
令和４年度使用教科書一覧表　　　県立柏原学校（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 第一 現国　713 高等学校　現代の国語 1年全員

現代の社会生活に必要とされる思考力および判断力を培う文章、伝える力
を培う教材が配置され、学習指導要領の内容の言語活動を十分に行うこと
ができる内容となっている。また、自発的・創造的に物事を考えることの
できる教材が配置されていて、本校の生徒の実態に合っている。

2 国語 1 言語文化 第一 言文　713 高等学校　言語文化 1年全員

定評ある教材が収められており、我が国の伝統的な言語文化や詩歌に興味
関心を持ち、親しむことができる内容である。作品を通して自分の生まれ
た国や郷土の文化に造形を深めることができる教材が配置されていて、本
校の生徒の実態に合っている。

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

世界史分野と日本史分野の記述がバランスよく配されている。加えて、使
用されている地図もテーマに沿って適確で分かりやすく、使いやすい。ま
た、生徒が取り組む歴史的見方・考え方を培う課題も充実しており、生徒
たちに歴史的見方・考え方を身につけさせられる。

4 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ　713 高等学校　数学Ⅰ 1年全員

要点を強調したりグラフや集合のベン図などが，図のみならず本文中の重
要な値にも色がつけてあったりと，生徒が学習しやすいように工夫されて
いる。また参考資料が充実しており，生徒が自ら学習を深めることができ
る。

5 数学 1 数学A 数研 数A　713 高等学校　数学A 1年全員

要点を強調したりグラフや集合のベン図などが，図のみならず本文中の重
要な値にも色がつけてあったりと，生徒が学習しやすいように工夫されて
いる。また参考資料が充実しており，生徒が自ら学習を深めることができ
る。

6 理科 1 物理基礎 数研 物基　707 物理基礎 1年知探全員

必要かつ十分な内容を、平易なわかりやすい文章で書かれており、デジタ
ルコンテンツも豊富である。深い学びにつながるポイントも充実してお
り、探究活動にも適している。生徒の思考力･判断力･表現力を養うことが
できる。

7 理科 1 物理基礎 第一 物基　710 新物理基礎 1年一般クラス全員

必要かつ十分な内容を、平易なわかりやすい文章で書かれており、生徒の
実態に合っている。デジタルコンテンツも豊富で、図や写真も多く、理解
しやすくするための工夫があり、生徒の思考力･判断力･表現力を養うこと
ができる。

8 理科 1 化学基礎 数研 化基　709 高等学校　化学基礎 1年知探全員
必要かつ十分な内容が含まれており、また、発展的な内容も取り扱ってお
り、生徒の実態に合っている。デジタル教材も充実し、理解しやすくなっ
ており、生徒の思考力･判断力･表現力を養うことができる。

9 理科 1 生物基礎 数研 生基　708 高等学校生物基礎 1年一般クラス全員
必要かつ十分な内容が含まれており、写真や図も充実していて理解しやす
い。デジタル教材も充実しており、主体的な学びを促す工夫も多く、生徒
の思考力･判断力･表現力を養うことができる。

10 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
1～2年継続

生徒の興味・関心に対する配慮がなされており、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。

11 芸術 1 音楽Ⅰ 音楽の友社 音Ⅰ　704 ON！1 1年の選択者

歌唱・器楽・リズム・音楽史・ＪＰＯＰＳ・民族音楽・音楽理論・創作な
ど、授業に関係する分野がバランスよく取り入れられており、どの分野の
授業にも対応しやすく構成されている。本校の生徒の興味関心をくすぐる
内容が盛り込まれており、ＩＣＴ活用の観点から見ても、扱いやすい内容
が多く、取り入れられている。



12 芸術 1 美術Ⅰ 日本文教出版 美Ⅰ　703 高校美術 1年の選択者

教科書の構成が、生徒に刺激を与え、より考えさせる内容となっている。
掲載作品が、古典から、現代アートまで幅広く、特に現在活躍している美
術作家やデザイナーの作品が多く取り上げられているため、本校生徒の興
味、関心をより引き出せると考える。STEAM教育、SDGsの観点も取り入れら
れているため、時代に即している。動画コンテンツが充実している。

