
令和３年度使用教科書一覧表　　　県立川西明峰高等学校（全日制普通課程）

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 三省堂 国総338 精選国語総合　改訂版 1年全員

現代文分野、古典分野ともにバランスよく配置されている。現代文分野では、特に評

論文において現代的なテーマを取り上げており、文化論を通して、我が国の文化や国

際社会との関わりを学ぶことができる。古典分野では、様々なジャンルを通して、伝統

的な文化や自然観を学ぶことができる。巻末の資料も充実しており、古典分野の理

解を深め、興味・関心を得るために活用することができる。

2 地理歴史 1 地図 帝国 書院 地図310 新詳高等地図

1年全員

（2～3年選択者

継続）

地図としてわかりやすい構成になっているだけでなく、各種統計・資料も豊富で、国際

環境の動向や地理的条件との関連性をふまえて、主体的に考察できる内容になって

いる。

3 公民 1 現代社会 東京 書籍 現社313 現代社会 1年全員

丁寧でわかりやすい記述がされており、一人ひとりが社会を構成する一員としての責任

を自覚し、公共の精神や人権尊重の精神を養い、一人の社会人としての成長を促す

ことができる。

4 数学 1 数学Ⅰ 東京 書籍 数Ⅰ318 数学Ⅰ　Standard 1年全員

中学校までの学び直しを重視した教科書で、各章ごとに「Readiness check」が設

けられており、本校生徒の実態に適している。問題の構成が生徒にもわかりやすく、振

り返りや発展的学習が行いやすくなっている。知的好奇心を促すように「課題学習」の

事項も章ごとにあり、生徒の思考力・判断力・想像力を養うことができる。

5 数学 1 数学Ａ 東京 書籍 数Ａ318 数学Ａ　Standard 1年全員

各章ごとに「Readiness check」を設け、中学校までの学び直しを重視した教科書

であり、本校生徒の実態に適している。問題の構成が生徒にもわかりやすく、振り返り

や発展的学習が行いやすくなっている。知的好奇心を促すように「課題学習」の事項

も章ごとにあり、生徒の思考力・判断力・想像力を養うことができる。

6 理科 1 化学基礎 第一学習社 化基322
高等学校　改訂

新化学基礎
1年全員

全体に見やすいレイアウトであり、無駄な色が使われていないので読みやすい。赤文字

表記が少なく、色覚異常の生徒にも対応している。また、図表が適切であるため、図

表のみでも全体の流れが読み取れるため。主体的に自然科学に触れる工夫があり、

生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができる。

7 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年全員

図や写真が多いためイメージしやすく、読解力・表現力が高まる教材となっている。ま

た、重要な部分の説明も加わっており理解しやすい。以上の点が本校の生徒の実態

に合っている。

8 芸術 1 音楽Ⅰ 教育 出版 音Ⅰ307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti 1年選択者

歌唱曲、器楽曲、観賞曲がバランス良く収められており、選曲が授業内容に合致して

いる。歌唱曲は日本歌曲を中心にした内容で、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。器楽に関しては特にギターの項目がシンプルで分かりや

すく馴染みやすい。観賞曲は偏りが無く幅広い知識や教養を身につけることができる。



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

9 芸術 1 美術Ⅰ 光村 図書 美Ⅰ304 美術１ 1年選択者

美術、工芸、デザインともに資料が豊富で幅広い知識や教養を身につけることができる

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。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。

