
令和２年度使用教科書一覧表　 県立宝塚東高等学校（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

1 国語 1 国語総合 第一学習社 国総360 高等学校　改訂版　国語総合 １年全員

2 地歴公民 1 現代社会 清水書院 現社316 高等学校　現代社会　新訂版 １年全員

3 数学 1 数学Ⅰ 東京書籍 数Ⅰ318 数学Ⅰ Standard １年全員

4 数学 1 数学Ａ 東京書籍 数Ａ318 数学Ａ　Standard １年全員

5 理科 1 物理基礎 数研出版 物基319 改訂版　新編　物理基礎 １年全員

6 理科 1 生物基礎 東京書籍 生基311 改訂　生物基礎 １年全員

7 保健体育 1 保健体育 大修館書店 保体304 現代高等保健体育改訂版 １～２年継続

8 芸術 1 音楽Ⅰ 教育芸術社 音Ⅰ309 高校生の音楽1 １年選択者

9 芸術 1 美術Ⅰ 光村図書 美Ⅰ304 美術1 １年選択者

10 芸術 1 書道Ⅰ 光村図書 書Ⅰ308 書Ⅰ １年選択者

11 外国語 1
コミュニ
ケーション
英語Ⅰ

数研出版 コⅠ343
Revised BIG DIPPER
English CommunicationⅠ

１年全員

12 家庭 1 家庭基礎 東京書籍 家庭311 家庭基礎 自立・共生・創造 １年全員
２年普通類型継続

13 情報 1 社会と情報 数研出版 社情315 社会と情報 Next １年全員

14 国語 2 現代文Ｂ 三省堂 現Ｂ324 精選現代文Ｂ 改訂版 ２年全員

選　定　理　由

　定番教材に加え、評論教材が本校の生徒にあった、学習指導しやすい構成及びレベルになっている。容易なものから難解なもの
へと段階に応じた教材を通して生徒の思考力・理解力・応用力を育むことができる。

　この教科書は他の教科書に比べオールカラーイラスト付きであり、非常に見やすく親しみやすい為、本校の生徒の実態に合って
いる。資料となる画像も多く掲載されており、イメージを膨らませて表現・鑑賞に繋げられるよう工夫されている。基本的な楽典
についてもまとめられており、中学での学びをさらに発展させ、生活と結びつけて学ぶことができる。又、歌唱・器楽・鑑賞にお
いて、諸外国と我が国の伝統音楽が均等に掲載され、バランス良く学習できるように扱われているため、伝統文化を尊重し、幅広
い知識と、豊かな情操の育成のために工夫されている。

　絵画、彫刻、デッサン、映像メディアに項目が分かれ、それぞれ具体的に作品が掲載されていて文章による説明も分かりやす
い。また日本、西洋の作品だけでなくイスラム社会の作品もあり、我が国の伝統と文化を基盤として異なる文化や価値観を理解で
きる内容になっている。資料はデッサン、透明水彩、平面構成等の描き方が具体的に記されていて本校の生徒が理解しやすい。

　学習の基本となる古典教材は見開きで数多くの文字が掲載され、学習する文字の選択肢が多いい。また必要に応じて部分拡大で
掲載するなど、さまざまな角度から鑑賞ができるように構成されており、臨書学習を行う際に細かい字形も捉えやすくなってい
る。用筆・運筆・字形・全体の構成が古典の一部を取り上げながら半ページで分かりやすくまとめてあり、生徒にとって理解しや
すい。また、ページを折り返すことのできる製本がなされており、机上に置いて臨書できるところが本校の実情に合っている。ま
た、書文化や芸術への理解・関心を高める様々なコラムが写真付きで掲載されており、生徒の興味・関心を喚起し、書の伝統と文
化に親しみ、心豊かな生活や社会を創造する態度の育成に繋がる内容になっている。

