
平成30年度使用教科書一覧表　　県立氷上西高等学校（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 大修館 国総３４６ 精選国語総合　新訂版　 １年全

  基礎から応用へとつながるように配置され、単元内容に関連して表現教材と読書案内があり、自ら
発展的に学習をしやすい工夫が、本校の生徒の実態に合っている。巻末資料が充実し、コミュニケー
ション能力を培い、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 地理歴史 1 地図 帝国 地図３１０ 新詳高等地図
１年全
１～３年継続

  多彩な絵記号により、土地利用や人々の生活の営みなど、地域の特性を読み取れるよう配慮した内
容となっているところが本校の生徒の実態に合っている。重要な地域をクローズアップした地図ペー
ジが豊富であり、地形、産業、生活など地理的事象を主体的に考察できる内容となっている。

3 公民 1 現代社会 第一 現社３２２ 高等学校　改訂版　新現代社会 １年全
　本文の記述がわかりやすく、理解を助ける図・表・写真が豊富であるところが、本校の生徒の実態
に合っている。高校生が身近に興味を持つ具体的題材が多く、多様な人々と共生する態度を養う内容
となっている。

4 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ３３０ 改訂版　最新　数学Ⅰ １年全
　基礎的な内容から応用へ体系的に学習が行えるように配置されているところが、本校の生徒の実態
に合っている。各分野において具体的な例や図が充実しており、幅広い知識や教養と柔軟な思考力・
判断力・創造力を培うことができる内容となっている。

5 理科 1 生物基礎 東書 生基３１２ 改訂　新編生物基礎 １年全
　学習した項目を互いに結び付け、生物学の全体像が見通せるように配慮されており、本校生徒が興
味を持てる内容である。また問題解決的に学習が進められる内容になっており、生徒の主体的、積極
的な学習が期待できる構成となっている。

6 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
１～２年継続

　図やグラフが豊富で分かりやすく、生徒の興味・関心に対する配慮がなされ、実生活に活用できる
ように工夫されているところが、本校の生徒の実態に合っている。また、人権にも配慮され、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。

7 1 音楽Ⅰ 友社 音Ⅰ３１２ 改訂版　ＯＮ！１ １年選択者
 名歌、名曲と呼ばれる作品とともに生徒の親しみのある歌や楽曲が配置されており、本校の生徒の
実態に合っている。我が国の伝統音楽や世界の音楽など様々なジャンル･種類の音楽が配置されてお
り、伝統文化を尊重し、豊かな情操の育成のための工夫がされている。

8 1 美術Ⅰ 光村 美Ⅰ３０４ 美術１ １年選択者

　様々な技法について、写真と共にわかりやすく説明され、学習内容と適切に関連したものであると
ころが、本校の生徒の実態に合っている。美術的表現の分野が幅広く網羅され、国内外の多種多様な
作品が配置されていることにより、柔軟な思考力に基づく創造力を培うことができる内容となってい
る。

9 外国語 1
コミュニケーショ
ン英語Ⅰ

数研 コⅠ３４４
Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＣＯＭＥＴ
Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎ
ｉｃａｔｉｏｎ　Ⅰ

１年全
　語彙、文法において、基礎的・基本的事項の理解や習得のために工夫され、生徒の興味をひきつけ
る内容が厳選されているところが、本校の生徒の実態に合っている。幅広い話題から知識や教養を身
につけ、コミュニケーション手段としての英語に親しむことができる内容である。

10 家庭 1 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 １年全
　読みやすい、分かりやすい記述がなされており、写真、図表、イラストが多く、生徒の興味・関心
をひきつける工夫がされているところが、本校の生徒の実態に合っている。また、実践的なテーマが
複数取り上げられており、生活の自立へ結びつけることができる構成である。

11 情報 1 社会と情報 日文 社情３１６ 新・社会と情報 １年全
　基礎・基本の学習の上に、新しい技術や考え方を配置しているところが、本校の生徒の実態に合っ
ている。情報モラルや情報リテラシーに重点を置いて、情報社会に参画するための思考力・判断力・
コミュニケーション能力を培うことができる内容となっている。

12 2 現代文Ｂ 筑摩 現Ｂ３３８ 現代文Ｂ　改訂版
２年全
２～３年継続

   幅広い内容の文章が配置され、今日的課題への切り口が端的に示されているところが、本校の生
徒の実態に合っている。自主および自律の精神を養い、深い思考に向かう教材がをバランスが良く配
置され、幅広い知識や教養、柔軟な思考力に基づく判断力や創造力を培う工夫がされている。

13 2 古典Ｂ 大修館 古Ｂ３４１ 精選古典Ｂ　改訂版　
２年選択者
２～３年継続

   基礎から応用へとつながるように配置され、各教材に図や絵があり、古典を現代的な視点から理
解するよう工夫されているところが、本校の生徒の実態に合っている。資料等が充実しており、幅広
い教養を身につけ、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。

14 地理歴史 2 日本史B 山川 日B３１４ 高校日本史　改訂版 ２年全
   本文の記述がわかりやすく、写真や資料・図が豊富で、イメージ豊かに学習できるところが、本
校の生徒の実態に合っている。日本の伝統文化を尊重し、国際環境の動向や地理的条件との関連性を
持って考察できる内容となっている。

