
平成３1 年度使用教科用図書採択候補一覧

（高等学校）

＜＜全日制＞＞

  川崎高等学校         １頁 ～   １２頁

  幸高等学校         １３頁 ～   ２６頁

  川崎総合科学高等学校    ２７頁 ～   ４０頁

  橘高等学校         ４１頁 ～   ５０頁

  高津高等学校        ５１頁 ～   ６１頁

＜＜定時制＞＞

  川崎高等学校        ６２頁 ～   ６７頁

  川崎総合科学高等学校    ６８頁 ～   ７５頁

  橘高等学校         ７６頁 ～   ８１頁

  高津高等学校        ８２頁 ～   ８７頁



購入学年欄補足 

川崎高等学校（全日制） 

普 → 普通科 

生 → 生活科学科 

福 → 福祉科 

理 → 理系 

幸高等学校（全日制） 

ビ → ビジネス教養科 

普 → 普通科 

川崎総合科学高等学校（全日制） 

科  → 科学科 

情  → 情報工学科 

電  → 総合電気科 

電子 → 総合電気科 電子コース 

電気 → 総合電気科 電気コース 

機  → 電子機械科 

健  → 建設工学科 

建築 → 建設工学科 建築デザインコース 

建都 → 建設工学科 都市システムコース 

デ  → デザイン科 

橘高等学校（全日制） 

普  → 普通科 

国  → 国際科 

ス  → スポーツ科 

高津高等学校（全日制） 

理  → 理系 

文  → 文系 

川崎総合科学高等学校（定時制）

電 → クリエイト工学科 電気・電子コース 

機 → クリエイト工学科 機械コース 



番号 略称 記号 番号

国語 2 東書 国総 332 新編国語総合 1

どの分野も親しみやすい、また読
みやすい作品が載っていて使いや
すい。内容は基礎的なものが多
い。古典も文法などの説明が見や
すくまとまっている。

現代文編，言語活動編，古文編，
漢文編の4部構成が一冊にまと
まっていて、扱いやすい。また、
「言語活動」が各単元ごとに充実
している。

写真や絵が充実していて、学習へ
の導入が展開しやすい。

○ 国語 2 東書 国総 333 精選国語総合
1生
福

どの分野も代表的な作品が載って
いて使いやすい。内容も基礎的な
ものから高いレベルまで段階的に
収められている。古典も文法など
の説明が見やすくまとまってい
る。

現代文編，言語活動編，古文編，
漢文編の4部構成が一冊にまと
まっていて、扱いやすい。また、
「表現と言語活動」が各単元ごと
にまとまっている。

色使いが良く、説明等も見やすい
ので関心をもちやすい。

○ 国語 2 東書 国総 334 国語総合　現代文編 1普

評論では，人間・社会・言語など
さまざまな分野の質の高い教材が
採録されており，論理的思考力を
培うことができる。

多様な学力を持つ生徒集団でも指
導しやすい教材配置となってい
る。「思索への扉」「文学への
扉」は、各単元での学習を深める
のに役立つ。

学習の動機づけとなる写真、内容
の理解の助けとなる写真や絵が充
実している。教師用指導書や関連
資料，周辺教材が充実しており，
指導しやすく、かつ、学習しやす
い。

○ 国語 2 東書 国総 335 国語総合　古典編 1普

古文は各時代の代表的な教材，漢
文は故事・寓話・詩文・史話・思
想などから基本教材が選ばれてい
る。

古典文法，漢文句法を学習するコ
ラムは教科書の用例をもとに解説
されており，附録の「古文重要語
句」「漢文句法・重要語のまと
め」や，脚注欄の重要古語，重要
句法との関連もつけられていて、
指導しやすい。

資料性の高い写真・図版が適切に
掲載されている。特に巻末附録の
「古典参考図録」は資料性が高
く，生徒の古典学習に対する意欲
が高められるように工夫されてい
る。

国語 15 三省堂 国総 336
高等学校国語総合　現代文
編　改訂版

1

生徒の関心を引く話題や主体的に
考えられる話題が取り上げられて
いるが、やや難解な作品がある。

定評ある教材と現在注目されてい
る著者による新しい教材とを豊富
にかつバランスよく採録してい
る。

意味や用法に注意して身に付けて
おきたい語句は、脚注欄に抜き出
して見開きごとに整理してあり、
語彙を定着させるのに有益であ
る。

国語 15 三省堂 国総 337
高等学校国語総合　古典編
改訂版

1

コラム「文法から解釈へ」は、文
法事項の把握が古典作品の理解を
深めるということを平易に解説し
ており、生徒の理解を進めるのに
適している。

古文、漢文とも様々なジャンルが
バランスよく収録されている。

各教材の冒頭に作品の成立年代を
示す図版が表示されており、成立
年代が視覚的につかめるように工
夫されている。

国語 15 三省堂 国総 338 精選国語総合　改訂版 1

オーソドックスな教材とその他の
教材とをバランスよく採録してい
る。また古典編では、文法・句法
についても適切にまとめられてい
るので、基礎的・基本的な事項を
確実に学習できるようになってい
る。

教材数及び個々の教材の長さが適
切であり、学校の実態に合わせて
学習活動を展開できるように配慮
されている。

活字・写真・挿絵は鮮明で、かつ
レイアウトも工夫されており、学
習に取り組みやすい教科書となっ
ている。

○ 国語 2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ 2普

単元数が多く、物語や評論などの
ジャンルから様々な作品を抜粋し
ている。単元末にかならず表現と
言語活動の課題があり、指導に役
立てることが出来る。

分量は適当である。脚注が多い。
「こころ」では物語を読み進めや
すいように図の配置が工夫されて
いる。

色使い・挿絵などが控えめになっ
ている。文字サイズは小さめで、
他社の教科書と比べると情報量が
多い印象である。

国語 50 大修館 現Ｂ 331 精選現代文Ｂ　新訂版 2

物語や評論などのジャンルにおい
て、定番の作品のほかに新しい作
品も入っている。教材数も多い。

分量は多い方である。教材ごと
に、「次の一冊」が紹介されてい
て、生徒の興味関心を深めること
につながりやすい。

色使い・挿絵など工夫されてい
る。文字サイズは小さめで、情報
量が多い印象である。

○ 国語 117 明治 現Ｂ 336 新　高等学校現代文B
2生
福

実用的な文章を書く能力の充実の
ためにのコーナーがあり、就職を
前提とした科で使用しやすい。各
章で分野ごとに分けられ、学習し
やすくなっている。

全体として単元の数は少なく、一
つ一つを時間をかけて学ぶ構成で
ある。単元末の課題には語彙や単
語力を鍛えるような「言葉の学
習」という枠がある。

大きい活字を使用している。印刷
は鮮明で，適所にあるカラー図版
も生徒の学習意欲を高める。

国語 50 大修館 古Ａ 315 古典Ａ 物語選 改訂版
2生
福

比較的読解が容易な教材が多く採
用されている。故事成語など、現
代につながるような内容も多い。

分量は多めだと感じられる。ま
た、脚注も多く、工夫されてい
る。

写真等、非常に多く採用されてい
て、わかりやすい工夫がなされて
いる。

○ 国語 183 第一 古Ａ 314
高等学校　改訂版 標準古典
Ａ 物語選

2生
福

物語や評論などのジャンルから
様々な作品を抜粋している。コラ
ムなどがあり、時代背景などがイ
メージしやすくなっている。

分量は適当である。脚注が多く、
物語を読み進めやすいように工夫
されている。単元末の「学習」の
欄には内容理解に重点を置いた課
題が設定されている。

色使い・挿絵などが控えめになっ
ている。単元のはじめにかならず
書かれた時期が分かる系図があ
る。

国語 15 三省堂 古Ｂ 333
高等学校古典Ｂ　古文編
改訂版

2

有名な作品を採用しながら、他社
が採用していない節を単元化して
いるものが多い。

分冊で第１部と第２部と分かれて
いるため、学年をまたいで使用す
ることが出来る。

脚注、図が見やすく工夫されてい
る。「古典の扉」があって興味関
心を高める工夫がされている。

国語 15 三省堂 古Ｂ 334
高等学校古典Ｂ　漢文編
改訂版

2

有名な作品を採用しながら、他社
が採用していない節を単元化して
いるものが多い。

分冊で第１部と第３部と分かれて
いるため、学年をまたいで使用す
ることが出来る。

脚注、図が見やすく工夫されてい
る。「古典の扉」があって興味関
心を高める工夫がされている。

○ 国語 183 第一 古Ｂ 350
高等学校　改訂版　古典B
古文編

2普

物語や評論などのジャンルから有
名な作品・単元を抜粋している。
ところどころに「言語活動」の
ページがあり時代背景の理解に役
立てることが出来る。

分冊で第１章と第２章と分かれて
いるため、学年をまたいで使用す
ることが出来る。分量は適当であ
る。脚注が多く、物語を読み進め
やすいように工夫されている。

色使い・挿絵などが多く、単元の
はじめに必ず成立時期が分かる系
図がある。

表記・表現

平成３１年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

1



番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３１年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

○ 国語 183 第一 古Ｂ 351
高等学校　改訂版　古典B
漢文編

2普

物語や評論などのジャンルから
様々な作品を抜粋している。とこ
ろどころに「言語活動」のページ
があり時代背景の理解に役立てる
ことが出来る。

分冊で第１章と第２章と分かれて
いるため、学年をまたいで使用す
ることが出来る。分量は適当であ
る。脚注が多く、物語を読み進め
やすいように工夫されている。

色使い・挿絵などが多い。軍記で
は動きが分かりやすい進撃図が採
用されている。

地理
歴史

7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版 2

世界史の大まかな流れが理解でき
るよう、充実した内容となってい
る。側注やコラムが多く掲載され
ており、発展的な学習も可能であ
る。

１テーマ見開き２ページの構成
で、学習内容が一目で分かりやす
い。巻頭には時代ごとの世界の変
遷の地図が掲載されており、世界
史の全体像を把握することができ
る。

文章表現は適切であり、分かりや
すい説明となっている。重要事項
は太字となっている。また、人物
名はフォントを変えることで、地
名や事件名との区別が認識しやす
くなっている。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版 2

基本的な事項から応用的な事項ま
で、詳細に扱っている。雨温図な
ども掲載されており、地理との関
連も意識されている。生徒の興
味・関心に応じた発展学習が可能
になっている。

資料がオールカラーで見やすく、
豊富に掲載されている。レイアウ
トが工夫されており、資料があっ
ても紙面は詰まっておらず、本文
が読みやすい。

文章表現は適切である。文字の大
きさはやや小さめで、文字数が多
くても紙面が詰まっていないので
読みやすく、発展的な学習向きで
ある。

○
地理
歴史

81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版
2生
福

世界史Aの内容が偏りなく網羅さ
れている。基本的な事項が本文
に、応用的な事項がコラムに掲載
されており、生徒の興味や学力に
応じて学習を進めることが可能で
ある。

地図、資料、図版が豊富に掲載さ
れており、カラーも鮮明で見やす
い構成となっている。ダヴィド作
の有名な絵画、ナポレオンの戴冠
式が表紙になっており、見ごたえ
がある。

本文は簡潔な表現となっている。
重要事項は太字になっていて分か
りやすい。漢字の多くにルビが振
られており、漢字が苦手な生徒も
学習しやすい。

○
地理
歴史

2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ 1普

基本的な内容から発展的な内容ま
で網羅されており、充実した内容
となっている。地理や写真も数多
く掲載されており、地理の学習と
の関連付けがしやすい。

A５版よりやや大きめのサイズ
で、写真や図版が豊富に掲載され
ながらも、見やすい構成となって
いる。分量は豊富で、発展的学習
が可能となっている。

本文は、明快な表現となってお
り、生徒が自ら読み進めて内容を
理解することができる。漢字の読
み仮名や、人物名の英語表記もル
ビがついており、丁寧である。

地理
歴史

81 山川 世Ｂ 313 新世界史　改訂版 1

基本的な事項から発展的な事項ま
で詳細に取り扱われている。各時
代区分を１つのテーマ概観する
ページや、ある視点からの解説
ページなどが設けられており、発
展的な学習が可能である。

A５版よりやや大きめのサイズ
で、本文の叙述中心の構成となっ
ている。分量はかなり多く、発展
的学習が可能となっている。

文字の大きさは小さめで行間に余
裕があり、通史の単行本のような
スタイルである。重要語は太字と
なっている。

地理
歴史

81 山川 世Ｂ 314 高校世界史　改訂版 1

基本的な事項が各時代ごとに全体
像としてつかむことができ、主体
的な学習にも対応している。内
容・記述が刷新され、発展的な学
習が可能である。

各部の概観やまとめが本文中にあ
り活用することで、大きな流れを
大観できる。現代までの歴史の意
義が明確にあらわされている。

末尾にまとめがあり、史料や図
版、グラフまで、様々な視覚的資
料がある。主題学習も行いやすく
なった。

地理
歴史

2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史 3

基本的な事項が網羅されている。
世界史的な視野に立ち、多様な視
点から日本近現代史の展開を考察
できるよう内容が取り上げられて
いる。

１テーマ見開き２ページとなって
おり、学習しやすく工夫されてい
る。各単元の要点が「問い」の形
式で冒頭に掲載されており、考え
ながら読み進めることで理解を深
められる。

文章は簡潔でわかりやすい。重要
語句は太字のゴシック体で書かれ
ており、漢字の多くに読み仮名が
振られている。

地理
歴史

35 清水 日Ａ 310
高等学校　日本史Ａ　新訂
版

3

基礎的･基本的な内容が偏ること
なく含まれ、歴史的事項の選択も
適切なものとなっている。また、
生徒が興味・関心を喚起し、主体
的な学習活動を行えるよう工夫さ
れている。

近･現代史が系統的に構成されて
おり、整合性を持って歴史的事象
は配列され、分量も適切となって
いる。２～３ページを１テーマに
あて、学習目標が設定されてい
る。

オールカラー印刷で写真や地図・
史料・略年表が効果的に豊富に掲
載されている。側注や補説、ふり
がなや図表など十分に配列されて
いる。

○
地理
歴史

81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版
3生
福

基礎的な事項が国際的な視野で日
本の近現代史が叙述されており、
視点を広げて日本史の学習を進め
ることができる。

十分な分量の内容をバランスよく
配置している。写真が大きく掲載
されており、生徒の興味・理解を
促す工夫がされている。

写真や図版が大きく掲載されてお
り、見やすく、生徒の興味・関心
を喚起するものとなっている。図
の色使いなどでは、カラーユニ
バーサルデザインにも配慮されて
いる。

地理
歴史

2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ 2

基礎的な事項が丁寧に盛り込まれ
ている。農民や庶民の生活に着目
した特集ページが設けられ、歴史
の本筋では抜け落ちてしまってい
る市井の人々についても理解する
ことができる。

地図、写真、絵画などの資料が豊
富に掲載されている。本文と資料
とのバランスが適切である。

文章は簡潔でわかりやすい。重要
語句は太字で書かれており、漢字
の多くに読み仮名が振られてい
る。

地理
歴史

81 山川 日Ｂ 315 新日本史　改訂版 2

基本的な内容を踏まえ、斬新的な
切り口で出来事の因果関係を重視
した論理的叙述な内容になってい
る。

４部構成となり、試験に出題され
る史料の数も多く掲載されてい
る。コラムも充実している。

本文を理解しやすくする地図や系
図などの図版も多く掲載されてい
る。

○
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 2普

本文は基本的事項の内容が充実し
ており、かつ豊富に記述されてい
る。図版や写真なども多く記載さ
れており、脚注には詳細な記述で
より高度な内容にも触れている。

各時代区分のはじめに年表を記載
し、概観がまとめられており、そ
の時代の流れが捉えられるよう構
成されている。

図版は配色に留意し工夫を凝らし
ている。写真がコンパクトに提示
されている。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ
1生
福
2普

基礎的事項が網羅され、内容も充
実している。大きな図版や写真、
模式図等で、地形や機構の自然環
境の概念をわかりやすく説明して
いる。

写真が豊富である。グラフ、地
図、図解などの資料も多く、一つ
の単元が見開きで、まとまりよく
構成されている。分量や配列は適
切である。

文章表現も平易で、見やすく読み
やすいフォントを使用するなど工
夫してる。図版資料も豊富で見や
すく工夫がなされいる。

地理
歴史

130 二宮 地Ａ 309 基本地理Ａ 12

基礎基本的な知識や技能を身に付
けることができ、日本と世界を体
系的に記述し、興味を引きやすい
ような内容になっている。

視覚的に理解できるように構成さ
れ、地形図やGISを活用したハ
ザードマップなどが掲載され、地
理的技能が習得できるようになっ
た。

最新の資料や具体的な例が明記さ
れ、写真も多くなり見やすくなっ
た。

2



番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３１年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
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学年

内容 構成・分量・装丁

地理
歴史

183 第一 地Ａ 310
高等学校　新版　地理Ａ
世界に目を向け，地域を学
ぶ

12

基本的事項が丁寧に網羅されてい
る。見開きの冒頭に「アプロー
チ」や「TRY」が設けられ、学習
内容の要点がつかめるような工夫
がなされている。

B４より大きめのサイズで、写真
やグラフ、図解が豊富に掲載され
ている。また、ワークが充実して
おり、白地図などの作業を入れる
など、学習に取り組める工夫がな
されている。

理解しやすく平易でわかりやすい
記述となっている。文字の書体や
サイズが適切であり見やすく、鮮
明な写真と図版も見やすい。

地理
歴史

2 東書 地Ｂ 306 地理Ｂ 3

基礎的な事項が網羅された。特に
日本の取り扱いや既習事項（中学
社会科地理）へ確認の学習がしや
い内容となった。

基本的な技能を修得しやすくする
ためにテーマを増やしたり、自分
の言葉で記述する問いを加えたり
してある。

用語の解説などを紙面の定位置に
持っていくことで、作業もしやす
く、そして見やすくなった。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 3普

基礎的な事項がわかりやすく解説
されている。系統地理の全分野、
地誌においても全地域が扱われて
いる。

紙面が大きくて見やすく、内容の
分量も適切である。図表や写真を
本文内容にあわせて活用できるよ
う工夫されている。

文章表現は理解しやすい。重要な
用語には関連のあるページが参照
ページとして記載されており学習
しやすい。

地理
歴史

130 二宮 地Ｂ 305 新編　詳解地理Ｂ改訂版 3

基本的な事項、重要項目がもれな
く丁寧に説明されており、知識を
確実に定着させることができる。
系統地理単元でも地誌単元も記述
が豊富である。

地図や資料が豊富で、本文の記述
にあわせて図表や写真がレイアウ
トされている。世界の諸地域をカ
バーしており、充分な分量となっ
ている。

文章はわかりやすい表現になって
いる。カラーユニバーサルデザイ
ンが配慮されており、色覚に特性
のある生徒にも読み取りやすい。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 1

詳細な地図を基本に豊富な主題地
図が配置されており、様々な用途
に対応できる。地形や気候に関す
る図版も適切で充分な統計資料を
掲載している。

必要な資料が豊富に掲載されてお
り、各領域内容がバランスのとれ
た配置となっている。端に地域ご
とにインデックスがついており、
利便性を高めている。

見やすい配色で、地形の概観を理
解しやすい。主要図に世界地図が
併記され、地球上の位置理解を促
進している。

地理
歴史

130 二宮 地図 311 詳解現代地図 1

地域図に豊富な資料が記載されて
おり、地域の特性を理解しやすい
内容になっている。現代社会の特
性や諸問題を考察する資料にふさ
わしい。

B４より大きめのサイズで、紙面
が大きく地図の詳細がみやすい。
端に地域ごとにインデックスがつ
いており、利便性を高めている。

主題図は主題がはっきりと分かる
表記になっており、見やすい。カ
ラーの発色がよく、地図の色分け
も見やすい。

公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 13

基礎・基本が丁寧に記述されてい
る。生徒に興味・関心や動機づけ
を促して学習できるように工夫し
ている。また、学習内容を深める
ことができるように注釈が充実し
ている。

見開き２ページで１テーマがまと
められていてわかりやすい構成に
なっている。ヴィジュアル特集な
どの写真・図版資料、コラム・用
語解説の配置が工夫されており、
分量も適切である。

全体にふりがなが多くて読みやす
い。図版や写真が豊富に掲載され
ており理解しやすい。

○ 公民 35 清水 現社 316
高等学校　現代社会　新訂
版

1生
3福

基本的な事項が網羅されている。
内容が精選され、質・量ともに充
実している。側注も豊富で発展的
な学習も可能である。

写真、グラフ、地図など資料が適
切に配列・記述されている。人物
の説明も充実している。紙面は
すっきりとした構成となってい
る。

本文は分かりやすい表現となって
いる。重要語は太字表記で判別し
やすい。装丁はシンプルである。
裏表紙には世界地図が掲載されて
いる。

公民 104 数研 現社 319 改訂版　現代社会 13

基本事項が丁寧に記述されており
理解が深まるよう工夫されてい
る。側注で詳細な内容まで扱って
いる。

資料が大変豊富である。地図、グ
ラフ、図解が充実している。具体
的な資料のデータから現代社会を
理解することができる。

本文は簡潔な説明となっている。
重要語が太字のゴシック体となっ
ており、判別しやすい。

公民 35 清水 倫理 313
高等学校　現代倫理　新訂
版

1

基本的事項が丁寧に扱われてい
る。思想が現代の社会にもつな
がっていることを意識できるよう
な内容となっている。

原典資料や写真、絵画などの資料
が豊富で大きく掲載されており、
画期的な構成となっている。側注
には用語の解説が数多く掲載され
ている。

詳しい説明となっているため、平
易な表現で説明されているので分
かりやすい。重要語は太字となっ
ている。

○ 公民 35 清水 倫理 308 高等学校　新倫理　新訂版 1普

基礎的な事項が丁寧に記述され、
理解を深める工夫がなされてい
る。西洋思想と東洋思想の比較の
ページが設けられており、世界的
な視野で把握させる視点となって
いる。

人物の写真や図解など、必要な資
料が整っている。構成はシンプル
でみやすい。

オールカラー印刷で写真や地図、
概念図などが見やすい。表紙はラ
ファエロの「アテネの学堂」とい
う著名な絵画であり、哲学の世界
観を表している。

公民 104 数研 倫理 314 改訂版　倫理 1

基礎的・基本的な事項が網羅され
ている。補足や発展的な内容まで
説明されており発展的な学習を深
めることができる。

写真、原典、図解などの資料が充
実し、本文と資料とのバランスが
とれている。表紙や各編ごとの見
出しには著名な絵画や写真が掲載
されており、倫理への理解を深め
ることができる。

各単元の学習項目ごとに「問いか
け」から教科書の説明が始まって
おり、問いを深めていくことで内
容を理解できる表記となってい
る。

公民 35 清水 政経 314
高等学校　現代政治・経済
新訂版

3

基礎的な内容から発展的な内容ま
で詳細に取り上げられている。政
治・経済の最新の動向が理解でき
るよう工夫されている。

本文叙述の割合が高く、文章が多
い構成となっている。資料は、図
解が多く掲載されており、制度の
しくみなどが理解しやすい。

文章表現は丁寧である。興味のあ
る生徒には、読み物としても読み
応えのある内容となっている。側
注も詳細に記述されており、発展
的な学習が可能である。

○ 公民 81 山川 政経 316 詳説　政治・経済  改訂版 3普

基本的な事項から発展的な事項ま
で充実している。側注も豊富で詳
しく、発展的な学習が可能であ
る。

図解やグラフが豊富で、制度のし
くみが理解しやすい。紙面はシン
プルで、学習しやすい構成となっ
ている。

説明は簡潔である。文字の大きさ
は小さめで、紙面がすっきりとし
た構成となっている。重要語は太
字となっている。

公民 183 第一 政経 309
高等学校　改訂版　政治・
経済

3

基本的な内容を中心にまとめられ
ている。具体的な事例を中心に展
開されている。テーマ学習では、
最新の内容を多面的に学ぶことが
できるよう工夫されている。

各単元のポイントが冒頭に明確に
示されており考えながら学習をす
すめることができる。第３編では
選択式で、課題探求学習ができる
ようになっている。

カラーの資料が豊富で理解しやす
い。本文記述や資料の解説におい
ても説明文はわかりやすい表現と
なっている。

3
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数学 2 東書 数Ⅰ 317 数学Ⅰ　Advanced １普

例，例題，応用例題と段階的に学
習できる。また参考として発展的
な内容を含んでおり，授業の進度
にあわせて扱うことができる。

問題の構成は適切であり、分量に
ついても段階に応じて適切であ
る。

カラーバリアフリーを含むユニ
バーサルデザインに配慮してあ
る。

数学 7 実教 数Ⅰ 321 新版数学Ⅰ　新訂版
１生
１福

基本的な問題が網羅されており、
理解するための要点が図表を豊富
に用いて、良くまとめられてい
る。応用や発展などの問題では、
ハイレベルなものも採用され、多
様な生徒への対応が可能。

問題の構成は理解しやすく、分量
ともに適切である。

色使いや挿絵を始めとしたビジュ
アル要素が多く用いられ、分かり
やすさに重点を置いた表現となっ
ている。

○ 数学 7 実教 数Ⅰ 322 新数学Ⅰ
１生
１福

ウォームアップとして中学校の復
習が盛り込まれている。問題の解
法の具体例も多く、解説が平易で
丁寧である。数学が苦手な生徒も
取り組みやすい。

問題の構成は適切であり、問題の
分量は復習が多く盛り込まれてお
り適切である。

具体例の図が多く、色使いも多彩
で視覚的に理解が進められる。

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 327 改訂版　数学Ⅰ １普

問題のタイプが充実していて、研
究と発展でさらにハイレベルな問
題も扱っている。例、練習、応用
例題、研究、問題、章末問題と段
階的に扱うことで無理なくレベル
アップできるよう構成されてい
る。

構成は理解しやすく工夫されてお
り、分量については、レベルごと
に充実しており適切である。

丁寧で適切にまとめられている。
色彩が落ち着いていて、見やす
い。

数学 104 数研 数Ⅰ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅰ １普

例，例題，練習など基本的な問題
が網羅されており、理解するため
の要点が大変良くまとめられてい
る。発展的な内容には別ページが
設けられ、探究の幅が広がる。

問題の構成が工夫されている。分
量も十分あり、適切である。

適切な文章表現である。また、図
なども効果的に使われていて理解
しやすい。

数学 2 東書 数Ⅱ 317 数学Ⅱ　Advanced １普

例，例題，応用例題と段階的に学
習することができる。また，参考
として発展的な内容や本文に関連
した内容を扱っており，授業の進
度に応じて取りあつかうことがで
きる。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

カラーバリアフリーを含むユニ
バーサルデザインに配慮してあ
る。例，例題，応用例題が枠で囲
まれており，本文の中から見つけ
やすくなっている。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 325 数学Ⅱ改訂版 １普

例，例題および考え方が明記され
た例題によって段階的に学習する
ことができる。また，本文に関連
する内容および発展的な内容も研
究，column等で扱っており，授業
進度に応じて取りあつかうことが
できる。

問題の構成に工夫がみられる。分
量ともに適切である。

カラーバリアフリーに対応したデ
ザイン・配色である。また，例・
例題の終わりが明記されており，
本文の中から見つけやすくなって
いる。

○ 数学 104 数研 数Ⅱ 327 改訂版　数学Ⅱ １普

例，例題，応用例題と段階的に学
習することができる。また，例・
例題・応用例題を補足内容を問，
研究として扱っており，授業の進
度に応じて取りあつかうことがで
きる。

問題の構成については適切であ
り、分量については、段階に応じ
た問題が充実しており適切であ
る。

カラーユニバーサルデザインに配
慮してある。また，フォントも見
やすく，読みまちがえにくいもの
を使用してある。

数学 2 東書 数Ⅲ 315 数学Ⅲ Advanced
３普
理

例，例題，応用例題と段階的に学
習することができる。また，参考
として発展的な内容や本文に関連
した内容を扱っており，授業の進
度に応じて取りあつかうことがで
きる。

問題の構成は理解しやすく、分量
も段階に応じた問題が充実してお
り、適切である。

カラーバリアフリーを含むユニ
バーサルデザインに配慮してあ
る。例，例題，応用例題が枠で囲
まれており，本文の中から見つけ
やすくなっている。

数学 2 東書 数Ⅲ 301 数学Ⅲ
３普
理

基礎から標準内容まで記載してあ
る。各分野・内容の性質を式だけ
でなく図を用いて丁寧にまとめて
あり，活用しやすくなっている。

問題の構成は理解しやすく、分量
ともに適切である。

図やイラストが豊富でイメージが
つかみやすい。

数学 61 啓林館 数Ⅲ 319 詳説 数学Ⅲ改訂版
３普
理

例題が充実している。研究、章末
問題を段階的に取りあつかうこと
で発展的な内容に取り組めるよう
になっている。

問題の構成･分量とも適切であ
る。

丁寧で適切にまとめられている。
配色がよく、見やすい。

○ 数学 104 数研 数Ⅲ 322 改訂版 数学Ⅲ
３普
理

例，例題，応用例題と段階的に学
習することができる。また，例・
例題・応用例題を補足内容を問，
研究として扱っており，授業の進
度に応じて取りあつかうことがで
きる。

問題の構成は段階に応じた工夫が
されている。分量についは、段階
に応じた問題が十分にあり、適切
である。

カラーユニバーサルデザインに配
慮してある。また，フォントも見
やすく，読みまちがえにくいもの
を使用してある。

数学 2 東書 数Ａ 317 数学Ａ　Advanced １普

例，例題，応用例題と段階的に学
習できる。また参考として発展的
な内容を含んでおり，授業の進度
にあわせて扱うことができる。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

カラーバリアフリーを含むユニ
バーサルデザインに配慮してあ
る。

○ 数学 7 実教 数Ａ 321 新版数学Ａ　新訂版 ２生

例題の解説が丁寧で、次の内容に
無理なく進むことができる。各単
元の導入を具体例等を用いて丁寧
に取り扱っており、理解しやす
い。

問題の構成は理解しやすく工夫さ
れており、分量も適切である。

図やイラストが豊富でイメージが
つかみやすい。

数学 7 実教 数Ａ 322 新数学Ａ ２生

ウォームアップとして中学校の復
習が盛り込まれている。問題の解
法の具体例も多く、解説が平易で
丁寧である。数学が苦手な生徒も
取り組みやすい。

問題の構成に工夫が見られる。問
題の分量も適切である。

具体例の図が多く、色使いも多彩
で視覚的に理解が進められる。
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数学 61 啓林館 数Ａ 324 詳説　数学A改訂版 １普

