
令和４年度使用教科書一覧表　　　県立淡路高等学校（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 現国７０５ 新　現代の国語 １年次全員

論理的な文章だけでなく複数の資料やイラストから情報を読み取り表現す
る活動が組み込まれており、様々な形態での学習ができるよう工夫されて
いる。また、「話す・聞く」「書く」の領域に関する活動も充実してお
り、生徒が主体的に考えることができる内容になっている。

2 国語 1 言語文化 三省 言文７０４ 新　言語文化 １年次全員

古文・漢文ともに本文と現代語訳が併記されていて読みやすい点が本校生
徒の実態に合っている。明治期の小説だけでなく現代作家の作品やブック
ガイド・コラムも充実しており、上代から現代にいたる言語文化に対する
生徒の興味・関心が広がる工夫がされている。

3 地理歴史 1 歴史総合 山川 歴総７０９
わたしたちの歴史 日本か
ら世界へ

1年次全員

グラフや地図、カラー写真が豊富であり、当時の社会状況や実態を把握し
やすく、生徒の興味・関心を引きやすい。「いまの私たちにつながる課
題」という現代社会が抱える問題を取り上げており、生徒にとって課題の
発見や解決をしやすい。

4 地理歴史 1 公共 実教 公共７０４ 公共 1年次全員
コラムやワークが多く取り入れられており、生徒の興味・関心を引きつけ
やすい構成になっている。また写真・図表が豊富で視覚的な理解を促しや
すいよう工夫されている。

5 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ７１５ 最新　数学Ⅰ １年全員

本校生徒の基礎学力を考慮して、最適なものを選定した。事象を数学的に
考察し表現したり，思考の過程を振り返るために必要な基本的な概念，原
理・法則などを体系的に示されており，数学的な見方や考え方を身に付け
るために最良である。

6 理科 1 化学基礎 数研 化基７１０ 新編　化学基礎 １年次全員
記述内容が精選されており、本校の生徒の学力に適している。様々な化学
物質やその利用例などのカラー写真や図版でも生徒の関心を引く内容が多
く、化学とその応用に対する興味を高める効果的な内容となっている。

7 保健体育 1 保健 第一 保体７０３
高等学校　保健体育
Textbook

１年次全員
（２年次まで継
続）

文章ではわかりにくい学習内容が、豊富な図版、写真、イラストで具体的
に補足されており、視覚的に理解しやすい。教科書に動画やwebコンテン
ツへのリンクが二次元コードで示されており、ICTを活用した授業に取り
組むことができる。さらに、座学を中心にやりたい、「主体的・協働的な
学習活動」をおこないたいなど、様々な学習・授業形態に合わせた使い方
ができる教科書である。また、教科書に書かれている図やグラフ等の資料
が新しい年度のものが多い。

8 8 保健体育 1 保健 第一 保体７０４ 高等学校　保健体育Activity
１年次全員
（２年次まで継
続）

文章ではわかりにくい学習内容が、豊富な図版、写真、イラストで具体的
に補足されており、視覚的に理解しやすい。教科書に動画やwebコンテン
ツへのリンクが二次元コードで示されており、ICTを活用した授業に取り
組むことができる。さらに、座学を中心にやりたい、「主体的・協働的な
学習活動」をおこないたいなど、様々な学習・授業形態に合わせた使い方
ができる教科書である。また、教科書に書かれている図やグラフ等の資料
が新しい年度のものが多い。

9 芸術 1 音楽Ⅰ 友社 音Ⅰ７０４ ＯＮ！１ １年次選択

内容が豊富で充実しており、曲の解説も分かりやすく生徒が理解しやすい
構成となっている。楽譜を大きく載せた教科書で、歌唱指導や演奏指導を
行う上でも、持ちやすく見やすく工夫されている。また、伝統文化を尊重
し豊かな情操育成のための工夫がなされている。

10 芸術 1 美術Ⅰ 日文 美Ⅰ７０２ 高校生の美術１ １年次選択

数多くの美術の作例があり、カバーする範囲が広く、充実している。美術
作品の写真も美しく、高校・美術Ⅰで実技と共に記憶に残しておきたい
ページが多い内容となっている。また、伝統文化を尊重し豊かな情操育成
のための工夫がなされている。



