
令和元年

第１２回 教 育 委 員 会 会 議

議案（第３９号）

秋田県教育委員会



議案第３９号

令和２年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について

次のとおり令和２年度秋田県立高等学校教科用図書を採択するものとする。

令和２年度使用 県立高等学校教科用図書採択（案）一覧

（高等学校用教科書第１部）（別添）

令和元年８月８日提出

秋田県教育委員会教育長 米 田 進

理 由

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第１項第６号の規定によ

り、令和２年度の秋田県立高等学校教科用図書を採択する必要がある。これが、

この議案を提出する理由である。



 

（凡例）

学校番号 高等学校名 国語総合 国語表現 ～ 世界史Ａ ～

1 花　輪 第一３６０ 清水３１３

2 十和田 大修館３４７ 山川３１５

3 小　坂 三省堂３３９ 大修館３０７ 東書３１０

～

令和２年度使用
県立高等学校教科用図書採択（案）一覧

    （高等学校用教科書第１部）

国語 地歴公民

「国語総合」「国語表現」「世界史Ａ」：科目名

「第一」「大修館」「三省堂」「清水」「山川」「東書」：発行者の略称

（第一学習社・大修館書店・三省堂・清水書院・山川出版社・東京書籍）

「３６０」「３４７」「３３９」「３０７」「３１３」「３１５」「３１０」：教科書の番号

第１部　現行の学習指導要領（平成２１年文部科学省告示第３４号）に基づいて編集された文部科学
省検定済教科書

高 校 教 育 課



国語総合 国語表現 現代文Ａ 現代文Ｂ 古典Ａ 古典Ｂ

令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度

1 花　輪 第一３６０ 東書３２１　教出３２７　
東書３２９　桐原３５４
桐原３５５

2 十和田 大修館３４７
東書３２２　東書３２１　
第一３４０

大修館３１５ 東書３３０

3 小　坂 三省堂３３９ 大修館３０７ 大修館３３２　 東書３２９

4 大館鳳鳴 三省堂３３６　三省堂３３７ 三省堂３２３
三省堂３３３　三省堂３
３４

5 大館桂桜 大修館３４７ 大修館３０７ 大修館３０８ 教出３２８ 教出３３８

6 大館国際情報学院
東書３３３　三省堂３３６
三省堂３３７

東書３０４ 数研３３３ 桐原３５４　桐原３５５

7 秋田北鷹 三省堂３３９　教出３４２ 教出３０６ 第一３０７ 東書３２１　教出３２８ 数研３４３　数研３４４

8 二ツ井

9 能　代 第一３５８　第一３５９ 東書３２２ 数研３４３　数研３４４

10 能代松陽 第一３５８  第一３５９ 第一３０８ 東書３２２
大修館３３９　大修館３
４０

11 能代工業 東書３３２ 東書３２１

12 能代西 第一３６２ 大修館３０７ 大修館３３２ 大修館３１５

13 五城目 第一３６１ 大修館３０７ 第一３４０ 東書３２９

14 男鹿海洋 大修館３４７ 東書３０６ 東書３２１

15 男鹿工業 数研３５１ 東書３２１

16 秋田西 東書３３４　東書３３５ 第一３０８ 大修館３３１ 大修館３４１

17 金足農業 東書３３２ 第一３４０

18 秋　田 桐原３６３　桐原３６４ 桐原３４１ 桐原３５４　桐原３５５

19 秋田北 筑摩３５５　筑摩３５６ 第一３３９ 筑摩３４８　筑摩３４９

20 秋田南 東書３３４　東書３３５ 第一３０８ 東書３２２ 東書３３１　東書３３２

21 秋田中央 大修館３４４　大修館３４５ 大修館３３１ 東書３０１ 桐原３５４　桐原３５５

22 新　屋 東書３３３ 東書３２２ 大修館３４１

23 秋田工業 東書３３３ 数研３３４

27 本　荘 桐原３６３　桐原３６４ 東書３０４ 数研３３３ 筑摩３１２ 東書３３１　東書３３２

28 由　利 第一３５８　第一３５９ 教出３０６ 数研３３３ 数研３４３　数研３４４

29 由利工業 数研３５１ 大修館３３２

30 矢　島 第一３６１ 大修館３３２ 第一３５０　第一３５１

31 西　目 桐原３６３　桐原３６４ 第一３４０ 大修館３１５ 明治３４７

32 仁賀保 東書３３２ 大修館３０７ 東書３２１ 大修館３３２ 桐原３５４　桐原３５５

33 西仙北 大修館３４７ 大修館３０７ 東書３２１ 東書３２９

34 大曲農業 大修館３４７ 教出３０６ 第一３４０

34 大曲農業：太田 大修館３４７ 第一３０８ 第一３４０ 大修館３１５

35 大　曲 桐原３６３　桐原３６４ 教出３０６ 桐原３４１ 桐原３５４　桐原３５５

36 大曲工業 大修館３４７ 大修館３３２

37 角　館 教出３４２ 東書３２２ 第一３１４ 桐原３５４　桐原３５５

38 六　郷 大修館３４７ 大修館３０７ 東書３２１ 大修館３４２

39 横　手 明治３５２　明治３５３ 明治３３５ 明治３４５　明治３４６

40 横手城南 桐原３６３　桐原３６４ 第一３３９ 第一３５２

41 横手清陵学院 第一３６０ 京書３０３ 数研３３３ 数研３４３　数研３４４

42 平　成 教出３４３ 教出３２７　第一３４０ 東書３２９

43 雄物川 大修館３４７ 大修館３０７ 東書３２１　三省堂３２４ 東書３２９

44 増　田 筑摩３５７ 大修館３０７ 筑摩３３７ 第一３１４ 第一３５２

45 湯　沢 第一３５９　桐原３６３ 筑摩３３７ 桐原３５４　桐原３５５

46 湯沢翔北 第一３６０ 大修館３０７ 大修館３２９　大修館３３０　大修館３３１ 第一３５２　第一３５３

46 湯沢翔北：雄勝 大修館３４７ 大修館３０７ 東書３２１

47 羽　後 大修館３４７ 大修館３０７ 東書３２１ 第一３１４

4 大館鳳鳴・定 三省堂３３９ 大修館３０７ 大修館３０８

8 二ツ井・定 東書３３２ 教出３０６

11 能代工業：定 大修館３０７ 第一３０７

24 秋田明徳館：定 東書３３２ 第一３０７ 三省堂３２４ 大修館３４２

27 本　荘：定 大修館３４７ 大修館３０７ 三省堂３０６

37 角　館：定 大修館３４７ 大修館３０７ 東書３０６

39 横  手：定 三省堂３３９ 大修館３０７ 三省堂３２５ 三省堂３０６

24 秋田明徳館：通 東書３３２ 教出３０６ 第一３４０ 第一３５３

国語

学校番号 高等学校名



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
世界史Ａ 世界史Ｂ 日本史Ａ 日本史Ｂ 地理Ａ 地理Ｂ 地図

令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度

清水３１３ 山川３１０ 清水３１０ 東書３１０　山川３０９ 帝国３０４ 帝国３１０

山川３１５ 山川３０９ 帝国３０８ 二宮３０５ 帝国３１０　二宮３１１

東書３１０ 東書３１１ 東書３０８ 清水３１１ 帝国３１３

山川３１８ 山川３１０ 山川３１１ 山川３０９ 帝国３０４ 帝国３１０

実教３１２ 実教３１３ 東書３１０ 帝国３０８ 帝国３０４ 帝国３１０

帝国３１４ 山川３１０ 第一３１２ 山川３０９ 帝国３０８ 帝国３０４ 帝国３１０

第一３１７ 山川３１０　山川３１４ 第一３１２ 清水３１３　山川３０９ 帝国３０８　 帝国３０４ 帝国３０９

東書３１０

東書３１０ 山川３１０ 山川３０９ 帝国３０８ 二宮３０５ 帝国３１３　帝国３１０

実教３１２ 山川３１０ 山川３１５ #REF! 帝国３０４ 帝国３１０

実教３１２ 帝国３０８ 帝国３１０

実教３１２ 東書３０７ 帝国３０９

帝国３１４ 清水３１３ 帝国３０４

第一３１７ 第一３１２ 帝国３１２ 二宮３１２

山川３１６ 第一３１２ 帝国３０８ 帝国３１０

実教３１１ 実教３０９ 第一３１２ 山川３０９ 帝国３１２ 帝国３０４ 二宮３１１

実教３１２ 帝国３１２ 二宮３１４

東書３１０ 山川３１０ 東書３０８ 山川３０９ 二宮３０９ 帝国３０４ 帝国３１０　二宮３１２

実教３１２ 山川３１０ 山川３０９ 帝国３０８ 二宮３０５ 帝国３１３　二宮３１１

山川３１６ 山川３１０ 東書３０８ 山川３０９ 二宮３０５ 帝国３１０

帝国３１４ 山川３１０ 東書３０８ 山川３０９ 二宮３０５ 二宮３１４

実教３１１ 山川３１０ 実教３１１ 帝国３０８ 帝国３０４ 帝国３１０

実教３１２ 二宮３０９ 帝国３１０

帝国３１４ 山川３１０ 東書３０８ 山川３０９ 二宮３０５ 二宮３１４

清水３１３ 山川３１０ 実教３０９ 山川３０９ 帝国３０４ 二宮３１１

帝国３１４ 第一３１２ 帝国３０８ 二宮３１４

清水３１３ 清水３１０ 山川３０９ 帝国３０８ 帝国３１０

清水３１３ 清水３１０ 山川３０９ 二宮３０９ 二宮３１２

帝国３１４ 実教３０９ 実教３１１ 清水３１１ 帝国３０４ 二宮３１１

実教３１２ 山川３１４ 清水３１０ 東書３１０

第一３１７ 第一３１２ 帝国３１３

帝国３１４ 第一３１２ 帝国３１２ 帝国３０９

清水３１３ 山川３１０ 東書３０８ 山川３０９ 二宮３０９ 帝国３０４ 帝国３１０

山川３１６ 二宮３０９ 二宮３１１

山川３１６ 山川３１０ 実教３１３ 山川３０９ 帝国３０８ 帝国３０４ 二宮３１１

山川３１５ 帝国３０８ 帝国３１０

山川３１８ 山川３１０ 清水３１０ 山川３０９ 帝国３０８ 二宮３０５ 二宮３１１

第一３１７ 山川３１０ 清水３１０ 山川３０９ 帝国３０４ 帝国３１０

山川３１５ 山川３１０ 清水３１０ 山川３０９ 清水３１１ 二宮３０５ 帝国３１０

山川３１５ 山川３１４ 実教３０９ 実教３１１ 帝国３１２ 帝国３０４ 帝国３１０

実教３１２ 山川３１０ 実教３１３ 山川３０９ 二宮３０９ 二宮３１４

山川３１６ 山川３１０ 実教３１３ 山川３０９ 東書３０７ 帝国３０４ 帝国３１０

第一３１７ 山川３１０ 第一３１２ 山川３０９ 帝国３０４ 帝国３１０

第一３１７ 山川３１０ 清水３１０ 山川３０９ 二宮３０９ 帝国３１０　二宮３１２

東書３１０ 東書３０８

実教３１１ 帝国３０８ 帝国３１０

帝国３１４ 実教３０９ 二宮３０９ 二宮３１２

東書３１０ 清水３１０ 帝国３１３

東書３１０

第一３１７ 東書３１１ 清水３１０ 清水３１３ 帝国３０８ 帝国３０４ 帝国３１０

第一３１７ 実教３１３ 清水３１１ 二宮３１２

山川３１６ 帝国３０８ 帝国３０９

東書３１０ 清水３１０ 東書３１０ 清水３１１ 帝国３１０

東書３１１ 帝国３０４ 帝国３１０

地理歴史



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
現代社会 倫理 政治・経済 数学Ⅰ 数学Ⅱ 数学Ⅲ

令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度

東書３１３ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４

清水３１６ 東書３１１ 清水３１５ 東書３１８ 啓林館３２６　数研３３０

清水３１６ 第一３０９ 数研３３１ 数研３３１

数研３１９ 清水３０８ 東書３１１ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４

東書３１３ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４

清水３１６ 清水３０８ 実教３１３ 数研３２９ 数研３２９ 数研３１０

清水３１６ 清水３１４ 東書３１９　数研３２９ 数研３２９　東書３１９ 数研３２４

実教３１３

数研３２０ 実教３１２ 東書３１８ 東書３１８ 啓林館３２０

実教３１５ 数研３１４ 東書３１１ 数研３２９　数研３３０ 東書３１８ 数研３２４

実教３１５ 実教３２２ 数研３３０

実教３１３ 東書３１９

東書３１３ 数研３３０ 数研３３０

実教３１５ 実教３１３ 数研３３１

東書３１３ 数研３２９ 数研３２９

東書３１３ 東書３１１ 啓林館３２５ 啓林館３２５ 数県３２５

東書３１３ 第一３３４ 東書３１８

実教３１４ 東書３１１ 第一３０９ 啓林館３２４ 啓林館３２４ 啓林館３１９

東書３１３ 清水３１３ 清水３１４ 数研３２８ 数研３２８ 数研３２３

東書３１３ 清水３０８ 東書３１１ 啓林館３２４　数研３２８ 数研３２８ 数研３２３

東書３１３ 清水３０８ 実教３１３ 数研３２８ 数研３２８ 数研３２３

東書３１３ 実教３１３ 東書３０２ 東書３０２ 数研３２４

東書３１３ 実教３２１ 数研３３０ 実教３１４

実教３１４　実教３１５ 数研３２７ 数研３２７ 東書３１５

東書３１３ 清水３０８ 東書３１１ 数研３２９ 数研３２９ 東書３１６

清水３１６ 数研３３０ 数研３３０

帝国３１８ 清水３１５ 数研３３１ 数研３３１

東書３１３ 清水３０８ 東書３０２ 東書３０２ 東書３０２

実教３１５ 実教３２１ 実教３２１　実教３２３ 実教３１８

実教３１５ 実教３１２ 実教３２３ 実教３２３

実教３１５ 清水３１５ 実教３２２ 東書３１８　実教３２２

第一３２２ 実教３１３ 東書３１９ 東書３１９

清水３１７ 清水３０８ 東書３１１ 数研３２９ 数研３２９ 数研３０９

東書３１３ 東書３１１ 数研３３０ 数研３３０ 東書３１６

実教３１５ 清水３０８ 第一３０９ 啓林館３２６ 啓林館３２６ 数研３２１

清水３１６ 数研３３１ 数研３３１

数研３２０ 清水３０８ 東書３１１ 数研３２８ 数研３２８ 数研３２３

東書３１３ 清水３１３ 数研３１７ 数研３２９ 数研３２９ 東書３１６

東書３１３ 清水３０８ 東書３１１ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４

実教３１５ 東書３１１ 数研３３０　数研３３１ 数研３３０　数研３３１ 数研３２５

清水３１６ 清水３１５ 数研３２９ 数研３２９　 数研３２４

実教３１４　第一３２２ 数研３２９　数研３３１ 数研３２９ 実教３１８

実教３１４ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４

清水３１６ 数研３１７ 数研３２９　数研３３０ 数研３２９　　数研３３０ 数研３２４

東書３１３ 東書３１１ 数研３３１ 数研３３１

東書３１３ 数研３１７ 数研３３０ 数研３３０

清水３１６ 実教３２３ 実教３２３

東書３１３ 東書３１９

東書３１３ 清水３１５

清水３１６ 実教３１２ 清水３１５ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４

東書３１３ 数研３３１ 数研３３１

数研３２０ 東書３１９

東書３１３ 清水３１３ 東書３１１ 数研３３１ 数研３３１

東書３１３ 東書３１１ 東書３１９ 東書３１９

公民 数学



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
数学Ａ 数学Ｂ 数学活用 科学と人間生活 物理基礎 物理

