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令和２年度　使用教科用図書 摩耶兵庫高等学校

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 大修館 国総347 新編国語総合 改訂版 1年全員

2 地理歴史　 1 地理Ａ 帝国 地Ａ308 高等学校 新地理Ａ 1年全員

3 地理歴史 1 地図 帝国 地図309
標準高等地図
－地図でよむ現代社会－

1年全員

4 公民 1・2 現代社会 第一 現社321
高等学校 改訂版 現代社
会

1年夜間部全員
2年昼間部全員

5 数学 1 数学Ⅰ 数研 数Ⅰ331 改訂版 新 高校の数学Ⅰ 1年全員

6 理科 1 化学基礎 実教 化基316 新版化学基礎 新訂版 1年全員

7 保健体育 1 保健 大修館 保体304 現代高等保健体育改訂版 1年全員

8 芸術 1 音楽Ⅰ 教芸 音Ⅰ309 高校生の音楽1 1年選択

9 芸術 1 美術Ⅰ 日文 美Ⅰ305 高校生の美術1 1年選択

10 芸術 1 書道Ⅰ 教図 書Ⅰ306 書Ⅰ 1年選択

11 外国語 1・2
コミュニケー
ション英語Ⅰ 三省堂 コⅠ335

VISTA English Communication
ⅠNew Edition 1・2年全員

○実際に使用した生徒や授業者の感想から本書にデメリットがなかった点と、別の教科書に
変えるデメリットを考慮した上で継続使用を決定した。

12 商業 1・3 ビジネス基礎 実教 商業334 ビジネス基礎 新訂版
1年昼間部全員
3年夜間部選択

○図やイラストが多く配置されており使用の際に充実感がある。また、興味や関心を示す内
容となっており、教科書を通して理解を深めるのに適している。

13 理科 2 生物基礎 実教 生基313 生物基礎 新訂版 2年全員

14 芸術 2 音楽Ⅱ 教芸 音Ⅱ309 高校生の音楽2 2年選択

15 芸術 2 美術Ⅱ 日文 美Ⅱ304 高校生の美術2 2年選択

16 芸術 2 書道Ⅱ 教図 書Ⅱ306 書Ⅱ 2年選択

17 家庭 2 家庭基礎 教図 家基312
新 家庭基礎 今を学び 未
来を描き 暮らしをつくる

2年全員
○教科書内の資料や図表がとても分かりやすく、写真もより生徒の興味を引くものが多い。
また、本文中の文章表現も本校の生徒に適したわかりやすい表現になっているので使用を決
定した。

18 情報 2 社会と情報 実教 社情311 最新社会と情報 新訂版 2年全員

19 国語 3 現代文Ｂ 大修館 現Ｂ332 新編現代文Ｂ 改訂版 3年全員

20 国語 3 国語表現 教出 国表306 国語表現 改訂版 3年選択

21 地理歴史 3 世界史Ａ 帝国 世Ａ314 明解 世界史Ａ 3年全員

22 数学 3 数学Ａ 数研 数Ａ331 改訂版 新 高校の数学Ａ
3年昼間部全員
3年夜間部選択

23 数学 3 数学活用 実教 数活301 数学活用 3年夜間部選択
○本文の内容や、注釈文・図版・色など、数学に苦手意識を持つ生徒にも理解しやすいよう
に工夫がなされている。日常生活と数学が結びつけられており、関心・意欲を引き出すこと
ができる。

24 理科 3 物理基礎 東書 物基312 改訂 新編物理基礎 3年昼間部全員
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25 理科 3 科学と人間生活 実教 科人307 科学と人間生活 新訂版 3年夜間部全員

26 商業 3 ビジネス実務 東法 商業346 ビジネス実務 新訂版 3年昼間部選択
○ビジネスの場のみならず、実生活で役立つビジネスに関する情報・要素等が多岐にわた
り、興味や関心を示す内容となっており教科書を通して理解を深めるのに適している。

27 商業 3・4 情報処理 東法 商業344 情報処理 新訂版
3年夜間部選択
4年昼間部選択

28 国語 4 古典Ａ 大修館 古Ａ315 古典A 物語選 改訂版 4年全員

29 地理歴史 4 日本史Ａ 山川 日Ａ314 現代の日本史 改訂版 4年全員

30 外国語 4 英語表現Ⅰ 三省堂 英Ⅰ325
SELECT English Expression
Ⅰ New Edition

4年昼間部全員

31 外国語 4 英語会話 三省堂 英会302
SELECT English
Conversation

4年選択