11 外国語 1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅠ

東書 ＣⅠ７０１
All Aboard! English
CommunicationⅠ

１年次全員

本校の生徒の実態にふさわしく、コミュニケーション重視の授業ができる
よう、工夫されている。文法項目の解説・演習においてもポイントを絞っ
たわかりやすいものとなっており、取り組みやすい内容となっている。ま
た、幅広い知識や教養を身に付け、コミュニケーション能力の伸長につな
がる内容である。

12 家庭 1 家庭基礎
大修
館

家基７０９
Creative Living 『家庭
基礎』で生活をつくろう

1年生全員

本文に加えて必要資料が見開き1ページに収められており、授業が展開し
やすい。基礎・基本に加えて、実践的な内容やSDGs等関連学習も確認しや
すくなっている、QRコードによりタブレットを使用して資料を見ることが
できなど、本校の生徒にあっている

13 情報 1 情報Ⅰ 日文 情Ⅰ７１１
情報Ⅰ図解と実習　図解
編

１年次全員
(２年次まで継
続)

写真や図版が多く使われており、内容や構成がわかりやすく工夫されてい
る。問題意識を持って情報化社会に積極的に関わる態度を養うことができ
るよう構成されている。また、生徒の思考力・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。

14 情報 1 情報Ⅰ 日文 情Ⅰ７１２
情報Ⅰ図解と実習　実習
編

１年次全員
(２年次まで継
続)

写真や図版が多く使われており、内容や構成がわかりやすく工夫されてい
る。問題意識を持って情報化社会に積極的に関わる態度を養うことができ
るよう構成されている。また、生徒の思考力・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。

15 国語 2 国語表現
大修
館

国表３０７ 国語表現　改訂版 ２年次選択
表現・創作・調査・発表など幅広い分野の学習ができる。生活や地域に密
着した課題も多く、本校生徒の実状に適している。また、写真や図が多く
掲載されており、生徒の興味・関心を高める工夫がなされている。

16 国語 3 国語表現
大修
館

国表３０７ 国語表現　改訂版 ３年次選択
表現・創作・調査・発表など幅広い分野の学習ができる。生活や地域に密
着した課題も多く、本校生徒の実状に適している。また、写真や図が多く
掲載されており、生徒の興味・関心を高める工夫がなされている。

17 国語 2 現代文Ａ 第一 現Ａ３０７
高等学校　改訂版　新編
現代文Ａ

２年次全員
（３年次まで継
続）

評論、小説、言語活動を学ぶ上で幅広い内容の教材が取り入れられてお
り、様々な形態での学習ができるよう工夫されている。また、国際的なも
のから生き方に関わるものまで、主体的に考えることができる内容になっ
ている。

18 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年次選択
（３年次まで継
続）

古文は説話・物語を中心に各時代の代表的な作品、漢文は故事・史話・漢
詩・思想と幅広い分野の学習ができる構成となっている。古典常識や資料
も豊富で我が国の伝統的な言語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Ａ３１４ 明解　世界史A 2年次全員
地図・写真等が豊富で生徒がその当時の社会をイメージしやすい。また、
図書サイズも大きく、資料や地図等も見やすく、非常に扱いやすい。

20 数学 2 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ３３０ 改訂版　最新 数学Ⅱ
２年次選択
(３年次まで継
続)

　図や表の色使いが工夫されており、要点が理解しやすい。また、例題や
練習問題も計算に配慮した内容となっている。本校生徒の思考力・判断
力・表現力を養うことができる。

21 数学 2 数学Ａ 数研 数Ａ３３０ 改訂版　最新 数学Ａ ２年次選択
　記述内容が精選されており、改訂版では、更にカラーの表示が多くなり
式変形や図形、グラフが見やすくなっている。本校の生徒の思考力・判断
力・表現力を養うことができる。

