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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 01　膳所高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

国語 現代文Ｂ ２年 ３３７ 精選現代文Ｂ　改訂版

定評のある教材に固執することなく、時代やテーマ、題材など非
常に多岐で、生徒の興味関心を掻き立てる教材が多い。生徒の基
本的な文学的教養の醸成とともに、発展的な思考力を養うことが
できる点が評価できる。

１４３ 筑摩

国語 古典Ｂ ２年 ３３９ 古典Ｂ　改訂版　古文編

教科書内で扱われている教材の種類や量は標準的であるが、注釈
の分量やレイアウトの工夫などに、生徒の学びへの配慮が見受け
られる。内容的にも、特定の教材の分量を意図的に長く採るなど
興味関心を掻き立てる工夫が見られる点が良い。

５０ 大修館

国語 古典Ｂ ２年 ３４０ 古典Ｂ　改訂版　漢文編
定評のある教材が標準的に収録されているのに加えて、漢詩や思
想を扱う教材が非常に豊富である。また、文章レイアウトなども
秀逸であり、生徒の学びを促すような配慮がされている。

５０ 大修館

国語 現代の国語 １年 ７０８ 現代の国語
幅広い分野の文章に触れられるよう、また、読解力が段階的に向
上できるように系統的に教材が配置されている。「話すこと・聞
くこと」「書くこと」についての教材も充実している。

１０４ 数研

国語 言語文化 １年 ７０７ 言語文化

古典初学者に触れるにふさわしい作品がバランスよく収録されて
いる。また、文章の理解を深めるうえで必要な知識や情報が簡潔
にまとめられており、生徒が文章に触れた時に自分たちの経験に
基づき、内容を正しく理解できるように促すような構成になって
いる。

１０４ 数研

地理歴史 日本史Ｂ ２年 ３１２ 日本史Ｂ　新訂版

丁寧で詳細な叙述がなされている。特に、古代律令制や中世仏教
の特徴や変遷などにおいては、最新の研究成果を踏まえるととも
に、歴史を大局的な視座から捉えられるような工夫がある。史料
や主題学習も豊富であり、本校の生徒の使用に適している。

７ 実教

地理歴史 地理Ｂ ２年 ３０４ 新詳地理Ｂ

学習上の重要項目をもれなく丁寧に記述していて、知識を確実に
定着でき、自主的な学習にも適している。全編を通して、世界と
日本の新しい動向を掲載しているので、変化する世界各地の様子
を学習でき、本校の生徒の使用に適している。

４６ 帝国
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 01　膳所高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

地理歴史 地図 ２年 ３１０ 新詳高等地図

学習上必要不可欠な、一般図・資料図・都市図・統計が適切に掲
載されていて、一般図、資料図ともに色覚特性に配慮した色遣い
である。一般図には、位置図が付され地球上のどこに位置してい
るのかが一目で分かるようにするなど工夫がされている。

４６ 帝国

地理歴史 地理総合 １年 ７０３ 高等学校　新地理総合

豊富な写真や図表と因果関係がわかる本文を通して，地理的な見
方・考え方を働かせた学習ができる。また、最新の具体事例を数
多く扱い、世界各地の生活文化の特色や現代世界が抱える諸課題
を学ぶことで異文化理解につながる工夫がなされている。

４６ 帝国

地理歴史 歴史総合 １年 ７０３ 詳述歴史総合

本文や図版などの資料、テーマ学習のバランスがよく、歴史的事
象を構造的に理解するのに適している。本文の詳細な記述や図版
の豊富さ、本文の見やすさによって、今後世界史探究、日本史探
究へと学習を進めていく上で、自身の課題設定能力や調査研究力
を伸ばしていくことが期待できる。

７ 実教

地理歴史 地図 １年 ７０２ 新詳高等地図

諸地域を多面的・多角的な視点で把握できるよう，一般図や資料
図を中心に，鳥瞰図や都市圏拡大図など様々な地図が掲載されて
いる。また、諸課題の解決に向けて主体的に考えられるよう、背
景や影響に関して考察できる地図や資料が多数掲載されている。

４６ 帝国

公民 公民探究 ３年 ３１１ 倫理

丁寧に本文が叙述され偏りがなく、他と比較しても詳しい。特に
西洋近代思想は時系列に従って構成され、理解しやすい。現代思
想に関する記述も充実している。本文の記述が詳しく、本校生徒
が自主的、自発的に学習することにも適している。

２ 東書

公民 公民探究 ３年 ３１２ 高校政治・経済　新訂版

丁寧で論理的な説明を心がけており、基礎的・基本的な事項が体
系的に理解できる。時事的内容も豊富に取り入れ、データに基づ
き学習できる。課題探究学習では、前半の該当するページとの相
互関連がはかられており、本校生の使用に適している。

７ 実教

公民 現代社会 ２年 ３１９ 改訂版　現代社会

基本的な事項だけでなく、特に経済や社会に関する現代的なキー
ワードが掲載され、科学的に考えるための軸となるものを提供し
ている。生徒が現代社会の課題の学習を探究的に深めることが可
能な教科書である。

１０４ 数研
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 01　膳所高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

数学
ＳＳ数学Ⅱ

理数ＳＳ数学
Ⅱ

２年 ３１５ 数学Ⅲ　Ａｄｖａｎｃｅｄ

例題や問、問題、章末練習問題等基本から応用まで適切に掲載さ
れている。また、解説や問題がわかりやすく、極限に関する説明
や表現も適切である。本校の生徒が予習しやすい構成である。ア
クティブ・ラーニングや思考力を高めるための題材も用意されて
おり、興味深い内容になっている。

２ 東書

数学

数学Ｂ
ＳＳ数学Ⅱ

理数ＳＳ数学
Ⅱ

２年 ３１６ 数学Ｂ　Ａｄｖａｎｃｅｄ

例題や問、問題、章末練習問題等基本から応用まで適切に掲載さ
れている。また、解説や問題がわかりやすい。本校の生徒が予習
しやすい構成である。アクティブ・ラーニングや思考力を高める
ための題材も用意されており、興味深い内容になっている。

２ 東書

数学
ＳＳ数学Ⅰ

理数ＳＳ数学
Ⅰ

１年 ７１２ 数学Ⅰ

基本から応用まで簡潔であり、かつ厳密な表記がなされている。
特に証明では工夫された厳格な証明法を採用している。数学的表
記もわかりやすい。ＩＣＴコンテンツが充実している。各章の目
標を意識させ、数学への意欲・関心を高める記述、構成で、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。

１０４ 数研

数学
ＳＳ数学Ⅰ

理数ＳＳ数学
Ⅰ

１年 ７０９ 数学Ⅱ

簡潔でわかりやすくかつ厳密に解説され、学習を効率的に進めら
れる構成となっている。問題・章末問題のレベルも生徒が主体的
に学ぶのにふさわしい。ＩＣＴコンテンツが充実している。発展
で扱われている内容が本校の授業に必要かつ十分な内容になって
いる。

１０４ 数研

数学
ＳＳ数学Ⅰ

理数ＳＳ数学
Ⅰ

１年 ７１２ 数学Ａ

簡潔でわかりやすい記述になっている。特に、「数学と人間の活
動」分野ではユークリッド互除法、合同式が丁寧に解説されてい
る。各章の目標を意識させ、数学への意欲・関心を高める記述、
構成である。問題、章末問題も本校生徒の実情に適したレベル、
分量である。

１０４ 数研

理科 ＳＳ物理Ⅱ ２年 ３０８ 改訂　物理
必要な用語、内容がもれなく掲載されており、物理基礎との関連
も重視されている。「コラム」では、近年の科学技術、歴史的な
話題などを取り上げ、物理への興味・関心を惹く工夫がある。

２ 東書
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 01　膳所高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

理科 理数物理 ２年 ３１４
改訂版　総合物理１
力と運動・熱

物理基礎・物理の内容をまとめた構成となっていて、理数物理の
学習の進め方と合致している。「ＺＯＯＭ」「参考」などで物理
現象を掘り下げて考察したり、やや高度な内容も含む充実した演
習問題や例題・類題で理解を深められるよう工夫されている。

１０４ 数研

理科 理数物理 ２年 ３１５
改訂版　総合物理２
波・電気と磁気・原子

物理基礎・物理の内容をまとめた構成となっていて、理数物理の
学習の進め方と合致している。「ＺＯＯＭ」「参考」などで物理
現象を掘り下げて考察したり、やや高度な内容も含む充実した演
習問題や例題・類題で理解を深められるよう工夫されている。

１０４ 数研

理科
ＳＳ化学Ⅰ
理数化学
化学基礎

２年 ３１５ 化学基礎　新訂版

内容が豊富であり、効果的な図や写真が多く、丁寧な記述がされ
ている。身近な物質例が充実しており、興味・関心を高める工夫
がある。また、英語で説明された実験などの内容は、発展的な授
業への活用も可能となるため、本校の教科書として最適である。

７ 実教

理科
ＳＳ化学Ⅰ
理数化学

２年 ３１０ 化学　新訂版

適所に配置されている参考、発展、「Chemical Eyes」によっ
て、高校と大学との連携がスムーズにおこなえるような配慮がな
されており、理系学部への進学を希望する生徒の意識を高めるこ
とができるため、本校の教科書として適切である。

７ 実教

理科 地学基礎 ２年 ３０４ 地学基礎

説明の記述が詳しく、さらに随所に挿入された図の解説も丁寧に
なされている。また発展的な内容として、現代地球・宇宙科学の
題材が紹介され、生徒の興味・関心を高める学習に用いやすい。
さらに、地球環境問題や防災に関する記述も詳しく、地球科学と
市民生活との関わりの学習にも適している。

１０４ 数研

理科 ＳＳ物理Ⅰ １年 ７０９ 高等学校　物理基礎
図や写真が適切に配置されており、理解を助ける。また、掲載さ
れている例題や練習問題が的確であり、生徒が演習する際に扱い
やすい。

１８３ 第一

理科
ＳＳ生物Ⅰ

理数ＳＳ生物
Ⅰ

１年 ７１０ 高等学校　生物基礎
詳細でわかりやすい図が多用され、見やすい構成になっている。
発展的な内容も十分である。「資料」や「演習」として考察する
過程を重視した内容が盛り込まれ、学習に適している。

１８３ 第一
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 01　膳所高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

保健体育 保健・体育 １年 ７０２ 新高等保健体育

基礎的・基本的な事項が系統的・発展的に配列されている。グラ
フや図表が多く、生徒の読み取る力を高める構成となっている。
また、自分たちの健康と社会との関連について、わかりやすく記
載され、日常生活や将来へのつながりが理解しやすく、自ら学ぶ
意欲を高める内容にもなっている。

５０ 大修館

芸術 音楽Ⅱ ２年 ３０８
高校音楽Ⅱ　改訂版
Ｍｕｓｉｃ　Ｖｉｅｗ

音楽文化についての理解を深め、表現と鑑賞の能力を伸ばすのに
ふさわしい教材や写真・図版が精選されている。古典的な名作か
ら現代の楽曲まで幅広く掲載され、音楽史も総合芸術として学ぶ
ことが出来る。自ら選んで芸術を学ぼうとする生徒の意欲に応え
るものである。

１７ 教出

芸術 美術Ⅱ ２年 ３０３ 美術２

表現と鑑賞活動に用いる事例を、各章のテーマに基づき精選し提
示している。作家作品が整理されて大きく見やすく、生徒への説
明も過不足なく適切である。テーマに応じた自発的な思考や表現
活動を促す構成となっており全体を通してバランスが良い。

３８ 光村

芸術 書道Ⅱ ２年 ３０７ 新編　書道Ⅱ
特に漢字仮名交じりの書の学習において充実している。生徒が興
味・関心を持って自主的、主体的に取り組めるよう丁寧な解説が
なされ、多様で充実した参考作品が掲載されている。

１７ 教出

芸術 音楽Ⅰ １年 ７０２ 高校生の音楽１

ＧＩＧＡスクールに合わせてＱＲコンテンツが充実している。楽
譜と資料のバランスがよく、鑑賞、楽典部門も充実しており、主
体的に表現したり、積極的に鑑賞しようとする本校生徒の芸術の
学習にふさわしい。

２７ 教芸

芸術 美術Ⅰ １年 ７０３ 高校美術

美術と人間、社会との関わり方を様々な視点から生徒に問い、主
体的な活動や考察を促している。厳選された図版や文章は印象的
で、各単元内や次の単元との間に流れがある。アートとサイエン
ス、テクノロジーとの関係やデザイン思考などを積極的に取り入
れ、一貫してアートの意義や今後の展開を探究する構成である。

１１６ 日文

芸術 書道Ⅰ １年 ７０４ 書道Ⅰ

掲載作例が多様で高い水準であり、高校生の心に響く力強いもの
となっている。生徒が思考を深めながら段階的に技術を獲得して
いける内容となっており、ウェブサイトの活用の仕方も生徒の興
味関心を高め主体的な学びを促すものとなっている。

１７ 教出
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 01　膳所高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３３４
Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＥＬＥＭＥＮＴ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

幅広いテーマで興味を持たせる内容である。英文が見開き２ペー
ジの構成となっていて、文章全体を見て内容把握をするのに効果
的である。また、ディスコーススキルを用いた読み方ができるよ
うに工夫されており、写真等を使って導入でき、各レッスンの最
後には学習した内容をコミュニケーション活動につなげられるよ
うに構成されている。

６１ 啓林館

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３３７
Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＥＬＥＭＥＮＴ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

英文が見開きページの構成になっており、文章全体を把握するの
に効果的である。英文の題材は社会的にあまり知られていないよ
うな話題も扱っており、知的好奇心をそそるものとなっている。
課末の演習も、英語による思考力・表現力を育成できるよう工夫
されている。

６１ 啓林館

外国語 英語表現Ⅱ ２年 ３１８

ＣＲＯＷＮ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

身近なものから国際的な視点まで幅広い題材について表現する力
をつけられるよう考えられている。読む・聞く・話す・書く４技
能すべての活動ができるよう構成されており、それぞれの技能を
身につけるのに十分な演習の量が確保されている。

１５ 三省堂

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７０７
ＣＲＯＷＮ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

題材に近年話題に上ったものが採用されており、生徒の知的好奇
心をそそる。各英文は長めで、まとまった長さの英文を読むこと
ができる。題材の内容に応じた様々な活動で４技能をバランスよ
く伸ばし、自学自習によって力をつけることができる。

１５ 三省堂

外国語 論理・表現Ⅰ １年 ７０８

Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｌｏｇｉｃ　ａｎｄ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ
Ａｄｖａｎｃｅｄ

基礎的な表現から難易度の高い論述まで幅広い演習ができ、系統
立てて学習することができる。個人の発表やペアやグループによ
る活動など、様々な形式で多様な表現を学習できるように工夫さ
れているほか、論理的思考を養う演習も用意されている。

６１ 啓林館

家庭 家庭基礎 １年 ７０１ 家庭基礎　自立・共生・創造

基礎的知識・技術を身につけることに基本がおかれている。単元
ごとにホ－ムプロジェクトのテ－マのヒントが掲載されており、
課題研究を進めるのに適している。また、自立に向けての実践活
動につなげる工夫がされている。図表や参考例などの資料の配置
が適切であり、キーワードが太文字・青文字で要点が分かりやす
く、自主的な学習がすすめやすい。

２ 東書

探究
探究

探究Ｓ
１年 ７０２

情報Ⅰ
Ｓｔｅｐ　Ｆｏｒｗａｒｄ！

構成が理論，実習，資料に分かれており，生徒が自ら学び，実践
する能力を習得するのに適している。見開き２ページで１つの内
容となっており，見やすい。

２ 東書
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教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

国語 国語表現 ３年 ３０６ 国語表現　改訂版

言語活動を充実させ、思考力・判断力・表現力を高めるよう発問
や演習が工夫されている。「書くこと」・「話すこと」などの表
現方法がバランスよく学べ、またポイントが明記されており自学
自習にも取り組めるよう工夫されている。

１７ 教出

国語 現代文Ｂ ２年 ３３１ 精選現代文Ｂ　新訂版
段階的に作品が配列されており、効果的に学習が進められるよう
な構成になっている。また、図や挿絵などが多く、生徒が理解し
やすいような工夫がされている。

５０ 大修館

国語 古典Ａ ２年 ３１４
高等学校　改訂版　標準古典Ａ
物語選

ジャンル別に内容が配列されているので、生徒が系統的に学習す
ることができる構成になっている。また学習のポイントが明記さ
れており、生徒が単元ごとに要点をとらえやすく、効果的に学習
を進められる教材である。

１８３ 第一

国語 古典Ｂ ２年 ３５３ 高等学校　改訂版　標準古典Ｂ

ジャンル別に、内容が配列されており、効果的に学習が進められ
る構成となっている。写真や図などの資料も豊富で、生徒の学ぶ
意欲を喚起する工夫がなされている。生徒の状況に応じて効果的
に学習できるよう配慮されている。

１８３ 第一

国語 現代の国語 １年 ７１３ 高等学校　現代の国語

論理的な文章と文学的な文章の両方を配列して、論理的に読み取
る力を伸ばし、思考力や判断力を養うように工夫されている。
「言語活動」の部分はコンパクトにまとめてあり探究的な学びへ
とつながるように工夫されている。教材は近代のものから現代の
ものまで、バランスよく配置されており、生徒の興味を引きやす
い。

１８３ 第一

国語 言語文化 １年 ７１３ 高等学校　言語文化

古文や漢文の教材が厳選されており、わが国の言語文化に対する
理解を深めさせる上で効果的であるとともに、生徒が基礎的・基
本的な知識・技能を習得できるように工夫されている。学習の手
引きとなる資料等も見やすくまとめられており、学習への興味・
関心や意欲が高まると思われる。

１８３ 第一
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教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

地理歴史 世界史Ｂ ３年 ３１０ 詳説世界史　改訂版

単元の区切りや流れがよく練り上げられており、各地域の時代の
流れと、世界全体の動きを総合的に理解しやすい構成である。ま
た、記述内容も詳細で、関連した地図や資料が過不足なく適所に
配されている。

８１ 山川

地理歴史 日本史Ｂ ３年 ３０９ 詳説日本史　改訂版

記述がより詳細になり、内容が理解しやすくなった。特に各時
代・各分野について詳しく記述され、時代の推移・発展がとらえ
られるよう、学ぶ意欲が高まるよう工夫されている。史料や写真
資料・地図も充実していて、内容が明確でわかりやすい。

８１ 山川

地理歴史 地理Ｂ ３年 ３０４ 新詳地理Ｂ

地誌に関して十分な分量が取り上げられており、地域の理解が深
まる内容である。また、系統地理の分野も配列に工夫が見られ
る。地理の学習に必要と思われる事柄がしっかりと記載されてお
り、思考力・判断力・表現力を高める工夫がなされている。

４６ 帝国

地理歴史 世界史Ａ ２年 ３１４ 明解　世界史Ａ

各章の扉部分の導入部には、地図などの資料が引用され興味・関
心が持てるよう、学ぶ意欲が高まるよう工夫がなされている。わ
かりやすい図版や興味を引く資料などを引用し、新しい角度から
の展開がなされている。

４６ 帝国

地理歴史 日本史Ａ ２年 ３１４ 現代の日本史　改訂版

時代の特色や推移を、国際環境とのかかわりの中で理解できるよ
うに、時期別に構成されており、内容も充実している。また、各
章にコラムを多く取り入れており、生徒の思考力・判断力・表現
力を高める工夫がなされている。

８１ 山川

地理歴史 地理総合 １年 ７０３ 高等学校　新地理総合

模式図や写真と本文が連動するように掲載されており、知識の定
着が期待できる教科書である。本文の説明が丁寧であり、その中
にはSDGｓの内容も含んでおり、今日の社会問題解決を見据えた
内容が充実している。

４６ 帝国

地理歴史 地図 １年 ７０２ 新詳高等地図

一般図、主題図、統計資料がバランスよく掲載されている。ま
た、史跡地図や環境問題を取り上げた主題図、ハザードマップ等
も掲載されている。世界・日本の幅広い情報と色彩豊かな表現に
より、生徒自らがあらゆる教科との関連性を見つけながら興味関
心をもって学習に取り組むことができる。

４６ 帝国
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教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

公民 政治・経済 ３年 ３１３ 最新政治・経済　新訂版

基本的な事項を中心に、具体的で身近な題材や時事問題を豊富に
取り上げており、生徒の思考力・判断力を高めるように工夫され
ている。また、テーマ学習のためのビジュアル特集や、全編にわ
たってカラー図版・写真が豊富に掲載されており、生徒が興味・
関心をもって学習に取り組むことができる。

７ 実教

公民 公共 １年 ７１１ 高等学校　新公共

現代社会を日常生活と関連づけながら、身近な問題となるように
工夫されている。資料が豊富で、自発的に学ぶ意欲を高めるよう
工夫されている。また、トピックも充実しており、生徒自らが現
代社会における課題について自発的に考えることができる題材が
多くある。

１８３ 第一

数学 数学Ⅲ ３年 ３２４ 改訂版　新編　数学Ⅲ

既習事項とのギャップが少なく、無理なく内容の理解を深めるこ
とができる。また、公式などの内容を、図を用いて視覚的に理解
できる。章末の内容では、単元で押さえておきたい考え方や応用
力が十分に養え、自主的・自発的に学習できるよう工夫されてい
る。

１０４ 数研

数学 数学Ⅱ ２年 ３２２ 新数学Ⅱ

分かりやすく丁寧に説明されており、イラストや写真、色使いに
より、視覚的にも理解しやすく、学習意欲を高める工夫がなされ
ている。練習問題の量や難易度も適当であり、理解の定着が図れ
る。また、補助的な解説図やチェック問題で自学自習ができ、主
体的に学ぶことができる。

７ 実教

数学 数学Ⅱ ２年 ３２９ 改訂版　新編　数学Ⅱ

例や例題の解説が簡潔で生徒が理解しやすく、基礎的・基本的な
知識が習得できるよう工夫されている。章末には発展的な問題も
扱っており、思考力・判断力・表現力を高める構成となってい
る。また、図を用いて視覚的に理解できるよう工夫されており、
学習意欲が高められる。

１０４ 数研

数学 数学Ｂ ２年 ３２７ 改訂版　新編　数学Ｂ
解説や図が生徒に理解しやすい表記となっており、基礎的・基本
的な知識が習得できるよう工夫がなされている。問題も精選さ
れ、学ぶ意欲を高める。

１０４ 数研

数学 数学Ⅰ １年 ７０７ 新編数学Ⅰ

数学が苦手な生徒にとっても、「見やすい紙面レイアウト」･
「読解をサポートする図解やイラスト」を随所に配置することで
理解を助けるよう構成されている。また、ＱＲコンテンツを用い
てビジュアルな感覚をサポートするなど学ぶ意欲を高めるよう工
夫されている。

７ 実教
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教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

数学 数学Ⅰ １年 ７１４ 新編　数学Ⅰ

生徒の理解を促す豊富な図が効果的に配置されており、基礎的基
本的な知識・技能が確実に身につくよう構成されている。デジタ
ルコンテンツも充実しており、視覚的な理解や応用・発展的な理
解を深める工夫もなされている。

１０４ 数研

数学 数学Ａ １年 ７０７ 新編数学Ａ

平易で分かりやすい例や例題に、見やすいレイアウトや図解等を
用いて基礎基本が習得できるような工夫がなされている。本文の
理解を助けるためのＱＲコンテンツも充実しており、補足的な説
明や問題を補うなど主体的に学ぶことができる。

７ 実教

数学 数学Ａ １年 ７１４ 新編　数学Ａ

既習事項の復習を導入として、基礎から標準・応用まで思考力･
判断力･表現力を育成する例題や問題を厳選している。色刷りや
図などを用い、視覚的にも理解を促す紙面作りがなされており、
デジタルコンテンツも充実している。

１０４ 数研

理科 生物 ２・３年 ３０７ スタンダード生物
写真や図が適度な大きさで上手に配置されており、生徒が視覚的
に理解しやすく興味・関心を引く工夫がある。また、内容も精選
され、要点がわかりやすいので効率のよい学習が期待できる

２ 東書

理科 物理基礎 ２年 ３２１ 高等学校　改訂　新物理基礎

たいへん見やすい教科書で、基礎的・基本的な知識・技能を習得
しやすい。例題の解答も丁寧に説明されており、自主的、自発的
な学習ができるように工夫されている。図表がカラフルで見やす
く、生徒の興味・関心を引く工夫がされている。

１８３ 第一

理科 物理 ２年 ３１６ 高等学校　改訂　物理

図が見やすく、丁寧に説明されていてわかりやすい。また、既習
事項や発展的な内容についても、わかりやすく明示されており生
徒が取り組みやすい内容である。さらに、コラムや科学史との関
連事項を記載するなど興味・関心を引き出す工夫がある。

１８３ 第一

理科 化学 ２年 ３０９ 改訂　新編化学
Ｂ５判の教科書で見やすく、写真や図がたくさん用いられてい
て、生徒の興味・関心を引く工夫がなされており、難しい内容も
理解しやすくなっている。

２ 東書
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教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

理科 地学基礎 ２年 ３０７ 地学基礎　新訂版
単元の配列が地球の構成、大気と海洋、太陽系と宇宙となってお
り、相互の関連が適切で、系統的・発展的に構成されている。図
表類も学ぶ意欲を高めるよう工夫されている。

７ 実教

理科 化学基礎 １年 ７１０ 新編　化学基礎

化学と実生活との関連について項目が設けてあり、興味関心を高
める工夫がある。中学の復習についても図や写真が多く用いられ
ていて、配慮があり、見やすい。また、グラフを読みとくの項目
もあり、探究する力を育成できるように工夫されている。

１０４ 数研

理科 生物基礎 １年 ７１１ 高等学校　新生物基礎

図や写真が多く用いられ、日常生活との関連が理解しやすく、学
ぶ意欲が高まることが期待できる。また、各節の終わりにまとめ
の問題があり、生徒の理解を深めやすい。また、資料、考察の
ページがあり探究的に学習を深めやすい。

１８３ 第一

保健体育 保健・体育 １年 ７０１ 現代高等保健体育

基礎的な事項をもれなく体系的に配列している。具体例を図解と
イラストで説明することで、生徒が理解しやすい。また、主体
的・対話的で深い学びにつながるような作業的内容も効果的に配
置されている。

５０ 大修館

芸術 音楽Ⅱ ３年 ３１２ 改訂版　ＯＮ！２
コラムが多く、探究活動につなげやすい。歌唱曲は生徒に取り組
ませたい作品が多く選曲されており、器楽曲もテレビなどでおな
じみの曲が多く、興味・関心を引き出せる内容となっている。

８９ 友社

芸術 美術Ⅱ ３年 ３０３ 美術２

テーマごとに適切な作品が掲載され学ぶ意欲を高めるよう配慮さ
れている。鑑賞をより深めるヒントが楽しく配置され言語活動を
充実させ、思考力・判断力・表現力を高めることができる。美術
Ⅰ・Ⅱを合わせると基本的な知識・技能が習得できるよう工夫さ
れている。

３８ 光村

芸術 書道Ⅱ ３年 ３０７ 新編　書道Ⅱ

篆隷の基本用筆を大きく示し見やすい。半紙臨書教材としての工
夫が感じられる。習わせたい古典が大きく掲載されていない部分
はあるが、おおむね良好である。漢字かな交じり文について工夫
の手立てが具体的に示されており、創造力が喚起され、生徒の学
習意欲を高める。

１７ 教出
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芸術 音楽Ⅰ １年 ７０３ ＭＯＵＳＡ１

ＱＲコードを読み取って実際に演奏しているところを見ることが
できる。歌唱については、ＪＰＯＰ、日本歌曲、外国の曲とバラ
ンスよく取り入れられている。教材が全体として生徒の興味、関
心を引き出し、学ぶ意欲を高めるよう工夫されている。

２７ 教芸

芸術 美術Ⅰ １年 ７０１ 美術１

表現・鑑賞の題材のバランスがよく学ぶ意欲を高められるよう適
切に配置されている。各題材で学習のねらい、作家の手法が示さ
れ学習を効果的に進めることができる。巻末資料の紙媒体の良さ
とＱＲコンテンツがリンクされ創作活動や鑑賞に役立てられる。

３８ 光村

芸術 書道Ⅰ １年 ７０５ 書Ⅰ

図版が大きく、紙面構成が印象的である。デジタルコンテンツも
工夫がある。作品制作のサイクルが示されており、学習活動への
見通しがもちやすい。文士の書の扱いにより、生徒の興味関心を
高めることが期待される。篆刻別冊は丁寧な解説で理解しやすい
内容となっている。

３８ 光村

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３３６
ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Ｆｉｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

様々な分野の題材が取り扱われており、見開きを各パートごとで
構成され見やすい。内容理解にはスキミングを取り入れ、また語
彙を英語で説明するなど工夫がされている。写真を使っての情報
補充で、英語が苦手な生徒にも取り組みやすい内容である。

６１ 啓林館

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３４２

ＭＡＩＮＳＴＲＥＡＭ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ
Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ
Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ　Ｒｅａｄｉｎｇ
Ｆｏｃｕｓ　Ａｄｖａｎｃｅｄ

英文を正確に速く読み解くためのリーディングスキルを学ぶこと
ができ、文の長さも適当である。設問も内容理解・要約・文構造
の確認と多岐にわたっている。関連した聞く・書く・話すなどの
活動も準備されており、バランスの取れた教科書である。

１７７ 増進堂

外国語 英語表現Ⅱ ３年 ３２２
Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ　Ａｃｅ

見開きで取り組みやすく、文法知識を確認しながら、練習に取り
組みやすい構成になっている。また、問題や例文等も充実してお
り、授業内での様々な活動に活用することができる。

６１ 啓林館

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３４１

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

身近な話題から社会的な題材を考える問題まで、日本と外国の比
較を上手に本書ではとらえられており、生徒の興味関心を引き出
すことができている。文法も適度に組み込まれており、生徒が学
習しやすいようになっている。

１０４ 数研
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 03　堅田高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３５４

ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

各パートに設けられているGet the Gistが２段階で構成されてい
る点が良い。また、章末のStory ReviewやCommunication Taskに
おいて、生徒に取り組みやすいような工夫がなされている。写真
も豊富で、生徒の本文理解に役立つことが期待できる。

２１２ 桐原

外国語 英語表現Ⅰ ２年 ３２８

Ｒｅｖｉｓｅｄ
Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ
Ａｄｖａｎｃｅｄ

各レッスンに、文法項目を含むModel Conversationが配置されて
おり、また、機能別に様々な表現が紹介されている点がよい。学
習した文法項目を使って自己表現できるよう、無理なく構成され
ている。

６１ 啓林館

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７０５
ＡＰＰＬＡＵＳＥ
ＥＮＧＬＩＳＨ
ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　Ⅰ

生徒が自らの問題として意識できる魅力的な題材を扱っており、
本文の内容理解を深め、表現活動へスムーズに繋げられる。練習
問題は具体的な場面を想像しながらインプットした知識を活用で
きるようになっている。

９ 開隆堂

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７２０
ＦＬＥＸ
ＥＮＧＬＩＳＨ
ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　Ⅰ

SDGsなど、生徒に考えさせたいトピックが厳選されており、深い
思考力を養う精読やアウトプット活動ができる。４技能スキルを
伸ばすためのタスクが豊富であり、活動のための支援となる画像
や図版も充実している。

１７７ 増進堂

外国語 論理・表現Ⅰ １年 ７０９

Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｌｏｇｉｃ　ａｎｄ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ
Ｓｔａｎｄａｒｄ

日常に即した場面・状況の中で文法や言語の働きを体系的に学習
しながら、表現力を身につけられ、使いやすい。随所に支援策が
設けられており、段階を踏みながらディベートやプレゼンテー
ションなどの活動ができるような構成になっている。

６１ 啓林館

家庭 家庭基礎 ２年 ３１４
新家庭基礎
パートナーシップでつくる未来

グラフ・表・挿絵などが多く、説明文など大変わかりやすく書か
れている。ＷＯＲＬＤ　ＮＯＴＥなど世界を視野に取り入れてい
るところが良い。

７ 実教

家庭 家庭総合 ２年 ３０９
新家庭総合
パートナーシップでつくる未来

各分野ともに、基礎的な知識・技術が習得できるよう工夫されて
いる。また、表やグラフが適切に配置されており、思考力や判断
力を高めて課題解決的な学習ができる。

７ 実教
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 03　堅田高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

情報 社会と情報 ２年 ３１４ 改訂版　高等学校　社会と情報

具体的な事例を取り上げ、コンピュータの役割や情報社会につい
てわかりやすく記述されており、日常生活との関わりが理解しや
すく、学ぶ意欲を高める内容となっている。さらに情報モラルに
ついても丁寧に解説している。

１０４ 数研

情報 情報Ⅰ １年 ７０８ 高等学校　情報Ⅰ

図や写真、表などが多く興味を引く構成となっている。また、
「情報技術が社会に及ぼす影響」について詳しく記載されている
点も本校生徒の実状とあっている。プログラムが３種類の言語
載っており、幅広い学習をすることに向いている。

１０４ 数研

- 14 -



高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 04　東大津高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

国語 古典Ａ ３年 ３１６
高等学校　改訂版　古典Ａ
大鏡　源氏物語　諸家の文章

既習の学習内容を踏まえた発展的な教材が多く、生徒の探究的な
学びにつながるものとなっている。また、各教材に関連した古典
常識に関する資料が多く、生徒の意欲関心を高めることができ、
我が国の言語文化への理解が一層深まるよう工夫されている。

１８３ 第一

国語 現代文Ｂ ２年 ３３９ 高等学校　改訂版　現代文Ｂ

日常生活との関連や将来へのつながりが理解しやすく、生徒の学
ぶ意欲を高めるものとなっている。また、内容の配列と相互の関
連が適切であり、系統的に構成されているため、生徒の自主的・
自発的な学習にも役立つようになっている。

１８３ 第一

国語 古典Ｂ ２年 ３４３ 改訂版　古典Ｂ　古文編
古典の世界を深く味わえる教材が豊富で、１年生での学習内容と
の接続もなされている。単元ごとに重要文法や古典常識に関する
コラムがあり、生徒の学習意欲を高めるものとなっている。

１０４ 数研

国語 古典Ｂ ２年 ３４４ 改訂版　古典Ｂ　漢文編

古典の世界を深く味わえる教材が豊富で、１年生での学習内容と
の接続もなされている。教材ごとに重要文法がまとめられてお
り、生徒の自学自習にも役立つ構成となっている。特に導入教材
には工夫が見られ、生徒の学習意欲を高めるものとなっている。

１０４ 数研

国語 現代の国語 １年 ７０８ 現代の国語
読解における基礎的・基本的な知識・技能を体系的に学べるよう
な教材が充実している。また、関連する形で言語活動が設定され
ており、深い学びにつながる工夫がされている。

１０４ 数研

国語 言語文化 １年 ７０７ 言語文化

多彩な題材が豊富に収録されており、確かな読解力と思考力を養
成できるよう工夫されている。また、比較読解用の教材も多数収
録されており、深い学びに結びつく構成になっている。デジタル
コンテンツも豊富である。

１０４ 数研

地理歴史 地理Ｂ ２・３年 ３０４ 新詳地理Ｂ

地理学習に必要な図、写真が新しくかつ豊富であり、内容も生徒
に興味や関心を抱かせるものが多い。地誌的考察も必要事項を簡
潔にまとめた構成になっており、アクティブ・ラーニングの展開
だけでなく、発展的学習にも適している。

４６ 帝国
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 04　東大津高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

地理歴史 地図 ２・３年 ３１０ 新詳高等地図

地理理解に適した図法と注目を集める地域に焦点を当てた工夫が
みられる。地図以外の資料やデータも、各地域ごとにコンパクト
にまとめられている。最新の情報も多く掲載され、自主的・自発
的な学習が行える工夫がなされている。

４６ 帝国

地理歴史 日本史Ｂ ２年 ３０９ 詳説日本史　改訂版

改訂版では本文の記述がさらに詳細となり、注釈も豊富でより時
代に忠実なものになった。また、史料や図版を多く取り入れて生
徒の興味・関心を引く工夫がなされているので、理解しやすく、
学ぶ意欲を高める内容になっている。

８１ 山川

地理歴史 歴史総合 １年 ７０８
現代の歴史総合
みる・読みとく・考える

単元ごとに問が設定され、図版や地図の配置が、生徒の興味・関
心を引くものになっており、本校の生徒が学ぶのに適していると
考える。

８１ 山川

公民 現代社会 ３年 ３１５ 最新現代社会　新訂版

基本的な学習事項をおさえた上で、自ら課題を見つけて、自主
的・自発的な学習ができるよう、工夫されている。また、最新の
動向がわかる資料やコラムが豊富であり、学ぶ意欲を高める内容
になっている。

７ 実教

公民 政治・経済 ３年 ３１１ 政治・経済

政治や経済に関する事象が簡明に記述され、相互に関連づけがな
され、基礎的･基本的な知識が体系的に理解できるようになって
いる。内容・構成なども指導しやすい工夫がみられ、生徒自らの
発展的・探究的な学習にも取り組みやすい。

２ 東書

公民 倫理 ２年 ３１０ 高等学校　改訂版　倫理

説明が明快でわかりやすく、自主的・自発的な学習への取り組み
に対する意識と工夫がみられる。図や写真等の資料も適切な量と
内容であり、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。

１８３ 第一

公民 公共 １年 ７０８ 公共

基本的な学習事項をおさえた上で、自ら課題を見つけて、自主
的・自発的な学習ができるような工夫がされている。また、中学
校での既習事項が示されており、理解を確認しながら取り組め
る。

１０４ 数研

- 16 -



高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 04　東大津高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

数学 数学Ⅲ ２年 ３２３ 改訂版　高等学校　数学Ⅲ

標準的な問題、重要な問題が例としてあげられており、量も適切
である。説明は丁寧で分かりやすく、生徒同士が対話的に知識を
簡潔な記述などで整理したり、復習がしやすいよう工夫されてい
る。また、視覚的にとらえ、抽象的内容を理解できるように工夫
されている。

１０４ 数研

数学 数学Ｂ ２年 ３２６ 改訂版　高等学校　数学Ｂ

標準的な問題から重要な問題まで充実しており、量も適切であ
る。授業の中でポイントが押さえやすい構成で、生徒が授業の中
で対話的に知識を深めていけるよう工夫されている。また簡潔な
記述と図などで生徒が自発的に整理・復習がしやすくなってい
る。

１０４ 数研

数学 数学Ⅰ １年 ７１３ 高等学校　数学Ⅰ

標準的な問題から重要な問題まで本校生徒にとって適切な内容が
掲載されている。また、はっきりとした色遣いや図で視覚的に捉
え整理しやすい構成になっており、学びに向かう姿勢を育てられ
るような工夫がされていて、生徒の「考える力」の養成に適した
内容である。

１０４ 数研

数学 数学Ⅱ １年 ７１０ 高等学校　数学Ⅱ

重要な問題を十分に押さえながら、順序よく内容理解ができる構
成になっている。簡潔な記述と図などで、生徒にとって整理しや
すく学習を効果的に進められるように工夫されている。また、コ
ラムの欄等に既習分野と関連した内容や深く考えられる内容が取
り上げられており、思考力・判断力・表現力を高め、学びに向か
う姿勢を育てられる工夫がなされている。

１０４ 数研

数学 数学Ａ １年 ７１３ 高等学校　数学Ａ

簡潔な記述と図などの配置が工夫されており、基礎的・基本的な
知識を取得し理解を深められる構成になっている。重要な問題を
十分に押さえながら、学習を効果的に進めることができる。「研
究」では発展的な内容も取り上げられており、生徒の自主的な学
習も期待でき、「考える力」の養成に適した内容である。

１０４ 数研

理科 生物 ２・３年 ３１１ 高等学校　改訂　生物

単元ごとのトピックスについても精選されており、図表もわかり
やすくシンプルに作られている。掲載されている例もオーソドッ
クスで理解しやすいが、平易過ぎることはなく詳細に説明されて
いる。本校の生徒にとって学びやすく良い教科書となっている。

１８３ 第一
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 04　東大津高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

理科 物理 ２年 ３１３ 改訂版　物理

本文中で、重要な公式の導出が丁寧にたどられており生徒の自主
的、自発的な学習が進めやすくなっている。また、法則等が式だ
けでなく、法則名や記号の説明とともに記されており学習の助け
になっている。

１０４ 数研

理科 化学基礎 ２年 ３１９ 改訂版　化学基礎

本文に密接に関連した図・写真・表がバランスよく構成されてい
て、質・量ともに十分である。また、図や表に吹き出しで説明が
あること、配色に工夫があることなどにより、自学自習できる形
になっている。

１０４ 数研

理科 化学 ２年 ３１３ 改訂版　化学

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て、
発展的な内容の記述も充実している。また、例題から始まり、自
力で考察する類題へとつながる流れや、学んだ内容を統括的に演
習する演習問題、化学史や科学技術に関係する記述により、自学
自習できる形になっている。

１０４ 数研

理科 物理基礎 １年 ７０８ 新編　物理基礎

物理現象をわかりやすく表した図や写真、生徒の気づきをサポー
トする注釈が適度に取り入れられている。要所には、学習内容を
振り返るための問いかけや思考問題、間違えやすい点などの重点
的な説明が設定されており、生徒が主体的に学習できるよう工夫
されている。

１０４ 数研

理科 生物基礎 １年 ７１０ 高等学校　生物基礎

Photo Gallery など鮮やかな写真で、生徒の興味を引き付ける工
夫がされている。また、文章だけでは理解しにくいバイオームの
単元の資料や写真が豊富であり、生徒の理解の助けとなると考え
られる。また、Checkのコーナーは生徒間の言語活動を促し、理
解を深めるよう工夫されている。

１８３ 第一

保健体育 保健・体育 １年 ７０１ 現代高等保健体育

基礎的な事項をもれなく体系的に配列している。写真や図版など
を用いて読み解く力を育んだり、項目末演習などを用いて思考
力・判断力・表現力等を高めたりするような工夫がなされてい
る。また、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。

５０ 大修館

芸術 音楽Ⅱ ３年 ３１１ 改訂版　高校生の音楽２
各領域において系統的な学習を進めていけるように歌唱・器楽・
鑑賞の楽曲が配列され、生徒が自らの課題を設定し、発展的に学
習に取り組み自ら学ぶ喜びを実感できるよう工夫されている。

８９ 友社
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 04　東大津高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

芸術 美術Ⅱ ３年 ３０４ 高校生の美術２

作品掲載数が多く、生徒の知的好奇心に訴え、また、系統的・発
展的に学習できる内容となっている。日常生活に関わる美術の役
割がわかりやすく、生涯に渡って美術を愛好し学ぶ意欲を高める
構成になっている。

１１６ 日文

芸術 書道Ⅱ ３年 ３０８ 書Ⅱ
古典の特徴が大きなフォントで端的にまとめてあり理解しやす
い。また、図版が美しく白黒反転処理した拡大図版や連続写真等
も多く取り入れ学ぶ意欲を高めるよう工夫されている。

３８ 光村

芸術 音楽Ⅰ １年 ７０４ ＯＮ！　１

地域別やジャンル別など領域別に構成されているなど、学ぶ意欲
を高めるよう工夫されている。また、合唱曲やアンサンブル曲も
内容・曲数ともに充実しており、基礎的・基本的な知識・技能を
習得できるように設定されている。

８９ 友社

芸術 美術Ⅰ １年 ７０３ 高校美術
図版や写真が美しく、文章や文字のレイアウトも新鮮で、美術へ
の意欲・関心を高められるような構成になっている。現代社会と
美術との関わりを重視するなど、内容も工夫されている。

１１６ 日文

芸術 書道Ⅰ １年 ７０５ 書Ⅰ

図版・写真等の使い方がダイナミックで知的好奇心に訴える新鮮
な紙面構成となっている。篆刻の手法も独自で実践的であり、ま
だ篆書を学んでいない１年生にも取り組みやすく、理解を深めら
れる内容になっている。

３８ 光村

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３４７

ＰＲＯ－ＶＩＳＩＯＮ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

英文の難易度、ボリューム、内容が生徒のレベルに適している。
また、扱われているテーマも生徒の意欲・関心をかき立てるもの
であり、理解の助けになる視覚教材も見やすく適量である。本文
について生徒がイメージを膨らませ、考えや意見をペアやグルー
プで共有しやすい構成となっている。

２１２ 桐原

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３３７

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＥＬＥＭＥＮＴ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

各課の構成が非常に見やすく学習しやすい。英文の質・量・レベ
ルも適切で、生徒が興味を持って取り組める題材が豊富である。
また、グループワークなど、学びを深めるためのアクティブ・
ラーニングにも対応できるよう、随所に工夫がなされている。

６１ 啓林館
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教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

外国語 英語表現Ⅱ ２年 ３２５
ＤＵＡＬＳＣＯＰＥ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ

見やすい構成で扱いやすく、４技能をバランスよく育成する上で
効果的であると考えられる。自己表現活動においてもステップご
とに取り組むことができ、スピーキングの点でも生徒の能力向上
が期待できる。

１０４ 数研

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７０７
ＣＲＯＷＮ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

生徒の意欲、関心をかきたてるようなテーマが多く扱われてお
り、話題性もある。また、inputからoutputに至るまで４技能習
得を意識した構成になっており、ペアーやグループで意見交換し
たりディスカッションにつなげていけるようによく工夫されてい
る。

１５ 三省堂

外国語 論理・表現Ⅰ １年 ７１８

ｂｅ
Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｌｏｇｉｃ
ａｎｄ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ
Ｓｍａｒｔ

