
令和５年度使用教科書一覧表　　　県立宝塚西高等学校（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702 精選現代の国語 １年全員

基礎から応用へとつながるように配置され、探究活動の教材も具体例を盛
り込むなど学習しやすい工夫がされており、本校の生徒の実態に合ってい
る。またタブレットを用いて授業を展開するためのサポートも充実してい
る。

2 国語 1 言語文化 東書 言文702 精選言語文化 １年全員

基礎から応用へとつながるように配置され、表現の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おり、本校の生徒の実態に合っている。
資料等が充実しており、我が国の伝統的な言語文化に対する生徒の興味･関
心が広げる工夫がされている。

3 地理歴史 1 歴史総合 帝国 歴総706 明解歴史総合 １年全員

世界と日本の動きを結びつけて理解できるよう単元構成が工夫されてお
り、理解を深め、知識・技能の定着がはかりやすいと思われる。図版や資
料、コラムなども豊富で興味・関心を高めるための工夫もみられる。考察
課題などにより学びをより深め、思考力や判断力、表現力などを培うこと
が期待できる。

4 公民 1 公共 数研 公共713 新版公共 １年全員

政治・経済・国際社会など各分野がバランスよく記述されている。図版や
資料なども豊富で知識・技能定着のための工夫も凝らされている。対話形
式の問題考察などにより学びをより深め、思考力や判断力、表現力などを
培うことが期待できる。

5 数学 1 数学Ⅰ 東書 数Ⅰ701 数学Ⅰ　Advanced １年全員
重要な問題のタイプを押さえてあるとともに、体系的な学習ができるよう
配置されている。また、項目がコンパクトにまとめられており、より授業
を進めやすいよう工夫されている。

6 数学 1 数学A 東書 数A701 数学A　Advanced １年全員
重要な問題のタイプを押さえてあるとともに、体系的な学習ができるよう
配置されている。また、項目がコンパクトにまとめられており、より授業
を進めやすいよう工夫されている。

7 理科 1
科学と人間生

活
東書 科人701 科学と人間生活

１年国際教養コー
ス

通常化学分野から始まる教科書が多いが、生物分野から並んでいるため、
高等学校の理科分野の導入に適している。また、身近な現象に関する内容
が多く、SDG'sへの取り組みにもつながる。写真や図も身近な物が多く、見
やすいように思う。

8 理科 1 物理基礎 数研 物基708 改訂版新編物理基礎
１年（国際教養
コース以外）

理解しづらい内容や間違えやすい箇所を重点的に説明しており、本校生徒
の実態に合っている。図解も丁寧で高い学習効果が期待でき、思考力・判
断力・想像力を高めることができる。配色はユニバーサルデザインに配慮
されている。



9 理科 1 化学基礎 数研 化基709 高等学校化学基礎
１年（国際教養
コース以外）

写真や図が多く、生徒の知的好奇心を高めることが期待できる。類型選択
前の１年生の履修科目であり、将来理系を志望する生徒に対しても、文系
を志望する生徒に対しても、基礎となる力を十分に培うことができる。

10 保健体育 1 保健体育 大修館 保体702 新高等保健体育 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
に合っている。

11 外国語 1
英語コミュニ
ケーションⅠ

啓林館 CI 712
ELEMENT English 
Communication I

１年全員

題材のテーマが興味深く、日本と世界の歴史的背景を含め、多彩で充実し
た内容である。構成も４技能をバランスよく習得する工夫がなされてお
り、授業展開のステップが分かり易く工夫されている。これから必要な読
むスキルに対応した内容となっている。

12 外国語 1 論理・表現Ⅰ 開隆堂 論Ⅰ703
APPLAUSE English Logic 

and Expression I
１年全員

文法と活動がバランスよく配置され、授業ステップが分かり易く工夫され
ている。楽しみながら要点を的確におさえ、活動を行うことで、知識と実
践を統合した授業展開がしやすい教科書である。

13 家庭 1 家庭基礎 東書 家基701
家庭基礎　自立・共生・創

造
１年全員

基本をおさえた内容構成がされている。生徒の実情に合わせて事柄を取り
上げ、問題解決に向けて授業を展開できるところがよいと考える。基礎・
基本の定着と知識・技能の活用ができる構成である。

