
令和３年度使用教科書一覧表　　　県立芦屋国際中等教育学校（全日制課程）

No 教科名 学年 種目名 発行者 教科書番号 教科書名 使用学年・範囲 選　定　理　由

1 国語 4 国語総合 数研 国総350 改訂版　高等学校　国語総合 4年全員

現代文には、「羅生門」や「水の東西」といった学習内容に適した作品が収めら
れている上に、入試などの頻出する現代作家の文章も多数収められている。社
会・科学・経済・言語など多彩な内容の文章に触れることができる。古文・漢文
の内容や構成も、物語・随筆・日記・故事成語・漢詩など、バランス良く採録さ
れており、日本の伝統的な言語文化に対する生徒の興味・関心が広がる工夫がさ
れている。

2 公民 4 現代社会 実教 現社315 最新現代社会　新訂版 4年全員

現代社会の理解に必要な事項が体系的に整理されており、テーマが明確で分かり
やすい。記述内容がしっかりしており、現代社会の課題が示されている。地域の
課題の解決に参画するなどの課題の設定により主体的に考察し理解が深められる
よう工夫されている。

3 数学 4 数学Ⅰ 東書 数Ⅰ317 数学Ⅰ　Advanced 4年全員

全体的に標準的な例題と問題で構成されており、全員必履修である科目として、
扱いやすいレベルとなっている。また、改訂により応用例題を設け、習熟度に合
わせた扱いが可能であることに加え、巻末にアクティブラーニングの導入や思考
力を養う身近な例がある。数学の学力差が大きい本校の生徒に適している。生徒
の思考力・判断力・創造力を養うことができる。

4 数学 4 数学Ａ 東書 数Ａ317 数学Ａ　Advanced 4年選択者

全体的に標準的な例題と問題で構成されており、扱いやすいレベルとなってい
る。また、改訂により応用例題を設け、習熟度に合わせた扱いが可能であること
に加え、巻末にアクティブラーニングの導入や思考力を養う身近な例がある。数
学の学力差が大きい本校の生徒に適している。生徒の思考力・判断力・創造力を
養うことができる。

5 保体 4 保健体育 大修館 保体304 現代高等保健体育改訂版 4,5年継続全員
図や絵、資料が充実しており、生徒が学習しやすい構成になっている。また、前
期課程の教科書と連動しており、中高一貫教育に適している。人権にも配慮され
るなど、生徒の心身の健康や健全な情操の育成のために工夫されている。

6 芸術 4 音楽Ⅰ 教芸 音Ⅰ310 MOUSA 1 4年選択者

曲目が多く、ジャンルの幅も広く、内容も最新であるので、授業展開に適してい
る。また、曲や楽器の説明も詳しく、Ａ４版で使いやすく、見やすいので、生徒
の主体的な取り組みに適している。伝統文化を尊重し、豊かな情操の育成のため
の工夫がされている。

7 芸術 4 美術Ⅰ 光村 美Ⅰ304 美術１ 4年選択者
同じテーマで作品が比較されており鑑賞しやすい。また、図版が多く表現の多様
性に触れられるので、本校の生徒に適している。伝統文化を尊重し、豊かな情操
の育成のための工夫がされている。

8 芸術 4 書道Ⅰ 教出 書Ⅰ307 新編　書道Ⅰ 4年選択者

写真、説明ともに知的好奇心を満足させられる。各書体（篆・隷・楷・行・草）
にわたって丁寧に説明されている。楷書、行書の二種類全臨できる古典があるの
で課題にも使いやすい。伝統文化を尊重し、豊かな情操の育成のための工夫がさ
れている。

9 外国語 4 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 桐原 コⅠ355
PRO-VISION
English Communication
Ⅰ　New Edition

4年全員

自然科学、文化、歴史、教育、医療など様々な分野のテーマがバランスよく取り
上げられており、生徒が興味・関心を持って学ぶことができ、幅広い知識や教
養、柔軟な思考力やコミュニケーション能力を培うことができる。コミュニケー
ションの基本である「聞く」「話す」「読む」「書く」の４つの技能の言語活動
を組み入れやすい。英文の量や扱われている言語材料も生徒にとって適切なレベ
ルである。