先ず文法を意識した基本的表現をインプットした後、自分の言い
たいことを英語で伝える活動に移れるよう構成されている。問題
演習も比較的取り組み易いものから自由度の高いものへと配列さ
れており、学習者の目線で構成されている。

２３１ いいずな

家庭 消費生活 ３年 ３０８ 消費生活 文部科学省の著作本であり、教科書として唯一のものである。 ６ 教図

家庭 家庭基礎 １年 ７０４
Ｓｕｒｖｉｖｅ！！
高等学校　家庭基礎

自立した生活を営むために必要な基礎的・基本的な知識や技術を
学習できるよう、わかりやすい見出しを立てシンプルな構成であ
る。主体的・対話的で深い学びのために４コママンガが活用さ
れ、より身近に感じ学習意欲を引き出す工夫がされている。

６ 教図

情報 社会と情報 ２年 ３１４ 改訂版　高等学校　社会と情報

情報社会の諸問題等において基礎的・基本的な知識を習得できる
よう系統的・発展的に構成されている。また、情報の収集・発信
や課題解決に必要となる技能を生徒が主体的に身につけられると
ともに、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。

１０４ 数研
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教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

国語 国語表現 ３年 ３０７ 国語表現　改訂版
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。書く、話すといった行為を通して表現能力を高
めていく工夫がなされている。

５０ 大修館

国語 現代文Ｂ ２年 ３３４ 新編　現代文Ｂ

内容の配列と相互の関連が適切であり、学習を効果的に進められ
る構成になっている。随想、小説、評論とバランスよく配置され
ている。解説も適度に付され、生徒の学ぶ意欲を高める工夫が随
所に見られる。

１０４ 数研

国語 古典Ａ ２年 ３１５ 古典Ａ　物語選　改訂版

内容が充実しており、図や絵も多用されていて読みやすく、本校
生徒の状況に合っている。また、教材の配列も相互関係を意識し
たもので授業における関連がわかりやすいため、生徒の学ぶ意欲
を高めることができる。

５０ 大修館

国語 古典Ｂ ２年 ３２９ 新編古典Ｂ

定評のある作品をはじめ、様々な時代と分野にわたり作品が収録
されている。内容の難度は平易であるため、生徒の学習意欲を高
め、幅広く学ばせることができる。また、各作品において関連す
る図や資料が用いられていることが生徒の理解の助けとなり、主
体的な学習が期待できる。

２ 東書

国語 現代の国語 １年 ７０１ 新編現代の国語
単元ごとに基礎的・基本的な知識・技能を習得できるよう工夫さ
れている。また、充実した言語活動が盛り込まれ、思考力・判断
力・表現力等を高める上で効果的な教材が多い。

２ 東書

国語 言語文化 １年 ７０１ 新編言語文化

内容が充実しており、本文に関連する図や絵などの資料も多く、
学習を効果的に進められる構成になっている。古典教材において
は、内容を理解しやすいような表記の工夫があり、我が国の言語
文化における基礎的・基本的な知識を身につける上で効果的であ
る。

２ 東書

地理歴史 日本史Ａ ３年 ３１０ 高等学校　日本史Ａ　新訂版

人物の写真や図版が多く掲載されており、基礎的・基本的事項を
おさえて、歴史をイメージとしてとらえるのに適している。また
詳しい語句説明も記述されているので、自主的な学習に適してお
り、学習内容の理解を深めやすい構成となっている。

３５ 清水
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教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

地理歴史 地理Ａ ３年 ３１２ 高校生の地理Ａ

内容や量に関して、自然地理と地誌のバランスがとれている点や
地理の基礎・基本が系統的に学べるようになっている点は引き継
いでいる。さらに図表や設問等のトピックス的ページが多く、興
味・関心を持ちやすいことから本校生にとって適切と考えられ
る。

４６ 帝国

地理歴史 地図 ３年 ３１２ 基本地図帳　改訂版

大判を活かした広範囲をカバーする地図が適切であり、また地図
の彩色も見やすい。記述や図表などもわかりやすく工夫されてお
り、地理Ａ２単位で使用するのに質・量ともに適切で、ふさわし
い内容であり、自主的な学習にも適している。

１３０ 二宮

地理歴史 世界史Ａ ２年 ３１０ 世界史Ａ

世界史全体の流れについて、把握しやすいように丁寧にわかりや
すく説明している。写真や地図などが適切に掲載され、基礎・基
本の事項を押さえつつ、生徒の興味・関心を喚起し思考力を高め
ることができる。

２ 東書

地理歴史 世界史Ｂ ２年 ３１２ 新詳　世界史Ｂ

歴史的事象の発生理由や影響などをわかりやすく説明している。
基本的な事項から発展的内容までの配置や図表など、構成にも工
夫が見られ、自主的な学習にも効果的である。図や写真などがた
くさん使われていて、理解しやすく、学力や関心意欲が多様な本
校生徒にとって適している。

４６ 帝国

地理歴史 日本史Ｂ ２年 ３１３ 高等学校　日本史Ｂ　新訂版

新視点によるテーマで構成されているため、授業を組み立てやす
く、生徒の理解に期待ができる。基礎的・基本的な内容が過不足
なく提示され、豊富な写真や図版なども工夫して掲載されている
ため、生徒の興味・関心を喚起でき、学ぶ意欲を高めるよう工夫
されている。

３５ 清水

地理歴史 地理総合 １年 ７０３ 高等学校　新地理総合

豊富な写真と図版と因果関係がわかる本文を通して、地理的な見
方・考え方を働かせた学習ができる。最新の具体的事例を数多く
扱うことで興味・関心を高め、理解を深める工夫がなされてい
る。１単元１見開き構成となっているので、分量が適量で学習計
画を立てやすくなっている。

４６ 帝国

地理歴史 地図 １年 ７０３ 標準高等地図

地理歴史科・公民科の学習上必要な地図・資料図・グラフ統計が
バランス良く掲載されている。地理の授業で重視される、地球的
課題や防災、ＧＩＳに関するテーマ別資料図が豊富に掲載され、
地図の見方・考え方を養うことができる。

４６ 帝国
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教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

公民 政治・経済 ３年 ３１３ 最新政治・経済　新訂版

基本的な事項を中心に、具体的で生徒にとって身近な題材や時事
問題を豊富に取り上げている。また、全編にわたってカラーの図
版・写真が豊富に掲載されているなど、自主的に学ぶうえで生徒
が興味を持って学習できるよう工夫されている。

７ 実教

公民 公共 １年 ７０９
高等学校　公共
これからの社会について考える

基本的な事項を中心に、具体的で生徒にとって身近な題材や時事
問題を豊富に取り上げている。また、学習を深めるため別教材に
リンクされたQRコードを載せるなど今どきの工夫が施され、興味
を持って自主的に学習できるよう工夫されている。

１０４ 数研

数学 数学Ⅲ ３年 ３２５ 改訂版　最新　数学Ⅲ
内容が見開き１ページごとに簡潔に配置され、また例題も丁寧に
説明がされている。量および難易度も本校生徒に適切であり、生
徒が主体的に学習しやすいように工夫がされている。

１０４ 数研

数学 数学Ⅱ ２年 ３３０ 改訂版　最新　数学Ⅱ
基礎的・基本的な事柄がわかりやすく説明されている。また、練
習問題も多彩で、公式等も見やすく整理されており、生徒の自主
的な学習を促すのに適している。

１０４ 数研

数学 数学Ｂ ２年 ３２８ 改訂版　最新　数学Ｂ

基礎的・基本的な事柄がわかりやすく説明されている。扱われて
いる練習問題や章末問題は基本から応用まで幅広い。本校生徒が
基礎的な学習から発展的な学習をすることに適した内容となって
いる。

１０４ 数研

数学 数学Ⅰ １年 ７１５ 最新　数学Ⅰ

具体から一般へと自然に理解できるように展開されて、基本的な
知識・技能が習得できるような内容になっている。練習問題が適
度に扱われており、また応用や発展的な問題も取り上げ、生徒の
関心、意欲を喚起するよう工夫されている。

１０４ 数研

理科 物理 ３年 ３０９ 物理　新訂版

内容が充実していて、本文に関連する図・表・グラフが見やすく
配置されている。重要な式も見やすく、丁寧に説明されているこ
とから理解の助けとなり、生徒が基礎的・基本的事項をもとに自
発的な学習に進めるよう工夫されている。

７ 実教
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教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

理科 化学 ２・３年 ３０９ 改訂　新編化学

ゆったりとした紙面構成でイラストが多用され、化学を身近に感
じる工夫がみられる。基礎的・基本的な知識を習得するのに適し
ており、実験や探究の項目も見やすい。さらに、まとめのページ
が充実していて、生徒の内容理解が深まるよう工夫されている。

２ 東書

理科 生物 ３年 ３１１ 高等学校　改訂　生物

図や写真が適切でわかりやすく、イメージしやすい。近年の情報
も取り上げることで生徒の興味・関心を高めながら内容を理解さ
せることができる。また、説明が丁寧であり、生徒が基礎的・基
本的な事項をもとに自主的に学習するのに適している。

１８３ 第一

理科 物理基礎 ２年 ３１４ 高校物理基礎　新訂版
見開き２ページ完結の構成で、本文に関連する図・表・グラフが
同一見開きにあり見やすい。演習問題も取り組みやすく、生徒が
基礎的・基本的な知識を習得するのに適している。

７ 実教

理科 地学基礎 ２年 ３１０ 高等学校　改訂　地学基礎
図や写真が大きく、内容が簡潔にまとめられており理解しやす
い。章ごとに設けられた確認問題も授業で活用しやすく、本校生
徒が学習するのに適切である。

１８３ 第一

理科 化学基礎 １年 ７０７ ｉ版　化学基礎

写真を多く配置し、化学を身近に感じることができるよう工夫さ
れている。本校の生徒が基礎的・基本的な知識を習得するのに適
している。また、Webコンテンツへの接続も容易で学習しやす
い。

６１ 啓林館

理科 生物基礎 １年 ７１１ 高等学校　新生物基礎

基礎・基本の知識・技能を習得できるように、図や写真も大きく
見やすい構成となっている。また、日常生活と関連した事柄も含
め興味を持たせやすい内容になっており、探求的な学びにもつな
げやすい。章ごとに学習のまとめがあることで、授業の復習等も
効果的に進められるようになっており適している。

１８３ 第一

保健体育 保健・体育 １年 ７０１ 現代高等保健体育
保健学習について基本的な事項がわかりやすく、データや図解等
も見やすい。また事例や特設ページがあり、より身近で具体的な
テーマのコラムで興味をもてる工夫がされている。

５０ 大修館
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教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

芸術 音楽Ⅲ ３年 ３０５ Ｊｏｙ　ｏｆ　Ｍｕｓｉｃ

分量・内容ともに偏りがなく、非常にバランスが良い。鑑賞や創
作の説明が絵や図で丁寧に示されているので理解しやすい。各分
野において、幅広いジャンルの楽曲が取り扱われており、生徒の
意欲も高め、授業で使用しやすい。

２７ 教芸

芸術 美術Ⅲ ３年 ３０４ 高校生の美術３
高校での学習のまとめとして、内容が良く工夫されており、充実
している。授業において美意識の向上に役立つことが強く期待で
きる。

１１６ 日文

芸術 書道Ⅲ ３年 ３０５ 書Ⅲ

高精細の図版で原跡を忠実に再現しているので、見やすい。個性
豊かな名跡が多くあり、多彩な表現を学ぶのに適している。また
個性豊かな作品を鑑賞できるような工夫がされている。書Ⅰ・書
Ⅱからの継続性もあり、使いやすい。

３８ 光村

芸術 音楽Ⅱ ２年 ３１０ ＭＯＵＳＡ２

文楽と歌舞伎の比較が図や写真で掲載されており、非常に興味深
い。歌唱や器楽も幅広い分野から選曲されており、多様な表現を
学ぶのに適している。音楽用語や記号などが丁寧に解説されてい
るので、活用しやすい。ＭＯＵＳＡ１からの継続性もあり、使用
しやすい。

２７ 教芸

芸術 美術Ⅱ ２年 ３０４ 高校生の美術２
掲載されている作品が現代的で、生徒が興味・関心を持つと考え
られる。内容がわかりやすく、技法についても充実しており、実
際の授業に活用しやすい。

１１６ 日文

芸術 書道Ⅱ ２年 ３０８ 書Ⅱ

時代を追って作品が配置されており、系統的・発展的に構成され
ている。古典には訓読と大意も付き、また、創作ページではわか
りやすい手順が示されており、生徒の学ぶ意欲を高める工夫がさ
れている.書Ⅰからの継続性もあり使いやすい。

３８ 光村

芸術 音楽Ⅰ １年 ７０１ 音楽Ⅰ　Ｔｕｔｔｉ＋

我が国の伝統音楽や世界の音楽、歌唱・器楽ともに幅広いジャン
ル、楽曲が扱われており、生徒の学習意欲を高めることができ
る。また、楽譜をじっくり読むことを意識させる工夫がされてお
り、イラストや図で視覚的にも楽しめる。

１７ 教出
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芸術 美術Ⅰ １年 ７０１ 美術１

図版の美しさが、生徒の感性に働きかける効果を期待できる。ま
た、大きく日常の様々な技法の解説にもページを割き、生徒の表
現への意欲・関心を高める内容となっている。とくに色彩のペー
ジが多く、中学の復習の上に立って主体的な表現に取り組むこと
を誘う内容となっている。

３８ 光村

芸術 書道Ⅰ １年 ７０５ 書Ⅰ
基礎・基本を重視し、生徒が自発的に作品制作できるよう配慮さ
れている。写真等も鮮明で古典の解説もわかりやすく、生徒の興
味・関心を引き出す構成である。

３８ 光村

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３４６
Ｖｉｖａ！
Ｅｎｇｌｉｓｈ
ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅢ

本校生徒の実情にあった分量で、学習指導を有効に進められる。
題材も、本校生徒の興味・関心を引くものであり、見開きで本文
とワークという構成も、生徒が自主的に学習に取り組みやすい。

１８３ 第一

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３４８

ＷＯＲＬＤ　ＴＲＥＫ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

本校生徒が興味・関心を引く題材が取り上げられている。分量も
本校生徒の実情にあったものであり、活動を促すようなワーク
シートなどが見開きで非常に見やすい。

２１２ 桐原

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３３３

ＶＩＳＴＡ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

各レッスンのトピックは本校生徒にとって理解しやすい考えさせ
る内容が多く思考力の育成に適している。各レッスンで多くの写
真が使われており、視覚的に理解を促す工夫がされている。題材
資料集では各トピックの細かい説明があり、授業の導入部分で効
果的に使える上、課題解決的、探究的な学びへとつなげられるよ
う工夫されている。

１５ 三省堂

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３３９
ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Ｆｉｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

様々な題材が提示され、多くは本校生徒の興味を引くものであ
る。大意をつかめるように工夫されており、授業においてコミュ
ニケーション活動に発展させやすい。レベルや分量は、本校生徒
にちょうどよいものである。

６１ 啓林館

外国語 英語表現Ⅱ ２年 ３２３
Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ　Ｈｏｐｅ

Build upでは系統的に基本的な文法事項と場面に応じた表現を習
得できるように構成されており、Practiceでさらにさまざまな表
現活動ができるように工夫されている。また、活動場面ごとに必
要な単語も記載されており、生徒の主体的な活動が期待される。

６１ 啓林館
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外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７０９
ＶＩＳＴＡ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｉ

中学校で習得した文法事項を基にした英文が使用されており、生
徒は基礎的な事項から高校の範囲まで段階的に学ぶことができ
る。また、題材も生徒の意欲関心が高まるように工夫されてお
り、生徒自らが探求的に学んでいける内容である。

１５ 三省堂

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７１４
ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Ｆｉｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

パラグラフライティングで書かれている明確な英文であり、生徒
は英語を通して論理的に物事を考えることができる内容である。
また。使用されている英文・単語も実用的なレベルであり、生徒
の意欲・関心を高め積極的に学んでいけるものとなっている。

６１ 啓林館

外国語 論理・表現Ⅰ １年 ７０６
ＶＩＳＴＡ
Ｌｏｇｉｃ　ａｎｄ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ｉ

中学校で学んだ文法事項をもう一度学び直せる構成となってお
り、本校の生徒が基礎な内容を習得するのに適している。また理
解しやすいように絵や写真が多く使われており、生徒が意欲・関
心を高めて学んでいけるようになっている。

１５ 三省堂

外国語 論理・表現Ⅰ １年 ７０９

Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｌｏｇｉｃ　ａｎｄ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ
Ｓｔａｎｄａｒｄ

各レッスンLogic＆Expression１、２は系統的に基本的な文法事
項と場面に応じた表現を学べる構成になっており、Expressingで
は学習した表現を使って自分の考えを伝える言語活動ができるよ
うになっている。また、Words＆Phrasesも充実しており、生徒は
意欲・関心を高め探求的な学びができるようになっている。

６１ 啓林館

家庭 家庭基礎 ２年 ３１４
新家庭基礎
パートナーシップでつくる未来

基礎・基本がわかりやすい文章でまとめられている。図表や資料
も無駄がなく、生徒にも比較的すっきりと見やすく掲載されてい
る。生徒の興味を引く導入ワークや、日々変化する社会と結びつ
いたコラムなど、授業の導入から展開、まとめまで全てが網羅さ
れている。全体を通して、社会生活にも目を向けられる内容に
なっている。

７ 実教

家庭 家庭総合 ２年 ３０９
新家庭総合
パートナーシップでつくる未来

基礎・基本がわかりやすい文章でまとめられている。図表や資料
も無駄がなく、生徒にも比較的すっきりと見やすく掲載されてい
る。生徒の興味を引く導入ワークや、日々変化する社会と結びつ
いたコラムなど、授業の導入から展開、まとめまで全てが網羅さ
れている。全体を通して、自分の生活を振り返り、将来を見通し
て社会と関わりながらより良く生きることについて考えられるよ
うな構成となっている。

７ 実教
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教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

情報 情報Ⅰ １年 ７０１ 新編情報Ⅰ

簡潔な章立てでどの分野からでも取り組みやすく、基礎的・基本
的な知識・技能の習得が期待できる。実習・実践例も多く、日常
生活との関連や将来とのつながりを感じやすく、生徒が視覚的に
も理解しやすく主体的に学ぶことができる。

２ 東書
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教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

国語 国語表現 ３年 ３０７ 国語表現　改訂版
写真・イラスト・図が豊富で、生徒が興味を持って取り組みやす
い。表現の基礎について多く取りあげられており、問題演習も行
いやすい。

５０ 大修館

国語 現代文Ｂ ２年 ３３３ 改訂版　現代文Ｂ

ビジュアル資料が充実しており、レイアウトも見やすい。定評の
ある教材と、学習させたいテーマの評論がバランスよく収録され
ている。コラムにも図表が効果的に入れられており、生徒の学習
を深める工夫が充実している。

１０４ 数研

国語 古典Ａ ２年 ３１４
高等学校　改訂版　標準古典Ａ
物語選

定評のある教材の中でも読みやすい教材が選ばれており、生徒の
興味関心を引き出しつつ、しっかりと学習を深めていくことが期
待できる。巻頭・巻末の資料や本文下部の注釈も丁寧に作られて
いる。

１８３ 第一

国語 古典Ｂ ２年 ３５２ 高等学校　改訂版　古典Ｂ
定評のある教材が幅広く取り扱われている。注釈も充実してお
り、学習を進めやすい。各教材に関わる系図や地図などの資料も
ほどよく配置されている。

１８３ 第一

国語 現代の国語 １年 ７１３ 高等学校　現代の国語

読み応えのある評論が多く収録されており、実社会において必要
な国語の知識・技能を身に付け、論理的に考える力を育むことが
できる。「話すこと・聞くこと」、「読むこと・書くこと」に関
する教材も豊富に収録されており、言語活動を通して思考力・判
断力・表現力等を高めることができる。

１８３ 第一

国語 言語文化 １年 ７１３ 高等学校　言語文化

定評のある教材が多く扱われ、古典教材においては基礎的な知識
の習得ができるよう工夫されている。各教材ごとに「学習のねら
い」が設定されており、生徒が自ら目標を定め、学びに向かう姿
勢を育むことができる。絵や写真なども豊富である。

１８３ 第一

地理歴史 日本史Ａ ３年 ３０８ 日本史Ａ　現代からの歴史

よく精選された記述がされており、日本の近現代史を理解しやす
い内容になっている。図版や写真、コラムも充実しており、効果
的に配置されているので、日常生活との関連や将来へのつながり
が理解しやすく、探究的な学びへとつながるように工夫されてい
る。

２ 東書
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教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

地理歴史 日本史Ｂ ３年 ３０９ 詳説日本史　改訂版

日本史の通史を詳しく理解できるよう記述されている。また、各
時代の理解を深め、学ぶ意欲や思考力を高めさせるために、豊富
に図版や地図、関連の写真が掲載されている。また、探究的な学
習ができるよう、コラムも充実している。

８１ 山川

地理歴史 地理Ｂ ３年 ３０４ 新詳地理Ｂ

内容が体系的に配列されており、日常生活との関連が大変理解し
やすい構成である。地理を学ぶのに必要な事項が詳細かつ丁寧に
記述されている。理解を助けるグラフ・写真・地図も適切に配置
され、生徒の興味・関心・知的好奇心を引き出す工夫がされてい
る。

４６ 帝国

地理歴史 世界史Ａ ２年 ３１４ 明解　世界史Ａ

一回り大きなサイズであるメリットを生かし、資料がたくさん盛
り込まれている。基礎的な知識が精選されており、「物を通して
みる世界史」などの項目で知的好奇心を引き出す工夫や、思考
力・表現力を高める主体的な学習ができるよう配慮されている。

４６ 帝国

地理歴史 世界史Ｂ ２年 ３１２ 新詳　世界史Ｂ

本文がわかりやすく、平易な言葉で書かれている。どこの地域の
歴史か一目でわかる工夫もしてあり、地図や写真の配置も全体を
通して一貫性があり、わかりやすい。また注釈や特設のページを
活用することでより高度な内容に接することができる。

４６ 帝国

地理歴史 日本史Ａ ２年 ３１１ 日本史Ａ　改訂版

必要な基本的事項がわかりやすく記述されており、近代日本を学
習するにコンパクトで的確な内容となっている。生徒の興味を引
くエピソードも効果的に紹介されており、歴史を身近に感じる内
容となっている。

８１ 山川

地理歴史 歴史総合 １年 ７０６ 明解　歴史総合

大判で地図や写真などの資料が見やすく工夫され、資料の読みと
きのヒントが各ページに掲載されている。学習課題の提示も適切
に行われており、生徒が主体的に学習できるような構成となって
いる。

４６ 帝国

公民 政治・経済 ３年 ３１２ 高校政治・経済　新訂版

政治・経済の基礎的・基本的な事項が系統的に、わかりやすく取
り上げられており、課題解決的・探究的な学びへとつながる工夫
がされている。また、近年の動向や制度などをわかりやすく図解
しており、生徒の思考力・判断力・表現力を高めるための内容が
掲載されている。

７ 実教
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公民 公共 １年 ７０８ 公共

「公共」にかかわるテーマに関し、生徒が主体的に考えることが
できるよう構成されている。一単元が２～４ページ構成になって
おり、学習を効果的に進められるように工夫されている。表や図
版等も見やすいように配置されている。

１０４ 数研

数学 数学Ⅲ ３年 ３２３ 改訂版　高等学校　数学Ⅲ

重要な問題がしっかり押さえてあり、例題、練習問題が適切であ
る。補足説明や解説図が豊富にあり理解を深めることができる。
また、研究や発展を利用して課題解決、探究的な学びへとつなが
るよう工夫されている。

１０４ 数研

数学 数学Ｂ ２・３年 ３２６ 改訂版　高等学校　数学Ｂ

例題や練習問題が適切に配置され、重要事項を理解しやすくなっ
ている。また、図や補足の説明を加え、生徒の理解を助ける工夫
もされている。対話的で深い学びや、思考力・判断力・表現力を
高めるのに適している。

１０４ 数研

数学 数学Ⅱ ２年 ３２８ 改訂版　高等学校　数学Ⅱ

例題や練習問題も豊富で、配色など見やすく編集されている。図
や補足の説明を加え、生徒の理解を助ける工夫もされている。対
話的で深い学びや、思考力・判断力・表現力を高めるのに適して
いる。

１０４ 数研

数学 数学Ａ ２年 ３２９ 改訂版　新編　数学Ａ

例や例題の質や量が適切で、中学校で学ぶ数学の内容とのギャッ
プをなくす配慮があり、授業展開に考慮した工夫がある。また、
図や表が豊富で視覚的に理解しやすくなっている。基礎を重点に
指導するのにふさわしい構成となっている。

１０４ 数研

数学 数学Ⅰ １年 ７１３ 高等学校　数学Ⅰ

例や練習問題の難易度、量が適切で、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。また、「研究」や「応用例
題」を利用して発展的な内容もとりあげられており、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。

１０４ 数研

数学 数学Ⅰ １年 ７１４ 新編　数学Ⅰ

基礎・基本を中心とした内容で、説明も丁寧である。また、図が
豊富で、配色の工夫があり、視覚的に理解しやすい。本校の生徒
の状況に適した構成になっており、特色・教育目標を踏まえた教
科指導ができる。

１０４ 数研
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教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

数学 数学Ａ １年 ７１３ 高等学校　数学Ａ

例や練習問題の難易度、量が適切であり、図や表が豊富で、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。また、「研究」や「応用例題」を利用して主体的・対
話的で深い学びが展開できるよう工夫されている。

１０４ 数研

理科 生物 ３年 ３０７ スタンダード生物

文字や写真は見やすく、取り扱っている内容も明快で、構成も生
徒だけでなく、授業者にとって非常に分かりやすく工夫されてい
る。生徒に考えさせるコンテンツも充実しており、とても扱いや
すい教科書である。

２ 東書

理科 地学 ３年 ３０３ 地学　改訂版

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。また、図や写真も多く、生徒の知的好奇心に訴え理解
を助けるように工夫されている。また、改訂によりさらに理論的
に説明がしやすくなっている。

６１ 啓林館

理科 化学 ２・３年 ３１０ 化学　新訂版
視覚から理解を促す図版を多く掲載し、関係式や定義が見やすい
ように工夫されている。化学基礎で必要な知識も網羅できていて
復習しやすいように配慮されている。

７ 実教

理科 地学基礎 ２・３年 ３０８ 地学基礎　改訂版

学習内容の分量や構成が適切であり、効果的に学習を進めること
ができる。資料や写真、図表等もわかりやすく、生徒の知的好奇
心に訴える工夫がされており、日常生活との関連もしっかり扱わ
れている。

６１ 啓林館

理科 物理基礎 ２年 ３２０ 高等学校　改訂　物理基礎

発展的内容が充実しており、各事項とも丁寧に解説されていてい
る。「実験」も生徒の興味・関心を高める内容になっている。例
題等の演習内容も充実しており、本校生徒が学習するのに適切で
ある。

１８３ 第一

理科 物理 ２年 ３１６ 高等学校　改訂　物理

公式の証明等も丁寧で図表や写真等も適切で分かりやすい。参考
やコラムが生徒の興味を高める内容になっている。各章のまとめ
が分かりやすく整理されていて、生徒の理解を助けるよう工夫さ
れている。

１８３ 第一
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理科 生物基礎 ２年 ３１２ 改訂　新編生物基礎

教科書のサイズが大きく、見開きで学習内容を確認することがで
き、教員・生徒両方にとって使いやすい。また、図も多く、節の
課題が明示されていることで、生徒の学習の興味・関心を惹きや
すい内容となっている。

２ 東書

理科 生物 ２年 ３０６ 改訂　生物

文字や写真は見やすく、取り扱っている内容が深くて多岐にわ
たっている。生徒が探究的に学べるよう工夫されており、学習す
る側だけでなく指導する側にとっても多様な使い方ができる内容
となっている。

２ 東書

理科 化学基礎 １年 ７０７ ｉ版　化学基礎

写真や図を豊富に掲載し、学習ポイントがわかりやすく構成され
ているので生徒が理解しながら学習できる教科書である。QRコン
テンツや探究活動も充実しているので生徒の学習を深めることが
できる。

６１ 啓林館

保健体育 保健・体育 １年 ７０１ 現代高等保健体育

基礎的・基本的な内容が充実しており、大きな図表と写真がわか
りやすく表記されているため効果的に学習ができる。また日常の
生活と関連付けて考えやすく構成されているため、アクティブ・
ラーニング等により学習しやすい工夫がされており、生徒の理解
を深めることができる。

５０ 大修館

芸術 音楽Ⅱ ２年 ３０７ 音楽Ⅱ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ

楽譜が美しく、デザインも見やすく工夫されている。和楽器の教
材に「三線」が取り入れられているのも、本校の修学旅行とリン
クした学習が期待できる。さらに、鑑賞教材が充実しており、生
徒の興味・関心を高める工夫がされている。

１７ 教出

芸術 美術Ⅱ ２年 ３０４ 高校生の美術２

表現・鑑賞・資料のページがバランスよく構成されており、興味
を引く図版と内容がそろっている。授業で取り扱う題材と関連し
た内容が比較的多く含まれており、基本的な技法についての解説
も、わかりやすく示され、生徒が自主的に活用できる構成であ
る。

１１６ 日文

芸術 書道Ⅱ ２年 ３０７ 新編　書道Ⅱ
豊富な図版などの書道資料が単元ごとに的確に配置され、生徒の
興味・関心から制作意欲を引き出すよう系統的・発展的に構成さ
れている。特に「漢字仮名交じりの書」において顕著である。

１７ 教出
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芸術 音楽Ⅰ １年 ７０１ 音楽Ⅰ　Ｔｕｔｔｉ＋
楽譜が美しく見やすい。ギター練習のための小品が集められてい
るなど、授業で扱いやすい教材が多い。また鑑賞教材が充実して
おり、楽曲の背景など奥の深い学習ができる。

１７ 教出

芸術 美術Ⅰ １年 ７０１ 美術１

表現・鑑賞・資料のページがバランスよく構成されており、動画
や音声ガイド等を使って学びを広げることができる。授業で取り
扱う題材と関連した内容が比較的多く含まれており、基本的な技
法についての解説も、わかりやすく示され、生徒が自主的に活用
できる構成である。

３８ 光村

芸術 書道Ⅰ １年 ７０５ 書Ⅰ

「考える・話す・書く」と、段階が踏まえられて構成されてお
り、主体的、対話的な深い学びを実践しやすい。グループで話し
合う活動等が多く設定されている。QRコードから資料を読みとる
ことができ、自主的に取り組むことができる。

３８ 光村

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３３７

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＰＯＬＥＳＴＡＲ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

各レッスンの本文が見開き1ページに収まっており、次のページ
に設問があるというシンプルで使いやすい構成となっている。設
問は4技能を意識した良問がそろっており、トピックは幅広い
ジャンルで生徒の興味関心をひくものが多い。

１０４ 数研

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３３８

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

生徒が興味・関心を持つ話題、内容を扱っており、写真やイラス
トも効果的に使われている。各レッスン毎に設問等の工夫があ
り、基礎的・基本的な知識・技能を習得しながら、言語活動を通
して学習を深めることができる。

１０４ 数研

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３４０

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＰＯＬＥＳＴＡＲ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

レッスン毎に読解を手助けする写真等が掲載されており生徒の学
ぶ意欲を高めるよう工夫されている。またRetellingのための
Keywords＆Phrasesもまとめてあり、生徒が主体的に学ぶことが
できる。４技能を総合的に育成する教材が充実している。

１０４ 数研

外国語 英語表現Ⅱ ２年 ３２７

ＭＡＩＮＳＴＲＥＡＭ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ
Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

テーマ毎に提示される本文を読み、その概要を書かせる活動や導
入の部分で自分の意見を述べる活動など、できるだけ多くの文を
書ける構造になっている。最初に生徒の興味を引き付け、本文に
導く工夫がなされている。

１７７ 増進堂

- 34 -



高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 06　大津高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７１５
ＢＬＵＥ　ＭＡＲＢＬＥ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

各LessonのReproductionやRetelling、Lesson内の各PartのLogic
Flowなど、outputを意識した多種多様な言語活動のための素材が
充実している。トピックは幅広く、思考力、課題解決力の育成に
適したものが多い。

１０４ 数研

外国語 論理・表現Ⅰ １年 ７１１

ＥＡＲＴＨＲＩＳＥ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｌｏｇｉｃ　ａｎｄ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ
Ｓｔａｎｄａｒｄ

各レッスンはトピック毎に提示されるモデル文を確認し、文法・
表現の学習し、活動するというスムーズに行える構成となってい
る。発信のための３領域「話す（やりとり）」「話す（発表）」
「書く」をバランスよく学習できるようになっている。

１０４ 数研

家庭
子どもの

発達と保育
２・３年 ３１１ 子どもの発達と保育　新訂版

基本的な内容から発展的な内容までまとめられている。イラスト
や図表も分かりやすく、視覚的に優れている。ワーク内容もあ
り、生徒が自主的な学習に取り組みやすい。

７ 実教

家庭 生活産業情報 ２年 ３０３ 生活産業情報 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

家庭
ファッション
造形基礎

１年 ３０６ ファッション造形基礎 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

家庭
フード

デザイン
１年 ３１３ フードデザイン　新訂版

基礎的な内容から発展的な内容まで、図表やイラストが効果的に
使われ、幅広くまとめられている。実験実習例も系統的・発展的
に構成されており、生徒の学ぶ意欲を高める内容になっている。

７ 実教

家庭 家庭基礎 １年 ７１０
高等学校　家庭基礎
持続可能な未来をつくる

基礎的・基本的な内容が豊富で、なおかつ写真やイラスト、資料
も多く、視覚的に情報を取り入れやすい。内容も時代に即してお
り、生徒の生活に直結した学習が進められるよう工夫されてい
る。

１８３ 第一

情報 情報Ⅰ １年 ７０５ 最新情報Ⅰ
全体が６章で構成されていて、実習と座学を分けやすく本校の授
業形態で扱いやすい。具体的な実習の事例が豊富であり、１年間
の実習の流れや難易度も本校にあっている。

７ 実教
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国語 現代文Ｂ ２年 ３２２ 精選現代文Ｂ

評論・小説ともに、難易度・テーマにおいて幅広く、バランスも
良く収録されている。また、読解に向けてのコラムや言語活動が
充実しており、生徒自らが読み解き、考え、発信する力を高めら
れる内容となっている。

２ 東書

国語 古典Ｂ ２年 ３３３ 高等学校古典Ｂ　古文編　改訂版
各時代の代表的な作品が数多く収録されている。また、コラムの
記述が詳しく、生徒の知的好奇心を刺激するものになっている。
言語活動を通して表現力を高める工夫もされている。

１５ 三省堂

国語 古典Ｂ ２年 ３３４ 高等学校古典Ｂ　漢文編　改訂版

各時代の作品がバランスよく配置されており、教材数も多い。ま
た、コラムの記述が詳しく、生徒の知的好奇心を刺激するものに
なっている。言語活動を通して表現力を高める工夫もされてい
る。

１５ 三省堂

国語 現代の国語 １年 ７１３ 高等学校　現代の国語

生徒が段階的に思考力を高めることができるような、定評のある
教材が系統的・発展的に配列されている。また各教材には学習・
活動の手引きが付され、主体的・対話的で深い学びが出来るよう
な工夫がされている。

１８３ 第一

国語 言語文化 １年 ７１３ 高等学校　言語文化

古文・漢文においては、基本的な知識を身に付け読解力を養うこ
とができるような、基礎的な教材がバランス良く適切に配置され
ている。言語活動のための資料も適度に挿入され、主体的な学び
につながる工夫がされており、生徒の意欲・関心や理解力を高め
ることができる。

１８３ 第一

地理歴史 世界史Ａ ２年 ３１１ 世界史Ａ　新訂版
内容面において教科書の本文を補足する「世界史の小窓」「日本
史コラム」などが充実しており、生徒自身が学習を効果的にすす
めるように工夫されている。教養を深める点でも最適である。

７ 実教

地理歴史 世界史Ｂ ２年 ３１０ 詳説世界史　改訂版

改訂版では、資料・図版・写真が新しくなっており、より生徒の
理解に役立つ。政治・文化・経済史の内容と配列がバランスよく
構成されている。基礎的・基本的事項もしっかりと網羅され、ま
た、発展的内容も適度に記載されており充実した内容になってい
る。

８１ 山川
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地理歴史 日本史Ｂ ２年 ３０９ 詳説日本史　改訂版

改訂版では歴史用語が近年の解釈に統一されており、より生徒の
理解に役立つ。政治・文化・経済史の各分野において、知的な好
奇心を高める内容や配列がよく整備されており、なかでも４つの
「歴史へのアプローチ」は、生徒にとってとても興味を引く内容
である。

８１ 山川

地理歴史 地理Ｂ ２年 ３０４ 新詳地理Ｂ

精選された図版や分かりやすい記述で、また、地図や写真を取り
入れて簡単な作業ができるような構成となっており、内容も生徒
が自ら読んで学習を進め、課題解決的・探究的な学びへとつなが
るものとなっている。

４６ 帝国

地理歴史 地図 ２年 ３１１ 詳解現代地図
図法の特性や世界各地域の特色を理解するのに適した構成になっ
ている。適切な主題図が取り上げられており、課題解決的・探究
的な学びに活用しやすい。

１３０ 二宮

地理歴史 歴史総合 １年 ７０８
現代の歴史総合
みる・読みとく・考える

古代からの歴史について簡潔にまとめられており、地域間のつな
がりの過程がわかりやすい。近世までを整理することで、近代か
らの学びが深まると思われる。資料が多く、目を引く内容になっ
ている。

８１ 山川

公民 現代社会 ３年 ３１３ 現代社会

本文の内容としては基礎的・基本的事項がしっかりおさえられて
おり、側注や図版資料も適切で弾力的に扱うことができる。また
構成面ではコラムやテーマ素材も多く、生徒の興味や関心を引き
出し、自発的な学習ができるように工夫されている。

２ 東書

公民 倫理 ３年 ３０８ 高等学校　新倫理　新訂版

各節の導入部や思想家のコラムが簡潔で内容が分かりやすい。源
流思想に続いて西洋近・現代思想が時系列で配置される思想史的
な構成が評価できる。必要な事項が網羅されて、発展的な学習に
も適しており、テーマページで学習を深めることもできる。

３５ 清水

公民 政治・経済 ３年 ３１７ 改訂版　政治・経済

基本的事項から発展的事項まで幅広く記述されており、効果的に
学習できる構成になっている。１年次「現代社会」で学んだこと
の発展学習として適している。また近年の動向を多く取り上げて
いる点も評価できる。

１０４ 数研
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公民 公共 １年 ７１０ 高等学校　公共

各分野についてバランスよくとりあげており、また、図と説明文
の配分も程よく学習を効果的に進められるように構成されてい
る。表現も理解しやすく、学びを深めやすい。難易度も本校普通
科の生徒にとって適切であり、探究的な学びへとつながるよう工
夫されている。

１８３ 第一

公民 公共 １年 ７１１ 高等学校　新公共

各分野についてバランスよくとりあげている。内容は平易であ
り、基礎的・基本的事項が丁寧におさえられている。表現もわか
りやすく、議論の土台としての基礎的な内容の確実な定着に向い
ている。

１８３ 第一

数学 数学Ⅱ ２年 ３２８ 改訂版　高等学校　数学Ⅱ

基礎的・基本的事項から応用まで系統的・発展的に構成されてい
る。本文は簡潔で数学的理解を深める内容であり、主体的・対話
的で深い学びが展開できるよう工夫され、本校の生徒の現状を踏
まえた教科指導ができる。

１０４ 数研

数学 数学Ⅲ ２年 ３２３ 改訂版　高等学校　数学Ⅲ
学習すべき内容が網羅されている。また、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。本校生徒の
学力、学習状況に合っている。

１０４ 数研

数学 数学Ａ ２年 ３２８ 改訂版　高等学校　数学Ａ

基礎的・基本的事項から応用まで系統的・発展的に構成されてお
り、内容およびその扱いも適切である。説明が簡潔明瞭であり、
生徒の知的好奇心に訴える表現に配慮され、探究的な学びへとつ
ながるよう工夫されている。

１０４ 数研

数学 数学Ｂ ２年 ３２６ 改訂版　高等学校　数学Ｂ

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
うに工夫されている。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。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。

１０４ 数研

数学 数学Ⅰ １年 ７１３ 高等学校　数学Ⅰ

基礎的・基本的事項から応用まで系統的・発展的に構成され、生
徒が自主的、自発的に学習できるよう工夫されている。説明も簡
潔明瞭であり、本校生徒の学力、学習状況に合っていると考えら
れる。

１０４ 数研
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数学 数学Ⅱ １年 ７１０ 高等学校　数学Ⅱ

基礎的・基本的事項から応用まで系統的・発展的に構成されてい
る。本文は簡潔で数学的理解を深める内容であり、探究的な学び
へとつながるよう工夫されているため、本校の生徒の現状を踏ま
えた教科指導ができる。

１０４ 数研

数学 数学Ａ １年 ７１３ 高等学校　数学Ａ

説明が簡潔明瞭で、例の図解や写真挿入も多く、本校生徒が自主
的、自発的に学習できるよう工夫されている。また、探究的な学
びへとつながる構成となっており、本校生徒の興味・関心に訴え
やすく、学ぶ意欲を高める内容となっている。

１０４ 数研

理科 化学基礎 ３年 ３１９ 改訂版　化学基礎

基礎的・基本的な事項から発展まで、内容が系統的に構成されて
いる。適所にある「Zoom」欄により、生徒の思考力を高める工夫
がされている。また、写真や図のレイアウトが適切であり、生徒
の興味・関心を高めるよう工夫されている。

１０４ 数研

理科 物理基礎 ２年 ３１８ 改訂版　物理基礎

図やグラフなどを用い、丁寧に説明されている。また、例題も豊
富でしかも必ず類題をつけて理解と定着を図るなど構成が使いや
すい。公式やつまずきやすい点の解説や参考など自学自習も進め
やすいように内容が工夫されている。

１０４ 数研

理科 物理 ２年 ３１３ 改訂版　物理

豊富な例題には必ず類題があり、学習内容を深めるような参考事
項も多く、使いやすい構成になっている。物理基礎との関連が示
され体系的に学習を積み上げることができるなど、自学自習を進
められるように内容が工夫されている。改訂版では、図に加え
て、生徒の関心を高めるような写真も掲載されている。

１０４ 数研

理科 化学 ２年 ３１３ 改訂版　化学

内容的には、基礎・基本から発展的なものに至るまで系統的に扱
われ、例題や問、章末問題なども良問が多い。また、構成面でも
写真や図表などが充実していて理解しやすく、段階を経て学習し
やすい配慮がなされている。

１０４ 数研

理科 生物基礎 ２年 ３１６ 改訂版　生物基礎

基礎的・基本的な事項から発展的な内容まで、生徒が生物に対し
て興味・関心を高め、生物学的に探究する能力が身に付くような
構成になっている。また系統立てて学習できるように構成されて
おり、思考力を深められる内容になっている。

１０４ 数研
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理科 生物 ２年 ３１０ 改訂版　生物

基礎的な内容から発展的な内容まで、詳しく説明されており、図
もわかりやすい。生徒が関心を持ち、自主的な学習活動を深めら
れる内容になっている。また他の分野とも関連付けた思考力を高
められる構成になっている。

１０４ 数研

理科 地学基礎 ２年 ３０８ 地学基礎　改訂版

写真と図やグラフをうまく組み合わせて、科学的思考を促す指導
がしやすいように内容が工夫されている。脚注や発展コラムも適
切に配置され、レイアウトもよく、生徒が学習内容を理解しやす
い構成となっている。

６１ 啓林館

理科
科学と

人間生活
１年 ７０２ 科学と人間生活

サイエンスの基本から押さえられている。また日常生活のどこで
科学技術が活用されているか図やイラストを巧みに用いて示され
ている。コラムやペーパークラフトも豊富で生徒の興味関心を高
めるように工夫されている。その一方で、化学式を用いた表現な
ど、やや高度な内容も分かりやすく述べられている。

７ 実教

理科 化学基礎 １年 ７０６ 高等学校　化学基礎

内容は、基礎的・基本的事項をもとにして系統的に構成されてい
る。中学校までに学習している内容との結びつきが明確に示され
ていることにより新たな知識が既得の知識および技能と関連付け
られるよう工夫されている。探究的な学びへつながるように、
テーマ設定に工夫が見られる。図や写真を通して生徒の知的好奇
心に訴える部分も多い。

６１ 啓林館

理科 生物基礎 １年 ７０７ 生物基礎

教科書の構成において、中学校までに学習している内容との結び
つきが明確に示されていることにより新たな知識が既得の知識お
よび技能と関連付けられるよう工夫されている。教科書内の問い
かけや設問に独自性が見られ、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。

１０４ 数研

保健体育 保健・体育 １年 ７０２ 新高等保健体育

単元の構成および教材内容は、基礎的・基本的事項から豊富な
データや探究的な内容のコラムや特設ページなどを使った発展的
な内容まで、理解や習得のためにバランスよく適切に配慮されて
いる。

５０ 大修館
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芸術 音楽Ⅰ １年 ７０３ ＭＯＵＳＡ１

鑑賞教材や創作活動などを中心に、全般にわたって生徒が興味・
関心をもって意欲的に学習を進めることができる構成になってい
る。生徒が自ら主体的に学習活動を進められるように，各教材に
学習内容や活動のポイントが明確に示されていてとても見やす
い。

