
令和４年度使用教科書一覧表　　　県立猪名川高等学校（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 三省堂 現国705 新現代の国語 1年全員

主体的・対話的で深い学びを導くために、学力の三要素を踏まえた構成に
なっているため。また、SDGsや防災教育等の視点から教材選定が行われて
いるため。

2 国語 1 言語文化 三省堂 言文704 新言語文化 1年全員

古典分野・近現代文分野が身に付けたい能力ごとに一つの単元として構成
されており、知識の活用や自らの世界観を深めるための教材選定が行われ
ているため。

3 国語 2 現代文Ｂ 大修館 現Ｂ331 精選現代文Ｂ新訂版 2年全員

主体的・対話的で深い学びに導くための言語活動例が多く掲載されている
ため。また、生徒の実態に適した親しみやすい教材が掲載されているた
め。

4 国語 2 古典Ｂ 大修館 古Ｂ341 精選古典Ｂ改訂版 2年全員

古典分野、漢文分野ともに効率的な教材選択がされており、日本古来の伝
統、文化にふれるとともに真理を求める態度を養うために適切な教材であ
るため。

5 国語 2 国語表現 教育出版 国表306 国語表現　改訂版
2年教育コミュニ
ケーション類型

語彙、文法、表現等、基礎的・基本的事項を実践的に学べるように工夫さ
れており、生徒の柔軟な思考力に基づく判断力や想像力・コミュニケー
ション能力を養うのに適している。

6 公民 3 倫理 第一 倫理310 高等学校改訂版倫理 3年文系選択

現代社会で扱った倫理分野の内容を、更に深く学び自ら考える科目であ
り、3年生で選択しようとする生徒のニーズに近い内容である。また、この
教科書で使用する用語が良いと思われる。

7 地理歴史 1 歴史総合 帝国 歴総706 明解　歴史総合 1年生

今まで世界史Aで使用していた教科書とレベルが近く、生徒の学習能力に
あった教材であり、地図やコラムなど、資料が豊富に組み込まれている。
世界と日本の歴史の繋がりが明解な構成になっており、生徒が考える問い
も組み込まれている。

8 地理歴史 2 世界史Ｂ 山川 世B310 詳説世界史　改訂版 2年文系選択

簡潔でわかりやすい文章表現と見やすい地図・写真で、教科書を中心に学
習しやすいところが本校の生徒の実態に合っている。アジア・アメリカ・
現代史については、新しい研究成果を踏まえた記述もされており、世界史
をとおして様々な価値観に触れ、物事を多面的に捉える力を養うことがで
きる。

9 地理歴史 2 日本史B 山川 日B309 詳説日本史　改訂版 2年文系選択

流れや因果関係が詳しくまとめられており、系図などの図・表・史料も含
め、内容が理解しやすいようにまとまっている。教科書を中心に学習でき
るところが本校の生徒の実態にあっている。

10 地理歴史 2,3 地理A 帝国 地A308 高等学校新地理A 3年文系選択・2年理系

単元の課題を明示した「リード」からはじまることで、その時の授業の意
識付けがしやすくなる。また、図版・写真を示しながら、系統地理を丁寧
に解説できている。

11 地理歴史 2,3 地理A 帝国 地図310 新詳高等地図 3年文系選択・2年理系

世界の最新の動きが分かる特集ページや風土や暮らしが理解できる世界の
地図ページなど、地図や資料図に示した世界の最新の動きからグローバル
化する現代世界の姿を読みとけるようつくられている。

12 地理歴史 3 世界史A 帝国 世A314 明解　世界史A 3年文系選択・理系選択

各単元が見開き2ページで簡潔にまとめられており、はじめて世界史にふれ
る生徒にとって世界史に興味・関心をもって取り組みやすい構成となって
いる。また、教科書右端のチェックマークにより、学習内容が日本史では
どの時代にあたるのかを、容易に知ることができ、日本史と世界史との関
係を理解しやすい工夫がなされている

印
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13 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ714 新編　数学Ⅰ 1年全員

二次関数の分野において、グラフの図版が見やすく、視覚的な説明が豊富
である。内容も本校の生徒にとって適切であり、発展問題など生徒が自発
的に学習する工夫もなされている。

14 数学 1 数学A 数研 数A 714 新編　数学A 1年全員

場合の数・確率の分野において、色刷りの図版などが見やすく、視覚的な
説明が豊富である。内容も本校の生徒にとって適切であり、発展問題など
生徒が自発的に学習する工夫もなされている。