10 外国語 4 英語表現Ⅰ 大修館 英Ⅰ327
Departure
English Expression Ⅰ
Revised

4年全員

基礎文法事項の定着を中心とした自己表現から、論理的なパラグラフライティン
グまでスムーズに表現力を高める工夫がなされている。生徒に身近な話題や多彩
な自己表現活動が扱われており、生徒が様々なトピックに関して主体的に自分の
考えを発信する機会を十分に提供でき、幅広い知識や教養を身につけ、コミュニ
ケーション能力の伸長につながる内容である。

印



11 家庭 4 家庭基礎 東書 家基311 家庭基礎 自立・共生・創造 4年全員

冒頭に家庭科の目標を揚げ、イラスト、写真、図表等が効果的に配置され、重要
語句のルビ打ちも多い。生徒の興味・関心を引き、理解しやすい構成になってい
るところが、本校の生徒の実態に合っている。生活の中に主体的に問題解決への
意欲を喚起し、基礎・基本の定着と知識・技能の活用ができるような構成であ
る。

12 国語 5 国語表現 教出 国表306 国語表現　改訂版 5,6年継続選択者

写真や図が豊富で見やすい紙面になっている上、基礎～実践～総合編とステップ
を踏んで生徒の表現力を伸ばすことができるよう、構成がしっかりしている。2
年間の継続使用にも十分堪えうる内容である。伝統的な言語文化に対する生徒の
興味・関心が広がり、本校の生徒に適している。

13 国語 5 現代文Ｂ 第一 現Ｂ339 改訂版　現代文Ｂ 5,6年継続全員

現代の課題を様々な視点で考察された文章が多く、主体的に考える力や論理的に読み
解く力を身につけることができる。小説には例年学習内容に適した作品「山月記」「ここ
ろ」「檸檬」などが取扱われており、入試にもつながるよな現代社会に関する問題を取り
上げた評論作品も多いことから、生徒の理解が深まることが期待できる。内容も豊富なた
め、伝統と文化を基盤として、世界に通用する力を培うことができる。

14 国語 5 古典Ｂ 三省堂 古Ｂ335 精選古典Ｂ　改訂版 5,6年継続全員

古文編・漢文編ともに２部構成で、定番作品をはじめ教材の量が適切であり、習
熟度別での使用に適している。またコラムや資料の内容も理解しやすいものと
なっているため、幅広い知識や教養、柔軟な思考力に基づく判断力や創造力を養
うことができる。

15 地理歴史 5 世界史Ｂ 山川 世Ｂ310 詳説世界史　改訂版 5,6年継続選択者

世界史の発展学習に必要な事項がしっかりと押さえられており、各時代、地域ご
とのテーマの設定が明確で分かりやすいので、本校の生徒に適している。国際環
境の動向や地理的条件との関連性を持って、主体的に考察できる内容となってい
る。

16 地理歴史 5 日本史Ｂ 山川 日Ｂ309 詳説日本史　改訂版 5,6年継続選択者

日本史の学習において必要と思われる項目が詳細かつ十分に盛り込まれており、
図、写真などの資料も適切に配列されているため、高い水準の学習ができる。ま
た、日本史学習を通じて、自国の伝統と文化を学び、合わせて他国を尊重する態
度を養うとともに、幅広い知識や教養を得ることができる。

17 地理歴史 5 地理Ｂ 帝国 地Ｂ304 新詳地理Ｂ 5,6年継続選択者

一つ一つの事項がよく整理されており、概念的な説明にとどまらず具体的な地域
や事象をあげた記述から、生徒にとって理解しやすい内容である。また、わかり
やすい図や、身近なテーマを中心とした写真の掲載により自学自習にも活用しや
すい編集となっている。トピックや技能をみがくなどの特集記事により、幅広い
知識や教養、柔軟な思考力に基づく判断力や創造力を身につけることができる。

18 地理歴史 5 地図 帝国 地図310 新詳高等地図 5,6年継続選択者

地理の理解に必要な事項が整理されており、またデータや資料が豊富であるの
で、地図として使用に適している。日本と郷土を愛し、他国を尊重する態度を養
うとともに、幅広い知識や教養、柔軟な思考力に基づく判断力や創造力を身につ
けることができる。

19 公民 5 政治・経済 清水 政経314 高等学校　現代政治・経済　新訂版 5年選択者

専門的な事項について詳細に記述されている。政治経済の理解をうながす本質的
な事項も丁寧に説明されており、生徒の視点を広げていくことが期待される。課
題の設定により社会を構成する一員として主体的に考察し理解が深められるよう
工夫されている。

