
平成29年度使用教科書一覧表　　　県立播磨南高等学校（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 三省堂 国総339 明解　国語総合　改訂版 １年全員

現代文編では、定評ある教材はもとより、現在注目されている著作者の作品も多
く、随所に読解に結び付く工夫がみられる。また、古典分野も、学ばせたいジャ
ンル・作品が網羅され、文法から、解釈に結び付く解説が本校生にわかりやすい
と思われる。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
工夫がされている。

2 公民 1 現代社会 東書 現社313 現代社会 １年全員
丁寧でわかりやすい記述がされている。理解を深めるための用語解説が脚注に示
されていることや、写真や図などの諸資料が豊富なことが本校の生徒の実態に
合っている。

3 数学 1 数学Ⅰ 東書 数Ⅰ318 数学Ⅰ　Standard １年全員

教科目標達成に必要な学習事項・定番問題がコンパクトに網羅されている。小見
出しを多用した内容のまとまりのよさがある。内容理解を高めるための図解・色
づかいなど工夫されている。また各章ごとに練習問題や発展学習が組み込まれて
おり、生徒の思考力や計算力を養うように工夫されている

4 数学 1 数学Ａ 東書 数Ａ318 数学Ａ　Standard １年全員

教科目標達成に必要な学習事項・定番問題がコンパクトに網羅されている。小見
出しを多用した内容のまとまりのよさがある。内容理解を高めるための図解・色
づかいなど工夫されている。また各章ごとに練習問題や発展学習が組み込まれて
おり、生徒の思考力や計算力を養うように工夫されている

5 理科 1
科学と人間
生活

数研 科人308 新　科学と人間生活 １年全員

日常生活や社会との関連を図りながら科学への関心を高めるために使いやすい。
理科が苦手な生徒でも、科学に親しみを持てるようなわかりやすいコラムや写真
などが多い。内容の配置順が、授業を進めやすいものになっており、本校の生徒
にとって適切である。

6 理科 1 化学基礎 東書 化基314 改訂　新編　化学基礎 １年全員
化学に親しみを持てるようにコラムや写真などが多い。学習の基本事項や重要事
項を図で簡潔にまとめているので、化学の基本の重視と、その定着が図れるよう
に工夫されている。

7 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分野が見開き1ページにまとめられており、非常に見やすく、図やコラムが充実
しているため、生徒が理解しやすい構成になっているため。また、人権にも配慮
されるなど、生徒の心身の健康や健全な情操の育成のために工夫されている。

8 芸術 1 音楽Ⅰ 教芸 音Ⅰ310 MOUSA１ １年選択
日本および諸外国の伝統音楽各領域について詳しく実践的な資料が多く、選曲お
よび調性が様々な形態で演奏できるように配慮されており、大変使いやすく、本
校生徒の実態に即している。

9 芸術 1 美術Ⅰ 光村 美Ⅰ304 美術１ 1年選択
「資料編」に基礎的な技法、用具の使い方が具体的に示されている。また、作品
制作の際、発想のきっかけとなる「制作ノート」の項目が設けられているなど、
教科書を使って作品制作の指導をすることができる。

印 印 



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
印 印 

10 芸術 1 書道Ⅰ 光村 書Ⅰ308 書Ⅰ 1年選択
漢字、仮名、漢字仮名交じりの書をもとに、感性を磨き、書の文化・伝統につい
て理解を深めるために、優しい言葉で図録数も多く生徒が興味を持って学習しや
すい内容で編纂してある。

11 外国語 1
コミュニ
ケーション
英語Ⅰ

東書 コⅠ329
Power 　On　 English
CommunicationⅠ

 １年全員
難易度、量ともに適切である。題材がバラエティーに富んでおり、幅広い知識や
教養の獲得に寄与できる。多様な人々と共生する態度を養うような内容が多くあ
り、本校の生徒にとって有意義である。

12 外国語 1 英語表現Ⅰ 教出 英Ⅰ326
New　 One 　World
ExpressionsⅠ　Revised
Edition

１年全員

平易な英文で書かれたコミュニケーション中心の部分に、基本的な文法事項がう
まく組み込まれている。異文化理解を進めながら、他国を尊重する態度を養うと
ともに、コミュニケーション能力を培うことができる。また、日本文化や環境問
題に関する題材も豊富で、伝統、文化を紹介したり、グローバルな視点で物事を
考える態度を養うのに有効である。

