
令和３年度使用教科書一覧表　　　県立三田祥雲館高等学校（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 国語総合 第一 国総358
高等学校　改訂版

新訂国語総合　現代文編
１年次全員

教材のレベルが本校生徒に適している。段階的に比較的多くの教材が用意されている

ので、教材選択の幅が広い。写真や図表等の資料が適宜配置されており、生徒の理

解を助ける効果を期待できる。

2 国語 1 国語総合 第一 国総359
高等学校　改訂版

新訂国語総合　古典編
１年次全員

古文・漢文ともに基本的な作品がバランスよく配置されている。各時代の様々なジャン

ルの文章を掲載しており、教材選択の幅が広い。写真や図表、挿絵等の資料が充実

しており、生徒の理解を助ける効果を期待できる。

3 公民 1 現代社会 数研 現社320
改訂版　高等学校

現代社会
１年次全員

現代社会の最新の事象だけでなく、諸問題の歴史的背景にも触れている。資料が豊

富で、これらを活用して現代社会が抱えている基本的問題を生徒が自分自身で考え

る力を養うことができる。また、社会に対して主体的に寄与しようという態度を育成でき

る。

4 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ328 改訂版　高等学校　数学Ⅰ １年次全員

問題が精選されており、授業がスムーズに進められるよう工夫されている。また、本校生

徒の学習意欲を高めるような構成になっており、生徒の思考力・判断力・表現力を養

うことができる教科書である。

5 数学 1 数学Ａ 数研 数Ａ328 改訂版　高等学校　数学Ａ １年次全員

問題が精選されており、授業がスムーズに進められるよう工夫されている。また、本校生

徒の学習意欲を高めるような構成になっており、生徒の思考力・判断力・表現力を養

うことができる教科書である。

6 理科 1 物理基礎 数研 物基319 改訂版　新編　物理基礎 １年次全員

物理基礎の系統的な学習のために適切な例や図を配置しており、興味を引きやすい。

本文では数学の未履修分野についてより平易な表現で説明し、必要に応じて発展的

な内容も取り入れられている。生徒の思考力、判断力、表現力も養うことができる。

7 理科 1 生物基礎 数研 生基316 改訂版　生物基礎 １年次全員

各項目において、写真や挿絵、図表などが充実し、配置なども工夫されており、生徒が

興味関心をもって理解を向上させることができるようまとめられている。「参考」や「発展」

の内容も充実しているため、生徒の思考力、判断力、表現力を養うことができる。

8 保健体育 1 保健体育 大修館 保体304 現代高等保健体育改訂版 １～２年次全員継続
現在使用している教科書であり、各項目において図表や資料が豊富で授業でのポイン

