
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 360 高等学校 改訂版　国語総合 全科　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

やすい工夫がなされているところが、本校の生徒の実態に合致している。また、我が国の

伝統的な言語文化に対する生徒の興味や関心が広がる工夫がされている。資料等が

充実しており、古代より現代に至る多様な文体に親しめる構成のため、生涯にわたり文

学に親しむ姿勢が養われる。

2 国語 2 現代文Ｂ 第一 現Ｂ 339
高等学校 改訂版

現代文Ｂ
総合　２年　全員

幅広い知識や教養を身につけ、自らの未来を切り拓く力を培うことにつながる作品が収

録されている。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なされていると

ころが、本校の生徒の実態に合致している。その内容・数も適当である。

3 国語 3 古典Ａ 三省堂 古Ａ 306 古典Ａ 総合　３年　選択

伝統と文化を尊重しつつ豊かな情操を養うことにつながる作品が収録されており、それら

の作品を通じて、幅広い知識や教養を身につけることができる。古文の随筆と説話、漢

文の史話・詩・思想で構成されており、古典の基礎から体系的に取り組むことができ

る。

4 国語 2 古典Ｂ 第一 古Ｂ 353
高等学校　改訂版

標準古典Ｂ
総合　２年　選択

伝統と文化を尊重しつつ豊かな情操を養うことにつながる作品が収録されており、それら

の作品を通じて、幅広い知識や教養を身につけることができる。生徒の興味や関心が

広がる工夫がされていて、資料等が充実しているため。

5 地歴･公民 3 世界史Ａ  帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ
総合　３年　選択

工業　３年　全員

生徒が自分自身の生活・文化と比べながら、親しみをもって取り組める内容になってい

る。また、国別地図など地図資料が充実しており、世界史に欠かせない空間認識が十

分に身につく内容になっている。

6 地歴･公民 2 世界史Ｂ 山川 世Ｂ 314 高校世界史　改訂版 総合　２年　選択

世界の各地域の歴史について系統的かつ簡潔にまとめられており、本校生徒の実態に

合った内容・分量で構成されている。また、地図や資料も充実しており、世界史に欠か

せない時間・空間認識が十分に身につく内容になっている。

7 地歴･公民 2 日本史Ａ  第一 日Ａ 312

高等学校　改訂版

日本史Ａ

人・くらし・未来

総合　２年　選択

工業　２年　全員

総合　３年　選択

図や資料が豊富に掲載されており、生徒の興味を引く内容となっている。また、政治

史・社会経済史が分野ごとにまとまって記述されており、理解しやすい内容となっている

と判断したため。

8 地歴･公民 2 日本史Ｂ 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版 総合　２年　選択

日本の歴史について系統的かつ簡潔にまとめられており、本校生徒の実態に合った内

容・分量で構成されている。また、地図や資料も充実しており、日本史学習への興味を

もたせる内容になっている。

9 地歴･公民 2 地理Ａ  帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 総合　２年　選択

図や写真が充実しており、地形や気候など理解しやすい内容になっている。また、世界

の諸地域の最新動向が掲載されており、生徒の興味を引く内容となっていると判断した

ため。
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10 地歴･公民 2 地理Ａ  帝国 地図 310 新詳高等地図 総合　２年　選択

