
令和３年度使用教科書一覧表　　　県立村岡高等学校（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

1 国語 1 国語総合 大修館 国総344 国語総合　改訂版　現代文編 1年全員

2 国語 1 国語総合
大修
館

国総345 国語総合　改訂版　古典編 1年全員

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年全員

4 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ329 改訂版　新編　数学Ⅰ 1年地域創造系

5 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ330 改訂版　最新　数学Ⅰ 1年地域創造系以外

6 数学 1 数学Ａ 数研 数Ａ329 改訂版　新編　数学Ａ 1年地域創造系

7 数学 1 数学Ａ 数研 数Ａ330 改訂版　最新　数学Ａ 1年地域創造系以外

選　定　理　由

　各単元の導入部分に工夫が見られ，数学に対して興味をもたせる内容が多く
記載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，章末問題には発展的な内容も配置され，生徒の思考力・判断力・創造
力を養うことができるように工夫されている。

基礎的内容から応用的内容に至るまで対応できている。古くから読み継がれ、
わが国の統文化を伝える定番作品、現代社会生活に対応した新しい作品など広
く取り上げられており、生徒の興味・関心を引く内容となっている。

基礎的内容から応用的内容に至るまで対応できている。我が国の伝統文化を伝
える定番作品、現代社会生活ににも通じる作品など広く取り上げられており、
生徒の興味・関心を引く内容となっている。

每ページにカラーで見やすい図版・写真・資料が掲載されているところが、本
校の生徒の実態に即している。教科書前半で習得した幅広い知識や教養を、後
半部分で活用し、さまざまな現代社会の問題を掘り下げながら思考力や判断力
を養う内容になっている。

　数学と日常生活を結びつけた事象が多く記載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，基礎的な内容はもとより発展的な内容も各章に配置され，生徒の思考
力・判断力・創造力を養うことができるように工夫されている。

　各単元の導入に工夫が見られ，数学に対して興味をもたせる内容が多く記載
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，章末問題には発展的な内容も配置され，生徒の思考力・判断力・創造
力を養うことができるように工夫されている。

　数学と日常生活を結びつけた内容が多く記載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，基礎的な内容はもとより発展的な内容も各章に配置され，生徒の思考
力・判断力・創造力を養うことができるように工夫されている。



令和３年度使用教科書一覧表　　　県立村岡高等学校（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

8 理科 1 化学基礎 数研 化基309 高等学校　化学基礎 １年全員

9 理科 1 生物基礎 数研 生基317 改訂版　新編生物基礎 １年全員

10 保健体育 1 保健 大修館 保体304 現代高等保健体育改訂版 １年全員

11 芸術 1 音楽Ⅰ 教芸 音Ⅰ310 ＭＯＵＳＡ１ １年選択

12 芸術 1 美術Ⅰ 日文 美Ⅰ302 高校美術１ １年選択

13 芸術 1 書道Ⅰ 東書 書Ⅰ305 書道Ⅰ １年選択

14 外国語 1 コミュニケーション英語Ⅰ 桐原 コⅠ356
WORLD TREK English
CommunicationⅠ

1年地域創造系

　定番教材、斬新な内容及び難易度ともに、本校生徒の実態に即している。現
代社会を生きるための知識を得ることのできる幅の広い内容となっている。

4技能に加え生徒の思考力を育成するための内容・レベルが、本校の生徒の実
態に即している。多様な語彙とテーマがバランスよく取り上げられており、多
様な人々と共生する態度や幅広い知識・教養を身につけ、また社会問題に対し
て自分の考えを深め、伝統と文化を尊重する態度を養うことにつながる内容で
ある。

　わかりやすく、視覚的に理解しやすい図版が多く、章末ごとのまとめもしっ
かりしている。問題ごとにヒントが入れられ、一人一人の理解度に応じてス
ムーズに演習が行えるように工夫されており、本校の生徒の実態に合ってい
る。
「発展」が充実しており、生徒の思考・判断力・表現力を養うことができる。

