
教科書種目 出版社 教科書番号 教科書名 選定理由 使用分野

国語総合 三省堂 国総３３８ 精選国語総合　改訂版
基礎的な教材と応用的な教材がバランス良く配置されていることと、基

礎から古文を学ぶ上で親しみやすい作品が数多く収録されているから。
全

現代文Ｂ 明治 現Ｂ３１３ 精選現代文Ｂ

収録されている作品の種類と難易度に幅があり、　生徒の状況を見つつ

扱う作品を選びやすいことと、高校２年、３年が現代文を学ぶ上で必要

だと思われる読解力、表現力を段階的に身につけていくのに最適だか

ら。

全

古典Ａ 大修館 古Ａ３０７ 古典Ａ　物語選

いわゆる有名どころの作品が、基礎の復習から発展まで対応できるよう

にバランス良く収録されており、各種試験に対応する為の読解力を身に

つける上で最適だから。

選

世界史Ａ 山川 世Ａ３１６ 世界の歴史　改訂版

・科学や技術の発達に関するコラムや人物のエピソードで，生徒の興味

をうながしている。また，主題学習では，今話題のレアメタルを，身近

なケータイから考え，歴史的な考察をうながすなど，本校に適した内容

となっている。

・全62テーマを設定し，各テーマが見開きで構成されている。小見出し

も適所に配置されているため，生徒にも授業内容が概観できるつくりに

なっている。

・写真，地図，図解を効果的に多数配置し，生徒が視覚的なイメージを

もてるよう工夫している。

・「view point」や「世界と日本」といったページ，「キーパーソン」

などのコラムをもうけ，生徒が主体的に取り組めるような項目をとりあ

げている。

全

日本史Ａ 山川 日Ａ３０７ 日本史Ａ

・近・現代史の学習に必要な歴史的な出来事が過不足なく盛り込まれて

いる。

・国際的な視点から日本の近・現代史が詳述されている。

・全体的に詳細な内容になっている上に，テーマ・分野ごとにまとめら

れているので，整理しやすい構成となっている。

全

日本史Ｂ 山川 日Ｂ３０１ 詳説日本史

・全時代・全分野がバランスよく詳述され，最新の研究成果も随所に反

映されている。

・全体的に歴史叙述に偏りがなく，正確で客観的な内容になっている。

選択

現代社会 第一 現社３２１
高等学校　改訂版　現

代社会

本文の記述内容が、詳細で、生徒に理解しやすい。図版や資料も豊富で

ある。
全

倫理 第一 倫理３１０
高等学校　改訂版　倫

理

図版、資料が豊富である。難解な概念を生徒にわかり易い表現で記述し

ている。
全

政治・経済 第一 政経３０９
高等学校　改訂版　政

治・経済

本文の記述内容が、詳細で、かつ難解な事項の説明も、生徒に理解しや

すい。図版や資料も豊富である。
全

数学Ⅰ 東書 数Ⅰ３０１ 数学Ⅰ

数学Ⅱ 東書 数Ⅱ３０１ 数学Ⅱ

数学Ⅲ 東書 数Ⅲ３０１ 数学Ⅲ

数学Ａ 東書 数Ａ３０１ 数学Ａ

数学Ｂ 東書 数Ｂ３０１ 数学Ｂ

全

小単元や例題ごとにねらいや学習項目が明確に示されており，概念や原

理・法則を理解させるための数学的活動の題材が充実している。事象を

数学的に考察する素材が豊富で，数学のよさを認識できるように工夫さ

れている。数学Ⅰ・数学Ａの課題学習の事例も身近な題材を取り上げて

おり，また，数学Ⅱ・数学Ｂ・数学Ⅲまでを通して，数学的論拠に基づ

いて判断する態度を育むための配慮がなされている。グラフや図形など

も，カラーを適切に用いて見やすく配置されている。



科学と人間

生活
数研 科人３０８ 新　科学と人間生活

科学と人間生活の関わりについて、丁寧な記述と豊富な図や写真で分か

りやすく解説されている。各章で学ぶ内容の特徴的な事例の写真やイラ

ストが効果的で、生徒が学習内容に興味が持てるように工夫されてい

る。また、日常生活と学習内容がどのように関連しているかをイメージ

できるように「コラム」が２０カ所あり、「生活」・「技術」・「歴

史」・「環境」の４つのテーマに分類され、「サプリメント（生

活）」、「缶詰の起源（歴史）」、「赤潮（環境）」など、本文に関連

した興味深いつくりとなっている。

全

物理基礎 数研 物基３１８ 改訂版　物理基礎

図解や色分けによる表現が統一的に多用されており、写真も豊富で、直

