
令和４年度使用教科書一覧表　　　県立伊丹高等学校（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 東書 現国703 現代の国語 １年全員

収録されている教材の数が多く、そのテーマも昨今、注目されている事柄
のものが多い。各教材に「読み比べ」のできる評論が付されている。また
法令文や対談など多様な文章に触れることができる。そのため、文章を深
く読む力の養成に役立つ。また科目の目標である論理的に考える力の育
成、国語で的確に理解し効果的に表現する資質・能力の育成に適してい
る。デジタル教材、資料によって生徒がコンピュータ等を使用する機会を
設け、指導の効果を高めることもできる。

2 国語 1 言語文化 東書 言文702 精選言語文化 １年全員

近代以降の文章については、定番教材と新教材のバランスがとれている。
古典教材については定番教材が多く、読解力を固めるのに適している。各
教材に「読み比べ」のできる作品が付されている。そのため科目の目標で
ある読解力の養成、論理的に考える力や共感力、想像力の養成、我が国の
言語文化への理解を深めるのに適している。デジタル教材、資料によって
生徒がコンピュータ等を使用する機会を設け、指導の効果を高めることも
できる。

3 地理歴史 1 歴史総合 山川 歴総707
歴史総合
　　近代から現代へ

１年全員

日本と世界のつながりを意識した、因果関係のわかりやすい論理的な記述
がなされており、添付の史料や写真等も適切である。また、各単元には、
歴史の着眼点となる問いかけが複数設定されており、歴史の考察を促すこ
とができる教科書である。

4 公民 1 公共 第一 公共710
高等学校　公共

１年全員

本文は勿論、単元毎のStudyMAPやFileなどの特集ページの内容が充実して
おり、また資料やグラフ等も適切である。ミニコーナーのTopicも理解を
助けてくれる。様々に工夫されており、発展的な学習も可能なところが、
本校生徒に合っている。また、社会・政治・経済分野ともに丁寧な説明が
されており、社会の構成員としての責任と自覚を促し、主体的に行動する
力を培うことができる教科書である。

5 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ713 高等学校　数学Ⅰ １年全員

重要な問題のタイプを十分に押えながら、授業がスムーズに進められる工
夫がなされている。また、授業を支援する教材などをインターネットを通
じて容易に活用できるなど、生徒の思考力・判断力・創造力を養うことの
できる構成である。



6 数学 1 数学Ａ 数研 数Ａ713 高等学校　数学Ａ １年全員

重要な問題のタイプを十分に押えながら、授業がスムーズに進められる工
夫がなされている。また、授業を支援する教材などをインターネットを通
じて容易に活用できるなど、生徒の思考力・判断力・創造力を養うことの
できる構成である。

7 理科 1 物理基礎 数研 物基708 新編　物理基礎 １年全員

物理で押さえておくべき基礎的内容がわかりやすく記されており，発展的
学習の土台づくりとしても十分な内容を含んでいる。本校の生徒に適した
レベルの内容である。物理的なものの見方を養い，論理的な思考力・判断
力を身につけるために適切な演習問題や動画リンクが含まれている。

8 理科 1 生物基礎 数研 生基707 生物基礎 １年全員

各章毎に中学校での既習項目とこれから学習する項目が掲げられ学びに対
する動機付けがある。各節毎に目標が明示され所々に[Quest]で探究心を
高める工夫がされている。ＱＲコードから動画説明に入ることも可能で、
探究的に学べる工夫がある。重要事項が系統的に整理されているので単元
全体を把握しやすくなっている。

9 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
新学習指導要領に対応しており、単元ごとに身近な問題を取り上げる等生
徒の興味・関心に対する配慮がなされている。そのため幅広い知識や教養
を身につけ、思考力・判断力を養う事ができる。

10 芸術 1 音楽Ⅰ 友社 音Ⅰ704 ＯＮ！１ １年選択者

昨年度の教科書内容の中で器楽（特にギター）の教材が不十分だったた
め、より選択肢の多い教科書を希望した。また多様なジャンルから精選さ
れた教材によって必要な内容が十分に扱われており、発声、外国語の発
音、楽曲の構成、楽器の奏法や生徒自ら観察発見できるビジュアルな鑑
賞、各時代の歴史の流れが理解できる音楽史など親しみやすく音楽活動を
していくことが出来る。



11 芸術 1 美術１ 日文 美Ⅰ703 高校美術 １年選択者
高校生の感性に訴える新しい仕掛けや内容が多く、教科書を通して鑑賞力
が養われることが期待できる内容となっている。