20 数学 5 数学Ⅱ 東書 数Ⅱ317 数学Ⅱ Advanced 5年選択者

章のはじめに、どのような学習をするのかをシンプルにまとめてあるので全体像
をつかみやすい。配列が「式の計算・方程式」→「式の証明」となり、学習の流
れが自然である。巻末に「数学でアクティブラーニングしよう」が設けてあり、
生徒の思考力・判断力・創造力を深めることができる。

21 数学 5 数学Ｂ 東書 数Ｂ316 数学Ｂ  Advanced 5年選択者

章のはじめに、どのような学習をするのかをシンプルにまとめてあり、全体的に
図が多く、解説が丁寧なので使いやすい。生徒が苦手とする「数列」にはじめに
取り組むことができる。巻末に「数学でアクティブラーニングしよう」が設けて
あり、生徒の思考力・判断力・創造力を深めることができる。



22 数学 5 数学活用 実教 数活301 数学活用 5年選択者
全体的に図が多く、解説がていねいである。また色を使い分けてあるので見やす
く、行間・字間に余裕があり読みやすいので選択する生徒の実態に適している。
生徒の思考力・判断力・創造力を養うことができる。

23 理科 5 物理基礎 数研 物基318 改訂版　物理基礎　 5年選択者
説明が細部にわたりていねいであり、図がわかりやすい。また、練習問題が豊富
であるので本校の生徒に適している。幅広い知識や教養、柔軟な思考力に基づく
判断力や創造力を養うことができる。

24 理科 5 化学 数研 化学313 改訂版　化学 5,6年継続選択者
説明が細部にわたりていねいである、図がわかりやすい、練習問題が豊富であ
る、重要な語句に英訳がついている等、本校の生徒に適している。幅広い知識や
教養、柔軟な思考力に基づく判断力や創造力を養うことができる。

25 理科 5 生物基礎 数研 生基316 改訂版　生物基礎 5年理系選択者
文章による説明が充実している。写真が多く、より具体的にイメージして理解を
深めることができる。本文以外にさらに学習を深める内容が盛り込まれており、
幅広い知識や教養、柔軟な思考力に基づく判断力や創造力を養うことができる。

26 芸術 5 音楽Ⅱ 教芸 音Ⅱ310 MOUSA 2 5年選択者

曲目が多く、ジャンルの幅も広く、内容も最新であるので、授業展開に適してい
る。また、曲や楽器の説明も詳しく、Ａ４版で使いやすく、見やすいので、生徒
の主体的な取り組みに適している。伝統文化を尊重し、豊かな情操の育成のため
の工夫がされている。

27 芸術 5 美術Ⅱ 光村 美Ⅱ303 美術２ 5年選択者
同じテーマで作品が比較されており鑑賞しやすい。また、図版が多く表現の多様
性に触れられるので、本校の生徒に適している。伝統文化を尊重し、豊かな情操
の育成のための工夫がされている。

28 芸術 5 書道Ⅱ 教出 書Ⅱ307 新編　書道Ⅱ 5年選択者

写真、説明ともに知的好奇心を満足させられる。各書体（篆・隷・楷・行・草）
にわたって丁寧に説明されている。楷書、行書の二種類全臨できる古典があるの
で課題にも使いやすい。伝統文化を尊重し、豊かな情操の育成のための工夫がさ
れている。

29 外国語 5 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 桐原 コⅡ353
PRO-VISION
English Communication
ⅡNew Edition

5年全員

自然科学、伝統文化、歴史、医療など様々な分野のテーマがバランスよく取り上
げられており、生徒が興味・関心を持って学ぶことができ、幅広い知識や教養、
柔軟な思考力やコミュニケーション能力を培うことができる。コミュニケーショ
ンの基本である「聞く」「話す」「読む」「書く」の４つの技能の言語活動を組
み入れやすい。英文の量や扱われている言語材料も生徒にとって適切なレベルで
ある。

30 外国語 5 英語表現Ⅱ 大修館 英Ⅱ321
Departure English
Expression Ⅱ Revised

5,6年継続全員

英語表現Ⅰで身に付けた基礎文法事項の定着を中心とした自己表現から、論理的
なパラグラフライティングまでスムーズに表現力を高める工夫がなされている。
生徒に身近な話題や、多彩な自己表現活動が扱われており、生徒が様々なトピッ
クに関して主体的に自分の考えを発信する機会を十分に提供でき、幅広い知識や
教養を身に付け、コミュニケーション能力の伸長につながる内容である。