令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度

数研３２９ 数研３２７ 第一３２０　第一３２１ 第一３１６

東書３１８ 啓林館３２４ 東書３１２ 数研３１３

数研３３１ 数研３２９ 東書３０６ 東書３１２ 東書３０８

数研３２９ 数研３２７ 東書３１１ 東書３０８

数研３２９ 数研３２７ 数研３０８ 東書３１２ 東書３０８

数研３２９ 数研３27 数研３１８ 数研３１３

東書３１９　数研３２９ 数研３２７ 啓林館３０２ 数研３１８　数研３１９ 数研３１３

東書３１８ 啓林館３２３ 数研３１８ 数研３１３

数研３２９　東書３１９ 東書３１７ 第一３０９ 第一３２１ 第一３１６

数研３０８ 東書３１２　

東書３１９ 第一３０９ 第一３１６

数研３３０ 数研３２８ 実教３０７ 東書３１２

数研３３１ 実教３０７

数研３２９ 数研３２７ 実教３０７ 東書３１２

啓林館３２５ 数研３２７ 啓林館３１５ 啓林館３１０

東書３１８ 実教３２０ 啓林館３０２ 東書３１２

啓林館３２４ 啓林館３２２ 啓林館３１５ 啓林館３１０

数研３２８ 数研３２６ 第一３２０ 第一３１６

啓林館３２４　数研３２８ 数研３２６ 数研３１８ 数研３１３

数研３２８ 数研３２６ 東書３１１ 東書３０８

東書３０２ 東書３０２ 東書３０６ 第一３２０ 第一３１６

数研３２８ 東書３０６ 第一３２０ 第一３１６

数研３２７ 東書３１６ 第一３２０ 第一３１６

数研３２９ 東書３１７ 啓林館３１５ 数研３１３

数研３３０ 実教３２０ 啓林館３０２ 数研３１９ 東書３０８

数研３３１ 数研３２９ 実教３０７

東書３０２ 東書３０２ 数研３１９ 数研３１３

実教３２１ 実教３２０ 実教３０７ 実教３１４　第一３２０ 第一３１６

実教３２３ 東書３１７ 実教３０７

実教３２２ 数研３０３

東書３１９ 東書３０６

数研３２９ 数研３２６ 数研３１８ 数研３１３

数研３３０ 数研３２８ 東書３１１ 東書３０８

啓林館３２６ 啓林館３２４
啓林館３１６　啓林館３１７
数研３１８

数研３１３

数研３３１ 数研３２９ 東書３０６ 東書３１２

数研３２８ 数研３２６ 数研３１８ 数研３１３

数研３２９ 数研３２７ 啓林館３１５ 啓林館３１０

数研３２９ 数研３２７ 啓林館３１５ 啓林館３１０

数研３３０　数研３３１ 数研３２８ 東書３１２ 東書３０８

数研３２９　 数研３２７ 啓林館３０６

実教３２３　数研３２９ 数研３２７ 第一３０９ 東書３１２ 東書３０８

数研３２９ 数研３２７ 実教３１３ 数研３１４　数研３１５

数研３２９ 数研３２７　数研３２８ 啓林館３０２ 啓林館３１５ 啓林館３１０

数研３３１ 数研３０３

数研３３０ 実教３０７ 東書３１２

実教３２１ 実教３１４

東書３１９ 実教３０７

数研３３１ 東書３１８ 東書３０６

数研３２７ 東書３１２ 東書３０８

数研３３１ 東書３０６

東書３１９ 実教３０７

数研３３１ 数研３２９ 第一３０９

東書３１９ 東書３０２ 啓林館３０２ 東書３１２

数学 理科



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
化学基礎 化学 生物基礎 生物 地学基礎 地学

令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度

数研３１９ 数研３１３ 数研３１６　数研３１７ 数研３１０

実教３１７ 東書３０９ 東書３０７ 第一３１０

東書３１４ 数研３１７ 東書３０７

第一３２１ 第一３１５ 東書３１１ 東書３０６ 啓林館３０８

実教３１６ 実教３１１ 第一３１８ 第一３１１

数研３１９ 数研３１３ 数研３１６ 数研３１０ 数研３０9

東書３１３　実教３１７ 東書３０８ 数研３１７　第一３１９ 数研３１０

実教３１５ 実教３１０　東書３０８ 実教３１３ 東書３０６ 啓林館３０８

東書３１４ 東書３０９ 東書３１２　実教３１４ 啓林館３０９

第一３２２ 数研３１４ 実教３１４ 数研３１０

東書３１４ 東書３０９ 実教３１４

実教３１７ 東書３１２

実教３１６ 数研３１７

数研３２０ 数研３１３ 数研３１７ 数研３１０ 第一３１０

東書３１４ 第一３１９

第一３２１ 第一３１５ 第一３１８ 第一３１１ 啓林館３０８

実教３１５ 数研３１３ 数研３１６ 数研３１０ 第一３１０

実教３１５ 第一３１５ 数研３１６ 数研３１０ 啓林館３０８

数研３２０ 数研３１４ 実教３１４ 実教３０８ 啓林館３０８

東書３１４ 東書３０９ 東書３１１ 東書３０６ 啓林館３０８

東書３０９ 啓林館３０５ 東書３０７

第一３２１ 第一３１５ 第一３１８ 東書３０６ 啓林館３０８

数研３２０ 数研３１３ 数研３１７ 数研３１０

東書３１４

実教３１７ 実教３１１ 実教３１４ 東書３０７

実教３１６ 実教３１１ 実教３１３ 実教３０８ 啓林館３０８

実教３１７ 実教３１１ 実教３１４ 数研３１０ 数研３０９

東書３１４ 東書３１２ 東書３０６

東書３１４ 東書３０９ 実教３１４ 実教３０８

東書３１４ 東書３１２ 東書３０６

東書３１３　東書３１４ 東書３０８ 東書３１２　数研３１６ 数研３１０ 啓林館３０８

第一３２２ 実教３１４

数研３１９ 実教３１０ 実教３１３ 実教３０８ 数研３０４

東書３１４ 実教３１４

実教３１５ 実教３１０ 啓林館３１５ 啓林館３０９ 啓林館３０８ 啓林館３０３

実教３１５ 実教３１１ 第一３１８ 第一３１１ 啓林館３０８

実教３１６ 実教３１０ 東書３１２ 東書３０６ 啓林館３０８ 啓林館３０３

実教３１６ 実教３１１ 東書３１１ 東書３０６

実教３１４ 実教３０８ 啓林館３０８

数研３２０ 実教３１１ 東書３１１ 東書３０６ 実教３０７

東書３１３ 東書３０８ 第一３１８ 第一３１１ 啓林館３０８

東書３１４　実教３１５ 実教３１０ 東書３１２　第一３１８ 第一３１１

東書３０７

第一３１９ 第一３１０

実教３１７ 実教３１４

実教３１３

実教３１７ 実教３１１ 東書３１２ 東書３０７ 第一３１０

東書３１４ 実教３１４ 東書３０６

東書３１４ 実教３１４

実教３１７ 実教３１４ 第一３１０

東書３１４ 東書３１２ 東書３０６

理科



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名

保健体育

保健体育 音楽Ⅰ 音楽Ⅱ 音楽Ⅲ 美術Ⅰ 美術Ⅱ 美術Ⅲ

令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度

大修館３０４ 友社３１１ 教芸３１０ 教芸３０５

大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０ 日文３０５ 日文３０４

大修館３０５ 教芸３１０

大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 日文３０５ 日文３０４

大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０ 光村３０４ 光村３０３

大修館３０５ 教芸３１０ 日文３０5

大修館３０４ 教出３０７

大修館３０４ 教芸３１０ 教芸３１０ 日文３０５ 日文３０４

大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 日文３０５ 日文３０４

大修館３０４ 教出３０８ 日文３０５

大修館３０４ 教芸３１０ 教芸３１０ 日文３０５ 日文３０４

大修館３０４ 教芸３１０ 教出３０７ 日文３０５ 日文３０４

大修館３０４ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０４ 教芸３０９

大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 日文３０５ 光村３０３

大修館３０５ 教出３０７ 教出３０７

大修館３０５ 教出３０７ 光村３０４

大修館３０５ 教芸３１０ 光村３０４

大修館３０４ 教出３０７ 教出３０７ 日文３０５ 日文３０４

大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 日文３０５ 光村３０３

大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３０５ 光村３０４ 日文３０４ 光村３０３

大修館３０４ 教出３０８

大修館３０４ 教出３０８ 日文３０５

大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０ 光村３０４ 光村３０３

大修館３０５ 教出３０７ 教芸３０９

大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０ 光村３０４ 光村３０３

大修館３０４ 教芸３１０ 教出３０８ 日文３０２ 日文３０２

大修館３０５ 教出３０８ 教出３０８ 日文３０５ 日文３０４

大修館３０５ 教出３０７ 教芸３０９

大修館３０５ 教出３０８ 教芸３１０

大修館３０５ 教出３０８

大修館３０４ 教出３０８

大修館３０４ 教出３０８

大修館３０４ 教芸３１０ 教出３０７ 教芸３０５ 日文３０５ 光村３０３ 光村３０３

大修館３０５ 教芸３０９ 教芸３０９ 教芸３０５

大修館３０５ 教出３０７ 光村３０４

大修館３０５ 教芸３１０ 日文３０５

大修館３０４ 教出３０８ 日文３０５

大修館３０４ 教芸３０９ 教芸３０９ 光村３０４ 光村３０３

大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 教芸３０５ 光村３０４ 光村３０３ 光村３０３

大修館３０５ 教出３０７ 光村３０４

大修館３０５ 友社３１１

大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０４

大修館３０５ 友社３１２ 教芸３１０

大修館３０４ 教出３０８

大修館３０４ 教出３０８

大修館３０５ 教芸３０９ 教芸３０９ 教芸３０５ 日文３０５ 光村３０３ 日文３０４

大修館３０５

大修館３０４ 教出３０７

大修館３０４ 教出３０７

大修館３０４ 教出３０７ 教出３０７

芸術



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
工芸Ⅰ 工芸Ⅱ 書道Ⅰ 書道Ⅱ 書道Ⅲ

令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度

光村３０８

光村３０８ 光村３０８

東書３０５ 東書３０５

光村３０８

東書３０５

光村３０８ 光村３０８

光村３０８

日文３０１ 日文３０１ 　　　　　　　 　　　　　　　

教出３０７

日文３０１ 日文３０１ 光村３０８

光村３０８ 光村３０８

東書３０５

東書３０５

東書３０５

東書３０５ 東書３０５

芸術



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
ｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝ英語基礎 ｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ ｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ ｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ 英語表現Ⅰ 英語表現Ⅱ 英語会話

令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度

桐原３５５ 東書３２７　桐原３５３ 東書３２６　桐原３４７ 啓林館３２８ 教出３２０　啓林館３２２

文英堂３４６ 文英堂３４４ 第一３３７ 第一３３０

数研３４４ 数研３４２ 文英堂３１２ 文英堂３１１

数研３４２ 増進堂３４６ 啓林館３３４ 啓林館３２８ 啓林館３２２

東書３２８　数研３４３ 東書３２６　数研３４１ 数研３３８ 啓林館３３０ 啓林館３２３

啓林館３４０　数研３４３ 啓林館３３８　数研３４１ 啓林館３３５　数研３３８ 数研３３２　数研３３３ 数研３２５　数研３２６

数研３４４　数研３４３ 文英堂３４４　数研３４２ 数研３３８　東書３２７ 啓林館３２９ 啓林館３２３ 三省堂３０２

第一３３７ 三省堂３０２

啓林館３３９ 啓林館３３７ 啓林館３３４ 啓林館３２８ 啓林館３２２

啓林館３４１ 三省堂３３２ 数研３３３ 桐原３３３

東書３２８ 東書３０１　 数研３３３

数研３４４ 数研３４２ 数研３３３

数研３４４ 数研３４２ 三省堂３２５

三省堂３３５ 三省堂３３３ 第一３３７

東書３２８ 東書３２６ 三省堂３２５ 啓林館３０３

桐原３５６ 桐原３５４ 桐原３４８ 啓林館３２９ 啓林館３２３

第一３５１ 第一３４９ 文英堂３１２ 文英堂３１１

啓林館３３９ 東書３２８ 三省堂３２９ 啓林館３２８ 啓林館３２２

桐原３５５ 桐原３５３ 桐原３４７ 啓林館３２８ 啓林館３２２

啓林館３３９ 啓林館３３７ 啓林館３３４ 啓林館３２８ 啓林館３２２ 文英堂３０４

桐原３５５ 三省堂３３１ 啓林館３３５ 啓林館３２９ 三省堂３１８

啓林館３４１ 啓林館３３９ 数研３３８ 啓林館３２９ 啓林館３２３

啓林館３４１ 東書３２７ いいずな３４０

教出３３６ 大修館３３６ 啓林館３２４ 第一３３５ 数研３２５

三省堂３３４ 三省堂３３２ 三省堂３３０ 啓林館３２９ 啓林館３２３ 東書３０１

開隆堂３３１ 開隆堂３２９

東書３２８ 東書３２６ 数研３３３

教出３３６ 教出３３４ 教出３３１ 啓林館３２９　第一３３７ 啓林館３２３

三省堂３３５ 三省堂３３３ 数研３３８ 第一３３７ いいずな３３２ 啓林館３０３

三省堂３３５ 三省堂３３３ 数研３３３ 数研３２６ 三省堂３０２

開隆堂３３１ 開隆堂３２９ 三省堂３２５ 啓林館３０３

三友３０２ 三省堂３３５ 三省堂３３３ 啓林館３３０ 啓林館３０３

啓林館３３９ 啓林館３３７ 啓林館３２４ 啓林館３２８ 啓林館３２２

大修館３３７ 大修館３３５ 教出３２６

桐原３５６ 文英堂３４４ 桐原３４８ 啓林館３２９ 三省堂３１８ 　　　　　　　

三友３０２ 第一３５２ 三省堂３３３ いいずな３４０

桐原３５５ 東書３２８ 啓林館３３５ 啓林館３２８ 桐原３３３

啓林館３４０ 数研３４０ 増進堂３１８ 啓林館３２９ 第一３２８

東書３２９　啓林館３３９ 東書３２７　啓林館３３７ 啓林館３３４ 啓林館３２９ 啓林館３２２

文英堂３４６ 文英堂３４４ 数研３３８ 第一３３７ 第一３３０

第一３５１　 東書３２６　第一３４９ 第一３４５ 啓林館３２９ 啓林館３２３

数研３４３　数研３４４ 数研３４１ 数研３３８ 三省堂３２４ 三省堂３１９

数研３４３ 啓林館３３８ 啓林館３３５ 啓林館３２９ 数研３２５

数研３４３ 東書３２７ 数出３３１
数研３３２　いいずな３４
０

数件３２５

チアーズ３０３ 三省堂３３５ 三省堂３３３ 三省堂３２５

東書３２９ 東書３２７ 東書３２６ 第一３３７

開隆堂３３１

三省堂３３５ 三省堂３３３

東書３２８ 東書３２６ 教出３３１ 三省堂３２４ 三省堂３１９ チアーズ３０５

三省堂３３５ 三省堂３３３ 東書３０１

東書３２８ 東書３２２ 東書３０１

三省堂３３５ 三省堂３３３ 第一３３７ 東書３０１

三友３０２ 東書３２８ 東書３２６ 東書３２２

外国語



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
家庭基礎 家庭総合 社会と情報 情報の科学

令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度

大修館３１９ 実教３１１

実教３１５ 実教３１２

東書３１１ 東書３０７ 実教３０８

東書３１１ 実教３１１

東書３１１ 日文３０７

東書３１１ 実教３０７

教図３１２ 実教３１１

開隆堂３１７ 数研３１５

東書３１１ 東書３０７ 実教３１１

実教３１６

第一３１２

東書３０７ 実教３１１

東書３１１ 東書３０７ 実教３１１

東書３０７

第一３２０ 実教３１８

実教３０９　第一３１２

東書３１１ 数研３１４

東書３１１ 数研３１４

東書３１１ 実教３１２

東書３１１ 数研３１４ 日文３１０

第一３２０ 実教３１１

実教３１４

開隆堂３１７ 数研３１４

東書３１１ 実教３１２

東書３１１

大修館３１９ 数研３１４

開隆堂３１７ 実教３１２

東書３１１ 実教３０７

東書３１１ 東書３１０

東書３１１ 東書３０７

東書３０７ 東書３１０

東書３１１ 東書３１０

東書３１１

東書３１１ 東書３１０

東書３０７ 東書３１０

第一３２０ 実教３１１

第一３２０ 第一３１８

東書３１１ 実教３１２

東書３１１ 第一３１８

第一３１２ 実教３１２

東書３１１ 東書３０７ 東書３０６

大修館３１８ 実教３１１

実教３１４ 数研３１４

東書３０７ 日文３１７

東書３１１ 開隆堂３１３

東書３１１ 実教３１１

実教３１６ 数研３１５

東書３１１ 東書３０７ 実教３１１

開隆堂３１７ 東書３１０

開隆堂３１０ 実教３１１

東書３１１ 実教３１１ 実教３０８

東書３０７ 東書３１０

家庭 情報



農業 工業

令和２年度 令和２年度

1 花　輪

2 十和田

3 小　坂
実教３０１　実教３０２　実教３８５　実教３１３　実教３１４　実教３１７　実教３１８　実教３４５　実教３８８
実教３８９　実教３９２　実教３９３　実教３９４　実教３５９　

