
大阪教育大学附属高等学校平野校舎

令和３年４月１日現在

科目
発行者の

略称
書名 採　択　理　由

国語総合 第一
高等学校

改訂版新訂国語総合
現代・古典

現代文編は評論のテーマが多岐にわたり，読書案内や語彙解説も充実している。
古典編は古文漢文ともに基本的な学習にふさわしい教材が収められており，本校
の実情に即している。

現代社会 東書 現代社会
・政治，経済，倫理の各分野における内容や用語が分かり易く解説されており，社
会科学の基礎を学ぶ生徒にとって理解しやすい構成となっている。
・図表と写真が学習の参考となるに十分の質を備えている。

１年 地図 帝国
・多くの地理的情報が詳しく掲載されており、写真資料も豊富に扱っている。
・歴史的な背景や都市の空間を把握しやすい図の構成がなされており、当時の様
子や世界規模での動きが読み取れる。

数学Ⅰ 数研 改訂版　数学Ⅰ

・単元の構成が素直で，レイアウトも見やすく授業を行いやすい。
・研究では発展的な内容を豊富に扱っており，思考力・判断力・表現力の育成に適
切である。
・取り上げられている問題が例題にプラスαされた内容で生徒の実力養成にちょう
どよい。

数学A 数研 改訂版　数学A

・基本概念を簡潔にまとめ，発展的な内容も豊富に扱っており生徒にじっくり考えさ
せる思考力・判断力・表現力を育むのに適切な内容となっている。
・作図に1つの節を割くなど意欲的な構成となっており幾何の総合的発展的学習に
適している。

物理基礎 啓林館
・考える物理基礎

・考える物理基礎マイ
ノート

数学的な準備が整っていない第一学年で使用するのに適切な難易度である。別冊
のノートによって，さらに基礎的な練習と，より複雑な力試しの両方のニーズにも応
えることができる。

生物基礎 啓林館 生物基礎　改訂版
項目・記述が適切で，生徒の興味関心に沿った内容となっている。学習のまとめ，
一問一答・演習問題も生徒の理解を深めることができ，参考・発展で現代の課題
や生活に関連した内容に取り組めるようになっている。

保健体育 大修館
現代高等保健体育

改訂版

・内容全体がコンパクトにまとめてある。
・写真やイラストがあり見やすい。
・スポーツ文化やスポーツライフに関する記述が充実している。

音楽Ⅰ 友社 改訂版　ON！１
・掲載曲が多く，どの分野にも対応でき授業を行いやすい。
・音楽について，より専門的に知りたいという生徒にも適した内容である。

美術Ⅰ 日文 高校生の美術１
・図版の大きさや，見出し，説明文など，読みやすく分かりやすい。
・技法や美術作品等の資料が豊富である。
・美術について，より専門的に知りたいという生徒にも適した内容である。

書道Ⅰ 東書 書道Ⅰ
・説明がシンプルでわかりやすい。
・資料が豊富にあり，授業がやりやすい構成である。
・書道について，より専門的に知りたいという生徒にも適した内容である。

コミュニ
ケーション

英語Ⅰ
桐原

PRO-VISION　English
CommunicationⅠ

New Edition

・題材の設定，構成が本校の生徒にとって適当であり，言語知識だけでなく多角的
な観点・知識を身につけることができるため。
・教科書とワークブックの関連がうまく作成されており，生徒の学習の補助になる。

英語表現Ⅰ 啓林館
Revised Vision Quest
English Expression

Ⅰ Adanced

・文法を中心軸として構成されており，各課とも，モデルパッセージが充実してい
る。
・学んだ文法や表現を使って，文を書いたり話したりする活動が充実している。
・ティームティーチングでも使いやすい。

社会と情報 日文 新・社会と情報
・これまで，生徒の課題解決力を高めることを目標に取り組んできたが，それに
沿った内容が充実している。
・説明がわかりやすく使いやすい。

