
令和４年度使用教科書一覧表　　　県立西宮甲山高等学校（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
幅広い現代文の題材が収録されており、一年生で学んでおくべき知識や読
解力が身につくよう構成されている。

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
古典分野において教材や基礎的な教材が幅広く収録されており、一年生で
学んでおくべき知識や読解力が身につくよう構成されている。

3 地理歴史 1 歴史総合 東書 歴総７０１ 新選歴史総合 １年全員
近現代を取り巻く日本の伝統と文化を基盤とし異文化理解の観点から世界
の歴史的な情勢とそれにおける切り口がわかりやすい。来年度、ICTを活
用した授業対応がコンパクトに詰め込まれ、教員側の負担も軽減できる

4 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ７１４ 新編　数学Ⅰ １年全員

基本的な内容から体系的に学習できるように構成されている。各単元の最
初には数学が日常生活で使われていることの事例を紹介しており、全単元
の学習が終了したころにもう一度最初に戻ればさらなる発展的な学習が期
待できる。

5 数学 1 数学A 数研 数Ａ７１４ 新編　数学A １年全員

中学校での学習内容からスモールステップで発展的な内容へとつながって
いる。どの分野においても図が豊富に掲載されており、視覚的な理解が期
待できる。また、身近な事例の紹介もあり授業内で実践できる事例も多く
掲載されている。

6 理科 1 化学基礎 実教 化基７０５ 高校化学基礎　 １年全員
豊富な内容が簡潔に解り易く記載されている。学習意欲が高まるように編
集されており、生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができる。

7 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 説明文、表などがバランスよく配置されている。

8 芸術 1 音楽Ⅰ 教芸 音Ⅰ７０３ ＭＯＵＳＡ１ １年選択

生徒が親しみやすい楽曲を多く取り上げたり、手拍子による創作活動を取
り入れるなど、生徒の興味・関心を高めることができるように工夫されて
おり、本校の生徒の実態に適している。実践的な内容を含む日本の伝統音
楽の解説や、音楽を形づくっている要素を知覚することにねらいをおいた
鑑賞教材を取り上げるなど、伝統や文化を尊重し、豊かな情操を育むのに
適した内容になっている。

9 芸術 1 美術Ⅰ 光村 美Ⅰ７０１ 美術１ １年選択

国内外の古典から現代の作品が幅広く扱われており、生徒が他者を尊重
し、寛容な心を養うために適した内容である。また、多様な作品を鑑賞す
ることによって人々との共生や、国際社会の平和発展に向けた活動につな
がるよう工夫されている。

10 芸術 1 書道Ⅰ 東書 書Ⅰ７０１ 書道Ⅰ １年選択

資料、写真、挿絵、図表などが学習と適切に関わったものであるところ
が、本校の生徒の実態に合っている。表現や鑑賞の活動を通して、生活や
社会の中での文字や書の働き、書の伝統と文化と豊かに関わりながら主体
的に学習を深められるように工夫されている。

11 外国語 1 英語コミュニケーションⅠ 数研 ＣⅠ７１６ BIG DIPPER English Communication 1 １年全員
長文の題材が興味深いものであり、コミュニケーション活動も行いやす
い。

12 外国語 1 論理・表現Ⅰ 三省堂 論Ⅰ７０５ MY WAY Logic and Expression １　 １年全員 文法解説が体系的にまとめられていて、わかりやすい。



13 家庭 1 家庭基礎 実教 家基７０７ 図説家庭基礎 １年全員
写真、図などの資料が極めて豊富であり、生徒の学習意欲が高まる。生徒
が現在および将来にわたって生きる力を身に着け自分らしい生活を創造す
るのに適している。

14 情報 1 情報Ⅰ 実教 情Ⅰ７０５ 最新情報Ⅰ １年全員

情報Ⅰで扱う４つの分野がバランスよく、説明も簡潔で,図表やデジタル
コンテンツも多く使っており、わかりやすい。情報に関する科学的な理解
や思考力等の育成及び情報社会に主体的に参画するための資質・能力の育
成に適した内容であり、周囲とコミュニケーションを図りながら問題を発
見し、創造的に解決する能力を養うことができる内容となっている。

