
平成30年度使用教科書一覧表　　　県立湊川高等学校（定時制課程）

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 国総 362 高等学校 改訂版 新編国語総合 １・２年全員

現代の青年の心情を読解する作品から古典作品まで、基礎的な内容を中
心に学びが深まるように構成されており、内容量も精選され、表現や表
記が理解しやすく工夫され、国語を適切に表現し的確に理解する能力を
育成し、本校の生徒が学ぶに適していると考えられる。

2 公民 1 現代社会 帝国 現社　318 高等学校　新現代社会 １年全員

昨今の時事に関する説明が写真などを用いて分かりやすく説明されてい
る。現代社会の諸課題について豊富な表やグラフ、解説があり、幅広い
知識と教養を身につけ、各自の資料を読む力や考える力などを養うこと
ができるようになっている。

3 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ  331 改訂版　新　高校の数学Ⅰ １・２年全員

基礎・基本を中心とした内容が多く盛り込まれているうえ、基礎・基本
の解説が非常に丁寧である。教材の注釈なども非常に丁寧である。コラ
ムや課題学習も盛り込まれており、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内容となっている。

4 理科 1 科学と人間生活 啓林館 科人　302 科学と人間生活 １年全員

図説や資料が豊富に組み込まれており、生徒の興味・関心を喚起しなが
ら学習が進められるよう工夫されている所が、本校の実態に合ってい
る。生活の中に主体的な問題解決への意欲を喚起し、科学に親しみがも
てるような構成である。

5 保健体育 1 保健体育 大修館 保体　305 最新高等保健体育改訂版 １・２年全員

図や表、コラムなども多く、生徒にとって身近な内容が取り上げられ、
興味・関心に対する配慮がなされており、本校の生徒の実態に合ってい
ると考えた。生徒の心身の健康や幅広い知識や教養を身につけるため、
また人権にも配慮されるなど、道徳心、公共の精神や人権尊重の精神に
基づいた工夫もされている。

6 外国語 1
コミュニ

ケーション
英語Ⅰ

開隆堂 コⅠ　331
Revised ENGLISH　NOW

English　Communication
Ⅰ

１・２年全員

基礎的な内容の学習が体系的に行えるように配置され、中学の復習に重
点を置いているところが、本校の生徒の実態に合っている。身近な題材
が取り上げられており、コミュニケーションを支える文法が重視されて
おり、幅広い知識と教養、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。

7 家庭科 1 家庭基礎 開隆堂 家基　317 家庭基礎　明日の生活を築く １年全員

図や写真が豊富に使われており、生徒の興味・関心を引き、理解しやす
い内容となっている。そして、新しい法律の改正などにも対応しており､
時事問題にも目を向けられる内容である。また、自らの生活と照らし合
わせることで、問題解決への意欲を喚起し、知識・技能の定着を図りや
すい。

8 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
イラストや写真を盛り込んだ図表が多く、本校生徒の実態に合ってい
る。今日的課題についてわかりやすく、生徒の思考力・コミュニケー
ション能力を養うことが出来る。

9 地理歴史 2 日本史A 清水 日Ａ　310 高等学校　日本史Ａ　新訂版 ２・３・４年選択
史料や写真などの諸資料が豊富であることが本校の生徒の実態に合って
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。

10 地理歴史 2 地理A 清水 地Ａ　311 高等学校　現代地理Ａ　新訂版 ２年全員

日本のみならず、世界の地域の現状と課題やその背景についての記述が
充実しているので、生徒が興味・関心をもち学習することができる。こ
れによって得られる幅広い知識と教養を活用しながら自らの目標を実現
しようとする人材の育成ができるようになっている。

11 理科 2 化学基礎 東書 化基　314 改訂　新編化学基礎 ２・３・４年選択

身近な生活に関連した内容が多く、生徒が興味を持って学習できるよう
な内容になっている。基本的な事項を中心にまとめてあるため、本校生
徒にとって利用しやすい。生活の中に主体的に問題解決への意欲を喚起
し、基礎・基本の定着と知識の活用ができるような構成である。

印 



12 理科 2 生物基礎 東書 生基　312 改訂　新編生物基礎 ２年全員

写真や図が豊富に使われ、基礎･基本の内容が充実しており、本校生徒が
学習しやすい内容になっている。生命現象のテーマがバランスよく取り
上げられており、幅広い知識を身につけ、命や自然を大切にする態度を
養うことができる。

13 芸術 2 書道Ⅰ 光村 光村　 308 書Ⅰ 2年全員

基礎的な書道の分野で「なぜ」「どのように」学び、我が国の伝統と文
化を確認し、生徒が主体的に学習に取り組めるよう配置されている。主
要古典が原寸大で載っており特徴がわかりやすく解説されている。ま
た、臨書する上で２つ折りになり、資料も豊富である。

