
令和５年度使用教科書一覧表　　　県立日高高等学校（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 選　定　理　由

1 国語 1 現代の国語 第一 現国713 高等学校　現代の国語 １年全員
現代の社会生活に必要とされる論理的な文章及び実用的な文章がバランス
良く配置されており、論理的な思考力と判断力、表現力を身につけること
ができる内容となっている。

2 国語 1 言語文化 第一 言文713 高等学校　言語文化 １年全員
古文、漢文および現代の韻文がバランス良く配置され、様々な時代の人々
のものの見方、感じ方、考え方に理解を深めることができる内容となって
いる。

3 公民 1 公共 数研 公共709
高等学校 公共 これから
の社会について考える

１年全員

QRコードから資料や映像を利用でき、理解しやすい工夫がなされている。
理解を深めるための用語解説が充実しており、本校の生徒の実態に合って
いる。今後の人生に生かされる身近な課題解決に向けて、主体的に考察し
ながら理解が深められる内容である。

4 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ714 新編　数学Ⅰ 看護科１年全員

基礎的な問題から、応用的な問題までしっかりおさえられており、公式を
対比させ、例・例題と問の間に難易のギャップがなく、生徒の実態にあっ
ている。またQRコードによるスマホ・タブレットを使用してweb上で問題
を解くなど、視覚的に数学を理解することができる。

5 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ715 最新　数学Ⅰ
福祉科１～２年
全員継続

例と問、例題と練習の対応や、多色刷りで図や表の多用等、段階的、視覚
的にイメージできる内容で、生徒の実態に合っている。またQRコードによ
るスマホ・タブレットを使用してweb上で問題を解くなど、視覚的に数学
を理解することができる。

6 理科 1
科学と人間
生活

数研 科人704 科学と人間生活 １年全員

美しく興味深い写真を多数掲載し、生徒の学習意欲を高められるよう工夫
している。「コラム」では、身近で具体的な話題を充実させ、日常生活と
学習内容とを関連づけることで、生徒の興味関心を向上させられるよう配
慮されている。デジタルコンテンツが多数用意されており、QRコードに
よって簡単に利用でき、生徒が自主的・主体的に学習に取り組める。

7 理科 1 生物基礎 数研 生基707 生物基礎 看護科１年全員

文字や図・写真が大変見やすく、１年間を通じて学習する教材にふさわし
い。生物に関する興味や関心を深める「参考」「コラム」が充実してお
り、看護科の専門教科における基礎知識と、生徒の思考力、判断力、表現
力を養うことができる。デジタルコンテンツが豊富で、生徒の自主的・主
体的な学習が期待できる。



8 保健体育 1 保健体育 大修館 保体701 現代高等保健体育 １年全員

身近な内容が取り上げられ、生徒の興味・関心に対する配慮がなされてお
り、実生活に活用できるよう工夫されているところが、本校の生徒の実態
に合っている。人権にも配慮されるなど、生徒の健やかな身体、豊かな情
操を育むために工夫されている。

9 芸術 1 音楽Ⅰ 教芸 音Ⅰ702 高校生の音楽 1 １年全員
楽曲のバランスがよく、本校生徒に対して指導しやすい。また、使用する
楽器の種類も多く、伝統文化を尊重し、豊かな情操の育成のための工夫さ
れている。

10 外国語 1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅠ

数研 CⅠ717
COMET English
Communication Ⅰ

福祉科１年全員

基本的な文法事項が丁寧に扱われており、学び直し教材としての活用が可
能である。また写真や図等が豊富で、生徒の興味関心をひくような多彩な
題材で構成されている。言語活動も取り組みやすいように配置されてお
り、４技能の総合的な育成やコミュニケーション能力の伸長につながる。

11 外国語 1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅠ

啓林館 CⅠ714
LANDMARK Fit English
Communication Ⅰ

看護科１年全員
基礎・基本及び応用力の定着を重視した構成になっている。取り扱われて
いるテーマや言語活動の内容も豊富で多岐にわたっており、４技能の総合
的な育成及びコミュニケーション能力の伸長に期待ができる。

12 看護 1 看護 実教 看護701 基礎看護
看護科１～３年
全員継続

新学習指導要領に対応し、基礎的な内容の学習が体系的に行えるように配
置され、職業教育に必要な基礎的・基本的知識や技術の習得ができる内容
である。

13 福祉 1 福祉 実教 福祉701 社会福祉基礎
福祉科１～３年
全員継続

新学習指導要領に対応し、社会福祉の基礎から応用へとつながるように配
置され、学習しやすい内容になっている。資料等もみやすく、生徒の興味
関心が深まる工夫がされ、職業教育に必要な、基礎的・基本的知識の習得
ができる内容である。

