
平成２７年度使用教科書一覧表　　　県立加古川東高等学校（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313 精選国語総合 1年全員

現代文分野では、小説と評論とがバランスよく収録され、読解や表現活動への取り組みを
とおして、豊かな情操や道徳心、柔軟な思考力に基づく判断力や創造力、コミュニケー
ション能力を養うことができるという点で本校生徒に適している。古典分野では、高校一
年生に必須の教材が、古典に親しむことのできる工夫とともに網羅され、古典の読解をと
おして、伝統と文化を尊重する態度を育むことができる内容である。

2 地歴 1 世界史Ａ 山川 世Ａ307 現代の世界史
1年理数科全員
2年普通科選択

今日につながる歴史が丁寧に記述されている。また、常に世界の中の日本の記述に注意が
払われており、伝統と文化を尊重し、国際社会の平和や発展について主体的に考察できる
内容となっている。写真・図版・絵画などを大きく取り扱い、ビジュアルな紙面を重視し
た紙面となっており、生徒の興味関心をひくような構成になっている。

3 公民 1 現代社会 東書 現社301 現代社会
1年全員

3年普通科選択

各分野においてテーマ学習が設定してあり、生徒が現代社会への関心を高め各問題を自ら
のこととして考えることができる構成となっている。教科書の本文は端的にまとめてあ
り、また脚注が充実しているため生徒が理解しやすく、構成が適切である。

4 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ310 数学Ⅰ
1年普通科

全員

例題が精選されており、練習問題が豊富である。発展的な内容に対して詳しい記述がなさ
れているため、本校普通科生徒が基礎を確認しながら、発展的な内容も学習でき、幅広い
知識と教養を身につけ、思考力・判断力・創造力を養うことができるものと思われる。特
に2次関数の例題が適切な問題であり指導しやすい内容であり、充実している。

5 数学 1 数学Ⅰ 第一 数Ⅰ315 高等学校　数学Ⅰ
1年理数科

全員

例題が豊富で、発展的な内容についても網羅され詳しい記述がなされているので、本校理
数科生徒が系統的に取り組み、応用力を養う事ができるとともに、幅広い知識と教養を身
につけ、思考力・判断力・創造力を養い、さらに高度な数学的能力を育める。特に２次関
数では応用的な内容が取り上げられており、深い内容の学習が行える。また、データの分
析も内容が精選されており、学習しやすい構成となっている。

6 数学 1 数学Ⅱ 第一 数Ⅱ314 高等学校　数学Ⅱ
1～2年継続
理数科全員

例題が豊富で、発展的な内容についても網羅され詳しい記述がなされているので、本校理
数科生徒が系統的に取り組み、応用力を養う事ができるとともに、幅広い知識と教養を身
につけ、思考力・判断力・創造力を養い、さらに高度な数学的能力が育める。特に三角関
数、指数関数、対数関数で応用的な内容が取り上げられており、深い内容の学習が行え
る。

7 数学 1 数学Ａ 数研 数Ａ310 数学Ａ
1年

普通科全員

例題が精選されており、練習問題が豊富である。発展的な内容に対して詳しい記述がなさ
れているため、本校普通科生徒が基礎を確認しながら、発展的な内容も学習でき、幅広い
知識と教養を身につけ、思考力・判断力・創造力を養うことができるものと思われる。特
に整数に関する取り上げ方が丁寧であり、学習を深めやすい。

8 数学 1 数学Ａ 第一 数Ａ315 高等学校　数学Ａ
1年

理数科全員

例題が豊富で、発展的な内容についても網羅され詳しい記述がなされているので、本校理
数科生徒が系統的に取り組み、応用力を養う事ができるとともに，幅広い知識と教養を身
につけ、思考力・判断力・創造力を養い、さらに高度な数学的能力が育める。特に整数の
性質では応用的な内容が取り上げられており、深い内容の学習が行える。