12 芸術 1 書道Ⅰ 教出 書Ⅰ704 書道Ⅰ １年選択者

昨年度の教科書内容が一新され、より良い内容になったため希望した。多
様な表現を学ぶのに適した古典がより精選されており、生徒自ら感じて考
察し、想像、工夫する能力を養えるよう、書の歴史や理論についても理解
しやすく扱われている。また、生徒が興味・関心を膨らませやすいよう、
古典や作品をカラーで掲載するなど、鑑賞を深められる資料も豊富であ
る。

13 外国語 1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅠ

啓林館 ＣⅠ712
ELEMENT English
Communication Ⅰ

１年全員
Reading, Writing の活動を通して思考力と自己表現力を養える内容構成
となっている、Lisening Speaking 活動量も多く取り入れられている。文
法的な内容もコミュニケーション活動を通して学べる構成となっている。

14 外国語 1 論理・表現Ⅰ 増進堂 論Ⅰ713
English Logic and
Expression ⅠMAINSTREAM

１年全員
各レッスンの目標が明確である。各レッスンが、生徒主体の活動を中心に
構成されている。さらに各活動のモデルが効果的に提示され、各活動にス
ムーズに取り組めるように、工夫されている。

15 家庭 1 家庭基礎 第一 家基710 家庭基礎　持続可能な未来をつくる 1年全員

カラーで写真・絵、図表などが各ページに載っており、それらを読み取り
ながら、考えることができ、本文をよりよく理解することができる。自分
の生活についての課題発見・解決につながるページや主体的・対話的な活
動、協働的な学びの題材となるものが多く盛り込まれている。また、全体
を通じて持続可能な未来をつくるという視点で編集されており、学んだこ
とを実行していく手だてを得やすいものとなっている。



16 国語 2 国語表現 第一 国表308
高等学校　改訂版　国語
表現

２年選択

国語表現の基礎から、実践、探究まで段階的に学ぶことができる。採録さ
れている教材も多様であり、生徒が興味を持って学ぶことができる。幅広
い知識や教養、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
ン能力の涵養にもふさわしい内容である。

17 国語 2 現代文Ｂ 東書 現Ｂ322 精選現代文Ｂ ２～３年全員

収録作品が多く、特に評論文においては現代的な題材が多く含まれてお
り、生徒が興味を持って学ぶことができる。論理的な読解力を養うために
必要な因果関係・対比関係・同等関係くといった文章構造を効率よく学習
することができる配列である。また、文章の読み比べなど読解力をさらに
発展させる教材が収録されており、アクティブ・ラーニングにも対応する
ことができる。

18 国語 2 古典Ｂ 東書
古Ｂ331
古Ｂ332

精選古典Ｂ　古文編
精選古典Ｂ　漢文編

２～３年全員

分冊タイプであるため、古文・漢文ともに多くの作品に触れることができ
る。定評教材に加えて読み比べのために複数の作品が収録されており、古
典を通して我が国の文化への理解を深めるとともに、読解力、応用力を養
うことができる。古典の見方、考え方が深まるコラムが充実しており、広
い視野に基づいた古典学習に繋げることができる。巻末の資料も活用しや
すく、教材の理解に役立つ構成である。

19 地理歴史 2 世界史Ａ 東書 世Ａ310 世界史Ａ
２年人文社会類
型全員

資料やコラムが充実しており、レイアウトも整っている。また、語句は、
世界史の流れと重点を理解させる上で必要となる最低限の数に厳選されて
いる。世界と日本のつながりを理解させ、課題意識をもって国際社会に貢
献できる人材を育むことに適した内容となっている。

20 地理歴史 2 世界史Ｂ 山川 世Ｂ310 詳説世界史  改訂版
２年人文社会類
型全員

簡潔な記述がなされているのに加えて、脚注や図版で詳細な知識も補うこ
とができ、世界の歴史を概観しながら深く学ぶことができる内容であり、
本校生徒に最適である。自国と同じように他国の伝統と文化を尊重する態
度を養うとともに、幅広い知識や教養を身に着け、国際社会の平和や発展
に貢献する力を培う教材として適している。



21 地理歴史 2 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

２年人文社会類
型全員

日本近現代史をビジュアルな構成で展開してあり、生徒の興味関心を引き
起こす内容である。また、世界史との関連を踏まえつつ、生徒が伝統と文
化を尊重し、さらに、それらを育んできたわが国と郷土を愛し、他国を尊
重する態度を養うことができる教科書である。

