
平成31年度使用教科書一覧表　　　県立明石高等学校（全日制課程）

No 教科名 学年 種目名 発行者 教科書番号 教科書名 使用学年・範囲 選　定　理　由

1 国語 1 国語総合 数研 国総 350 改訂版　高等学校　国語総合 １年全員

現代文では、評論分野は定番教材はもとより社会や自己、人生に関する幅広い知見を得ら
れる教材を扱っており、小説分野は現在も活躍している作家の作品もあわせて新旧交えた内容に
なっている。古典分野では、伝統文化を興味関心を持って学習することのできる教材であり、本文
のみならず、文法事項や句法に関する説明も豊富で丁寧になされている。また、読解から表現に
つなげるための教材も豊富である。

2 公民 1 現代社会 第一 現社 321 高等学校　改訂版　現代社会 １年全員

現代社会を読み解く力をつけることができる。理解しやすい丁寧な記述であり、利用価
値の高い図表・写真・資料が豊富に掲載され、主体的に考察できるように工夫されてい
る。

3 公民 1 地図 帝国 地図 310 新詳高等地図　
１年全員
１～３年継続

現代社会の”いま”を読み解く一般図・資料図が充実している。日本地図も大きな縮尺
で見やすく使いやすい。環境問題や民族問題など、現代の地球的課題が分かりやすく、
主体的に課題解決に取り組むことができる。

4 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ 329 改訂版　新編　数学Ⅰ １年全員

数学Ⅰの基礎的な内容が順を追って配列されており、説明も色分けを多用し丁寧であ
る。また、発展的な内容についても網羅されており、本校の生徒の理解の水準に適して
いると考えられる。課題学習の扱いも適量であり、生徒の思考力・判断力・創造力を高め、
問題解決能力を養うことができる。

5 数学 1 数学Ａ 数研 数Ａ 329 改訂版　新編　数学Ａ １年普通科全員

数学Ａの基礎的な内容が順を追って配列されており、説明も色分けを多用し丁寧であ
る。また、発展的な内容についても網羅されており、本校の生徒の理解の水準に適して
いると考えられる。課題学習においても身近な話題を扱っているので取り組みやすく、
生徒の思考力・判断力・創造力を高め、問題解決能力を養うことができる。

6 理科 1 物理基礎 実教 物基 314 高校物理基礎　新訂版 １年普通科全員

内容が丁寧に記述されており、図が豊富でわかりやすいので、生徒の興味関心を高める
ことができる。次年度への関連性もよく、専門物理の学習がスムーズになる。問題の量
が豊富で、解答付きの例題も適切に配置されているので、生徒自身の自主的な取り組み
により、思考力判断力を高め自らの資質を磨き真理を追求する態度を養うことができ
る。

7 理科 1 生物基礎 数研 生基 316 改訂版　生物基礎 １年全員

基礎・基本から発展までバランスのとれた内容である。また、生物の写真が多用してあ
り、生徒の興味・関心を高めることができる。文章と図の関連が明確に示してあり、生
徒が理解を深め、思考力・創造力を高めるのに最適である。

8 保健体育 1 保健体育 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版
１年全員
１～２年継続

内容の質・量共に充実しており、生徒にとって身近な内容が見やすいグラフや表によっ
て分かりやすく提示されている。実生活に活用できる工夫があり、生徒の心身の健康や
健全な情操の育成にも適したものであるため。

9 芸術 1 音楽Ⅰ 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ １年普通科選択

内容や解説文が本校の実態に合っている。また、我が国の伝統音楽や世界の音楽などに
関する資料が豊富であるため、伝統と文化を尊重し、他国を尊重するための態度を養い
ながら、豊かな情操を育むための授業を展開するのに適している。

10 芸術 1 美術Ⅰ 光村 美Ⅰ 304 美術１ １年普通科選択

表現、鑑賞の題材がバランスよく配置され、本校生徒の実態に合っている。幅広い地域
や時代の作品が多角的に取り上げられており、生徒の感性を高め、創造的な表現と鑑賞の
能力を伸ばし、美術文化についての理解を深めるのに適している。

11 芸術 1 美術Ⅰ 日文 美Ⅰ 303 Art and You　創造の世界へ １年美術科全員

創造とは何かを観点にした編集が本校美術科の生徒の実態に合っている。着想から表現
の工夫を経て作品になるまでを順序立てて解説しているため、美術に関する専門的な学
習を通して、創造的な表現と鑑賞の能力を高め、美術文化の発展に寄与する態度を育て
るのに適している。

