
筑波大学附属駒場高等学校

令和5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 文学国語 2 必修 筑摩書房 文学国語
多種多様な教材文が豊富に採択されており、本校での授業の目標に沿った教
材選びがしやすい。教材文の難易度も本校生徒の習熟度に見合っている。育
成すべき資質・能力と単元との対応も明確である。

2 古典探究 2 必修 筑摩書房
古典探究　古文
編

良質の教材が豊富に掲載され、多角的な学習活動の展開が計画できる。単元
の目標が明解で、章立てにも工夫がある。コラムページに生徒に読ませたい内
容のものがあり、カラーページも資料としての活用が期待できる。

3 古典探究 2 必修 筑摩書房
古典探究　漢文
編

日本漢文が収録され、伝統的な言語文化を重視した内容となっている。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、関連するコラムも充実している。

教科 地理歴史

科目名 年次 区分

1 歴史総合 2 必修 清水書院
私たちの歴史
総合

他社本に比べて大判で、見開き２頁のうち左１頁は資料のみ掲載した構成と
なっており、具体性のある多様な資料が多数、興味を引く問いと共に、見やすく
配置されている。生徒が資料の読み解きを通じて、日本と世界とのつながり、
時代の変化や特徴を多角的な視点で捉え、主体的に学べるような教科書であ
る。
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筑波大学附属駒場高等学校

令和5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 公民

科目名 年次 区分

1 公共 2 必修 東京書籍 公共

本文・側注の情報量に加え、深い理解や議論を促す具体的な教材が豊富であ
る。特設ページにも、実際の授業展開に適した興味深い問いや学習活動が示
されている。これにより、生徒の自主的な学習を助けるとともに、社会事象への
知的関心を高め、討論などの協働的な学習にもつなげることができる。

教科 数学

科目名 年次 区分

1 数学B 2 選択 東京書籍
数学B
Advanced

各ページのレイアウトが練られており、図表が大きくて見やすい。デジタルコン
テンツも充実しており、シミュレーション等を手元の端末で活用しやすくなってい
る。巻末の数学的な考え方の振り返りに独自性があり、自学する生徒にとって
有効である。

2 数学C 2 選択 東京書籍
数学C
Advanced

各ページのレイアウトが練られており、図表が大きくて見やすい。デジタルコン
テンツも充実しており、シミュレーション等を手元の端末で活用しやすくなってい
る。巻末の数学的な考え方の振り返りに独自性があり、自学する生徒にとって
有効である。
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筑波大学附属駒場高等学校

令和5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 理科

科目名 年次 区分

1 生物基礎 1 必修 第一学習社
高等学校 生物
基礎

それぞれの章が問い立てから始まり、問題意識を持って学習を進めることがで
きる構成である。また、各章のまとめとして学習した内容を外化するための問
いが設定され、思考の整理に役立つと考えられる。

2 地学基礎 2 選択 数研出版
高等学校 地学
基礎

図版や表などに工夫があり、写真も多数ちりばめられていて、生徒が内容を理
解しやすくなっている。また「実験・実習」や「発展・参考」の内容が充実してお
り、より進んだ理解を目指す生徒にとっても充実した構成になっている。よっ
て、生徒が授業内容を再確認したり、統合的に理解しながら自学自習をするの
にも適している。

3 生命科学 2 選択 東京書籍 生物

他社と比べて大きな判型で広げやすく、レイアウトも見やすい。各編と各節が
問いから始まる構成となっており、具体的な写真資料や身近な事物から学習
内容へとつながる展開になっている。発展やコラムも充実しており、生徒の興
味関心を惹きつける内容である。

4 物理基礎 2 選択 実教出版 物理基礎

ページごとに学習者が予想を立てる問いが用意されており、主体的・対話的学
びをサポートしやすい構成となっている。記述も、物理学としてわかりやすさと
厳密さを意識したものとなっている。また、実験も豊富で、深い学びが実現でき
る。

5 化学 2 選択 啓林館 高等学校 化学

課題研究や実験を行うときの留意点などが書かれているので、生徒が自主的
に実験・研究を行いやすい記述が多い。内容が改訂された「化学反応と熱」の
エンタルピーやエントロピーに関して詳細に書かれていて理解しやすくなってい
る。発展の内容も深い学びへとつながっている。

6 生物 3 選択 東京書籍 改訂　生物

大きな判型で扱いやすく、図版や写真資料が豊富に掲載されている。記述に
ついても実際の論文データが引用されており、科学的根拠に基づき生徒に考
えさせるような授業展開が可能となる。生徒が自ら学習を進めるのにも適した
充実した内容である。
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筑波大学附属駒場高等学校

