡，八幡工業，甲西 ６１ 啓林館
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：理科

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

化学基礎 ３１９ 改訂版　化学基礎 東大津，石山，長浜北，虎姫，高島，米原 １０４ 数研

化学基礎 ３２０ 改訂版　新編　化学基礎 瀬田工業，彦根翔西館，長浜北，栗東，信楽，石部，伊吹 １０４ 数研

化学基礎 ７０８ 化学基礎 彦根東，守山，高島，八日市，米原 １０４ 数研

化学基礎 ７１０ 新編　化学基礎
堅田，彦根翔西館，伊香，草津東，守山北，能登川(全日
制)，愛知

１０４ 数研

化学基礎 ３２２ 高等学校　改訂　新化学基礎 湖南農業 １８３ 第一

化学基礎 ７１１ 高等学校　化学基礎 国際情報 １８３ 第一

化学基礎 ７１２ 高等学校　新化学基礎 大津清陵(通信) １８３ 第一

科学と人間生
活

３０６ 改訂　科学と人間生活 栗東，水口東，日野，瀬田工(定) ２ 東書

科学と人間生
活

７０２ 科学と人間生活 石山，信楽，大津清陵(昼間)，大津清陵(通信) ７ 実教

科学と人間生
活

７０３ 高等学校　科学と人間生活 彦根工業，伊吹 ６１ 啓林館
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：理科

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

科学と人間生
活

３０８ 新　科学と人間生活 国際情報 １０４ 数研

科学と人間生
活

７０４ 科学と人間生活 瀬田工業，大津商業，安曇川，日野，大津清陵(夜間) １０４ 数研

科学と人間生
活

３０９ 高等学校　改訂　科学と人間生活 湖南農業 １８３ 第一

科学と人間生
活

７０５ 高等学校　科学と人間生活
八幡商業，高島，能登川(定時制夜間)，能登川(定時制昼
間)，長浜北星(定)

１８３ 第一

生物 ３０６ 改訂　生物 大津，守山北 ２ 東書

生物 ３０７ スタンダード生物 堅田，大津，大津商業，栗東，野洲，石部，日野 ２ 東書

生物 ３０８ 生物　新訂版 伊香，愛知 ７ 実教

生物 ３０９ 生物　改訂版 河瀬，八幡，能登川(全日制)，伊吹 ６１ 啓林館

生物 ３１０ 改訂版　生物
石山，彦根翔西館，長浜北，長浜北星，草津東，草津，玉
川，守山，高島，米原，大津清陵(通信)

１０４ 数研

生物 ３１１ 高等学校　改訂　生物
東大津，北大津，彦根東，国際情報，水口，水口東，甲
西，安曇川，八日市，能登川(定時制昼間)，大津清陵(昼
間)

１８３ 第一
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：理科

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

生物基礎 ３１２ 改訂　新編生物基礎
大津，大津商業，彦根工業，伊香，八幡工業，八幡商業，
長浜北星(定)

２ 東書

生物基礎 ７０１ 生物基礎 水口 ２ 東書

生物基礎 ７０２ 新編生物基礎 八幡，大津清陵(夜間) ２ 東書

生物基礎 ３１４ 高校生物基礎　新訂版 長浜農業，八日市南，日野，愛知 ７ 実教

生物基礎 ７０４ 高校生物基礎 湖南農業，甲南，彦根工業(定) ７ 実教

生物基礎 ３１５ 生物基礎　改訂版 大津清陵(昼間) ６１ 啓林館

生物基礎 ７０５ 高等学校　生物基礎 守山 ６１ 啓林館

生物基礎 ７０６ ｉ版　生物基礎 河瀬，伊吹 ６１ 啓林館

生物基礎 ３１６ 改訂版　生物基礎 石山，彦根翔西館，長浜北星，草津東，草津，高島 １０４ 数研

生物基礎 ３１７ 改訂版　新編　生物基礎 瀬田工業，守山北，栗東，能登川(全日制) １０４ 数研
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：理科

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

生物基礎 ７０７ 生物基礎 石山，彦根翔西館，長浜北，虎姫，米原 １０４ 数研

生物基礎 ７０８ 高等学校　生物基礎 玉川，高島，大津清陵(通信) １０４ 数研

生物基礎 ７０９ 新編　生物基礎 栗東，石部 １０４ 数研

生物基礎 ３１８ 高等学校　改訂　生物基礎 国際情報，水口東 １８３ 第一

生物基礎 ３１９ 高等学校　改訂　新生物基礎
信楽，野洲，安曇川，能登川(定時制夜間)，能登川(定時
制昼間)

１８３ 第一

生物基礎 ７１０ 高等学校　生物基礎 膳所，東大津，彦根東，甲西，八日市 １８３ 第一

生物基礎 ７１１ 高等学校　新生物基礎 堅田，北大津 １８３ 第一

地学 ３０３ 地学　改訂版 大津，石部，甲西 ６１ 啓林館

地学 ３０２ 地学 大津清陵(通信) １０４ 数研

地学基礎 ３０６ 改訂　地学基礎
能登川(全日制)，能登川(定時制夜間)，能登川(定時制昼
間)，長浜北星(定)

２ 東書
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：理科

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

地学基礎 ３０７ 地学基礎　新訂版 堅田，守山北，米原，大津清陵(昼間)，彦根工業(定) ７ 実教

地学基礎 ７０２ 地学基礎 野洲 ７ 実教

地学基礎 ３０８ 地学基礎　改訂版 大津，石山，彦根東，河瀬，守山，水口東，八日市 ６１ 啓林館

地学基礎 ７０３ 高等学校　地学基礎 草津東 ６１ 啓林館

地学基礎 ３０４ 地学基礎 膳所，八幡 １０４ 数研

地学基礎 ３０９ 新編　地学基礎 草津，玉川，栗東，八日市南 １０４ 数研

地学基礎 ７０４ 高等学校　地学基礎 大津清陵(通信) １０４ 数研

地学基礎 ３１０ 高等学校　改訂　地学基礎 北大津，彦根翔西館，長浜北，水口，甲西，愛知 １８３ 第一

物理 ３０８ 改訂　物理 膳所，栗東，大津清陵(昼間) ２ 東書

物理 ３０９ 物理　新訂版 北大津，瀬田工業，高島，日野，愛知 ７ 実教
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：理科

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

物理 ３１０ 物理　改訂版 草津，玉川，国際情報，野洲 ６１ 啓林館

物理 ３１３ 改訂版　物理
東大津，石山，彦根東，長浜北，伊香，長浜北星，水口
東，石部，安曇川，八日市，伊吹

１０４ 数研

物理 ３１４
改訂版　総合物理１

力と運動・熱
膳所，河瀬，彦根翔西館，虎姫，草津東，守山，水口，甲
西，米原

１０４ 数研

物理 ３１５
改訂版　総合物理２

波・電気と磁気・原子
膳所，河瀬，彦根翔西館，虎姫，草津東，守山，水口，甲
西，米原

１０４ 数研

物理 ３１６ 高等学校　改訂　物理
堅田，大津，八幡，守山北，能登川(全日制)，能登川(定
時制昼間)，大津清陵(通信)