授業の展開に必要な基本的な地図・資料が充実しており、生徒の理解を深めやすい

内容である。また、近年注目を集める地域の地図・資料、コラムなどが充実しており生

徒の興味を引く内容となっていると判断したため。

11 地歴･公民 1 現代社会  帝国 現社 318 高等学校　新現代社会 全科　１年　全員

丁寧でわかりやすい記述がされており、理解を深めるための用語解説が注釈に示されて

いるところが本校の生徒の実態に合っている。地域の課題の解決に参画するなどの課

題の設定により主体的に考察し理解が深まるように工夫されている。

12 地歴･公民 3 政治・経済 東書 政経 311 政治・経済 総合　３年　選択

基礎的・基本的な事項を網羅しており、生徒が必要な知識を獲得できる内容になって

いる。図版や写真が豊富であり、進学から就職まで生徒の進路実現に幅広く対応でき

るようになっており、本校の生徒の実態に合っている。

13 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ 329 改訂版　新編　数学Ⅰ 全科　１年　全員

本教科書は式変形やグラフ等わかりやすく丁寧に説明されており、理解しやすい。また、

生徒の能力、進路希望等に応じて、発展的な内容まであり、思考力・判断力・創造

力を養うことができる。

14 数学 2 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ 全科　２年　全員

本教科書は式変形やグラフ等がわかりやすく丁寧に説明されており、理解しやすい。ま

た、生徒の能力、進路希望等に応じて、発展的な内容まであり、思考力・判断力・創

造力を養うことができる。

15 数学 3 数学Ⅲ 実教 数Ⅲ 314 高校数学Ⅲ 工業　３年　選択

基礎的な内容の学習が体系的に行えるように配置され、日常的な事象と数学との関

わりが示されており、本校の生徒の実態に合っている。また、生徒の能力、進路希望等

に応じて、発展的な内容まであり、思考力・判断力・創造力を養うことができる。

16 数学 3 数学Ⅲ 数研 数Ⅲ 324 改訂版　新編　数学Ⅲ 総合　３年　選択

本教科書は式変形やグラフ等わかりやすく丁寧に説明されており、理解しやすい。また、

生徒の能力、進路希望等に応じて、発展的な内容まであり、思考力・判断力・創造

力を養うことができる。

17 数学 1・3 数学A 数研 数Ａ 329 改訂版　新編　数学Ａ
総合　１年　選択

工業　３年　全員

本教科書は式変形やグラフ等わかりやすく丁寧に説明されており、理解しやすい。また、

生徒の能力、進路希望等に応じて、発展的な内容まであり、思考力・判断力・創造

力を養うことができる。

18 数学 2 数学Ｂ 数研 数Ｂ 327 改訂版　新編　数学Ｂ 総合　２年　選択

本教科書は式変形やグラフ等わかりやすく丁寧に説明されており、理解しやすい。また、

生徒の能力、進路希望等に応じて、発展的な内容まであり、思考力・判断力・創造

力を養うことができる。

19 数学 3 数学活用 実教 数活 301 数学活用 総合　３年　選択

基礎的な内容の学習が体系的に学べるように配置され、日常的な事象と数学との関

わりが示されており、本校の生徒の実態に合っている。また、生徒の能力、進路希望等

に応じて、発展的な内容まであり、思考力・判断力・創造力を養うことができる。



20 理科 3 科学と人間生活 啓林館 科人 302 科学と人間生活 総合　３年　選択

参考項目や写真の挿絵が充実して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。発展の項目が充実しているので探究活動を行うことにも適しており、生徒の思

考力・判断力・表現力を養うことができる。

21 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 総合　２年　選択

参考項目や写真の挿絵が充実して工夫されており、歴史に名を残す科学者の紹介が

写真入りで詳しく解説されているところが、本校の生徒の実態に合っている。また、化学

分野では周期表も掲載されており、学習しやすいように配慮がなされている。発展の項

目が充実しているので探究活動を行うことにも適しており、生徒の思考力・判断力・表

現力を養うことができる。

22 理科 2 科学と人間生活 数研 科人 303
科学と人間生活

くらしの中のサイエンス

工業　２年　全員

工業　１年　全員

参考項目や写真の挿絵が工夫され充実しており、歴史に名を残す科学者の紹介が写

真入りで詳しく解説されているところが、本校の生徒の実態に合っている。発展の項目

が充実しているので探究活動を行うことにも適しており、生徒の思考力・判断力・表現

力を養うことができる。

23 理科 2 物理基礎 第一 物基 320 高等学校　改訂　物理基礎 総合　２年　選択

参考項目や写真の挿絵が充実しており、途中式や生徒が躓きやすい部分への解説が

他の教科書と比較して、より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。

発展の項目も充実しているので探究活動を行うことにも適しており、生徒の思考力・判

断力・表現力を養うことができる。

24 理科 3 物理 第一 物理 316 高等学校　改訂　物理 総合　３年　選択

参考項目や写真の挿絵が工夫され充実しているところが、本校の生徒の実態に合って

いる。発展の項目が充実しているので探究活動を行うことにも適しており、生徒の思考

力・判断力・表現力を養うことができる。

25 理科 3 化学基礎 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎
工業(電応)　３年

選択

本文内容に対して、より噛み砕いた説明が注釈に記されており、分かりやすい。写真や

挿絵等も、科目に対する興味関心を引き出しやすいものであることから、生徒の思考

力・判断力・表現力を養うことができる。

26 理科 1 化学基礎 実教 化基 315 化学基礎　新訂版 総合　１年　全員

参考項目や写真の挿絵が充実して視覚的に理解しやすいように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。発展の項目が充実しているので探究活動を行う

ことにも適しており、生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができる。

27 理科 2 化学 実教 化学 310 化学　新訂版 総合　２年　選択

参考項目や写真の挿絵が充実して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。発展の項目が充実しているので探究活動を行うことにも適しており、生徒の思

考力・判断力・表現力を養うことができる。

28 理科 2 生物基礎 数研 生基 316 改訂版　生物基礎 総合　２年　選択

参考項目や写真の挿絵が充実して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。発展の項目が充実しているので探究活動を行うことにも適しており、生徒の思

考力・判断力・表現力を養うことができる。



29 理科 3 生物 数研 生物 310 改訂版　生物 総合　３年　選択

参考項目や写真の挿絵が充実して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。発展の項目が充実しているので探究活動を行うことにも適しており、生徒の思

考力・判断力・表現力を養うことができる。

30 理科 3 地学基礎 第一 地基 310 高等学校　改訂　地学基礎
工業(環建)

３年　選択

参考項目や写真の挿絵が充実して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。発展の項目が充実しているので探究活動を行うことにも適しており、生徒の思

考力・判断力・表現力を養うことができる。

31 保健体育 1 保健 050 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 全科　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

や将来の生活に生かしていけ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。人権にも配慮されるなど、生徒の健やかな身体、豊かな情操の育成のために工

