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令和５年度使用の明石市立明石商業高等学校の教科用図書については、別添教科

用図書選定に関する報告書に掲げる図書を採択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 本案は、明石市立明石商業高等学校長から申請のあった令和５年度使用の明石市

立明石商業高等学校教科用図書選定につき、申請のとおり採択しようとするもので

ある。 
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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 第一 現国713 高等学校　現代の国語 商業科１年全員
論理的文章や実用的文章等、教材が充実している。活動の手引きも詳細で、教材に取り組み
やすい。

2 国語 1 現代の国語 第一 現国715
高等学校　標準現代の国
語

国際会計科１年
全員

教材の背景知識を補うカラー写真が豊富なので、教材に対する考えを深めやすい。また、
イースター島やコソボ、ピクトグラムなど、海外や言語などを題材とした教材がある。

3 国語 1 言語文化 第一 言文715 高等学校　標準言語文化
国際会計科１年
全員

古典を学ぶうえで必要な文法や背景説明が丁寧で、図絵も豊富なため、教材に対し取り組み
やすい。近代日本文学、古文、漢文の教材がそれぞれバランスよく採録されている。

4 公民 1 公共 第一 公共711 高等学校　新公共 １年全員
見開きの構成で指導計画を立てやすい。高校生に身近な題材や興味・関心を高める資料が充
実している。「いまを生きるスキル」などの特集ページは、学習内容を実社会で活かすため
の情報や考えが上手くまとめられている。

5 数学 1 数学Ⅰ 東書 数Ⅰ703 数学Ⅰ　Essence １年全員
基礎的・基本的な事項を過不足なく取り上げ、例・例題を参考にすれば問題が解ける。ま
た、応用問題が増えたことで、問題を解くことによって数学的な思考力・表現力が育成され
るなど、学習者の意欲を喚起するように編集が工夫されているため。

6 理科 1
科学と人間
生活

第一 科人705
高等学校　科学と人間生
活

１年全員

実験に関しての写真・イラストが豊富に挿し込まれているだけでなく、実験動画が提供され
る。また、デジタル教科書ではQRコードから閲覧することもできるなど、今後の活用の幅が
広い。各章につき２節分の内容があるが、共通している勉強内容が最初に取り上げられてお
り、各単元の共通性の理解が深まる構成になっている。

7 保健体育 1 保健体育 大修館 保体701 現代高等保健体育
１年全員１～２
年継続

課題や特設ページの設置などの工夫が多く、学んだ知識を実生活に生かせるよう、実践力の
育成に結びつく内容が多く設けられているため。

本校生徒の実態に即し、かつ、発展性ある内容のものを選定するように留意する。

各教科から推薦のあった教科書を、本校の教科書採択委員会において再検討を加え、公正を期する。

様式第２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　 ＜市立・私立高等学校、兵庫県立大学附属高等学校、神戸大学附属中等教育学校、高等専門学校用＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                          令和４年６月３０日
　　　　　                                                   　教 科 書 選 定 に 関 す る 申 請 書
 
　明 石 市 教 育 長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校名　　　明石市立明石商業高等学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校長名　　　　　　橋　本　　浩　二

本校の教育課程教育課程実施上最適であるものを選定する。
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8 外国語 1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅠ

東書 ＣⅠ702
Power On English
CommunicationⅠ

１年全員

基礎から段階的に文法を学習できるような並びになっている。本文は親しみやすく短めで、
活動に時間を割くことができる。各レッスンで活動のテーマが明確であり、評価もしやす
い。また導入動画やオンラインでの確認テストがあり、ICTを効果的に使うことができるた
め。

9 外国語 1
論理・表現
Ⅰ

開隆堂 論Ⅰ703
APPLAUSE ENGLISH LOGIC
AND EXPRESSION Ⅰ

国際会計科１年
全員

全体的に見やすい。文法事項の説明がしっかりしており、問題も豊富にあるため十分な準備
をしてから活動に入ることができる。単元数は多すぎず、1年で無理なく進めることができ
るため。

10 商業 1 商業 実教 商業701 ビジネス基礎 １年全員
事例が豊富であり、実社会に照らし合わせて授業を行いやすい。また、ビジネス計算のペー
ジ数も多く、ビジネス計算にも力を入れている本校の指導にあっているため。

11 商業 1 商業 実教 商業715
最新情報処理 Advanced
Computing

１年全員
情報処理の社会での活用方法や、表計算ソフトウェアの発展的な操作方法が記述されてい
る。また、プログラミングにも対応でき、アルゴリズムの基礎からマクロ言語の記述まで丁
寧に解説されている。