本文の内容把握、文法事項の確認、アウトプット活動の流れが見やすい形式になっている。扱われているトピックについても海外
と日本とのかかわりを扱っているトピックもあり、国際社会における自己を意識できる内容である。

　イラスト、写真、図や表などの資料が充実しており、生徒の興味・関心を引きつける内容で本校の生徒の実態に合っている。生
徒が生活の主体者となって問題解決に取り組む意欲を喚起し、生活自立のための基礎・基本の定着と知識・技能の活用ができるよ
うな内容、構成である。さらに科学的資料も豊富で食品成分表を巻末に掲載されているところが良い。授業で活用し、科学的な理
解を通して生活に関心を持たせたい。

　写真、図表が多く、文章だけでなく実習等で内容理解ができるようになっているため本校生徒にとって内容が適切である。情報
モラルの内容が豊富であり情報モラルの重要性を理解できるように工夫され、生徒の思考力・判断力・コミュニケーション能力を
養うことができる内容となっている。

　現代文の評論・小説や古典の各ジャンルの作品がバランスよく配置されているなど内容が精選されており、幅広い知識と教養、
柔軟な思考力を養うための工夫がなされている。また、説明が詳しく丁寧であり、本校の実態に合っている。

　他の教科書と比較して、資料などが豊富で、学習が容易である。幅広い知識や教養で主体的に考察し、他と協調し、地域の課題
の解決をはかる内容となっている。

　本校の生徒の学習レベルに適しており、例、例題、練習等においても、学習段階にあっている。解説、レイアウトも工夫が凝ら
されており、知的好奇心を促すように「発展」事項が取り扱われ、生徒の思考力・判断力・創造力を養うことができる。

　物理学の基本的内容に絞って記述しており、初期段階の学習に効果的である。また、間違えやすい個所の解説が丁寧で、本校の
生徒に適している。定番の問題が「例題」「類題」として扱われており、幅広い知識と教養を身に付けられる。

　本校の生徒の学習レベルに適しており、例、例題、練習等においても、学習段階にあっている。解説、レイアウトも工夫が凝ら
されており、知的好奇心を促すように「発展」事項が取り扱われ、生徒の思考力・判断力・創造力を養うことができる。

　写真や図が豊富、鮮やかで、生徒の興味関心を引きやすく、本校の生徒の実態に即している。章末問題として用語の確認問題が
掲載されており、基礎学力の定着に役立つ。節ごとにポイントがまとめてあり、生徒の家庭学習に役立つ。関連事項について記載
されているコラムが充実しており、幅広い知識と教養を身に付けられる。

　イラスト、写真、図表が効果的に配置され、身近な内容が取り上げられ、生徒の興味・関心・意欲に対する配慮がなされてお
り、本校の生徒の実態に合っている。
思考力にもとづく判断力を養い、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。



15 国語 2 古典Ｂ 第一学習社 古Ｂ350 高等学校　改訂版　古典Ｂ　古文編 ２年全員

16 国語 2 古典Ｂ 第一学習社 古Ｂ351 高等学校　改訂版　古典Ｂ　漢文編 ２年全員

17 地歴公民 2・3 世界史Ａ 山川出版社 世Ａ316 世界の歴史　改訂版 3年理系・2年文系選択者

18 地歴公民 2 世界史Ｂ 山川出版社 世Ｂ310 詳説世界史  改訂版 ２年選択者

19 地歴公民 2 日本史Ａ 第一学習社 日Ａ312
高等学校　改訂版
日本史A 人・くらし・未来

２年選択者

20 地歴公民 2 日本史Ｂ 山川出版社 日Ｂ309 詳説日本史　改訂版
２年選択者
(３年まで継続)