　ビジュアルに重点が置かれ、わかりやすい構成になっている。文章も簡潔
で、内容も精選されている。確認問題も入れられ、本校生の実態に合ってい
る。
　学習意欲を高める配慮がなされ、柔軟な思考に基づく判断力の育成に努める
ことができる。
  心身の健康について実生活に活用できる身近な内容が取り上げられ、生徒が
理解しやすいような写真、グラフなどの資料が充実しており、本校の生徒の実
態に即した教科書である。また、アクティブ・ラーニングにつながる項目も単
元ごとにあり、考える力・解決能力を高めることができる。
　防災・防犯をめざした社会づくり、過去の公害から学ぶ環境問題などの内容
も含まれ、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

　基礎から応用へとつながるように配置されている。表現手段も具体的に書か
れているところが本校の生徒の実態にあっている。我が国の伝統音楽や世界の
音楽など、様々なジャンル、種類の音楽が扱われており、柔軟な思考力に基づ
く判断力や想像力、豊かな情操の育成のための工夫がされている。

　美術の基礎基本を大切にした構成であり、資料、写真、挿絵、図表などが学
習と適切に関わったものであるところが、本校の生徒の実態に合っている。バ
ランス良く配置されたテーマにより、生徒の豊かな情操の育成のための工夫が
されている。
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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

15 外国語 1 コミュニケーション英語Ⅰ 数研出版 コⅠ344
COMET English

CommunicationⅠ Revised
１年地域創造系以外

16 外国語 1 英語表現Ⅰ 啓林館 英Ⅰ329
Revised Vision Quest
English ExpressionⅠ

Standard
１年地域創造系

17 外国語 1 英語表現Ⅰ 数研出版 英Ⅰ333
Revised BIG DIPPER

English Expression Ⅰ
１年地域創造系以外

18 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 １年全員

19 情報 1 社会と情報 数研 社情314 改訂版　高等学校　社会と情報 1年全員

20 国語 2 現代文Ｂ 第一 現Ｂ339 高等学校　改訂版　現代文Ｂ 2～３年全員・継続

21 国語 2 古典Ｂ 第一 古Ｂ350 高等学校　改訂版　古典Ｂ　古文編 2～３年全員・継続

　基本的知識から専門的内容まで幅広く扱っており，写真などを用いて分かり
やすく説明されているところが，本校の生徒の実態に合っている。
　特に情報社会と情報モラルについての記述が充実しており，コンピュータを
用いた実習を含めて，生徒の主体性や判断力などを養うことができるように工
夫されている。

定番教材、斬新な内容及び難易度ともに、本校生徒の実態に即している。我が
国の伝統的言語文化を知り、かつ現代社会を生きるための知識を得ることので
きる幅の広い内容となっている。

古典作品に興味がもてるような親しみやすい作品内容となっており本校生徒の
実態に即している。資料等が充実しており、日頃なじみのない我が国の伝統文
化の世界に興味関心を持てるように工夫されている。

写真などの資料が豊富であり、表記も見やすい。中学校からの橋渡しがスムー
ズであり、英語に苦手意識を持つ本校の生徒の実態に即している。親しみやす
い内容から現代社会生活に対応した内容まで広く取り上げられている。幅広い
知識と教養、異なる文化や価値観の理解、多様な人々と共生する態度を深化さ
せるのにふさわしい教材である。

到達目標が明確に示されており、文法事項を確認しながら表現力を高めるのに
適切な内容である。また、生徒にとって身近な話題を日常場面を想定した発信
活動ができる。思考力・判断力・創造力を高め、柔軟な思考に基づいたコミュ
ニケーション能力を高めることができる教材である。

基本的な文法事項を確認しながら無理のないペースで学習できる教材である。
身近なテーマを扱っているので興味を持って活動でき、思考力・判断力・創造
力を高め、柔軟な思考に基づいたコミュニケーション能力を高めることができ
る教材である。

　オールカラーの美しい配色、視線の混乱が少ないレイアウト、豊富なイラス
トや写真で学習意欲が高まる工夫がなされており、本校生徒の実態に合ってい
る。
幅広い知識や教養を身につけ、健康で文化的な生活を築く内容になっている。
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22 国語 2 古典Ｂ 第一 古Ｂ351 高等学校　改訂版　古典Ｂ　漢文編 2～３年全員・継続