１８３ 第一

物理基礎 ３１１ 改訂　物理基礎 大津清陵(昼間) ２ 東書

物理基礎 ３１２ 改訂　新編物理基礎 八幡商業，水口東，甲南，信楽，石部，瀬田工(定) ２ 東書

物理基礎 ３１３ 物理基礎　新訂版 栗東 ７ 実教

物理基礎 ３１４ 高校物理基礎　新訂版 北大津，瀬田工業，伊香，日野，愛知，彦根工業(定) ７ 実教

物理基礎 ３０６ 新編　物理基礎 野洲 ６１ 啓林館
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：理科

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

物理基礎 ３１６ 考える物理基礎 草津，玉川，国際情報 ６１ 啓林館

物理基礎 ３１７ 考える物理基礎　マイノート 草津，玉川，国際情報 ６１ 啓林館

物理基礎 ３１８ 改訂版　物理基礎 石山，彦根東，伊香，長浜北星，水口東，安曇川，八日市 １０４ 数研

物理基礎 ３１９ 改訂版　新編　物理基礎
河瀬，彦根翔西館，草津東，守山，水口，八日市南，大津
清陵(夜間)

１０４ 数研

物理基礎 ７０７ 物理基礎 高島，米原 １０４ 数研

物理基礎 ７０８ 新編　物理基礎 東大津，彦根翔西館，長浜北，虎姫，玉川，伊吹 １０４ 数研

物理基礎 ３２０ 高等学校　改訂　物理基礎 大津，長浜農業，八幡，守山北，甲西 １８３ 第一

物理基礎 ３２１ 高等学校　改訂　新物理基礎
堅田，八幡工業，草津東，能登川(全日制)，能登川(定時
制昼間)

１８３ 第一

物理基礎 ７０９ 高等学校　物理基礎 膳所 １８３ 第一

物理基礎 ７１０ 高等学校　新物理基礎 大津清陵(通信) １８３ 第一
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：保健体育

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

保健・体育 ３０５ 最新高等保健体育改訂版 大津清陵(昼間) ５０ 大修館

保健・体育 ７０１ 現代高等保健体育

堅田，東大津，北大津，大津，瀬田工業，大津商業，河
瀬，彦根工業，彦根翔西館，長浜農業，長浜北星，八幡，
八幡工業，八幡商業，草津東，玉川，湖南農業，守山北，
栗東，水口，甲南，信楽，甲西，高島，安曇川，能登川
(全日制)，能登川(定時制夜間)，能登川(定時制昼間)，八
日市南，日野，愛知，大津清陵(夜間)，大津清陵(昼間)，
大津清陵(通信)，瀬田工(定)，彦根工業(定)，長浜北星
(定)

５０ 大修館

保健・体育 ７０２ 新高等保健体育
膳所，石山，彦根東，虎姫，伊香，守山，国際情報，水口
東，野洲，石部，八日市，伊吹，米原

５０ 大修館

保健・体育 ７０３
高等学校　保健体育　
Ｔｅｘｔｂｏｏｋ

長浜北，草津 １８３ 第一

保健・体育 ７０４
高等学校　保健体育　
Ａｃｔｉｖｉｔｙ

長浜北，草津 １８３ 第一
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：芸術

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

音楽Ⅰ ３０７ 音楽Ⅰ改訂版　Ｔｕｔｔｉ 大津商業，八幡商業，大津清陵(昼間) １７ 教出

音楽Ⅰ ７０１ 音楽Ⅰ　Ｔｕｔｔｉ＋ 北大津，大津，河瀬，守山北，石部，高島，安曇川，伊吹 １７ 教出

音楽Ⅰ ３０９ 高校生の音楽１ 日野 ２７ 教芸

音楽Ⅰ ３１０ ＭＯＵＳＡ１ 能登川(定時制夜間) ２７ 教芸

音楽Ⅰ ７０２ 高校生の音楽１
膳所，彦根翔西館，長浜北，伊香，草津東，栗東，水口，
甲南，信楽，野洲，能登川(全日制)，愛知

２７ 教芸

音楽Ⅰ ７０３ ＭＯＵＳＡ１
堅田，石山，彦根工業，虎姫，長浜北星，草津，玉川，守
山，国際情報，水口東，甲西，八日市，能登川(定時制昼
間)，大津清陵(通信)

２７ 教芸

音楽Ⅰ ７０４ ＯＮ！　１ 東大津，八幡，湖南農業，米原 ８９ 友社

音楽Ⅱ ３０７ 音楽Ⅱ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ
大津，大津商業，玉川，守山北，栗東，甲南，石部，高
島，日野，大津清陵(昼間)

１７ 教出

音楽Ⅱ ３０８
高校音楽Ⅱ　改訂版

Ｍｕｓｉｃ　Ｖｉｅｗ
膳所，野洲，伊吹 １７ 教出

音楽Ⅱ ３０９ 高校生の音楽２ 草津東，水口，愛知 ２７ 教芸
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：芸術

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

音楽Ⅱ ３１０ ＭＯＵＳＡ２ 北大津，草津，甲西，能登川(全日制)，大津清陵(通信) ２７ 教芸

音楽Ⅱ ３１１ 改訂版　高校生の音楽２ 東大津，彦根翔西館，伊香 ８９ 友社

音楽Ⅱ ３１２ 改訂版　ＯＮ！２ 堅田 ８９ 友社

音楽Ⅲ ３０４ 音楽Ⅲ　改訂版 野洲 １７ 教出

音楽Ⅲ ３０５ Ｊｏｙ　ｏｆ　Ｍｕｓｉｃ 北大津，草津東，草津，愛知，大津清陵(通信) ２７ 教芸

書道Ⅰ ３０５ 書道Ⅰ 八幡商業，大津清陵(昼間) ２ 東書

書道Ⅰ ７０１ 書道Ⅰ
石山，河瀬，伊香，八幡，草津東，湖南農業，国際情報，
安曇川，八日市，米原，大津清陵(通信)

２ 東書

書道Ⅰ ３０６ 書Ⅰ 能登川(定時制夜間) ６ 教図

書道Ⅰ ７０２ 書Ⅰ 水口東，能登川(定時制昼間) ６ 教図

書道Ⅰ ７０３ 書Ⅰプライマリーブック 水口東，能登川(定時制昼間) ６ 教図
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：芸術