31 情報 5 社会と情報 実教 社情311 最新社会と情報　新訂版 5年全員

授業で取り上げやすい具体例が多く、わかりやすく表示されている。また、図と
文章のバランスもよく、巻末資料等が詳しくまとめられているので、活用しやす
い。取り扱いやすい節末問題が多く、理解しやすいので、本校生徒の実態に合っ
ている。今日的課題について記述がわかりやすく、生徒の思考力・判断力・コ
ミュニケーション能力を養うことができる。

32 地理歴史 6 世界史Ａ 帝国 世Ａ314 明解　世界史Ａ 6年選択者
写真資料が充実しており、授業を進めていく上で必要なデータや資料が掲載され
ているところが生徒の実態に合っている。国際環境の動向や地理的条件との関連
性を持って、主体的に考察できる内容となっている。

33 地理歴史 6 地理Ａ 東書 地Ａ307 地理Ａ 6年選択者

テーマが明確で分かりやすく、説明に必要な写真や図表が豊富であるので本校の
実態に適している。日本と郷土を愛し、他国を尊重する態度を養うとともに、幅
広い知識や教養、柔軟な思考力に基づく判断力や創造力を身につけることができ
る。



34 公民 6 倫理 東書 倫理311 倫理 6年選択者
丁寧な説明によって、複雑な内容が理解しやすくなっている。世界の様々な思
想・文化について詳細に述べているので、本校の生徒に適している。幅広い知識
や教養、柔軟な思考力に基づく判断力や創造力を身につけることができる。

35 数学 6 数学Ⅲ 東書 数Ⅲ315 数学Ⅲ　Advanced 6年選択者

全体的に標準的な例題と問題で構成されている。また、グラフや図がわかりやす
く適切に配置されている、とくに微分・積分では図が多く用いられているので理
解しやすい。コラムの内容が、数学を日常生活の事象にむすびつけているなど本
校の実態に適している。生徒の思考力・判断力・創造力を養うことができる。

36 理科 6 物理 数研 物理313 改訂版　物理 6年選択者
説明が細部にわたりていねいであり、図がわかりやすい。また、練習問題が豊富
であるので本校の生徒に適しており、幅広い知識や教養、柔軟な思考力に基づく
判断力や創造力を養うことができる。

37 理科 6 生物 数研 生物310 改訂版　生物 6年選択者

細かな内容まで説明があり、図もわかりやすい。ルビがふってある語句の割合が
大きく、各項目ごとにポイントを抑えた解りやすい解説になっている。本文以外
にさらに学習を深める内容が盛り込まれており、幅広い知識や教養、柔軟な思考
力に基づく判断力や創造力を養うことができる。

38 理科 6 地学基礎 実教 地基307 地学基礎　新訂版 6年選択者

写真などの資料が鮮明で視覚的に理解しやすい。また兵庫県南部地震や東北地方
太平洋地震などの資料が豊富で、資料をより身近に感じることができ、本校の生
徒に適しており、幅広い知識や教養、柔軟な思考力に基づく判断力や創造力を養
うことができる。

39 外国語 6 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ 桐原 コⅢ347

PRO-VISION
English Communication
Ⅲ
New Edition

6年全員

文章量が増え、パラグラフ展開を意識しながら読むトレーニングにふさわしい教
材である。英文の内容、長さも適度で、速読の練習としても使いやすい。また、
題材が興味深く、ポイントがわかりやすい。幅広い知識や教養を身に付け、コ
ミュニケーション能力の伸長につながる内容である。また、English
Communication Ⅰ・English Communication Ⅱから継続して学習をすすめること
を想定して作られていることもあり、本校の実態にも適切である。幅広い知識や
教養を身に着け、コミュニケーション能力の伸長につながる内容である。

40 情報 6 情報の科学 実教 情科307 最新情報の科学　新訂版 6年選択者

全体的に図が多く、説明もわかりやすい。巻末には、用語解説や関数の使用方法
なども具体例をあげ、わかりやすく表示されているので活用しやすい。取り扱い
やすい節末問題が多く、理解しやすいので、本校生徒の実態に合っている。今日
的課題について記述がわかりやすく、生徒の思考力・判断力・コミュニケーショ
ン能力を養うことができる。