23 地理歴史 2 日本史Ｂ 山川 日Ｂ309 詳説日本史　改訂版 2～3年選択・継続

24 地理歴史 2 地理Ｂ 帝国 地Ｂ304 新詳地理Ｂ 2～3年選択・継続

25 地理歴史 2 地図 帝国 地図310 新詳高等地図 2～3年選択・継続

26 数学 2 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ330 改訂版　最新　数学Ⅱ 2年地域創造系・文Ⅱ系・文理系

27 数学 2 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ331 改訂版　新高校の数学Ⅱ 2年アウトドアスポーツ系・文Ⅰ系

28 数学 2 数学Ｂ 数研 数Ｂ328 改訂版　最新　数学Ｂ 2年地域創造系・文Ⅱ系・文理系

多彩な資料や分かりやすい構成は、生徒が調べ学習や個人ワークに使いやす
く、主体的に行動する力を培うことができる。地域の今に焦点をあてた「特
集」「クローズアップ」は国際社会に生きる生徒たちにとって，国際平和や発
展に貢献する力を培う内容になっている。

　基礎的な内容から発展的な問題まで，幅広い内容を取り扱っているところ
が，本校の生徒の実態に合っている。
　また，数学と日常生活の関係についても具体的に記載され，生徒の知的好奇
心を刺激し，創造力を養うことができるように工夫されている。

　基礎的な内容を中心に，分かりやすい図を豊富に用いて説明されているとこ
ろが，本校の生徒の実態に合っている。
　また，章末問題にはやや発展的な内容も配置され，生徒の知的好奇心を刺激
し，創造力を養うことができるように工夫されている。

　基礎的な内容から発展的な問題まで，幅広い内容を取り扱っているところ
が，本校の生徒の実態に合っている。
　また，数学と日常生活の関係についても具体的に記載され，生徒の知的好奇
心を刺激し，創造力を養うことができるように工夫されている。

親しみやすい内容から応用的な内容まで扱われており、本校生徒の実態に即し
ている。資料等が充実しており、我が国に強く影響を与えた中国の文化などに
も興味関心を持てるように工夫されている。

詳しい記述でありながら流れを把握しやすく、写真や地図、グラフなど視覚的
な理解ができるところが本校生徒の実態に応じている。「周辺地域を学ぶ」で
は通史と関連づけながら日本の多様性にも目を向けている。主題学習では、日
本史を主体的に考察し表現する力を身につけさせる内容になっている。

カラー写真に加え、分かりやすい表現で課題が示してあり、本校の生徒に合っ
ている。各地の生活に根付いた写真が多く、用語の説明等、丁寧で幅広く基本
的な知識や教養を身につけやすいよう工夫がなされている。一つの課題に対
し、多角的な視点が示してあり、主体的に考察し、理解を深められる。
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29 理科 2 科学と人間生活 啓林館 科人302 科学と人間生活 ２年選択

30 理科 2 物理基礎 数研 物基319 改訂版　新編　物理基礎 ２年選択

31 理科 2 物理 数研 物理313 改訂版　物理 ２年選択

32 理科 2 化学 数研 化学313 改訂版　化学 2年全員

33 理科 2 生物 数研 生物310 改訂版　生物 2年選択

34 外国語 2 コミュニケーション英語Ⅱ 第一学習社 コⅡ354
WORLD TREK English
CommunicationⅡ New

Edition
２年地域創造系

35 外国語 2 コミュニケーション英語Ⅱ 数研出版 コⅡ342
Revised COMET English

Communication Ⅱ
２年地域創造系以外

　物理基礎の内容を「復習」として多く取り扱っており、学習内容を振り返り
ながら無理なく読み進められる。詳しさとわかりやすさにこだわっており、本
校の生徒の実態に合っている。
「発展」では、数学の知識にも触れ、幅広い知識や教養を身につけられる。

　化学基礎とのつながりもよく、化学基礎の「復習」も適所に挿入されていお
り、使いやすさが工夫され、本校生徒の実態に合っている。
　さまざまな角度から幅広い知識や教養が身に付くように構成されている。

　高度な内容や新しい内容を、わかりやすく丁寧に解説している。生物学全般
を体系的に学ぶことができる。「思考学習」等で、生徒の思考力・判断力・表
現力を養うことができる。

