
（記入例）平成２９年度使用教科書一覧表　　　県立神崎高等学校（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338 精選　国語総合　改訂版 1年全員

学習指導要領の趣旨をふまえながら、生徒の学力に見合う難易度のものを

選定した。内容も本校生徒の関心・意欲・態度の実情に合う適切なもので

ある。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 国語 2 国語表現

教育

出版

国表301 国語表現 2年選択

章立てのバランスに優れており、レイアウトも見易く、本校生の実情に適

しているため採択した。また、朗読教材、文章サンプル集として、古典か

ら現代作家現代作家に至るまで幅広く取り上げられており、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。

3 国語 2 現代文A

教育

出版

現A302

現代文Ａ　青春文学名作

選　―歴史の中の青春

2年選択

作品のバラエティーの豊富さと社会人になる前に高校生として読んでおく

べき各時代を代表する作品が収録され、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。

4 国語 2,3 現代文B

大修

館

現Ｂ310 精選現代文Ｂ 2～3年継続

教科書の構成において、短い文章と長い文章のバランスが非常に良く、本

校の生徒のレベルに合っていると考えられる。小説の内容もよい。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。

5 国語 3 古典Ａ 東書 古Ａ301 古典Ａ 3年選択

これまでに生徒が教材としてふれたことがない作品や章段を多く収録して

あり、作品がバラエティー豊富である。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。

6 国語 2,3 古典B

三省

堂

古B306 精選　古典　B 2～3年継続

本校生の古典分野における身に付けておくべき知識・内容面から鑑み、分

量も難易度も本校のニーズに合致している。また、生徒の古典世界に対す

る理解を助ける解説文も充実しており、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。

7 地理歴史 3 世界史Ａ

東京

書籍

世Ａ310 世界史A ３年全員

本文の記述が簡潔によくまとまっている。単元ごとに「世界史のなかの日

本」というコラムが設けられており、日本史とのつながりが意識されたつ

くりになっている。生徒への関心を引き付けやすいと思われる。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。

