
令和４年度使用教科書一覧表　　　県立氷上高等学校（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 言語文化 数研 言文　709 新編　言語文化 1年全員

単元の初めに生徒の興味関心をひくトピックが用意されている。学習する
目的の提示方法がユニークで、生徒の理解が深まることが期待できる。デ
ジタル教材は、他と比べて大変充実しており、生徒も楽しみながら学習で
きるであろう。

2 地理歴史 1 地理総合 帝国 地総　703 高等学校　新地理総合 1年全員
身近なものから地球的な事象にいたる地理的な見方・考え方を養うにあた
り、内容・構成ともに適切で、本校生の学ぶ実態に合っている。またＧＩ
Ｓの活用や防災といった視点においても、幅広い学習が可能である。

3 地理歴史 1 地図 帝国 地図　702 新詳高等地図 1年全員
見やすい地図と豊富な資料が掲載され、現代の社会問題と地理的条件を踏
まえた主体的な考察が可能である。また丁寧でわかりやすい記述が、本校
生徒の実態に合っている。

4 数学 1 数学Ⅰ 東書 数Ⅰ　702 数学Ⅰ　Standard 1年全員
基礎的な問題の種類が充実しており、生徒の実態に合っている。基礎から
応用へつながる幅広い知識と柔軟な思考力を養う内容である。

5 理科 1 生物基礎 実教 生基　704 高校生物基礎 1年全員

写真や挿絵が豊富で、構成が農業を学ぶ本校生徒の実態に即する。命や自
然を大切にする態度や思考力・判断力・表現力を養う内容である。Wi-Fi
環境が無くても視聴できる図録や動画、個人で取り組める一問一答アプリ
など、デジタルコンテンツが豊富である。

6 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
にあっている。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。

7 芸術 1 音楽Ⅰ 教芸 音Ⅰ　703 MOUSA1 1年選択
資料、写真などが豊富で、本校の生徒の実態に合っている。音楽を通し
て、伝統文化の尊重と豊かな情操の育成が工夫されている。

8 芸術 1 書道Ⅰ 東書 書Ⅰ　701 書道Ⅰ 1年選択
資料、写真などが豊富で、本校の生徒の実態に合っている。書道を通し
て、伝統文化の尊重と豊かな情操の育成が工夫されている。

9 外国語 1 英語コミュニケーションⅠ 数研 ＣⅠ　717
COMET
English Communication
Ⅰ

1年全員

平易な英語で、異文化理解を深められ、生徒の興味関心をひく多様なジャ
ンルが多い。また、高校英語への導入が工夫されており、基礎が確実に押
さえられているところが本校の生徒の実態に合っている。さらにレッスン
毎にQRがあり、タブレットを使った授業への移行を意識して編集されてお
り、本校のCan-doリストで設定している英語力を育成できる。

10 家庭 1 家庭基礎 実教 家基　707 図説家庭基礎

1年生産ビジネス
科
1年食品ビジネス
科

一つの単元が見開き一面で理解しやすい工夫がされている。豊富なイラス
トや写真、図表があり生徒の興味関心を引き出し、探究心を養うことがで
きる。社会生活における自らの役割を認識し自立した責任ある行動を養う
内容で、生徒の実態に合っている。

11 家庭 1 家庭総合 実教 家総　703 家庭総合　 1年生活ビジネス科

図表や側注等資料が豊富に掲載されているため、実生活の課題発見に役立
ち生徒の実態に合っている。タブレットも活用しやすく実践につながる問
いも多い点で、よりよい社会を目指す行動力や共生の態度を育成すること
ができる。

12 農業 1 農業と環境 実教 農業　701 農業と環境 1年全員
豊富な農業の調査データや明快な説明が、本校生の実態に合う。生徒が命
や自然を大切にし、勤労観や職業観を育むのに適する内容である。

13 農業 1 農業と情報 実教 農業　702 農業と情報 1年全員
豊富な図表・写真とわかりやすい解説が、本校生の学習に合っている。生
徒の思考力・判断力・コミュニケーション能力を養う内容である。

