
平成30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 第一学習者 国総361
高等学校　改訂版　標準
国語総合

１年全員

 現代文は、定番教材が充実し、基礎学力の養成・習得に適している。また解
説、脚注なども詳しく、本校の生徒の実態に合っている。古文・漢文共に十分
な内容や分量がある上、資料等が充実しており、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 東京書籍 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。地域の課題の解決に参画するなどの課題の設定により、主体
的に考察し理解が深められるような工夫がされている。

3 数学 1 数学Ⅰ 東書 数Ⅰ318 数学Ⅰ　Standard 1学年全員

　中学までの既習事項とのギャップに配慮し、基本的事項を丁寧に扱ってい
る。式や図の中に説明文を加えるなど、視覚的な工夫もされ、本校生徒の実態
にあっている。
　好奇心を促すように問題が配置され、生徒の思考力を養うことができ、幅広
く知識を得られる工夫がされている。

4 数学 1 数学A 東書 数A318 数学A　Standard 1学年全員

　中学までの既習事項とのギャップに配慮し、基本的事項を丁寧に扱ってい
る。式や図の中に説明文を加えるなど、視覚的な工夫もされ、本校生徒の実態
にあっている。
　好奇心を促すように問題が配置され、生徒の思考力を養うことができ、幅広
く知識を得られる工夫がされている。

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。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 音楽 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 美術 1 美術Ⅰ 日文 美Ⅰ305 高校生の美術１ 1年・選択

 作品の解説や制作過程の解説が充実しており、他の教科書よりも理解を深め
ながら制作できる内容となっており、本校生徒の実態に合っている。
　テーマごとに多様な着眼点で作品を紹介しており、生徒が新たな視点を持て
るような構成になっている。生徒の柔軟な思考や主体的行動力を育む内容と
なっている。

10 書道 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

大修館 コⅠ337
Compass English
Communication I Revised

１年全クラス

 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 啓林館 英Ⅰ330
Vision Quest English
Expression I Core

１年全クラス

 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 実教出版 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Ｂ325 明解現代文Ｂ　改訂版 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 東京書籍 古Ｂ329 新編古典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 実教出版 世A312 新版世界史A　新訂版
2年 1類・2類・
芸保類型選択
者、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、主体的に考察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・
芸保類型選択者

　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、生徒が国際的視野に立っ
て、主体的に考察できるようになっている。

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・
芸保類型選択者

　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。国際環境の動向や地理的条件との関連性を持って、主体的に
考察できる内容となっている。

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・
芸保類型選択者

　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。国際環境の動向や地理的条件との
関連性を持って、主体的に考察できる内容となっている。

21 数学 2 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ330 改訂版　最新　数学Ⅱ
2学年1類、2類、
3類ﾒﾃﾞｨｶﾙ系列

　基礎的な内容も丁寧に解説されており、理解を深められ予習・復習にも最適
である。また、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。

22 数学 2 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ329 改訂版　新編　数学Ⅱ 2学年3類数理系列

　基礎的な内容から応用的な内容へと幅広く網羅されている。見出し等も見や
すく配置されているところが、本校生徒の実態にあっている。問題数も適度に
あり、思考力・判断力を養うことができる。



23 数学 2 数学B 数研 数B328 改訂版　最新　数学B
2学年2類文理系
列、3類ﾒﾃﾞｨｶﾙ系
列

　基礎的な内容も丁寧に解説されており、理解を深められ予習・復習にも最適
である。また、内容理解を高めるための図解・色づかいなどが工夫されてい
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。

24 数学 2 数学B 数研 数B327 改訂版　新編　数学B 2学年3類数理系列

　基礎的な内容から応用的な内容へと幅広く網羅されている。見出し等も見や
すく配置されているところが、本校生徒の実態にあっている。問題数も適度に
あり、思考力・判断力を養うことができる。

25 理科 2 物理基礎 啓林館 物基315 物理基礎　改訂版 ２年３類型選択

　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。例題や問い、実験が、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１類型・芸
術保育類型選択

　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
問い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 物理 啓林館 物理310 物理　改訂版 ２年３類型選択

　物理現象がわかりやすく解説してあり，例題や問いも適切に配置され，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、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。

28 理科 2 化学 数研 化学313 改訂版　化学 ２年３類型全員
　化学基礎とのつながりに留意され、受験対策にも万全な「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。

29 理科 2 生物基礎 数研 生基316 改訂版　生物基礎
２年１類型・芸術保育類
型選択、２年２類型全
員、２年３類型選択

　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。

30 理科 2 生物 数研 生物310 改訂版　生物 ２年３類型選択

　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。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。

