
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 1 国語総合 桐原 国総　363
新　探求国語総合（現代
文・表現編）

１年全員
○あらゆる課題の解決に向け、文章を正確に読み解く力を身に付けられるよう
工夫された教材が収録されている。新学習指導要領に対応した、アクティブ
ラーニングに適した教材である。表現分野も充実している。

2 国語 1 国語総合 桐原 国総　364
新　探求国語総合（古典
編）

１年全員
○正確な読解力が身に付くよう工夫された教材が収録されている。比較・分析
できるような資料も豊富である。わが国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。

3 地理歴史 1 地図 帝国 地図　310 新詳高等地図 １年全員
基礎的な知識を利用して考えられるデータ等の資料が豊富で充実しており、非
常に見やすい内容となっており、本校生徒の実態に合っている。国際環境の変
化や動向にも対応している。

4 公民 1 現代社会 第一 現社　321 高等学校　改訂版　現代社会 １年全員
基礎・基本を重視する題材を選定しており、生徒の内容理解を助けるものとし
て、有効な活用を期待できる。また、現代社会における構成員として主体的に
考える力を培う内容となっている。

5 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ　329 改訂版　新編　数学Ⅰ １年全員
基礎的な内容を体系的に学習できるように編集されており、事象を数学的に考
察し、表現する能力を養うことのできる構成となっている。

6 数学 1 数学Ａ 数研 数Ａ　329 改訂版　新編　数学A １年全員
基礎的な内容を体系的に学習できるように編集されており、事象を数学的に考
察し、表現する能力を養うことのできる構成となっている。

7 理科 1 化学基礎 数研 化基　320 改訂版　新編　化学基礎 1年全員
写真・図表が豊富で、さらに図説が分かりやすく本校生徒の実態に合ってい
る。発展項目が適量で幅広い知識と教養を身に付けるのに適している。

8 理科 1 地学基礎 啓林 地基　308 地学基礎　改訂版 1年全員
項目配列が扱いやすい順になっている。写真・図表が非常に見易く、本校生徒
の実態に合っている。地球環境の変化や動向にも対応している。

9 保健体育 1 保健体育
大修
館

保体　304 現代高等保健体育改訂版 １年全員
図表や写真などが充実し、単元も日常生活に根差した配置となっており、本校
生徒の実態に合っている。豊かな情操や道徳心の涵養など、生徒が主体的に考
え、解決すべき課題も明示されている。

10 芸術 1 音楽Ⅰ 友社 音Ⅰ　311 高校生の音楽１ 1年選択者

歌唱、器楽、創作、鑑賞のどの分野も教材が充実しており、幅広い授業が展開
できる。我が国の伝統音楽や世界の諸民族の音楽にも十分に触れることができ
るとともに、伝統と文化を尊重し、豊かな情操を育成できる内容となってい
る。

11 芸術 1 美術Ⅰ 日文 美Ⅰ　305 高校生の美術１ 1年選択者
各分野にわたって内容が充実しており、生徒の興味、関心が広がる工夫がされ
ている。個性や資質能力を磨き、意欲を引き出すヒントが充実しており、豊か
な情操を養うことが期待できる。

12 芸術 1 書道Ⅰ 光村 書Ⅰ　308 書Ⅰ 1年選択者
大切なことがひと目でわかるよう，情報が精選されており、我が国の伝統と文
化を基盤とした書道の知識を広げるコラム、日常生活に生かせる資料など、本
校生徒の興味・関心を引き出す教材が幅広く収録されている。

13 外国語 1
コミュニ
ケーション
英語Ⅰ

東書 コⅠ　330
PROMINENCE English
Communication Ⅰ

１年全員
○共生、異文化理解、日本人と日本文化、科学技術、現代社会を題材としてお
り、生徒の興味・関心を引く教材となっている。我が国の伝統と文化を基盤と
して、国際社会に貢献できる人材の育成に寄与できる内容である。

14 外国語 1 英語表現Ⅰ 桐原 英Ⅰ　343
EMPOWER ENGLISH
EXPRESSION Ⅰ ESSENTIAL
COURSE

１年全員
○何度も演習を繰り返し、文法知識の定着を図ることができる。「文法を使っ
て表現する力」とつけるために、対話型の問題や、ペアワークに取り組める問
題も多数掲載されている。