14 福祉 1 福祉 実教 福祉702 介護福祉基礎
福祉科１～３年
全員継続

新学習指導要領に対応し、介護福祉の基礎から応用へとつながるように配
置され、学習しやすい内容になっている。資料等もみやすく、生徒の興味
関心が深まる工夫がされ、職業教育に必要な、基礎的・基本的知識の習得
ができる内容である。



15 福祉 1 福祉 実教 福祉703 生活支援技術
福祉科１～３年
全員継続

生活支援技術の基礎から応用へとつながるように配置され、学習しやすい
内容になっている。資料等もみやすく、生徒の興味関心が深まる工夫がさ
れ、職業教育に必要な、基礎的・基本的知識の習得ができる内容である。

16 福祉 1 福祉 実教 福祉704 こころとからだの理解
福祉科１～３年
全員継続

医学的知識の基礎から応用へとつながるように配置され、学習しやすい内
容になっている。資料等もみやすく、生徒の興味関心が深まる工夫がさ
れ、職業教育に必要な、基礎的・基本的知識の習得ができる内容である。

17 国語 2 論理国語 数研 論国708 論理国語 看護科２年全員
幅広いジャンルの題材で、論理的・多角的に思考し、表現する力を鍛える
ことができる。また読解や表現に役立つ多彩なコラム・活動・巻末資料が
掲載されている。

18 国語 2 文学国語 数研 文国706 文学国語 ２年全員
古典的名作から最新の現代小説まで、高校生の心に響く題材が豊富に収録
されている。また文学鑑賞の幅を広げる戯曲・文学評論・古典教材も収録
されている。

19 地理歴史 2 地理総合 帝国 地総707 高校生の地理総合 ２年全員
資料や写真などの諸資料がわかりやすく、QRコード利用によりタブレット
端末を有効に用いることができるため。生徒がSDGsなどに主体的に取り組
める内容である。

20 数学 2 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ711 新編　数学Ⅱ 看護科２年全員

１学年で使用した数学Ⅰと同じシリーズでスムーズに移行できる。基礎的
な問題から、応用的な問題までしっかりおさえられており、公式を対比さ
せ、例・例題と問の間に難易のギャップがなく、生徒の実態にあってい
る。またQRコードによるスマホ・タブレットを使用してweb上で問題を解
くなど、視覚的に数学を理解することができる。

21 理科 2 生物基礎 数研 生基707 生物基礎 福祉科２年全員

内容が豊富かつ専門的でありながら、日常生活や社会との関連を意識した
「探究活動」、「コラム」などが豊富に扱われており、生徒に興味・関心
をもたせながら授業展開が可能な要素が多く盛り込まれている。さらに、
図と文字の両方においてユニバーサルデザインにも配慮されており1年間
を通じて学習する教材にふさわしい。福祉科の専門教科における基礎知識
と、生徒の思考力、判断力、表現力を養うことができる。



22 理科 2 生物 数研 生物704 生物 看護科２年全員
発展を含めて内容が豊富かつ専門的であり、看護科の専門教科における基
礎知識と、生徒の思考力、判断力、表現力を養うことができる。デジタル
コンテンツが豊富で、生徒の自主的・主体的な学習が期待できる。

23 外国語 2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡ

数研 CⅡ717
COMET English

Communication Ⅱ
福祉科２年全員

英語コミュニケーションⅠと同じ出版社のものであるので継続した英語学
習を行うことができる。扱われているテーマも多岐にわたっており、英語
での討論に向いた内容が数多く盛り込まれているため、生徒の活発な意見
を引き出すことができる。また生徒の興味関心をひく内容が豊富で、リ
サーチなど発展的な学習につなげることができる。

24 外国語 2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡ

啓林館 CⅡ714
LANDMARK Fit English

Communication Ⅱ
看護科２年全員

英語コミュニケーションⅠと同じ出版社のものであるので継続した英語学
習を行うことができる。扱われているテーマも多岐にわたっており、世界
についての知識、多様な価値観に触れることができる。また、４技能を統
合した活動も多く取り入れられており、授業において様々なコミュニケー
ション活動を取り入れることが容易である。