13 芸術 1 書道Ⅰ 教育図書 書Ⅰ　702 書Ⅰ 1年の選択者

たくさんの迫力ある美しい図版や折り込みページ等、生徒の興味関心に対
する配慮がなされており、表現と鑑賞の学習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。幅広い知識や教養を身につけ、伝統文化を尊
重し、暮らしの中に活かす力を養う内容である。

14 芸術 1 書道Ⅰ 教育図書 書Ⅰ　703 書Ⅰプライマリーブック 1年の選択者

たくさんの迫力ある美しい図版や折り込みページ等、生徒の興味関心に対
する配慮がなされており、表現と鑑賞の学習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。幅広い知識や教養を身につけ、伝統文化を尊
重し、暮らしの中に活かす力を養う内容である。

15 外国語 1 英語コミュニケーションⅠ 数研出版 C1 　715 Blue Marble English Communication Ⅰ 1年全員

文章の長さが、コミュニケーション活動に活かすのに適切な長さであり、
本校の生徒の実態に合っている。コミュニケーション活動を行う材料とな
る文章が多く入っている。QRコードを用いたリスニングや動画視聴へのコ
ンテンツも充実しており、幅広く英語学習ができる内容である。

16 外国語 1 英語論理・表現Ⅰ 啓林館 論1　708 Vision Quest  English Logic and Expression Advanced 1年全員

読む・書く・話す・聴くの4技能にわたって表現力を伸ばせるよう、英語を
使って様々な言語活動ができる内容になっており、本校の生徒の実態に
合っている。幅広い知識や教養を身につけ、コミュニケーション能力の伸
長につながる内容である。

17 家庭 1 家庭基礎 第一 家基　710 高等学校　家庭基礎　持続可能な未来をつくる 1年全員

問題解決型の学びを中心とした授業が展開できるよう、重要語句がコンパ
クトに学べる構成になっており、問題発見を進めるための方法が学べる資
料も提示されている。さらに、興味・関心を持った内容については、背景
や要因を様々な角度から検証、実践するための視点が提供されている。

18 情報 1 情報Ⅰ 日文 情Ⅰ　710 情報Ⅰ 1年全員

問題解決に取り組みやすく、主体的・対話的に学びやすい内容になってい
る。新課程のプログラミングでは、シンプルかつ分かりやすい内容でプロ
グラミング初心者でも学びやすい。また、ＱＲコンテンツが用意されてお
り、タブレットやスマートフォンを活用し、いつでもどこでも繰り返し視
聴することで理解が定着できる。

19 国語 2 国語表現 大修館 国表　307 国語表現  改訂版 2年文系の選択者

読む、話す、聞く、書くなど、生徒に身につけさせたい力を伸ばすことに
つながる教材が収録されており、本校生徒に相応しい内容である。また、
幅広い知識や教養を身につけ、コミュニケーション能力の伸長につながる
内容である。

20 国語 2 現代文Ｂ 数研 現Ｂ　333 改訂版 現代文Ｂ
2年全員
2～3年継続

定評ある教材と現代的な教材のバランスが良く収められており、本校の生
徒の実態に合っている。我が国の伝統的な言語文化に対する興味・関心を
引き出す工夫がされているとともに、これからのグローバル社会で活躍す
るための視野・素養を養うための配慮もなされている。言語活動に関する
内容も充実しており、探究活動・課題研究活動に重点を置く本校の生徒に
は適切であると考える。

21 国語 2 古典Ｂ 数研 古Ｂ　343 改訂版 古典Ｂ　古文編
2年全員
2～3年継続

入門教材から主要なジャンルの定評ある教材が扱われており、本校生徒に
適切であると考える。また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。全体のレイアウ
トや文字の大きさ・図版の種類、注釈の内容も適当で見やすい。

22 国語 2 古典Ｂ 数研 古Ｂ　344 改訂版 古典Ｂ　漢文編
2年全員
2～3年継続

入門教材から主要なジャンルの定評ある教材が扱われており、本校生徒に
適切であると考える。また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。全体のレイアウ
トや文字の大きさ・図版の種類、注釈の内容も適当で見やすい。



