
令和４年度使用教科書一覧表　　　県立伊川谷北高等学校（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 現代の国語 明治 現国711 精選　現代の国語 １年全員

現代の社会生活に必要とされる論理的な文章及び実用的な文章がバランス
良く配置され、学習指導要領の内容「Ａ話すこと・聞くこと」、「Ｂ書く
こと」、「Ｃ読むこと」の言語活動を十分に行うことができる教材となっ
ている。また、人間、社会、自然などに広く目を向け、考えを深めること
ができる内容となっており、本校が推進する探求的な学びを実現し、幅広
い知識と教養を身につけることができると考えた。

2 国語 1 言語文化 明治 言文711 精選　言語文化 １年全員

古典及び我が国の伝統と文化や古典に関連する近代の文章がバランス良く
配置され、様々な時代の人々のものの見方、感じ方、考え方に理解を深め
ることができる内容となっている。また、作品を通して自分の生まれた国
や郷土の文化に造詣を深めることができ、ふるさと兵庫や日本を愛する心
の育成に資する学びができると考えた。

3 地理歴史 1 歴史総合 第一 歴総710 高等学校　歴史総合 １年全員

基礎的・標準的な学習内容が重視されており、分量も妥当である。平易な
文章や丁寧な注、ダイナミックに掲載された図版、さまざまな特集やコラ
ムなどによって、生徒の興味・関心を喚起する工夫がなされている。随所
に設けられた問いや豊富に掲載された諸資料、さまざまな特集などによっ
て、社会的事象の歴史的な見方・考え方を養い、主体的・対話的で深い学
びを実現できる教科書である。

4 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ713 高等学校　数学Ⅰ １年全員
例題がスタンダードでかつ重要なものが選ばれており、その解説・解答な
ども全体的にしっかりと記述されている。さらに、教科書傍用問題集のラ
インナップも豊富で、本校の生徒に演習してほしいものが多い。

5 数学 1 数学Ａ 数研 数Ａ713 高等学校　数学Ａ １年全員
例題がスタンダードでかつ重要なものが選ばれており、その解説・解答な
ども全体的にしっかりと記述されている。さらに、教科書傍用問題集のラ
インナップも豊富で、本校の生徒に演習してほしいものが多い。

6 理科 1 物理基礎 数研 物基708 新編　物理基礎 １年全員
丁寧な記述内容や図表、写真が多く使用され、身近な例を出し物理現象が
理解できるように考えられている等、本校の生徒の実態に即しており、思
考力を培うことができる。

7 理科 1 生物基礎 数研 生基707 生物基礎 １年全員
内容が厳選されており、簡潔によくまとめられている。教える流れも学習
に適しており、写真や図解も豊富で授業を行いやすいため。

8 保体 1 保健体育 大修館 保体701 現代高等保健体育 １年全員
従来使用してきた教科書と同程度の難易度であり本校生徒にあっていると
思われる。また、生徒の健やかな成長、豊かな情操を育む工夫がなされて
いる。

9 芸術 1 音楽Ⅰ 教芸 音Ⅰ703 MOUSA１ １年選択
歌唱・器楽・鑑賞のバランスが良く掲載されており、音楽に対する幅広い
興味関心を引き出せると考える。写真や解説がわかりやすい。掲載曲の内
容等が本校生徒に適している。

10 芸術 1 美術Ⅰ 日文 美Ⅰ702 高校生の美術１ １年選択
指導要領改訂のため選定した。扱っている内容が本校の生徒に適してい
る。図版の数が多く、技法的な記述も多く掲載されている。更にデジタル
コンテンツも充実しており具体的で深い学習ができる。

11 芸術 1 書道Ⅰ 東書 書Ⅰ701 書道Ⅰ １年選択
指導要領改訂のため選定した。古典法帖の種類、掲載部分が多種あり、
ICT化による技法説明や幅広い知識、創造力が培われる工夫がされており
本校の授業に適している。

12 外国語 1 英語コミュニケーションⅠ 啓林館 ＣⅠ713 LANDMARK English Communication Ⅰ １年全員
日常的、社会的なテーマの両方から生徒の興味をひくトピックを扱ってい
る。また多様なジャンルの英文が掲載されており、実際の言語使用の場面
を想定した言語活動を行うことができる。



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

13 外国語 1 論理・表現Ⅰ 桐原 論Ⅰ714 FACTBOOK English Logic and Expression I １年全員

実社会において必要なコミュニケーションを英語で行うための技能を身に
つける工夫がされている。また様々な場面を想定したスピーキングおよび
ライティングタスクが充実しており、目的に応じた自己表現を促す内容と
なっている。

14 家庭 1 家庭基礎 実教 家基705 家庭基礎　気づく力 　築く未来 １年全員
資料が豊富に掲載され、知識と技能のバランスがよい。生徒が自ら考え、
行動できる工夫がなされている。持続可能な社会に向けて必要な資質・能
力を育むことができる内容で本校生徒に適している。