25 家庭 2 家庭基礎 教図 家基703
家庭基礎　つながる暮ら
し　共に創る未来

２年全員

多様な生き方、人間関係について詳しくまとめられ、新しい視点で考え構
成されている。環境問題についても社会の一員として自覚を持てる教材で
あり図表が明確でわかりやすい。また住居分野、消費問題において環境と
絡めた部分でわかりやすくまとめられており使いやすい。

26 福祉 2 福祉 実教 福祉305 コミュニケーション技術
福祉科２～３年
全員継続

コミュニケーション技術の基礎から応用へとつながるように配置され、学
習しやすい内容になっている。資料等もみやすく、生徒の興味関心が深ま
る工夫がされ、職業教育に必要な、基礎的・基本的知識の習得ができる内
容である。

27 福祉 2 福祉 実教 福祉306 介護過程
福祉科２～３年
全員継続

介護過程の展開に関する基礎から応用へとつながるように配置され、学習
しやすい内容になっている。資料等もみやすく、生徒の興味関心が深まる
工夫がされ、職業教育に必要な、基礎的・基本的知識の習得ができる内容
である。

28 国語 3 国語表現 大修館 国表307 国語表現 改訂版 福祉科３年選択
書く力や話したり聞いたりする力を基礎から養うためのレッスンが並んで
おり、作文力、表現力の強化を図りたい生徒のニーズに応えられる内容で
ある。生徒の思考力、判断力、想像力を養うことができる。



29 国語 3 古典Ａ 第一 古A314
高等学校 改訂版 標準古
典A 物語選

看護科３年全員
説話・物語・随筆・和歌といった各ジャンルがバランスよく配置され、内
容も平易かつ起伏に富んだものであるため、生徒の興味を喚起しやすい。
生徒の思考力、判断力、想像力を養うことができる。

30 地理歴史 3 日本史Ａ 第一 日A312
高等学校改訂版日本史Ａ
人・くらし・未来

３年生全員
国内だけでなく、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、適切な資料や写真などの諸資料が豊富な内容である。

31 数学 3 数学Ａ 東書 数A318 数学Ａ　Standard 福祉科３年選択

１、２学年で使用した数学Ⅰと同じシリーズでスムーズに移行できる。例
題の解説が丁寧であり、基礎的な問題が多く記載されているため、生徒の
実態にあっている。それらに主体的に取り組むことで、生徒の思考力、判
断力、創造力を養うことができる。

32 数学 3 数学Ａ 数研 数A329 改訂版　新編　数学Ａ 看護科３年全員

１、２学年で使用した数学Ⅰ、Ⅱと同じシリーズでスムーズに移行でき
る。標準的な問題がしっかりおさえられており、生徒の実態にあってい
る。それらに主体的に取り組むことで、生徒の思考力、判断力、想像力を
養うことができる。

33 芸術 3 音楽Ⅱ 教芸 音Ⅱ309 高校生の音楽2 福祉科３年選択
楽曲のバランスがよく、本校生徒に対して指導しやすい。また、使用する
楽器の種類も多く、伝統文化を尊重し、豊かな情操の育成のための工夫さ
れている。

34 外国語 3 英語表現Ⅰ 啓林館 英Ⅰ330
Vision Quest English
Expression Ⅰ Core

福祉科３年選択
4技能を統合する実際の場面の想定した活動が取り入れてあり、総合的な
英語力の向上及びコミュニケーション能力の伸長につながる。

35 外国語 3 英語表現Ⅰ 啓林館 英Ⅰ329
Revised Vision Quest
English Expression Ⅰ
Standard

看護科３年全員
4技能を統合する実際の場面の想定した活動が取り入れてあり、総合的な
英語力の向上やコミュニケーション能力の伸長につながる。また生徒がよ
り発展的な問題に取り組むことができる。



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 数学 2 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ715 最新　数学Ⅰ
福祉科２年全員
１年からの継続

例と問、例題と練習の対応や、多色刷りで図や表の多用等、段階的、視覚
的にイメージできる内容で、生徒の実態に合っている。またQRコードによ
るスマホ・タブレットを使用してweb上で問題を解くなど、視覚的に数学
を理解することができる。

2 福祉 2 福祉 実教 福祉702 介護福祉基礎
福祉科２年全員
１年からの継続

介護福祉の基礎から応用へとつながるように配置され、学習しやすい内容
になっている。資料等もみやすく、生徒の興味関心が深まる工夫がされ、
職業教育に必要な、基礎的・基本的知識の習得ができる内容である。