12 商業 1 商業 東法 商業710 簿記
国際会計科１年
全員
商業科１年全員

従来の指導順序であった、分記法から三分法の流れを一新し、三分法から教えることができ
るという画期的な点が評価された。導入期においてよりスムーズに指導できると考えられ
る。

13 国語 2 言語文化 数研 言文707 言語文化 商業科２年全員
近代以降の小説教材が豊富に採録されているだけでなく、古典文学においても資料が多いな
どの工夫がなされている。

14 国語 2 論理国語 大修館 論国706 新編　論理国語
国際会計科２年
全員
商業科２年選択

説明的文章や実用的文章はもちろんのこと、それらを用いてどのように表現するかという内
容にも触れられており、文章を読み解く上での工夫がなされている。

15 国語 2 文学国語 大修館 文国705 新編　文学国語
国際会計科２年
全員

近代以降の定番の小説教材が採録されており、高等学校で扱うべき内容が網羅されている。

16 地理歴史 2 歴史総合 帝国 歴総706 明解　歴史総合 ２年全員
「世界の中の日本」という視点で、世界と日本の結びつきが理解できるよう工夫されてい
る。巻頭の資料に、近現代史の土台となる各地域の風土と前近代史がコンパクトにまとめら
れている。写真やグラフ、地図などの資料が豊富で、視覚的にも理解しやすい。

17 数学 2 数学Ⅱ 東書 数Ⅱ716 数学Ⅱ　Essence
２年全員２～３
年継続

基礎的・基本的な事項を過不足なく取り上げ、例・例題を参考にすれば問題が解ける。ま
た、章の始めに新しく学ぶ事柄に必要な復習問題がある。練習問題・応用問題が増えたこと
で、問題を数多く解くことによって数学的な思考力・表現力が育成される。課題学習などで
日常生活と学んだ事柄との関係について学べる。学習者の意欲を喚起するように編集が工夫
されているため。

18 数学 2 数学Ａ 東書 数Ａ703 数学Ａ　Essence 商業科２年選択

基礎的・基本的な事項を過不足なく取り上げ、例・例題を参考にすれば問題が解ける。ま
た、章の始めに新しく学ぶ事柄に必要な復習問題がある。練習問題・応用問題が増えたこと
で、問題を数多く解くことによって数学的な思考力・表現力が育成される。課題学習などで
日常生活と学んだ事柄との関係について学べる。学習者の意欲を喚起するように編集が工夫
されているため。
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19 理科 2 生物基礎 第一 生基711 高等学校　新生物基礎 ２年全員
中学での既習事項が分かりやすく、高校で学ぶ内容との関係性が分かりやすい。イラストや
写真が多用されており、視覚的な理解の促進に期待ができる。探究的な学習へと繋げやすい
トピックが盛り込まれており、ヒントとなる発想が会話文として掲載されている。

20 外国語 2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡ

東書 ＣⅡ702
Power On English
CommunicationⅡ

２年全員

基礎から段階的に文法を学習できるような並びになっている。本文は親しみやすく短めで、
活動に時間を割くことができる。各レッスンで活動のテーマが明確であり、評価もしやす
い。また導入動画やオンラインでの確認テストがあり、ICTを効果的に使うことができるた
め。

21 外国語 2
論理・表現
Ⅱ

開隆堂 論Ⅱ703
APPLAUSE ENGLISH LOGIC
AND EXPRESSION Ⅱ

国際会計科２年
全員

全体的に見やすい。文法事項の説明がしっかりしており、問題も豊富にあるため十分な準備
をしてから活動に入ることができる。単元数は多すぎず、1年で無理なく進めることができ
るため。

22 家庭 2 家庭基礎 実教 家基705
家庭基礎　気づく力　築
く未来

国際会計科２年
全員

学習の動機づけに各単元にStart　Activityがあり、学習内容への興味関心を持たせること
ができる。また、イラストや図解が多用され、イメージしやすく工夫されている。それぞれ
の単元に適した動画がＱＲコードから見ることができたり、適切な資料が配置されており、
自学自習にも適している。

23 家庭 2 家庭総合 実教 家総703 家庭総合
商業科２年全員
２～３年継続

学習の動機づけに各単元にStart　Activityがあり、学習内容への興味関心を持たせること
ができる。また、イラストや図解が多用され、イメージしやすく工夫されている。それぞれ
の単元に適した動画がＱＲコードから見ることができたり、適切な資料が配置されており、
自学自習にも適している。