例題が充実している。研究、章末
問題を段階的に取りあつかうこと
で発展的な内容に取り組めるよう
になっている。

問題の構成は適切であり、分量に
ついても、例題から発展できるよ
う工夫されている。

丁寧で適切にまとめられている。
配色がよく、見やすい。

○ 数学 104 数研 数Ａ 327 改訂版　数学Ａ １普

問題のタイプが充実している。
例、練習、応用例題、研究、問
題、章末問題を段階的に取りあつ
かうことで発展的な内容に取り組
めるようになっている。

問題の構成は理解しやすく工夫さ
れており、分量も段階に応じた問
題が適切に配分されている。

丁寧で適切にまとめられている。
色彩が落ち着いていて、見やす
い。

数学 104 数研 数Ａ 329 改訂版　新編　数学Ａ ２生

基礎から標準内容まで記載してあ
る。各分野・内容の性質を式だけ
でなく図を用いて丁寧にまとめて
あり，活用しやすくなっている。

問題の構成は適切である。分量に
ついても基礎・基本に関して充実
しており適切である。

図やイラストが豊富でイメージが
つかみやすい。

数学 183 第一 数Ａ 332 数学Ａ １普

例，例題，探求例題と段階的に学
習できる。また練習問題である問
で，問題を解くのにやや工夫が必
要なものは印がつけられており，
参考になる。本文の内容を補足す
るＴＲＹも充実している。

問題の構成は理解しやすく工夫さ
れている。問題の分量についても
適切である。

カラーバリアフリーを含むユニ
バーサルデザインに配慮してあ
る。

数学 183 第一 数Ａ 333 高等学校　数学Ａ １普

例，例題，探求例題と段階的に学
習できる。本文の内容を補足する
研究も充実しており，授業の進度
にあわせて取り組むことができ
る。

問題の構成、及び分量ともに適切
である。

カラーバリアフリーを含むユニ
バーサルデザインに配慮してあ
る。

数学 2 東書 数Ｂ 316 数学Ｂ　Advanced ２普

例，例題，応用例題と段階的に学
習できる。また参考として発展的
な内容を含んでおり，授業の進度
にあわせて扱うことができる。

問題の構成は理解しやすく、分量
ともに適切である。

カラーバリアフリーを含むユニ
バーサルデザインに配慮してあ
る。

数学 61 啓林館 数Ｂ 322 詳説　数学Ｂ改訂版 ２普

例、例題、問を通して考え方を簡
潔に説明されている。使用する色
の種類を抑え、図が大変見やす
い。また、研究のページが充実し
ており、大学入試を意識した教科
書作りとなっている。

問題の構成･分量とも適切であ
る。

見やすいフォントを使用してお
り、簡潔な表記になっている。

○ 数学 104 数研 数Ｂ 325 改訂版　数学Ｂ ２普

例、例題、応用例題、練習を配置
し、基礎から順にレベルアップで
き、また、研究・発展のページや
コラム欄を通して、大学入試を意
識した学習指導をおこなえる。

問題の構成には工夫が見られ理解
しやすい。分量は段階に応じた問
題が十分に準備され、適切であ
る。

大変見やすいフォントである。と
ても簡潔な配色がなされている。

理科 2 東書 科人 306 改訂　科学と人間生活

１
生・
２普
福

苦手な生徒も興味をもって取り組
みたくなり、最新の情報が盛りも
められている。全体的なバランス
も良い。

知識がしっかりと身に付く構成に
なっている。

写真も豊富で表記・表現ともに適
切である。

理科 61 啓林館 科人 302 科学と人間生活

１
生・
２普
福

物理・化学・生物・地学の４分野
がバランス良く、まとめられてい
る。問題演習で学習内容も盛り込
まれている。

構成も分量も適切である。知識が
しっかりと身に付く構成になって
いる。

豊富な図や写真が多数あり、見や
すい。表現も適切である。

5
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○ 理科 104 数研 科人 308 新　科学と人間生活

１
生・
２普
福

科学全領域に関する内容を、詳細
かつ広範にわたって解説してある
ため、高度な理科の知識の習得が
期待できる。

豊富な図表に詳細な解説が付記さ
れている構成のため深い理解が得
られる。

やわらかい色使いで取り組みやす
い。イラストも豊富で丁寧であ
る。

○ 理科 104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 ２普

詳しい内容が筋道立てて平易に記
述されている。十分な演習量で学
習することができる。

物理を体系的に学習するうえで必
要な題材がしっかりと扱われてい
る。

公式名・物理量の説明やその単
位・図などが併記されており、理
解しやすい工夫がなされている。

理科 183 第一 物基 320 高等学校　改訂　物理基礎 ２普

豊富な例題と問題で理解を深めら
れる内容である。発展的な内容も
多く含まれている。

生徒が学習しやすく理解しやすく
なるための工夫をされている構成
になっている。分量も適切であ
る。

誤りやすい内容を丁寧に表記して
いる。表現も適切である。

理科 183 第一 物基 321
高等学校　改訂　新物理基
礎

２普

重要な学習内容については解説と
練習問題で理解を深める内容に
なっている。

構成も分量も適切である。知識が
しっかりと身に付く構成になって
いる。

表記・表現ともに丁寧である。イ
ラストも多い。表現も適切であ
る。

理科 7 実教 物理 309 物理　新訂版 3普

メリハリのある紙面で重要ポイン
トがはっきり分かり、学習のポイ
ントが押さえられている。

知識がしっかりと身に付く構成に
なっている。分量も適切である。

英語表記など、理解しやすい工夫
がされている。表現も分かりやす
い。

○ 理科 104 数研 物理 313 改訂版　物理 3普

受験を意識した充実の内容になっ
ている。理解しにくいところも詳
しく説明されている。

物理への興味をもたせる工夫がさ
れている。理解を深めるうえで効
果的と思われる内容について、さ
らなる理解の向上を目指せる構成
になっている。

公式など分かりやすく表現されて
いる。図が見やすい。

理科 183 第一 物理 316 高等学校　改訂　物理 3普

大学入試に対応できる充実した内
容になっている。豊富な例題と問
題で確認ができる内容になってい
る。

複雑な学習事項を分かりやすく整
理されていて、構成も適切であ
る。

途中計算を丁寧に表示して理解し
やすい。表記も表現も適切であ
る。

理科 7 実教 化基 315 化学基礎　新訂版
1普
２生

新入試制度で問われる、思考力・
判断力・表現力を問う問題への対
応がされている。

構成も分量も適切である。知識が
しっかりと身に付く構成になって
いる。

表記・表現とも適切である。図や
写真も見やすく記載されている。

理科 7 実教 化基 316 新版化学基礎　新訂版
1普
２生

基本的な学習が中心とされてい
る。学習を助ける要素が豊富に盛
り込まれている。

中学校学んだ内容とのつながりが
意識されている。構成も分量も適
切である。

身近な物質や現象の写真が掲載さ
れている。表記・表現とも適切で
ある。

○ 理科 104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎
1普
２生

理解しにくい箇所がしっかりと解
説されている。文章だけでなく、
身の回りの例や図版が入ってお
り、ポイントがしっかりと抑えら
れている。演習問題も十分に盛り
込まれている。

構成も分量も適切である。知識が
しっかりと身に付く構成になって
いる。

図や写真が豊富で表記も表現とも
適切である。

○ 理科 104 数研 化学 313 改訂版　化学
２・
３普

受験対策にも対応していて。実験
や観察に配慮したバランスの良い
内容になっている。本文も整理さ
れている。演習問題も良い問題が
多い。

図表も多くあり、発展内容も扱っ
ている。生徒の興味関心や理解を
深めるのに充分である。

生徒の興味を引きつける図や写真
が多数あり、全体的に明るく見や
すい。

理科 104 数研 化学 314 新編　化学
２・
３普

基礎基本をしっかり学べ分かりや
すく整理されている。楽しみなが
ら化学が学べる内容になってい
る。

重要事項の解説がされており、グ
ラフも丁寧に図表されている。

カラー写真や図も多く見やすい。

理科 183 第一 化学 315 高等学校　改訂　化学
２・
３普

生徒のつまずきやすい分野が丁寧
に説明されている。全体的にバラ
ンスの良い内容になっている。

スッキリとした紙面、段階的な内
容を重視している。

丁寧な表記・表現がされている。
写真や図も分かりやすく工夫され
ている。

理科 2 東書 生基 311 改訂　生物基礎
3生
福

入試に必要な知識が身に付く内容
になっている。生物基礎の理解を
深める発展的な内容が充実してい
る。

重要ポイントもしっかりと押さえ
られており、構成・分量とも適切
である。

日常生活や社会との関連を図っ
た、豊富な写真と工夫した図が良
い。
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理科 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎
3生
福

センター試験に必要な知識が身に
付き、課題意識をもって学習に取
り組むことができる内容になって
いる。

構成・分量も十分である。学習内
容のポイントもしっかり押さえら
れている。

豊富な写真と工夫した図である。
表記。表現とも工夫されている。

理科 7 実教 生基 313 生物基礎　新訂版 1普

学習内容が豊富で、より詳しい知
識を得ることができる内容になっ
ている。

自学自習を意識した構成になって
いる。重要なポイントが押さえら
れている。構成も分量も適切であ
る。

文中に出てくる生物や人物の写真
がカテゴリー別に記載されていて
見やすい。

○ 理科 104 数研 生基 316 改訂版　生物基礎 1普

生物への興味・関心や思考力が高
まる工夫がされている。学習内容
が整理されている「参考」も良
い。身近な話題のコラムも豊富で
ある。

バランス良く構成されており、分
量も適切で良い。

丁寧な表記・表現がされている。
写真や図も分かりやすく工夫され
ている。

○ 理科 104 数研 生基 317 改訂版　新編　生物基礎
3生
福

見やすい紙面で構成されている。
本文の他、補助的な内容も側注と
していれてあり、理解を深めるこ
とができる。

図と写真を組み合わせる工夫で、
図の重要なポイントを視覚的に確
認することができる。

丁寧な表記・表現がされている。
写真や図も分かりやすく工夫され
ている。

理科 183 第一 生基 319
高等学校　改訂　新生物基
礎

1普

中学校とのつながりもありつつ、
必要性の高いものを発展の問題と
して取り上げられている。

分かりやすい図解形式の紙面で構
成・分量ともに問題なし。

表記も細かくされていて、見やす
い。表現も適切である。

理科 183 第一 生基 308 高等学校　生物基礎
３生
福

視覚的に学べる内容になってい
る。最小限にまとめられている。

写真や図が多数記載されていて生
徒の興味を引くように工夫されて
いる。生徒自らが復習できる章末
問題が良い。

生徒の興味を引きつける図や写真
が多数あり、表記も表現も適切で
ある。

理科 2 東書 生物 307 スタンダード生物
２・
３普

大判で見やすく、課題意識をもっ
て学習に取り組める内容になって
いる。内容もよく整理されてい
る。

図や写真も大きく、見やすい。構
成も・分量も適切である。

丁寧な表記・表現がされている。
写真や図も分かりやすく工夫され
ている。

理科 7 実教 生物 308 生物　新訂版
２・
３普

視覚的に学べる内容で、特集ペー
ジは写真や図が多く掲載されてい
て、生徒の興味を引くように工夫
されている。

自学自習を意識した構成になって
おり、章末問題を設け、学習内容
が定着できるようになっている。

表記・表現ともに適切である。図
や写真も豊富である。

○ 理科 104 数研 生物 310 改訂版　生物
２・
３普

コンパクトなつくりで、学習目的
が明確で生物への興味・関心や生
物学的な思考力が高まる工夫がさ
れている。

図や写真の配置が見やすく配慮さ
れている。参照を見ながら関連付
けられ学びやすくなっている。

太文語句もルビふりがあり見やす
い。表記・表現も適切である。

○
保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1

保健体育の知識や教養が修得でき
豊かな人間性、創造性および健や
豊かな心身を養うための、資質と
能力を育成できる内容となってい
る。

１つの項目が見開き２ページで
構成されており、１時間で完結
できるので、学習者が学習範囲
を意識できる。きめの細やかな
配慮がなされている。

基礎・基本的な事項にポイントが
絞られており、高校生時期の心身
の発達段階に応じて理解しやすく
親しみやすい記載となっている。

保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 1

全体的に丁寧な説明であり、題材
として扱っているものも分かりや
すい。基礎・基本を理解しやすい
配慮がされている。

構成が学習者にとって見やすく
学習しやすいように配慮された構
成になっている。

本文の説明のしかたがやさしく、
丁寧に書いてあり分かりやすい。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

1

基礎・基本の学習に重点がおかれ
生徒が分かりやすく理解しやすい
ように工夫がされている。

構成・分量ともに生徒にとって
適している。

図やイラストがカラーで見やすく
表記・表現ともに適している。

芸術 17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti 1

多様なジャンルから精選された教
材によって必要な内容が十分に扱
われており、生徒の様々な習熟度
や学校の実態に応じた内容が取り
上げられている。

ページ間に張られたリンクによっ
て、理解を深めたり関連付けたり
できるよう、随所に工夫がなされ
ている。

譜面が見やすく、紙面のレイアウ
トも統一感があり、全ページにわ
たって美しいカラー刷りでわかり
やすい。

芸術 17 教出 音Ⅰ 308
高校音楽Ⅰ改訂版　Music
View

1

全体を5つのセクションに分けて
構成されていて、それぞれのセク
ションは、生徒が興味をもちなが
ら学習に取り組める内容となって
いる。世界の音楽文化を文化的歴
史的背景から学ぶことができる。

国や地域、あるいは時代ごとに分
類された構成で、わかりやすくま
とめられている。分量も適切であ
る。

音楽史年表やコード表などの資料
が豊富で、音楽に関する歴史的出
来事も視覚的に学習できる。美し
い写真や図版が掲載され，その時
代や地域の芸術の特徴を捉えるこ
とができる。

7
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○ 芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１ 1

系統的に資料が配置されており、
確実に学習を進め、発展的な内容
に進めることができるように構成
されている。

精選された教材が過不足ない分量
で掲載されており、生徒の実態に
合わせ柔軟な対応ができるよう配
慮されている。

分野ごとに平易な曲を中心に教材
は配列されており、学習の深化や
理解を図りやすいよう配慮されて
いる。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 1

歌唱・鑑賞・器楽や音楽史につい
ての内容も充実している。楽器に
ついての細かい説明や演奏法が書
いてある為わかりやすい。生徒に
とって親しみやすいポピュラーな
曲が多く入っている。

演奏法などは写真も付いていてわ
かりやすい。資料集としても活用
でき、工夫がなされている。

写真やイラストが効果的に活用さ
れ生徒が積極的に学習しやすい。

芸術 89 友社 音Ⅰ 311 改訂版　高校生の音楽１ 1

世界各国の音楽を題材にし、特に
世界の民謡・ミュージカルナン
バーなど歌唱教材が充実し、バラ
ンスも良い。鑑賞教材や和楽器な
どの解説が細かく丁寧でより深く
学ぶことができる。

バランスがよく構成されている。
楽典の配分も充実しており、高校
生にとって適切な分量となってい
る。装丁も細部に至るまで工夫さ
れている。

色分けや文字の工夫がされてお
り、見やすい。イラスト・譜例な
どが効果的に配列されており、理
解しやすくなっている。

芸術 89 友社 音Ⅰ 312 改訂版　ON! 1 1

リズム・メロディー・ハーモニー
といった音楽の基本的要素をはじ
めに学べる内容となっており、段
階を踏んで学習活動ができる工夫
がされている。和楽器の内容も充
実している。

歌唱・器楽・鑑賞・創作の４部構
成となっており、各領域をバラン
スよく扱っている。

表現が硬くなく、理解しやすい文
章となっており、生徒の学習意欲
を引き出す工夫がされている。

芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 1

題材がバランスよく、相互に関連
をはかりながら適切に配置されて
いる。また、映像メディア表現の
分野や作家紹介のページが充実し
ており生徒が関心をもちやすい内
容となっている。

各分野から、バランスよく取り上
げられている。生徒の実態にあわ
せて内容を選択することができ、
効果的な学習指導ができるよう工
夫されている。

活字は鮮明で読みやすい大きさ・
書体である。写真・図版も鮮明で
効果的である。また、鑑賞する際
の着眼点等、生徒が理解しやすい
表記となっている。

○ 芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 1

創造・鑑賞の楽しさ、新しい価値
観を育むことの大切さを実感でき
るようにとの工夫が随所になされ
ている。また技法資料もよくまと
められており、授業に使いやすい
内容となっている。

学びの視点が明確になるよう、各
題材におけるねらいが分かりやす
く明示されている。表現活動につ
ながる鑑賞題材が際立って豊富で
ある。

原寸大の絵画を見開きで配置する
などわかりやすいページ構成がさ
れている。
各ページの解説、作品や作家等の
紹介文も適切で読みやすい。

芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 1

表現方法の異なる作品を比較する
ことにより、多角的・斬新な視点
から美術を直感的に理解できるよ
う工夫されている。

対比による編集により、直感的に
題材を捉える工夫がされていたり
大型図版を多く掲載して、関心を
より深める構成となっている。

グリットシステムに基づくレイア
ウトが美しく、文章表現も丁寧、
文字も鮮明で読みやすい。

芸術 116 日文 美Ⅰ 303 Art and You 創造の世界へ 1

創造とは何かを考えさせることを
テーマとし、美術を愛好する心情
を育むことに重点をおった内容と
なっている。

図版は豊富で見やすく。分野別に
系統的にわかりやすくまとめられ
ており、制作活動に活用しやすく
まとめられている。装丁も美し
い。

作家の印象的な言葉から、創造の
仕組みを読み解くなど、若い感性
に直接触れるような工夫がなされ
ている。

芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 1

中学書写からの自然な連続とし
て、漢字仮名交じり書が冒頭に配
置され、理解しやすい。また学習
のプロセスがわかりやすく、学び
やすい。生活書も豊富で、書の楽
しさが伝わる内容である。

漢字の各書体、仮名、実用書の分
量がバランスよく配され、取り組
みやすい。

美しいカラー版で、親しみやす
い。説明がわかりやすく丁寧であ
る。

芸術 6 教図 書Ⅰ 302 書Ⅰ 1

幅広く多様な古典が掲載され、書
の世界の奥深さがよく伝わる。文
字の起源から時代順に単元が進
み、文字の変遷がよく分かる。仮
名では、コンパクトな図版で説明
が詳しく分かりやすい。

漢字・仮名・漢字仮名交じりの三
部構成で、書Ⅰの発展にふさわし
いボリュームと内容である。

古典のすぐ横に釈文と読み下し文
が、下に解釈も付き、重要語句は
太字で示されている。

芸術 17 教出 書Ⅰ 307 新編　書道Ⅰ 1

導入部分となる書写から書道への
移行部分に工夫が見られわかりや
すい。古典の対比がしやすく拡大
版の文字も手本として活用しやす
い。篆刻・刻字、漢字・仮名作品
の創作の過程が丁寧に解説されて
おり理解しやすい。

日本の伝統文化のイメージ装丁が
美しい。高尚で解りにくい芸術で
はなく、見慣れた形から入れる配
慮がある。

用筆・運筆を朱で図示、及び筆
順・字形の骨書があり理解しやす
い。

○ 芸術 38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ 1

中学校の書写からの接続が円滑に
図れる構成がなされている。解説
が簡潔でわかりやすく、骨書きや
筆順等、学習の手助けになる工夫
がなされている。

基礎・基本を押さえた上で臨書・
鑑賞を行い、創作活動ができる構
成になっており、写真も他に比べ
て鮮明である。

書の伝統と文化の理解を深めると
共に、文字文化や他の芸術分野、
国語や歴史の授業にもつながる多
角的な話題が提示されている。

○
外国
語

205 三友 コ基 302
JOYFUL English
Communication Basic

1生
福

英語を学ぶ楽しさを感じられるよ
うに工夫されている。題材も高校
生の知的好奇心を刺激するテーマ
を中心に構成されている。英語の
基礎から学べるように構成されて
いる。

基礎的なことから、応用まで、英
語が不得意な生徒にも理解しやす
い分量になっている。

写真やイラストが随所にあり、楽
しめるように工夫されていて、見
やすい。

外国
語

226 チアーズ コ基 303
ATLANTIS English
Communication Basic

1

外国語を日常使用している人々に
とって自然な表現が用いられてお
り、生きた英語が身に付く内容に
なっている。多様な物の考え方を
養えるような題材を取り扱ってい
る。

文法事項は基礎的な内容をしっか
り学べるように適切な分量で簡潔
にまとめられている。レイアウト
も見やすい。

図や写真、イラストが適切に配置
されており、カラーが効果的に使
用されている。
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外国
語

2 東書 コⅠ 329
Power On English
Communication Ⅰ

2生
福

現実的な参考資料の多さは他の教
科書に比べて一番である。単元の
まとめも学習の再現活動まで想定
されている。活動を主体とした汎
用性が高い仕様になっている。

大学受験にも対応するような分量
の多さである。構成はシンプルで
演習教材かのような重量を保って
いる。

色使いが豊富でありながらフォー
マルな印象を受ける。写真も鮮明
で生徒の関心を強く引くよな形で
ある。言語活動に関するコーナー
は特に目を引くようなものになっ
ている。

○
外国
語

15 三省堂 コⅠ 333
CROWN English
Communication Ⅰ New
Edition

1普

扱われている題材が多岐にわた
り、基本構文の確認から高度で総
合的な言語活動までをバランス良
く配置している。

大学受験にも対応するような分量
である。特に、optional reading
は充実しており、ハイレベルな学
習ができるように構成されてい
る。

写真やイラスト、図などが適所に
配置されている。

外国
語

15 三省堂 コⅠ 334
MY WAY English
Communication Ⅰ New
Edition

1普

生徒が興味をもつような内容が題
材となっていて、基礎から応用ま
で学習できるような構成になって
いる。

練習問題が整理されていて、その
量も豊富である。

ポイントのまとめが視覚的であ
り、理解しやすい。

外国
語

50 大修館 コⅠ 337
Compass English
Communication Ⅰ Revised

2生
福

時事的な話題や生徒が興味をもつ
ような内容が題材となっていて、
基礎から発展まで学習できるよう
な構成になっている。また、日常
英会話の表現も随所に盛り込まれ
ている。

文法事項は基礎的な内容をしっか
り学べるように適切な分量で簡潔
にまとめられている。レイアウト
も見やすい。

目を引くような写真やイラスト、
図などが適所に配置されていて、
見やすくわかりやすい。

外国
語

61 啓林館 コⅠ 339
Revised ELEMENT English
Communication Ⅰ

1普

題材はやや文系の内容が多い。本
文のページには写真や図表が小さ
めに掲載されている。新出語句は
側注に掲載されている。

各課の本文は２～３ページで完結
している。導入時に活用できる、
本文関連の写真、イラストや英語
の質問が充実している。

ページ数の割には本文の語数が多
い。

○
外国
語

61 啓林館 コⅠ 341
LANDMARK Fit English
Communication Ⅰ

2生
福

生徒の興味・関心や知的好奇心を
喚起する比較的アカデミックな題
材が分野の偏りなく取り上げられ
ている。

レッスンの冒頭にパートごとの内
容を簡潔にまとめて提示してお
り、スムーズに単元に入りやす
い。見開き構成で内容理解の問題
がわかりやすく配列されている。

フレンドリーなイラストや写真が
多数掲載されていて、本文の内容
が理解しやすいようになってい
る。

外国
語

104 数研 コⅠ 343
Revised BIG DIPPER
English Communication Ⅰ

1普

生徒にとって身近で、知的好奇心
を刺激する多様な題材が扱われて
いる。各課冒頭にWarm Upの活動
があり、リスニングやペアでのス
ピーキング活動を通して本文にス
ムーズに入れる。

各課冒頭に学習目標が明瞭に記さ
れている。各パート本文、文法事
項、内容理解の内容で見開き構成
になっている。

文法事項等、ポイント部分をカ
ラーを視覚的に使用して見やすく
まとめられている。

外国
語

104 数研 コⅠ 344
Revised COMET English
Communication Ⅰ

2生
福

単語や構文も標準的なものを使
い、身近な話題を数多く取り入れ
るなど、生徒の興味関心を引く題
材が扱われている。また、文法事
項がパートごとにまとめられてい
る。

見開き構成で、題材内容と言語材
料が参照しやすい。練習問題の配
列が整理されており、活用範囲が
広い。

発音記号にカタカナによる発音表
記を併記している。内容に即した
イラストが多く、魅力ある紙面構
成となっている。

外国
語

2 東書 コⅡ 327
Power On English
CommunicationⅡ

3生
福

Ⅰに比べ、語彙数増えるため生徒
が興味をもったり、生徒に考えさ
せたいと思うような内容のものが
多い。

文法事項や練習問題の量も適当で
ある。様々な内容理解のための問
題も妥当である。

文字が読みやすく、図表も内容理
解の手助けとなるものが多い。

○
外国
語

15 三省堂 コⅡ 331
CROWN
English Communication Ⅱ
New Edition

2普

扱われている題材が多岐にわた
り、基本構文の確認から高度で総
合的な言語活動までをバランス良
く配置している。

大学受験にも対応するような分量
である。特に、optional reading
は充実しており、ハイレベルな学
習ができるように構成されてい
る。

写真やイラスト、図などが適所に
配置されている。

外国
語

61 啓林館 コⅡ 337
Revised ELEMENT
English CommunicationⅡ

2普

題材はやや文系の内容が多い。本
文のページには写真や図表が小さ
めに掲載されている。新出語句は
側注に掲載されている。

各課の本文は２～３ページで完結
している。導入時に活用できる、
本文関連の写真、イラストや英語
の質問が充実している。

ページ数の割には本文の語数が多
い。

○
外国
語

104 数研 コⅡ 342
Revised COMET
English Communication Ⅱ

3生
福

単語や構文も標準的なものを使
い、身近な話題を数多く取り入れ
るなど、生徒の興味関心を引く題
材が扱われている。また、文法事
項がパートごとにまとめられてい
る。

見開き構成で、題材内容と言語材
料が参照しやすい。練習問題の配
列が整理されており、活用範囲が
広い。

発音記号にカタカナによる発音表
記を併記している。内容に即した
イラストが多く、魅力ある紙面構
成となっている。

外国
語

2 東書 コⅢ 326
Power On
English Communication Ⅲ

3普

生徒が興味をもったり、生徒に考
えさせたいと思うような内容のも
のが多い。読む力が段階的につく
よう構成されている。

文法事項や練習問題の量も適当で
ある。発展的な学習ができるよう
構成されている。

文字が読みやすく、図表も内容理
解の手助けとなるものが多い。

○
外国
語

15 三省堂 コⅢ 329
CROWN
English Communication Ⅲ
New Edition

3普

生徒の興味・関心を喚起するもの
を精選し、多様な内容が採りあげ
られている。教科書の登場人物
は、幅広い国及び人物を配置して
いる。

本文全体は難易度や語数によって
３パートに分けられ、各課は原則
３～４セクションで、見開き構成
になっている。本文はリズムや文
の長さにも配慮され、音読指導に
適している。

写真や図版が豊富に配置され題材
に対する興味を喚起している。
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外国
語

61 啓林館 コⅢ 334
Revised ELEMENT
English Communication Ⅲ

3普

生徒の知的好奇心に訴えかける題
材が扱われていて、テーマも自
然、文化、経済、科学、人生と多
岐にわたっている。

ディスコースマーカーや速読、パ
ラグラフリーディングのスキル育
成にかなりのページ数を費やして
いる。また、本文の脚注や側注を
敢えて外し巻末に英英定義を掲載
している。

Ⅰ、Ⅱと比較すると写真・図表の
分量が減っていて小さめの活字が
特に脚注もなく２～３ページ並ん
でいる。

外国
語

15 三省堂 英Ⅰ 323
CROWN English Expression
Ⅰ New Edition

1普

文法学習に重点を置きながら単文
を誤りなく、書ける力を身に付け
られるようになっている。

文法事項ごとにlessonが構成され
ている。その文法事項のトレーニ
ング後にそれを使用した活動が構
成されている。

イラスト、写真等が少ない。索引
が充実し、自学しやすいように
なっている。

外国
語

226 チアーズ 英Ⅰ 321
ATLANTIS English
Expression Ⅰ

1普

日本語と英語の違いや不自然な英
語表現についての解説が充実して
いる。ペアワークやゲームを楽し
みながら自己表現力を育成する方
針で編集されている。

各課は８ページで構成されてい
る。各課のタイトルがキーセンテ
ンスになっていて、隣のページに
は自己表現に必要な語彙が掲載さ
れている。

写真・イラスト・図表が多く自己
表現のヒントになっている。巻末
に母音、子音の詳しい解説が口唇
の写真とともに掲載されている。

外国
語

231 いいずな 英Ⅰ 340
be English Expression I
Standard

1普

急速進展するグローバル社会で必
要なコミュニケーション力や英語
力が身に付けられるようになって
いる。

各課は、①導入:会話を通して文
法や表現にふれる②文法・表現の
理解と定着③発展:４技能で自己
発信、の３ユニットで構成されて
いる。

写真・イラスト・図表は、適切に
配置されている。巻末に表現リス
トが掲載されている。

○
外国
語

231 いいずな 英Ⅰ 341
be English Expression I
Advanced

1普

急速進展するグローバル社会で必
要なさらに高度なコミュニケー
ション力や英語力が身に付けられ
るようになっている。

各課は、①導入:会話を通して文
法や表現にふれる②文法・表現の
理解と定着③発展:4技能で自己発
信、の３ユニットで構成されてい
る。

写真・イラスト・図表は、適切に
配置されている。巻末に表現リス
トが掲載されている。

外国
語

15 三省堂 英Ⅱ 318
CROWN English Expression
Ⅱ New Edition

2普

Ⅰで学習した内容を踏まえ、表現
活動につなげている。パラグラフ
ライティングの基本に基づいた表
現活動をしている。

文法事項ごとにlessonが構成され
ている。その文法事項のトレーニ
ング後にそれを使用した活動が構
成されている。

イラスト、写真等が少ない。索引
が充実し、自学しやすいように
なっている。

外国
語

17 教出 英Ⅱ 320
NEW ONE WORLD Expressions
Ⅱ Revised Edition

2普

文章もあり、文法事項もまとまっ
ており表現活動もしやすい。

4ページ構成になっており、
①文章②文法事項説明③穴埋め問
題、表現活動になっている。

アクティビティの活動があるが、
もう少し内容が実用的だといい。

○
外国
語

231 いいずな 英Ⅱ 332 be English Expression Ⅱ 2普

[話す活動]と[聞く活動]がバラン
スよく配置され、それぞれスキル
アップできるように工夫されてい
る。また、基本的に中学で既習済
みの言語材料で構成されているの
で無理なく学習を進められる。