15 国語 2 現代文A 東書 現Ａ３０６ 現代文Ａ ２年選択
基礎から応用へとつながるように配置され、教材も具体例を盛り込むなど
学習しやすい工夫がされているところが、本校の生徒の実態に合ってい
る。

16 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
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
良く配置されている。

17 国語 2 古典Ａ 東書 古Ａ３０１ 古典A ２年選択
古典及び我が国の伝統と文化や古典に関連する近代の文章がバランス良く
配置され、様々な時代の人々のものの見方、感じ方、考え方を理解するの
に適している。

18 国語 2 古典Ｂ 第一 古Ｂ３５３ 高等学校　改訂版標準古典Ｂ ２年全員
収録されている作品は、古文並びに漢文分野で基礎的事項の理解や習得の
ために工夫されており、かつ我が国の伝統的な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。

19 地理歴史 2 世界史Ａ 帝国 世Ａ　３１４ 明解世界史Ａ ２年選択
本文中にも地図や図版が多く、世界史のイメージをつくりやすい。また、
日本史との関連や国際関係を学ぶ上での基礎知識も網羅されており、本校
生徒に合っている。

20 地理歴史 2 世界史Ｂ 山川 世Ｂ　３１０ 詳説世界史　改訂版 ２年選択
内容・分量ともに豊富なので、指導がしやすい。本校生徒に必要な授業内
容を提供でき、異文化や異なる価値観を理解するのにも役立つ。

21 地理歴史 2 日本史Ｂ 山川 日Ｂ　３０９ 詳説日本史　改訂版 ２年選択
内容・分量ともに豊富なので、幅広い知識と教養を身に付けるのに効果的
である。また、我が国の伝統と文化を考察するのにも役立つ。

22 地理歴史 2 地理Ｂ 帝国 地Ｂ　３０４ 新詳地理Ｂ ２年選択
系統立ててまとめられており、情報量も豊富で十分な知識を確保できる。
国際関係と地理的条件との関連性を考察でき,本校生徒に合っている。

23 数学 2 数学Ⅱ 東書 数Ⅱ　３１８ 数学Ⅱ Standard ２年選択
基本的な内容に加えて、発展や研究といった応用的な内容も充実してお
り、生徒の学力や学習状況に応じて思考力を高めていくことが出来る。



24 数学 2 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ　３３１ 改訂版 新 高校の数学Ⅱ ２年選択
各単元ごとに丁寧な説明と図を用いており、基本事項の習熟を図ることが
できる。また問題を通じて数学の有用性も理解でき、幅広い知識や教養の
基になる想像力・思考力を養うことが出来る。

25 数学 2 数学B 東書 数Ｂ　３１７ 数学B Standard ２年選択
ベクトルや数列など、新しい概念の分野にも基本的事項から丁寧に説明し
ており、積極的かつ主体的に取り組みやすい工夫がなされている。例題や
練習を通じて、力を付けることが出来る。

26 理科 2 生物基礎 第一 生基３１９ 高等学校　改訂新生物基礎 ２年全員
大判で図・写真が豊富で分かりやすく、授業だけでなく家庭学習にも使用
しやすい。生活と生物学を関連付けた内容も多く、生徒の生徒の思考力・
判断力・表現力を養うことができる。

27 理科 2 化学 啓林館 化学３１２ 化学　改訂版 ２年選択
豊富な内容が簡潔にわかり易く記載されており、生徒の思考力・判断力・
表現力を養うことができる。多くの生徒が大学に進学する本校理系生徒の
学習の実態と合致している。

28 理科 2 物理基礎 数研 物基３１８ 改訂版　物理基礎 ２年選択
図、写真が豊富で分かりやすく、学習意欲を高めやすい内容になってい
る。基礎から発展まで充実しているので，生徒の思考力・判断力・表現力
を養うことができる。

29 芸術 2 音楽Ⅱ 教芸 音Ⅱ３１０ ＭＯＵＳＡ２ ２年選択

生徒が興味・関心を高められるような実践的な題材や身近な楽曲が選ばれ
ており、音楽Ⅰで磨いた音楽文化に対する感性をもとに、我が国や世界の
多様な伝統や芸能・文化を尊重し、豊かな感性を養うのに適した内容に
なっている。