22 地理歴史 2 日本史Ｂ 山川 日Ｂ309 詳説日本史  改訂版
２年人文社会類
型全員

詳細な記述がなされており、また、添付の資料や写真等も適切であり、生
徒の実力養成には最適である。さらに、わが国の伝統と文化を尊重し、わ
が国の郷土を愛し、他国を尊重する態度を養うことができる教科書であ
る。

23 地理歴史 2 地理Ｂ 帝国 地Ｂ304 新詳地理Ｂ
２年自然科学類
型全員

世界の諸地域について、写真や図表が充実しており、詳細な記述やコラム
が展開され、生徒の関心を引くことができる。多様な人々と共生する態度
を涵養し、国際社会に生きる上でふさわしい内容を有している。

24 地理歴史 2 地図 帝国 地図310 新詳高等地図
２年自然科学類
型全員

教科書とのマッチングもよく学習しやすい。主題図等も豊富で生徒の関心
を引く内容である。多様な人々と共生する態度を涵養し、国際社会に生き
る上でふさわしい内容を有している。

25 数学 2 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ ２年全員
重要な問題のタイプを十分に押えながら、授業がスムーズに進められる工
夫がなされている。生徒の理解を助けつつ、思考力・判断力・創造力を養
うことのできる構成である。



26 数学 2 数学Ｂ 数研 数Ｂ326 改訂版　高等学校　数学Ｂ

２年人文社会類
型の数学Ｂ選択
者、２年自然科
学類型

重要な問題のタイプを十分に押えながら、授業がスムーズに進められる工
夫がなされている。生徒の理解を助けつつ、思考力・判断力・創造力を養
うことのできる構成である。

27 理科 2 物理 数研 物理313 改訂版　物理
２年自然科学類
型選択者

例題類題などの基礎的内容から章末問題などの発展的内容まで幅広く網羅
し，本校の生徒に適したレベルの内容である。物理的なものの見方を養
い，論理的な思考力・判断力を身につけるために適切な演習問題や実験題
材が含まれている。

28 理科 2 化学基礎 数研 化基319 改訂版　化学基礎

２年人文社会類
型選択者
２年自然科学類
型全員

記述がわかりやすく、化学の基本的事項を学習しやすいように図、写真な
どが工夫され、充実している。必要に応じて発展的内容も入れながらすす
められるよう構成されていて、論理的な思考力・判断力が身につき、問題
も演習しやすい内容・配列となっている。

29 理科 2 化学 数研 化学313 改訂版　化学
２年自然科学類
型全員

化学の基礎的内容から発展的内容までを網羅し、記述内容のみならず写
真、図が充実しており、理系生徒に必要な生徒の思考力・考察力を養うの
に適している。

30 理科 2 生物 数研 生物310 改訂版　生物
２年自然科学類
型選択者・人文
社会類型選択者

生物で学ぶべき知識、概念を習得するにあたって、それらに関する事項
が、「本文」「参考」「観察と実験」の項目にバランス良く配置されてい
る。生徒が学習する際に基本から発展的内容への移行に無理がない。その
ため、段階的に幅広い知識や教養、論理的な思考力・判断力を養うことが
できる。



31 理科 2 地学基礎 実教 地基307  地学基礎　新訂版
２年人文社会類
型選択者

地学基礎の基本的な概念・事項が十分に取り上げられ、発展的な内容につ
なげられている。授業展開しやすいよう教材は系統的に配列されており、
論理的な思考力・判断力を身につけることができる。必要と思われる図や
写真が隈なく掲載されており、理解を深めるために効果的であると考え
る。

32 外国語 2
コミュニ
ケーション
英語Ⅱ

三省堂 コⅡ331
Crown　English
CommunicationⅡ

2年全員
興味の持てる題材がベースになっており、構成もしっかりしている。読解
力、文法の知識、語彙力、英文の基本表現力が習得できるように工夫され
ており、コミニュケーション能力の向上に適している。

33 外国語 2 英語表現Ⅱ 数研 英Ⅱ325
Dual Scope English
Expression

2年全員
参考書、ワークブックなどの副教材と密接に連携しており、教科書を補完
することができる。4技能養成にも対応し、英語表現能力を身につけるの
に適している。

34 情報 2 情報の科学 実教 情科307 最新 情報の科学　新訂版 ２年全員

例題が多く難易度の高い項目も含まれており、考え方やポイントを押さえ
ながら進めることができる構成となっており、本校の生徒の実態に合って
いる。情報に関する身近なテーマを取り上げ、科学的な視点で、問題解決
に向け主体的に取り組むとともに、仮説に対する考察・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。

