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令和５年度使用の明石市立明石養護学校高等部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、明石市立明石養護学校長から申請のあった令和５年度使用の明石市立明

石養護学校高等部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 2年 論理国語
東京
書籍

論国701 新編論理国語 ２～３年
「Ⅰ部」「Ⅱ部」「論理の力」と3部構成になっており、論理とは何かを順序立てて学べるように
なっている。内容も野生動物、戦争、科学についてなど多岐に渡っている。A５版で、読みやすい書
体、字の大きさとなっている。

2 国語 2年 古典探求
東京
書籍

古探701 新編古典探究 ２～３年
古文においては、説話から始まり俳諧や伝承まで、漢文においては、有名な故事から唐詩、史記、
日本の漢詩文と幅広いジャンルの作品が学べるようになっている。読みやすい書体で書かれている
上に、古語の説明も丁寧に掲載されており、生徒一人の力で読み通しやすくなっている。

3 地理歴史 2年 地理探求
帝国
書院

地探702 新詳地理探求 ２～３年
学習内容に応じた写真や図、グラフが豊富に盛り込まれている。また、「地域を見る目」や「深め
る」と称するコラムを各所に設けて世界各地の生活文化などの様々な地理的事象やその背景を理解
できるように工夫されている。

4 地理歴史 2年 地図
帝国
書院

地図702 新詳高等地図 １～３年

基本図・資料図だけでなく、鳥瞰図や都市圏拡大図など様々な表現の地図が豊富に掲載されてお
り、世界・日本各地の地理的事象を多面的・多角的にとらえることができるように工夫されてい
る。全体を通して識別しやすい色やユニバーサルデザインフォントが使用されており、大変見やす
い。

5 地理歴史 2年 日本史探求
山川
出版
社

日探706 高校日本史 ２～３年
基本的な日本史の流れをしっかりと把握することができる内容となっている。学習内容に応じた写
真や図が豊富に盛り込まれ、多様な歴史資料を活用して生徒自身が歴史を考察する力が養えるよう
工夫がなされている。

6 数学 2年 数学Ⅱ
実教
出版

数Ⅱ705 高校数学Ⅱ ２～３年
見開きで導入、例題、問題が載っていることで、１つの単元を取り組むときにページを行き来
しなくとも良い。抽象的で実態をつかみにくい高校の数学で、イラストやカラーによる視覚的
な理解への支援が充実している。

7 数学 2年 数学B
実教
出版

数B706 高校数学B ２～３年
１ページの中に例題、解答、類似問題が納まっておりレイアウトがすっきりしている。教科書自体
のサイズが大きく、ページの中も余白がしっかりとってあるので、教科書を近づけなくとも見やす
い

8 理科 2年 物理基礎
数研
出版

物基708 新編物理基礎 ２～３年
つまずきの解消や、目標を意識し見通しをもって学習することができ、学んだことを自分の言葉で
説明するような流れになっており、主体的・対話的で深い学びにつながりやすい教科書である。

9 理科 2年 物理
数研
出版

物理706 物理 ３年
既習内容を振り返りながら、新しい内容を無理なく学習していくことができ、読み進めやすく理解
を深めやすい適切な図や表が掲載された教科書である。思考力をはたらかせながら考察する問題が
掲載されており、図や表、グラフなどから必要な情報を読み取り、考査する能力が養える。

様式第２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜明石市立明石養護学校＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                          令和4年　7月11日
　　　　　                                                   　教 科 書 選 定 に 関 す る 申 請 書
 兵庫県教育委員会事務局
 　 高　校　教　育　課　長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校名　　明石市立明石養護学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校長名　福田　篤世

　選定方針

障害特性を考慮し、興味関心が持ちやすい内容である。

日常生活に関連があり、内容がとらえやすい。

資料や図表、写真などのレイアウトが工夫されており、絵や文字が鮮明で見やすい。
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10 理科 2年 化学
数研
出版

化学707 新編化学 ３年
大切な用語を確認したり、重要事項が整理したりする項目が適宜入っており、要点整理が行いやす
い。二次元コードからの学習に役立つデジタルコンテンツが利用でき、豊富な実験映像やアニメー
ションなどが利用でき、質・量ともに十分である。

11 理科 2年 生物
数研
出版

生物704 生物 ３年
生物への興味をもちながら、知識の習得ができ、さらにその知識を活用し、発展的な思考へとつな
げていくことができる教科書である。適切な箇所に「Quest」として問いかけがあり、立ち止まって
考えることで、理科の見方・考え方や思考力を養えるように工夫されている。