8 地理歴史 2 日本史B

山川

出版

社

日Ｂ309 詳説日本史　改訂版 ２年全員

本文の記述が詳細かつ充実している。前後の時代とのつながりや時代ごと

の特徴を大きくとらえさせたうえで、出来事の因果関係が丁寧に説明され

ており、生徒が深く学べる構成となっている。国際環境の動向や地理的条

件との関連性をもって、主体的に考察できる内容となっている。

9 公民 1 現代社会

実教

出版

現社315 最新現代社会　新訂版 １年全員

内容が精選されており、ページの構成が見開き２ページにまとめられてお

り単元を視覚的にとらえやすい。また各項目ごとのQ&Aコーナーの設定と

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工夫されている。



10 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ330 改訂版　最新　数学Ⅰ 1年全員

すべての分野において、図やグラフを使った視覚的な説明がとてもわかり

やすい。また、例題の解説に重点を置いており、本校生徒のニーズに応じ

ている。知的好奇心を引き出すように生徒の思考力・判断力・想像力を養

うことができる。

11 数学 2 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ312 最新　数学Ⅱ 2年全員

図やグラフを使った視覚的な説明が多く、とてもわかりやすい。また、例

題の解説に重点を置いており、本校生徒のニーズに応じている。知的好奇

心を引き出すように生徒の思考力・判断力・想像力を養うことができる。

12 数学 3 数学Ⅲ 数研 数Ⅲ311 最新　数学Ⅲ 3年選択

どの分野においても、図やグラフを使った視覚的な説明が多く、とてもわ

かりやすい。また、例題の解説に重点を置いており、本校生徒のニーズに

応じている。知的好奇心を引き出すように生徒の思考力・判断力・想像力

を養うことができる。

13 数学 1 数学Ａ 数研 数Ａ330 改訂版　最新　数学Ａ 1年全員

新課程移行に伴い、「整数の性質」という単元が新しく導入され、発展問

題を減らして例題の解説に重点を置いているこの教科書が適していると考

えられるため、選定した。知的好奇心を引き出すように生徒の思考力・判

断力・想像力を養うことができる。

14 数学 2 数学Ｂ 数研 数Ｂ311 新編　数学Ｂ 2年選択

選択授業であり、数学に対して意欲的に取り組める生徒が多く、例題・練

習問題の難易度や問題数が生徒たちのニーズにより合っており、知的好奇

心を引き出すような構成で、生徒の思考力・判断力・想像力を養うことが

できる。

15 数学 3 数学活用 実教 数活301 数学活用 3年選択

実生活の中で使われている数学で指導しやすいテーマを扱っており、生徒

も理解しやすい。知的好奇心を引き出すような構成で、生徒の思考力・判

断力・想像力を養うことができる。

16 理科 2 物理

啓林

館

物理３０３ 物理

2～3年継続選

択

物質や実験装置の写真などがうまく使用されており、身の回りの現象な

ど、詳しく、またわかりやすく解説され、挿絵も工夫されており、生徒が

イメージしやすくなっている。練習問題も適度な難易度である。知的好奇

心を引き出すように、生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができ

る。

17 理科 1 化学基礎

数研

出版

化基３２０ 改訂版　新編　化学基礎 １年全員

「参考」項目や写真の挿絵が充実して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。「発展」の項目が充実しているので探究活動を行

うことにも適しており、生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができ

る。

18 理科 2 化学基礎

数研

出版

化基３２０ 改訂版　新編　化学基礎 ２年全員

「参考」項目や写真の挿絵が充実して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。「発展」の項目が充実しているので探究活動を行