感的に分かりやすい。また、記述も正確で丁寧で、詳しく説明されてい

る。巻末に「物理のための数学の基礎」が簡潔にまとめられていて、１

年次から「物理基礎」を学習する本校の実情にも合っている。問題も、

「例題」と「類題」がセットとなっていて、生徒が予習・復習するとき

のことも十分配慮されている。章末の「演習問題」も代表的な問題があ

る程度網羅されている。

全

物理 数研 物理３０４ 物理

図解や色分けによる表現が統一的に多用されており、写真も豊富で、直

感的に分かりやすい。また、記述も正確で丁寧で、発展的な内容も詳し

く説明されていて、分かりやすさと詳しさが両立されている。巻末に

「微分・積分とその活用（発展）」や「物理のための数学の知識」が簡

潔にまとめられていて、多くの生徒が「物理」を選択する本校の実情に

合っている。問題も「例題」と「類題」がセットとなっていて、生徒が

予習・復習するときのことも十分配慮されている。章末の「演習問題」

も代表的な問題がある程度網羅されている。

全

化学基礎 数研 化基３１９ 改訂版　化学基礎 全

化学 数研 化学３０６ 化学 全

地学基礎 啓林館 地基３０８ 地学基礎　改訂版

固体地球，気象などの事項が前半に配置され，効率的な学習を進めるの

に適している。また，基本的な事項が十分に取り上げられており，学習

に広がりが期待できる。

選択

保健体育 大修館 保体３０４
現代高等保健体育改訂

版
図や各種データを使いわかりやすく書かれているため。 全

音楽Ⅰ 教育芸術社 音Ⅰ３０３ MOUSA1
楽曲が豊富で，鑑賞，演奏等の活動で，音楽を専門としない生徒に対し

親しみやすい記述がされているため。
選択

美術Ⅰ 光村 美Ⅰ３０４ 美術１ 本校の生徒に向いた作品例や解説が記述されているため。 選択

書道Ⅰ 光村 書Ⅰ３０８ 書Ⅰ 書の例や説明など，本校の生徒に適しているから 選択

コミュニ

ケーション

英語Ⅰ

啓林館 コⅠ３３９

Revised ELEMENT

English

Communication Ⅰ

現代社会において身近に感じられる題材が扱われている。 “Graphic

Introduction and Retelling”のページに写真が豊富にあり、生徒が視覚

的にも内容を理解できる材料が揃っている。新出単語の英訳が教科書に

載っているため英語での授業も展開しやすい。章末にはCEFRに基づく

活動もあり、英語を総合的 に扱うコミュニケーション活動ができるよ

うに構成されている。

全

　単元の導入において、歴史的な化学の発展過程が示され、学習してい

く内容について生徒が興味を持つように工夫されている。章末のまとめ

が分かりやすく、探求活動で取り上げている実験も生徒が行うのに適し

た内容である。また、例題や問い、章末の演習問題の数が多く、学習し

た内容を理解できているか生徒自身で確認しやすい。電子式や組成式の

書き方、単位、注意など、きめ細やかに解説があり、実験や物質などの

写真や図も多く、生徒の学習意欲を喚起させるつくりとなっている。

　本校の生徒は、卒業後、理工系大学に進学する生徒が多い。本書は発

展や参考の内容が豊富で、高大連携を意識したつくりになっており、本

校の生徒に適している。



コミュニ

ケーション

英語Ⅱ

啓林館 コⅡ３１３
ELEMENT English

Communication Ⅱ

現在第一学年でELEMENT Ⅰを使用しているため、教員・生徒ともに教

科書の構成に慣れており使い易い。各レッスン冒頭の写真のページは

オーラルイントロダクションやリテリングを行なうのに利用し易い。指

導書の付録にあるポスターも便利である。見開き２ページにレッスンの

本文全体が載っているので、レッスン内の構成を把握しやすい。英文の

難易度的にも本校生徒に適している。

全

コミュニ

ケーション

英語Ⅲ

東書 コⅢ３０３

PROMINENCE

Communication

English Ⅲ

各レッスンは500語レベルと1000語レベルの2種類の英文から構成され

ており、難易度もほぼ統一されている。また、教材バランス、全体的分

量も適切であり、充実した授業展開ができるよう配慮されている。