12 芸術 2年 音楽Ⅱ
教育
芸術
社

音Ⅱ703 MOUSA２ ２年
曲や技能についての解説や学習する上での観点が書かれており、実践的な学習がより効果的な本校
の生徒に合う内容となっている。楽譜と写真やイラストがバランスよく掲載され、曲のイメージや
理解が進むよう工夫されている。

13 芸術 2年 美術Ⅱ
光村
図書

美Ⅱ701 美術２ ２年
題材が分野別に整理され、バランスよく配置されている。巻末に色彩、写真、漫画表現に関する資
料が設けられており、幅広い表現に挑戦する手がかりとすることができる。さらに、切り離し式資
料「トーン別カラーガイド」もついており、表現活動や鑑賞に生かすことができる。

14 外国語 2年 英語コミュニケーションⅡ
開隆
堂

CⅡ704 Amity　English Communication Ⅱ ２～３年

各パートの語数や新出語数が学習の負担にならない程度に調整され、またゆるやかに難易度が上が
るように配慮されており、基礎的な内容の定着が図りやすくなっている。課末の「FOCUS」では、本
文で登場した表現について表や図解を使って分かりやすくまとめられており、学習内容の整理に役
立つ。

15 外国語 2年 論理・表現Ⅱ
三省
堂

論Ⅱ706 VISTA　 Logic and Expression Ⅱ ２～３年

導入→インプット→アウトプットの３ステップ方式で構成され、コミュニケーション活動と文法学
習をスパイラルに学習しつつ、３領域(「やりとり」「発表」「書く」)のゴールに向け、ステップ
アップしやすくなっている。コミュニケーション活動の基盤となる文法・文構造の定着を図りなが
ら、表現力がより高められるように思われる。

16 家庭 2年 家庭総合
開隆
堂

家総704 家庭総合　明日の生活を築く ２～３年

「家庭基礎」でもこの出版社を選んでいるので、段階的に学びやすい。また、ＱＲコンテンツやデ
ジタル教科書なども付いており、見やすく主体的に学びやすい構成になっている。更に、学習した
事柄を自己へ置きかけて振り返る問題提起など、学習を生活に生かす「自立」に向けての築きに繋
がる内容になっていると考える。

17 情報 2年 情報Ⅱ
日本
文教
出版

情Ⅱ703 情報Ⅱ ２年
高校生が興味関心を高める図やイラスト、表などの図版が分かりやすく示されており、学習内容を
視覚的に理解しやすいように構成されている。また、新しく習う言葉には、黄色いアンダーライン
が引かれており、本文下に説明文が示されていて理解しながら学習を進めることができる。

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

1 国語 1年 現代の国語
東京
書籍

現国 701 新編現代の国語 １年
掲載されている文章量が適量で取り組みやすくなっている。人気作家の作品が採用されており、親
しみやすく、読みやすい内容が取り扱われている。テーマごとに様々な視点から学ぶことができる
ようになっている。読みやすい書体で書かれており、サイズも小さく軽量である。

2 国語 １年 言語文化
東京
書籍

言文 701 新編言語文化 １年
近現代文学、古文、漢文とバランスよく取り扱われている。それぞれの章の頭に年表がつけられて
いて、作品の年代が視覚的にわかりやすくなっている。古文においては訳を多く掲載し、内容理解
を優先して意欲を引き出す内容となっている。

3 地理歴史 1年 地理総合
帝国
書院

地総 703 高等学校　新地理総合 １年
全体的にカラフルで、見やすい。見開き２ページで1単元となっているが、その中に、学習すべき内
容が分かりやすく掲載されている。左上に大きく見出しを配置し、何を学習するのかが一目でわか
るように工夫されている。

4 地理歴史 １年 歴史総合
山川
出版
社

歴総 709 わたしたちの歴史　日本から世界へ １年
第1部「近代化と私たち」では日本と世界の関係を、日本に重点を置きつつ学習していく内容となっ
ている。見開き２ページを１単元としている。周囲に写真や図表を配置し、中央に文章欄を設ける
形で統一されていて、見やすい。

5 数学 １年 数学Ⅰ
実教
出版

数Ⅰ 708 高校数学Ⅰ １年

教科書自体のサイズが大きく、ページの中も余白がしっかりとってあり、１ページの中に例題、解
答、類似問題が納まっているのでレイアウトがすっきりしており視覚的支援が充実している。ま
た、導入問題が身近な例を挙げており、今からどんなことを学ぶのかをイメージしやすく、学習に
入りやすい。

6 数学 １年 数学A
実教
出版

数Ａ 708 高校数学Ａ １年
教科書自体のサイズが大きく、ページの中も余白がしっかりとってあり、１ページの中に例題、解
答、類似問題が納まっているのでレイアウトがすっきりしており視覚的支援が充実している。