31 音楽 2 音楽Ⅱ 教芸 音Ⅱ310 MOUSA２
2年芸保類型選
択、１類型選択

　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。

32 美術 2 美術Ⅱ 日文 美Ⅱ304 高校生の美術２
2年芸保類型選
択、１類型選択

　美術Ⅰで学習してたことに加えて、作品の背景や作者についてより深く考え
ることができる構成になっている。また、他の教科書よりも身近な美術の作例
が多様に取り上げられ、本校生徒の実態に合っている。
　日本の伝統美術から現代美術までが幅広く網羅されており、生徒自身がこれ
から社会の一員としてどのように行動していくかを考えさせる内容となってい
る。

33 書道 2 書道Ⅱ 光村 書Ⅱ308 書Ⅱ 2年1類型選択

　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。

34 外国語 2
コミュニ
ケーション
英語Ⅱ

増進堂 コⅡ345
NEW FLAG English
Communication Ⅱ

２年全クラス

　難易度、量ともに適切である。また、題材が本校の生徒の興味・関心を引く
ようなものを数多く取り入れ、身近な話題からわが国の文化の多様性を考えさ
せるものまでバラエティに富んでおり、英語に親しむと共に社会性をはぐぐむ
きっかけにもなる。



35 外国語 2 英語表現Ⅱ 第一 英Ⅱ330
ViVid English
ExpressionⅡ NEW
EDITION

２年全クラス

　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。

36 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１類選択、芸類型

　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。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。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。

37 情報 2 情報メディア 実教 情報306 情報メディア 2年1類選択者

　情報メディアに関わる基礎的な知識と技術を学ぶことができ、様々なメディ
アの制作現場などが取り上げられている。身近な題材を使いながら情報メディ
アを学べる技法を掲載しているため、実習に役立つ教科書である。

38 国語 3 国語表現 大修館 国表307 国語表現　改訂版 ３年選択

　文章を書くことに習熟していない生徒の実態を踏まえ、表記の問題や文の係
り受けなどに取り組み、基礎固めをするのに適している。また、表現力を培う
ことにより、自らの意思を正しく周囲に伝達でき自らの夢や志の実現につなげ
ていく自立した人物を育てることをねらう。

39 地理歴史 3 世界史A 実教 世A312 新版世界史A　新訂版
3年　芸保
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、主体的に考察できるようになっている。

40 地理歴史 3 地理A 帝国書院 地A312 高校生の地理Ａ 3類　全員

　世界の全地域を、学習効果の高い写真・図版や豊富な具体事例で学習できる
よう工夫されている。また、世界各地の姿を鮮明にイメージできるダイナミッ
クな写真と、学習の要点にふれた臨場感あふれる旅行体験記からなる導入資料
によって生徒の興味関心を高められるようになっている。学習すべき内容や重
要語句がコンパクトに整理された本文は、導入資料の話題を生かした書き出し
になっており、「旅」から学習へとスムーズに展開できるようになっている。
　地域の課題の解決に参画するなどの課題の設定により、主体的に考察し理解
が深められるような工夫がされている。

41 公民 3 政治・経済 実教 政経313 最新政治・経済　新訂版 ３年１類全員

　基本的な事項を中心に、具体的で生徒にとって身近な題材や時事問題を豊富
に取り上げている。また、学習内容を深めることができるよう、補足的・発展
的な内容も注や小本文などの形で取り上げている。各節に「学習のポイント」
が明示され、また重要語句や時事用語の解説が充実しており、学習上の便宜が
はかられている。
　地域の課題の解決に参画するなどの課題の設定により、主体的に考察し理解
が深められるような工夫がされている。

42 数学 3 数学Ⅲ 数研 数Ⅲ310 新編　数学Ⅲ 3学年3類数理系列

　例・例題・問いのバランスがよく、複雑な問題が多い分野ではあるが、１つ
１つの基本的な問題を丁寧に扱い、段階を追って学習できるようになっている
ことなど、本校生徒の実態にあっている。好奇心を促すように問題が配置さ
れ、生徒の思考力を養うことができ、幅広く知識を得られる工夫がされてい
る。

43 理科 3 科学と人間生活 数研 科人308 新　科学と人間生活
３年芸術保育類
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。

44 理科 3 物理基礎 啓林館 物基306 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
問い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。



45 理科 3 物理 啓林館 物理310 物理　改訂版 ３年３類型選択

　物理現象をわかりやすく解説しており，例題や問も適切に配置され，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、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。

46 理科 3 生物 数研 生物310 改訂版　生物 ３年３類型選択

　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。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。

47 外国語 3
コミュニ
ケーション
英語Ⅲ

東書 コⅢ302
Power On Communication
English Ⅲ

３年全クラス

　生徒が使いやすく、また、内容も興味深いものが多い。教科書の題材を通し
て、広い視野を持ち、世界の情勢や日本国内の歴史文化について深く考える
きっかけとなる内容である。

48 家庭 3 子ども文化 教図 家庭309 子ども文化 ３年１類芸類選択

　写真が豊富にかつ効果的に配置され、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。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。

49 情報 3 情報デザイン 実教 情報309 情報デザイン 3年1類選択者

　学校や街の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。