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０８　実教３１３　実教３１４　実教３１７　実教３１８
実教３２１　実教３２２　実教３３４　実教３３５　実教３４５　実教３５８　実教３６０　実教３６１　実教３６２
実教３６３　実教３６４　実教３６５　実教３６６　実教３７４　実教３７６　実教３７７　実教３７８　実教３８５
実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９４　コロナ３３０　コロナ３３１

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹
実教３２５　実教３０３　実教３１８　実教３１１　実教３１２　実教３０４　実教３１３　実教３２０　実教３０６　
実教３０８　実教３１５　実教３１６　海文堂３０９　電機大３２２　電機大３１７　実教３１９　実教３２６

実教３３５

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０６　実教３８５　実教３１３　実教３１５　実教３１６
実教３１９　実教３２０　実教３４５　実教３８８　実教３８９　実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９４
実教３３３　実教３６０　実教３６１　実教３３４　実教３６２　実教３６３　実教３７６　実教３７７　実教３３５
実教３６４　実教３６５　実教３７８　実教３６６　実教３７９　

12 能代西
実教３２５　実教３０３　実教３１８　実教３１１　実教３０４　実教３１９　実教３２０　実教３０５　実教３０６　
電機大３２１

実教３０８　実教３１３　実教３４５　実教３２１　実教３０７　実教３１７

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業
実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０８　実教３１３　実教３１４　実教３１５　実教３１６　実教３１８　
実教３２２　実教３２３　実教３３８　実教３３９　実教３４５　実教３４７　実教３５９　実教３６８　実教３８５　
実教３８６　実教３９０　実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９５　電機大３８１

16 秋田西

17 金足農業
実教３０３　実教３０４　実教３０５　実教３０６　実教３１１　実教３１２　実教３１３　実教３１８　実教３１９　
実教３２０  実教３２５　実教３２６　電機大３１７　電機大３２２　電機大３２３　電機大３２４　海文堂３０９　
海文堂３１０　　

実教３３５

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０６　実教３１３　実教３１４　実教３１５　実教３１６　
実教３１８　実教３３４　実教３３５　実教３３６　実教３３７　実教３４５　実教３５９　実教３６２　実教３６３　
実教３６４　実教３６５　実教３６６　実教３６７　実教３７６　実教３７７　実教３７８　実教３７９　実教３８０　
実教３８５　実教３８６　実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９４　コロナ３３０　コロナ３３１

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業
実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０８　実教３１３　実教３１５　実教３１６　実教３１８　
実教３３４　実教３３６　実教３３７　実教３４５　実教３５８　実教３６２　実教３６３　実教３６７　実教３７６　
実教３７７　実教３８０　実教３８５　実教３９０　実教３９１　実教３９２　実教３９４　オーム３１１　コロナ３１２　

30 矢　島

31 西　目
実教３０４　実教３０５　実教３０６　実教３１１　実教３１３　実教３１８　実教３１９　実教３２０　実教３２５　
実教３２６

実教３０６　実教３３５　実教３６４　実教３６５　実教３６６　実教３７８　実教３７９

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業
実教３０３　実教３０４　実教３０５　実教３０８　実教３１１　実教３１２　実教３１３　実教３１５　実教３１６
実教３１８　実教３１９　実教３２０　実教３２５　実教３２６　実教３２７　農文協３０７　電機大３１４
電機大３１７　電機大３２１　　　

34 大曲農業：太田 農文協３０２　実教３１１　実教３０４

35 大　曲

36 大曲工業

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０６　実教３１７　実教３１８　実教３２１　実教３２２　
実教３３４　実教３３５　実教３４５　実教３５８　実教３５９　実教３６１　実教３６２　実教３６３　実教３６４　
実教３６５　実教３６６　実教３７４　実教３７６　実教３７７　実教３７８　実教３７９　実教３８５　実教３９１　
実教３９２　実教３９３　実教３９４　実教３９５　コロナ３３０　コロナ３３１

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

実教３０１　実教３０５　実教３０７　実教３８５　実教３３４　実教３３５　実教３６２　実教３６３　実教３７６　
実教３７７　実教３８８　実教３８９　実教３９５　実教３３３　実教３６０　実教３９２　実教３９３　実教３７４　
実教３６１　実教３１５　実教３１６　実教３１９　実教３２０　実教３４５　実教３０２　実教３１３

42 平　成

43 雄物川

44 増　田 実教３０３　実教３０４　実教３０６　実教３１１　実教３１２　実教３１３　実教３１８　実教３２０　実教３２５

45 湯　沢

46 湯沢翔北
実教３０１　実教３０２　実教３１５　実教３１６　実教３１９　実教３２０　実教３２１　実教３２２　実教３２３　
実教３３０　実教３３１　実教３４５　実教３５８　実教３５９　実教３８５　実教３９２　実教３９４

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
商業 水産 家庭 情報 福祉

令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度 令和２年度

実教３３８　実教３４３

実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３５２ 教図３０４

暁３０２　実教３４３　 実教３１１

実教３２５　実教３３８　実教３４２
実教３０３　実教３０６　実教３１１
実教３１３

実教３０１　実教３０３

実教３１５　実教３２４　実教３２５　実教３２９　実教３３３　
実教３３４　実教３３６　実教３３８　実教３４３　実教３４５
実教３４８　実教３５０　実教３５２　実教３５４　実教３５８　

実教３３８、実教３４３、実教３４５　実教３３４ 教図３１２

実教３５２ 実教３１３

教図３０４ 実教３０３

実教３１５　実教３１６　実教３２５　実教３２６　実教３２９　
実教３３３　実教３３４　実教３３６　実教３３８　実教３４２　
実教３４５　実教３４７　実教３５０　実教３５２　実教３５４　
実教３５８

実教３４５　実教３２５　実教３５４　実教３３８　実教３５２　
実教３３３

実教３０３　教図３０４　実教３０６　
教図３１２

実教３０１　実教３０３　実教３０２

実教３３４　実教３３８　実教３４２ 実教３０３　実教３１１　実教３１３

実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３４５
実教３０９　実教３１９　海文堂３０１　海文堂３０２　
海文堂３０３　海文堂３０５　海文堂３０６　
海文堂３１０　海文堂３１４　海文堂３１５　海文堂３１７　

実教３１３

教図３１２　実教３１１

教図３０４　実教３０６　実教３１３ 実教３０１　実教３０２　実教３０３

実教３４５　実教３５２　実教３４３ 実教３１１　教図３１２

実教３３６　実教３３８　実教３４２　実教３５２ 実教３１１　実教３１３

教図３１２

実教３３４　実教３３６　実教３３８　実教３５２　東法３４４ 実教３１３

実教３１６ 実教３２９ 実教３３４　実教３３６ 実教３３９ 
実教３４２　実教３４３ 実教３４５ 実教３４８　実教３５０
実教３５２

教図３０４　実教３０６　実教３１３

実教３３４　実教３３８
実教３０１　実教３０２　実教３０３
実教３０４　実教３０５　実教３０７
実教３０８　実教３０９

東法３３５　東法３４６　実教３３９　実教３４２ 実教３０３　教図３０４　実教３１３ 実教３０１

実教３２５　実教３３６　実教３３８
実教３０６　実教３１１　実教３１３
教図３０９

実教３０１　実教３０２

東法３３５　実教３３８　実教３４２ 実教３０６　実教３１３

実教３５０　実教３５２　東法３３５　東法３３７　東法３４０　
東法３４４　東法３４９　東法３５５

実教３３４　実教３３９　実教３４３　東法３４６ 教図３０４　実教３０６　教図３１２

実教３３８　実教３４２　東法３３５　東法３４６ 実教３０６　実教３１１　実教３１３
実教３０１　実教３０２　実教３０３
実教３０４　実教３０５　実教３０６

実教３２９　実教３３０　実教３３３　実教３４３　実教３５２
暁３０２　東法３３７　東法３４０　東法３４４　東法３４９
東法３５１　

実教３３４　実教３３８　実教３４２ 教図３１２

実教３１６　実教３２５　実教３３６　実教３３９　実教３４３　
実教３４８　実教３５０　実教３５２　東法３４６

教図３０９　実教３０２　実教３０６
実教３１１　実教３１３

実教３０１　実教３０２　実教３０３

実教３１５　実教３２４　実教３３０　実教３３３　実教３３４　
実教３３６　実教３３９　実教３４２　実教３４５　実教３４８　
実教３５０　実教３５２

実教３３４　実教３４３ 教図３１２　
実教３０１　実教３０２　実教３０３
実教３０４

実教３３４　実教３３９　実教３４２ 教図３０４　教図３１２

実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３４５

実教３３４　実教３３８

実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３４５　東法３５３ 実教３０６　実教３１１　実教３１３

実教３３４　実教３４５　実教３４３

実教３４４　東法３４４ 教図３１２

実教３３４　実教３３６　東法３４０　実教３４３ 実教３１３

実教３３８　実教３４２



議案第３９号参考資料

県立高等学校における教科用図書採択の流れについて

令和元年８月８日

高 校 教 育 課

１ 高校教育課に「高等学校教科書調査研究委員会」を組織し、各教科用図書の内

容等に関する資料を作成。

２ ６月１４日、高校教育課から各校に対し、各校において「教科書調査研究委員

会」を設置するとともに、採択希望教科書を選定し、７月１２日までに提出する

よう指示。

※教科書調査研究委員会

・教頭を委員長とし、各教科主任等で構成。

・教科書等の編著作に関与した者及び教科書会社に三親等以内の親族が勤

務している者は委員としない。

※採択希望教科書

・生徒の実態、希望の理由、昨年度使用教科書の感想・意見等を明記。

・選定に際しては、公正確保に努めるとともに、教科書発行者の宣伝行為

等による影響によって左右されないようにする。

３ 「高等学校教科書調査研究委員会」において、各校から提出された資料に基づ

き、各校の教育目標や教育課程との適合性・整合性等について確認。必要に応じ

指導・助言。



県立高等学校教科用図書採択のための組織及び手続きの流れ

県 教 育 委 員 会

（採択方針）

（審 査）

（決 定）

高等学校教科書調査研究委員会

（高校教育課）

（調査・研究・報告）

採択希望 指導・助言

高等学校

教科書調査研究委員会

・教頭（委員長）、各教科主任で構成



 