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

書道Ⅰ ３０７ 新編　書道Ⅰ 大津商業 １７ 教出

書道Ⅰ ７０４ 書道Ⅰ 膳所，彦根翔西館 １７ 教出

書道Ⅰ ３０８ 書Ⅰ 日野，長浜北星(定) ３８ 光村

書道Ⅰ ７０５ 書Ⅰ

堅田，東大津，北大津，大津，瀬田工業，長浜北，虎姫，
長浜北星，草津，玉川，守山，守山北，栗東，水口，甲
南，野洲，石部，甲西，高島，能登川(全日制)，伊吹，愛
知，大津清陵(夜間)

３８ 光村

書道Ⅱ ３０５ 書道Ⅱ 大津商業，草津東，大津清陵(昼間)，大津清陵(通信) ２ 東書

書道Ⅱ ３０６ 書Ⅱ 伊香，玉川，守山北，甲南 ６ 教図

書道Ⅱ ３０７ 新編　書道Ⅱ 膳所，堅田，大津，彦根翔西館 １７ 教出

書道Ⅱ ３０８ 書Ⅱ
東大津，北大津，草津，栗東，水口，野洲，石部，甲西，
高島，能登川(全日制)，伊吹，日野，愛知，長浜北星(定)

３８ 光村

書道Ⅲ ３０１ 書道Ⅲ 草津東，大津清陵(通信) ２ 東書

- 38 -



高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：芸術

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

書道Ⅲ ３０５ 書Ⅲ 北大津，草津，野洲，愛知 ３８ 光村

美術Ⅰ ３０４ 美術１ 大津清陵(昼間)，瀬田工(定) ３８ 光村

美術Ⅰ ７０１ 美術１
堅田，北大津，大津，彦根工業，虎姫，八幡，八幡工業，
守山北，栗東，国際情報，水口，石部，甲西，安曇川

３８ 光村

美術Ⅰ ３０５ 高校生の美術１ 大津商業，八幡商業，能登川(定時制夜間)，日野 １１６ 日文

美術Ⅰ ７０２ 高校生の美術１

石山，瀬田工業，彦根翔西館，長浜北，伊香，長浜農業，
長浜北星，草津東，玉川，湖南農業，水口東，信楽，野
洲，高島，八日市，能登川(全日制)，能登川(定時制昼
間)，八日市南，伊吹，米原，愛知，大津清陵(夜間)，大
津清陵(通信)，彦根工業(定)

１１６ 日文

美術Ⅰ ７０３ 高校美術 膳所，東大津，河瀬，草津，守山 １１６ 日文

美術Ⅱ ３０３ 美術２
膳所，堅田，草津，玉川，守山北，栗東，水口，野洲，甲
西，能登川(全日制)，伊吹，大津清陵(昼間)，大津清陵
(通信)

３８ 光村

美術Ⅱ ３０２ 高校美術２ 彦根翔西館，石部，高島，愛知 １１６ 日文

美術Ⅱ ３０４ 高校生の美術２
東大津，北大津，大津，大津商業，伊香，草津東，八日市
南，日野

１１６ 日文

- 39 -



高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：芸術

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

美術Ⅲ ３０３ 美術３ 草津東，草津，大津清陵(通信) ３８ 光村

美術Ⅲ ３０２ 高校美術３ 愛知 １１６ 日文

美術Ⅲ ３０４ 高校生の美術３ 北大津，野洲 １１６ 日文
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：外国語

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

コミュニケー
ション英語Ⅰ

３２８
Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

長浜北星(定) ２ 東書

コミュニケー
ション英語Ⅰ

３３１

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＥＮＧＬＩＳＨ　ＮＯＷ

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

大津清陵(昼間) ９ 開隆堂

コミュニケー
ション英語Ⅰ

３３５

ＶＩＳＴＡ　
Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｉ　
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

大津清陵(夜間) １５ 三省堂

コミュニケー
ション英語Ⅰ

３４４

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＣＯＭＥＴ

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

彦根工業(定) １０４ 数研

コミュニケー
ション英語Ⅱ

３２６
Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

伊吹，日野，大津清陵(通信) ２ 東書

コミュニケー
ション英語Ⅱ

３２７
Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ
Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ
八幡，石部 ２ 東書

コミュニケー
ション英語Ⅱ

３２８
ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　 

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

石山，彦根東 ２ 東書

コミュニケー
ション英語Ⅱ

３２９
Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＥＮＧＬＩＳＨ

ＮＯＷ　Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

安曇川，大津清陵(昼間) ９ 開隆堂
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：外国語

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

コミュニケー
ション英語Ⅱ

３３１
ＣＲＯＷＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

草津東，八日市，米原 １５ 三省堂

コミュニケー
ション英語Ⅱ

３３２

ＭＹ　ＷＡＹ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ　
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

草津 １５ 三省堂

コミュニケー
ション英語Ⅱ

３３３

ＶＩＳＴＡ
Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

北大津，長浜農業，栗東，甲南，信楽，石部，能登川(定
時制夜間)，八日市南

１５ 三省堂

コミュニケー
ション英語Ⅱ

３３６

Ｇｅｎｉｕｓ
Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ　
Ｒｅｖｉｓｅｄ

虎姫，高島 ５０ 大修館

コミュニケー
ション英語Ⅱ

３３７
Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＥＬＥＭＥＮＴ　

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

膳所，東大津，河瀬，守山，水口東 ６１ 啓林館

コミュニケー
ション英語Ⅱ

３３８

Ｒｅｖｉｓｅｄ　
ＬＡＮＤＭＡＲＫ　
Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

長浜北，国際情報 ６１ 啓林館

コミュニケー
ション英語Ⅱ

３３９
ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Ｆｉｔ

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

北大津，彦根翔西館，伊香，長浜北星，守山北，能登川
(全日制)

６１ 啓林館

コミュニケー
ション英語Ⅱ

３４０

Ｒｅｖｉｓｅｄ　
ＰＯＬＥＳＴＡＲ　
 Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

大津 １０４ 数研
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：外国語

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

コミュニケー
ション英語Ⅱ

３４１

Ｒｅｖｉｓｅｄ　
ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

堅田，八幡商業，玉川，国際情報，水口，甲西 １０４ 数研

コミュニケー
ション英語Ⅱ

３４２

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＣＯＭＥＴ

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

瀬田工業，八幡工業，野洲，能登川(定時制昼間)，愛知 １０４ 数研

コミュニケー
ション英語Ⅱ

３４４

Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
Ｇｒｏｖｅ

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

高島 １０９ 文英堂

コミュニケー
ション英語Ⅱ

３４９
Ｖｉｖｉｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ　
ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

大津商業 １８３ 第一

コミュニケー
ション英語Ⅱ

３５０
Ｖｉｖａ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ
伊香 １８３ 第一

コミュニケー
ション英語Ⅱ

３５４

ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ　
Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ　
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

堅田 ２１２ 桐原

コミュニケー
ション英語Ⅲ

３２５
Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！　 

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

信楽，石部，大津清陵(通信) ２ 東書

コミュニケー
ション英語Ⅲ

３２６
Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　
Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ
大津商業，草津 ２ 東書
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：外国語

