
令和３年度使用教科書一覧表　　　県立明石城西高等学校（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 数研 国総350
改訂版　高等学校

国語総合
１年全員

厳選された題材で基礎から読解力を鍛え力をつける工夫がされており、表現の教材も

具体例を盛り込むなど、本校の生徒の実態に合っている。資料等が充実しており、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 地図 帝国 地図310 新詳高等地図 １年全員

世界全図･各大陸図･各国･各地域の地図が非常にわかりやすく､また配列やアレンジ

にも工夫がみられ非常に生徒にとって使いやすい構成になっている｡また豊富な各種統

計地図を用いて生徒の思考力･判断力を養うことができる内容となっている｡

3 公民 1 現代社会 数研 現社320 改訂版 高等学校 現代社会 １年全員

丁寧でわかりやすい記述が成されており､理解を深めるための用語解説が丁寧になされ

ている｡また現代社会の諸問題に関するコラムも充実しており､生徒が我が国の､身近

な地域の課題解決に参画する手がかりが示されている｡生徒の思考力･判断力･創造

力を養うことができる｡

4 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ328 改訂版　高等学校　数学Ⅰ １年全員

基礎的な内容の学習が体系的に配置され、日常的な事象と数学との関わりがしめさ

れているところが、本校の生徒の実態に合っている。知的好奇心を促すように「発展」事

項が取り扱われ、生徒の思考力・判断力・創造力を養うことができる。

5 数学 1 数学Ａ 数研 数Ａ328 改訂版　高等学校　数学Ａ １年全員

基礎的な内容の学習が体系的に配置され、例題も日常的な事象を用いることで学習

しやすい工夫がされているところが本校の生徒の実態に合っている。図などの資料も充

実しており、論理的な思考力を養うことができる。

6 理科 1 物理基礎 数研 物基318 改訂版　物理基礎
１年国際文化系

コース以外

図表等が工夫されていて見やすく、物理の基礎を定着させ、思考力、判断力、表現力

を高めるのに適している。また、基礎・基本を重視した例題も充実していて、本校の生

徒の実態に合っている。

7 理科 1 化学基礎 数研 化基319 改訂版　化学基礎 １年全員

図表等が工夫されていて見やすく、基礎・基本を重視した基本例題や学習問題が質・

量ともに適切に配置されている。さらに「発展」にも適切な教材が用意されていて、思考

力、判断力、表現力を高めるのに適している。

8 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、表などがバランス良く挿入され、丁寧で分かりやすい記述がされており、個人生活に