23 地理歴史 2 世界史A 第一 世A　317 高等学校　改訂版　世界史A

2年知探文系の選
択者
2年一般クラス文
系の選択者

各地域の歴史的事項が簡潔に分かりやすくまとめられている。また、写真
や地図も豊富で、見やすく視覚的理解が深まり、本校生徒の実態に合って
いる。国際環境の動向や地理的条件との関連性を持って、主体的に考察で
きる内容となっている。

24 地理歴史 2 世界史B 帝国 世B　312 新詳世界史B

2年知探文系の選
択者
2年一般クラス文
系の選択者
2～3年継続

各地域および各時代についての内容が豊富に記載されていることに加え、
写真資料や地図資料が数多く掲載されていることから、学習者の理解を促
進し、主体的に考察したり、発展させたりする取り組みを充実させること
ができると考えられる。

25 地理歴史 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

2年知探文系の選
択者
2年一般クラス文
系の選択者

写真・地図・グラフ・系図・表などが豊富で、視覚的理解が深まる教科書
で、本校生徒の実態に合っている。また、各分野のバランスがとれた充実
した内容となっている。国際環境の動向や地理的条件との関連性を持っ
て、主体的に考察できる内容となっている。

26 地理歴史 2 日本史Ｂ 山川 日B　309 詳説日本史　改訂版

2年知探文系の選
択者
2年一般クラス文
系の選択者
2～3年継続

写真・地図・グラフ・系図・表などが豊富で、視覚的理解が深まる教科書
で、本校生徒の実態に合っている。また、各分野のバランスがとれた充実
した内容となっている。国際環境の動向や地理的条件との関連性を持っ
て、主体的に考察できる内容となっている。

27 地理歴史 2 地理B 帝国 地B　304 新詳地理Ｂ

2年知探理系全員
2年一般クラス理
系全員
2～3年継続

学ぶべき知識が簡潔に且つ網羅的に扱われている。また、図・グラフ・地
図が多用され、現代の地理的問題を生徒が学びやすい教科書である。国際
環境の動向や地理的条件との関連性を持って、主体的に考察できる内容と
なっている。

28 地理歴史 2 地図 帝国 地図310 新詳高等地図　

2年知探理系全員
2年一般クラス理
系全員
2～3年継続

地図の色彩が豊かで、非常に見やすい地図帳である。また、授業で参照す
る地域が拡大されたページ構成になっているので、授業で使いやすい。国
際環境の動向や地理的条件との関連性を持って、主体的に考察できる内容
となっている。

29 数学 2 数学Ⅱ 東書 数Ⅱ　317 数学Ⅱ　Advanced
2年知探全員
2年一般クラス理
系全員

練習問題が精選されており，生徒の実態に即している。また，思考力・判
断力・創造力が要求される事項が発展的に扱われており，生徒の知的好奇
心を促すとともに，幅広い知識と教養を身に付けさせることができる。

30 数学 2 数学Ⅱ 東書 数Ⅱ　318 数学Ⅱ　Standard 2年一般クラス文系
学習内容が精選されており，生徒の実態に即している。また，思考力・判
断力・創造力が要求される事項が発展的に扱われており，生徒の知的好奇
心を促すとともに，幅広い知識と教養を身に付けさせることができる。

31 数学 2 数学B 東書 数B　316 数学B　Advanced
2年知探全員
2年一般クラス理
系全員

練習問題が精選されており，生徒の実態に即している。また，思考力・判
断力・創造力が要求される事項が発展的に扱われており，生徒の知的好奇
心を促すとともに，幅広い知識と教養を身に付けさせることができる。

32 数学 2 数学B 東書 数B　317 数学B　Standard 2年一般クラス文系の選択者

学習内容が精選されており，生徒の実態に即している。また，思考力・判
断力・創造力が要求される事項が発展的に扱われており，生徒の知的好奇
心を促すとともに，幅広い知識と教養を身に付けさせることができる。