13 家庭 1 家庭基礎 教図 家基312
新家庭基礎　今を学び未
来を描き暮らしをつくる

1年全員
イラスト、写真、図表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。生活の中に主体的に問題解決への意欲を喚起し、基
礎・基本の定着と知識・技能の活用ができるような構成である。

14 情報 1 社会と情報 実教 社情311
最新　社会と情報　新訂
版

1年全員

モラルや個人情報，メディアに関することなど，情報社会の中での心構えについ
て，冒頭の第１章で必要十分かつ丁寧に取り上げられている。例題が随所に設定
されており，理論と実習のバランスがよい。例題や事例が豊富であり、例題の解
説に「考え方」「考察」が適宜入っており，学習内容に加え，論理的な思考や客
観的な視点を身につけることができる。情報化の進展に主体的に対応できる能力
と態度を育成することのできる教科書である。

15 国語 2 現代文Ｂ 三省堂 現Ｂ303 高等学校　現代文Ｂ ２年全員

定番の教材が充実し、基礎学力の養成、習得に適するだけでなく、発展的なレベ
ルにも対応している。言語活動の項目も充実しており、表現力の向上も期待でき
る。また、優れた文学的文章、論理的文章を通して幅広い知識と教養、柔軟な思
考力に基づく判断力や創造力を培うことができる内容になっている。

16 国語 2 古典Ｂ 第一 古Ｂ328 高等学校　古典Ｂ ２年全員
古文・漢文共に十分な内容や分量があり、また図版も豊富である。生徒の基礎学
力を伸長させ、文法事項を習得させるのに適し、伝統と文化を尊重する心も同時
に育むことができる。

17 地理歴史 2 世界史Ａ 実教 世Ａ312 新版　世界史Ａ 新訂版
２年１類・２類
選択、３類全員

地図や写真、絵画資料なども豊富に使われているので、生徒の理解を促しやすい
構成になっている。本文の説明も丁寧に書かれていて、生徒が国際的視野に立っ
て、主体的に考えることができるようになっている。

18 地理歴史 2 世界史Ｂ 山川 世Ｂ310 詳説　世界史　改訂版
２年１類、２
類、芸術保育類
型選択

内容、説明とも生徒が必要とする知識の習得に十分対応でき、図、写真なども豊
富に使われている。また、大変分かりやすく、国際的な視野に立った考え方を身
につけることができる内容になっている。



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
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19 地理歴史 2 日本史Ａ 第一 日Ａ312
高等学校　改訂版　日本
史Ａ　人・くらし・未来

２年１類、２類
選択

単元ごとに主題が設定されており、図や写真資料が非常に豊富な教科書である。
また、文章も平易であり、生徒が必要とする知識の習得に対応できるよう編集さ
れている。さらに、伝統や文化に対する理解を深めることができる構成にもなっ
ている。

20 地理歴史 2 日本史Ｂ 山川 日Ｂ309 詳説　日本史　改訂版
２年１類、２
類、芸術保育類
型選択者

記述内容、説明とも生徒が必要とする知識の習得に十分対応できる。また、図、
写真、史料なども豊富に使われているので、伝統や文化に対する理解を深めるこ
とができ、加えて主体的に思考することを促せる内容になっている。

21 数学 2 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ311 新編　数学Ⅱ
２年３類数理情
報

本校の理系生徒が各項目で学習すべきことが端的にまとめられ、基本的な内容が
学習できるように配置されている。また生徒の知的好奇心を促すように、各章の
終わりに練習問題やコラムを設け、生徒の計算力や思考力、判断力を養うことが
できるように工夫されている。

22 数学 2 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ312 最新　数学Ⅱ

２年1類、２
類、芸術保育類
型、メディカル
類型

教科目標達成に必要な学習事項・定番問題がコンパクトに網羅されている。小見
出しを多用した内容のまとまりのよさがある。内容理解を高めるための図解・色
づかいなど工夫されている。また章ごとの練習問題でも上手く図解されており生
徒の思考力や創造力を養うように工夫されている。