巻末に提示されたpicture
dictionaryが各課の基本対話をさ
らに広げられるように構成されて
いる。

生徒が興味を引くようなイラスト
や写真グラフ、地図などが鮮明で
効果的にレイアウトされている。

家庭 2 東書 家基 311
家庭基礎　自立・共生・創
造

1

学習の課題が明確で、ホームプロ
ジェクトや私と仕事など、家庭で
の実践や将来に向けて考えること
が出来る。

小・中学校の学習とのつながりが
分かりやすく学習しやすい。

写真や絵・図などが分かりやすく
配置されている。

家庭 6 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

1

新生児の等身大の写真やコラムで
最新の話題を取り上げるなど、生
徒が興味関心をもって学習できる
よう考えられている。

学習しやすい構成で分量も適切で
ある。

文字が見やすく、写真やイラス
ト・図表などで分かりやすい。

○ 家庭 50 大修館 家基 318
新家庭基礎　主体的に人生
をつくる

1

資料が豊富で写真・絵・図など興
味関心をもたせることが出来、学
習しやすい。

資料の配置が見易く各領域ともバ
ランスよく学習できる。

字体が読みやすく、イラストも生
徒が興味を引くような見やすい色
使いである。

○ 情報 2 東書 社情 310 社会と情報 1

数多くの実習が具体的に示されて
おり、取り扱いやすい。コラム等
で補足説明もされており、指導し
やすく生徒も興味を引くように工
夫されている。

内容が系統的に分類されている。
各章の分量も適切であり、分かり
やすい構成になっている。

図・表・イラスト等が豊富に盛り
込まれており、内容が理解しやす
いように表記されている。

情報 7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版 1

身近で具体的な例を用いて説明さ
れており、活用がしやすい。また
イラストやフローチャートで説明
がされている部分が多く、内容を
イメージしやすい。

それぞれの単元を数ページに渡っ
て詳細に説明している。例題も豊
富で分かりやすい構成になってい
る。

分かりやすいイラストや図、話の
流れが見やすいフローチャートが
豊富に盛り込まれており、配置も
工夫されている。

情報 7 実教 社情 312 高校社会と情報　新訂版 1

イラストやフローチャート、欄外
の脚注等で詳細な内容まで分かり
やすく記述されている。理論の中
に例題として実習が盛り込まれて
いる。

多くのページが見開きでまとめら
れており、学習しやすいように工
夫されている。また詳細な内容ま
で踏み込んだ説明となっている。

図・表・イラスト等、視覚的分か
りやすく表現されており、配置も
工夫されていて内容が理解しやす
いように表記されている。

情報 2 東書 情科 306 情報の科学 3

実習編と理論編に分かれており、
各分野の内容が適切に区別されて
いる。また実習が豊富に盛り込ま
れており、指導しやすい構成に
なっている。

内容が系統的に分類されており、
分量も適切である。各章が見開き
で構成され、読みやすい。

図や表を豊富に盛り込んで説明し
ており、イラストも工夫して配置
している。
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番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３１年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

○ 情報 7 実教 情科 307 最新情報の科学　新訂版 3

情報の科学的な理論やコンピュー
タの仕組み等、難しい内容を例題
を中心に展開し、丁寧で分かりや
すい構成になっている。

それぞれの単元を数ページに渡っ
て詳細に説明している。例題も身
近な問題から提示しており、イ
メージがしやすい。

実習内容に沿った図やイラストが
盛り込まれており、実習と理論の
裏付けを説明する上で活用しやす
い。

情報 183 第一 情科 311 高等学校　情報の科学 3

高度な内容を写真やイラスト、図
や表を用いてわかりやすく説明し
ている。理論の具体例も記述され
ており、読みやすく理解しやすい
工夫がされている。

各単元が見開き２ページで構成さ
れているものが多く、扱いやすい
ように工夫されている。視覚的に
分かりやすく、文章量も適切であ
る。

各単元に関係する内容が漫画で記
述されており、生徒の興味を引く
表現・表記が多くなっている。図
や表で具体例が記述されている部
分も多く、内容が理解しやすい。

○ 家庭 7 実教 家庭 303 生活産業情報 2

情報に関するルール・モラルの習
得ができ、難しい内容でも分かり
やすく丁寧に書かれている。家庭
に関わる内容と情報社会における
ソフト利用の資料も充実してい
る。

生活にかかわる写真や図が豊富
で、生活を意識しながら学習がで
き、学習内容の分量も適切であ
る。日々進化していく情報社会に
ついての実生活を振り返る最新の
内容になっていくと、より教科書
として充実する。

専門用語など難しい言葉も枠外に
表記されており、文章も簡潔に表
現されている。

家庭 6 教図 家庭 304
子どもの発達と保育　育つ
育てる　育ち合う

3

項目ごとに、育つ・育てる・育ち
合うという観点から乳幼児の発達
や福祉について書かれている。乳
幼児を取り巻く諸課題に触れ、ど
のように対処すべきかを明記され
ている。乳幼児の生理的特徴につ
いては、詳しく取り上げられ、理
解しやすい。

構成として、内容についての図や
イラストが分かりやすく、興味を
もちやすい。１ページあたりの情
報量が細かい部分は文字がやや小
さい。

欄外の説明が具体的で、実践的で
ある。表現についてもわかりやす
くまとめられている。

○ 家庭 7 実教 家庭 311
子どもの発達と保育　新訂
版

3

乳幼児の発達や生活、福祉などを
実習を中心に、項目ごとにわかり
やすくまとめてあり、専門的内容
も興味をもって学べる。

表・図・グラフなど視覚的に見や
すく配置されている。写真なども
豊富で、子どもをイメージするた
めの参考資料が多い。

実践させる内容が分かりやすく表
記されている。やや難しい表現の
言葉の解説については、詳細に文
章で書かれているので、イラスト
などがあるとなおわかりやすい。
保育実習に向けての指導は大変分
かりやすい。

○ 家庭 7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 1

被服製作においての基礎的な内容
が系統的に取り上げられている。
解説や資料が整っており、応用的
な学習が可能である。製作例が豊
富であり、生徒の興味関心を誘う
内容になっている。

表・図・グラフや写真など理解し
やすく、細部まで表現されてい
る。また、製作手順の文章と図の
バランスが良い。

内容やが分かりやすく表現してお
り、欄外に詳しく説明があって理
解しやすい。

家庭 6 教図 家庭 312
フードデザイン
cooking&arrangement

1

巻頭にさまざまな視点からの資料
があり、食生活についての興味・
関心に結びつけることができる内
容である。栄養、食品について非
常に詳しい内容である。コラムの
課題の投げかけが、学習内容を発
展させられるものである。

項目ごとによくまとまっており、
系統的で見やすい。やや文章の量
が多く、表中の文字が小さい。情
報量が多い。

語句が丁寧で、受け取りやすい表
現である。イラストや写真などの
色使いが少し古い印象を受ける。

○ 家庭 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 1

項目ごとに内容が精選されてお
り、全体的にまとまっている。食
物アレルギーなどの現代の食生活
における課題についてもよくまと
められている。献立作成や日常食
と供応食の違いについても理解し
やすい内容である。

文章と図、イラストの分量のバラ
ンスが適切であり、非常に見やす
い。食品の性質と調理性について
の図や表も適切であり、文章で理
解しにくい部分をうまく補ってい
る。実習についての分量が多く、
献立作成にも活用できる

カラーの入り方が適切であり、図
やイラストも見やすい。視覚的効
果が非常によく、理解しやすい。

○ 家庭 6 教図 家庭 310 服飾文化 3

服飾の歴史と時代背景や社会情勢
が理解しやすい内容になっている
ため、そのファッションが生まれ
た経緯について理解できる。西
洋、日本、現代、伝統と分野が幅
広く時代ごとになっているので創
造性を育てられる。

服飾の写真やイラストなどが盛り
込まれ、見た目にも理解しやすい

専門的な用語についての解説が簡
潔にまとめられている。

○ 家庭 7 実教 家庭 302 ファッションデザイン 2

ファッションアイテムやアクセサ
リー、民族衣装など分野別にまと
めた内容になっており、幅広い知
識と創造性を伝えることができ
る。

服飾の写真やイラストなどが盛り
込まれ、見た目にも理解しやす
い。コラムがありその時代の流行
や時代背景が捉えられる。

専門的な用語についての解説が簡
潔にまとめられている。

○ 福祉 7 実教 福祉 301 社会福祉基礎 1

学習指導要領に照らし、基本的な
学習内容が丁寧かつ適切に網羅さ
れている。社会福祉の全体像や理
念、諸制度などの基本的事項が分
かりやく掲載されているほか、巻
末資料も豊富で反復学習の手助け
となる。

各単元ごとに適当な分量、質でま
とめられている。

写真やイラスト、統計類が多数あ
り、分かりやすく表現されてい
る。諸制度も図表で解説されてお
り理解しやすい。

○ 福祉 7 実教 福祉 302 介護福祉基礎 1

学習指導要領に照らし、基本的な
学習内容が項目毎に内容がまと
まっており、体系的・系統的に学
ぶ事が出来る。専門的な内容も詳
細に解説されており、生徒が理解
しやすい。

体系的・系統的に見やすく構成さ
れている。イラストや図が分かり
やすく、分量ともに適切である。

表現が具体的であり、専門用語な
ども理解しやすいように説明され
ている。

○ 福祉 7 実教 福祉 305 コミュニケーション技術 1

学習指導要領に照らし、基礎的な
知識と技術が習得できる内容が丁
寧かつ適切に網羅されている。
サービス利用者に応じたコミュニ
ケーション技法が広範囲に渡って
充実しており、知識の習得が期待
できる。

基礎的・系統的に配列され、適切
である。

イラストや図が豊富であり、具体
的な事例を取り上げているので理
解しやすい。

○ 福祉 7 実教 福祉 303 生活支援技術 1

学習指導要領に照らし、基本的な
学習内容が丁寧かつ適切に網羅さ
れており、なおかつ実状に合わせ
て図を多く取り入れているので、
生徒が理解しやすい内容となって
いる。

単元ごとにまとまっており、分量
も適切である。

図やイラストがバランスよく用い
られ、専門用語の解説も工夫され
ている。

○ 福祉 7 実教 福祉 306 介護過程 2

学習指導要領に照らし、基本的な
学習内容が丁寧かつ適切に網羅さ
れている。チャート式の図を用い
て解説しており、介護過程の展開
に必要な実践的な能力や態度が身
に付く。

基礎的・系統的に配列され、適切
である。事例数を増やし、分量を
増した方がよい。形態別支援に
沿った事例数が増えるとさらに良
い。

図や表が豊富に掲載されており、
具体的な事例を通し解説してある
ので理解しやすい。
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番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３１年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

○ 福祉 7 実教 福祉 304 こころとからだの理解 1

指導要領に照らし、基本的な学習
内容が網羅されている。必要なも
のが、系統立てて適切に取り上げ
られており、学習の定着が図りや
すい。

全体として内容が系統的・発展的
に構成され、工夫がある。

人体のイラストや図を多く活用し
ており、それに対する表記等も工
夫されている。視覚的に工夫され
ているとなお良い。
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番号 略称 記号 番号

国語 15 三省堂 国総 338 精選国語総合　改訂版 1

生徒が興味関心をもち、深く読み
込もうという意識に繋がりやすい
教材が少なめである。読解から表
現へつなげる工夫が随所に見られ
る。

現代文・古典とも教材は適量であ
る。特に古文・漢文編では基礎力
を高められるよう解説が充実して
いる。

教科書内の図説やカラー資料・写
真などが少なめなので、他の資料
を参照する機会が多くなる。活字
が小さい。

○ 国語 17 教出 国総 342 国語総合 1

現代文は定番の小説作品をほぼ網
羅した選定である。読解力を確か
にする工夫がこらされている。評
論も内容が多岐にわたり充実して
いる。古典もほぼ定番の作品で、
興味関心にそった指導ができるよ
うな工夫が随所にみられる。

現代文・古典とも適量である。と
もに基礎力を高められるよう解説
が充実している。構成も生徒の成
長に合わせた配列がされている。

本文や脚注の大きさが従来どおり
である。注意する語句を指導する
ときの、図解やカラーページの充
実度が足りない。

国語 50 大修館 国総 346 精選国語総合　新訂版 1

評論教材が充実し、入試を視野に
入れつつの指導がしやすいよう工
夫されている。古典も、知識理解
の観点が充実している。

生徒の成長に伴う興味関心に合わ
せた教材構成の工夫が感じられ
る。古典教材として、古典に親し
むきっかけとなる文章が収録され
ている。コラムも充実している。

図説やカラー写真などの資料が効
果的に配置されている。文字も見
やすく、文字に対する抵抗を軽減
する配慮が感じられる。

○ 国語 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版
2ﾋﾞ
3ﾋﾞ

言葉による表現の基礎を段階的に
押さえていく内容である。基礎の
定着においては分かりやすく、十
分であるが、発展的な学習となる
と物足りない。

基礎を段階的に押さえていく構成
のため、学びやすい。書くことに
偏らず、話すこと、聞くことにつ
いても、しっかりと単元が設定さ
れているため、分量においては
ちょうど良い。

見出しが大きく見やすいが、フォ
ントの切り替えやイラストが多
く、雑然とした印象を受ける。

国語 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版
2ﾋﾞ
3ﾋﾞ

書くことのみではなく、話すこ
と、聞くことについても豊富に取
り扱っている。文章教材も単元ご
とに、学習内容に合わせたものが
入っているため、発展的な学習に
つなげやすい。

基礎の定着から発展的な学習につ
なげやすい構成のため、分量も
ちょうど良い。装丁も落ち着いた
ものとなっている。

まとめ方はすっきりとしている
が、文章における行間が狭く、少
し見にくい箇所がある。

国語 183 第一 国表 308
高等学校　改訂版　国語表
現

2ﾋﾞ
3ﾋﾞ

段階的、系統的な単元構成であ
る。文章教材の数が多く、表現の
仕方といったも説明が詳しくされ
ている。読み物としての要素が強
く出ている。

段階を踏んだ構成、落ち着いた装
丁である。分量は、やや少なめと
なっている。

読みやすく見やすいフォントであ
る。図などによる解説が少なめで
ある。

国語 2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ 2

二部に分かれている。古典的名作
から現代作家まで幅広く並ぶ。高
校現代文で押さえたい作品がほと
んど収録されており、大部である
が二年間で扱うには、丁度よい分
量である。

471ページと大部である。装丁は
明るく、教科書らしくできてい
る。口絵はきれいである。写真や
グラフ、挿絵などがカラーで、分
かりやすい。

活字体は一般的なものである。大
きさも丁度よい。行間もゆったり
しており読みやすい。解説等の文
章表現も適当である。

○ 国語 50 大修館 現Ｂ 331 精選現代文Ｂ　新訂版 2

二部に分かれている。古典的名作
から現代作家まで幅広く並ぶ。高
校現代文で押さえたい作品がほと
んど収録されており、大部である
が二年間で扱うには、丁度よい分
量かと思われる。

460ページと大部である。読み応
えがあり、読書を促す効果もあ
る。装丁は明るく教科書らしく
なっている。挿絵や写真も適度に
入り邪魔にならないように工夫さ
れている。

活字体や大きさは一般的なもであ
る。行間も適度と思われるが、や
や余裕を感じられる。二段組みの
ところはやや窮屈な感じもする。

国語 104 数研 現Ｂ 334 新編　現代文Ｂ 2

二部に分かれている。古典的名作
から現代作家まで幅広く並んでい
るが、やさしい作品が多い。一定
のレベルを目指す学校にとっては
物足りない内容になっている。

385ページと丁度よい分量である
が、二年間でやるには少ない。装
丁は落ち着いている。全体的にも
写真や挿絵、図、グラフなどが、
少なめである。

字の大きさやフォントなどは見や
すく丁度よい。行間も教科書とし
てはごく一般的なものになってい
る。

○ 国語 2 東書 古Ｂ 331 精選古典Ｂ　古文編
2普
3ﾋﾞ

古文作品として定評ある作品を幅
広く採録しており、単元ごとの古
典文法や古語について確認する問
いについても適切な内容で、生徒
が古文学習を進める上で役立つ。

重要古語を抽出し編集され、注も
多く、生徒の自主学習に役立ち、
複数年での履修に対応できる。

適切な図版が用いられ、現代文化
と古典世界とのつながりを示唆す
るエッセイも充実している。

○ 国語 2 東書 古Ｂ 332 精選古典Ｂ　漢文編
2普
3ﾋﾞ

漢文作品として定評ある作品を多
く採録しており、注も分かりやす
い。また各単元で出現するごとに
句法の説明があるので、自学自習
にも適している。

幅広い分野からの作品で構成され
ており、複数年での履修にも対応
できる。

図版は多くはないが各単元を理解
するには適切な配置がなされ、附
録部分も充実している。

国語 15 三省堂 古Ｂ 335 精選古典Ｂ　改訂版
2普
3ﾋﾞ

古典作品として長く評価されてい
る作品を幅広く採録しており、注
も詳細で分かりやすく編集されて
いる。

生徒にとって読みやすく構成され
てはいる。２年間扱うには、ジャ
ンル毎の分量がもう少しあるとよ
い。

写真や図が充実しており、古典作
品の内容の理解に役立つ。

国語 117 明治 古Ｂ 345 新　精選古典B　古文編
2普
3ﾋﾞ

基本的な作品としての古文が多く
収録されている。単元毎の脚注も
丁寧に平易な形式で分かりやすい
編集がなされている。

作品分野は多岐にわたって構成さ
れてはいるが、随筆の分野に重き
が置かれている。

巻末に重要古語の解説および索引
がまとめられており学習しやすい
工夫がなされている。

国語 117 明治 古Ｂ 346 新　精選古典B　漢文編
2普
3ﾋﾞ

漢文作品としてはジャンルも多岐
にわたり採録されている。注も丁
寧に分かりやすく編集されてい
る。

ジャンル毎の分量がやや少なめで
ある。

漢文の句形が巻末に載せられては
いるが、基礎・基本的なものに限
られており読解力向上に不安があ
る。

採択
候補

平成３１年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立　幸　高等学校（全日制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現
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番号 略称 記号 番号
採択
候補

平成３１年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立　幸　高等学校（全日制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現

地理
歴史

2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ 2

基礎的・基本的な必須事項が理解
しやすく記述され、展開されてい
る。また、世界と日本との関係が
考察できるようコラムなど適切な
工夫がなされている。

Ｂ５判２４６ページで構成されて
いる。本文や、見開き１テーマで
構成されており、学びやすい配
列・構成となっている。前近代は
近現代を理解するために必要事項
に内容を精選している。

オールカラー印刷で、ユニバーサ
ルデザインの配慮がなされてい
る。本文記述が平易で簡明であ
り、読みやすいようルビが多く付
され太字など適切に示されてい
る。地図・写真・図解などが豊富
で工夫されている。

地理
歴史

46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 2

生徒に身近な視点や日本史との関
連、近現代史の流れを理解できる
内容が充実している。人物や物、
生活や文化などの観点が重視され
いる。またコラムが豊富で異文化
理解の基礎となる知識を育む工夫
がされている。

ＡＢ判２３８ページで構成されて
いる。１時間１見開き構成で、前
近代と近現代史が十分かつバラン
ス良く掲載されている。また、各
地の前近代史も丁寧に紹介されて
いる。

カラーユニバーサルデザインが採
用されている。写真やグラフ、地
図などが大きく豊富に掲載されて
いる。本文も分かりやすい平易な
表記となっている。

○
地理
歴史

81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版 2

基本的な歴史の流れや事象が網羅
されている。図版やコラムなど興
味関心を引く工夫がなされ理解し
やすい。発展的な学習にもつなが
る教科書である。本校の生徒の学
習に適している。

Ｂ５判２３０ページで構成されて
いる。前近代部分は、各地域世界
をコンパクトにまとめており学習
しやすい。近現代史の展開は重厚
な内容となっている。また、人類
の課題を考察するため４つの主題
学習が示している。

オールカラー印刷で見やすい。図
版・コラムが多く興味が湧く工夫
がなされている。巻末には基本用
語解説や年表があり学習しやすい
工夫がなされている。

地理
歴史

2 東書 世Ｂ 311 新選世界史Ｂ 普３

基礎的・基本的な事項に精選さ
れ、歴史の流れが理解しやすい内
容程度となっている。同時代史観
点や日本の歴史との関連が分かり
やすく簡明な本文で叙述されてい
る。興味・関心を引く資料や図説
が豊富である。

Ｂ５判２７８ページ４部１５章で
構成されている。世界の歴史を体
系立てて学べる構成で、地域や時
代のバランスも良く、全体として
無理なく学べる分量である。

丁寧で平易な表現の文章で記され
ている。活字の大きさや行間は適
切である。見やすい写真や地図が
豊富に掲載されている。またコラ
ムが充実しており、理解を助けて
いる。

地理
歴史

46 帝国 世Ｂ 312 新詳　世界史Ｂ 普３

経済を軸とした因果関係が分かる
本文と側注により、歴史の大きな
流れから詳細を理解できる内容と
なっている。同時代の繋がりが分
かる記述や多様な見方を養える記
述により学習が深まる。またコラ
ムや特設ページが充実してる。

Ｂ５判３３６ページから構成され
ている。歴史の流れが分かる本文
と、知識を補う側注で役割分担さ
れているので学習が進めやすい。
資料や図説が整理されている。

カラーユニバーサルデザインに配
慮されている。地図や図版が大き
く豊富に掲載されている。また歴
史事象の因果関係の記述が充実
し、読んで分かりやすい平易な本
文となっている。

○
地理
歴史

81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版 普３

基本的な事柄が充実していて、詳
細で分かりやすい内容、記述と
なっている。各部の概観やまとめ
は大きな流れと各時代の全体像を
つかむ工夫がなされいる。また、
主体的な学習にも対応できる。大
学受験に適した内容となってい
る。本校普通科の生徒に適してい
る。

Ａ５判４６２ページ、５部１６章
で構成されている。各部のまとめ
として主題学習が設定され、多面
的な学習活動が可能である。入試
に十分対応する分量となってい
る。

難しい表記は少なく、平易な表記
が多いため、比較的抵抗感なく読
み取ることができる。側注は詳し
く記述され、各資料のコメントも
充実している。巻末の年表も充実
している。

地理
歴史

2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史
ビ３
普１

基礎的な歴史事象が取り上げら
れ、基礎基本に忠実な内容となっ
ている。簡明な記述で学習しやす
い。世界史的視野に立ち、国際環
境などと関連付けて近現代史の展
開を考察できる内容となってい
る。

Ｂ５判２３０ページで構成されて
いる。１テーマ見開きで内容がま
とめられており学習しやすい。現
代から歴史を学ぶ視点と歴史的な
見方や考え方を培う効果的な配
列・構成となっている。

資料性の高い写真・図版が豊富に
掲載されいる。また、多様なコラ
ムや特設ページが設けられ、学習
意欲や思考力を養う工夫がなされ
ている。分かりやすい表現で記述
され、ルビも適切に付されてい
る。

地理
歴史

7 実教 日Ａ 313 新日本史Ａ　新訂版
ビ３
普１

基本的・基礎的を重視したコンパ
クトな内容となっている。図版や
写真を使った問いかけで興味関心
を喚起し、主体的な学びを促す工
夫がなされている。

ＡＢ判１９２ページで構成されて
いる。５９の単元に分かれていて
負担のない分量となっている。

写真資料が５８０枚、図表が１４
０枚掲載されている。興味関心を
引き出し歴史学習理解を助けてい
る。

○
地理
歴史

81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版
ビ３
普１

基礎的な歴史事象が網羅されてい
る。経済･社会分野の内容が優れ
ている。国際的な視野で日本の近
現代史が詳述されいる。視点を広
げて日本史の学習を進めることが
できる。多様な進路希望である本
校生徒の学習に適した内容であ
る。

Ａ５判２５４ページで構成されて
いる。十分な分量の内容をバラン
スよく配置している。写真が大き
く掲載されており、生徒の興味・
理解を促す工夫がされている。

図の色使いなどでは、カラーユニ
バーサルデザインにも配慮されて
いる。写真や図版が大きく掲載さ
れており、見やすく、生徒の興
味・関心を喚起するものとなって
いる。

地理
歴史

2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ 3

基礎的な歴史事象が取り上げら
れ、簡明な記述で示されており、
基本的な事項を習得しやすい。地
理的な条件や世界の歴史との関連
を多面的・多角的に考察すること
ができ、内容が適切に取り上げら
れている。

Ｂ５判３１６ページで構成されて
いる。見開きで内容がまとめられ
ており学習しやすい構成となって
いる。各時代の特色や歴史の変遷
を、ゆとりを持って学べるよう配
慮されている。

学習内容が精選され、平易な表現
で叙述されている。資料性の高い
写真・図版が豊富に掲載されてお
り学習しやすいよう工夫されてい
る。図の色使いなどユニバーサル
デザインとなっている。

地理
歴史

35 清水 日Ｂ 313
高等学校　日本史Ｂ　新訂
版

3

基礎的・基本的な内容が過不足な
くおさえられ、近現代史に重きを
おいた内容である。豊富な資料は
生徒の興味関心を高め、課題探究
や主体的な学習活動にも適してい
る。

Ｂ５判３０２ページで構成されて
いる。本文は２ページで１テーマ
とし、テーマ毎に疑問文で学習目
標が示されている。配列や分量は
適切である。

約７５０枚の写真や図版は効果的
に掲載されている。本文にはフリ
ガナやゴジックなど工夫されてい
る。また、側注も有益で、効果的
である。

○
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 3

本文は基本的事項の内容が充実し
ており、かつ豊富に記述されてい
る。各時代・各分野がバランスが
よく内容も優れている。図版や写
真なども多く記載されており、脚
注には詳細な記述でより高度な内
容にも触れている。大学受験に適
した教科書である。本校普通科の
生徒に適している。

Ａ５判４５４ページで構成されて
いる。原始・古代、中世、近世、
近現代の４部構成になっており、
各時代の特徴を捉えやすくなって
いる。

図版は配色に留意し工夫を凝らし
ている。写真や図版がみやすく豊
富に掲載されている。精度が高
く、大学受験にも出題されるもの
も多い。
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地理
歴史

35 清水 地Ａ 311
高等学校　現代地理Ａ　 新
訂版

ビ２
普１

基礎的・基本的な地理的事象が取
り上げられ、現代世界の地理的認
識を深めると共に､地理的技能や
地理的な見方･考え方が身に付け
られる内容となっている。また、
中高の接続にも配慮がなされてい
る。

Ｂ５判２０６ページから構成され
ている。１テーマ見開きを基本に
内容がまとめられており、学びや
すい構成・配列・分量になってい
る。

本文記述は平易であり、学習しや
すいように適切にルビが付され、
重要語句は太字で表記されてい
る。多角的・多角的に活用できる
資料や図説が豊富に掲載されてい
る。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ
ビ２
普１

基礎的事項が体系的に整理され充
実している。資料が的確で地形や
機構の自然環境の概念を分かりや
すく説明している。ＧＩＳや電子
地形図など最新の事例を扱い理解
を深める工夫がなされている。本
校生徒の学習に適している。

Ｂ５判２１８ページで構成されて
いる。一つの単元が見開きで、ま
とまりを良くしてあり、学習計画
を立てやすい。世界すべての地域
をカバーしているが、分量や配列
は適切である。

本文も平易な表記で見やすく読み
やすいフォントを使用するなど工
夫してる。視覚的にも理解しやす
い模式図・図版資料や写真など豊
富で学習しやすい工夫がなされい
る。

地理
歴史

183 第一 地Ａ 310
高等学校　新版　地理Ａ
世界に目を向け，地域を学
ぶ

ビ２
普１

世界の諸地域の自然環境や歴史的
背景など基礎的な事項を学習し、
現代社会の特色を考察する内容と
なっている。世界の全地域や地球
的課題を網羅しており基本的・基
礎的な題材がバランス良い内容と
なっている。

ＡＢ判２０８ページで構成されて
いる。１つの学習テーマは、基本
的に見開き２ページでまとめられ
ている。系統的な地理学習、世界
地誌、地図学習などバランス良く
配列されている。

写真や図説が豊富である。巻末に
はフィルムシートが用意されてお
り新旧地形図の比較のワークで用
いることで地形図読図の工夫がな
されている。本文は平易な記述で
簡潔にまとめられていて適切な分
量である。

地理
歴史

2 東書 地Ｂ 306 地理Ｂ 普３

基礎的・基本的な地理的事象が取
り上げられた内容である。現代世
界の地理的認識を深めるととも
に、地理的技能や地理的な見方・
考え方を身に付けられ内容が適切
に取り上げられている。中高接続
にも配慮がなされている。

Ｂ判３４２ページで構成されてい
る。学習指導要領に沿って構成さ
れており、学びやすい組織・配列
になっている。重要語句が見開き
毎にまとめられており、学習の手
助けとなる。またコラムなども充
実し、弾力的な取扱いに対する配
慮がなされている。

地図資料や図版・写真が豊富で配
色も工夫されている。用語・記号
は統一されており、記述の仕方も
平易で簡明である。ルビも適切に
付され、重要語句は太字で示され
ている。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 普３

地理学習の重要な項目がもれなく
丁寧に記述されており、知識を着
実に定着できるような内容であ
る。世界と日本の最新動向が因果
関係を踏まえて記述されており、
各地の地理に対する理解が深まる
よう編集がなされている。本校普
通科の生徒に適している。

Ｂ判３４６ページで構成されてい
る。世界の諸地域が偏りなく取り
上げられており、幅広い学習が可
能となっている。本文記述と図
版・写真が適切に関連し合う工夫
がされている。コラムや側注欄も
充実している。

詳細な記述に加え写真や図版・イ
ラストなどの視覚資料も豊富に設
けられている。用語解説や参照
ページの記載なども充実してい
る。統計資料やグラフは新しい
データが使用され、カラーユニ
バーサルデザインにも対応してい
る。

地理
歴史

130 二宮 地Ｂ 305 新編　詳解地理Ｂ改訂版 普３

地理教育で扱うべき内容が分かり
やすく解説され、現代世界の特徴
や課題、最新の事例が具体的な事
例とともに示されている内容であ
る。系統項目では全分野幅広く掲
載されているほか、質量共に充分
な内容となっている。

Ｂ５判３２６ぺージ、写真や図
版、欄外にはコラムや用語解説を
豊富に設けより発展的に授業がお
こなえる構成となっている。基本
的な読図技能を、後半段階的に定
着できるような工夫がなされてい
る。

現況や推移、概念などを適格に表
現する図表６８０点や地理写真４
２０点が本文を充足するため理解
しやすい。重要語句は太字で表記
し、欄外で解説や補足説明を設け
ているので理解しやすい。

地理
歴史

2 東書 地図 301 新高等地図
ビ２
普１

地理Ａ、地理Ｂの目標に即して学
習指導要領の趣旨を踏まえた内容
となっている。地理的な見方や考
え方の基礎を培う内容を地図指導
の面から取り上げている。

Ｂ５判１５４ページで構成されて
いる。地図やさまざまな資料は、
系統的に配列され、適切に配分さ
れている。地理的事象の振り返り
など中高接続の配慮、工夫がなさ
れている。

地図記号は、国土地理院に準じた
ものを使用している。鳥瞰断面図
や衛星画像など生徒の理解を助け
る教材が適切に表記されている。

地理
歴史

46 帝国 地図 313
地歴高等地図　-現代世界と
その歴史的背景-

ビ２
普１

全世界及び日本の各地域が取り上
げられ、地歴･公民科の学習に必
要な地図・統計・資料が掲載され
ている。現代世界を理解し、歴史
的背景がおさえられるよう世界・
日本の現在の地図に歴史的要素が
重ねられている。

ＡＢ判１７４ページで構成されて
いる。政治や経済の重要地域だけ
でなく、国家の枠を超えた文化圏
や文化の中心が読み取れる工夫が
なされている。歴史地名、事項が
多数掲載されており歴史学習で活
用できる。

カラーユニバーサルデザインに配
慮された色彩づくりになってい
る。地名など現地表記と通称が併
記されているので地理・歴史の学
習の手助けになる。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図
ビ２
普１