（凡例）

～
令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度

1 花　輪 第一３６０ 第一３６０

2 十和田 大修館３４７ 大修館３４７

3 小　坂 三省堂３３９ 三省堂３３９ 大修館３０７ 大修館３０７

～

令和２年度使用
県立高等学校教科用図書採択（案）一覧

    （高等学校用教科書第１部）

新旧対照表

国語
国語総合 国語表現

「国語総合」「国語表現」：科目名

「第一」「大修館」「三省堂」：発行者の略称

（第一学習社・大修館書店・三省堂）

「３６０」「３４７」「３３９」「３０７」：教科書の番号

第１部　現行の学習指導要領（平成２１年文部科学省告示第３４号）に基づいて編集された文部科学
省検定済教科書

高 校 教 育 課

学校番号 高等学校名



令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度

1 花　輪 第一３６０ 第一３６０

2 十和田 大修館３４７ 大修館３４７

3 小　坂 三省堂３３９ 三省堂３３９ 大修館３０７ 大修館３０７

4 大館鳳鳴 三省堂３３６　三省堂３３７ 三省堂３３６　三省堂３３７

5 大館桂桜 大修館３４７ 大修館３４７ 大修館３０７ 大修館３０７ 大修館３０８ 大修館３０８

6 大館国際情報学院
東書３３３　三省堂３３６
三省堂３３７

東書３３３　三省堂３３６
三省堂３３７

東書３０４ 東書３０４

7 秋田北鷹 三省堂３３９　教出３４２ 三省堂３３９　教出３４２ 教出３０６ 教出３０６ 第一３０７ 第一３０７

8 二ツ井

9 能　代 第一３５８　第一３５９ 東書３３４　東書３３５

10 能代松陽 第一３５８  第一３５９ 大修館３４４　大修館３４５ 第一３０８ 第一３０８

11 能代工業 東書３３２ 東書３３２

12 能代西 第一３６２ 第一３６２ 大修館３０７ 大修館３０７

13 五城目 第一３６１ 第一３６１ 大修館３０７ 大修館３０７

14 男鹿海洋 大修館３４７ 大修館３４７ 東書３０６ 東書３０６

15 男鹿工業 数研３５１ 数研３５１

16 秋田西 東書３３４　東書３３５ 大修館３４６ 第一３０８ 第一３０８

17 金足農業 東書３３２ 東書３３２

18 秋　田 桐原３６３　桐原３６４ 桐原３６３　桐原３６４

19 秋田北 筑摩３５５　筑摩３５６ 筑摩３５５　筑摩３５６

20 秋田南 東書３３４　東書３３５ 東書３３４　東書３３５ 第一３０８ 第一３０８

21 秋田中央 大修館３４４　大修館３４５ 第一３５８　第一３５９

22 新　屋 東書３３３ 東書３３３

23 秋田工業 東書３３３ 東書３３３

27 本　荘 桐原３６３　桐原３６４ 筑摩３５５　筑摩３５６ 東書３０４ 東書３０４

28 由　利 第一３５８　第一３５９ 第一３５８　第一３５９ 教出３０６ 教出３０６

29 由利工業 数研３５１ 数研３５１

30 矢　島 第一３６１ 第一３６１ 　　　　　　　

31 西　目 桐原３６３　桐原３６４ 東書３３２

32 仁賀保 東書３３２ 数研３５１　 大修館３０７ 大修館３０７

33 西仙北 大修館３４７ 大修館３４７ 大修館３０７ 大修館３０７

34 大曲農業 大修館３４７ 大修館３４７ 教出３０６ 教出３０６

34 大曲農業：太田 大修館３４７ 大修館３４７ 第一３０８ 第一３０８

35 大　曲 桐原３６３　桐原３６４ 桐原３６３　桐原３６４ 教出３０６ 教出３０６

36 大曲工業 大修館３４７ 大修館３４７

37 角　館 教出３４２ 教出３４２

38 六　郷 大修館３４７ 大修館３４７ 大修館３０７ 大修館３０７

39 横　手 明治３５２　明治３５３ 明治３５２　明治３５３

40 横手城南 桐原３６３　桐原３６４ 桐原３６３　桐原３６４

41 横手清陵学院 第一３６０ 第一３６０ 京書３０３ 京書３０３

42 平　成 教出３４３ 教出３４３

43 雄物川 大修館３４７ 大修館３４７ 大修館３０７ 大修館３０７

44 増　田 筑摩３５７ 筑摩３５７ 大修館３０７ 大修館３０７

45 湯　沢 第一３５９　桐原３６３ 第一３５９　桐原３６３

46 湯沢翔北 第一３６０ 第一３６０ 大修館３０７ 大修館３０７

46 湯沢翔北：雄勝 大修館３４７ 大修館３０７

雄　勝 大修館３４７ 大修館３０７

47 羽　後 大修館３４７ 大修館３４７ 大修館３０７ 大修館３０７

4 大館鳳鳴・定 三省堂３３９ 三省堂３３９ 大修館３０７ 大修館３０７ 大修館３０８ 大修館３０８

8 二ツ井・定 東書３３２ 東書３３２ 教出３０６

11 能代工業：定 大修館３０７ 大修館３０７ 第一３０７ 第一３０７

24 秋田明徳館：定 東書３３２ 東書３３２ 第一３０７ 第一３０７

27 本　荘：定 大修館３４７ 大修館３４７ 大修館３０７ 大修館３０７ 東書３０６

37 角　館：定 大修館３４７ 大修館３４７ 大修館３０７ 大修館３０７ 東書３０６

39 横  手：定 三省堂３３９ 三省堂３３９ 大修館３０７ 大修館３０７

24 秋田明徳館：通 東書３３２ 東書３３２ 教出３０６ 教出３０６

国語

国語総合 国語表現 現代文Ａ
学校番号 高等学校名



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

雄　勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度

東書３２１　教出３２７　 東書３２１　教出３２７
東書３２９　桐原３５４
桐原３５５

東書３２９　桐原３５４
桐原３５５

東書３２２　東書３２１　
第一３４０

第一３３９ 大修館３１５ 大修館３１５ 東書３３０ 東書３３０

大修館３３２　 大修館３３２ 東書３２９ 東書３２９

三省堂３２３ 三省堂３２３
三省堂３３３　三省堂３
３４

三省堂３３３　三省堂３３４

教出３２８ 教出３２８ 教出３３８ 教出３３８

数研３３３ 数研３３３ 桐原３５４　桐原３５５ 桐原３５４　桐原３５５

東書３２１　教出３２８ 東書３２２　教出３２８ 数研３４３　数研３４４ 数研３４３　数研３４４

東書３２１

東書３２２ 東書３２２ 数研３４３　数研３４４ 数研３４３　数研３４４

東書３２２ 東書３２２
大修館３３９　大修館３
４０

大修館３３９　大修館３４０

東書３２１ 東書３２１

大修館３３２ 大修館３３２ 大修館３１５ 大修館３１５

第一３４０ 第一３４０ 東書３２９ 東書３２９

東書３２１ 東書３２１

東書３２１ 教出３２８

大修館３３１ 大修館３２９　大修館３３０ 大修館３４１ 大修館３３９　大修館３４０

第一３４０ 第一３４０

桐原３４１ 東書３２２ 桐原３５４　桐原３５５ 桐原３５４　桐原３５５

第一３３９ 東書３２２ 筑摩３４８　筑摩３４９ 東書３３０

東書３２２ 東書３２２ 東書３３１　東書３３２ 東書３３１　東書３３２

大修館３３１ 桐原３４１ 東書３０１ 東書３０１ 桐原３５４　桐原３５５ 桐原３５４ 　桐原３５５

東書３２２ 大修館３３１ 大修館３４１ 大修館３４１

数研３３４ 数研３３４

数研３３３ 桐原３４１ 筑摩３１２ 東書３３１　東書３３２ 桐原３５４　桐原３５５

数研３３３ 数研３３３ 数研３４３　数研３４４ 数研３４３　数研３４４

大修館３３２ 大修館３３２

大修館３３２ 大修館３３２ 第一３５０　第一３５１ 第一３５０　第一３５１

第一３４０ 明治３３６ 大修館３１５ 三省堂３０６ 明治３４７ 明治３４７

東書３２１ 大修館３３２ 東書３２１ 桐原３５４　桐原３５５ 桐原３５４　桐原３５５

東書３２１ 東書３２１ 東書３２９ 東書３２９

第一３４０ 第一３４０ 　　　　　　　

第一３４０ 第一３４０ 大修館３１５ 大修館３１５

桐原３４１ 桐原３４１ 桐原３５４　桐原３５５ 第一３５０　第一３５１

大修館３３２ 大修館３３２

東書３２２ 東書３２２ 第一３１４ 第一３１４ 桐原３５４　桐原３５５ 桐原３５４　桐原３５５

東書３２１ 東書３２１ 大修館３４２ 大修館３４２

明治３３５ 桐原３４１ 明治３４５　明治３４６ 桐原３５４　桐原３５５

第一３３９ 第一３３９ 第一３５２ 第一３５２

数研３３３ 数研３３３ 数研３４３　数研３４４ 数研３４３　数研３４４

教出３２７　第一３４０ 教出３２７　第一３４０ 東書３２９ 東書３２９

東書３２１　三省堂３２４ 東書３２１　三省堂３２４ 東書３２９ 東書３２９

筑摩３３７ 大修館３３１ 第一３１４ 第一３５２ 大修館３４２

筑摩３３７ 筑摩３３７ 桐原３５４　桐原３５５ 桐原３５４　桐原３５５

大修館３２９　大修館３３０
大修館３３１

大修館３２９　大修館３３０　
大修館３３１

第一３５２　第一３５３ 第一３５２　第一３５３

東書３２１

東書３２１

東書３２１ 東書３２１ 第一３１４ 三省堂３０６ 東書３２９

三省堂３２４ 三省堂３２４ 大修館３４２ 大修館３４２

三省堂３０６ 東書３０１

東書３２１

三省堂３２５ 三省堂３２５ 三省堂３０６ 三省堂３０６

第一３４０ 第一３４０ 第一３５３ 第一３５３

国語

現代文Ｂ 古典Ａ 古典Ｂ



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

雄　勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度

清水３１３ 清水３１３ 山川３１０ 山川３１０ 清水３１０ 清水３１０

山川３１５ 山川３１５ 山川３１０

東書３１０ 東書３１０ 東書３１１ 東書３１１ 東書３０８ 東書３０８

山川３１８ 山川３１８ 山川３１０ 山川３１０ 山川３１１ 山川３１１

実教３１２ 実教３１２ 実教３１３ 実教３１３

帝国３１４ 帝国３１４ 山川３１０ 山川３１０ 第一３１２ 第一３１２

第一３１７ 第一３１７ 山川３１０　山川３１４ 山川３１０　山川３１４ 第一３１２ 第一３１２

東書３１０ 東書３１０ 山川３１０ 清水３１０

東書３１０ 東書３１０ 山川３１０ 山川３１０

実教３１２ 実教３１２ 山川３１０ 山川３１０

実教３１２ 実教３１２

実教３１２ 実教３１２ 実教３１３

帝国３１４ 帝国３１４

第一３１７ 第一３１７ 第一３１２ 第一３１２

山川３１６ 山川３１６ 第一３１２ 第一３１２

実教３１１ 実教３１１ 実教３０９ 実教３０９ 第一３１２ 第一３１２

実教３１２ 実教３１２

東書３１０ 東書３１０ 山川３１０ 山川３１０ 東書３０８ 東書３０８

実教３１２ 実教３１２ 山川３１０ 山川３１０

山川３１６ 山川３１６ 山川３１０ 山川３１０ 東書３０８ 東書３０８

帝国３１４ 帝国３１４ 山川３１０ 山川３１０ 東書３０８ 東書３０８

実教３１１ 実教３１１ 山川３１０ 山川３１０

実教３１２ 実教３１２

帝国３１４ 山川３１０ 山川３１０ 東書３０８

清水３１３ 清水３１３ 山川３１０ 山川３１０ 実教３０９ 実教３０９

帝国３１４ 帝国３１４ 第一３１２ 第一３１２

清水３１３ 清水３１３ 清水３１０ 清水３１０

清水３１３ 清水３１３ 清水３１０ 清水３１０

帝国３１４ 帝国３１４ 実教３０９ 実教３０９

実教３１２ 実教３１２ 山川３１４ 山川３１４ 清水３１０ 清水３１０

第一３１７ 第一３１７ 第一３１２ 第一３１２

帝国３１４ 帝国３１４ 第一３１２ 第一３１２

清水３１３ 清水３１３ 山川３１０ 山川３１０ 東書３０８ 東書３０８

山川３１６ 山川３１６

山川３１６ 山川３１６ 山川３１０ 山川３１０ 実教３１３ 第一３１３

山川３１５ 山川３１６

山川３１８ 山川３１８ 山川３１０ 山川３１０ 清水３１０ 清水３１０

第一３１７ 山川３１０ 山川３１０ 清水３１０ 清水３１０

山川３１５ 山川３１５ 山川３１０ 山川３１０ 清水３１０ 清水３１０

山川３１５ 山川３１５ 山川３１４ 山川３１４ 実教３０９ 実教３０９

実教３１２ 実教３１２ 山川３１０ 山川３１０ 実教３１３ 実教３１３

山川３１６ 山川３１６ 山川３１０ 山川３１０ 実教３１３ 実教３１３

第一３１７ 第一３１７ 山川３１０ 山川３１０ 第一３１２ 第一３１２

第一３１７ 第一３１７ 山川３１０ 山川３１０ 清水３１０ 清水３１０

東書３１０ 東書３０８

東書３１０ 東書３０８

実教３１１ 実教３１１ 山川３１０

帝国３１４ 帝国３１４ 実教３０９ 実教３０９

東書３１０ 東書３１０ 清水３１０

東書３１０ 東書３１０ 第一３１２

第一３１７ 第一３１７ 東書３１１ 東書３１１ 清水３１０ 清水３１０

第一３１７ 第一３１７ 実教３１３ 実教３１３

山川３１６

東書３１０ 東書３１０ 清水３１０ 清水３１０

東書３１１ 東書３１１

地理歴史

世界史Ａ 世界史Ｂ 日本史Ａ



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

雄　勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度

東書３１０　山川３０９ 東書３１０　山川３０９ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

山川３０９ 山川３０９ 帝国３０８ 帝国３０８ 二宮３０５ 二宮３０５ 帝国３１０　二宮３１１ 二宮３１１　帝国３１０

清水３１１ 清水３１１ 帝国３１３ 帝国３１３

山川３０９ 山川３０９ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

東書３１０ 東書３１０ 帝国３０８ 帝国３０８ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

山川３０９ 山川３０９ 帝国３０８ 帝国３０８ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

清水３１３　山川３０９ 清水３１３　山川３０９ 帝国３０８　 帝国３０８　 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３０９ 帝国３０９

第一３１０

山川３０９ 山川３０９ 帝国３０８ 帝国３０８ 二宮３０５ 二宮３０５ 帝国３１３　帝国３１０ 帝国３１３　帝国３１０

山川３１５ 山川３１５ 帝国３０８ 帝国３０８ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

帝国３０８ 帝国３０８ 帝国３１０ 帝国３１０

東書３０７ 東書３０７ 帝国３０９ 帝国３０９

清水３１３ 清水３１３ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０

帝国３１２ 帝国３１２ 二宮３１２ 二宮３１２

帝国３０８ 帝国３０８ 帝国３１０ 帝国３１０

山川３０９ 山川３０９ 帝国３１２ 帝国３１２ 帝国３０４ 帝国３０４ 二宮３１１ 二宮３１１

帝国３１２ 帝国３１２ 二宮３１４ 二宮３１４

山川３０９ 山川３０９ 二宮３０９ 二宮３０９ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０　二宮３１２ 帝国３１０　二宮３１２

山川３０９ 山川３０９ 帝国３０８ 帝国３０８ 二宮３０５ 二宮３０５ 帝国３１３　二宮３１１ 帝国３１３　二宮３１１

山川３０９ 山川３０９ 二宮３０５ 二宮３０５ 帝国３１０ 帝国３１０

山川３０９ 山川３０９ 二宮３０５ 二宮３０５ 二宮３１４ 二宮３１４

実教３１１ 山川３０９　清水３１３ 帝国３０８ 帝国３０８ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