令和5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Ⅱ 2 選択必修 教育出版 音楽Ⅱ　Tutti+

適度な総ページ数の中に､数多くの有名な作品の楽譜(ピアノ譜付き)があり、
和声的な観点からも使い易く、理解を助ける図版も豊富に配置されている。巻
末資料や音楽史と史実による年表も詳しく､総合的に理解がしやすくなってい
る。

2 美術Ⅱ 2 選択必修 光村書店 美術2
テーマを厳選し、そのテーマを掘り下げて扱う内容となっており、色彩や画像
データの扱い等に関する詳細な資料が記載されている。デッサンなど基礎的な
題材についての動画資料等も充実している。

3 工芸Ⅱ 2 選択必修 日本文教出版 工芸Ⅱ
工芸1では扱わなかった染織やガラスなど幅広く取り扱っている。また、世界の
歴史や日本の歴史と工芸を結び付け、教養として身に付けさせようとしている
記載である。全体的に写真が多く、生徒の興味・関心を高めるものである。

4 書道Ⅰ 1 選択必修 教育図書 書Ⅰ

古典についての基礎知識が図版入りで丁寧に説明されており、中学書写から
高校書道へ違和感なく学んでいけるような内容となっている。また、臨書をする
上での基礎的な内容に留まらず、書かれた古典の背景についての記載もあ
り、多角的に古典を捉えられるよう工夫されている。

5 書道Ⅰ 1 選択必修 教育図書
書Ⅰプライマ
リーブック

図版に余計なコントラストをつけず、原本に近い状態で掲載されており、「目で
見て味わう」ことのできる内容である。実技だけでなく鑑賞の眼も養っていける
よう配慮されている。

6 書道Ⅱ 2 選択必修 教育図書 書Ⅱ

作品制作に重きを置いており、創作を通して書表現とは何かを考えられるよう
配慮されている。図版と説明のバランスも良い。また、書道Ⅱの学習指導要領
に示されていない発展的な内容も盛り込まれており、知的関心を高め、生徒の
自主的な学びを喚起できると考える。
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筑波大学附属駒場高等学校

令和5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 英語

科目名 年次 区分

1
英語コミュニケーション
Ⅱ

2 必修 大修館書店

Crossroads
English
Communication
II

話題が今日的で、生徒の社会的関心、および思考力を涵養するのに適してい
る。英語的な水準も本校生徒のレベルと合っている。発話活動等発展的学習
を働きかけるための参考資料もよい。

教科 家庭

科目名 年次 区分

1 家庭基礎 2 必修 教育図書
Survive!! 高等
学校家庭基礎

科目全体を36テーマに分け、テーマごとに導入・展開・振り返り（発展）が明確
に記されており、授業展開時に参考にしやすい。また、TRY欄で生徒の日々の
生活に学習内容を落とし込んだり、SDGsの視点からテーマを捉え直すことが
可能で、本校での授業に適している。

教科 理数

科目名 年次 区分

1 理数探究基礎 2 選択必修 啓林館
理数探究基礎
未来に向かって

探究とはどのような活動かを丁寧に解説し、研究や深い学びにおいて必要に
なる基礎的な資質・能力を育成するための手法が数多く記載されている。文系
理系問わず探究に対する取り組みの姿勢を十分に学べる構成となっている。
具体例が豊富であることやQRコードによるデジタルコンテンツが積極的に採用
されており、生徒の自主的な活動にも使用することができる。
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筑波大学附属駒場高等学校

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 筑摩書房 現代の国語
学習指導要領の資質・能力ベースへの対応ができている。教材アンソロジーと
しての質を高く保っており、生徒に読んでほしい文章をバランスよく収録してい
る。

2 言語文化 1 必修 筑摩書房 言語文化
章のそれぞれにコンセプトが明確に与えられている。教材アンソロジーとしての
質を高く保っており、生徒に読んでほしい文章をバランスよく収録している。

教科 地理歴史

科目名 年次 区分

1 歴史総合 1 必修 東京書籍 詳解　歴史総合

歴史総合のねらいの一つである、「歴史の学び方を学ぶ」という趣旨を踏まえ、
用語暗記の元凶ともいえる「太字ゴシック」を排除していること。また、現代的な
諸課題の形成を考察する際の５つの観点（「平等・格差」「自由・制限」・「開発・
保全」・「統合・分化」・「対立・協調」）について充実していること。

2 地理総合 1 必修 帝国書院
高等学校　新地
理総合

図や写真、グラフが多く、地域の生活を理解できる上、国際的な視点の育成に
つながる地球的課題に関する内容が豊富である。災害に関する記述が充実
し、実践的な防災行動にも生かせる。そのため、生徒に対して考えさせる授業
において活用しやすい。

