
筑波大学附属高等学校

令和4年度 使用教科書一覧 ※採択替えをした科目および新たに採択した科目のみ掲載

教科 国語

科目名 年次 区分

1 現代の国語 1 必修 大修館書店 現代の国語
単元の配列が、コンピテンシー・ベースの年間学習指導計画を立てやすい形に
なっている。また、単元ごとの解説文の書き方が丁寧で、学習者に読んでほし
いと思わせる内容になっている。

2 言語文化 1 必修 大修館書店 言語文化
教材（素材）に、学習者の興味を引くであろうと思われるものが多く揃っている。
また、単元ごとに設けられたコラムの内容が充実しており、学習者に読んでほ
しいと思わせるものになっている。

教科 地理歴史

科目名 年次 区分

1 地理総合 1 必修 帝国書院 高等学校 新地理総合

各分野における記述や主題図、資料が豊富であり、とりあげられている事例も
多い。総じて生徒が地理的な見方・考え方を働かせた学習をすることが可能で
ある。また、学習上の問いをもとに生徒が探究する際に、適宜参照し、学びを
深めることに本書は適している。

2 地理総合 1 必修 帝国書院 新詳高等地図

主題図の数が豊富であり，これらをもとに地域のさまざまな課題を考察させる
のに適している。また，判型がＡＢ判であるため，同時に確認することが難し
かった近隣地域を見渡すことが可能であり，地理的なつながりを理解しやすく
なっている。

3 歴史総合 1 必修 山川出版社 現代の歴史総合

新科目・歴史総合では「“見方・考え方”に基づく学習の充実」「資料を活用し、
歴史の学び方を習得する学習」が求められている。前者に必要な、主題（テー
マ）と問いが適切に設定されていること、後者に必要な、多種多様な資料が豊
富に掲載されていること、以上の２点が採択理由である。
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筑波大学附属高等学校

令和4年度 使用教科書一覧 ※採択替えをした科目および新たに採択した科目のみ掲載

教科 数学

科目名 年次 区分

1 数学Ⅰ 1 必修 数研出版 数学Ⅰ
記述の厳密さを重視されながら，興味関心が持てると思われる話題が詳細に
記載
されており，数学的活動の授業を計画しやすいと考えられる。

2 数学Ⅱ 1 必修 数研出版 数学Ⅱ
記述の厳密さを重視されながら，興味関心が持てると思われる話題が詳細に
記載
されており，数学的活動の授業を計画しやすいと考えられる。

3 数学Ⅲ 3
必修選択
自由選択

実教出版 数学Ⅲ　新訂版
生徒及び教師両者にとって，興味関心が持てると思われる話題が詳細に記載
されており，数学的活動の授業を計画しやすいと考えられる。

4 数学A 1 必修 数研出版 数学A
記述の厳密さを重視されながら，興味関心が持てると思われる話題が詳細に
記載
されており，数学的活動の授業を計画しやすいと考えられる。

5 数学B 2 必修 東京書籍 数学B　Advanced

図や色分けがされており、わかりやすい丁寧な解説がされていることが大きな
理由である。また、「参考」「発展」「COLUMN」の内容も興味関心を引く発展的
な
内容が記載されており、本校の生徒に適した内容であると考えられる。

教科 理科

科目名 年次 区分

1 生物 3 自由選択 東京書籍 改訂　生物
発展的部分を含めて、詳細で豊富な記述により情報量が多い。理系進学者を
中心とする興味・関心の高い生徒が選択している講座なので、生徒の学習に
有効である。
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筑波大学附属高等学校

令和4年度 使用教科書一覧 ※採択替えをした科目および新たに採択した科目のみ掲載

教科 芸術

科目名 年次 区分

1 音楽Ⅰ 1 必修選択 教育芸術社 高校生の音楽①
学習指導要領の改訂に伴い、より主体的で深い学びに繋げることのできる内
容が多かったため。単なる音楽のみに注視したものでなく、生活や社会におけ
る音楽の働きや音楽文化との関係が分かりやすく含まれた内容であった。

2 美術Ⅰ 1 必修選択 光村図書出版 美術Ⅰ
教科書の大幅な改訂により、各分野において取り上げられている作家や作品
が授業と関連を持たせやすいと感じた。技法に関する内容も充実し、QRコード
を読み込むことで動画で紹介するなど工夫が見られた。

教科 英語

科目名 年次 区分

1 英語コミュニケーションI 1 必修科目 三省堂
CROWN English
Communication I

各レッスンがパート毎に分かれているである。各パートを発表活動まで含めて
授業時間２回で一つ進める本校の授業形式に合っている。教材の内容も多岐
にわたっており、旧版よりも、質問の形式もアップデートされているため。