15 家庭 1 家庭基礎 実教 家基　314
新家庭基礎
パートナーシップでつく
る未来

1～2年継続
1年全員

イラスト、写真、図表等が効果的に配置され、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。

16 国語 2 現代文Ｂ 桐原 現Ｂ　341 新　探求現代文Ｂ ２年全員
○収数教材が新旧偏らず多く、さまざまなジャンルに渡っていることから、幅
広いものの見方、考え方に触れることが出来る。我が国の伝統的な言語文化に
対して、興味関心を喚起できる内容になっている。

17 国語 2 古典Ａ
大修
館

古Ａ　315 古典Ａ　物語選　改訂版
2年人文社会類型・
総合ヒューマン類
型選択　選択者

○古典文学の中でも精選された教材、特に多くの物語文学を収録しており、よ
り古典文学への興味・関心を喚起できる内容である。我が国の伝統と文化に対
する理解を深め、「生涯にわたって古典に親しむ態度」が育成できるように配
列されている。

18 国語 2 古典Ｂ 東書 古Ｂ　331 精選古典Ｂ　古文編 ２年全員

○精選された古典(古文)作品が収録されており、幅広いテーマ・ジャンルの文
学作品に触れることができる。作品読解を通して、我が国の伝統と文化に対す
る理解を深め、ものの見方や考え方に拡がりや深みをもたせることができるよ
う、工夫されている。

19 国語 2 古典Ｂ 東書 古Ｂ　332 精選古典Ｂ　漢文編 ２年全員

○精選された古典(漢文)作品が収録されており、幅広いテーマ・ジャンルの文
学作品に触れることができる。作品読解を通して、我が国の伝統と文化に対す
る理解を深め、ものの見方や考え方に拡がりや深みをもたせることができるよ
う、工夫されている。

20 地理歴史 2・3 世界史A 東書 世A　 310 世界史A

２年自然科学類型
全員・３年人文社
会類型選択者・３
年総合ヒューマン
類型

丁寧な記述で基本的事項をおさえるとともに、時代･地域ごとに内容が精査さ
れている。写真やデータ資料が豊富で、何よりも各項に地図が載せてあること
で地理的イメージを育みやすい。また、横のつながりを重視した構成であるた
め、他国を尊重する態度を養うとともに、国際社会の平和や発展を深く考えさ
せる内容となっている。

21 地理歴史 2 世界史B 山川 世B　 310 詳説世界史　改訂版
２年人文社会類型
選択者

各部を学習するに当たって重要な視点を｢概観｣で示し，学んできたことを確認
し，次の部への橋渡しをするための｢まとめ｣が充実している。また、国際社会
の平和や発展を思考したり、判断したりする力を養う内容となっている。

22 地理歴史 2 日本史B 山川 日B　 309 詳説日本史　改訂版
２年人文社会類型
選択者・２年総合
ヒューマン類型

｢歴史と資料｣｢歴史の解釈｣｢歴史の説明｣｢歴史の論述｣の４つの主題学習が新し
く設けられ、歴史を自ら考察するプロセスに重点が置かれている。また、歴史
の文脈を解き明かす知的・創造的なヒントが充実しており、伝統と文化を尊重
し、我が国と郷土を愛し、他国を尊重する態度を養うことのできる内容となっ
ている。

23 地理歴史 2 地理B 帝国 地B　 304 新詳地理B
２年自然科学類型
全員

全編を通して，世界と日本の新しい動向を掲載し、変化する世界各地の様子を
学習できる構成となっている。そのため、地理的遺産を大切に考えたり、他国
の状況を理解し、尊重する態度を育むことのできる内容となっている。

24 数学 2 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ　329 改訂版　新編　数学Ⅱ ２年全員
基礎から応用までを「例」・「例題」・「応用問題」に分け、学習しやすいよ
うに配置されている点が、本校生徒の実態に合っている。「発展事項」も充実
しているので、生徒の思考力・判断力・創造力を養うことができる。

25 数学 2 数学Ｂ 数研 数Ｂ　327 改訂版　新編　数学Ｂ

２年自然科学類型
全員、人文社会類
型・総合ヒューマ
ン類型選択者

基礎から応用までの内容が段階的に配置され、図や表も見やすくなっている点
が、本校生徒の実態に合っている。「発展事項」も充実しているので、生徒の
思考力・判断力・創造力を培うことができる。