トが押さえやすく、生徒に課題意識を持たせやすくなっている。

9 芸術 1 音楽Ⅰ 教出 音Ⅰ308
高校音楽Ⅰ改訂版

MusicView
１年次選択

国や地域の視点で音楽を捉えた構成により、「歌唱」「器楽」「鑑賞」の教材を世界の

各地域に配置し、それぞれの地域の音色の特性を背景に歴史や文化を関連させなが

ら多面的に捉えていて扱いやすい。また、資料集となる情報も豊富で、楽曲の持つ雰

囲気や特性が伝わりやすい。



10 芸術 1 美術Ⅰ 光村 美Ⅰ304 美術１ １年次選択

基礎基本的な内容が押さえてあり、写真や作者紹介などが多く取り入れられ各分野が

網羅されている。各文化圏ごとに視覚的にわかりやすく、美術に親しみやすく、日本を含

むの美術文化や伝統文化を理解しやすい内容になっている。

11 芸術 1 書道Ⅰ 光村 書Ⅰ308 書Ⅰ １年次選択
基本的な古典を網羅している。生徒が主体的に学習できる工夫がされており、随所に

資料・挿絵・図版等が適切に配置され、書道文化に親しみやすい内容である。

12 外国語 1 コミュニケーション英語Ⅰ 桐原 コI 355

PRO-VISION

English Communication

I

New　Edition

１年次全員

各レッスン興味深い内容のテーマの題材を取り扱っている。写真、表なども多く掲載され

ており、より内容を理解させる工夫がなされている。また、各レッスンのまとめ、リスニング、

文法、さらにコミュニケーション活動で使用できる活動が充実しており、英語を使って表

現する授業展開がしやすい。

13 外国語 1 英語表現Ⅰ 数研 英Ⅰ 332
DUALSCOPE

English ExpressionⅠ
1年次全員

各レッスン毎のアクティビティが充実しており、イントロダクションとしてや文法事項の確認と

して取り組みやすい内容である。副教材等も充実しており、重点項目を確認しながら

授業を進めることができる。

14 家庭 1 家庭基礎 第一 家基320

高等学校　新版　家庭基礎

ともに生きる・持続可能な未来

をつくる

１年次全員

生活の中の問題解決への意識を高め、主体的に問題解決に取組む意欲を喚起する

構成となっている。各項目において図表や資料、写真等が豊富で授業でのポイントが

押さえやすく、本校の生徒の実態に合っている。

15 情報 1 社会と情報 実教 社情312 高校社会と情報　新訂版 １年次全員
現在使用している教科書であり、各項目において図表や資料が豊富で授業でのポイン

トが押さえやすく、生徒に課題意識を持たせやすくなっている。

16 国語 2・3 現代文Ｂ 第一 現B339 高等学校　改訂版　現代文B
２～３年次

選択継続

評論文は教材のレベルが本校生徒に適しており、作品のバランスも良い。小説教材は

採用箇所や注釈のバランスが良く充実している。生徒が学習しやすい内容である。

17 国語 2・3 国語表現 教出 国表306 国語表現 改訂版
２年次選択

３年次選択

学習内容が一目で分かるようなレイアウトであるため、効率よく生徒が学習しやすい内

容となっている。また図や挿絵を多用しており、視覚的にも理解が容易である。書く力、

表現する力を重点的に学習することができる。

18 国語 2・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

２年次選択

３年次選択

古文・漢文がバランスよく掲載されている。古文は各時代の様々なジャンルの文章を掲

載しており、より深く学ぶことができる。漢文は諸家の文章を中心としており、量・質とも

に充実した内容となっている。我が国の伝統的な言語文化への理解を深めるには適し

た内容である。

19 国語 2・3 古典Ｂ 第一 古Ｂ350
高等学校　改訂版　古典Ｂ

古文編

２～３年次

全員継続

２年間の継続履修に対応して２部構成がなされており、系統的・段階的学習への配

慮がみられる。また、主要な古文作品が網羅されており、本校生の学力伸長に適して

いるだけでなく、我が国の伝統的な言語文化への興味・関心をより深めることができる。



20 国語 2・3 古典Ｂ 第一 古Ｂ351
高等学校　改訂版　古典Ｂ

漢文編

２～３年次

全員継続

２年間の継続履修に対応して２部構成がなされており、系統的・段階的学習への配

慮がみられる。また、注釈、コラムなど学習の手助けとなる部分が充実しており、本校生

の学力伸長に適しているだけでなく、我が国の伝統的な言語文化への興味・関心をよ

り深めることができる。

21 地理歴史 2 世界史A 第一 世A317 高等学校　改訂版　世界史A ２年次選択

地図資料・絵画が多用されており、生徒の関心・意欲を引き出すのに適した教材であ

ること。また、本文の量も多すぎず、少なすぎず適切である。さらに、日本との繋がりを印

象付けさせるコラムも配置されており、我が国の歴史・文化への興味も引き出すことので

きる教科書となっている。

22 地理歴史 2 世界史Ｂ 山川 世Ｂ310 詳説世界史　改訂版
２～３年次

選択継続

各章のテーマがしっかり立てられており、内容はもとより、図版や史料が豊富である。世

界の諸地域の特色や諸地域間の関わりなども適切にまとめられており、広い視野に立っ

ての学習が望める。

23 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年次選択

人物の写真・絵画などの図版が多く興味・関心をもち、主体的に学習できる。本文の

量が適切で重要語句も整理されており、学習しやすい。衣食住など身近なテーマで時