9 理科 1 化学基礎 啓林館 化基306 化学基礎 1年全員

本校生徒の学力によく合っており、基礎的内容から発展的内容まで充実している。また、
生徒の理解を助けるために、錯視や模式図などを上手く取り入れるなど、様々な工夫がな
されている。さらに、「参考」として化学で学ぶ関連内容が記載されており、理解を深め
るために役立ち、受験に対応できるつくりになっている。

10 理科 1 生物基礎 数研 生基306 生物基礎
1年理数科選択
2年普通科全員

参考や発展の項目が多く、基礎的内容から発展的内容まで充実していて、本校生徒の学力
によく合っており、学習しやすい工夫がされている。また、「コラム」では生物学的に重
要な研究が取り上げられており、興味付けに役立つよう工夫されている。適正に配置され
た思考学習は、実験に対する考察力を養うための工夫がされている。

印 



11 保健体育 1 保健体育
大修
館

保体301 現代高等保健体育
1～3年継続

全員

各項目ごとによく整理されており、かつ日常生活にある身近な内容が取り入れられている
ので、わかりやすい。図表なども本校の生徒に興味深い内容のものが取り上げられてい
る。人権にも配慮されており、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。

12 芸術 1 音楽Ⅰ 教芸 音楽303 MOUSA1
1年選択

3年普通科選択

収録されている音楽は、現在流行しているものから、我が国の伝統的な音楽まで取り扱わ
れている。また、他国の様々なジャンルの音楽も含まれており、幅広い知識と教養を身に
つけ、豊かな情操を育むための工夫がなされている。さらに、文章だけでなく、写真や図
を用いて演奏方法や運指等の説明が記載されているので、非常に分かりやすい内容となっ
ている。

13 芸術 1 美術Ⅰ 日文 美術303
Art and You 創造の世界
へ

1年選択
3年普通科選択

基礎的な内容をおさえながら、様々な分野の作品が豊富に取り上げられており、幅広い知
識や教養、柔軟な思考力に基づく想像力を育むことのできる内容になっているところが、
本校の生徒の実態に合っている。写真や資料の質、扱いともに適切で、構成も工夫されて
いる。

14 芸術 1 書道Ⅰ 教出 書道303 書道Ⅰ
1年選択

3年普通科選択

資料、写真、挿絵、図表などが、学習と適切に関わったものであるところが、本校の生徒
の実態に合っている。古典作品の資料が充実しており、我が国の伝統文化に対する生徒の
興味、関心を広げる工夫がされている。

15 外国語 1
コミュニ

ケーション
英語Ⅰ

三省堂 コⅠ306
CROWN ENGLISH
COMMUNICATION I

1年
普通科全員

内容面では題材が知的好奇心を刺激する話題から心温まる物語まで多岐にわたっており、
レイアウトや授業における言語活動など生徒が興味を持って取り組めるよう工夫がなされ
ている。リーディング・スキルをはじめ、英語を総合的に学習できる教科書である。

16 外国語 1
コミュニ

ケーション
英語Ⅰ

啓林館 コⅠ314
ELEMENT ENGLISH
COMMUNICATION I

1年
理数科全員

知的好奇心を刺激する多岐の分野にわたる題材が取り上げられており、生徒の視野を広
げ、思考力・創造力を育成するのに適している。またさまざまな活動が織り込まれてお
り、言語活動を通して自ら発信する姿勢を養うことができる内容となっている。本校の理
数科の生徒に適している。

17 外国語 1 英語表現Ⅰ 数研 英Ⅰ309
POLESTAR English
Expression Ⅰ

1年全員
日本文化紹介や異文化理解に関する題材が多く取り上げられており、文法事項もバランス
よく配置されている。演習問題もバラエティ豊かで、副教材も充実しており、４技能の相
関を意識した学習活動が行える。