二宮３０９ 二宮３０９ 帝国３１０ 帝国３１０

山川３０９ 山川３０９ 二宮３０５ 二宮３０５ 二宮３１４ 二宮３１４

山川３０９ 山川３０９ 帝国３０４ 帝国３０４ 二宮３１１ 二宮３１１

帝国３０８ 帝国３０８ 二宮３１４ 二宮３１４

山川３０９ 山川３０９ 帝国３０８ 帝国３０８ 　　　　　　 帝国３１０ 帝国３１０

山川３０９ 山川３０９ 二宮３０９ 二宮３０９ 二宮３１２ 二宮３１２

実教３１１ 実教３１１ 清水３１１ 清水３１１ 帝国３０４ 帝国３０４ 二宮３１１ 二宮３１１

東書３１０ 東書３１０

帝国３１３ 帝国３１３

帝国３１２ 帝国３１２ 帝国３０９ 帝国３０９

山川３０９ 山川３０９ 二宮３０９ 二宮３０９ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

二宮３０９ 二宮３０９ 二宮３１１ 二宮３１１

山川３０９ 山川３０９ 帝国３０８ 帝国３０８ 帝国３０４ 帝国３０４ 二宮３１１ 二宮３１１

帝国３０８ 帝国３０８ 帝国３１０ 帝国３１０

山川３０９ 山川３０９ 帝国３０８ 帝国３０８ 二宮３０５ 二宮３０５ 二宮３１１ 二宮３１１

山川３０９ 山川３０９ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

山川３０９ 山川３０９ 清水３１１ 清水３１１ 二宮３０５ 二宮３０５ 帝国３１０ 帝国３１０

実教３１１ 実教３１１ 帝国３１２ 二宮３０９ 帝国３０４ 二宮３０５ 帝国３１０ 二宮３１４

山川３０９ 山川３０９ 二宮３０９ 二宮３０９ 二宮３１４ 二宮３１４

山川３０９ 山川３０９ 東書３０７ 東書３０７ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

山川３０９ 山川３０９ 帝国３０４ 二宮３０５ 帝国３１０ 帝国３１０

山川３０９ 山川３０９ 二宮３０９ 二宮３０９ 帝国３０４ 帝国３１０　二宮３１２ 帝国３１０　二宮３１２

二宮３０９ 二宮３１２

山川３０９ 帝国３０８ 帝国３０８ 帝国３１０ 帝国３１０

二宮３０９ 帝国３０４ 二宮３１２ 帝国３１０

帝国３１３ 帝国３１３

清水３１３ 清水３１３ 帝国３０８ 帝国３０８ 帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

清水３１１ 清水３１１ 二宮３１２ 二宮３１２

帝国３０８ 帝国３０８ 帝国３０９ 帝国３０９

東書３１０ 東書３１０ 清水３１１ 清水３１１ 帝国３１０ 帝国３１０

帝国３０４ 帝国３０４ 帝国３１０ 帝国３１０

地理歴史

日本史Ｂ 地理Ａ 地理Ｂ 地図



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

雄　勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度

東書３１３ 東書３１３

清水３１６ 清水３１６ 東書３１１ 清水３１５ 清水３１５

清水３１６ 清水３１６ 第一３０９ 第一３０９

数研３１９ 数研３１９ 清水３０８ 清水３０８ 東書３１１ 東書３１１

東書３１３ 東書３１３

清水３１６ 清水３１６ 清水３０８ 清水３０８ 実教３１３ 実教３１３

清水３１６ 清水３１６ 清水３１４ 清水３１４

実教３１３ 実教３１３

数研３２０ 数研３２０ 実教３１２ 実教３１２

実教３１５ 実教３１５ 数研３１４ 数研３１４ 東書３１１ 東書３１１

実教３１５ 実教３１５

清水３１３ 実教３１３ 実教３１３

東書３１３ 東書３１３

実教３１５ 実教３１５ 実教３１３ 実教３１３

東書３１３ 東書３１３

東書３１３ 東書３１３ 東書３１１ 東書３１１

東書３１３ 清水３１６

実教３１４ 実教３１４ 東書３１１ 東書３１１ 第一３０９ 第一３０９

東書３１３ 東書３１３ 清水３１３ 清水３１３ 清水３１４ 清水３１４

東書３１３ 東書３１３ 清水３０８ 清水３０８ 東書３１１ 東書３１１

東書３１３ 東書３１３ 清水３０８ 実教３１３ 実教３１３

東書３１３ 東書３１３ 東書３１１ 実教３１３ 実教３１３

東書３１３ 東書３１３

実教３１４　実教３１５ 実教３１４　実教３１５

東書３１３ 東書３１３ 清水３０８ 清水３０８ 東書３１１ 東書３１１

清水３１６ 清水３１６

帝国３１８ 帝国３１８ 清水３１５ 清水３１５

東書３１３ 東書３１３ 清水３０８ 清水３０８

実教３１５ 実教３１５

実教３１５ 実教３１５ 実教３１２ 実教３１２

実教３１５ 実教３１５ 　　　　　　　 清水３１５ 清水３１５

第一３２２ 第一３２２ 実教３１３ 実教３１３

清水３１７ 清水３１７ 清水３０８ 清水３０８ 東書３１１ 東書３１１

東書３１３ 東書３１３ 東書３１１ 東書３１１

実教３１５ 実教３１５ 清水３０８ 清水３０８ 第一３０９ 第一３０９

清水３１６ 清水３１６

数研３２０ 数研３２０ 清水３０８ 清水３０８ 東書３１１ 東書３１１

東書３１３ 東書３１３ 清水３１３ 清水３０８ 数研３１７ 数研３１７

東書３１３ 東書３１３ 清水３０８ 清水３０８ 東書３１１ 東書３１１

実教３１５ 実教３１５ 東書３１１ 東書３１１

清水３１６ 清水３１６ 清水３１５ 清水３１５

実教３１４　第一３２２ 実教３１４　第一３２２

実教３１４ 実教３１４

清水３１６ 清水３１６ 清水３０８ 数研３１７ 数研３１７

東書３１３ 東書３１１

東書３１３ 東書３１１

東書３１３ 東書３１３ 数研３１７ 数研３１７

清水３１６ 清水３１６

東書３１３

東書３１３ 東書３１３ 清水３１５ 清水３１５

清水３１６ 清水３１６ 実教３１２ 実教３１２ 清水３１５ 清水３１５

東書３１３ 東書３１３

数研３２０ 数研３２０

東書３１３ 東書３１３ 清水３１３ 清水３１３ 東書３１１ 東書３１１

東書３１３ 東書３１３ 東書３１１ 東書３１１

公民

現代社会 倫理 政治・経済



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

雄　勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度

数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４ 数研３２４

東書３１８ 啓林館３２６ 啓林館３２６　数研３３０ 数研３３０ 数研３２５

数研３３１ 数研３３１ 数研３３１ 数研３３１

数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４ 数研３２４

数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４ 東書３１６

数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３１０ 数研３１０

東書３１９　数研３２９ 東書３１９　数研３２９ 数研３２９　東書３１９ 数研３２９　実教３２３ 数研３２４ 東書３１６

東書３１９

東書３１８ 啓林館３２５ 東書３１８ 啓林館３２５ 啓林館３２０ 数研３２３

数研３２９　数研３３０ 数研３２９　数研３３０ 東書３１８ 数研３２９ 数研３２４ 数研３２４

実教３２２ 数研３３０ 数研３３０ 東書３１８　実教３２３

東書３１９ 東書３１９ 東書３１９

数研３３０ 数研３３０ 数研３３０ 数研３３０

数研３３１ 数研３３１

数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２９

啓林館３２５ 数研３２９ 啓林館３２５ 数研３２９ 数県３２５ 東書３０１

第一３３４ 東書３１８ 東書３１８ 実教３２１

啓林館３２４ 啓林館３２４ 啓林館３２４ 啓林館３２４ 啓林館３１９ 啓林館３１９

数研３２８ 数研３２８ 数研３２８ 数研３２８ 数研３２３ 数研３２３

啓林館３２４　数研３２８ 数研３２８ 数研３２８ 数研３２８ 数研３２３ 数研３２３

数研３２８ 数研３２８ 数研３２８ 数研３２８ 数研３２３ 数研３２３

東書３０２ 東書３０２ 東書３０２ 東書３０２ 数研３２４ 東書３０２

実教３２１ 数研３３０ 数研３３０ 東書３１８ 実教３１４ 東書３１６

数研３２７ 東書３１７　 数研３２７ 東書３１７　 東書３１５ 啓林館３２０

数研３２９ 東書３１８ 数研３２９ 東書３１８ 東書３１６ 東書３１６　数研３１０

数研３３０ 数研３３０ 数研３３０ 実教３２１　実教３２３

数研３３１ 実教３２１ 数研３３１ 実教３２１

東書３０２ 東書３０２ 東書３０２ 東書３０２ 東書３０２ 東書３０２

実教３２１ 実教３２１ 実教３２１　実教３２３ 実教３２１　実教３２３ 実教３１８ 実教３１８

実教３２３ 実教３２３ 実教３２３ 東書３１８

実教３２２ 実教３２２ 東書３１８　実教３２２ 東書３１８　数研３３０

東書３１９ 東書３１９ 東書３１９ 東書３１９

数研３２９ 数研３２８ 数研３２９ 数研３２８　数研３２９ 数研３０９ 数研３０９

数研３３０ 数研３３０ 数研３３０ 東書３１８ 東書３１６ 東書３１６

啓林館３２６ 啓林館３２６ 啓林館３２６ 啓林館３２６ 数研３２１ 啓林館３２１

数研３３１ 数研３３１ 数研３３１ 数研３３１

数研３２８ 数研３２８ 数研３２８ 数研３２８ 数研３２３ 数研３２３

数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 東書３１６ 実教３１８

数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２９　 数研３２４ 数研３２４

数研３３０　数研３３１ 数研３３０　数研３３１ 数研３３０　数研３３１ 数研３３０　数研３３１ 数研３２５ 数研３２５

数研３２９ 数研３２９ 数研３２９　 数研３２９　数研３３１ 数研３２４ 東書３０２

数研３２９　数研３３１ 数研３２９　数研３３１ 数研３２９ 実教３２１ 実教３１８ 数研３２４

数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２４ 数研３２４

数研３２９　数研３３０ 数研３２９　数研３３０ 数研３２９　　数研３３０
東書３１８　数研３２９
数研３３０

数研３２４ 東書３１６

数研３３１ 数研３３１

数研３３１ 数研３３１

数研３３０ 数研３３０ 数研３３０ 東書３１８　東書３１９

実教３２３ 実教３２３ 実教３２３ 実教３２３

東書３１９ 東書３１９

数研３２９ 数研３２９ 数研３２９ 数研３２９　 数研３２４ 数研３２４

数研３３１ 数研３３１ 数研３３１

東書３１９ 東書３１９

数研３３１ 数研３３１ 数研３３１ 数研３３１

東書３１９ 東書３１９ 東書３１９ 東書３１９

数学

数学Ⅰ 数学Ⅱ 数学Ⅲ



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

雄　勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度

数研３２９ 数研３２９ 数研３２７ 数研３２７

東書３１８ 数研３３０　啓林館３２６ 啓林館３２４ 数研３２８

数研３３１ 数研３３１ 数研３２９ 数研３２９

数研３２９ 数研３２９ 数研３２７ 数研３２７

数研３２９ 数研３２９ 数研３２７ 数研３２７

数研３２９ 数研３２９ 数研３27 数研３２７

東書３１９　数研３２９
東書３１９　数研３２９
実教３２３

数研３２７ 数研３２７

東書３１９

東書３１８ 啓林館３２５ 啓林館３２３ 数研３２６

数研３２９　東書３１９ 数研３２９　数研３３０ 東書３１７ 数研３２７

　　　　　　　