2 論理・表現I 1 必修科目 増進堂
MAINSTREAM English Logic
and Expression I

各レッスン、単語と表現に触れ、聞き取り活動をおこなった後に、まとまった分
量の会話や文章が例文に取り上げれている。話す活動や書く活動が多い本校
の実態に合った教科書である。

3
コミュニケーション英語
Ⅱ

2 必修科目 増進堂
MAINSTREAM English
Communciation ⅡSecond
Edition

幅広い分野からバランス良くトピックを選んで編集されている上、英語の難易
度も本校生徒に適している。各課のまとめの活動も展開しやすい構成であるた
め、主体的な発表活動を促しやすい。なお、令和３年度と同じタイトルのものを
継続して使うことで、語彙の習得もスムーズに進むこともメリットである。

4
コミュニケーション英語
Ⅲ

3 必修科目 東京書籍
PROMINANCE English
Communication Ⅲ

扱われている題材が特に社会性に富み、生徒の知的好奇心に適した内容である。また、
英文読解後に学んだ内容を視覚資料を用いながら再話させる活動に適した構成になっ
ており、アウトプット活動にも活かせる。英語の長文を一つの読みものとして読む構成と
なっているため、より英文全体の構成に注目して読み進めることができる。
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筑波大学附属高等学校

令和3年度 使用教科書一覧 ※採択替えをした教科のみ掲載

教科 地理歴史

科目名 年次 区分

1 世界史A 1 必修 山川 現代の世界史　改訂版
偏りのないように、1年ごとに採択教科書はローテーションしている。歴史科目
の再編を数年後に控える中で、今年度は、近現代史について比較的新しい捉
え方をしている、当教科書を採択することにした。

教科 数学

科目名 年次 区分

1 数学Ⅰ 1 必修 東京書籍 数学Ⅰ　Adnanced
図や色分けがされており、わかりやすい丁寧な解説がされていることが大きな
理由である。また、「参考」「発展」「COLUMN」の内容も興味関心を引く発展的な
内容が記載されており、本校の生徒に適した内容であると考えられる。

2 数学Ⅱ 2、3
必修

自由選択
東京書籍 数学Ⅱ　Advanced

図や色分けがされており、わかりやすい丁寧な解説がされていることが大きな
理由である。また、「参考」「発展」「COLUMN」の内容も興味関心を引く発展的な
内容が記載されており、本校の生徒に適した内容であると考えられる。

3 数学Ⅲ 3
必修選択
自由選択

啓林館 詳説　数学Ⅲ改訂版
生徒及び教師両者にとって，興味関心が持てると思われる話題が詳細に記載
されており，数学的活動の授業を計画しやすいと考えられる．

4 数学A 1 必修 東京書籍 数学A　Advanced
図や色分けがされており、わかりやすい丁寧な解説がされていることが大きな
理由である。また、「参考」「発展」「COLUMN」の内容も興味関心を引く発展的な
内容が記載されており、本校の生徒に適した内容であると考えられる。

5 数学B 2 必修 実教出版 数学B　新訂版
生徒及び教師両者にとって，興味関心が持てると思われる話題が詳細に記載
されており，数学的活動の授業を計画しやすいと考えられる．
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筑波大学附属高等学校

令和3年度 使用教科書一覧 ※採択替えをした教科のみ掲載

教科 芸術

科目名 年次 区分

1 音楽Ⅰ 1 必修選択 教育出版 音楽Ⅰ　改訂版　Tutti

これまで学年ごとに教科書会社が異なっていたため、内容が重複していた部分
もあり、同一の教科書会社にしたかったため。Tuttiは写真や図が随所にあり解
説も分かりやすく、取り上げられている曲も本校生徒にふさわしいと考えた。各
楽器奏法も個人でも取り組めるように分かりやすい記載となっている。

2 音楽Ⅲ 3 自由選択 教育出版 音楽Ⅲ　改訂版

これまで学年ごとに教科書会社が異なっていたため、同一の教科書会社にした
かったため。音楽Ⅲ改訂版は楽典・ソルフェージュ、創作内容が充実しており、
本校の授業内容に使いやすいと考えた。時代ごと、地域ごとに音楽形式や特徴
などまとめられており、幅広い分野の音楽を理解しやすい内容である。

3 美術Ⅲ 3 自由選択 光村 美術Ⅲ
現代アートの作家を詳しく紹介されているため、授業の内容を充実させるのに
適している。

教科 英語

科目名 年次 区分

1 コミュニケーション英語Ⅰ 1 必修 増進堂
MAINSTREAM English
Communication Ⅰ

生徒たちの関心を引くような幅広いトピックを扱っているため、さまざまな観点か
ら考えを深めることが出来る。難易度・分量も本校の生徒にちょうど良い。

2 コミュニケーション英語Ⅱ 2 必修 啓林館
Revised LANDMARK
English Communication
Ⅱ

教科書題材が生徒にとって知的好奇心に合ったものが多い印象である。社会
性に富んだ内容であり、行間を読むことや批判的に読むことにも相性が良い。
また、明示的な文法説明の量が程よく、語彙について豆知識が記載されている
ことや、復習用の本文一気読みページもある点が他の教科書には見られない
特徴であり活用しやすい。