3 地図 1 必修 東京書籍 新高等地図
A４版になり、各地域を概観するために必要な情報を探しやすくなった。一般図
に加えて、豊富な主題図と統計資料があり、多面的に考察することができるた
め、授業において活用しやすい。
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筑波大学附属駒場高等学校

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 東京書籍
数学Ⅰ
Advanced

各ページのレイアウトが練られており，図表が大きくて見やすい。デジタルコン
テンツも充実しており，シミュレーション等を手元の端末で活用しやすくなってい
る。巻末の数学的な考え方の振り返りに独自性があり，自学する生徒にとって
有効である。「数学と人間の活動」における，活動例が充実している。

2 数学Ⅱ 1 必修 東京書籍
数学Ⅱ
Advanced

各ページのレイアウトが練られており，図表が大きくて見やすい。デジタルコン
テンツも充実しており，シミュレーション等を手元の端末で活用しやすくなってい
る。巻末の数学的な考え方の振り返りに独自性があり，自学する生徒にとって
有効である。「数学と人間の活動」における，活動例が充実している。

3 数学A 1 必修 東京書籍
数学Ａ
Advanced

各ページのレイアウトが練られており，図表が大きくて見やすい。デジタルコン
テンツも充実しており，シミュレーション等を手元の端末で活用しやすくなってい
る。巻末の数学的な考え方の振り返りに独自性があり，自学する生徒にとって
有効である。「数学と人間の活動」における，活動例が充実している。

教科 理科

科目名 年次 区分

1 化学基礎 1 必修 啓林館
高等学校　化学
基礎

「知識」を育むための詳細な図・表・データなどが、しっかりと示されている。
「思考・判断・表現」を育むための、実験例・発展内容・参考内容などについて
も、丁寧に書かれている。本文も読みやすく、生徒自身のペースで読み進めな
がら学習することが出来る構成となっている。

2 生物基礎 1 必修 東京書籍 生物基礎
ベースとなる内容と発展がバランスよく配置されており、見通しを持って学習す
ることができる構成である。写真が充実しており、実際に手に取って実験できな
い内容であっても、学習者がイメージしやすいと考えられる。
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筑波大学附属駒場高等学校

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 保健体育

科目名 年次 区分

1 保健体育 1 必修 大修館書店
新高等保健体
育

資料、図表、写真などが効果的に使用されており、学習者の学習意欲を駆り立
てる内容となっている。また一通りの学習ののち、学習者に問いかける設問が
ふんだんに散りばめられており、深く自己のこととして捉えられる仕組みが含ま
れている。

教科 芸術

科目名 年次 区分

1 音楽Ⅰ 1 選択 教育出版
音楽Ⅰ
Tutti＋

適度な総ページ数の中に､数多くの有名な作品の楽譜(ピアノ譜付き)が
あり、和声的な観点からも使い易く、理解を助ける図版も豊富に配置さ
れている。巻末資料や音楽史と史実による年表も詳しく､総合的に理解
がしやすくなっている。

2 美術Ⅰ 1 選択 光村図書出版 美術１

造形作家の作品、生徒による作品が、その制作感、制作技法などとと
もに適度な大きさでコンパクトにわかりやすく配置されている。デジタル
資料との親和性も良い。巻末の資料や、美術史年表も適度な量で、総
合的に使いやすくなっている。

3 工芸Ⅰ 1 選択 日本文教出版 工芸Ⅰ

ストーリー性のある教科書となり、素材や技法を中心とした記載が見ら
れる。また、柳宗悦や民藝運動にも触れており、工芸に対する教養が
身に付く教科書である。制作のための知識や安全管理、製図に関して
も丁寧に記載されており、生徒にとっても使いやすいように工夫されて
いる。

4 書道Ⅰ 1 選択 東京書籍 書道Ⅰ

小中学校書写からの接続に留意した編集で、基本的な学習事項が確
実に定着するよう配慮されている。表現においては、漢字・仮名・漢字
仮名交じりの三分野が極めてバランスよく配分されており、鑑賞につい
ては、現代の書を多数取り上げることで、書について幅広く学習できる
ように工夫されている。
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筑波大学附属駒場高等学校

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 情報

科目名 年次 区分

1 情報Ⅰ 1 必修 実教出版
高校情報Ⅰ
JavaScript

情報の科学的な側面が全面的に記載されており、内容が充実している。また、
本校情報Ⅰでは、HTMLからJavaScriptへの展開を行っており、指導内容と一
致する。プログラミングの項目については構成もよく、JavaScriptで必要となる
知識が十分に記載されている。授業以外での参考資料としても生徒に薦めた
い。

