
平成28年度使用教科書一覧表　　　県立津名高等学校（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 東書 国総３０２ 精選国語総合 1年全員
現代文・古典ともに教材が充実しており学力に応じた選択がしやすい。定
番教材に加えて現代社会の諸事象を適時性を持って扱った評論教材も多く
収録されている。また、表現分野のバランスも適切である。

2 公民 1 現代社会 実教 現社303 最新　現代社会 １年全員
政治経済と倫理のバランスがよく、現代社会についての基本的事項がわか
りやすく記述され、資料も豊富なので、本校生徒が社会に対する関心を高
めるために適している。

3 数学 1 数学Ⅰ 啓林館 数Ⅰ３０８ 数学Ⅰ １年全員
基本的な問題から発展的な内容まであり、学力差の幅が広い本校の生徒に
適している。また、発展的な問題も含まれており、生徒の思考力・判断
力・表現力を養うことができる。

4 数学 1 数学Ａ 啓林館 数Ａ３０８ 数学Ａ １年全員
課題学習は、学習内容と実生活との関連が十分に図られており、生徒の興
味・関心を高める数学的活動を重視した課題が扱われている。また、簡潔
にまとめられているため本校の生徒の実態に応じた指導ができる。

5 数学 1 数学Ⅱ 啓林館 数Ⅱ３０８ 数学Ⅱ 1年コース
例・例題→問→節末問題→章末問題の順に，段階を追って一定レベルの問
題が過不足なく取り上げられており，その分量も適切である。生徒の興
味・関心を高める数学的活動を重視した問題が配列されている。

6 理科 1 物理基礎 第一学習社 物基310 新物理基礎

１年全員 
　　
　　
３年理系
（生物選択者）

公式の解説などが丁寧で本校の生徒に理解しやすい記述がなされている。
例題の解説も詳細で、生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができ
る。

7 理科 1 生物基礎 数研出版 生基306 生物基礎
１年全員
３年理系
（物理選択者）

内容が豊富かつ丁寧でありつつも各分野のつながりを大切に解説されてお
り、本校の生徒の実態に合っている。理解を深める参考項目や読み物とし
てのコラムも多彩、探究活動・実験ページも分かりやすく、生徒の思考
力・判断力・表現力を養うことができる。

8 保健体育 1 保健 大修館書店 保体301 現代高等 保健体育 １～２年

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。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。

9 芸術 1 音楽Ⅰ 教芸 音Ⅰ３０３ ＭＯＵＳＡ１ １年選択

楽曲、鑑賞教材について学習内容に適していることと、本校の生徒の状況
に合う。また、伝統音楽や諸民族などの世界の伝統音楽、現代、ポピュ
ラーにわたり、幅広い題材が使用され、伝統文化を尊重し、豊かな情操の
育成のための工夫がなされている。

10 芸術 1 美術Ⅰ 日文 美Ⅰ３０２ 高校美術１ １年選択

資料、写真などが学習に適切に関わっていて、本校の生徒に合っている。
我が国の伝統美術や世界の美術作品など、様々なジャンルにわたる作品が
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の工夫がされ
ている。



11 芸術 1 書道Ⅰ 光村 書Ⅰ３０４ 書Ⅰ １年選択

拓本や石碑などの関連資料が本校の授業展開に適しており、本校の生徒の
学習活動に合うように考えられる。様々な時代にわたる作品が幅広く扱わ
れており、伝統文化を尊重し、豊かな情操の育成のための工夫がされてい
る。

12 外国語 1 コミュニケーション英語Ⅰ 啓林館 コⅠ315
LANDMARK　English 
Communication Ⅰ

１年全員

語彙、文法、表現など基礎的・基本的事項の理解や習得のために工夫され
ている点が、本校の生徒の実態に合っている。英文の難易度の配列が考慮
されており段階的な習得に適している。コミュニケーションの基礎的な力
を育成するのに適切な教材である。