26 理科 2 物理基礎 数研 物基　318 改訂版　物理基礎
2年自然科学類型選
択者

他社の教科書に比べ、各所に図が用いられ、視覚的に理解しやすい。また、要
所要所に用語の説明やまとめが掲載されており、生徒の内容理解を助けるもの
として、有効な活用を期待でき、生徒の思考力・判断力・表現力を培うことが
できる編集となっている。

27 理科 2 化学 数研 化学　313 改訂版　化学
2年自然科学類型選
択者

基礎から発展まで幅広い記載があり、演習問題などが適切に配置されており、
学習しやすい工夫がなされている。本校の生徒にとって学習しやすい内容であ
り，思考力・判断力・表現力を養うのに適した構成である。

28 理科 2 生物基礎 啓林 生基　315 生物基礎　改訂版 2年全員

○見やすく読みやすい紙面で、見開きで構成してあり、学習内容が一覧できる
ので本校の生徒に合っている。学習内容の定着を意識したまとめや演習問題が
充実しており、生徒の思考力・判断力・表現力等の養成に役立つ内容になって
いる。
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29 芸術 2 音楽Ⅱ 教芸 音Ⅱ　309 高校生の音楽２
2年人文社会類型選
択者

図や説明などが細かく、生徒が理解しやすく主体的に表現できる内容となって
いる。各教材のねらいが明記され、本校の生徒が目標を持って取り組むことの
できる内容となっており、伝統文化を尊重し、豊かな情操育成のための工夫が
なされている。

30 芸術 2 美術Ⅱ 日文 美Ⅱ　302 高校美術２
2年人文社会類型選
択者

幅広く親しみやすい作品がのせられている。より発展的な内容で、生徒の興味
や関心が高まる工夫がされている。また伝統と文化を尊重し、豊かな情操を養
うために工夫されている。

31 芸術 2 書道Ⅱ 光村 書Ⅱ　308 書Ⅱ
2年人文社会類型選
択者

我が国の伝統と文化を基盤とした様々な古典を通して美的感性を育み、表現技
法を習得できる内容となっている。また、自らの創作につなげられるよう工夫
された構成になっており、豊かな情操を育むことが期待できる。

32 外国語 2
コミュニ
ケーション
英語Ⅱ

文英
堂

コⅡ　344
New Edition Grove
English Communication
Ⅱ

２年全員

○内容が現代的かつ多岐にわたっており、使用されている表現も実用的なもの
が多い。また、異なる文化や価値観を理解し、英語学習に取り組むことのでき
る構成である。本校生徒が学習意欲を持って活動し、コミュニケーション能力
の伸長につながる興味深い内容である。

33 外国語 2 英語表現Ⅱ 啓林館 英Ⅱ　323
Vision Quest English
Expression Ⅱ　Hope

２年
人文社会類型全員

○英語表現のために必要な文法を段階的に学習し、様々な場面でのコミュニ
ケーション能力を培う構成である。また、表現練習を多く実践でき、生徒が学
習意欲をもって活動できる。また、人間社会に幅広く共通する内容を扱い、国
際社会に貢献できる人材育成につながる内容である。

34 情報 2 社会と情報 日文 社情  316 新・社会と情報 ２年全員

巻頭・巻末の資料が多く、見開き２ページで構成されているため、視覚的に理
解しやすい。新しい知見の記述もあり、随所に思考力を問う実習部分があり、
生徒の思考力・判断力・コミュニケーション能力を培うことのできる内容と
なっている。

35 国語 3 国語表現
大修
館

国表　307 国語表現　改訂版
3年人文社会類型・
総合ヒューマン類
型選択　選択者

表現効果を分析するための文章教材が採録されており、我が国の母国語である
日本語への理解を深め、コミュニケーション能力を高めるための様々な表現効
果を自分の表現や推敲に役立てたりするのに適している

36 地理歴史 3 日本史Ａ 山川 日A  311 日本史Ａ　改訂版
３年人文社会類型
選択者

学習の理解を深めるために，生徒の視点で疑問を見出し，歴史への関心を深
め，歴史を学ぶ意義について気づかせる創造的なヒントが充実しており、伝統
と文化を尊重し、我が国と郷土を愛し、他国を尊重する態度を養うことのでき
る内容となっている。

37 公民 3 政治・経済 東書 政経　311 政治・経済
３年人文社会類型
選択者

政治･経済の学習に必須の内容が系統的に提示されており、生徒の理解と習得
が図れるように、資料性に富み、さまざまな工夫も随所に示されている。ま
た、国内のみならず世界全体を視野に入れて主体的に追究する能力を身に付け
ることができるように配慮がなされており、他国を尊重する態度を養い、国際
社会の平和や発展を思考したり、判断したりする力を育む内容となっている。