14 情報 1 情報Ⅰ 実教 情Ⅰ705 最新情報Ⅰ １年全員

本文、例題、図解、デジタルコンテンツ等多様な方法でわかりやすく学習
内容を提示しているところが、本校の生徒の実態に合っている。生徒が身
近な題材で情報技術について学ぶとともに、情報や情報技術を扱う際に、
知識に裏付けられた判断や行動ができるように工夫された内容となってい
る。

15 国語 2 論理国語 数研 論国707 精選論理国語 2年全員

新傾向の学習に対応した教材がバランスよく採用されており、定番教材に
ついても生徒の読解を深める工夫がなされているところが、本校の生徒の
実態に合っている。評論を読み解くための切り口が具体的に提示されてお
り、論理的思考を養うために有用だと思われる。

16 国語 2 文学国語 数研 文国706 文学国語
2年文系・国際教
養コース選択

定番教材から新しい作品まで時代別に配列がなされているなど、読解を深
める工夫と新傾向の学習への対応が充実しているところが、本校の生徒の
実態に合っている。資料等が充実しており、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。



17 国語 2 古典探究 第一 古探717
高等学校　古典探究　古文

編
2年全員

定番教材を揃えながら、複数の教材の読み比べができるような配列がなさ
れているなど、読解を深める工夫と新傾向の学習への対応が充実している
ところが、本校の生徒の実態に合っている。資料等が充実しており、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。

18 国語 2 古典探究 第一 古探718
高等学校　古典探究　漢文

編
2年全員

定番教材を揃えながら、複数の教材の読み比べができるような配列がなさ
れているなど、読解を深める工夫と新傾向の学習への対応が充実している
ところが、本校の生徒の実態に合っている。資料等が充実しており、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 地理総合 帝国 地総703 高等学校新地理総合 2年全員

臨場感ある写真や地図などが豊富にあり、興味を引きやすい。地理学習の
基礎から諸地域の事例を通して国際理解を深められる。国際協力の視点か
ら社会づくりを考える「地球的課題」、災害発生のメカニズムから対策ま
で学べる「防災」が身につく。実践的な地理的技能も「地図とGIS」で学
ぶ。以上より、今後の暮らしのためになると考え、選定した。

20 地理歴史 2 世界史探究 山川 世探704 詳説世界史
2年文系・国際教
養コース選択

資料や写真の選定が適切であり、記述に関しても豊富な知識を身につける
ことができる。また各所に問いが設定され、思考・判断力を磨くことがで
きる。世界の実情と我が国との関わりが様々なジャンル、時代の中で扱わ
れ、歴史的地理的にわかりやすく記述されており、本校の生徒の実情に適
している。

21 地理歴史 2 日本史探究 実教 日探702 日本史探究
2年文系・国際教
養コース選択

豊富な資料と明快な図解が掲載されており、基礎から実践的な学力の定着
を図るのに適切な内容となっている。また各章ごとに問が設けられている
ため、知識を身につけるだけでなく、思考力・判断力を養うことができ
る。歴史的事象を単なる知識として終わらせるのではなく、主体的にその
意義を学び、当事者意識を身につけることが期待できる。

22 地理歴史 2 地図 帝国 地図702 新詳高等地図 2年全員

基礎から発展まで対応でき、地域の特色を深く理解できる。地図の読み取
りポイントが分かり、比較・関連させて考察できる。地域の地形や生活が
イメージできる鳥瞰図、防災学習にも役立つ詳細な等高段彩図も掲載され
ており利用価値が高い。様々な面で力を養うことが期待できる。

23 数学 2 数学Ⅱ 東書 数Ⅱ701 数学Ⅱ　Advanced 2年全員

基本に忠実な構成で、学習が効率よく進められるようまとめられている。
また、わかりやすい文章であり、例や問いが適切な順番に配列されている
ことで、生徒自らが学習に取り組めるよう配慮もされている。既習事項に
ついても必要に応じて補足している。