令和３年度使用教科書の採択結果及び採択理由一覧

【１年生】
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現代文Ｂ 三省堂
高等学校現代文B

改訂版

大学入試や新学習指導要領を意識した論理的思考力を養うための題材が多く，ま
たその理解を深めるためのコラムや比べ読みの補充教材も充実しており，本校の
実情に沿っているため。

古典Ｂ 三省堂
高等学校古典B
古文編・漢文編

改訂版

定番教材に加えて，文化理解に繋がる文章が多彩に採られており，また図版，写
真が効果的に配置され，丁寧な解説によって生徒の興味を引く構成となっている。

世界史A 帝国 明解　世界史A
・ビジュアル資料が豊富で，説明も細かい。また地図資料も多く当時の世界規模で
の動きの理解が得られる。
・記述内容も細かく，選択者の受験にも対応できると判断した。

日本史A 山川 日本史A　改訂版
・本校では，２年生で日本史Aを必修，３年生で日本史Bを選択履修している。３年
生で日本史を選択する生徒も視野に入れると，２年生の日本史Aでは，本書のよう
な近現代の歴史事象を詳しく叙述している教科書が求められるため。

数学Ⅱ 啓林館
詳説　数学Ⅱ

改訂版

・小単元や例題ごとにねらいが明確で，発展的な内容も応用例題として多数収録
されている。
・節末や章末の問題には問い方が工夫された良問がそろっており，生徒の演習に
ちょうど良い。
・紙面も視覚的にシンプルな色分けで見やすく，大切な箇所の強調も的確である。

数学B 啓林館
詳説　数学B

改訂版

・小単元や例題ごとにねらいが明確で，発展的な内容も多く，生徒にじっくり考えさ
せ，思考力・判断力・表現力を育むのに適切な構成となっている。
・1つの問題を色々な角度から考えさせる問題など，授業で扱いたい素材を豊富に
含んでいる。

物理 啓林館

・総合物理１
様々な運動　熱　波

・総合物理２
電気と磁気

　原子・分子の世界

・既習の物理基礎の範囲を含めて分野ごとに再編集した総合版が，生徒の学習
上，使用しやすい。どのページも記述が過不足なく適切である。
・初学者が疑問を抱いて躓きやすい要点がQ&Aというコーナーにまとまっており，
ポイントが端的に説明されている。

化学基礎 実教 化学基礎　新訂版

・参考や発展の内容が豊富であり，化学を本質的に理解しようとする生徒に十分
に役立つ。化学史や，CODなどの掲載があり，化学に興味を持たせ，また理解させ
るのに効果的である。
・表や色遣いが工夫され，読みやすい。また，各頁の端にインデックスが掲載され
ており，学習しやすい工夫がなされている。

生物 東書 改訂　生物

各節の最初に，生徒への疑問の投げかけ，学習のポイントが明示されており，豊
富で分かりやすい図・写真で，生徒の興味関心を高め，理解を深めることができ
る。多くのコラムが用意されており，現代生物学を学ぶ上で，実際の生活や社会と
の関連がよくわかり，生徒の学習意欲につながると期待される。編末の用語の解
説・確認問題・記述問題も学習を進めるのに適切である。

コミュニ
ケーション

英語Ⅱ
桐原

PRO-VISION　English
CommunicationⅡ

New Edition

・生徒の発達段階に合わせた，学術的な題材が展開されており，導入からリテリン
グ活動，自己表現活動へとスムーズに授業を展開させることができる。
・見開きの写真ページがあり，レッスンへの導入や，リテリング活動などを行いやす
い構成である。
・Self-Evaluation Grid(CEFR)を用いて，生徒自身が，教科書を通じてどのような力
を身につけることができるのかを確認したり，自身の到達度を確認したりすること
ができる。