3 コミュニケーション英語Ⅲ 3 必修 桐原書店
PRO-VISION English
Communication III New
Edition

各章とも新鮮な話題を扱っているほか、文法の説明も図解や例が多く、わかり
やすい。また、章末に関連語彙をネットワークで示しているページがあり、語彙
を増強するのに有効である。全体的にバランスが良く、英語で授業が行いやす
い教科書であると判断した。

4 英語表現Ⅰ 1 必修 数研出版
Revised POLESTAR
English Expression I

文法シラバスではあるが、聞く・話す活動も豊富に組み込まれているため、バラ
ンス良く4技能を鍛えられるテキストである。

5 英語表現Ⅱ 2、3 必修 三省堂
CROWN English
ExpressionⅡ New
Edition

全体的に例文や文章が豊富であり、２年間継続で使用するに値するインプット
を保証できている。また、文法項目ごとに復習した後に機能別、さらにアウトプッ
ト活動に繋げる構成になっている点も指導するうえで活用しやすい印象である。
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筑波大学附属高等学校

令和２年度 使用教科書一覧 ※採択替えをした教科のみ掲載

教科 地理歴史

科目名 年次 区分

1 世界史Ａ 1 必修 実教出版 新版　世界史Ａ　新訂版
表紙裏に世界と日本の年表が付されており、中学までで学習してきたこととの
照らし合わせがしやすく、生徒の自学自習にも役立つ。また、世界と日本の内
容を一体化する近年の歴史学習のあり方にとっても適切であるため。

教科 数学

科目名 年次 区分

1 数学Ⅰ 1 必修 実教出版 数学Ⅰ　新訂版
生徒及び教師両者にとって，興味関心が持てると思われる話題が詳細に記載
されており，数学的活動の授業を計画しやすいと考えられる．

2 数学Ⅱ 1 必修 実教出版 数学Ⅱ　新訂版
生徒及び教師両者にとって，興味関心が持てると思われる話題が詳細に記載
されており，数学的活動の授業を計画しやすいと考えられる．

3 数学A 1 必修 実教出版 数学A　新訂版
生徒及び教師両者にとって，興味関心が持てると思われる話題が詳細に記載
されており，数学的活動の授業を計画しやすいと考えられる．

4 数学B 2 必修 啓林館 詳説　数学B　改訂版
生徒及び教師両者にとって，興味関心が持てると思われる話題が詳細に記載
されており，数学的活動の授業を計画しやすいと考えられる．
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教科 理科

科目名 年次 区分

1 生物基礎 1 必修 東京書籍 改訂　新編生物基礎
図が分かり易く、詳細で豊富な記述により情報量が多い。幅広く興味・関心を
もって取り組む生徒が多いので、生徒の学習に有効である。

2 生物 3 選択 数研出版 改訂版　生物
発展的部分を含めて、詳細で豊富な記述により情報量が多い。理系進学者を
中心とする興味・関心の高い生徒が選択している講座なので、生徒の学習に
有効である。

3 地学基礎 2 選択 啓林館 地学基礎　改訂版

詳細な記述、図や写真も豊富に含まれ、情報量が多い。発展内容の取扱いも
多く、地球の諸現象がなぜそうなるかを理解するのに適している。生徒の興
味・関心に応じて、授業で取り上げられない部分を自学する際にも有効であ
る。

教科 英語

科目名 年次 区分

1
コミュニケーション英語
Ⅰ

1 必修 啓林館
Revised LANDMARK English
Communication Ⅰ

各章の題材は身近なものから社会的なものまで網羅されていて魅力的なもの
が多く、英語で内容中心の授業が行いやすい。また、文法の説明は必要 低
限の記載のみで、活動が多く含まれているため、英語をたくさん使用しながら
文法事項の習熟も図れると判断した。

2
コミュニケーション英語
Ⅱ

2 必修 桐原書店
PRO-VISION English
Communication Ⅱ
New Edition

幅広く新鮮なトピックを扱っており、英語だけでなく内容について学ぶにもふさ
わしい教科書であると判断した。難易度も本校のレベルに合っている。また、文
法の説明がわかりやすく、関連語彙をネットワークで学べるページがあるところ
も良い。1年次に使用した教科書と同じタイトルなので、語彙や文法を継続的に