夫されている。

32 芸術 1 音楽Ⅰ 027 教芸 音Ⅰ 310 ＭＯＵＳＡ　１ 総合　１年　選択

資料が充実しており分かりやすく、使いやすいため本校生徒の実体に合っている。我が

国の伝統音楽や世界の民族音楽など様々なジャンルの音楽が扱われており、伝統文

化を尊重し、豊かな情操を育成できるよう工夫されている。

33 芸術 2 音楽Ⅱ 027 教芸 音Ⅱ 310 ＭＯＵＳＡ　２ 総合　２年　選択

資料が充実しており、使いやすい。掲載楽曲のジャンルが幅広く、親しみやすい作品が

多いため本校生徒の実体に合っている。我が国の伝統音楽や世界の民族音楽など

様々なジャンルの音楽が扱われており、伝統文化を尊重し、豊かな情操を育成できる

よう工夫されている。

34 芸術 3 音楽Ⅲ 027 教芸 音Ⅲ 305 Joy of Music 総合　３年　選択

独奏、独唱、少人数での合奏など様々な演奏形態に対応できる楽曲が多く掲載され

ており、本校生徒の実体に合っている。我が国の伝統音楽や世界の民族音楽など

様々なジャンルの音楽が扱われており、伝統文化を尊重し、豊かな情操を育成できる

よう工夫されている。

35 芸術 1 美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１

総合　１年　選択

環境　１年　全員

電機　１年　選択

内容が豊富で具体的であるため生徒の興味関心を引きやすく、本校生徒の実体に

合っている。日本画、仏彫刻など我が国の伝統的表現や、世界の様々なジャンルの造

形表現が扱われており、伝統文化を尊重し、豊かな情操を育成できるよう工夫されて

いる。巻末の美術史年表も充実しており、教養を深めることができる。

36 芸術 2 美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２ 総合　２年　選択

内容が充実しており、使いやすいので本校生徒の実体に合っている。様々な造形表現

を深める中で、個性や資質能力を磨き、我が国と世界の伝統文化を尊重し、豊かな

情操を育成できるよう工夫されている。

37 芸術 3 美術Ⅲ 116 日文 美Ⅲ 304 高校生の美術３ 総合　３年　選択

卒業制作にあたり表現を深める上で具体的に参考にできるページが多く、本校の生徒

の実態に合っている。自分の将来と美術、そして社会との関係を考えることができ、文化

の多様性や伝統的価値を知るとともに、生涯にわたり個性を磨くことの大切さを感じら

れる内容となっている。



38 芸術 1 書道Ⅰ 038 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ
総合１年　選択

電機１年　選択

古典が充実しており、大判で見やすくわかりやすいため、生徒の実態に合っている。我が

国と東洋の伝統文化を尊重し、書の芸術性を高め、豊かな情操を育成できるように工

夫されている。

39 芸術 2 書道Ⅱ 038 光村 書Ⅱ 308 書Ⅱ 総合　２年　選択

古典が充実しており、大判で見やすくわかりやすいため、生徒の実態に合っている。我が

国と東洋の伝統文化を尊重し、書の芸術性を高め、豊かな情操を育成できるように工

夫されている。

40 芸術 3 書道Ⅲ 038 光村 書Ⅲ 305 書Ⅲ 総合　３年　選択

古典が充実しており、大判で見やすくわかりやすいため、生徒の実態に合っている。我が

国と東洋の伝統文化を尊重し、書の芸術性を高め、豊かな情操を育成できるように工

夫されている。

41 外国語 1 コミュニケ－ション英語Ⅰ 017 教出 コⅠ 336

NEW ONE WORLD

Communication Ⅰ

Revised Edition

工業１年　全員

総合１年　全員

表現力や語彙力の伸長をはかるのに、必要な活動が効果的に構成されている。生徒

の興味・関心に合わせた身近な題材に加え、豊富で充実した内容が取り上げられ、本

校の生徒の実態に合っている。日本の将来を担い、国際社会に貢献していく若者とし

て、自らの伝統と文化を見つめるとともに、海外に関心を持ち、必要な知識や幅広い教

養を身につけることができる内容となっている。

42 外国語 2 コミュニケ－ション英語Ⅱ 017 教出 コⅡ 334

New ONE WORLD

 Communication Ⅱ

Revised Edition

総合２年　全員

表現力や語彙力の伸長をはかるのに、必要な活動が効果的に構成されている。生徒

の興味・関心に合わせた身近な題材に加え、豊富で充実した内容が取り上げられ、本

校の生徒の実態に合っている。日本の将来を担い、国際社会に貢献していく若者とし

て、自らの伝統と文化を見つめるとともに、海外に関心を持ち、必要な知識や幅広い教

養を身につけることができる内容となっている。

43 外国語 3 コミュニケ－ション英語Ⅲ 017 教出 コⅢ 331

New ONE WORLD

 Communication Ⅲ

Revised Edition

総合３年　選択

表現力や語彙力の伸長をはかるのに、必要な活動が効果的に構成されている。生徒

の興味・関心に合わせた身近な題材に加え、豊富で充実した内容が取り上げられ、本

校の生徒の実態に合っている。日本の将来を担い、国際社会に貢献していく若者とし

て、自らの伝統と文化を見つめるとともに、海外に関心を持ち、必要な知識や幅広い教

養を身につけることができる内容となっている。

44 外国語 3 英語表現Ⅰ 東書 英Ⅰ 322
NEW FAVORITE

 English Expression Ⅰ
工業科３年　全員

英語で正しく表現するための基礎力を養うのに適切な内容である。学習がしやすいよう

に工夫された構成になっており、本校の生徒の実態に合っている。また、豊富で、多様

なコミュニケーション機能や活動が取り上げられており、段階的に英語表現力を高め、

国際社会に積極的に参加しようとする人材を育てる内容となっている。

45 外国語 1 英語表現Ⅰ 啓林館 英Ⅰ 330

Vision Quest

English Expression Ⅰ

Core

総合１年　選択

英語で正しく表現するための基礎力を養うのに適切な内容である。学習がしやすいよう

に工夫された構成になっており、本校の生徒の実態に合っている。また、豊富で、多様

なコミュニケーション機能や活動が取り上げられており、段階的に英語表現力を高め、

国際社会に積極的に参加しようとする人材を育てる内容となっている。



46 家庭 1 家庭基礎 大修館 家基 319
未来をつくる

新高校家庭基礎

工業　１年　全員

総合　２年　全員

１時間の授業で学ぶ内容が見開きで構成されおり、オールカラーでイラスト・図表等が

効果的に配置され、生徒が興味・関心を持ち、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。生活の充実向上をはかる能力と実践的な態度