芸術

国語



15 2 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ３３０ 最新　数学Ⅱ
２年全
２～３年継続

   基礎的な内容から応用へ体系的に学習が行えるように配置されているところが、本校の生徒の実
態に合っている。各分野において具体的な例や図が充実しており、幅広い知識や教養と柔軟な思考
力・判断力・創造力を培うことができる内容となっている。

16 2 数学Ａ 数研 数Ａ３３０ 最新　数学Ａ ２年選択者
   豊富な具体例が段階的に配置されており、幅広い知識を学べるところが、本校の生徒の実態に
合っている。各分野において具体的な例や図が充実しており、幅広い知識や教養と柔軟な思考力・判
断力・創造力を培うことができる内容となっている。

17 理科 2 化学基礎 東書 化基３１４ 改訂　新編化学基礎 ２年全
　 身近な事象に関する観察、実験などを通して、化学の見方や考え方を養うことができるところが
本校の生徒の実態と合っている。また自らの考察について表現する内容が多く、化学的に探究する能
力と態度を育成し、思考力・表現力を培うことができる内容である。

18 2 音楽Ⅱ 友社 音Ⅱ３１２ 改訂版　ＯＮ！２ ２年選択者
  名歌、名曲と呼ばれる作品とともに生徒の親しみのある歌や器楽曲が配置されているところが、本
校の生徒の実態に合っている。鑑賞と表現の関連づけがバランス良く配置されており、伝統文化を尊
重し、生徒が自主的に表現できるよう工夫されている。

19 2 美術Ⅱ 光村 美Ⅱ３０３ 美術２ ２年選択者
  様々な技法について、写真と共にわかりやすく説明されているところが、本校の生徒の実態に合っ
ている。美術的表現の分野が幅広く網羅され、国内外の多種多様な作品が配置されていることによ
り、柔軟な思考力に基づく創造力を培うことができる内容となっている。

20 2
コミュニケーショ
ン英語Ⅱ

数研 コⅡ３４２
Ｒｅｖｉｓｅｄ　ＣＯＭＥＴ
Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎ
ｉｃａｔｉｏｎ　Ⅱ

２年全
２～３年継続

   語彙、文法、表現等、基礎的・基本的事項の理解や習得のために工夫されているところが、本校
の生徒の実態に合っている。テーマがバランスよく取り上げられており、幅広い知識や教養を身につ
け、コミュニケーション能力の伸長につながる内容である。

21 2 英語表現Ⅰ ﾁｱｰｽﾞ 英Ⅰ３２１
ＡＴＬＡＮＴＩＳ　Ｅｎｇｌｉ
ｓｈ Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ  Ⅰ

２年選択者
　語彙、文法、表現等、基礎的・基本的事項の理解や習得のために工夫されているところが、本校の
生徒の実態に合っている。テーマがバランスよく取り上げられており、幅広い知識や教養を身につ
け、コミュニケーション能力の伸長につながる内容である。

22 情報 2 情報の科学 日文 情科３１０ 新・情報の科学 ２年選択者
  イラスト、写真、グラフ等が効果的に配置されているところが、本校の生徒の実態に合っている。
取り組みやすいテーマの「問題解決」が数多く配置され、思考力・判断力・コミュニケーション能力
を培うことができる内容となっている。

23 商業 2 商業 実教 商業３３４ ビジネス基礎　新訂版　 ２年選択者
  イラストや写真に加え、わかりやすいケーススタディが示されているところが、本校の生徒の実態
に合っている。単元ごとに基本的な内容を確認でき、望ましい勤労観や職業観を育み、個性や資質能
力を磨くことができる内容となっている。

24 国語 3 国語表現 大修館 国表３０７ 国語表現　改訂版 ３年全
   表現の基本を学ぶ例題や解説と実践のポイントが具体的に示され理解と実践の整理されていると
ころが、本校の生徒の実態に合っている。発展学習の資料が充実しており、幅広い知識や教養、柔軟
な思考力に基づく判断力やコミュニケーション能力を培う工夫がされている。

25 地理歴史 3 世界史A 実教 世A ３１２ 新版世界史A　新訂版　　 ３年全
  地図や写真が豊富に掲載されており、各地域の幅広い知識と教養を身に付け、イメージ豊かに学習
できる点が本校の生徒の実態に合っている。また、統計資料を活用しながら、国際社会で主体的に生
きていく力を育成できる内容となっている。

26 公民 3 政治・経済 東書 政経３１１ 政治・経済 ３年全
   写真や資料、図が豊富で、レポート作成や討論方法などがわかりやすく解説されているところが
本校の生徒の実態に合っている。現代情勢に対応したテーマ学習ができ、身近な事例を多面的に考察
できる内容となっている。

27 理科 3 科学と人間生活 東書 科人３０６ 改訂　科学と人間生活　 ３年全
  科学と日常生活や社会との関連についての記述が充実しており、科学を学ぶ楽しさや科学の有用性
を実感できる内容であり、本校生徒の実態に合っている。自然現象や科学技術から科学の基礎知識や
科学的思考が身につき、幅広い知識と教養、柔軟な思考力を培う内容となっている。