21 地歴公民 2 地理Ｂ 二宮書店 地Ｂ305 新編  詳解地理Ｂ改訂版 ２年理系

22 地歴公民 2 地図 帝国書院 地図310 新詳高等地図 ２年理系

23 数学 2 数学Ⅱ 東京書籍 数Ⅱ317 数学Ⅱ Advanced
２年
文理類型　文系
文理類型　理系

24 数学 2 数学Ⅱ 東京書籍 数Ⅱ318 数学Ⅱ Standard
２年
普通類型・総合
健康類型

25 数学 2 数学Ｂ 東京書籍 数Ｂ316 数学B Advanced
２年
文理類型　文系
文理類型　理系

26 理科 2 物理 数研出版 物理313 改訂版　物理 ２年理系物理選択者

27 理科 2 化学基礎 実教出版 化基315 化学基礎　新訂版 ２年理系選択者

28 理科 2 化学基礎 数研出版 化基320 改訂版　新編　化学基礎 ２年理系以外

29 理科 2 生物 東京書籍 生物306 改訂　生物
２年理系生物選択者
３年文理文系・総建
の生物選択者

30 芸術 2 音楽Ⅱ 教育芸術社 音Ⅱ309 高校生の音楽2 ２年普通科選択選択者

　内容が充実しており、幅広い知識と物理の思考法を身に付けられる。公式の導出過程が丁寧であること、例題などその内容を計
算問題として扱う方法を占め示しており、受験対策としても十分な内容である。全体を通して本校の生徒に適している。

　写真や図が多く興味関心が持て、向学心をもって学習することができ、柔軟な思考力を育むことができる。また復習に関しては
章末問題の難度が適正で力を試すのに良い。教科書の末に英文表記がされており、将来に向けての意欲を高めることが出来る。

　適度な絵や図、写真が記載され、日常生活と関連した内容が多いなど、興味関心を持って真理を求める態度を養うことができ
る。また演習問題の内容は、基礎学力の定着を図るのによい。物質量など数学力も問われる分野では、ページ数を割いているな
ど、本校の生徒に適した教科書である。

　見開き図版が随所に使われており、生徒の目で見て理解しやすい内容となっており、本校の生徒の実態に即している。また、身
近な話題と発展的な内容が分けて説明してあり、授業での導入等でも活用できる内容が豊富である。これらのことにより、最新の
バイオテクノロジーなどの幅広い知識と教養を培うことができる。

　この教科書は他の教科書に比べオールカラーイラスト付きであり、非常に見やすく親しみやすい為、本校の生徒の実態に合って
いる。特に器楽の奏法の説明では、手元の指示が写真で掲載されており、説明が行き届きやすい。西洋音楽に偏らず、我が国の代
表的なポップス音楽が多数掲載されており、生徒の興味を引きつける内容が豊富である。そして様々なジャンル・種類の音楽が扱
われているので異国の文化を理解し、幅広い知識とコミュニケーション能力の伸長につながる工夫がされている。又、歌唱・器
楽・鑑賞において、諸外国と我が国の伝統音楽が均等に掲載され、バランス良く学習できるように扱われているため、伝統文化を
尊重し、身の回りの音楽文化と関わらせて理解しやすい。

　日本史の政治・経済・外交・文化などの各分野に関してバランスが良い。適切な史料や写真・図版が豊富に使用されており、本
文も日本史の全体像を世界史的な視野から理解できるよう詳しく分かりやすく記述されている。全体として日本史の展開過程を総
合的に学び、自ら考察する教科書として適切であると認められる。

　写真・図表・特設コラム・地理用語が分かりやすく学習でき、各国の歴史的認識を知る内容なども充実しており、大学受験対策
にも必要な教養が身につくため。

　広域図が見やすくなり、写真や国旗等も掲載され、視覚的にも理解しやすく、現在の世界情勢を知りながら、日本との関係を詳
しく知ることができるため。

○基礎的な内容の学習が体系的に行えるように配置され、日常的な事象と数学との関わりが示されているところが、本校の生徒の
実態に合っている。
　知的好奇心を促すように「発展」事項が取り扱われ、生徒の思考力・判断力・創造力を養うことができる。