詳細な地図を基本に豊富な主題地
図が配置されており、様々な用途
に対応できる。地形や気候に関す
る図版も適切で充分な統計資料を
掲載している。本校、地歴公民科
の学習にも適している。多様な進
路希望が多い本校生徒に適してい
る。

ＡＢ判１７４ページで構成されて
いる。詳細内容、分かりやすい構
成で資料も豊富に掲載されてお
り、各領域内容がバランスのとれ
た配置となっている。インデック
スが設置されており、利便性を高
めている。

伝統的な等高段彩表現が用いられ
ており、見やすい配色で、地形の
概観を理解しやすい。主要図に位
置図が併記され、地球上の位置理
解を促進している。主題図や領土
に関する地図・資料も豊富であ
る。

公民 2 東書 現社 313 現代社会 ビ１

基礎的・基本的な内容が偏ること
なく提示され、生徒の興味関心に
応じて深化・発展させられるよう
な内容である。全体的に現代社会
の基本的問題と人間としての在り
方生き方に関わる内容がバランス
良く配置されている。

Ｂ判２３０ページで構成され、学
習指導要領に準じて系統的に配
列・組織されている。第３部では
課題探究活動を主体的に行う課題
例が示されている。

記述は平易で簡明であり記述に仕
方も適切な表現である。写真・図
版が理解しやすいように表現され
ている。カラーバリアフリーを含
んだユニバーサルデザインに配慮
している。

公民 46 帝国 現社 318 高等学校　新現代社会 ビ１

各分野がバランス良く配置され、
基礎的な内容で分かりやすく記述
されている内容である。本文各所
に生徒が主体的に考え表現できる
よう作業学習の項目が設けられて
いる。

Ｂ５判２３０ページで構成されて
いる。本文・資料・図版・写真の
配置はバランスがよい。ねらい→
導入→展開→課題の流れで見通し
を立てて学習できる工夫がなされ
ている。

基礎・基本を重視した適切な表現
であり、理解しやすいよう丁寧に
表記されている。ユニバーサルデ
ザインに配慮した色調表現や文字
表現となっている。

○ 公民 104 数研 現社 319 改訂版　現代社会 ビ１

基本的事項から発展的な内容ま
で、読みやすく丁寧な記述で学習
しやすい内容である。政治・経済
分野が充実しており中身の濃い内
容となっている。就職テストや公
務員試験にも対応できる。多様な
進路希望のビジ科に適している。

Ａ５判３２０ページで構成されて
いる。学習指導要領のポイントで
ある「習得・活用・探究」や「言
語活動の充実」が深まるように構
成されている。側注やコラムも豊
富で、アクティブラーニングにも
適応している。

読みやすさや分かりやすさを重視
し、丁寧な記述で理解が深まるよ
うに表現されている。オールカ
ラーで資料・図版やイラストも多
く学習しやすい表記となってい
る。
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公民 104 数研 現社 320
改訂版　高等学校　現代社
会

ビ１

基本的事項を中心に読みやすく丁
寧な記述で学習しやすい内容であ
る。各分野に興味のある記述を盛
り込んでいる。

Ｂ５判２２４ページで構成されて
いる。１項目完全見開き２ページ
構成で学習しやすい工夫がされて
いる。「習得・活用・探究」や
「言語活動の充実」が深まるよう
に構成されている。

オールカラーの図版や写真が豊富
でビジュアル重視の工夫がなされ
ている。

公民 2 東書 倫理 311 倫理 普２

基礎的・基本的事項を学習指導要
領に準じた内容になっており、偏
りはない。コラムが充実しており
多様な学習ができるよう工夫され
ている。第５章では倫理的課題を
課題追求学習の構成にしている。

Ａ５判２３８ページ５章で構成さ
れ、学びやすい組織･配列になっ
ている。各章のバランスも良く分
量も適切である。また中高接続に
対する配慮もなされている。

本文記述は、平易で簡明でありル
ビが多く付され、重要語句は太字
で表現されている。必要に応じて
地図、写真、図解が掲載され理解
をたすけている。

○ 公民 7 実教 倫理 312 高校倫理　新訂版 普２

身近な具体例を効果的に用いて分
かりやすく丁寧な本文記述で、詳
細で重要用語を網羅した内容と
なっている。小本文やコラムが学
習を深め、発展的な内容まで扱っ
ている。大学受験に適している。
本校普通科の生徒に適している。

Ａ５判２４８ページで構成されて
いる。思想の流れや全体像を把握
しやすいよう、内容を時代順に構
成・配列している。また、重要用
語や専門用語は脚注で分かりやす
く説明しているので理解しやす
い。

学習効果の高い図表・図解、写真
や資料が豊富に掲載され、視覚的
効果の高い工夫もされている。ま
た、本文も分かりやすい表現と
なっている。

公民 183 第一 倫理 310 高等学校　改訂版　倫理 普２

先哲の思想が分かりやすく説明さ
れており、良識ある公民として必
要な能力や態度が育成されるよう
偏りのない詳細な内容となってい
る。重要語句が十分掲載されてい
る。大学受験を目的とした学習に
適している。

Ａ５判２２４ページで構成され、
学習指導要領に準じた配列・組織
になっている。脚注や中間文で学
習を深める補足的な工夫がされて
おり、生徒の学習段階に応じた弾
力的な指導展開がしやすい。

思想内容を表す図表やイラストが
豊富に掲載され、本文の学習内容
をより深めることができる。カ
ラーバリアフリーを含むユニバー
サルデザインに配慮されている。
また、コラムや特集も多く、学習
しやすい。

○ 公民 7 実教 政経 312 高校政治・経済　新訂版 3

詳細かつ丁寧な記述がなされてい
るので理解しやすい。政治分野で
は、国際政治分野や主権者教育内
容が充実している。経済分野も具
体的で分かりやすい内容となって
いる。就職、公務員、大学進学い
ずれの進路にも対応している。本
校の生徒に適している。

Ａ５判２４８ページで構成されて
いる。第３編は、課題探究型学習
や小論文対策も充実している。全
体を通して最新の考え方や情勢を
的確に反映しており系統的に構成
されている。

オールカラーで印刷されており、
学習効果の高い図版や資料が掲載
されている。全体的に分かりやす
く丁寧に表記されている。

公民 35 清水 政経 315
高等学校　新政治・経済
新訂版

3

基礎的・基本的な必須事項が理解
しやすく記述され、展開されてい
る。第３編では課題探究学習が配
置され、データ・資料などを用い
て生徒の学習段階に応じて活用で
きる工夫がなされてる。

ＡＢ判２００ページで構成されて
いる。合計８０のテーマが、原則
見開き２ページで展開され、系統
的に構成されている。

オールカラー印刷で写真やグラ
フ・図表・年表が効果的に豊富に
掲載され、理解しやすい。側注や
資料・コラムも十分に配置され、
表現･表記も適切である。

公民 183 第一 政経 309
高等学校　改訂版　政治・
経済

3

基礎基本を重視した「読んで分か
る」内容となっている。歴史的な
側面を重視し、分かりやすく表現
している。学習が深まるように特
集ページも設けられている。

Ａ５判２５６ページで構成されて
いる。また、第３編では課題探究
学習に対応できる構成となってい
る。

オールカラー。図版や資料が多く
掲載されている。重要な語句や内
容の解説は脚注や中間文で扱って
いる。比較的、難解な表現を避け
分かりやすく表現している。

数学 2 東書 数Ⅰ 317 数学Ⅰ　Advanced １普

公式や定理などの解説が充実して
おり、発展的な内容も補える。ま
た受験用に適した問題もいくつか
確認できる。

分量は少し多いが、構成としては
しっかりしており充実したものと
なっている。

色の使い方がシンプルであり丁寧
な表記をしている。

数学 2 東書 数Ⅰ 318 数学Ⅰ　Standard 1ビ

基礎内容がかなり充実している。
生徒目線で分かりやすく扱いやす
い内容となっている。

練習問題の分量なども丁度良く、
構成もまとまっているので数学が
苦手な生徒には理解しやすい構成
となっている。

シンプルな色や網掛けなどを上手
く利用し、視覚的に分かりやすい
表現を実施している。

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 329 改訂版　新編　数学Ⅰ １普

基礎内容から発展的内容まで網羅
されており、内容面で不足はな
い。

受験を意識した際の分量としては
少なめであるが、構成面ではほど
よい分量となっている。

公式などの表記の仕方がしっかり
しているため視覚的に重要な部分
を理解しやすい。

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 330 改訂版　最新　数学Ⅰ 1ビ

基礎内容の定着が主となってお
り、例題解説から演習問題まで充
実した内容となっている。

１つ１つのポイントが整理されて
おり練習問題も充実した構成と
なっている。

色の使い方が分かりやすく、表現
も優しい。

数学 183 第一 数Ⅰ 332 数学Ⅰ 1普

例題が充実しており、内容面での
不足がないようになっている。ま
たチャレンジ問題などの難問も用
意されているため数学的意欲がわ
きやすい。

1つのページに多くの問題がある
構成となっている。例題の分量な
どは適切である。

色の使い方が非常に上手く、表現
も丁寧に例題解説がなされてい
る。

数学 183 第一 数Ⅰ 334 新編数学Ⅰ 1ビ

まとめ、例題、問題の流れがス
ムーズになる内容となっているた
め基礎の反復練習がしやすい。

巻末では補充問題があり、基本事
項の確実な習得ができる構成と
なっている。

小項目の色を変えてあることで、
授業を進める上での取捨の判断を
しやすい。

数学 2 東書 数Ⅱ 317 数学Ⅱ　Advanced
2普
3ビ

例と例題のギャップが少なくなっ
ている。身に付けた知識・技能を
基に考える力を養うコーナーが設
けられているが、ややレベルが高
い内容となっている。

問の後、問題（節末）、練習問題
（章末）、難しい問題が解けるよ
うに構成されている。

例題、応用例題など分かりやすく
問題レベルを示し、学習しやすく
なっている。

16



番号 略称 記号 番号
採択
候補

平成３１年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立　幸　高等学校（全日制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現

数学 2 東書 数Ⅱ 318 数学Ⅱ　Standard 2ビ

例題と同じように問が解けるよう
になっているため、解法の定着が
しやすい。また、練習問題におい
て同様の解法を用いて練習できる
ようになっているため、苦手な生
徒がを解きやすくなっている。

５段階のコーナーに分かれてい
て、生徒の個人差に合わせた学び
方ができるように構成されてい
る。

コンパクトなサイズであるため、
移動教室の多い学校では持ち運び
がしやすい。表現面では、例題の
解説は丁寧に表記されている。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 325 数学Ⅱ改訂版 2ビ

総合的な応用力を養えるように問
題が配置されている。また、難問
も多く出題されており、数学力を
付けたい生徒の満足度を高めるこ
とにも繋がる教材となっている。

例や例題を多く取り上げ、学習内
容を総合的に理解できるように配
慮されている。

図版や色刷りを効果的に用いてい
る。また、説明が簡潔に表記され
ている

数学 61 啓林館 数Ⅱ 326 新編　数学Ⅱ改訂版
2普
3ビ

例と例題の対応関係が明確で、そ
の後の演習を通じて内容が定着す
るようになっている。

新しい学習内容に入る前に、既習
の内容を振り返ることができるよ
うになっている。

図式や色刷りを用いて、視覚を通
して内容を直観的に理解できるよ
うに表現されている。

○ 数学 104 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ
2普
3ビ

既習事項とのギャップが少なく、
導入しやすくなっている。複雑な
内容を説明する上で、生徒の実態
に即した指導が出来る内容であ
る。

具体的な練習が入っている。問題
を解くことで、理解が深まるよう
な構成になっている。

シンプルな色使いで見やすい。重
要な点だけが明示されているの
で、考えやすくなっている。

○ 数学 104 数研 数Ⅱ 330 改訂版　最新　数学Ⅱ 2ビ

具体的な例による説明が入ってい
て、指導しやすくなっている。ま
た、１つの問題に対して１つの学
習内容のみを扱っているので、無
理なく学習することができる。

内容の展開が一目で分かるように
なっていて、見やすい構成になっ
ている。

生徒の理解が足りなくなる部分
に、補足的に言葉が入っている。
多色使いで視覚的にも理解が深め
られるように表現されている。

数学 7 実教 数Ⅲ 318 新版数学Ⅲ 新訂版 3普

具体例からの導入が多く、内容記
述も丁寧で、意欲的に取り組める
内容になっている。

練習、チェック問題、章末問題な
ど基礎基本の定着に適した問題の
分量である。例題が2段階に分か
れており、学習段階に応じて対応
できる。

補足説明図や補助説明などが分か
りやすく配置されており、生徒に
とっても使いやすくなっている。
章末問題では、生徒自ら学ぶこと
に配慮されている。

○ 数学 104 数研 数Ⅲ 324 改訂版 新編 数学Ⅲ 3普

練習問題は基礎から標準まで網羅
できている。節末の補充問題や研
究、発展問題を利用するとさらに
レベルアップできる内容となって
いる。

例題の説明も丁寧であり、練習問
題の量も豊富で、授業が進めやす
い展開の構成となっている。

補助的な説明も適切。図を多く用
いて視覚的に理解できるように
なっている。

数学 183 第一 数Ⅲ 328 新編数学Ⅲ 3普

各章とも、導入から分かりやすさ
にこだわった展開をしている。

関数と極限では、極限についてま
とまった学習ができるようになっ
ている。微分法・積分法では基本
的な計算練習を十分にできるよう
になっている。

例題には、問題を解くための「ガ
イド」がついており、学習しやす
く配慮されている。

数学 7 実教 数Ａ 320 数学Ａ　新訂版 1普

例や例題が多く、段階的に丁寧な
内容。また、例題が２つのレベル
に分けられており、レベルが選択
できる。自学自習できるように丁
寧な本文解説や補助的な解説図が
掲載されている。

教科書に沿ったデジタルコンテン
ツがついており、構成・分量・装
丁とも丁度良い。

細やかな表記・表現で内容理解し
やすい。

数学 7 実教 数Ａ 322 新数学Ａ 2ビ

例や例題の内容を細かく丁寧に分
けている。また学習要素が精選さ
れているので、テンポよく学ぶこ
とができる。コンパクトな紙面に
より、授業がスムーズに進行でき
る内容となっている。

教科書を支援するデータもついて
いて構成・分量・装丁とも丁度良
い。

細やかな表記・表現で内容理解し
やすい。

○ 数学 104 数研 数Ａ 329 改訂版　新編　数学Ａ 1普

節末の補充問題や研究、発展問題
を利用するとさらにレベルアップ
できる内容となっている。

授業が進めやすい展開の構成と
なっている。

中学既習事項のギャップがないよ
うな表記や図を多く用いて視覚的
に理解できるようになっている。

○ 数学 104 数研 数Ａ 330 改訂版　最新　数学Ａ 2ビ

一つの例題には１つの学習内容の
みを扱っているので無理なく段階
的に学習できる内容である。ま
た、理解を助ける副文が充実して
いる。

基礎から標準までをしっかり学習
できる構成となっており、構成・
分量・装丁とも丁度良い。

色アミを効果的に使用しており見
やすくなっている。

数学 183 第一 数Ａ 333 高等学校　数学Ａ 2ビ

例題は２種類あり、代表的なもの
を「例題」、特に重要な着想や手
法を含むものを「探究例題」とし
てある。生徒の実態に応じて使い
分けができるようになっている。

具体例を多く取り上げ、定理など
の内容が納得できるようになって
いるなど構成・分量・装丁とも丁
度良い。

視認性が高く、誤読しにくいユニ
バーサルフォントが使用されてい
て見やすい。

数学 183 第一 数Ａ 334 新編数学Ａ 1普

例題には、問題を解くための要点
を示す「ガイド」があり、学習し
やすいような配慮がなされてい
る。ややレベルの高い例題に印を
付けてあり、取捨選択しやすく
なっている。

本質部分の理解に集中できるよう
計算の負担が軽減されているなど
構成・分量・装丁とも丁度良い。

視認性が高く、誤読しにくいユニ
バーサルフォントが使用されてい
て見やすい。
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数学 7 実教 数Ｂ 320 新版数学Ｂ　新訂版 2普

具体例からの導入が多く、意欲的
に取り組める内容になっている。

練習、チェック問題、章末問題な
ど基礎基本の定着に適した問題の
分量である。

補足説明図や補助説明などが分か
りやすく配置されており、生徒に
とっても使いやすくなっている。

○ 数学 104 数研 数Ｂ 327 改訂版　新編　数学Ｂ 2普

練習問題は基礎から標準にかけて
の良問が多い。節末の補充問題や
研究、発展問題を利用するとさら
にレベルアップできる内容となっ
ている。

問題量や難易度のバランスもよ
く、授業が進めやすい展開の構成
となっている。

中学既習事項のギャップがないよ
うな表記や、分かりやすい図を多
く用いて視覚的に理解できるよう
になっている。

数学 183 第一 数Ｂ 332 新編数学Ｂ 2普

図が多く分かりやすいので、ベク
トルの基本的なことを理解しやす
い。

練習問題の量、難易度ともに適切
である。

横注を効果的に入れてあり、自学
自習しやすく配慮されている。

理科 2 東書 科人 306 改訂　科学と人間生活
1普
３ビ

自然と人間生活との関係につい
て、身の回りの事物・現象に関す
る観察、実験などを学び、科学的
な見方や考え方を養い、科学に対
する興味・関心を高められるよう
になっている。

発展的な学習内容の掲載は極力控
えられており、基本的・基礎的な
学習内容と現象が多く、観察実験
に重点が置かれている。

導入のページで興味・関心を喚起
する美しい写真を大きく使った
り、本文中の写真もなるべく身近
な製品を使ったりするなど、視覚
的にくらしと科学をつなげる工夫
がなされている。

○ 理科 7 実教 科人 307 科学と人間生活　新訂版
1普
３ビ

丁寧な説明で、それぞれの分野で
基本的な概念をきちんと理解でき
るように記述してある。生徒に興
味をもたせながら授業を進められ
る内容になっている。

各内容の分量と配分が適切であ
る。写真や図が多く、全体の構成
が適当である。

文章は簡潔で読みやすく表現され
ている。専門用語が明確に定義さ
れ、文章が簡潔であるため、要点
が把握しやすい。

理科 61 啓林館 科人 302 科学と人間生活
1普
３ビ

自然と人間生活との関連、及び科
学技術が人間生活に果たしてきた
役割について、観察、実験などを
通して深く理解できる内容になっ
ている。

各内容の分量と配分が適切であ
る。写真や図が多く、全体の構成
が適当である。

図や表、写真などが多く生徒の理
解を深め、より興味を抱かせるも
のになっている。

○ 理科 2 東書 化基 313 改訂　化学基礎 1普

取り組みやすい基礎的内容から、
さらに深く理解するための発展的
内容まで、幅広く学習できるよう
に構成されている。興味をもって
学べるようコラムが所々に配置さ
れている。

教科書内の全問題に解答と解説が
ついていて良い。構成も分量も適
切である。

記号や計算単位などの使用が適切
である。また、図表なども効果的
に使われている。目次に教科書で
注目すべき記号などもまとめられ
ている。

○ 理科 2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 3ビ

基本的な概念、原理・法則の正確
な理解と、それらの応用が身につ
くようになっている。化学が産業
や製品に密接に関わり、生活を豊
かにしていることを理解できるよ
うになっている。

大判の装丁がなされ、非常に見や
すい。章末にまとめと確認テスト
があり、分量やページ数も適切で
ある。

大判の利点を生かし、側注を利用
して、解説や図表など生徒が理解
しやすいように、適切な位置に配
置されている。目次に教科書で注
目すべき記号などもまとめられて
いる。

理科 7 実教 化基 315 化学基礎　新訂版 1普

授業に必須の内容、実状に合わせ
て取捨選択したい内容、さらに学
問的に詳しく掘り下げたい内容
が、それぞれはっきり区分けされ
ている。発展的な学習内容も充実
している。

構成も分量も適切である。知識が
しっかりと身に付く構成になって
いる。

平易な表現で分かりやすく表現さ
れている。写真が見やすくイラス
トも豊富で丁寧である。

理科 7 実教 化基 316 新版化学基礎　新訂版 3ビ

学習指導要領の内容がもれなく記
述された内容となっている。「発
展的な内容」は精選されている。
「問題編」を収録しており、生徒
の反復学習の手助けとなる。

Ｂ５改版で、側注を入れられるよ
うにしている。所々にトレーニン
グやまとめが適切に配置されてい
る。

学習上のポイントになる内容は目
立つようにかこまれており、ま
た、化学式の書き方などを簡潔な
図で表しているので生徒の理解に
役立つ。

理科 7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版 1普

化学の基本概念を丁寧に解説し、
中学理科からスムーズに移行でき
ること、学習の定着が図れるこ
と、日常生活との関連を感じなが
ら学習できる内容になっている。

構成も分量も適切である。知識が
しっかりと身に付く構成になって
いる。

工夫された図で見やすく理解しや
すい。表記･表現ともに適切であ
る。文章が平易・簡潔にまとめら
れ、長文や論理の飛躍を避け、生
徒に読みやすくなっている。

理科 183 第一 化基 322
高等学校　改訂　新化学基
礎

3ビ

要点を絞り込んだ内容であり、１
年生など、初めて化学を取り組ま
せるのには、興味を引きやすい内
容になっている。

内容が見開き２ページ内に収まる
ように構成されている。本文は簡
潔で内容が精選されており、程
度・分量ともに適切である。

カラーの図や写真が必要な箇所に
ふんだんに盛り込まれている。図
や写真の質が高く、学習内容のつ
ながりを意識させる工夫がなされ
ている。

理科 7 実教 化学 310 化学　新訂版 3普

化学基礎で学習した内容にチェッ
クがつけられたり、他科目との連
携がなされたりしている構成であ
る。

各内容の分量と配分が適切であ
る。写真や図が多く、全体の構成
が適当である。

図が大きく、見やすいが、文章の
量が他の教科書に比べて少ない部
分が多い。

理科 104 数研 化学 314 新編　化学 3普

内容はまとめられており、しっか
りと学習できる内容となってい
る。復習内容も多く取り上げられ
ており、自己学習にも使いやす
い。

Ｂ５改版で、説明が多く取り上げ
られている。内容も適切である
が、ページ数が多く重く、扱いづ
らい。

大判をの利点を生かし、側注を利
用して、解説や図表など生徒が理
解しやすいように、適切な位置に
配置されている。
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○ 理科 183 第一 化学 315 高等学校　改訂　化学 3普

化学基礎の学習内容が復習できる
ようになっているので、１年生で
学習した内容を３年生で復習でき
るのがよい。

各学習内容がページをまたがるこ
とがなく、とても見やすい構成で
ある。

図や写真が大きく取り上げられて
おり、視覚的にも訴えやすい。ま
た、各項目ごとに登場する元素が
周期表のどこにあるのかが図示さ
れていて、説明しやすい。

理科 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎 2

学習した項目が互いに結びつき、
生物学の全体像が見通せる内容で
ある。生徒の思考や興味関心を学
習内容に結びつけることができ
る。

イラストや写真が豊富で分かりや
すい構成になっており、印象が残
りやすい工夫がされている。各内
容の分量とその配分が適切であ
る。

写真やイラストが豊富で、親しみ
やすく、視覚的に捉えやすくなっ
ている。観察実験の具体的な写真
が多く、指導の時に利用出来る。

理科 7 実教 生基 313 生物基礎　新訂版 2

各節ごとにNAVIとして、各章の流
れが確認できる工夫がなされてお
り、必ず質問から入るような作り
になっている。各ページの帯には
流れが確認出来るように工夫され
ている。

内容が見開き２ページ内に収まる
ように構成されている。本文は簡
潔で内容が精選されており、程
度・分量ともに適切である。

カラーの図や写真が必要な箇所に
ふんだんに盛り込まれている。図
や写真の質が高く、学習内容のつ
ながりを意識させる工夫がなされ
ている。

○ 理科 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版 2

生物や生物現象の基本的な概念や
原理・原則が把握できるように、
指導要領の内容が過不足なくまと
められている。既習事項の確認や
深く学習をおこなうための発展内
容も充実している。

大判で構成も分量も適切である。
側注の解説が充実しており生徒の
自主学習に利用できる。

原理やしくみを分かりやすくする
ために、模式図が多用されてい
る。生命現象を具体的に感じとら
せるため、本文や図と関連のある
写真が多用されている。

理科 61 啓林館 生基 315 生物基礎　改訂版 2

学習した内容が互いに結びついて
いることを意識させるために、表
記方法を工夫している。各章のま
とめでは、生徒が自主学習を行う
ことができる工夫がある。

構成も分量も適切である。問題の
解答が巻末にあり見やすく工夫さ
れている。

イラストやカラー写真を用いて、
視覚的に理解できるように工夫さ
れている。また、本文中の行間に
青字で写真掲載ページが記載され
ている。

理科 2 東書 生物 306 改訂　生物 ３普

探究的に学習が進められるように
工夫されている。知識を深める内
容や科学誌など、本文に関連した
テーマを幅広く取り上げて、生徒
の興味関心を喚起する内容になっ
ている。

内容が見開き２ページ内で収まる
ように構成されている。また、本
文は簡潔で、内容が精選されてい
る。さらに、深化して学習したい
生徒向けには「発展」が設けられ
ている。

Ａ５判より大きい判型を生かし、
カラーの図や写真が必要な箇所に
ふんだんに盛り込まれている。レ
イアウトも写真と図を並べて示す
など、見やすく工夫されている。

理科 2 東書 生物 307 スタンダード生物 ３普

学習指導要領の主旨のとおりにつ
くられている。適切な箇所に「観
察実験」が取り上げられており、
探究的に学習が進められるように
工夫されている。

１項目が原則的に見開き２ページ
で収まるように構成されている。
また、文章も簡潔で内容が精選さ
れている。

編を横断した内容の図や解説は体
系的に学習内容の理解が図れるよ
うになっている。

○ 理科 7 実教 生物 308 生物　新訂版 ３普

本文の内容が最小限になってお
り、限られた時間内での学習に適
した内容となっている。

本文の量を最低限とし、図や絵を
多くすることで視覚的に理解しや
すい構成となっている。

重要単語に英語が付記されてお
り、国際化にも対応可能な内容と
なっている。

○
保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1

標準的でオーソドックスな教科書
で学習指導要領に示されている学
習内容が偏りなく示されている。
特に課題学習が充実しており生徒
が自らの健康やスポーツライフに
ついて考えることが出来るような
内容である。

大判（Ｂ５判）で、見開き２頁１
項目の完結型となっている。

体言止めや太字表現のキーワード
などの表記が充実しており主体
的・能動的に学べる表記・表現が
されている。

保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 1

親しみやすい教科書である。課題
学習を充実させ、生徒が自らの健
康について考え判断し実践する力
がつくような内容である。

大判（Ｂ５判）で、見開き２頁１
項目完結型となっている。さらに
重点項目が４頁構成である。

何が出来るようになればよいのか
を示す学習のねらい、学習を助け
る測注などの表記がされておりさ
らに簡潔で分かりやすい図表・イ
ラスト・写真が充実している。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

1

基本的な内容を網羅し、ビジュア
ル的にも学習しやすい内容であ
る。

１テーマ見開きで完結する構成と
なっている。

テーマを絞った問いかけ形式の学
習のPOINTや理解を助ける豊富な
測注や学習を深める資料・理解を
助けるイラスト資料が充実してい
る。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 1

親しみやすい歌唱教材とたくさん
の楽器解説が特色で、生徒が自主
的に演奏に取り組めるような内容
で分かりやすい。

授業の実態に沿った教材を選びや
すい構成である。分量は適切。色
合いのやわらかい装丁で美しい。

丁寧な解説の文章は分かりやす
く、図や写真を用いて主体的な学
びを促している。楽譜も見やす
い。

芸術 89 友社 音Ⅰ 311 改訂版　高校生の音楽１ 1

歌唱・器楽・鑑賞の各分野から長
年教材として使われてきた楽曲を
中心に編集されている。

歌唱を中心に構成されている。美
しい紙でB5サイズである。

落ち着いた文章で読みやすい。

芸術 89 友社 音Ⅰ 312 改訂版　ON! 1 1

歌唱の内容は充実しており、様々
なジャンルの楽曲を斉唱・合唱を
掲載しており、全体を通して、親
しみやすさが大きな特徴となって
いる。

歌唱・器楽・音楽史・鑑賞・創作
の順で構成されているので使いや
すい。

親しみやすい文章で読みやすい。
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芸術 17 教出 音Ⅱ 308
高校音楽Ⅱ 改訂版 Music
View

2

絵画や言葉、世界の民族や物語な
どを音楽と関連させており、総合
的に芸術をな場広く学べる内容に
なっている。

装丁は美しく、写真や絵画は資料
として活用できる上、心和むもの
である。各分野の分量は適切であ
る。

イラストや絵画が大きくレイアウ
トされていて、芸術への理解を助
けるものとなっている。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２ 2

MOUSA1からの発展としての位置づ
けで、さらに深く学べる選曲であ
り、工夫されている。

生徒に合った教材を選びやすい構
成となっており、分量的にも各分
野バランスが良い。

丁寧な解説、図や写真が資料とし
て効果的である。

芸術 89 友社 音Ⅱ 311 改訂版　高校生の音楽2 2

色々なジャンルの名曲を取り上げ
てあり、１学年時に学んだ内容を
広げていくものとなっている。

歌唱が中心の構成であるが、器楽
アンサンブルも見やすい。装丁は
落ち着いた色合いである。B5サイ
ズ。

バランスのとれた落ち着いた表現
と文章で読みやすい。

芸術 17 教出 音Ⅲ 304 音楽Ⅲ 改訂版 ３ビ

多様なジャンル、時代、地域の歌
唱を学ぶことができ、また様々な
言語による表現にも触れる内容と
なっている。

解説では文章と共に写真、図が豊
富に使われており、より理解を促
す構成となっている。想定は堅牢
で、分量は適切である。

丁寧で分かりやすい表現で、表記
も生徒にとって理解しやすい。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅲ 305 Joy of Music ３ビ

伴奏譜を付けたり弾き語りとして
楽曲を取り上げてあり、生徒が自
主的に演奏できるようになってい
る。３年間の集大成としても卒業
後音楽を愛好していける大人とな
るためにも充実した内容である。

歌唱・器楽・創作・鑑賞のバラン
スが良く、鑑賞の中には音楽史も
含まれており、分量は適切。美し
い装丁である。

色分けされた紙面が見やすく、イ
ラストを用いた解説も理解しやす
い。

芸術 89 友社 音Ⅲ 306 改訂版 高校生の音楽3 ３ビ

歌唱中心で多様なジャンルの曲を
独唱や合唱を通して学べる他、ア
ンサンブル曲にも工夫がされてい
て、音楽の視野を広げることがで
きる。

歌唱・器楽・鑑賞の順に構成され
ていて使いやすい。装丁は落ち着
いた色合いである。B5サイズ。

楽譜は読みやすく、文章も落ち着
いた表現で分かりやすい。

〇 芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 1

創造の喜びや大切さ感じさせる言
葉や、作家の言葉など作品の理解
に役立つよう様々な内容が掲載さ
れている。

分野別に色分けされており、分か
りやすい。掲載作品は大きく拡大
されている部分写真もあり、細部
まで鑑賞できる。

ねらい、解説、作者の言葉などが
書体、色などでわけられており、
見やすく学習を深めるよう工夫さ
れている。

芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 1

様々な題材を取り上げ、豊富な資
料画像で製作プロセスを明らかに
しているので、理解しやすい。ま
た、社会との関わりや、職業につ
いても把握できるよう配慮されて
いる。