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 三省堂
CROWN English
Communication
I

それぞれのレッスンで生徒の知的好奇心を満たす幅広く力強い題材を扱って
いる。また，セクションごとに設問がまとめられていることが視覚的に分かりや
すいだけでなく，タスクの量としても適切であり，授業者や生徒の興味関心に応
じてその題材を発展させることができる。

2 論理・表現Ⅰ 1 必修 三省堂
CROWN Logic
and Expression
I

全体のバランスが良い。生徒の興味関心を引く題材が入り口で提示され，意見
交換を促す表現が丁寧に導入され，Grammar Focusでは豊富な例文から自学
自習ができるように設計されている。課末のUSEも授業者や生徒の興味関心
に応じて発展的に扱うことができる。

3
コミュニケーション英語
Ⅲ

3 選択 文英堂

UNICORN
English
Communication
3

500-2000語の幅広い英文が用意されているが，The Eye of Scienceや
Language in Societyなど認知科学，言語学方面のトピックが多いことが授業者
の興味に合った。教科書でその分野を導入し，専門語彙に慣れてから関連教
材を扱うという授業が組みやすい。

番号
使用する科目

発行者 教科書名 採択理由

番号
使用する科目

発行者 教科書名 採択理由



筑波大学附属駒場高等学校

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 理科

科目名 年次 区分

1 生物 2,3 選択 第一学習社 高等学校　改訂　生物
今年度から着任した教諭がかねてより使用しており、内容的にもこれまで使用
していた教科書と遜色ないため、スタンダード生物からこちらの改訂生物へと
変更した。

番号
使用する科目

発行者 教科書名 採択理由



筑波大学附属駒場高等学校

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 数学

科目名 年次 区分

1 数学Ⅲ 3年 数学Ⅲ 数研出版 改訂版　数学Ⅲ

平面上の色々な曲線において、具体的なグラフを多角的に捉える工夫がみら
れる。基本的な内容が本文にコンパクトに網羅されており、本文外にも発展的
なコラムや参考資料もあり、学習内容を深化させられる。これは生徒の自学自
習にも効果的である。登場する多くの公式の適用箇所が明示されており、必要
に応じて様々な演習をできる。

番号
使用する科目

発行者 教科書名 採択理由

1 / 1 ページ



筑波大学附属駒場高等学校

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 公民

科目名 年次 区分

1 政治・経済 2年 普通 第一学習社
高等学校　改訂版　政治・経
済

相対的に説明が明確であり、理解を深めるべき概念や理論についてはコー
ナーで詳しく説明している。レイアウトに優れ、視覚的に親しみやすく自主的に
学習できるよう工夫されている。特設ページや巻末資料が種類・量ともに豊富
で、生徒の発展的な知的関心を喚起できる。

2

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



筑波大学附属駒場高等学校

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 数学

科目名 年次 区分

1 数学Ⅰ 1年 普通 数研出版 数学Ⅰ

全体を通して基本的な練習問題がバランスよく配置され，生徒にとっても教員に
とっても利便性が高い。「２次関数」については，定義域や関数に未定係数が含
まれる問題まで扱われており，生徒の理解の深化を促せる構成になっている。
「データの分析」については，過不足なく網羅的に扱いがなされており，課題の
程度も適切である。課題学習や読み物のページも充実しており，生徒の知的好
奇心に応える構成になっている。

2 数学Ⅱ 1年 普通 数研出版 数学Ⅱ

具体から一般へという展開が重視されており，生徒が学んでいく上で思考の流
れに逆らわない構成になっているだけでなく，一般化を志向する生徒にとっても
無理のない，読みやすい構成になっている。「複素数と方程式」「微分法・積分
法」における４次式の扱いなど，内容選択の面でも本校生徒の実態に合ってお
り，授業だけでなく生徒が自学自習する上でも利便性，信頼性が高い。

3 数学Ⅲ 3年 普通 東京書籍 数学Ⅲ

基礎的・基本的な事項が網羅され，生徒が授業の予復習だけでなく，自学自習
するのにも適している。「いろいろな曲線」の項目においては，図を多用するとと
もにコンピュータによる図示なども取り入れられており，理解の助けになる工夫
がなされている。「微分法，積分法の応用」においては，とらえやすい発想からと
らえにくい発想へ，段階を追って理解できるよう，配列が工夫されている。