28 外国語 3 英語表現Ⅱ ﾁｱｰｽﾞ 英Ⅱ３１６ ＡＴＬＡＮＴＩＳ　Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ  Ⅱ ３年選択者
　語彙、文法、表現等、基礎的・基本的事項の理解や習得のために工夫されているところが、本校の
生徒の実態に合っている。テーマがバランスよく取り上げられており、幅広い知識や教養を身につ
け、コミュニケーション能力の伸長につながる内容である。

29 商業 3 マーケティング 実教 商業３３６ マーケティング　新訂版 ３年選択者
  イラストや写真に加え、わかりやすいケーススタディが示されているところが、本校の生徒の実態
に合っている。単元ごとに基本的な内容を確認でき、望ましい勤労観や職業観を育み、個性や資質能
力を磨くことができる内容となっている。

30 家庭 3 家庭 教図 家庭３０４
子どもの発達と保育　育つ・育
てる・育ち合う

３年選択者
　多くの資料や写真が効果的に配置され、子どもの発育・発達に関する基礎を理解できる構成になっ
ているところが、本校の生徒の実態に合っている。生活の中に主体的に問題解決への意欲を喚起し、
生命の尊重が実感できる内容となっている。

31 情報 3 情報 実教 情報３０１ 情報の表現と管理 ３年選択者
　わかりやすい図解やイラストによって視覚的に理解しやすい構成になっているところが、本校の生
徒の実態に合っている。例題や演習問題が配置されており、実習を通して学習できる内容から、思考
力、判断力、コミュニケーション能力を培うことができる内容となっている。

外国語

数学

芸術



32 国語 3 現代文Ｂ 大修館 現Ｂ３１０ 精選現代文Ｂ ３年全
　幅広い文章が、評論、小説、韻文で配置され、読みを深める工夫がされているところが、本校の生
徒の実態に合っている。定番教材と今日的課題の教材のバランスが良く、幅広い知識や教養、柔軟な
思考力に基づく判断力や創造力を培う工夫がされている。

33 国語 3 古典Ｂ 大修館 古Ｂ３１２ 精選古典Ｂ　 ３年選択者
　基礎から応用へとつながるように配置され、各教材に写真や絵や図等を配置し、古典を現代的な視
点から理解するよう工夫されているところが、本校の生徒の実態に合っている。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。

34 地理歴史 2 地図 帝国 地図３１０ 新詳高等地図 ２年全
   多彩な絵記号により、土地利用や人々の生活の営みなど、地域の特性を読み取れるよう配慮した
内容となっているところが本校の生徒の実態に合っている。重要な地域をクローズアップした地図
ページが豊富であり、地形、産業、生活など地理的事象を主体的に考察できる内容となっている。

35 地理歴史 3 地図 帝国 地図３０２ 新詳高等地図 ３年全
　基礎・基本を重視し、表現力や図表を見る力の育成にも配慮した内容となっているところが、本校
の生徒の実態に合っている。重要な地域をクローズアップした地図ページが豊富であり、地形、産
業、生活など地理的事象を主体的に考察できる内容となっている。

36 地理歴史 3 日本史B 山川 日B３０８ 高校日本史 ３年選択者
　史料・写真・図等が豊富であり学習内容を具体的にイメージできるところが、本校の生徒の実態に
合っている。日本の伝統文化を尊重し、国際環境の動向や地理的条件との関連性を持って考察できる
内容となっている。

37 数学 3 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ３１２ 最新　数学Ⅱ ３年選択者
　基礎的な内容から応用へ体系的に学習が行えるように配置されているところが、本校の生徒の実態
に合っている。各分野において具体的な例や図が充実しており、幅広い知識や教養と柔軟な思考力・
判断力・創造力を培うことができる内容となっている。

38 数学 3 数学Ｂ 数研 数Ｂ３１２ 最新　数学Ｂ ３年選択者
　基礎的な内容から応用へ体系的に学習が行えるように配置されているところが、本校の生徒の実態
に合っている。各分野において具体的な例や図が充実しており、幅広い知識や教養と柔軟な思考力・
判断力・創造力を培うことができる内容となっている。

39 保健体育 2 保健体育 大修館 保体３０４ 現代高等保健体育改訂版 ２年全
　身近な内容が取り上げられ、生徒の興味・関心に対する配慮がなされており、実生活に活用できる
ように工夫されているところが、本校の生徒の実態に合っている。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。

40 外国語 3
コミュニケーショ
ン英語Ⅱ

数研 コⅡ３１７
ＣＯＭＥＴ　Ｅｎｇｌｉ
ｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃ
ａｔｉｏｎ　Ⅱ

３年全
　語彙、文法、表現等、基礎的・基本的事項の理解や習得のために工夫されているところが、本校の
生徒の実態に合っている。テーマがバランスよく取り上げられており、幅広い知識や教養を身につ
け、コミュニケーション能力の伸長につながる内容である。