何を学ぶかが常に明確になるよう
に構成されている。分量も豊富で
装丁は堅牢である。

生徒にとって分かりやすい表現
で、表記も平易である。

芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 1

作品の制作に関して、基礎基本か
ら理解できるよう資料写真や図解
を豊富に使用し、生徒にとってな
じみやすく編集されている。

基礎的な内容から、次第に応用へ
と向かう構成で、授業の流れに
沿った紙面構成となっている。

作品やプロセスの解説が生徒の理
解を進めるよう分かりやすく表現
されている。

芸術 116 日文 美Ⅰ 303 Art and You 創造の世界へ 1

美術を創造という観点から捉え、
発想から完成までの流れを理解で
きるよう工夫されている。また、
日本、東洋、西洋における美術文
化の変遷が分かるよう配慮されて
いる。

携帯に便利なサイズで、見開き図
版も見やすく、堅牢な装丁であ
る。

文章は平易で、分かりやすい表現
である。読みにくい用語などには
振り仮名がつけられており、学習
に役立つ。

〇 芸術 38 光村 美Ⅱ 303 美術２ 2

作品の中にある精神性を重視し、
深く考えるきっかけとなるよう配
慮されている。また、社会の問題
との関わりを考えるような作品も
取り上げられている。

２ページ大での作品も掲載されて
おり、細部まで鑑賞できるので、
生徒の興味を引き、学習意欲を高
める構成となっている。

活字は読みやすく、鮮明であり、
表現は平易である。用語の使い方
も適切である。

芸術 116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２ 2

タイトルやねらいを明確にし、生
徒がより深く研究、思考できるよ
う工夫されている。また、メディ
ア表現など、今日的な内容も取り
上げられている。

開きやすく、見やすいので、資料
としても利用できる。項目が色分
けされており、目的のページを簡
単に見つけることができる。

分かりやすい表記であり、読みに
くい作品名などには振り仮名をつ
け学習に役立つよう配慮されてい
る。

芸術 116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２ 2

作品を大きく掲載しており、細部
までよく鑑賞できる。自然との関
わりが深い作品を多く取り上げ、
環境への理解を深めるよう配慮さ
れている。

統一感のある誌面構成で、美しく
秩序が感じられる。装丁は堅牢
で、見開き図版が完全に見えるよ
うに作られており使いやすい。

文章は分かりやすく、丁寧な表現
が用いられているので理解に役立
つ。

〇 芸術 38 光村 美Ⅲ 303 美術３ ３ビ

広く美術と社会の関わりを考える
内容となっており、作品掲載とと
もに作家の紹介も行われている。
また、デザインの変遷を時代の流
れを考える構成となっている。

見開きの大きさの図版と、小さな
図版がバランスよく配置されてお
り、分量も適切である。

用語や表記が統一されており、文
章も平易で分かりやすい。活字も
読みやすく鮮明である。
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芸術 116 日文 美Ⅲ 304 高校生の美術３ ３ビ

美術に関わる職業を取り上げるこ
とで、将来の仕事や生活と関わる
ことが理解できるよう配慮されて
いる。

２０人の人物が、全員見開きペー
ジで仕事の内容とプロセスととも
に取り上げられており、見やすい
構成となっている。

文章は平易で、掲載作品には説明
文が付けられているので理解しや
すい。

芸術 116 日文 美Ⅲ 302 高校美術３ ３ビ

身の周りにあるデザインから学習
する題材を設定したり、我が国の
伝統芸能を取り上げるなど、様々
な観点から美術文化を理解できる
よう工夫されている。

それぞれの項目において作品は大
きく掲載されているので強く印象
に残る構成となっている。装丁は
堅牢である。

掲載作品には解説文とともに作者
の言葉も付けられており、平易な
表現なので分かやすい。

○ 芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 1

古典臨書の際に各字の特徴の要素
をどう捉えるかの観点が大きく図
式化して明確に示され、法帖を直
に観て書く時のポイントとして理
解しやすい。

書写から書道への導入が自然で丁
寧に確認されており違和感無く移
行できる。漢字五体に仮名と全て
の書体を掲載し、導入時に書体の
変遷を示した後すぐに観られるよ
うにしている。装丁は淡く明るく
親しみやすい。

写真図版は大きく、筆路が追いや
すいように骨書きや筆順まで示し
てあり自学自習もできる。説明文
は完結で短めである。

芸術 6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 1

書活動しやすい展開になってい
る。仮名は料紙に興味がもてる作
業を織り込み、漢字仮名交じりの
創作も深い学びに誘っている。

書体は、草書と篆書は参考程度
に、隷書は興味を引く形で、書く
ことを意識しての分量と筆法の解
説をしている。

生徒の鑑賞風景や考察中などの写
真がつかわれ、臨書活動に現実味
が出ている。人物やエピソードの
コラムの配置が効果的で興味をそ
そる。説明は簡潔に書かれてい
る。

芸術 17 教出 書Ⅰ 307 新編　書道Ⅰ 1

基礎・基本を徹底しており、古典
の写真も精選し、実際に各物は大
きく多字数掲載しており、参考の
古典は、１行短冊状に多くを載せ
て比較しやすい。

教室の机上で扱いやすい細長いサ
イズから書道室対応の幅に戻され
た。書体ごとの分量配分も偏りが
ない。

自ら学ぶコンセプトそのままに、
筆遣い・線の中の穂先の位置の示
し方について最も分かりやすい示
し方である。作業手順行程の図版
の配置が優れている。書体ごとの
色を決めてあり、多くの書体を知
る上で混同しにくく作られてい
る。

○ 芸術 2 東書 書Ⅱ 305 書道Ⅱ 2

鑑賞の解説や人物の活用により、
国語や歴史との関連を図ってお
り、学習の深まりを促す。発展的
に書の伝統文化自体に理解も深ま
る。仮名の行書きから散らし書き
への発展は丁寧な手順を示してい
る。

教材自体の量が減り、じっくりと
時間をかけて取り組める内容に
なっている。漢字仮名交じり文の
制作手順では、難易度を変えて示
すなど選択の視野が広げられる。

図版の鮮明さはこれまで同様で、
漢字仮名交じりでの詩文が、高校
生に親しまれている歌などを使っ
て例示するなど、創作する上での
足がかりになっている。

芸術 6 教図 書Ⅱ 306 書Ⅱ 2

確実な学習になるよう、現場の実
態に則した単元や教材の配列に
なっている。Ⅰで学習した内容を
振り返りのチェックを設けたり、
自身の感想や構想を他の生徒と話
し合いやすい形に導いてあり、言
語活動にもつなげている。

Ⅰが白黒の中国蘭亭図であったの
に対して、Ⅱの平安絵巻物の表紙
からも、段階を進めた印象が伝わ
る。少しずつ学びを深められるよ
う豆知識の囲みなどは意欲的な取
り組みの喚起となる配慮である。

解説の文章は簡潔に分かりやすく
なっている。見開きで図版を配置
するという構成も増え、ふりがな
やフォント替えによる重要語の引
き立てなど、見やすく理解しやす
い。

芸術 17 教出 書Ⅱ 307 新編　書道Ⅱ 2

歴史的評価の定まった古典を絞っ
て掲載しており、しっかり書き込
む姿勢を作る内容である。

古典臨書についてはⅠとは大きく
変わり、徹底して図版例を増や
し、書作活動については、教員の
指導に自由度をもたせていると思
われる。

篆刻・刻字などの手順はこれまで
通り詳しく丁寧な解説で、古典解
説・書道史・人物理解の記述が完
結になっている。

芸術 38 光村 書Ⅱ 308 書Ⅱ 2

単元ごとに、なぜ・どうしてどの
ようにを学べるように作られてい
る。それぞれ臨書から創作につな
げられるような内容になってい
る。

表紙の紙質が、ポリプロピレンラ
ミネート加工により、墨が付いて
も落としやすい。

活字の書体・行間などの配置は適
切である。篆刻や刻字に於いて、
写真入りフローチャートを採用し
分かりやすくできている。

芸術 2 東書 書Ⅲ 301 書道Ⅲ 3ビ

探求的な学びに適した書論・コラ
ムなどが充実している。古典や活
動項目は、主体的な活動を通して
身に付けられるように精選されて
いる。

単元・書体ごとの淡い和の背景色
が上品な落ち着きを見せ、作品の
全体を掲載し、現代の書作をリア
ルに見せている。

写真・図版が大きく一目瞭然であ
り、尚且つ豊富に解説が施されて
いる。重要語のフォントをゴシッ
クにするなど理解しやすく作られ
ている。

○ 芸術 6 教図 書Ⅲ 302 書Ⅲ 3ﾋﾞ

漢字の深まりと漢字仮名交じり文
の充実が明確である。基礎の定着
から進められた形、書体ごとの特
徴・技法の理解が深まる工夫が見
られる。

様々な要素を持つ書の美を文化と
して総合的に鑑賞できるように印
象深くレイアウトされている。

中国古典から日本の古典への進展
移行が表紙に現れている。

芸術 17 教出 書Ⅲ 303 書道Ⅲ 3ﾋﾞ

難易度の高い古典も臨書の際に
しっかり学べる量の掲載になって
いる。創作の手順や、要素の解説
は解りやすく、現代創作の作品も
しっかりと掲載されていて臨場感
がある。

幅の狭い一般教室用サイズの装丁
である。多くなった行・草書、篆
刻古典そのものだけでなく書論・
解説文の分量も増え、深い学びを
助けている。軸装の感じ作品写真
を織り込み、良い鑑賞教材になっ
ている。

古典図版は用紙の余白を排除して
内容を大きくとって配置され、幅
の狭さを感じさせない。

○
外国
語

2 東書 コⅠ 329
Power On English
Communication Ⅰ

1

Lesson5まで中学校の既習事項の
復習を取り入れ、高校での学習に
無理なく移行できるよう、工夫さ
れている。

各パートが４技能を養成する構成
になっている。取り組む内容が段
階的になっており、生徒が取り組
む内容が充実している。

色使いや写真も豊富。巻末には英
語活用力Upコーナー、文法のまと
めのコーナーがあり扱いやすい。

外国
語

17 教出 コⅠ 336
NEW ONE WORLD
Communication Ⅰ Revised
Edition

1

題材が多様かつバランスのとれた
ものになっている。広い視野と国
際社会に生きる人間としての自覚
やコミュニケーションを図ろうと
する態度を養うことができると思
われる。

各課の本文の文量が多くなく、文
構造や、文法事項はパート毎１つ
に絞られており、学習の狙いが明
確である。

ユニバーサルデザインに配慮した
デザイン、配色が工夫されてい
る。本文の内容を理解し、活動を
スムーズに行うために写真・イラ
ストが効果的に使われている。
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外国
語

50 大修館 コⅠ 337
Compass English
Communication Ⅰ Revised

1

説明文、エッセイ、物語文、対話
文などバラエティに富み、生徒の
興味・関心に合わせた身近な題
材、伝統文化を扱ったものが選ば
れ充実した内容になっている。

教科書の中心となる読みの教材
は、単語数の点や学習項目の点か
らも難易度順に段階的に配列され
ている。学習・指導の効率を高め
るための補助教材も充実してい
る。

本文や写真・イラストなどが適切
にかつ見やすくレイアウトされ、
効果的な学習が期待できる。生徒
の興味とやる気を引き出すことが
できるよう工夫されている。

外国
語

61 啓林館 コⅠ 341
LANDMARK Fit English
Communication Ⅰ

1

スポーツや文化、恋愛など生徒の
興味の持ちやすい題材を取り入
れ、全体的に取り組みやすい内容
を取り扱っている。

本文と練習問題をパートごとに見
開きで掲載している。題材への関
心をより深められる情報もある。

系統毎に色使いがわけられてお
り、１パートが見開き１ページで
表記されている扱いやすい。

○
外国
語

2 東書 コⅡ 327
Power On English
CommunicationⅡ

2

題材の扱い方がユニークで、通り
一辺倒ではない、深く考えさせ、
意見交換が活発になるような内容
である。

内容理解を促す、確認するための
タスクが充実していて、取り組み
やすい。無理なく取り組みなが
ら、理解が深まっていく仕組みに
なっている。

日本語によるまとめから、空欄補
充による要約、自己表現活動へと
さまざまな表現形式が巧みに使い
分けられている。

外国
語

50 大修館 コⅡ 335
Compass English
CommunicationⅡ Revised

2

特に、科学的な文章を用い、長め
の文章を論理的に読み解くトレー
ニングができるように作られてい
る。

各パート、200語程度の文章を見
開きにまとめ、取り組みやすくし
ている。課末のタスクを使って、
理解が深まるように作られてい
る。

長めの文章ながらも、写真や図版
を多用し、理解を促すように工夫
している。

外国
語

177 増進堂 コⅡ 345
NEW FLAG
English CommunicationⅡ

2

生徒の好奇心を引く身近な題材
が、平易な比較的短い英文で書か
れている。苦手意識の強い生徒に
も取り組みやすい内容となってい
る。

課末のReviewやGrammar &
Expression、Activityが豊富に用
意されている。ドリルやコミュニ
ケーション活動が充実するように
作られている。

手書き風な文法解説など、親しみ
やすい表記・表現が工夫されてい
る。

外国
語

183 第一 コⅡ 350
Viva!
English CommunicationⅡ

2

身近な題材と平易な文章で、苦手
意識の強い生徒にも取り組みやす
い内容となっている。

大きな文字、写真、図版を用い、
苦手意識をもつ生徒にも取り組み
やすくする配慮をしている。

本文中の新出単語や重要な語句を
色でマークするなど、理解を促す
ための斬新な工夫がされている。

外国
語

212 桐原 コⅡ 354
WORLD TREK
English CommunicationⅡ
New Edition

2

題材の扱い方が新鮮で、他とはひ
と味違う内容となっている。文化
や価値観の多様性を感じさせる内
容である。

課末のページを使って、まとめの
コミュニケーション活動が充実す
るように工夫されている。また、
音声を用いた自主学習を可能にす
るオンライン教材が特徴的であ
る。

ビジュアル情報によって好奇心を
引き出し、理解につなげていく工
夫がされている。

○
外国
語

2 東書 コⅢ 326
Power On
English Communication Ⅲ

普3

人文科学・社会科学・自然科学と
取り上げている題材の分野が豊富
である。生徒の身近な話題から、
未知の内容まで、彼らの好奇心を
かきたてる興味ある内容となって
いる。

３部構成で、第一部でまとまった
分量の英文を読むためのテクニッ
ク、それ以降は実践的な長文読解
に対応できる構成となっている。
また、適切な分量の写真や図が発
話を引き出すように考えられてい
る。

様々な生徒に対応できるよう、文
字は適切な大きさで、写真や図の
色使いにも配慮がされている。設
問の表現についても、統一感があ
り、生徒のやる気を起こすよう工
夫されている。

外国
語

212 桐原 コⅢ 347
PRO-VISION
English Communication Ⅲ
New Edition

普3

身近な話題から、社会性や専門性
の高い話題まで、学習者の知的好
奇心を引き出す内容である。読解
力のみならず、学習者自身が自分
の意見をもち、発信するような内
容となっている。

語数の多いまとまった文を読むこ
とを主眼に、実践的な演習を可能
とする構成となっている。図や写
真は１ページにまとまっており、
「話す」「読む」活動の補完と
なっている。

設問が検定試験や大学入試を模し
ており、より実践的な演習が期待
できる。汎用性の高い語彙にはよ
り拡張した表現が記載されてお
り、生徒の理解を深めることが期
待できる。

外国
語

212 桐原 コⅢ 348
WORLD TREK
English Communication Ⅲ
New Edition

普3

学習者にとって身近な話題を中心
に、人文系・自然科学系と多岐に
わたる分野について話題が豊富で
ある。各パート毎に4技能それぞ
れを伸ばす工夫がされている。

写真やグラフなどの色彩が豊か
で、大変見やすい。課が進むにつ
れて、語数が増えており、学習者
への配慮がされている。また、各
パートは左ページに英文、右ペー
ジに設問と見開きで分かりやす
い。

各パートで定型の設問については
英語で、聞き取りのなどの演習問
題については日本語で表記される
など、場面に応じた表示は学習者
に分かりやすくなっている。

○
外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 329
Revised Vision Quest
English Expression Ⅰ
Standard

普2

スポーツや娯楽など身近な話題を
通じ、文法事項が学べるように
なっている。また、社会問題など
の題材も取り扱われており、基本
からの文法力と表現力を養える内
容になっている。

モデル会話の長さや問題量が適切
である。各課それぞれ、モデル会
話、文法解説、演習、発信活動の
流れで構成されており、文法力、
表現力ともに段階的に養えるよう
になっている。

イラスト、図、写真の大きさや量
が適切である。活用頻度の高い単
語やフレーズが掲載されている
ページがあり、表現力を身に付け
ていく上で便利である。

○
外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 330
Vision Quest English
Expression Ⅰ Core

ﾋﾞ2･
3

スポーツや娯楽など身近な話題を
通じ、文法事項が学べるように
なっている。また、社会問題など
の題材も取り扱われており、核と
なる基本の文法力と表現力を養え
る内容となっている。

問題量が適切で、例でポイントが
整理されているため、分かりやす
い。各課それぞれ、モデル会話、
文法解説、演習、発信活動の流れ
で構成されており、表現力を段階
的に養えるようになっている。

イラスト、図、写真が多く用いら
れており、視覚的に理解しやすく
なっている。アクティビティに活
用できる題材のページも豊富であ
り、幅広い表現力を育むのに効果
的である。

外国
語

183 第一 英Ⅰ 337
Vivid English　Expression
ⅠNEW EDITION

ﾋﾞ2･
3
普2

学校生活、クラブ活動、文化祭な
どの、生徒にとって身近な題材が
多く取り扱われている。また、ク
ラスルームイングリッシュやフ
レーズ集などのページもあり、充
実している。

見開き構成になっている。空所補
充、並べ替え、簡単な英作文と、
文法力や表現力が段階的に育める
ようになっている。導入には、リ
スニングも取り入れられている。

写真、イラスト、活字は、鮮明で
ある。また、アクティビティに活
用できる題材のページも豊富であ
る。

外国
語

212 桐原 英Ⅰ 343
Empower English
Expression Ⅰ Essential
Course

ﾋﾞ2･
3
普2

日本とアメリカの校則比較、日本
の文化、高校生の国際比較などの
題材が取り扱われており、自国文
化や異文化の理解をすることがで
きる。それらを通じて、表現力を
養えるにようなっている。

文法見開きページになっている。
まとまった内容を表現する、自分
の意見を論理的に書く、自分の意
見を発表するなどの力を段階的に
育める構成になっている。

写真やイラストが適切である。ま
た、スピーチ、プレゼンテーショ
ンに必要な表現や発表方法を学べ
るページもあり、表現力を育むの
に効果的である。
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外国
語

2 東書 英Ⅱ 301
NEW FAVORITE English
Expression Ⅱ

普3

大きく3つのパートに分かれ、4単
位で適切に指導できるよう配慮さ
れている。適切に練習問題を行い
ながら効率的に学習できるように
配慮されている。

写真、イラストなども鮮明で効果
的である。カラーバリアフリーを
含むユニバーサルデザインに配慮
されている。

著名なスピーチが掲載され、難し
い語句には注が付加されており、
生徒が独学でも学習できるように
配慮されている。

外国
語

15 三省堂 英Ⅱ 319
MY WAY English Expression
Ⅱ New Edition

普3

今の高校生に特に考えてほしいと
思うようなテーマが全体にちりば
められている。国際社会の一員と
して、多様性を認め合える豊かな
文化観と真の国際理解の基礎を養
う内容になっている。

1セクション見開きで、無理なく
語彙力、文法力、読解力の基礎を
身に付けられる。課末に関連した
題材の読み物がある。途中のコラ
ムもまた興味関心を引きつける構
成である。

演習は既習の文法事項のみを用い
ることで、できる限り生徒の躓き
がないように配慮されている。

外国
語

61 啓林館 英Ⅱ 322
Vision Quest English
Expression Ⅱ Ace

普3

 Grammarの解説が他の教科書に比
べて平易な表現、かつ具体的に述
べられていることが全体の特徴で
あるように思える。Aceはその中
でもアウトプットに結びつけやす
いコンテンツである。

　見開き構成で左側にGrammarの
解説、右側にコンテンツという構
成になっている。分量はVision
Questの中でもとりわけ多い。発
展的な内容を望む生徒に適してい
る。

　文法用語が多い印象を受ける。
本文のトピックは話題が豊富であ
るが、言語材料の解説に多く紙面
が割かれているため、アクトアウ
トに教科書を用いる際に躓く生徒
が予想される。

○
外国
語

61 啓林館 英Ⅱ 323
Vision Quest English
Expression Ⅱ Hope

普3

さまざまな話題を通して、英語で
積極的に表現することを促す組み
立てになっている。随所に日本文
化を織り交ぜているため、生徒が
親近感をもって学習できるように
工夫されている。

例文が豊富に記載されている。見
開き構成の中に音声指導、書き方
指導、語彙、コラムまで幅広く網
羅されている。巻末の発音体系
（一覧）が記載されている。他の
ものより詳しい記載がある。

掲載されているグラフも見やす
い。後半部分ではパラグラフライ
ティングやメール文章の見本と解
説もあり、実践的な指導をする際
のモデルにしやすい。

外国
語

2 東書 英会 301
Hello there! English
Conversation

ビ2

全体が5つのユニットに分かれて
いて、「話す活動」と「聞く活
動」がバランスよく配置され、確
実にスキルアップできる内容に
なっている。

全体的に中学校既習の言語材料が
中心であり、無理なく学習ができ
るよう配慮され、適切である。

統一された用語・記号が使用され
ていて、記述の仕方も適切であ
る。

外国
語

15 三省堂 英会 302
SELECT English
Conversation

ビ2

生徒がよく使う場面を想定して、
そこで使われる会話表現を繰り返
し学習できる内容になっている。

レッスンで学習する基本表現
「KEY EXPRESSIONS」が最初に提
示され、その基本表現を段階的を
追って確実に身に付くように構成
されている。

活字は鮮明で美しく、イラストや
写真も鮮明であり、学習に効果的
である。

○
外国
語

61 啓林館 英会 303
Sailing English
Conversation

ビ2

生徒のコミュニケーションの目的
や、生徒に身近な、日常生活に即
した話題や場面、興味・関心に合
わせた内容になっている。

生徒の興味を引き付けるように、
写真やイラストをふんだんに使っ
た楽しい紙面構成になっている。

日常会話に使える表現が盛り込ま
れ、自然な形で学習できるように
なっている。

〇 家庭 2 東書 家基 311
家庭基礎　自立・共生・創
造

２普

写真、図、イラストなどの資料が
極めて豊富であり、生徒の学習意
欲が高まるとともに、資料が適切
に配置されているので学力向上に
資している。

判型が大きい（AB判）ことを生か
し、側注にも図やグラフ資料が豊
富に掲載されているため、生徒の
学習意欲を高め、楽しく学習を進
められる。

基礎的・基本的な学習内容の確実
な修得のために、本文中の重要語
句をゴシック体にしたうえ振り仮
名を振り、さらに色文字（青色）
を使って強調している。

家庭 7 実教 家基 314
新家庭基礎　パートナー
シップでつくる未来

2普

自己実現を志向して生活を主体的
に創造する力をつけるとともに、
ともに生きる社会を築くことを重
視した内容である。

家庭や生活にかかわる基礎的・基
本的な知識と技術を、分野にかた
よりなくバランスよく学習できる
ように構成している。

図表や囲みの資料、側注などの補
助教材を数多く収録している。

家庭 9 開隆堂 家基 317
家庭基礎　明日の生活を築
く

2普

高校生が親しみを持って学習でき
るようにしている。SGH（スー
パーグローバルハイスクール）や
ユネスコ指定校にフィットする内
容を多数扱っている。

イラストや表記が見やすいページ
レイアウトである。

ゴシック体のユニバーサルフォン
トを使用している。

〇 家庭 2 東書 家総 307
家庭総合　自立・共生・創
造

２ビ

各章のはじめに章の学習内容を概
観する文章があり、各節のはじめ
には「学習のポイント」（p.14、
184ほか）が示されているので、
学習内容の見通しを持つことがで
きる。

学習に必要な指導書や学習ノート
などの周辺教材が豊富に用意され
ており、学習を進めるための工夫
や配慮がなされている。

小中高の系統性を重視し、「小学
校，中学校の学習とのつながり」
を掲載し、かつ基礎技能の定着を
図るために、「調理実習の基本」
や「被服製作の基本」を取り上げ
ている。

家庭 7 実教 家総 309
新家庭総合　パートナー
シップでつくる未来

ビ２

生きていくうえで必要な基礎的知
識・技術を身に付けることを基本
におき、ステップアップさせた内
容へと展開できるように表記して
ある。

一つの単元（節）をコンパクトに
まとめることにより、授業プラン
を立てやすい構成としてある。

日々変化する社会生活にかかわる
内容や、調理・栄養などの食に関
するコラムを豊富に掲載してあ
る。身近な話題から、生活の自立
へと結びつけられる。

家庭 9 開隆堂 家総 310
家庭総合　明日の生活を築
く

ビ２

家計と経済生活の関係を理解し、
消費行動・ 環境、ライフスタイ
ルを考え、自分の生活を設計する
という視点から、ケーススタディ
を随所に取り入れ、高校生の日常
と関連しながら学ぶことができ
る。

全体を学習指導要領に合わせ、4
部構成として、内容ごとに章に分
けて配列してあり、ストーリー性
のある展開ができる。

項目ごとに見開き（あるいは 1
頁）単位として、授業や定期考査
で使いやすいようにまとめてい
る。

情報 7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版 普1

商業科目に強い実教出版らしく情
報処理的な内容である。表計算ソ
フトやプレゼンソフトの説明にも
分量が割かれていて、分かりやす
い。

他と比べて各ページに余白が多
い。この部分に追加の解説などを
入れてもらえると話題が広げられ
ると思うが、細かすぎない配慮と
もいえる。

発色のよいイラストや図が多く見
やすく表現されている。
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○ 情報 104 数研 社情 314
改訂版　高等学校　社会と
情報

普1

こちらが伝えたいと考えているこ
とが万遍なく網羅されており、そ
の内容も深い。興味をもった生徒
がさらに学習を深めていくことが
できる。

図説、写真、イラストがふんだん
に盛り込まれており、その内容も
細かい点にまで及んでいる。

説明文は平易に、図説やコラムな
どでかなり細かいことまで触れる
形でメリハリがある。

情報 183 第一 社情 318
高等学校　改訂版　社会と
情報

普1

基礎的な内容が網羅されており、
問題解決の章は内容が多岐にわ
たっている。章末実習は内容が浅
く実用性にやや欠ける。

全体的にイラストの占める割合が
多いが、授業内容に関連のないも
のも多い。コンピュータのしくみ
は見開きと発展に分かれてしまっ
ているが、一つの章などにまとっ
ていると取り上げやすい。

ページごとにマンガのようなイラ
ストがあり、親しみやすく、情報
について身近に感じられる。一方
で本校の生徒にはただのマンガで
終わらせず、授業内容との関連を
きちんと説明する必要がある。

○ 情報 7 実教 情科 307 最新情報の科学　新訂版 普3

コンピュータの仕組みからコン
ピュータの活用方法などを幅広く
網羅している。問題解決の為のコ
ンピュータの活用について多く
ページをとってあり、アルゴリズ
ムの学習がしやすい。

写真は少ないが、図などは多いの
で学習内容のイメージはしやす
い。文字の量は少なすぎず多すぎ
ずちょうど良い。色もシンプルで
良い。

全体的にすっきりしたイメージで
ある。教科書にスペースもあるの
で、メモもしやすい。また、補足
説明も事細やかに表示されてい
る。

情報 7 実教 情科 308 情報の科学　新訂版 普3

新訂版と似ている内容だが、習熟
度別に実践できる課題が豊富に用
意されている。さまざまな課題を
通して学習できる。

実習課題のページが多く、生徒が
主体的に活動する内容が盛り込ま
れている。

全体的にすっきりしたイメージで
ある。補足あるいは説明分がやや
少なめである。

情報 183 第一 情科 311 高等学校　情報の科学 普3

各節で導入部分での漫画による説
明によって、身近な話題から情報
について学習できるようになって
おり、ソフトウェアの説明を中心
に、情報モラルや問題解決に関す
る内容が理解しやすくなってい
る。

全体的に人のイラストが入ってお
り、視覚的効果によって理解しや
すくなっている。加えて文章によ
る説明もあり、身近な例から理解
することと、文章読解から理解す
る両方の解説が載っている。

実習課題のページは、主要な部分
から補足まで、説明文が書かれて
おり、説明が足りないという問題
がないと思われる。吹き出しが多
く、注目しやすくなっている。

○ 商業 7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版 1ﾋﾞ

分かりやすく、簡潔に内容が整理
されているので、効率よく知識を
伝えることが出来る。よって、言
語活動の時間を確保できる。

細かく７つの章で構成されてい
る。生徒が気持ちの切り替えをし
やすい。分量はやや少なめである
が、教員が必要な情報を足して、
工夫して授業できる。ビジネスを
連想させる写真が用いられた装丁
となっている。

イラストや写真が豊富で、色使い
も生徒の興味関心を引くような表
記。字も大きく読みやすい。

商業 144 暁 商業 302 新ビジネス基礎 1ﾋﾞ

重要用語について詳しく説明され
ている。情報が豊富で、多くの知
識を習得できる。

５つの章で構成されている。分量
は多めである。

写真やイラストではなく、文字中
心で説明されている。生徒が理解
しやすく、分かりやすい文章表現
である。

商業 190 東法 商業 335 ビジネス基礎　新訂版 1ﾋﾞ

重要用語について詳しく説明され
ている。情報が豊富で、多くの知
識を習得できる。

他社では扱っていないコミュニ
ケーションを取り入れた構成と
なっている。文章は多めで、ビジ
ネスを連想させる写真が用いられ
た装丁となっている。

イラストが豊富で、色使いがやや
控えめである。

○ 商業 7 実教 商業 336 マーケティング　新訂版 2ﾋﾞ

様々な事例が豊富で、授業を進め
る上で参考に出来る。また、基本
的知識を学習させた後に応用的な
発展問題が充実しており、生徒に
考えさせる事が出来る内容となっ
ている。

各単元毎の分量も適切で、授業計
画を立てる上で授業者側にも配慮
された構成・分量となっている。

学習内容を文章で学び、それを確
認する上で図表やグラフがしっか
りしている。また、画像（写真）
等もあり、見やすくなっている。

商業 190 東法 商業 337 マーケティング　新訂版 2ﾋﾞ

マーケティングの学習内容として
は特段問題の無い内容であるが、
発展的考察をさせる上では問題集
等を利用すれば効果的な学習が出
来る。

構成も問題は無いが章毎の計画を
立てる中でボリュームは少ない箇
所があるが、授業を進める上では
適切な構成となっている。

表記としては特段問題は無いが、
少々専門用語の説明が難解なカ所
が多い感じを受ける。こちらもテ
キストや副教材を併用すれば効果
的である。

○ 商業 7 実教 商業 315 商品開発 3ﾋﾞ

商品開発に必要な内容が網羅され
ている。各章の序章ではタイム
テーブル、その章の概要、対応す
る事例などが示され、商品開発の
どの過程を学習しているのか把握
しやすいデザインとなっている。