を養い、様々な生活課題を主体的に解決することができるような構成になっている。

47 情報 1 社会と情報 007 実教 社情 311 最新社会と情報新訂版 総合　１年　全員

イラストや図などの解説等が分かりやすい。生徒の思考力・判断力・コミュニケーション能

力を養う内容が充実しているため。社会の現状や問題に対応しており、生徒の実態に

も合っている。

48 工業 1 工業技術基礎 007 実教 工業 301 工業技術基礎 工業　１年　全員

図表や写真が多く盛り込まれて、効果的な解説により説明が分かりやすい。工業に関

する最新の課題についての記述が分かりやすく興味をひく内容になっており、幅広い知

識と教養を身に付け、生涯にわたって個性や資質・能力を伸ばすことのできる内容に

なっている。

49 工業 2 製図(機械製図) 007 実教 工業 302 機械製図
工業(電応)

２年　選択

内容・分量に偏りがないバランスの良い構成となっている。基礎的なものから応用まで、

幅広く図面が記述されており、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。解説が丁寧に記述されており、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。

50 工業 2 製図(電気製図) 007 実教 工業 303 電気製図
工業(電応)

２年　選択

内容・分量に偏りがないバランスの良い構成となっている。基礎的なものから応用まで、

幅広く図面が記述されており、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。解説が丁寧に記述されており、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。

51 工業 1 建築設計製図 007 実教 工業 305 建築設計製図
工業(環建)

１年　全員

建築製図の基本から、設計内容をうまく表現する方法、図面に必要な情報が分かりや

すい説明と順序で詳しく説明されており、本校の生徒の実態にあっている。わが国に伝

わる伝統的な工法を用いた木造住宅から始まり、自由な発想で創造的なプランの建

築物まで多種多様な図面が示されており、幅広い知識と教養を身に付け、生涯にわ

たって個性や資質・能力を伸ばすことのできる内容となっている。

52 工業 2 土木製図 007 実教 工業 306 土木製図
工業(土木)

２年　選択

内容・分量に偏りがないバランスの良い構成となっている。土木構造物について基礎的

なものから応用まで、幅広く図面が記述されている。解説が丁寧に記述されており、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。幅広い知識と

教養を身に付け、生涯にわたって個性や資質・能力を伸ばすことのできる内容となって

いる。



53 工業 1 工業数理基礎 007 実教 工業 308 工業数理基礎
工業(環建)

１年　全員

工業に関する規準を具体的な事象を例にあげ、イラストや図表により生徒の興味をひ

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あっている。生徒の興

味をひきつつ、どのような数理的な判断がなされて工業技術が成り立っているか考えさ

せ、思考力・判断力・コミュニケーション能力を磨くことのできる内容になっている。

54 工業 1 情報技術基礎 007 実教 工業 385 情報技術基礎　新訂版 工業　１年　全員

図表や写真が多く盛り込まれて、効果的な解説により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。

情報に関する近年の課題についての記述がわかりやすく、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。

55 工業 3 機械工作 007 実教 工業 317 新機械工作
工業(電応)

３年　選択

内容・分量に偏りがなくバランスが良い。図などが多く盛り込まれて、効果的な解説によ

り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。計算問題

も取り入れてあり、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。

56 工業 2 機械設計 007 実教 工業 319 機械設計1
工業(電応)

２年　選択

内容・分量に偏りがないバランスの良い構成となっている。基礎的なものから応用問題

まで、幅広く多くの計算問題が取り入れてあり、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。解説が丁寧に記述されており、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。

57 工業 2 機械設計 007 実教 工業 320 機械設計2
工業(電応)

２年　選択

内容・分量に偏りがないバランスの良い構成となっている。基礎的なものから応用問題

まで、幅広く多くの計算問題が取り入れてあり、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。解説が丁寧に記述されており、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。

58 工業 2 原動機 007 実教 工業 345 原動機
工業(電応)

２年　選択

内容・分量に偏りがなくバランスが良い。図などが多く盛り込まれて、効果的な解説によ

り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。計算問題

も取り入れてあり、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。

59 工業 2 電気基礎 007 実教 工業 390 精選電気基礎　新訂版 総合　２年　選択

内容・分量に偏りがないバランスの良い構成となっている。基礎的な問題が多く取り入

れてあり、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。解説が丁寧に記述されており、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。



60 工業 1 電気基礎 007 実教 工業 388 電気基礎１　新訂版
工業(電応)

１年　全員

内容・分量に偏りがないバランスの良い構成となっている。原理を学んだ後に例題で具

体的に公式を学び、さらに基礎的なものから応用問題まで、幅広く多くの計算問題が

取り入れてあり、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。解説が丁寧に記述されており、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。

61 工業 1 電気基礎 007 実教 工業 389 電気基礎２　新訂版
工業(電応)

１年　全員

内容・分量に偏りがないバランスの良い構成となっている。原理を学んだ後に例題で具

体的に公式を学び、さらに基礎的なものから応用問題まで、幅広く多くの計算問題が

取り入れてあり、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。解説が丁寧に記述されており、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。

62 工業 3 電気機器 007 実教 工業 391 電気機器　新訂版
工業(電応)

３年　選択

新訂版のため。内容・分量に偏りがなくバランスが良い。図などが多く盛り込まれて、効

果的な解説により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。計算問題も取り入れてあり、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。

63 工業 2 電力技術 007 実教 工業 392 電力技術1　新訂版
工業(電応)

２年　選択

新訂版のため。内容・分量に偏りがなくバランスが良い。図などが多く盛り込まれて、効

果的な解説により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。計算問題も取り入れてあり、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。

64 工業 2 電力技術 007 実教 工業393 電力技術2　新訂版
工業(電応)