22 数学 3 数学活用 実教 数活３０１ 数学活用 ３年次選択
　見開き２ページが１つのテーマでまとまっており、生徒にとって見やす
く理解しやすい構成となっている。また、内容や例題、練習問題が本校生
徒に適しており、思考力・判断力・表現力を養うことができる。

23 理科 2
科学と人間
生活

実教 科人３０７ 科学と人間生活　新訂版 ２年次全員
図版が豊富かつ丁寧で、本校の生徒に適した内容である。ヒトの視覚など
の生物分野、太陽系の惑星、自然災害などの地学分野が充実しており、本
校生徒にとって興味を引きやすい分野の記述に優れている。

24 理科 2 化学 東書 化学３０９ 改訂　新編化学
２年次選択
３年次継続

見開き単位で構成されており、文章も簡潔で、内容も精選されている。生
徒のくらしと化学を結びつける工夫がされており、本校の生徒の実態に
合った内容となっている。

25 理科 2 生物基礎 実教 生基３１４ 高校生物基礎　新訂版 ２年選択
図版が豊富で記述も丁寧で見やすいため、本校の生徒に適した内容となっ
ている。探究活動や発展的内容も記述されており、幅広く生徒の興味・関
心を高めるのに役立つ内容である。



26 芸術 2 音楽Ⅱ 友社 音Ⅱ３１２ 改訂版　ＯＮ！２ ２年次選択

扱われている内容が、生涯にわたり音楽を愛好する心情を育てるよう工夫
されている。また、個性豊かな表現の能力を伸ばすことが出来るように構
成されている。加えて、伝統文化を尊重し豊かな情操育成のための工夫が
なされている。

27 芸術 2 書道Ⅰ 光村 書Ⅰ３０８ 書Ⅰ ２年次選択

書写能力の向上を図り、鑑賞の基礎的な能力を伸ばせる内容である。作例
が丁寧で、本校の生徒ひとりひとりが興味・関心を持ちやすい内容となっ
ている。また、伝統文化を尊重し豊かな情操育成のための工夫がなされて
いる。

28 外国語 2
コミュニ
ケーション
英語Ⅱ

東書 コⅡ３２６
All Aboard! English
CommunicationⅡ

２年次選択
(３年次まで継
続）

基礎力の定着から、より高度な内容への移行が本校生徒にとってわかりや
すくまとめられており、授業が展開しやすい内容になっている。巻末の
「文型・文法例文集」も暗唱に使用できるよう工夫されている。また、幅
広い知識や教養を身に付け、コミュニケーション能力の伸長につながる内
容である。

29 外国語 2 英語表現Ⅰ 第一 英Ⅰ３３７
Vivid English
Expression Ⅰ NEW
EDITION

２年次全員

本校の生徒の実態に応じた難易度で、各項目４技能を総合的に身につけら
れるように工夫もされている。トピックも生徒に身近な話題を扱ってお
り、取り組みやすいものになっている。また、幅広い知識や教養を身に付
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。

30 外国語 3 英語表現Ⅱ 第一 英Ⅱ３３０
Vivid English
Expression Ⅱ NEW
EDITION

３年次選択

各項目４技能を総合的に身につけられ、論理展開やさまざまな自己表現方
法を習得するのにも役立つ内容となっている。コミュニケーション活動も
十分な量が設けられている。また、幅広い知識や教養を身に付け、コミュ
ニケーション能力の伸長につながる内容である。

31 外国語 3 英語会話 東書 英会３０１
Hello there! English
Conversation

３年次選択

日常会話に使える表現が対話文の中に豊富に盛り込まれており、基礎的事
項から応用までの学習内容の流れがスムーズで生徒も理解しやすくなって
いる。ＡＬＴとのティーム・ティーチングにも活用しやすい。また、幅広
い知識や教養を身に付け、コミュニケーション能力の伸長につながる内容
である。

32 情報 2 情報の科学 日文 情科３１０ 新・情報の科学 2年次選択者
情報化社会を支える情報技術の役割やその影響を理解しやいよう構成さ
れ,またわかりやすく工夫されている。図版やイラストが多く取り入れら
れており、生徒の興味関心をひく内容となっている。