○基礎的な内容の学習が体系的に行えるように配置され、日常的な事象と数学との関わりが示されているところが、本校の生徒の
実態に合っている。
　知的好奇心を促すように「発展」事項が取り扱われ、生徒の思考力・判断力・創造力を養うことができる。

○基礎的な内容の学習が体系的に行えるように配置され、日常的な事象と数学との関わりが示されているところが、本校の生徒の
実態に合っている。
　知的好奇心を促すように「発展」事項が取り扱われ、生徒の思考力・判断力・創造力を養うことができる。

　高校生で学ぶ定番の古典作品の数が充実しており、様々な時代・ジャンルの作品を選択して生徒の興味、関心を高めながら基礎
的事項の理解や習得につなげる授業展開に対応している。我が国の伝統や文化を尊重し理解する態度を養うことができる内容と
なっている。

　高校生で学ぶ定番の古典作品の数が充実しており、様々な時代・ジャンルの作品を選択して生徒の興味、関心を高めながら基礎
的事項の理解や習得につなげる授業展開に対応している。我が国の伝統や文化を尊重し理解する態度を養うことができる内容と
なっている。

　系統立てた内容であり、異文化理解とともに、生徒の進路希望に適した内容となっている。各部には、冒頭に概観が記され、終
わりにはまとめが設けられており、生徒自身が主体的に考察するための工夫がみられる。

　史料や写真が豊富であり、日本の伝統文化や歴史に興味を持たせる工夫がなされており、本校の生徒の実態に合っている。ま
た、本文の説明も簡潔で分かりやすく、全体として生徒の主体的な歴史学習を促し、豊かな歴史的思考力を養う教科書として適切
であると認められる。

　各地域の大判地図や豊富な写真により生徒の興味を促し、理解を深める内容となっている。日本史との関連が深いテーマも充実
しており、本文も分かりやすく、丁寧に記述されている。



31 芸術 2 美術Ⅱ 日本文教出版 美Ⅱ304 高校生の美術２ ２年普通科選択選択者

32 芸術 2 書道Ⅱ 光村図書 書Ⅱ308 書Ⅱ ２年普通科選択選択者

33 外国語 2
コミュニ
ケーション
英語Ⅱ

数研出版 コⅡ341
Revised BIG DIPPER
English CommunicationⅡ

２年全員

34 外国語 2 英語表現Ⅰ 数研出版 英Ⅰ332
DUALSCOPE
English ExpressionⅠ

２年全員

35 国語 3 国語表現 大修館書店 国表307 国語表現 改訂版 ３年選択者

36 国語 3 古典Ａ 第一学習社 古Ａ314 高等学校　改訂版　標準古典Ａ　物語選 ３年選択者

37 地歴公民 3 政治経済 東京書籍 政経311 政治・経済 ３年文理・文系選択者

38 数学 3 数学Ⅲ 数研出版 数Ⅲ324 改訂版　新編　数学Ⅲ ３年理系

39 理科 3 化学 実教出版 化学310 化学　新訂版 ３年理系

40 英語 3
コミュニ
ケーション
英語Ⅲ

教育出版 コⅢ331
NEW ONE WORLD
CommunicationⅢ Revised
Edition

３年全員

41 英語 3 英語表現Ⅱ 数研出版 英Ⅱ326
Revised BIG DIPPER
English ExpressionⅡ

３年選択者

42 家庭 3 家庭（専門） 実教出版 家庭311 子どもの発達と保育　新訂版 ３年選択者

43 家庭 3 家庭（専門） 実教出版 家庭306 ファッション造形基礎 ３年選択者

44 家庭 3 家庭（専門） 教育図書 家庭312 フードデザインcooking＆arrangement ３年選択者

　図表が見やすく、製作過程の説明もとても丁寧な表記でわかりやすい。和服製作などを通して、我が国の衣服の伝統や文化など
に興味・関心を養うのに活用できる構成になっている。