おける健康、安全に対する理解を深めるための工夫がされているところが、本校の生徒

の実態に合っている。生涯に通じて自らの健康を適切に維持、改善していく力を身に付

けていくことができる内容となっている。

9 芸術 1 音楽Ⅰ 教芸 音Ⅰ310 ＭＯＵＳＡ１ １年選択

選曲・楽譜・図・写真の掲載方法等、２単位の限られた時間の中で、国内外・古今

の題材を扱い表現・鑑賞・創作の各分野での主体的活動をさせる事を考え、資料の

最も充実したものが適当であると思われ、同観点で各社のものを比較したところ、昨年

に引き続き同社のものを採用希望することとなった。



10 芸術 1 美術Ⅰ 日文 美Ⅰ305 高校生の美術１ １年選択

様々な分野の情報量が多く、授業内での説明、鑑賞の際に扱いやすい。様々な国や

地域、伝統的および現代的な題材をもとに活動させていくにあたり、適切な教科書であ

ると思われる。

11 芸術 1 書道Ⅰ 教出 書Ⅰ307 新編　書道Ⅰ １年選択

資料、写真等も充実しており、生徒の興味・関心に対する配慮がなされており、日本の

伝統的な文化である書を通じて、豊かな情操を養うべく生徒に主体的な活動をさせる

ために、適当な教科書であると思われる。

12 外国語 1 コミュニケ－ション英語Ⅰ 文英堂 コⅠ345
NEW EDITION UNICORN

English Communication １

１年国際文化系

コ－ス以外

題材のトピックが様々なジャンルに及んでおり、学習者にとっては、興味関心を持って学

習に取り組むことができる。中学校での既習事項である文法項目については、簡潔に

整理されている。各課で習得を目標とする技能が明示されているため、学習しやすい。

13 外国語 1 コミュニケ－ション英語Ⅰ 桐原 コⅠ355

PRO-VISION

English Communication

Ⅰ New Edition

１年国際文化系

コ－ス

題材のトピックが豊富で、英文も基礎から発展へとスム－ズに展開されている。コ－スの

生徒の学力の定着には適している。listening, writing, speaking等の各アクティビ

ティを通じて、体系的に学習することができる。

14 外国語 1 英語表現Ⅰ 数研 英Ⅰ332
DUALSCOPE

English Expression Ⅰ

１年国際文化系

コ－ス以外

中学校での既習項目が簡潔に整理されており、文法を運用する能力を養う言語活動

には適した教材である。英文を書く活動を通して、自己表現能力を養うことができる。

15 外国語 1 英語表現Ⅰ いいずな 英Ⅰ341
be English Expression Ⅰ

Advanced

１年国際文化系

コ－ス

中学校での既習項目が簡潔に整理されており、文法を運用する能力を養う言語活動

には適した教材である。英文を書く活動を通して、自己表現能力を養うことができる。

16 家庭 1 家庭基礎 東書 家基311 家庭基礎　自立・共生・創造 １年全員

各単元の終わりに、ホームプロジェクトのテーマを見つけるためのチャートがあり、自分の

学んだことの興味を広げるときに役立つ。また全体に、偏ることなく教材が配置され、資

料も適切である。

17 情報 1 社会と情報 数研 社情314
改訂版　高等学校

社会と情報

１年国際文化系

コース

生徒に身につけさせたい情報モラルについて、最初にページを割いて説明されている。ま

た、図が適宜利用されており、難しい概念の説明が理解しやすいように工夫されてい

る。また、扱われている用語や事例が豊富でポイントが押さえやすい内容である。

18 国語 2 現代文Ｂ 数研 現Ｂ333 改訂版　現代文Ｂ ２年全員

論理的な思考力を鍛える題材が豊富に収録され、評論テーマや文学史理解を深めら

れるコラムにも工夫がみられる。小説は読解力が身に付く定番教材を中心に、現代の

注目作家の文章も収録されている。

19 国語 2 古典Ｂ 東書 古Ｂ330 精選古典Ｂ　新版 ２年全員

定評教材中心のⅠ部、読み応えのある教材を精選したⅡ部ともに確かな読解力と応

用力を身につける事ができる内容である。また、学習に役立つ豊富なカラー図版と附録

を備えているので作品世界をイメージし、文化を理解できる。和歌と英語詩を比較する

など新しい視点から古典を捉えることもできる。

20 地理歴史 2 世界史Ａ 第一 世Ａ317
高等学校　改訂版

世界史Ａ
２年選択

史料や写真をはじめとする諸資料が豊富かつ的確であり､また本文の記述が丁寧でわ

かりやすいところが本校生徒の実態にあっている｡現代の生活･文化との関連についても

触れられており､生徒の思考力･判断力･創造力を養うことができる｡



21 地理歴史 2 世界史Ｂ 山川 世Ｂ310 詳説世界史　改訂版 ２年選択

教科書の記述が詳細かつ丁寧である｡また掲載されている図表･写真も質が高く､理解

しやすい解説が併記されている｡本校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もって主体的に考察できる内容となっている｡

22 地理歴史 2 日本史Ａ 東書 日Ａ308 日本史Ａ　現代からの歴史 ２年選択

史料や写真をはじめとする諸資料が豊富かつ的確であり､また本文の記述が丁寧でわ

かりやすいところが本校生徒の実態にあっている｡現代の生活･文化との関連についても

触れられており､生徒の思考力･判断力･創造力を養うことができる｡

23 地理歴史 2 日本史Ｂ 山川 日Ｂ309 詳説日本史　改訂版 ２年選択

教科書の記述が詳細かつ丁寧である｡また掲載されている図表･写真も質が高く､理解

しやすい解説が併記されている｡本校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もって主体的に考察できる内容となっている｡