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

コミュニケー
ション英語Ⅲ

３３０

ＭＹ　ＷＡＹ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ　
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

八幡，玉川 １５ 三省堂

コミュニケー
ション英語Ⅲ

３３４
Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＥＬＥＭＥＮＴ　

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

膳所，石山，河瀬，虎姫，水口東，八日市 ６１ 啓林館

コミュニケー
ション英語Ⅲ

３３５

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＬＡＮＤＭＡＲＫ
Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

長浜北，国際情報，安曇川 ６１ 啓林館

コミュニケー
ション英語Ⅲ

３３６
ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Ｆｉｔ　

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

堅田，彦根翔西館，長浜北星，石部 ６１ 啓林館

コミュニケー
ション英語Ⅲ

３３７

Ｒｅｖｉｓｅｄ　
ＰＯＬＥＳＴＡＲ　
 Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

大津，彦根東，草津東 １０４ 数研

コミュニケー
ション英語Ⅲ

３３８

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　 

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

大津，守山北，甲西，大津清陵(昼間) １０４ 数研

コミュニケー
ション英語Ⅲ

３４０

Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
Ｇｒｏｖｅ

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

高島 １０９ 文英堂

- 44 -



高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：外国語

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

コミュニケー
ション英語Ⅲ

３４２

ＭＡＩＮＳＴＲＥＡＭ
Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ　
Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ
　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｆｏｃｕｓ

Ａｄｖａｎｃｅｄ

堅田，米原 １７７ 増進堂

コミュニケー
ション英語Ⅲ

３４５

Ｖｉｖｉｄ
Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ
ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

伊香，水口，野洲 １８３ 第一

コミュニケー
ション英語Ⅲ

３４６
Ｖｉｖａ！　Ｅｎｇｌｉｓｈ

ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅢ
北大津，伊香，栗東，日野 １８３ 第一

コミュニケー
ション英語Ⅲ

３４７

ＰＲＯ－ＶＩＳＩＯＮ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ　
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

東大津，守山 ２１２ 桐原

コミュニケー
ション英語Ⅲ

３４８

ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ
Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

北大津，国際情報，能登川(全日制)，伊吹 ２１２ 桐原

英語コミュニ
ケーションⅠ

７０１
Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

長浜農業，野洲，日野 ２ 東書

英語コミュニ
ケーションⅠ

７０２
Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ
Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ
水口 ２ 東書
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：外国語

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

英語コミュニ
ケーションⅠ

７０４
Ａｍｉｔｙ　Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ
安曇川，能登川(定時制夜間)，愛知，瀬田工(定) ９ 開隆堂

英語コミュニ
ケーションⅠ

７０５
ＡＰＰＬＡＵＳＥ　
ＥＮＧＬＩＳＨ

ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　Ⅰ
堅田 ９ 開隆堂

英語コミュニ
ケーションⅠ

７０７
ＣＲＯＷＮ

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

膳所，東大津，彦根東，守山，八日市 １５ 三省堂

英語コミュニ
ケーションⅠ

７０８
ＭＹ　ＷＡＹ　Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ
伊香，八幡商業，玉川，国際情報，石部 １５ 三省堂

英語コミュニ
ケーションⅠ

７０９
ＶＩＳＴＡ

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｉ

北大津，湖南農業，信楽，石部，八日市南，大津清陵(夜
間)，大津清陵(昼間)

１５ 三省堂

英語コミュニ
ケーションⅠ

７１１
ＰＡＮＯＲＡＭＡ　
Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　１
大津商業 ５０ 大修館

英語コミュニ
ケーションⅠ

７１２
ＥＬＥＭＥＮＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

石山，河瀬，草津東，水口東 ６１ 啓林館

英語コミュニ
ケーションⅠ

７１３
ＬＡＮＤＭＡＲＫ
Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｉ
長浜北，草津 ６１ 啓林館
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：外国語

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

英語コミュニ
ケーションⅠ

７１４
ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Ｆｉｔ

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

北大津，彦根翔西館，長浜北星，能登川(全日制) ６１ 啓林館

英語コミュニ
ケーションⅠ

７１５
ＢＬＵＥ　ＭＡＲＢＬＥ

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

大津，虎姫 １０４ 数研

英語コミュニ
ケーションⅠ

７１６
ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

八幡，甲西 １０４ 数研

英語コミュニ
ケーションⅠ

７１７
ＣＯＭＥＴ

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

瀬田工業，彦根工業，伊香，八幡工業，守山北，栗東，甲
南，伊吹，大津清陵(通信)，彦根工業(定)，長浜北星(定)

１０４ 数研

英語コミュニ
ケーションⅠ

７１９
Ｇｒｏｖｅ

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

高島 １０９ 文英堂

英語コミュニ
ケーションⅠ

７２０
ＦＬＥＸ　ＥＮＧＬＩＳＨ

ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　Ⅰ
堅田 １７７ 増進堂

英語コミュニ
ケーションⅠ

７２１
ＣＲＥＡＴＩＶＥ　
Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ
米原 １８３ 第一

英語会話 ３０１
Ｈｅｌｌｏ　ｔｈｅｒｅ！

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎ

彦根翔西館，安曇川 ２ 東書
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：外国語

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

英語会話 ３０２
ＳＥＬＥＣＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎ

湖南農業，長浜北星(定) １５ 三省堂

英語会話 ３０３
Ｓａｉｌｉｎｇ　Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎ
瀬田工業，能登川(定時制夜間)，大津清陵(夜間) ６１ 啓林館

英語表現Ⅰ ３２２
ＮＥＷ　ＦＡＶＯＲＩＴＥ

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

彦根工業 ２ 東書

英語表現Ⅰ ３２４

ＭＹ　ＷＡＹ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ　

Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

信楽 １５ 三省堂

英語表現Ⅰ ３２５
ＳＥＬＥＣＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

甲南，日野，大津清陵(昼間)，瀬田工(定) １５ 三省堂

英語表現Ⅰ ３２８

Ｒｅｖｉｓｅｄ　
Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ　

Ｅｎｇｌｉｓｈ　
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　

Ａｄｖａｎｃｅｄ

堅田，国際情報 ６１ 啓林館

英語表現Ⅰ ３２９

Ｒｅｖｉｓｅｄ
Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

Ｓｔａｎｄａｒｄ

瀬田工業，八幡工業，野洲 ６１ 啓林館
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：外国語

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

英語表現Ⅰ ３３０

Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ　

Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ｉ
Ｃｏｒｅ

石部，日野，彦根工業(定) ６１ 啓林館

英語表現Ⅰ ３３３

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

長浜北星，長浜北星(定) １０４ 数研

英語表現Ⅰ ３４０

ｂｅ　
Ｅｎｇｌｉｓｈ　

Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ｉ　
Ｓｔａｎｄａｒｄ

守山北 ２３１ いいずな

英語表現Ⅱ ３１７
ＮＥＷ　ＦＡＶＯＲＩＴＥ

Ｅｎｇｌｉｓｈ　
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ

水口 ２ 東書

英語表現Ⅱ ３１８

ＣＲＯＷＮ　
Ｅｎｇｌｉｓｈ　

Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ　
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