4 数学A 1年 普通 数研出版 数学Ａ

「図形の性質」においては，他社よりも一歩踏み込んだ定理まで内容やその証
明が網羅されている。「整数の性質」においては，「研究」や「発展」の内容が充
実しており，より進んだ理解を目指す生徒にとっても読み応えのある構成になっ
ている。また，教科書全体を通して図や表がよく工夫され，授業内容を生徒が再
確認したり，統合的に理解しながら，自学自習や予復習をするのに適している。

5 数学B 1年 普通 数研出版 数学Ｂ

「空間ベクトル」においては，同一平面にある点の条件までを統合的に扱い，平
面ベクトルとの対比という観点においても見通しが良い。「数列」においては，連
立漸化式や，隣接３項間漸化式の解法なども扱い，生徒の知りたいというニー
ズに応える構成になっている。また，図や表も過不足なく，また理解の助けにな
るよう工夫されており，生徒が大局的に学習内容の全体像をつかめるという点
でも信頼性が高い。

6

教科書名番号 採択理由
使用する科目

発行者



筑波大学附属駒場高等学校

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
Ⅲ

3年 普通 啓林館
Revised ELEMENT English
Communication Ⅲ

現代世界を論じるための様々な話題がバランスよく配置されてお
り、英語コミュニケーション活動に発展させやすい。各ユニットが
長さの異なる英文（５００語・700語・1000語）から成っており、授
業で扱いやすい。ほぼ全レッスン原典があるので、原典を読ませ
て語彙を増やし、議論を深めることも可能である。

2

3

4

5

6

7

8

9

番号
使用する科目

発行者 教科書名 採択理由



筑波大学附属駒場高等学校

平成29年度 使用教科書一覧

教科 国語

1 国語総合（現代文） 筑摩書房 精選国語総合　現代文編
教材の量が多く、内容も多岐にわたるため,生徒に様々な文章に触れさせることができる。文章の難易度が本校
の生徒に適切である。語注や図などの資料が過不足なくつけられており、生徒が自主的な学習を進められるよう
工夫されている。

2 国語総合（古典） 筑摩書房 精選国語総合　古典編
現代文と古文漢文の教科書が別冊になっており、使いやすい。漢文には旧字が併記されている。様々な時代の
古典作品が収録されており、多くの文章を生徒に触れさせることが出来る。語句や文法事項のまとめが適切に付
けられており、生徒自身が調べ・考えながら学習できるよう工夫されている。

3 現代文Ｂ 筑摩書房 精選現代文Ｂ
全体的に教材の量が多く、第二・第三学年の生徒に相応しい読み応えのある教材が多い。語注や図などの資料
が過不足なくつけられており、生徒が自主的な学習を進められるよう工夫されている。

4 古典Ｂ（古文） 筑摩書房 古典Ｂ　古文編
漢文と別冊になっており、使いやすい。教材の量が多い。かつ多様なジャンルの作品が収録されている。文章の
難易度が本校の生徒に適切である。古典常識や文法事項・重要古語や文学史が適切にまとめられている。

5 古典Ｂ（漢文） 筑摩書房 古典Ｂ　漢文編
旧字が併記されている。教材の量が多く、内容も多岐にわたるため。生徒に様々な文章に触れさせることができ
る。文章の難易度が本校の生徒に適切である。語注や図などの資料が過不足なくつけられており、生徒が自主
的な学習を進められるよう工夫されている。
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番号 発行者 教科書名 採択理由使用する科目



筑波大学附属駒場高等学校

平成29年度 使用教科書一覧

教科 地理歴史

1 世界史Ａ 東京書籍 世界史Ａ
見開き1テーマで構成され，また、基礎的・基本的事項は本文中に太字を使って示されており、興味のある生徒が自学自
習を進めやすい。比較的詳しい用語解説や補説が側注欄に提示され，本文記述の理解を助けてくれる。地図，写真，図
解などが適切に提示され，学習意欲を高めてくれる。

2 世界史Ｂ 東京書籍 世界史Ｂ
必要事項を網羅しつつも，資料提示の工夫等で理解がしやすい叙述となっている。各地域・分野のバランスがとれてお
り、適切な分量である。また、各種資料やコラム等が充実していて，テーマ史学習にも有用である。歴史事象が適切に取
り上げられ，世界の歴史の全体像とともに，因果関係や大きな歴史の流れが理解しやすい。

3 日本史Ａ 東京書籍 日本史Ａ　現代からの歴史
比較的詳しい叙述がなされており、生徒が自学自習するのに適している。コラム「世界からのまなざし」など、世界を意識
した日本史学習を進める材料が提示されている。また、生徒と同年代の人物を取り上げたコラム「17歳の肖像」は、生徒
が興味・関心を深め、能動的な学習に繋げるのに役立っている。

