
大阪教育大学附属高等学校池田校舎

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 筑摩
精選　国語総合

現代文編　改訂版

・定番教材から時代の潮流にあった筆者の文章まで、長短さまざまな幅広いジャ
ンルが取り上げられている。
・「羅針盤」で、評論文の読解方法や頻出テーマが明示されている。
・独立した「表現編」で、様々な表現にチャレンジし、表現力を磨くことが意図され
ている。

国語総合 筑摩
精選　国語総合
古典編　改訂版

・わかりやすくて面白い教材が豊富に収録され、入門期の学習者に対する配慮や
工夫が見られる。
・巻頭・巻末の付録、作品中の地図資料、要所での文法・句法のまとめが充実し
ており、学習時の大きな助けとなる。

世界史Ａ 山川
現代の世界史

改訂版

近現代史が詳述されていて世界史Ｂにつながる教科書であること、世界の一体化
と１６世紀のヨーロッパの項目が同じ章に入っているため理解しやすいものになっ
ている。

地図 帝国 新詳高等地図
基本的な地図情報だけでなく、国や地域の気候・農業・鉱工業・民族などの統計
データや主題図なども見やすく効果的にまとめられている。また、高校で取り上げ
る主要な地名等がきちんと網羅されている。

現代社会 東書 現代社会
・文章や図が簡潔で分かりやすくまとめられていて、高校1年生が知るべき内容が
網羅されている。
・最新の現代的な諸問題について生徒の興味をひく内容が多く書かれている。

数学Ⅰ 第一 数学Ⅰ
・図が大きく、彩色の仕方が適切で、非常に見やすい。
・発展や参考の内容、説明の程度も適切である。

数学A 第一 数学Ａ
・図が大きく、彩色の仕方が適切で、非常に見やすい。
・発展や参考の内容、説明の程度も適切である。

物理基礎 啓林館 物理基礎　改訂版

・論理を重視した記述に加えて観察・実験の例が豊富にあり、物理的な自然観の
基礎が身に付くよう、よく工夫されている。また、ESDの観点から見て、様々なエネ
ルギーに関する科学的な基礎教養を学ぶのに適当である。
・１年生全員に物理的な素養を身に付けさせるという観点から見て、最も適当であ
る。

化学基礎 数研 改訂版　化学基礎
・写真や図が大きく、見やすくなっている。
・彩色の仕方が適切で、非常に見やすい。
・発展や参考の内容、説明の程度も適切である。

保健体育 大修館
現代高等保健体育

改訂版

・難易度が本校生に合っている。
・図表の提示が適切で、理解しやすい。
・データが豊富で理解が深めやすい。

音楽Ⅰ 教芸 MOUSA１

・表現（歌唱、器楽）教材についての詳細な分析があり、本校の生徒が取り組むに
あたり大変参考になる。
・鑑賞教材については、作曲家や曲の背景の説明に加え、楽譜、図解等があり、
より深く学習できる。

美術Ⅰ 日文 高校生の美術1
・様々な美術表現が紹介されている。
・技法が詳しく紹介されている。
・美術史の資料がわかりやすく掲載されている。

書道Ⅰ 光村 書Ⅰ

・好きな古典を選ぶ・比べる・イメージを言語化するといった、生徒が主体的に考
えるためのアプローチが提示されている。
・「篆刻」は、唯一、取り外しのできる小冊子が収録されており、使いやすさが重視
されている。
・「美術館・博物館ガイド」など、書道Ⅰの学習を日常に生かすための配慮がなさ
れている。

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】



コミュニ
ケーション

英語Ⅰ
桐原

PRO-VISION
English

Communication I
NEW EDITION

・生徒が興味が持ちやすく、またさらに深い学びにつなげやすい題材が用いられ
ている。
・生徒が英語の4技能をバランスよく伸ばせるよう工夫が随所になされている。
・各Lessonの終わりに要約練習が準備されており、各Lessonの振り返りがしやす
いよう工夫されている。

英語表現Ⅰ 増進堂

MAINSTREAM
English

Expression I
Second Edition

・文法表現、英作文、Listening、表現活動が各Lessonにバランスよく配置されてい
る。
・文脈に適した文法表現が効率よく習得できるよう構成されており、練習問題が豊
富に掲載されている。
・発表活動に取り組みやすい内容と構成になっている。



大阪教育大学附属高等学校池田校舎

令和３年４月１日現在

科目
発行者の

略称
書名 採　択　理　由

現代文B 三省堂
高等学校現代文Ｂ

改訂版

・定番教材から最近の教材まで幅広く取り上げている。
・「漢字」の一覧や教材に関連する書籍の案内があり、生徒の自主学習の手助け
になる。
・情報の読み方・扱い方について説明があり、探究活動の育成につながる。

古典B 大修館
古典Ｂ　改訂版
古文編・漢文編

・題材の選択が優良かつ豊富で、本校生徒の必要に適している。
・付属資料や作品に関するカラー図版が豊富で分かりやすく、また、コラムによる
解説なども内容も濃いので、作品世界への興味と理解を深めるのに役立ってい
る。