10 芸術 1 書道Ⅰ 光村 図書 書Ⅰ308 書Ⅰ 1年選択者

一作品に対しての資料写真の量が多く、文字も大きくて見やすいことで臨書しやすい。

また、字形の取り方や、線の引き方の解説が写真等も交え分かりやすく解説されてい

るところが本校生徒に合っており、創造力や判断力を養うことができる。日本や中国の

書を学ぶことで、伝統と文化を尊重し、異なる文化や価値観を理解することができるよ

う工夫がされている。

11 外国語 1 コミュニケーション英語Ⅰ 東京 書籍 コⅠ329
Power On English

CommunicationⅠ
1年全員

幅広いテーマを扱っており、異文化理解を促し、読解力を身につける。テーマ別のコミュ

ニケーション能力を養うことができる。

12 外国語 1 英語表現Ⅰ 第一学習社 英Ⅰ337
Vivid English Expression

Ⅰ NEW EDTION
1年全員

表現活動に入る際に必要な、十分かつ多すぎない練習量の文法事項が入っており、

作文やコミュニケーションの土台となる英文法の基礎力をしっかりと身につけることができ

る。

13 家庭 1 家庭基礎 東京 書籍 家基311 家庭基礎　自立・共生・創造 1年全員

次期学習指導要領に向けた新しい視点が取り入れられ、テーマが身近で生徒に分か

りやすい。高校生の実践活動場面が多く紹介され、写真が豊富で生徒がイメージしや

すい内容となっている。

14 情報 1 社会と情報 数研 出版 社情314
改訂版　高等学校

社会と情報
1年全員

イラストや写真を盛り込んだ図表が多く取り入れられているところが、本校の生徒の実

態に合っている。今日的課題についての記述がわかりやすく、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。

15 国語 2 現代文Ｂ 東京 書籍 現Ｂ322 精選現代文Ｂ
2年全員

（2～3年継続）

評論は読みやすい文章が多く、現代の諸問題について考えられ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。小説においては、近代から現代を代表する