12 芸術 1 書道Ⅰ 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ １年普通科選択

内容や解説文が、授業展開がしやすいように順序立てて編集してある。古典作品の掲載
部分も特徴的な所がピックアップされており、理解がしやすい。日本及び中国の伝統に
対する認識を深め、生涯にわたって文化に触れる習慣づけに適した内容と言える。

13 外国語 1
コミュニケ

ーション英語
Ⅰ

桐原 コⅠ 356

WORLD TREK
English CommunicationⅠ
New Edition

１年全員

さまざまな分野から題材が選ばれており、幅広い知識と教養を身につけ、多様な文化や
価値観を理解する手助けとなる内容である。英語の4技能をまんべんなく高めるのに適し
た教材で、本校生徒のレベルにも合致している。

14 外国語 1 英語表現Ⅰ 東書 英Ⅰ 322
NEW FAVORITE
English ExpressionⅠ １年全員

英語学習に不可欠な文法の基本を押さえつつ、スピーキングやライティングといった表
現活動にスムーズに繋げて、コミュニケーション能力を高めるのに適した教材である。
周辺教材も充実しており、本校生徒のレベルにもよく合っている。

15 情報 1 社会と情報 数研 社情 314  改訂版　高等学校社会と情報 １年全員

イラストや写真、図表などの資料や、今日的課題についての記述が充実しており、幅広
い知識と教養を身に付けることができる。また、生徒の思考力や判断力、表現力を高
め、コミュニケーション能力を向上させるよう工夫された内容となっている。
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No 教科名 学年 種目名 発行者 教科書番号 教科書名 使用学年・範囲 選　定　理　由

16 国語 2 現代文Ｂ 第一 現Ｂ 339  高等学校　改訂版現代文Ｂ
２年全員
２～３年継続

章構成がよく考えられており、テーマを意識した読解から、抽象度の高い読解へと順次
学習を進められる。単元ごとの解説や、小説教材に付随するコラムなど、本文から周辺
知識へと興味関心を抱かせる工夫があり、幅広い知識と教養、柔軟な思考力に基づく判断力
や創造力を培うとともに豊かな情操や道徳心を養うことができる。

17 国語 2 古典Ｂ 数研 古Ｂ 343 改訂版　古典Ｂ　古文編
２年全員
２～３年継続

古文・漢文ともに、内容が豊富で充実している。古文の評論分野も他社に比べて多く、
巻頭のカラーページや源氏物語の概略もあり充実している。また我が国の伝統的な言語
文化に対する生徒の興味・関心が広がる教材である。

18 国語 2 古典Ｂ 数研 古Ｂ 344 改訂版　古典Ｂ　漢文編
２年全員
２～３年継続

古文・漢文ともに、内容が豊富で充実している。古文の評論分野も他社に比べて多く、
巻頭のカラーページも充実している。また我が国の伝統的な言語文化に対する生徒の興
味・関心が広がる教材である。

19 地歴 2 世界史Ａ 第一 世Ａ 317 高等学校　改訂版　世界史Ａ
２年美術科全員
２年文系選択
２年理系・理数全員

つながりを重視する記述で、現在、世界、日本とのつながりがわかりやすい。地図も大
きく、歴史の舞台をイメージしやすい。時代や地域をイメージさせるコラムも多く、興
味関心を喚起して、理解を深めさせることができる。

20 地歴 2 世界史Ｂ 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版
２年文系選択
２～３年継続

世界史の基本的事項が分かりやすく記述されている。また、その背景を知るための地
図・資料が充実しており、視野を広め教養を高めると言うだけではなく、応用に向けて
も活用しやすい編集が出来ている。

21 地歴 2 日本史Ａ 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版 ２年文系選択

日本史の近現代分野における基礎的な事項が分かりやすく記述されている。また図版や
グラフなどもふんだんに取り入れ、歴史を多角的に学ぶことが可能である。国際社会と
日本との関係を主体的に考察できる内容となっている。

22 地歴 2 日本史Ｂ 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版
２年文系選択
２～３年継続

日本史の基礎から発展的重要事項まで分かりやすく記述されている。さらに図版や史
料・グラフなども充実しており、日本の歴史と文化をより深く学び、今後の社会に奉仕
する人材の育成に貢献できる内容である。