代ごとにトピックが設けられており、生活スタイルの変遷についても理解を深めることがで

きる。

24 地理歴史 2 日本史Ｂ 山川 日Ｂ309 詳説日本史　改訂版
２～３年次

選択継続

国際的な視野に立った記載がなされており、文化にかかわる記載も豊富である。また、

写真・史料が適切に掲載され、生徒の理解を助けるものと思われる。社会の変革がど

のようになされたかを意識した記載となっている。

25 地理歴史 2 地理A 二宮 地Ａ309 基本地理Ａ ２年次選択

各国の地誌的分野が知識の羅列ではなく、生徒の興味・関心を引き出す構成となって

おり、また写真資料なども非常に豊富である。また、内容に関しても現在の世界情勢に

即したものとなっており、世界情勢の変動について学ぶ生徒にとっては適切なものであ

る。

26 地理歴史 2 地理B 帝国 地Ｂ304 新詳地理Ｂ
２～３年次

選択継続

注釈などが工夫されており、生徒の自主学習を促しやすい教科書であるといえる。ま

た、２年間で地理Ｂを学習することを考えた際に適切な量である。さらに、随所に日本

の地誌的事象が配置されており、日本が抱える地域問題も学ぶことができ、公民的資

質の育成に寄与できる教科書となっている。

27 地理歴史 2 地図 帝国 地図310 新詳高等地図
２～３年次

選択継続

世界の気候や自然環境に関わる主題図が豊富であり、生徒がそのメカニズムを理解す

るのを助けるものと思われる。また、地図の凡例も非常に豊富でわかりやすく、日本地

図を見て各地の社会事情・問題を調べる際には、その考察を助けるものといえる。

28 地理歴史 2 地図 二宮 地図311 詳解現代地図 ２年次選択

日本にまつわる地図が非常に豊富であり、そのページ数は30ページに上り、我が国のこ

とについても知ることができる地図教科書である。また、世界遺産などをわかりやすくマー

ク付けしており、生徒が世界にある文化遺産などに興味をもつのに適切である。



29 数学 2 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ ２年次選択

問題が精選されており、演習が計画的に行えるよう工夫されている。本校生徒の学習

意欲を高めるために適しており、生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができる教

科書である。

30 数学 2 数学Ｂ 数研 数Ｂ326 改訂版　高等学校　数学Ｂ ２年次選択

問題が精選されており、演習が計画的に行えるよう工夫されている。本校生徒の学習

意欲を高めるために適しており、生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができる教

科書である。

31 理科 2 物理 数研 物理313 改訂版　物理
２～３年次

選択継続

本校生徒の実態に合っており、教科書の内容が精選されている。取り扱われている内

容は、図、写真、グラフ、表を多く掲載することで、物理に興味関心をもって理解を向上

させることができるようまとめられており、生徒の思考力、判断力、表現力を養うことがで

きる。

32 理科 2 化学基礎 実教 化基316 新版　化学基礎　新訂版 ２年次全員

本校生徒の実態に合っており、教科書の内容が精選されている。取り扱われている内

容は、図、写真、グラフ、表を多く掲載することで、物質に興味関心をもって理解を向上

させることができるようまとめられており、生徒の思考力、判断力、表現力を養うことがで

きる。

33 理科 2 化学 実教 化学311 新版　化学　新訂版
２～３年次

選択継続

本校生徒の実態に合っており、教科書の内容が精選されている。取り扱われている内

容は、図、写真、グラフ、表を多く掲載することで、物質に興味関心をもって理解を向上

させることができるようまとめられており、生徒の思考力、判断力、表現力を養うことがで

きる。

34 理科 2 生物 数研 生物310 改訂版　生物
２～３年次

選択継続

本校生徒の実態に合っており、教科書の内容が精選されている。取り扱われている内

容は、図、写真、グラフ、表を多く掲載することで、生物に興味関心をもって理解を向上

させることができるようまとめられており、生徒の思考力、判断力、表現力を養うことがで

きる。

35 理科 2 地学基礎 数研 地基304 地学基礎 ２年次選択

地学基礎の系統的な学習のために適切な例や図を配置しており、興味を引きやすい。

必要に応じて発展的な内容も取り入れられている。生徒の思考力、判断力、表現力

も養うことができる。

36 芸術 2 音楽Ⅱ 教出 音Ⅱ308
高校音楽Ⅱ 改訂版

Music　View
２年次選択

幅広いジャンルに中から親しみやすくかつ学習内容に即したものをまとめられている。ま

た、音楽のもつ多様な味わいや、美しさ、文化に触れることができ資料集となる情報も

豊富で、楽曲の持つ雰囲気や特性が伝わりやすい。

37 芸術 2 美術Ⅱ 光村 美Ⅱ303 美術２ ２年次選択

各分野の資料が豊富で、見やすい。表現や鑑賞の分野でも使用できるように工夫され

ている。美術文化や伝統文化を理解し生涯にわたり触れることができるよう多くの情報

が取り入れられている。



38 芸術 2 書道Ⅱ 東書 書Ⅱ305 書道Ⅱ ２年次選択

大きく鮮明な写真・美しい図版等が多く盛り込まれており、視覚的に理解しやすいところ

が本校の生徒の実態に合っている。書の伝統を尊重し知識と教養を得るにふさわしい

内容である。

39 外国語 2 コミュニケーション英語Ⅱ 第一 コⅡ348

Perspective