3
コミュニケーション英語
Ⅲ

3 必修 文英堂
UNICORN English
Communication 3

話題、難易度が本校生に適している。4技能については、バランス良く統合的
に取り組む活動を行いやすい。これまでに使用した教科書と出版社が変わった
理由は、高校三年生としてまとまった量の英文を一度に読む力を伸ばす上で、
本教科書が適していると判断した。

4 英語表現Ⅰ 1 必修 三省堂
CROWN English
Expression Ⅰ New Edition

各章に身近な英文が記載されており、ある程度の文脈の中でどのようにター
ゲットの英文法が使用されているのかが分かりやすい。また、文法の問題演習
だけではなく、リスニングやスピーキングの活動も豊富であり、生徒が活動を通
して表現力を伸ばすのに適している。

5 英語表現Ⅱ 2 必修 数研出版
Revised POLESTAR
English Expression

様々なトピックに関して表現を幅広く学べるところ、機械的なエクササイズだけ
でなくコミュニケーションタスクが豊富なところ、段階的にエッセイライティングが
学べるところが良いと判断した。本校では２年次から３年次にかけて同じ教科
書を使うので、レッスンの数が十分にあるところも判断の理由だった。
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筑波大学附属高等学校

平成31年度 使用教科書一覧 ※採択替えをした科目のみ掲載

教科 国語

科目名 年次 区分

1 現代文Ｂ 2,3
必修,

選択必修,
自由選択

筑摩書房 精選現代文Ｂ　改訂版
多種多様な教材文が豊富に採録されているので、現代文の指導に関して本校
なりに設定した目標に沿った教材選びがしやすい。教材文の難易度について
も、本校生徒の習熟度に見合ったものになっていると言える。

2 古典Ｂ 1,2,3
必修,

選択必修,
自由選択

東京書籍 精選古典Ｂ　古文編
評論・古典注釈を中心に新しい教材が掲載され、多角的な学習活動の展開が
計画できる。また、コラムページ「古文の窓」も生徒に読ませたい内容のものが
あり、カラーページの印刷が精細で資料としての活用が期待される。

3 古典Ｂ 1,3
必修,

選択必修,
自由選択

東京書籍 精選古典Ｂ　漢文編
古文編・漢文編の2分冊で、指導実態に対応している。単元目標が明示され、そ
れに基づく優れた教材が豊富に掲載されている。教材ごとの注釈や句法が適
度な内容であり、関連するコラムなども充実している。

4

5

6

7

8

9

10

番号
使用する科目

発行者 教科書名 採択理由



筑波大学附属高等学校

平成31年度 使用教科書一覧 ※採択替えをした教科のみ掲載

教科 地理歴史

科目名 年次 区分

1 世界史Ａ 1 必修 第一学習社 改訂版　世界史Ａ
内容的に、どの項目も偏りなく記述されている。歴史学の新しい考え方が意欲
的に盛り込まれており、また全体として色彩感に富んだつくりとなっており、1年
生での使用として適切である。

2 日本史Ａ 2 必修 東書 日本史Ａ　現代からの歴史
図版が見やすく、各単元に適切なコラムが配されて生徒の関心を引く内容であ
る。また、グローバルな視点に立つ節が多く含まれるとともに、思考を促すもの
になっているため。

3

4

5

6

7

8

9

10

番号
使用する科目

発行者 教科書名 採択理由



筑波大学附属高等学校

平成31年度 使用教科書一覧 ※採択替えをした教科のみ掲載

教科 理科

科目名 年次 区分

1 物理 3 自由選択 実教 物理　新訂版
「物理基礎」の内容もコンパクトに掲載されており、系統的な学習が可能であ
る。全体的に記述が詳細で、理系進学者を中心とする関心の高い生徒にとっ
て、学習を進める際に有効である。

2 化学 3 自由選択 東書 改訂　化学
発展的部分を含めて、詳細で豊富な記述により情報量が多い。理系進学者を
中心とする興味・関心の高い生徒が選択している講座なので、授業で取り上げ
られない部分をも記載してあることが、生徒の学習に有効である。

3 生物 3 自由選択 数研 改訂版　生物
発展的部分を含めて、詳細で豊富な記述により情報量が多い。理系進学者を
中心とする興味・関心の高い生徒が選択している講座なので、生徒の学習に有
効である。

4

5

6

7

8

9

10

番号
使用する科目

発行者 教科書名 採択理由



筑波大学附属高等学校

平成31年度 使用教科書一覧 ※採択替えをした教科のみ掲載

教科 芸術

科目名 年次 区分

1 音楽Ⅲ 3 自由選択 教出 Joy of Music

学校教育での 終年の学習に相応しく、それまでの学習の振り返りとしての教
材が含まれ、高度な形で基礎を固める工夫がされている。３学年の授業では、
自主的に選択して楽曲に取り組むことが多いが、それに対応できるだけの幅広
い内容が扱われている。