24 商業 2 商業 実教 商業725
プログラミング～マクロ
言語～

商業科２年選択
プログラミングに関する基本的な知識から実習の手順など初めて学習する生徒にも分かりや
すく丁寧に記載されている。

25 商業 2 商業 実教 商業728 新財務会計Ⅰ
国際会計科２年
全員
商業科２年選択

簿記よりも難易度が高い内容だが、そこを踏まえてより分かりやすく丁寧に作りこまれてい
る。分類の難しい勘定科目や、難しい記帳の手順などもイラストや図形をつかって工夫して
解説している。

26 商業 2 商業 東法 商業719 マーケティング 商業科２年選択
イラストなどを使用した例が分かりやすい。用語等もスッキリ簡潔にまとめてあり、比較し
て覚えたり違いを区別したりして学習に活用できる。

27 商業 2 商業 東法 商業721 原価計算
国際会計科２年
選択
商業科２年選択

１ページあたりの情報量が多すぎず、すっきりして見易い。初めて原価計算の学習を行う生
徒にちょうど良いと思われる。イラストも分かりやすい。

28 商業 2 商業 東法 商業733 商品開発と流通 商業科２年選択
厚みがやや薄いように感じられるが、具体的な手法や実践例が豊富に盛り込まれており、内
容が充実している。イラストや解説も秀逸である。

29 商業 2 商業 東法 商業737 ソフトウェア活用 商業科２年選択
家族経営のレストランを舞台に説明を展開しているため、一貫した目的をもったソフトウェ
ア活用の学習ができる。グループウェアおよび給与計算アプリに関しては、体験版を使用す
ることを想定しており、コストパフォーマンスもよい。

30 福祉 2 福祉 実教 福祉702 介護福祉基礎 商業科２年選択
本文が高校生にも理解しやすい表現になっている。イラスト・写真・図解・統計資料が適切
に配置されており、生徒が各項目を具体的にとらえ、興味を持って学習できる内容となって
いる。
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31 国語 3 国語表現 大修館 国表307 国語表現　改訂版
国際会計科３年
選択
商業科３年選択

コミュニケーションの取り方や文章の書き方を身につけることに重点を置いた教材である。
資料も豊富であるので生徒が興味関心を持ちやすく、授業に取り組みやすい教材と考える。

32 国語 3 現代文Ａ 東書 現Ａ306 現代文Ａ 商業科３年全員
小説、詩歌、評論・随想の教材がバランスよく採録されている。資料も多く、学習しやすい
工夫がされている。

33 公民 3 現代社会 数研 現社320
改訂版　高等学校　現代
社会

３年全員
図版や写真が豊富であり生徒が理解しやすい。現代の様々な課題について数多く取り上げら
れており、生徒が議論をしやすいように工夫されている。中学校公民で学ぶ最重要語句に赤
線が引かれており、生徒が中学校とのつながりを意識して学べる。

34 数学 3 数学Ａ 東書 数Ａ319 改訂　新数学Ａ
国際会計科３年
選択

基礎的・基本的な事項を過不足なく取り上げ、例・例題を参考にすれば問題が解ける、問題
を解くことによって数学的な思考力・表現力が育成されるなど、学習者の意欲を喚起するよ
うに編集が工夫されているため。

35 芸術 3 美術Ⅰ 日文 美Ⅰ302 高校美術１ 商業科３年選択
作品や技法等が写真で豊富に掲載されており、充実した内容で、本校生にとって理解しやす
いバランスのとれた構成になっている。また、豊かな情操の育成のための工夫がなされてい
る。

36 芸術 3 書道Ⅰ 東書 書Ⅰ305 書道Ⅰ
国際会計科３年
全員
商業科３年選択

基本教材の臨書の充実、多様な学習の手がかり、豊富なデジタルコンテンツなどにより、生
徒の学習意欲を引き出すことができ、学習を効果的に進めることができる。

37 外国語 3
コミュニ
ケーション
英語Ⅲ

数研 コⅢ338
Revised BIG DIPPER
English Communication
Ⅲ

国際会計科３年
全員

総合的な英語力の向上を図る指導を行うにあたり、４つの領域の言語活動の統合を図る上で
生徒の現状と照らし合わせて適切なレベル、適切な題材を扱っていると考えるため。

38 商業 3 商業 実教 商業347 新財務会計Ⅰ　新訂版 商業科３年選択
シンプルかつ的確な情報量で、全体的にすっきりとして見やすい。セクションごとの分類が
秀逸で全体像と単元の関連性が把握しやすい。