文学作品に触れ、伝統と文化を基盤とした我が国の国際社会での在り方を考察する

ことができる。資料等が充実しており、生徒の興味・関心が広がる工夫がされている。

16 国語 2 古典Ｂ 大修館 古Ｂ341 精選古典Ｂ　改訂版
2年全員

（2～3年継続）

多彩な作品が収録されており、我が国の伝統と文化を学び、豊かな情操や創造性を

養うことができる。資料等が充実しており、視覚的に当時の生活様式や道具などを知

ることができ、生徒の興味・関心が広がる工夫がされている。

17 地理歴史 2・3 世界史Ａ 東京 書籍 世Ａ310 世界史Ａ

2年自然科学類型全員

3年グローバルキャリア類型

選択者

3年自己探求類型選択者

資料や地図が豊富で、映像資料としても活用できるため、本校の生徒の実情に合致

しており指導しやすい。また歴史的背景に基づいた国際社会について理解を深めるこ

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

18 地理歴史 2 世界史Ｂ 山川 出版 世Ｂ310 詳説世界史　改訂版

2年グローバルキャリア

類型選択者

2年自己探求類型

選択者

写真や図版が豊富であり、わかりやすく構成されている。世界史についての理解を深め

ることができるとともに、歴史的背景に基づいた国際社会についての理解を深めること

ができる。

19 地理歴史 2 日本史Ｂ 山川 出版 日Ｂ309 詳説日本史　改訂版

2年グローバルキャリア

類型選択者

3年自己探求類型

選択者

史料や写真、図表が豊富であり、わかりやすい。史実への関心を高め、より深く学習で

きるよう詳細な説明も記述されている。コラムなどで外交関係についても取り上げられ

ており、他国を理解し尊重する姿勢を培うことができる。

20 地理歴史 2 地理Ｂ 帝国 書院 地Ｂ304 新詳地理Ｂ
2年自然科学類型

全員

図や写真・グラフなどが豊富で見やすく構成されており、地理を理解するにあたってわか

りやすい内容になっている。これにより国際社会についての理解を深めることができる。

21 数学 2 数学Ⅱ 東京 書籍 数Ⅱ318 数学Ⅱ　Standard
2年自然科学類型

全員

各章ごとに「Readiness check」を設け、高校１年生までの学び直しを重視した内

容で、本校生徒の実態に適している。問題の構成が生徒にもわかりやすく、ページ間

を移動しての振り返りや発展的学習が行いやすくなっている。知的好奇心を促すように

「課題学習」の事項も章ごとにあり、生徒に幅広い知識と教養を身に付けさせることが

できる。

22 数学 2 数学Ⅱ 東京 書籍 数Ⅱ319 改訂　新数学Ⅱ

2年グローバルキャリ

ア類型選択者

2年自己探求類型

全員

各章の最初に興味を持たせるような問いかけを設けており、本校生徒の実態に適して

いる。問題の構成が生徒にもわかりやすく、図や写真がたくさん使われていて問題を解

くときの手助けとなる。知的好奇心を促すように「数学ミュージアム」のコラムも章ごとに

あり、生徒に幅広い知識と教養を身に付けさせることができる。

23 数学 2 数学Ｂ 東京 書籍 数Ｂ317 数学Ｂ　Standard
2年自然科学類型

全員

各章ごとに「Readiness check」を設け、高校１年生までの学び直しを重視した内

容で、本校生徒の実態に適している。問題の構成が生徒にもわかりやすく、ページ間

を移動しての振り返りや発展的学習が行いやすくなっている。知的好奇心を促すように

「課題学習」の事項も章ごとにあり、生徒に幅広い知識と教養を身に付けさせることが

できる。

24 数学 2 数学Ｂ 東京 書籍 数Ｂ318 新数学Ｂ

2年グローバルキャリ

ア類型選択者

2年自己探求類型

選択者

各章の最初に興味を持たせるような問いかけを設けており、本校生徒の実態に適して

いる。問題の構成が生徒にもわかりやすく、図や写真がたくさん使われていて問題を解

くときの手助けとなる。知的好奇心を促すように「数学ミュージアム」のコラムも章ごとに

あり、生徒に幅広い知識と教養を身に付けさせることができる。

25 理科 2 物理基礎 東京 書籍 物基311 改訂　物理基礎
2年自然科学類型

全員

本文が簡潔にまとめられており、基礎基本を重視した問題の量や難易度が本校生に

とって適切である。図や写真も必要に応じて掲載されていることも思考力を培う上での

助けとなる。



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

26 理科 2 化学 第一学習社 化学315 高等学校　改訂　化学

2年自然科学類型

全員

（２～３年選択

者継続）

全体に見やすいレイアウトであり、無駄な色が使われていないので読みやすい。赤文字

表記が少なく、色覚異常の生徒にも対応している。また、図表が適切であるため、図

表のみでも全体の流れが読み取れるため。主体的に自然科学に触れる工夫があり、

生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができる。

27 理科 2・3 生物基礎 実教 出版 生基314 高校生物基礎　新訂版

2年自然科学類型全員

2年グローバルキャリア類型

選択者・2ー3年自己探求

類型選択者

体細胞分裂、減数分裂の記述があり、図やグラフなども多く、本校生徒の実態に適し

ている。生態の記述が多く、人間が生態系の一部であることを感じる事ができ、命や自

然を大切にする態度を養うことができる。

28 芸術 2 音楽Ⅱ 教育 出版 音Ⅱ307 音楽Ⅱ改訂版　Tutti
2年自己探求類型

選択者

歌唱曲、器楽曲、観賞曲がバランス良く収められており、選曲が授業内容に合致して

いる。また、生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と深く関わる資質・能力を育成で

きる教材となっている。

29 芸術 2 美術Ⅱ 光村 図書 美Ⅱ303 美術２
2年自己探求類型

選択者

美術、デザインともに資料が豊富で幅広い知識や教養を身につけることができるよう工

夫されている。また、感性や美意識、想像力を働かせ、生活や社会の中の美術や美

術文化と深く関わる資質・能力を育成できる教材となっている。

30 芸術 2 書道Ⅱ 光村 図書 書Ⅱ308 書Ⅱ
2年自己探求類型

選択者

写真資料が鮮明で大きく、篆書や草書などの字形の取りにくい文字も見やすいため、

本校生徒の実態に合っており、創造力や判断力を養うことができる。日本や中国の書

や文字の変遷を学ぶことで、伝統と文化を尊重し、異なる文化や価値観を理解するこ

とができるよう工夫されている。

31 外国語 2 コミュニケーション英語Ⅱ 桐原 コⅡ354

WORLD TREK English

Communication Ⅱ

New Edition

2年全員
変化に富んだ幅広い分野から興味深い教材が取り上げられている。幅広い知識や教

養を身に付け、自国と他国の文化を尊重する態度を養うことができる。

32 外国語 2 英語表現Ⅱ 桐原 英Ⅱ334

EMPOWER English

ExpressionⅡ

Essential Course

2年グローバルキャリア

類型全員

2年自己探求類型全員

文構造や表現方法に関して多彩な例文が示され、幅広い表現を習得できるように工

夫されている。様々なコミュニケーション場面が適切に設定されており、コミュニケーション

能力を養うことができる。

33 家庭 2 家庭（専門） 実教 出版 家庭311 子どもの発達と保育　新訂版
2年グローバルキャリア

類型全員

2年自己探求類型全員

図表が見やすく説明が詳しいため、保育系を目指す生徒にとって使いやすい。単元ご

とにポイントが確認でき、さらにコラムなどで、幅広い知識と教養、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培うことができる内容となっている。