膳所，彦根東 １５ 三省堂

英語表現Ⅱ ３１９

ＭＹ　ＷＡＹ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ　

Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ　
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

信楽，伊吹 １５ 三省堂

英語表現Ⅱ ３２０
ＮＥＷ　ＯＮＥ　ＷＯＲＬＤ　 
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎｓ　Ⅱ　

Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
八幡，大津清陵(昼間) １７ 教出

英語表現Ⅱ ３２２

Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ　
Ｅｎｇｌｉｓｈ　

Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ　
Ａｃｅ

堅田，草津東，玉川，八日市 ６１ 啓林館
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：外国語

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

英語表現Ⅱ ３２３

Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ　
Ｅｎｇｌｉｓｈ　

Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ　
Ｈｏｐｅ

北大津，彦根翔西館，伊香，八幡工業，八幡商業，草津，
国際情報，甲西，日野

６１ 啓林館

英語表現Ⅱ ３２５
ＤＵＡＬＳＣＯＰＥ

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ

東大津，河瀬，守山 １０４ 数研

英語表現Ⅱ ３２６

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ

Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ

高島 １０４ 数研

英語表現Ⅱ ３２７

ＭＡＩＮＳＴＲＥＡＭ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ　

Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ　
Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

大津，虎姫 １７７ 増進堂

英語表現Ⅱ ３３０

Ｖｉｖｉｄ
Ｅｎｇｌｉｓｈ　

Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ
ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

伊香，能登川(定時制昼間)，大津清陵(通信) １８３ 第一

英語表現Ⅱ ３３４

ＥＭＰＯＷＥＲ　  
Ｅｎｇｌｉｓｈ　

Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ
Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ　

Ｃｏｕｒｓｅ

能登川(全日制) ２１２ 桐原

英語表現Ⅱ ３３２
ｂｅ　

Ｅｎｇｌｉｓｈ　
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ

石山，長浜北，水口東，米原 ２３１ いいずな

論理・表現Ⅰ ７０１

ＮＥＷ　ＦＡＶＯＲＩＴＥ
Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｌｏｇｉｃ　

ａｎｄ　
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ｉ

伊吹，大津清陵(夜間) ２ 東書
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：外国語

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

論理・表現Ⅰ ７０２

Ａｍｉｔｙ　
Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｌｏｇｉｃ

ａｎｄ　
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

栗東 ９ 開隆堂

論理・表現Ⅰ ７０４
ＣＲＯＷＮ　

Ｌｏｇｉｃ　ａｎｄ　
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

虎姫 １５ 三省堂

論理・表現Ⅰ ７０５
ＭＹ　ＷＡＹ　

Ｌｏｇｉｃ　ａｎｄ　
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

伊香，水口，大津清陵(通信) １５ 三省堂

論理・表現Ⅰ ７０６
ＶＩＳＴＡ

Ｌｏｇｉｃ　ａｎｄ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ｉ

北大津，安曇川 １５ 三省堂

論理・表現Ⅰ ７０８

Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ　
Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｌｏｇｉｃ　

ａｎｄ　
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

Ａｄｖａｎｃｅｄ

膳所，草津東，八日市 ６１ 啓林館

論理・表現Ⅰ ７０９

Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｌｏｇｉｃ　

ａｎｄ　
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　

Ｓｔａｎｄａｒｄ

堅田，北大津，彦根翔西館，長浜北，草津，玉川，高島，
日野

６１ 啓林館

論理・表現Ⅰ ７１０

ＥＡＲＴＨＲＩＳＥ
Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｌｏｇｉｃ　

ａｎｄ　
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

Ａｄｖａｎｃｅｄ

河瀬，米原 １０４ 数研
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：外国語

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

論理・表現Ⅰ ７１１

ＥＡＲＴＨＲＩＳＥ　
Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｌｏｇｉｃ　

ａｎｄ　
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　

Ｓｔａｎｄａｒｄ

大津 １０４ 数研

論理・表現Ⅰ ７１２

ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　
Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｌｏｇｉｃ　

ａｎｄ　
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

大津商業，八幡商業，甲西 １０４ 数研

論理・表現Ⅰ ７１３

ＭＡＩＮＳＴＲＥＡＭ　
Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｌｏｇｉｃ　

ａｎｄ　
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

彦根東 １７７ 増進堂

論理・表現Ⅰ ７１７

ｂｅ　
Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｌｏｇｉｃ　

ａｎｄ　
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　

Ｃｌｅａｒ

八幡，能登川(全日制) ２３１ いいずな

論理・表現Ⅰ ７１８

ｂｅ
Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｌｏｇｉｃ　

ａｎｄ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

Ｓｍａｒｔ

東大津，石山，守山，水口東 ２３１ いいずな
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：家庭

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

ファッション
デザイン

３０２ ファッションデザイン 彦根翔西館，甲南 ７ 実教

ファッション
造形基礎

３０６ ファッション造形基礎 大津，彦根翔西館，八幡商業 ７ 実教

フードデザイ
ン

３１２
フードデザイン
ｃｏｏｋｉｎｇ＆

ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ
守山北，水口，日野，大津清陵(通信) ６ 教図

フードデザイ
ン

３１３ フードデザイン　新訂版
大津，彦根翔西館，長浜農業，長浜北星，八幡商業，栗
東，甲南，能登川(全日制)，能登川(定時制昼間)，大津清
陵(昼間)

７ 実教

家庭基礎 ３１１ 家庭基礎　自立・共生・創造
河瀬，彦根工業，石部，甲西，高島，能登川(定時制夜
間)，彦根工業(定)