35 地理歴史 3 世界史Ａ 東書 世Ａ310 世界史Ａ
３年自然科学類
型全員

資料やコラムが充実しており、レイアウトも整っている。また、語句は、
世界史の流れと重点を理解させる上で必要となる最低限の数に厳選されて
いる。世界と日本のつながりを理解させ、課題意識をもって国際社会に貢
献できる人材を育むことに適した内容となっている。



36 公民 3 倫理 実教 倫理312 高校倫理　新訂版
３年人文社会類
系Ⅱ選択者

記述が生徒にとってわかり易く、概念を理解するのに明確な内容にまとめ
られている。また、豊かな情操や道徳心、命や自然を大切にする態度を養
い、自らの未来を切り拓き、よりよい社会づくりに向けて主体的に行動す
る力を培うためにふさわしい内容である。

37 公民 3 政治・経済 数研 政経317 改訂版　政治・経済
３年人文社会類
型Ⅱ選択者

単元ごとに学習目標がタイトル横に明記されていて、生徒が習得すべき内
容が明確になっている。また資料も見やすく、脚注の語句の意味も明確に
まとめられていて、生徒が独学で政治経済を学習していけるような構成に
なっている。全体的に政治と経済に対する生徒の学習意欲を喚起する内容
で、諸課題を多角的・多面的に学び、自らの未来を切り拓く力を培うこと
ができる。

38 数学 3 数学Ⅲ 数研 数Ⅲ323 改訂版　高等学校　数学Ⅲ
３年自然科学類
型選択者の数学
Ⅲ選択者

重要な問題のタイプを十分に押えながら、授業がスムーズに進められる工
夫がなされている。生徒の理解を助けつつ、思考力・判断力・創造力を養
うことのできる構成である。

39 外国語 3
コミュニ
ケーション
英語Ⅲ

増進堂 コⅢ343
FLEX English
CommunicationⅢ

３年全員

語彙・文法・表現など基本事項の理解や習得のために工夫されている。
テーマもバランスよく取り上げられており、様々な４技能を用いた活動に
つなげやすい。幅広い知識や教養を身につけ、コミュニケーション能力の
伸長につながる内容である。

40 外国語 3 英語会話 文英堂 英会304
My Passport English
Conversation

３年人文社会類
型Ⅰ選択者

生徒に身近で、日常生活に即した話題・場面が取り上げられている。4技
能が有機的に関連付けられた演習が、多様な課題を用いて構成されてお
り、コミュニケーション能力の伸長につながる。



41 家庭 3
子どもの発
達と保育

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Ⅰ選択者

イラストや写真、図表などが多く、生徒の興味関心が広がる内容である。
また、男性が育児をする写真や絵が多く、夫婦で子育てをすることの大切
さを感じることができる。子育てについての具体的な方法やヒント、考え
なければならないこと等が多く書かれており、保育所実習を取り入れてい
る本校生徒の実態に合っている。

42 家庭 3
ファッショ
ン造形基礎

実教 家庭306 フッション造形基礎
３年人文社会類
型Ⅰ選択者

小学校・中学校の復習や基礎基本の知識が分かりやすいイラストで載って
おり、本校の生徒の実態に合っている。部分縫いの図も各ページに載って
おり、わかりやすい。じんべえ、はっぴなどの作り方は、日本の伝統と文
化を学ぶことが出来る。

43 家庭 3 フードデザイン 実教 家庭313 フードデザイン　新訂版
３年人文社会類
型Ⅰ選択者

教科書に載っているレシピが美味しく、生徒が食に関心を持ちやすい。イ
ラストや写真が多く、基礎・基本が重視されている。美味しく食べるとい
う観点だけでなく、日本の食文化や行事食、焼き物（器）に関するページ
もわり、日本の良さを理解し、心豊かに食べるということについても考え
る機会を持つことができる。

44 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Ⅰ選択者

情報の表現方法・発信・管理方法の学びを通し、本生徒が、主体的に的確
な情報伝達することや発信すること、データの管理等をできる力を養える
内容となっていると思われる。