33 理科 2 物理 数研 物理　314 改訂版　総合物理１　力と運動・熱

2年知探理系の選
択者
2年一般クラス理
系の選択者
2～3年継続

必要かつ十分な内容が、簡潔でわかりやすく取り扱われている。物理基礎
の内容も整理して記述されており、体系的な学習が可能で生徒の実態に
合っている。発展の項目が充実しており、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。

34 理科 2 物理 数研 物理　315 改訂版　総合物理２　波・電気と磁気・原子

2年知探理系の選
択者
2年一般クラス理
系の選択者
2～3年継続

必要かつ十分な内容が、簡潔でわかりやすく取り扱われている。物理基礎
の内容も整理して記述されており、体系的な学習が可能で生徒の実態に
合っている。発展の項目が充実しており、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。



35 理科 2 化学基礎 東書 化基　313 改訂　化学基礎 2年一般クラス全員
必要かつ十分な内容が含まれており、また、発展的な内容も取り扱ってお
り、生徒の実態に合っている。写真や図も充実して、理解しやすくなって
おり、生徒の思考力･判断力･表現力を養うことができる。

36 理科 2 化学 東書 化学　308 改訂　化学
2年知探理系全員
2～3年継続

必要かつ十分な内容が含まれており、また、発展的な内容も取り扱ってお
り、生徒の実態に合っている。写真や図も充実しており、理解しやすく
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。

37 理科 2 生物基礎 東書 生基　311 改訂　生物基礎 2年知探全員
必要かつ十分な内容が含まれており、写真や図も充実していて理解しやす
い。主体的な学びを促す工夫も多く、生徒の思考力･判断力･表現力を養う
ことができる。

38 理科 2 生物 東書 生物　306 改訂　生物

2年知探理系の選
択者
2年一般クラス理
系の選択者
2～3年継続

必要かつ十分な内容が含まれており、写真や図も充実していて理解しやす
い。発展の項目が充実しており、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。

39 芸術 2 音楽Ⅱ 教出 音Ⅱ　308 高校音楽Ⅱ改訂版　Music View 2年一般クラス文系の選択者

音楽に関連する美術作品，歴史的出来事などを図版やグラビアを用いて視
覚化し，学習内容がわかりやすく伝わるよう工夫されており、生徒の実態
に合っている。また、アンサンブルや鑑賞の楽曲が多く扱われており、互
いに支え合い協力しながら生涯にわたり音楽を愛好する豊かな感性を育む
ことのできる内容となっている。

40 芸術 2 美術Ⅱ 日文 美Ⅱ　304 高校生の美術２ 2年一般クラス文系の選択者

掲載されている作品数が多く、図の大きさと解説のバランスが良く、生徒
の実態に合っている。様々な地域や時代にわたる作品が掲載されており、
独自の文化や価値観の理解につながる内容となっている。また「美術で見
せる、美術で伝える、美術がつなぐ」のページがあり、美術を通した活動
を意欲的に学ぶことができる内容である。

41 芸術 2 書道Ⅱ 教図 書Ⅱ　306 書Ⅱ 2年一般クラス文系の選択者

生徒が古典の臨書から鑑賞・創作へと学習する時にスムースに入っていけ
るように工夫されており、本校の実態にあっている。生徒は作品個々の違
いを感じ取る感性を養い、その上で自分の個性に気づき、自己表現すると
ころまで進めるように工夫されている。

42 外国語 2 コミュニケーション英語Ⅱ 大修館 コⅡ　335 Compass English Communication Ⅱ Revised 2年全員

文章の長さが、コミュニケーション活動に活かすのに適切な長さであり、
本校の生徒の実態に合っている。コミュニケーション活動を行うざいりょ
うとなる文章が多く入っている。各単元で扱う文法事項も明確でシンプル
な構成になっている。幅広い知識や教養を身につけることができる内容で
ある。

43 外国語 2 英語表現Ⅱ 啓林館 英Ⅱ　332 Vision Quest English Expression II Ace 2年全員

導入部の会話文、文法事項の配列などが適切で、読み・書き・話す・聴く
の4技能にわたって表現力を伸ばせる内容になっており、本校の生徒の実態
に合っている。幅広い知識や教養を身につけ、コミュニケーション能力の
伸長につながる内容である。