24 地理歴史 2 地理Ｂ 帝国 地Ｂ304 新詳地理Ｂ ２年理系

教科書本文の記述が非常にわかりやすく､関連する図表や写真が非常に精選されてい

る｡また図表や写真をどのように読み取るのかについても丁寧な解説が施されており､生

徒の思考力･判断力を養うことができる｡国際的な視野からものを考えていく姿勢が色

濃く打ち出されており､本校生徒の実態に合致している。

25 地理歴史 2 地図 帝国 地図310 新詳高等地図
１年より継続、

２年全員

世界全図･各大陸図･各国･各地域の地図が非常にわかりやすく､また配列やアレンジ

にも工夫がみられ非常に生徒にとって使いやすい構成になっている｡また豊富な各種統

計地図を用いて生徒の思考力･判断力を養うことが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年全員

学習内容が体系的に配置され、基礎から応用へより広く数学的な教養を身につけられ

るようになっているところが本校の生徒の実態にあっている。知的好奇心を促すように

「発展」事項が取り扱われ、生徒の論理的な思考力や直観力・判断力などを養うこと

ができる。

27 数学 2 数学Ｂ 数研 数Ｂ326 改訂版　高等学校　数学Ｂ ２年全員

学習内容が体系的に配置され、図などの資料も充実しており学習しやすい工夫がなさ

れているところが本校の生徒の実態に合っている。数学的な素養を養い、より高度な論

理や概念を学ぶことで論理的な思考力・創造力を養うことができる。

28 理科 2 科学と 人間生活 数研 科人303
科学と人間生活

くらしの中のサイエンス
２年選択

教材の配置や図表等に工夫がされていて、思考力、判断力、表現力を高めるのに適

している。また、基礎・基本を重視すると共に、「発展」にも適切な教材が配置されてい

て、本校生徒の実態に合っている。

29 理科 2 物理 数研 物理313 改訂版　物理 ２年選択

図表等が工夫されていて見やすく、思考力、判断力、表現力を高めるのに適している。

また、基礎および応用を重視していて、基本例題と発展例題、共に充実していて、本

校生徒の学力向上に適している。

30 理科 2 化学 数研 化学313 改訂版　化学 ２年選択

基礎および応用・発展を重視した基本例題および発展例題が共に充実している。ま

た、図表・写真等も工夫されていて見やすく、化学的な思考力、判断力、表現力を高

めるのに適している。



31 理科 2 生物基礎 啓林館 生基315 生物基礎　改訂版 ２年選択

基礎・基本を重視した教材で内容が適切である。また、「発展学習」の内容の記述も

充実していている。さらに紙面・図表等も見やすく、思考力、判断力、表現力を高める

のに適している。

32 理科 2 生物 啓林館 生物309 生物　改訂版 ２年選択

生物基礎を基本とし、それを発展させた教材で、内容が適切で本校の生徒に適してい

る。写真、図表等も見やすく、生物学的観点からの自然観を高めまた科学的な思考

力、判断力、表現力を養うことができる。

33 保健体育 2 保健体育 大修館 保体304 現代高等保健体育改訂版
１年より継続、

２年全員

図、表などがバランス良く挿入され、丁寧で分かりやすい記述がされており、個人生活に

おける健康、安全に対する理解を深めるための工夫がされているところが、本校の生徒

の実態に合っている。生涯に通じて自らの健康を適切に維持、改善していく力を身に付

けていくことができる内容となっている。

34 外国語 2 コミュニケーション英語Ⅱ 三省堂 コⅡ332

MY WAY

English Communication Ⅱ

New Edition

２年国際文化系

コース以外

さまざまな題材が選ばれており、他国の文化だけでなく、個人の「違い」や「個性」を尊

重する姿勢を育成することができる内容である。また、4技能の習得にふさわしい言語

材料が提供されているため、コミュニケーション能力を高めるのに適している。デジタル教

材の完成度も高く、生徒が効果的に学習するのに適している。

35 外国語 2 コミュニケーション英語Ⅱ 桐原 コⅡ353