２ 東書

家庭基礎 ７０１ 家庭基礎　自立・共生・創造 膳所，彦根東，長浜北，虎姫，長浜農業，八日市南，米原 ２ 東書

家庭基礎 ３１２
新　家庭基礎

今を学び　未来を描き
暮らしをつくる

大津清陵(昼間)，瀬田工(定) ６ 教図

家庭基礎 ７０３
家庭基礎　

つながる暮らし　共に創る未来
守山，甲南 ６ 教図

家庭基礎 ７０４
Ｓｕｒｖｉｖｅ！！　
高等学校　家庭基礎

東大津，日野 ６ 教図
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：家庭

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

家庭基礎 ３１４
新家庭基礎

パートナーシップでつくる未来
堅田，北大津，八幡商業，長浜北星(定) ７ 実教

家庭基礎 ３１５ 新家庭基礎２１ 栗東，伊吹 ７ 実教

家庭基礎 ３１６ 新図説家庭基礎 大津清陵(夜間) ７ 実教

家庭基礎 ７０５
家庭基礎

気づく力　築く未来
国際情報，八日市，大津清陵(通信) ７ 実教

家庭基礎 ７０７ 図説家庭基礎 水口東 ７ 実教

家庭基礎 ３１７ 家庭基礎　明日の生活を築く 水口 ９ 開隆堂

家庭基礎 ７０８ 家庭基礎　明日の生活を築く 能登川(全日制) ９ 開隆堂

家庭基礎 ３１８
新家庭基礎

主体的に人生をつくる
信楽 ５０ 大修館

家庭基礎 ３１９ 未来をつくる　新高校家庭基礎 八幡工業，草津東 ５０ 大修館

家庭基礎 ７０９
クリエイティブ・リビング

Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｌｉｖｉｎｇ
『家庭基礎』で生活をつくろう

石山，彦根翔西館，伊香，八幡 ５０ 大修館
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：家庭

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

家庭基礎 ３２０
高等学校　新版　家庭基礎

ともに生きる・
持続可能な未来をつくる

瀬田工業，玉川 １８３ 第一

家庭基礎 ７１０
高等学校　家庭基礎

持続可能な未来をつくる
大津 １８３ 第一

家庭総合 ３０７ 家庭総合　自立・共生・創造 野洲 ２ 東書

家庭総合 ７０１ 家庭総合　自立・共生・創造 大津清陵(通信) ２ 東書

家庭総合 ３０８
新　家庭総合

今を学び　未来を描き
暮らしをつくる

大津清陵(昼間) ６ 教図

家庭総合 ３０９
新家庭総合

パートナーシップでつくる未来
堅田，北大津，八幡商業，栗東，愛知 ７ 実教

家庭総合 ７０３ 家庭総合 安曇川 ７ 実教

家庭総合 ３１１
新家庭総合　

主体的に人生をつくる
大津商業 ５０ 大修館

家庭総合 ３１２
高等学校　新版　家庭総合　

ともに生きる・
持続可能な未来をつくる

草津，湖南農業 １８３ 第一

家庭総合 ７０６
高等学校　家庭総合　

持続可能な未来をつくる
守山北 １８３ 第一
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：家庭

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

子どもの発達
と保育

３１１ 子どもの発達と保育　新訂版
大津，大津商業，彦根翔西館，長浜北星，草津東，玉川，
甲南，石部，能登川(全日制)，日野，大津清陵(昼間)，大
津清陵(通信)

７ 実教

子ども文化 ３０９ 子ども文化 彦根翔西館，長浜北星，甲南 ６ 教図

消費生活 ３０８ 消費生活 東大津 ６ 教図

生活産業情報 ３０３ 生活産業情報 大津，彦根翔西館 ７ 実教
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：情報

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

社会と情報 ３１１ 最新社会と情報　新訂版 長浜北，長浜北星，草津東，八日市 ７ 実教

社会と情報 ３１２ 高校社会と情報　新訂版 虎姫 ７ 実教

社会と情報 ３１４ 改訂版　高等学校　社会と情報 堅田，東大津 １０４ 数研

社会と情報 ３０７ 見てわかる社会と情報 大津清陵(夜間) １１６ 日文

社会と情報 ３１７ 新・見てわかる社会と情報 大津清陵(昼間) １１６ 日文

情報Ⅰ ７０１ 新編情報Ⅰ 北大津，栗東，甲南，石部，大津清陵(通信) ２ 東書

情報Ⅰ ７０２
情報Ⅰ　

Ｓｔｅｐ　Ｆｏｒｗａｒｄ！
膳所 ２ 東書

情報Ⅰ ７０３ 高校情報Ⅰ　Ｐｙｔｈｏｎ 虎姫，水口東，能登川(定時制夜間)，能登川(定時制昼間) ７ 実教

情報Ⅰ ７０５ 最新情報Ⅰ 大津，伊香，水口，信楽，伊吹，愛知 ７ 実教

情報Ⅰ ７０６ 図説情報Ⅰ 守山北 ７ 実教
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：情報

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

情報Ⅰ ７０８ 高等学校　情報Ⅰ
堅田，彦根東，彦根翔西館，長浜北星，玉川，守山，国際
情報，甲西，高島

１０４ 数研

情報Ⅰ ７０９ 情報Ⅰ　Ｎｅｘｔ 草津，野洲，能登川(全日制)，日野，長浜北星(定) １０４ 数研

情報Ⅰ ７１０ 情報Ⅰ 河瀬 １１６ 日文

情報Ⅰ ７１１ 情報Ⅰ図解と実習－図解編 安曇川 １１６ 日文

情報Ⅰ ７１２ 情報Ⅰ図解と実習－実習編 安曇川 １１６ 日文

情報Ⅰ ７１３ 高等学校　情報Ⅰ 米原 １８３ 第一

情報デザイン ３０９ 情報デザイン 彦根翔西館 ７ 実教

情報の科学 ３０６ 情報の科学 石山 ２ 東書
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：農業

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

グリーンライ
フ

３２７ グリーンライフ 長浜農業，湖南農業，甲南，八日市南 ７ 実教

果樹 ３１２ 果樹 長浜農業，湖南農業，八日市南 ７ 実教

環境緑化材料 ３２４ 環境緑化材料 湖南農業，八日市南 １７９ 電機大

作物 ３１８ 作物 湖南農業，甲南，八日市南 ７ 実教

植物バイオテ
クノロジー

３０６ 植物バイオテクノロジー 長浜農業，湖南農業，八日市南 ７ 実教

食品製造 ３０５ 食品製造 長浜農業，湖南農業，甲南 ７ 実教

食品製造 ７０４ 食品製造 長浜農業，湖南農業，八日市南 ７ 実教

森林科学 ３０８ 森林科学 甲南 ７ 実教

生物活用 ３２６ 生物活用 湖南農業，甲南 ７ 実教

草花 ３０４ 草花 長浜農業，湖南農業，甲南，八日市南 ７ 実教
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：農業

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

造園技術 ３２３ 造園技術 湖南農業，八日市南 １７９ 電機大

造園計画 ３１０ 造園計画 八日市南 ２０１ 海文堂

畜産 ３１９ 畜産 長浜農業，甲南，八日市南 ７ 実教

動物バイオテ
クノロジー

３１４ 動物バイオテクノロジー 長浜農業 １７９ 電機大

農業と環境 ３２５ 農業と環境　新訂版 甲南 ７ 実教

農業と環境 ７０１ 農業と環境 長浜農業，湖南農業，八日市南 ７ 実教

農業と情報 ７０２ 農業と情報 湖南農業 ７ 実教

農業機械 ３２０ 農業機械 長浜農業，湖南農業，甲南，八日市南 ７ 実教

農業経営 ３１３ 農業経営 長浜農業，湖南農業，八日市南 ７ 実教

農業経済 ３２１ 農業経済 湖南農業，甲南 １７９ 電機大
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：農業