English Communication

Ⅱ

NEW EDITION

２年次全員

４技能のバランスがうまく構成されている。生徒の興味や関心をひく題材が使用されて

いる。各レッスンごとに要約問題や自己表現活動があり、内容の定着だけでなくコミュニ

ケーション活動につなげることができる。また、デジタル教科書が充実しており、本校の教

育活動に合っている。

40 外国語 2 英語表現Ⅱ 啓林館 英Ⅱ 322

Revised Vision Quest

English ExpressionⅡ

Ace

２年次全員

文法の確認をしっかりとできるようまとめられており、生徒が理解しやすいようレイアウトが

工夫されている。また、英語で論理的に意見を述べたり、議論したりできるよう段階的に

目標が設定されており、４技能を伸ばすための活動が多く用意されている。

41 情報 2 情報の科学 実教 情科308 情報の科学　新訂版 ２年次選択
1年次で全員が使用した「社会と情報」の教科書との整合性が高く、また他社の教科

書と比べても内容が高度で細部にわたって正確である。

42 情報 2・3 情報デザイン 実教 情報309 情報デザイン ２・３年次選択
1年次で全員が使用した「社会と情報」の教科書との整合性が高い。実教出版1社し

か発行していない。

43 国語 3 現代文Ｂ 第一 現B339 高等学校　改訂版　現代文B ３年次選択
評論文は教材のレベルが本校生徒に適しており、作品のバランスも良い。小説教材は

採用箇所や注釈のバランスが良く充実している。生徒が学習しやすい内容である。

44 公民 3 倫理 東書 倫理311 倫理 ３年次選択

適切な資料が適切に配列されている。重要なポイントが適宜まとめてある。考察すべき

ことがらが明示されている。現代社会の諸課題を考察することのできる記述となってい

る。以上のことから、生徒の学習・理解を深めるのに適している。

45 数学 3 数学Ⅲ 数研 数Ⅲ323 改訂版　高等学校　数学Ⅲ ３年次選択

問題が精選されており、授業がスムーズに進められるよう工夫されている。また、本校生

徒の学習意欲を高めるような構成になっており、生徒の思考力・判断力・表現力を養

うことができる教科書である。

46 数学 3 数学活用 啓林館 数活302 数学活用 ３年次選択

数学を体験できる工夫がされているなど、本校生徒の学習意欲を高めるような構成に

なっており、総合的に判断し、生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができる教科

書である。

47 芸術 3 音楽Ⅲ 教出 音Ⅲ 304 音楽Ⅲ　改訂版 ３年次選択

生徒一人一人の感性や創造性を触発するとともに意欲を喚起し、生徒自ら考える主

体的な学習や、個性を生かした音楽活動を展開していくことができる内容である。また、

資料集となる情報も豊富で、楽曲の持つ雰囲気や特性、各国の文化や伝統が伝わり

やすい。

48 芸術 3 美術Ⅲ 日文 美Ⅲ304 高校生の美術３ ３年次選択
各分野の鮮明な写真が適切に盛り込まれ、かつ、美術を用いた仕事の内容が掲載さ

れている。進路選択の面からも生徒の実態に合っている。



49 外国語 3 コミュニケーション英語Ⅲ 第一 コⅢ344

Perspective

English Communication

Ⅲ

NEW EDITION

３年次全員

４技能のバランスがうまく構成されている。生徒の興味や関心をひく題材が使用されて

いる。各レッスンごとに要約問題や自己表現活動があり、内容の定着だけでなくコミュニ

ケーション活動につなげることができる。大学入試を意識した構成になっており、生徒へ

の意識付けに適している。また、デジタル教科書が充実しており、本校の教育活動に

合っている。

50 外国語 3 英語会話 チアーズ 英会 305
ATRANTIS English

Conversation
３年次選択

英語でのコミュニケーションを深める機会が豊富に設けられており、段階を追って特定の

場面から多様な場面へと表現の幅を広げる工夫がなされている。教科書の中で使用さ

れている日本語が少なく、外国の雰囲気がよく伝わってくる写真構成であるため、より興

味を持って取り組める。

51 家庭 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年次選択

写真や図が豊富にあり、洋裁や和裁など製作例が多く、本校の生徒の実態に合ってい

る。被服についての内容も充実しており、伝統文化を尊重し、豊かな情操の育成のた

めの工夫がされている。

52 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年次選択

現在使用している教科書であり、保育に関する興味関心を高める図表や写真が豊富

で、本校の生徒の実態に合っている。主体的に自分の考えを構築でき、豊かな情操を

培う内容となっている。自分の考えを持ち、的確に表現できるように多様な表現活動を

重視した編集がされている。

53 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

現在使用している教科書であり、実習を交え段階的に解説され、高度な内容まで習

得できるように工夫されている。実習の素材も生徒の関心を引きつけるものであり、地

域の食文化への関心をひく内容となっている。

54 情報 3 アルゴリズムとプログラム 実教 情報305 アルゴリズムとプログラム ３年次選択
1年次で全員が使用した「社会と情報」の教科書との整合性が高い。実教出版1社し

か発行していない。