　図表が豊富で見やすい。さまざまな献立例や調理技術がイラスト付きで紹介され、生徒が積極的に学べるようになっている。日
本の食文化やこれからの食生活を送るヒントとなる内容も盛り込まれているので、食分野を広くバランスよく学習できる。

○英文の題材が新鮮で親しみやすい内容であり、学習内容をイメージすることが出来る。各レッスン各パートの英文の文章量が適
切であり指導しやすい。レイアウトが簡潔で学習意欲を喚起することが期待される。様々な話題に触れることができ、生徒の教養
を深めることができる。

　基礎的な内容の学習が体系的に行えるように配置されており、基礎・基本の定着を徹底する上で本校生徒の学力実態に合ってい
る。
知的好奇心を促すように「発展」事項が取り扱われ、生徒の思考力・判断力・創造力を養うこともできる。

　基本的な事項から丁寧に説明してあり、図や発展、付録等の内容が充実している。例題の解説が詳しく本校理系生徒に実態に
合っている。まとめの部分が使いやすく、基礎を理解した上で、思考力や判断力を養うことができる。

　資料、写真が非常に鮮明で、臨書学習を行う際に細かい字形も捉えやすくなっている。作品に関する様々な写真の掲載もあり、
生徒の興味・関心を引くとともに古典の深い理解に繋がる構成となっている。また、ページを折り返すことのできる製本がなされ
ており、机上に置いて臨書できるところが本校の実情に合っている。随所に設置されたコラムでは、書の伝統と文化に対する理解
を深めるともに、国語、歴史など他教科の学習にもつながる多角的な話題が提示され、幅広い知識と心豊かな生活や社会を創造し
ていくことができる内容になっている。

○本文の内容把握、文法事項の確認、アウトプット活動の流れが見やすい形式になっている。扱われているトピックについても海
外と日本とのかかわりを扱っているトピックもあり、国際社会における自己を意識できる内容である。

○英文法の基礎・基本を体系的に学習でき、特に本校の生徒が課題とする語順理解を視覚的に学習することを主眼のひとつに置
き、また幅広い知識やコミュニケーション能力を養成できる本教科書を選定した。

　図表が見やすく、生徒の興味関心をひきつける内容が豊富でわかりやすい。自分の地域や社会の、子どもに関する問題解決など
に、主体的に関心を持たせることができる。

○身近なトピックを扱っており、アクティビティによって積極的に表現する力を育成することができる教材である。現在生徒が
持っている参考書に準拠しており、学習活動がスムーズに進むと考えられる。

　コンパクトに短時間でできる活動から、実践力が問われる総合的な活動までバランスが取れており、社会人として必要とされる
表現力を着実に身につけるための単元の工夫がある。基礎的な国語の知識を段階的に身につけることができる構成は、本校生の実
情に適した教材であると考える。

「物語」作品を柱に据えて、説話や日記、和歌などを補強した構成となっている。掲載作品は文章量の短いものを中心とし、作品
世界により深く親しみ、我が国の伝統と文化を尊重する態度を養うことができる内容となっている。

資料などが豊富で、学習が容易である。政治、経済、国際関係に関する基礎的な知識が押さえられており、大学受験に限らず良識
ある公民として必要な能力や態度が身につく内容となっている。

　国内外の作家の作品が多く掲載されており、視覚的な情報量が豊富であると共に、ポスター制作やデザインを考えるプロセスや
技法の説明が順序立てて表現されている為、理解しやすい。また、資料として美術史のページが設けられており、古代から現代ま
での日本及び海外の美術の流れを理解しやすく、伝統的なものから創造性を育む内容になっている。
身近な環境や自然を題材とした制作やデザイン提案も多くあり、環境への意識や他者への思いやりを考え直すきっかけとなる教材
となっている。