２年　選択

新訂版のため。内容・分量に偏りがなくバランスが良い。図などが多く盛り込まれて、効

果的な解説により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。計算問題も取り入れてあり、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。

65 工業 2 電子回路 007 実教 工業 395 電子回路　新訂版
工業(電応)

２年　選択

新訂版のため。内容・分量に偏りがないバランスの良い構成となっている。基礎的なもの

から応用問題まで、幅広く多くの計算問題が取り入れてあり、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。解説が丁寧に記述されてお

り、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。

66 工業 3 電子計測制御 007 実教 工業 358 電子計測制御
工業(電応)

３年　全員

図などが多く盛り込まれて、効果的な解説により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。制御に関する記述がわかりやすく、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。



67 工業 3 通信技術 007 実教 工業 374 通信技術
工業(電応)

３年　選択

図表や写真が多く盛り込まれて、効果的な解説により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。

通信に関する近年の課題についての記述がわかりやすく、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。

68 工業 3 電子情報技術 007 実教 工業 359 電子情報技術
工業(電応)

３年　選択

図表や写真が多く盛り込まれて、効果的な解説により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。

情報に関する近年の課題についての記述がわかりやすく、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。

69 工業 2 建築構造 007 実教 工業 334 建築構造
工業(建築)

２年　選択

図表や写真が多く盛り込まれて、効果的な解説により説明が分かりやすい。建築構造

に関する最新の技術・用語についての記述が分かりやすく外観からは見えない部分がい

かに建物の機能・耐震性・耐久力・デザインの表現を可能にしているか、興味をひく内

容になっており、生徒の思考力・判断力を導くことのできる内容になっている。

70 工業 2 建築計画 007 実教 工業 362 建築計画
工業(建築)

２年　選択

図表や写真が多く盛り込まれて、効果的な解説により説明が分かりやすい。建築計画

に関する最新の設備・設計方針についての記述が分かりやすく、建築法規をふまえて、

人々の多様な空間に対する要求を理解し、必要な機能を吟味し、いろいろなデザイン

の創造と提案能力、生徒の思考力・判断力を導くことのできる内容になっている。

71 工業 2 建築構造設計 007 実教 工業 363 建築構造設計
工業(建築)

２年　選択

難解な力学を分かりやすいイラストを交えて最低限の決まりごとを大きな図表で解説し

ているため、、本校の生徒の実態にあっている。建築基準法の改定や告示が頻繁に変

わる現在、最新の設計基準に沿って最新のコンピュータによる出力結果を示して、設計

式を実際の建物部分のどの部分かを判りやすく示して解説しており、他の建築分野とコ

ミュニケーションをとりながらの思考力・判断力を磨くことのできる内容となっている。

72 工業 2 建築施工 007 実教 工業 376 建築施工
工業(建築)

２年　選択

図表や写真が多く盛り込まれて、効果的な解説により説明が分かりやすい。建物のつく

りかたに関する最新の技術・用語についての記述が分かりやすく建物を設計図に示され

た性能を発揮するために何に気を使えばよいか、どのような支持をどの段階でどのグルー

プに出し、確認の方法等を考慮すべきか、興味をひく内容になっており、幅広い知識と

教養を身に付け、生涯にわたって個性や資質・能力を伸ばすことのできる内容になって

いる。

73 工業 3 建築法規 007 実教 工業 377 建築法規
工業(建築)

３年　選択

建築法規の意味と目的、位置づけ、建築の専門家としての倫理観を述べてあり、建築

物の企画から完成、除却までの流れの中で、法規がどうのように関わっているか分かりや

すく、丁寧に記述されている。幅広い知識と教養を身に付け、生涯にわたって個性や資

質・能力を伸ばすことのできる内容になっている。



74 工業 2 測量 007 実教 工業 335 測量
工業(土木)

２年　選択

図表や写真が多く盛り込まれて、効果的な解説により説明が分かりやすい。測量に関

する最新の技術・用語についての記述が分かりやすく、基本的な測量から衛星を使った

GIS測量まで詳しく説明してある。社会基盤の整備を可能にしているのが測量技術で

あることを示す興味をひく内容になっており、幅広い知識と教養を身に付け、生涯にわ

たって個性や資質・能力を伸ばすことのできる内容になっている。

75 工業 2 土木基礎力学１ 007 実教 工業 364 土木基礎力学1
工業(土木)

２年　選択

力学に関連する土木構造物や現象を示してあり、本校の生徒の実態にあっている。写

真や図を多用し、視覚的に理解しやすく、例題も充実しているので、幅広い知識と教

養を身に付け、生涯にわたって個性や資質・能力を伸ばすことのできる内容になってい

る。

76 工業 3 土木基礎力学２ 007 実教 工業 365 土木基礎力学２
工業(土木)

３年　選択

土木工学全体における構造力学、水理学および土質力学の位置づけを明示されてお

り、写真や図を多用し、視覚的に理解しやすく、本校の生徒の実態にあっている。例題

も充実しているので、幅広い知識と教養を身に付け、生涯にわたって個性や資質・能

力を伸ばすことのできる内容になっている。

77 工業 3 土木構造設計 007 実教 工業 378 土木構造設計
工業(土木)

３年　選択

難解な力学を分かりやすいイラストを交えて最低限の決まりごとを大きな図表で解説し

ているため、本校の生徒の実態にあっている。写真や図を多用し、視覚的に理解しやす

く、例題も充実しているので、幅広い知識と教養を身に付け、生涯にわたって個性や資

質・能力を伸ばすことのできる内容になっている。

78 工業 2 土木施工 007 実教 工業 366 土木施工
工業(土木)