34 国語 3 国語表現 大修館 国表307 国語表現　改訂版
3年自己探求類型

選択者

文章表現の基礎から小論文の作成、スピーチ、創作など多分野にわたる表現活動に

取り組むことができる。各単元の解説が充実しており、基礎基本的な力を身につけな

がら、よりよく生き抜くための実践力を養える構成となっている。

35 地理歴史 3 日本史Ａ 東京 書籍 日Ａ308 日本史Ａ　現代からの歴史
3年グローバルキャリア

類型選択者・3年自己

探求類型選択者

資料や写真、図表が豊富でありわかりやすく構成されている。歴史的関係への関心を

高める内容になっており､近隣諸国を理解する姿勢を培うことができる。



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

36 公民 3 政治・経済 東京 書籍 政経311 政治・経済
3年グローバルキャリア

類型選択者・3年自己

探求類型選択者

写真や図版、資料が精選されており、記述も分かりやすく、理解が深まる。基礎的・

基本的な事項が網羅され、進学、就職に必要な知識まで習得できる。

37 数学 3 数学Ⅲ 東京 書籍 数Ⅲ316 数学Ⅲ　Standard
3年自然科学類型

選択者

各章ごとに「Readiness check」を設け、高校２年生までの学び直しを重視した内

容で、本校生徒の実態に適している。問題の構成が生徒にもわかりやすく、ページ間

を移動しての、振り返りや発展的学習が行いやすくなっている。知的好奇心を促すよう

に「課題学習」の事項も章ごとにあり、生徒に幅広い知識と教養を身に付けさせること

ができる。

38 理科 3 科学と人間生活 実教 出版 科人307 科学と人間生活　新訂版
3年グローバルキャリア

類型全員

3年自己探求類型全員

各項目見開き完結の構成であり、写真の挿絵や図が充実して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。実習のページも充実しているため、実験をとおし

て生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができる。

39 理科 3 物理 東京 書籍 物理308 改訂　物理
3年自然科学類型

選択者

本文が簡潔にまとめられており、基礎基本を重視した問題の量や難易度が本校生に

とって適切である。図や写真も必要に応じて掲載されていることも理解を深める上で助

けとなる。

40 理科 3 生物 東京 書籍 生物307 スタンダード生物
3年自然科学類型

選択者

本文が簡潔にまとめられており、基礎基本を重視した問題の量や難易度が本校生に

とって適切である。図や写真も必要に応じて掲載されていることも思考力を培う上での

助けとなる。

41 外国語 3 コミュニケーション英語Ⅲ 教育 出版 コⅢ331

NEW ONE WORLD

Communication Ⅲ

Revised Edition

3年全員
各々のテーマ（パート）が見開きで完結し、全体の文意が把握しやすい点から、英語

読解力、英語コミュニケーション能力を育成する教材として本校生徒に適している。

42 家庭 3 家庭（専門） 実教 出版 家庭306 ファッション造形基礎
3年自己探求類型

選択者

作業内容の解説がわかりやすく使いやすい。伝統と文化を尊重し、我が国やふるさと

兵庫を愛する態度を養うとともに、現代の衣服と伝統文化である和装の特長を的確

に把握できる内容となっている。

43 家庭 3 家庭（専門） 教育 図書 家庭309 子ども文化
3年自己探求類型

選択者

取り上げられている項目が多彩で、盛り込まれている内容が詳しく、丁寧でわかりやす

い。我が国の伝統と文化を基盤として創造性を培い、児童文化財に関する知識・技

術を身につけることができる内容で本校生徒の実態に合っている。