18 家庭 1 家庭基礎 東書 家基301
家庭基礎　自立・共生・
創造

1年全員

全分野において、基礎的な内容から発展的な内容までバランスのとれた内容となってい
る。また、写真やグラフといった資料の種類が豊富で、ビジュアル的であり見やすく興味
をひく内容である。キャリア教育、小論文対策が充実していることと、ホームプロジェク
トの内容が充実していて問題解決への意欲を喚起する内容となっており、本校生に適した
内容である。

19 情報 1 情報の科学 数研 情科304 高等学校　情報の科学
１年

普通科全員

他社と比べて高度な内容が取り扱われており、特に科学的内容が充実している。「参考」
「コラム」欄で発展的内容も紹介されているため、幅広い知識と教養を身に付けることが
できる。知的好奇心が旺盛な本校生徒の実態に合っている。

20 情報 1 社会と情報 数研 社情305 高等学校　社会と情報
１年

理数科全員

他社と比べて高度な内容が取り扱われており、特に科学的内容が充実している。「参考」
「コラム」欄で発展的内容も紹介されているため、幅広い知識と教養を身に付けることが
できる。知的好奇心が旺盛な本校生徒の実態に合っている。

21 国語 2 現代文Ｂ 三省堂 現Ｂ303 高等学校　現代文Ｂ
2～3年継続

全員

評論や小説の定番教材から現代的な教材まで、良質な教材がバランスよく豊富に配置され
ており、幅広い知識と教養を身につけることができる。また、巻末の「現代評論を読む」
では、通常の教材文より高度で現代的な話題を扱った文章が精選されており、グローバル
な視点を養うとともに、異なる文化や価値観を理解する力を培うことができる。



22 国語 2 古典Ｂ 第一 古Ｂ328 高等学校　古典Ｂ
2～3年継続

全員

古典として価値のある作品が精選されており、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。古文では、１作品について複数の場面が取り上げ
られているなど、まとまった学習を通して作品世界を理解させることができる。漢文で
は、本文の横に旧字体がしめされており、漢字の知識を得るのにも有効である。さらに、
本文中の基本句形も、作品ごとにわかりやくまとめられている。「言語活動」は、課題に
ついて、調査・研究・報告を行えるように記述されており、生徒が自発的・発展的な学習
を進めるのに適している。

23 地歴 2 世界史Ｂ 山川 世Ｂ304 詳説世界史
2～3年継続普通

科選択
3年普通科選択

各部を学習するに当たって重要な視点を概観で示し、学習してきたことを確認し、次の部
へ橋渡しをするためのまとめがある。また、各部末には主題課題が例示してあり、国際社
会の平和や発展について主体的に考察できる内容となっている。

24 地歴 2 日本史Ａ 山川 日Ａ307 日本史Ａ 2年普通科選択

冒頭の「私たちの時代と歴史」や「近代の追究」「現代からの探究」のページが、歴史は
追究するものであり、多角的な視点から総合的に解釈しなければならないことを物語って
いる。Ａ科目の特長を生かして、郷土の人物の歴史的な活躍なども取り上げることができ
る。たとえばこの教科書に載っている人物から挙げると、美濃部達吉・柳田国男・和辻哲
郎など取り上げることができるであろう。

25 地歴 2 日本史Ｂ 山川 日Ｂ301 詳説日本史Ｂ
2～3年継続普通

科選択
3年普通科選択

「歴史へのアプローチ」のページが充実しており、センター試験対策に役立つことはもち
ろんであるが、歴史を単なる暗記科目とするのではなくて、歴史を探究する学問的姿勢を
養うことができる。本文の記述が充実していると同時に、図版や写真、脚注が適切であ
る。コラムが充実しており、生徒の興味をひくような読み物になっている。

26 地歴 2 地理Ａ 東書 地Ａ301 地理Ａ 2年普通科選択

各章ごとにはじめに「リード文」が置かれており、ねらいが明確になっている。さらに章
末にはまとめのページがあり、作業できるように工夫されているので自学させやすい。ま
た、各ページごとにNoteやWorkのコーナーがおかれており、幅広い知識を身につけ、主体
的に考察を進めることができる。