第4章デザイン分野は巧技に深入
りせず、商品開発で必要な内容に
限定している。学びやすい分量で
ある。また、プレゼンについて巻
末資料としてまとめられており活
用しやすい。商品開発に関する基
礎的知識の習得が図りやすい。

各ページで、実際の企業の事例を
数多く紹介されている。デザイン
分野は、視覚的に学習できるよう
な表記になっている。最終章で総
合的にまとめを学習でき、産業界
で求められる人材に必要な基本的
知識を学ぶことができる。

○ 商業 7 実教 商業 325 広告と販売促進 3ﾋﾞ

事例の内容が現実問題を題材に例
示してあり、広告宣伝に興味を抱
かせるだけのものとなっている。

章ごとに次段階へ進ませようとす
る組み立ては、その章の量とリン
クして理解度を深化させるに適量
と言える。

専門用語の説明も丁寧な表記に
なっており、生徒たちの学習意欲
を喚起させる事が出来る。

○ 商業 7 実教 商業 316 ビジネス経済 2ﾋﾞ

経済に関する事柄を裏付ける理論
は双方のリンクとして大いに充実
した内容になっている。基礎基本
に忠実な内容になり、経済を学習
させやすい写真やグラフが使われ
ている。

単元毎に考察させる問題が１回毎
の考察で生徒が考える量としては
適当であり、単元終了時の確認を
させる上でもありがたい。また、
それぞれの学習量についても適当
である。

興味を引きやすい、学習者へ問い
かける表現や考えさせようとする
表記は生徒を科目に引き込ませる
工夫がされている。

○ 商業 7 実教 商業 326 ビジネス経済応用 3ﾋﾞ

国際経済の基礎的・基本的な知識
を学ぶことが出来る。また、グ
ローバルな仕事を行う会社が増え
ている中で、本書の知識を学ぶこ
とは産業界で求められる人物を育
成することになり、より視野の広
い人材を育てることに がる。

事例が豊富に掲載されており、社
会情勢、用語理解をより深めるこ
とが出来る。

視覚的要素から理解をより深める
ことが出来る。
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○ 商業 7 実教 商業 354 経済活動と法 新訂版 3ﾋﾞ

ルールを学ぶと言う事、なぜ社会
にはルールが必要かと言う事、そ
の根本的な部分から現代の多くの
事例に発展的に進ませる段階的な
内容は規範意識の定着に有効な内
容となっている。

より身近な事例や問いかけるスタ
イルの表記があり、生徒が考えた
り、こちらから問いかける際の参
考になる。また分量も授業計画を
する上で適量と言える。装丁も問
題無い。

法律用語等は学習上配列が多い
が、それをカバーする軟らかい表
現・説明がしっかりとなされてい
るので、学習者側の配慮があり、
授業を進める上で役立つものと
なっている。イラストも優しいも
のである。

商業 190 東法 商業 355 経済活動と法 新訂版 3ﾋﾞ

内容について専門用語のフォロー
がやや少なめである(特に民法や
家族と法の部分)。法の大切さや
順法精神の醸成は問題無い内容と
なっている。

構成は授業を進める上で問題は無
い。装丁も丁寧で良いと感じる。
分量も各章のボリュームとしては
特段問題は無いと言える。

表現の難しさを所々感じる部分が
あるが、イラストや図表等学習者
が興味や理解を示す学習が出来る
ような優しい部分も多い。

○ 商業 7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 1ﾋﾞ

解説が平易でありとても読みやす
く理解しやすい。簿記の初学者に
とって初歩から発展まで段階的に
学習することができる内容となっ
ている。全体的にみて簿記中級ま
での学習が単元ごとによくまとめ
られている。

単元ごとの本文の解説や例題が適
切であり、また、多くのイラスト
を交えた解説もある、さらに帳簿
については他の帳簿との関連性も
理解しやすい構成となっている。
初学者にとって使いやすい構成で
ある。

文章による解説のみならず、イラ
ストによる解説が豊富にあり、視
覚的にも理解できる内容になって
いる。また、帳簿関係の例題も適
切に色を使用しており、教科書全
体がとても明るい。

商業 7 実教 商業 339 高校簿記　新訂版 1ﾋﾞ

簿記の初心者からしっかり学習で
きる内容となっている。適切に単
元が割り振られ、平易な解説で理
解しやすい。例題なども適切であ
り全体的によくまとまっている。

各単元ごとに解説が適切な分量で
あり理解しやすい。特に図や表・
帳簿記入例などは多くの色を使用
しているため、とても見やすく理
解しやすい。

文章による解説が主となってお
り、もう少しイラストによる解説
があると理解しやすい。配色につ
いてはよく工夫されていて全体的
に明るく読みやすい。

商業 190 東法 商業 340 簿記　新訂版 1ﾋﾞ

簿記の基礎から体系的にまとまっ
ている。特に図や表も多く取り入
れられており読みやすい。記述も
平易で学習者にとって理解しやす
い。また、例題や練習問題も適切
に盛り込まれている。

簿記の基本からの学習が適切な単
元として区切られており、図や
表、帳簿記入例などを多く取り入
れられている。また、各編ごとに
色訳もされておりよく工夫されて
作られている。

文章やイラストなどで解説されて
おり簿記の学習者にとっては理解
しやすい。全体的に多くの色を使
用しているため、とても明るい教
科書である。

○ 商業 7 実教 商業 347 新財務会計Ⅰ　新訂版 3ﾋﾞ

基礎基本を丁寧に取り扱うととも
に、現在における実務処理につい
ても網羅しており、内容としては
とても充実している。

「簿記」の学習の続編をイメージ
した構成である。そのため、簿記
の授業からの継続で学習するのに
適している。

どの単元においてもイラストを多
く用いており、イメージがしやす
いように表記されている。また、
カラー刷りされており、見やすい
表記である。

商業 7 実教 商業 348 高校財務会計Ⅰ　新訂版 3ﾋﾞ

基礎基本を丁寧に取り扱ってい
る。現在における実務処理につい
ても網羅しており、内容について
はとてもまとまっている。

「簿記」の学習の続編をイメージ
した構成である。そのため、簿記
の授業からの継続で学習するのに
適している。問題演習を行う上
で、巻末の構成が良いといえる。

従前の白黒をベースとした色合い
で表記しており、とてもシンプル
に作成している。

商業 190 東法 商業 349 財務会計Ⅰ　新訂版 3ﾋﾞ

簿記会計における全体像を網羅す
るとともに、関連知識や最新情報
が詳しく解説されている。発展学
習にも取り組める内容である。

本来の学習指導要領に定める「財
務会計」の学習内容を順番に取り
扱っている。初学者が学習を行う
にはとても良い構成であるが分量
が多くなっている。また、単元ご
とで色合いを変えているため装丁
としても整っている。

多種のカラーを用いて、単元ごと
に色合いを変えるなどの細かな表
記をしている。

○ 商業 7 実教 商業 350 原価計算　新訂版 2ﾋﾞ

科目名の原価計算の範囲だけでな
く、工業簿記全般を通じて基礎基
本から実際の作業工程の内容など
も網羅している。また、補足説明
も多く取り入れ、初学者でも取り
扱いやすい。

全体の仕組みから、各単元の詳細
に続いており、学習を進めやすい
構成といえる。各種処理方法など
の例題や演習が多く用意されてお
り、知識の定着をさせやすい。ま
た、帯付けがしてあり、ページの
捜索が容易である。

どの単元においてもイラストを多
く用いており、イメージがしやす
いように表記されている。また、
カラー刷りされており、見やすい
表記である。

商業 190 東法 商業 351 原価計算　新訂版 2ﾋﾞ

工業簿記全般の範囲を取り上げて
おり、学習には適している。ま
た、発展学習の取り扱いもしてお
り、より深い学習をすることに適
している。

各単元における解説が非常に丁寧
である。基本から応用パターンな
どの多岐にわたる解説がされてお
り、理解が深まる構成である。

多種のカラーを用いて、単元ごと
に色合いを変えるなどの細かな表
記をしている。

商業 7 実教 商業 342 情報処理　新訂版 1ﾋﾞ

情報処理に関する基礎・基本的な
内容が網羅されている。ビジネス
文書やプレゼンテーションについ
てもポイントが分かりやく説明し
てある。

分量は適切である。本文と例題が
色分けされているので見やすい装
丁となっている。

写真やイラストを豊富に使用し、
生徒が親しみやすいように工夫さ
れている。

○ 商業 7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版 1ﾋﾞ

基礎・基本的な内容が網羅されて
おり、用語解説の注釈も多く、学
習する意欲の高い生徒にも分かり
やすく解説されている。また、実
用性の高い関数等も取り上げ、ビ
ジネス社会でも通用する実務性の
高いものまで掲載してある。

内容の構成に工夫がみられる。ポ
イントとなる部分は統一して色分
けされており、やや分量は多いが
進んだ学習をするには適してい
る。

イラストや図を使用し、シンプル
で分かりやすい説明が多い。

商業 190 東法 商業 344 情報処理　新訂版 1ﾋﾞ

ポイントとなる関数を中心に、丁
寧に説明されている。株式会社を
ケーススタディにして、ビジネス
の諸活動に必要な情報処理に関す
る知識が学習できるように掲載し
てある。

前に作成したデータを加工して次
の実習へとつなげるなど連続性・
関連性のある学習ができるように
構成されている。

イラストや図を多用した解説が多
い。

商業 7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版
2ﾋﾞ
3ﾋﾞ

簡易的なマクロ言語からコードを
入力するマクロ言語まで丁寧に説
明されており、ビジネスに必要な
スキルを身に付けることができる
内容である。

VBAとACCESSで同じ題材のシステ
ム開発をすることで、両者の長所
を比較できる構成になっている。
分量、装丁についても適切であ
る。

実習について、例題を短く区切り
操作画面を多数掲載していて工夫
された表記がされている。頁端の
豆知識やメモなど情報量が多く、
深い知識を得ることができる。
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○ 商業 190 東法 商業 353 ビジネス情報　新訂版
2ﾋﾞ
3ﾋﾞ

検定範囲の用語が拡充され、充実
した内容になっており、幅広い知
識と技術を身に付けることができ
る内容である。アルゴリズムが一
次元配列まで丁寧に解説されてお
り、マクロ言語の深い学習ができ
るよう工夫されている。

練習問題や実習問題が単元ごとに
用意されており、学習しやすい構
成になっている。分量、装丁につ
いても適切である。

用語の解説やコンピュータの操作
方法がコンパクトにまとめられて
いて、非常に読みやすい表記がな
されている。

○ 商業 7 実教 商業 358 電子商取引 新訂版 3ﾋﾞ

実践的な実習課題が多く、実用的
な技能を身につけるのに適してい
る。項目の分け方が明瞭であり、
側注が効果的に使われており、理
解しやすい内容になっている。

分野ごとに理論から応用と順を
追って学べるように配列されてい
るので、授業時間にあわせて展開
を工夫することができる。例題や
練習問題が適宜掲載されており、
分量的にもバランスがとれてい
る。

図表や実際のパソコン画面を用い
て例題が説明されているので視覚
的に説明が理解しやすい。

商業 190 東法 商業 359 電子商取引 新訂版 3ﾋﾞ

関連知識や最新情報が詳しく解説
されている。ウェブページの制作
の解説が分かりやすい言葉で説明
されている。高度な技術について
段階的に学習できるようまとめら
れている。

各項目の導入部に学習内容に関す
るストーリーを配置されているの
で、興味をもって学習に取り組め
る。単元ごとの分量が的確であ
る。

全体的に、落ち着いた色でカラー
化されている。実習には例題が設
定されており実習に取り組みやす
い。

○ 商業 7 実教 商業 324 最新プログラミング 2ﾋﾞ

Java言語について、基礎的なアル
ゴリズムが習得できるよう丁寧に
解説してある。主流の言語を学ぶ
事ができ、専門的なスキルを身に
つけることができる内容になって
いる。

オブジェクト指向の考え方が独立
した節で開設されており、学習し
やすい構成である。分量、装丁に
ついても適切である。

落ち着いた配色はよいが、画質の
荒いテキストエディタの画面を貼
り付けているため、コードが読み
にくい。

商業 7 実教 商業 312 プログラミング 2ﾋﾞ

COBOL言語について、丁寧な解説
がされており、実習問題も豊富で
内容が充実している。

アルゴリズムが順序立てて解説さ
れていて、理想的な構成になって
いる。また、分量、装丁について
も適切である。

解説とソースリストが番号で関連
付けされており、見やすく工夫さ
れている。解説のためのイラスト
が少ない。

○ 商業 7 実教 商業 333 ビジネス情報管理 3ﾋﾞ

ネットワークの構築について多く
取り上げており、ビジネスで求め
られる知識を身につけることがで
きる内容である。ＩＴパスポート
試験を意識した内容になっている
ため、高度資格取得に活用でき
る。

構成について、システム開発につ
なげるために効果的な順序になっ
ている。また分量、装丁ともに適
切で全体的によくまとまってい
る。

イラストが多く、生徒がイメージ
しやすいよう工夫されている。配
色もシンプルで見やすく工夫され
ている。

家庭 6 教図 家庭 304
子どもの発達と保育　育つ
育てる　育ち合う

3

育つ・育てる・育ち合うという観
点から乳幼児の発達や福祉につい
て分かりやすい内容である。様々
な乳幼児の課題を明らかにして、
どのように対処すべきかが明記さ
れている。

章ごとにそのポイントになるコラ
ムが記されており、生徒の興味・
関心を喚起しやすい。表・図・イ
ラストの量もバランスが良い。

等身大の新生児の写真など、写真
やカラーイラストが豊富で文字も
大きく視覚的に理解しやすい。

〇 家庭 7 実教 家庭 311
子どもの発達と保育　新訂
版

3

専門的な言葉が多く、子どもや保
育に関する新しい話題や取り組み
やすい実習題材を取り扱ってお
り、興味・関心が高まる内容であ
る。

テーマ学習を各所に設定してい
る。図や写真、イラストも充実し
ており見やすい。

実践させる内容が分かりやすく表
記されている。写真が多く、配色
が的確で見やすい

家庭 6 教図 家庭 312
フードデザイン
cooking&arrangement

３ビ

食生活の現状について、具体的な
データや例を取り上げており、幅
広い視野で学習できる内容であ
る。専門的な内容が分かりやすい
文章や資料である。

導入に問いかけを取り入れ、興味
をもたせる構成である。

文章表現が、専門的なものも分か
りやすいようになっている。実習
の手順がイラストで丁寧に説明さ
れており分かりやすい。

〇 家庭 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 ３ビ

実験や季節の行事食を含む実習内
容など、専門的な知識や技術が身
に付くような内容である。また、
食に関わる職業を取り上げるな
ど、生徒の関心を高める工夫があ
る。

表・グラフ・図などが鮮明で、バ
ランスよい構成である。

専門的な用語も欄外に分かりやす
く説明されている。

〇 家庭 6 教図 家庭 310 服飾文化 2

服飾の歴史について、専門的で具
体的な内容である。写真資料やコ
ラムを多用し、興味をもたせる工
夫がされている。

コラムや研究問題を設定し、関心
や理解が深まりやすい構成であ
る。

写真や図が多用され、専門用語も
理解しやすい。
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○ 国語 2 東書 国総 333 精選国語総合 1

「総合的な国語力」が育成できる
ように、教材は厳選され、バラン
スよく配列されている。現代文編
は、評論・小説を中心に、随想・
詩歌の学習がバランスよく組み込
まれており、また，古典編では古
文・漢文の教材がバランスよく配
置され、主要ジャンルの重点学習
が徹底できるように配慮されてい
る。

評論9題、随想2題、小説6題、古
文24題、漢文12題から成る。現代
文編，古文編，漢文編ともに読解
力の育成・定着を図ることができ
るように配慮されており，分量も
適切である。参考教材が適宜設け
られており，生徒が学習を深める
ための配慮がなされている。

現代文編は、定評教材を軸に，現
代の作者や筆者の教材も積極的に
採録されており、学習意欲が高ま
るように配慮されている。古文
編・漢文編には，学習内容と関連
づけて古典への理解を深めるコラ
ム「古文の窓」「漢文の窓」など
が豊富に配置されている。また、
ヒラギノPRONフォントはとても見
やすい。

国語 50 大修館 国総 346 精選国語総合　新訂版

「活動して学ぶ」「基礎力を養
う」「知識を広げる」の3本の軸
で確かな国語力の育成を目指す。
論理的思考力と知的好奇心の育
成、入試頻出テーマとキーワード
を網羅する頁など充実している。
また、巻末資料50頁あまりも充実
している。

評論10題、随想2題、小説7題、古
文22題、漢文10題から成る。多色
刷りをはじめ、見やすく機能的な
レイアウトによって学習意欲を高
めようとしている。

文字の大きさ、字間、行間、書体
などが適切である。用語。記号等
も統一されている。巻末だけでは
なく、巻頭、単元間に教材の足が
かりになる付録が豊富に用意され
ている。

国語 104 数研 国総 350
改訂版　高等学校　国語総
合

精選された良質な題材で、基礎か
ら応用まで幅広い国語力の育成を
目指している。単元末の「ズーム
アップ」での評論テーマ・文学史
の理解を深める工夫や巻末の資料
編４０頁あまりが充実している。

評論8題、随想2題、小説7題、古
文23題、漢文10題から成る。「設
問」「漢字・語句」「古典文法の
学習」など読解の課程における細
やかなフォローやしっかりとした
まとめがされている。

文字の大きさ、字間、行間、書体
などが適切で、シンプルながら見
やすい色使いを採用している。巻
末だけではなく、巻頭、単元間に
教材の足がかりになる表記や付録
が豊富に用意されている。

国語 15 三省堂 現Ｂ 324 精選現代文Ｂ　改訂版

全体を通して，「読むこと」を中
心として総合的な言語能力を育成
する適切な内容であり，評論と随
想の教材は，幅広いテーマから，
小説および詩，短歌，俳句の教材
は，オーソドックスな作品と現在
注目されている作者による新しい
教材と,いずれも平易で読みやす
く，かつ主体的に考えを深めるこ
とができるものである。

Ⅰ部・Ⅱ部に分かれた本編と資料
編との２部構成になっており，多
様かつ柔軟な指導，カリキュラム
マネジメントが実現でき，２か年
での履修にも対応している。教材
の配列と分量は，生徒の発達段階
が配慮され，適切なものとなって
いる。

各教材の冒頭に，学習の導入とし
てリード文が示されており，生徒
の関心を喚起し，教材文の内容に
興味をもって学習を進めていける
ように工夫されている。各教材の
意味や用法に注意して身に付けて
おきたい語句は，脚注欄に抜き出
して見開きごとに整理してある。

国語 17 教出 現Ｂ 327 現代文Ｂ

総合的な言語能力の定着と習熟と
に適した内容と分量である。優れ
た近現代の小説と評論を読むこと
を通し、生徒の主体的な読解力と
論理的思考力を向上させられるよ
うに適切な教材選定がなされてい
る。

評論は生徒の知的探究心に訴える
今日的な問題提起に富んだ話題
で、文章構成も論理性に優れてい
る。小説は，多彩な作品にふれる
ことで読解力、想像力、鑑賞力を
磨くことや，他の小説への読書意
欲を喚起することが期待できる。
随想は、思考する意義を確認する
作品が収録されている。

紙質は白く、大きい活字を使用し
ている。印刷は鮮明で、適所にあ
るカラー図版も生徒の学習意欲を
高める。表紙はコーティングが施
され、製本も堅牢である。

○ 国語 50 大修館 現Ｂ 331 精選現代文Ｂ　新訂版
2工
科

思考力や想像力、認識力を伸ば
し、感性や情緒をはぐくむことを
重視し、進んで読書し、自らの読
書生活を豊かにしていく態度を養
うことができる。また、質の高い
教材が精選されており、きめ細か
く教材化されている。

全体が「Ⅰ」と「Ⅱ」の２部構成
となっており、２学年継続履修に
対応している。単元構成はジャン
ル別で、内容や難易度について、
学習進度に配慮したバランスのよ
い配列となっている。

写真や地図が豊富に収録されてお
り、生徒の学習意欲を喚起し、内
容の理解を助けるために効果的で
ある。また、カラーを効果的に用
いており、印刷も鮮明である。

国語 50 大修館 古Ｂ 339 古典Ｂ　改訂版 古文編

高校生が身に付けるべき教養とし
て必要な古典作品が幅広く収録さ
れており、わが国の伝統と文化を
尊重する態度を養うことができ
る。

古文編・漢文編のジャンル別２分
冊構成となっており、柔軟な指導
計画編成が可能となっている。そ
れぞれがさらに「第Ⅰ部」と「第
Ⅱ部」に分かれており、２学年継
続履修に対応している。

学習内容に即した写真や図をカ
ラー印刷とし、適宜色文字を用い
るなどして、いっそう学習効果を
高めることができるよう配慮され
ている。

国語 50 大修館 古Ｂ 340 古典Ｂ　改訂版 漢文編

高校生が身に付けるべき教養とし
て必要な古典作品が幅広く収録さ
れており、わが国の伝統と文化を
尊重する態度を養うことができ
る。

古文編・漢文編のジャンル別２分
冊構成となっており、柔軟な指導
計画編成が可能となっている。そ
れぞれがさらに「第Ⅰ部」と「第
Ⅱ部」に分かれており、２学年継
続履修に対応している。

学習内容に即した写真や図をカ
ラー印刷とし、適宜色文字を用い
るなどして、いっそう学習効果を
高めることができるよう配慮され
ている。

○ 国語 104 数研 古Ｂ 343 改訂版　古典Ｂ　古文編
2デ
科

基本的な文章から、難しめの作品
まできちんと採用されている。
ズームアップというコラムや、古
典文法の整理が随所に載ってい
て、生徒の理解を助けてくれるこ
とと思われる。

二章に分かれてはいるが、人物や
話題が関連する、つながりを意識
した題材配列により、古文の世界
を重層的に理解することが可能で
ある。大きくはないが見やすい活
字を採用してあり、読みやすい。

写真が随所に採用されている点
や、コラムや古典文法の整理の箇
所が分かりやすい。また、時代背
景の理解や文学史の理解が深めや
すい表記となっている。

○ 国語 104 数研 古Ｂ 344 改訂版　古典Ｂ　漢文編
2デ
科

基本的な文章から、難しめの作品
まできちんと採用されている。
ズームアップというコラムや、句
法の整理が随所に載っていて、生
徒の理解を助けてくれる。

二章に分かれてはいるが、人物や
話題が関連する、つながりを意識
した題材配列により、古文の世界
を重層的に理解することが可能で
ある。大きくはないが見やすい活
字を採用してあり、読みやすい。

写真が随所に採用されている点
や、コラムや古典文法の整理の箇
所が分かりやすい。また、時代背
景の理解や文学史の理解が深めや
すい表記となっている。

国語 117 明治 古Ｂ 345 新　精選古典B　古文編

基礎学力を充実させ、さらに高い
段階へと発展させることに重点を
置いた古典学習のための教材が厳
選されている。古文は平安時代を
中心に、奈良時代から江戸時代ま
で、古文の定番の作品から教材が
幅広く選ばれている。

各ジャンルに目配りが利いた教材
配置で、学習の進展や生徒の理解
度に応じて取捨選択が可能な分量
となっている。古典に関する評論
文が採られているので、これを活
用して、古典作品の価値について
考察することが可能となる。

基本語句の指摘、読解上注意すべ
き語句の訳注、発問ポイントな
ど、３種類の注が適切に配してあ
り、学習効果を高め、理解を深め
る助けとなる。

国語 117 明治 古Ｂ 346 新　精選古典B　漢文編

漢文は、故事、史伝、詩、寓話、
文、小説、思想の各ジャンルに加
え、日本の漢詩文も取り上げられ
ていて、漢文世界の広がりを学ぶ
ことができる。「古文の窓」「漢
文の窓」は、設定された課題を行
うことで、調査・発表・話し合い
などの言語活動が行えるよう記述
されており、自発的・発展的な学
習ができる。

比較的学びやすい教材から難易度
の高い教材へと配置にも学習効果
を高める工夫が見られる。前編後
編に大きく分かれる構成で、２学
年単年でも、２、３学年の継続使
用でもカリキュラムが組み立て可
能で、履修形態に応じた効果的な
学習が可能となる。

教材末尾に内容理解や鑑賞を深め
るための「研究」と語句の知識を
整理する「言葉の学習」を配して
あり、学習効果を高めている。教
材の内容や語句の注釈に関連し
て、カラーの図版や写真が効果的
に挿入され、生徒の理解を助ける
働きをしている。

採択
候補

平成３１年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎総合科学高等学校（全日制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現
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番号 略称 記号 番号
採択
候補

平成３１年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎総合科学高等学校（全日制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現

○
地理
歴史

2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ
2工3
科

項目数を絞って単元の全体的な把
握が容易になっている。資料や写
真・グラフを適切に配置していて
分かりやすい。世界史年表に取り
上げている内容が見やすくなって
いる。

見開きでのまとまった構成であ
り、用語の解説が豊富で、歴史的
事件や人物を扱ったコラムも適切
に取り上げている。分量も多すぎ
ず適切で、装丁は大きすぎず取り
扱いやすい。

平易な内容・表記で読みやすく工
夫されている。表現はコンパクト
にまとめられ、比較的短い記述で
分かりやすくなっている。

地理
歴史

7 実教 世Ａ 311 世界史Ａ　新訂版

本文の記述が丁寧で分かりやす
い。項目の分け方がはっきりして
いて事実をつかみやすい。前近代
と戦後史でまとめのページがあ
り、大きな流れを把握することが
できる。入試に必要な項目も網羅
されている。

各単元の最初に略年表があり、出
来事がいつ頃のものかを把握する
のが容易である。構成がはっきり
しているため、歴史の変化を容易
につかむことが可能である。

囲み記事が、適切に配置されてい
て見やすく、イメージしやすい。
カラー写真や略地図が豊富で、内
容と配置が適切である。全体に工
夫されていて分かりやすい。

地理
歴史

7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版

導入部分に工夫が見られる。本文
の記述が分かりやすい。写真やコ
ラム・資料が適切に配置されてい
る。見やすさや理解のしやすさに
重点を置いている。側注を簡略化
している。

見開きで一時間とし、内容の把握
がしやすいように工夫されてい
る。構成が明確で、何を学習する
かがはっきり分かる。分量も適切
である。

「考えてみよう」や「みつけてみ
よう」などで、生徒が主体的に学
習に取り組めるように工夫されて
いる。カラーページが多く、地図
も掲載されていて適切な配置であ
る。

地理
歴史

35 清水 世Ａ 313
高等学校　世界史Ａ　新訂
版

時代区分が明瞭で学習しやすい。
「コラム」が充実しているため、
学習の手助けとなっている。地図
や資料が豊富で比較的大型である
ためとても見やすい。「日本列島
の中の世界の歴史」により自ら調
べる意欲を促すことができる。

見開きで一時間扱いが可能な構成
となっているため扱いやすい。分
量は適切である。小見出しの中は
三項目程度でシンプルにまとまっ
ていて、とても見やすく構成され
ている。

「世界の歴史と日本」や本文の記
述は分かりやすい言葉を使用して
表現されている。あまり取り上げ
ない項目もあり新鮮な内容となっ
ている。

地理
歴史

46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ

図版や資料・写真が豊富で充実し
ている。写真はシンプルでとても
見やすく工夫されている。記述は
平易で分かりやすい構成となって
いて、親しみやすいものとなって
いる。地図資料が多く、地域と時
代が結びつきやすい。

分量が適当である。史料と資料が
見やすく、各見開きに日本史との
対応印が付いて、時代が分かりや
すい。各ページに「コラム」があ
り、学習の参考になる。版型が大
きく見やすい。

文字のサイズや書体が適切であ
る。表記が簡潔でとても分かりや
すい。地図が多く、記述を読むよ
り、見てすぐに分かるものとなっ
ているため、理解しやすい工夫が
なされている。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版

分かりやすい記述と平易な文章を
図版や史料を用いて歴史の流れを
理解しやすいようにまとめられて
いる。近代や現代に重点をおいて
編集されている。

歴史的知識を習得するだけでな
く、生徒自信が主体的な意見や見
解をもてる様に２１世紀の課題を
考える主題学習が設定されてい
る。

学習の目的を明確にする読み解き
図版・史料を用いて歴史を深く掘
り下げる工夫が数多く記載されて
いる。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 315 現代の世界史　改訂版

内容は基礎的・基本的事項が中心
で理解しやすく記述されている。
巻頭や本文中に地理や日本史との
関連を扱った項目が設けられ、歴
史学習の基本的技能の習得や他科
目との関連が図られている。

歴史の展開・流れに沿って配置さ
れており、分量も適切である。各
部のはじめに年表を記載してお
り、簡潔に各時代の流れが把握し
やすい。

分かりやすい表記になっている。
地図・写真・コラムなどの資料が
豊富で内容と配置も工夫されてい
る。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版

地形図が豊富。時代の変遷を略地
図で表すなどの工夫がなされてい
る。各ページに小見出しが付いて
いて、学習の目標が分かりやすく
なっている。史料や人物コラムが
多く見やすい。

見開き１テーマで授業構成がしや
すく、解説もちょうどよい分量で
分かりやすい。資料や図版が多く
見やすい。各ページに配された略
地図で、出来事の空間的な関係を
理解しやすい構成となっている。

シンプルな表記でありながら、図
や表・写真と合わせることによ
り、出来事がどこで、どうなった
のかをつかみやすく表現してい
る。

地理
歴史

183 第一 世Ａ 317
高等学校　改訂版　世界史
Ａ

「テーマ」をいくつか設定して関
連する情報を提供しており、歴史
を身近に感じ、楽しく歴史の変化
を学ぶことができる。難解な記述
はなく、学習者が抵抗なく学習に
入り込める内容となっている。

見開きで一時間扱いが可能で、各
ページに疑問文が提示され、学習
の内容が学習者に伝わりやすい。
資料や写真が豊富でとても見やす
い。また、配置が適切である。

難事項を簡単明瞭に表現してい
る。絵や資料と結びつけながら表
記され理解しやすい表現となって
いる。難しい事柄を簡潔にあらわ
して分かりやすい。

地理
歴史

2 東書 世Ｂ 311 新選世界史Ｂ

「世界史の窓」では歴史の背景を
分かりやすく記述されている。
「日本とのつながり」では世界の
中の日本を理解する手助けとな
る。「Ｐerson」では歴史を作っ
た人達の姿を紹介している。

測注欄には資料や写真を置いてあ
り、理解を視覚的に進めようと工
夫されている。分量は若干少なめ
で取り扱いしやすい。巻末の歴史
年表は、歴史の流れを大まかに掴
むには都合がよいと思われる。