23 地歴 2 地理Ｂ 二宮 地Ｂ 305 新編　詳解地理Ｂ改訂版
２年理系・理数全員
２～３年継続

グラフやイラスト等の資料において、見やすいように配色がよく工夫されている。ま
た、カラー写真も資料集並に豊富で、印象に残るものが使用されている。

24 数学 2 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ ２年普通科全員

例題、問題が幅広く扱われており、授業が進めやすい。応用問題も発展で扱われてお
り、紙面の構成も丁寧でわかりやすい。本校の生徒にとって理解を深めることのできる
教材であり、問題解決能力が養われ、生徒の思考力・判断力・創造力を高めるのに最適と考え
る。

25 数学 2 数学Ａ 数研 数Ａ 329 改訂版　新編　数学Ａ ２年美術科全員

数学Ⅰに引き続き採用し、その継続性を活かしたい。例題、問題が精選されており、数
学Ａの3分野（場合の数と確率、図形の性質、整数の性質）の主要部分が適切に解説され
ている。本校の生徒の思考力・判断力・創造力を高めるのに最適と考える。

26 数学 2 数学Ｂ 数研 数Ｂ 327 改訂版　新編　数学Ｂ ２年普通科全員

問題が幅広く扱われており、授業が進めやすい。紙面の構成も丁寧でわかりやすく、生
徒の理解を助けるものと思われる。応用例題、研究と問題の目的がはっきりとしてお
り、生徒の問題解決能力が養われ、生徒の思考力・判断力・創造力を高めるのに最適と考える。

27 理科 2 物理 数研 物理 313 改訂版　物理
２年理系・理数選択
２～３年継続

内容が充実しており、理系の生徒に対して適切な内容が記載されている。巻頭および巻
末の付録も学習に適している。また、図や構成も生徒には取り組みやすい様式であり、
生徒の思考力・判断力・創造力を高めるのに最適と考える。

28 理科 2 化学基礎 数研 化基 319 改訂版　化学基礎 ２年普通科全員

基礎・基本から発展までバランスのとれた内容である。また、図が大きくわかりやすい
ので、理系生徒だけでなく文系生徒にとっても興味・関心を高めることができる。特に
計算を必要とする分野では、解答つきの例題が適度に配置されており、生徒自身が資質
能力を磨き、自らの未来を切り拓く力を培うことができる。

29 理科 2 化学 数研 化学 313 改訂版　化学
２年理系・理数全員
２～３年継続

基礎・基本から発展までバランスのとれた内容である。また、図が豊富でわかりやすい
ので、理系生徒の興味・関心を高めることができる。さらに、化学基礎との関連や、解
答つきの例題が適度に配置され、予習に適しており、真理を追究する態度を養うことができ
る。

30 理科 2 生物 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物
２年理系・理数選択
２～３年継続

内容が充実しており、理系の生徒に対して適切な内容が記載されている。また、図や構
成も生徒には取り組みやすい様式であり、生徒の創造力を高めるのに適する。補足でも
生徒の興味を引く事柄が記載されている。
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31 理科 2 地学基礎 東書 地基 306 改訂　地学基礎 ２年美術科全員

豊富な内容がわかりやすく記載されており、美術科の学習実態と合致している。宇宙の
誕生から始まり、時系列に沿って単元が配置され、工夫されている。また写真や図など
が効果的に配置されている。最終章で「地球環境」に触れており、まとめとして日本ひ
いては地球の未来を考え、判断し、表現する力を養うことができる内容となっている。

32 外国語 2
コミュニケー
ション英語Ⅱ

啓林館 コⅡ 337
Revised ELEMENT
English Communication II ２年全員

題材が幅広く、生徒の興味・関心と合致しており、英語の4技能を伸ばす活動にも大変適
している。多様な世界に触れ、自分の考えを英語で伝える素地を涵養するに適してい
る。使用語彙・語数が本校生徒に適している。

33 外国語 2 英語表現Ⅱ 数研 英Ⅱ 325
DUAL SCOPE
English ExpressionⅡ

２年普通科全員
２～３年継続

生徒にとって身近な題材を用いた例文が豊富で、様々な話題について生徒が興味・関心を持っ
て英語を用いて自己表現する教材として適している。ペアやグループでの多様な表現活動が展
開可能であり、発信力をより強化するために活用しやすい教材である。1年次からの連続性を考慮
した。

34 家庭 2 家庭基礎 実教 家基 314
新家庭基礎
パートナーシップでつくる未来

２年全員

イラスト、図表、写真等が効果的に配置され、生徒の興味関心を引き、理解しやすい構
成になっているところが、本校の生徒の実態にあっている。心身ともに健康で、幅広い
知識と教養を身につけることができる内容となっている。