27 地歴 2 地理Ｂ 帝国 地Ｂ301 新詳地理Ｂ
2～3年継続
理数科全員
普通科選択

教科書サイズが大判になり、見やすくなっている。図表や写真などの教材がバランスよく
配置されている。地理的内容に興味関心を持つとともに、自国や他国の文化を尊重し、国
際社会の発展に貢献する態度を養うことができる内容となっている。

28 地歴 2 地図 帝国 地図302 新詳高等地図
2～3年継続
理数科全員
普通科選択

東南アジア、西アジアから中央アジア、地中海沿岸、北ヨーロッパなど図取りが適切であ
る。宗教、言語、資源・エネルギーなどの主題図の凡例ができるだけ各州共通になってお
り、扱いやすくなっている。地理的事象を空間的に把握する力を養い、地理的思考力や判
断力を身につけさせる教材内容となっている。

29 数学 2 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ310 高等学校　数学Ⅱ
2年～3年継続
普通科全員

基本的事項を主体としながら発展的な内容に対しても適切な記述がなされているために、
本校普通科生徒が基礎を確認しながら学習を進めることが出来る。発展的な内容も随時取
り上げられており、臨機応変に学習を深めることが出来、幅広い知識と教養を身につけ、
思考力・判断力・創造力を養うことができるものと思われる。特に図形の領域では、２円
の位置関係が取り上げられており教材として充実している。

30 数学 2 数学Ⅲ 数研 数Ⅲ309 高等学校　数学Ⅲ
2年～3年継続
普通科選択

基本的事項を主体としながら発展的な内容に対しても適切な記述がなされているために、
本校普通科生徒が基礎を確認しながら学習を進めることが出来る。発展的な内容も随時取
り上げられており、臨機応変に学習を深めることが出来、幅広い知識と教養を身につけ、
思考力・判断力・創造力を養うことができるものと思われる。教材の学習レベルの分別が
はっきり出来、学習を深めやすい。

31 数学 2 数学Ⅲ 数研 数Ⅲ308 数学Ⅲ
2年～3年継続
理数科全員

例題が精選されており、練習問題が豊富である。また、発展的な内容に対して詳しい記述
がなされている。本校理数科生徒が系統的に一つ一つの事項に取り組み、応用力を養う事
ができ、幅広い知識と教養を身につけ、思考力・判断力・創造力を養い、さらに高度な数
学的能力が育める。特に複素数平面の解説が理解しやすく、学習を深めやすい。



32 数学 2 数学Ｂ 数研 数Ｂ310 高等学校　数学Ｂ
2～3年継続
普通科全員

基本的事項を主体としながら発展的な内容に対しても適切な記述がなされているために、
本校普通科生徒が基礎を確認しながら学習を進めることが出来る。発展的な内容も随時取
り上げられており、臨機応変に学習を深めることが出来、幅広い知識と教養を身につけ、
思考力・判断力・創造力を養うことができるものと思われる。しかも教材の学習レベルの
分別がはっきり出来、学習を深めやすい。

33 数学 2 数学Ｂ 数研 数Ｂ309 数学Ｂ
2年

理数科全員

例題が精選されており、練習問題が豊富である。発展的な内容に対して詳しい記述がなさ
れている。本校理数科生徒が系統的に一つ一つの事項に取り組み、応用力を養う事がで
き、幅広い知識と教養を身につけ、思考力・判断力・創造力を養い、さらに高度な数学的
能力が育める。特に数列の漸化式では応用的な内容が取り上げられており、深い内容の学
習が行える。

34 理科 2 物理基礎 数研 物基307 物理基礎
2年

普通科選択
理数科全員

本校生徒の学力によく合っており、基礎的内容から発展的内容まで充実している。また、
生徒の理解を助けるために、資料や発展などを上手く取り入れるなど、様々な工夫がなさ
れている。さらに、「参考」として物理で学ぶ関連内容が記載されており、理解を深める
ために役立ち、受験に対応できるつくりになっている。