24 数学 2 数学B 東書 数B701 数学B　Advanced 2年選択

基本に忠実な構成で、学習が効率よく進められるようまとめられている。
また、わかりやすい文章であり、例や問いが適切な順番に配列されている
ことで、生徒自らが学習に取り組めるよう配慮もされている。既習事項に
ついても必要に応じて補足している。

25 数学 2 数学C 東書 数C701 数学C　Advanced 2年選択

基本に忠実な構成で、学習が効率よく進められるようまとめられている。
また、わかりやすい文章であり、例や問いが適切な順番に配列されている
ことで、生徒自らが学習に取り組めるよう配慮もされている。既習事項に
ついても必要に応じて補足している。

26 理科 2 物理 数研 物理706 物理
理系選択

２年～３年継続

高等学校で学習する内容を網羅しており、力と運動・熱について体系的な
学習が期待できる。図解も丁寧で高い学習効果が期待でき、思考力・判断
力・想像力を高めることができる。１年の物理基礎から、抵抗なく専門分
野への引継ができる。

27 理科 2 化学基礎 数研 化基709 高等学校化学基礎
２年国際教養コー

ス
化学の基礎を学ぶことに関して十分な内容である。写真や図が多く、生徒
の知的好奇心を高めることが期待できる。

28 理科 2 化学 数研 化学706 化学
理系

２年～３年継続

写真やイラストが豊富で、自学自習する場合でも、理解しやすい構成であ
る。演習問題も多く、本校の生徒の実態に合っている。また、探究活動の
項目も多く、生徒の思考力、判断力や創造力を養うことができる。

29 理科 2 生物基礎 啓林館 生基705 高等学校生物基礎 ２年文系・理系
大判で、イラストや写真も多く、見やすく編集されている。非常にわかり
やすく構成されているため、文系、理系を問わず、自学自習にも十分適応
している。

30 理科 2 生物 啓林館 生物703 高等学校生物
理系選択

２年～３年継続

生物基礎から継続して学習する科目であり、図や写真が豊富で大きく、見
やすい。内容が比較的分かりやすくまとめられており、自学自習にも適し
ている。

31 芸術 2 音楽Ⅰ 友社 音Ⅰ704 ON！１ ２年選択

掲載されている曲が多く、生徒が興味・関心を持って演奏できるように工
夫されている。また、日本の愛唱歌だけでなく諸外国の伝統音楽、クラ
シック、ジャズなど多様な鑑賞教材も載っているため、国際理解などに適
している。



32 芸術 2 美術Ⅰ 光村 美Ⅰ701 美術Ⅰ ２年選択

「身近なものを描く」からはじまって、絵画・彫刻・デザイン・映像・作
家（最先端芸術まで）を時代に即して幅広く取り扱う。基礎のデッサンや
描画技法についての資料も豊富。基礎的表現技術の習得と個性豊かな作品
づくりをめざすことができる。

33 芸術 2 書道Ⅰ 東書 書Ⅰ701 書道Ⅰ ２年選択

資料・写真・挿絵・図表など学習と適切に関わったものであるところが、
本校の学生の実態に合っている。ＱＲコードから古典の筆法が動画で視聴
でき、ＩＣＴ活用にも適している。鑑賞に関する言葉が巻末にあること
で、古典を多角的に捉えられるように工夫されている。

34 外国語 2
英語コミュニ
ケーションⅡ

数研 CII715
BLUE MARBLE English 

Communication II
2年全員

題材のテーマが興味深く、日本と世界の歴史的背景を含め、多彩で充実し
た内容である。構成も４技能をバランスよく習得する工夫がなされてい
る。その単元の背景や扱う語彙も充実しており、幅広い知識を得ることが
できる。

35 外国語 2 論理・表現Ⅱ 開隆堂 論Ⅱ703
APPLAUSE English Logic 

and Expression II
2年全員

各単元の扱う題材が多岐に渡り、身近な話題から進めていくことから幅広
い教養を身につけることが可能である。文法項目の総復習と４技能のバラ
ンスの良い習得をめざすことのできる教材である。