38 数学 3 数学Ⅲ 数研 数Ⅲ  324 改訂版　新編　数学Ⅲ
３年自然科学類型
全員

難しい内容も丁寧に記述されており、練習問題が工夫され、充実している点
が、本校生徒の実態に合っている。「発展」や「コラム」も充実しており、数
学的思考力・判断力・創造力を育むことができる内容となっている。

39 理科 3 物理 数研 物理  313 改訂版　物理
3年自然科学類型選
択者

2年次の物理基礎に継続しており、物理基礎と同様に各所で図が用いられ、視
覚的に理解しやすい。また、各単元で実験の紹介がなされており、生徒の内容
理解を助けると共に物理現象を身近なものとしてとらえられる。以上より、生
徒の思考力・判断力・表現力を培うことができる編集となっている。

40 理科 3 生物
啓林
館

生物  309 生物　改訂版

3年自然科学類型選
択者、総合ヒュー
マン類型選択者、
文系選択者

2年次の生物基礎に継続しており、見開きで構成してあり使いやすい。また、
写真や図が適切に配置されていて工夫もされている。また、「資料学習」や
「参考」が充実しているので、生徒の思考力・判断力等の養成に役立つ内容に
なっている。

41 芸術 3 音楽Ⅲ 教芸 音Ⅲ　305 Joy of Music
3年人文社会類型選
択者

本校生徒の特性に対して、親しみやすい教材が数多く扱われている。また、幅
広い音楽のジャンルが取り扱われており、生徒の興味関心を喚起するととも
に、表現の幅を広げ、健全な情操の涵養やコミュニケーション能力を育成する
ことのできる内容となっている。

42 芸術 3 美術Ⅲ 日文 美Ⅲ　302 高校美術３
3年人文社会類型選
択者

生活や社会と美術の関わりが具体的に学べる構成となっており、作家の制作プ
ロセスに注目し、詳細に解説されている。 地域文化の形成や人々とのコミュ
ニケーションなど、豊かな情操を育成するための内容となっている。

43 芸術 3 書道Ⅲ 光村 書Ⅲ　305 書Ⅲ
3年人文社会類型選
択者

書に対する感性を磨き、表現力・鑑賞力を高めていくことに重点が置かれ、す
べての単元に「古典を生かした創作」が設定され、個性豊かな表現ができるよ
う構成されている。個性や資質能力を磨くとともに、我が国の伝統文化を尊重
につながる内容となっている。

44 外国語 3
コミュニ
ケーション
英語Ⅲ

東書 コⅢ  327
PROMINENCE English
Communication Ⅲ

３年全員

○環境、文化、国際理解、人間理解等を題材とし、生徒の知性や感性を育み、
能力を伸長する工夫がこらされており、本校生徒の興味関心を喚起する。ま
た、我が国の伝統、文化を基盤として、異なる文化や価値観を理解し、国際社
会に貢献できる人材の育成につながる内容である。

45 外国語 3 英語会話 東書 英会　301
Hello there! English
Conversation

３年生英語会話選択者

○題材が多岐にわたっており、身近な話題から、世界に目を向けた話題まで生
徒が興味・関心を持って英語会話に取り組める教材である。また、生徒自らが
積極的に取り組み、楽しく学習しながらコミュニケーション能力を培うのに最
適な教材である。

46 家庭 3 家庭 実教 家庭　311 子どもの発達と保育 新訂版
3年人文社会類型・
総合ヒューマン類
型選択者

図表が多く、幅広い知識と教養が習得できる。望ましい勤労観や職業観にも各
単元で触れられており、我が国の未来を担う人物を育むことのできる内容と
なっている。

47 家庭 3 家庭 実教 家庭　306 ファッション造形基礎
3年人文社会類型・
総合ヒューマン類
型選択者

図解が多く、本校生徒が理解しやすい構成である。我が国の伝統と文化を尊重
しつつ、個性や資質能力を磨くことのできる内容となっている。

48 家庭 3 家庭 実教 家庭　313 フードデザイン　新訂版
3年人文社会類型・
総合ヒューマン類
型選択者

イラスト、写真、図表が多く、本校生徒が興味・関心を持って学習できる構成
である。幅広い知識と教養を身に付けることができ、我が国の伝統と文化や他
国の文化についても学習できる内容となっている。