35 理科 2 物理 数研 物理304 物理
2～3年継続
普通科選択
理数科全員

本校生徒の学力によく合っており、基礎的内容から発展的内容まで充実している。また、
生徒の理解を助けるために、資料や発展などを上手く取り入れるなど、様々な工夫がなさ
れている。また、「参考」として物理で学ぶ関連内容が記載されており、理解を深めるた
めに役立ち、受験に対応できるつくりになっている。さらに探究活動で取り上げられてい
る内容もSSH校である本校にとって適正な内容で、生徒の思考力・判断力を養うことができ
る。

36 理科 2 化学 啓林館 化学305 化学
2～3年継続
普通科選択
理数科全員

本校生徒の学力によく合っており、基礎的内容から発展的内容まで充実している。また、
生徒の理解を助けるために、錯視や模式図などを上手く取り入れるなど、図や写真などが
多く、実際に実験をすることが難しい内容や、小さすぎて見えない内容を説明しやすい。
さらに、掲載されている問題の難易度が適当で、良質なものが多く、受験に対応できる。

37 理科 2 生物 数研 生物303 生物
2～3年継続
理数科選択
普通科選択

参考の項目が適正に配置され、基礎的内容から発展的内容まで充実していて、本校生徒の
学力によく合っており、学習しやすい工夫がされている。また、「コラム」では生物学的
に重要な研究が取り上げられており、興味付けに役立つよう工夫されている。思考学習
は、実験に対する考察力を養うための工夫がされており、さらに探究活動で取り上げられ
ている内容もSSH校である本校にとって適正な内容で、生徒の思考力・判断力を養うことが
できる。

38 理科 2 地学基礎 数研 地基304 地学基礎
2年

普通科選択

従来使用の教科書と比較して、地震の初動モデルなどの大学入試を意識した詳しい内容が
筋道立てて平易に記述されている。また、写真が豊富に掲載されているため、生徒が身近
な現象と関連づけやすい。発展的内容についても，概念や法則の解説を中心に取り上げて
おり、生徒の興味関心に応じて学習できるよう配慮されている。関連する物理や生物・化
学分野については、巻末にまとめて資料が整理されている。

39 外国語 2
コミュニ

ケーション
英語Ⅱ

文英
堂

コⅡ318
UNICORN English
Communication 2

2年
普通科全員

「自然科学」「人文科学」「社会科学」の３つの領域の英文がバランスよく配置され、
「未来への手引書」というコンセプトが自らの未来を切り拓く力の伸長につながり、難易
度が本校普通科の実態に合っている。幅広い知識と教養や柔軟な思考力、コミュニケー
ション能力の伸長に適する内容となっている。

40 外国語 2
コミュニ

ケーション
英語Ⅱ

啓林館 コⅡ313
ELEMENT ENGLISH
COMMUNICATION Ⅱ

2年
理数科全員

知的好奇心を刺激する多岐の分野にわたる題材が取り上げられており、生徒の視野を広
げ、思考力・創造力を育成するのに適している。またさまざまな活動が織り込まれてお
り、言語活動を通して自ら発信する姿勢を養うことができる内容となっている。本校の理
数科の生徒に適している

41 外国語 2 英語表現Ⅱ 数研 英Ⅱ308
POLESTAR English
Expression Ⅱ

2～3年継続
全員

日本文化紹介や異文化理解に関する題材が多く取り上げられており、文法事項もバランス
よく配置されている。演習問題もバラエティ豊かで、４技能の相関を意識した学習活動が
行える。英語で自己表現するという目標達成のために最適な編集になっている。