全

英語表現Ⅰ 数研 英Ⅰ３３２
DUALSCOPE

English Expression Ⅰ

目次にCan-Do リストがついており、到達目標を意識した学習を促すよ

う工夫されている。日常でよく目にする英語表現が使われており、写真

や挿絵が適切に配置されている。SEMINARのページで扱われているプ

レゼンテーションについての説明は自己表現活動の設定等の観点から判

断し、本校生徒の実態にも即しており、適切である。

全

英語表現Ⅱ 大修館 英Ⅱ３０６
Departure English

Expression Ⅱ

各レッスンの始めで適切な英文を一文レベルから表現するよう構成され

ており、「英語表現Ⅰ」で身につけた英文法・表現を土台に取り組める

よう配慮されている。また、レッスンが進むにつれて、場面に応じた表

現、パラグラフでの表現など、発展的に表現力が身につく構成がされて

おり、本校の生徒が目指す英語の発信力育成のための教科書として適切

である。

選

家庭基礎 教図 家基３０３
最新　家庭基礎　生活

を科学する

家庭科のとらえ方が，科学技術高校の生徒に適した方向から書かれてい

るため。
全

工業 実教 工業３８０ 地球環境化学 出版されている唯一の検定教科書である。 応用化学

工業 実教 工業３４５ 原動機 写真や図を多く使い、理解しやすくなっている。 機械システム

工業 実教 工業３０２ 機械製図 例題および課題を多く既述してあり、見やすくなっている。 機械システム

工業 実教 工業３１５ 機械工作１　※

工業 実教 工業３１６ 機械工作２

工業 実教 工業３１９ 機械設計１　※

工業 実教 工業３２０ 機械設計２　※

工業 コロナ 工業３３０ 電気基礎（上）　※

工業 コロナ 工業３３１ 電気基礎（下）　※

工業 実教 工業３３４ 建築構造

教科書として生徒が学ぶべき必要十分な内容が体系的に整理され、分か

りやすくまとめられているため。また、図版や表、グラフが豊富に掲載

されており、生徒の関心を惹き、理解を助けるための工夫が随所に凝ら

されているため。

建築デザイン

工業 実教 工業３６２ 建築計画

教科書の中で取り扱っているビルディングタイプが多様であり、図や写

真を用いながら適切に体系づけてとりまとめてあるため。また、環境、

設備、歴史、法規、設計といった項目を適切に関連づけながら指導を行

うことができるため。

建築デザイン

工業 実教 工業３５４ 電子技術

電子素子の取り扱い量，実験内容，写真や図，練習問題などが豊富であ

り，本校の電気電子分野の生徒が電子回路を学ぶ上での基礎として必要

な電子技術がバランスよく充実している。

電気電子

工業 実教 工業３５６ 電子回路

トランジスタによる基本的な電圧増幅回路について，具体的な設計過程

が明記されており，情報システム分野における科学技術研究の内容と関

連性が高い。

情報システム

工業 オーム 工業３１１ 情報技術基礎

本校で重点的に取り扱いたい「数値の表現」の記述が充実しており，ま

たプログラミング言語の具体例がＣ言語で示されているため，本校のプ

ログラミング言語教育環境と整合している

全

電気に関する公式や理論的な式を示す上で，その基となる三角関数や微

分方程式などの数的処理が脚注に明記されており，他の教科書と比べて

内容が深い。

情報システム

内容を理解するための必要な文章・図などが豊富に既述されている。
機械システム

例題および設問が多く、理解しやすくなっている。
機械システム



工業 実教 工業３６３ 建築構造設計

基礎的な内容から発展的な内容まで、構造設計に関する内容が網羅され

ている。また、理論的背景や公式の導出課程まで丁寧に解説されてお

り、生徒の体系的な理解を可能とする内容となっているため。編修者が

著名な建築構造の研究者であり、信頼性も高い。

建築デザイン

工業 実教 工業３８８
電気基礎１　新訂版

※

工業 実教 工業３８９
電気基礎２　新訂版

※

電気の基礎を学ぶ上で，充実した内容であり，発展的な内容についても

バランスが取れている。また，教科書の内容も見やすく，問題設定も本

校生徒のレベルにあっている。
電気電子