比較的濃いめの記述となっている
が表現はあっさりとしていて理解
しやすく、読みやすい。資料が大
きめに配置されていて、とても見
やすい。測注欄に空きがあり、メ
モを記述するのに便利である。

○
地理
歴史

2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ
2科
3工
科

基本的な事柄が充実していて詳細
で分かりやすい記述となってい
る。地図が多めに掲載されている
ため、出来事がどこで起きたのか
がすぐ分かる。

シンプルな構成でまとめられてい
る為、取り扱いしやすい。各部の
まとめとして主題学習が設定さ
れ、多面的な学習活動が可能であ
る。入試に十分対応する分量と
なっている。

難しい表記は少なく、平易な表記
が多いため、比較的抵抗感なく読
み取ることができる。側注は少な
いが、詳しく記述され、各資料の
コメントも充実している。

地理
歴史

7 実教 世Ｂ 309 世界史Ｂ　新訂版

難解な記述が少なく、興味をもち
やすく歴史を連続して概観するこ
とができる。地図が多く掲載され
ていて、地理的な分野と併せて理
解することが可能である。

分量は適当であり、すっきりとし
た構成となっている。写真や図版
の配置が適切でとても見やすい。
側注が多めで、関連して知りたい
ことがすぐに分かるように構成さ
れている。

各章や各編の最初のページは時代
を象徴する出来事を写真で掲載し
てあるため、一目で概観できるよ
うに表現が工夫されている。表記
は平易で分かりやすいものとなっ
ている。

地理
歴史

46 帝国 世Ｂ 312 新詳　世界史Ｂ

入試の出題傾向にも対応してい
る。各種コラムが設定されてい
て、理解を深めることが可能であ
る。日本史に関わる記述も比較的
多い。記述は丁寧で要点をしっか
りつかんでいる。

シンプルな構成となっているた
め、授業展開がしやすい。戦後史
は国際関係を概観してからの内容
となり、全体的な歴史の流れがつ
かみやすくなっているため、興味
をもちやすい。

文章は平易な記述で、生徒にとっ
てはとても読みやすい。内容の理
解を助ける、視聴覚資料が豊富で
適切に配置されている。また、地
域別のインデックスは学習の手が
かりとなる。

地理
歴史

81 山川 世Ｂ 313 新世界史　改訂版

「KeyWord」で用語の解説を行
い、理解を助けている。「節のポ
イント」や「章のポイント」があ
り簡単に概略が述べられている。
「社会を見る」「視点をかえて」
のように生徒の関心を引き出す工
夫がなされている。

各ページの小見出しに全てには、
それぞれコメントが付けられ、簡
単に概略が分かるように工夫され
ている。「Skill」を高めるで
は、研究的要素があり、興味を広
げるきっかけとなる。測注は隙間
なく解説されている。

資料の地図はとても大きくて見や
すい。色分けされ凡例は最小限の
表示となっているため、見やす
い。比較的詳しく表記されている
が、難解な部分は優しい言葉で説
明されているので、扱いやすい内
容となっている。
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地理
歴史

81 山川 世Ｂ 314 高校世界史　改訂版

各単元ははじめにテーマが置かれ
ている。終わりにまとめと主題学
習が置かれて、考えをさらに発展
させることが出来る。重要事項や
概念については、数ページ毎にか
なり詳しい解説がなされている。

一回り小さいサイズで、持ち運び
やすいが厚みもある。必要最小限
の資料や写真のみを掲載してい
る。五部構成を取り各部の始まり
に年表を載せており、時代の変遷
が一目で分かるように工夫されて
いる。

比較的詳しく記述されているが、
決して難解ではない。センター試
験対策には向いている記述であ
る。興味・関心を高めるのには都
合がよく、生徒の探求心を満足さ
せることが出来る。

地理
歴史

81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版

「Column」で詳しく解説をしてい
て理解しやすい。随所で歴史的な
重要人物のコメントがあり、その
姿が分かる。「統治システムと宗
教」と題して統治と信教との関係
が述べられているのは工夫であ
る。

四部１６章構成で自然環境や地理
的条件、地域間の人や物の動き
が、コンパクトにまとめられてい
る。分量は適切で扱いやすい。資
料や写真が多く、興味をもって学
習することが可能である。

平易な記述が多く、難解な事柄を
易しく解説している。生徒にとっ
てはかなり読みやすいと思われ
る。写真が大きくとても見やすい
工夫がなされている。測注も簡単
に分かりやすく説明されている。

地理
歴史

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ

良く精選されており、広範囲にわ
たる事項がコンパクトにまとめら
れている。基礎的内容に重点が置
かれており、写真、地図など、図
版資料が豊富である。

図版の比重が高い分、本文の記述
は少ないが、配置の工夫と副文で
補っている。各項目がパターン化
されたページ構成の中に収められ
ており見やすい。

短い文章表現となっており、端的
な文章が平易な表現で述べられて
いる。情緒的表現が少なく、平板
な書き方になっており分かりやす
い。

地理
歴史

35 清水 地Ａ 311
高等学校　現代地理Ａ　 新
訂版

広範囲な項目の中からテーマにか
かわる事項を取り出し記述した内
容となっている。部分的に詳細な
記述もあり、それぞれの事項を本
編だけで理解できる内容となって
いる。

本文の比重が高く、十分に本文の
内容を重視した構成といえる。図
版の総面積はせまいが、一つ一つ
の図版を小さくすることで充分な
図版の量を確保している。

具体的事例を用いた表記が多く、
生徒が知らないであろう固有名詞
や、やや論文的な表現が登場する
が厳密性が高い表現となってお
り、逆に分かりやすい表現となっ
ている。

地理
歴史

46 帝国 地Ａ 312 高校生の地理Ａ

短い本文に多くの内容が凝縮され
た内容となっている。具体的事例
と系統的分類が、ニュース等の一
般的な事例と学術的事例が、とい
うように、異なる性格の内容が複
雑に組み合わされており、興味を
引くものとなっている。

見開き２頁に本文は1/4程度にす
ぎず、写真、図版、副文が多用さ
れた構成となっている。視覚的に
興味を引きやすい。Ｂ５変形版の
装丁で放置しても閉じない点は便
利である。

頁ごとに具体的な話題から入る文
章と写真の多さが、雑誌のように
読み進みやすさとなっている。語
彙の説明を大胆に省いた文章は読
みやすい。

地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ

基礎的事項が体系的に整理され充
実している。大きな図版や写真、
模式図等で、地形や機構の自然環
境の概念を分かりやすく説明して
いる。

一つの単元が見開きで、まとまり
を良くしてあり、学習計画を立て
やすい。世界すべての地域をカ
バーしているが、分量や配列は適
切である。

文章表現も平易で、見やすく読み
やすいフォントを使用するなど工
夫している。図版資料も豊富で見
やすく工夫がなされている。

○
地理
歴史

130 二宮 地Ａ 309 基本地理Ａ
1工
科

写真や地図、図版が多用され、短
い本文に学習事項が凝縮された内
容となっている。断片的事項の組
み合わせによる構成はシンプルで
分かりやすい。

量、種類ともに豊富な写真、図
表、地図を中心とした構成になっ
ている。本文の占める面積部分が
小さく、興味を引きやすい構成に
なっている。

短い文章とシンプルな表現で構成
されており、論述的な表現が少な
いために、興味を引きやすい文章
となっている。副文もコンパクト
にまとまれており、読みやすい。

地理
歴史

183 第一 地Ａ 310
高等学校　新版　地理Ａ
世界に目を向け，地域を学
ぶ

広い領域から標準的な事項を丁寧
にまとめた内容となっている。基
礎的事項から高度な事項までバラ
ンスよく配置されており、様々な
使用法が可能な内容となってい
る。

ページごとに異なった構成が用い
られており、飽きさせないつくり
となっている。各ページにトピッ
クスが添付されており興味を引き
やすい構成になっている。

理解しやすい平易で分かりやすい
記述となっている。文字の書体や
サイズが適切であり見やすい。鮮
明な写真と図版も視覚的に分かり
やすい。

地理
歴史

2 東書 地図 301 新高等地図

地域図に写真、鳥瞰図、断面図な
どが添えられ、地域の概観を多面
から理解できる内容となってい
る。主題地図もよく整理されてお
り、興味、関心を引くものとなっ
ている。

豊富な写真、図版、統計資料がよ
くコンパクトにまとまられてい
る。地形図と主題図、統計資料が
バランスよく配置されており、使
いやすい構成になっている。

落ち着いた色彩で図版が見やす
い。位置図は地球上での位置理解
を意識させる。統計資料にも色彩
を施すなど視覚的配慮がされてい
る。インデックスの添付は利便性
が高い。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 313
地歴高等地図　-現代世界と
その歴史的背景-

1工
科

大判の地図に歴史資料が添えられ
ている。中心となる現代地図上に
歴史学習に関連する地名や歴史的
名称が明記されているだけでな
く、年表、写真、歴史地図などが
併記されており、地図への関心を
高めやすい内容となっている。

変形Ｂ５版の装丁は机上で使いや
すい。産業等の比重が小さいが、
歴史関連の資料や主題地図の分量
が大きく、世界史、日本史の資料
として充分に耐えうる構成となっ
ている。

配色やデザインが工夫されてお
り、見やすい。地図上の事項を把
握しやすいだけでなく、歴史的に
重要都市や過去の支配領域が分か
りやすく記載されている。

地理
歴史

46 帝国 地図 309
標準高等地図-地図でよむ現
代社会-

詳細な地図と豊富な統計資料を持
つ内容となっている。地形や気候
と現代の諸問題を別項目とし、現
代社会の資料としても充分な内容
を備えた地図帳となっている。

二部構成となっている。前半は大
きく見やすい詳細な地図が、後半
はテーマごとの解説と図版、主題
地図が配置されており、地図帳と
しても資料集としても使用でき
る。

地図は詳細ながら、大判で見やす
い表記になっている。テーマ解説
部分は地図を中心に図版や解説が
用いられており、文章表現や彩
色、ページ構成がよく工夫されて
いる。

地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図

詳細な地図を基本に豊富な主題地
図が配置されており、様々な用途
に対応できる。地形や気候に関す
る図版も適切で充分な統計資料を
掲載している。

オーソドックスな構成で資料も豊
富に掲載されており、各領域内容
がバランスのとれた配置となって
いる。インデックスが設置されて
おり、利便性を高めている。

伝統的な等高段彩表現が用いられ
ており、見やすい配色で、地形の
概観を理解しやすい。主要図に位
置図が併記され、地球上の位置理
解を促進している。

地理
歴史

130 二宮 地図 314 高等地図帳　改訂版

地域図に歴史資料が配置されてい
る。世界史の資料としても有用な
だけでなく、歴史的背景をふまえ
た地域認識が、より現実的に、よ
り印象深く、地域理解を進める内
容となっている。

歴史的資料や歴史地図の比重が高
いが、自然や政治、経済、時事問
題に関する図版や資料も適切に配
置されている。変形版の装丁は机
上で開き続けるのに利便性が高
い。

変形版の採用にともない、横長の
地域図、世界図が多用されてお
り、併置資料も横置きになってい
る。コンピューター画面に慣れた
ものには見やすい表記となってい
る。

地理
歴史

130 二宮 地図 315
新コンパクト地図帳　改訂
版

一般図が豊富で、広範囲を見渡せ
る地図から、要所を拡大して見せ
る地図まで、さまざまな地図の学
習ができるよう構成されている。

国際化の情勢を受け、世界地図を
充実させた上で、世界地図・日本
地図・資料図・統計がバランスよ
くコンパクトに配置されている。

身近な地域の学習を想定して大縮
尺の都市図が掲載されており、興
味がもてるよう工夫されている。
巻頭の世界の国々の基本データも
使いやすい。

29



番号 略称 記号 番号
採択
候補

平成３１年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎総合科学高等学校（全日制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現

地理
歴史

130 二宮 地図 311 詳解現代地図

地域図に豊富な時事資料が記載さ
れており、地域の特性を理解しや
すい内容になっている。現代社会
の特性や諸問題を考察する資料に
ふさわしい。

変形版の装丁は机上で開き続ける
のに利便性が高い。横長の地図や
横置きの資料配置が見やすい構成
となっている。主題の分量が豊富
で様々な学習の用途に利便性が高
い。

一般図の伝統的な地図表記と主題
図の斬新な表記の相違が視覚効果
を高めている。主題図は共通の主
題と異なる主題がはっきりと分か
る表記になっており、見やすい。

地理
歴史

130 二宮 地図 312 基本地図帳　改訂版

大判の地図が豊富に配置された内
容となっている。詳細な内容の地
図が標準的な構成で配置されてお
り、写真や図版が添えられ、地図
理解に利便性の高い内容になって
いる。

地域図の比重が高く、内容も豊富
で、地図資料として内容の濃い構
成となっている。大判の地図は詳
細だが見やすく、写真や図版が随
所に配置されている。

世界図、地域図はオーソドックス
な表記で描かれており、地形や地
名や国境などが分かりやすい。写
真が多用されており、視覚的効果
を高めている。

公民 2 東書 現社 313 現代社会

基礎的内容から発展的内容までバ
ランスよく配列され、理解しやす
い。写真・図版・資料が精選さ
れ、適切である。詳細な文章で説
明されており、分かりやすい内容
になっている。

全体的に適正な構成と分量であ
る。図版と文章の配分が適切で、
全体の構成がまとまっている。

適切な表現で、詳細に記述され分
かりやすい。写真・図版が理解し
やすいように表現されている。

○ 公民 7 実教 現社 314 高校現代社会　新訂版
2科3
工

本文の記述は詳しく丁寧に表現さ
れており理解しやすい内容になっ
ている。時事問題が豊富に扱われ
ていて、生徒が興味関心をもてる
ように工夫されている。

「Q＆A」や「Seminar」などが設
定されており、詳しい理論や制
度、最新の話題や動向について生
徒が学習をより深められる構成と
なっている。

より高度な内容が詳細に記述され
ており、丁寧で分かりやすい表現
である。図版や資料が効果的に盛
り込まれている。

公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版

基礎・基本が丁寧に記述されてい
る。生徒に興味・関心や動機づけ
を促して学習できるように工夫し
ている。また、学習内容を深める
ことができるように注釈が充実し
ている。

見開き２ページで１テーマがまと
められていて分かりやすい構成に
なっている。ヴィジュアル特集な
どの写真・図版資料、コラム・用
語解説の配置が工夫されており、
分量も適切である。

全体にふりがなが多くて読みやす
い。図版や写真が豊富に掲載され
ており理解しやすい。

公民 17 教出 現社 304 最新　現代社会

学習指導要領の内容に適してお
り、授業を進める上で適切であ
る。資料・図説写真が豊富で、分
かりやすくまとまっている。

構成が分かりやすく、現代社会を
理解するには、十分な分量であ
る。

図説・資料・写真が豊富で、理解
に役立つ。簡潔に記述され、分か
りやすく表現されている。

公民 35 清水 現社 316
高等学校　現代社会　新訂
版

学習指導要領の内容に適してお
り、授業を進める上で適切であ
る。高度な内容で質・量ともに充
実している。史料・図説・写真が
豊富で、歴史の理解・応用まで十
分な内容になっている。

質・量が豊富であり、内容が体系
的、発展的に配列・記述されてい
る。

豊富な史料・写真・図説が十分な
理解に役立つ。

公民 35 清水 現社 317
高等学校　新現代社会　新
訂版

各単元ごとに内容が分かりやすく
記述されており、理解を深められ
るように資料やグラフが効果的に
配置されている。

学習内容が定着しやすいように構
成されており、政治経済分野では
「判例」が数多くあり生徒が興味
をもてるように工夫されている。

表やグラフ・図版を多く取り入れ
理解を助けるための工夫がされて
いる。

公民 46 帝国 現社 318 高等学校　新現代社会

基礎的な内容で分かりやすく記述
されている。本文各所に生徒が主
体的に考え表現できるよう作業学
習の項目が設けられている。

本文・資料・図版・写真の配置は
バランスがよく、理解しやすい構
成になっている。

基礎・基本を重視した適切な表現
であり、理解しやすいよう丁寧に
表記されている。

公民 81 山川 現社 323 現代社会　改訂版

基礎的・基本的な学習ができるよ
うに、内容が分かりやすく、ま
た、バランスよく配置されてい
る。太字による表記や具体性のあ
る豊富な資料などは、内容の理解
や習得が図りやすく工夫されてい
る。

学習内容は、発展的な学習と基
礎・基本ができるように構成され
ている。全体を通して分かりやす
く記述されている。また、重要な
単元などでは「アプローチ」とし
て現代社会で問題となっているも
のをピックアップして、分かりや
すく学べるように工夫されてい
る。

記述は容易であり、扱いやすいよ
うに工夫されている。用語・記号
は統一されており、記述の仕方も
適切である。また、写真や図で分
かりやすくしている。

公民 104 数研 現社 319 改訂版　現代社会

基本事項から発展的な内容まで、
読みやすく丁寧に記述されており
理解が深まるよう工夫されてい
る。

学習指導要領のポイントである
「習得・活用・探究」や「言語活
動の充実」が深まるように構成さ
れている。

読みやすさや分かりやすさを重視
し、丁寧な記述で理解が深まるよ
うに表現されている。

公民 104 数研 現社 320
改訂版　高等学校　現代社
会

現代社会の重要項目が丁寧に掲載
され、確実に知識が定着できる内
容となっている。

見やすい。様々な問題をカバーし
てあり、多様な学習ができる。

現代社会の動向が多数の掲載写真
で把握できるようになっている。

公民 183 第一 現社 321
高等学校　改訂版　現代社
会

基礎的内容がバランスよく配列さ
れ、理解しやすい。写真・図版・
資料が精選され、適切である。詳
細な文章で説明されており、分か
りやすい内容になっている。

適正な構成と分量である。図版と
文章の配分が適切で、全体の構成
がまとまっている。

適切な表現で記述され、分かりや
すい。写真・図版が理解しやすい
ように表現されている。

公民 183 第一 現社 322
高等学校　改訂版　新現代
社会

学習内容が定着しやすいように詳
細な内容である。内容の理解が関
連付けられるように図版や写真が
豊富である。

各章の導入部には、生徒が興味・
関心をもてるように「テーマ学
習」が設定されている。

丁寧で分かりやすい表現であり、
資料・グラフ・地図も適切に配置
されている。
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○ 数学 7 実教 数Ⅰ 321 新版数学Ⅰ　新訂版 1工

基本的な問題が網羅されており、
理解するための要点が図表を豊富
に用いる。応用や発展などの問題
では、ハイレベルなものも採用さ
れ、多様な生徒への対応が可能で
ある。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

色使いや挿絵を始めとしたビジュ
アル要素が多く用いられ、分かり
やすさに重点を置いた表現となっ
ている。

数学 7 実教 数Ⅰ 322 新数学Ⅰ

中学校の復習や、基礎的・基本的
事項の理解や習得に役立つように
配置されている。また、取り扱っ
ている内容も生徒の実態に即した
平易な内容になっている。

Ｂ５版で見やすく使いやすい大き
さである。見開きで説明がまとめ
てあり「例題」や「問い」の量も
適切である。

本文の理解を助けるように、図、
イラスト、写真が多用されてい
る。色を適切に使い、視覚的に内
容理解をサポートするように配慮
されている。

数学 61 啓林館 数Ⅰ 324 詳説　数学Ⅰ改訂版

基本的な内容から発展的内容まで
豊富な内容を含んでいる。論理式
では「全ての～」や「ある～」の
否定など、専門的な解説も多い。

発展的内容・課題学習を多く含
み、盛りだくさんである。さまざ
まな所で他出版社と比べて工夫が
見受けられる。

グラフやイラストはあるが小さく
簡潔である。

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 327 改訂版　数学Ⅰ 1科

図を用いた解説が丁寧であり、基
礎から入試レベル問題まで対応し
た編集である。授業の流れを考慮
し、応用問題までスムーズに到達
できるよう配慮されている。

構成は理解しやすく工夫されてお
り、分量も適切である。

丁寧で適切にまとめられている。
色彩が落ち着いていて、見やす
い。

○ 数学 7 実教 数Ⅱ 321 新版数学Ⅱ　新訂版
2情
電機
建

基礎的・基本的事項の理解や習得
に役立つように配置されている。
基礎から応用まで幅広く対応して
いる。

整理されていて分かりやすい。分
量も生徒の実態に合わせて指導で
きる。

表現が簡潔であり、分かりやす
い。指導する際、教員の工夫がし
やすい。

数学 7 実教 数Ⅱ 322 新数学Ⅱ

基礎的・基本的事項の理解や習得
に役立つように配置されている。
また、平易な内容になっている。

問題量が少なく、数学が苦手な生
徒に即している。

分かりやすく、簡潔な表現が多
い。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 324 詳説　数学Ⅱ改訂版

内容が具体的で分かりやすく興味
をもってじっくり学ぶことができ
る。例や練習が豊富で生徒の興味
や関心を引くことができる。

Ｂ５判で文字も大きく、簡潔にま
とまっている。丈夫かつ見開きで
まとめられており使いやすい。

公式要点がはっきりしていて見や
すい。文章・式・図の配列がゆっ
たりしている。

○ 数学 104 数研 数Ⅱ 327 改訂版　数学Ⅱ 2科

研究や発展といった高レベルの入
試問題まで幅広く対応した編集が
なされている。また、授業の流れ
を考慮し、発展的な問題まで到達
できるよう配慮されている。

構成は理解しやすく工夫されてい
る。分量は発展的内容が多く、問
題数が多い。

多くても２色程度に表現を留めて
おり、本質に迫るような表現が多
い。

数学 2 東書 数Ⅲ 302 新編数学Ⅲ

本文の説明や例題なども丁寧で分
かりやすい。また、練習問題の内
容も適切である。

見やすい構成であり、理解しやす
い。練習問題の分量も適切であ
る。

分かりやすい文章でまとめられて
いる。

○ 数学 7 実教 数Ⅲ 318 新版数学Ⅲ 新訂版 3工

基礎的・基本的事項の理解や習得
に役立つように配置されている。
基礎から応用まで幅広く対応して
いる。

整理されていて分かりやすい。分
量も生徒の実態に合わせて指導で
きる。

表現が簡潔であり、分かりやす
い。指導する際、教員の工夫がし
やすい。

○ 数学 104 数研 数Ⅲ 322 改訂版 数学Ⅲ 3科

基礎から応用まで幅広い内容を
扱っている。発展的な例題も多く
扱い、入試レベルに対応する実力
をつけられるようになっている。

構成は理解しやすく工夫されてい
る。豊富な練習問題を取り扱い、
分量は多めである。

丁寧かつ簡潔にまとめられてい
る。イラストは極力おさえ、論理
的思考力を高めている。

数学 2 東書 数Ａ 318 数学Ａ　Standard

復習的な内容からの導入になって
いるので、基本的な内容が分かり
やすい。誤答例や解答の過程での
注意が多く載っているので、自学
自習としても使いやすい。

構成・分量はともに適切である。 全編を通して本文の理解を助ける
ように、図、イラスト、写真が多
用されている。色を適切に使い、
視覚的に内容理解をサポートする
ように配慮されている。

○ 数学 7 実教 数Ａ 321 新版数学Ａ　新訂版
2デ3
情電
機建

基本的内容を丁寧に説明をしてい
る。章末問題はやや程度を上げた
問題まで扱っている。興味関心を
もつ工夫がなされている。

章末の問題は３段階用意されてお
り、幅広い取り組み方ができる。

章末の図形の一覧は非常に見やす
い。全体的に配慮されている。

数学 7 実教 数Ａ 322 新数学Ａ

基本的な問題を多く扱いながら
も、オイラーの多面体定理など内
容が充実している。

章末問題など分量の少なさを感じ
るがコンパクトである。

色を豊富に使い、見やすい紙面づ
くりをしている。
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○ 数学 104 数研 数Ａ 327 改訂版　数学Ａ 1科

基礎から応用まで幅広い内容を
扱っている。発展的な例題も多く
扱い、入試レベルに対応する実力
をつけられるようになっている。

構成は理解しやすく工夫されてい
る。豊富な練習問題を取り扱い、
分量は多めである。

丁寧かつ簡潔にまとめられてい
る。イラストは極力おさえ、論理
的思考力を高めている。

数学 2 東書 数Ｂ 317 数学Ｂ　Standard

基礎的・基本的な事項が過不足な
く網羅されている。また、例・例
題と問の差をなくし無理なく授業
が展開できるように工夫して編集
されている。

例・例題→問→節末問題→章末問
題の順に、段階を追って一定程度
の問題が過不足なく取り上げられ
ており、その分量も適切である。

全編を通して本文の理解を助ける
ように、イラスト、写真、図が適
切に用いられている。章扉は写真
やイラストが多用されており、学
習意欲が高められるように工夫さ
れている。

○ 数学 7 実教 数Ｂ 320 新版数学Ｂ　新訂版 2工

基本問題から発展まで多くの種類
を扱っている。また、具体例から
の導入が多く、生徒にとって理解
しやすい内容である。解説も丁寧
で理解しやすい。

練習、チェック問題、章末問題な
ど、基礎・基本の定着に十分な分
量である。

図説、数式中の重要な文字，問の
答えなどが太字等で強調され、随
所に写真やイラストが用いられる
といった工夫が見受けられる。

○ 数学 104 数研 数Ｂ 325 改訂版　数学Ｂ 2科

問題の種類がともに充実してい
て、研究と発展でさらに高い程度
の内容や例題も扱っている。段階
的に指導を行いやすく、充実した
内容である。

構成は理解しやすく工夫されてお
り、分量も適切である。

丁寧かつ簡潔にまとめられてい
る。色やイラストを抑え、落ち着
いた紙面づくりをしている。

○ 理科 104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 1科

内容が系統的に配列され、説明も
簡潔である。また、問題が豊富
で、解説等も簡潔にかつ理解しや
すく書かれている。一般受験を目
指す科学科に、適切な難易度であ
ると考える。

物理基礎での既習事項が一目で分
かるように工夫されており、入試
の際に、参考にできると考えられ
る。各編は内容のまとまりや順序
性によりいくつかの章に分けられ
ており、構成・分量ともに適切で
ある。

本文中に図の一部を挿入すること
で本文と図の対応が分かりやす
い。写真も見やすく、表記・表現
とも適切である。

○ 理科 104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎 2工

身近で親しみやすい話題を扱い、
生徒の物理への関心を高めるよう
に工夫されている。また、内容の
難易度の設定が、工業科の生徒に
最適であると思われる。

Ｂ５版で側注があり、写真が豊富
に配置されているため、工業科の
生徒たちの興味を引きやすいと考
える。例題を多く配置し、分量や
構成も適切である。

図や写真の配置が適切で表現も分
かりやすい。重要項目には英語の
ルビが書いてあり、図表の配置も
適切である。

理科 183 第一 物基 320 高等学校　改訂　物理基礎

内容が具体的で、文章が分かりや
すい。身近な事柄も多く取り上げ
られており、生徒の学習意欲を高
める工夫がなされている。探求も
工夫されており、科学科の入試対
策にも良いと考える。

構成・分量がともに適切である。
身近な事柄を多く取り上げ、探求
に工夫がなされている。

語句が平易で、またカラーの図が
多く使われていて分かりやすい。
紙面学習に加えて映像学習があり
入試の際にも対応できると考えら
れるため、科学科の教科書として
良いと考える。

理科 183 第一 物基 321
高等学校　改訂　新物理基
礎

物理学の基礎・基本が簡潔にまと
まっており、生徒が学習しやすい
内容である。理解を深めるための
「ドリル」の配置は、計算が苦手
な工業科生徒が取り組みやすいも
のであると考える。

分量も適切であり、章ごとのつな
がりが分かりやすい構成で、工業
科の生徒も興味を引きやすいと考
える。

視覚的な資料が多く、分かりやす
い適切な表現になっている。見開
き２ページで各単元が集結してお
り、授業を進めやすくする工夫が
なされている。

理科 2 東書 物理 308 改訂　物理

物理現象と日常生活との関連を意
識し、生徒の学習意欲を高める工
夫がされている。また、科学科で
の自学自習でも効果的に学習が進
められるよう内容に工夫がされて
いる。

物理基礎での既習事項が一目で分
かるように工夫されていて、一般
入試に挑戦をする生徒には分かり
やすいと考える。各編は内容のま
とまりや順序性によりいくつかの
章に分けられており、構成・分量
ともに適切である。

記号や計算単位などの使用が適切
である。図や表が効果的に使わ
れ、簡潔な表現になっている。

○ 理科 7 実教 物理 309 物理　新訂版 3工

生徒がつまずきやすい内容をkey
とすることで丁寧に解説してい
る。練習問題が答えと一緒に表記
されているため、直感的に物事の
理解を手助けする内容となってい
る。このことは、工業科の生徒た
ちの手助けとなってくれると考え
る。

各節の最後にまとめと節末問題が
あり、節ごとに学習の理解度を確
かめる事ができるようになってい
るので、工業科の生徒が段階的な
理解の助けになると考える。ま
た、分量も適切である。

物理現象をより理解しやすくする
ために写真が多く入れてあり、図
が見やすいように工夫されてい
る。また、重要な語句には英語が
併記され理解を助けている。

理科 61 啓林館 物理 310 物理　改訂版

やさしいものから発展的な内容に
段階を追って物理を系統的に学べ
る学習展開になっている。また、
物理学の成果が日常生活に応用さ
れている例を紹介しており、科学
科の生徒の興味関心を引き出すこ
とにつなげることができる。

各内容の分量は適切であり、配列
も分かりやすい。

図表が非常に効果的に使用され、
表記も科学科の生徒も理解しやす
いものになっていると考える。

○ 理科 104 数研 物理 313 改訂版　物理 2科

入試を意識した演習問題や理解し
にくい所を徹底的に説明する「Ｚ
ｏｏｍ」があり、科学科に良いと
考える。必要に応じて物理基礎の
内容を補い学習がスムーズに行く
ような内容になっている。

丁寧に解説されており、生徒たち
の理解を深めることができる構成
になっている。

公式など分かりやすく表現されて
おり、入試を意識した科学科での
使用が期待される。また、図が見
やすい。

理科 2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎

基本的な概念、原理・法則の正確
な理解と、それらの応用が身に付
くようになっている。化学が産業
や製品に密接に関わり、工業科の
生徒にも化学に興味をもってもら
えるような、内容になっていると
考える。

大判の装丁がなされ、非常に見や
すい。章末にまとめと確認テスト
があり、教科書一冊で基礎を築け
ると考える。また、分量やページ
数も適切である。

大判の利点を生かし、側注を利用
して、解説や図表などで工業科の
生徒たちにも理解しやすいよう
に、適切な位置に配置されている
と考える。目次に教科書で注目す
べき記号などもまとめられてい
る。

○ 理科 7 実教 化基 315 化学基礎　新訂版 1科

授業に必須の内容、各科の実状に
合わせて取捨選択したい内容、さ
らに学問的に詳しく掘り下げたい
内容が、それぞれはっきり区分け
されている。また、発展的な学習
内容も充実している。