15 数学 2 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ 2年全員
1年の数学Ⅰで数研の教科書を用いており、継続的に学習できる。グラフや
色刷りなどを利用した説明が豊富である。内容は基礎的な問題が充実して
おり、本校生徒に適切である。

16 数学 2 数学B 数研 数B 327 改訂版　新編　数学B 2年選択、2年理系
1年の数学Aで数研の教科書を用いており、継続的に学習できる。基礎的な
問題が充実しており、本校生徒に適切である。自発的に学習する生徒には
発展問題や応用問題が用意されており、取り組むことができる。

17 数学 3 数学Ⅲ 数研 数Ⅲ　324 改訂版　新編　数学Ⅲ 3年選択
2年までの数学の授業で数研を用いており継続的に学習できる。グラフや色
刷りの図版などが見やすく、視覚的な説明が豊富である。発展問題・応用
問題などの掲載もあり、生徒が自発的に学習する工夫もなされている。

18 理科 1 科学と人間生活 実教 科人702 科学と人間生活 1年全員

カラー写真や図が豊富で視覚的にもわかりやすく，物化生地の4分野の基礎
的な内容から扱っている。また，身近な自然現象を利用した探究活動が充
実しており、生徒の興味・関心を高めるだけでなく、思考力・判断力・表
現力を養うことができる。

19 理科 2 物理基礎 東書 物基311 改訂　物理基礎 2年理系物理選択

理系生徒の選択科目であるので、分かりやすさとともに生徒の興味を深め
自ら考えることのできることを重視した。この教科書では図や写真，グラ
フなどが豊富でコラムなども充実しており生徒の興味を引く工夫がなされ
ている。

20 理科 2 生物基礎 数研 生基317 改訂版　新編　生物基礎

2年文系・教育コミュ
ニケーション類型全
員
2年理系生物選択

図が分かりやすく、簡潔な文章で書かれている。また、内容構成でもカテ
ゴライズが分かりやすく、順序も学習者が理解しやすいように配慮がなさ
れている。また、発展等が充実しており、生徒の思考力、探究心、表現力
の育成に適している。

21 理科 2,3 化学基礎 東書 化基314 改訂　新編　化学基礎
2年理系,2年文系選択
3年文系・教育コミュニ
ケーション類型選択

カラー写真やわかりやすい模式図を多く用い、視覚的にわかりやすい教科
書になっている。また、探究活動が充実しており、生徒の思考力・判断
力・表現力を養うことができる。

22 理科 3 物理 東書 物理308 改訂　物理 3年理系物理選択

2年の物理基礎で東京書籍の教科書を用いており、継続的に学習できる。ま
た図が豊富で理解しやすいので、自らより深く考えることができる。ま
た、探究活動が充実しており、生徒の思考力・判断力・表現力を養うこと
ができる。

23 理科 3 化学 東書 化学309 改訂　新編　化学 3年理系

2年の化学基礎で東京書籍の新編の教科書を用いており、継続的に学習でき
る。また図が豊富で理解しやすいので、自らより深く考えることができ
る。また、探究活動が充実しており、生徒の思考力・判断力・表現力を養
うことができる。
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24 理科 3 生物 数研 生物310 改訂版　生物
3年文系選択
3年理系選択

図が分かりやすく、カラー写真やグラフも充実していて、簡潔な文章で書
かれている。また、内容構成も複雑な内容が整理され、順序も配慮がなさ
れている。また、発展等が充実しており、生徒の思考力、探究心、表現力
の育成に適している。

25 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

身近な内容がとりあげられ、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。また、写真やイラスト、グラフも多く、生徒の理解を深め
やすい。

26 芸術 1 音楽Ⅰ 教芸 音Ⅰ703 ＭＯＵＳＡ１ 1年選択

歌曲だけでなく、ギター作品も随時取り上げられており、その難易度や生
徒の興味・関心という点からみても、本校の実態に合致している。

27 芸術 2 音楽Ⅱ 教芸 音Ⅱ310 ＭＯＵＳＡ２ 2年選択

１年時の内容から継続的に学習できる。歌曲だけでなく、ギター作品も随
時取り上げられており、その難易度や生徒の興味・関心という点からみて
も、本校の実態に合致しており、生徒の理解を深めやすい。