15 情報 1 情報Ⅰ 東書 情Ⅰ701 新編情報Ⅰ １年全員

情報Ⅰで扱う４つの分野がバランスよく配置されており、導入のイラスト
や豊富な図版・コラムがわかりやすく本校生の実態に合っている。周囲と
コミュニケーションを図りながら問題を発見し、創造的に解決する能力を
養うことができる内容となっている。

16 国語 2 現代文Ｂ 第一 現Ｂ339 高等学校 改訂版 現代文Ｂ ２年全員
幅広いジャンルから難易準に配置され、学習しやすい工夫がなされてい
る。単元ごとのテーマ解説があり、歴史的背景などの知識をもとにして作
品の理解を深めることができる。

17 国語 2 古典Ｂ 第一 古Ｂ350 高等学校 改訂版 古典Ｂ古文編 ２年全員
古文で学ぶべき定番教材から幅広く豊富に教材を採録している。言語活動
にも対応できるような設定がなされており、主体的・対話的な深い学びが
できるよう工夫されている。

18 国語 2 古典Ｂ 第一 古Ｂ351 高等学校 改訂版 古典Ｂ漢文編 ２年全員
古文で学ぶべき定番教材から幅広く豊富に教材を採録している。言語活動
にも対応できるような設定がなされており、主体的・対話的な深い学びが
できるよう工夫されている。

19 地理歴史 2,3 世界史Ａ 帝国 世Ａ314 明解 世界史Ａ ２年理系・文芸系選択、３年芸系選択

写真・地図・文字が大きく、非常に見やすい。見開きで完結しているた
め、教員、生徒共に授業がしやすいように思われる。そして、どの節の最
初にも、全体の流れがわかるように年表、地図が載せられている。また、
左端に地域インデックス、両端にはその単元と関係のあるページが記され
ており、地域ごとの通史を勉強できるようにしてある。また、歴史だけで
なく当時の人々の生活がどのようなものであったか、「クローズアップ」
のところでわかるようにしてある。

20 地理歴史 2 世界史Ｂ 山川 世Ｂ310 詳説世界史　改訂版 ２年文芸系選択

単元ごとに各時代・各地域の歴史が概説としてまとめられており、歴史の
流れをつかむのに便利で、地図も利用できるものが多く地理的視点の重要
性に気付かせやすい。諸地域の国家や思想・宗教，社会・経済が，独特の
展開を見せながらも共通の人類的課題に向かい合う中でゆるやかに重なり
あい、今日の社会の成り立ちと関わっていることを考察するのに適してい
る。また、日本の歴史と世界の歴史のつながりに気付かせる上で重要な日
本史関係の記述の内容が充実している。

21 地理歴史 2,3 日本史Ａ 清水 日Ａ310 高等学校 日本史Ａ 新訂版 ２年文芸系選択、３年芸系選択

丁寧で分かりやすい記述がなされており、史料や写真、グラフなどの諸資
料が豊富であり、本校生徒の実態にあっている。国際社会の動向や地理的
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。また我
が国の伝統と文化を基礎として、創造性やチャレンジ精神を持って国際社
会に貢献できる人間を培うことができる内容である。

22 地理歴史 2 日本史Ｂ 実教 日Ｂ312 日本史Ｂ 新訂版 ２年文芸系選択
歴史事項の取り扱いがリベラルであり、土地制度についても生徒に理解し
やすい記述となっている。本校生に最も適していると考える。

23 地理歴史 2 地理Ｂ 二宮 地Ｂ305 新編　詳解地理Ｂ改訂版 ２年理系

本文の内容が豊富で充実しているほか、図表や写真が多く授業における生
徒の興味・関心を高める構成となっており、本校の生徒の特性に合ってい
ると考える。また、国際社会に生きる上での教養が身につくようになって
いる。



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

24 地理歴史 2 地図 帝国 地図310 新詳高等地図 ２年理系
地域理解に適した構成であり、見開き1ページで見やすいことが本校の生
徒の特性に合っている。地球的規模の課題についても、見やすく表現され
ており、幅広い知識と教養を培うことができる。

25 公民 2 倫理 実教 倫理312 高校倫理 新訂版 ２年文芸系

本文の叙述がよくこなれており、一方、注釈が詳しく、全体のレイアウト
がすっきりしていて、理解しやすい。写真や図版も視覚に訴えてバランス
よく配置されており、授業をスムーズに進められる。幅広い知識と教養、
柔軟な思考力に基づく判断力や想像力、コミュニケーション能力を養うこ
とのできる内容となっている。

26 数学 2 数学Ⅱ 数研 数Ⅱ328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ ２年理系・文芸系選択

例題がスタンダードでかつ重要なものが選ばれており、その解説・解答な
ども全体的にしっかりと記述されている。さらに、教科書傍用問題集のラ
インナップも豊富で、本校の生徒に演習してほしいものが多い。