2 美術Ⅱ 2 必修選択 日文 高校生の美術　2

各領域バランスよく取り上げられており、見方、捉え方のヒントになるような解説
文や技法がわかりやすく示されている。制作手順なども丁寧に掲載されており、
授業資料として活用しやすい。各題材において、現在活躍する作者や評論家の
言葉やコラムなどが取り上げられており、鑑賞時の資料として活用できる。

3

4

5

6

7

8

9

10

番号
使用する科目

発行者 教科書名 採択理由



筑波大学附属高等学校

平成31年度 使用教科書一覧 ※採択替えをした教科のみ掲載

教科 英語

科目名 年次 区分

1
コミュニケーション英語
Ⅰ

1 必修 桐原書店
PRO-VISION English
Communication I

各章とも新鮮な話題を扱っているほか、文法の説明も図解や例が多く、わかり
やすい。また、章末に関連語彙をネットワークで示しているページがあり、語彙
を増強するのに有効である。全体的にバランスが良く、英語で授業が行いやす
い教科書であると判断した。

2 英語表現 I 1 必修 数研出版
Revised POLESTAR English
Expression I

文法のエクササイズメインではなく、リスニングのインプットやアウトプット（ス
ピーキング・ライティング）のタスクがきちんとあったので、生徒が表現力を伸ば
すのに適していると考えた。新しい単語や表現の意味が欄外に示してあるのも
使いやすそうだと感じた。

3
コミュニケーション英語
Ⅱ

2 必修 三省堂
CROWN English
Communication II New
Edition

生徒が興味を持ちやすいトピックを多く含み、難易度も本校生徒の実態に合っ
ている。 4技能のバランスが良く、考えながら統合的に行う活動が含まれてい
る。1年次に使用した教科書と同じタイトルで、語彙や文法を継続的に学ぶこと
ができる。

4 英語表現Ⅱ 2,3 必修 大修館
Departure English
Expression ⅡRevised

文やパラグラフの構成を学ぶのはもちろんのこと、各トピックに基づいて実際に
ペアやグループで行う活動が多く設定されている。自学自習を促す工夫が随所
に見られ、自律的学習者を育てる本校の教育方針に適合している。

5
コミュニケーション英語
Ⅲ

3 必修 三省堂
CROWN English
Communication Ⅲ

Prominence I, IIと使ってきたが、Ⅲはパート分けされていない。これまでの授業
の流れを踏襲すれば、英語で授業が行いやすいと考え、パート分けされている
CROWN English Communication を選んだ。

6

7

8

9

10

番号
使用する科目

発行者 教科書名 採択理由



筑波大学附属高等学校

平成29年度 使用教科書一覧

教科 国語

1 国語総合 大修館
国語総合　改訂版　現代文
編

現代文編・古文編の２分冊構成であり、現場の指導実態に対応し扱いやすい。新たに構成されたコラムや
キーワード解説も充実しており、評論文の教材数も豊富であるため。

2 国語総合 大修館 国語総合　改訂版　古典編
新たに掲載されたコラムやカラー図版の情報量が豊富であり、生徒の興味関心を喚起することができると予
想されるため。

3 現代文Ｂ 三省堂 高等学校現代文Ｂ
さまざまな分野の教材が採録されており、論理的思考力を培うことができる。小説は豊かな心情や感性が身
につけられる教材が採録されているため。

4 古典Ｂ 大修館 古典Ｂ　古文編
教科書を支援する指導書や周辺教材などが充実しており、指導しやすい。また学習や脚問も適切に配置さ
れ、生徒が学習しやすい教科書である。

5 古典Ｂ 大修館 古典Ｂ　漢文編
古文編・漢文編の２分冊構成であり、現場の指導実態に対応し扱いやすい。質的に優れた教材が選択されて
おり、分量も豊富である。
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番号 発行者 教科書名 採択理由使用する科目



筑波大学附属高等学校

平成29年度 使用教科書一覧

教科 地理歴史

1 世界史Ａ 山川 要説世界史
内容的に、どの項目も偏りなく記述されている。構成的には、他の教科書（見開き1ページで1項目）と異なり、
見開きで内容を区切っておらず、全体を通じて読めるものになっている。また、サイズも他はＢ５判だが、この
教科書だけＡ５判であり、コンパクトな作りになっている。

2 世界史Ｂ 東書 世界史Ｂ
世界史に関する新しい見方、考え方を積極的に取り入れており、本校の生徒にとって知的刺激の多い内容と
なっている。また、ネットワークとしての歴史の記述が充実しており、大学入試における論述問題に対しても対
応しやすい内容となっている。