49 情報 3
情報の
表現と管理

実教 情報　301 情報の表現と管理

３年人文社会類
型・総合ヒューマ
ン類型
選択者

幅広い学びへのアプローチが確保されており、情報社会が抱える課題につい
て、生徒の思考力・判断力・コミュニケーション能力を培うことのできる内容
となっている。



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 地理歴史 2 地図 帝国 地図　310 新詳高等地図
１年より継続
２年自然科学類型
全員

基礎的な知識を利用して考えられるデータ等の資料が豊富で充実しており、非
常に見やすい内容となっており、本校生徒の実態に合っている。国際環境の変
化や動向にも対応している。

2 保健体育 2 保健体育
大修
館

保体　304 現代高等保健体育 改訂版
１年より継続
全員

図表や写真などが充実し、単元も日常生活に根差した配置となっており、本校
生徒の実態に合っている。豊かな情操や道徳心の涵養など、生徒が主体的に考
え、解決すべき課題も明示されている。

3 国語 2 現代文B
東京
書籍

現B　322 精選　現代文B ２年全員
収数教材が新旧偏らず多く、さまざまなジャンルに渡っていることから、幅広
いものの見方、考え方に触れることが出来る。我が国の伝統的な言語文化に対
して、興味関心を喚起できる内容になっている。

4 国語 2 古典B
大修
館

古B　339 古典B　改訂版　古文編 ２年全員

精選された古典(古文)作品が収録されており、幅広いテーマ・ジャンルの文学
作品に触れることができる。作品読解を通して、我が国の伝統と文化に対する
理解を深め、ものの見方や考え方に拡がりや深みをもたせることができるよ
う、工夫されている。

5 国語 2 古典B
大修
館

古B　340 古典B　改訂版　漢文編 ２年全員

精選された古典(漢文)作品が収録されており、幅広いテーマ・ジャンルの文学
作品に触れることができる。作品読解を通して、我が国の伝統と文化に対する
理解を深め、ものの見方や考え方に拡がりや深みをもたせることができるよ
う、工夫されている。

6 地理歴史 3 世界史B 山川 世B　310 詳説世界史
２年より継続
３年人文社会類型
選択者

各部を学習するに当たって重要な視点を｢概観｣で示し，学んできたことを確認
し，次の部への橋渡しをするための｢まとめ｣が充実している。また、国際社会
の平和や発展を思考したり、判断したりする力を養う内容となっている。

7 地理歴史 3 日本史B 山川 日B　309 詳説日本史

２年より継続
３年人文社会類型
全員・総合ヒュー
マン類型

｢歴史と資料｣｢歴史の解釈｣｢歴史の説明｣｢歴史の論述｣の４つの主題学習が新し
く設けられ、歴史を自ら考察するプロセスに重点が置かれている。また、歴史
の文脈を解き明かす知的・創造的なヒントが充実しており、伝統と文化を尊重
し、我が国と郷土を愛し、他国を尊重する態度を養うことのできる内容となっ
ている。

8 地理歴史 3 地理B 帝国 地B　304 新詳地理B
２年より継続
３年自然科学類型
全員

全編を通して，世界と日本の新しい動向を掲載し、変化する世界各地の様子を
学習できる構成となっている。そのため、地理的遺産を大切に考えたり、他国
の状況を理解し、尊重する態度を育むことのできる内容となっている。

9 理科 3 化学 数研 化学　313 改訂版化学
２年より継続　３
年自然科学類型全
員

基礎から発展まで幅広い記載があり、演習問題などが適切に配置されており、
学習しやすい工夫がなされている。本校の生徒にとって学習しやすい内容であ
り，思考力・判断力・表現力を養うのに適した構成である。

10 外国語 3 英語表現Ⅱ
いいず
な

英Ⅱ　332 be English ExpressionⅡ
２年より継続
３年人文社会類型
全員

英語表現のために必要な文法を段階的に学習し、様々な場面でのコミュニケー
ション活動を培う構成になっている。また、表現練習を多く実践させることが
でき、本校生徒が学習意欲をもって活動できる工夫がなされている。また、人
間社会に幅広く共通する内容を扱い、国際社会に貢献できる人材育成につなが
る内容である。

以下は、継続使用の教科書で、需要表第１表対象外のもの。