3 福祉 2 福祉 実教 福祉303 生活支援技術
福祉科２年全員
１年からの継続

生活支援技術の基礎から応用へとつながるように配置され、学習しやすい
内容になっている。資料等もみやすく、生徒の興味関心が深まる工夫がさ
れ、職業教育に必要な、基礎的・基本的知識の習得ができる内容である。

4 福祉 2 福祉 実教 福祉304 こころとからだの理解
福祉科２年全員
１年からの継続

医学的知識の基礎から応用へとつながるように配置され、学習しやすい内
容になっている。資料等もみやすく、生徒の興味関心が深まる工夫がさ
れ、職業教育に必要な、基礎的・基本的知識の習得ができる内容である。

5 看護 2 看護 実教 看護701 基礎看護
看護科２年全員
１年からの継続

基礎看護の各技術を関連づけて理解できるよう配置されている。新国家試
験問題に対応できる内容となっており、職業教育に必要な基礎的・基本的
な知識や技術が習得できる内容である。

7 国語 3 現代文Ｂ 東書 現Ｂ321 新編現代文Ｂ
３年全員
２年からの継続

小説教材は現代小説が多めでバラエティーに富んでおり、評論は具体例が
豊富でイメージしやすいものが多い。全般的に、社会に出た際に求められ
る国語の一般常識の取得を重視している。生徒の思考力、判断力、想像力
を養うことができる。

8 外国語 3
コミュニ
ケーション
英語Ⅱ

数研 コⅡ342
Revised COMET English
Communication Ⅱ

福祉科３年全員
２年からの継続

扱われているテーマが多岐にわたっており、世界についての知識、多様な
価値観に触れることができる。また、４技能を統合した活動が多く取り入
れてあり、授業で継続的に様々な形態のコミュニケーションの活動を取り
入れることが容易である。

以下は、継続使用の教科書で、需要表第１表対象外のもの。



9 看護 3 看護 実教 看護301 基礎看護
看護科３年全員
１年からの継続

基礎看護の各技術を関連づけて理解できるよう配置されている。看護につ
いて体系的に学習できる内容となっており、職業教育に必要な基礎的・基
本的な知識や技術が習得できる内容である。

10 看護 3 看護 実教 看護302 人体と看護
看護科３年全員
１年からの継続

人体の構造と機能について、基礎的な内容の学習が体系的に行えるように
配置されている。内容が精選され、わかりやすい表現であるところが高校
段階で看護の学習をする本校の生徒の実態に合っている。職業教育に必要
な基礎的な知識が習得できる内容である。

11 福祉 3 福祉 実教 福祉301 社会福祉基礎
福祉科３年全員
１年からの継続

社会福祉の基礎から応用へとつながるように配置され、学習しやすい内容
になっている。資料等もみやすく、生徒の興味関心が深まる工夫がされ、
職業教育に必要な、基礎的・基本的知識の習得ができる内容である。

12 福祉 3 福祉 実教 福祉302 介護福祉基礎
福祉科３年全員
１年からの継続

介護福祉の基礎から応用へとつながるように配置され、学習しやすい内容
になっている。資料等もみやすく、生徒の興味関心が深まる工夫がされ、
職業教育に必要な、基礎的・基本的知識の習得ができる内容である。

13 福祉 3 福祉 実教 福祉303 生活支援技術
福祉科３年全員
１年からの継続

生活支援技術の基礎から応用へとつながるように配置され、学習しやすい
内容になっている。資料等もみやすく、生徒の興味関心が深まる工夫がさ
れ、職業教育に必要な、基礎的・基本的知識の習得ができる内容である。

14 福祉 3 福祉 実教 福祉304 こころとからだの理解
福祉科３年全員
１年からの継続

医学的知識の基礎から応用へとつながるように配置され、学習しやすい内
容になっている。資料等もみやすく、生徒の興味関心が深まる工夫がさ
れ、職業教育に必要な、基礎的・基本的知識の習得ができる内容である。

15 福祉 3 福祉 実教 福祉305 コミュニケーション技術
福祉科３年全員
２年からの継続

コミュニケーション技術の基礎から応用へとつながるように配置され、学
習しやすい内容になっている。資料等もみやすく、生徒の興味関心が深ま
る工夫がされ、職業教育に必要な、基礎的・基本的知識の習得ができる内
容である。



16 福祉 3 福祉 実教 福祉306 介護過程
福祉科３年全員
２年からの継続

介護過程の基礎から応用へとつながるように配置され、学習しやすい内容
になっている。資料等もみやすく、生徒の興味関心が深まる工夫がされ、
職業教育に必要な、基礎的・基本的知識の習得ができる内容である。