我が国の伝統文化から現代社会まで幅広い内容が取り上げられており、これか
らの社会において自分たちの成すべきことを考えさせることができる。幅広い
知識と教養、異なる文化や価値観の理解、多様な人々と共生する態度を深化さ
せる教材である。

写真などの資料が豊富であり、生徒の理解を助ける点で本校の生徒の実態に即
している。日本の伝統や様々な文化的背景などが取り上げられており、多様な
人々と共生する態度や幅広い知識・教養を身につけ、創造性の育成につながる
内容である。

　日常生活と科学技術に関する内容を中心にまとめられ、簡単な実験も各所に
盛り込まれており、活動を通じて科学に興味を持てるように工夫されている。
　章末問題は、基礎基本を大切にしており、本校生の実態に合っている。
　口絵で地元の棚田を掲載しており、ふるさとへの関心を高めることができ
る。

　図解や色分けによる表現を多用し、直感的な理解ができるように工夫されて
おり、わかりやすく、ていねいな教科書に仕上がっている。本校の生徒の実態
に合っている。
　物理に欠かせない数学の補強もされており幅広い知識や教養を身につけられ
る。
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36 外国語 2 英語表現Ⅱ 啓林館 英Ⅱ323
Vision Quest English
Expression Ⅱ Hope

２年地域創造系

37 外国語 2 英語表現Ⅱ 第一学習社 英Ⅱ326
Revised BIG DIPPER

English Expression Ⅱ
２年地域創造系以外

38 家庭 2 ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ 実教 家庭313 ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ 新訂版 ２年選択

39 国語 3 国語表現
大修
館

国表307 国語表現　改訂版 3年選択

40 地理歴史 3 世界史Ａ 実教 世Ａ312 新版世界史Ａ　新訂版 3年全員

41 数学 3 数学Ⅲ 数研 数Ⅲ325 改訂版　最新　数学Ⅲ 3年理系

42 外国語 3 コミュニケーション英語Ⅱ 文英堂 コⅡ327
Power On English
CommunnicationⅡ

３年地域創造系以外

部活動などの身近なテーマを取り上げ、高校1年で学んだ事項を復習しなが
ら、発表活動を通して理解、定着を図ることができる。思考力・判断力・想像
力を高め、柔軟な思考に基づいたコミュニケーション能力を高め、また異なる
文化や価値観を理解することが出来る教材である。

　全ページ見やすく理解しやすいカラーページで、ビジュアルな紙面により、
興味・関心を持って授業に取り組めるよう工夫がなされており、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る内容になっている。

基礎的な事項から実践的なコミュニケーション力まで、社会で必要とされる
「表現力」を身につけられる内容となっている。具体的な例も多く示されてい
るのでわかりやすく、表現する意欲をかきたてる内容である。

各節の最初に「考えてみよう」という写真や地図を使った問いを設定し、柔軟
な歴史的思考力や創造力、コミュニケーション能力を培う内容になっている。
世界史の政治や経済、文化など多種多様な点を多彩な写真や図表を使って扱っ
ており、幅広い知識や教養を身につけることができる。

　複雑な計算の説明や定理の証明に工夫が見られ，基本事項の定着に重点を置
いているところが，本校の生徒の実態に合っている。
　また，章末問題にはやや発展的な内容も多く記載され，生徒の思考力を養う
ことができるように工夫されている。

レッスンを通して様々な内容が取り上げられており、生徒の関心を引き付けら
れるという点で本校の生徒の実態に即している。日本の伝統や様々な文化的背
景などが取り上げられており、多様な人々と共生する態度や幅広い知識・教養
を身につけ、創造性の育成につながる内容である。

日常生活などの身近なテーマを取り上げ、高校での新出文法を関連事項を復習
しながら、スピーチ、ディベート、ディスカッションなどの発表活動が出来
る。思考力・判断力・想像力を高め、柔軟な思考に基づいたコミュニケーショ
ン能力を高め、また異なる文化や価値観を理解することが出来る教材である。



令和３年度使用教科書一覧表　　　県立村岡高等学校（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

43 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
　学習の理解を深められるよう、テーマ学習を設け、写真やイラストを多用し
ており、本校の生徒の実態に合っている。
命や自然を大切にする態度を養えるように工夫された内容になっている。