PRO-VISION

English Communication Ⅱ

New Edition

２年国際文化系

コース

英語で自己表現を行う応用力を身につけるために、基本から応用までの言語材料や

言語活動が適切に配されており、高度なコミュニケーション能力の育成に適している。ま

た、グローバルな視点から世界の諸事情、諸課題を多く取り扱っており、国際社会の平

和や発展に貢献するための思考力を養うことも期待できる。

36 外国語 2 英語表現Ⅱ 桐原 英Ⅱ334
EMPOWER

English Expression Ⅱ

Essential  Course

２年国際文化系

コース以外

文法を適切に運用する能力を養う言語活動が充実しており、身近な使用場面で話

す・書く活動を通してコミュニケーション能力を養成することができる。

37 外国語 2 英語表現Ⅱ 桐原 英Ⅱ333
EMPOWER

English Expression Ⅱ Mastery

Course

２年国際文化系

コース

文法を適切に運用する能力を養う言語活動が充実しており、身近な使用場面で話

す・書く活動を通してコミュニケーション能力を養成することができる。

38 情報 2 社会と情報 数研 社情314
改訂版　高等学校

社会と情報
２年文系

生徒に身につけさせたい情報モラルについて、最初にページを割いて説明されている。ま

た、図が適宜利用されており、難しい概念の説明が理解しやすいように工夫されてい

る。また、扱われている用語や事例が豊富でポイントが押さえやすい内容である。

39 国語 3 現代文Ｂ 三省堂 現Ｂ324 精選現代文Ｂ　改訂版
２年より継続、

３年全員

評論・小説ともに定番教材から新しいものまでバランスよく掲載され、新入試への対応

もなされたものとなっている。兵庫県にゆかりのある作家の文章も掲載されており、ふるさ

とを愛する態度を育成するとともに、幅広い知識と教養を身につけ、コミュニケーション能

力をも育成できる内容と言える。

40 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年選択

物語を中心とした構成で、評論など他のジャンルについてもバランスよく採録されている。

豊富な写真・図版資料があり、また丁寧な脚注・脚問が施されているため理解を深め

ることができる。



41 国語 3 古典Ｂ 数研 古Ｂ343 改訂版　古典Ｂ　古文編
２年より継続、

３年全員

定番の古典教材の合間に、文法のチェックポイントや、文学史や作品の注目すべき点

などが紹介・解説されており、我が国も伝統文化や言語文化に対して生徒が興味関

心を抱きやすい内容となっている。また、読解力を育成するだけでなく、自ら主体的に学

び、表現することに取り組みやすい工夫がなされている。

42 国語 3 古典Ｂ 数研 古Ｂ344 改訂版　古典Ｂ　漢文編
２年より継続、

３年全員

故事から思想、史伝さらには日本漢文まで、各分野の漢文教材がバランスよく掲載さ

れている。語句や句法についての理解を深める設問だけでなく、本文に関連した表現

活動を促す設問があり、また、教材の内容について知識や理解を深めることのできる解

説があるのも主体的な学習を促すには適した教科書と言える。

43 地理歴史 3 世界史Ｂ 山川 世Ｂ310 詳説世界史　改訂版
２年より継続、

３年選択

教科書の記述が詳細かつ丁寧である｡また掲載されている図表･写真も質が高く､理解

しやすい解説が併記されている｡本校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もって主体的に考察できる内容となっている｡

44 地理歴史 3 日本史Ｂ 山川 日Ｂ309 詳説日本史　改訂版
２年より継続、

３年選択

教科書の記述が詳細かつ丁寧である｡また掲載されている図表･写真も質が高く､理解

しやすい解説が併記されている｡本校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もって主体的に考察できる内容となっている｡