28 芸術 1 美術Ⅰ 日文 美Ⅰ702 高校生の美術１ 1年選択

美術を学ぶ意義を考えながら課題に取り組めるように学んでほしい視点を
明確に示している。

29 芸術 2 美術Ⅱ 日文 美Ⅱ304 高校生の美術２ 2年選択

バランス良く参考作品が取り上げられており、学習内容と適切に関わって
おり、本校の生徒の実態に合っている。

30 芸術 1 書道Ⅰ 光村 書Ⅰ705 書Ⅰ 1年選択

各単元での学習の要点が明確に示され、視覚的にも理解しやすい。伝統文
化を理解しつつ、主体的に自己表現できるよう工夫されている。

31 芸術 2 書道Ⅱ 光村 書Ⅱ308 書Ⅱ 2年選択

各単元での学習の要点が明確に示され、視覚的にも理解しやすい。歴史や
文化と関連付けながら、表現力を養えるよう工夫されており、生徒の理解
を深めやすい。

32 英語 1
英語コミュニ
ケーションⅠ

啓林館 CⅠ 714 LANDMARK Fit English CommunicationⅠ １年全員

４技能を統合的に学習する上で、本文に用いられている語彙・文法・表現
などが基礎的な内容となっており、本校生徒の実態に合っている。SDGsと
関連のある題材が多く、異なる価値観や多様性を学ぶことができる内容と
なっている。

33 英語 1 論理・表現Ⅰ いいづな書店 論Ⅰ 716 Harmony English Logic and ExpressionⅠ １年全員

様々な英語の使用場面を想定しながら文法項目を学ぶこと、場面に応じて
文法項目を用いた英語表現を使うことができるため、生徒のコミュニケー
ション能力、特に発信能力を伸ばすことに適している。

34 英語 2
コミュニケー
ション英語Ⅱ

東京書籍 コⅡ 327 Power On English Communication II ２年全員

トピックが興味深く、議論などの活動を行いやすいものとなっている。語
彙や文章の量、フォントや写真なども、本校の生徒にとって視認性が高い
ものとなっている。生徒の到達度と、３年生での進路選択を考え、２学年
で必要な内容が掲載されている。
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35 英語 2 英語表現Ⅱ 啓林館 英Ⅱ 323 Vision Quest English Expression II Hope ２年全員

単元の分類が分かりやすく、また本校生徒の到達度等を考慮しても、必要
な内容が適度に記載されている。問題数や難易度等も多くなく、４技能統
合を意識した活動などを実施できる分量となっている。

36 英語 3
コミュニケー
ション英語Ⅲ

増進堂 コⅢ341 NEW FLAG ENGLISH COMMUNICATION Ⅲ ３年全員

さまざまなトピックを取り上げ、生徒の関心をひく題材を取り上げてい
る。語彙数や長文の語数などが、生徒のレベルにあっており、短いものか
ら長いものに移行できやすいように工夫がなされている。グループ活動な
どを通して、幅広い知識や教養を探究することができ、コミュニケーショ
ン能力を伸ばすことができる内容となっている。

37 家庭 1 家庭基礎 実教出版 家基705 家庭基礎　気づく力築く未来 １年全員

自ら気づき、考えやすいよう工夫された導入部があり、課題解決に向かう
力を身につけやすい構成である。本文に沿って図やイラストを多く用いる
等、考えるための手助けとなる資料も充実している。全体として統一感の
ある配色で分かりやすく、ポイントとなる部分に注目しやすい配慮がなさ
れている。

38 情報 1 情報Ⅰ 数研出版 情Ⅰ708 高等学校情報Ⅰ 1年生全員

内容構成がまとまっており理解しやすい内容となっている。また文章では
理解しにくい部分も図やイラストが入っているため本校生徒にとっても整
理しやすい内容である。さらに実習教材も豊富で生徒の興味・関心を高め
るだけでなく、思考力・判断力・表現力も養えるようになっている。

39 家庭 2 子どもの発達と保育 実教出版 家庭311 子どもの発達と保育　新訂版 ２年選択

図や写真などの資料が多く、学習理解の深化を図るテーマ学習も盛り込ま
れているため、理論の学習も生活レベルで実践可能な知識として学ぶこと
ができる点で、生徒の思考力や判断力を養うことができる。実習題材も掲
載されており、保育実習や児童との交流学習のための計画立案の資料とし
ても、活用可能である。

40 家庭 3 子ども文化 教育図書 家庭309 子ども文化 ３年選択

子どもの遊びの重要性や表現活動などの内容において、理解しやすい構成
になっている。将来、保育者を目指す生徒にとって児童文化財の製作や読
み聞かせなどの活動を通して職業観や勤労観を育みながら、公共の精神に
基づいて地域への貢献や生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができ
るような構成となっている。