36 情報 2 情報デザイン 実教 情報705 情報デザイン ２年選択

図版や写真が効果的に配置され、生徒の興味・関心を引き、理解しやすい
構成になっているところが、本校の生徒の実態に合っている。本格的な演
習問題が充実しており、実際のデザインの手法を見せることでデザインの
意図を正確に理解させる工夫がされている。

37 国語 3 古典Ａ 第一 古A316
高等学校 改訂版 古典Ａ 
大鏡 源氏物語 諸家の文章

３年選択

教材数も作品の種類も豊富で、多様な文章に触れて古典についての知識と
教養を深めることができる点が、本校生徒の実態に合っている。資料等が
充実しており、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。

38 地理歴史 3 世界史A 東書 世A310 世界史A 3年理系

資料や写真が豊富であり、またその選定も適切である。特に近現代以後の
世界と日本の関わりについては、記述が平易でありながらも詳細であり、
現在との結びつきについて生徒の知識・理解を深め、思考力や判断力を磨
くことができると期待できる。

39 公民 3 現代社会 実教 現社314 高校現代社会新訂版 3年選択

中学公民で学習した基本事項に加えて、高校で学習する新たな事項もわか
りやすく整理されているため。また資料・コラムなども豊富で生徒が当事
者意識を持ちやすいように編集されており、単元ごとに問が設けられてい
るため、主体的対話的な学習の題材として活用できるため。



40 公民 3 倫理 東書 倫理311 倫理 3年選択

わかりやすい文章で記述され、理解を助ける資料も適切に配置されてい
る。バランスのよい、学習がすすめやすい構成であり、本校生徒の実態に
合っている。幅広い知識と教養、柔軟な思考力に基づく判断力や創造力を
培い、異なる文化や価値観への理解を深めることが期待できる。

41 公民 3 政治経済 実教 政経312 高校政治・経済新訂版
３年文Ⅰ・国際教
養コース選択・文

Ⅱ

図や資料が豊富であり、本文以外の特集やコラムが充実しているので、生
徒がより理解を深めやすい内容構成となっている。幅広い知識と教養、多
様化する価値観を認める心、国際社会の平和や発展に貢献する力を養うこ
とができる。

42 外国語 3
コミュニケー
ション英語Ⅲ

増進堂 コⅢ342

MAINSTREAM English 
Communication Ⅲ Second 

Edition Strategic 
Reading Focus Advanced

３年全員
文化、科学、産業、自然、社会、日常、という豊富なトピックからなる１
８課で構成されており、他の教科書と比較し、より幅広い背景知識や関連
語彙を身につけることができる。

43 外国語 3 英語会話 啓林館 英会303
Sailing English 

Conversation
3年選択

ALTとのティームティーチングで、身近な話題を中心とした構成で、ペアや
グループでの主体的活動を行う工夫がされている。図、写真、絵を多用し
た教材をもとに発展的な内容に応用できる。

44 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年選択

写真等が効果的に配置され、生徒の興味・関心を引き、理解しやすい構成
になっているところが、本校の生徒の実態に合っている。生活の中に主体
的に問題解決への意欲を喚起し、基礎・基本の定着と知識・技能の活用が
できる構成である。

45 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年選択

写真等が効果的に配置され、生徒の興味・関心を引き、理解しやすい構成
になっているところが、本校の生徒の実態に合っている。生活の中に主体
的に問題解決への意欲を喚起し、基礎・基本の定着と知識・技能の活用が
できる構成である。

1 保健体育 2 保健体育 大修館 保体702 新高等保健体育
１年から継続

2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
に合っている。

2 国語 3 現代文Ｂ 桐原 現Ｂ341 新探究現代文Ｂ
２年から継続
３年全員

新傾向の学習に対応した教材がバランスよく採用されており、定番教材に
ついても生徒の読解を深める工夫がなされているところが、本校の生徒の
実態に合っている。評論を読み解くための切り口が具体的に提示されてお
り、論理的思考を養うために有用だと思われる。

以下は継続使用



3 国語 3 古典Ｂ 東書 古Ｂ331 精選古典Ｂ古文編
２年から継続
３年全員

定番教材を揃えながら、複数のテキストを読み比べができるような配列が
なされているなど、読解を深める工夫と新傾向の学習への対応が充実して
いるところが、本校の生徒の実態に合っている。資料等が充実しており、
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。