27 数学 2 数学Ｂ 数研 数Ｂ326 改訂版　高等学校　数学Ｂ ２年理系・文芸系選択

例題がスタンダードでかつ重要なものが選ばれており、その解説・解答な
ども全体的にしっかりと記述されている。さらに、教科書傍用問題集のラ
インナップも豊富で、本校の生徒に演習してほしいものが多い。

28 理科 2 物理 数研 物理313 改訂版　物理 ２年理系選択

図表や写真が多く使用し、物理現象をイメージしやすいよう工夫されてい
る。必要に応じて物理基礎の復習などを網羅し、物理が体系的に理解でき
るように配慮されている。以上の内容が本校の特性に合っており、生徒の
思考力・判断力・表現力を養うことができる。

29 理科 2 化学基礎 数研 化基309 高等学校　化学基礎 ２年理系

論理的で丁寧に記述されており、イラストや写真もシンプルかつ分かりや
すくまとめられているので、現象や原理のイメージがしやすい。また、各
章の最後に簡潔に整理された『まとめ』が設けられているので、生徒の理
解の助けになる。

30 理科 2 化学 数研 化学313 改訂版　化学 ２年理系
図解や写真などが多く、それらを見せながら授業を行いやすい。また、解
説も詳しく、化学現象について理解が深めやすい。

31 理科 2 生物 数研 生物310 改訂版　生物 ２年理系選択
内容や構成がわかりやすく、本校の生徒の実態に即している。教える流れ
も学習に適しており、写真や図解も豊富で授業を行いやすいため。

32 芸術 2 美術Ⅱ 日文 美Ⅱ304 高校生の美術２ ２年文芸系選択
図版が充実しており、技法や美術史の記述も多く掲載されているので教材
設定の自由度が高く、授業内容の深化と定着が図りやすい。

33 芸術 2 書道Ⅱ 光村 書Ⅱ308 書Ⅱ ２年文芸系選択
古典法帖の種類、掲載部分や技法説明も明確で、臨書学習や鑑賞学習、
ワークシートの活用の工夫がされている点が本校の授業に適している。

34 外国語 2 コミュニケーション英語Ⅱ 第一 コⅡ348 Perspective English CommunicationⅡ NEW EDITION ２年全員
生徒の興味を引く、環境・国際社会・科学・比較文化など多様な題材を
扱っており、国際社会を生きるにあたり、知識を広げることができる。ま
た、自己表現できるように工夫がされている。

35 外国語 2 英語表現Ⅱ 数研 英Ⅱ324 Revised POLESTAR English ExpressionⅡ ２年全員
身近なトピックスに関する表現を学ぶことができ、自分の意見を英語で表
現できるように工夫されている。既習の文法事項を使って自らの意見を発
表することができる。

36 国語 3 古典Ａ 第一 古Ａ316 高等学校　改訂版　古典Ａ　大鏡　源氏物語　諸家の文章 ３年文芸系選択
内容が多岐にわたり、古典の世界を広げていこうとする本校生徒に適して
いると思われるため。また、古典Ｂの教科書と教材が重複しないため。

37 数学 3 数学Ⅲ 数研 数Ⅲ323 改訂版　高等学校　数学Ⅲ ３年理系選択
基礎的な内容の学習が体系的に行えるように配置されているところが本校
の生徒の実態に合っている。図や解説方法も理解しやすいものとなってい
る。

38 芸術 3 美術Ⅲ 光村 美Ⅲ303 美術３ ３年選択
多くの視点と範疇の解説が充実しており、異文化を理解し、創造活動に繋
げられるように工夫されている点が本校の授業に適している。

39 芸術 3 書道Ⅲ 光村 書Ⅲ305 書Ⅲ ３年選択
古典法帖の種類、掲載部分が豊富であり、作品鑑賞が充実しており、歴
史に関した資料を通じて伝統と文化の学習に通ずる点が本校の授業に適
している。
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40 外国語 3 コミュニケーション英語Ⅲ 啓林館 コⅢ334 Revised ELEMENT English Communication Ⅲ ３年全員
学習者の興味を引く題材が豊富で、かつ学習者のレベルに適した内容であ
り、読解力を育成し、積極的な自己表現を身につけるのに適している。

41 外国語 3 英語会話 文英堂 英会304 My Passport English  Conversation ３年文芸系選択
実際に役立つ英会話力が身につく教材として適切であり、リスニング力や
言語活用能力の伸長にもつながる工夫がされている。さらに、日本文化と
外国文化の理解が深まる内容である。

42 家庭 3 家庭（専門） 実教 家庭311 子どもの発達と保育　新訂版 ３年文芸系選択
子どもの発達に関する基礎･基本的な知識がよくまとまっていて、分かり
やすい｡写真やイラストなどが豊かで、視覚的にも理解しやすい。

43 情報 3 情報（専門） 実教 情報301 情報の表現と管理 ３年文芸系選択

図表やイラストが多く取り入れられ、視覚的に理解しやすい内容になって
いる。情報を適切に表現する方法を事例を用いながら丁寧に書かれてお
り、理解しやすく、生徒の思考力・判断力・コミュニケーション力を養う
ことができる内容となっている。