13 外国語 1 英語表現Ⅰ 啓林館 英Ⅰ308
Vision Quest English 
ExpressionⅠstandard

１年全員（コース除く）

英語を組み立てる語彙と文法を学びながら、さまざまな場面で活用できる
表現を身につけることができる。異文化を理解し、自ら英語で発信できる
能力を身につけることができるように学習内容がうまく配列されている。
基本的なことから整理できる内容となっている。

14 外国語 1 英語表現Ⅰ 啓林館 英Ⅰ307
Vision Quest English 
ExpressionⅠadvanced

１年コース

英語を組み立てる語彙と文法を学びながら、さまざまな場面で活用できる
表現を身につけることができる。異文化を理解し、自ら英語で発信できる
能力を身につけることができるように学習内容がうまく配列されている。
より実践的な知識や能力を養う内容になっている。

15 情報 1 社会と情報 数研 社情３０５ 高等学校　社会と情報 １年普通科

情報モラルに関する内容が充実しており、また図・表が整理されているた
め、直観的に分かりやすいところが本校の生徒の実態に合っている。実践
的な実習が豊富である。コミュニケーション力を重視していて、実践的な
知識と能力が養える構成になっている。

16 情報 1 情報の科学 数研 情科３０４ 高等学校　情報の科学 １年コース
図・表が豊富で考え方等がわかりやすく解説されており、また、パソコン
を使わない実習も多く用意されているところが本校の生徒の実態に合って
いる。実践的な知識と能力が養える構成となっている。

17 国語 2 現代文Ｂ 第一 現Ｂ３１７ 高等学校現代文Ｂ ２～３年

定番教材の充実に加え、評論教材に、環境・メディア・生命倫理等の豊富
なテーマが網羅されていることが選定理由に挙げられる。様々な視点の文
章を幅広く学ぶことで、より一層生徒の視野を広め、考察力、語彙力の向
上に繋がると考える。

18 国語 2 古典Ｂ 三省堂 古Ｂ３０６ 精選古典Ｂ ２～３年
古文漢文の合本であるためその共通性を意識して学習することができ、中
国の文化を取り入れたうえで我が国独自の発展を遂げたことを理解しやす
い。また、教材が充実しており、学力に応じた教材を選択できる。

19 地理歴史 2 世界史Ｂ 山川 世Ｂ３０４ 詳説世界史 ２～３年選択
史料や写真などの資料が豊富であり、記述もわかりやすい。世界の諸文化
に対する理解を深め、国際感覚を養うために最適であると考える。

20 地理歴史 2 日本史Ｂ 山川 日Ｂ３０１ 詳説日本史 ２～３年選択
内容が豊富で幅広い知識や教養を身につけることができる。また、そのこ
とをつうじて伝統と文化を尊重し、他国を尊重する態度を養うことができ
る。

21 地理歴史 2 地理Ｂ 二宮 地Ｂ３０２ 新編　詳解地理Ｂ ２～３年選択
資料や写真が豊富でグラフや表もわかりやすいため、本校生徒が身近な地
域から国際社会までを幅広く学習できる内容となっている。



22 地理歴史 2 地図 二宮 地図３０４ 高等地図帳 ２～３年選択
地図が豊富で見やすく、資料や統計の内容も適当であることから、本校生
徒が地理Ｂの授業を通して国際理解を深めるために役立つと思われる。

23 数学 2 数学Ⅱ 東書 数Ⅱ３０１ 数学Ⅱ ２年選択
例・例題→問→節末問題→章末問題の順に，段階を追って一定レベルの問
題が過不足なく取り上げられており，その分量も適切である。生徒の興
味・関心を高める数学的活動を重視した問題が配列されている。

24 数学 2 数学Ⅱ 東書 数Ⅱ３０２ 新編数学Ⅱ ２年選択

導入は，数学的活動を取り入れた具体例から入り，数学的な思考力・表現
力が育まれるなど，学習者の意欲を喚起するように配慮されている。特
に，章扉は見開きで構成され，生徒の興味・関心がより高まるように工夫
されている。