33 農業 2
農業情報処
理

実教 農業３０３ 農業情報処理 ２年次選択
データの管理や分析・活用の方法などが具体的に扱われており、生徒に
とって体系的に学びやすい。

34 農業 2 草花 実教 農業３０４ 草花
２年次選択
(３年次まで継
続)

草花に関して、写真・図・資料を満載した、親しみやすく、学習しやすい
内容になっている。巻末の草花名の索引も使いやすく、本校生徒の興味・
関心を引く内容となっている。

35 農業 2 食品製造 実教 農業３０５ 食品製造
２年次選択
(３年次まで継
続)

食品製造の実際の加工過程について、全体の流れを図・写真を用いて具体
的に説明できるよう工夫されている。食生活・食文化に関する項目も豊富
で本校の生徒の興味・関心を引く内容となっている。

36 農業 2 野菜 実教 農業３１１ 野菜
２年次選択
(３年次まで継
続)

野菜に関して、生育過程や栽培管理の基礎・基本が視覚的に学習できる内
容となっている。また、章末の「実践課題」も充実しており、本校の生徒
の実態に合う内容となっている。

37 農業 3 果樹 実教 農業３１２ 果樹 ３年次選択
果樹栽培の基礎・基本をしっかりおさえた、丁寧でわかりやすい内容であ
る。また、生徒自らが実施・体験できるように工夫された構成となってお
り、本校の生徒の実態に合った内容となっている。

38 農業 2 農業経営 実教 農業３１３ 農業経営 ２年選択

農業経営の設計と管理に関する基礎的・基本的な知識と技術の習得が出来
るよう工夫された内容となっている。また、農業高校による具体的な事例
が取り上げられていて、本校の生徒の興味・関心を喚起する内容となって
いる。

39 農業 2 作物 実教 農業３１８ 作物
２年次選択
(３年次まで継
続)

作物に関して、図表や写真が多く掲載されており、資料性が高い内容と
なっている。また、丁寧な解説があり作物の基礎・基本を理解できる構成
であるため本校の生徒の興味・関心を喚起する内容となっている。



40 農業 3 農業機械 実教 農業３２０ 農業機械 ３年次選択
農業機械に関して、個々の機械についての写真や詳細な説明が載せられて
おり、生徒がわかりやすいよう工夫されている。また、安全性にも配慮し
た内容となっている。

41 農業 3 生物活用 実教 農業３２６ 生物活用 ３年次選択
生物活用に関して、多くの写真や表が載せられており、生物活用全般につ
いて、詳細な実例があり、説明がわかりやすい内容となっている。また、
命や自然を大切にし、勤労観や職業観を育む内容となっている

42 農業 2 農業と環境
農文
協

農業３０２ 農業と環境 ２年次選択
農業と環境に関して、多くの写真や表が載せられており、説明がわかりや
すい内容となっている。また、実践を通して、農業や環境に対する興味・
関心を喚起する構成となっている。

43 農業 3 造園技術
電機
大

農業３２３ 造園技術 ３年次選択
造園の設計・施工・管理・緑地計画など造園全般に関する基礎的な知識・
技術が系統的に学べる構成となっている。本校の生徒の興味・関心を喚起
する内容となっている。

44 家庭 3 子ども文化 教図 家庭３０９ 子ども文化 ３年次選択
児童文化財に関する多くの写真が記載されており、視覚的に理解しやすい
内容になっている。また、わかりやすく、生徒自身が自分の生活の中に主
体的に問題解決への意欲を喚起するよう工夫されている。

45 家庭 2
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 ２年次選択
ファッション造形に関する写真が整理されて記載されており、視覚的に理
解しやすい。また、生活に密着した話題が豊富にあり、生徒自身が自分の
生活の中に主体的に問題解決への意欲を喚起するよう工夫されている。

46 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年次選択

栄養や食事について、項目ごとの説明が詳細に記載されており、写真等も
よく工夫され視覚的に理解しやすい内容となっている。また、生活に密着
した話題も豊富で、生徒自身が自分の生活の中に主体的に問題解決できる
内容となっている。