4 日本史Ｂ 実教出版 日本史Ｂ
事象・人物の羅列にとどまらず、それぞれの歴史的意義をとらえさせようという叙述がなされている。比較的新しい研究
成果が反映されている部分も見られ、また、近現代史の叙述も充実しており、いまの日本、世界を考える材料が提示され
ている。

5 地理Ａ 清水書院
高等学校現代地理Ａ　最新
版

図や写真、グラフが多く、授業において資料としての活用も期待できる。また、「世界の諸地域」の記述が充実し、地誌学
習への活用が図れる。さらに本文やコラムにおいて、環境問題や平和に関する記述も多く、生徒に対して考えさせる授業
の実践に活用できる。
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番号 発行者 教科書名 採択理由使用する科目



筑波大学附属駒場高等学校

平成29年度 使用教科書一覧

教科 公民

1 政治・経済 実教出版 高校政治・経済
相対的に記述内容が豊富であり、理解を深めるべき概念や理論を明解に説明している。レイアウトに優れ、探した
い記述が見つけやすく、視覚的に親しみやすいよう工夫されている。特設コーナーが種類・量ともに豊富で、生徒の
発展的な知的関心を喚起できる。

2 倫理 東京書籍 倫理
相対的に本文記述の内容に優れ、単なる情報の集積ではなく、単元を超える範囲で一続きの文章としてリーダブル
なものになっている。人名や用語を登場させるだけの扱いになりがちな分野も、読んで理解できる説明を欠かしてい
ない。通読に適しており、生徒の自主的な学習を促すことができる。
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番号 発行者 教科書名 採択理由使用する科目



筑波大学附属駒場高等学校

平成29年度 使用教科書一覧

教科 数学

1 数学Ⅰ 東京書籍 数学Ⅰ

データの分析では、同じ分布を箱ひげ図とヒストグラムの両方で示し、対応関係の理解を深める工夫がみられる。全体と
して、基本的な内容が本文にコンパクトに網羅されている一方で、本文外に参考・発展・コラムもあり、必要に応じて学習
内容を深化させられる。また、生徒の自学自習にも効果的である。巻末の課題学習では、実生活における数学の活用が
扱われていて、生徒の興味を喚起することができる。

2 数学Ⅱ 東京書籍 数学Ⅱ

図形と方程式では、単純計算による解法だけでなく、図形的な見方や考え方を深める工夫がみられる。全体としては、
基本的な内容が本文にコンパクトに網羅されていて、スムーズに教科目標を達成できる。本文とは別に、参考・発展・コ
ラムがあり、学習内容を深化させたり、生徒の興味を喚起したりすることができる。また、生徒の自学自習にも効果的で
ある。

3 数学Ⅲ 実教出版 数学Ⅲ

平面上の曲線では、具体的な定数の値に対応させて、グラフを視覚的にわかりやすく表現する工夫がみられる。全体と
して、基本的な内容が本文にコンパクトに網羅されている一方で、本文外に参考・発展・コラムもあり、必要に応じて学習
内容を深化させられる。また、生徒の自学自習にも効果的である。多くの公式が登場する科目であるが、公式の適用箇
所を明示し、段階的に学習できる点もよい。

4 数学A 東京書籍 数学Ａ

抽象的な概念の多い科目であるが、具体例を豊富にしたり、視覚に訴えた説明をしたりして、生徒の理解を助ける工夫
がみられる。全体として、基本的な内容が本文にコンパクトに網羅されている一方で、本文外に参考・発展・コラムもあ
り、必要に応じて学習内容を深化させられる。また、生徒の自学自習にも効果的である。巻末の課題学習では、実生活
における数学の活用が扱われていて、生徒の興味を喚起することができる。

5 数学B 東京書籍 数学Ｂ

数列における数学的帰納法の活用、ベクトルにおける空間図形への活用などがあり、応用力を養う工夫がみられる。全
体としては、基本的な内容が本文にコンパクトに網羅されていて、スムーズに教科目標を達成できる。本文とは別に、参
考・発展・コラムがあり、学習内容を深化させたり、生徒の興味を喚起したりすることができる。また、生徒の自学自習に
も効果的である。
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番号 発行者 教科書名 採択理由使用する科目



筑波大学附属駒場高等学校

平成29年度 使用教科書一覧

教科 理科

1 物理基礎 東京書籍 改訂　物理基礎
日常生活の中で体験可能な事象を多く扱い、写真・図などで効果的に提示している。また、生徒自身で実験もできる具体的方法も数多く紹介
されている。さらに、各章の導入部分には古典物理学のそれぞれの分野が完成するまでの歴史的背景が扱われ、授業内容の補完に役立
つ。