42 国語 3 古典Ａ 第一 古Ａ313
高等学校　古典Ａ
大鏡 源氏物語 諸家の文
章

3年普通科
選択

古文は『大鏡』と『源氏物語』を中心に収録されており、日本の歴史と日本人の感性に思
いを馳せながら、楽しく深く学ぶことができる。漢文は諸家の文章が幅広く収録されてお
り、日本の思想を形づくった古典への興味・関心が深まる。質・量ともに、本校の文系生
徒にふさわしい教材内容になっている。

43 公民 3 倫理 実教 倫理301 高校倫理 3年普通科選択

以前使用していた教科書よりも本文や脚注が詳しく網羅的に記されており、幅広い知識と
教養、柔軟な思考力に基づく判断力を身につけ、真理を求める態度や多様な人々と共生す
る態度を養うことができる。また、生徒の興味・関心を引く絵画や写真、図版なども掲載
されており、生徒の自学用の教材としても適切である。

44 公民 3 政治･経済 数研 政経308 政治・経済 3年普通科選択

全体の構成がしっかりしており、文章も読みやすくポイントを押さえている。本文中の図
版・表・写真などが適切に配置されている。現代社会を生きてゆく教養を身に付けるのに
適切な教科書である。また、国際社会で活躍する上で役立つ知識を身に付ける一助にもな
る。

45 芸術 3 音楽Ⅱ 教芸 音Ⅱ303 MOUSA2 3年普通科選択

収録されている音楽は、現在流行しているものから、我が国の伝統的な音楽まで取り扱わ
れている。また、他国の様々なジャンルの音楽も含まれており、幅広い知識と教養を身に
つけ、豊かな情操を育むための工夫がなされている。さらに、文章だけでなく、写真や図
を用いて演奏方法や運指等の説明が記載されているので、非常に分かりやすい内容となっ
ており、専門的な内容についての取り扱いもある。

46 芸術 3 美術Ⅱ 日文 美Ⅱ302 高校美術2 3年普通科選択

基礎的な内容をおさえながら、様々な分野の作品が豊富に取り上げられており、幅広い知
識や教養、柔軟な思考力に基づく想像力を育むことのできる内容になっているところが、
本校の生徒の実態に合っている。写真や資料の質、扱いともに適切で、構成も工夫されて
おり、専門的な内容についての取り扱いもある。

47 芸術 3 書道Ⅱ 教出 書Ⅱ303 書道Ⅱ 3年普通科選択
資料、写真、挿絵、図表などが、学習と適切に関わったものであるところが、本校の生徒
の実態に合っている。古典作品の資料が充実しており、我が国の伝統文化に対する生徒の
興味、関心を広げる工夫がされており、専門的な内容についての取り扱いもある。

48 外国語 3
コミュニ

ケーション
英語Ⅲ

数研 コⅢ314
POLESTAR English
Communication III

3年
普通科全員

文化・言語・環境・科学技術など多様な題材を通して、異なる文化や価値観を理解し、幅
広い知識と教養を身につけながら、柔軟な思考力やコミュニケーション能力を培うことが
できる。また、英文の分量・語彙レベルとも、本校普通科の実態に合っている。

49 外国語 3
コミュニ

ケーション
英語Ⅲ

文英
堂

コⅢ316
UNICORN English
Communication 3

3年
理数科全員

「自然科学」「人文科学」「社会科学」の３つの領域の英文がバランスよく配置され、
「未来への手引書」というコンセプトが自らの未来を切り拓く力の伸長につながり、発展
的内容とレベルが本校理数科の実態に合っている。幅広い知識と教養や柔軟な思考力、コ
ミュニケーション能力の伸長に適する内容となっている。

50 家庭 3 児童文化 実教 家庭305 子どもの発達と保育 3年普通科選択

内容は、全分野に渡って詳しく、将来保育士や幼稚園教諭を目指す生徒にとっても十分で
ある。本文だけでなく、写真や図を豊富に使い、理解しやすい工夫がされている。それぞ
れの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、コミュニケーション
能力の伸長につながる内容である。