4 国語 3 古典Ｂ 東書 古Ｂ332 精選古典Ｂ編漢文編
２年から継続
３年全員

定番教材を揃えながら、複数のテキストを読み比べができるような配列が
なされているなど、読解を深める工夫と新傾向の学習への対応が充実して
いるところが、本校の生徒の実態に合っている。資料等が充実しており、
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。

5 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

３年文系選択・
国際教養コース

資料や写真の選定が適切であり、また豊富であるところが、本校生徒の実
情にあっている。世界の実情と我が国との関わりが様々なジャンル、時代
の中で扱われており、歴史的地理的にわかりやすく記述されている。

6 地理歴史 3 日本史Ｂ 山川 日Ｂ309 詳説　日本史Ｂ
２年から継続
３年文系選択

詳しい内容に加えて図や資料が豊富であり、各時代、分野がバランスよく
構成されている。幅広い知識と教養、多様化する価値観を認める心、国際
社会の平和や発展に貢献する力を養うことができる。

7 地理歴史 3 地理Ｂ 帝国 地Ｂ304 新詳地理Ｂ
２年から継続
３年理系

日本や世界の新しい事例が積極的に記載され、地理的な理解が深められる
内容構成となっている。写真やグラフ、図など資料も豊富で、本文記述を
補うコラムなども工夫されており、幅広い知識が身につくことが期待され
る。

8 地理歴史 3 地理Ｂ 帝国 地図310 新詳高等地図
２年から継続
３年理系

基本図や主題図が豊富で、自然環境、産業、地誌などさまざまな学習に対
応できるよう編集されており、世界・日本の諸地域に関する幅広い知識と
教養が身につくことが期待される。

9 数学 3 数学Ⅱ 東書 数Ⅱ317 数学Ⅱ　Advanced
２年から継続

３年文系・国際教
養コース

体系的な学習ができるよう配置されており、学習が効率よく進められるよ
うまとめられている。また、わかりやすい文章であり、例も豊富にあるこ
とで、生徒自らが学習に取り組めるよう配慮もされている。既習事項につ
いても必要に応じて補足している。

10 数学 3 数学Ⅲ 東書 数Ⅲ315 数学Ⅲ Advanced
２年から継続
３年理系

体系的な学習ができるよう配置されており、学習が効率よく進められるよ
うまとめられている。また、わかりやすい文章であり、例も豊富にあるこ
とで、生徒自らが学習に取り組めるよう配慮もされている。既習事項につ
いても必要に応じて補足している。



11 理科 3 物理 数研 物理315
改訂版 総合物理２ 波・電
気と磁気・原子

２年から継続
３年理系選択

高等学校で学習する内容を網羅しており、波・電気と磁気・原子について
体系的な学習が期待できる。図解も丁寧で高い学習効果が期待でき、思考
力・判断力・想像力を高めることができる。配色はユニバーサルデザイン
に配慮されている。

12 理科 3 化学 数研 化学314 新編　化学
２年から継続
３年理系

写真やイラストが豊富で、自学自習する場合でも、理解しやすい構成であ
る。演習問題も多く、本校の生徒の実態に合っている。また、探究活動の
項目も多く、生徒の思考力、判断力や創造力を養うことができる。

13 理科 3 生物 東書 生物306 改訂　生物
２年から継続
３年理系選択

図表や写真が多く，効果的な解説により生物現象を理解しやすい構成に
なっており，本校の生徒の実情に合っている。
コラムの項目が充実しているため，興味・関心に応じて学習を深めること
ができ，生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができる。

14 理科 3 英語表現Ⅱ 数研 英Ⅱ324
Revised POLESTAR 

English Expression Ⅱ
２年から継続
３年全員

タスクベースの教科書構成になっており、コミュニケーション能力を伸ば
し、論理的な英語表現活動につなげることができる。ワークブックが充実
しており、文法の基礎基本の定着を図ることができる。また、デジタル教
材が豊富である。