２７ 教芸

芸術 美術Ⅰ １年 ７０２ 高校生の美術１

資料が充実しており、どのような学習内容においても生徒の創造
力の手助けとなると見込む。授業での実践を想定した内容で構成
されているので、活用しやすく、学習を効果的に進めることがで
きる。

１１６ 日文

芸術 書道Ⅰ １年 ７０１ 書道Ⅰ

単元の構成および教材内容は、基礎的・基本的事項の理解や習得
のためにバランスよく適切に配慮されている。また、漢字の書の
学習で２つの古典を比較し、その特徴を捉え、「主体的・対話的
で深い学び」を実現させるのにふさわしいものとなっている。

２ 東書

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３３４

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＥＬＥＭＥＮＴ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

題材が多岐にわたり、人文科学、自然科学、社会科学分野につい
てバランスよく学ぶことが出来る。思考力・判断力・表現力をさ
らに高めるため、設問や構成に工夫がみられ、生徒の主体的な学
びが展開しやすい。

６１ 啓林館

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３２８
ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

生徒の知的好奇心に訴える題材を多く取り上げており、主体的・
対話的で深い学びにつながる内容である。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資料や構成が工夫され
ている。

２ 東書

外国語 英語表現Ⅱ ２年 ３３２
ｂｅ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ

系統的・発展的に学習できるよう構成が工夫されている。基礎
的・基本的事項をもとに、自主的な学習ができるよう工夫されて
いる。様々な言語活動を通して学びを深められるように構成され
ている。

２３１ いいずな

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７１２
ＥＬＥＭＥＮＴ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

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。ま
た４技能を総合的に育成する活動へ展開しやすいよう、構成が工
夫され、様々な言語活動を通して、思考力・判断力・表現力等を
高めることにつながる内容である。

６１ 啓林館
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外国語 論理・表現Ⅰ １年 ７１８

ｂｅ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｌｏｇｉｃ　ａｎｄ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ
Ｓｍａｒｔ

学習する表現を具体的に使用する場面が多く掲載され、生徒の教
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。生徒が主体的、共働的に学びながら、効
率的に基本的な知識・技能を習得できる構成になっている。

２３１ いいずな

家庭 家庭基礎 １年 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

内容の配列と図説等の資料の関連が適切である。系統的・発展的
に構成され、主体的・対話的で深い学びが展開できる工夫がみら
れる。課題解決的な学びにつながるよう工夫されている。

５０ 大修館

情報 情報の科学 ２年 ３０６ 情報の科学

実習編と理論編に分けた２部構成となっており、生徒が主体的に
学習しやすい構成となっている。実習編ではＰＣを使わない実習
や、フリーソフトを活用した実習等、知的好奇心に訴えかける実
践的な内容である。理論編では図表等もうまく活用し、深くまで
切り込んでおり、発展的・探究的な学びへとつながる。

２ 東書
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国語 現代文Ｂ ２年 ３４０ 高等学校　改訂版　標準現代文Ｂ

定評のある教材を配置するほか、生徒に近い話題を取り上げた小
説・評論などの配列も適切で、思考を深め、学ぶ意欲を高める内
容構成になっている。言語活動の教材も充実しており、アクティ
ブ・ラーニングが展開できるように工夫されている。

１８３ 第一

国語 現代の国語 １年 ７１０ 新編　現代の国語

語彙力を高めることに効果的な定評のある教材や、生徒の身近な
話題を取り上げた実践的な教材が多く、生徒の意欲・関心を高
め、学びに向かう姿勢を育てられるような工夫があるとともに、
教材に関連する補助資料が豊富で、生徒の探究的な学びを深める
ことができる。

１０４ 数研

国語 言語文化 １年 ７０９ 新編　言語文化

文法・句法が体系的に学べ、基礎的知識の習得に効果的な定評の
ある教材や、生徒の身近な話題を取り上げた実践的な教材が多
く、生徒の意欲・関心を高め、学びに向かう姿勢を育てられるよ
うな工夫があるとともに、教材の背景知識や作品解説も充実して
おり、生徒の探究的な学びをを深めることができる。

１０４ 数研

地理歴史 世界史Ａ ３年 ３１２ 新版世界史Ａ　新訂版

本文の量や内容・構成が適切で、地図や写真が豊富に掲載され、
テーマ毎に見開きでまとめられており、効果的である。特集や人
物のエピソードなど、興味・関心をもてるように工夫されてお
り、主体的な学習を促したり、歴史的思考力を培ったりすること
ができるよう工夫されている。

７ 実教

地理歴史 地理総合 １年 ７０３ 高等学校　新地理総合

地理のエッセンスがコンパクトにまとめられており、ポイントに
なる歴史年表も豊富で効果的にレイアウトされている。そのため
グループ学習にも個人の自学自習にも適しており、主体的・対話
的な学びができる内容となっている。

４６ 帝国

地理歴史 地図 １年 ７０３ 標準高等地図

大判で美しく読みやすく、現代に力点が置かれている構成となっ
ている。地理総合以外でも公共分野でも幅広く活用できるような
資料も多く掲載され、国際感覚が身につき、探究的な学びへとつ
ながる内容となっている。

４６ 帝国

公民 現代社会 ２年 ３１５ 最新現代社会　新訂版

内容や構成が適切で、特にビジュアルを重視しており、文字部分
と図版部分のバランスがとても良い。また設問も随所に配置さ
れ、生徒の興味・関心を引きながら討論やグループ学習に発展さ
せやすい工夫がされている。

７ 実教
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数学 数学Ⅲ ３年 ３０２ 新編数学Ⅲ
生徒が陥りやすい間違いに配慮して、例や例題が丁寧に書かれて
いる。全体としてはっきりと見やすいレイアウトになっており、
学習内容を整理しやすく理解を深めることができる。

２ 東書

数学 数学Ｂ ３年 ３２０ 新版数学Ｂ　新訂版

易しい例を適切に用いて、具体的な数やものを生徒自身で一般
化、抽象化しながら自主的、自発的な学習が進められるよう構成
されている。例題や練習問題のレベルも学習内容を確認するのに
適切である。

７ 実教

数学 数学Ⅱ ２年 ３０２ 新編数学Ⅱ
項目の配列がよく、色使いにも工夫が見られ、わかりやすく説明
されている。基礎から応用まで系統的に構成されており、学習を
効果的に進められるように工夫されている。

２ 東書

数学 数学Ａ ２年 ３２１ 新版数学Ａ　新訂版
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
う計算途中に注意喚起をしたり、色や図を効果的に使って理解し
やすくするなど工夫がされている。

７ 実教

数学 数学Ⅰ １年 ７１５ 最新　数学Ⅰ

学習に必要な内容がコンパクトに編集されている。基礎的事項を
もとに、具体例による導入が工夫され、学習意欲を高め、主体的
に学習できるよう配慮されている。また、公式など重要な事項が
はっきりと示されていてわかりやすい。

１０４ 数研

数学 数学Ａ １年 ７１５ 最新　数学Ａ

基礎的・基本的事項をもとに、主体的に学習に取り組めるよう計
算途中に注意喚起をしたり、色や図を効果的に使ったりするなど
工夫がされており、生徒の理解が深まり、深い学びへとつながる
ような内容となっている。

１０４ 数研

理科 物理 ３年 ３０９ 物理　新訂版
図や写真が工夫されており、事象を視覚的にとらえてイメージし
やすく、生徒の興味・関心を高めることができる。学習内容の質
と量のバランスも適切である。

７ 実教

理科 化学基礎 ３年 ３２０ 改訂版　新編　化学基礎

「参考」「コラム」など，本文以外の要素が充実しており、日常
生活に関わりが深い内容がわかりやすく解説され、生徒の化学へ
の興味・学習意欲の向上に役立つような工夫がされている。ま
た、大切な用語を確認するために節末に配置された「Ｃｈｅｃｋ
＆Ｇｏ」や、重要事項が整理できるようになっている「重要事項
のまとめ」など、要点整理が行いやすくなっている。

１０４ 数研

理科 生物基礎 ３年 ３１７ 改訂版　新編　生物基礎
写真が豊富で、図も丁寧で詳しく描かれており、学習内容が理解
しやすい。基礎的・基本的な事項の説明が充実しており、生徒の
知的好奇心に訴える工夫がされている。

１０４ 数研
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理科 物理基礎 ２年 ３１４ 高校物理基礎　新訂版

各公式に単位や記号の意味などが丁寧に記されており、基礎的な
知識が自主的に学習ができるよう工夫されている。また、各単元
ごとの探究活動なども、実験方法が具体的に細かく記されてお
り、主体的な学習展開ができるよう工夫されている。

７ 実教

理科
科学と人間生

活
１年 ７０４ 科学と人間生活

章末の演習問題が充実しており、基礎基本から記述を伴う発展問
題まで幅広く問うような問題が収録されている。また、その解答
が教科書に載っていないことで生徒が主体的に学ぶことができ
る。さらに、教科書のサイズが大きく、写真や図が効果的に配置
されており、デジタルコンテンツも豊富で生徒が興味・関心を
持って主体的に学ぶことができるような工夫がされている。

１０４ 数研

保健体育 保健・体育 １年 ７０１ 現代高等保健体育

単元ごとのつながりがスムーズで系統的に授業を進めやすく組ま
れている。また、単元ごとに学んだ知識が日常生活および将来の
自分にどのようにいかされていくか、問題提起しながら主体的に
学び、思考力・判断力を育成できるように工夫されている。ま
た、重要語句は端的に表現・説明され、資料や図においても配色
などが工夫されており、わかりやすく基礎的知識・技能を獲得で
きるようになっているため、本校生徒の学習にとって適してい
る。

５０ 大修館

芸術 美術Ⅰ １年 ７０２ 高校生の美術１

各題材について「学びの目標」が分かりやすく書かれており、生
徒が掲載作品やその解説文を通して、造形や鑑賞への思考を深め
ることができる内容となっている。また美術史や技法などの資料
が充実しており、生徒が探究心を持って主体的に学ぶことができ
る。

１１６ 日文

芸術 書道Ⅰ １年 ７０５ 書Ⅰ

古典は原寸大見開きのサイズで、見やすくわかりやすい。解説
ページは字形や用筆の基礎・基本が習得できるよう整理され、生
徒が主体的に学ぶことができるよう工夫されている。また造像記
の名品「龍門二十品」が全点掲載されているなど補助資料も充実
しており、生徒の探究心や表現力を高めることができる。

３８ 光村

外国語 英語表現Ⅰ ３年 ３２９

Ｒｅｖｉｓｅｄ
Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ
Ｓｔａｎｄａｒｄ

文法学習から様々な活動へと探究的・発展的に学習が進められ
る。幅広い文法事項に加えて、日常的な題材が用いられ、生徒の
興味・関心を高める内容になっている。各文法事項の説明も簡潔
にまとめられていて、配列も適切であり系統的に構成されてい
る。

６１ 啓林館
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外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３４２

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＣＯＭＥＴ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

基本的な内容だけでなく、生徒の興味・関心を高める題材が豊富
であり、生徒が主体的に学べるように構成されている。また、語
句や文法事項の説明がわかりやすくまとめられていて、生徒が自
発的に学習できるように工夫されている。

１０４ 数研

外国語 英語会話 ２年 ３０３
Ｓａｉｌｉｎｇ　Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎ

日常生活との関連が理解しやすい。構成、イラスト、写真等が大
変見やすく、生徒の興味・関心を引く内容である。考えさせる題
材や設問を含んだ様々な活動を通して、思考力・判断力・表現力
を高める工夫がされている。

６１ 啓林館

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７１７
ＣＯＭＥＴ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

基本的な内容になっているが、テーマとしては決して浅い内容で
はなく、生徒の知的好奇心に訴えかけ、探究的な学びにつながる
構成となっている。また、基礎から学習事項を積み上げるために
適切な配列となっており、言語活動にも取り組みやすくなるよう
に工夫されている。

１０４ 数研

家庭 家庭基礎 ２年 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

基礎的・基本的な事項が学べる。また、データや解説が豊富であ
る。現代社会によく適合した内容と観点から構成されており、生
徒の学ぶ意欲をより高めるよう工夫されている。

１８３ 第一

工業 電気製図 ３年 ３０３ 電気製図 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 電子計測制御 ３年 ３５８ 電子計測制御 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業
ソフトウェア

技術
３年 ３６１ ソフトウェア技術 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 化学工業製図 ３年 ３０７ 製図

基礎的な内容が充実しており、機械を専門としない生徒に対して
も興味・関心を持ちやすくなるように工夫されている。特に、化
学工学や生産システム技術の内容とも関連しており、系統的に学
習が展開できる構成になっている。わかりやすく丁寧に書かれて
おり、製図の基礎を身につけられる内容である。

７ 実教

工業 工業数理基礎 ２・３年 ３０８ 工業数理基礎 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業
生産システム

技術
２・３年 ３１３ 生産システム技術 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業
プログラミン

グ技術
２年 ３３３ プログラミング技術 教科書として唯一のものである。 ７ 実教
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工業 原動機 ２年 ３４５ 原動機 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 電気機器 ２年 ３４９ 電気機器
学習を効率的に進められるように学年に応じた構成になってい
る。また、日常生活と関係した技術も紹介されていて、学ぶ意欲
を高められるようになっている。

１５４ オーム

工業 電力技術 ２年 ３５２ 電力技術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。また、自主的な学びにつながるように工夫されてい
て、学習を効果的に進められる内容である。

１５４ オーム

工業 電力技術 ２年 ３５３ 電力技術２
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。また、自主的な学びにつながるように工夫されてい
て、学習を効果的に進められる内容である。

１５４ オーム

工業 電子技術 ２年 ３５５ 電子技術
学習を効率的に進められるように学年に応じた構成になってい
る。技術的な内容も充実しており、自主的・自発的な学習ができ
るように工夫されている。

１５４ オーム

工業 化学工学 ２年 ３６７ 化学工学 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業
コンピュータ
システム技術

２年 ３７５ コンピュータシステム技術 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 地球環境化学 １年 ３８０ 地球環境化学 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 工業技術基礎 １年 ７０１ 工業技術基礎 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 機械製図 １年 ７０２ 機械製図

図面の重要要素である寸法記入や公差・表面性状が詳しく書かれ
ており、わかりやすい。二次元・三次元ＣＡＤの内容も充実して
いるため生徒の理解が深まり、学ぶ意欲を高めるような内容と
なっている。

７ 実教

工業 機械工作 １年 ７０８ 機械工作１ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 機械工作 １年 ７０９ 機械工作２ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 機械設計 １年 ７１０ 機械設計１ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教
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工業 機械設計 １年 ７１１ 機械設計２ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 工業化学 １年 ７１６ 工業化学１ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 工業化学 １年 ７１７ 工業化学２ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 工業情報数理 １年 ７１８ 工業情報数理

情報数理の内容を幅広く記載されており、興味を持って学習でき
るように工夫されている。また、基礎的・基本的な内容が見やす
く整理されている。プログラム言語もＢＡＳＩＣ、Ｃ言語と充実
しており、本校の生徒の実態を踏まえると、理解しやすく学ぶ意
欲を高める内容となっている。

７ 実教

工業 電気回路 １年 ７２０ 電気回路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
うに工夫されている。また、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、自ら課題を設定し、探究的
な学びへとつながるような内容である。

７ 実教

工業 電気回路 １年 ７２１ 電気回路２

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
うに工夫されている。また、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、自ら課題を設定し、探究的
な学びへとつながるような内容である。

７ 実教

- 48 -



高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 09　大津商業高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

国語 現代文Ｂ ２年 ３２７ 現代文Ｂ

文学的文章も論理的文章も多彩で読み応えがあり、基本的な知
識・技能を習得し、思考力・判断力・表現力を高めることができ
る。知識欲を刺激する作品が数多く収められ、批評眼を養うには
最適の内容であり、主体的学習へとつながる多様な学びが可能で
ある。

１７ 教出

国語 古典Ａ ２年 ３１５ 古典Ａ　物語選　改訂版

古文・漢文ともにジャンルや収録作品、難易度のバランスのとれ
た構成となっている。幅広いジャンルの作品に触れることがで
き、生徒の興味・関心にあわせて教材の選定をすることができ
る。

５０ 大修館

国語 現代の国語 １年 ７０２ 精選現代の国語

｢読むこと｣に主眼を置いた作品群について、カテゴリー・難易度
のバランスが適切な構成となっているとともに、いずれの作品も
幅広い問題提起を有する内容となっており、論理的思考・想像力
の深化・発展につながる学びが可能である。また｢話すこと・聞
くこと｣、｢書くこと｣に関する多様な言語活動を導く教材が豊富
に収録されているため、他者との関わりの中で自らの思いや考え
を適切に表現し、正確に伝える力の習得を目指した学びが期待で
きる。

２ 東書

国語 言語文化 １年 ７０２ 精選言語文化

｢現代文編｣・｢古文編｣・｢漢文編｣のそれぞれについて、質的・量
的に必要十分な教材が収録されている。また、主題や、作品のモ
チーフ等について類似点・共通点を有する複数の作品を読み比べ
ることを通して、日本語の特性や、日本人の感性を探究する試み
が随所に見られるため、日本固有の言語文化に対する理解と、言
語が有する価値への認識とを深めるための学びが期待できる。

２ 東書

地理歴史 日本史Ａ ３年 ３１４ 現代の日本史　改訂版
基礎的・基本的な内容が充実している。古代から近世までも詳し
く取り上げている。地図や年表が多く、全体の流れや場所をイ
メージしやすい。

８１ 山川

地理歴史 世界史Ｂ ２年 ３１１ 新選世界史Ｂ
基礎的・基本的な内容をおさえている。近現代についての記述が
比較的多く、特に現代史の記述が多い。表現が平易で、生徒に
とって理解しやすい。

２ 東書

地理歴史 地図 １年 ７０３ 標準高等地図
サイズが大きく見やすい。テーマ別の地図が豊富で、地理歴史だ
けでなく公民でも活用できる構成となっており、確かな知識とし
て習得できるよう工夫された内容となっている。

４６ 帝国
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公民 政治・経済 ３年 ３１３ 最新政治・経済　新訂版

文章と図や写真のバランスがよく、具体例も所々に盛り込まれて
いる。政治分野と経済分野のバランスもよく、内容も程よい分量
であり、使いやすい構成になっており生徒が興味・関心を持てる
ように工夫がなされている。

７ 実教

公民 公共 １年 ７０７ 高等学校　公共

特設ページが充実しており、生徒の思考力・判断力を育成するた
めに、考えるための手順などが記載されているので、社会で生き
るうえで役立つ実践的な知識及び技能が習得できるような内容と
なっている。

４６ 帝国

数学 数学Ⅱ ３年 ３１８ 数学Ⅱ　Ｓｔａｎｄａｒｄ
基本的な問題から応用問題まで過不足なく網羅されている。なお
かつ練習問題の量もほどよく、多くの内容を限られた時間数で効
果的に学習することができる。

２ 東書

数学 数学Ａ ２年 ３２１ 新版数学Ａ　新訂版

豊富なイラストにより、生徒の興味・関心が得られる。導入は具
体例を扱い、生徒が学習の内容に興味を持てるようにしてある。
生徒の興味・関心に応じて、学習教材を選択できるようにしてあ
る。

７ 実教

数学 数学Ⅰ １年 ７０２ 数学Ⅰ　Ｓｔａｎｄａｒｄ

基本的な問題から発展的な問題まで網羅されており、練習問題の
量も適切である。また、導入や課題学習においては、数学的な興
味、関心を引き出す工夫がされており、読み解く力や学びに向か
う姿勢の育成ができる教材が提示されている。

２ 東書

理科 化学基礎 ３年 ３１５ 化学基礎　新訂版

「参考」「発展」項目が充実しており、教材としての完成度が高
い。本校の生徒にとってやや難解な記述も見られるが、簡便な参
考書としての使用にも耐えうる。レポートの作成など、自主学習
に適している。

７ 実教

理科 生物 ３年 ３０７ スタンダード生物
生物基礎の復習が記載され、難易度も抑えてあるため、３単位で
実施しなければならない本校の実情に合っている。また、模式図
や写真が多いため、資料集がなくても理解しやすい。

２ 東書

理科 生物基礎 ２年 ３１２ 改訂　新編生物基礎

本文の難易度が適切であり、必要な事柄は網羅している。また、
実験や探求活動の部分は写真が大きく非常に見やすく、イラスト
についてもわかりやすくまとめてあり、本校の実情に合ってい
る。

２ 東書
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理科
科学と

人間生活
１年 ７０４ 科学と人間生活

図表や写真が多く、実生活に役立つ内容が精選されているため、
生徒の興味・関心を引き出すのに適切である。ＱＲコードのコン
テンツも豊富で、タブレットを活用しやすい。

１０４ 数研

保健体育 保健・体育 １年 ７０１ 現代高等保健体育

基礎的・基本的な事項を見開き２ページに配列し、わかりやすく
まとめている。図や表が詳細かつ色彩豊かで写真の採用もわかり
やすく本校生徒には理解しやすいのではないかと思われる。日常
生活との関連が分かりやすく生徒の学ぶ意欲を高めることができ
る。学習のねらいも理解しやすい。

５０ 大修館

芸術 音楽Ⅱ ３年 ３０７ 音楽Ⅱ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ

様々な曲種や形態の楽曲を難易度の軽重をつけてバランスよく取
り上げている。譜読みを妨げない場所にアドバイスが添えられ、
五線の幅もよい。鑑賞のページは、図や写真が多く取り入れ生徒
の興味を引き出しやすい。現代から過去への音楽史もよい。

１７ 教出

芸術 美術Ⅱ ３年 ３０４ 高校生の美術２
テーマ設定をして構成している。各項目では、代表的な作家を取
り上げ、見やすく仕上げている。生徒の学ぶ意欲を高めるものと
なっている。全体的には整理された標準的なものである。

１１６ 日文

芸術 書道Ⅱ ３年 ３０５ 書道Ⅱ

漢字仮名交じりの書に力を入れた本で、生徒には見やすい。漢字
の古典のすぐ横に、筆順と骨書きがあるのが大変便利で、説明す
る時間の短縮ができる。創作の分野では、多様な表現が取り上げ
られており、生徒の知的好奇心に訴えることができる。

２ 東書

芸術 音楽Ⅰ ２年 ３０７ 音楽Ⅰ改訂版　Ｔｕｔｔｉ

歌唱、器楽、鑑賞の順で構成されており使用しやすい。また楽曲
も豊富で、生徒の興味や関心を引き出しやすい。挿絵や解説の位
置も譜読みを妨げない箇所にある。巻末にあるリコーダーの運指
表やギターやキーボードのコード表は、大変わかりやすく、その
ページを見ながら楽曲に取り組める。

１７ 教出

芸術 美術Ⅰ ２年 ３０５ 高校生の美術１
テーマに沿って幅広く作品を取り上げ、また掲載作品数も多く、
生徒の知的好奇心に訴える。画材を使った技法の解説資料も豊富
で、生徒の自発的な活動が期待できる内容である。

１１６ 日文

芸術 書道Ⅰ ２年 ３０７ 新編　書道Ⅰ

漢字仮名交じりの書の展開が自然で、生徒の興味・関心を引き出
す構成である。筆順と骨書きがわかりやすく示されており、生徒
が自主的に活動し、創造的に作品制作に取り組めるよう工夫され
ている。また、掲載された古典の部分が高校生の立場になってい
る点が一番評価できる。

１７ 教出
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外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３２６
Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

多くの題材が生徒の興味を引くもので、英語の苦手意識を和らげ
る工夫がある。また、文を読む上で重要なreading skillが取り
上げられ、読解力が高められる工夫がなされている。生徒が取り
組みやすい活動も充実している。

２ 東書

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３４９

Ｖｉｖｉｄ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ
ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

教材の難易度や言語材料の配列が段階的、体系的で、取り組みや
すい工夫がなされている。題材も多岐にわたる。英語が苦手な生
徒も興味・関心を持てる内容が多く、理解の助けになる。

１８３ 第一

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７１１
ＰＡＮＯＲＡＭＡ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　1

教材の難易度や言語材料の配列が段階的で、取り組みやすい工夫
がなされており、１年生での学習に適している。特に各課におけ
るGoals & Activities　が明確で、親しみやすいトピックが多
く、生徒の主体性を導き出すことができる。

５０ 大修館

外国語 論理・表現Ⅰ １年 ７１２

ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｌｏｇｉｃ　ａｎｄ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

Part1で英語で論理的に表現する基礎を学習し、Part2で効果的な
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図る力を育成するように工夫されており、学習事項
がよく整理されている。また、やさしい問題の反復練習もあるの
で、英語を苦手とする生徒にとって取り組みやすい。

１０４ 数研

家庭
子どもの

発達と保育
３年 ３１１ 子どもの発達と保育　新訂版

基礎・基本的な学習事項が丁寧に詳しく記述されていて、具体例
やカラーの写真・イラストが豊富に掲載されている。学習内容が
わかりやすく記述されており、特に発達に関する内容は、生徒の
興味・関心が喚起されやすい構成になっている。

７ 実教

家庭 家庭総合 ２年 ３１１ 新家庭総合　主体的に人生をつくる

基礎的・基本的な学習事項がわかりやすく記述されており、具体
例も豊富で生徒が学習しやすいよう工夫されている。また、カ
ラー写真やイラストがバランスよく配置され、生徒の興味・関心
が喚起されやすい構成になっている。

５０ 大修館

商業 商品開発 ３年 ３１５ 商品開発 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

商業 ビジネス経済 ３年 ３１６ ビジネス経済 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

商業
プログラミン

グ
２年 ３２４ 最新プログラミング

プログラム言語（ＪＡＶＡ言語）の指導において、基礎・基本か
ら発展的な内容まで、系統的、発展的に構成されている。実習問
題は課題解決的・探究的な学びにつながるよう配置されており、
思考力・判断力を身に付けることができる。

７ 実教
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商業
広告と

販売促進
３年 ３２５ 広告と販売促進 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

商業
ビジネス経済

応用
３年 ３２６ ビジネス経済応用 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

商業 財務会計Ⅱ ３年 ３２９ 財務会計Ⅱ

具体的な会計処理などの問題の解説はコンパクトにまとめられて
いる。それぞれの項目の定義や意義についても系統立てて丁寧に
まとめられていて、段階を追って理解をすすめていきやすい構成
になっている。

７ 実教

商業 管理会計 ３年 ３３０ 管理会計

会計処理などの問題の解説はコンパクトにまとめられており、わ
かりやすい。それぞれの項目の定義や意義についても系統立てて
丁寧にまとめられている。図やイラストが効果的に配置されてお
り、理解しやすい構成になっている。

７ 実教

商業
ビジネス情報

管理
２年 ３３３ ビジネス情報管理 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

商業
マーケティン

グ
２年 ３３６ マーケティング　新訂版

各ページの資料も事例・参考・写真など身近な事柄を取り上げ、
生徒の知的好奇心に訴えかけるとともに、社会との関連を理解し
やすい構成となっている。市場調査では、生徒が主体的、自発的
に実習ができるよう構成が工夫されている。

７ 実教

商業 財務会計Ⅰ ２・３年 ３４８ 高校財務会計Ⅰ　新訂版

どの学習テーマも、会計の基礎・基本から発展的な内容まで系統
的に学習できる構成である。また、自主的、自発的な学習ができ
るように工夫されている。テーマごとに設定された例題について
は、何がポイントなのか、わかりやすく発展的な練習課題につな
げることができ、生徒の思考力・判断力を養うことができる。

７ 実教

商業 原価計算 ２・３年 ３５０ 原価計算　新訂版

社会とのつながりを理解しやすい内容となっており、例題につい
ては、何がポイントなのか、わかりやすく、自主的、自発的な学
習を促すのには効果的である。また、生徒の知的好奇心を高める
よう配置に工夫がみられ、自主的・自発的な学習の意欲を引き出
すような構成になっている。

７ 実教

商業 ビジネス情報 ２年 ３５２ ビジネス情報　新訂版

基礎的・基本的な内容が、図解や写真を用いて説明がわかりやす
くまとめられている。情報通信ネットワークを業務に活用できる
能力を身につけることができ、発展的な練習問題を自発的に取り
組めるように工夫されている。

７ 実教
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商業 ビジネス情報 ２年 ３５３ ビジネス情報　新訂版

情報システム科に必要なアルゴリズムの学習に重点をおいた構成
になっており、思考力や判断力が身に付く内容となっている。表
計算ソフトウェア・データベースによるシステム開発・構築の考
え方については、基本的な知識・技能をもとに、発展的でより専
門的で高度な内容が充実しており、自発的に学習できる内容と
なっている。

１９０ 東法

商業 経済活動と法 ３年 ３５４ 経済活動と法　新訂版

イラスト入りの事例や身近な例題を多く示されており、法律を初
めて学ぶ生徒にとっても理解しやすい内容となっている。また各
節ごとの学習内容の確認が「確かめてみよう」「考えてみよう」
の二つの形式で構成されているため、発展的・応用的な学習をす
すめられるよう工夫されている。

７ 実教

商業 電子商取引 ３年 ３５９ 電子商取引　新訂版
具体的な例を挙げながら章ごとに構成されており、内容も理解で
き、生徒に理解しやすい内容となっている。また、生徒が主体的
に活動できるよう研究・実習課題があり工夫されている。

１９０ 東法

商業 ビジネス基礎 １年 ７０１ ビジネス基礎

豊富な図表やイラストや写真などを使い、生徒が理解しやすいよ
うに工夫されている。各テーマに設定された事例のコラムが充実
していてわかりやすくなっている。本文の説明文も理解しやすい
表現になっている。

７ 実教

商業 簿記 １年 ７０８ 高校簿記

豊富な図解とカラフルなイラストで、難しい単元も、生徒が理解
しやすいよう工夫されている。また各テーマに設定された例題は
簡潔で、重要なポイントがわかりやすい。さらに、章末問題の確
認問題・完成問題では生徒の理解が難しいポイントを絞って復習
ができる。Let'sTryでは、その単元をより深め、発展的な学びへ
とつながるよう配慮されている。

７ 実教

商業 情報処理 １年 ７１５
最新情報処理
Ａｄｖａｎｃｅｄ
Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ

情報処理について、基礎的な内容から発展的な内容まで自主的・
自発的に学習をすすめやすい。また、パソコン画面の貼り付けに
よる解説や演習等の解説も丁寧でわかりやすいため、生徒が主体
的に実習に取り組みやすい。

７ 実教
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国語 現代文Ｂ ２年 ３２６ 精選現代文Ｂ

基礎力養成後に履修しておきたい作品が、各時代・各ジャンルか
ら適切に採用されており、収録作品数も多い。標準から発展の内
容まで段階的に配列され、系統的・発展的に学ぶことができる。
各作品を学習することによって、広い視野、深い思考や洞察をす
る力、的確な表現力を身につけることができる。

１７ 教出

国語 古典Ｂ ２年 ３５０ 高等学校　改訂版　古典Ｂ　古文編
国語総合で習得した基礎的な力を踏まえながら学習できる構成に
なっている。第一章から第二章にかけての流れや難易度も適切で
あり、学習を効果的に進めることができる。

１８３ 第一

国語 古典Ｂ ２年 ３５１ 高等学校　改訂版　古典Ｂ　漢文編

内容の配列と相互の関連が適切で、主体的な学習に際しても、ま
た高校生が多様な価値観に触れて自己を形成するにおいても適切
である。言語活動を深めるための工夫がされており、思考力・判
断力・表現力を高めることができる。

１８３ 第一

国語 現代の国語 １年 ７１３ 高等学校　現代の国語

説明的文章と文学的文章にわたって、さまざまな表現形式や文体
の文章を採録しており、思考力・判断力・表現力を段階的に高め
ることができる。説明的文章は現代的で、取り組みやすいものが
多く、生徒の学力に応じて、多様な学びができる。

１８３ 第一

国語 言語文化 １年 ７１３ 高等学校　言語文化

一年生で学習しておきたい作品が時代性や地域性を反映して、古
文・近代の文章・漢文と配列され、生徒が主体的に学べるよう工
夫されている。また、多様な作品が収録されているので、基礎か
ら応用まで幅広い学習ができる。見やすいレイアウトで意欲的に
取り組むことができる。

１８３ 第一

地理歴史 世界史Ｂ ２年 ３１２ 新詳　世界史Ｂ

歴史地図も殆どのページで挿入されており、「視点を変えて」
「地域を結び付けるもの」といったコラムも豊富で、生徒の知的
好奇心を喚起する工夫がなされている。それぞれの社会的事象を
歴史的な見方・考え方で捉えられるように、それぞれの背景が示
されている点が評価できる。

４６ 帝国

地理歴史 日本史Ｂ ２年 ３０９ 詳説日本史　改訂版

基礎的・基本的な知識が習得できる内容となっている。資料も豊
富で、改訂によりさらに新しい研究成果が反映されるなど、学習
者の意欲を高めることができる。また資料に基づく考察を通し
て、思考力・判断力・表現力を培う内容となっている。

８１ 山川
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地理歴史 地理Ｂ ２年 ３０４ 新詳地理Ｂ
基礎的・基本的な知識・技能が習得できる内容となっている。写
真や図表が豊富で、それに関する探究テーマが小単元ごとに設定
されており、思考力・判断力・表現力を高めることができる。

４６ 帝国

地理歴史 地図 ２年 ３１１ 詳解現代地図

各地域ごとの主題図が豊富に取り入れられていて、一般図と見開
きの地域もあり、探究的な学習を行うには最適である。写真や模
式図も多く掲載されていて知識の確認に利用できる。地図中に歴
史的な地名や地形名も表記され、より発展的な学習もできるよう
工夫されている。

１３０ 二宮

地理歴史 歴史総合 １年 ７０６ 明解　歴史総合

見開きで各単元が構成されており、各単元ごとに問いが設定され
おり、課題解決的、探究的な学びへつながるよう工夫されてい
る。また、図版も見やすく、多岐にわたっており、思考力・判断
力・表現力を高めることができる。

４６ 帝国

公民 政治・経済 ３年 ３１２ 高校政治・経済　新訂版

随所に生徒の興味や関心を引く工夫がみられ、主体的な学習につ
ながることが期待できる。写真や図の配置もバランスがとれてお
り、難しい制度や理論もコーナーをつくってわかりやすく解説し
ている。内容も豊富で、本校での指導に適した内容である。「現
代社会の諸課題」では、各テーマ設定が適切にされており、探究
的な学習も行いやすく、生徒の言語活動の充実にもつながると考
える。改訂により、身近で具体的な近年の事例を交えての解説が
加えられた。

７ 実教

公民 公共 １年 ７０３ 詳述公共

幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養う観点から
内容が構成されていて、多様なコラムや特集，問いかけなど全体
を通じて、生徒が現実社会の課題に対して主体的かつ多面的・多
角的に考察できる内容である。

７ 実教

数学 ＳＳ数学Ⅱ ２年 ３２２ 改訂版　数学Ⅲ

基礎的・基本的な内容から発展的な内容まで広く扱われており、
丁寧に解説されている。演習問題が充実しており、自ら学ぶ能力
を引き出すことができる。また、探究的な学びにつながるよう工
夫されている。

１０４ 数研

数学
ＳＳ数学Ｂ
数学Ｂ

２年 ３２５ 改訂版　数学Ｂ

基礎的・基本的な内容から発展的な内容まで広く扱われている。
基礎的・基本的な知識技能が習得できるとともに、応用例題など
を活用することにより自ら学ぶ力・活用する力を高めることがで
きる。また、知的探究心を引き出す工夫がされている。

１０４ 数研
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数学 ＧＳ数学Ⅰ １年 ７１７ ＮＥＸＴ　数学Ⅰ
わかりやすさに主眼がおかれ、基礎・基本の習得ができるよう工
夫されている。また、例題の下に書かれた【？】により、ただ問
題を解くだけにならないための工夫がなされている。

１０４ 数研

数学 ＧＳ数学Ⅰ １年 ７１３ ＮＥＸＴ　数学Ⅱ

基礎・基本の習得に加え、テーマの全体像を示すことで、見通し
をもって学習ができるよう工夫されている。例題の下には【？】
で、その問題を考察させる問いかけがあり、発展的・探究的な学
習につながるよう工夫されている。

１０４ 数研

数学 ＧＳ数学Ａ １年 ７１７ ＮＥＸＴ　数学Ａ

学習内容をただ羅列するだけでなく、各テーマにおいてどのよう
なことを学ぶのか、その全体像が示されているため、目的を把握
しやすい。また、わかりやすさに主眼がおかれ、基礎・基本の習
得に向けた工夫がなされている。

１０４ 数研

理科 ＳＳ生物 ３年 ３１１ 高等学校　改訂　生物

内容が簡潔にまとめられており、図版なども美しく見やすいた
め、生徒が興味・関心をもって学習内容を理解することができ
る。授業展開を考慮した適切な構成となっている。発展的な内容
を記したコラム・実験などを記載したページは全て目次に記載さ
れている。また、重要な内容に英語が付されていることは、発展
的な学習に取り組むのに適している。

１８３ 第一

理科 ＳＳ物理 ２年 ３１８ 改訂版　物理基礎

写真や図が見やすく、視覚的に内容をとらえることができるよう
に工夫されている。既習内容を適切に配置し、学習しやすい。
「物理基礎」の内容に密接に関連した「物理」の内容が多く補足
されている。

１０４ 数研

理科 ＳＳ物理 ２年 ３１３ 改訂版　物理

「物理基礎」の内容も補足されており、つながりがスムーズであ
る。初学者にとって理解しづらいポイントを、読みやすい文章と
図を用いて解説してあるので、生徒にとって使いやすいと思われ
る。扱われている問題の難易度も適当である。

１０４ 数研

理科 ＳＳ化学 ２年 ３１０ 化学　新訂版

基礎的な知識が習得できるよう工夫されている。無機や有機分野
の構成が良く、多彩な色やマークが使用されていて理解しやす
い。生徒の学ぶ意欲を高め、発展的、探究的に学ぶことができる
よう工夫されている。

７ 実教
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理科 ＳＳ地学 ２年 ３０８ 地学基礎　改訂版

基礎的事項が的確にまとめられ学習しやすい。内容の構成および
分量、図表の取り上げ方も適切で学習意欲を引き出すことができ
る。応用･発展的な項目が追加され、さらに生徒の思考力・判断
力を高めることができる。

６１ 啓林館

理科 化学基礎 １年 ７０８ 化学基礎

丁寧な解説やまとめが多く、行間や脚注も有効活用するなど、基
本的知識が習得しやすくなるよう工夫されている。また、単元ご
とに学習目標が明記されており、生徒が主体的に取り組めるよう
な工夫がある。デジタルコンテンツも豊富に準備されている。

１０４ 数研

理科 生物基礎 １年 ７１０ 高等学校　生物基礎

内容がよくまとめられており、図版は整理されて的確に配置され
ている。生徒の思考を促すような問いかけが取り入れらており、
授業に活用しやすい。重要語句には英語が付されており、これか
らの学習に資する工夫である。

１８３ 第一

保健体育 保健・体育 １年 ７０２ 新高等保健体育

著者が各分野から広く集められ、より専門的であるため、深く学
ぶことができる。また、自分たちの健康と社会との関連について
わかりやすく記載されていることから、生徒による課題解決的、
探究的な学びへとつながる工夫がみられる。

５０ 大修館

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３３７

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＰＯＬＥＳＴＡＲ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

最新テクノロジーから脳科学、ジェンダー問題など、学習者が現
代の諸問題に目を向け、視野を広げるような様々な題材が扱われ
ている。文章の量、難度、質全てにおいて適切である。またグラ
フ等も多用し、様々な読み取りができるように工夫されている。
各課末の練習問題の種類や質、量も適切である。

１０４ 数研

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３２８
ＰＲＯＭＩＮＥＮＣＥ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

従来通りのジャンルの中でも、新しい話題が多く取り上げられて
いる。また、エッセイ・論説文・プレゼンテーションのような文
章の形態ごとに各レッスンが分けられており、読解の指導がしや
すい構成となっている。

２ 東書

外国語 英語表現Ⅱ ２年 ３１８

ＣＲＯＷＮ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

「文法編」と「機能表現編」に分かれており、正しい英語で文章
を書けるようにするだけでなく、様々な言い回しを身につけるこ
とができるように工夫されている。章末の付録も充実しており、
家庭学習も十分に促せるつくりとなっている。

１５ 三省堂
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外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７０７
ＣＲＯＷＮ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

学習者の知的好奇心を刺激し、生き方を考えさせるきっかけとな
るような、多様な興味深い題材が扱われている。各セクションの
「Your Reaction」、章末の「Give It a Try!」などは、ペアや
グループでの創造的な言語活動を行うのに効果的である。

１５ 三省堂

外国語
ＧＳ英語表現

Ⅰ
１年 ７１３

ＭＡＩＮＳＴＲＥＡＭ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｌｏｇｉｃ　ａｎｄ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

単語からまとまった表現へと無理なく学習できるように工夫され
ている。紙面の構成もシンプルで大変見やすい。また、リスニン
グ活動やペア、グループでの表現活動も多種多様で生徒が興味・
関心を持って授業に主体的に参加できるように構成されている。

１７７ 増進堂

家庭 家庭基礎 １年 ７０１ 家庭基礎　自立・共生・創造

基礎的・基本的な題材がわかりやすく構成されているだけでな
く、TRYによって探究的な学びへと展開することが可能になって
いる。実社会の課題や生活checkなど、自身の生活と結び付ける
内容を数多く取り入れることで、主体的な学びにつながるよう工
夫されている。

２ 東書

情報 ＧＳ情報 １年 ７０８ 高等学校　情報Ⅰ

著作権に関する学習内容が充実しており、教材の配列が系統的で
工夫されている。また、アナログとディジタルに関する解説がわ
かりやすくまとめられており、特にアルゴリズムに関する説明が
大変詳しくわかりやすい。

１０４ 数研
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国語 現代文Ｂ ２年 ３４１ 新　探求現代文Ｂ

教材が豊富である。言語活動にも十分配慮がなされており、生徒
の知的好奇心に訴え、主体的･協働的なアクティブ･ラーニングが
展開できる。また、参考資料や文章を正しく読むための解説など
も充実している。

２１２ 桐原

国語 古典Ｂ ２年 ３５０ 高等学校　改訂版　古典Ｂ　古文編

多彩な教材が用意されており、様々な言語活動を通して、思考
力・判断力・表現力を高める工夫がなされるなど、アクティブ
ラーニングに関する工夫もある。また、写真や図版が生徒の興
味・関心を惹起させる。

１８３ 第一

国語 古典Ｂ ２年 ３５１ 高等学校　改訂版　古典Ｂ　漢文編

本文にでてくる句法が教材ごとにまとめられている。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な工夫が充
実している。また、アクティブラーニングが展開できるような工
夫もある。

１８３ 第一

国語 現代の国語 １年 ７０８ 現代の国語

多彩な題材や工夫された各コーナーを通して論理的思考力や表現
力を体系的に養うことができる作りになっている。また、テーマ
理解のページ、各種の言語活動、デジタル資料などが充実してお
り、生徒の主体的な学びや発展的な学習が実現できるようになっ
ている。

１０４ 数研

国語 言語文化 １年 ７０７ 言語文化

多彩な題材が豊富に収録されており、生徒の実情に合わせて学習
を進めることができる。また、見やすさや親しみやすさに配慮し
た各種資料や、比べ読みの教材、デジタル資料が充実しており、
生徒が言語文化への興味関心や理解をスムーズに深めながら主体
的に学習していける工夫がなされている。

１０４ 数研

地理歴史 世界史Ａ ２年 ３１４ 明解　世界史Ａ

流れがわかりやすく、系統的・発展的に構成されている。地図や
写真なども多く、世界の中の日本を把握しながら考察できる構成
となっている。また、生徒の興味を引く題材も多く、思考力・判
断力・表現力を高めるきっかけを与えやすい構成である。

４６ 帝国

地理歴史 世界史Ｂ ２年 ３１２ 新詳　世界史Ｂ

特定の地域や時代に偏ることなく、バランス良く内容が構成され
ている。基本的事項をもとに、発展的・探究的な学習ができるよ
う工夫されている。資料や地図も十分に使われ、思考力・判断
力・表現力を高めるよう工夫されている。

４６ 帝国
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地理歴史 日本史Ｂ ２年 ３０９ 詳説日本史　改訂版

基本的事項がわかりやすく、自主的・課題解決的な学習ができる
よう工夫されている。政治・経済など各分野が系統的・発展的に
構成されている。また、地図などは内容の読み取りやすさが考慮
され、思考力・判断力・表現力を高めるよう工夫されている。

８１ 山川

地理歴史 地理Ｂ ２年 ３０４ 新詳地理Ｂ

随所に工夫された項目が生徒の知的好奇心を喚起し、より理解を
深める内容となっている。また、図や資料の説明が丁寧で本校の
生徒の理解状況に沿った指導をしていくのに適切な教科書であ
る。

４６ 帝国

地理歴史 地図 ２年 ３１０ 新詳高等地図
各地域の地形の特徴が分かりやすく、各国の貿易データ、統計
データが豊富である。生徒の興味を引くような地図帳であり、思
考力・判断力を高めるきっかけを与えやすい。

４６ 帝国

公民 政治・経済 ３年 ３１１ 政治・経済

各単元ごとに単元目標が設定されており、生徒が理解しやすい工
夫がされている。また内容としては、データや資料が豊富で生徒
が現代の政治・経済に関する諸問題の解決について主体的に考え
ることができるものとなっており、そのうえで基本事項もしっか
りと記載されている。

２ 東書

公民 公共 １年 ７０７ 高等学校　公共

基礎知識が丁寧にまとめられており、写真や資料を多く取り入
れ、生徒が興味関心を持ちやすい構成になっている。また「How
to」「思考実験をやってみよう」の項目で、討論や思索のきっか
けが適切に与えられており、思考力、実践力を身につけられるよ
うに工夫されている。