2 物理 東京書籍 物理
授業で扱う実験の内容について、カラーの写真・図版を効果的に用いて掲載している。また、編末に配置されている「探究」で紹介される実験
は、その目的や方法が具体的かつ詳細に記載され、生徒の自主的・主体的活動においても大いに参考になる。

3 化学基礎 啓林館 化学基礎

全般的に図、表、データなどが豊富に示されている。また、文章が生徒でも理解できるように丁寧な説明がされており、しっかりとした作りに
なっている。また各単元ごとに理解を深めるための実験が用意されている。実験時における注意すべき点や実験結果からどのようなことを考
察すればよいのかなどについても丁寧に書かれており、科学的思考力を身につけるための視点が理解しやすくなっている。「発展」や「参考」
も大変充実しており、単純に読んでいるだけでも楽しめる。

4 化学 啓林館 化学
全般的に図、表、データなどが豊富に示されている。また、文章が生徒でも理解できるように丁寧な説明がされており、しっかりとした作りに
なっている。また、「化学基礎」で身につけた知識をベースにして、身近な物質とのかかわりについても理解が深まるような作りになっている。
生物分野に関連のある天然高分子についても理解しやすい詳細な記述がみられる。

5 生物基礎 東京書籍
改訂　生物基礎（生基
301）

文章が平易で読みやすい。図版が見やすく直感的である。「COLUMN」として発展的な内容をその位置づけも示しながら、充実させている。特
に「生物基礎」という科目の性質上、どうしても話題提供で終わりがちな項目も「生物」で学ぶ内容を簡単に紹介することで学術的な理解ができ
るよう配慮されている。

6 生命科学 東京書籍 生物（生物301）
本文記述の内容が優れている。図版が見やすく直感的である。「COLUMN」や「PLUS]として発展的な内容をその位置づけも示しながら、充実
させている。最新の研究成果も含めて分子生物学の領域に十分な頁を割いていて、なおかつ、生徒が読んで理解できる平易な表現を心がけ
ている。

7 生物 東京書籍 生物（生物301）
本文記述の内容が優れている。図版が見やすく直感的である。「COLUMN」や「PLUS]として発展的な内容をその位置づけも示しながら、充実
させている。最新の研究成果も含めて分子生物学の領域に十分な頁を割いていて、なおかつ、生徒が読んで理解できる平易な表現を心がけ
ている。

8 地学基礎 第一
高等学校　改訂
地学基礎

小単元が見開き２ページでまとめられていて、授業内容の提示など辞書的に活用できる。また、図版や表などに工夫があり、多数の写真もち
りばめられていて、生徒が内容を理解しやすくなっている。

9 地学 啓林館 地学
全般的に高度な内容が順序良く、かつ豊かな表現で記述されている。最新の学説を取り入れて、生徒の興味を引くような工夫がなされてい
る。実験や演習の内容についても、十分吟味されている。
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番号 発行者 教科書名 採択理由使用する科目



筑波大学附属駒場高等学校

平成29年度 使用教科書一覧

教科 保険体育

1 保健 大修館書店 最新高等保健体育

見開き２ページ分で授業１時間分の内容が示され、生徒にとって授業内容を俯瞰しやすい
構成となっている。欄外のコラムは資料や身近な問題について例示されており、学習活動
に活用しやすい。各小単元の終わりには発展課題や生活のなかで取り組むべき課題が示
され、より深い学習をすすめる手ががりとなっている。
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番号 発行者 教科書名 採択理由使用する科目



筑波大学附属駒場高等学校

平成29年度 使用教科書一覧

教科 芸術

1 音楽Ⅰ 教育出版
高校音楽Ⅰ改訂版　Music
View

適度な総ページ数の中に､数多くの有名な作品の楽譜(ピアノ譜付き)があり、理解を助ける図版も豊富に配置されている。
日本の音楽や楽器､海外の音楽や楽器についての解説も多い。巻末資料や音楽史と史実による年表も詳しく､総合的に理
解がしやすくなっている。

2 音楽Ⅱ 教育出版 高校音楽Ⅱ　Music View
適度な総ページ数の中に､数多くの有名な作品の楽譜(ピアノ譜付き)があり、理解を助ける図版も豊富に配置されている。
日本の音楽や楽器､海外の音楽や楽器についての解説も多い。巻末資料や音楽史と史実による年表も詳しく､総合的に理
解がしやすくなっている。

3 美術Ⅰ 光村図書 美術１
適度な総ページ数の中に、造形作家の作品、その制作感、、制作技法などがコンパクトにわかりやすく配置されている。巻
末の資料や、美術史年表も適度な量で、総合的に使いやすくなっている。