以下は、継続使用の教科書で、需要表第１表対象外のもの。
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7 理科 １年 科学と人間生活
第一
学習
社

科人 705 高等学校　科学と人間生活 １年
日常生活とかんれんする身近な学習内容が選択されている。また、理解を深めるための題材や工夫
が多く盛りこまれており、理科を得意としない生徒にも親しみやすく理解しやすい教科書である。

8 理科 １年 生物基礎
第一
学習
社

生基 711 高等学校　新生物基礎 １年
基礎・基本的な学習内容が選択されており、分量も妥当である。また、比較的平易な文章で記述さ
れ、興味・関心を喚起する多くの工夫も凝らされており、理科を得意としない生徒にも理解しやす
い。

9 理科 １年 化学基礎
実教
出版

化基 705 高校　化学基礎 １年
身近な物質を紹介した「物質Ｑ＆Ａ」、化学への興味を高めるコラムをはじめ、日常生活と化学の
関連が多く扱われており、生徒に興味をもたせる材料を提供している。また、図や写真が工夫され
ているだけでなく、大きく豊富に掲載されているので生徒の理解に役立つ。

10 保健体育 １年 保健体育
大修
館書
店

保体 701 現代高等保健体育 １～２年
本文や資料が見やすいレイアウトになっており、イメージを湧かせながら理解を進めていける教科
書である。側注を充実させたり、別ページで補足説明をおこなったりして、学習をより深められる
ように工夫されている。

11 芸術科 Ⅰ年 音楽Ⅰ
教育
芸術
社

音Ⅰ 703 MOUSA１ １年
幅広いジャンルの曲が収録されており、分かりやすい資料や実践的な解説も多数掲載されている。
イラストや写真も適度に配置されており、曲のイメージや理解が進むように工夫がなされている。
また、詳しい解説動画が観られるQRコードも掲載されており、より確かな知識・技能につながる。

12 芸術科 １年 美術Ⅰ
光村
図書

美Ⅰ 701 美術１ １年
各題材や巻末資料の中で作品をつくるときの手掛かりや基礎的な技法が具体的に示されており、表
現活動に生かすことができる。また、見やすくてわかりやすい技法資料や色彩に関する資料が豊富
で、音声ガイド付きの鑑賞題材などQRコンテンツも充実している。

13 外国語 1年
英語コミュ
ニケーショ

ンⅠ

開隆
堂

CⅠ 704 Amity　English Communication Ⅰ １年

各パートの新出語が６語以内に収められ、また難易度がゆるやかに上がるように語数も80～
160語で構成されており、基礎的な内容の定着が図りやすい。ペアワーク活動や自己表現活
動には例が示されたり、ヒントとなる英語表現がまとめられていたりして、無理なく言語活
動に取り組める。

14 外国語 １年 論理表現Ⅰ
三省
堂

論Ⅰ 706 VISTA　 Logic and Expression Ⅰ １年
コミュニケーション活動と文法を分けて学べる３ステップ方式で構成され、３領域(「やりと
り」「発表」「書く」)をスパイラルに学習できる。また、クイズやすごろく、ビンゴといっ
た活動を学習のゴールに設定しており、生徒が楽しみながら学べるように工夫されている。

15 家庭 １年 家庭基礎
開隆
堂

家基 708 家庭基礎　明日の生活を築く １年
各項目において興味関心を引き出す資料や図表、写真などや、課題の設定が豊富に示されて
いる。また各内容を相互に関連付け易いように工夫され、広い視野で多面的、主体的な学び
に結び付けられるように構成されている。

16 情報 1年 情報Ⅰ
日本
文教
出版

情Ⅰ 711 情報Ⅰ図解と実習－図解編 １年

それぞれのページの学習内容を、２行の文章でまとめてあり、概要がとらえやすくやすく
なっている。学習内容の導入となるキャラクターの会話がイラスト入りで示されており、興
味が持ちやすい。また、図やイラスト、表などの図版で、学習内容を視覚的に理解できるよ
うになっている。

17 数学 ３年 数学Ⅰ
教研
出版

数Ⅰ 331 改訂版 新 高校の数学Ⅰ ３年
導入問題が身近な例を挙げており、学び方をイメージしやすく学習に取り組みやすい内容と
なっている。抽象的な数学を、イラストやカラーによる視覚的な支援で充実させている。

18 理科 ３年
科学と

人間生活

第一
学習
社

科人 309
高等学校　改訂
科学と人間生活

３年
取り組みやすい学習内容が選択されており、分量も妥当である。日常生活との関連について
理解を深める題材や工夫が多くもりこまれており、生徒に親しみやすく理解しやすい教科書
である。