４６ 帝国

数学 数学Ⅲ ２年 ３２３ 改訂版　高等学校　数学Ⅲ

基礎的・基本的事項とその応用の配列が適切であり、系統的・発
展的に構成されている。生徒の知的好奇心に訴えるような内容も
取り扱っている。本校の教育目標や生徒の状況を踏まえた教科指
導ができる内容である。

１０４ 数研

数学 数学Ｂ ２年 ３２６ 改訂版　高等学校　数学Ｂ

基礎的・基本的事項とその応用の配列が適切であり、系統的・発
展的に構成されている。色使い、図の配置の工夫も見られ、生徒
の知的好奇心に訴える構成である。本校の教育目標や生徒の状況
を踏まえた教科指導に適している。

１０４ 数研
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数学 数学Ⅰ １年 ７１３ 高等学校　数学Ⅰ

基礎的・基本的事項から応用までを幅広く取り扱っている。ま
た、色使いや配列に工夫があり、数式・図が見やすい構成になっ
ている。本校生徒の状況や教育目標を踏まえた教科指導をするこ
とができる。

１０４ 数研

数学 数学Ⅱ １年 ７１０ 高等学校　数学Ⅱ

基礎的・基本的事項とその応用まで幅広く取り扱ってあり、配列
も適切である。また、色使いに工夫があり、数式・図が見やすい
構成になっている。本校生徒の状況や教育目標を踏まえた教科指
導ができる内容である。

１０４ 数研

数学 数学Ａ １年 ７１３ 高等学校　数学Ａ

基礎的・基本的事項から応用までを幅広く取り扱っている。ま
た、色使いや配列に工夫があり、生徒の理解しやすいように考え
られた構成になっている。本校生徒の状況を踏まえた教科指導を
行うのに適している。

１０４ 数研

理科 物理基礎 ２年 ３１９ 改訂版　新編　物理基礎

理解が難しいところには詳細な解説があり、学習を効果的に進め
ることができる。生徒の知的好奇心を高める表現がされている。
例題の解答例などの記述も丁寧で、生徒が自主的・自発的な学習
をするのに適している。

１０４ 数研

理科 物理 ２年 ３１４
改訂版　総合物理１
力と運動・熱

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。また、内容の配列と相互の関連が適切であ
り、改訂により解説が丁寧にされるなど、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。

１０４ 数研

理科 物理 ２年 ３１５
改訂版　総合物理２
波・電気と磁気・原子

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。また、内容の配列と相互の関連が適切であ
り、改訂により解説が丁寧にされるなど、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。

１０４ 数研

理科 化学 ２年 ３１０ 化学　新訂版

文章の記述が丁寧で分かりやすく、系統的によくまとまってい
る。実験や参考、話題が多く取り入れられ、生徒が主体的に学ぶ
ための工夫がされている。模式図を用いて高度な内容が簡潔にま
とめられており、意欲をもって学習に取り組めるように工夫され
ている。

７ 実教
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理科 生物 ２年 ３０９ 生物　改訂版
基礎的な内容をもとに、発展的な学習ができるような工夫がされ
ている。内容の配列は適切であり、余白の取り方も適切で図など
が非常に見やすい。改訂版になりさらに洗練された。

６１ 啓林館

理科 地学基礎 ２年 ３０８ 地学基礎　改訂版
基本的な事項が丁寧にまとめられており、自発的な学習ができる
よう工夫されている。また、写真が大きく生徒の目を引く工夫が
見られ、演習問題の難易度も本校の生徒に適切である。

６１ 啓林館

理科 化学基礎 １年 ７０３ 化学基礎　ａｃａｄｅｍｉａ

基礎科目ではあるが、専門化学の内容につながる記述もふんだん
にあり、基礎以上の内容に興味・関心をもつ生徒にも学習に取り
組めるように工夫されている。記述は丁寧で、日常生活との関連
をうまくとりながら、系統的に構成されている。

７ 実教

理科 生物基礎 １年 ７０６ ｉ版　生物基礎

学習指導要領に示す目標を達成するのに十分な内容である。基礎
的な内容をもとに、生物との接続を意識した発展的な内容が含ま
れている。デジタル教材が豊富なだけでなく各教材間の相互連携
も充実しており、個別最適化された学習にも向いている。

６１ 啓林館

保健体育 保健・体育 １年 ７０１ 現代高等保健体育

基本的な事項が各単元ごとに、また体系的に見やすく配置され、
図表などが多く理解しやすい。内容も学習指導要領に則り、理解
を深める課題等が提示されており、主体的・対話的で深い学びに
取り組めるよう工夫されている。

５０ 大修館

芸術 音楽Ⅰ １年 ７０１ 音楽Ⅰ　Ｔｕｔｔｉ＋

いろいろなジャンルの音楽が選択されており、興味・関心を持ち
自主的・自発的な学習ができる工夫がされている。ブロックごと
に題材を設け学習を明確化するとともに楽曲を有機的に活用でき
るように配慮されている。写真や挿絵も適切に表現され楽譜が見
やすい。

１７ 教出

芸術 美術Ⅰ １年 ７０３ 高校美術

生徒が美術への興味・関心を持てる構成になっている。生徒がよ
り深く題材をとらえ、思考力・表現力を高めるような工夫があ
る。適度な作品数・内容でレイアウトも見やすい。また、鑑賞の
ページも多く、美術史の内容も充実している。

１１６ 日文
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芸術 書道Ⅰ １年 ７０１ 書道Ⅰ

書道科の目標を達成するに適切な内容で、基礎的・基本的事項を
もとに、自主的・自発的な学習が出来るよう工夫されている。ま
た内容の配列と相互の関連が系統的、発展的に構成されていた
り、書道の略年表や用語等の補足資料が充実しているため、生徒
の知的好奇心に訴えられ、自発的な学習を促しやすい。指導書に
デジタルブックがあることにより、電子黒板でテンポよく分かり
やすい説明が出来る。

２ 東書

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３３４

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＥＬＥＭＥＮＴ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

様々なリーディングスキルを各章で習得できるようになってお
り、学習を効果的に進められる構成である。また、段落毎の要点
を掴むことを目的とした問題が豊富で、本校生徒の状況や目標に
即した指導ができる内容となっている。巻末には英語定義による
語彙が掲載されており、生徒が推測して読み進められるように工
夫もされている。

６１ 啓林館

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３３７

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＥＬＥＭＥＮＴ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

基礎的・基本的事項をもとに自主的な学習の工夫がされている。
また内容の配列と相互の関連が適切であり、生徒の知的好奇心に
訴えると同時に、主体的・協働的に学ぶアクティブ・ラーニング
を展開する工夫もしやすい。本校生徒の状況に適した指導の工夫
がしやすくなっている。他学年との内容の関連性もある。

６１ 啓林館

外国語 英語表現Ⅱ ２年 ３２５
ＤＵＡＬＳＣＯＰＥ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ

各セクションで到達すべき目標が明確である。文法事項の確認か
らパラグラフライティング、そしてコミュニカティブな活動につ
なげており、内容配列が適切で様々な言語活動を通しての技術向
上が期待できる。よって、本校の教育目標を踏まえた指導が可能
である。

１０４ 数研

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７１２
ＥＬＥＭＥＮＴ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

見開き１ページに全英文を収められ、初読で最初から最後までの
英文に目を通せる構成である。取り扱われている題材も生徒の興
味を惹くものである。基礎的・基本的事項をふまえつつ、題材に
対して探究的な学びにつながるような工夫がある。さらに、
Vocabulary, Listening, 本文,Try, Speaking, Writingと様々な
言語活動ができるように工夫されている。

６１ 啓林館

外国語 論理・表現Ⅰ １年 ７１０

ＥＡＲＴＨＲＩＳＥ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｌｏｇｉｃ　ａｎｄ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ Ⅰ
Ａｄｖａｎｃｅｄ

各レッスンの最初にCan Do「話す（やりとり）」、「話す（発
表）」、「書く」の３領域別に目標を設定することができるよう
に構成されており、図表などの素材も、複数の情報を含む写真や
図表が掲載されており、探究を深め、学んだ文法・表現を使って
アウトプットするようになっている。

１０４ 数研

- 64 -



高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 11　河瀬高校
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家庭 家庭基礎 ２年 ３１１ 家庭基礎　自立・共生・創造

基礎的・基本的事項だけでなく、課題解決的・探究的な学びへと
つながるような内容も含まれている。各種の資料が数多く掲載さ
れており、生徒の知的好奇心に訴える工夫がある。章末には、学
んだことを実生活につなげる工夫がなされている。

２ 東書

情報 情報Ⅰ １年 ７１０ 情報Ⅰ

問題解決学習について相互的に学習ができるよう豊富な事例を掲
載されている。技術的な内容は各章ごとに「技法」としてまとめ
られており、知識だけでなく技能の習得についても系統的に学習
できるよう工夫された構成となっている。

１１６ 日文
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教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

国語 現代文Ｂ ２年 ３４０ 高等学校　改訂版　標準現代文Ｂ

評論文・小説とも定評のある作品を取り入れながら、幅広い分野
にわたって豊富な教材が採録されている。生徒の好奇心を刺激
し、自分で主体的に調べ・学び・発表できる作品が取り上げられ
ている。

１８３ 第一

国語 現代の国語 １年 ７１３ 高等学校　現代の国語

評論と小説をバランスよく配置するとともに、言葉による見方・
考え方を働かせるための言語活動が充実している。また、どの単
元においても、生徒が基礎的・基本的な知識・技能を習得できる
よう工夫されている。

１８３ 第一

国語 言語文化 １年 ７１３ 高等学校　言語文化

古文・漢文においては、基礎的・基本的な知識・技能が習得でき
るよう工夫されており、視覚的資料も多く生徒の主体的な学習の
手助けとなる。また、近代詩を配置することで日本特有の表現技
法に対する学習も図ることができる。

１８３ 第一

地理歴史 世界史Ａ ２年 ３１０ 世界史Ａ

歴史的事実やその時代をコンパクトにまとめて簡潔な文章で表現
しているため、生徒にとって要点が押さえやすい。地図や写真も
豊富だし、日本史との関連や歴史のエピソードがコラム記事的に
配置されていて生徒の興味を引く工夫がなされている。

２ 東書

地理歴史 地理総合 １年 ７０３ 高等学校　新地理総合

地理の基礎的内容が見開きのページに簡潔にまとめられており、
写真や図も豊富で、ＧＩＳの実践的な活用にも適応している。学
習目的が示されており、重要用語も欄外にまとめられているなど
生徒にとって学びを深められるような構成になっている。

４６ 帝国

地理歴史 地図 １年 ７０４ 高等地図帳

地図帳として必要な地理情報が豊富で、主題図もシンプルに整理
されていて生徒にとってわかりやすい。地形と土地利用を示した
地図や地域間のつながりを重視した地図の構成は広域な災害や防
災について生徒が主体的に考え、学びを深める上で適している。

１３０ 二宮

公民 現代社会 ３年 ３１５ 最新現代社会　新訂版

本文の記述が丁寧で詳しく、脚注の用語解説も豊富で充実してい
る。写真や図、表が随所に盛り込まれ、視覚的に現代社会の一端
をまとめられるように工夫がなされている。コラムや特集なども
組まれ、生徒にとって学ぶ意欲を高める内容になっている。

７ 実教
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教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

数学 数学Ⅲ ３年 ３２５ 改訂版　最新　数学Ⅲ

身に付けた知識・技能を活用し、思考力・判断力・表現力を高め
るように工夫されており、学ぶ意欲を高めることができ、主体的
に学ぶアクティブ・ラーニングが展開できる工夫がなされてい
る。学校の特色を踏まえた教科指導ができる内容になっている。

１０４ 数研

数学 数学Ⅱ ２年 ３３０ 改訂版　最新　数学Ⅱ
基礎的・基本的事項が丁寧に説明されており、自主的、自発的な
学習ができるよう工夫されている。日常生活との関連が理解しや
すく、学ぶ意欲を高める内容になっている。

１０４ 数研

数学 数学Ａ ２・３年 ３３０ 改訂版　最新　数学Ａ
日常生活との関連がある内容で、学ぶ意欲を高めることができ
る。身に付けた知識・技能の活用ができ、思考力・判断力・表現
力を様々な方法で高めることができる工夫がなされている。

１０４ 数研

数学 数学Ｂ ２年 ３２８ 改訂版　最新　数学Ｂ

内容の配列と相互の関連が適切であり、習得済みの学習内容から
系統的・発展的に構成されている。探究的な学びへとつながるよ
う工夫されており、主体的に学習を進めていくことができる内容
である。

１０４ 数研

数学 数学Ⅰ １年 ７１５ 最新　数学Ⅰ

高等学校で数学を学んでいくための基礎的・基本的な知識・技能
を習得できるよう工夫されている。また、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。

１０４ 数研

理科 生物基礎 ３年 ３１２ 改訂　新編生物基礎

基礎・基本に忠実であり、また、日常生活との関わりと結びつけ
る構成になっており、生徒にとってわかりやすく使いやすい。ま
た、写真や図が非常にわかりやすく、授業において発問しやすい
工夫がなされている。コラム欄も充実しており、生徒の学ぶ意欲
を高めるきっかけとなる。

２ 東書

理科 化学基礎 ２年 ３１４ 改訂　新編化学基礎

写真や図が大きくわかりやすく、身近なものとして化学を捉えら
れられるように工夫されている。基礎・基本を定着させられるよ
うに、例題・問題が取り入れられている。生徒も教師も使い勝手
の良い教科書である。

２ 東書

理科
科学と

人間生活
１年 ７０３ 高等学校　科学と人間生活

わかりやすく、簡潔な構成であり必要最低限の内容から見やすい
構成となっている。また、図や写真等も多く、実験の内容も充実
している。イラストや写真が多く、文章自体も簡潔に分かりやす
く表現されていることから理科に対して苦手意識を持つ生徒が多
い本校の実情に最適な教材であると考える。

６１ 啓林館
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保健体育 保健・体育 １年 ７０１ 現代高等保健体育

図表や写真がカラーで見やすく、学習内容がわかりやすく重要な
用語の説明が丁寧である。保健の基本的・基礎的な内容が理解し
やすく、わかりやすくまとめられている。主体的・対話的で深い
学びの中で、問題解決して探究的な学習ができるように工夫され
ている。

５０ 大修館

芸術 音楽Ⅰ １年 ７０３ ＭＯＵＳＡ１
様々なジャンルから教材性の高い曲が選曲されている。全ての生
徒が「学習できた」と実感できる丁寧な学習プロセスが提示さ
れ、学習をサポートするＱＲコードが付いている。

２７ 教芸

芸術 美術Ⅰ １年 ７０１ 美術１

カラー写真で作家作品を数多く取り入れ、１つ１つが興味を引く
内容で構成され、高校生が写真から創意工夫して各自の制作をす
るための思考・判断・表現がしやすい状態になっている。美術と
しての情報も受け入れやすく、社会的美術知識も得られ、高校生
が楽しく学べるよう工夫されている。教科書を通じて、生徒が自
ら課題制作をする探究心と意欲を掻き立てられるよう工夫されて
いる。

３８ 光村

外国語 英語表現Ⅰ ３年 ３２２
ＮＥＷ　ＦＡＶＯＲＩＴＥ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

基礎的な内容から始まり、各レッスンで扱う項目が実際の場面に
即して解説されている。最後には自ら作文をする場面があり、
ターゲットになる項目をスムーズに習得できるように工夫されて
いる。「読む・書く」だけではなく、「話す・聞く」といった総
合的な言語活動を行う上でも工夫されたものになっている。言語
配列も適切で、系統的な学習ができ、実際の使用場面を想定し、
Eメール、広告や新聞記事が取り上げられており、生徒にとって
は自ら取り組みやすいものになっている。

２ 東書

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７１７
ＣＯＭＥＴ　
Ｅｎｇｌｉｓｈ　
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

基本的な文法項目が丁寧にわかりやすく説明されてあり、総合的
なコミュニケーションへの転換がしやすい内容である。扱われて
いる題材も身近な話題から異文化理解、社会問題、テクノロジー
に至るまで生徒の興味を引くものである。また、生徒の個々の学
習段階に応じた言語活動を促す内容となっているため、生徒に
とっては自ら取り組みやすいものになっている。

１０４ 数研

家庭 家庭基礎 ２年 ３１１ 家庭基礎　自立・共生・創造

基礎的・基本的な事項が確実に理解できるよう、写真や図が多
く、生徒の状況を踏まえた教科指導が行える。分野ごとにコラム
があり、日常生活との関連や将来へのつながりが理解しやすく、
課題解決的な学びへとつながるよう工夫されている。

２ 東書

工業
衛生・防災

設備
３年 ３３９ 衛生・防災設備 文部科学省の著作本であり、教科書として唯一のものである。 ７ 実教
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工業 原動機 ３年 ３４５ 原動機 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 電子計測制御 ３年 ３５８ 電子計測制御 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 土木基礎力学 ３年 ３６４ 土木基礎力学１ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 土木基礎力学 ３年 ３６５ 土木基礎力学２ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 通信技術 ３年 ３７４ 通信技術 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業
コンピュータ
システム技術

３年 ３７５ コンピュータシステム技術 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 建築施工 ３年 ３７６ 建築施工 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 工業数理基礎 ２年 ３０８ 工業数理基礎 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業
生産システム

技術
２年 ３１３ 生産システム技術 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 自動車工学 ２年 ３２２ 自動車工学１ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 自動車工学 ２年 ３２３ 自動車工学２ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業
プログラミン

グ技術
２年 ３３３ プログラミング技術 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業
ハードウェア

技術
２年 ３６０ ハードウェア技術 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 建築計画 ２年 ３６２ 建築計画 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 土木施工 ２年 ３６６ 土木施工 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 建築法規 ２年 ３７７ 建築法規 教科書として唯一のものである。 ７ 実教
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工業 空気調和設備 ２年 ３８１ 空気調和設備 文部科学省の著作本であり、教科書として唯一のものである。 １７９ 電機大

工業 電気機器 ２年 ３９１ 電気機器　新訂版
写真や図、例題が豊富で、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。また、日常生活との
関連が理解しやすく、学ぶ意欲を高める内容になっている。

７ 実教

工業 電力技術 ２・３年 ３９２ 電力技術１　新訂版
新しい図や写真が採用され、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。また、学習を効果的に進
められるようコース、類型等に応じた構成になっている。

７ 実教

工業 電力技術 ２・３年 ３９３ 電力技術２　新訂版
新しい図や写真が採用され、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。また、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。

７ 実教

工業 電子回路 ２年 ３９５ 電子回路　新訂版
写真や図、例題が豊富で、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。また、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。

７ 実教

工業 建築構造設計 １年 ３６３ 建築構造設計 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 工業技術基礎 １年 ７０１ 工業技術基礎 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 機械製図 １年 ７０２ 機械製図
機械に関する専門的な内容が記されている。定規や他の道具の使
い方など丁寧に表記されている。見本となる図面も生徒にわかり
やすい図形である。

７ 実教

工業 電気製図 １年 ７０３ 電気製図 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 建設製図 １年 ７０５ 建築設計製図

建設に関する専門的な内容が記されている。中でも建築物を創造
する上での基本となることが丁寧に表記されている。掲載されて
いる建築物も現代の手法を取り入れていて生徒がイメージしやす
い。

７ 実教

工業 機械工作 １年 ７０８ 機械工作１ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教
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工業 機械工作 １年 ７０９ 機械工作２ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 機械設計 １年 ７１０ 機械設計１ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 機械設計 １年 ７１１ 機械設計２ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 建築構造 １年 ７１４ 建築構造 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 工業情報数理 １年 ７１８ 工業情報数理
入門としての内容が充実しており、ＢＡＳＩＣとＣ言語が掲載さ
れている。実習をとおして情報に関する知識と技術が学べる内容
になっている。

７ 実教

工業 工業情報数理 １年 ７２３ 工業情報数理
Ｃ言語によるプログラミング実習の内容が充実している。数値処
理に関する扱いが多く、記述もわかりやすい。また写真も多く、
興味を持ちやすい。

１５４ オーム

工業 電気回路 １年 ７２４ 電気回路１
図や写真を用い効果的な学習のための工夫がされている。また、
補足説明や重要な用語が示されている。応用学習もでき、興味・
関心を促す配慮がされている。

１５４ オーム

工業 電気回路 １年 ７２５ 電気回路２
図や写真を用い効果的な学習のための工夫がされている。また、
補足説明や重要な用語が示されている。応用学習もでき、興味・
関心を促す配慮がされている。

１５４ オーム
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国語 国語表現 ３年 ３０７ 国語表現　改訂版

生徒の進路に応じた使用が可能で、生徒の学習に適した内容およ
び構成である。また、文章表現のみならず、生徒の豊かな感性を
養う教材が充実している。アクティブ・ラーニングにも活用で
き、国語表現の教科書として適当である。

５０ 大修館

国語 現代文Ｂ ２年 ３３９ 高等学校　改訂版　現代文Ｂ

小説・韻文・評論の教材が幅広く取り上げられバランスがよい。
文学的鑑賞力や論理的な思考力を養うにふさわしい内容である。
また、写真や図なども豊富で生徒の知的好奇心に訴え、心に響く
よう工夫されている。

１８３ 第一

国語 古典Ａ ２年 ３１４
高等学校　改訂版　標準古典Ａ
物語選

国語総合の古典の内容を踏まえて、自主的・自発的な学習を促す
ことのできる教材で構成されている。アクティブ・ラーニングに
適した「言語活動の課題」が配置されており、主体的で深い学び
を行うのに適している。

１８３ 第一

国語 古典Ｂ ２年 ３４１ 精選古典Ｂ　改訂版

古典を読む能力を高め、人生を豊かにする教材が、古文・漢文両
分野ともに幅広い分野から配置されている。教科書冒頭の口絵部
分もさまざまな資料がきれいにまとめられ、生徒が理解しやすい
ように工夫されている。

５０ 大修館

国語 現代の国語 １年 ７１３ 高等学校　現代の国語

言語感覚を磨き、知識と教養を身に付け、豊かな感性や情緒を育
むことができるような教材が多く採録されている。また生徒が対
話的・協働的な学習活動を行いやすいよう、現代社会の問題を具
体的に扱った教材がバランスよく採録されている。

１８３ 第一

国語 言語文化 １年 ７１３ 高等学校　言語文化

古典における理念や社会秩序についての基本的な考え方に深く関
わる教材が多く採録されている。また生徒が言語感覚を磨き、知
識と教養を身に付け、豊かな感性や情緒を育むことができるよう
な古典や近現代のすぐれた文章が配置されている。

１８３ 第一

地理歴史 世界史Ｂ ２年 ３１０ 詳説世界史　改訂版

詳細で豊富な内容が簡潔な記述で解りやすくまとめられている。
各章が「導入・展開・まとめ」と系統的に構成されており、思
考・判断・表現力を高められるように工夫されている。また、世
界史への窓や巻頭の口絵など、生徒の興味・関心を引き出せるよ
うに作られている。

８１ 山川
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地理歴史 日本史Ａ ２年 ３０８ 日本史Ａ　現代からの歴史
基礎的・基本的な事項が押さえられており、現在との歴史的なつ
ながりがわかりやすくなるよう、解説に工夫がみられる。記述も
わかりやすく、生徒が自主的に学習を進めることができる。

２ 東書

地理歴史 日本史Ｂ ２年 ３０９ 詳説日本史　改訂版

基本的事項を大変解りやすく、かつ詳細に記述している。日本の
歴史だけでなく、海外との交流に関する記述も平易であり、多面
的な視点から生徒が理解できる。また、歴史へのアプローチなど
のように、探究的な学びへとつながるような工夫もなされてい
る。

８１ 山川

地理歴史 地理Ａ ２年 ３０９ 基本地理Ａ
基礎的・基本的な内容が充実している。資料や図は、生徒の知的
好奇心を高めるよう配置に工夫がみられ、自主的・自発的な学習
の意欲を引き出すような構成になっている。

１３０ 二宮

地理歴史 地理Ｂ ２年 ３０５ 新編　詳解地理Ｂ改訂版

基礎的・基本的な事項の記述がわかりやすく、資料や写真などが
系統的に配置されているため、自主的な学習が進めやすい。資料
が豊富に掲載されており、考察を通じて思考力を育成できる内容
である。

１３０ 二宮

地理歴史 地図 ２年 ３１０ 新詳高等地図
国境線などがしっかり描かれてあるなど全体的に見やすいだけで
なく、統計資料などが充実している。生徒が主体的に学べる工夫
がされている。

４６ 帝国

地理歴史 歴史総合 １年 ７０６ 明解　歴史総合

各項左上には絵画や統計資料が配置されており、これを基にグ
ループ学習などの主体的・対話的な学びができるようになってい
る。既習事項に加え、基礎的、基本的な知識・技能を習得しやす
いよう系統的な章立てがされている。

４６ 帝国

公民 現代社会 ３年 ３１５ 最新現代社会　新訂版

憲法学習や政治・経済活動などの学習をすすめるうえで、歴史的
背景や現実の社会の状況を適切に押さえている内容である。ま
た、学習内容が生徒の日常生活や将来とつながるよう工夫されて
おり、生徒が自主的に意欲的に学ぶことができる。

７ 実教

数学 数学Ⅲ ３年 ３２４ 改訂版　新編　数学Ⅲ

既習事項とのギャップをなくす工夫があり、また色づかいや文字
などユニバーサルデザインへの配慮もされ、図を用いて視覚的に
理解が深められるようになっている。また内容の配列もよく考慮
されており、学習を効果的に進められるよう工夫されている。

１０４ 数研
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数学 数学Ｂ ２・３年 ３２７ 改訂版　新編　数学Ｂ

色使いがすっきりしていて、各ページが見やすく構成されてい
る。特にベクトルでは図が適切に用意されていてわかりやすい。
項目ごとに段階を踏まえて、演習問題が効率よく効果的に配置さ
れている。

１０４ 数研

数学 数学Ⅱ ２年 ３２９ 改訂版　新編　数学Ⅱ

例・例題・応用例題と問題の難易度がわかりやすく整理されてい
る。説明や表現も簡潔で、かつ、わかりやすい。例題に続く練習
の問題も、少しずつ変化させるなど工夫されていて、問題の選択
が適切になされている。

１０４ 数研

数学 数学Ⅰ １年 ７１４ 新編　数学Ⅰ

簡潔な記述と適度な内容量・問題量で確実な知識・技能が身につ
くようになっている。思考力・判断力・表現力の育成につながる
要素やデジタルコンテンツも用意されていて、目標を持って学習
に取り組むための工夫や自学を助ける工夫が見られ、主体的な学
びにつながる。巻末の総合問題も読解力の養成につながる興味深
い内容である。

１０４ 数研

数学 数学Ａ １年 ７１４ 新編　数学Ａ

理解を促す豊富な図や知識・技能の定着しやすい展開・題材の工
夫がみられる。思考力・判断力・表現力の育成につながる要素や
デジタルコンテンツも用意されていて、目標を持って学習に取り
組むための工夫や自学を助ける工夫が見られ、主体的な学びにつ
ながる。本文を超える内容も研究や発展でカバーされている。

１０４ 数研

理科 地学基礎 ３年 ３１０ 高等学校　改訂　地学基礎

写真や図が大きく描かれていてわかりやすい。内容の配列が系統
的で、かつトピックス等で生徒の知的好奇心を引き出す工夫があ
る。本文中の重要語句もわかりやすく、生徒の理解を助ける。節
末のまとめは、生徒の自主的で思考力を高める学習に役立つ。

１８３ 第一

理科 物理基礎 ２・３年 ３１９ 改訂版　新編　物理基礎

平易に記述されているが、内容が精査され、ポイントがうまくま
とめられており、生徒の理解を助ける工夫がある。例題と類題が
効果的に組み合わされ、学習内容の確実な定着と自主的・自発的
な発展的学習が期待できる。

１０４ 数研

理科 物理 ２年 ３１４
改訂版　総合物理１　
力と運動・熱

論理的な考え方がわかりやすく説明されている。公式などが理解
しやすいように工夫してまとめられており、例題の解答も丁寧で
ある。また、物理基礎の内容を復習しながら、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。

１０４ 数研
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理科 物理 ２年 ３１５
改訂版　総合物理２　
波・電気と磁気・原子

論理的な考え方がわかりやすく説明されている。公式などが理解
しやすいように工夫してまとめられており、例題の解答も丁寧で
ある。また、分冊で分野別にまとめられており、物理基礎からの
発展的な展開がスムーズに進められるように配慮されている。

１０４ 数研

理科 化学基礎 ２年 ３２０ 改訂版　新編　化学基礎
図と写真が豊富に掲載されていて、理解を深める工夫が見られ
る。本文に関連する写真が多く、生徒が興味・関心を持って自発
的に学習するのに役立つ内容となっている。

１０４ 数研

理科 化学 ２年 ３１３ 改訂版　化学

日常生活などの身近な現象に触れることで生徒の理解を助けるよ
う、いろいろと工夫がなされている。探究活動の設定も適切であ
る。また、化学基礎の内容との関連もよく、系統的にまとめられ
ている。練習問題も豊富であり、生徒の主体的学びができる内容
となっている。

１０４ 数研

理科 生物基礎 ２年 ３１６ 改訂版　生物基礎
基本的な内容とともに、発展的内容も充実しており、学習内容へ
の興味、関心を喚起できる。また、新しい知見の導入も多く、表
現方法が工夫されていてわかりやすい。

１０４ 数研

理科 生物 ２年 ３１０ 改訂版　生物
イラストが複雑でわかりにくい部分があるが、本文は精選された
表現でわかりやすい。参考や発展の文章も同様である。特にコラ
ムは読みやすく生徒の興味を引く内容となっている。

１０４ 数研

理科 物理基礎 １年 ７０８ 新編　物理基礎

平易に記述されているが、内容が精査され、ポイントがうまくま
とめられており、生徒が理解しやすい工夫がある。例題と類題が
効果的に組み合わされ、学習内容の確実な定着と自主的に新しい
内容に取り組める工夫がされている。

１０４ 数研

理科 化学基礎 １年 ７１０ 新編　化学基礎

図と写真が豊富に掲載されていて、理解を深める工夫が見られ
る。本文に関連する写真が多く、生徒が興味関心を持って自発的
に学習するのに役立つ内容となっている。QRコードがあり動画や
確認テストをスマホタブレットで見ることができる。

１０４ 数研

理科 生物基礎 １年 ７０７ 生物基礎
学習内容は項目ごとに整理され、基本的な知識の習得に向く。ま
た、図版や写真は見やすく配置され、参考・発展的内容ととも
に、興味、関心を喚起できる。

１０４ 数研
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保健体育 保健・体育 １年 ７０１ 現代高等保健体育

自主的・自発的学習を促す上で必要不可欠な図や表を見やすい位
置に配置している。また、個々の章立ての構成が系統的・発展的
であり、基礎的事項の修得から課題解決学習にも適用しやすいよ
うに工夫されている。

５０ 大修館

芸術 音楽Ⅱ ２年 ３１１ 改訂版　高校生の音楽２
音楽に対する感性を高め、音楽への興味をかき立てるよう、楽
譜、写真、図などの教材が系統的・発展的に配置されており、生
徒が主体的に取り組めるよう工夫がなされている。

８９ 友社

芸術 美術Ⅱ ２年 ３０２ 高校美術２

生徒の興味・関心をひくようにわかりやすく配置されている。美
術をしっかりと学ぼうという意欲をかきたてている。また、美術
の基本的な技能が学べるうえに創造性がのばせるように工夫され
ている。

１１６ 日文

芸術 書道Ⅱ ２年 ３０７ 新編　書道Ⅱ

各章ごとに選ばれた古典の種類、その配列、図版の見せ方に適切
な配慮があり、生徒の興味・関心をひく。また、用筆写真・筆
順・釈文・語釈と、解説も非常に丁寧で、自ら学ぼうとする意欲
を高めることができる。

１７ 教出

芸術 音楽Ⅰ １年 ７０２ 高校生の音楽１

ＱＲコンテンツが充実している。鑑賞の解説が写真等で分かりや
すく、美しく、かつ歌唱の教材へリンクされて良い。幅広い内容
で教材が多く、生徒のレベルに合わせた選択ができる。生涯教育
を意識するようになっている。

２７ 教芸

芸術 美術Ⅰ １年 ７０２ 高校生の美術１
基礎的な表現と鑑賞の学習に適するように構成されている。ま
た、主体的・対話的な学習を深めるため、説明とともに掲載され
た作品は、興味関心を引くように配置が工夫されている。

１１６ 日文

芸術 書道Ⅰ １年 ７０４ 書道Ⅰ

変わらない基礎的内容、構成、最小限の解説、抑えられた色の使
用、雅な表紙など、教科書全体に落ち着きがあり、書道の品格が
感じられる。一人ひとりに委ねられる余白が多く、また個性的、
現代的表現に焦らされにくいため、長い人生における導入とし
て、じっくり書「道」の学びの本質を学べ、言葉で表現、伝えら
れないことがあることに気づきやすい。

１７ 教出

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３３６
ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Ｆｉｔ　
Ｅｎｇｌｉｓｈ　
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

身近なトピックで、トピックに関する追加の情報などもたくさん
入れられており生徒の興味を引き出す工夫がされている。構成も
ペアワークなどのアクティブな活動がしやすい内容となっており
使いやすい。文のレベルも良い。

６１ 啓林館

- 76 -



高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 13　彦根翔西館高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３３９
ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Ｆｉｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

話す・聞く・書く・読むの４技能を用いた活動が多く設定されて
いる。資料やイラスト、写真なども充実しており、題材も生徒の
興味・関心を引きやすいものが多くなっている。

６１ 啓林館

外国語 英語表現Ⅱ ２年 ３２３

Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ
Ｈｏｐｅ

英語表現Ⅰで身につけた文法の基本的な内容を踏まえて、文法・
表現の定着と４技能の養成ができる。資料なども充実しており、
身近な題材を扱いながら生徒の自己表現活動が期待できる。

６１ 啓林館

外国語 英語会話 ２年 ３０１
Ｈｅｌｌｏ　ｔｈｅｒｅ！
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎ

英語でコミュニケーションする場面や活動が多く設定されてい
る。生徒のペアワークやグループワークで能動的な言語活動を通
して英語を英語で理解し、英語で表現する力を高めたり、聴解力
向上のための文章復元練習ができるよう工夫がされている。ま
た、トピックも生徒が海外での生活に必要な基本的な表現が取り
上げられ、授業でＡＬＴとのティームティーチングを効果的に行
うことができる。

２ 東書

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７１４
ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Ｆｉｔ　
Ｅｎｇｌｉｓｈ　
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

４技能５領域を総合的に学べるよう編成が工夫されている。言語
活動が少しずつレベルアップように作られており、英語に苦手意
識を持つ生徒にとっても学びやすい。SDGsと関連した題材が多
く、国際理解教育へとつなげるなど学びを発展させやすい。

６１ 啓林館

外国語 論理・表現Ⅰ １年 ７０９

Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ　
Ｅｎｇｌｉｓｈ　
Ｌｏｇｉｃ　ａｎｄ　
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ　
Ｓｔａｎｄａｒｄ

実用的な文法を学べる構成である。絵やイメージ図を用いてネイ
ティブスピーカーが持つ文法の背景を理解できる。アウトプット
する活動が多く用意されており、生徒の状況に合わせて組み合わ
せたり、発展させたりすることができる。

６１ 啓林館

家庭
ファッション
デザイン

３年 ３０２ ファッションデザイン 文部科学省の著作本であり、教科書として唯一のものである。 ７ 実教

家庭 生活産業情報 ３年 ３０３ 生活産業情報 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

家庭 子ども文化 ３年 ３０９ 子ども文化 文部科学省の著作本であり、教科書として唯一のものである。 ６ 教図

家庭
子どもの

発達と保育
２・３年 ３１１ 子どもの発達と保育　新訂版

育ち合う視点で、基礎的・基本的な題材で構成されている。図表
やイラストが多く、各種の資料が数多く掲載されており、生徒の
知的好奇心に訴える工夫がある。欄外のコラムや章の終りの資料
を利用して、アクティブ・ラーニングが展開しやすくなってい
る。

７ 実教
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家庭
ファッション
造形基礎

２年 ３０６ ファッション造形基礎 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

家庭
フード

デザイン
２年 ３１３ フードデザイン　新訂版

図表が多く用いられて、基礎的・基本的事項から発展的な内容ま
で系統的に構成されており、自主的・自発的学習がしやすくなっ
ている。特にフードデザイン学習やテーブルコーディネートにつ
いて内容が詳しく充実しており、フードデザインの学習目標を達
成するために適している。

７ 実教

家庭 家庭基礎 １年 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

基礎的・基本的な内容が充実し、社会変化に対応した資料や図、
コラム等の掲載が多く、生徒の知的好奇心を高める工夫がみられ
る。また、家庭科はSDGｓが目標にあげることを学び、実践して
いく教科であることがわかりやすく表記されている。

５０ 大修館

情報 情報Ⅰ １年 ７０８ 高等学校　情報Ⅰ

イラストや写真を使い基礎的・基本的な知識・技能を習得できる
よう工夫されている。生徒の好奇心に訴え、思考力・判断力・表
現力等を高めるよう工夫されている。内容も最新情報が網羅され
て、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。情報社会を生きていくために、
課題解決的、探究的な学びにつながるよう工夫されている。

１０４ 数研

商業 商品開発 ３年 ３１５ 商品開発 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

商業 ビジネス経済 ３年 ３１６ ビジネス経済 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

商業
広告と

販売促進
３年 ３２５ 広告と販売促進 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

商業
ビジネス経済

応用
３年 ３２６ ビジネス経済応用 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

商業 財務会計Ⅱ ３年 ３２９ 財務会計Ⅱ
基礎的な簿記の知識を踏まえ、複雑かつ現実的な企業活動にも対
応しうる能力、技術を身につけられる構成である。図や計算を多
く取り入れ、理解の助けとして役立つよう配慮されている。

７ 実教

商業 管理会計 ３年 ３３０ 管理会計
企業経営者の意志決定で重要な計画と統制活動のプロセスを、体
系的かつ具体的に示している。記述は詳細で発展的な内容を多く
扱い、会計を主体に学習する生徒に適している。

７ 実教
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商業
ビジネス情報

管理
３年 ３３３ ビジネス情報管理 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

商業
マーケティン

グ
３年 ３３６

マーケティング
新訂版

指導内容の配列と相互の関連が適切で、思考力や判断力を高める
工夫がされている。また、資料や基礎的・基本的な記述をもと
に、自主的、自発的な学習ができる内容である。

７ 実教

商業 ビジネス実務 ３年 ３４５ ビジネス実務　新訂版

生徒が関心をもつビジネスの基礎内容が系統的・発展的に構成さ
れている。また、企業の概念・組織形態や社会的責任など、系列
に応じた内容の配列と相互の関連が適正であり、実習を通して思
考力・判断力・表現力を身につけることができる。

７ 実教

商業 経済活動と法 ３年 ３５５ 経済活動と法　新訂版

基礎から段階的に学習できるように編集している。豊富なイラス
ト・貴重な写真・図解が各章に工夫してあるだけでなく、最新の
情報をコラムや判例として示してあり、法律を身近に感じて学習
することができる。

１９０ 東法

商業 電子商取引 ３年 ３５８ 電子商取引　新訂版

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
うに参考例がふんだんに織り込まれるなど工夫されている。主体
的、協働的に学ぶアクティブ・ラーニングが展開できるように内
容の構成や資料が工夫されている。

７ 実教

商業
プログラミン

グ
２年 ３２４ 最新プログラミング

基礎的・基本的な技能を習得することで自主的・自発的な学習が
できるように工夫されている。プログラミング技法の相互の関連
が系統的、発展的に構成されているとともに学習意欲を高める内
容になっている。

７ 実教

商業 ビジネス基礎 ２年 ３３４ ビジネス基礎　新訂版
生徒が理解しやすいように、基礎的な内容で構成、編成してあ
る。ビジネスに関わる事柄が具体的で丁寧に記述してあり、商業
の基礎科目の教科書として適している。

７ 実教

商業 情報処理 ２年 ３４２ 情報処理　新訂版
オブジェクト指向型言語やハードソフト、ネットワークなど、基
礎的・基本的事項が丁寧に記述してあり、自主的な学習ができ、
学ぶ意欲を高める内容になっている。

７ 実教

商業 財務会計Ⅰ ２年 ３４８ 高校財務会計Ⅰ　新訂版

理論・処理方法等の説明が丁寧で、理解しやすいように工夫され
た構成である。財務諸表の作成に関しては、段階的な構成と分量
との相互のバランスが適切である。練習問題は基礎・基本を元に
して主体的に取り組むことができ、探究的な学びにつなげること
ができる。

７ 実教
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商業 原価計算 ２年 ３５０ 原価計算　新訂版
原価計算基準に則り、基礎的事項をもとに、自主的・自発的な学
習ができるよう工夫されている。また、課題解決的・探究的な学
びに発展できるよう、相互の関連性が適切である。

７ 実教

商業 ビジネス情報 ２年 ３５２ ビジネス情報　新訂版
表計算やデータベースにおけるシステムの設計および構築に関し
て、カラー印刷や図表が多く取り入れられており、生徒が理解し
やすい。

７ 実教

商業 簿記 １年 ７０８ 高校簿記

基礎的・基本的な内容が図を用いて理解しやすくまとめられてい
る。例題や応用問題も生徒が自主的に取り組めるよう工夫されて
いる。単元ごとに確認問題等もあり、学ぶ意欲を高める内容に
なっている。また、学習を効果的に進められるような構成になっ
ている。

７ 実教

商業 情報処理 １年 ７１５
最新情報処理　
Ａｄｖａｎｃｅｄ　
Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ

例題や練習問題を用いて、情報分野の基礎的・基本的事項から、
情報通信ネットワークや情報分析など、幅広い学習内容が丁寧に
記述してあり、生徒が自主的に学習ができ、学ぶ意欲を高める内
容になっている。

７ 実教

情報 情報デザイン ３年 ３０９ 情報デザイン 教科書として唯一のものである。 ７ 実教
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国語 現代文Ｂ ２年 ３３３ 改訂版　現代文Ｂ
論理的思考力を鍛える題材を多く収録し、また文学作品も定評の
ある作品から新進の作家の作品まで広く網羅しており、生徒の興
味・関心を十分引きつけられる内容である。

１０４ 数研

国語 古典Ｂ ２年 ３５４ 新　探求古典Ｂ　古文編

基礎的な学習から発展的な学習に向けて、幅広いジャンルの作品
に触れられる。古文の鑑賞力を鍛えるとともに、思考力・判断力
を高めるためにもすぐれた題材構成となっている。基礎的・基本
的事項を習得しながら、読み味わってもらいたい古典作品が多数
収録されている。

２１２ 桐原

国語 古典Ｂ ２年 ３５５ 新　探求古典Ｂ　漢文編

基礎的な学習から発展的な学習に向けて、幅広いジャンルの作品
に触れられる。漢文の鑑賞力を鍛えるとともに、思考力・判断力
を高めるためにもすぐれた題材構成となっている。基礎的・基本
的事項を習得しながら、読み味わってもらいたい古典作品が多数
収録されている。

２１２ 桐原

国語 現代の国語 １年 ７１３ 高等学校　現代の国語

目次においては各単元でどのようなことが学べるかを生徒自身が
把握しやすい構成になっている点で、生徒が主体的に学習に取り
組む意欲を高めるよう工夫されている。また、各単元の末尾にあ
る「しるべ」によって、単元の本文内容だけにとどまらず、より
深く考えたりより広い視野を持ったりすることができ、実生活と
の関わりにまで落とし込んだ学びを展開できるという点で評価で
きる。

１８３ 第一

国語 言語文化 １年 ７１３ 高等学校　言語文化

目次においては各単元でどのようなことが学べるかを生徒自身が
把握しやすい構成になっている点で、生徒が主体的に学習に取り
組む意欲を高めるよう工夫されている。また、各単元の内容に対
応した関連資料や比較文なども取り入れられており、生徒のより
探究的で深い学びを促すことができるという点で評価できる。

１８３ 第一

地理歴史 世界史Ａ ２年 ３１１ 世界史Ａ　新訂版

近現代史を中心として世界の歴史の基本的事項が適切に説明され
ている。また、図や地図などの資料が適宜示されているため、本
校が取り組む『考える授業』を展開する上で、生徒が関心を持ち
やすい内容となっている。

７ 実教
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地理歴史 世界史Ｂ ２年 ３１０ 詳説世界史　改訂版

世界の歴史の大きな枠組みを学ぶ上で必要な情報や語句等が的確
に説明されている。生徒の興味・関心を引く地図や資料が豊富で
あり、自主的・自発的な意思をもって学習できるよう工夫されて
いる。

８１ 山川

地理歴史 日本史Ｂ ２年 ３０９ 詳説日本史　改訂版

日常生活との関連や将来へのつながりが理解しやすいように、論
理的・系統的に記述されている。史料・図の内容を読み解くこと
で思考力や判断力を高める学習ができるように、構成が工夫され
ている。

８１ 山川

地理歴史 地理Ｂ ３年 ３０４ 新詳地理Ｂ

系統・地誌とも基礎的・基本的事項が充実しており、資料や図版
が豊富に盛り込まれている。地理的技能を身につけるための内容
も多く、自主的・自発的な学習ができるようよく工夫されてい
る。

４６ 帝国

地理歴史 地図 ３年 ３１０ 新詳高等地図

基本的事項や諸統計が網羅されており、配列もよく工夫されてい
る。図版や写真の説明がわかりやすく、注目を集める地域に焦点
をあてた斬新な工夫もみられ、学ぶ意欲を高める内容になってい
る。