２年　選択

土木の施工技術・工法を中心に、材料・建設機材から品質管理・法規まで、具体的

な事例などで分かりやすく丁寧に記述されている。土木工事の実例や、全国の土木遺

産を取り上げて、生徒が身近な事例を知ることにより、土木施工に関心がもてるように

工夫してあるので、幅広い知識と教養を身に付け、生涯にわたって個性や資質・能力

を伸ばすことのできる内容になっている。

79 工業 2 社会基盤工学 007 実教 工業 379 社会基盤工学
工業(土木)

２年　選択

自然環境や防災を含めた社会基盤整備の総論から、交通、水資源、まちづくりに関し

て、学校周辺の地域特性などの学習状況に応じて、適時、章を選択できるように工夫

してある。震災の教訓を踏まえ、地域に学び、地域を担い、ふるさと兵庫の発展に取り

組むことのできる内容になっている。

80 商業 2 ビジネス実務 007 実教 商業 345 ビジネス実務 新訂版 総合　２年　選択

図や例題などを使い、分かりやすい説明が明示されている。例題も2年次の原価計算

の知識をさらに深めるための関連した演習問題も含まれており、本校の生徒の実態に

合っている。社会で通用する知識や教養、勤労観や職業観を養うことができると判断し

たため。



81 商業 3 マーケティング 007 実教 商業 336 マーケティング　新訂版 総合　３年　選択

イラストや写真に加え、例題等もわかりやすく明示されているところが本校の生徒の実態

に合っている。また、昨今の経済や社会問題・生活問題などあらゆる面から学習に取り

組むことができ、社会の一員なるために必要な知識や教養、勤労観や職業観を養うこ

とができる。また、新商品の開発に向けた創造性やチャレンジ精神をもつことができ、国

際社会に貢献できる人材の育成に適していると判断したため。

82 商業 3 商品開発 007 実教 商業 315 商品開発 総合　３年　選択

イラストや写真に加え、商品開発の流れ等についての解説や例題等もわかりやすく明示

されているところが、本校の生徒の実態に合っている。また、昨今の経済や社会問題・

生活問題などあらゆる面から学習に取り組むことができ、社会の一員なるために必要な

知識や教養、勤労観や職業観を養うことができる。また、新商品の開発に向けた創造

性やチャレンジ精神をもつことができ、国際社会に貢献できる人材の育成に適していると

判断したため。

83 商業 3 広告と販売促進 007 実教 商業 325 広告と販売促進 総合　３年　選択

イラストや写真に加え、実際の広告などの解説や例題等もわかりやすく明示されていると

ころが、本校の生徒の実態に合っている。また、昨今の経済や社会問題・生活問題な

どあらゆる面から学習に取り組むことができ、社会の一員なるために必要な知識や教

養、勤労観や職業観を養うことができる。また、広告や販売促進への創造性やチャレン

ジ精神のもつことができ、国際社会に目を向けたと人材の育成に適していると判断した

ため。

84 商業 2 ビジネス経済 007 実教 商業 316 ビジネス経済 総合　２年　選択

昨今の経済や社会問題・生活問題などあらゆる面から学習に取り組むことができ、社

会の一員なるために必要な知識や教養、勤労観や職業観を養うことができる。また、地

域経済の問題点を探索し創造性やチャレンジ精神を持った国際社会に貢献できる人

材の育成に適しているとと判断したため。

85 商業 3 ビジネス経済応用 007 実教 商業 326 ビジネス経済応用 総合　３年　選択

イラストや写真などに加え、統計的な資料など見やすくも分かりやすい。例題等も新しく

本校の生徒の実態に合っている。昨今の経済や社会問題・生活問題などあらゆる面か

ら学習に取り組むことができ、また、国際人として対応する能力の育成や地域貢献能

力、社会の一員なるために必要な知識や教養、勤労観や職業観を養うことができると

判断したため。

86 商業 3 経済活動と法 007 実教 商業 354 経済活動と法　新訂版 総合　３年　選択

イラストや相関図などの資料がわかりやすく明示されている。また例題、判例などもわかり

やすい説明があり、本校の生徒の実態に合っている。また、昨今の経済や社会問題・

生活問題などあらゆる面から学習に取り組むことができ、社会の一員となるために必要

な知識や教養、勤労観や職業観を養うことができると判断したため。



87 商業 1 簿記 007 実教 商業 338 新簿記　新訂版 総合　１年　選択

より詳しいイラストや図などが多く盛り込まれており、視覚的にも分かりやすい。効果的な

例題や解説により理解しやすい構成となっているところが本校の生徒の実態に合ってい

る。また、社会の一員なるために必要な知識や教養、生徒の勤労観や職業観を育

み、資質能力を磨くことができると判断したため。

88 商業 2 財務会計Ⅰ(Ａ・B) 007 実教 商業 347 新財務会計　Ⅰ　新訂版 総合　２年　選択

イラストや図などに加え、例題や解説も理解しやすい内容となっている。1年次の簿記の

内容をより深く理解でき、本校の生徒の実態に合っている。社会で通用する知識や教

養、勤労観や職業観を養うことができると判断したため。

89 商業 3 財務会計Ⅱ 007 実教 商業 329 財務会計Ⅱ 総合　３年　選択

イラストや図などに加え、例題や解説も理解しやすい内容になっている。1、2年次で学

習した内容をより深める、理解しやすい内容で、本校の生徒の実態に合っている。社会

で通用する知識や教養、勤労観や職業観を養うことができると判断したため。

90 商業 2 原価計算 007 実教 商業 350 原価計算　新訂版 総合　２年　選択

イラストや図などがカラフルな色遣いで分かりやすい。また、例題の解説が理解しやすい

内容となっており、本校の生徒の実態に合っている。社会で通用する知識や教養、勤

労観や職業観を養うことができると判断したため。

91 商業 2 情報処理 007 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版 総合　２年　選択

イラストや図などに加え、例題や解説の示し方やその経過の説明が分かりやすく、理解

しやすい。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が充実しているた

め。

92 商業 3 ビジネス情報 007 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版 総合　３年　選択