30 芸術 2 美術Ⅱ 光村 美Ⅱ３０３ 美術２ ２年選択

国内外の古典から現代の作品が幅広く扱われており、生徒が他者を尊重
し、寛容な心を養うために適した内容である。また、多様な作品を鑑賞す
ることによって人々との共生や、国際社会の平和発展に向けた活動につな
がるよう工夫されている。

31 芸術 2 書道Ⅱ 東書 書Ⅱ３０５ 書道Ⅱ ２年選択

資料、写真、挿絵、図表などが学習と適切に関わったものであるところ
が、本校の生徒の実態に合っている。書道Ⅰでの学習を基礎にして、生活
や社会の中での文字や書の働き、書の伝統と文化と深くかかわる資質・能
力を育成されるよう工夫されている。

32 外国語 2 コミュニケーション英語Ⅱ 桐原 コⅡ３５４ WORLD TREK English CommunicationⅡ ２年全員
題材が生徒にとって興味関心を持ちやすいもので、生徒の学力に適してお
り、会話文を通して文法や口語表現が学べるようになっている。また４技
能を組み合わせた内容により英語による表現力を養えるものである。

33 外国語 2 英語表現Ⅱ 啓林館 英Ⅱ３２３ Vison Quest　English Expression Ⅱ　HOPE ２年全員 文法解説が体系的にまとめられていて、わかりやすい。

34 家庭(専門） 2 子どもの発達と保育 教図 家庭３０４ 子どもの発達と保育　育つ・育てる・育ちあう ２年選択
将来保育士、幼稚園教諭を目指す生徒が多く「第４章子どもの保育」が充
実しており、子育て支援・ふれあい保育等の実践活動に必要な生徒のコ
ミュニケーション能力、判断力を養うことができる内容となっている。



35 情報 2 社会と情報 実教 社情３１１ 最新社会と情報　新訂版 ２年選択

図表や写真が多く盛り込まれて、理解しやすい構成になっている。情報に
関する今日的課題について記述がわかりやすく、基本的なルールを遵守
し、役割や責任をもってよりよい社会づくりに向けて主体的に行動する態
度を育む内容となっている。

36 国語 3 現代文A 東書 現Ａ３０６ 現代文Ａ ３年選択
基礎から応用へとつながるように配置され、教材も具体例を盛り込むなど
学習しやすい工夫がされているところが、本校の生徒の実態に合ってい
る。

37 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 ３年選択
基礎・基本を重視する教材を精選しているとともに、我が国の文化を今に
伝えるうえで定評のある教材と新たな発見につながる斬新な教材をバラン
ス良く配置している。

38 地理歴史 3 世界史Ａ 帝国 世Ａ３１４ 明解世界史Ａ ３年選択
本文中にも地図や図版が多く、世界史のイメージをつくりやすい。また、
日本史との関連や国際関係を学ぶ上での基礎知識も網羅されており、本校
生徒に合っている。

39 地理歴史 3 日本史Ａ 東書 日Ａ３０８ 日本史Ａ　現代からの歴史 ３年選択
日本の近現代史の必要な分野が的確に扱われている。写真・絵画等の資料
が豊富であり、生徒が主体的に異文化や価値観を理解できるよう工夫され
ている。

40 数学 3 数学Ⅲ 東書 数Ⅲ３１６ 数学Ⅲ Standard ３年選択
図を用いて視覚的な理解を深めながら、基本問題だけでなく応用問題にも
取り組むことが出来る。基本事項を効果的に学ぶことが出来る。

41 理科 3 物理 数研 物理３１３ 改訂版　物理 ３年選択
図、写真が豊富で分かりやすく、学習意欲を高めやすい内容になってい
る。基礎から発展まで充実しているので，生徒の思考力・判断力・表現力
を養うことができる。

42 理科 3 科学と人間生活 第一 科人３０９ 高等学校　改訂　科学と人間生活 ３年選択
図や写真などの例が多いため分かりやすい内容となっているが、内容もさ
ほど易しすぎることはなく生徒の思考力・判断力・表現力を養うことがで
きる。

