
令和２年度使用教科書一覧表　　　県立網干高等学校（通信制課程）

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　332 新編国語総合 １年次全員ほか
単元の配置が精選されており、生徒が興味関心を持って取り組めるように工夫がなされている。語彙力を
つける学習も充実している。
現代文と古文において、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～ 世界史Ｂ 帝国 世Ｂ　312 新詳　世界史Ｂ １年次全員ほか
章毎にそのポイントを示している。重要語句の解説をつけている。エピソードやテーマ学習が興味深い。
丁寧な記述など、自分で教科書を楽しく読み進め、理解していくことができる内容となっている。興味深
く学習でき、他国を尊重する態度が自然に養われる。

3 公民 1 現代社会 清水 現社　316 高等学校　現代社会　新訂版 １年次全員ほか
難しい内容を簡潔明瞭に記述しており、生徒の理解が深まりやすい工夫がみられる。グラフ・新聞写真・
図を用い、視覚の面からも理解しやすい内容となっている。現代社会が抱える諸問題がわかりやすく説明
されており、地域の課題の解決に参画する態度が養える。

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年次全員ほか
章毎に簡潔にまとめてあり、図表が多く取り入れられている。このことが生徒の理解に役立っている。用
語解説も適宜してあり、自学自習の場面の多い本校生徒に適した教科書であり、生徒の思考力・判断力・表現
力を養うことができる。

5 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年次全員ほか
他社と比べて簡潔明瞭に記述しており、色遣いが鮮やかである。生徒の理解はもちろん意欲関心が深まり
やすくなっている。用語解説も詳しく記載されており、理解が深められる。健やかな体の育成、健全な情操の
育成が興味深く学ばべる内容である。

6 家庭 1～ 家庭総合 実教 家総　309 新家庭総合　パートナーシップでつくる未来 １年次全員ほか
子どもが健やかに育つ環境、日本の食文化、ライフステージと経済計画などの項目では、通信制の生徒の実態に即した内容が簡
潔に提示されているので、生活を実践するうえで、有意義であると思われる。人間尊重の精神の育成、社会の仕組み、多様な人
と共生する態度が学べる。

7 情報 1 社会と情報 日文 社情　306 社会と情報 １年次全員ほか
事例・参考・写真・図説などがあり、生徒の興味・関心を持って社会と情報に関する基礎的な知識と技術
を身に付けることができる内容となっている。主体的に社会に参画する能力・態度が育成できる。

8 国語 2～ 国語表現 教出 国表　306 国語表現　改訂版 ２年次以上選択
コミュニケーション能力の向上に配慮し、生徒が取り組みやすい内容となっている。図表や文章の配置が適切で、自分で学習す
る際にも理解しやすいように工夫されている。資料等に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な
されている。

9 国語 2～ 現代文Ｂ 第一 現Ｂ　340 高等学校　改訂版　標準現代文Ｂ ２年次以上選択
単元の配置が精選されており、生徒が興味関心を持って取り組めるように工夫がなされている。語彙力を
つける学習も充実している。日本文学の分野で豊かな情操や道徳心育成にも寄与できる内容が多い。テーマ別学習の
記載は言語活動を含めたコミュニケーション能力育成を望める。

10 国語 2～ 古典Ｂ 第一 古Ｂ　353 高等学校　改訂版　標準古典Ｂ ２年次以上選択
単元の配置が精選されており、学習に取り組みやすいように資料が豊富に掲載されている。生徒が自分で
学習しやすいように工夫がなされている。また、我が国の伝統的な文化や語学文化に対する生徒の興味関心が広がる
工夫がなされている。

11 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年次以上選択
生徒が関心・興味を持ちやすい題材がとりあげられているだけでなく、日本の歴史の背景を深く掘り下げ
ているコラムがあり、幅広い学習に適している。注釈も詳しい。我が国の伝統と文化の理解だけでなく、他国との
関係の理解も深まる内容が多い。

12 地理歴史 2～ 地理Ａ 帝国 地Ａ　312 高校生の地理Ａ ２年次以上選択
旅行者として、世界各地を訪れるという切り口で、生徒の興味・関心を刺激している。他国を尊重する態度
が養えるとともに、我が国のすばらしさを改めて実感できる内容である。防災・資源などの単元は当事者としてどうかかわる
か、という形で考えられるよう工夫されている。

13 地理歴史 2～ 地図 二宮 地図　312 基本地図帳　改訂版 ２年次以上選択
大判で見やすい。地域図が地球上でどこにあるかを示す図、世界遺産や歴史的地名の過不足ない記載、興
味を引き、整理しやすい事項、索引、国旗を地図上で示すなど多くの工夫が見られ、他国のすばらしさが実感
でき、他国を尊重する態度が養われる。

14 公民 2～ 倫理 東書 倫理　311 倫理 ２年次以上選択 「青春期の課題と自己形成」が理解しやすい記述になっている。「人間としての自覚」特に中国の粗相に詳しい
記述となっており、自己の生き方を考えさせる工夫がみられる。