イラストや写真などに加え、例題や演習の解説が分かりやすく明示されており、本校の

生徒の実態に合っている。情報に関する今日の課題についてや生徒の思考力・判断

力・コミュニケーション能力を養うことができ、社会の一員なるために必要な知識や教

養、勤労観や職業観を養うことができると判断したため。

93 商業 3 電子商取引 007 実教 商業 358 電子商取引　新訂版 総合　３年　選択

新訂版である。イラストや写真などに加え、例題や演習の解説が分かりやすく明示され

ており、本校の生徒の実態に合っている。情報に関する今日の課題についてや生徒の

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、社会の一員なるために必要

な知識や教養、勤労観や職業観を養うことができると判断したため。

94 家庭 2 子ども文化 教図 家庭 309 子ども文化 総合　２年　選択

子どもと遊び、子どもの表現活動や児童文化財などに関する知識や技術が、実践をふ

まえてバランスよく取り上げられているところが本校の生徒の実態に合っており、子ども文

化の充実を図る能力と態度を身につけられる内容になっている。

95 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 総合　３年　選択

子どもの発育・発達、養護・生活、集団保育、児童観、児童福祉など、子どもや子育

てに関する知識や技術が、バランスよく取り上げられているところが本校の生徒の実態に

合っており、保育に関する知識と技術を習得するとともに、子どもの発達や子育て支援

に寄与する能力を身につけられる内容になっている。



96 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 総合　３年　選択

洋服・和服の実習の前に、製作上の基礎的知識・技法をまとめて示すなど、わかりやす

い工夫がされているところが、本校の生徒の実態に合っている。被服製作に関する知識

と技術を習得し、洋服や和服を計画に従って能率的に製作できる内容になっている。

97 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 総合　３年　選択

理論部分は基本的事項がわかりやすく系統立てて詳細に記述され、調理実習も短時

間で実習可能で取り組み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。食に関する知識と技術が身につき、食生活を総合的にデザインするとともに、食

文化の伝承・食育の推進に寄与する内容になっている。

以下は、継続使用の教科書で、需要表第１表対象外のもの。
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 2 国語総合 第一 国総 360
高等学校 改訂版

国語総合

1～2年継続

工業2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

やすい工夫がなされているところが、本校の生徒の実態に合致している。また、我が国の

伝統的な言語文化に対する生徒の興味や関心が広がる工夫がされている。資料等が

充実しており、古代より現代に至る多様な文体に親しめる構成のため、生涯にわたり文

学に親しむ姿勢が養われる。

2 国語 2 現代文Ｂ 第一 現Ｂ 339
高等学校 改訂版

現代文Ｂ

2～3年継続

総合3年全員

幅広い知識や教養を身につけ、自らの未来を切り拓く力を培うことにつながる作品が収

録されている。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なされていると

ころが、本校の生徒の実態に合致している。その内容・数が適当で、生徒の実態に即

した指導が行いやすい。

3 国語 2 古典Ｂ 第一 古Ｂ 353
高等学校　改訂版

標準古典Ｂ

2～3年継続

総合3年選択

伝統と文化を尊重しつつ豊かな情操を養うことにつながる作品が収録されており、それら

の作品を通じて、幅広い知識や教養を身につけることができる。生徒の興味や関心が

広がる工夫がされていて、資料等が充実しているため。

4 地歴･公民 3 世界史Ｂ 山川 世Ｂ 314 高校世界史　改訂版
2～3年継続

総合選択

世界の各地域の歴史について系統的かつ簡潔にまとめられており、本校生徒の実態に

合った内容・分量で構成されている。また、地図や資料も充実しており、世界史に欠か

せない時間・空間認識が十分に身につく内容になっている。

5 地歴･公民 3 日本史Ｂ 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版
2～3年継続

総合選択

日本の歴史について系統的かつ簡潔にまとめられており、本校生徒の実態に合った内

容・分量で構成されている。また、地図や資料も充実しており、日本史学習への興味を

もたせる内容になっている。

6 数学 3 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ
2～3年継続

総合選択

本教科書は式変形やグラフ等わかりやすく丁寧に説明されており、理解しやすい。また、

生徒の能力、進路希望等に応じて、発展的な内容まであり、思考力・判断力・創造

力を養うことができる。



7 理科 3 化学 実教 化学 310 化学　新訂版
2～3年継続

総合選択

参考項目や写真の挿絵が充実して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。発展の項目が充実しているので探究活動を行うことにも適しており、生徒の思

考力・判断力・表現力を養うことができる。

8 保健体育 2 保健 050 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版
1～2年継続

全科

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

や将来の生活に生かしていけ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。人権にも配慮されるなど、生徒の健やかな身体、豊かな情操の育成のために工