東書３１９ 東書３１９

数研３３０ 数研３３０ 数研３２８ 数研３２８

数研３３１ 数研３３１

数研３２９ 数研３２９ 数研３２７ 数研３２７

啓林館３２５ 数研３２９ 数研３２７ 数研３２８

東書３１８ 実教３２１ 実教３２０ 啓林館３２４

啓林館３２４ 啓林館３２４ 啓林館３２２ 啓林館３２２

数研３２８ 数研３２８ 数研３２６ 数研３２６

啓林館３２４　数研３２８ 数研３２８ 数研３２６ 数研３２６

数研３２８ 数研３２８ 数研３２６ 数研３２６

東書３０２ 東書３０２ 東書３０２ 数研３２７

数研３３０ 数研３２８ 東書３１７

数研３２７ 東書３１７ 東書３１６ 啓林館３２３

数研３２９ 東書３１８ 東書３１７ 東書３１７

数研３３０ 実教３２１ 実教３２０ 実教３２０

数研３３１ 実教３２１ 数研３２９ 実教３２０

東書３０２ 東書３０２ 東書３０２ 東書３０２

実教３２１ 実教３２１ 実教３２０ 実教３２０

実教３２３ 東書３１８ 東書３１７ 東書３１８

実教３２２ 東書３１８

東書３１９ 東書３１９

数研３２９ 数研３２８ 数研３２６ 数研３２６

数研３３０ 数研３３０ 数研３２８ 東書３１７

啓林館３２６ 啓林館３２６ 啓林館３２４ 啓林館３２４

数研３３１ 数研３３１ 数研３２９ 数研３２９

数研３２８ 数研３２８ 数研３２６ 数研３２６

数研３２９ 数研３２９ 数研３２７ 東書３１７

数研３２９ 数研３２９ 数研３２７ 数研３２７

数研３３０　数研３３１ 数研３３０ 数研３２８ 数研３２８

数研３２９　 数研３２９　 数研３２７ 数研３２７

実教３２３　数研３２９ 数研３２９　数研３３１ 数研３２７ 実教３２０

数研３２９ 数研３２９ 数研３２７ 数研３２７

数研３２９ 数研３２９ 数研３２７　数研３２８ 東書３１７

数研３３１

数研３２９

数研３３０ 数研３３０ 東書３１７

実教３２３ 実教３２１

東書３１９

数研３３１ 東書３１８ 東書３１８

数研３２９　 数研３２９　 数研３２７ 数研３２７

数研３３１ 数研３３１ 　　　　　　　

東書３１９ 東書３１９

数研３３１ 数研３３１ 数研３２９ 数研３２９

東書３１９ 東書３１９ 東書３０２ 東書３０２

数学

数学Ａ 数学Ｂ 数学活用



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

雄　勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度

第一３２０　第一３２１ 第一３２０　第一３２１ 第一３１６ 第一３１６

第一３０９ 東書３１２ 東書３１２ 数研３１３ 数研３１３

東書３０６ 東書３０６ 東書３１２ 東書３１２ 東書３０８ 東書３０８

東書３１１ 東書３１１ 東書３０８ 東書３０８

数研３０８ 数研３０８ 東書３１２ 東書３１２ 東書３０８ 東書３０８

数研３１８ 数研３１８ 数研３１３ 数研３１３

啓林館３０２ 啓林館３０２ 数研３１８　数研３１９ 実教３１４　数研３１８ 数研３１３ 数研３１３

数研３１８ 数研３１８ 数研３１３ 数研３１３

第一３０９ 第一３０９ 第一３２１ 第一３２１ 第一３１６ 第一３１６

数研３０８ 数研３０８ 東書３１２　 東書３１２　

第一３０９ 第一３０９ 第一３２１ 第一３１６ 第一３１６

実教３０７ 実教３０７ 東書３１２ 東書３１２

実教３０７ 実教３０７

実教３０７ 実教３０７ 東書３１２ 東書３１２

啓林館３１５ 第一３２０ 啓林館３１０ 啓林館３１０

啓林館３０２ 啓林館３０２ 東書３１２ 東書３１２

啓林館３１５ 東書３１１ 啓林館３１０ 東書３０８

第一３２０ 第一３２０ 第一３１６ 第一３１６

数研３１８ 数研３１８ 数研３１３ 数研３１３

東書３１１ 啓林館３１６　啓林館３１７ 東書３０８ 啓林館３１１　啓林館３１２

東書３０６ 東書３０６ 第一３２０ 第一３２０ 第一３１６ 第一３１６

東書３０６ 第一３２０ 第一３２０ 第一３１６ 第一３１６

第一３２０ 啓林館３１５　 第一３１６ 啓林館３１０

啓林館３１５ 啓林館３１５ 数研３１３ 数研３１３

啓林館３０２ 啓林館３０２ 数研３１９ 数研３１９ 東書３０８ 東書３０８

実教３０７ 実教３０７ 　　　　　　　

第一３０９ 数研３１９ 数研３１９ 数研３１３ 数研３１３

実教３０７ 実教３０７ 実教３１４　第一３２０ 実教３１４　第一３２０ 第一３１６ 第一３１６

実教３０７ 実教３０７

数研３０３ 数研３０３

東書３０６ 東書３０６

数研３１８ 数研３１８ 数研３１３ 数研３１３

東書３１１ 東書３１１ 東書３０８ 東書３０８

啓林館３１６　啓林館３１７
数研３１８

啓林館３１６　啓林館３１７
数研３１８

数研３１３ 数研３１３

東書３０６ 実教３０７ 東書３１２ 東書３１２

数研３１８ 数研３１８ 数研３１３ 数研３１３

啓林館３１５ 啓林館３１５ 啓林館３１０ 啓林館３１０

啓林館３１５ 啓林館３１５ 啓林館３１０ 啓林館３１０

東書３１２ 東書３１２ 東書３０８ 東書３０８

数研３０３ 啓林館３０６ 啓林館３０６ 啓林館３１０

第一３０９ 第一３０９ 東書３１２ 東書３１２ 東書３０８ 東書３０８

実教３１３ 実教３１３ 数研３１４　数研３１５ 数研３１４　数研３１５

啓林館３０２ 啓林館３０２ 啓林館３１５ 啓林館３１５ 啓林館３１０ 啓林館３１０

数研３０３

数研３０３ 東書３１２

実教３０７ 東書３１２ 東書３１２

東書３０６ 実教３１４ 第一３２１

実教３０７ 啓林館３０２

東書３０６ 東書３０６

東書３１２ 東書３１２ 東書３０８ 東書３０８

東書３０６ 東書３０６

実教３０７ 東書３０６

第一３０９ 第一３０９

啓林館３０２ 啓林館３０２ 東書３１２ 東書３１２

理科

科学と人間生活 物理基礎 物理



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

雄　勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度

数研３１９ 数研３１９ 数研３１３ 数研３１３ 数研３１６　数研３１７ 数研３１６　数研３１７

実教３１７ 実教３１７ 東書３０９ 東書３０９ 東書３０７ 東書３１２

東書３１４ 東書３１４ 数研３１７ 数研３１７

第一３２１ 第一３２１ 第一３１５ 第一３１５ 東書３１１ 東書３１１

実教３１６ 実教３１６ 実教３１１ 実教３１１ 第一３１８ 第一３１８

数研３１９ 数研３１９ 数研３１３ 数研３１３ 数研３１６ 数研３１６

東書３１３　実教３１７ 東書３１３　実教３１７ 東書３０８ 東書３０８ 数研３１７　第一３１９ 数研３１７　第一３１９

東書３０９ 実教３１３

実教３１５ 実教３１５ 実教３１０　東書３０８ 実教３１０　東書３０８ 実教３１３ 実教３１３

東書３１４ 東書３１４ 東書３０９ 東書３０９ 東書３１２　実教３１４ 東書３１２　実教３１４

第一３２２ 第一３２２ 数研３１４ 数研３１４ 実教３１４ 実教３１４

東書３１４ 東書３１４ 東書３０９ 東書３０９ 実教３１４ 実教３１４

実教３１７ 実教３１７ 東書３１２ 東書３１２

実教３１６ 実教３１６ 数研３１７ 数研３１７

数研３２０ 数研３２０ 数研３１３ 数研３１３ 数研３１７ 数研３１７

東書３１４ 東書３１４ 第一３１９ 第一３１９

第一３２１ 第一３２１ 第一３１５ 第一３１５ 第一３１８ 第一３１８

実教３１５ 数研３１９ 数研３１３ 数研３１３ 数研３１６ 東書３１１

実教３１５ 実教３１５ 第一３１５ 第一３１５ 数研３１６ 数研３１６

数研３２０ 数研３２０ 数研３１４ 数研３１４ 実教３１４ 啓林館３１５

東書３１４ 東書３１４ 東書３０９ 東書３０９ 東書３１１ 東書３１１

東書３１３ 東書３０９ 東書３０９ 啓林館３０５ 啓林館３０５

第一３２１ 第一３２１ 第一３１５ 第一３１５ 第一３１８ 第一３１８

数研３２０ 数研３２０ 数研３１３ 数研３１３ 数研３１７ 数研３１７

東書３１４ 東書３１４

実教３１７ 実教３１７ 実教３１１ 実教３１１ 実教３１４ 実教３１４

実教３１６ 実教３１６ 実教３１１ 実教３１１ 実教３１３ 実教３１３

実教３１７ 実教３１７ 実教３１１ 実教３１１ 実教３１４ 実教３１４

東書３１４ 東書３１４ 東書３１２ 東書３１２

東書３１４ 東書３１４ 東書３０９ 東書３０９ 実教３１４ 実教３１４

東書３１４ 東書３１４ 東書３１２ 東書３１２

東書３１３　東書３１４ 東書３１３　東書３１４ 東書３０８ 啓林館３１２ 東書３１２　数研３１６ 東書３１２　数研３１６

第一３２２ 第一３２２ 実教３１４ 実教３１４

数研３１９ 実教３１５ 実教３１０ 実教３１０ 実教３１３ 東書３１１

東書３１４ 東書３１４ 実教３１４ 実教３１４

実教３１５ 実教３１５ 実教３１０ 実教３１０ 啓林館３１５ 啓林館３１５

実教３１５ 実教３１５ 実教３１１ 実教３１０ 第一３１８ 第一３１８

実教３１６ 実教３１５ 実教３１０ 実教３１０ 東書３１２ 東書３１２

実教３１６ 実教３１６ 実教３１１ 実教３１１ 東書３１１ 東書３１１

数研３１３ 実教３１４ 実教３１４

数研３２０ 数研３２０ 実教３１１ 実教３１１ 東書３１１ 東書３１１

東書３１３ 東書３１３ 東書３０８ 東書３０８ 第一３１８ 実教３１３

東書３１４　実教３１５ 東書３１４　実教３１５ 実教３１０ 実教３１０ 東書３１２　第一３１８ 東書３１２　第一３１８

東書３１２

東書３１４ 東書３０９ 第一３１９ 第一３１９

実教３１７ 実教３１７ 実教３１４ 実教３１４

実教３１３

東書３１２

実教３１７ 実教３１７ 実教３１１ 実教３１１ 東書３１２ 東書３１２

東書３１４ 東書３１４ 実教３１４ 実教３１４

東書３１４ 東書３１４ 実教３１４ 実教３１４

実教３１７ 実教３１７ 実教３１４ 実教３１４

東書３１４ 東書３１４ 東書３１２ 東書３１２

理科

化学基礎 化学 生物基礎



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

雄　勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度

数研３１０ 数研３１０

東書３０７ 第一３１０

東書３０７ 東書３０７

東書３０６ 東書３０６ 啓林館３０８ 啓林館３０８

第一３１１ 第一３１１

数研３１０ 数研３１０ 数研３０9 数研３０９

数研３１０ 数研３１０

東書３０６ 東書３０６ 啓林館３０８ 数研３０９

啓林館３０９ 啓林館３０９

数研３１０ 数研３１０

数研３１０ 数研３１０ 第一３１０ 第一３１０

第一３１１ 第一３１１ 啓林館３０８ 啓林館３０８

数研３１０ 数研３１０ 第一３１０ 第一３１０

数研３１０ 数研３１０ 啓林館３０８ 啓林館３０８

実教３０８ 実教３０８ 啓林館３０８ 啓林館３０８

東書３０６ 東書３０６ 啓林館３０８ 啓林館３０８ 啓林館３０３

東書３０７ 東書３０７

東書３０６ 東書３０６ 啓林館３０８ 啓林館３０８

数研３１０ 数研３１０

東書３０７ 東書３０７

実教３０８ 実教３０８ 啓林館３０８ 啓林館３０８

数研３１０ 数研３１０ 数研３０９ 数研３０９

東書３０６ 東書３０６

実教３０８ 実教３０８

東書３０６ 東書３０６

数研３１０ 数研３１０ 啓林館３０８ 啓林館３０８

実教３０８ 東書３０６ 数研３０４ 実教３０７

啓林館３０９ 啓林館３０９ 啓林館３０８ 啓林館３０８ 啓林館３０３ 啓林館３０３

第一３１１ 第一３１１ 啓林館３０８ 啓林館３０８

東書３０６ 東書３０６ 啓林館３０８ 数研３０４ 啓林館３０３ 数研３０２

東書３０６ 東書３０６

実教３０８ 実教３０８ 啓林館３０８

東書３０６ 東書３０６ 実教３０７ 実教３０７

第一３１１ 実教３０８ 啓林館３０８ 啓林館３０８

第一３１１ 第一３１１

東書３０７

東書３０７

第一３１１ 第一３１０ 第一３１０

東書３０６

東書３０７ 東書３０７ 第一３１０ 第一３１０

東書３０６ 東書３０６

第一３１０ 第一３１０

東書３０６ 東書３０６

理科

生物 地学基礎 地学



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

雄　勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度

大修館３０４ 大修館３０４ 友社３１１ 教出３０８ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３０５ 教芸３０５

大修館３０５ 大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０５ 大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０５ 大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０５ 大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０７ 教出３０７

教出３０８

大修館３０４ 大修館３０４ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０４ 大修館３０４ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０４ 大修館３０４ 教芸３１０ 教芸３１０ 教出３０７ 教出３０７

大修館３０４ 大修館３０４ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０４ 大修館３０４ 教芸３０９ 教芸３０９

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０５ 大修館３０５ 教出３０７ 教出３０７ 教出３０７ 教出３０７

大修館３０５ 大修館３０５ 教出３０７ 教出３０７

大修館３０５ 大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０７ 教出３０７ 教出３０７ 教出３０７

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０５ 大修館３０５ 教芸３１０ 教出３０８ 教芸３１０ 教出３０８ 教芸３０５ 教芸３０５

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０５ 大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０５ 大修館３０５ 教出３０７ 教出３０７ 教芸３０９ 教芸３０９

大修館３０５ 大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０４ 大修館３０４ 教芸３１０ 教芸３１０ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０５ 大修館３０５ 教出３０８ 友社３１２ 教出３０８ 友社３１２

大修館３０５ 大修館３０５ 教出３０７ 教芸３０９ 教芸３０９ 教芸３０９

大修館３０５ 大修館３０５ 教出３０８ 教出３０８ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０５ 大修館３０５ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０４ 大修館３０４ 教芸３１０ 教芸３１０ 教出３０７ 教出３０７ 教芸３０５ 教芸３０５

大修館３０５ 大修館３０５ 教芸３０９ 教芸３０９ 教芸３０９ 教芸３０９ 教芸３０５ 教芸３０５

大修館３０５ 大修館３０５ 教出３０７ 教出３０７

大修館３０５ 大修館３０５ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０４ 大修館３０４ 教芸３０９ 教芸３０９ 教芸３０９ 教芸３０９