14 農業 1 食品製造 実教 農業　704 食品製造 1年食品ビジネス科
イラスト・写真等が効果的に入った理解しやすい構成で、本校の学習に合
う。命や自然を大切にし、勤労観や職業観を育む内容である。

15 商業 1 ビジネス基礎 東法 商業　702 ビジネス基礎 1年全員
基礎・基本を構築するため、特に卸売商や小売商など流通機構の説明が手
厚い。単元毎の基礎確認と発展学習で、望ましい勤労・職業観、個性や資
質能力を育成できる。



16 公民 2 現代社会 東書 現社　313 現代社会 2年全員
本文の説明が平易でわかりやすく、基本事項を確実に押さえられる点が、
本校の生徒の実態に即している。資料も豊富であるため、様々な社会問題
を主体的に考察することができる。

17 数学 2 数学Ａ 東書 数Ａ　318 数学Ａ　Standard 2年全員
基礎的な問題の種類が充実しており、生徒の実態に合っている。基礎から
応用へつながる幅広い知識と柔軟な思考力を養う内容である。

18 理科 2 科学と人間生活 数研 科人　308 新　科学と人間生活 2年全員
写真や挿絵が充実して、本校の生徒の学習に適する。発展的な探究活動を
行えるような工夫が、思考力・判断力・表現力を養うのに役立つ。

19 外国語 2 コミュニケーション英語Ⅱ 第一 コⅡ　350
Viva!
English Communication
Ⅱ

2年全員

英文が平易で理解しやすく、基礎・基本が押さえられており、本校の生徒
のレベルに合っている。生徒の興味関心を引く多彩な題材が適切に配置さ
れている。自ら学び、考え、発信する力を育てる活動が多く取り入れられ
ている。

20 農業 2 食品製造 実教 農業　305 食品製造 2年生産ビジネス科
イラスト・写真等が効果的に入った理解しやすい構成で、本校での学習に
合う。命や自然を大切にし、勤労観や職業観を育む内容である。

21 農業 2 果樹 実教 農業　312 果樹 2年生産ビジネス科
果樹の生産に関する豊富な資料や挿絵、わかり易い説明が本校生の実態に
合う。判断力と行動力、命や自然の尊重、勤労観の育成に適する。

22 農業 2、3 作物 実教 農業　318 作物

2年生産ビジネス
科
3年食品ビジネス
科

農生産に関する豊富な資料や挿絵、わかりやすい説明が、本校生の実態に
合う。判断力と行動力、命や自然の尊重、勤労観の育成に適する。

23 農業 2 畜産 実教 農業　319 畜産 2年生産ビジネス科
畜産に関する豊富な資料や挿絵、わかりやすい説明が、本校生の実態に合
う。判断力と行動力、命や自然の尊重、勤労観の育成に適する。

24 農業 2 草花 実教 農業　304 草花 2年生活ビジネス科
解説がわかりやすく、本校での学習に合う。草花に関する基礎・基本の定
着と知識・技能の活用ができる内容である。

25 農業 2、3 野菜 実教 農業　311 野菜

2年生活ビジネス
科
食と農業類型
3年選択

解説がわかりやすく、本校での学習に合う。野菜に関する基礎・基本の定
着と知識・技能の活用ができ、総合実習ともリンクできる内容である。

26 農業 2 生物活用 実教 農業　326 生物活用
2年生活ビジネス
科
福祉と農業類型

図表や写真、解説が効果的な理解し易い構成で、本校の生徒の実態に合
う。基礎・基本の定着と知識・技能の活用ができる内容である。

27 商業 2 簿記 東法 商業　340 簿記　新訂版 2年全員
文字が大きく、図版やイラストが多く、簿記を初めて学ぶ農業科２年生に
も理解しやすいため、簿記の記帳技術を学びながら、簿記のしくみに関す
る理解を深めることができる。