23 数学 2 数学Ｂ 数研 数Ｂ311 新編　数学Ｂ
２年３類数理情
報類型

教科目標達成に必要な学習事項・定番問題がコンパクトに網羅されている。小見
出しを多用した内容のまとまりのよさがある。内容理解を高めるための図解・色
づかいなど工夫されている。また章ごとの練習問題でも上手く図解されており生
徒の思考力や創造力を養うように工夫されている。

24 数学 2 数学Ｂ 数研 数Ｂ312 最新　数学Ｂ
２年２類、３類
メディカル類型

教科目標達成に必要な学習事項・定番問題がコンパクトに網羅され、小見出しを
多用した内容のまとまりのよさがある。内容理解を高めるための図解・色づかい
など工夫されている。章ごとの練習問題でも上手く図解されており生徒の思考力
や創造力を養うよう工夫されている。

25 理科 2 物理基礎 啓林館 物基315 物理基礎　改訂版 ２年３類選択
物理現象を、基礎基本を重視しながらも「物理」にもつながっていくようわかり
やすく解説している。例題や問あるいは実験も、将来理科に直接関わっていく生
徒の思考力･判断力･表現力が深められるよう工夫されている。

26 理科 2 物理基礎 啓林館 物基306 新編　物理基礎
２年２類全員、
３類選択

物理現象を、基礎基本の習得を目指し、わかりやすく解説している。例題や問も
基本的な科目内容の理解が適切になされるよう工夫されている。また、実験も適
切に配置され、将来理科と直接関わることの少ない生徒にも思考力･判断力･表現
力が深められるよう工夫されている。

27 理科 2 化学 数研 化学306 化学 ２年３類全員
化学基礎とのつながりに留意され、知識を深める「詳しさ」と、内容理解のため
の「わかりやすさ」や整理学習のための「使いやすさ」を追求した教科書であ
る。



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
印 印 

28 理科 2 生物基礎 数研 生基316 改訂版　生物基礎
２年１・２・３
類全員

日常生活や社会との関連を図りながら科学への関心を高めるために使いやすい。
生物に親しみを持てるようなわかりやすいコラムや写真などが多い。

29 芸術 2 音楽Ⅱ 教芸 音Ⅱ303 MOUSA２ ２年選択
日本および諸外国の伝統音楽各領域について詳しく実践的な資料が多く、かつ
MOUSA１との関連が強く、継続して使用することで教育的効果が上がることが期
待される。また本校生徒の実態に即している。

30 芸術 2 美術Ⅱ 光村 美Ⅱ301 美術２ ２年選択

「資料編」に基礎的な技法、用具の使い方が具体的に示されている。また、作品
制作の際、発想のきっかけとなる「制作ノート」の項目が設けられているなど、
教科書を使って作品制作の指導をすることができる。美術Ⅰの教科書との継続性
を考慮し、授業を進めるため。

31 芸術 2 書道Ⅱ 光村 書Ⅱ304 書Ⅱ ２年選択
書道Ⅰで学習してきた漢字、仮名、漢字仮名交じりの書をもとに、感性を磨き、
書の文化・伝統について理解を深めるために、優しい言葉で図録数も多く、生徒
が興味を示し意欲的、自主的に学びやすい内容で編纂してある。

32 外国語 2
コミュニ
ケーション
英語Ⅱ

東書 コⅡ302
Power On Communication
Ⅱ

２年全員
難易度、量ともに適切である。題材がバラエティーに富んでおり、本校の生徒の
興味・関心を引くような、授業展開が考えられる内容になっている。

33 外国語 2 英語表現Ⅱ 大修館 英Ⅱ306
Departure English
ExpressionsⅡ

２年全員
コミュニケーション中心の構成に加えて、基本的な文法事項がうまく組み込まれ
ており、英語でのコミュニケーション能力を高めると同時に文法面での基礎力強
化に適している。

34 家庭 2
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

２年芸術保育類
型・1類選択

イラスト、写真、図表等が効果的に配置されているところ、及び本文のゴシック
が明瞭であるところが生徒の興味・関心を引き、理解しやすい構成になってい
る。生活の中に主体的に問題解決への意欲を喚起し、基礎・基本の定着と知識・
技能の活用ができるような構成である。