４６ 帝国

地理歴史 歴史総合 １年 ７０７ 歴史総合　近代から現代へ

近現代史を中心として、探究的な学習を進める上で前提となる歴
史の基本的事項が適切に説明されている。また、歴史の本質的な
問いが要所で用意されており、生徒の関心を引くものとなってい
る。図や地図などの資料も充実している。

８１ 山川

数学 数学Ⅲ ３年 ３２４ 改訂版　新編　数学Ⅲ

精選された基礎的・基本的な内容を、例や例題として取り上げら
れており、学習をより効果的に進められるよう工夫されている。
内容の配列も相互に関連するように構成されており、適切でよく
まとまっている。

１０４ 数研

数学 数学Ⅱ ２年 ３２９ 改訂版　新編　数学Ⅱ

基礎的・基本的事項の理解を図るための適切な例や例題が取り上
げられおり、自主的・自発的な学習ができるよう工夫されてい
る。また、図やグラフを多く用いて、学習を効果的に深い学びへ
と進められる構成となっている。

１０４ 数研
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数学 数学Ｂ ２年 ３２７ 改訂版　新編　数学Ｂ

内容がよく精選されており、例・例題・章末問題・研究・発展な
ども系統的・発展的に構成されている。内容の配列など授業を効
率的に進めることができるよう工夫されている。また、中学での
記述に配慮し、生徒の理解を助ける工夫がされている。

１０４ 数研

数学 数学Ⅰ １年 ７１４ 新編　数学Ⅰ

基礎から発展的な内容が系統的・発展的に配置され、意欲・関心
を高めながら学習を進めていく工夫がされている。また、課題解
決的・探究的な学びにつながる題材が随所に取り上げられてお
り、主体的な深い学びにつながるよう工夫されている。

１０４ 数研

数学 数学Ａ １年 ７１４ 新編　数学Ａ
基礎的・基本的な知識・技能を着実に習得できるよう問題の配列
に工夫がされている。日常生活の中から数学的な題材を取り上げ
るなど、意欲・関心を高める内容となっている。

１０４ 数研

理科 物理 ２年 ３１３ 改訂版　物理

身近な事象を効果的に取り上げ、生徒が興味・関心をもって学習
できるように工夫されている。物理基礎からの接続も適切であ
る。図などの解説が丁寧で、練習問題の難易度も本校生徒によく
合っている。現代物理学や日常の現象との関連が詳しく示されて
いる。

１０４ 数研

理科 化学基礎 ２年 ３１９ 改訂版　化学基礎

図や写真、参考となるデータ等が豊富で、生徒が理解を深められ
るようになっている。化学の考え方や知識を理解させる工夫がみ
られ、各項目の演習問題も適切に配置されていることから、生徒
が自発的に学習を進めることができる。

１０４ 数研

理科 化学基礎 ２年 ３２０ 改訂版　新編　化学基礎

図や写真、参考となるデータ等が豊富で、生徒が理解しやすい構
成になっている。考え方や知識を理解させる工夫がみられ、各項
目の演習問題も適切に配置され、文系選択生徒にとって適切な教
材である。

１０４ 数研

理科 化学 ２年 ３１３ 改訂版　化学

分量の配分が適切で、工夫された図や写真などを使い、詳しく記
述していて丁寧である。また、化学の考え方や知識を具体的に理
解・整理させる工夫がみられ、項目と適切な図がバランスよく配
置されていて、視覚的にわかりやすい教材である。

１０４ 数研
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理科 生物 ２年 ３１０ 改訂版　生物

詳しく丁寧に様々な情報を取り入れており、学ぶ意欲を高める内
容である。また、基礎から発展的な内容まで詳しく解説されてい
る。構成や表記もさまざまな工夫がなされており、生徒は理解し
やすい。

１０４ 数研

理科 地学基礎 ２年 ３１０ 高等学校　改訂　地学基礎
図などの資料が大きく、豊富に配置されており、生徒が興味・関
心を持って学習に取り組めるように工夫がなされている。本校生
徒のニーズにあった教科書である。

１８３ 第一

理科 物理基礎 １年 ７０８ 新編　物理基礎

法則や方程式が、視覚的、図式的に表され、意欲・関心を高める
ように工夫されている。例題の配置にも配慮がなされ、演習問題
の難易度も適切であり、主体的・対話的に学べるよう工夫されて
いる。また、発展項目や欄外の記述なども課題解決的・探究的な
学びへとつながるように工夫されている。

１０４ 数研

理科 生物基礎 １年 ７０７ 生物基礎

事象を説明する図や写真が的確で、教科への意欲・関心が高めら
れるものとなっている。発展や参考の内容も豊富であることか
ら、課題解決的、探究的な学習につながる学習をすることができ
る。生徒が主体的・対話的に学習できるように工夫されている。

１０４ 数研

保健体育 保健・体育 １年 ７０３
高等学校　保健体育
Ｔｅｘｔｂｏｏｋ

記述の内容が具体的かつ情報量も多い。図や表が丁寧で理解が深
まりやすい。SDGｓ等の内容や対話的な学習の内容が取り上げら
れており、課題解決的、探究的な学びへとつながるよう工夫され
ている点においても最適と判断した。

１８３ 第一

保健体育 保健・体育 １年 ７０４
高等学校　保健体育
Ａｃｔｉｖｉｔｙ

対話的な学習活動を実践する際に、参考書として活用することが
できる。テーマごとに学習内容が整理されており、一時間で達成
すべき課題が明確に示されている。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点において最適と判断した。

１８３ 第一

芸術 音楽Ⅰ １年 ７０２ 高校生の音楽１

自らの感性を軸に、幅広い知識と教養に触れるとともに感じ取っ
たことを学びにつなげていく構成になっている。感じ取ったこと
から自分なりの考えを持ち、さらに他者との共有を通して、深い
学びを実現できる工夫がなされている。

２７ 教芸
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芸術 美術Ⅰ １年 ７０２ 高校生の美術１

絵画・彫刻、デザイン、映像メディア表現、鑑賞について幅広い
知識と教養を身に付け、豊かな情操を培う内容となっている。感
性や創造性を発揮しながら、表現や鑑賞ができるよう題材や記述
内容が工夫されている。

１１６ 日文

芸術 書道Ⅰ １年 ７０５ 書Ⅰ

書道の古典について、生徒が自主的に活用でき、自己表現につな
げていけるように系統的・発展的に構成されている。資料、解
説、図版も豊富で、創作的な学習ができるよう工夫がなされてい
る。

３８ 光村

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３３５

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＬＡＮＤＭＡＲＫ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

英文の量がコミュニケーション活動をするのに適切な分量であ
る。難易度も適切で、レイアウトも様々に工夫を凝らしてあり、
見やすい構成である。また基礎的事項の確認と定着もでき、学習
を効果的に進められる内容である。

６１ 啓林館

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３３８

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＬＡＮＤＭＡＲＫ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

身近で興味深い題材が取り上げられていて学習への関心を高める
工夫がされている。英単語トリビアなど語彙学習に興味が持てる
ような工夫もみられる。写真やイラストも興味を持ちやすいよう
に工夫されていて言語活動にも利用できる構成となっている。

６１ 啓林館

外国語 英語表現Ⅱ ２年 ３３２
ｂｅ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ

内容の配列が適切であり、系統的に学習が進められるようになっ
ている。レッスン毎のテーマに基づいて４技能をトレーニング
し、目標とするスピーチやパラグラフライティング等の英語の発
信に繋げる構成になっている。

２３１ いいずな

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７１３
ＬＡＮＤＭＡＲＫ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

生徒が関心を持つようなテーマや、写真、図表などが取り扱われ
ており、学ぶ意欲を高めるように工夫されている。語彙レベルも
適切であり、様々なコミュニケーション活動を行うのに適してい
る。

６１ 啓林館

外国語 論理・表現Ⅰ １年 ７０９

Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｌｏｇｉｃ　ａｎｄ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ
Ｓｔａｎｄａｒｄ

表現活動に使える例文を通して、文法の基礎を系統的に学習でき
るようになっている。レッスン毎のテーマに基づいて４技能をト
レーニングし、英語の発信に繋げる構成になっている。

６１ 啓林館
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家庭 家庭基礎 １年 ７０１ 家庭基礎　自立・共生・創造

基礎基本の学習内容の定着にAB版の判型で、写真、図、イラスト
などの資料が極めて充実し、生徒の主体的な学習を促すのに適切
かつ十分な情報量が盛り込まれている.主体的・対話的で深い学
びができるように配慮されている。

２ 東書

情報 社会と情報 ２年 ３１１ 最新社会と情報　新訂版

情報技術について情報化社会で必要となる基礎的な内容が幅広く
扱われている。項目ごとに生徒の知的好奇心に訴える内容が配置
されており、学ぶ意欲を高めるよう工夫されている。また、様々
な言語活動を通して、思考力・表現力を養うことができる構成と
なっている。

７ 実教
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国語 現代文Ｂ ２年 ３２６ 精選現代文Ｂ

抽象的で難易度が高い評論や文学作品が多いため、探究的・対話
的な言語活動を通じて読みを深めることが出来る。多数収録され
ている参考教材で複数資料を読み解く学習活動が可能であり、多
面的な視点で読む能力を育成することができる。

１７ 教出

国語 古典Ｂ ２年 ３３６ 精選古典Ｂ　古文編

第一部では様々なジャンルの作品が収録され、基礎的・基本的な
知識技能を身につけられる。第二部では一つの単元に豊富な教材
が収録され、複数資料の比較や探究的な学習を通して、様々な視
点で深く読む力をつけることができる。

１７ 教出

国語 古典Ｂ ２年 ３３７ 精選古典Ｂ　漢文編

「日本の漢詩文」教材が豊富であり、古文との繋がりをふまえた
探究的な学習ができる。また、教材と関連の深い図や資料が適切
に配置されており、学習を深める上で効果的である。「道標」と
して探究的な問いが載せられており、学びの向かう姿勢を育むこ
とができるよう工夫されている。

１７ 教出

国語 現代の国語 １年 ７１４ 高等学校　精選現代の国語

定評のある教材と新しい教材とがバランスよく採択されており、
基礎的・基本的な知識・技能の習得を図るために適している。ま
た、「評論のしるべ」や「論理分析」といったコラムも充実して
おり、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。表現編も分かりやすくまと
まっており、探究的な学習につながるよう工夫されている。

１８３ 第一

国語 言語文化 １年 ７１４ 高等学校　精選言語文化

近現代の文学教材・古典教材ともに、代表的な作品が幅広く、バ
ランス良く採択されているため、生徒の基礎的・基本的な知識・
技能の習得に適している。コラム等も充実しており、生徒の学ぶ
意欲を高めることができる。また、言語活動に取り組める工夫も
されており、高校入門期の教科書として魅力的である。

１８３ 第一

地理歴史 日本史Ａ ３年 ３０９ 高校日本史Ａ　新訂版

各見開きごとに設定されている問いが適切で、生徒の興味関心を
引きつけながら、学習目標がわかりやすくなっている。本文も歴
史の流れが掴みやすいように工夫がされていて、側注で詳しく補
足されているなど生徒が学びやすい構成になっている。

７ 実教
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地理歴史 世界史Ａ ２年 ３１５ 現代の世界史　改訂版
世界史の基本的な概念や歴史用語が丁寧に説明されており、世界
史Ａで学ぶべき内容が網羅されている。図版も大きく見やすいの
で、生徒の興味・関心を引きつけやすい。

８１ 山川

地理歴史 世界史Ｂ ２年 ３１０ 詳説世界史　改訂版
世界史の基礎的・基本的な知識・技能を習得しやすい内容となっ
ているのみならず、発展的・探究的内容も充実している。また各
時代の全体像を把握できるよう構成も工夫されている。

８１ 山川

地理歴史 日本史Ｂ ２年 ３０９ 詳説日本史　改訂版

基礎的・基本的な知識・技能を習得できる内容となっている。ま
た、各時代の特色が系統的・発展的に構成されており、さらに視
覚的な資料や史料も多く、近年の歴史研究の成果についても記載
があり、生徒の知的好奇心を高めるために適している。

８１ 山川

地理歴史 地理Ｂ ２年 ３０４ 新詳地理Ｂ

現代世界の新しい動きと諸課題がつかめる系統地理と地域の成り
立ちや特色がわかる地誌の内容となっている。また図表や写真を
活用して、地理的知識を獲得し課題解決的、探究的な学習ができ
るよう工夫されている。

４６ 帝国

地理歴史 地図 ２年 ３１４ 高等地図帳　改訂版

一般図・主題図・統計資料が学習上適切な分量になるよう工夫さ
れ、様々なスケールでの地理学習に活用できる。何より地名が読
みやすく美しい色彩の地図となっている。各ページに大陸別の見
出しが付けられているので検索がしやすい。地理のみならず歴史
や地域学習にも活用できる内容となっている。

１３０ 二宮

公民 倫理 ３年 ３１２ 高校倫理　新訂版

各章毎の思想の系譜が理解しやすくまとめられた図があり、思想
の流れや全体像が把握しやすい構成である。「テーマ学習」の
ページが増設され、自ら考察したり、グループ討議をしやすい内
容になっている。

７ 実教

公民 政治・経済 ３年 ３０９ 高等学校　改訂版　政治・経済

内容の難易度が適当であり、随所に内容をさらに深めるための判
例集やトピックのようなものが設けられている。また、図表やグ
ラフ、写真などが豊富で、視覚的に内容をとらえることができる
ように工夫されている。

１８３ 第一
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公民 公共 １年 ７１０ 高等学校　公共

現代社会の諸課題の解決に向けて、手掛かりとなる概念や理論、
考え方を、主体的・対話的に学べる内容、構成となっている。ま
た、各学習内容ごとに、学習テーマとなる問いやまとめの問い、
資料を活用した問いなどが設定されており、思考力・判断力・表
現力等を効果的に高められる構成となっている。

１８３ 第一

数学 ＳＳ数学Ⅱ ２年 ３２３ 改訂版　高等学校　数学Ⅲ
基礎的・基本的事項から発展的内容まで、丁寧に解説されてい
る。数学の良さを認識し、積極的に活用することができるよう、
生徒が興味を持って取り組める題材を用いた構成となっている。

１０４ 数研

数学
ＳＳ数学Ⅱ・

数学Ｂ
２年 ３２６ 改訂版　高等学校　数学Ｂ

わかりやすさに主眼がおかれ、基礎・基本の習得ができるよう工
夫されている。日常生活との関連など数学に興味を持たせる内容
が扱われているが、発展的な内容も多い。

１０４ 数研

数学 ＳＳ数学Ⅰ １年 ７１３ 高等学校　数学Ⅰ

基礎的・基本的事項から発展的内容まで、丁寧に解説されてい
る。すっきりとした説明で、生徒の知的好奇心に訴える表現に配
慮されている。本文中に、「深める」という項目があり、生徒の
主体的で探究的な学びへとつながるよう工夫されている。

１０４ 数研

数学 ＳＳ数学Ⅰ １年 ７１０ 高等学校　数学Ⅱ

基礎的・基本的事項から発展的内容まで漏れなく取り上げられて
おり、自主的、自発的な学習ができるよう工夫されている。内容
の配列と相互関連が適切であり、系統的・発展的学習ができるよ
うに工夫されており、色使い、見出し等も良い。

１０４ 数研

数学 ＳＳ数学Ⅰ １年 ７１３ 高等学校　数学Ａ

基礎的・基本的事項から発展的内容まで、丁寧に解説されてい
る。簡潔で明瞭な説明と見やすいレイアウトが学習内容の理解に
効果的である。コラムや研究などがあることもあり、生徒の探究
的な学びを促すことができる内容になっている。

１０４ 数研

理科 ＳＳ物理 ２年 ３１４
改訂版　総合物理１
力と運動・熱

本文の内容、図、グラフが充実しており、また紙面を見たときに
重要な部分が見えやすく作ってある。また、本校生徒の実情を考
えると、物理の学習時に、物理基礎の内容の復習をする必要があ
り、総合物理のほうが適している。

１０４ 数研
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理科 ＳＳ物理 ２年 ３１５
改訂版　総合物理２
波・電気と磁気・原子

本文の内容、図、グラフが充実しており、また紙面を見たときに
重要な部分が見えやすく作ってある。また、本校生徒の実情を考
えると、物理の学習時に、物理基礎の内容の復習をする必要があ
り、総合物理のほうが適している。

１０４ 数研

理科
化学基礎
ＳＳ化学

２年 ３１９ 改訂版　化学基礎

英語表記も充実している。発展的な内容もバランスよく取り上げ
ており、概念や現象の説明が、色を使い分け、コンパクトに分か
りやすくまとめられている。写真、内容なども充実しており、構
成が分かりやすい。

１０４ 数研

理科 ＳＳ化学 ２年 ３１３ 改訂版　化学
発展的な内容もバランスよく取り上げており、概念や現象の図解
が、コンパクトに分かりやすくまとめられている。写真、内容な
ども充実しており、構成が分かりやすく予習に適している。

１０４ 数研

理科 物理基礎 １年 ７０８ 新編　物理基礎

全頁を通して探究の流れが意識されており、問いを立てながら学
びを深める構成となっている。紙面の図やグラフは見やすく、演
習問題も実験データなどを多く取り上げ、思考力を育む工夫が多
く見られる。QRコードによるICTの活用も充実しており、本校に
適した教科書である。

１０４ 数研

理科 ＳＳ生物Ⅰ １年 ７０７ 生物基礎

発展的な内容がバランスよく取り上げられており、理解しやすや
すく、生徒の意欲・関心を喚起しやすい内容になっている。特
に、複雑になりがちな免疫の分野はわかりやすくまとめられてお
り、図解も見やすい。

１０４ 数研

保健体育 保健・体育 １年 ７０２ 新高等保健体育

単元ごとに学習のねらいを明確に提示している。各専門家が監修
しているため、図表が詳しく、本文の内容をより深く理解するこ
とができる。各項目にあるアドバンスページによって、主体的に
取り組め、思考・判断を養うことができる。

５０ 大修館

芸術 音楽Ⅰ １年 ７０３ ＭＯＵＳＡ１

今までにない歌唱テキストが取り入れられ、生徒の興味・やる気
を引き出す工夫がされている。フォークギターの解説に加え、ウ
クレレなどのテキストが加わり、実技のみならず鑑賞曲のバリ
エーションも多彩となる期待が持てる。楽典・西洋音楽史の解説
もわかりやすい。

２７ 教芸
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芸術 美術Ⅰ １年 ７０１ 美術１
基礎的・基本的な知識・技能の習得ができるよう工夫され、学ぶ
意欲を高める内容となっている。各分野の表現と鑑賞が充実して
いる。資料も豊富で学習を効果的に進められる。

３８ 光村

芸術 書道Ⅰ １年 ７０５ 書Ⅰ

基本的な知識・技術の習得を重視し、分かり易い構成に配慮して
いる。漢字仮名交じりの記述も豊富で表現に生かすことができる
工夫がされている。また、各分野の留意点の記述も明確である。
一人ひとりの能力や可能性を引き出し、主体的に学ぶことができ
る内容になっている。

３８ 光村

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３３４
Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＥＬＥＭＥＮＴ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

生徒の知的な関心に見合う題材のもと、理解から定着へと様々な
活動を広げていける構成となっている。また各ページの語彙の記
載は巻末に回されているため、見開きページの英文の読解に集中
できる作りとなっている。デジタル教科書等の周辺教材も充実し
ている。

６１ 啓林館

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３３６

Ｇｅｎｉｕｓ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ
Ｒｅｖｉｓｅｄ

「本課」と「Read On(関連長文)」の二部構成になっており、
テーマについて複眼的に読み込むことで、生徒の思考を深めるこ
とができる。各単元に論理チャートがあり、要約などのアウト
プット活動にも活用でき、四技能を総合的に伸ばすことができ
る。

５０ 大修館

外国語 英語表現Ⅱ ２年 ３２７

ＭＡＩＮＳＴＲＥＡＭ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ
Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

文法項目や言語表現を軸にした構成ではなく、プレゼンテーショ
ンやディスカッションなど言語活動の段階的育成が意図されてい
る。それぞれのテーマに関する英文が豊富で、インプットとして
活用でき、生徒の自己表現の充実に大いに役立つ。

１７７ 増進堂

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７１５
ＢＬＵＥ　ＭＡＲＢＬＥ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

教科書に沿って進めていけば４技能５領域を総合的に育成できる
構成となっている。内容も身近なものから世界的な問題まで多岐
にわたり、フローチャートやリテリング活動で内容の理解を促進
する工夫もなされている。

１０４ 数研

外国語 論理・表現Ⅰ １年 ７０４
ＣＲＯＷＮ
Ｌｏｇｉｃ　ａｎｄ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

グラフや表を読取り分析した内容を文法項目を活用してアウト
プットする工夫がなされている。スピーチからディスカッション
に至るまで、段階的に3領域を有機的に関連させる演習がバラン
スよく配置されており、英語力を総合的に伸ばすことができる。

１５ 三省堂
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家庭 家庭基礎 １年 ７０１
家庭基礎
自立・共生・創造

資料や用語解説が豊富で、言語活動の充実につなげながら、学習
をより主体的・実践的に深められるような課題が随所に掲載され
ている。各領域毎に探究活動につながるホームプロジェクトに取
り組みやすい工夫がされている。

２ 東書

情報 社会と情報 ２年 ３１２ 高校社会と情報　新訂版

基礎的・基本的なものから応用まで解説が詳しく、資料は日常生
活と関連づけながら自主的・自発的な学習ができるよう工夫され
ている。用語の意味は側注で詳しく説明されていて、その量も十
分である。また課題解決的、探究的な学びが追求できる例題が多
く用意されている。

７ 実教

情報 情報Ⅰ １年 ７０３ 高校情報Ⅰ　Ｐｙｔｈｏｎ

内容は多少難しめであるが本校生徒にとって課題解決的、探究的
な学習ができるよう工夫されている。特に、問題解決分野では本
校生徒の能力を十分引き出せる内容構成となっている。プログラ
ミング言語もPythonで統一されている点が本校の学習形態に合っ
ている。

７ 実教
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国語 国語表現 ２年 ３０７ 国語表現　改訂版

表現力の基礎から発展的な学習まで、具体的な教材を通してわか
りやすく学ぶことができる内容である。また、日常生活との関連
が理解しやすく、写真やイラストも工夫されており学習に取り組
みやすいものとなっている。

５０ 大修館

国語 現代文Ｂ ２年 ３２１ 新編現代文Ｂ
基礎的・基本的な読解力を要する作品が多く、生徒が意欲的に学
習できるような教材の構成になっている。評論文・小説・随想が
バランスよく配置されている。

２ 東書

国語 古典Ｂ ２年 ３２９ 新編古典Ｂ

古典の代表的な作品が取り上げられている。作品の分量も適切で
あり、取り組みやすい。附録の文法事項が丁寧にまとめられてお
り、生徒の自主学習に活用しやすい。ビジュアル資料も充実して
いる。

２ 東書

国語 古典Ｂ ２年 ３４２ 新編古典Ｂ　改訂版

古典の代表的な作品が取り上げられており、本校生徒の状況に適
している。また、古文と現代の世界の関連が盛り込まれ、興味・
関心を引きつける内容となっている。リード文が適切でわかりや
すい。

５０ 大修館

国語 現代の国語 １年 ７０１ 新編現代の国語

生徒に身近な親しみやすい読解教材を中心とした配置で、単元後
に身近な言語活動教材があり、生徒の表現力を高める工夫がなさ
れている。また、本文も見やすくイラストも工夫され学習に取り
組みやすいものとなっている。

２ 東書

国語 言語文化 １年 ７１５ 高等学校　標準言語文化

定評のある教材が多く、基礎的・基本的な知識・技能を習得でき
るような構成となっている。また、各単元に学習のねらいが設定
されていることで、生徒が主体的に学習に取り組み、思考力や表
現力を高めることができるよう工夫されている。

１８３ 第一

地理歴史 地理Ａ ３年 ３１０
高等学校　新版　地理Ａ
世界に目を向け，地域を学ぶ

本校生徒の状況に合致し、本校の定める類型の授業を行う上では
適切な教科書である。内容の配列も適切であり、系統的かつ発展
的に構成されている点も評価できる。

１８３ 第一

地理歴史 世界史Ｂ ２年 ３１１ 新選世界史Ｂ

各項目ごとに問いかけ文があり、そこを中心として生徒自らが内
容をおさえることができると評価した。また当時の日本とのつな
がりを意識させる部分から、3年次の日本史の学習にもつながる
と考えた。

２ 東書
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地理歴史 日本史Ｂ ２・３年 ３１２ 日本史Ｂ　新訂版

図版・写真・資料が比較的多く、視覚的にも訴える教科書であ
る。内容の配列も適当で、各時代の始まりには大まかな流れがあ
り、復習にも活用しやすく、自主的、自発的な学習ができるよう
工夫されている。

７ 実教

地理歴史 地理Ｂ ２年 ３０４ 新詳地理Ｂ

写真や図・グラフなどの資料が豊富でわかりやすく、基礎的・基
本的な知識が習得できるよう工夫されている。また、図やグラフ
を読み取る学習にも向いている。重要用語には横に注釈があり、
理解しやすい。

４６ 帝国

地理歴史 歴史総合 １年 ７０３ 詳述歴史総合
写真などの資料等が豊富で、視覚情報が多くイメージがしやす
い。用語の解説がわかりやすく、基礎的・基本的な知識が習得で
きるよう工夫されている。

７ 実教

公民 政治・経済 ３年 ３１３ 最新政治・経済　新訂版
平易な言葉で難解な概念をうまく説明できている点が非常によ
い。また、統計データなどの資料も豊富で生徒の学習意欲を高め
るものとなっている。

７ 実教

数学 数学Ⅲ ３年 ３２４ 改訂版　新編　数学Ⅲ

数学的な考え方や見方を養う上で大事になる要素が適切に盛り込
まれている。図やグラフによる視覚的な解説も豊富にあり、基礎
基本が定着しやすく、自主的・実践的学習にも対応できるように
工夫されている。

１０４ 数研

数学 数学Ｂ ２・３年 ３２０ 新版数学Ｂ　新訂版

基礎的・基本的な問題が多く、内容もわかりやすい。写真や図を
用いて視覚的にも興味がわきやすいものになっている。また、研
究のページが設定されており、自主的・実践的学習にも対応でき
る。

７ 実教

数学 数学Ⅱ ２年 ３２２ 新数学Ⅱ

例題で詳しく丁寧な解説がなされており、じっくりと理解を深め
ることができる。扱う内容は充実しており、いろいろな難易度の
問題が取り上げられている。色使いも適切であり、学力が定着す
るように工夫されている。

７ 実教

数学 数学Ⅱ ２年 ３２３ 高校数学Ⅱ　新訂版

基本的なものを中心に扱われており、大切なことが解り易くまと
められている。また、解説にグラフや図表が豊富に使われてお
り、大変解り易い内容になっているので、本校の生徒に適した構
成になっている。

７ 実教
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数学 数学Ⅰ １年 ７０８ 高校数学Ⅰ

基礎基本の問題が中心である構成となっている。図や表などの色
使いが豊富で見た目も大きく理解しやすくまとめられている。取
り扱われている題材は、身近なものを用いており意欲が高められ
る工夫がさているため、生徒が自主的・自発的に学習を進めるの
に適している。

７ 実教

数学 数学Ⅰ １年 ７１４ 新編　数学Ⅰ

内容の配列が適切であり、系統的・発展的に構成されている。ま
た自主的、自発的に学習が出来るように工夫されている。興味・
関心を引きつけるよう配慮されている。取り上げる題材がよく精
選されており、カラフルな色彩を使い生徒が理解し易くなってい
る。

１０４ 数研

数学 数学Ａ １年 ７０８ 高校数学Ａ

基礎的・基本的な問題が多く、知識・技能を身につけることがで
きる構成である。図や表などの色使いが豊富で、身近な題材が取
り扱われているなど、生徒の意欲を高める工夫がされているの
で、生徒が自主的・自発的に学習を進めるのに適している。

７ 実教

数学 数学Ａ １年 ７１４ 新編　数学Ａ

基礎基本を確認する問題から発展的な問題まで問題が豊富であ
る。題材には、身近なものを用いており、生徒が自主的・自発的
に学習を進めるのに適している。個に応じて理解を深めることが
できる。

１０４ 数研

理科 物理 ３年 ３１３ 改訂版　物理
図がコンパクトでわかりやすく、基本事項もしっかり押さえら
れ、主体的・発展的に学習ができるように構成されている。発展
的・探究的な学びに進めるように工夫されている。

１０４ 数研

理科 生物 ３年 ３０８ 生物　新訂版

基本的な内容から高度な内容まで、幅広く学習できて図や写真も
見やすい。また、身近な話題や取り組みやすい課題が多く、言語
活動を行いやすい。また、右端に見出しがついていて、学習して
いるテーマを把握しやすい。

７ 実教

理科 物理基礎 ２年 ３１４ 高校物理基礎　新訂版

図や写真がコンパクトにわかりやすく配置されており、日常生活
との関連が理解しやすく、主体的・自主的に学べるように工夫さ
れている。本校生徒にとっては、項目ごとにポイントを把握しや
すく学習しやすい配置になっている。

７ 実教

理科 物理基礎 ２年 ３１８ 改訂版　物理基礎

図がコンパクトでわかりやすい配置で、基礎的・基本的事項が
しっかりとおさえられており、系統的・発展的に学習ができるよ
うに工夫されている。探究的な学びに進める部分と日常生活に関
連した部分もあり、学ぶ意欲を高める内容になっている。

１０４ 数研
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教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

理科 化学 ２年 ３１１ 新版化学　新訂版

少し大判になり、随所に補足が増え、基本的な内容から高度な内
容まで構成が工夫されていて、見やすくなった。図や写真も美し
く、わかりやすく掲載されている。本校の特進クラスに適した難
度である。

７ 実教

理科 生物基礎 ２年 ３１２ 改訂　新編生物基礎
章ごとに中学時の関連内容を振り返っており、新しい分野に取り
組みやすい。また、日常生活と関連するコラムが豊富で、言語活
動を行いやすくなっている。

２ 東書

理科 化学基礎 １年 ７１０ 新編　化学基礎
基礎的な内容から発展的な内容まで幅広く含まれており、図や写
真もふんだんに取り入れた扱いやすい構成になっている。本校の
特進クラスの生徒の学習に適したものとなっている。

１０４ 数研

保健体育 保健・体育 １年 ７０２ 新高校保健体育
基本的な知識の習得を重視する内容になっている。写真・図など
の視覚的な題材を多く精選しているとともに、補足資料も充実し
ている。また、重要な文言の説明が詳細に明記されている。

５０ 大修館

芸術 音楽Ⅱ ２年 ３１１ 改訂版　高校生の音楽２
鑑賞や歴史、合唱や器楽曲と内容が充実している。日本音楽史の
流れが掲載され、理解しやすい。鑑賞曲も１年の教科書より発展
的な選曲で音楽史とつながりやすい。

８９ 友社

芸術 美術Ⅱ ２年 ３０４ 高校生の美術２

具体的な課題例が技法と共に各分野ごとに紹介されていて授業に
取り入れることができる。作家作品の掲載が質量共に豊富で鑑賞
が充実している。解説文の表現が抽象的ではなく論理的で理解し
やすい。

１１６ 日文

芸術 書道Ⅱ ２年 ３０６ 書Ⅱ

基礎的・基本的な知識・技能の習得を重視する題材を精選し、一
人一人の能力を引き出し、学ぶ意欲を高めるような工夫がされ各
分野の留意点が明確である。内容の構成が適切であり学習を効果
的に進めることができる。

６ 教図

芸術 音楽Ⅰ １年 ７０２ 高校生の音楽１
全体的にカラー刷りで写真も大きく見やすい。鑑賞曲の解説も丁
寧で分かりやすい。楽器図鑑を含め、楽器の構造や音階等も理解
しやすい。音楽理論のページも綺麗にまとめられている。

２７ 教芸
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芸術 美術Ⅰ １年 ７０２ 高校生の美術１

一つの分野でも様々な表現の仕方があることを知ることができ、
一人ひとりの発想や表現を引き出すことに繋げられる。技術解説
が丁寧になされているので、制作の手順が理解しやすく、効果的
に学習を進めることができる。作品の掲載が豊富で見せ方も工夫
されており、鑑賞が充実している。

１１６ 日文

芸術 書道Ⅰ １年 ７０１ 書道Ⅰ

基本的な知識や技術の習得を重視し、わかりやすい構成に配慮し
ている。石碑の解説も丁寧であり、各分野の留意点の記述も明確
で、一人ひとりの能力や可能性を引き出し、主体的に学ぶことが
できる内容となっている。

２ 東書

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３４５

Ｖｉｖｉｄ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ
ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

１partが見開き１ページとなっており、写真やイラストを効果的
に使用しており、シンプルですっきりと見やすい構成になってい
る。Reading Skilsの問いがわかりやすく、内容を理解しやすく
なっている。

１８３ 第一

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３４６
Ｖｉｖａ！
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

ひとつの単元が見開き１～２ページとなっており、内容も興味深
く、生徒の関心を途切れさせない構成になっている。英文読解だ
けでなく、Grammar や Checkで文法事項の確認もすることができ
る。

１８３ 第一

外国語 英語表現Ⅱ ３年 ３３０

Ｖｉｖｉｄ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ
ＮＥＷ　ＥＤＩＴＩＯＮ

Unit1 の基礎編、Unit2 の機能編では基礎的な英語の文法・表現
を復習するためにわかりやすく編集されている。Unit3、Unit4で
はまとまった英文を書くために身近な題材を提示している。

１８３ 第一

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３３９
ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Ｆｉｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

内容が充実していて、学習に取り組みやすい。本文のレベルも本
校の生徒に適しており、コミュニケーション活動に発展させやす
くなっている。レイアウトがすっきりしていて見やすい。

６１ 啓林館

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３５０
Ｖｉｖａ！
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

ひとつの単元が見開き１～２ページとなっており、内容も興味深
い。英文読解だけでなく、Grammar や Checkで文法事項の確認も
することができ、特色クラスの生徒には英文の量もちょうどよ
い。

１８３ 第一

外国語 英語表現Ⅱ ２年 ３２３
Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ　Ｈｏｐｅ

対話文から入り、丁寧に文法を確認してステップを踏んで学習に
取り組める構成になっている。問題形式が工夫されており、取り
組みやすい。

６１ 啓林館
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外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７０８
ＭＹ　ＷＡＹ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

話題は身近で学習に取り組みやすい内容である。写真や絵が充実
しており、見やすい構成になっている。英語の基本的な表現など
を定着させるのに効果的な教科書である。

１５ 三省堂

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７１７
ＣＯＭＥＴ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

身近な題材で親しみやすい。また本文の内容をまとめるタスクが
充実しており、思考力・判断力・表現力を高めることができる。
基本的な英語の習得に効果的な教科書である。

１０４ 数研

外国語 論理・表現Ⅰ １年 ７０５
ＭＹ　ＷＡＹ
Ｌｏｇｉｃ　ａｎｄ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

各レッスンにグラマー、内容把握、表現、言語活動や内容に富ん
でおり、バランスがよい。読む・聞く・話す・書くといった4技
能を習得するためのもっとも適切な教科書である。

１５ 三省堂

家庭 家庭基礎 １年 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

基礎的・基本的な内容から発展的内容まで、丁寧に記述されてい
る。見開き完結型教科書で、生徒の集中力と興味関心を持続させ
ることが可能な教科書である。実践課題が豊富に掲載され、実践
的・体験的授業の充実を図ることができると思われる。

５０ 大修館

情報 情報Ⅰ １年 ７０５ 最新情報Ⅰ

日常的な情報社会に対応した内容で、各単元の本文と図表のバラ
ンスがよく、基本的な知識や技能を習得しやすい構成である。プ
ログラミングの学習における例題は、本校生徒にとって身近な内
容で示され、理解を深めることにつながる。

７ 実教
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国語 国語表現 ３年 ３０８ 高等学校　改訂版　国語表現
就職希望の多い本校の生徒に必要な国語の基礎力を高め、自分の
考えをスピーチや論理的な文章などで表現する力を身に付けられ
るような教材が配置されており、教科書として適切である。

１８３ 第一

国語 現代文Ｂ ２年 ３３２ 新編現代文Ｂ　改訂版
本校の生徒の学力や進路の観点から見て、基礎的・基本的事項を
もとに、自主的な学習ができる内容であり、構成も学習を効果的
に進められるように工夫されていて、適切である。

５０ 大修館

国語 言語文化 １年 ７０４ 新　言語文化

どの単元においても古典教材と現代的な教材がつながりのある
テーマで配置されており、生徒が我が国の言語文化についての関
心を高め、意欲的に学べるよう工夫されている。また、語彙力を
高めたり、読書活動を推進したりするような教材も充実してお
り、生徒の主体的な学びを深める上で効果的である。

１５ 三省堂

国語 現代の国語 １年 ７１３ 高等学校　現代の国語

本校生徒の興味を引くような作品が、随筆、小説、評論のそれぞ
れのジャンルに多く、生徒の学習意欲を喚起し、主体的に学びに
向かえるよう工夫されている。言語活動の教材も充実しており、
思考力・判断力・表現力を高めることができる構成になってい
る。

１８３ 第一

地理歴史 世界史Ａ ３年 ３１４ 明解　世界史Ａ
人物に焦点をあてて編集をしているため、写真や図版が多く、生
徒の興味・関心をひきやすい内容になっている。基礎的・基本的
事項の定着を目指した内容構成でもある。

４６ 帝国

公民 現代社会 ２年 ３１５ 最新現代社会　新訂版
現代社会の状況と現代の人類が抱える諸問題に対して、内容の配
列と相互の関連が適切であり、課題解決的、探究的な学習へとつ
ながるよう工夫されている。

７ 実教

公民 公共 １年 ７１１ 高等学校　新公共

各見開きごとにまとめが設けられており、生徒自身が学習を振り
返りながら、探究的な学びへとつなげることができるよう工夫さ
れている。巻末には戦後の歴代首相が顔写真付きで紹介されてお
り、生徒の意欲関心を高めるのに役立つ。

１８３ 第一
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数学 数学Ⅱ ２年 ３１９ 改訂　新数学Ⅱ
例題の解説が適切であり、説明図が配置され、視覚的に親しみや
すく、見やすい工夫がされている。章末に復習問題が多く用意さ
れているため学習を効果的に進めることができる。

２ 東書

数学 数学Ａ ２年 ３１９ 改訂　新数学Ａ

各章の導入において、日常生活と関連した題材が提示されてお
り、学ぶ意欲を高める内容になっている。ページごとにすっきり
とまとめられており、復習問題やまとめなどもあり、学習に取り
組みやすい構成である。

２ 東書

数学 数学Ⅰ １年 ７１６ 新　高校の数学Ⅰ

基礎的な内容を中心に丁寧に解説されている。小学校や中学校の
復習から発展まで無理のない流れで取り組めるように構成されて
いる。確認問題や章末問題が十分に用意され、基礎的・基本的な
知識を確実に習得できる。

１０４ 数研

理　科 生物基礎 ２・３年 ３１４ 高校生物基礎　新訂版
基本的な原理法則が、簡潔に解説されている。写真や図版が豊富
である。図の配置が工夫されており、生徒の興味・関心を引く内
容である。

７ 実教

理　科 物理基礎 ２年 ３２０ 高等学校　改訂　物理基礎

非常に見やすく、読みやすい。説明が簡潔でわかりやすい。中学
校でどこまで習っているのかが書かれているのは非常に役に立
つ。最大の長所は単元ごとのドリル問題の選別がうまく、授業や
宿題に適している。

１８３ 第一

理　科 化学基礎 １年 ７０２ 新編化学基礎
化学に関連したダイナミックな写真や、巻末の人物の解説が特徴
的で興味を引くものになっている。ポイントがうまくまとめられ
解説が丁寧で、必要な内容がすべて網羅されている。

２ 東書

保健体育 保健・体育 １年 ７０１ 現代高等保健体育
例題の解説が適切であり、説明図が配置され、視覚的に親しみや
すく、見やすい工夫がされている。章末に復習問題が多く用意さ
れているため学習を効果的に進めることができる。

５０ 大修館

芸術 美術Ⅰ １年 ７０２ 高校生の美術１

美術の意義や制作の動機について、学習意欲を引き出すような解
説文が充実している。また、図録や技法が豊富に紹介されてお
り、基礎的・基本的な知識・技能を理解し、それらを授業で活用
しやすく効果的に学習を進められるよう工夫されている。

１１６ 日文

- 100 -



高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 17　長浜農業高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３３３

ＶＩＳＴＡ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

基礎的・基本的な内容を、自主的、自発的に学習できるよう工夫
されている。生徒の知的好奇心に訴える題材が多く取り上げられ
ており、英語に苦手意識を持つ生徒も意欲的に学習できるような
内容になっている。

１５ 三省堂

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７０１
Ａｌｌ　Ａｂｏａｒｄ！
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

題材が多彩で、本校生徒が興味関心を持って取り組めるものであ
る。Pre lesson から本課への移行がスムーズで、中学既習事項
の復習が丁寧である。レッスン本文から内容理解・言語活動・文
法事項の学習までが無理なく展開されている。分量も適切であ
る。

２ 東書

家庭 家庭基礎 １年 ７０１ 家庭基礎　自立・共生・創造
持続可能な社会をつくる、生涯を通してこれからの時代を主体的
に生きる、高校生の豊かな学びを支えるなどの観点から創られて
おり、興味を持って取り組める構成になっている。

２ 東書

家庭
フード

デザイン
３年 ３１３ フードデザイン　新訂版

絵や写真が多く、生徒にわかりやすいため、生徒の状況や学科の
教育目標を踏まえた教科指導ができる。調理メニューも豊富で、
生徒が基礎的・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。

７ 実教

農業 農業経営 ３年 ３１３ 農業経営 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

農業 農業機械 ３年 ３２０ 農業機械 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

農業
グリーン
ライフ

３年 ３２７ グリーンライフ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

農業 農業情報処理 ２年 ３０３ 農業情報処理 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

農業 草花 ２年 ３０４ 草花 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

農業 食品製造 ２・３年 ３０５ 食品製造 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

農業
植物バイオテ
クノロジー

２・３年 ３０６ 植物バイオテクノロジー

文章記述は丁寧かつ簡潔であり、漢字にふりがなが多く付けてあ
り、学びやすいように工夫されている。紙面レイアウトや構成も
すっきりしており、読み進めやすい。写真が鮮明で、実験等の手
順には、図が多く大きめに掲載されていて、理解しやすい。

７ 実教
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農業 野菜 ２年 ３１１ 野菜 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

農業 果樹 ２年 ３１２ 果樹 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

農業
動物バイオ

テクノロジー
２年 ３１４ 動物バイオテクノロジー 文部科学省の著作本であり、教科書として唯一のものである。 １７９ 電機大

農業 畜産 １年 ３１９ 畜産 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

農業 農業と環境 １年 ７０１ 農業と環境 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

農業 食品製造 １年 ７０４ 食品製造 教科書として唯一のものである。 ７ 実教
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国語 国語表現 ２・３年 ３０６ 国語表現　改訂版

日常生活の中で役立つ表現について、わかりやすく説明してい
る。図や絵を巧みに取り入れ、様々な場面での生徒の理解が進む
ような工夫も見られる。単元のまとめ方やバランスもよく理解し
やすい内容である。

１７ 教出

国語 現代文Ｂ ２年 ３４１ 新　探求現代文Ｂ

多色刷りであり、印字やインデックスも見やすく、傍注も非常に
丁寧でわかりやすい。評論は現代社会の諸問題に言及した適切な
教材が扱われ、小説は長く評価されてきた定評のある教材が網羅
されている。また、「表現」は生徒の自学自習に適している。

２１２ 桐原

国語 古典Ｂ ２年 ３５３ 高等学校　改訂版　標準古典Ｂ

古文編、漢文編ともに高校古典で学習しておきたい教材が収録さ
れ、学習者の理解が進むにつれ、難易度の高い教材に取り組むよ
う工夫してある。構成が見やすく、単元末の「コラム」と「言語
活動」は生徒自身が自ら学ぶ学習に使うことができる。

１８３ 第一

国語 現代の国語 １年 ７０９ 高等学校　現代の国語

現代の社会生活について述べた文章、図表や資料を用いた文章な
ど、様々な形式の文章が採録されている。また、表現のための具
体的な言語活動が課題として掲げられ、思考力・判断力・表現力
を高めることができるよう、工夫されている。参考資料も豊富で
学習内容が確実に身につくよう工夫されている。

１０４ 数研

国語 言語文化 １年 ７０８ 高等学校　言語文化

「言語文化と古文」「言語文化と漢文」というコーナーがあり、
言語文化の変遷をふまえて学習を進められるよう配慮されてい
る。多様な教材を使用し、言語文化を多角的な視点から考察でき
る具体的な言語活動が課題として掲げられ探究的な学びへとつな
がるよう工夫されている。

１０４ 数研

地理歴史 世界史Ｂ ３年 ３１４ 高校世界史　改訂版

古代から現代までが総合的に偏りなく上手にまとめられている。
さらに大判に改められ、資料や地図も適切に配置されて理解しや
すく、さらに使いやすく工夫されている。章や節の区切りが整然
としていてわかりやすい。主題学習のテーマも生徒自らの探究の
学習に有効である。

８１ 山川

地理歴史 世界史Ａ ２年 ３１４ 明解　世界史Ａ

大判の教科書になっており、文字が大きく見やすい。また、図版
も大きなものが採用され、歴史に関するトピックスも随所に取り
入れ、生徒が興味・関心をもって話し合いができるように工夫さ
れており、課題解決的な学習にも適している。