うことにも適しており、生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができ

る。



19 理科 3 化学

数研

出版

化学306 化学 ３年選択

物質や実験装置の写真などが非常に多く使用されており、生徒がイメージ

しやすくなっている。また、参考で発展的な内容も学ぶことができ、部末

問題も適度な難易度で本校のニーズに合致している。知的好奇心を引き出

し、生徒の思考力・判断力・想像力を養うことができる。

20 理科 1 生物基礎

実教

出版

生基３１４ 高校生物基礎　新訂版 １年全員

写真や図が多く記載されており、イメージしやすくなっている。コラムや

観察実験も詳しく載っており、生徒が理解しやすくなっている。知的好奇

心を引き出し、生徒の思考力・判断力・想像力を養うことができる。

21 保健体育 1 保健

大修

館書

店

保体３０5 最新高等保健体育〔改訂版〕 １～２年継続

単元内の項目数が工夫されており、本校の進度に合っている。また、図や

グラフも多く生徒の興味関心をひく構成となっている。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。

22 芸術 1 音楽Ⅰ

教育

芸術

社

音Ⅰ303 MOUSA1 1年選択

本校生徒の興味関心その他の学習ニーズに合う適切な内容である。我が国

の伝統文化やさまざまな種類の内容が扱われており、伝統文化を尊重し、

豊かな情操の育成のために工夫されている。

23 芸術 3 音楽Ⅱ

教育

芸術

社

音Ⅱ303 MOUSA2 ３年選択

本校生徒の興味関心、その他の学習ニーズに合う適切な内容である。我が

国の伝統文化やさまざまな種類の内容が扱われており、伝統文化を尊重

し、豊かな情操の育成のために工夫されている。

24 芸術 1 美術Ⅰ 日文 美Ⅰ302 高校美術１ 1年選択

本校生徒の興味関心その他の学習ニーズに合う適切な内容である。我が国

の伝統文化やさまざまな種類の内容が扱われており、伝統文化を尊重し、

豊かな情操の育成のために工夫されている。

25 芸術 3 美術Ⅱ 日文 美Ⅱ302 高校美術２ ３年選択

本校生徒の興味関心その他の学習ニーズに合う適切な内容である。我が国

の伝統文化やさまざまな種類の内容が扱われており、伝統文化を尊重し、

豊かな情操の育成のために工夫されている。

26 芸術 1 書道Ⅰ

教育

図書

書Ⅰ302 書Ⅰ 1年選択

筆順が書いてあり、書く際の参考になる。解説もわかりやすく、読みやす

い。創作の手順も親切、丁寧で生徒が創作するうえで、これを基にして創

作しやすい。わが国の伝統文化やさまざまな種類の内容が扱われており、

伝統文化を尊重し、豊かな情操の育成のために工夫されている。

27 芸術 3 書道Ⅱ

教育

図書

書Ⅱ302 書Ⅱ ３年選択

筆順が書いてあり、書く際の参考になる。解説もわかりやすく、読みやす

い。創作の手順も親切、丁寧で生徒が創作するうえで、これを基にして創

作しやすい。我が国の伝統文化やさまざまな種類の内容が扱われており、

伝統文化を尊重し、豊かな情操の育成のために工夫されている。



28 外国語 1

コミュニ

ケー

ション英語

Ⅰ

桐原

書店

コⅠ356

World Trek English

Communication Ⅰ

１年全員

国内外の耳寄りな話題が取り上げられていて、生徒の興味・関心を引き出

せる内容が掲載されている。文法も基礎的な内容から始まって、次第に英

語学習に必要な語法へと展開していける。わが国の伝統文化やさまざまな

種類の内容が扱われており、伝統文化を尊重し、豊かな情操の育成のため

に工夫されている。

29 外国語 2

コミュニ

ケー

ション英語

Ⅱ

大修

館書

店

コⅡ 311

Compass English

Communication Ⅱ

２年全員

生徒の興味・関心に合わせた身近な題材がバラエティに富んだ形式で掲載

されている。各パートが見開きでコンパクトにまとまっており、文法事項

も簡潔でわかりやすく、生徒が理解しやすいように工夫されてる。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付け、コ

ミュニケーション能力の伸長につながる内容である。

30 外国語 3

コミュニ

ケー

ション英語

Ⅲ

教育

出版

コⅢ307

New One World

Communication Ⅲ

３年全員

本文が１ページに収められており、段落ごとの内容を要約しやすい、まと

めやすい構成になっている。最近話題となったものや意外にも知られてい

ない内容のものが多く、生徒の興味・関心を呼び起こすことができる。

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付

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。

31 外国語 1 英語表現Ⅰ

第一

学習

社

英Ⅰ315

Vivid English

Expression Ⅰ

１年全員

各レッスンとも見開きで、コンパクトにまとまっている。文法事項も簡潔

でわかりやすく、焦点を絞った学習に適している。ごく日常的な内容を盛

り込んでいるので、生徒にも親しみやすくなっている。また、これらによ

り、生徒の思考力・判断力・想像力を養い、コミュニケーション能力の伸

長を図ることができる。

32 外国語 2 英語会話

三省

堂

英会302

Select English

Conversation

２年選択

各レッスンで学習する基本表現を最初に提示し、この基本表現を段階を

追って確実に身につけていくレッスン構成を採用しており、生徒の理解度

も増すように工夫されている。これらにより、生徒の思考力・判断力・想

像力を養い、コミュニケーション能力の伸長を図ることができる。

33 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年全員

イラスト・写真・図表等が効果的に配置され、本校生徒の興味関心その他

の学習ニーズに合う適切な内容である。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。

34 情報 2 社会と情報 実教 社情311 最新社会と情報　新訂版 ２年全員

一般的によく使われているソフトについて基本操作から丁寧に扱ってお

り、すぐに、その基本的操作に入り、初心者である生徒にもわかりやすい

工夫が心がけられている。今日的課題についての記述がわかりやすく、生

徒の思考力・判断力・コミュニケーション能力を養うことができる。



35 商業 2 簿記 実教 商業306 新簿記　新訂版 2年選択

図や説明が丁寧に盛り込んであり、本校のニーズにあっている。単元ごと

に基本的な内容を確認でき、生徒が個性や資質能力を磨くことができる内

容となっている。

36 商業 2 ビジネス基礎 実教 商業301 ビジネス基礎 3年選択

図や説明が丁寧に盛り込んであり、本校のニーズにあっている。単元ごと

に基本的な内容を確認でき、生徒が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。

37 商業 3 情報処理 実教 商業310 最新情報処理 3年選択

図や説明が丁寧に盛り込んであり、本校のニーズにあっている。単元ごと

に基本的な内容を確認でき、生徒が個性や資質能力を磨くことができる内

容となっている。

38 商業 3 ビジネス実務 東法 商業314 ビジネス実務 3年選択

具体的事例やグラフ、ロールプレイング形式の６コマ漫画などを豊富に掲

載しており、本校のニーズにあっている。単元ごとに基本的な内容を確認

でき、生徒が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。

39 家庭（専門） 3 フードデザイン教図 家庭307

フードデザインcooking &

arrangement

３年選択

イラスト・写真・図表等が効果的に配置され、本校生徒の興味関心その他

の学習ニーズに合う適切な内容である。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。