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８ 教芸３１０

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０８ 教芸３０５ 教芸３０５

大修館３０５ 大修館３０４ 教出３０７ 教出３０７

大修館３０５ 大修館３０５ 友社３１１ 友社３１１

大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０４

大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８ 教出３０４

大修館３０５ 大修館３０５ 友社３１２ 友社３１２ 教芸３１０ 教芸３１０

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０８ 教出３０８

大修館３０５ 大修館３０５ 教芸３０９ 教芸３０９ 教芸３０９ 教出３０７ 教芸３０５ 教出３０４

大修館３０５ 大修館３０５

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０７ 教出３０７

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０７ 教出３０７

大修館３０４ 大修館３０４ 教出３０７ 教出３０７ 教出３０７ 教出３０７

保健体育 芸術

保健体育 音楽Ⅰ 音楽Ⅱ 音楽Ⅲ



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

雄　勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度

日文３０５ 日文３０５ 日文３０４ 日文３０４

日文３０５ 日文３０５ 日文３０４ 日文３０４

光村３０４ 光村３０４ 光村３０３ 光村３０３

日文３０5 日文３０５

日文３０５ 日文３０５ 日文３０４ 日文３０４

日文３０５ 光村３０４ 日文３０４ 光村３０３

日文３０５ 日文３０５

日文３０５ 日文３０５ 日文３０４ 日文３０４

日文３０５ 日文３０５ 日文３０４ 光村３０３

日文３０５ 日文３０５ 光村３０３ 光村３０３

光村３０４ 光村３０４

光村３０４ 光村３０４

日文３０５ 日文３０５ 日文３０４ 光村３０３

日文３０５ 日文３０５ 光村３０３ 光村３０３

光村３０４ 日文３０５ 日文３０４ 光村３０３ 光村３０３ 日文３０４

日文３０５ 日文３０５

光村３０４ 光村３０４ 光村３０３ 光村３０３

光村３０４ 光村３０４ 光村３０３ 光村３０３

日文３０２ 光村３０４ 日文３０２ 光村３０３

日文３０５ 日文３０５ 日文３０４ 日文３０４

日文３０５ 日文３０５ 光村３０３ 光村３０３ 光村３０３ 光村３０３ 日文３０１ 日文３０１

光村３０４ 光村３０４

日文３０５ 日文３０５

日文３０５ 日文３０５

光村３０４ 光村３０４ 光村３０３ 光村３０３

光村３０４

光村３０４ 光村３０４ 光村３０３ 光村３０３ 光村３０３ 光村３０３ 日文３０１ 日文３０１

光村３０４ 光村３０４

日文３０５ 日文３０５ 光村３０３ 光村３０３ 日文３０４ 日文３０４

芸術

美術Ⅰ 美術Ⅱ 美術Ⅲ 工芸Ⅰ



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

雄　勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度

光村３０８ 光村３０８

光村３０８ 東書３０５ 光村３０８ 東書３０５

東書３０５ 教出３０７ 東書３０５ 教出３０７

光村３０８ 光村３０８

東書３０５ 東書３０５

光村３０８ 光村３０８ 光村３０８ 光村３０８

光村３０８ 光村３０８

日文３０１ 日文３０１ 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

教出３０７ 教出３０７

日文３０１ 日文３０１ 光村３０８ 光村３０８

光村３０８ 光村３０８ 光村３０８ 教図３０６

東書３０５ 東書３０５

東書３０５ 東書３０５

東書３０５ 東書３０５

東書３０５ 東書３０５ 東書３０５ 東書３０５

芸術

工芸Ⅱ 書道Ⅰ 書道Ⅱ 書道Ⅲ



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

雄　勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度

桐原３５５ 桐原３５５ 東書３２７　桐原３５３ 東書３２７　桐原３５３ 東書３２６　桐原３４７ 東書３２６　桐原３４７

文英堂３４６ 文英堂３４６ 文英堂３４４ 文英堂３４４

数研３４４ 数研３４４ 数研３４２ 数研３４２

数研３４２ 増進堂３４８ 増進堂３４６ 啓林館３３７ 啓林館３３４ 桐原３４７

東書３２８　数研３４３ 東書３２８　数研３４３ 東書３２６　数研３４１ 東書３２６　数研３４１ 数研３３８ 数研３３８

啓林館３４０　数研３４３ 啓林館３４０　数研３４３ 啓林館３３８　数研３４１ 啓林館３３８　数研３４１ 啓林館３３５　数研３３８ 啓林館３３５　数研３３８

数研３４４　数研３４３ 数研３４４　文英堂３４６ 文英堂３４４　数研３４２ 数研３４１　数研３４２ 数研３３８　東書３２７ 数研３３８

三省堂３３３

啓林館３３９ 啓林館３３９ 啓林館３３７ 啓林館３３７ 啓林館３３４ 啓林館３３４

啓林館３４１ 三省堂３３４ 三省堂３３２ 啓林館３３９

東書３２８ 東書３２８ 東書３０１　 東書３０１　

数研３４４ 数研３４４ 数研３４２ 数研３４２

数研３４４ 数研３４４ 数研３４２ 数研３４２

三省堂３３５ 三省堂３３５ 三省堂３３３ 三省堂３３３

東書３２８ 東書３２８ 東書３２６ 東書３２６

桐原３５６ 桐原３５６ 桐原３５４ 桐原３５４ 桐原３４８ 三省堂３３０

第一３５１ 第一３５１ 第一３４９ 第一３４９

啓林館３３９ 東書３３０ 東書３２８ 三省堂３３１ 三省堂３２９ 三省堂３２９

桐原３５５ 桐原３５５ 桐原３５３ 桐原３５３ 桐原３４７ 啓林館３３５

啓林館３３９ 啓林館３３９ 啓林館３３７ 啓林館３３７ 啓林館３３４ 啓林館３３４

桐原３５５ 三省堂３３３ 三省堂３３１ 啓林館３３８ 啓林館３３５ 啓林館３３５

啓林館３４１ 啓林館３４１ 啓林館３３９ 数研３４１ 数研３３８ 数研３３８

啓林館３４１ 東書３２９ 東書３２７ 東書３２７

　 教出３３６ 大修館３３８ 大修館３３６ 啓林館３３７ 啓林館３２４ 東書３２７

三省堂３３４ 三省堂３３４ 三省堂３３２ 三省堂３３２ 三省堂３３０ 三省堂３３０

開隆堂３３１ 開隆堂３３１ 開隆堂３２９ 開隆堂３２９

東書３２８ 東書３２８ 東書３２６ 東書３２６ 　　　　　　　

教出３３６ 教出３３６ 教出３３４ 教出３３４ 教出３３１ 教出３３１

三省堂３３５ 三省堂３３５ 三省堂３３３ 三省堂３３３ 数研３３８ 数研３３８

三省堂３３５ 三省堂３３５ 三省堂３３３ 三省堂３３３

開隆堂３３１ 開隆堂３３１ 開隆堂３２９ 開隆堂３２９

三友３０２ 三友３０２ 三省堂３３５ 三省堂３３５ 三省堂３３３ 三省堂３３３

啓林館３３９ 啓林館３３９ 啓林館３３７ 啓林館３３７ 啓林館３２４ 啓林館３２４

大修館３３７ 大修館３３７ 大修館３３５ 大修館３３５

桐原３５６ 文英堂３４６ 文英堂３４４ 数研３４１ 桐原３４８ 桐原３４８

三友３０２ 三友３０２ 第一３５２ 三省堂３３５ 三省堂３３３ 三省堂３３３

桐原３５５ 東書３３０ 東書３２８ 啓林館３３８ 啓林館３３５ 数研３３７

啓林館３４０ 数研３４２ 数研３４０ 啓林館３３８ 増進堂３１８ 増進堂３４２

東書３２９　啓林館３３９ 東書３２９　啓林館３３９ 東書３２７　啓林館３３７ 東書３２７　啓林館３３７ 啓林館３３４ 啓林館３３４

文英堂３４６ 文英堂３４６ 文英堂３４４ 文英堂３４４ 数研３３８ 数研３３８

第一３５１　 第一３５１　 東書３２６　第一３４９ 東書３２６　第一３４９ 第一３４５ 第一３４５

数研３４３　数研３４４ 数研３４３　数研３４４ 数研３４１ 数研３４１ 数研３３８ 数研３３８

数研３４３ 啓林館３４０ 啓林館３３８ 啓林館３３８ 啓林館３３５ 啓林館３３５

数研３４３ 東書３２９ 東書３２７ 教出３３４ 数出３３１ 東書３２５　数研３３８

チアーズ３０３ 三省堂３３５ 三省堂３３３

三省堂３３５ 三省堂３３３

東書３２９ 東書３２９ 東書３２７ 東書３２７ 東書３２６ 東書３２６

開隆堂３３１ 開隆堂３３１ 開隆堂３２９

三省堂３３５ 三省堂３３５ 三省堂３３３

三省堂３３３

東書３２８ 東書３２８ 東書３２６ 東書３２６ 教出３３１ 教出３３１

三省堂３３５ 三省堂３３５ 三省堂３３３ 三省堂３３３

東書３２８ 東書３２８

三省堂３３５ 三省堂３３５ 三省堂３３３ 三省堂３３３

三友３０２ 三友３０２ 東書３２８ 東書３２８ 東書３２６ 東書３２６

外国語

ｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝ英語基礎 ｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ ｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ ｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

雄　勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度

啓林館３２８ 啓林館３２８ 教出３２０　啓林館３２２ 教出３２０　啓林館３０７

第一３３７ 第一３３７ 第一３３０ 第一３３０

文英堂３１２ 文英堂３１２ 文英堂３１１ 文英堂３１１

啓林館３２８ 啓林館３２８ 啓林館３２２ 啓林館３２２

啓林館３３０ 啓林館３３０ 啓林館３２３ 啓林館３２３

数研３３２　数研３３３ 数研３３２　数研３３３ 数研３２５　数研３２６ 数研３２５　数研３２６

啓林館３２９ 啓林館３２９ 啓林館３２３ 東書３１７ 三省堂３０２ 三省堂３０２

第一３３７ 第一３３７ 三省堂３０２ 三省堂３０２

啓林館３２８ 啓林館３２８ 啓林館３２２ 啓林館３２２

数研３３３ 桐原３４２ 桐原３３３ いいずな３３２

数研３３３ 数研３３３ 数研３２６ 東書３０１

数研３３３ 数研３３３ 東書３０１

三省堂３２５ 三省堂３２５

第一３３７ 三省堂３２４

三省堂３２５ 三省堂３２５ 啓林館３０３ 啓林館３０３

啓林館３２９ 啓林館３２９ 啓林館３２３ 啓林館３２３

文英堂３１２ 文英堂３１２ 文英堂３１１ 文英堂３１１

啓林館３２８ 啓林館３２８ 啓林館３２２ 啓林館３２２

啓林館３２８ 啓林館３２８ 啓林館３２２ 啓林館３２２

啓林館３２８ 啓林館３２８ 啓林館３２２ 啓林館３２２ 文英堂３０４ 文英堂３０４

啓林館３２９ 三省堂３２３ 三省堂３１８ 啓林館３２３

啓林館３２９ 啓林館３２９ 啓林館３２３ いいずな３３２

いいずな３４０ いいずな３４０

第一３３５ 数研３３２ 数研３２５ 啓林館３２２

啓林館３２９ 啓林館３２９ 啓林館３２３ 啓林館３２３ 東書３０１ 東書３０１

数研３３３ 数研３３３

啓林館３２９　第一３３７ 啓林館３２９ 啓林館３２３ 啓林館３０７ 三省堂３０２

第一３３７ 第一３３７ いいずな３３２ 第一３３０ 啓林館３０３ 啓林館３０３

数研３３３ 数研３３３ 数研３２６ 数研３２６ 三省堂３０２ 三省堂３０２

三省堂３２５ 三省堂３２５ 　 啓林館３０３ 啓林館３０３

啓林館３３０ 啓林館３３０ 啓林館３０３ 啓林館３０３

啓林館３２８ 啓林館３２８ 啓林館３２２ 啓林館３２２

教出３２６ 教出３２６

啓林館３２９ 三省堂３２３ 三省堂３１８ 啓林館３２３ 　　　　　　　 　　　　　　　

いいずな３４０ いいずな３４０

啓林館３２８ 桐原３４２ 桐原３３３ いいずな３３２

啓林館３２９ 第一３３５ 第一３２８ 大修館３２１

啓林館３２９ 啓林館３２９ 啓林館３２２ 啓林館３２２

第一３３７ 第一３３７ 第一３３０ 第一３３０

啓林館３２９ 啓林館３２９ 啓林館３２３ 啓林館３２３

三省堂３２４ 三省堂３２４ 三省堂３１９ 三省堂３１９

啓林館３２９ 数研３３２ 数研３２５ 数研３２５

数研３３２　いいずな３４０
啓林館３２９　数研３３３
いいずな３４０

数件３２５ いいずな３３２

三省堂３２５

三省堂３２５

第一３３７ 第一３３７ 第一３３０

三省堂３２４ 三省堂３２４ 三省堂３１９ 三省堂３１９ チアーズ３０５ チアーズ３０５

東書３０１ 東書３０１

東書３２２ 東書３２２ 東書３０１ 東書３０１

第一３３７ 第一３３７ 東書３０１ 東書３０１

東書３２２ 東書３２２

外国語

英語表現Ⅰ 英語表現Ⅱ 英語会話



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6 大館国際情報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34 大曲農業：太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41 横手清陵学院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

雄　勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24 秋田明徳館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24 秋田明徳館：通

学校番号 高等学校名
令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度

大修館３１９ 大修館３１９ 実教３１１ 実教３１２

実教３１５ 実教３１５ 実教３１２ 実教３１２

東書３１１ 東書３１１ 東書３０７ 東書３０７ 実教３０８ 実教３０８

東書３１１ 東書３１１ 実教３１１ 実教３１１

東書３１１ 東書３１１ 日文３０７ 日文３０７

東書３１１ 東書３１１ 実教３０７ 実教３０７

教図３１２ 実教３１４ 実教３１１ 東書３０９

開隆堂３１７ 開隆堂３１７ 数研３１５ 数研３１５

東書３１１ 東書３１１ 東書３０７ 東書３０７ 実教３１１ 実教３１１

実教３１６ 実教３１６

第一３１２ 第一３１２

東書３０７ 東書３０７ 実教３１１ 実教３１１

東書３１１ 東書３１１ 東書３０７ 東書３０７ 実教３１１ 実教３１１

東書３０７ 東書３０７

第一３２０ 第一３２０ 実教３１８ 実教３１１

実教３０９　第一３１２ 第一３１２

東書３１１ 東書３１１ 数研３１４ 数研３１４

東書３１１ 東書３１１ 数研３１４ 数研３１４

東書３１１ 東書３１１ 実教３１２ 実教３１２

東書３１１ 東書３１１ 数研３１４ 数研３１４ 日文３１０ 日文３１０

第一３２０ 第一３２０ 実教３１１

実教３１４ 実教３１４

開隆堂３１７ 開隆堂３１７ 数研３１４ 数研３１４

東書３１１ 東書３１１ 実教３１２ 実教３１２

東書３１１ 東書３１１

大修館３１９ 大修館３１９ 数研３１４ 数研３１４

開隆堂３１７ 開隆堂３１７ 実教３１２ 実教３１２

東書３１１ 東書３１１ 実教３０７ 実教３０７

東書３１１ 東書３１１ 東書３１０ 東書３１０

東書３１１ 東書３１１ 東書３０７ 東書３０７

東書３０７ 東書３０７ 東書３１０ 東書３１０

東書３１１ 東書３１１ 東書３１０ 東書３１０

東書３１１ 東書３１１

東書３１１ 東書３１１ 東書３１０ 数研３１５

東書３０７ 東書３０７ 東書３１０ 東書３１０

第一３２０ 第一３２０ 実教３１１ 実教３１１

第一３２０ 第一３２０ 第一３１８ 第一３１８

東書３１１ 東書３１１ 実教３１２ 実教３１２

東書３１１ 東書３１１ 第一３１８ 第一３１８

第一３１２ 第一３１２ 実教３１２ 実教３１２

東書３１１ 東書３１１ 東書３０７ 東書３０７ 東書３０６ 東書３０６

大修館３１８ 東書３１１ 実教３１１ 実教３１１

実教３１４ 実教３１４ 数研３１４ 数研３１４

東書３０７ 日文３１７

東書３０７ 日文３１７

東書３１１ 東書３１１ 開隆堂３１３ 開隆堂３１３

東書３１１ 東書３１１ 実教３１１ 実教３１１

実教３１６ 数研３１５ 数研３１５

開隆堂３１０

東書３１１ 東書３１１ 東書３０７ 東書３０７ 実教３１１ 実教３１１

開隆堂３１７ 開隆堂３１７ 東書３１０ 東書３１０

開隆堂３１０ 開隆堂３１０ 実教３１１ 実教３１１

東書３１１ 東書３１１ 実教３１１ 実教３１１ 実教３０８ 実教３０８

東書３０７ 東書３０７ 東書３１０ 東書３１０

家庭 情報

家庭基礎 家庭総合 社会と情報 情報の科学





令和２年度 平成３１年度

1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6
大館国際情
報学院

7 秋田北鷹
実教３２５　実教３０３　実教３１８　実教３１１　実教３１２　実教３０４　実教３１３　実教３２０　実教３０６　
実教３０８　実教３１５　実教３１６　海文堂３０９　電機大３２２　電機大３１７　実教３１９　実教３２６

実教３２５　実教３０３　実教３１８　実教３１１　実教３１２　実教３０４　実教３１３　実教３２０　実教３０６　
実教３０８　実教３１５　実教３１６　海文堂３０９　電機大３２２　電機大３１７　実教３１９　実教３２６

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西
実教３２５　実教３０３　実教３１８　実教３１１　実教３０４　実教３１９　実教３２０　実教３０５　実教３０６　
電機大３２１

実教３２５　実教３０３　実教３１８　実教３１１　実教３０４　実教３１９　実教３２０　実教３０５　実教３０６　
実教３２７

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業
実教３０３　実教３０４　実教３０５　実教３０６　実教３１１　実教３１２　実教３１３　実教３１８　実教３１９　
実教３２０  実教３２５　実教３２６　電機大３１７　電機大３２２　電機大３２３　電機大３２４　海文堂３０９　
海文堂３１０　　

実教３０３　実教３０４　実教３０５　実教３０６　実教３１１　実教３１２　実教３１３　実教３１８　実教３１９　
実教３２０  実教３２５　実教３２６　電機大３１７　電機大３２２　電機大３２３　電機大３２４　海文堂３０９　
海文堂３１０　　

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目
実教３０４　実教３０５　実教３０６　実教３１１　実教３１３　実教３１８　実教３１９　実教３２０　実教３２５　
実教３２６

実教３０４　実教３０５　実教３０６　実教３１１　実教３１３　実教３１８　実教３１９　実教３２０　実教３２５　
実教３２６

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業
実教３０３　実教３０４　実教３０５　実教３０８　実教３１１　実教３１２　実教３１３　実教３１５　実教３１６
実教３１８　実教３１９　実教３２０　実教３２５　実教３２６　実教３２７　農文協３０７　電機大３１４
電機大３１７　電機大３２１　　　

実教３０３　実教３０４　実教３０５　実教３０８　実教３１１　実教３１２　実教３１３　実教３１５　実教３１６
実教３１８　実教３１９　実教３２０　実教３２５　実教３２６　実教３２７　農文協３０７　電機大３１４
電機大３１７　電機大３２１　　　

34
大曲農業：
太田 農文協３０２　実教３１１　実教３０４ 農文教３０２　実教３１１　実教３０４

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41
横手清陵学
院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田 実教３０３　実教３０４　実教３０６　実教３１１　実教３１２　実教３１３　実教３１８　実教３２０　実教３２５
実教３０３　実教３０４　実教３０６　実教３１１　実教３１２　実教３１３　実教３１８　実教３２０　実教３２５　
実教３２６

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

雄　勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24
秋田明徳
館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24
秋田明徳
館：通

農業
学校番号 高等学校名



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6
大館国際情
報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34
大曲農業：
太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41
横手清陵学
院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

雄　勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24
秋田明徳
館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24
秋田明徳
館：通

学校番号 高等学校名

令和２年度 平成３１年度

実教３０１　実教３０２　実教３８５　実教３１３　実教３１４　実教３１７　実教３１８　実教３４５　実教３８８
実教３８９　実教３９２　実教３９３　実教３９４　実教３５９　

実教３０１　実教３０２　実教３８５　実教３１３　実教３１４　実教３１７　実教３１８　実教３４５　実教３８８
実教３８９　実教３９２　実教３９３　実教３９４　実教３５９

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０８　実教３１３　実教３１４　実教３１７　実教３１８
実教３２１　実教３２２　実教３３４　実教３３５　実教３４５　実教３５８　実教３６０　実教３６１　実教３６２
実教３６３　実教３６４　実教３６５　実教３６６　実教３７４　実教３７６　実教３７７　実教３７８　実教３８５
実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９４　コロナ３３０　コロナ３３１

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０８　実教３１３　実教３１４　実教３１７　実教３１８
実教３２１　実教３２２　実教３３４　実教３３５　実教３４５　実教３５８　実教３６０　実教３６１　実教３６２
実教３６３　実教３６４　実教３６５　実教３６６　実教３７４　実教３７６　実教３７７　実教３７８　実教３８５
実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９４　コロナ３３０　コロナ３３１