日本史A 山川 日本史A　改訂版
日本史Ｂにつながる教科書として、『詳説日本史』との関連が配慮されているの
で、2年間を通して学習計画が立てられる。国際的な視野で日本の近現代史が記
述されている。

地理A 帝国
高等学校　新地理

A

・読図の工夫がなされていて、地理的技能や知識を効果的に学習し身につけるの
に適している。
・説明文も理解しやすくとまっており、系統地理的内容や地誌的内容が簡潔であ
り、２年次に学ぶのに適している。

倫理 清水
高等学校　新倫理

新訂版

・倫理の諸問題について、詳細に分かりやすくまとめられている。
・各思想のつながりが明確に説明されている。
・源流思想から現代の諸課題まで、流れが明確にされている。

数学Ⅱ 啓林館
詳説　数学Ⅱ

改訂版
・詳細に書かれており、本校生徒の力に見合っている。

数学B 啓林館
詳説　数学B

改訂版
・詳細に書かれており、本校生徒の力に見合っている。

物理 啓林館 物理　改訂版

・論理を重視した記述に加えて観察・実験の例が豊富にあり、物理的な自然観が
身に付くよう工夫されている。
・例題や問題、探究活動の内容が、本校生の思考力や探究能力を育成するのに
適当である。
・最先端の物理に関する記述が充実しており、生徒の研究意欲を高めるのに適
当である。

化学 数研 改訂版　化学
・写真や図が大きく、見やすくなっている。
・彩色の仕方が適切で、非常に見やすい。
・発展や参考の内容、説明の程度も適切である。

生物基礎 第一学習社
高等学校　改訂

生物基礎

・文字と図のバランスが良い。
・図やイラストが多くわかりやすい。
・発展の内容が充実している。

生物 第一学習社
高等学校　改訂

生物

・文字と図のバランスが良い。
・図やイラストが多くわかりやすい。
・発展の内容が充実している。

コミュニ
ケーション

英語Ⅱ
啓林館

Revised ELEMENT
English

CommunicationⅡ

・文化・言語・科学・歴史など生徒にとって興味の持てる題材が多く使われてい
る。
・４技能がバランスよく指導できるよう工夫がされている。
・各Lessonに要約練習・Retelling練習が準備されており、各Lessonの振り返りがし
やすいよう工夫されている。

英語表現
Ⅱ

三省堂

CROWN
English

Expression II
New Edition

・文法表現、英作文、Listening、表現活動が各Lessonにバランスよく配置されてい
る。
・文脈に適した文法表現が効率よく習得できるよう構成されており、練習問題が豊
富に掲載されている。

家庭基礎 教図
家庭基礎

ともに生きる
明日をつくる

・グラフが充実している。
・口絵が充実している。
・トライ！の内容が生徒のレベルに合っている。

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】



大阪教育大学附属高等学校池田校舎

令和３年４月１日現在

科目
発行者の

略称
書名 採　択　理　由

国語表現 教出
国語表現
改訂版

・小論文の書き方に詳しい。
・セルフ・ディベート、文章の型、テーマ型小論文、推敲、要約、課題文型小論文、
データ型小論文等、詳細に区分され、掲載されているため、小論文について基本
的なことから学べる。

世界史B 山川
詳説世界史

改訂版
あらゆる時代と地域が詳しく、かつバランスよく記述されており、大学入試にも十
分対応するもので本校生にとって最適と考える。

日本史B 山川
詳説日本史

改訂版

時間の流れに沿って理解しやすく、また政治・外交・経済・文化など各分野のバラ
ンスよく記述されている。大学入試への対応という点でも本校生徒にとって適切で
ある。

地理B 帝国 新詳　地理Ｂ

・写真、図表などの資料が豊富で、本文もまとめられていて、難易度も本校の生
徒に適してい る。
・地誌的内容も詳細に記述されており、知識や教養を深く身につけることができ
る。

倫理 清水
高等学校　新倫理

新訂版

・倫理の諸問題について、詳細に分かりやすくまとめられている。
・各思想のつながりが明確に説明されている。
・源流思想から現代の諸課題まで、流れが明確にされている。

政治経済 数研
改訂版

政治・経済

・政治経済で扱うべき問題について、詳細に説明されている。
・写真や図解が効果的に利用されており、生徒にとって興味のもてる題材が充実
している。

数学Ⅲ 啓林館
詳説　数学Ⅲ

改訂版
・詳細に書かれており、本校生徒の力に見合っている。
・数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学Bの教科書と連携が取れている。

コミュニ
ケーション

英語Ⅲ
三省堂

CROWN English
Communication Ⅲ

New Edition

・文化・言語・地球環境・国際協力など生徒にとって興味の持てる題材が多く使わ
れている。
・４技能がバランスよく指導できるよう工夫がされている。
・本校生徒のレベルに合っている。

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】
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