4 美術Ⅱ 光村図書 美術２
適度な総ページ数の中に、造形作家の作品、その制作感、、制作技法などがコンパクトにわかりやすく配置されている。巻
末の資料や、美術史年表も適度な量で、総合的に使いやすくなっている。

5 工芸Ⅰ 日本文教出版 工芸Ⅰ
図版が多く用いられており、連続写真での作業解説は非常に分かりやすい。また、掲載されている内容が多岐に渡り、製
作事例も豊富である。本校の実践と合致していることから、資料としても幅広く使用できる。

6 工芸Ⅱ 日本文教出版 工芸Ⅱ
図版が多く用いられており、連続写真での作業解説は非常に分かりやすい。また、掲載されている内容が多岐に渡り、製
作事例も豊富である。本校の実践と合致していることから、資料としても幅広く使用できる。

7 書道Ⅰ 教育図書 書Ⅰ
先ずは最もオーソドックスな内容である。具体的には、中学書写からの接続に留意した編集で、基礎基本が確実に定着す
るよう配慮されている。表現においては三分野がバランスのよい分量となっていて、また表現のみならず鑑賞に関しても、
鮮明な図版やコラムが多数用意され、書について幅広く学習出来るよう工夫されている。

8 書道Ⅱ 教育図書 書Ⅱ
書道Ⅰと同様に最もオーソドックスな内容である。紙面は書道Ⅰと同じ流れで構成され、書道Ⅰでの学習を基礎として、芸
術としての書の学習に意欲的且つ主体的に取り組むことが出来るよう編集されている。書の技法の向上は勿論のこと、書
に関する知識を深め、生徒の情操を育むことが出来るよう充分な配慮が見られる。
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筑波大学附属駒場高等学校

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

文英堂
NEW EDITION UNICORN
English Communication Ⅰ

レッスンの１セクションの分量はやや少なめだが、ハンドアウトなどで内容の補充をすることが多い本校の授業には適して
いるとも言える。欄外の設問や新出語句の説明など英語のみで書かれており、日本語を使わずに進める授業で扱いやす
い。

2
コミュニケーション英語
Ⅱ

文英堂
UNICORN
English Communication Ⅱ

レッスンの１セクションの分量が適切で、１授業で１または２セクションを授業の進行に応じて進めることが可能である。英
文のトピックも特定の分野に偏らず、文理両方の生徒のクラスで扱うのに適している。各レッスン末の練習問題も、授業内
の短時間で扱うのに適切な分量である。

3
コミュニケーション英語
Ⅲ

東京書籍
PROMINENCE  English
Communication Ⅲ

語彙レベルが本校の生徒に適している。ユニットごとに読解の技法がまとめられている。1ユニットが550語程度のものと
1000語程度のものから成っており、授業で扱いやすい。話題に日本の農業、時間感覚、ジェンダー、iPS細胞等、現代的な
ものが多く採られており、英文の読解をコミュニケーション活動に発展させやすい。

4 英語表現Ⅰ 開隆堂出版
EXPRESSWAYS
English
Expression Ⅰ

トピックが身近で平易なため、Team Teaching での発話・スピーチ練習にも使いやすい。Speaking は実際のスピーチで役
立つヒントも各レッスンごとに挙げられており、、パラグラフ・要約文・メールの書き方などWriting に関する内容も充実してい
る。

5 英語表現Ⅱ 三省堂
CROWN
English
Expression Ⅱ

各レッスンのトピックとして、生徒に親しみやすい題材が多く用いられている。文法の復習としても役立つ構成になってい
る。生徒が自分でパラグラフ・ライティングをするときの手順が例を用いて詳細に示されており、自習用の参考書としても有
用である。
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筑波大学附属駒場高等学校

平成29年度 使用教科書一覧

教科 家庭

1 家庭基礎 教育図書
高等学校家庭基礎　グロー
バル&サスティナビリティ

本書各所に「グローバル」「サスティナビリティ」というコラムを設けられているため、広い
視野を持ち、多様な価値観の中から自らの価値観を見いだしていくのに有用である。
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筑波大学附属駒場高等学校

平成29年度 使用教科書一覧

教科 情報

1 情報の科学 日本文教出版 新・情報の科学
プログラミング学習への配慮が随所に見られ、複数のプログラミング言語による解説がなさ
れるなどして、生徒の関心を高めやすい。とくにVBAによる例示は中学校技術科との指導
の系統性を図る上で有用である。

2 情報と問題解決 実教出版 情報と問題解決
モデル化とシミュレーションによる問題解決に多くのページが割かれており、本校の授業の
重点と合致している。また事例も身近なものが多く生徒の理解を深めるのに役立つ。
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