４６ 帝国
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地理歴史 日本史Ｂ ２年 ３１１ 高校日本史Ｂ　新訂版

見開き２ページで１テーマの構成となっており、歴史の大きな流
れと時代の特色を捉えやすい。「歴史の窓」で生徒の注意・関心
を引きやすく、テーマごとに質問を投げかけているため探究的な
学びや主体的な学びにつなげやすい。本校生徒の状況にあった構
成と分量である。

７ 実教

公民 現代社会 ３年 ３１５ 最新現代社会　新訂版

記述が丁寧でわかりやすい。コラムも充実しており、生徒の興
味・関心を引き出す内容である。特にテーマごとに設けられてい
る「なるほど！Ｑ＆Ａ」と「現代社会ナビ」が理解を深め、自主
的学習に役立つ。判例も適度な詳しさがあり、知的好奇心に訴え
る。

７ 実教

公民 公共 １年 ７１０ 高等学校　公共

表の見返しに「１８歳になったら」①選挙に行こう、②契約を結
ぶということ。など高３生の最重要課題を取り上げ、他では見ら
れない特徴となっている。本文だけでも、２８０ページあり情報
量も群を抜いている。また、授業展開がしやすいように、各項目
ごとに複数の課題をあげられている。

１８３ 第一

数学 数学Ⅲ ３年 ３２４ 改訂版　新編　数学Ⅲ

論理的、系統的によく練られた構成になっており円滑に学習でき
るように工夫されている。基本的な問題の学習だけでなく、探究
的な学習も可能となっており評価できる。本文のみでかなりの学
習効果をあげられる構成である。

１０４ 数研

数学 数学Ｂ ２・３年 ３２７ 改訂版　新編　数学Ｂ

ベクトルを先に学習する教科書である。すっきりとした紙面構成
で見やすい。ベクトルの図なども余計な部分を書きすぎることな
くシンプルで理解しやすい。具体例で興味付けし、そこから一般
化への流れが見られ思考力の向上や探究的な学びへと導いてくれ
る。

１０４ 数研

数学 数学Ⅱ ２年 ３２９ 改訂版　新編　数学Ⅱ

論理的に構成されており徐々に思考力を高められるよう配慮して
ある。解答も洗練された表現でまとめられてあり、省略してはな
らない文言は必ず入っており安心して使用できる。探究的な学習
を進める準備が整った一冊である。

１０４ 数研

数学 数学Ⅰ １年 ７１４ 新編　数学Ⅰ

教科書紙面のQRコードからアクセス可能なデジタルコンテンツが
利用でき、理解を促す図が豊富である。学習内容を既習事項と関
連づけるなど内容の配列と相互関連が適切であり、系統的・発展
的に構成されている。

１０４ 数研
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数学 数学Ａ １年 ７１４ 新編　数学Ａ

理解を促す図が豊富である。既習事項とのつながりがスムーズで
導入しやすい。「ウォームアップ」「Point」など、知識・技能
を定着させる工夫がされている。精選された例題で授業が進めや
すい。

１０４ 数研

理科 物理 ３年 ３１３ 改訂版　物理

物理基礎の復習や関連事項が記載されていて使いやすい。公式に
も単位や意味を付記するなど工夫がみられる。イラストも見やす
く理解を助けることができる。物理基礎との関連性も強い。ま
た、図が説明文の近くに配置されており、内容を把握しやすいよ
うになっている。

１０４ 数研

理科 化学 ３年 ３１１ 新版化学　新訂版

写真や図などが実生活の身近なものを取り上げているため興味を
引きやすく、学ぶ意欲を高めることができる。内容も詰め込みす
ぎず、わかりやすい。各章末には基本問題がまとめられているた
め、使いやすい。理論化学の前半における配列が、三態、気体、
結晶、溶液の順で展開されていて、使いやすく、化学基礎からの
継続性もよい。

７ 実教

理科 生物 ３年 ３１０ 改訂版　生物
記載内容が幅広い分野から選択されており、程度は高いが、限ら
れた分量で簡潔に説明されている。発展的内容の記載が多く、生
物基礎からの継続性がよいので、自発的な学習を行いやすい。

１０４ 数研

理科 化学基礎 ２・３年 ３１６ 新版化学基礎　新訂版

写真や図などが豊富で見やすい構成であり、実生活の身近なもの
を取りあげていて興味を引き出しやすい。各節末には要点が簡潔
にまとめられ、演習問題も適切に設けられているため、生徒が自
主的に学習するのに適している。

７ 実教

理科 物理基礎 ２年 ３１８ 改訂版　物理基礎

発展学習や探究活動が豊富で、３年次に開講される物理への学習
の継続がしやすい。理解が難しい所などが、対話式の説明を用い
て重点的に解説されておりわかりやすい。写真やイラストが多
く、物理用語の英訳もあり、生徒の興味・関心を高めることがで
きる。

１０４ 数研

理科 生物基礎 ２年 ３１６ 改訂版　生物基礎

Ａ５版であるが、記載内容や図表がコンパクトに収まっていて読
みやすい。また、参考や発展的内容の記載が充実しており、日常
生活との関連が理解しやすく、生徒の学習意欲を高めることがで
きる。

１０４ 数研

- 105 -



高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 18　長浜北星高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

理科 化学基礎 １年 ７０４ 化学基礎

大判でわかりやすく、内容もしっかりしている。図や写真が適切
で物質や化学現象への意欲・関心を高める工夫がなされている。
巻末のDiscussionには学んだことを実社会につなげる題材が用意
され、終の科学技術と化学で展開している内容や説明も適切であ
る。

７ 実教

保健体育 保健・体育 １年 ７０１ 現代高等保健体育

学習項目を見開きにし1単位時間でのまとまりを考慮して構成さ
れ、項目ごとに主体的・対話的で深い学びを促す特設項目が適宜
配置され、解り難い用語や詳細な説明が必要な部分は丁寧に解説
されている。

５０ 大修館

芸術 音楽Ⅰ １年 ７０３ ＭＯＵＳＡ１

歌唱、器楽、鑑賞、日本の音楽、多様な音楽文化の理解・創作
と、取扱いのバランスが適切で資料も充実している。選曲も本校
の生徒の実態にあっていて興味関心を得やすく実用性に優れてい
る。

２７ 教芸

芸術 美術Ⅰ １年 ７０２ 高校生の美術１

表現を幅広い視点から偏ることなく捉え体系的に題材を構成して
いる。各分野でバランス良く掲載作品を選択している。デザイン
において新しい切り口の作品を取り上げている。QRコードを編集
上工夫して掲載し内容に奥行きを持たせ、学習を効果的に進める
ことができる。

１１６ 日文

芸術 書道Ⅰ １年 ７０５ 書Ⅰ

臨場感あふれる紙面構成と鮮明な図版で書の美を伝え、生徒の興
味・関心を喚起する構成となっている。古典の字形や用筆のポイ
ントが赤字や骨字で大きく分かりやすく示されており、生徒が理
解しやすく、主体的に学習に取り組める工夫が随所に施されてい
る。

３８ 光村

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３３６
ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Ｆｉｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

内容把握のパターンの難易度がうまく上げられており、４技能を
バランスよく習得できる設問になっている。さらに、インプット
からアウトプットへの活動がスムーズにできる工夫がされてい
る。また、写真資料がさらに興味・関心を引くものとなってお
り、より深い理解をさせることができる。

６１ 啓林館

外国語 英語表現Ⅰ ３年 ３３３

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

学習者の実生活に即したバラエティに富んだ題材が扱われてい
る。2部構成で、パート1では文法事項に関わる練習問題を通して
文法の定着が図れる。パート2ではリスニングによる導入があ
り、日常生活にも応用しやすい多種多様なコミュニケーション活
動が設定されているため生徒の英語を使う力が高められる。

１０４ 数研

- 106 -



高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 18　長浜北星高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３３９
ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Ｆｉｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

題材に多彩なジャンルを取り上げられており、内容も生徒の興
味・関心を引くものになっている。内容把握問題だけでなく、要
約や会話表現を用いた問題があり、４技能を統合した学習ができ
る。文法に関しても要点がわかりやすくまとめられている。

６１ 啓林館

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７１４
ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Ｆｉｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

SDGｓに関連した題材も豊富で、日常的または社会的なものが扱
われているため本校の生徒の探究的な学びにつながる。見開き完
結型で図表などもあり、またLesson毎にある補足資料で内容を深
めていきやすい。4技能5領域の言語活動をバランスよく構成して
いるためそれぞれの力を伸ばしていくことができる。

６１ 啓林館

情報 社会と情報 ２年 ３１１ 最新社会と情報　新訂版

生徒にとって身近な例題を示すとともに、内容が精選されてお
り、基礎的・基本的な知識・技能をもとに発展的な学習へとつな
げられる内容となっている。また実習問題を通して、思考力・判
断力・表現力を身に付けることができるよう工夫されている。

７ 実教

情報 情報Ⅰ １年 ７０８ 高等学校　情報Ⅰ

プログラミング言語が３種類で書かれており、様々な分野に進む
可能性がある本校にとって効果的である。また、内容は説明が詳
細で、最後に配置されている総合問題も生徒の興味関心をひく内
容となっている。

１０４ 数研

工業 製図 ３年 ３０３ 電気製図
製図に関する基礎的な知識と技術が習得できるように構成されて
いる。機械製図を基礎に機械要素から電気用図記号、電気設備、
電子機器、ＣＡＤまで幅広く学ぶことができる。

７ 実教

工業 自動車工学 ３年 ３２２ 自動車工学１ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 自動車工学 ３年 ３２３ 自動車工学２ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 電子機械応用 ３年 ３４６ 電子機械応用 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 通信技術 ３年 ３７４ 通信技術 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 電気機器 ３年 ３９１ 電気機器　新訂版
科目「電気基礎」と関連を持たせながら、各種電気機器および電
気材料に関する知識の基礎・基本が学習できるように編成されて
いる。

７ 実教
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工業 電子回路 ３年 ３９５ 電子回路　新訂版

科目「電気基礎」の重要な概念や公式をまとめ、スムーズに電子
回路の学習ができるように編成されている。各種回路の解説に
は、電圧について成り立つ等式で示され、議論を展開できるよう
に工夫してある。

７ 実教

工業 機械製図 ２年 ３０２ 機械製図 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 製図 ２年 ３０４ 電子製図
製図の基礎から応用まで、選択した学習が展開できる。基本的な
図示の方法から、ＣＡＤを利用する応用項目まで扱っている。日
常生活と関連づけた発電方法などもモチーフにしている。

７ 実教

工業 機械工作 ２年 ３１７ 新機械工作

各種の加工技術の仕組みとその理由が詳しく解説されており、自
然法則と結びつけて記述されているなど、学ぶ意欲を高めるよう
工夫されている。また、必要な測定量や原理が平易に解説されて
いる。

７ 実教

工業 機械設計 ２年 ３１８ 新機械設計

力学的な計算事項がわかり易い項目に整理され、まとめられてい
る。設計について重要な「精度と設計」の項についても取り上げ
られており、基礎から応用まで学習でき、コース、類型に応じた
構成になっている。

７ 実教

工業 電子機械 ２年 ３２１ 電子機械 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業
プログラミン

グ技術
２年 ３３３ プログラミング技術 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業
ハードウェア

技術
２年 ３６０ ハードウェア技術 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業
コンピュータ
システム技術

２年 ３７５ コンピュータシステム技術 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 情報技術基礎 ２年 ３８５ 情報技術基礎　新訂版
日常生活との関連が理解しやすく、学ぶ意欲を高める工夫がされ
ている。Ｃ言語についての記述の流れが学習の順に合っているの
で、基礎から応用まで発展的に学習できる内容になっている。

７ 実教

工業 電気基礎 ２・３年 ３８８ 電気基礎１　新訂版
各所に基礎的・基本的事項をもとに、自主的、自発的な学習がで
きるよう図示や練習問題が工夫されている。また内容の配列と関
連が適切であり、系統的・発展的に構成されている。

７ 実教
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工業 電気基礎 ２・３年 ３８９ 電気基礎２　新訂版
各所に基礎的・基本的事項をもとに、自主的、自発的な学習がで
きるよう図示や練習問題が工夫されている。また内容の配列と関
連が適切であり、系統的・発展的に構成されている。

７ 実教

工業 電力技術 ２年 ３９２ 電力技術１　新訂版
Ｂ５判で図や写真が大きく、重要公式を強調してわかりやすく
なっている。既存の発電方式に加え、太陽光発電、風力発電など
の再生可能エネルギーについて詳しく記述されている。

７ 実教

工業 電力技術 ２年 ３９３ 電力技術２　新訂版
Ｂ５判で図や写真が大きく、重要公式を強調してわかりやすく
なっている。既存の照明に加え、ＬＥＤ照明や燃料電池自動車な
どの新しい技術に関する内容について詳しく記述されている。

７ 実教

商業
広告と

販売促進
３年 ３２５ 広告と販売促進 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

商業
ビジネス経済

応用
３年 ３２６ ビジネス経済応用 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

商業 財務会計Ⅱ ３年 ３２９ 財務会計Ⅱ

財務会計に関する内容の基礎基本を図解やイラストでわかりやす
く解説されている。構成についても貸借対照表に関する進んだ内
容から連結財務諸表の作成および持分法の会計処理まで整理され
ており、系統的・発展的な学習ができる。

７ 実教

商業
マーケティン

グ
３年 ３３７ マーケティング　新訂版

コトラー理論を柱とする、近年の理論がわかりやすく記述されて
いる。図や写真が、生徒の知的好奇心に訴えるよう配置されると
ともに、系統的・発展的な構成となっている。それぞれのページ
についている注釈や解説をもとに、課題解決的・探究的な学びが
できるよう工夫されている。

１９０ 東法

商業 ビジネス情報 ３年 ３５２ ビジネス情報　新訂版

本文の記述が明瞭であり、本文の理解を助ける側注や図・表など
が見やすい。また、例題の説明も丁寧で、表計算ソフトウェアに
関する内容とデータベースソフトウェアに関する内容が、それぞ
れの特徴を整理して掲載されているため、基本から応用まで学習
が可能となっている。

７ 実教

商業 情報処理 ２・３年 ３４３ 最新情報処理　新訂版

生徒の知的好奇心に訴える側注や図・表などが配置されている。
表計算ソフトウェアに関する内容とデータベースソフトウェアに
関する内容が、それぞれの特徴を整理して掲載されているため、
自発的に、系統的・発展的な学習ができる。

７ 実教
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商業 財務会計Ⅰ ２・３年 ３４７ 新財務会計Ⅰ　新訂版

説明と例題が適切であり、難解な教材に関しては、イラストや図
解を使い親しみやすく、分かりやすい解説がある。重要事項も理
解しやすくまとめられている。また、学習を進めるなかで、実力
が高められるよう段階的に構成されている。

７ 実教

商業 原価計算 ２・３年 ３５０ 原価計算　新訂版

本文の記述が丁寧に解説され、生徒にとって理解しやすく、基
礎・基本の習得に適した内容である。カラー刷りでイラストでの
説明もあり、記帳の流れや原価計算がイメージしやすくなってい
る。基礎から段階を経て構成されており、生徒自ら学ぶのにも適
している。

７ 実教

商業 ビジネス基礎 ２年 ３３５ ビジネス基礎　新訂版

ビジネスとコミュニケーションを前半部分に配置することによ
り、興味・関心をもちながら、系統的・発展的に取り組みやすい
内容となっている。また、単元ごとに、何を学ぶかがはっきりと
示されており、探究的な学習ができる構成となっている。

１９０ 東法

商業 簿記 １年 ７０９ 新簿記

基礎から応用まで段階的に学習ができるようにオーソドックスな
配列で、簿記の学習を一巡することでつまずきを防ぎ、着実な理
解を促すことができる。また、図解やイラストなどが充実してお
り、主体的な学習を行う上で学習効率が上がるよう工夫されてい
る。

７ 実教

家庭
子どもの

発達と保育
３年 ３１１ 子どもの発達と保育　新訂版

具体的な事例を取り入れた文章表現や適切な図表・写真で、子ど
もの育ちと保育に関する内容が理解しやすいように工夫されてい
る。内容の配列と相互の関連が系統的で主体的・発展的に学べる
構成である。子どもへの愛情や、男女が共に育てる意識などが高
校生に生まれるよう表現や写真に配慮がみられる。

７ 実教

家庭
フード

デザイン
３年 ３１３ フードデザイン　新訂版

食に関する知識と技術の習得や食生活の総合的なデザイン力の構
築に適切な内容になっている。テーブルコーディネートに関する
資料がやや少ないが，全般的に本校の履修生徒（生活福祉系列履
修生）に合う献立例や実践例が多く、学習が効果的に進められ
る。

７ 実教

家庭 子ども文化 ２年 ３０９ 子ども文化 文部科学省の著作本であり、教科書として唯一のものである。 ６ 教図
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福祉
コミュニケー
ション技術

２・３年 ３０５ コミュニケーション技術 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

福祉 生活支援技術 １・３年 ３０３ 生活支援技術 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

福祉 介護福祉基礎 ２・３年 ７０２ 介護福祉基礎 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

福祉 介護過程 ２年 ３０６ 介護過程 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

福祉
こころと

からだの理解
２年 ３０４ こころとからだの理解 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

福祉 社会福祉基礎 １年 ７０１ 社会福祉基礎 教科書として唯一のものである。 ７ 実教
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国語 現代文Ｂ ２年 ３３３ 改訂版　現代文Ｂ

小説は定評のあるものから人気作家の作品まで幅広く採録されて
いる。評論では現代に生きる若者がさまざまな角度から問題意識
を持って主体的に考えることができる教材がバランスよく採録さ
れている。「ズームアップ」は充実した内容で生徒の意欲を高め
ることが期待できる。

１０４ 数研

国語 古典Ｂ ２年 ３５３ 高等学校　改訂版　標準古典Ｂ

厳選された古典作品が採録されており、古文漢文の相互の関連も
適切である。文学史の「コラム」や「言語活動」のページがあ
り、言語活動を通して、思考力・判断力・表現力を高めることが
できる。また、参考資料も充実している。

１８３ 第一

国語 現代の国語 １年 ７１３ 高等学校　現代の国語

採録教材のバランスが良く、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。また、図や写真が充実しており、レ
イアウトも見やすいため、科目への意欲・関心を高めることが期
待できる。

１８３ 第一

国語 言語文化 １年 ７１３ 高等学校　言語文化

定評のある教材がバランス良く採録されており、とりわけ古典作
品に十分親しむことができる構成となっている。用言・助動詞の
文法事項がわかりやすくまとめてあり、基礎的・基本的な知識・
技能を効果的に習得できるように工夫されている。

１８３ 第一

地理歴史 地理Ａ ３年 ３０８ 高等学校　新地理Ａ
写真が豊富で、特に観光地の写真を中心とした地域の導入ページ
は、生徒の関心を引くのに大変効果的である。また地誌分野は内
容的に充実しており、説明もわかりやすい。

４６ 帝国

地理歴史 世界史Ａ ２年 ３１４ 明解　世界史Ａ

図版資料やコラムが豊富で、生徒の興味・関心を高める工夫がさ
れており、歴史の流れや因果関係を捉えることができる内容と
なっている。また、現代世界とつながる視点が重視されており、
課題解決的・探究的な学習ができるような工夫されている。

４６ 帝国

地理歴史 世界史Ｂ ２年 ３１０ 詳説世界史　改訂版

記述内容が詳細で丁寧であり、因果関係が分かりやすい。基礎
的・基本的な知識の習得と、それを活用した主体的な学習へとつ
ながる工夫がされている。また、日本史や現代世界との関わりと
いう観点を大事にされている。

８１ 山川
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地理歴史 日本史Ｂ ２年 ３０９ 詳説日本史　改訂版

本文の内容は詳細で、注釈も豊富であり歴史について詳しく学ぶ
ことができる。また、史料や図版を多く取り入れて生徒の興味・
関心を引く工夫がなされており、自主的・自発的な学習ができ
る。

８１ 山川

地理歴史 地理Ｂ ２年 ３０４ 新詳地理Ｂ
模式図や写真が豊富で、わかりやすく丁寧な説明がされている。
また、最新の事例を紹介したコラムは、生徒の興味を引くととも
に、自主的・自発的な学習を促す内容となっている。

４６ 帝国

地理歴史 地図 ２・３年 ３１１ 詳解現代地図

一般図は詳細で、視覚的にも見やすい。主題図は生徒の興味・関
心が高まる工夫がされている。豊富な資料と合わせ、さまざまな
調べ学習などに適しており、課題解決的、探究的な学びにつなが
るよう配慮されている。

１３０ 二宮

地理歴史 歴史総合 １年 ７０８
現代の歴史総合
みる・読みとく・考える

史資料が多く、また史資料について読み取るポイントも細かく記
載されていることで、歴史総合の趣旨である「課題・問題をみつ
け、それについて考える」という活動に繋げやすい構成となって
いる。

８１ 山川

公民 政治・経済 ３年 ３１２ 高校政治・経済　新訂版
基礎的・基本的な事項が詳しくかつ分かりやすく記述されてい
る。また、時事的な話題や課題をコラムやＱ＆Ａで取り上げ、生
徒の興味や関心を深めることができる。

７ 実教

公民 公共 １年 ７１１ 高等学校　新公共

現代社会が抱えている身近な問題に対して、まず課題が提起さ
れ、関連する資料が豊富に掲載されている。課題解決、探究的な
学びへとつながる工夫がされており、本文では基本的な知識を習
得し、要点をおさえることができる。

１８３ 第一

数学 数学Ⅲ ３年 ３２４ 改訂版　新編　数学Ⅲ

例題や練習問題に基礎的な問題から応用問題までがしっかりと組
み込まれている。問題量も適切で、補充・章末問題も生徒の意欲
を高めるよう工夫されている。また、コラムなどが生徒の知的好
奇心を高める構成になっており主体的に取り組むことができる。

１０４ 数研

数学 数学Ⅱ ２年 ３２９ 改訂版　新編　数学Ⅱ
既習事項との関連に配慮し学習内容が定着し易いように心掛けら
れ、図やグラフを用いて視覚的に理解が深まるように工夫されて
いる。色づかいにも、配慮がなされている。

１０４ 数研
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数学 数学Ｂ ２年 ３２７ 改訂版　新編　数学Ｂ

既習事項との関連に配慮し定着し易いように心掛け、図を示すこ
とによって視覚的に定着を図ることを助ける工夫がなされてい
る。具体的な練習問題を解くことによって、考え方が理解しやす
くなるようにしている。

１０４ 数研

数学 数学Ⅰ １年 ７１４ 新編　数学Ⅰ
例、例題、応用例題、練習が学習を進める上で、段階的にバラン
スよく配置されている。また、研究やコラムが、思考力・判断
力・表現力等を高められる内容になっている。

１０４ 数研

数学 数学Ａ １年 ７１４ 新編　数学Ａ

基本的な事項を定着させることができるよう、例題および練習問
題の質・量が考慮されている。節末の発展的な問題は精選されて
おり、生徒の数学的な思考力・判断力・表現力等を養うことがで
きる。

１０４ 数研

理科 物理基礎 ２年 ３２０ 高等学校　改訂　物理基礎

本文・コラム・問題・探究活動のバランスがよく、生徒が学習内
容と日常生活の関連を理解しやすく、学ぶ意欲を高めるよう工夫
されている。写真が多いことも特徴であり、物理基礎で必要な自
然科学に対する考え方や言語活動を展開する上で役立つ。

１８３ 第一

理科 物理 ２年 ３１６ 高等学校　改訂　物理

本文・コラム・問題・探究活動のバランスがよく、生徒が学習活
動と日常生活の関連を理解しやすく、学ぶ意欲を高めるよう工夫
されている。法則の成り立つ背景について詳しく記述されてお
り、本校の生徒が自主的に学ぶ教材として適している。

１８３ 第一

理科 化学 ２年 ３０８ 改訂　化学
まとめや解説、問題の解答が丁寧であり、知識の確認や応用がし
やすくなっている。資料として日常生活との関連も豊富に掲載さ
れており、生徒が理解を深めやすい。

２ 東書

理科 生物 ２年 ３０９ 生物　改訂版

大きな写真やイラストが豊富に掲載されており、生徒の理解力を
高める内容となっている。内容のつながりが適切で、理解しやす
い構成になっているため、生徒の学習意欲を高める内容となって
いる。

６１ 啓林館
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理科 地学基礎 ２年 ３０４ 地学基礎

可能な限り、理論的背景を参考等で記載し、知識の羅列にならな
いように配慮された内容である。基礎的概念から発展させて、観
察・観測事実の蓄積から、現在の解釈に至るまでの記載が充実し
ている。また、必要な場合には古典的な解釈から議論が進めら
れ、現在の解釈にまでつなげている。

１０４ 数研

理科 化学基礎 １年 ７０７ ｉ版　化学基礎

大判で傍注を使用することにより、充実した内容でありながら紙
面が極めて見やすい。見開きでの単元完結、問いかけで始まる協
働学習のしやすさ、写真や図の効果的な配置、誤解しやすい所を
扱う「なるほど」、適切な演習問題の配置、難度の高いことを扱
う「PLUS」、まとめの淡い色使いの７点を高く評価する。

６１ 啓林館

理科 生物基礎 １年 ７０２ 新編生物基礎

多くの問いが用意されており、生徒の思考力や表現力を高める工
夫がされている。適度に発展的な内容が記載されており、本校の
生徒の実情を考えると妥当である。多くのイラストで適度な余白
が設けられており、考えをメモするなど深い学びに繋げやすい。

２ 東書

保健体育 保健・体育 １年 ７０１ 現代高等保健体育

図やイラストの他に写真も多く、内容の配列もよく学びやすい構
成となっている。また、本文２頁で学習内容が簡潔にまとめられ
ており、生徒自らの生活にフィードバックしやすいようになって
いる。

５０ 大修館

芸術 音楽Ⅰ １年 ７０４ ＯＮ！　１

学習指導要領に即した事項を取り上げながら、知識・技能と思考
力・判断力・表現力等をバランス良く習得することができる。音
楽の基礎的・基本的事項を学ぶ出発点となる教材から、「表現」
と「鑑賞」が相互に関連し、生徒が主体的に学習する態度を引き
出すよう工夫されている。

８９ 友社

芸術 美術Ⅰ １年 ７０１ 美術１

掲載されている作品への思いなど、作家の意図や考えも紹介され
ており、制作工程を含めた参考写真などが丁寧に掲載されてい
る。視覚的にも見やすく、実技と合わせても使いやすい内容で、
学習を効果的に進めることができる。各分野においてバランスよ
く配置されており、掲載写真も全体的に大きく見やすい。

３８ 光村
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芸術 書道Ⅰ １年 ７０１ 書道Ⅰ

写真が鮮明で作品表示の大きさも適切であり視覚的にとらえやす
く、表現の仕方の工夫を幅広く説明されている。そのため、基本
的な知識・技能を習得しながら意欲・関心を高められる内容と
なっている。

２ 東書

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３３０

ＭＹ　ＷＡＹ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

幅広いジャンルから題材を集め、読み進むことで英語力だけでな
く、様々な知識が身につくように工夫されている。
ComprehenshionやSummaryなどは、生徒の速読力をつけるのに適
切な内容となっている。

１５ 三省堂

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３２７
Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

各課の語数がＬ１（２６５語）からＬ１０（５３７語）と徐々に
増加しており、生徒の学習負担が急激に高まらないので良い。各
課の内容は生徒の興味関心を引く題材を扱っている。各課の右
ページにあるＴＡＳＫも適切で、題材として適している。

２ 東書

外国語 英語表現Ⅱ ２年 ３２０
ＮＥＷ　ＯＮＥ　ＷＯＲＬＤ　 
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎｓ　Ⅱ
Ｒｅｖｉｓｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

短い文から文法事項をピックアップし、例文を示し、英文を作っ
ていく過程にスムーズに移行する構成になっている。また、例文
も多く、レベルも適切である。練習問題は生徒が取り組む問題と
して適切なレベルである。

１７ 教出

外国語 論理・表現Ⅰ １年 ７１７

ｂｅ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｌｏｇｉｃ　ａｎｄ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ
Ｃｌｅａｒ

英文法の基本と論理的な思考を学べる構成となっており、導入、
定着、発展の順に段階的に自己発信活動ができるよう工夫されて
いる。項目ごとにコンパクトに分かれておりその中で表現活動も
でき、学ぶ意欲を高めるように工夫されている。

２３１ いいずな

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７１６
ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

扱っている題材のジャンルも多岐にわたり、イラストや図表など
を適切に用い、生徒の興味をひきつけるようになっている。内容
も、英語を聞き自分の考えを表現する力を養うのにふさわしいも
のとなっている。易から難へ段階的に内容も移行している。

１０４ 数研

家庭 家庭基礎 １年 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

生活を創造する力を養うための基礎的・基本的な事項をもとに主
体的・探究的に学習できるよう工夫されている。教科書サイズが
大きく、資料等も豊富で見やすい。幅広い学習に結びつけ、知的
好奇心に訴える工夫がされている。

５０ 大修館
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国語 国語表現 ３年 ３０７ 国語表現　改訂版

文章表現の基礎から丁寧に説明されており、さまざまな生徒の状
況に応じて、自主的に学習ができるようになっている。図や写真
なども豊富で、生徒の関心を高める工夫がなされていて、主体的
に学習できるように配慮されている。

５０ 大修館

国語 古典Ａ ３年 ３１４
高等学校　改訂版　標準古典Ａ
物語選

生徒が興味を持って取り組める作品が豊富に収録されており、写
真や年表も多く学ぶ意欲を高めることができる。古文・漢文とも
に思考力・判断力・表現力を身につけるための工夫が為されてい
る。

１８３ 第一

国語 現代文Ｂ ２年 ３４０ 高等学校　改訂版　標準現代文Ｂ

定評のある作品と発展的な学習が可能な教材が豊富である。働く
ことをテーマにした作品が取り入れられ、生徒の主体的な学習に
つながる教材が取り入れられており文章表現力を向上させること
ができる。

１８３ 第一

国語 現代の国語 １年 ７１０ 新編　現代の国語

生徒が興味を持って学習に取り組める作品が豊富に収録されてお
り、その作品を通して基礎的・基本的な知識・技能が身につくよ
うに工夫されている。また、多様な題材を通して実社会で活きる
言葉の力を身につけることができる。

１０４ 数研

国語 言語文化 １年 ７０４ 新　言語文化

身につけたい言葉の力や中心となる言語活動において「何のため
に」「何をやるのか」が、具体的に明示されており、生徒が主体
的に学習できるよう工夫されている。また、教材と関連した資料
が、充実しており便覧的な要素も兼ね備えており興味を持って学
ぶことができる。

１５ 三省堂

地理歴史 世界史Ａ ３年 ３１０ 世界史Ａ

各項目に問いかけが設定してあり、授業の目標がつかみやすい構
成となっている。生徒が理解しやすいように、本文記述は平易な
表現で、読みやすいようルビも多く付されている。また、内容も
基本的事項のみを取り上げることで流れがわかりやすいよう、工
夫されている。

２ 東書

地理歴史 地理Ａ ２年 ３０８ 高等学校　新地理Ａ

基礎的・基本的事項をもとに、生徒の知的好奇心を喚起し、世界
的視野の形成、探究的な学びへと発展学習ができるよう工夫され
ている。世界の諸地域の生活文化の内容、構成においても写真・
図版・地図の配置も適切である。

４６ 帝国
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地理歴史 地図 ２年 ３１０ 新詳高等地図
内容・構成・配列など生徒が理解しやすいように工夫されてい
る。図版や地図の配列・関連が適切であり、基本的事項をもと
に、自発的な学習ができるよう工夫されている。

４６ 帝国

公民 公共 １年 ７１１ 高等学校　新公共

主題を立てて、生徒に主体的に考えさせることができる内容に
なっている。また、中学校での既習事項確認しつつ、高校での学
びを深められるよう、工夫されている。また、ICT環境の活用に
関してのサポートも手厚い。

１８３ 第一

数学 数学Ａ ２・３年 ３２１ 新版数学Ａ　新訂版

例題の説明が丁寧で分かりやすく、生徒の意欲を高め、自主的・
自発的な学習ができるよう工夫されている。練習問題は基本から
高度な問題まで含まれている。例題はわかりやすい解法で説明さ
れており系統的・発展的に学習が進められる。

７ 実教

数学 数学Ⅱ ２年 ３２１ 新版数学Ⅱ　新訂版

図形やグラフの説明が丁寧であり、ポイントを色刷りしているの
でわかりやすく、自主的・自発的な学習ができるようにしてい
る。例題や練習問題の質・量が適切で、易しい問題から難しい問
題へと系統的・発展的に構成されている。

７ 実教

数学 数学Ⅰ １年 ７１１ 深進数学Ⅰ

基礎的・基本的事項がカラー刷りしてあり、色使いも見やすく、
自主的・自発的な学習ができるよう工夫されている。巻末には探
求編があり、学習を効果的に進められるよう学年や類型等に応じ
た構成になっている。

６１ 啓林館

理科 生物基礎 ３年 ３１２ 改訂　新編生物基礎

写真や文章がよく練られている上に、簡易的でわかりやすい。ま
た、まとめ問題も網羅的で非常に分かりやすくなっており、生徒
が興味・関心を持ち、自発的に学習に取り組めるよう工夫がされ
ている。

２ 東書

理科 物理基礎 ２年 ３２１ 高等学校　改訂　新物理基礎

数多くの図表が効果的に配置され、興味・関心を喚起する工夫も
凝らされており、理解しやすい教科書である。取り組みやすい学
習内容が選択されており、生徒が主体的に学習するのに適してい
る。

１８３ 第一
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理科 化学基礎 １年 ７０７ ｉ版　化学基礎

内容が非常に充実しており、写真も潤沢に採用されている。実験
動画も充実しており、全ての問題に対して解説動画が作られてい
る点も非常に良い。教科書でありながら、資料集に匹敵するほど
の情報量が含まれている。

６１ 啓林館

保健体育 保健・体育 １年 ７０１ 現代高等保健体育

基礎的・基本的な事項をもれなく体系的に配列している。図表も
多く、生徒が主体的、協働的に学習活動ができるように工夫され
ている。内容の配列と相互の関係が適切であり、系統的に構成さ
れている。

５０ 大修館

芸術 美術Ⅰ １年 ７０１ 美術１

多彩な表現活動が掲載され、基本的な解説が多い教科書である。
特に色彩に関する内容が非常に洗練されており、制作を行う上で
の視覚的効果を期待できるなど、学習を効果的に進めることがで
きる。

３８ 光村

外国語 英語表現Ⅱ ３年 ３２３
Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ　Ｈｏｐｅ

文法を活用の観点から学習し、積極的に英語で発信できる内容と
なっている。授業で運用しやすいパート分けの構成となり、学習
者が積極的に取り組める表現活動が多く収録されている。

６１ 啓林館

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３４２
Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＣＯＭＥＴ　Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

基礎的な内容で、基本の定着を第一に考えた様式である。アク
ティビティにも適した身近な題材が多く、生徒に積極的な授業参
加を促す内容となっている。

１０４ 数研

外国語 英語表現Ⅰ ２年 ３２９

Ｒｅｖｉｓｅｄ
Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ
Ｓｔａｎｄａｒｄ

文法を中心軸として構成されており、学んだ文法や表現を使って
文を書いたり、話したりする活動が随所に配置されているため、
学習者が積極的に取り組むことができる。

６１ 啓林館

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７１７
ＣＯＭＥＴ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

目的や場面、状況などに応じて適切に活用できる英語の技能を養
うことができる内容・構成となっている。また、５領域を総合的
に養うために運用しやすくなっている。

１０４ 数研

家庭 家庭基礎 ２年 ３１９ 未来をつくる　新高校家庭基礎
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。人間の発達や生活を総合的に学び、
男女共生社会を築く態度を育成することができる。

５０ 大修館
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工業 製図 ３年 ３０３ 電気製図

電気配線の設計に関する基本的な知識と技術の学習がスムーズに
できるよう工夫されている。製作図、設計図などの読み取り、図
面作成の力を養うのに適切であり、自主的・自発的な学習ができ
るように工夫されている。

７ 実教

工業 自動車工学 ３年 ３２２ 自動車工学１ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 自動車工学 ３年 ３２３ 自動車工学２ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 電子技術 ３年 ３９４ 電子技術　新訂版

新しい技術をわかりやすく説明してあり見返しに単位記号や図記
号等の基本的資料が簡潔に書いてある。練習問題の難易度も本校
生徒に適しており、発表の場を多く設けることができ、思考力・
表現力を高める工夫がされている。

７ 実教

工業 電力技術 ２・３年 ３９２ 電力技術１　新訂版
理論や新技術の仕組みをわかりやすくまとめてある。まとめや章
末問題により理解が深まるよう工夫されている。本校の実情に
あっている。

７ 実教

工業 電力技術 ２・３年 ３９３ 電力技術２　新訂版
理論や新技術の仕組みをわかりやすくまとめてある。まとめや章
末問題により理解が深まるよう工夫されている。本校の実情に
あっている。

７ 実教

工業
生産システム

技術
２年 ３１３ 生産システム技術 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 原動機 ２年 ３４５ 原動機 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 電気機器 ２年 ３４９ 電気機器

抽象的な学習内容が２色刷の図やグラフでわかりやすく説明して
あり、日常生活との関連が理解しやすく学ぶ意欲を高める内容に
なっている。基礎の原理から応用まで系統的・発展的に学習でき
る。

１５４ オーム

工業 化学工学 ２年 ３６７ 化学工学 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 地球環境化学 ２年 ３８０ 地球環境化学 教科書として唯一のものである。 ７ 実教
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工業 工業技術基礎 １年 ７０１ 工業技術基礎

工業実習の基礎を学ぶのにふさわしく、これからの工業で不可欠
な電子回路やプログラムを用いる題材を用いて工業への関心が高
められるようになっている。また、報告書の作成や発表の方法
等、相手に正確に内容を伝える技術についても学ぶことが出来、
この科目で使用するのにふさわしい教科書である。

７ 実教

工業 製図 １年 ７０２ 機械製図
ＪＩＳに準拠した、理解しやすい構成となっている。製作図、設
計図などの読み取り、図面作成の力を養うのに適切であり、系統
的・発展的な学習ができるように工夫されている。

７ 実教

工業 製図 １年 ７０７ 製図
ＪＩＳに準拠した構成で理解しやすく、基礎的・基本的な事項が
系統的に構成されており、生徒が自主的に学習を進め、深い学び
が展開できるよう工夫されている。

７ 実教

工業 機械工作 １年 ７０８ 機械工作１ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 機械工作 １年 ７０９ 機械工作２ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 工業化学 １年 ７１６ 工業化学１ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 工業化学 １年 ７１７ 工業化学２ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

工業 電気回路 １年 ７２０ 電気回路１ 

電気の学習の基礎となる電気回路および、静電気、磁気について
多くの事例を用いて詳しく説明されている。また、日常にあるも
のを用いて電気による現象を実験するなど、電気について興味と
関心を持たせるようによく工夫されている。また、練習問題も多
く、深く学習できるようになっている。

７ 実教

工業 電気回路 １年 ７２１ 電気回路２

発送電に関わる基礎知識の交流回路や三相交流について、わかり
やすく説明されている。また、現場での用いられ方等、電気事業
へ関心を深め、発展的な学習の基礎となるように工夫されてい
る。

７ 実教

工業 工業情報数理 １年 ７２３ 工業情報数理

プログラミング、情報通信ネットワーク等「情報Ⅰ」の内容を含
み、情報に関する基礎、基本の修得に適している。また、工業に
関わる静的、動的な計算をソフトを用いて計算するなど、ものづ
くりについての関心を高め、深く探究できるように工夫されてい
る。

１５４ オーム
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国語 国語表現 ２年 ３０６ 国語表現　改訂版

「書くこと」「話すこと」といった言語活動の充実をはかり、基
礎的・基本的な知識・技能が習得できる工夫がなされている。ま
た、例文が多く解説も丁寧でわかり易いので、発展的、探究的に
学習に取り組みやすい。

１７ 教出

国語 現代文Ｂ ２年 ３２２ 精選現代文Ｂ

論理的文章、文学的文章ともに、それぞれ日常生活や将来の問題
と関わっており、生徒の学ぶ意欲を高め、主体的・協働的な学び
を通して課題解決的・探究的な学習ができるように工夫されてい
る。人間理解が深まる教材が収載してある点も興味深い。

２ 東書

国語 現代の国語 １年 ７１５ 高等学校　標準現代の国語

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
を高める工夫がなされている。また、言語活動に関わる内容も基
礎・基本だけでなく、より実用的・具体的なものまでカバーされ
充実しているため、本校生徒にふさわしいと思われる。

１８３ 第一

国語 言語文化 １年 ７０９ 新編　言語文化

言語文化への興味を惹き付ける資料やコラムが多く設けられてい
る。また、古典にまつわる現代語のエッセイがあることにより、
古典学習に無理なく導入でき、生徒の意欲関心を高める工夫がな
されているため、本校生徒にふさわしいと思われる。

１０４ 数研

地理歴史 日本史Ａ ３年 ３０９ 高校日本史Ａ　新訂版

歴史の窓などで生徒に興味を持たせることができる。本文中にも
「『歴史の窓』に書かれているように」と書かれているため、文
章を読み込ませる工夫もみられる。単語の説明も十分にあり、家
庭学習で授業内容の理解を深めるための教材として適している。

７ 実教

地理歴史 地理Ａ ２・３年 ３１０
高等学校　新版　地理Ａ
世界に目を向け，地域を学ぶ

地理的な見方や考え方、世界や日本のさまざまな地域を主体的に
学ぶための基礎的・基本的事項が網羅されている。また、地誌的
な考察をも含めた内容の配列と地理的諸事象相互の関連づけが適
切であり、本校生徒に適している。

１８３ 第一

地理歴史 地図 ２・３年 ３０９
標準高等地図
－地図でよむ現代社会－

統計資料や各地域の特色が数多く示されており、日常生活との関
連や将来へのつながりが理解しやすい。地域学習が効果的に進め
られるよう、異なった学年にも対応する構成であり、地図を通し
て課題解決的や探究的な学びがしやすい。

４６ 帝国
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地理歴史 歴史総合 １年 ７０６ 明解　歴史総合

中学校での学びと繋げられる。はじめに生徒自らが課題を見つ
け、学習に励めるよう工夫がなされている。歴史的考察を行う技
能を身につける仕掛けがあり、主体的で対話的な学びができるよ
う工夫されている。

４６ 帝国

地理歴史 地図 １年 ７０６ 基本地図帳

地図を通して、現代の諸課題について探究できる仕掛けがあり
２・３年生でも活用できる。データの提示も地図上で示している
ため地図帳ならではの学びができる。写真が豊富で苦手な生徒も
含め、興味を持ち、本教材を自ら活用することが期待できる。

１３０ 二宮

公民 政治・経済 ２・３年 ３１３ 最新政治・経済　新訂版
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
うに工夫されている。生徒の知的好奇心に訴え、系統的・発展的
に構成されており、学習意欲を高める工夫がされている。

７ 実教

公民 現代社会 ２年 ３２２ 高等学校　改訂版　新現代社会
基礎的・基本的事項が系統的・発展的に構成されている。Ｆｉｌ
ｅ・Ｔｏｐｉｃと称して、多方面から社会に対する関心を喚起
し、課題解決を考える力を向上させようとする工夫がある。

１８３ 第一

数学 数学Ａ ２年 ３２９ 改訂版　新編　数学Ａ

コンパクトに内容がまとめられており、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。ポイントがわかりやすく
記述されており、図も多く視覚的に理解が深められるよう工夫さ
れている。生徒の習熟度に応じて活用しやすい教科書である。

１０４ 数研

数学 数学Ⅰ １年 ７１４ 新編　数学Ⅰ

コンパクトに内容がまとめられており、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。「深める」で、学ぶ意
欲・関心を高め、思考力・判断力等を高めるよう工夫されてい
る。また、図が多く、自ら学ぶ力が深められるよう工夫されてい
る。生徒の習熟度に応じて活用しやすい教科書である。

１０４ 数研

理科 化学基礎 ３年 ３１４ 改訂　新編化学基礎

写真や立体的な図がわかりやすく学ぶ意欲を高める工夫がある。
また、簡潔にまとめられた文章であるが必要な部分の解説は詳し
く記述されており、主体的・協働的な学習で活用しやすい構成で
ある。

２ 東書
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理科 物理基礎 ２年 ３１２ 改訂　新編物理基礎

生徒が興味・関心をもって学習できるテーマ設定をし、効果的に
写真や図が使われており理解しやすく、学ぶ意欲を高める工夫が
ある。文章もわかりやすくまとめられ、基礎的・基本的な知識・
技能が身に付く構成である。

２ 東書

理科 生物基礎 ２年 ３１２ 改訂　新編生物基礎
本文が簡潔で写真や立体的な図がわかりやすく、学ぶ意欲を高め
る工夫がある。学習の際に間違えそうな部分についての解説が詳
しく、主体的・協働的な学習で活用しやすい構成である。

２ 東書

理科
科学と

人間生活
１年 ７０５ 高等学校　科学と人間生活

身の回りの興味を示しやすいテーマについて科学的な視点をもっ
て取り組むことができる内容であり、実生活に活かすことができ
る内容である。写真やイラスト等も生徒の興味関心を引くものが
多く取り入れられ、また問題集の各単元に記述問題があり、課題
解決的、探究的な学びへとつながる工夫がされている。