No 教科名 学年 種目名 発行者 教科書番号 教科書名 使用学年・範囲 選　定　理　由

1 保体 5 保健体育 大修館 保体304 現代高等保健体育改訂版 4年より継続、5年全員

図や絵、資料が充実しており、生徒が学習しやすい構成になっている。また、前
期課程の教科書と連動しており、中高一貫教育に適している。人権にも配慮され
るなど、生徒の心身の健康や健全な情操の育成のために工夫されている。

2 国語 6 国語表現 教出 国表306 国語表現　改訂版 5年より継続、6年選択者

写真や図が豊富で見やすい紙面になっている上、基礎～実践～総合編とステップ
を踏んで生徒の表現力を伸ばすことができるよう、構成がしっかりしている。2
年間の継続使用にも十分堪えうる内容である。伝統的な言語文化に対する生徒の
興味・関心が広がり、本校の生徒に適している。

3 国語 6 現代文Ｂ 桐原 現Ｂ341 新　探求現代文Ｂ 5年より継続、6年全員

現代の課題を様々な視点で考察された文章が多く、主体的に考える力や論理的に
読み解く力を身につけることができる。「こころ」や「舞姫」では他社とは異な
る様々な工夫がされており、生徒の理解が深まることが期待できる。内容も豊富
なため、伝統と文化を基盤として、世界に通用する力を培うことができる。

以下は、継続使用の教科書で、需要表第１表対象外のもの。



4 国語 6 古典Ｂ 第一 古Ｂ352 高等学校　改訂版　古典Ｂ 5年より継続、6年全員

古文編・漢文編ともに２部構成で、定番作品をはじめ教材の量が豊富である。ま
たジャンル解説や文学史解説が多く、古典の知識教養を身につけやすい。アク
ティブラーニングに活用できるコーナーもあり、幅広い知識や教養、柔軟な思考
力に基づく判断力や創造力を養うことができる。

5 地理歴史 6 世界史Ｂ 山川 世Ｂ310 詳説世界史　改訂版 5年より継続、6年選択者

世界史の発展学習に必要な事項がしっかりと押さえられており、各時代、地域ご
とのテーマの設定が明確で分かりやすいので、本校の生徒に適している。国際環
境の動向や地理的条件との関連性を持って、主体的に考察できる内容となってい
る。

6 地理歴史 6 日本史Ｂ 山川 日Ｂ309 詳説日本史　改訂版 5年より継続、6年選択者

日本史の学習において必要と思われる項目が詳細かつ十分に盛り込まれており、
図、写真などの資料も適切に配列されているため、高い水準の学習ができる。ま
た、日本史学習を通じて、自国の伝統と文化を学び、合わせて他国を尊重する態
度を養うとともに、幅広い知識や教養を得ることができる。

7 地理歴史 6 地理Ｂ 帝国 地Ｂ304 新詳地理Ｂ 5年より継続、6年選択者

一つ一つの事項がよく整理されており、概念的な説明にとどまらず具体的な地域
や事象をあげた記述から、生徒にとって理解しやすい内容である。また、わかり
やすい図や、身近なテーマを中心とした写真の掲載により自学自習にも活用しや
すい編集となっている。トピックや技能をみがくなどの特集記事により、幅広い
知識や教養、柔軟な思考力に基づく判断力や創造力を身につけることができる。

8 地理歴史 6 地図 帝国 地図310 新詳高等地図 5年より継続、6年選択者

地理の理解に必要な事項が整理されており、またデータや資料が豊富であるの
で、地図として使用に適している。日本と郷土を愛し、他国を尊重する態度を養
うとともに、幅広い知識や教養、柔軟な思考力に基づく判断力や創造力を身につ
けることができる。

9 外国語 5 英語表現Ⅱ 大修館 英Ⅱ321
Departure English
Expression Ⅱ Revised

5,6年継続全員

英語表現Ⅰで身に付けた基礎文法事項の定着を中心とした自己表現から、論理的
なパラグラフライティングまでスムーズに表現力を高める工夫がなされている。
生徒に身近な話題や、多彩な自己表現活動が扱われており、生徒が様々なトピッ
クに関して主体的に自分の考えを発信する機会を十分に提供でき、幅広い知識や
教養を身に付け、コミュニケーション能力の伸長につながる内容である。