15 公民 2～ 政治・経済 清水 政経　315 高等学校　新政治・経済　新訂版 ２年次以上選択
各分野における重要事項・語句がもれなく記載されている。また、現代の諸課題にも多方面からアプロー
チしているなど、内容が充実している。丁寧で詳細な記述なので、自分で教科書を読み進め、理解してい
くことができる。よりよい社会づくりに必要な基礎的知識・能力を身につけることができる。

16 数学 2 数学Ⅰ 東書 数Ⅰ　319 改訂　新数学Ⅰ ２年次全員ほか
日常生活と結びついた例を取り上げるなどの工夫がみられ、図やイラストなどもわかりやすく書かれてい
る。数学が不得意な生徒が自学自習するときにも比較的使いやすい内容である。本校生徒の実態に良く
あっており、生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができる。

17 数学 2～ 数学Ⅱ 東書 数Ⅱ　319 改訂　新数学Ⅱ ２年次以上選択
導入に他の教科書より日常の素材を多く取り扱っている。身近に感じられる内容に加えて、自学自習の場
面の多い本校生徒の教科書として最適なものであり、生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができる。
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18 数学 2～ 数学Ａ 東書 数Ａ　319 改訂　新数学Ａ ２年次以上選択
日常生活と結びついた例を取り上げるなどの工夫がみられ、図やイラストなども分かりやすく書かれてい
る。生徒が自学自習するときにも比較的使いやすい内容である。本校生徒の実態に良くあっており、生徒
の思考力・判断力・表現力を養うことができる。

19 数学 2～ 数学Ｂ 数研 数Ｂ　329 改訂版　新　高校の数学Ｂ ２年次以上選択
説明が丁寧で、わかりやすく示されている。節の内容が細分化されてまとめられており、生徒が自学自習
するときにも使いやすい内容である。本校生徒の実態に良くあっており、生徒の思考力・判断力・表現力を養う
ことができる。

20 理科 2～ 物理基礎 東書 物基　312 改訂　新編物理基礎 ２年次以上選択
全国高等学校通信制教育研究会がこの教科書に準拠し学習書を発行しており、通信制の生徒に最も適して
いる。図や写真が工夫され、興味を引く内容がわかりやすく掲載されている。単元の初めに学習課題が提
起さ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。

21 理科 2～ 化学基礎 東書 化基　314 改訂　新編化学基礎 ２年次以上選択
全国高等学校通信制教育研究会がこの教科書に準拠し学習書を発行しており、通信制の生徒に最も適して
いる。図や写真が工夫され、身の回りのものから化学の興味を引く内容がわかりやすく掲載されている。
コラムや探究活動では、生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができる。

22 理科 2～ 生物基礎 東書 生基　312 改訂　新編生物基礎 ２年次以上選択
全国高等学校通信制教育研究会がこの教科書に準拠し学習書を発行しており、通信制の生徒に最も適して
いる。図や写真が工夫され、興味を引く内容がわかりやすく掲載されている。コラムや探究活動では、生
徒の思考力・判断力・表現力を養うことができる。

23 理科 2～ 地学基礎 東書 地基　306 改訂　地学基礎 ２年次以上選択
図や写真が工夫され、地学について興味を引く内容がわかりやすく掲載されている。通信制の生徒が自学
自習するうえで使いやすい内容である。コラムや探究活動では、生徒の思考力・判断力・表現力を養うこ
とができる。

24 芸術 2 音楽Ⅰ 教出 音Ⅰ　307 音楽Ⅰ改訂版Tutti ２年次選択ほか

幅広いジャンルから教材性の高い楽曲がバランスよく選曲されており、全ページオール４色化等レイアウ
トが工夫されている。本校生徒が自学自習するうえで使いやすい教科書である。日本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がされて
いる。

25 芸術 2～ 音楽Ⅱ 教出 音Ⅱ　307 音楽Ⅱ改訂版Tutti ２年次以上選択
教材性の高い楽曲がバランスよく選曲されており、レイアウトも学習しやすいように工夫がされている。
本校生徒が自学自習するうえで使いやすい教科書である。日本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がされている。

26 芸術 2 美術Ⅰ 日文 美Ⅰ　302 高校美術１ ２年次選択ほか
対比による編集がなされており、他の教科書より直感的に理解でき、美術の基礎・基本を大切にした構成
でわかりやすいく、作品の美しさを生かしたレイアウトなので本校生徒の教科書として最適なものであ
る。様々な芸術作品やその表現方法が興味を引き、生徒の豊かな情操の育成に寄与できる。

27 芸術 2～ 美術Ⅱ 日文 美Ⅱ　302 高校美術２ ２年次以上選択
他の教科書より生徒の興味をひく、親しみやすい作品が多く選ばれており、取り組みやすく、バランスの
よい題材設定であり、見た目にも直感的で理解しやすいレイアウトであるので本校生徒の教科書として最
適なものである。様々な芸術作品やその表現方法が興味を引き、生徒の豊かな情操の育成に寄与できる。