１８３ 第一

保健体育 保健・体育 １年 ７０１ 現代高等保健体育

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。また、全ページにわたって写真やイラストを使用した
資料を豊富に掲載しており、生徒の学ぶ意欲を高める工夫がされ
ている。

５０ 大修館

芸術 音楽Ⅰ ２年 ３０７ 音楽Ⅰ改訂版　Ｔｕｔｔｉ

基礎的・基本的な内容が押さえられていて、生徒が興味・関心を
持てるように親しみやすい曲やさまざまなジャンルの曲が選曲さ
れている。また、資料もより見やすく、より意欲的に取り組める
工夫がされている。

１７ 教出

芸術 美術Ⅰ ３年 ３０５ 高校生の美術１

古典から現代まで分野別に整理され生徒の興味・関心を高めるこ
とができる。作業の手順なども写真やイラストの説明がありわか
りやすい。美術史の主要な部分は東洋・西洋を比較検討できるよ
うに配列してあり、話し合いをしたり感想を書いたり鑑賞しやす
くなっている。

１１６ 日文

芸術 書道Ⅰ ２年 ３０５ 書道Ⅰ

古典の名筆の原理が詳しく解説され、難しい課題をアニメの人物
が取り組む姿を通して生徒が意欲的に取り組めるように工夫され
ている。「書道用語」は解りやすく、自主的・自発的な学習に取
り組むことができる。

２ 東書
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外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３４１

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

生徒の興味・関心を引く題材を取り上げ、レッスンごとのテーマ
や問題点が身近に感じられる内容となっている。ペアワークやグ
ループワークを通して生徒の主体的、協働的な学びが促進するよ
う工夫されている。

１０４ 数研

外国語 英語表現Ⅱ ２年 ３２３

Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ
Ｈｏｐｅ

３つのパートから成り、各パートを進めることにより、英語で適
切に自己を表現する力が段階的に身につくよう構成されている。
生徒同士のペアワークやグループワークを通じて、主体的にかつ
協働的に学ぶことができ、本校生にとって最適である。

６１ 啓林館

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７０８
ＭＹ　ＷＡＹ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

時代を捉えた新鮮な題材を扱っており、生徒の思考力を育むこと
ができる。学習を通し、生徒が感じたことを書いて表現をし、そ
れを発表して意見交換をすることにより、五つの領域を伸長でき
る内容となっている。

１５ 三省堂

外国語 論理・表現Ⅰ １年 ７１２

ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｌｏｇｉｃ　ａｎｄ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ

基礎的・基本的事項の定着を図り、話すこと「やりとり」、話す
こと「発表」、書くことの三つの領域を伸ばすことのできる構成
となっている。各レッスンに様々な言語活動が盛り込まれてお
り、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。様々なテーマを題材に、生徒が自分の考えを英語で論理的に
表現できるように工夫されている。

１０４ 数研

家庭 家庭基礎 ２年 ３１４
新家庭基礎
パートナーシップでつくる未来

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。
内容の日常生活との関連や将来へのつながりが理解しやすい。ま
た資料が豊富でコンパクトにまとめられ、生徒の学ぶ意欲を高め
るように工夫されている。

７ 実教

家庭 家庭総合 ２年 ３０９
新家庭総合
パートナーシップでつくる未来

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。
内容の日常生活との関連や将来へのつながりが理解しやすく、世
界への視点も興味深い。また資料が見やすく、生徒の学ぶ意欲を
高めるように工夫されている。

７ 実教

家庭
ファッション
造形基礎

３年 ３０６ ファッション造形基礎 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

- 125 -



高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 21　八幡商業高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

家庭
フード

デザイン
３年 ３１３ フードデザイン　新訂版

基礎的・基本的な知識・技能が分かりやすく習得できるよう工夫
されている。また資料が鮮明で見やすく、生徒の学ぶ意欲を高め
るように工夫されている。系統的・発展的に構成されているため
生徒の状況に合わせて理解が深めやすい。

７ 実教

商業
広告と

販売促進
３年 ３２５ 広告と販売促進 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

商業
ビジネス経済

応用
３年 ３２６ ビジネス経済応用 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

商業
ビジネス情報

管理
３年 ３３３ ビジネス情報管理 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

商業 ビジネス実務 ３年 ３４５ ビジネス実務　新訂版

実際のビジネスの場面をイメージしやすく、イラストや図解が豊
富に取り入れられている。オフィスの実務に関する知識を学習す
るだけでなく、技術を身につけられるようにロールプレイングが
充実している。各項目の最後に掲載されている練習問題は、各種
検定試験の学習に役立てることができる。

７ 実教

商業 経済活動と法 ３年 ３５４ 経済活動と法　新訂版

事例がしっかりと掲載されていて、イラストも豊富でわかりやす
い内容となっている。思考力・判断力を養うことができる問題も
多く配置されており、生徒が学習に取り組めるよう配慮されてい
る。

７ 実教

商業 財務会計Ⅱ ３年 ３５６ 使える財務会計Ⅱ
例題や練習問題を数多く揃えており、図表や挿絵による説明もわ
かりやすい。カラフルな色遣いに構成されており、生徒の興味・
関心を引きやすい工夫がなされている。

２３０ ネット

商業 管理会計 ３年 ３５７ 楽しい管理会計
例題や練習問題等が数多く、図表や挿絵も多く入っており説明も
わかりやすい。色遣いもカラフルで生徒の興味・関心を引きやす
い構成・工夫等がなされている。

２３０ ネット

商業 商品開発 ２年 ３１５ 商品開発 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

商業 ビジネス経済 ２年 ３１６ ビジネス経済 教科書として唯一のものである。 ７ 実教
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商業
プログラミン

グ
２年 ３２４ 最新プログラミング

オブジェクト指向型言語について唯一の教科書である。基礎的・
基本的な知識・技術が習得できるように工夫されており、丁寧な
説明とわかりやすい図解で学ぶ意欲を高めることにつながる。ま
た、各単元ごとに実習課題があり、課題解決的な学習を進めるこ
とができる。

７ 実教

商業 財務会計Ⅰ ２年 ３４８ 高校財務会計Ⅰ　新訂版

会計理論を円滑に理解出来るよう段階的に構成してあり、演習問
題や様々な言語活動を通じて、思考力・判断力・表現力を高める
ように工夫されている。また、基礎的・基本的な内容をもとにし
て自主的・自発的な学習へとつながる工夫がされている。

７ 実教

商業 原価計算 ２年 ３５０ 原価計算　新訂版

基礎から段階的に学習でき、系統的・発展的に学習できる構成
で、学ぶ意欲を高める工夫がされている。また、例題が豊富で図
解やイラストも充実しているため、基礎的・基本的な知識や技能
が習得できる。さらに、章末問題では、基礎的・基本的知識・技
能をもとに、主体的に取り組むことができ、探究的な学びにつな
げることができる構成となっている。

７ 実教

商業 ビジネス情報 ２・３年 ３５２ ビジネス情報　新訂版

高度で発展的な内容や新しい技術等に関する記述も含まれている
ため、探究的な学習ができるとともに、将来の自分と結び付けて
考えることができる。また、主体的に学習意欲を高めるような例
題や練習問題が豊富にあり、演習問題も思考力・判断力・表現力
などを養うことができるよう工夫されている。

７ 実教

商業
プログラミン

グ
１年 ３２４ 最新プログラミング

具体的な事例を用いてコンピュータの利用形態と企業のビジネス
活動の関係を系統的かつ発展的に学習することができる。オブ
ジェクト指向型言語の学びを通じて思考力・表現力を高めるよう
に工夫されている。また、各単元に実習課題があり、課題解決的
な学習を進めることができる。

７ 実教

商業 ビジネス基礎 １年 ７０１ ビジネス基礎

基礎的・基本的な知識・技能を習得しやすいように工夫されてい
る。発展的な学習につながるよう、図表や資料が豊富にあり、学
ぶ意欲や興味を高める工夫がされている。加えて、「事例」や
「コラム」として普段の生活から示され、その内容も充実してい
る。地域マップ作成の実習も興味を持たせる内容である。

７ 実教
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商業
ビジネス・コ
ミュニケー

ション
１年 ７０５ ビジネス・コミュニケーション

内容が簡潔に説明されており、シンプルなレイアウトで視覚的に
見やすい構成となっている。各節に「考えてみよう」「やってみ
よう」など実践につながるものや考察する内容があり、本校の学
習に向いている。第４章の会話文もイラスト付きでわかりやす
い。

１９０ 東法

商業 簿記 １年 ７０８ 高校簿記

内容が簡潔に説明され、多色刷りされた図や帳簿類により、視覚
的にも見やすく作られている。決算についても基礎から段階的に
繰り返し学習できる工夫がされている。例題で理解した知識・技
能を復習することで学習内容が定着する構成となっている。主体
的に取り組める発展的な課題も配置されており、探究的な学びへ
とつながる内容となっている。

７ 実教

商業 情報処理 １年 ７１５
最新情報処理
Ａｄｖａｎｃｅｄ
Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ

豊富な実習問題を通じて基礎的・基本的な知識・技能を修得しや
すいよう工夫されている。また、コンピュータやインターネット
等の情報通信技術を利用した情報の活用や、情報を正しく扱うた
めのルールやマナー等、情報社会に関わる身近な例を多く取り上
げ、一人ひとりの学ぶ意欲を高めるよう構成されている。

７ 実教
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国語 国語表現 ３年 ３０７ 国語表現　改訂版

話す・聞く・書く能力を身につけさせるための具体的な方法が、
段階的にまとめられており、取り組ませやすい。基礎的な内容、
実践的な課題のバランスも適切であり、言語活動を通した思考・
判断・表現の実践に役立つ構成になっている。取り上げられてい
るコラムや資料も適切である。具体例や演習が増補され、利用し
やすい。

５０ 大修館

国語 現代文Ｂ ２年 ３４１ 新　探求現代文Ｂ

定評のある教材と新しい教材を織り交ぜながら、幅広いジャンル
の作品が豊富に収録されている。それぞれの教材の文章量も適切
である。文章の読み方について段階的に理解が深まる工夫があ
り、それに合わせた教材も選ばれていて、生徒が学習しやすいと
考えられる。

２１２ 桐原

国語 古典Ｂ ２年 ３４３ 改訂版　古典Ｂ　古文編

定評のある教材が豊富に揃っており、系統的な学習ができるよう
構成されている。作品の注釈についても、作品の理解を深めるの
に適切な量と内容であるといえる。また、資料ページが充実して
いる他、コラムも豊富に掲載されており、古典常識や古典世界へ
の興味関心を広げる上で役立つものとなっている。

１０４ 数研

国語 古典Ｂ ２年 ３４４ 改訂版　古典Ｂ　漢文編

定評のある教材が揃っており、系統的な学習ができるよう構成さ
れている。作品の注釈についても、作品の理解を深めるのに適切
な量と内容であるといえる。また思想家の作品が充実しており、
シンプルではあるが、生徒の興味関心を広げる上で役立つものと
なっている。

１０４ 数研

国語 現代の国語 １年 ７１３ 高等学校　現代の国語

定評のある教材が豊富であり、全体的に教材の質と量が充実して
いる。系統的、発展的な学習ができるように構成されており、生
徒が言語感覚を磨き、言葉を通じて思考力・判断力・表現力を深
めることができる内容となっている。

１８３ 第一

国語 言語文化 １年 ７０７ 言語文化

定評のある教材が、幅広い分野にわたり豊富に掲載されている。
生徒が言語文化を理解していくうえでの助けとなる、コラムや写
真なども多く用いられている。ＱＲコードでデジタル教材を活用
できるといった工夫も見られ、生徒の探究的な学びを深めていく
ことができる。

１０４ 数研

地理歴史 日本史Ａ ３年 ３１１ 日本史Ａ　改訂版

内容の配列と相互の関連が、系統的・発展的に構成にされてい
る。基礎的・基本的事項をもとに、思考力を高めるよう資料・写
真などが使用され、より生徒の理解を深めることができるように
工夫がされている。

８１ 山川
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地理歴史 世界史Ａ ２年 ３１４ 明解　世界史Ａ
各時代の特徴がうまくまとめられ、絵・地図・コラムなどの内容
も探究的な学びへとつながるよう工夫されており、本校生徒が使
用するのに適している。

４６ 帝国

地理歴史 世界史Ｂ ２年 ３０９ 世界史Ｂ　新訂版
図や写真が鮮明で生徒の知的好奇心に訴える内容になっている。
各項目とも詳細な記述やキーワードが盛り込まれており、探究的
な学びへとつながるよう工夫されている。

７ 実教

地理歴史 日本史Ｂ ２年 ３０９ 詳説日本史　改訂版

基本的な事項だけでなく、発展的な内容についても叙述が充実し
ている。とりわけ、生徒にとって理解しづらい荘園制、武士の起
こりについての説明がわかりやすい構成となっている。また、最
低限必要な図表や史料も網羅されている。

８１ 山川

地理歴史 地理Ｂ ２年 ３０４ 新詳地理Ｂ

地理的な見方、考え方につながる適切な題材とオリジナル資料が
多用されており、記述も詳細でわかりやすい。内容も系統的・発
展的に配列されていて扱いやすい。また、思考力や判断力を高め
る工夫がされている。

４６ 帝国

地理歴史 地図 ２年 ３１０ 新詳高等地図

基本的事項をしっかりと網羅していて汎用性が高い。課題学習に
活用しやすい図表が豊富である。地名等の表記も詳しく、統計地
図にも工夫が施されている。内容の配列と相互の関連に工夫がみ
られ、課題解決的な学びへとつなげることができる。

４６ 帝国

地理歴史 歴史総合 １年 ７０３ 詳述歴史総合

各単元毎に知識・技能を習得するための問いがたてられており、
基礎的・基本的な知識・技能の習得に適している。また、写真・
地図をはじめ、資料が豊富であり、生徒の意欲・関心を高め、資
料を用いた活動により主体的・対話的で深い学びが実現できる。

７ 実教

公民 公共 １年 ７０８ 公共

現代の諸課題について、主体的・対話的な学びを深めることがで
きるような資料やグラフが多数掲載されており、図の説明も詳細
でわかりやすい。系統的・発展的に構成されており、探究的な学
びにつながるよう工夫されている。

１０４ 数研

数学 数学Ⅲ ２年 ３２３ 改訂版　高等学校　数学Ⅲ

重要な問題のタイプを十分に押さえており、発展的な内容も充実
している。また、例や例題の解説や量が適切で生徒の理解を助け
る工夫もあり、たいへん分かりやすい。練習問題の質や量も適切
で、生徒が取り組みやすい。授業がスムーズに進む展開および題
材の工夫がなされている。

１０４ 数研
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数学 数学Ａ ２年 ３２９ 改訂版　新編　数学Ａ

様々なタイプの問題が扱われており、基礎基本の習得だけでな
く、応用力も養える。図が効果的に配置されているなど、生徒の
理解を助ける工夫がなされている。各節末のコラムは、生徒の興
味・関心を引く題材が多く扱われている。

１０４ 数研

数学 数学Ｂ ２年 ３２６ 改訂版　高等学校　数学Ｂ

基礎・基本から重要な問題まで押さえられており、内容も適切で
あり、自主的な学習ができるように工夫されている。随所に図を
用いて、視覚的に理解を深められるように工夫されている。ま
た、練習問題の難易度が適切である。

１０４ 数研

数学 数学Ⅰ １年 ７１２ 数学Ⅰ

確かな記述と明確な解説で、基礎的・基本的な知識・技能を身に
つけることができる。また、課題解決のための思考力・判断力・
表現力の育成につながる問題も多く掲載されており、自ら学びに
向かう姿勢を育てるよう工夫されている。

１０４ 数研

数学 数学Ⅰ １年 ７１７ ＮＥＸＴ　数学Ⅰ

簡潔な記述、理解を促す図で、基礎的・基本的な知識・技能を身
につけることができる。既習事項との繋がりを重視し、意欲・関
心を高め、内容理解を深める問題等から思考力・判断力・表現力
の基礎を養うことができる。

１０４ 数研

数学 数学Ⅱ １年 ７０９ 数学Ⅱ

様々なタイプの問題が扱われており、基礎的・基本的な知識・技
能の習得だけでなく、応用力も養える。説明が簡潔であり、図が
効果的に配置されているなど、生徒の理解を助ける工夫がなされ
ている。主体的で深い学びが展開できるよう工夫されている。

１０４ 数研

数学 数学Ａ １年 ７１２ 数学Ａ

様々なタイプの問題が扱われており、基礎的・基本的な知識・技
能の習得だけでなく、応用力も養える。説明が簡潔であり、図が
効果的に配置されているなど、生徒の理解を助ける工夫がなされ
ている。見方を変えて考えてみる、理由を説明するなど、思考
力・判断力・表現力を高めるように工夫されている。

１０４ 数研

理科 物理基礎 ３年 ３２１ 高等学校　改訂　新物理基礎

各ページがとても見やすく、身近な事象の写真や図が効果的に配
置されており、思考力・判断力・表現力を高めることができるよ
うに工夫されている。生徒自ら系統的・発展的に、興味を持ちな
がら学習できる構成となっている。

１８３ 第一
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理科 生物 ２・３年 ３１０ 改訂版　生物

「呼吸」「光合成」分野の複雑な内容を、視覚的に理解できるよ
う工夫されている。思考学習や探究の設問において、生物学的な
思考力を養うことができる。近年の研究の内容が「コラム」とし
て扱われており、発展的な学習をするのに適している。

１０４ 数研

理科 物理基礎 ２年 ３１９ 改訂版　新編　物理基礎
物理法則と日常の事象を関連させ、生徒の興味・関心を喚起させ
る工夫がされている。授業を活性化させる問いも豊富に掲載して
いる。探究活動・実験レポートも充実している。

１０４ 数研

理科 物理 ２年 ３１４
改訂版　総合物理１
力と運動・熱

力と運動・熱分野において図やグラフを適切に交えて、本文の理
解を促す工夫がなされている。生徒自ら系統的・発展的に学習で
き、理解しやすい展開となっている。また、物理基礎の内容を補
う掲載部分が充実している。

１０４ 数研

理科 物理 ２年 ３１５
改訂版　総合物理２
波・電気と磁気・原子

波・電気と磁気・原子分野において図やグラフを適切に交えて、
本文の理解を促す工夫がなされている。生徒自ら系統的・発展的
に学習でき、理解しやすい展開となっている。また、物理基礎の
内容を補う掲載部分が充実している。

１０４ 数研

理科 化学 ２年 ３１３ 改訂版　化学

実験や観察に配慮したバランスのよい内容になっている。演習問
題も多く丁寧な説明で生徒が理解しやすい。多くの資料と無駄の
ない構成で、発展的内容も扱っており、より深い内容まで踏み込
める。図・グラフ・写真の配置が秀逸である。基本から重要事項
まで理解しやすいように整理されている。

１０４ 数研

理科 生物基礎 ２年 ３１６ 改訂版　生物基礎
本文の記述がわかりやすく、効果的に図表も配置されている。
「生物」につながる内容は「発展」で取り上げられ工夫されてい
る。思考力・判断力・表現力も育成できる内容である。

１０４ 数研

理科 化学基礎 １年 ７１０ 新編　化学基礎

各章のはじめのまとめが中学校からの継続を考えた構成になって
いて本編に入りやすい。図や表が見やすく、計算問題の解法も適
切で、生徒の理解が進む工夫がされている。随所に意欲・関心を
高める知識や情報が入れられており、探究的な学びを進める上で
使いやすいものとなっている。

１０４ 数研
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理科 地学基礎 １年 ７０３ 高等学校　地学基礎

図が本文の近くに配置されており、本文と図とを一体化させ授業
を進めることができる。見やすく整理･分類された写真が質･量と
もに充実している。問題解説や実験動画を見ることができるQR
コードが多数掲載されており、自宅学習と授業とのつながりを意
識させることで、学びに向かう姿勢の育成に効果的である。

６１ 啓林館

保健体育 保健・体育 １年 ７０１ 現代高等保健体育

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。具体的な記述や、事例が多く生徒がイメージ
しながら学べるよう工夫されている。イラストや図表の色合いが
きれいで非常に見やすい。

５０ 大修館

芸術 音楽Ⅲ ３年 ３０５ Ｊｏｙ　ｏｆ　Ｍｕｓｉｃ
幅広いジャンルの教材があり、充実した内容となっている。専門
的な内容が含まれる一方で、生涯学習の視点に立ち、生徒が主体
的に、探究的に学習できるように工夫されている。

２７ 教芸

芸術 美術Ⅲ ３年 ３０３ 美術３

写真表現や映像表現など、美術、デザインの社会との関わり、広
がりに焦点を当てており、日常生活との関連を理解しやすい構成
である。また、ポートフォリオ制作など将来へのつながりを意識
した活動も取り入れ、生徒の学ぶ意欲を高める内容である。

３８ 光村

芸術 書道Ⅲ ３年 ３０１ 書道Ⅲ

コラムや解説が分かり易く書かれていること、古典資料が豊富で
鑑賞に力を入れているのがよい。臨書・鑑賞・創作の学習が主体
的に進められるように構成され、学習したことを生活に生かす態
度が養えるように配慮されている。

２ 東書

芸術 音楽Ⅱ ２年 ３０９ 高校生の音楽２

楽譜・資料が豊富で見やすい。各教材に於いて、ポイントが記載
されていること、特に、音楽理論については生徒にとってわかり
やすく記載されているため、自主的・自発的な学習ができるよう
工夫されている。

２７ 教芸

芸術 美術Ⅱ ２年 ３０４ 高校生の美術２
図版が多く、資料も充実している。テーマごとの設定、視点が新
しく分かりやすい。高校生の興味・関心にあった内容となってい
る。特に彫刻作品の図版も多く授業で活用できる。

１１６ 日文
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芸術 書道Ⅱ ２年 ３０５ 書道Ⅱ

古典資料が豊富かつ、解説も丁寧で分かりやすい内容となってい
る。臨書・鑑賞・自己評価の要点が示されているのがよい。図版
が大きく創作の手順が示されており、自主的・自発的に学習しや
すい。

２ 東書

芸術 音楽Ⅰ １年 ７０２ 高校生の音楽１

我が国の伝統音楽や世界の諸民族の音楽など、幅広いジャンル、
楽曲が扱われており、生徒の学習への意欲関心を高めることがで
きる。ＱＲコードによるコンテンツが掲載され、探究的な学びに
つながる工夫がされているのがよい。

２７ 教芸

芸術 美術Ⅰ １年 ７０２ 高校生の美術１

豊富な題材構成で学びの視点（ねらい）も明確である。資料も充
実しており技法や美術史、映像メディア史は基礎的・基本的な知
識・技能の習得につながる。関連資料にアクセスできるQRコード
表記など探究的な学びにもつながる工夫がされている。

１１６ 日文

芸術 書道Ⅰ １年 ７０１ 書道Ⅰ

学習の手がかりが豊富に用意され、生徒が主体的に進んで学習に
取り組み基礎的・基本的事項に関わる知識・技能を様々な角度か
ら身につけられる。書の良さや美しさについての根拠を持って鑑
賞できるように工夫され書の表現の特徴を表す語彙を増やすこと
ができる。

２ 東書

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３３７

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＰＯＬＥＳＴＡＲ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

課題解決的、探究的な学びをへとつながるよう工夫されており、
発展的な活動に結びつけやすい。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。

１０４ 数研

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３３１

ＣＲＯＷＮ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

思考力、表現力が身につくようなトピックで構成されており、地
域や民族の個性を尊重し合う心や、自らの力で考え、表現する力
が養われるようになっている。論理的思考力が高められるような
工夫がされている。

１５ 三省堂

外国語 英語表現Ⅱ ２年 ３２２

Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ
Ａｃｅ

具体的な使用場面が示されており、基礎的・基本的な知識を段階
的に様々な言語活動に発展させ、生徒の思考力・判断力・表現力
を育てる工夫がなされている。また、図やイラストを交えて情報
が整理されており、生徒の理解を深める工夫がなされている。

６１ 啓林館
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外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７１２
ＥＬＥＭＥＮＴ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

本文が見開き構成で、英文の内容を把握し理解から定着へと進め
ることができる。また、様々な言語活動を通して、思考力・判断
力を養うことができる。題材もバランス良く、多岐にわたってお
り、生徒の意欲・関心を高めるように工夫されてる。

６１ 啓林館

外国語 論理・表現Ⅰ １年 ７０８

Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｌｏｇｉｃ　ａｎｄ
Ｅｘｐｒｅｓｓｏｎ　Ⅰ
Ａｄｖａｎｃｅｄ

場面・状況に応じたコミュニケーション能力を養いながら、主体
的・対話的に深く学ぶことができるように工夫されている。ま
た、特定の場面において話したり書いたりする目的を達成するの
に適した理論の構成について、わかりやすく説明されている。

６１ 啓林館

家庭 家庭基礎 ２年 ３１９ 未来をつくる　新高校家庭基礎

基礎的・基本的な内容が精選されており、語句説明もわかりやす
く配列されている。図や表の配置もよく、様々な言語活動を通し
て、思考力・判断力・表現力を高める工夫がある。また、課題解
決的、探究的な学びにつながるよう工夫されている。

５０ 大修館

家庭
子どもの

発達と保育
３年 ３１１ 子どもの発達と保育　新訂版

子どもを生み育てる意義や親子関係の大切さが実感できる内容で
あり、視覚的に理解しやすいように図表・写真等が工夫されてい
る。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。データも新しい。

７ 実教

情報 社会と情報 ２年 ３１１ 最新社会と情報　新訂版

日常生活との関連や将来へのつながりが例題の中で設定されてお
り、知識と演習のバランスがよい。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。また情報モラルの
学習に関する記述が充実しており、法律や身近な事例を示すこと
でセキュリティについてもわかりやすく説明されている。

７ 実教
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国語 国語表現 ３年 ３０７ 国語表現　改訂版
文字が大きく、イラストや写真が豊富で非常に見やすい。取り
扱っているテーマも、本校の生徒の実態に即しており、生徒が興
味・関心をもって学習に取り組むことができる。

５０ 大修館

国語 現代文Ｂ ２年 ３３４ 新編　現代文Ｂ

文学作品が定評のあるものに加え、生徒の興味に沿った現代の作
品も多く、作者についても詳細な解説がある。評論や随想も、文
章からの発展が期待できる教材が多く、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。

１０４ 数研

国語 古典Ｂ ２年 ３４７ 新　高等学校古典Ｂ
古典に親しみ興味を持って学ぶことができる教材が多いが、高校
で学ぶべき定評のある作品も揃っている。参考となる図や写真が
適宜入り、紙面構成がすっきりして読みやすい。

１１７ 明治

国語 現代の国語 １年 ７１０ 新編　現代の国語

領域別の学習の指針があり、学ぶ目的がわかりやすい。コラムな
どの解説が図解などをまじえてあり理解しやすい。資料編やズー
ムアップで基本的な知識や技能が習得できるよう工夫されてい
る。

１０４ 数研

国語 言語文化 １年 ７０８ 高等学校　言語文化
導入部の文法解説が手厚く、本校生徒に適した内容となってい
る。近代以降の小説がバラエティに富み、柔軟に作品を選ぶこと
が出来る。便覧ページが学ぶ意欲を高めるよう工夫されている。

１０４ 数研

地理歴史 世界史Ｂ ３年 ３１２ 新詳　世界史Ｂ

地図や資料が適切で生徒の興味・関心を引く内容となっている。
特設されている「世界史への扉」は、多様な観点から歴史事象を
解き明かすことで知的好奇心を刺激する工夫がなされている。
章、節のポイントが適切にまとめられ、時代を考える手掛かりと
させやすい。

４６ 帝国

地理歴史 日本史Ｂ ３年 ３１３ 高等学校　日本史Ｂ　新訂版

歴史上のテーマを１０５設けていて、重要な事項が把握しやすく
編集されている。また図版や史料の配置も工夫されており、本文
の理解に役立つ。コラムは、内容の補足と同時に興味・関心を引
く内容となっており、全体として導入にも発展にも利用できる柔
軟性がある構成となっている。

３５ 清水
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地理歴史 世界史Ａ ２年 ３１２ 新版世界史Ａ　新訂版

近現代史を中心に帝国主義以降の世界の変化がわかりやすく、豊
富な資料や地図などにより把握しやすい。単元の冒頭の図版をも
とにした問いかけは探究的な学びへとつながるよう工夫されてい
る。

７ 実教

地理歴史 日本史Ａ ２年 ３１０ 高等学校　日本史Ａ　新訂版

図版や資料が豊富で、それが意味する時代内容をグループなどで
話し合うための好材料となる上に、本文の理解に非常に役立つ。
また、コラムでは内容の補足と同時に日本史に興味・関心を引く
内容となっている。

３５ 清水

地理歴史 地理総合 １年 ７０５
わたしたちの地理総合
世界から日本へ

生徒の知的好奇心に訴え、学習意欲が高まるような配慮がされて
いる。欄外の用語解説やテーマ・設問も充実しており、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。

１３０ 二宮

地理歴史 地図 １年 ７０５ 詳解現代地図　最新版
全体にわたって視覚的に理解しやすく編集されている。主題図や
統計資料が多く掲載されており、主体的・対話的で深い学びを展
開しやすい工夫がされている。

１３０ 二宮

公民 倫理 ３年 ３１３ 高等学校　現代倫理　新訂版

本文の記述が丁寧でわかりやすいので、思想の内容をつかみやす
い。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。古代から現代への流れや配列が適切であり、系統的・発展的
な学習が可能であるため、さまざまな思想が現代につながってい
ることや現代の課題を倫理的な観点で生徒に学ばせることができ
る。

３５ 清水

公民 政治・経済 ３年 ３１３ 最新政治・経済　新訂版

生徒の興味・関心が深まるような簡潔な文章でありテーマごとに
導入の設問とキーワードをセクションごとに設けているのは生徒
にとって学びやすい。特集テーマを利用することで生徒の自主的
な学習も期待できる。

７ 実教

公民 公共 １年 ７１１ 高等学校　新公共

見開きでテーマがまとめられ、各テーマの課題とまとめで、主体
的な学びができる構成になっている。本文の記述が平易で、基礎
的・基本的な知識を習得しやすい。図版・写真・資料等、適切な
内容・分量で、様々な角度から学べる特集ページが充実してい
る。

１８３ 第一
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数学 数学Ⅲ ３年 ３１８ 新版数学Ⅲ　新訂版
色遣いや図がわかりやすく、解説も丁寧である。自らが学習を進
めることができるように構成が工夫・整理されており、問題の量
や質も本校の生徒に適している。

７ 実教

数学 数学Ⅱ ２年 ３２１ 新版数学Ⅱ　新訂版

色を豊富に使って、見やすい構成になっている。基礎的・基本的
な知識・技能が習得できるように、丁寧にわかりやすく説明・解
説がなされている。問題の配列も基本事項をチェックしながら、
応用的・発展的な内容につなげられるように工夫されている。

７ 実教

数学 数学Ｂ ２年 ３２０ 新版数学Ｂ　新訂版

基礎的な内容から応用的な内容まで扱っており、解説も丁寧であ
る。整理された構成となっており、自らが学習を進めることがで
きるように構成されている。問題の分量も適度であり色遣いや
図、表現もわかりやすい。

７ 実教

数学 数学Ⅰ １年 ７０７ 新編数学Ⅰ

全体として見やすいレイアウトになっている。基礎的・基本的な
問題から応用的な問題まで網羅され、難易度・量も適切であり、
本校の生徒に適している。動画コンテンツが充実しており、学習
を効果的にすすめることができる。

７ 実教

数学 数学Ａ １年 ７０７ 新編数学Ａ

基礎的な事項から応用的な内容まで系統的・発展的に構成されて
いる。また、例題の説明に図が多く丁寧であり、問題の量や難易
度も適切なので、生徒が自主的に取り組みやすく、本校の生徒に
適している。

７ 実教

理科 物理 ３年 ３１０ 物理　改訂版

基礎・基本の事項が体系的に配列されている。生徒の興味・関心
を高め、自ら学習を進められるように、例題・問・実験・参考等
がうまく配置されている。物理的な事象についての説明も明瞭で
理解しやすい。

６１ 啓林館

理科 生物 ３年 ３１０ 改訂版　生物

基礎的・基本的な事項をもれなく体系的に配列している。生徒の
興味・関心を引くような内容で、知的にうまく整理されている。
図や表、写真などの量も適切で、実習・実験の記述も充実してい
る。課題解決的、探究的な学びができるように工夫されている。

１０４ 数研
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理科 物理基礎 ２年 ３１６ 考える物理基礎

基礎・基本の事項が体系的に配列されている。図の配置が見やす
く工夫されている。例題・問・実験・参考等がうまく配置されて
おり、物理的な事象についての説明も明瞭である。難解な部分に
ついても的確な説明がなされている。

６１ 啓林館

理科 物理基礎 ２年 ３１７ 考える物理基礎　マイノート

問題の難易度や量が適切で、生徒が自ら学習を進めるのに適して
いる。基礎・基本の内容の習得を目標としつつ、応用的な問題や
探究的な学びにつながる内容も取り扱われ、編集に工夫がみられ
る。

６１ 啓林館

理科 化学 ２年 ３０９ 改訂　新編化学

基礎・基本の内容の習得を目標としつつ、応用的な問題や探究的
な学びにつながる内容も取り扱われている。大判サイズを生か
し、１ページの中で豊富な情報を見せる工夫がみられる。また、
問題の難易度や量も適切である。

２ 東書

理科 生物基礎 ２年 ３１６ 改訂版　生物基礎
基礎的・基本的な事項が体系的に構成され、知的好奇心を高めな
がら学習できる内容である。実験・実習の内容も充実しており、
発展的、探究的な学びへとつながる工夫がされている。

１０４ 数研

理科 地学基礎 ２年 ３０９ 新編　地学基礎

内容・解説について、基礎的・基本的な事項から体系的にまとめ
られている。図や写真も見やすくバランス良く配置されて理解し
やすい工夫がされている。参考資料も充実しており、発展的・探
究的な学びへと進めるように工夫されている。

１０４ 数研

理科 化学基礎 １年 ７０２ 新編化学基礎

図や表、写真などが多く、設問・課題も適切で基礎的・基本的な
技能の習得が容易になるよう工夫されている。日常生活の中の事
例が取り上げられており学ぶ意欲が高まるよう工夫されているだ
けでなく、実習・実験の記述も充実している。

２ 東書

保健体育 保健・体育 １年 ７０３
高等学校　保健体育
Ｔｅｘｔｂｏｏｋ

基本的事項が網羅され、日常生活に関連させて理解・習得ができ
るよう工夫されている。大きな口絵やグラフが描かれ、視覚的な
理解を伴いながら生徒の学習意欲を高める工夫がされている。

１８３ 第一
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保健体育 保健・体育 １年 ７０４
高等学校　保健体育
Ａｃｔｉｖｉｔｙ

書き込み式になっており、内容も充実している。主体的・対話的
で深い学びに展開しやすく構成されており、グループでの学習に
も活用しやすく、本校生徒に適した教科書となっている。

１８３ 第一

芸術 音楽Ⅲ ３年 ３０５ Ｊｏｙ　ｏｆ　Ｍｕｓｉｃ

幅広く変化に富んだ学習活動を行うことのできる教材が用意され
ており、生徒が自ら主体的に学習活動を進められるように参考資
料が豊富に掲載されている。また、表現教材と鑑賞教材の関連が
図られており、理解を深めたり関連付けたりできるよう工夫がな
されている。

２７ 教芸

芸術 美術Ⅲ ３年 ３０３ 美術３

美術と社会との関わりを重視した構成となっている。美術に関わ
る職業や作家のインタビューなども掲載されており、日常生活と
の関連や将来へのつながりが理解しやすい内容となっている。掲
載されている内容や作品が生徒の興味・関心を引くように工夫さ
れている。

３８ 光村

芸術 書道Ⅲ ３年 ３０５ 書Ⅲ

書Ⅰ･Ⅱの学習内容をもとに、より発展的な学習を行うのに適し
ている。書風の違いから筆者の生き様を考察したり、書が歴史上
どのように伝えられ、その美を継承してきたのかがわかりやすく
解説され、より踏み込んだ探究的な学習をするのに適している。
また、書論を随所で取り上げていることも深い理解に繋がる好編
集だと思われる。

３８ 光村

芸術 音楽Ⅱ ２年 ３１０ ＭＯＵＳＡ２
多様なジャンルから精選された教材によって必要な内容が十分扱
われており、生徒が自ら主体的に学習活動を進められるように、
各教材に学習内容や活動のポイントが明確に示されている。

２７ 教芸

芸術 美術Ⅱ ２年 ３０３ 美術２

目標マークや制作ノートマークにより、各題材での目標がわかり
やすく示されている。説明や写真などがバランスよく配置されて
いるため見やすく、内容が具体的に記述されているので、系統
的・発展的に学習するのにふさわしい。

３８ 光村

芸術 書道Ⅱ ２年 ３０８ 書Ⅱ

作品が多く掲載されており、鑑賞に適した教科書となっている。
作品を比較したり、感想を述べあうなど、グループでの活動に展
開しやすく、生徒の対話的で深い学びが期待できる内容となって
いる。

３８ 光村
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芸術 音楽Ⅰ １年 ７０３ ＭＯＵＳＡ１

幅広く変化に富んだ学習活動を行うことのできる教材がさまざま
なジャンルから用意されており、生徒が興味関心をもって意欲的
に学習を進めることができるよう配慮されている。各教材に学習
内容や活動のポイントが明確に示されている。またジャンル別
MAPなどにより、授業スタイルに合わせた選曲が可能である。

２７ 教芸

芸術 美術Ⅰ １年 ７０３ 高校美術

片観音や蛇腹の折り込みページなどで好奇心に訴え、主体的な鑑
賞活動を行うための工夫が効果的である。またテーマごとに印象
的なキーワードで問いが提示され、各単元の導入として意欲・関
心を高めやすい工夫、構成がされている点も高く評価できる。

１１６ 日文

芸術 書道Ⅰ １年 ７０５ 書Ⅰ
基礎的・基本的事項が多く掲載されており、知識や技能が習得し
やすく本校の生徒に適した内容となっている。図版や作品が多
く、書道への意欲・関心が高められるように工夫されている。

３８ 光村

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３２６
Ｐｏｗｅｒ　Ｏｎ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

学習のポイントを押さえた機能的な単元構成の工夫，魅力のある
題材，指導時数を考慮した分量など，使いやすく，生徒の英語力
を確実に向上させるバランスのとれた教科書である。

２ 東書

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３３２

ＭＹ　ＷＡＹ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

現代社会に即した題材で、高校生にとって考えるべきテーマで構
成されている。「語彙力」「文法力」「読解力」を重視しながら
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。４
技能を伸ばすためのアクティビティのバランスが良い。

１５ 三省堂

外国語 英語表現Ⅱ ２年 ３２３

Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ　 
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ
Ｈｏｐｅ

簡潔な例文で示されており、それらを用いた表現活動を行うこと
ができる。文法的説明や定着を確認するための練習問題も十分で
あると共に、アウトプット活動につながる構成が、順序立てて書
かれてあり、とてもわかりやすい。

６１ 啓林館

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７１３
ＬＡＮＤＭＡＲＫ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

基礎的・基本的な知識・技能を習得できるよう、各レッスンに配
慮が見られる。また、導入や展開でも様々な言語活動を通して、
思考力・判断力・表現力を高められるようになっており、生徒の
英語力を確実に向上させるバランスの取れた教科書である。

６１ 啓林館
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外国語 論理・表現Ⅰ １年 ７０９

Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｌｏｇｉｃ　ａｎｄ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ
Ｓｔａｎｄａｒｄ

文法演習だけでなく、文脈の中で文法を体系的に学習できるよう
になっている。また、わかりやすい説明で、イラストを用いた理
解しやすい構成となっており、主体的に学習に取り組ませること
ができる。表現を用いた活動の量も適切である。

６１ 啓林館

家庭 家庭総合 ２年 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

各分野とも実践的な取り組みやアクティブラーニング等がしやす
いよう工夫されている。生徒の興味・関心を引き、課題解決にむ
けて思考しやすい構成となっている。図表や資料が見やすく、自
主的に学習することができる。

１８３ 第一

情報 情報Ⅰ １年 ７０９ 情報Ⅰ　Ｎｅｘｔ

基礎的・基本的な知識・技能の習得が重視されており、自主的、
自発的な学習ができるよう工夫されている。また、主体的、協働
的に学ぶことができるように知識分野と実習分野がわかりやすく
展開されている。言語活動を高める展開例も充実している。

１０４ 数研
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国語 現代文Ｂ ２年 ３３３ 改訂版　現代文Ｂ

定評のある教材を中心に幅広い内容の作品が収録され、バランス
の良い構成である。基礎的・基本的な知識・技能の習得を重視す
る題材を精選している。また、思考力・判断力・表現力を高める
言語活動の展開例が充実している。

１０４ 数研

国語 古典Ｂ ２年 ３３５ 精選古典Ｂ　改訂版

図版や資料を見やすく配置するなど、読解を助ける工夫が随所に
見られる。また、古典常識や生活様式、作品、ジャンルなどのコ
ラム多く、生徒が古典文学に親しみながら意欲的に学習するため
の工夫がされている。

１５ 三省堂

国語 現代の国語 １年 ７１３ 高等学校　現代の国語

多様なジャンルの作品が採録されており、多角的な視野から思考
力・判断力・表現力を養うのに最適である。また、各教材の冒頭
にねらいが明示してある点や末尾に関連書籍の紹介がしてある点
も生徒の課題解決的・探究的な学びにつながる。

１８３ 第一

国語 言語文化 １年 ７１３ 高等学校　言語文化

カラフルな資料や図版、地図やイラストが作品毎に掲載されてい
て、学習者の興味・関心が高められ、理解が深まる構成、レイア
ウトになっている。１年生が言語文化に関する知識や技能を基礎
基本から習得していくのに、適した作品、ジャンルが揃ってい
る。

１８３ 第一

地理歴史 地理Ｂ ３年 ３０４ 新詳地理Ｂ

様々な地理的知識や考え方などが系統的に順序よく配列され、自
主的、自発的な学習ができるよう工夫されている。また、わかり
やすい写真や図版も多く、生徒の知的好奇心に訴え、アクティ
ブ・ラーニングが展開できるよう工夫されている。

４６ 帝国

地理歴史 世界史Ａ ２年 ３１４ 明解　世界史Ａ

大きめのサイズで、かつ工夫された地図が随所に挿入されている
ので、大きな視点で世界史を捉えることが出来る。見開き２ペー
ジで１単元という構成や要点を簡潔にまとめた文章によって学習
も主体的に進められるようになっている。

４６ 帝国

地理歴史 世界史Ｂ ２年 ３０９ 世界史Ｂ　新訂版

日本史にかかわる記述やコラムによって、「世界の中の日本」を
理解することができる。写真や地図・表など視覚的資料が豊富に
適切に取り入れられており、世界史への理解をより深めることが
できる。エピソードやトピックも多く、平易で読みやすい文章で
あるため自学自習に活用できると考えられる。

７ 実教
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地理歴史 日本史Ｂ ２年 ３０９ 詳説日本史　改訂版
各分野がバランスよく構成されている。また、地図や写真が豊富
に掲載され詳しい内容となっている。豊富な史資料があり、生徒
が自主的、自発的な学習ができるよう工夫されている。

８１ 山川

地理歴史 地理総合 １年 ７０１ 地理総合
資料や写真が分かりやすく示されており、親しみやすいキャラク
ターを用いたテーマ学習も適切に取り入れられている。また、章
末問題も含まれているため自学自習に活用できる。

２ 東書

地理歴史 歴史総合 １年 ７０８
現代の歴史総合
みる・読みとく・考える

写真・データ・地図などの資料がテーマごとにわかりやすく示さ
れている。また、各単元ごとのアプローチが提示されており、生
徒への問題提起の工夫がなされている。

８１ 山川

地理歴史 地図 １年 ７０３ 標準高等地図

サイズが大きく、配色等が見やすい。現代社会のさまざまな事象
が地図でテーマ別にわかりやすく示されている。地名に関する説
明などもあり、生徒が地図に興味を持ちやすいよう工夫されてお
り、自発的な学習につながる。

４６ 帝国

公民 政治・経済 ３年 ３０９ 高等学校　改訂版　政治・経済

近年の情報が積極的に教材化されている。資料が見やすく掲載さ
れ、内容・分量も適切で、生徒が理解しやすい。課題を探究する
中で自発的な学習を促し、思考力・判断力を高め、言語活動の充
実が図れるよう工夫がなされている。

１８３ 第一

数学 数学Ⅲ ３年 ３２４ 改訂版　新編　数学Ⅲ

導入が丁寧で、例題や問題の量・質が適切であり、生徒が主体的
に取り組むことにより知識の定着及び数学的な思考を巡らせるこ
とができる。研究やコラムのコーナーで、発展的な内容が掲載さ
れており、生徒の関心を高めることができる。

１０４ 数研

数学 数学Ｂ ２・３年 ３２７ 改訂版　新編　数学Ｂ

練習問題の量が多く、生徒にとって学習を効果的に進めやすい。
また、研究のコーナーでは、発展的な内容も記載されている。コ
ラムのコーナーでは、日常と関連した事柄が掲載されており、生
徒の関心・意欲を高めることができる。

１０４ 数研
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数学 数学Ⅱ ２年 ３２９ 改訂版　新編　数学Ⅱ

各単元において導入が丁寧であり、問題の量も十分あり、生徒が
取り組むことで知識の定着が図ることができる。また、コラムの
コーナーでは生徒が興味・関心を高められるような事柄、アク
ティブラーニングの題材として活用できる事柄が掲載されてい
る。