39 商業 3 商業 実教 商業352 ビジネス情報　新訂版 商業科３年選択

社会におけるICTの活用について要点をまとめて説明がされている。MicrosoftExcelの操作
方法や関数の説明も分かりやすくされている。
アルゴリズムの基礎からプログラムのコードを使用したマクロ言語の記述まで丁寧に解説し
ている。全商情報処理検定プログラミング部門にも対応できる。

40 商業 3 商業 東法 商業351 原価計算　新訂版 商業科３年選択
写真やイラスト、図解を多く取り入れ、言葉だけでは理解しにくい内容もイメージしやすく
なっている。練習問題では、空欄補充問題、選択問題など様々な形式で学習内容を確認する
ことができる。

41 福祉 3
福祉（専
門）

実教 福祉302 介護福祉基礎 商業科３年選択
本文が高校生にも理解しやすい表現になっている。イラスト・写真・図解・統計資料が適切
に配置されており、生徒が各項目を具体的にとらえ、興味を持って学習できる内容となって
いる。
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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 保健体育 2 保健体育 大修館 保体701 現代高等保健体育
２年全員１年よ
り継続

課題や特設ページの設置などの工夫が多く、学んだ知識を実生活に生かせるよう、実践力の
育成に結びつく内容が多く設けられているため。

2 商業 2 情報処理 実教 商業715
最新情報処理 Advanced
Computing

国際会計科２年
全員１年より継
続

情報処理の社会での活用方法や、表計算ソフトウェアの発展的な操作方法が記述されてい
る。また、プログラミングにも対応でき、アルゴリズムの基礎からマクロ言語の記述まで丁
寧に解説されている。

3 国語 3 現代文Ｂ 大修館 現Ｂ332 新編現代文Ｂ　改訂版
国際会計科３年
全員２年より継
続

小説の教材が豊富で、『こころ』や『山月記』のほか、近年の著名な作家の作品もあり、生
徒が親しみやすいと考える。評論文は写真や資料が多く、学習しやすい工夫がされている。

4 国語 3 古典Ｂ 大修館 古Ｂ342 新編古典Ｂ　改訂版
国際会計科３年
全員２年より継
続

便覧に載っているような古時刻や平安京の図がカラーで記載されているため、参考にしやす
い。古典作品の種類が豊富で、生徒の知識・教養を深められる。漢文や漢詩においても地図
や資料が多く、学習しやすい工夫がされている。

5 地理歴史 3 世界史Ｂ 山川 世Ｂ314 高校世界史　改訂版
国際会計科３年
全員２年より継
続

基本的な事項を無理なく学べ、理解しやすい。人物のコラムが豊富で生徒が歴史に興味を持
ちやすい構成になっている。視点を変えて世界をとらえ直す特集ページが充実している。

6 数学 3 数学Ⅱ 東書 数Ⅱ319 改訂　新数学Ⅱ
３年全員２年よ
り継続

基礎的・基本的な事項を過不足なく取り上げ、例・例題を参考にすれば問題が解ける、問題
を解くことによって数学的な思考力・表現力が育成されるなど、学習者の意欲を喚起するよ
うに編集が工夫されているため。

7 外国語 3
コミュニ
ケーション
英語Ⅱ

数研 コⅡ341
Revised BIG DIPPER
English Communication
Ⅱ

商業科３年全員
２年より継続

総合的な英語力の向上を図る指導を行うにあたり、４つの領域の言語活動の統合を図る上で
生徒の現状と照らし合わせて適切なレベル、適切な題材を扱っていると考えるため。

8 家庭 3 家庭総合 東書 家総307
家庭総合　自立・共生・
創造

商業科３年全員
２年より継続

ワイドな紙面(AB版)で側注の幅が大きく設定されており、イラスト、図や表が見やすい。生
徒の興味・関心を引き、理解しやすい構成となっており、基礎・基本の定着と知識・技能の
活用ができるよう工夫されている。また、資料が適切に配置されているので自学自習にも適
している。

以下は、継続使用の教科書で、需要表第１表対象外のもの。

１　教科名、科目名は教科書目録の順に記入すること。

５　発行者番号の記入は必要ない。
６　令和５年度新規に使用するすべての教科書について記入した後、継続使用する教科書（需要表第１表対象外のもの）についても記入すること。
７　用紙は必ずプリントアウトして、誤字脱字等入力ミスや字切れがないよう確認したものを提出すること。

２　学年ごとに教科順・科目順に記入すること。
３　使用学年・範囲の記入例：２年選択、１年全員、１～２年継続、１年からの継続使用等
４　使用教科用図書のすべてについて、選定理由欄に選定理由を記入すること。
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