28 芸術 2 書道Ⅰ 東書 書Ⅰ　305 書道Ⅰ ２年次選択ほか
図や写真を多く使っており見やすい。身近な題材を多く取り入れており、親しみながら書道の基礎を修得
できる。本校生徒が自学自習するうえで使いやすい教科書といえる。我が国の伝統と文化のすばらしさが実感で
きる。

29 芸術 2～ 書道Ⅱ 東書 書Ⅱ　305 書道Ⅱ ２年次以上選択
書の歴史的なこともカバーしてあり興味を引く。書体などについて詳しくまとめてあり、理解しやすい。
書体の対などがわかりやすく編集してあり、見ていて飽きない教科書であり、本校生徒の教科書として最
適である。我が国の伝統と文化のすばらしさが実感できる。

30 外国語 2 コミュニケーション英語Ⅰ 東書 コⅠ　328 All Aboard! English Communication Ⅰ ２年次全員ほか 全レッスン一貫してシンプルですっきりした構成でまとめられており、自ら学び、考え発信する能力を育てる
多彩な活動ができるように配慮されている。

31 外国語 2～ コミュニケーション英語Ⅱ 東書 コⅡ　326 All Aboard! English Communication Ⅱ ２年次以上選択 学習者のコミュニケーション能力向上に配慮し、生徒が取り組みやすい内容となっている。その上、教材の内容バランス、全
体的な分量も適切である。

32 外国語 2～ 英語会話 東書 英会　301 Hello there!  English Conversation ２年次以上選択
易しい言語材料で「自分のこと」から始め、だんだん「世界」を広げていけるよう構成され、教材も自然
なレッスンの流れの中に適切に配置されている。会話力が身につき、コミュニケーション能力の伸長に繋がる。

33 商業 2～ 商業 実教 商業　334 ビジネス基礎　新訂版 ２年次以上選択
事例・参考・写真・図説などがあり、生徒の興味・関心を持ってビジネス基礎に関する基礎的な知識と技
術を身に付けることができる内容となっている。主体的に社会に参画できる能力・態度を育成できる。

34 商業 2～ 商業 実教 商業　336 マーケティング　新訂版 ２年次以上選択
事例・参考・写真・図説などがあり、生徒の興味・関心を持ってマーケッティングに関する基礎的な知識
と技術を身に付けることができる内容となっている。主体的に社会に参画できる能力・態度を育成できる。



35 商業 2～ 商業 実教 商業　316 ビジネス経済 ２年次以上選択
事例・参考・写真・図説などがあり、生徒の興味・関心を持ってビジネス経済に関する基礎的な知識と技
術を身に付けることができる内容となっている。主体的に社会に参画できる能力・態度を育成できる。

36 商業 2～ 商業 実教 商業　326 ビジネス経済応用 ２年次以上選択
ビジネス経済に対して、発展的な事例・参考・写真・図説などがあり、応用的な知識と技術を身に付ける
ことができる内容となっている。主体的に社会に参画できる能力・態度を育成できる。

37 商業 2～ 商業 実教 商業　327 経済活動と法　新訂版 ２年次以上選択
事例・参考・写真・図説などがあり、生徒の興味・関心を持って経済活動と法に関する基礎的な知識と技
術を身に付けることができる内容となっている。主体的に社会に参画できる能力・態度を育成できる。

38 商業 2～ 商業 実教 商業　338 新簿記　新訂版 ２年次以上選択
事例・参考・写真・図説などがあり、生徒の興味・関心を持って簿記に関する基礎的な知識と技術を身に
付けることができる内容となっている。主体的に社会に参画できる能力・態度を育成できる。

39 家庭（専門） 2～ 家庭（専門） 実教 家庭　311 子どもの発達と保育　新訂版 ２年次以上選択
生徒が興味・関心を持って取り組めるように工夫がなされている。図表がわかりやすく配置が適切で、自
分で学習する際にも理解しやすいように工夫されている。「子どもとともに育ち合う」をテーマに、豊か
な情操、命を大切にする態度、人間尊重の精神が育成できる。

40 家庭（専門） 2～ 家庭（専門） 実教 家庭　313 フードデザイン　新訂版 ２年次以上選択
内容説明やまとめ方が良く、レポート学習をさせるうえで、適切であると思われる。また、調理実習内容
の提示が豊富で、分類がわかりやすく、献立の組み合わせ変更もしやすい。食生活の在り方を考えること
により、健やかな体を作る基礎・基本の知識・技能が身につく。

41 情報（専門） 2～ 情報（専門） 実教 情報　301 情報の表現と管理 ２年次以上選択
事例・参考・写真・図説などがあり、生徒の興味・関心を持って情報の表現と管理に関する基礎的な知識
と技術を身に付けることができる内容となっている。情報化社会に対応し、よりよい社会づくりに貢献できる
態度が培われる。