１０４ 数研

数学 数学Ⅰ １年 ７１３ 高等学校　数学Ⅰ

掲載されている例や問題の質・量が適切である。思考力を深める
ための問題や、ＩＣＴを活用するためのデジタルコンテンツも充
実している。日常に関連した問題を扱うなど、生徒が関心・意欲
をもって取り組める工夫が随所になされている。

１０４ 数研

数学 数学Ａ １年 ７１３ 高等学校　数学Ａ

掲載されている例や問題の質・量が適切である。どの単元におい
てもイメージを膨らませるための図やイラストが多くあり、生徒
が関心・意欲を高められる。思考力を深めるための問題や、ＩＣ
Ｔを活用するためのデジタルコンテンツも充実している。

１０４ 数研

理科 物理基礎 ２年 ３１６ 考える物理基礎

１時間の授業で完結できるように内容が区切られているので非常
に使いやすい。また、導入部分の事例が工夫されており。アク
ティブ・ラーニングで活用できる発問等も多く盛り込まれてい
る。

６１ 啓林館

理科 物理基礎 ２年 ３１７ 考える物理基礎　マイノート
授業の内容を振り返るのに役立つ。１時間ごとにコンパクトに要
点がまとめられているので、短時間で単元の内容を確認すること
ができ、基礎的な内容を定着させるのに適している。

６１ 啓林館

理科 物理 ２年 ３１０ 物理　改訂版

丁寧に解説されており、情報量も多く、自ら考えながら学ぶのに
適している。簡潔な図が理解を助けている。アクティブ・ラーニ
ングに適した発問が豊富で、自発的な学習が進められるよう工夫
されている。

６１ 啓林館

理科 化学 ２年 ３１０ 化学　新訂版

公式や説明などがわかりやすくまとめられていると同時に、発展
的な内容や入試などでも問われる内容にも触れられている。ま
た、イメージのしやすい図説も多く掲載されており、理系の生徒
にとって必要な資料などが多く見られる。

７ 実教
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理科 化学 ２年 ３１１ 新版化学　新訂版

公式などの必要事項をわかりやすくまとめており、文系の生徒に
とって余分となるような事柄が省かれており、指導がしやすい。
また、写真や図も多用されており、理解しにくい内容にも配慮が
されている。

７ 実教

理科 生物 ２年 ３１０ 改訂版　生物

説明が丁寧で、必要十分な情報量である。豊富に盛り込まれた図
表も自然な色使いで、視覚的に理解しやすい。また、写真も随所
に配置されており、自主的・自発的な学習ができるよう工夫され
ている。

１０４ 数研

理科 地学基礎 ２年 ３０９ 新編　地学基礎

図の配置、縮尺が工夫されており生徒が多くの情報を読み取れる
ようになっている。記述が簡潔であり全体像の把握がしやすい。
発展的内容が豊富で自発的な学習が進められるよう、工夫されて
いる。

１０４ 数研

理科 物理基礎 １年 ７０８ 新編　物理基礎

構成がよく、欄外の補足も充実しており、物理への意欲・関心を
育むことができる。課題解決的、探究的な学びへとつながるよう
工夫されており、生徒が目標を意識し、自ら見通しを持って学習
できるよう、学習手順を明確にし、系統的･発展的な内容の配列
にしている。

１０４ 数研

理科 生物基礎 １年 ７０８ 高等学校　生物基礎

本文の内容が充実しており、表現も分かりやすい。小単元の始ま
りに問いが設けられており、その答えとなる箇所が本文中に分か
りやすく示されている。生徒が実験動画を視聴できるようになっ
ており、視覚的に理解を促すことができる。

１０４ 数研

保健体育 保健・体育 １年 ７０１ 現代高等保健体育

写真や図表などの視覚的情報が多く親しみやすい構成になってい
る。基礎的・基本的事項も精選されていて、高校生の発達段階に
即して、自主的、自発的な学習が進められるよう工夫されてい
る。

５０ 大修館

芸術 音楽Ⅱ ３年 ３０７ 音楽Ⅱ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ
鑑賞教材は地域ごとにまとめられ、西洋音楽では音楽史に沿って
いろいろな編成の作品が聴けるよう工夫されている。そのため学
習を効果的に進められる。

１７ 教出
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芸術 美術Ⅱ ３年 ３０３ 美術２

単元の内容、作家や作品の内容、図版の配置や構成など、どの項
目にも生徒の関心や意欲を高める工夫がなされている。基本的な
説明の写真や制作過程が示されており効果的に学習が進められ
る。

３８ 光村

芸術 書道Ⅱ ３年 ３０６ 書Ⅱ

図版も見やすく、甲骨文等の細かい資料もわかりやすく、学ぶ意
欲を高める内容になっている。また、「書道Ⅰ」で基礎的・基本
的な事項を身に付けた生徒にとって、内容の配分が適しており、
興味・関心を高めることにつなげることができる。

６ 教図

芸術 音楽Ⅰ １年 ７０３ ＭＯＵＳＡ１

知識・技能を自主的に学べるよう、基礎から丁寧に学習プロセス
が組まれている。ソルフェージュなど導入部の題材は大変実用的
で、難易度の軽重をつけた作品を通し、音楽の良さ、美しさに触
れながら意欲的に取り組める内容である。

２７ 教芸

芸術 美術Ⅰ １年 ７０２ 高校生の美術１

単元の内容、取り上げている作家や作品の内容、図版の配置や構
成など、どの項目にも生徒の関心や意欲を高める工夫がなされて
いる。また各単元毎にイメージや発想から制作へと繋げる方法も
解りやすく解説されている。

１１６ 日文

芸術 書道Ⅰ １年 ７０５ 書Ⅰ

古典の図版や作品のポイントが大きく示されており、書道への意
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。また、書き方の動画のＱＲコードを利用することで自
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
ことができる。

３８ 光村

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３３０

ＭＹ　ＷＡＹ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

英語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度
を育成するためにふさわしい題材が扱われている。また、情報や
考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりする場面設定も設け
られている。本文の量も本校の授業時間に適しており、スムーズ
に学習を進めることができる。

１５ 三省堂

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３４１

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

各レッスンごとに目標が明記されており、何を学習するのかが明
確でわかりやすい。見開きの構成も見やすく、題材も生徒に親し
みのあるものが多い。文法のポイントは簡潔でわかりやすい表現
を用いている。各レッスンにおける写真や設問が豊富で、生徒の
活動に使えるものが多い。

１０４ 数研
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 24　玉川高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

外国語 英語表現Ⅱ ２年 ３２２

Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ
Ａｃｅ

見開きの構成が見やすく問題量も適度で、学習がしやすい。例文
も豊富であり、効率的に文法の基礎を復習・習得できる。道案内
や電話対応などのペア活動用の実践的な教材も豊富である。ま
た、レッスンの毎に、習った文法を使った英作文があり、生徒自
身の日常生活と結び付けて、文法の定着を図ることができる。

６１ 啓林館

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７０８
ＭＹ　ＷＡＹ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

英文の難度や量が本校生徒にとって適切なものとなっている。各
レッスンごとに目標が明記されており、生徒が主体的に学習に取
り組める。見開きの構成も見やすく、題材も生徒に親しみのある
ものが多い。また、各レッスンにおける写真や設問が豊富で、生
徒の活動や発表が充実したものとなる。

１５ 三省堂

外国語 論理・表現Ⅰ １年 ７０９

Ｖｉｓｉｏｎ　Ｑｕｅｓｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｌｏｇｉｃ　ａｎｄ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ
Ｓｔａｎｄａｒｄ

基本例文とその解説、それに関わる活動のレベル・量が本校生徒
にとって適切なものとなっている。また、文法の基礎を復習で
き、学習した表現を用いる活動がバランスよく配置されている。
イラストも多く、要点をまとめてあり、生徒が学習しやすい構成
である。

６１ 啓林館

家庭 家庭基礎 ２年 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

小中学校での学習との関わりや接続を意識させ、高校で何を学ぶ
かが明確である。学習のポイントが明記されており、生徒が何を
どう学ぶのか見通しを持って授業に臨むことができる。調理実習
の手順はイラストで示されていて、生徒の学ぶ意欲を喚起でき
る。

１８３ 第一

家庭
子どもの

発達と保育
３年 ３１１ 子どもの発達と保育　新訂版

全ページカラー刷りで生徒が興味・関心をもって授業に取り組む
ことができる。内容の配置が適切で、生徒は理解しやすい構成で
ある。子どもの生活に関わる実習題材が豊富で、「囲み」
「Try!」などのテーマ学習ができるよう工夫されている。また
「Topics」など新しい話題が多く掲載されていて、学習を身近に
感じながら理解を深められる。

７ 実教

情報 情報Ⅰ １年 ７０８ 高等学校　情報Ⅰ

デジタルコンテンツが充実している。タブレット端末の活用を通
し、イメージを深め学習に取り組むことができる。新しい事例が
導入されており、説明が的確で理解しやすい。演習問題も質・量
ともに適切であり、本校に合っている。

１０４ 数研
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 25　湖南農業高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

国語 国語表現 ３年 ３０７ 国語表現　改訂版

１ページの情報量が適量で、図や写真も多く注釈も丁寧でわかり
やすく、学習を効果的に進めることができる。面接に関する記述
が多く、就職希望者が多い本校ではニーズへの対応も十分で、学
ぶ意欲を高めることができる。

５０ 大修館

国語 言語文化 １年 ７０６ 新編　言語文化

大判の教科書で、紙面構成が見やすい。古典に注釈が多く、本校
の生徒層にも適切な難易度である。写真やイラストが多く、生徒
の教科・科目への意欲や関心を高め、学びに向かう姿勢を育てる
ことができる。

５０ 大修館

地理歴史 日本史Ａ ３年 ３１３ 新日本史Ａ　新訂版
写真と図版が豊富にあり、学習に対する興味・関心を高める内容
になっている。基礎的な知識を押さえながらも、世界の中の日本
を主眼においた構成となっており、発展的な学習にもつながる。

７ 実教

地理歴史 地理Ａ ３年 ３１０
高等学校　新版　地理Ａ
世界に目を向け，地域を学ぶ

地理の学習に関する基本的な事項が、簡潔にわかりやすくまとめ
られており、生徒にとっては学びやすい内容になっている。日常
生活に関わる身近な話題が提供され、作業学習にも生かされるよ
うに工夫されている。

１８３ 第一

地理歴史 地図 ３年 ３１２ 基本地図帳　改訂版
基本的事項が整理して掲載され、見やすい構成になっている。主
題図も非常に良く、索引も充実している。統計資料も多く、作業
的学習に適している。

１３０ 二宮

地理歴史 世界史Ａ ２年 ３１７ 高等学校　改訂版　世界史Ａ
世界史の基礎・基本を学習するために必要な資料等が精選されて
いる。生徒の知的好奇心を生み出すための視覚的な工夫が随所に
見受けられる。自発的な学習をめざすうえで適している。

１８３ 第一

公民 公共 １年 ７０４ 公共

構成がしっかりしており公共の扉で選択・判断する根拠について
学び、社会の形成に参加する課題を考えられる写真や資料が適切
である。持続可能な社会づくりの主体である自分の考えを他者へ
説明、述べるための工夫からさらに探究的な学びへとつながるよ
うに構成されている。

７ 実教
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教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

数学 数学Ⅰ １年 ７０４ 新数学Ⅰ

全体に見やすく各項の最初にねらいが書かれており、学習する内
容や目的がはっきりしている。また、説明文にはルビがふられて
いて、生徒が自学自習をしやすい。練習問題が多様な内容で、基
礎的・基本的な力をつけ、思考力・判断力・表現力を高めるのに
適している。

２ 東書

数学 数学Ⅰ １年 ７０５ 新数学Ⅰ　解答編
別冊になっており、自分の解答の正誤や内容を確認しやすい。問
題と解答を並べて考察することができるので、自学自習するのに
適している。

２ 東書

理科
科学と

人間生活
３年 ３０９ 高等学校　改訂　科学と人間生活

図や写真が大きく見やすい。「やってみよう」では簡易な実験を
多く取り上げ、知的好奇心を高める構成となっている。「トピッ
ク」では、発展的な内容を取り上げながら、日常生活との関連を
理解しやすくまとめている。

１８３ 第一

理科 化学基礎 ２年 ３２２ 高等学校　改訂　新化学基礎

図や写真が豊富で、大きく見やすい。図や表、用語の説明の難易
度が本校生徒に合っており、教科指導の工夫がしやすい内容と
なっている。単元ごとに日常生活との関連を取り上げ、学習意欲
を高める構成になっている。

１８３ 第一

理科 生物基礎 １年 ７０４ 高校生物基礎

項ごとの説明文が短く、イラストが多いため読みやすい。コラム
でもイラストを使用しながら身近な話題を取り上げ、意欲・関心
を高める内容である。また、デジタルコンテンツでアニメーショ
ンを見ることができ、イメージをつかみやすい工夫がなされてい
る。

７ 実教

保健体育 保健・体育 １年 ７０１ 現代高等保健体育

基礎的・基本的な事項をもとにわかりやすく表現されている。生
徒にとっての身近な内容が充実しており、学びに向かう力や思考
力・判断力・表現力等を高めるように工夫されている。教科書が
取り上げている専門的な用語も理解を深めることができる。

５０ 大修館

芸術 音楽Ⅰ １年 ７０４ ＯＮ！　１

「中学の復習・基礎」に始まり「音楽と生活、社会との関わり」
を経て「芸術」に至る構成には一貫性がある。巻末の年表も世界
史・日本史などと合わせて俯瞰的に観ることができ資料としても
充実している。

８９ 友社
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教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

芸術 美術Ⅰ １年 ７０２ 高校生の美術１

題材が豊富であり、具体例がわかりやすい。また、それぞれに課
題が設定されていて取り組みやすく、生徒の意欲・関心を高め、
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。資
料も豊富で知識を深める内容となっている。

１１６ 日文

芸術 書道Ⅰ １年 ７０１ 書道Ⅰ

基礎的・基本的な知識や技能が習得できるように工夫して書かれ
ており、創作見本も生徒に親しみがある歌詞を使用している。書
道用語も調べやすく見やすい上、書道史年表が掲載されており日
本および中国などの文字と書の伝統と文化の違いを理解できる内
容となっている。

２ 東書

外国語 英語会話 ２年 ３０２
ＳＥＬＥＣＴ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎ

基礎表現を繰り返し用いる聞く活動や話す活動が多く、生徒が実
感しやすい日常生活の題材を取り上げている。また、生徒の知的
好奇心に訴え、心に響く題材を多く利用している。

１５ 三省堂

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７０９
ＶＩＳＴＡ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

５領域の力をバランスよく伸ばす活動が豊富で、扱われている内
容も、生徒の関心をひきつけるものが多い。また、教科書のQR
コードをスマートフォンで読み取ると、自由に発音練習などがで
きるようになっており、生徒の学習の手助けになる。

１５ 三省堂

家庭 家庭総合 ２年 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

基礎的・基本的事項を中心に据え、見出しや小見出しをはっきり
させ、生徒が教科書のどの部分を見るべきかをわかりやすくする
工夫がされている。コラム記事などにおいて、現代社会の中の日
常生活に目を向けるよううまく工夫されていて、学ぶ意欲の高ま
る構成となっている。

１８３ 第一

農業
植物バイオ

テクノロジー
３年 ３０６ 植物バイオテクノロジー

植物バイオテクノロジーについての基礎的・基本的な事項をしっ
かりおさえた構成で理解しやすい。また、参考となる図が多く、
実験などがよくわかり、高校生が興味・関心をもって学習できる
よう工夫されている。

７ 実教

農業 農業経営 ３年 ３１３ 農業経営 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

農業 作物 ３年 ３１８ 作物 教科書として唯一のものである。 ７ 実教
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教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

農業 環境緑化材料 ３年 ３２４ 環境緑化材料 文部科学省の著作本であり、教科書として唯一のものである。 １７９ 電機大

農業 農業情報処理 ２年 ３０３ 農業情報処理 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

農業 草花 ２年 ３０４ 草花 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

農業 食品製造 ２年 ３０５ 食品製造 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

農業 果樹 ２年 ３１２ 果樹 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

農業 農業機械 ２年 ３２０ 農業機械 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

農業 農業経済 ２年 ３２１ 農業経済 文部科学省の著作本であり、教科書として唯一のものである。 １７９ 電機大

農業 造園技術 ２年 ３２３ 造園技術 文部科学省の著作本であり、教科書として唯一のものである。 １７９ 電機大

農業
グリーン
ライフ

２年 ３２７ グリーンライフ 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

農業 生物活用 １年 ３２６ 生物活用 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

農業 農業と環境 １年 ７０１ 農業と環境 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

農業 農業と情報 １年 ７０２ 農業と情報 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

農業 食品製造 １年 ７０４ 食品製造 教科書として唯一のものである。 ７ 実教

農業 野菜 １・３年 ３１１ 野菜 教科書として唯一のものである。 ７ 実教
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高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 26　守山高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

国語 現代文Ｂ ２年 ３２３ 高等学校現代文Ｂ　改訂版

定評ある教材とともに、新時代に即した作品も扱われており、読
解力を養い、言語活動を充実させることができる内容となってい
る。読ませたい教材の量が多く、現代評論の主要なテーマについ
ての解説も充実しており、生徒の学ぶ意欲を高め、主体的かつ探
究的に学習に取り組ませる授業計画が可能である。

１５ 三省堂

国語 古典Ｂ ２年 ３５４ 新　探求古典Ｂ　古文編

ジャンル別に豊富な作品が並び、関心を高めつつ学習を深められ
るよう配置されている。教材ごとに文法事項の確認もされてお
り、基礎基本の拡充ができるようになっている。また、脚問が適
宜配置されており内容の把握にも役立つ。古文のジャンル解説や
挿絵・写真画像を用いて、教材の背景についても理解を深めて学
習に積極的に取り組めるよう工夫されている。

２１２ 桐原

国語 古典Ｂ ２年 ３５５ 新　探求古典Ｂ　漢文編

生徒が漢文の世界に興味を抱き自主的、意欲的に学習を進めるこ
とができるよう、豊富な作品の分量がある。教材ごとに、句形の
復習を進めることができるとともに、大きめのフォントで読みや
すい工夫もされている。また古文と関連させて学習を深める工夫
もなされている。ジャンル別解説やコラムによってより深い漢文
の知識を身につけることができる。

２１２ 桐原

国語 現代の国語 １年 ７１３ 高等学校　現代の国語

定評のある著者や、話題の著者の文章が採録されており、基礎
的・基本的な知識・技能を、生徒自身が興味を持って自主的に身
につけることができる。また、思考力・判断力・表現力等を高め
る言語活動のための教材も充実しており、探究的な学びへつなが
るよう工夫されている。学習目標のポイントも明確に示され、学
習意欲を駆り立てる装丁や内容にもなっている。

１８３ 第一

国語 言語文化 １年 ７１３ 高等学校　言語文化

定評ある教材を中心に古文・漢文の文法や構文など基礎的・基本
的な知識や技能を身につけられる文章が採録されている。また、
近現代の韻文を古典領域に接近させることで、音読などの言語活
動も充実させることができる。作品の読解を通して思考力・判断
力・表現力が高められ、探究的な学びへつながるように工夫され
ている。

１８３ 第一
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地理歴史 世界史Ａ ２年 ３１４ 明解　世界史Ａ

基礎的・基本的事項をもとに、発展的な問や図解が配置されてお
り、生徒の知的好奇心を高め、自主的・自発的な学習ができるよ
う工夫されている。また、随所に特集が組まれており、現在との
関わりや、日本と世界の関わりなどを探究できるような構成に
なっている。

４６ 帝国

地理歴史 世界史Ｂ ２年 ３１２ 新詳　世界史Ｂ

最新のネットワーク理論を活用し、世界的な諸地域の比較と相互
関係が理解できる構成になっている。日本史との関わりや自然環
境・日常生活の切り口から時代を眺める工夫がされており、思考
力・判断力・表現力を高められる授業ができるよう配慮されてい
る。

４６ 帝国

地理歴史 日本史Ｂ ２年 ３０９ 詳説日本史　改訂版

基礎的・基本的事項をもとに自主的、自発的に学習できるように
工夫されている。言語活動を高める工夫もよくできている。構成
も内容の配列と関連が適切であり、系統的・発展的に構成されて
いる。また、課題解決的な学びへつながるよう工夫されている。

８１ 山川

地理歴史 地理Ｂ ２・３年 ３０４
新詳地理Ｂ

生徒の知的好奇心に訴えるように、全編を通して、世界と日本の
新しい動向が掲載されており、変化する世界各地のようすを学習
できる。系統地理の単元では、事例が豊富で、基礎的・基本的事
項をもとに因果関係まで系統的・発展的に記述されており、自主
的・自発的な学習ができるように工夫されている。本文記述と多
数の図表・カラー写真が適切に関連しあっていて、世界各地の
人々の暮らしぶりや動向がいきいきと伝わる。全編を通じて日本
の記述にも力が入れられており、課題解決的な学びへとつながる
よう工夫されている。

４６ 帝国
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地理歴史 地図 ２・３年 ３１０ 新詳高等地図

一般図では、現代世界の現状、今後の動向を理解するのに必要な
凡例が豊富に掲載され、主体的、協働的に学ぶアクティブラーニ
ングが展開できるよう工夫されている。資料図では、各図の縮尺
が可能な限り統一され、また参照ページを設けるなど、比較・関
連が容易にできるように工夫されており、課題解決的、探究的な
学びへとつながる。世界や地域の新しい動向を学習できる資料を
新設し、国名表記は、可能な限り正式国名を採用し、地名表記
は、現地文化の尊重の意味から現地での発音に近い表記を採用し
ている。地理の知識理解に必要な基礎的・基本的事項がおさえら
れており、自主的・自発的な学習ができるよう工夫されている。

４６ 帝国

地理歴史 歴史総合 １年 ７０６ 明解　歴史総合

基礎的・基本的事項をもとに自主的、自発的に学習できるように
様々な工夫がみられる。初見史料も豊富で、言語活動を高める工
夫もできている。構成も内容の配列と関連が適切であり、系統
的・発展的に構成されている。

４６ 帝国

公民 倫理 ３年 ３１２ 高校倫理　新訂版

本校生徒が学習するのに適正な内容量であり、基礎的・基本的な
記述を中心に構成されている。Pointと呼ばれるミニ特集が随所
に配置され、言語活動や自主的・自発的な学習に役立つように考
えられている。具体的事例は、生徒の知的好奇心や意欲を喚起さ
せる工夫と考えられる。歴史的背景や思想相互の関連性が理解し
やすい図表が数多い。

７ 実教

公民 政治・経済 ３年 ３１１ 政治・経済

基礎的・基本的な内容を幅広く扱っており、また、生徒の興味・
関心に応じて深化・発展させられるような具体性のある資料類が
豊富に提示されているので、自主的・自発的な学習、言語活動の
充実にも役立ち、内容の理解や習得が図りやすい。

２ 東書

数学 数学Ⅲ ２年 ３２２ 改訂版　数学Ⅲ

基礎的・基本的な知識・技能の習得に加え、重要問題が確実に習
得できる構成になっている。数学の理論や深さにも触れられて興
味・関心が持てる内容になっている。思考力、判断力、表現力を
高める応用問題も充実している。

１０４ 数研
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数学 数学Ｂ ２年 ３２５ 改訂版　数学Ｂ

基礎的・基本的な題材から発展的な内容に自然と指導できるよう
配置が工夫されている。思考力、判断力、表現力を高める応用問
題も充実している。また数学Ａ、数学Ⅰの内容をベクトルで扱う
など多様な考え方が紹介されている。

１０４ 数研

数学 数学Ⅰ １年 ７１２ 数学Ⅰ
本校の生徒にとって適切な難易度で基礎的な内容に加えて発展問
題も確実に習得できる問題構成となっており、本校の特色・教育
目標を踏まえた教科指導を行うのに適している。

１０４ 数研

数学 数学Ⅱ １年 ７０９ 数学Ⅱ

レイアウトが見やすくコンテンツも充実しており、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。難易度設定もちょうどよく、本校の特色・教育目標を踏ま
えた教科指導ができる構成になっている。

１０４ 数研

数学 数学Ａ １年 ７１２ 数学Ａ

難易度の設定が本校の生徒にとって適切で、本校の特色・教育目
標を踏まえた教科指導を行うのに適しており、基礎的内容から発
展内容までの配列と相互関連が適切であり、系統的・発展的に構
成されている。

１０４ 数研

理科 物理基礎 ２年 ３１９ 改訂版　新編　物理基礎

コラムにより日常生活との関連がわかりやすく示されており、学
ぶ意欲を高める内容になっている。また、歴史的な視点や立体模
型付録もユニークである。ページの両端の解説やメモもとても見
やすいものとなっている。

１０４ 数研

理科 物理 ２年 ３１４
改訂版　総合物理１
力と運動・熱

力学・熱力学の分野において物理基礎および物理の学習内容が網
羅されており、効果的にかつ系統別に学習できるようになってい
る。発展の項目があり、生徒の興味・関心を高め、さらに学習が
深められるようになっている。

１０４ 数研
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理科 物理 ２年 ３１５
改訂版　総合物理２
波・電気と磁気・原子

波動・電磁気・原子物理の分野において物理基礎および物理の学
習内容が網羅されており、効果的にかつ系統別に学習できるよう
になっている。発展の項目があり、生徒の興味・関心を高め、さ
らに学習が深められるようになっている。

１０４ 数研

理科 生物 ２年 ３１０ 改訂版　生物
生物基礎における基礎知識や技能の習得を踏まえた上で専門的内
容が系統的・発展的に構成され、思考力や判断力・表現力を高め
るような工夫が随所にみられ、本校生徒の学習に適している。

１０４ 数研

理科 化学 ２年 ３１３ 改訂版　化学

化学基礎で学習した分野・領域については「復習」「関連」等の
マークが入っており、自主的・自発的な学習ができるように工夫
されている。また、図や写真が適切であり、生徒の興味・関心に
つながるような工夫や学習が深められる内容になっている。

１０４ 数研

理科 地学基礎 ２年 ３０８ 地学基礎　改訂版

自然科学の各事象が、自主的・自発的に学習できるように工夫さ
れており、各分野の内容の配列と相互の関連が適切で、系統的・
発展的に構成されている。また、図や写真も適切で、改訂版では
さらに生徒の興味をひくよう配慮されており、解説も丁寧であ
る。

６１ 啓林館

理科 化学基礎 １年 ７０８ 化学基礎

基礎的な内容だけでなく、発展的な学習や身近な現象なども多く
取り入れられており、生徒が自主的に学習して知識が習得できる
よう工夫されている。また、ページ下段にQRコードも多数記載さ
れており、詳細な説明や実験動画を見ることができるなど、学び
を深める記載が数多く、発展的・探究的に学ぶことができるもの
となっている。

１０４ 数研

理科 生物基礎 １年 ７０５ 高等学校　生物基礎

生物を基礎から発展まで系統的に学習できる構成になっており、
生徒が自主的に思考・判断して知識が習得できるよう工夫されて
いる。図表や写真が詳しい解説とともに配置され、基礎の教科書
ながら専門生物の内容が適度に盛り込まれているので、多様な情
報の中から自らの課題を設定し発展的、探究的に学ぶことができ
るものとなっている。

６１ 啓林館
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保健体育 保健・体育 １年 ７０２ 新高等保健体育

見やすい構成と効果的に配置された図表により、情報を読み取る
力を高めることができる。基礎的・基本的な内容はもちろん、学
習をより深める内容を多く取り扱っており、健康と社会との関連
について、主体的に学びを深めることができるよう構成されてい
る。

５０ 大修館

芸術 音楽Ⅰ １年 ７０３ ＭＯＵＳＡ１

取り組む単元とそれについての説明がセットになっており、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。また内
容についても系統的発展的に構成されていて主体的に学習を進め
られる工夫がされている。

２７ 教芸

芸術 美術Ⅰ １年 ７０３ 高校美術

基礎的・基本的事項もおさえつつ、幅広い表現をバランスよく掲
載している。発想を刺激するメッセージやレイアウト、デザイン
的思考・SDGｓなどの観点からアートで世界を考えるといった工
夫など、生徒が主体的に問題提起・課題解決・探究的な学びへと
つなげていけるような構成になっている。

１１６ 日文

芸術 書道Ⅰ １年 ７０５ 書Ⅰ

臨場感あふれる紙面構成と鮮明な図版で書の美を伝え、生徒の興
味・関心を喚起する構成となっている。古典の字形や用筆のポイ
ントが赤字や骨字で大きく分かりやすく示されており、生徒が理
解しやすく、主体的に学習に取り組める工夫が随所に施されてい
る。

３８ 光村

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３４７

ＰＲＯ－ＶＩＳＩＯＮ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ
Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏｎ

環境・生命・科学技術に関する本文が豊富であり、現代社会の生
き方・あり方について生徒に考えさせる題材が準備されている。
文中の差し込み写真も適量であり、より深い学習となるよう工夫
されているので、生徒に長文読解を意識して読ませることができ
る。

２１２ 桐原

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３３７

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＥＬＥＭＥＮＴ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

生徒の知的興味に応えるバラエティーに富んだ題材が選ばれてい
る。写真が多く掲載されており、内容理解を助け、自己表現につ
ながる設問が配置され、実際に使うことが出来る英語を身につけ
られるよう意図されており、本校の求める言語活動の目標によく
合致している。

６１ 啓林館
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外国語 英語表現Ⅱ ２年 ３２５
ＤＵＡＬＳＣＯＰＥ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅱ

セクション１では､文を構成する上で高校生が間違えやすい点に
注目した章立てがされている。先へ進むと、パラグラフライティ
ングやディベート活動を深めていける構成になっており、様々な
表現活動を高める工夫がされている。

１０４ 数研

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７０７
ＣＲＯＷＮ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

各課本文は、生徒の関心をひく身近な話題や高校１年生にぜひ読
ませたい内容で構成されている。また、本文の内容についての設
問だけでなく、自らの意見を引き出すような問いかけが各パート
ごとに提示されているので思考力を育てることができる。様々な
活動も用意されており、４技能をバランスよく伸長させる内容と
なっている。

１５ 三省堂

外国語 論理・表現Ⅰ １年 ７１８

ｂｅ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｌｏｇｉｃ　ａｎｄ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ
Ｓｍａｒｔ

文法事項がうまく配列され、基本的な内容が説明されており、言
語の使用場面を想定して、使いながら基礎・基本が習得できるよ
うになっている。内容は、前半は身近なこと、後半は社会的なこ
とを扱い、意見交換や発表の場面が各単元で用意されている。

２３１ いいずな

家庭 家庭基礎 １年 ７０３
家庭基礎
つながる暮らし　共に創る未来

章末に「課題研究」があり、学習が自己の課題研究や他教科との
関連に発展する可能性を持つ。「トライ」や「コラム」や「資
料」や「考えてみよう」が本文に付随してふんだんに取り入れて
あるのが、意欲的な学習に結び付きやすい。

６ 教図

情報 情報Ⅰ １年 ７０８ 高等学校　情報Ⅰ
詳細な本文と豊富な写真で、見やすさと詳しさを両立したものに
なっている。他教科との関連も重視されており、学びを補助する
ための工夫が本校の生徒に合っている。

１０４ 数研
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国語 国語表現 ３年 ３０７ 国語表現　改訂版

写真やイラストなどの視覚的な資料が、見やすく、かつ効果的に
配置されており、生徒の興味・関心を高めることができる。ま
た、内容・構成も本校生徒の実態に即したものであり、様々な言
語活動を通して、思考力・判断力・表現力を高めることができ
る。

５０ 大修館

国語 現代文Ｂ ２年 ３３９ 高等学校　改訂版　現代文Ｂ

定評のある教材から、近年の社会情勢を踏まえた教材まで、高校
生が学んでおくべきテーマがバランスよく配置されている。自主
的・自発的な学習活動によって思考を深める上で適した内容であ
る。

１８３ 第一

国語 古典Ａ ２年 ３１４
高等学校　改訂版　標準古典Ａ
物語選

古文編においては、説話、物語、随筆、和歌など、本校生徒に学
んでほしい古典教材がバランスよく配置されている。漢文編も基
礎に主軸を置いた教材構成となっており、生徒が新たに漢文を学
んでいくにあたって、意欲を高めるように工夫されている。

１８３ 第一

国語 古典Ｂ ２年 ３５２ 高等学校　改訂版　古典Ｂ
高校生に学んでほしい古典教材が十分にとりそろえてある。注釈
も多く、資料も豊富にとりそろえられており、学ぶ意欲を高める
ことができる。自主的、自発的な学習ができる。

１８３ 第一

国語 現代の国語 １年 ７０８ 現代の国語
多彩な題材を通して、評論文、対話文、実用文を素材に比較読解
が可能であり、多様な書く活動にも取り組むことができ、思考
力・判断力・表現力を高めることができる。

１０４ 数研

国語 言語文化 １年 ７０９ 新編　言語文化

実社会に必要な伝統的な国語的教養を養う活用重視の教科書と
なっており、言語文化への興味を惹きつける資料やコラムが豊富
で、古典にまつわる現代語のエッセイが掲載されており、古典学
習に無理なく導入でき、古典に対する生徒の興味・関心を引き出
すことができる。

１０４ 数研

地理歴史 日本史Ｂ ３年 ３１０ 新選日本史Ｂ

歴史の流れの理解を重視した構成・表現により、歴史的思考力・
判断力を養う工夫がされている。図や写真など視覚的な資料やコ
ラムも豊富であり、生徒の興味・関心を高める構成になってい
る。

２ 東書

地理歴史 地理Ａ ３年 ３０８ 高等学校　新地理Ａ
地理的な見方・考え方を育成するための地域の設定や内容の取り
上げ方が適切である。また、基礎的な事柄から順番に取りあげら
れており、本校の状況にあった構成となっている。

４６ 帝国
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地理歴史 地図 ３年 ３０９ 標準高等地図－地図でよむ現代社会－
政経、環境、社会、地理、歴史の5つの視点から主要な地名・事
項を解説している。地図中の番号と対応しているので、位置確認
と地域理解が同時にできる。

４６ 帝国

地理歴史 世界史Ａ ２年 ３１１ 世界史Ａ　新訂版

豊富な写真や資料がわかりやすく配置されており、生徒の興味や
関心を引き出せる工夫がされている。生徒自らが資料から社会的
背景や他国との関連性を推測しやすい内容で、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。

７ 実教

地理歴史 世界史Ｂ ２年 ３１４ 高校世界史　改訂版
基本的なことがわかりやすく解説されており、写真や図が効果的
に掲載されている。また、内容が精選されており、本校生徒に
とって適切な量となっている。

８１ 山川

地理歴史 地理総合 １年 ７０３ 高等学校　新地理総合
単元ごとに「確認」「深い学び」の項目が設定されており、生徒
の理解度に合わせて段階的に指導することができ、生徒が主体的
に学習に取り組めるよう工夫がされている。

４６ 帝国

地理歴史 地図 １年 ７０３ 標準高等地図
地域ごとに鳥瞰図が掲載されており、地域の生活文化がよりイ
メージしやすいため、生徒が興味・関心をもって自発的に学習に
取り組める内容になっている。

４６ 帝国

公民 政治・経済 ３年 ３１３ 最新政治・経済　新訂版
生徒が理解を深め、課題を追究しながら学習を進められるよう、
図表や写真を掲載している。時事問題・コラムを掲載するなど、
本校の生徒に自発的な学びを促す内容となっている。

７ 実教

数学 数学Ⅲ ３年 ３２４ 改訂版　新編　数学Ⅲ

既に学習した単元との関連にも触れるとともに、発展的な内容も
取り入れられ、バランスが取れている。また、より学習内容を整
理できるように、基礎から応用まで配列や題材が工夫され、図を
用いて視覚的に理解を深めることができる。さらに、問題の難易
度が適度で問題量が非常に充実しており、主体的に生徒が学習で
きる内容となっている。

１０４ 数研
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数学 数学Ｂ ３年 ３２８ 改訂版　最新　数学Ｂ

例題や問の内容が基礎から標準まで定着させるように工夫されて
いる。相互に関連させた系統的・発展的な構成になっており理解
しやすい。練習問題の量も充実しており、標準的な内容が扱われ
ている。難易度も適切である。主体的に学習できるよう工夫され
ておりわかりやすい。

１０４ 数研

数学 数学Ⅱ ２年 ３２９ 改訂版　新編　数学Ⅱ

例や例題が詳しく丁寧に解説されており、問題に取り組みやす
い。また、重要な公式や定理がはっきりと示されていて見やす
い。例題と練習問題が段階をふまえて適切に配置されており、必
要に応じて関連事項が補足されているなど、生徒が理解しやすい
ような構成となっている。

１０４ 数研

数学 数学Ⅱ ２年 ３３０ 改訂版　最新　数学Ⅱ

例や例題を通して基礎・基本を学べるよう具体的にわかりやすく
系統的に構成されている。また、練習問題も充実し、主体的に学
習できるよう工夫されておりわかりやすい。章末のコラムは知的
好奇心を喚起し、探究的学びへとつなげる工夫もされている。

１０４ 数研

数学 数学Ｂ ２年 ３２７ 改訂版　新編　数学Ｂ

例や例題が詳しく解説されており、図や表など視覚的な補助が豊
富でより理解しやすい。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。また、関連事項が補
足されているなど、生徒が理解しやすいような構成となってい
る。

１０４ 数研

数学 数学Ⅰ １年 ７１４ 新編　数学Ⅰ

学習内容が理解しやすく、基礎から応用まで段階を踏んで学習で
きるように工夫されている。また、間違えやすいところなども要
点を押さえて解説されており、生徒が学習内容を整理しながら、
主体的に学習に取り組むのに適している。

１０４ 数研

数学 数学Ａ １年 ７１４ 新編　数学Ａ

各章の前に学習内容に関連した既習事項を載せ、学習内容の関連
性や深く学習する意識を持たせることができる。日常に関連づけ
た例題を取りあげ、生徒の数学への興味・関心を高める工夫がさ
れている。また、数学の「ことば」について取りあげており、理
解を深め、思考力が育成できるよう工夫されている。

１０４ 数研

理科 物理 ３年 ３１６ 高等学校　改訂　物理
基本事項を大切にして解説されていて、内容の理解が進むよう考
慮されている。また生徒が捉えることが難しい事象については適
切に図解が用意されている。

１８３ 第一
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理科 化学 ３年 ３０９ 改訂　新編化学

図や写真、グラフが大きく見やすい。内容も基本的な事柄を中心
に平易な文章で分かりやすくまとめられている。また日常生活に
結び付けた説明やコラムが多くあり、生徒が興味・関心を持ちや
すいように工夫されている。

２ 東書

理科 生物 ３年 ３０６ 改訂　生物

文字が大きく、図等も刷新されており、見開きで内容が完結する
よう非常にわかりやすくまとめられている。内容も最新の研究情
報などまで取り扱われており、生徒の意欲関心が高まりやすいよ
うに配慮されている。

２ 東書

理科 地学基礎 ３年 ３０７ 地学基礎　新訂版
単元の配列、順序が系統的でわかりやすい。写真や図が多く、写
真だけではわかりにくい部分は図でも説明があるなど視覚的な情
報が豊富で丁寧である。

７ 実教

理科 物理基礎 ２年 ３２０ 高等学校　改訂　物理基礎
項目毎に適切な図表が配置され、内容の理解が進むよう考慮され
ている。発展的な内容の配置も良く、生徒が自学自習する際の助
けにもなる。

１８３ 第一

理科 生物基礎 ２年 ３１７ 改訂版　新編　生物基礎

文字が大きく、図等も刷新されており、わかりやすくまとめられ
ている。内容も基礎的なものから近年のものまで取り扱うよう工
夫されており、生徒の関心・意欲を高めるように配慮されてい
る。

１０４ 数研

理科 化学基礎 １年 ７１０ 新編　化学基礎

復習やまとめのページが分かりやすく、基本事項を確認しやす
い。日常生活と結びつけた話題が多く取り上げられており、生徒
が興味・関心を持ちやすいように工夫されている。各頁にQRコー
ドがついており、実験の動画や演習問題を用いて学習を深めるこ
とができる。

１０４ 数研

保健体育 保健・体育 １年 ７０１ 現代高等保健体育
基礎的・基本的な内容から発展的な内容までを適切に配置してい
る。また、課題学習やグループ学習などが展開しやすいよう構成
されており、思考力・判断力を養うための工夫がなされている。

５０ 大修館

芸術 音楽Ⅱ ２年 ３０７ 音楽Ⅱ　改訂版　Ｔｕｔｔｉ
音楽Ⅰに続き、生徒の興味を満たす楽曲から普遍的な楽曲まで充
実した内容となっているため生徒が主体的に学びやすい。教科書
サイズも大きく資料も写真掲載でわかりやすい。

１７ 教出
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芸術 美術Ⅱ ２年 ３０３ 美術２

多様な作例をただ並べるのではなく、作品同士の関係性を踏まえ
て厳選されている。系統だった題材構成で、美術についての考え
をまとめ、自分なりの表現を模索し、対話的に学びを深めること
ができる。

３８ 光村

芸術 書道Ⅱ ２年 ３０６ 書Ⅱ

隷書・篆書・草書において、基本的な古典を詳しく取り上げられ
ているため、基本の技能習得がしやすい。また、集字拡大図版が
大きく掲載されているため、生徒が難しい書体にも意欲的に取り
組みやすい。漢字仮名交じりの書の作例が多く、生徒が意欲的に
作品制作に取り組むことが期待される。

６ 教図

芸術 音楽Ⅰ １年 ７０１ 音楽Ⅰ　Ｔｕｔｔｉ＋

生徒が親しみやすい楽曲から日本の伝統音楽、クラシックまでさ
まざまな種類の楽曲が取り上げられているため、学習意欲を引き
出し自主的、自発的に取り組むことができ、協働して演奏する活
動に活用しやすい。幅広い参考資料、写真が掲載され二次元コー
ドを読み取ることにより活用できる資料も増えわかりやすい。

１７ 教出

芸術 美術Ⅰ １年 ７０１ 美術１

各題材では学習のねらいを示した目標が記されており、学習指導
を効果的に進めることができる。襖絵や絵巻物、浮世絵が和紙風
の用紙に印刷されており、本物に近い風合いで鑑賞することがで
きる。 各題材や巻末資料には適宜ＱＲコードが掲載されてお
り、関連するＱＲコンテンツとリンクしている。

３８ 光村

芸術 書道Ⅰ １年 ７０５ 書Ⅰ

篆刻の分野で、写真付きの手順資料がとじ込みでついており、生
徒が基本的な手順を理解しやすい。また作品掲載が多く、鑑賞を
通して表現力を高めることができる。漢字仮名交じりの書の分野
においては、近代の文士の書が豊富に掲載されており、鑑賞を通
して表現力を高めたり自主的な制作への意欲を高めたりすること
が期待でき、生徒が主体的に学ぶことができる。

３８ 光村

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

３年 ３３８

Ｒｅｖｉｓｅｄ
ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅲ

基礎から習得できるリーディングスキルが紹介されており、スキ
ルを使って200語程度の英文を読むことで実践力が高められるよ
うに構成されている。また、多様なリスニング問題が収録されて
おり、リスニング力を磨くことができるように工夫されている。

１０４ 数研

外国語 英語表現Ⅰ ３年 ３４０

ｂｅ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ⅰ
Ｓｔａｎｄａｒｄ

コミュニケーションに必要となる英語の基本的な表現力を身につ
けることを目的とした活動がバランスよく準備されている。レッ
スンの導入ページには、そのレッスンで学ぶべき文法・機能・発
音のポイントと例文がわかりやすく示されている。

２３１ いいずな

- 164 -



高　等　学　校　教　科　用　図　書　申　請　書 27　守山北高校

教 科 科 目 使用学年 教科書番号 教科書名 選　　　　定　　　　理　　　　由 発行者の番号 発行者の略称

外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

２年 ３３９
ＬＡＮＤＭＡＲＫ　Ｆｉｔ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

各単元の文章量や新出単語の量が適切である。生徒の意欲関心を
喚起させる内容でジャンルが多岐にわたり、４技能をバランスよ
く伸ばせる構成となっている。図や写真を多く取り入れ取り組み
やすい印象を与える。

６１ 啓林館

外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

１年 ７１７
ＣＯＭＥＴ
Ｅｎｇｌｉｓｈ
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

学習者が身近に感じられる題材を使い、見てわかりやすく取り組
みやすい構成で、英語が苦手な生徒でも無理なく学習でき、達成
感がもてる。日常生活での使用をふまえた文法学習ができ、リス
ニング活動は発表につなげられるものである。

１０４ 数研

家庭 家庭総合 １年 ７０６
高等学校　家庭総合
持続可能な未来をつくる

本文に具体例を示し丁寧に記述されており、生徒が読むだけで理
解できるよう工夫されている。家庭科の学びとSDGsを関連づけて
考えることができ、主体的に取り組むことができる学び合いや話
し合いのテーマが充実している。

１８３ 第一

家庭
フード

デザイン
３年 ３１２

フードデザイン
ｃｏｏｋｉｎｇ＆
ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ

生徒が主体的に学べるよう系統的、発展的に構成されている。挿
絵も豊富で生徒の知的好奇心に訴え、学ぶ意欲を高めるよう工夫
されている。基礎的なものから本格的な内容まで調理内容が豊富
である。

６ 教図

情報 情報Ⅰ １年 ７０６ 図説情報Ⅰ

左ページ内容の解説、右ページに資料といった配置であり、どこ
に何が書いてあるか見やすい。基礎的な内容を中心に日常生活に
結び付けて説明されていて生徒は理解しやすい。また、実習も充
実していて生徒の興味・関心を引き出すものになっている。

７ 実教
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