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

農業情報処理 ３０３ 農業情報処理 長浜農業，湖南農業，甲南，八日市南 ７ 実教

野菜 ３１１ 野菜 長浜農業，湖南農業，甲南，八日市南 ７ 実教
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：工業

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

コンピュータ
システム技術

３７５ コンピュータシステム技術 瀬田工業，彦根工業，長浜北星，国際情報 ７ 実教

セラミック工
業

３４１ セラミック工業 信楽 ７ 実教

ソフトウェア
技術

３６１ ソフトウェア技術 瀬田工業，国際情報 ７ 実教

デザイン技術 ３４４ デザイン技術 信楽 ２０１ 海文堂

デザイン史 ３８４ デザイン史 信楽 １７９ 電機大

ハードウェア
技術

３６０ ハードウェア技術 彦根工業，長浜北星，国際情報 ７ 実教

プログラミン
グ技術

３３３ プログラミング技術 瀬田工業，彦根工業，長浜北星，国際情報 ７ 実教

衛生・防災設
備

３３９ 衛生・防災設備 彦根工業 ７ 実教

化学工学 ３６７ 化学工学 瀬田工業，八幡工業 ７ 実教

化学工業製図 ３０７ 製図 瀬田工業 ７ 実教
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：工業

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

機械工作 ３１５ 機械工作１ 彦根工業(定) ７ 実教

機械工作 ３１６ 機械工作２ 瀬田工(定)，彦根工業(定) ７ 実教

機械工作 ３１７ 新機械工作 長浜北星，国際情報，安曇川 ７ 実教

機械工作 ７０８ 機械工作１ 瀬田工業，彦根工業，八幡工業，瀬田工(定) ７ 実教

機械工作 ７０９ 機械工作２ 瀬田工業，彦根工業，八幡工業，瀬田工(定) ７ 実教

機械製図 ３０２ 機械製図 長浜北星 ７ 実教

機械製図 ７０２ 機械製図 瀬田工業，彦根工業 ７ 実教

機械設計 ３１８ 新機械設計 長浜北星，国際情報，安曇川，瀬田工(定) ７ 実教

機械設計 ３１９ 機械設計１ 彦根工業(定) ７ 実教

機械設計 ３２０ 機械設計２ 彦根工業(定) ７ 実教
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：工業

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

機械設計 ７１０ 機械設計１ 瀬田工業，彦根工業 ７ 実教

機械設計 ７１１ 機械設計２ 瀬田工業，彦根工業 ７ 実教

空気調和設備 ３８１ 空気調和設備 彦根工業 １７９ 電機大

建設製図 ７０５ 建築設計製図 彦根工業 ７ 実教

建築計画 ３６２ 建築計画 彦根工業，安曇川 ７ 実教

建築構造 ３３４ 建築構造 安曇川 ７ 実教

建築構造 ７１４ 建築構造 彦根工業 ７ 実教

建築構造設計 ３６３ 建築構造設計 彦根工業，安曇川 ７ 実教

建築施工 ３７６ 建築施工 彦根工業，安曇川 ７ 実教

建築法規 ３７７ 建築法規 彦根工業，安曇川 ７ 実教
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：工業

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

原動機 ３４５ 原動機 瀬田工業，彦根工業，八幡工業，安曇川，瀬田工(定) ７ 実教

工業化学 ７１６ 工業化学１ 瀬田工業，八幡工業 ７ 実教

工業化学 ７１７ 工業化学２ 瀬田工業，八幡工業 ７ 実教

工業技術基礎 ７０１ 工業技術基礎
瀬田工業，彦根工業，八幡工業，国際情報，安曇川，瀬田
工(定)，彦根工業(定)

７ 実教

工業情報数理 ７１８ 工業情報数理 瀬田工業，彦根工業 ７ 実教

工業情報数理 ７１９ 精選工業情報数理 瀬田工(定)，彦根工業(定) ７ 実教

工業情報数理 ７２３ 工業情報数理 彦根工業，八幡工業 １５４ オーム

工業数理基礎 ３０８ 工業数理基礎 瀬田工業，彦根工業 ７ 実教

自動車工学 ３２２ 自動車工学１
彦根工業，長浜北星，八幡工業，瀬田工(定)，彦根工業
(定)

７ 実教

自動車工学 ３２３ 自動車工学２
彦根工業，長浜北星，八幡工業，瀬田工(定)，彦根工業
(定)

７ 実教
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：工業

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

情報技術基礎 ３８５ 情報技術基礎　新訂版 長浜北星 ７ 実教

情報技術基礎 ３８６ 精選情報技術基礎　新訂版 彦根工業(定) ７ 実教

生産システム
技術

３１３ 生産システム技術
瀬田工業，彦根工業，八幡工業，国際情報，安曇川，彦根
工業(定)

７ 実教

製図 ３０２ 機械製図 国際情報，安曇川，彦根工業(定) ７ 実教

製図 ３０３ 電気製図 長浜北星，八幡工業 ７ 実教

製図 ３０４ 電子製図 長浜北星，国際情報 ７ 実教

製図 ３０５ 建築設計製図 安曇川 ７ 実教

製図 ３７０ デザイン製図 信楽，八日市南 ７ 実教

製図 ７０２ 機械製図 八幡工業 ７ 実教

製図 ７０７ 製図 八幡工業，瀬田工(定) ７ 実教
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：工業

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

測量 ３３５ 測量 甲南 ７ 実教

地球環境化学 ３８０ 地球環境化学 瀬田工業，八幡工業，国際情報 ７ 実教

通信技術 ３７４ 通信技術 彦根工業，長浜北星，国際情報，瀬田工(定) ７ 実教

電気回路 ７２０ 電気回路１ 瀬田工業，八幡工業，瀬田工(定) ７ 実教

電気回路 ７２１ 電気回路２ 瀬田工業，八幡工業，瀬田工(定) ７ 実教

電気回路 ７２４ 電気回路１ 彦根工業 １５４ オーム

電気回路 ７２５ 電気回路２ 彦根工業 １５４ オーム

電気基礎 ３８８ 電気基礎１　新訂版 長浜北星 ７ 実教

電気基礎 ３８９ 電気基礎２　新訂版 長浜北星，瀬田工(定) ７ 実教

電気機器 ３９１ 電気機器　新訂版 彦根工業，長浜北星，瀬田工(定) ７ 実教
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：工業