25 数学 2 数学Ｂ 東書 数Ｂ３０１ 数学Ｂ ２年選択

「発展的な学習内容」には「発展」マークを付し，本文と明確に区別され
ている。また，関連する内容と同じ章に掲載されていて，本校の生徒に応
じて無理なく扱えるように工夫されている。生徒の思考力・判断力・表現
力を養うことができる。

26 数学 2 数学Ｂ 東書 数Ｂ３０２ 新編数学Ｂ ２年選択

導入は，数学的活動を取り入れた具体例から入り，数学的な思考力・表現
力が育まれるなど，学習者の意欲を喚起するように配慮されている。特
に，章扉は見開きで構成され，生徒の興味・関心がより高まるように工夫
されている。

27 理科 2 化学基礎 東書 化基302 新編化学基礎 ２年選択(α文系）
公式の解説などが丁寧で本校の生徒に理解しやすい記述がなされている。
例題の解説も詳細で、生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができ
る。

28 理科 2 化学基礎 数研 化基308 化学基礎
２年選択
（β文系・コース
文系・理系）

原理の詳細な解説と実験を通じて、化学分野の理解を助けるように工夫さ
れているところが、本校の生徒の実態に合っている。知的好奇心を促す
「発展」事項も豊富で　あり、生徒の思考力・判断力・表現力を養うこと
ができる。

29 理科 2 物理 数研 物理304 物理
２年理系
（物理選択者）

記述内容が充実しており、理解を深める「発展」項目の記載も豊富であ
る。探究活動にも多くのページが割かれており、生徒の思考力・判断力・
表現力を養うことができる。

30 理科 2 生物 数研 生物303 生物
２年理系
（生物選択者）

記述内容が充実しており、理解を深める「発展」項目の記載も豊富であ
る。探究活動にも多くのページが割かれており、生徒の思考力・判断力・
表現力を養うことができる。

31 芸術 2 音楽Ⅱ 教芸 音Ⅱ３０３ ＭＯＵＳＡ２ ２年選択

楽曲、鑑賞教材について学習内容に適していることと、音楽Ⅰからの学習
活動から継続的に指導しやすい。また、伝統音楽、現代、ポピュラーにわ
たり、幅広い題材が使用され、伝統文化を尊重し、豊かな情操の育成のた
めの工夫がなされている。

32 芸術 2 美術Ⅱ 日文 美Ⅱ３０２ 高校美術２ ２年選択

資料、写真などが学習に適切に関わっていて美術Ⅰからの学習活動から継
続的に指導しやすい。我が国の伝統美術や世界の美術作品など、様々な
ジャンルにわたる作品が扱われており、伝統文化を尊重し、豊かな情操の
育成のための工夫がされている。



33 芸術 2 書道Ⅱ 光村 書Ⅱ３０４ 書Ⅱ ２年選択

拓本や石碑などの関連資料が本校の授業展開に適しており、書道Ⅰからの
学習活動から継続的に指導しやすい。様々な時代にわたる作品が幅広く扱
われており、伝統文化を尊重し、豊かな情操の育成のための工夫がされて
いる。

34 外国語 2 コミュニケーション英語Ⅱ 大修館 コⅡ312
Genius English 
Communication Ⅱ

２年全員

テーマが現代的な問題を扱っており、高校生にふさわしい内容である。四
技能のバランスがとれた言語活動があり、コミュニケーションを可能にす
るための文法理解という視点がある。英語運用能力の向上に適切な教材で
ある。

35 外国語 2 英語表現Ⅱ 東書 英Ⅱ301
New Favorite English 
ExpressionⅡ

２年全員
実生活に役立つ表現が豊富に学べる。バリエーションに富んだ活動があ
り、生徒の能動的な取り組みを喚起できる教材である。

36 家庭 2 家庭基礎 東書 家基３０１ 家庭基礎　自立・共生・創造 ２年全員
写真、図、イラストなどの資料が豊富で、生徒の学習意欲が高まる工夫が
されている。各章末にホームプロジェクトのチャート図が掲載され、生徒
が現在、将来にわたって生きる力を身につけられるようになっている。