43 理科 3 生物 東書 生物３０７ スタンダード生物 ３年選択
大判で、写真や図が豊富で分かりやすく、生徒の思考力・判断力・表現力
を養うことができる。看護系の進路にも配慮した内容となっており、本校
生徒の進路にも適している。

44 外国語 3 コミュニケーション英語Ⅲ 数研 コⅢ　３３８ Revised BIG DIPPER English Communication Ⅲ ３年全員
題材が生徒にとって興味関心を持ちやすいもので、生徒の学力に適してお
り、会話文を通して文法や口語表現が学べるようになっている。また４技
能を組み合わせた内容により英語による表現力を養えるものである。

45 家庭(専門） 3 ファッション造形基礎 実教 家庭３０６ ファッション造形基礎 ３年選択

和服の制作、女物単衣長着・男物単衣長着の製図や和服制作の用具、素
材、基本的な技法がわかりやすく理解しやすい 。和服の制作を通して日
本の民族衣装和服の良さを理解し生徒の資質能力を磨くことができる内容
となっている。



46 情報（専門） 3 情報の表現と管理 実教 情報３０１ 情報の表現と管理 ３年選択

イラストや写真に加え、わかりやすいケーススタディ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。単元ごとに基本的な内容を確認で
き、課題研究で周囲とコミュニケーションを図りながら問題を発見し、創
造的に解決することができる力を養う内容となっている。

47 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年から継続

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。

48 国語 2 古典Ａ 第一 古Ａ３１４ 高等学校改訂版　標準古典Ａ　物語選 ２年から継続
基礎・基本を重視する教材を精選しているとともに、我が国の文化を今に
伝えるうえで定評のある教材と新たな発見につながる斬新な教材をバラン
ス良く配置している。

49 国語 3 現代文Ｂ 第一 現Ｂ３４０ 改訂版　標準現代文Ｂ ２年から継続
言語を通して幅広い知識と教養を身につけ、真理を求める現代文の目的に
かなう教材を多く集めているとともに、コミュニケーション能力の伸張に
つながる内容であることが本校の生徒の実態に合っている。

50 国語 3 古典Ｂ 第一 古Ｂ３５３ 改訂版　標準古典Ｂ 2年から継続
収録されている作品は、古文並びに漢文分野で基礎的事項の理解や習得の
ために工夫されており、かつ我が国の伝統的な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。

51 地理歴史 3 世界史Ｂ 山川 世Ｂ３１０ 詳説世界史　改訂版 ２年から継続
内容・分量ともに豊富なので、指導がしやすい。本校生徒に必要な授業内
容を提供でき、異文化や異なる価値観を理解するのにも役立つ。

52 地理歴史 3 日本史Ｂ 山川 日Ｂ３０９ 詳説日本史　改訂版 ２年から継続
内容・分量ともに豊富なので、幅広い知識と教養を身に付けるのに効果的
である。また、我が国の伝統と文化を考察するのにも役立つ。

53 地理歴史 3 地理Ｂ 帝国 地Ｂ３０４ 新詳地理Ｂ ２年から継続
系統立ててまとめられており、情報量も豊富で十分な知識を確保できる。
国際関係と地理的条件との関連性を考察でき,本校生徒に合っている。

54 理科 3 化学基礎 啓林館 化基３１８ 化学基礎　 改訂版 １年から継続
豊富な内容が簡潔にわかり易く記載されており、生徒の思考力・判断力・
表現力を養うことができる。多くの生徒が大学に進学する本校理系生徒の
学習の実態と合致している。

55 理科 3 化学 啓林館 化学３１２ 化学　改訂版 ２年から継続
豊富な内容が簡潔にわかり易く記載されており、生徒の思考力・判断力・
表現力を養うことができる。多くの生徒が大学に進学する本校理系生徒の
学習の実態と合致している。

56 外国語 3 英語表現Ⅱ いいずな 英Ⅱ３３２ be English Expression Ⅱ ２年から継続
生徒の興味・関心を引き付ける題材が用意されており、学習目的や生徒の
レベルに応じて題材を選べるように工夫されている。４技能を組み合わせ
た内容により英語による表現力を養えるものである。