35 情報 2
情報の表現
と管理

実教 情報301 情報の表現と管理 ２年１類選択

わかりやすい図解・イラストによって視覚的に理解できる。情報による表現方法
を事例を使いながら丁寧に書かれており，理解しやすい。例題や演習問題が適宜
設定されており，実習を通して学習できるようになっている。コンピュータを活
用した情報の表現を学ぶことに適した教科書である。

36 国語 3 国語表現 教出 国表301 国語表現
３年１類・３類
メディカル

資料や図・写真なども多く掲載されており、言語活動の項目も充実している。柔
軟な思考力に基づく判断力や創造力、コミュニケーション能力を培うことができ
る内容になっている。

37 地理歴史 3 世界史Ａ 実教 世Ａ312 新版　世界史Ａ 新訂版
３年１類、２
類、芸術保育類
型全員

地図や写真、絵画資料なども豊富に使われているので、生徒の理解を促しやすい
構成になっている。本文の説明も丁寧に書かれていて、生徒が国際的視野に立っ
て、主体的に考えることができるようになっている。



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
印 印 

38 地理歴史 3 日本史Ａ 第一 日Ａ312
高等学校　改訂版　日本
史Ａ　人・くらし・未来

３年３類全員

単元ごとに主題が設定されており、図や写真資料が非常に豊富な教科書である。
また、文章も平易であり、生徒が必要とする知識の習得に対応できるよう編集さ
れている。さらに、伝統や文化に対する理解を深めることができる構成にもなっ
ている。

39 数学 3 数学Ⅲ 数研 数Ⅲ310 新編　数学Ⅲ
３年数理情報全
員

各項目で学習すべきことが端的にまとめられ、基本的な内容が学習できるように
配置されており、本校の生徒の実態に合っている。生徒の知的好奇心を促すよう
に、各章の終わりに練習問題やコラムを設け、生徒の思考力、判断力を養うこと
ができるように工夫されている。

40 理科 3
科学と人間
生活

数研 科人308 新　科学と人間生活
３年芸術類型全
員

日常生活や社会との関連を図りながら科学への関心を高めるために使いやすい。
理科が苦手な生徒でも、科学に親しみを持てるようなわかりやすいコラムや写真
などが多い。内容の配置順が、授業を進めやすいものになっており、本校の生徒
にとって適切である。

41 理科 3 物理基礎 東書 物基312 改訂　新編物理基礎 ３年１類型全員

物理現象を、基礎基本の習得を目指し、わかりやすく解説している。例題や問も
基本的な科目内容の理解が適切になされるよう工夫されている。また、実験も適
切に配置され、将来理科と直接関わることの少ない生徒にも思考力･判断力･表現
力が深められるよう工夫されている。

42 理科 3 物理基礎 啓林館 物基306 新編　物理基礎 ３年３類型選択

物理現象を、基礎基本の習得を目指し、わかりやすく解説している。例題や問も
基本的な科目内容の理解が適切になされるよう工夫されている。また、実験も適
切に配置され、将来理科と直接関わることの少ない生徒にも思考力･判断力･表現
力が深められるよう工夫されている。

43 理科 3 生物基礎 数研 生基316 改訂版　生物基礎
３年３類型選択
者

日常生活や社会との関連を図りながら科学への関心を高めるために使いやすい。
生物に親しみを持てるようなわかりやすいコラムや写真などが多い。

44 外国語 3
コミュニ
ケーション
英語Ⅲ

第一 コⅢ321
Vivid　 English
CommunicationⅢ

３年全員
難易度、量ともに適切である。題材がバラエティーに富んでおり、本校の生徒の
興味・関心を引くような、授業展開が考えられる内容になっている。

45 家庭 3 子ども文化 教図 家庭309 子ども文化
３年1類・芸術
保育類型選択

イラスト、写真、図表等が効果的に配置され、特にコラムは生徒の興味・関心を
引き、理解しやすい構成になっている。最近の話題も掲載されており、より生活
の中に主体的に問題解決への意欲を喚起し、基礎・基本の定着と知識・技能の活
用ができるような構成である。
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学校や街のお店など生徒に身近なテーマで課題が設定されており，親しみやす
い。実際の優れたデザイナーによる作例が豊富に掲載されており，デザインの美
的判断力を付けることができる。身近な題材を使いながらデザインを学べる実習
を掲載しているため、実習に役立つ教科書である。