実教３３５ 実教３３５

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０６　実教３８５　実教３１３　実教３１５　実教３１６
実教３１９　実教３２０　実教３４５　実教３８８　実教３８９　実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９４
実教３３３　実教３６０　実教３６１　実教３３４　実教３６２　実教３６３　実教３７６　実教３７７　実教３３５
実教３６４　実教３６５　実教３７８　実教３６６　実教３７９　

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０６　実教３０７　実教３０８　実教３８５　実教３８６
実教３１３　実教３１５　実教３１６　実教３１９　実教３２０　実教３４５　実教３８８　実教３８９　実教３９１
実教３９２　実教３９３　実教３９４　実教３３３　実教３６０　実教３６１　実教３３４　実教３６２　実教３６３
実教３７６　実教３７７　実教３３５　実教３６４　実教３６５　実教３７８　実教３６６　実教３７９　実教３８０　

実教３０８　実教３１３　実教３４５　実教３２１　実教３０７　実教３１７ 実教３０８　実教３１３　実教３１４　実教３１７　実教３４５　実教３２１　実教３６１　実教３３５　実教３７９

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０８　実教３１３　実教３１４　実教３１５　実教３１６　実教３１８　
実教３２２　実教３２３　実教３３８　実教３３９　実教３４５　実教３４７　実教３５９　実教３６８　実教３８５　
実教３８６　実教３９０　実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９５　電機大３８１

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０８　実教３１３　実教３１４　実教３１５　実教３１６　実教３１８　
実教３２２　実教３２３　実教３３８　実教３３９　実教３４５　実教３４７　実教３５９　実教３６８　実教３８５　
実教３８６　実教３９０　実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９５　電機大３８１

実教３３５ 実教３３５

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０６　実教３１３　実教３１４　実教３１５　実教３１６
実教３１８　実教３３４　実教３３５　実教３３６　実教３３７　実教３４５　実教３５９　実教３６２　実教３６３　
実教３６４　実教３６５　実教３６６　実教３６７　実教３７６　実教３７７　実教３７８　実教３７９　実教３８０
実教３８５　実教３８６　実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９４　コロナ３３０　コロナ３３１

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０６　実教３１３　実教３１４　実教３１５　実教３１６　
実教３１８　実教３３４　実教３３５　実教３３６　実教３３７　実教３４０　実教３４５　実教３５９　実教３６２　
実教３６３　実教３６４　実教３６５　実教３６６　実教３６７　実教３７６　実教３７７　実教３７８　実教３７９　
実教３８０　実教３８５　実教３８６　実教３９１　実教３９２　実教３９３　実教３９４　コロナ３３０　コロナ３３１

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０８　実教３１３　実教３１５　実教３１６　実教３１８　
実教３３４　実教３３６　実教３３７　実教３４５　実教３５８　実教３６２　実教３６３　実教３６７　実教３７６　
実教３７７　実教３８０　実教３８５　実教３９０　実教３９１　実教３９２　実教３９４　オーム３１１　コロナ３１
２　

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０８　実教３１３　実教３１５　実教３１６　実教３１８　
実教３３４　実教３３６　実教３３７　実教３４５　実教３５８　実教３６２　実教３６３　実教３６７　実教３７６　
実教３７７　実教３８０　実教３８５　実教３９０　実教３９１　実教３９２　実教３９４　オーム３１１　コロナ３１
２　

実教３０６　実教３３５　実教３６４　実教３６５　実教３６６　実教３７８　実教３７９ 実教３０１　実教３０６　実教３３５　実教３６４　実教３６５　実教３６６　実教３７８　実教３７９

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０６　実教３１７　実教３１８　実教３２１　実教３２２　
実教３３４　実教３３５　実教３４５　実教３５８　実教３５９　実教３６１　実教３６２　実教３６３　実教３６４　
実教３６５　実教３６６　実教３７４　実教３７６　実教３７７　実教３７８　実教３７９　実教３８５　実教３９１　
実教３９２　実教３９３　実教３９４　実教３９５　コロナ３３０　コロナ３３１

実教３０１　実教３０２　実教３０３　実教３０５　実教３０６　実教３１７　実教３１８　実教３２１　実教３２２　
実教３３４　実教３３５　実教３４５　実教３５８　実教３５９　実教３６１　実教３６２　実教３６３　実教３６４　
実教３６５　実教３６６　実教３７４　実教３７６　実教３７７　実教３７８　実教３７９　実教３８５　実教３９１　
実教３９２　実教３９３　実教３９４　実教３９５　コロナ３３０　コロナ３３１

実教３０１　実教３０５　実教３０７　実教３８５　実教３３４　実教３３５　実教３６２　実教３６３　実教３７６　
実教３７７　実教３８８　実教３８９　実教３９５　実教３３３　実教３６０　実教３９２　実教３９３　実教３７４　
実教３６１　実教３１５　実教３１６　実教３１９　実教３２０　実教３４５　実教３０２　実教３１３

実教３０１　実教３０５　実教３０７　実教３８５　実教３３４　実教３３５　実教３６２　実教３６３　実教３７６　
実教３７７　実教３８８　実教３８９　実教３９５　実教３３３　実教３６０　実教３９２　実教３９３　実教３７４　
実教３６１　実教３１５　実教３１６　実教３１９　実教３２０　実教３４５　実教３０２　実教３１３

実教３０１　実教３０２　実教３１５　実教３１６　実教３１９　実教３２０　実教３２１　実教３２２　実教３２３　
実教３３０　実教３３１　実教３４５　実教３５８　実教３５９　実教３８５　実教３９２　実教３９４

実教３０１　実教３０２　実教３１７　実教３１８　実教３２１　実教３２２　実教３２３　実教３４５　実教３５８　
実教３５９　実教３８５　実教３９２　実教３９４　コロナ３３０　コロナ３３１

工業



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6
大館国際情
報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34
大曲農業：
太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41
横手清陵学
院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

雄　勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24
秋田明徳
館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24
秋田明徳
館：通

学校番号 高等学校名

令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度

実教３３８　実教３４３ 実教３３８　実教３４３

実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３５２ 実教３３８　実教３４２　実教３５２

暁３０２　実教３４３　 暁３０２　実教３４３

実教３２５　実教３３８　実教３４２ 実教３２５　実教３３８　実教３４２

実教３１５　実教３２４　実教３２５　実教３２９　実教３３３　
実教３３４　実教３３６　実教３３８　実教３４３　実教３４５
実教３４８　実教３５０　実教３５２　実教３５４　実教３５８　

実教３１５　実教３２４　実教３２６　実教３２９　実教３３３　
実教３３４　実教３３６　実教３３８　実教３４３　実教３４５
実教３４８　実教３５０　実教３５２　実教３５４　実教３５８　

実教３３８、実教３４３、実教３４５　実教３３４ 実教３３８、実教３４３、実教３４５

実教３５２ 実教３３８　実教３４３　実教３４５　実教３５２

実教３１５　実教３１６　実教３２５　実教３２６　実教３２９　
実教３３３　実教３３４　実教３３６　実教３３８　実教３４２　
実教３４５　実教３４７　実教３５０　実教３５２　実教３５４　
実教３５８

実教３１５　実教３１６　実教３２５　実教３２６　実教３２９　
実教３３３　実教３３４　実教３３６　実教３３８　実教３４２　
実教３４５　実教３４７　実教３５０　実教３５２　実教３５４　
実教３５８

実教３４５　実教３２５　実教３５４　実教３３８　実教３５２　
実教３３３

実教３４５　実教３３６　実教３１５　実教３２５　実教３５４　
実教３３８　実教３４３　実教３５２　実教３３３

実教３３４　実教３３８　実教３４２ 実教３３４　実教３３８　実教３４２

実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３４５ 実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３４５
実教３０９　実教３１９　海文堂３０１　海文堂３０２　
海文堂３０３　海文堂３０５　海文堂３０６　
海文堂３１０　海文堂３１４　海文堂３１５　海文堂３１７　

実教３０９　実教３１９　電機大３１１　海文堂３０１　海文
堂３０２　
海文堂３０３　海文堂３０４　海文堂３０５　海文堂３０６　
海文堂３１０　海文堂３１３　海文堂３１４　海文堂３１５　
海文堂３１７　

実教３４５　実教３５２　実教３４３ 実教３４５　実教３５２　実教３４３

実教３３６　実教３３８　実教３４２　実教３５２ 実教３３６　実教３３８　実教３４２　実教３５２

実教３３４　実教３３６　実教３３８　実教３５２　東法３４４ 実教３３４　実教３３６　実教３３８　実教３５２　東法３４４

実教３１６ 実教３２９ 実教３３４　実教３３６ 実教３３９ 
実教３４２　実教３４３ 実教３４５ 実教３４８　実教３５０
実教３５２

実教３１６ 実教３２９ 実教３３４　実教３３６ 実教３３９ 
実教３４２　実教３４３ 実教３４５ 実教３４８　実教３５０
実教３５２

実教３３４　実教３３８ 実教３３８　実教３３４

東法３３５　東法３４６　実教３３９　実教３４２ 実教３３９　実教３４２　東法３３５　東法３４６

実教３２５　実教３３６　実教３３８ 実教３２５　実教３３６　実教３３８

東法３３５　実教３３８　実教３４２ 東法３３５　実教３３８　実教３４２

実教３５０　実教３５２　東法３３５　東法３３７　東法３４０　
東法３４４　東法３４９　東法３５５

実教３５０　実教３５２　東法３３５　東法３３７　東法３４０　
東法３４４　東法３４９　東法３５５

実教３３４　実教３３９　実教３４３　東法３４６ 実教３３４　実教３３９　実教３４３　東法３４６

実教３３８　実教３４２　東法３３５　東法３４６ 実教３３８　実教３４２　東法３３５　東法３４６

実教３２９　実教３３０　実教３３３　実教３４３　実教３５２
暁３０２　東法３３７　東法３４０　東法３４４　東法３４９
東法３５１　

実教３１６　実教３２９　実教３３０　実教３３３　実教３４３　
実教３５２　暁３０２　東法３３７　東法３４０　東法３４４　
東法３４９　東法３５１　

実教３３４　実教３３８　実教３４２ 実教３３４　実教３３８　実教３４２

実教３１６　実教３２５　実教３３６　実教３３９　実教３４３　
実教３４８　実教３５０　実教３５２　東法３４６

実教３１６　実教３２５　実教３３６　実教３３９　実教３４３　
実教３４８　実教３５０　実教３５２　東法３４６

実教３１５　実教３２４　実教３３０　実教３３３　実教３３４　
実教３３６　実教３３９　実教３４２　実教３４５　実教３４８　
実教３５０　実教３５２

実教３１５　実教３２４　実教３３０　実教３３３　実教３３４　
実教３３６　実教３３９　実教３４２　実教３４５　実教３４８　
実教３５０　実教３５２

実教３３４　実教３４３

実教３３４　実教３３８　実教３４３

実教３３４　実教３３９　実教３４２ 実教３３４　実教３３９　実教３４２

実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３４５ 実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３５２

実教３３４　実教３３８

実教３３４　実教３４２

実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３４５　東法３５３ 実教３３４　実教３３８　実教３４２　実教３４５　東法３５３

実教３３４　実教３４５　実教３４３ 実教３３４　実教３４５　実教３４３

実教３４４　東法３４４ 実教３３４　東法３４４

実教３３４　実教３３６　東法３４０　実教３４３ 実教３３４　実教３３６　東法３４０　実教３４３

実教３３８　実教３４２ 実教３３８　実教３４２

商業 水産



1 花　輪

2 十和田

3 小　坂

4 大館鳳鳴

5 大館桂桜

6
大館国際情
報学院

7 秋田北鷹

8 二ツ井

9 能　代

10 能代松陽

11 能代工業

12 能代西

13 五城目

14 男鹿海洋

15 男鹿工業

16 秋田西

17 金足農業

18 秋　田

19 秋田北

20 秋田南

21 秋田中央

22 新　屋

23 秋田工業

27 本　荘

28 由　利

29 由利工業

30 矢　島

31 西　目

32 仁賀保

33 西仙北

34 大曲農業

34
大曲農業：
太田

35 大　曲

36 大曲工業

37 角　館

38 六　郷

39 横　手

40 横手城南

41
横手清陵学
院

42 平　成

43 雄物川

44 増　田

45 湯　沢

46 湯沢翔北

46 湯沢翔北：雄勝

雄　勝

47 羽　後

4 大館鳳鳴・定

8 二ツ井・定

11 能代工業：定

24
秋田明徳
館：定

27 本　荘：定

37 角　館：定

39 横  手：定

24
秋田明徳
館：通

学校番号 高等学校名

令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度 令和２年度 平成３１年度

教図３０４ 教図３０４

実教３１１ 実教３１１

実教３０３　実教３０６　実教３１１
実教３１３

実教３０３　実教３０６　実教３１１
実教３１３

実教３０１　実教３０３ 実教３０１　実教３０３

教図３１２ 教図３１２

実教３１３ 実教３１３

教図３０４ 教図３０４ 実教３０３ 実教３０３

実教３０３　教図３０４　実教３０６　
教図３１２

実教３０３　教図３０４　実教３０６　
教図３１２

実教３０１　実教３０３　実教３０２ 実教３０１　実教３０３　実教３０２

実教３０３　実教３１１　実教３１３ 実教３０３　実教３１１　実教３１３

実教３１３ 実教３１３

教図３１２　実教３１１ 教図３１２　実教３１１

教図３０４　実教３０６　実教３１３ 教図３０４　実教３０６　実教３１３ 実教３０１　実教３０２　実教３０３ 実教３０１　実教３０２　実教３０３

実教３１１　教図３１２ 実教３１１　教図３１２ 実教３１１

実教３１１　実教３１３ 実教３１１　実教３１３

教図３１２ 教図３１２

実教３１３ 実教３１３
実教３０１　実教３０２  実教３０３　
実教３０４

教図３０４　実教３０６　実教３１３ 教図３０４　実教３０６　実教３１３

実教３０１　実教３０２　実教３０３
実教３０４　実教３０５　実教３０７
実教３０８　実教３０９

実教３０１　実教３０２　実教３０３
実教３０４　実教３０５　実教３０７
実教３０８　実教３０９

実教３０３　教図３０４　実教３１３ 実教３０３　実教３１３　教図３０４ 実教３０１ 実教３０１

実教３０６　実教３１１　実教３１３
教図３０９

実教３０６　実教３１１　実教３１３
教図３０９

実教３０１　実教３０２ 実教３０１　実教３０２

実教３０６　実教３１３ 実教３０６　実教３１３

教図３０４　実教３０６　教図３１２ 教図３０４　実教３０６　教図３１２

実教３０６　実教３１１　実教３１３ 実教３０６　実教３１１　実教３１３
実教３０１　実教３０２　実教３０３
実教３０４　実教３０５　実教３０６

実教３０１　実教３０２　実教３０３
実教３０４　実教３０５　実教３０６

教図３１２ 教図３１２

教図３０９　実教３０２　実教３０６
実教３１１　実教３１３

教図３０８　教図３０９　教図３１２
実教３０２　実教３０６　実教３１１

実教３０１　実教３０２　実教３０３ 実教３０１　実教３０２　実教３０３

教図３１２　
実教３０１　実教３０２　実教３０３
実教３０４

教図３１２　
実教３０１　実教３０２　実教３０３
実教３０４

教図３０４　教図３１２ 実教３１１　実教３１３

実教３０６　実教３１１　実教３１３ 実教３０６　実教３１１　実教３１３

教図３１２ 教図３１２

実教３１３ 実教３１３

家庭 情報 福祉