44 家庭 2 家庭基礎 教図 家基　303 最新 家庭基礎　生活を科学する 2年知探全員

国際比較がされた資料が多く、異なる文化や価値観にふれて自身の特性が
理解できるよう工夫されている。科学的根拠に基づく資料や実社会の課題
と暮らしのつながりを整理した学習項目分類があり、限られた時間で学び
の深化を図るのに適している。

45 情報 2 社会と情報 東書 社情　310 社会と情報 2年一般クラス全員

例題や事例、資料などが豊富で、本校の生徒が理解するのに適している。
また、基礎的な内容はもちろんのこと、発展的な内容も分かりやすく生徒
の実態に合っている。 今日的な課題についての記述が分かりやすく、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。



46 情報 2 情報デザイン 実教 情報　309 情報デザイン 2年一般クラス文系の選択者

実際のデザイナーによる洗練された題材を豊富に取り入れらていて、生徒
の実態に合っている。 問題意識，美的判断力，情報活用能力，企画・計画
力を身につけ，上質なデザインを創造し，応用する能力と態度を育てるこ
とができる内容となっている。

47 地理歴史 3 世界史A 山川 世A　315 現代の世界史　改訂版

3年知探理系の選
択者
3年一般クラス理
系の選択者

近現代史を中心に簡潔かつ明瞭にまとまっている。地図、写真、年表、グ
ラフ、絵画等視聴覚教材も豊富に教科書使用されており、教える側も学ぶ
側も、世界史の勉強を進めるにおいて、非常に使いやすい。

48 公民 3 政治経済 東京 政経　311 政治経済
3年知探文系全員
3年一般クラス文
系全員

政治・経済各分野のバランスがとれ、写真・グラフ・表などが豊富で、内
容が充実しており、本校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められるように
工夫されている。

49 公民 3 倫理 清水 倫理308 高等学校新倫理

3年知探文系の選
択者
3年一般クラスの
選択者

各分野のの履修領域にそってコンパクトに要点が記述されている。深い内
容を学習する授業にも柔軟に対応できる。

50 数学 3 数学Ⅲ 東書 数Ⅲ　315 数学Ⅲ　Advanced
3年知探理系全員
3年一般クラス理
系の選択者

デジタルコンテンツが充実しており，視覚的な補助教材を駆使しながら指
導することができる。練習問題が精選されており，生徒の実態に適してい
る。

51 外国語 3 コミュニケーション英語Ⅲ 啓林館 コⅢ　335 Revised LANDMARK English Communication Ⅲ 3年全員

文章の長さが、コミュニケーション活動に活かすのに適切な長さであり、
本校の生徒の実態に合っている。見開き２ページでパートが分かれていて
分かり易い。各単元で扱う文法事項も明確でシンプルな構成になってい
る。幅広い知識や教養を身につけ、コミュニケーション能力の伸長につな
がる内容である。

52 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年一般クラス文系の選択者

全ページカラーで写真やイラスが多く、手順や概念などのイメージを持た
せることができる。調理理論や食品の特性をまとめた表も多く、学んだ知
識の整理や実習レポート考察の資料としても活用できるため。

53 家庭 3 子ども文化 教図 家庭　309 子ども文化 3年一般クラス文系の選択者

写真・グラフ・図表が充実しており、学習内容について解説する資料とし
ても有効である。また、研究課題の提示があり、生徒が主体的に学び、行
動する力を培う発展学習を進める際にも参考になるため。

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 3 現代文Ｂ 数研 現Ｂ　333 改訂版 現代文Ｂ
3年全員
2～3年継続

定評ある教材と現代的な教材のバランスが良く収められており、本校の生
徒の実態に合っている。我が国の伝統的な言語文化に対する興味・関心を
引き出す工夫がされているとともに、これからのグローバル社会で活躍す
るための視野・素養を養うための配慮もなされている。言語活動に関する
内容も充実しており、探究活動・課題研究活動に重点を置く本校の生徒に
は適切であると考える。