28 家庭（専門） 2 フードデザイン 実教 家庭　313 フードデザイン　新訂版
2年生活ビジネス
科
食と農業類型

カラーでわかりやすい図表や写真が多く、生徒が興味を持って取り組める
内容である。健康的な食生活や命の大切さ、食事を通した心の育成にも役
立つ。

29 福祉 2 社会福祉基礎 実教 福祉　301 社会福祉基礎
2年生活ビジネス
科
福祉と農業類型

社会福祉について体系的、系統的に構成されており、イラストや写真が豊
富で本校生徒に理解しやすい。社会福祉に関する課題を発見し、社会の一
員として主体的、協働的に取り組む態度を養うことができる。

30 国語 3 現代文Ａ 第一 現Ａ　307 高等学校　改訂版　新編現代文Ａ 3年全員

生徒の興味を引き、なおかつ理解しやすい教材が多い。また、多彩な題材
の評論文と基本的な文学作品が選定されているので、無理なく生徒の読解
力を高めることができる。挿絵・写真も効果的に配置されており、参考に
なる。言語活動についての記事も活用しやすいように工夫されている。以
上の点で本校の生徒にふさわしい教科書と考える。

31 地理歴史 3 世界史Ａ 実教 世Ａ　312 新版世界史Ａ　新訂版 3年全員
内容が平易で、諸地域の歴史を網羅的に扱うことができ、分量も適切であ
ることが本校生徒の実態に合っている。また全体を通して、アクティブ・
ラーニング型授業を取り入れやすい構成になっている。

32 理科 3 化学基礎 東書 化基　314 改訂　新編化学基礎 3年選択
写真や挿絵が充実し、本校の生徒の学習に適する。日常生活と学習内容が
関連しやすいよう工夫され、思考力・判断力・表現力を養うのに役立つ。



33 外国語 3 英語表現Ⅰ 数研 英Ⅰ　333
Revised BIG DIPPER
English Expression Ⅰ

3年選択

基礎的な英語の構造を理解し、それに基づいた表現をすることにおいて有
用な事項の説明が簡潔かつ明瞭であり、本校の生徒のレベルに合ってい
る。また、問題演習等においても、導入が充実しており、生徒が主体的に
学習に取り組めるようなつくりになっている。

34 農業 3 農業機械 実教 農業　320 農業機械 3年生産ビジネス科
図表や写真、解説が効果的な理解し易い構成で、本校の生徒の実態に合
う。基礎・基本の定着と知識・技能の活用ができる内容である。

35 農業 3 グリーンライフ 実教 農業　327 グリーンライフ
3年生活ビジネス
科
食と農業類型

解説がわかりやすく、本校の学習に合う。グリーンライフに関する基礎・
基本の定着ができ、実践的・体験的な学びができる内容である。

36 商業 3 マーケティング 東法 商業　337 マーケティング 新訂版 3年選択
挿絵や写真が多くわかりやすい構成である。各章ごとに復習問題が設定さ
れており、本校の生徒の実態に合う。社会の変化を認識し、協力して発展
に貢献する職業観を養うことができる。

37 商業 3 情報処理 東法 商業　344 情報処理　新訂版 3年全員
豊富な図表・写真とわかりやすい解説で、取り組みやすい。また教科書の
内容を通じて社会が見えるような工夫がなされている。生徒の思考力・判
断力・コミュニケーション能力を養う内容である。

38 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
豊富な挿絵や幅広い実習教材で、基礎から学べるよう工夫されているの
で、生徒の実態に合う。生活の場に合わせて主体的に行動する力を育成で
きる。

39 福祉 3 社会福祉基礎 実教 福祉　301 社会福祉基礎 3年選択
社会福祉について体系的、系統的に構成されており、イラストや写真が豊
富で本校生徒に理解しやすい。社会福祉に関する課題を発見し、社会の一
員として主体的、協働的に取り組む態度を養うことができる。

40 福祉 3 介護福祉基礎 実教 福祉　302 介護福祉基礎
3年生活ビジネス
科
福祉と農業類型

介護について体系的、系統的に構成されており、イラストや写真が豊富
で、理解しやすい構成である。介護に関する課題を発見し、関連する必要
な技術を身に付けることができる。