3 日本史Ａ 清水
高等学校　日本史Ａ　新訂
版

図版が見やすく、各単元に適切なコラムが配されて生徒の関心を引く内容である。また、各節ごとに時代を俯
瞰する大きな問いが立てられ、思考を促すものになっているため。また、各節ごとに時代を俯瞰する大きな問
いが立てられ、思考を促すものになっているため。

4 日本史Ｂ 山川 詳説日本史
日本史Aを既に履修した三年生にとって、更なる知識の習得に適した教科書である。また、史料や統計も豊富
に掲載されており、歴史的事象についての発展的な知識も註を用いて詳細に解説されているため、生徒が自
学する際にも十分に活用できるなどの長所がある。

5 地理Ａ 帝国 高等学校　新地理Ａ
地理的技能の育成に重点を置いた記述が多く、授業等で扱う内容に適合している。とくに「日本の自然環境と防災」では、
作業を通して防災に役立つ地理的技能を身につけることができる。また、「世界の諸地域の生活・文化」では、現代の日本と
のかかわりにページが割かれ、生徒の興味・関心を引くことができる。

6 地理A 帝国 新詳高等地図
主題図の数が豊富であり、工夫されたものも多い。これらをもとに地域のさまざまな課題を考察させるのに適
している。また、判型がＢ５判からＡＢ判となり、今まで同時に確認することが難しかった近隣地域を見渡すこ
とが可能となり、地理的なつながりを理解しやすくなっている。

7 世界地理* 二宮 新編　詳解地理Ｂ改訂版
「現代世界の系統地理的考察」では、自然環境と人間生活との関係を丁寧に記述されており理解しやすい。「現代世界の地
誌的考察」では、比較地誌（オーストラリアとカナダ等）が取りあげられており、地理的な見方や考え方を深める工夫がみら
れる。全般的に生徒が読んで理解できるように工夫がなされている。

8

9

10
*「世界地理」は学校設
定科目。地理Bの教科
書を使用。

番号 発行者 教科書名 採択理由使用する科目



筑波大学附属高等学校

平成29年度 使用教科書一覧

教科 公民

1 倫理 東書 倫理
資料が適切に配置され，生徒の内容理解を助ける構成となっている。また，思想史学習にあたる各章の冒頭には，学習の
動機づけとなるような導入記述を配し，章や節末にはコラムが提示されており，より考えを深めたい生徒の助けとなる構成と
なっている。全体として，内容，配慮の行き届いた適切な教科書である。

2 政治・経済 清水
高等学校　現代政治・経済
最新版

本書は、現行「政治・経済」教科書の中で、叙述が最も詳しいもののひとつであり、本校生徒の興味・関心や能力にふさわし
い。特に、経済分野において、個別具体的な知識に留まらず、経済学的な思考法を生徒に身につけさせるために必要な概
念や理論が丁寧に説明されている点、本校での使用に適している。
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番号 発行者 教科書名 採択理由使用する科目



筑波大学附属高等学校

平成29年度 使用教科書一覧

教科 数学

1 数学Ⅰ 数研 改訂版　数学Ⅰ
同じ発行者の同じシリーズの教科書を使用することによって、より系統的体系的な学習を構築しやすくなる。
この発行者の数学教科書は社会的評価が高く、平成２８年度に同シリーズの数学Ⅲを使用しているが特段
の不都合がないため。

2 数学Ⅱ 数研 数学Ⅱ
同じ発行者の同じシリーズの教科書を使用することによって、より系統的体系的な学習を構築しやすくなる。
この発行者の数学教科書は社会的評価が高く、平成２８年度に同シリーズの数学Ⅲを使用しているが特段
の不都合がないため。

3 数学Ⅲ 数研 数学Ⅲ
この発行者の教科書はシェアが高く社会的評価も高い。実際、平成２８年度に採択して使用しているが、特
段の不都合がないため。

4 数学Ａ 数研 改訂版　数学Ａ
同じ発行者の同じシリーズの教科書を使用することによって、より系統的体系的な学習を構築しやすくなる。
この発行者の数学教科書は社会的評価が高く、平成２８年度に同シリーズの数学Ⅲを使用しているが特段
の不都合がないため。

5 数学Ｂ 東書 数学Ｂ
１年次の数学Ⅰ，数学Ⅱ，数学Ａにおいて同じ発行者の同じシリーズの教科書を採択し現在使用している
が、不都合がないため

6 数学Ｂ 啓林館 数学Ｂ
１年次の数学Ⅰ，数学Ⅱ，数学Ａにおいて同じ発行者の同じシリーズの教科書を採択し現在使用している
が、不都合がないため

7 数学Ｂ 第一 高等学校　数学Ｂ
１年次の数学Ⅰ，数学Ⅱ，数学Ａにおいて同じ発行者の同じシリーズの教科書を採択し現在使用している
が、不都合がないため

8

9

10

教科書名番号 採択理由発行者使用する科目



筑波大学附属高等学校

平成29年度 使用教科書一覧

教科 理科

1 物理基礎 実教 物理基礎　新訂版
速度の向きなど、基本概念の定義がしっかりしており、初学者に対する配慮が行き届いている。幅広い進路を
目指す生徒たちが主体的に学ぶための、十分な記述が丁寧にされている。