45 情報 3 情報デザイン 実教 情報309 情報デザイン
３年人文社会類
型Ⅰ選択者

デザインの要素や基本構成を分かりやすく説明されており、実際のデザイ
ナーによる作品も多く取り上げられている。また、視覚的に分かりやすく
様々な効果について学ぶことができる内容であることから、柔軟な思考、
創造力を養うことが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 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 １～２年継続全員
単元ごとに身近な問題が取り上げられており、生徒の興味・関心に対する
配慮がなされている。そのため幅広い知識や教養を身につけ、思考力・判
断力を養う事ができる。

2 国語 3 現代文 数研 現Ｂ/333 改訂版　現代文Ｂ ２～３年継続全員

評論文ほか評論読解に関する内容やコラムが充実しており、発展的な学習
が可能となるところが本校生徒の実態に合っている。多彩な領域の内容に
及んだ評論文と、読み応えのある多様な小説の採録に工夫が見られ、幅広
い知識と教養が身につく内容となっている。

3 国語 3 古典 数研
古Ｂ/343
古Ｂ/344

改訂版　古典Ｂ　古文編
改訂版　古典Ｂ　漢文編

２～３年継続全員

幅広い知識や教養、柔軟な思考力や想像力の涵養にふさわしい内容であ
る。古文編では、随筆・日記・物語から和歌にいたるまで多様で良質な作
品が盛り込まれているほか、漢文編においては、史記、漢詩、思想等バラ
ンスよく採録されている。古代中国から我が国が受けた影響を学びつつ、
我が国の言語文化の成り立ちや発展が無理のない形で学習できるよう、工
夫されている。

4 地理歴史 3 世界史Ｂ 山川 世Ｂ310 詳説世界史 改訂版
２～３年継続人
文社会類型

簡潔な記述がなされているのに加えて、脚注や図版で詳細な知識も補うこ
とができ、世界の歴史を概観しながら深く学ぶことができる内容であり、
本校生徒に最適である。自国と同じように他国の伝統と文化を尊重する態
度を養うとともに、幅広い知識や教養を身に着け、国際社会の平和や発展
に貢献する力を培う教材として適している。

5 地理歴史 3 日本史Ｂ 山川 日Ｂ309 詳説日本史  改訂版
２～３年継続人
文社会類型

詳細な記述がなされており、また、添付の資料や写真等も適切であり、生
徒の実力養成には最適である。さらに、わが国の伝統と文化を尊重し、わ
が国の郷土を愛し、他国を尊重する態度を養うことができる教科書であ
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。



6 地理歴史 3 地理Ｂ 帝国 地Ｂ304 新詳地理Ｂ
２～３年継続自
然科学類型

世界の諸地域について、写真や図表が充実しており、詳細な記述やコラム
が展開され、生徒の関心を引くことができる。多様な人々と共生する態度
を涵養し、国際社会に生きる上でふさわしい内容を有している。

7 地理歴史 3 地図 帝国 地図310 新詳高等地図
２～３年継続自
然科学類型

教科書とのマッチングもよく学習しやすい。主題図等も豊富で生徒の関心
を引く内容である。多様な人々と共生する態度を涵養し、国際社会に生き
る上でふさわしい内容を有している。

8 理科 3 物理 数研 物理313 改訂版　物理
２～３年継続
自然科学類型
選択者

基礎的内容から発展的内容までを網羅し，本校の生徒に適したレベルの内
容である。物理的なものの見方を養い，論理的な思考力・判断力を身につ
けるために適切な演習問題や実験題材が含まれている。

9 理科 3 化学 数研 化学313 改訂版　化学
２～３年継続
自然科学類型

化学の基礎的内容から発展的内容までを網羅し、記述内容のみならず写
真、図が充実しており、理系生徒に必要な生徒の思考力・考察力を養うの
に適している。

10 理科 3 生物 数研 生物310 改訂版　生物

２～３年継続
自然科学類型・
人文社会類型選
択者

生物で学ぶべき知識、概念を習得するにあたって、それらに関する事項
が、「本文」「参考」「観察と実験」の項目にバランス良く配置されてい
る。生徒が学習する際に基本から発展的内容への移行に無理がない。その
ため、段階的に幅広い知識や教養、論理的な思考力・判断力を養うことが
できる。



11 外国語 3 英語表現Ⅱ
啓林
館

英Ⅱ322
Vision Quest English
ExpressionⅡ Ace

３年全員
幅広い分野の知識と教養を身につけるのに適した題材でおり、そこから学
んだ知識をさらに深められるように構成されている。国際社会の人々との
コミュニケーション能力を養うのに適した内容である。