英語表現Ⅱ 啓林館
Vision Quest English
Expression ⅡAce

英語表現Ｉで学んだ文法項目を場面・機能ベースに構成されており，各課とも，モデ
ルパッセージが充実している。学んだ文法や表現を使った和文英作文や自由英作
文が充実している。

家庭基礎 教図
新家庭基礎

今を学び未来を描き
暮らしをつくる

・単元の並びが工夫されており授業を行いやすい。
・最新の資料が豊富である。

令和３年度使用教科書の採択結果及び採択理由一覧

【２年生】
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古典Ａ 東書 古典A
・入試傾向を意識して必読作品が採られており，古文・漢文がバランス良く学習で
きる点で，発展的学習が必要な本校の実情に沿う。
・コラム等の資料も質がよい。

倫理 実教 高校倫理　新訂版

・難解な用語についても，高校生に理解しやすい平易な言葉で説明されている。
・思想の流れがわかりやすい編集となっている。
・〔Point〕欄があり，生徒の学習・理解をさらに深める工夫がある。
・掲載されている人物や用語は必要十分で注も詳しく，適切な質と量である。
・思想分野だけでなく現代の諸課題についても，フェアトレードや自然の権利訴訟
など，一歩踏み込んだトピックが掲載されている。

世界史B 山川 詳説世界史　改訂版
・歴史の展開が理解しやすい記述で，受験指導に適していると判断した。
・生徒の自主的な学習で，山川の参考書も豊富で，関連する際には，その選択肢
の多さも考慮した。

日本史B 山川 詳説日本史　改訂版
･細かい歴史事象まで網羅している。
・必ずしも最新の研究を反映しているとは限らないが，安定した記述である。
・２年次の日本史Aで採択している教科書とシームレスに対応している。

地理B 帝国 新詳地理B
・人文地理，自然地理ともに詳しい解説がなされており，写真も豊富に掲載されて
いる。
・用語解説が充実しており，統計資料は最新のものを活用している。

数学Ⅲ 数研 改訂版　数学Ⅲ
・生徒にじっくり考えさせたい問題が豊富に含まれており，思考力・判断力・表現力
を育成するのに適切な素材が多く，授業で扱いやすい。
・発展的な内容も多く，将来，解析学を学ぶ生徒にも配慮されている。

物理 啓林館

・総合物理１
様々な運動　熱　波

・総合物理２
電気と磁気

　原子・分子の世界

・既習の物理基礎の範囲を含めて分野ごとに再編集した総合版が，生徒の学習
上、使用しやすい。どのページも記述が過不足なく適切である。
・初学者が疑問を抱いて躓きやすい要点がQ&Aというコーナーにまとまっており，
ポイントが端的に説明されている。

化学 実教 化学　新訂版

・参考や発展の内容が豊富であり，化学を本質的に理解しようとする生徒に十分
に役立つ。
・ビジュアル周期表や，大きな挿入写真が掲載され，特に無機物質の分野の学習
に効果的である。

生物 東書 改訂　生物

・各節の最初に，生徒への疑問の投げかけ，学習のポイントが明示されており，豊
富で分かりやすい図・写真で，生徒の興味関心を高め，理解を深めることができ
る。
・多くのコラムが用意されており，現代生物学を学ぶ上で，実際の生活や社会との
関連がよくわかり，生徒の学習意欲につながると期待される。
・編末の用語の解説・確認問題・記述問題も学習を進めるのに適切である。

コミュニ
ケーション

英語Ⅲ
啓林館

Revised ELEMENT
English

CommunicationⅢ

・入試にも対応できる学術的な題材が使われており，導入からリテリング活動，自
己表現活動へとスムーズに授業を展開させることができる。
・見開きの写真ページとパッセージのページに分かれており，授業を行いやすい。
・Self-Evaluation Grid(CEFR)を用いて，生徒自身が教科書を通じてどのような力を
身につけることができるのかを確認したり，自身の到達度を確認したりすることが
できる。

令和３年度使用教科書の採択結果及び採択理由一覧

【３年生】