2 物理 啓林館 物理
発展的部分についての詳細な記述が多く、理系進学者を中心とする関心の高い生徒層にとって、授業で取り
扱いきれない部分を含めて、学習を進める際に有効と考える。また、実験の取り扱いも丁寧である。

3 化学基礎 東書 改訂　化学基礎
発展的部分を含めて、詳細で豊富な記述により情報量が多い。実験中心の授業のため、生徒の興味・関心に
応じて、授業で取り上げられない部分を自学する際にも有効である。

4 化学 東書 化学
発展的部分を含めて、詳細で豊富な記述により情報量が多い。理系進学者を中心とする興味・関心の高い生
徒が選択している講座なので、授業で取り上げられない部分をも記載してあることが，生徒の学習に有効であ
る。

5 生物基礎 数研 改訂版　新編　生物基礎
図版が見やすく、記述がわかりやすい。発展的な内容も含まれているため、様々な学習段階の生徒に対応で
きる。

6 生物 啓林館 生物
発展的部分を含めて、詳細で豊富な記述により情報量が多い。理系進学者を中心とする興味・関心の高い生
徒が選択している講座なので、生徒の学習に有効である。

7 地学基礎 数研 新編　地学基礎
詳細で豊富な記述により情報量が多い。発展的内容も多く含まれ、地球の諸現象が、なぜそうなるかを理解す
るのに適している。生徒の興味・関心に応じて、授業で取り上げられない部分を自学する際にも有効である。

8 地学特講* 数研 新編　地学基礎
詳細で豊富な記述により情報量が多い。発展的内容も多く含まれ、地球の諸現象が、なぜそうなるかを理解す
るのに適している。生徒の興味・関心に応じて、授業で取り上げられない部分を自学する際にも有効である。

9

10
*「地学特講」は学校設
定科目。地学基礎の教
科書を使用。

番号 発行者 教科書名 採択理由使用する科目



筑波大学附属高等学校

平成29年度 使用教科書一覧

教科 保健体育

1 体育 大修館 現代高等保健体育改訂版
オリンピック教育や、技能向上のメカニズムなど、本校のSGHやスポーツ大会などの特性に則した内容が豊
富に用意されており、生徒が主体的に活動する際に活用しやすいよう、具体的な記述で構成されている。

2 保健 大修館 現代高等保健体育改訂版
資料やコラムを豊富に使用するなど、本校生徒の興味・関心に則した発展的な内容で構成されている。生涯
を通じて健康の保持増進の意識を高める、説得力のある記述となっており、文章と資料のバランスも配慮さ
れている。

3
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番号 発行者 教科書名 採択理由使用する科目



筑波大学附属高等学校

平成29年度 使用教科書一覧

教科 芸術

1 音楽Ⅰ 友社 改訂版　高校生の音楽１

歌唱分野では、外国語の歌に振り仮名がついておらず、原語の発音を学びながら歌唱方法を学ぶことができ
る。また、アンサンブルを通してリズムについての意識を深めることができ、他の領域に活かすことができる。

2 音楽Ⅱ 教出 音楽 Ⅱ Tutti

歌唱、器楽、鑑賞と系統別に編集されており、親しみのある曲を中心に扱っているので学習しやすい。また、
舞台芸術と独唱・合唱曲を区別しており、歌い方・表現の違いを詳しく理解することができる。器楽では、奏法
について写真付きで解説されており、学習での利用度が高い。

3 音楽Ⅲ 友社 高校生の音楽3

生涯学習を見据えて、あらゆる角度から豊富な内容が扱われている。グローバルな視点が重要視される一方
で、幅広い日本の音楽を扱っている。生徒が自主的に選択して楽曲に取り組む３学年の授業では、幅広い視
野が求められるが、それに対応できる内容である。

4 美術Ⅰ 日文 高校生の美術１

内容が豊富でいろいろな観点から授業を取り上げ易い構成になっている。また、スケッチや制作過程を示すな
ど具体的な発想や構想過程が理解でき、気づかせるためのポイントとなる解説文も多い。生徒作品が比較的
多く収められており、生徒自身の目標設定にも参考にさせたい。

5 美術Ⅱ 光村 美術２

各領域がバランスよく取り上げられ、また見方、捉え方のヒントになるような解説文や技法がわかりやすく示さ
れている。作品や制作背景に関する作家自身のことばや制作の様子などが掲載されており、制作や鑑賞時の
資料として活用できる。