夫されている。

9 外国語 2 コミュニケ－ション英語Ⅰ 017 教出 コⅠ 336

NEW ONE WORLD

Communication Ⅰ

Revised Edition

1～２年継続

工業科２年　全員

表現力や語彙力の伸長をはかるのに、必要な活動が効果的に構成されている。生徒

の興味・関心に合わせた身近な題材に加え、豊富で充実した内容が取り上げられ、本

校の生徒の実態に合っている。日本の将来を担い、国際社会に貢献していく若者とし

て、自らの伝統と文化を見つめるとともに、海外に関心を持ち、必要な知識や幅広い教

養を身につけることができる内容となっている。

10 工業 2 建築製図 実教 工業 305 建築設計製図
1～3年継続

建築類型

建築製図の基本から、設計内容をうまく表現する方法、図面に必要な情報が分かりや

すい説明と順序で詳しく説明されており、本校の生徒の実態にあっている。わが国に伝

わる伝統的な工法を用いた木造住宅から始まり、自由な発想で創造的なプランの建

築物まで多種多様な図面が示されており、幅広い知識と教養を身に付け、生涯にわ

たって個性や資質・能力を伸ばすことのできる内容となっている。

11 工業 2 電気基礎 007 実教 工業388 電気基礎１　新訂版
1～2年継続

電機応用全員

内容・分量に偏りがないバランスの良い構成となっている。基礎的なものから応用問題

まで、幅広く多くの計算問題が取り入れてあり、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。解説が丁寧に記述されており、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。

12 工業 2 電気基礎 007 実教 工業389 電気基礎２　新訂版
1～2年継続

電機応用全員

内容・分量に偏りがないバランスの良い構成となっている。基礎的なものから応用問題

まで、幅広く多くの計算問題が取り入れてあり、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。解説が丁寧に記述されており、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。

13 工業 3 土木製図 007 実教 工業 306 土木製図
2～3年継続

土木類型

内容・分量に偏りがないバランスの良い構成となっている。土木構造物について基礎的

なものから応用まで、幅広く図面が記述されている。解説が丁寧に記述されており、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。幅広い知識と

教養を身に付け、生涯にわたって個性や資質・能力を伸ばすことのできる内容となって

いる。



14 工業 3 建築構造 007 実教 工業 334 建築構造
2～3年継続

建築類型

図表や写真が多く盛り込まれて、効果的な解説により説明が分かりやすい。建築構造

に関する最新の技術・用語についての記述が分かりやすく外観からは見えない部分がい

かに建物の機能・耐震性・耐久力・デザインの表現を可能にしているか、興味をひく内

容になっており、生徒の思考力・判断力を導くことのできる内容になっている。

15 工業 3 建築構造設計 007 実教 工業 363 建築構造設計
2～3年継続

建築類型

難解な力学を分かりやすいイラストを交えて最低限の決まりごとを大きな図表で解説し

ているため、、本校の生徒の実態にあっている。建築基準法の改定や告示が頻繁に変

わる現在、最新の設計基準に沿って最新のコンピュータによる出力結果を示して、設計

式を実際の建物部分のどの部分かを判りやすく示して解説しており、他の建築分野とコ

ミュニケーションをとりながらの思考力・判断力を磨くことのできる内容となっている。

16 工業 3 建築施工 007 実教 工業 376 建築施工
2～3年継続

建築類型

図表や写真が多く盛り込まれて、効果的な解説により説明が分かりやすい。建物のつく

りかたに関する最新の技術・用語についての記述が分かりやすく建物を設計図に示され

た性能を発揮するために何に気を使えばよいか、どのような支持をどの段階でどのグルー

プに出し、確認の方法等を考慮すべきか、興味をひく内容になっており、幅広い知識と

教養を身に付け、生涯にわたって個性や資質・能力を伸ばすことのできる内容になって

いる。

17 工業 3 土木施工 007 実教 工業 366 土木施工
2～3年継続

土木類型

土木の施工技術・工法を中心に、材料・建設機材から品質管理・法規まで、具体的

な事例やわかりやすく丁寧に記述されている。土木工事の実例や、全国の土木遺産を

取り上げて、生徒が身近な事例を知ることにより、土木施工に関心がもてるように工夫

してあるので、幅広い知識と教養を身に付け、生涯にわたって個性や資質・能力を伸ば

すことのできる内容になっている。

18 工業 3 製図(機械) 007 実教 工業302 機械製図
2～3年継続

電機応用選択

内容・分量に偏りがないバランスの良い構成となっている。基礎的なものから応用まで、

幅広く図面が記述されており、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。解説が丁寧に記述されており、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。

19 工業 3 製図(電気) 007 実教 工業303 電気製図
2～3年継続

電機応用選択

内容・分量に偏りがないバランスの良い構成となっている。基礎的なものから応用まで、

幅広く図面が記述されており、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。解説が丁寧に記述されており、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。

20 工業 3 機械設計 007 実教 工業319 機械設計1
2～3年継続

電機応用選択

内容・分量に偏りがないバランスの良い構成となっている。基礎的なものから応用問題

まで、幅広く多くの計算問題が取り入れてあり、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。解説が丁寧に記述されており、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。



21 工業 3 機械設計 007 実教 工業320 機械設計2
2～3年継続

電機応用選択

内容・分量に偏りがないバランスの良い構成となっている。基礎的なものから応用問題

まで、幅広く多くの計算問題が取り入れてあり、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。解説が丁寧に記述されており、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。

22 工業 3 原動機 007 実教 工業345 原動機
2～3年継続

電機応用選択

内容・分量に偏りがなくバランスが良い。図などが多く盛り込まれて、効果的な解説によ

り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。計算問題

も取り入れてあり、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。

23 商業 3 ビジネス実務 007 実教 商業 345 ビジネス実務 新訂版
2～3年継続

総合選択

イラストや写真などに加え、例題や演習の解説が分かりやすく明示されており、本校の

生徒の実態に合っている。情報に関する今日の課題についてや生徒の思考力・判断

力・コミュニケーション能力を養うことができ、社会の一員なるために必要な知識や教

養、勤労観や職業観を養うことができると判断したため。