2 国語 3 古典Ｂ 数研 古Ｂ　343 改訂版 古典Ｂ　古文編
3年全員
2～3年継続

入門教材から主要なジャンルの定評ある教材が扱われており、本校生徒に
適切であると考える。また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。全体のレイアウ
トや文字の大きさ・図版の種類、注釈の内容も適当で見やすい。

3 国語 3 古典Ｂ 数研 古Ｂ　344 改訂版 古典Ｂ　漢文編
3年全員
2～3年継続

入門教材から主要なジャンルの定評ある教材が扱われており、本校生徒に
適切であると考える。また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。全体のレイアウ
トや文字の大きさ・図版の種類、注釈の内容も適当で見やすい。

以下は、継続使用の教科書で、需要表第１表対象外のもの。



4 地理歴史 3 世界史B 帝国 世B　312 新詳　世界史B

3年知探文系の選
択者
3年一般クラス文
系の選択者
2～3年継続

各地域および各時代についての内容が豊富に記載されていることに加え、
写真資料や地図資料が数多く掲載されていることから、学習者の理解を促
進し、主体的に考察したり、発展させたりする取り組みを充実させること
ができると考えられる。

5 地理歴史 3 日本史Ｂ 山川 日B　309 詳説日本史　改訂版

3年知探文系の選
択者
3年一般クラス文
系の選択者
2～3年継続

写真・地図・グラフ・系図・表などが豊富で、視覚的理解が深まる教科書
である。また、各分野のバランスがとれた充実した内容となっている。国
際環境の動向や地理的条件との関連性を持って、主体的に考察できる内容
となっている。

6 地理歴史 3 地理Ｂ 帝国 地B　304 新詳地理Ｂ

3年知探理系全員
3年一般クラス理
系全員
2～3年継続

学ぶべき知識が簡潔に且つ網羅的に扱われている。また、図・グラフ・地
図が多用され、現代の地理的問題を生徒が学びやすい教科書である。国際
環境の動向や地理的条件との関連性を持って、主体的に考察できる内容と
なっている。

7 地理歴史 3 地図 帝国 地図　310 新詳高等地図　

3年知探理系全員
3年一般クラス理
系全員
2～3年継続

地図の色彩が豊かで、非常に見やすい地図帳である。また、授業で参照す
る地域が拡大されたページ構成になっているので、授業で使いやすい。国
際環境の動向や地理的条件との関連性を持って、主体的に考察できる内容
となっている。

8 理科 3 物理 数研 物理　314 改訂版　総合物理１　力と運動・熱

3年知探理系の選
択者
3年一般クラス理
系の選択者
2～3年継続

必要かつ十分な内容が、簡潔でわかりやすく取り扱われている。物理基礎
の内容も整理して記述されており、体系的な学習が可能で生徒の実態に
合っている。発展の項目が充実しており、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。

9 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

3年知探理系の選
択者
3年一般クラス理
系の選択者
2～3年継続

必要かつ十分な内容が、簡潔でわかりやすく取り扱われている。物理基礎
の内容も整理して記述されており、体系的な学習が可能で生徒の実態に
合っている。発展の項目が充実しており、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。

10 理科 3 化学 東書 化学　308 改訂　化学

3年知探理系全員
3年一般クラス理
系全員
2～3年継続

必要かつ十分な内容が含まれており、また、発展的な内容も取り扱ってお
り、生徒の実態に合っている。写真や図も充実しており、理解しやすく
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。

11 理科 3 生物 東書 生物　306 改訂　生物

3年知探理系の選
択者
3年一般クラス理
系の選択者
2～3年継続

必要かつ十分な内容が含まれており、写真や図も充実していて理解しやす
い。発展の項目が充実しており、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。

12 保健体育 2 保健体育 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版
2年全員
1～2年継続

生徒の興味・関心に対する配慮がなされており、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。

13 外国語 3 英語表現Ⅱ 啓林館 英Ⅱ　322
Vision Quest
English Expression II
 Ace

3年全員
2～3年継続

導入部の会話文、文法事項の配列などが適切で、読み・書き・話す・聴く
の4技能にわたって表現力を伸ばせる内容になっている。幅広い知識や教養
を身につけ、コミュニケーション能力の伸長につながる内容である。