19 保健体育科 ３年 保健体育
大修
館書
店

保体 305 最新高等保健体育　改訂版 ３年
本文が端的にまとめられており、内容を理解しやすい。高校生が興味・関心をひくように工
夫された資料が多く、本文だけでなく資料にも注目し理解を促しやすい教科書である。

20 芸術科 ３年 音楽Ⅰ
教育
芸術
社

音Ⅰ 309 高校生の音楽１ ３年
収録されている曲が幅広く、古典から現在までの様々な国やジャンルのものが網羅されてい
る。さらに曲や技能についての解説が盛り込まれており、より深い学びにつながる。

21 芸術科 ３年 美術Ⅰ
日本
文教
出版

美Ⅰ 302 高校美術１ ３年
クロッキーやデッサンなど表現活動を支える基礎的な力を養うページを設けてあり、基礎基
本の技能を絞り込んでいる。図・写真・イラストの配置がわかりやすく視覚的に理解しやす
い。
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22 家庭科 ３年 家庭基礎
東京
書籍

家基 311
家庭基礎
自立・共生・創造

３年
学びを生活に活かすために、自分の興味から学習を深めることができるホームプロジェクト
をチャート式で掲載しており、楽しみながら自然と主体的な学習に結び付けることができ
る。

23 国語 ３年 国語表現
大修
館

国表 307 国語表現　改訂版 ３年
「社会で使える能力を培うこと」をねらいとした実践的な内容で、本格的な表現活動までの
意欲を引き出す工夫が盛り込まれている。作業量も適切で授業計画が立てやすい紙面構成で
ある。

24 地歴 ３年 日本史A
東京
書籍

日Ａ 308 日本史A　現代からの歴史 ３年
歴史と現代社会との関連項目や歴史的事件の記述内容が平易でわかりやすい表現となってお
り、諸説を公平に紹介している。各章末尾に「学習のまとめ」があり、学びの振り返りがで
きる。

25 理科 ３年 生物基礎
第一
学習
社

生基 319 高等学校　改訂 新生物基礎 ３年
基礎基本事項を中心に構成されており負担なく学習できる。学習を深める内容や補足的な内
容が示されており、段階に応じた内容の分量も妥当である。比較的平易な文章記述で理解し
やすい。

26 芸術科 ３年 美術Ⅱ
日本
文教
出版

美Ⅱ 302 高校美術２ ３年
作品を対比させる編集で、学びのねらいが直感的に、より深く把握できるよう構成されてお
り、作品の美しさを生かすレイアウトデザインになっている。

27 外国語 ３年 コミュニケーション英語Ⅱ

第一
学習
社

コⅡ 350
Viva!
English CommunicationⅡ

３年
効果的に配置された挿絵や写真によって、学習内容が視覚的に支援され、理解が進みやす
い。授業中によく使用する英語表現や動詞の不規則変化一覧が掲載されているなど活用しや
すい構成。

28 外国語 ３年 英語表現Ⅰ
三省
堂

英Ⅰ 325
SERECTⅠ English
Expression New Edition

３年
重要な文法項目が例文、日本語訳、解説、イラスト等でまとめられていて理解しやすい。国
際社会や自然科学など知識を広げる分野も取り上げられており、幅広い学びにつながる内容
である。

29 情報科 ３年 社会と情報
日本
文教
出版

社情 317
新・見てわかる
社会と情報

３年
それぞれの学習内容を、3行の本文でまとめてあり、概要がとらえやすくなっている。興味
関心を高める図やイラスト、表などの図版がわかりやすく示されており、視覚的に理解しや
すい。

30 公民 ３年 現代社会
帝国
書院

現社 318 高等学校　新現代社会 ３年
高校生にとって身近な題材や興味関心を高められる写真やデータが豊富で、見やすい構成に
なっている。現代社会の様々な問題に対して考えを深め、判断力を養うのに適している。

31 芸術科 ３年 美術Ⅲ
日本
文教
出版

美Ⅲ 302 高校美術３ ３年
色彩感覚や絵の構図等の内容を学ぶことで、美術の基礎を学ぶことができる構成である。
１・２・３ともに製本形式が中綴じで見開き図版が完全に見える体裁になっている。

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　１～４年の教科書のうち、昨年度から変更したものについては、選定理由欄に○印を朱書し、変更理由を記入すること。

　※選定理由欄の記入については、他の教科書と比較してどの観点でこの教科書の選定に至ったかの理由を具体的に記述すること。（最低６０字以上）
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