45 地理歴史 3 地理Ｂ 帝国 地Ｂ304 新詳地理Ｂ
２年より継続、

３年理系

教科書本文の記述が非常にわかりやすく､関連する図表や写真が非常に精選されてい

る｡また図表や写真をどのように読み取るのかについても丁寧な解説が施されており､生

徒の思考力･判断力を養うことができる｡国際的な視野からものを考えていく姿勢が色

濃く打ち出されており､本校生徒の実態に合致している。

46 地理歴史 3 地図 帝国 地図310 新詳高等地図
１年より継続、

３年全員

世界全図･各大陸図･各国･各地域の地図が非常にわかりやすく､また配列やアレンジ

にも工夫がみられ非常に生徒にとって使いやすい構成になっている｡また豊富な各種統

計地図を用いて生徒の思考力･判断力を養うことができる内容となっている｡

47 公民 3 倫理 数研 倫理314 改訂版　倫理 ３年選択

丁寧でわかりやすい記述がなされており､理解を深めるための用語解説が丁寧になされ

ている｡それぞれの哲学者の思想を現代社会にあてはめて考えさせる工夫もみられる｡ま

た生徒の思考力･想像力を深めることができる｡本校生徒の実態によく合致している｡

48 数学 3 数学Ⅲ 数研 数Ⅲ323 改訂版　高等学校　数学Ⅲ ３年選択

学習内容が体系的に配置され、具体例を盛り込むなど学習しやすい工夫がされている

ところが本校の生徒の実態に合っている。実用的な知識や技術を身につけ、論理的な

思考力や発想力・判断力や創造力を養うことができる。

49 理科 3 科学と人間生活 数研 科人303
科学と人間生活

くらしの中のサイエンス

３年国際文化系

コース

教材の配置や図表等に工夫がされていて、思考力、判断力、表現力を高めるのに適

している。また、基礎・基本を重視すると共に、「発展」にも適切な教材が配置されてい

て、本校の生徒の実態に合っている。



50 理科 3 物理 数研 物理313 改訂版　物理
２年より継続、

３年選択

図表等が工夫されていて見やすく、思考力、判断力、表現力を高めるのに適している。

また、基礎および応用を重視していて、基本例題と発展例題、共に充実していて、本

校生徒の学力向上に適している。

51 理科 3 化学 数研 化学313 改訂版　化学
２年より継続、

３年理系

基礎および応用・発展を重視した基本例題および発展例題が共に充実している。ま

た、図表・写真等も工夫されていて見やすく、化学的な思考力、判断力、表現力を高

めるのに適している。

52 理科 3 生物 啓林館 生物309 生物　改訂版
２年より継続、

３年選択

生物基礎を基本とし、それを発展させた教材で、内容が適切で本校の生徒に適してい

る。写真、図表等も見やすく、生物学的観点からの自然観を高めまた科学的な思考

力、判断力、表現力を養うことができる。

53 保健体育 3 保健体育 大修館 保体304 現代高等保健体育改訂版
１年より継続、

３年全員

図、表などがバランス良く挿入され、丁寧で分かりやすい記述がされており、個人生活に

おける健康、安全に対する理解を深めるための工夫がされているところが、本校の生徒

の実態に合っている。生涯に通じて自らの健康を適切に維持、改善していく力を身に付

けていくことができる内容となっている。

54 外国語 3 コミュニケーション英語Ⅲ 三省堂 コⅢ330

MY WAY

English Communication Ⅲ

New Edition

３年国際文化系

コース以外

生徒の理解度に合わせて英文がよく配慮されており、３年生が授業を通して十分な語

彙や文法を応用してコミュニケーション力を育成していくに適していると考える。人権尊

重、多様性の理解、国際社会の発展への貢献などを深く考えさせられる題材である。

55 外国語 3 コミュニケーション英語Ⅲ 数研 コⅢ337

Revised POLESTAR

English Commmunication

Ⅲ

３年国際文化系

コース

本校生徒の学習発達段階に適した分量である。また、英語で自己表現を行う応用力

を身につけるため、基本から応用までの言語材料や言語活動が適切に配されており、

高度なコミュニケーション能力の育成に適している。更に、グローバルな視点から世界の

諸事情、諸課題を多く取り扱っており、国際社会の平和や発展に貢献するための思考

力を養うことも期待できる。

56 外国語 3 英語表現Ⅱ 数研 英Ⅱ325
DUALSCOPE

English Expression Ⅱ

２年より継続、

３年国際文化系

コース以外

英語表現Ⅰで学んだ文法の総復習が可能であり、また「ライティング能力」の育成にも

適している。より高度なコミュニケーション力育成のために、英語らしい発想と、文法・構

文・表現の使い方の両面から英作力をつけることが期待できる。

57 外国語 3 英語表現Ⅱ いいずな 英Ⅱ332 be English Expression Ⅱ
２年より継続、

３年国際文化系

コース

コミュニケーション力のための知識・技能の習得とともに、論理的思考力や批判的思考

力を養い、豊かな言語感の育成に適している。

58 情報 3 社会と情報 数研 社情314
改訂版　高等学校

社会と情報
３年理系

生徒に身につけさせたい情報モラルについて、最初にページを割いて説明されている。ま

た、図が適宜利用されており、難しい概念の説明が理解しやすいように工夫されてい

る。また、扱われている用語や事例が豊富でポイントが押さえやすい内容である。