35 地歴 3 世界史Ａ 第一 世Ａ 317 高等学校　改訂版　世界史Ａ　 ３年文Ａ選択

つながりを重視する記述で、現在、世界、日本とのつながりがわかりやすい。地図も大
きく、歴史の舞台をイメージしやすい。時代や地域をイメージさせるコラムも多く、興
味関心を喚起して、理解を深めさせることができる。

36 地歴 3 日本史Ａ 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版
３年美術科全員
３年文Ａ選択

日本史の近現代分野における基礎的な事項が分かりやすく記述されている。また図版や
グラフなどもふんだんに取り入れ、歴史を多角的に学ぶことが可能である。国際社会と
日本との関係を主体的に考察できる内容となっている。

37 公民 3 倫理 第一 倫理 310 高等学校　改訂版　倫理
３年文Ａ選択
３年文Ｂ全員

小見出しが簡潔でわかりやすく、字体など読みやすい紙面構成になっている。また、脚
注が適当な分量である。カラー写真等も多く、興味を持たせる構成になっている。

38 数学 3 数学Ⅲ 数研 数Ⅲ 324 改訂版　新編　数学Ⅲ ３年理系・理数選択

例題、練習問題のバランスが良い。特に例題の問題と解答・解説が簡潔である。また、
難易度が高い問題もあり生徒の知的好奇心を育み、授業で扱える内容である。以上の事
から総合判断し、生徒の問題解決能力、知的好奇心が養われ、論理的思考力を高めるのに最
適である。

39 理科 3
科学と

人間生活
第一 科人 309 高等学校　改訂　科学と人間生活 ３年美術科全員

各単元の文章も簡潔にまとめられており、見やすい内容である。図や写真も見やすく量
も適切であり、分かりやすくなっている。日常生活の中での科学技術が分かりやすい導
入になっており、生徒の興味・関心を高め、思考力・判断力・創造力を高めるのに最適
と考える。

40 理科 3 生物 実教 生物 308 生物　新訂版 ３年文系選択

文章と図のバランスもよく，内容も基礎的な部分だけでなく、発展的な内容も適切に含
まれており、文系の生徒が学ぶのに適している。図もシンプルで分かりやすく，生徒の
生物への興味・関心を高めることができ、生徒の思考力・判断力・創造力を高めるのに
最適と考える。

41 芸術 3 書道Ⅰ 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ ３年文Ａ選択

内容や解説文が、授業展開がしやすいように順序立てて編集してある。古典作品の掲載
部分も特徴的な所がピックアップされており、理解がしやすい。日本及び中国の伝統に
対する認識を深め、生涯にわたって文化に触れる習慣づけに適した内容と言える。

42 芸術 3 書道Ⅱ 東書 書Ⅱ 305 書道Ⅱ ３年文Ａ選択

内容や解説文が、授業展開がしやすいように順序立てて編集してある。古典作品の掲載
部分も特徴的な所がピックアップされており、理解がしやすい。日本及び中国の伝統に
対する認識を深め、生涯にわたって文化に触れる習慣づけに適した内容と言える。

43 外国語 3
コミュニケー
ション英語Ⅲ

数研 コⅢ 337
Revised POLESTAR
English Communication Ⅲ ３年全員

世界中の文献から題材が厳選されており、幅広い知識や教養を身に付けることができる。英文を
読むために必要となるリーディングスキルが身に付くよう構成され、聞く力、書く力・発信する力と
いった英語の力が高まる３つのしくみを養う活動も盛り込まれている。2年からの連続性を考慮し
た。

44 外国語 3 英語表現Ⅱ いいずな 英Ⅱ 332  be English Expression Ⅱ ３年美術科全員

生徒にとって身近な題材を用いた例文が豊富で、様々な話題について生徒が興味・関心
を持って英語を用いて自己表現する教材として適している。使用語彙・語数が本校生徒
に適している。1年次からの連続性を考慮した。

45 家庭 3
子どもの発達

と保育
教図 家庭 304

子どもの発達と保育
育つ　育てる　育ち合う

３年文Ａ選択

イラスト、図表、写真等が効果的に配置され、生徒の興味関心を引き、理解しやすい構
成になっているところが、本校の生徒の実態にあっている。生命を尊び、多様な人々と
共生する態度を養うことができる内容となっている。

46 家庭 3
フードデザイ

ン
実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 ３年文Ａ選択

イラスト、図表、写真等が効果的に配置され、生徒の興味関心を引き、理解しやすい構
成になっているところが、本校の生徒の実態にあっている。心身ともに健康で、幅広い
知識と教養を身につけることができる内容となっている。