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

電気機器 ３４９ 電気機器 瀬田工業，八幡工業 １５４ オーム

電気製図 ３０３ 電気製図 瀬田工業 ７ 実教

電気製図 ７０３ 電気製図 彦根工業 ７ 実教

電子回路 ３９５ 電子回路　新訂版 彦根工業，長浜北星 ７ 実教

電子機械 ３２１ 電子機械 長浜北星，安曇川 ７ 実教

電子機械応用 ３４６ 電子機械応用 長浜北星 ７ 実教

電子技術 ３９４ 電子技術　新訂版 八幡工業 ７ 実教

電子技術 ３５５ 電子技術 瀬田工業，瀬田工(定) １５４ オーム

電子計測制御 ３５８ 電子計測制御 瀬田工業，彦根工業，国際情報 ７ 実教

電子情報技術 ３５９ 電子情報技術 安曇川 ７ 実教

- 68 -



高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：工業

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

電力技術 ３９２ 電力技術１　新訂版 彦根工業，長浜北星，八幡工業，瀬田工(定) ７ 実教

電力技術 ３９３ 電力技術２　新訂版 彦根工業，長浜北星，八幡工業，瀬田工(定) ７ 実教

電力技術 ３５２ 電力技術１ 瀬田工業 １５４ オーム

電力技術 ３５３ 電力技術２ 瀬田工業 １５４ オーム

土木基礎力学 ３６４ 土木基礎力学１ 彦根工業 ７ 実教

土木基礎力学 ３６５ 土木基礎力学２ 彦根工業 ７ 実教

土木施工 ３６６ 土木施工 彦根工業 ７ 実教
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：商業

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

ビジネス・コ
ミュニケー
ション

７０４ ビジネス・コミュニケーション 大津清陵(通信) ７ 実教

ビジネス・コ
ミュニケー
ション

７０５ ビジネス・コミュニケーション 八幡商業 １９０ 東法

ビジネス基礎 ３３４ ビジネス基礎　新訂版
彦根翔西館，国際情報，野洲，安曇川，能登川(定時制夜
間)，能登川(定時制昼間)，日野

７ 実教

ビジネス基礎 ７０１ ビジネス基礎
大津商業，八幡商業，日野，大津清陵(昼間)，大津清陵
(通信)

７ 実教

ビジネス基礎 ３３５ ビジネス基礎　新訂版 長浜北星 １９０ 東法

ビジネス経済 ３１６ ビジネス経済
大津商業，彦根翔西館，八幡商業，国際情報，安曇川，日
野

７ 実教

ビジネス経済
応用

３２６ ビジネス経済応用 大津商業，彦根翔西館，長浜北星，八幡商業，安曇川 ７ 実教

ビジネス実務 ３４５ ビジネス実務　新訂版
彦根翔西館，八幡商業，国際情報，安曇川，能登川(定時
制夜間)，日野，大津清陵(昼間)

７ 実教

ビジネス情報 ３５２ ビジネス情報　新訂版
大津商業，彦根翔西館，長浜北星，八幡商業，国際情報，
安曇川，日野

７ 実教

ビジネス情報 ３５３ ビジネス情報　新訂版 大津商業，長浜北星(定) １９０ 東法
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：商業

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

ビジネス情報
管理

３３３ ビジネス情報管理 大津商業，彦根翔西館，八幡商業，安曇川 ７ 実教

プログラミン
グ

３２４ 最新プログラミング 大津商業，彦根翔西館，八幡商業，安曇川，日野 ７ 実教

マーケティン
グ

３３６ マーケティング　新訂版 大津商業，彦根翔西館，安曇川 ７ 実教

マーケティン
グ

３３７ マーケティング　新訂版 長浜北星，国際情報，日野 １９０ 東法

管理会計 ３３０ 管理会計 大津商業，彦根翔西館，安曇川 ７ 実教

管理会計 ３５７ 楽しい管理会計 八幡商業 ２３０ ネット

経済活動と法 ３５４ 経済活動と法　新訂版 大津商業，八幡商業，安曇川 ７ 実教

経済活動と法 ３５５ 経済活動と法　新訂版 彦根翔西館 １９０ 東法

原価計算 ３５０ 原価計算　新訂版
大津商業，彦根翔西館，長浜北星，八幡商業，国際情報，
安曇川，日野，長浜北星(定)

７ 実教

広告と販売促
進

３２５ 広告と販売促進
大津商業，彦根翔西館，長浜北星，八幡商業，国際情報，
安曇川，大津清陵(夜間)

７ 実教
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：商業

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

財務会計Ⅰ ３４７ 新財務会計Ⅰ　新訂版 長浜北星，日野 ７ 実教

財務会計Ⅰ ３４８ 高校財務会計Ⅰ　新訂版 大津商業，彦根翔西館，八幡商業，国際情報，安曇川 ７ 実教

財務会計Ⅱ ３２９ 財務会計Ⅱ 大津商業，彦根翔西館，長浜北星 ７ 実教

財務会計Ⅱ ３５６ 使える財務会計Ⅱ 八幡商業，国際情報 ２３０ ネット

商品開発 ３１５ 商品開発 大津商業，彦根翔西館，八幡商業，安曇川，日野 ７ 実教

情報処理 ３４２ 情報処理　新訂版 彦根翔西館，大津清陵(昼間) ７ 実教

情報処理 ３４３ 最新情報処理　新訂版 長浜北星，国際情報，野洲，安曇川，日野 ７ 実教

情報処理 ７１５
最新情報処理　

Ａｄｖａｎｃｅｄ　
Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ

大津商業，彦根翔西館，八幡商業，安曇川，大津清陵(通
信)

７ 実教

情報処理 ３４４ 情報処理　新訂版 大津清陵(夜間)，長浜北星(定) １９０ 東法

電子商取引 ３５８ 電子商取引　新訂版 彦根翔西館，日野，長浜北星(定) ７ 実教
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：商業

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

電子商取引 ３５９ 電子商取引　新訂版 大津商業，安曇川 １９０ 東法

簿記 ３３８ 新簿記　新訂版 長浜北星(定) ７ 実教

簿記 ３３９ 高校簿記　新訂版 安曇川 ７ 実教

簿記 ７０８ 高校簿記 大津商業，彦根翔西館，八幡商業，安曇川，日野 ７ 実教

簿記 ７０９ 新簿記 長浜北星 ７ 実教

簿記 ７１１ 現代簿記 大津清陵(夜間) １９０ 東法

簿記 ７１３ 簿記 国際情報 ２３４ ＴＡＣ
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 教科：福祉

科 目 教科書番号 教科書名 選定した学校 発行者の番号 発行者の略称

こころとから
だの理解

３０４ こころとからだの理解 長浜北星 ７ 実教

コミュニケー
ション技術

３０５ コミュニケーション技術 長浜北星 ７ 実教

介護過程 ３０６ 介護過程 長浜北星 ７ 実教

介護福祉基礎 ７０２ 介護福祉基礎 長浜北星，日野 ７ 実教

社会福祉基礎 ７０１ 社会福祉基礎 長浜北星，日野 ７ 実教

生活支援技術 ３０３ 生活支援技術 長浜北星，日野 ７ 実教
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