6 美術Ⅲ 日文 高校美術３

3年では造形と自分がどう向き合うかということがテーマの一つであることから、多くの作家の考え方を学ぶこと
がヒントになってくる。作家と作品とのかかわりを全編で取り上げているこの教科書は生徒が考える際の良い
資料になる。

7 工芸Ⅰ 日文 工芸Ⅰ

伝統的な技法や技術が紹介されるとともにものづくりのプロセスを示す等、ものやものづくりに対するかかわり
方を学ぶ資料として工夫されている。工芸の教科書は１社１種類のみなので、他に選択できるものはない。

8 工芸Ⅱ 日文 工芸Ⅱ

幅広く様々な素材が取り上げられている。またいろいろな工芸品の図版や製作手順が紹介されており分かり
易い内容になっている。工芸Ⅰと同様教科書は１社１種類のみなので、他に選択できるものはない。

9 書道Ⅰ 教出 新編　書道Ⅰ

書写から書道への流れがスムーズで分かり易い。書道史の説明、コラムなども充実しており、半紙の課題とし
てとりあげる語句も各古典の特徴を捉えやすいものになっている。

10 書道Ⅱ 教出 書道Ⅱ

書道史、古典の解説、図版のバランスがよく構成されている。臨書、倣書、創作の過程が分かりやすく、現代
作家の作品も多く掲載されており、授業を展開しやすい。生徒が自主的に学習できるような内容になってい
る。

番号 発行者 教科書名 採択理由使用する科目



筑波大学附属高等学校

平成29年度 使用教科書一覧

教科 英語

1
コミュニケーション英語
Ⅰ

東書
PROMINENCE English
Communication Ⅰ

英語で英語の授業を進めるうえで、適切な題材、分量である。学習のポイントを押さえた単元が工夫され，題材，指導時数
を考慮した分量など，本校の生徒の英語力を向上させるバランスのとれた教科書である，と判断された。教材は，発表活動
を見据えて、興味・関心を持って学習が進められるように配慮されている。

2
コミュニケーション英語
Ⅱ

増進堂
MAINSTREAM English
Communication Ⅱ

生徒が興味を持ちやすいトピックを多く含み、難易度も本校生徒の実態に合っている。 4技能のバランスが良
く、考えながら統合的に行う活動が含まれている。1年次に使用した教科書と同じタイトルで、語彙や文法を継
続的に学ぶことができる。

3
コミュニケーション英語
Ⅲ

三省堂
CROWN English
Communication Ⅲ

I, IIと使ってきたので、Ⅲを選んだが、もともとはⅢがパート分けされており、英語で授業が受けやすいと考え、
CROWN English Communication を選んだ。

4 英語表現Ⅰ 増進堂
MAINSTREAM English
Expression Ⅰ Second
Edition

スピーキング、ライティングを問わず様々なシチュエーションで使える機能表現を身に付け、表現の幅を広げられる工夫がな
されている。前半は中学の復習を兼ねた平易な内容であり、高校で学ぶ内容へのスムーズな導入がなされている。指示文
はすべて英語なので、本校の英語表現の授業にもっとも適した教科書であると判断した。

5 英語表現Ⅱ 東書
NEW FAVORITE English
Expression Ⅱ

文やパラグラフの構成を学ぶのはもちろんのこと、各トピックに基づいて実際にペアやグループで行う活動が
多く設定されている。自学自習を促す工夫が随所に見られ、自律的学習者を育てる本校の教育方針に適合し
ている。

6

7

8

9

10

番号 発行者 教科書名 採択理由使用する科目



筑波大学附属高等学校

平成29年度 使用教科書一覧

教科 家庭

1 家庭基礎 実教 新図説家庭基礎
基礎的な事柄を確実におさえた記述である。写真や図・グラフ等の資料が本文とリンクして配置されわかりや
すい。生徒が主体的に取り組みやすい構成である。

2 フードデザイン* 実教 フードデザイン
基礎的な事柄から発展的な内容までわかりやすく記述されているので、授業のみでなく生徒の自学自習にも
大いに役立つ。写真や図・グラフ等の資料が本文とリンクして配置されわかりやすい。

3

4

5

6

7

8

9

10
*「フードデザイン」は学
校設定科目。家庭（専
門）の教科書を使用。

番号 発行者 教科書名 採択理由使用する科目



筑波大学附属高等学校

平成29年度 使用教科書一覧

教科 情報

1 情報の科学 日文 新・情報の科学
本編の内容がわかりやすくかつ詳細に記述されており、プログラミング・アルゴリズムの内容が２つの言語でわ
かりやすく示されていることと、アカデミック・スキルズや問題解決の考え方の内容が充実しているから。

2

3

4

5

6

7

8

9

10

番号 発行者 教科書名 採択理由使用する科目
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