14 国語 3 国語表現 大修館 国表 307 国語表現 改訂版 ３年全員
表現力を培うをテーマに、基礎的な内容を中心に具体的な表現活動を通
し、日常生活での会話からネット社会とのコミュニケーションまで身に
つける工夫がなされ、本校生徒が学ぶに適していると考えられる。

15 地理歴史 3 世界史A 第一 世Ａ　３１７ 高等学校　改訂版　世界史Ａ ３年全員

世界の歴史を学ぶと共に、その時代に日本がどういう状態であったかが
分かる構成になっている。よって世界の動きに日本がどう対応したかを
知ることによって、自国の伝統と文化がどのように発展・継承されてき
たかがわかるようになっている。

16 公民 3 政治・経済 実教 政経　313 最新政治・経済　新訂版 ３年選択
最新の経済情報や国際情勢を通じて、幅広い経済的知識や様々な教養を
身につけることができる構成になっている。また法律などの解説も、図
解などで分かりやすく学ぶことができるようになっている。

17 数学 3 数学A 数研 数Ａ  331 改訂版　新　高校の数学Ａ ３年全員

内容が中学の復習から取り扱うなど、基礎・基本を確認することができ
る教科書となっている。また、基礎・基本の解説が非常に丁寧であるう
え、絵などの解説も詳しく書かれており、本校生徒の実態に適してい
る。コラムや課題学習の内容も充実しており、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教材である。

18 理科 3 地学基礎 第一 地基　310 高等学校　改訂　地学基礎 ３年選択
写真や図が豊富に使われており、生徒が興味をもって学習できるような
内容になっているところが、本校の実態に合っている。探究活動の項目
も充実しており、生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができる。

19 外国語 3 英語表現Ⅰ 三省堂 英Ⅰ　325
SELECT　English

ExpressionⅠNew Edition
３年全員

文法項目が分かりやすくイラストで図解されており、文法の特徴が視覚
的に理解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。スポーツ・芸能・芸術・自然科学・異文化・職業・平和・
生き方など多彩なテーマが取り上げられており、幅広い知識と教養・柔
軟な思考に基づく判断力や創造力を培うことができる内容となってい
る。

20 工業 3 情報技術基礎 実教 工業　385 情報技術基礎　新訂版 ３年選択

図表や写真が新しくなり、効果的な解説により理解しやすい構成となっ
ているところが本校生徒の実態に合っている。情報に関する今日的課題
についてわかりやすく、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。

21 国語 4 現代文 東書 現Ａ 306 現代文Ａ ４年全員

現代、近代、詩歌と作品配列され、文学・社会・言語等幅広い視点で社
会に開かれてゆく構成で、内容量も精選されたもので、表現や表記が理
解しやすいように工夫され、本校生徒が学ぶに適していると考えられ
る。

22 数学 4 数学活用 実教 数活 301 数学活用 4年全員

内容が本校の生徒の実態に合っており、図が丁寧でわかりやすい。取り
組む内容も身近に感じられるものが多く、生徒が興味を持ち、主体的に
問題解決に取り組むことができ、基礎・基本の定着と知識・技能の活用
ができる。

23 芸術 4 美術Ⅰ 日文 美Ⅰ　302 高校美術１ 4年選択
資料、写真、挿絵、図表など本校生徒の学習態度に合っている。又、伝
統と文化を尊重し、異なる文化や価値観を学びとり、志をもって自らの
未来を切り拓く力を培う。



24 芸術 4 書道Ⅱ 光村 光村　 308 書Ⅱ 4年選択

我が国の伝統と文化を再確認するためにも、各書体の学習で臨書、鑑
賞、創作の流れで段階的に組織されている。また創造的な活動を通し
て、生涯にわたり書を愛し個性豊かな表現と鑑賞の能力を伸ばせるよう
配慮されている。そのため、創造性やチャレンジ精神を育てることがで
きる。

25 外国語 4 英語会話 三省堂 英会　302 SELECT　English　Conversation　 ４年全員

文法・語法上のポイントが分かりやすくまとめられており、語彙・表現
も身近な話題が中心となっており、本校の生徒の実態に合っている。異
文化理解にも役立つ、海外生活に必要な会話基本表現が学習でき、異な
る文化や価値観を理解し、国際社会の平和や発展に貢献する力を培うこ
とができる内容となっている。

26 商業 4 ビジネス基礎 東法 商業　335 ビジネス基礎　新訂版 4年選択

イラスト、図、写真が充実しているので本校の生徒が積極的に学ぶこと
ができる構成となっている。また、豊富なコラムと事例、演習問題な
ど、実践的な内容が掲載されているため、幅広い知識と勤労を重んじる
実践的な態度を育むことができる。