37 国語 3 国語表現 教育出版 国表３０１ 国語表現 ３年選択

「基礎編」「実践編」「総合編」というという三部構成になっており、基
礎から応用へと学ぶ工夫がなされている。また、国語表現を幅広くとら
え、様々な自己表現の方法を知ることができ、学びを日頃の自己表現に生
かすという視点が感じられる。

38 地歴 3 世界史Ａ 帝国書院 世Ａ３０５ 明解世界史Ａ ３年選択
資料や地図が豊富であり、副教材を用いずに世界史の基本的事項を学習す
るのに適している。

39 地歴 3 日本史Ａ 第一学習社 日Ａ３０４ 高校日本史Ａ ３年選択

東アジアとの関わりが豊富であることから、国際社会で通用する歴史認識
を育成できる内容となっている。また、本文記述が理解できるよう、史料
や地図、写真を多用するなど工夫がなされているところが、本校の生徒の
実態に合っている。

40 公民 3 倫理 実教 倫理301 高校倫理 ３年選択
思想の分野において、人間にとっての、歴史の起源と目標がわかりやすく
記述されており、生き方について深く考えられる。資料も豊富かつ適切
で、生徒の主体的な取り組が出来る内容となっている。

41 数学 3 数学Ⅲ 東書 数Ⅲ３０１ 数学Ⅲ ３年選択
例・例題→問→節末問題→章末問題の順に，段階を追って一定レベルの問
題が過不足なく取り上げられており，その分量も適切である。生徒の思考
力・判断力・表現力を養うことができる。

42 数学 3 数学活用 啓林館 数活３０２ 数学活用 ３年選択
数学の面白さや、日常生活への応用など、問題を解くこと以外の内容に取
り組み、楽しさを見つけるのに良い教材だと考えられる。生徒の興味・関
心を高める数学的活動を重視した問題が配列されている。

43 外国語 3 コミュニケーション英語Ⅲ 啓林館 コⅢ313
LANDMARK　English 
Communication Ⅲ

３年選択・コース以外

コミュニケーション英語Ⅰ、Ⅱで身につけた語彙や文法を確認しながら、
段落ごとの文の構成や全体を見る力を養うことができる。文章のより深い
理解とコミュニケーション能力の育成に役立つ教材である。

44 外国語 3 コミュニケーション英語Ⅲ 桐原 コⅢ322
Pro-Vision English 
Communication Ⅲ

３年コース

コミュニケーション英語Ⅰ、Ⅱで身につけた語彙や文法を確認しながら、
段落ごとの文の構成や全体を見る力を養うことができる。文章のより深い
理解とコミュニケーション能力の育成に役立つ教材である。文内容の深さ
からより実践的な学びができる。

45 家庭 3 家庭(専門) 実教 家庭３０５ 子どもの発達と保育 ３年選択

全ページが見やすいカラーになっていて、図や写真、イラストなどが豊富
に取り入れられている。子どもや保育に関する身近な話題などが掲載さ
れ、生徒の興味・関心をひきつけられ、生徒の思考力・判断力、コミュニ
ケーション能力を養う工夫がされている。

46 情報 3 情報(専門) 実教 情報３０１ 情報の表現と管理 ３年選択

図解・イラストによって視覚的に理解でき、情報発信のための表現方法を
具体的な事例から学ぶことができるところが本校の生徒の実態に合ってい
る。情報の管理では情報セキュリティにも配慮されており、実習を通して
学習できるようになっている。



情報 3 情報(専門) 実教 情報３０５ アルゴリズムとプログラム ３年選択

図解による説明が丁寧であり、視覚的に理解しやすいところが本校の生徒
の実態に合っている。プログラムを作成する例題では，考え方やアルゴリ
ズム、プログラムリストとその解説、入出力結果、解説などが適宜入って
おり、柔軟な思考力に基づく判断力や創造力が養える構成となっている。
巻末に、教科書で扱っているプログラム言語別に文法のまとめがあり、実
習で有効に利用できる。