構成も分量も適切である。知識が
しっかりと身に付く構成になって
いる。

平易な表現で分かりやすく表現さ
れている。写真が見やすくイラス
トも豊富で工業科の生徒でも興味
を惹かれる内容であると考えられ
る。
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○ 理科 7 実教 化基 316 新版化学基礎　新訂版 1工

学習指導要領の内容がもれなく記
述された内容となっている。「発
展的な内容」は精選されている。
「問題編」を収録しており、工業
科の生徒などの計算を苦手とする
生徒の反復学習の手助けとなる。

Ｂ５改版で、側注を入れられるよ
うにしている。所々にトレーニン
グやまとめが適切に配置されてお
り、定期考査のおさらいにも良
い。

学習上のポイントになる内容は目
立つようにかこまれており、ま
た、化学式の書き方などを簡潔な
図で表しているので生徒の理解に
役立つ。

理科 7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版

化学の基本概念を丁寧に解説し、
中学理科からスムーズに移行でき
ること、学習の定着が図れるこ
と、日常生活との関連を感じなが
ら学習できる内容になっており、
工業科の生徒も興味をもってくれ
る内容であると考える。

構成も分量も適切である。知識が
しっかりと身に付く構成になって
いる。

工夫された図で見やすく理解しや
すい。表記･表現ともに適切であ
る。文章が平易・簡潔にまとめら
れ、長文や論理の飛躍を避け、工
業科の生徒にも読みやすい内容に
なっていると考える。

理科 2 東書 化学 308 改訂　化学

基本的項目を網羅しながらも、内
容が豊かで生徒が学ぶ楽しみが得
られるように工夫されている。観
察実験が多数盛り込まれていて良
い。豊富な内容で、科学科の生徒
が興味･関心を引きやすいと考え
る。

生徒に学ぶ興味をもたせやすいよ
うな写真を中心に構成されてお
り、いたずらに本文が冗長になる
ことがなく、適切な分量と構成に
なっている。

文章も分かりやすく、写真やイラ
ストが多く、表記・表現も適切で
ある。

○ 理科 7 実教 化学 310 化学　新訂版 2科

内容の取り扱いが丁寧で、科学科
のような理系進学者が学ぶべき内
容が十分に盛り込まれている。生
徒が学習する上で随所に工夫が見
られ、chemical eyesという付録
も豊富で魅力である。

５章に分かれており、それぞれ流
れを考えて、丁寧に解説されてお
り、段階的に理解を深めることが
できる構成になっている。また、
課題解決に向け主体的に学ぶ姿勢
を促せるような構成でもある。

平易な表現で分かりやすく表現さ
れている。図や写真がバランスよ
く用いられ、イメージがつかみや
すい。奇数のページの右端に、学
習内容のつながりがあり、単元の
内容を体系化している。

理科 104 数研 化学 313 改訂版　化学

各項目のポイントが良くまとめら
れている。生徒の興味･関心と学
習意欲が沸くような「参考」「発
展」が豊富取り扱われており、科
学科の生徒も主体的に学ぶ姿勢を
養うことができると考える。

整理された使いやすい構成になっ
ており分量も適切である。

写真や図も見やすく表記･表現も
適切である。

○ 理科 2 東書 生基 311 改訂　生物基礎 1科

各節ごとにNAVIとして、各章の流
れが確認できる工夫がなされてお
り、必ず質問から入るような作り
になっており、各ページの帯には
流れが確認出来るように工夫され
ている。生徒が主体的に考えられ
るような工夫がなされている。

内容が見開き２ページ内に収まる
ように構成されている。本文は簡
潔で内容が精選されており、程
度・分量ともに適切である。

カラーの図や写真が必要な箇所に
ふんだんに盛り込まれている。図
や写真の質が高く、生徒のより深
い理解に利用できる。また、学習
内容のつながりを意識させる工夫
がなされている。

理科 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎

学習した項目が互いに結びつき、
生物学の全体像が見通せる内容で
ある。工業科の生徒でも興味がも
てる学習内容に結びつけることが
できる。

イラストや写真が豊富で分かりや
すい構成になっており、印象が残
りやすい工夫がされている。各内
容の分量とその配分が適切であ
り、工業科の生徒でも、集中でき
るような分量であると考える。

写真やイラストが豊富で、親しみ
やすく、視覚的に捉えやすくなっ
ており、興味がもてる。観察実験
の具体的な写真が多く、指導の時
に利用出来る。

○ 理科 7 実教 生基 313 生物基礎　新訂版 3工

学習した内容が互いに結びついて
いることを意識させるために、表
記方法を工夫している。各章のま
とめでは、工業科の生徒でも自主
学習を行うことができる工夫があ
る。

構成も分量も適切である。問題の
解答が巻末にあり見やすく工夫さ
れている。

イラストやカラー写真を用いて、
視覚的に理解できるように工夫さ
れている。また、本文中の行間に
青字で写真掲載ページが記載され
ており、生徒が課題解決に向け主
体的に学ぶ時の手助けとなる。

理科 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版

生物や生物現象の基本的な概念や
原理・原則が把握できるように、
指導要領の内容が過不足なくまと
められている。既習事項の確認や
深く学習をおこなうための発展内
容も充実している。

大判で構成も分量も適切である。
側注の解説が充実しており工業科
の生徒の自主学習に利用できる内
容となっている。

原理やしくみを分かりやすくする
ために、模式図が多用されてお
り、工業科の生徒でも、視覚的に
覚えやすいような工夫が見られ
る。また、生命現象を具体的に感
じとらせるため、本文や図と関連
のある写真が多用されている。

○ 理科 2 東書 生物 306 改訂　生物 2科

本文の内容をより深めるために、
必要な箇所に「観察・実験」が豊
富に取り上げられており、探求的
に学習が進められるように工夫さ
れている。また、必ず質問から入
るような作りになっており、生徒
に考えさせるような授業展開しや
すい。

基礎や中学の学習事項がリード文
で紹介され、円滑に学習に入れる
ようになっている。発展は必修の
学習内容と十分な関連を図り、程
度・分量とも過度な負担とならな
いように配慮されている。

B5 変形判になっており、詳細な
図版や鮮明な写真がダイナミック
に掲載され、情報量が充実してお
り、科学科での自学自習の手助け
となる。

理科 7 実教 生物 308 生物　新訂版

簡潔に記述されており、各章もコ
ンパクトにまとまっている。ま
た、最新の話題も取り上げられて
いて、科学科の生徒が興味をもつ
内容となっている。

５章に分かれており、各章末に問
題が用意されており、自学自習を
促せる。分量も適切である。

紙面のレイアウトは見やすく、イ
ラストや写真も多い。動きのある
ものの連続写真はとても綺麗にで
きている。また、奇数のページの
右端に、学習内容のつながりがあ
り、単元の内容を体系化してい
る。

理科 104 数研 生物 310 改訂版　生物

生物への興味・関心や生物学的思
考力が高まる工夫がされている。
これまで扱われていなかった高度
な内容も分かりやすく扱っている
ため、課題解決に向けた主体的な
学ぶ姿勢を養うことに活用できる
と考える。

やさしい解説とともに見やすい構
成になっており、科学科の生徒が
自学自習の際の手助けとなると感
がられる。また、分量も適切であ
る。

文章量は多いが平易な文章を用い
ており、読みやすい表記のため理
解しやすい。また、巻末に付録と
してオペロンのモデルがあり、発
現調節の理解を深める工夫があ
る。

○
保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1

はじめに、学び考える内容を示し
たリード文があることにより何を
学び考えなくてはいけないかが理
解しやすくなった。図やイラスト
がカラーであることにより視覚で
の理解がしやすく、基礎・基本が
丁寧に分かりやすく説明されてい
る。学習を助け、広がりを持たせ
る側注により、生徒の興味・関心
を引きやすい。

１単元が２ページの見開きで構成
されており分かりやすい。また、
学習範囲が明確に把握できる。

ポイントが分かるように協調文字
などが使用されており、カラー図
表やイラストも多く生徒の興味・
関心が自然と喚起できるように
なっている。
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保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版

基礎・基本に厳選された内容が丁
寧に説明されており、基礎的な事
項も分かりやすく生徒に課題意識
を持たせやすい。

構成内容がバランスよく配置され
ている。１単元が２項で構成され
ており、まとめやすい。

資料が豊富であり、生徒の興味・
関心を引き起こす表記であり、理
解しやすい。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

テーマ学習が設定してあり、現代
の社会的、健康的な問題について
考える内容が多くある。各セッ
ションごとのめあてが理解しやす
い。学習のポイントが明記されて
おり生徒が目的意識を持って授業
に取り組める。

構成・分量ともに適切である。単
元毎に平均的な分量になってい
て、使いやすい。

ピクチャースタディでは写真イラ
ストが豊富で題材の内容理解を助
けてくれる。

芸術 17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti

多様なジャンルから精選された教
材によって必要な内容が十分に扱
われており生徒の習熟度や本校の
実態に応じた授業を行うことが出
来る。西洋音楽史の年表や作曲家
の写真が豊富に掲載されている。

歌唱・器楽・鑑賞が分かりやすく
分類されており、授業でも取り組
みやすい構成となっている。それ
ぞれの分量も基本的内容から発展
的内容までと幅広く、大変充実し
ている。

全ページにわたりカラー刷りで、
生徒が親しみやすい。楽譜が見や
すく、写真やイラストが効果的に
使われており、読譜が苦手な生徒
が多い本校でも曲想をつかみやす
い。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１ 1

多岐に渡る音楽ジャンルの楽曲が
多数扱われており、クラスによっ
て男女バランスに差がある本校の
実態に合わせやすい。楽曲ごとに
丁寧な解説があり、生徒がポイン
トを理解しながら歌唱や演奏に取
り組むことができる。

分量が豊富で、生徒の実態に合わ
せた対応ができる。特に器楽合奏
が豊富でグループ活動を充実させ
たい本校にとって、充実している
内容である。装丁も美しく、表現
活動が苦手な本校の生徒でも音楽
に親しみやすい。

題材が見開きで取り扱われてい
て、楽譜などが見やすく生徒主体
で演奏や学習ができる工夫がされ
ている。特に鑑賞においてその楽
曲の特徴や情景をとらえやすい工
夫がされており、鑑賞活動を充実
させることができる。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１

中学校からの流れを基本に、より
深く学習できるよう工夫された内
容となっている。楽器の構造や特
長などの解説もあり、特に工業科
の生徒の関心を引きやすい。

分量も１年生が無理なく取り組め
る配分で良い。１年生全員が選択
し、音楽に向き合う姿勢が様々で
ある本校の生徒が取り組みやす
い。

楽譜・表記分類などが見やすく、
工夫されている。写真やイラスト
が効果的に活用され生徒が積極的
に学習しやすい。

芸術 17 教出 音Ⅱ 307 音楽Ⅱ 改訂版 Tutti

多岐に渡るジャンルから精選され
た題材によって十分な学習内容と
なっている。楽曲の特性に偏りが
なく、多彩な音楽を学ぶことがで
きる。理論の内容も充実してい
て、音楽的知識を深めることがで
きる。

各分野の配分はよいが、特に器楽
の楽譜が充実しており、上級生の
授業に効果的である。グループ活
動を充実させたい本校にあってい
る。

楽譜が見やすく、演奏や学習がし
やすい。印刷も鮮明である。表現
活動を充実させたい工業科２，３
年生が、取り組みやすい。

芸術 27 教芸 音Ⅱ 309 高校生の音楽２

親しみやすい楽曲が豊富で、生徒
の興味を引き出しやすい。ポイン
トや解説が丁寧で分かりやすく、
生徒が関心をもって、活動するこ
とができる。特に鑑賞教材の内容
が充実していて、生徒がイメージ
を持って学習できる。

系統的に各分野が配列されてい
て、確実に学習ができる。

ほとんどの題材が見開きで取り扱
われていて、楽譜やイラストなど
が見やすく生徒が演奏や学習をし
やすい工夫がされている。特に鑑
賞の図などによりイメージが湧き
やすいものとなっている。また、
表紙や扉も高校生が親しみやすい
内容になっている。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２
2
3

精選された楽曲が親しみやすく、
生徒の興味を引き出しやすい。各
題材に目標が明記され生徒が目的
意識を持って学習できる。より深
く音楽を学びたい２，３年生が、
より高度な表現活動を充実させる
ことができる。

各分野がそれぞれ関連付けられて
いる構成になっていて音楽の能力
を定着させる工夫がされ、上級生
向けである。音楽に意欲的な工業
科の２．３年生にとって、十分に
学ぶことができる分量である。

イラストや写真が豊富で、生徒の
興味・関心を引くとともに、理解
を深める工夫がされている。表現
活動を充実させたい工業科２．３
年生にとって、取り組みやすく分
かりやすい表現内容となってい
る。

○
外国
語

2 東書 コⅠ 329
Power On English
Communication Ⅰ

1工

最近のテーマで、文化・スポー
ツ・動物・ポップカルチャーなど
を豊富に収録し、生徒が興味を
もって学習できる題材となってい
る。各レッスンの学習内容が明瞭
である。

各パートが見開き２ページで１
レッスンにまとまっていて、授業
が進めやすい構成である。本文の
内容を復習し、文法事項にも触
れ、新しい語彙の確認もできる。

イラストや写真がすべてカラー
で、内容理解の一助になってい
る。シンプルで読みやすく、文法
の説明の部分でもカラーが効果的
に使用されている。

外国
語

2 東書 コⅠ 330
PROMINENCE English
Communication Ⅰ

生徒の興味関心を引く題材が多
く、扱われているテーマにも偏り
がない。本文の各パートに導入の
英問が設けられている。

中学校修了段階からなだらかに英
文の語数・難易度を上昇させてい
て無理なく学習できる。

各パートの新出語が目の動きに合
わせて各ページ側注に表示されて
いる。

○
外国
語

15 三省堂 コⅠ 333
CROWN English
Communication Ⅰ New
Edition

1科

生徒の知的好奇心を高める題材が
豊富で、英語で考え、コミュニ
ケーションを図ることを促す工夫
がなされている。言語材料も基本
的なものから難易度の高いものま
で網羅している。

各課冒頭にPre-Reading活動があ
り、英語でスムーズに導入できる
よう構成されている。本文に関す
る追加の読み物も有効に使うこと
ができる。

写真やイラストも豊富で内容理解
を助けている。英語で考え、コ
ミュニケーションを図ることを促
す工夫がされている。

外国
語

50 大修館 コⅠ 337
Compass English
Communication Ⅰ Revised

中学の復習から無理なく高校英語
の学習に移行できる基礎的な内容
である。題材も生徒の興味を引く
内容で身近で前向きなものになっ
ている。

見開き構成で学習内容が一目で分
かるようになっている。

本文や傍注、脚注の他、写真やイ
ラストなどが適切に見やすくレイ
アウトされている。

外国
語

183 第一 コⅠ 350
Perspective English
Communication Ⅰ NEW
EDITION

知的好奇心や感動を呼びおこす多
様な題材が多い。４技能をバラン
スよく鍛える工夫がされている。
Listen & AnswserやSummaryで
「使える英語」を意識している。

基礎を固め、さらに実力をつける
構成と分量となっている。

イラストと写真が豊富で見やす
い。本文と内容理解のための質問
文の色分け表記や新出単語が音節
分けしてあるなど工夫されてい
る。

○
外国
語

2 東書 コⅡ 327
Power On English
CommunicationⅡ

2工

生徒の興味関心を引く身近な題材
を取り上げ、英問英答式での理解
を促し、Partごとの日本語による
まとめから英語のSummary作成へ
とつながり、学習した文法事項を
用いた自己表現活動ができる。

効率的に学習できるよう配慮さ
れ、写真資料などから導入、理
解、演習、整理、発展の順に編集
されている。各課はパート分けさ
れていて使いやすく、学習効果が
上がるように工夫されている。

写真やイラストの色使いなど全
ページにわたって配色が工夫され
学習意欲が高められるよう配慮さ
れている。用語・記号は統一され
て記述の仕方も適切である。
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外国
語

2 東書 コⅡ 301
All Aboard!
Communication English Ⅱ

絵画、音楽、日本の古典芸能、宇
宙、ファンタジー、映画など、高
校生にとって、興味深い題材が多
い。生徒の興味や嗜好を考えた優
れた構成である。

文法の配置、コミュニケーション
の題材の配置もよい。よく工夫さ
れている。

文字とイラスト、カット、写真等
を比較すると文字が多いように感
じる。表現が全体的に高度であ
る。

○
外国
語

15 三省堂 コⅡ 331
CROWN
English Communication Ⅱ
New Edition

2科

言語と民族，比較文化，平和，地
球環境，国際協力，科学技術，社
会貢献，歴史，人間としての生き
方等，高校生に考えてほしいテー
マを取り上げている。PISA型問題
や4技能統合型活動で生徒の理解
を促すように配慮されている。

本文はセクションごとに見開きで
構成。本文を中心に，4技能のバ
ランスのとれた活動ができるよう
に構成されている。ほとんどの指
示文を英語に統一し、文中のフ
レーズについて英語での言い換え
や例文を提示している。

写真や図版，イラストは，教科書
の内容理解の補助や補足情報を提
供するものを厳選されている。イ
ンタラクションやリテリング活動
など，授業を活性化する素材とし
て利用できる。

外国
語

15 三省堂 コⅡ 332
MY WAY
English Communication Ⅱ
New Edition

生徒が興味をもつような内容が題
材となっていて、基礎から応用ま
で学習できるような構成になって
いる。

練習問題が整理されていて、その
量も豊富である。

ポイントのまとめが視覚的であ
り、理解しやすい。

外国
語

61 啓林館 コⅡ 338
Revised LANDMARK
English CommunicationⅡ

スポーツ、動物、ファッション、
絵画、演説、社会理解など、高校
生にとって必要な題材が入り、よ
く構成されている。英語の読み物
としても優れている。

分量は多く、英語が得意な生徒向
けの編集となっているが、文法や
内容理解のための説明等はよく工
夫されている。

文字とイラスト、カット、写真等
を比較すると文字が小さく、多
く、表現が全体的に高度である。

外国
語

183 第一 コⅡ 348
Perspective
English CommunicationⅡ
NEW EDITION

学ぶ・知ることの重要性や今日的
な問題について考えさせる教材が
収録されているだけでなく、科学
的なものなど、教材の選定に偏り
がなくバランスが取れている。

教材の難易度、取り扱いの言語材
料の配列が段階的、体系的であ
り、学習に適している。課数、
ページ数が年間単位数での履修に
適している。

文字の大きさ、書体が適当であ
り、学習しやすい。本文内容に関
連した写真・図版が適切に配置さ
れ、視覚的な学習を助ける配慮が
見られる。

外国
語

2 東書 コⅢ 326
Power On
English Communication Ⅲ

生徒が興味をもったり、生徒に考
えさせたいと思うような内容のも
のが多い。読む力が段階的につく
よう構成されている。

文法事項や練習問題の量も適当で
ある。発展的な学習ができるよう
構成されている。

文字が読みやすく、図表も内容理
解の手助けとなるものが多い。

○
外国
語

2 東書 コⅢ 327
PROMINENCE
English Communication Ⅲ

3科

入試傾向を踏まえ、生徒の実態や
ニーズに合う多様なテーマと平均
的な量から超長文まで英文が収録
されている。速読や精読の材料が
用意されているだけではなく、リ
スニングやコミュニカティブな題
材もありバランスが良い。

導入、理解、演習、整理、発展の
順に編集されていて授業を進めや
すい配慮がされている構成であ
る。

フルカラーでメリハリのある紙面
である。ほぼ英語による記述であ
るが、必要に応じて日本語による
ものもあり配慮がされている。

外国
語

15 三省堂 コⅢ 329
CROWN
English Communication Ⅲ
New Edition

生徒の興味・関心を喚起するもの
を精選し、多様な内容が採りあげ
られている。登場人物は、幅広い
国及び人物を配置している。

本文全体は難易度や語数によって
３パートに分けられ、各課は原則
３～４セクションで、見開き構成
になっている。本文はリズムや文
の長さにも配慮され、音読指導に
適している。

写真や図版が豊富に配置され題材
に対する興味を喚起している。

○
外国
語

2 東書 英Ⅰ 322
NEW FAVORITE English
Expression Ⅰ

2デ

学習意欲を高める工夫が随所にみ
られる。文法項目も図解やキャラ
クターを用いることで親しみを
持って取り組める。表現の幅を広
げられるようスパイラルに展開さ
れている。

見開き構成になっている。各レッ
スンがスパイラルに組み立てられ
表現の幅を広げられるように工夫
されている。

活字・写真・イラストは、鮮明で
効果的に配列されている。

外国
語

9 開隆堂 英Ⅰ 319
EXPRESSWAYS English
Expression Ⅰ

生徒の興味・関心に即した題材が
場面中心に精選されている。自分
が伝えたいことを的確かつ簡潔に
表現するために必要な文構造や慣
用表現が効果的に配置されてい
る。

３つのパートに分けられ、段階的
に身近なことから自分の意見まで
表現できるように工夫されてい
る。

各課の本文内容が４コマのイラス
トで視覚から入れるよう工夫され
ている。目にやさしく、読みやす
い活字が採用されている。

外国
語

15 三省堂 英Ⅰ 323
CROWN English Expression
Ⅰ New Edition

生徒の興味・関心に即した題材が
場面中心に精選されている。文法
事項の学習が中心の構成となって
いる。

会話文、文法、練習が組み合わさ
れている。

写真・イラスト・図表は大きさ、
配置ともに適切である。

家庭 2 東書 家基 311
家庭基礎　自立・共生・創
造

小中からの学習のつながりが明記
されており、高校生の学習課題が
分かりやすく書かれている。

グラフ・表・イラストが分かりや
すく示されている。

各章に関連する社会人からのメッ
セージは今後の職業観を醸成でき
る。

家庭 7 実教 家基 314
新家庭基礎　パートナー
シップでつくる未来

将来自立した生活を営めるような
知識や技術が豊富に盛り込まれて
いる。また、教材も充実してい
る。

各単元ごとに導入に用いられる
ワークがあり、内容が基礎から発
展へと導きやすい構成となってい
る。イラストや写真が豊富で、学
習しやすい。

図・表が分かりやすく記載されて
いる。

○ 家庭 183 第一 家基 320
高等学校　新版　家庭基礎
ともに生きる・持続可能な
未来をつくる

1
2

学習指導要領に示された学習項目
が網羅され、偏りなく扱われてい
る。「ホームプロジェクト」など
の実践テーマ例が豊富で、自らの
課題を見いだすきっかけとするこ
とができる。

1テーマ見開き2ページ構成で，資
料が豊富でイラスト・図版・表な
どで本文の説明が具体化・可視化
されており、視覚的に理解しやす
い。

イラスト・図版・表などで本文の
説明が具体化・可視化されてお
り、視覚的に理解しやすい。ま
た、カラーバリアフリーにも配慮
した配色となっている。
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情報 7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版

例題を中心に学習事項が展開され
ている。生徒に身近な題材を中心
に学習要素が展開されている。ま
た、表計算ソフトウェアを丁寧に
説明している。

全5章からなり、豊富な教材がそ
ろっている。

図解や写真・表を多用している。

情報 9 開隆堂 社情 313 社会と情報

学習内容を9つのユニットに分
け、明確なまとまりごとに学べる
ようになっている。各ユニット末
には，学習内容を実践的・体験的
に身につけられるように実習や課
題を設けている。

9つのユニットからなり、豊富な
教材がそろっている。

図解や写真・表を多用しており、
事例を2コマのイラストで解説し
ている。

情報 104 数研 社情 314
改訂版　高等学校　社会と
情報

情報モラルの指導に配慮してい
る。プレゼンテーションの流れや
注意点を詳しく説明している。電
子メールの注意点がまとまってお
り、新しいコミュニケーション
ツールにも対応している。

用語集、法律の条文、グラフなど
の豊富な資料が用意されている。

図や表、具体的な写真などを豊富
に入れることで、難しい原理や概
念を分かりやすく説明している。

○ 情報 104 数研 社情 315 社会と情報　Next 2

情報モラルの指導に配慮してい
る。取り組みやすい実習が豊富に
掲載されており，実習を通じて意
識を高めるよう配慮されている。

全4章からなり豊富な45の項目と
17からなる実習を取り上げてい
る。

視覚的に理解できるよう，図やイ
ラストを中心とした親しみやすい
紙面となっている。

工業 7 実教 工業 301 工業技術基礎

工業各分野の基礎的な技術につい
て丁寧に整理されており、基礎的
な知識を理解しやすく記述されて
いる。

内容、分量とも適切である。理解
しやすく工夫されている。

文章表現が明確であり、図版の解
説が十分で、表現が適切である。

○ 工業 7 実教 工業 302 機械製図 1機

豊富な製図例があり、基本的事項
に関する記述が充実している。
様々な学習に対応できる内容であ
る。

系統的に構成されていて、学習内
容を理解しやすい構成が成されて
いる。

明確な図版の説明があり、基本的
内容の事項が適切である。

○ 工業 7 実教 工業 303 電気製図 3電

電気分野における製図の目標設定
が適切であり、内容が理解しやす
い。

項目が系統的に構成されている。 文章表現や用語、基本的内容の記
号・単位が適切である。

○ 工業 7 実教 工業 305 建築設計製図
2建
築

製図の基礎から学べ、建築構造物
の製図例が豊富で、多様な学習に
対応できるよう配慮されている。

建築設計製図の基礎を系統的に配
列し、理解しやすい構成となって
いる。

建築物における文章表現や用語が
簡潔に書かれ、基本的内容の記
号・単位が理解しやすいように
なっている。

○ 工業 7 実教 工業 306 土木製図
2建
都

製図の基礎から学べ、土木構造物
の製図例が豊富で、多様な学習に
対応できるよう配慮されている。

土木製図の基礎を系統的に配列
し、理解しやすい構成となってい
る。

構造物における文章表現や用語が
簡潔に書かれ、基本的内容の記
号・単位が理解しやすいように
なっている。

工業 7 実教 工業 307 製図

文章表現、用語などの使用が適切
であり、製図例が豊富である。基
本から発展に至るまでの内容であ
る。

系統的・発展的に構成されてい
る。

図版の表記が適切である。

○ 工業 7 実教 工業 308 工業数理基礎 1機

問題の解法から丁寧に説明されて
いる。広い範囲の内容が分野ごと
に整理され、理解しやすいように
配慮されている。

章末には多くの問題が取り入れら
れている。理解の定着に努めてい
る。

文章表現が理解しやすい言葉で簡
潔にまとめられ書かれている。

○ 工業 7 実教 工業 385 情報技術基礎　新訂版 1機

情報技術の基礎について、実例が
多く構成されており、生徒の興味
関心を引く配慮がされている。プ
ログラミング言語はBASICとCが用
いられている。

多くの練習問題を取り入れてお
り、構成は無理がなく実例を基に
した解説で学びやすい。

理解しやすい言葉で簡潔に書か
れ、４色刷りを有効に活用してお
り、分かりやすく表記されてい
る。

工業 7 実教 工業 386 精選情報技術基礎　新訂版

情報技術の基礎について、具体的
な事例が用いられており、理解し
やすく構成されている。

短時間で効率よく学べるように工
夫されている。

多くの図を掲載していて理解を助
けるように工夫されている。

工業 154 オーム 工業 311 情報技術基礎

情報技術の基礎について、具体例
が多く、全体的に理解しやすく構
成されている。プログラミング言
語はCが用いられている。

図などを多く用い、章末問題によ
り理解の定着に努めている。パソ
コンの操作や利用方法まで解説が
されている。

やさしい言葉で簡潔に表現されて
おり、写真や図で視覚的に理解で
きるような配慮がされている。
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工業 174 コロナ 工業 387 新 情報技術基礎

情報技術の基礎について、広い範
囲を、全体的に理解しやすく構成
されている。

練習問題が多く、内容が定着しや
すい構成である。系統性に配慮さ
れていて興味をもって学習でき
る。

理解しやすい表現で簡潔に書かれ
ている。写真や図により関心がも
たれやすい。

工業 174 コロナ 工業 312 情報技術基礎

情報技術の基礎について、具体的
な事例が多く用いられており、理
解しやすく構成されている。

身近な話題も取り入れながら基礎
的な事柄が説明されている。

写真や図が多く関心や意欲が持ち
やすいようになっている。

○ 工業 7 実教 工業 313 生産システム技術 2機

機械に関する技術や、生産管理，
メカトロニクスに関して解説も適
切で図解されており、生徒の興味
を引くことができる。

例題、練習問題の分量が適切であ
る。

図や文章の表現が丁寧で適切であ
る。

工業 7 実教 工業 315 機械工作１

工作技術・機械を実例とし、加工
技術を専門的で発展的な内容まで
記述されている。

図版の分量が適切で、系統的に構
成されている。

解説が適切であり、写真だけでな
く模式図を多く用いており、見や
すく工夫されている。

工業 7 実教 工業 316 機械工作２

加工技術、材料の性質に関して発
展的な内容まで記述されている。
実例を基に、理解が容易な記述に
なっている。

図版が充実しており、構成は系統
的である。

図や写真が多く、対応する解説の
分量が適切である。

○ 工業 7 実教 工業 317 新機械工作 2機

実生活に密接に関係した例が用い
られており、導入が非常に入りや
すい。機械工作が身近に感じやす
い内容である。

基礎が丁寧に解説されており、発
展的な内容まで系統的に構成され
ている。

図や写真の大きさ、配置が工夫さ
れており、文字の大きさ、書体が
適切である。

工業 7 実教 工業 318 新機械設計

機械とはなにか。機構とはなに
か。を考えさせる工夫がなされて
いる。練習問題が充実している。

設計例が多く、課程の手順まで分
かりやすく構成されている。

設計に関する手順が丁寧に記載さ
れていて、理解しやすい表現がな
されている。

○ 工業 7 実教 工業 319 機械設計１ 2機

基本的な設計技術について学ぶこ
とができ、具体的な設計例につい
て教材を用いて学習できる。

図版が充実しており、分量が適切
である。

図や例を多く用いて、分かりやす
く工夫されている。

工業 7 実教 工業 320 機械設計２

設計とはなにかを起点とし、必要
な基礎を学ぶことができる。発展
的な内容まで記述されている。

発展的な内容に対して多くの例題
が用いられていて、構成が工夫さ
れている。

設計の手順が多く取り入れられ、
例を元に理解しやすい記載であ
る。

○ 工業 7 実教 工業 345 原動機 2機

自動車の歴史など生徒の関心を引
く工夫がなされており、原動機の
構造、機能が分かりやすく説明さ
れている。流体力学、熱力学の導
入内容としても活用できる。

系統的で学習内容に対応して項目
が細分化されており、理解しやす
い構成である。

適切に配慮された図や写真が多
く、分かりやすく工夫されてい
る。

工業 7 実教 工業 388 電気基礎１　新訂版

基礎的な内容から応用まで取り入
れたものになっている。

随所に図があり理解しやすい。 立体的な図の表現や重要ポイント
が見やすい。

工業 7 実教 工業 389 電気基礎２　新訂版

例題や問題が多く、電気の基礎と
なる数学の基本公式もまとまって
いる。また、図も多く分かりやす
く配置されている。

図が多く取り入れられ理解しやす
く工夫されている。

図や公式などが別色になっており
学習しやすい。

○ 工業 7 実教 工業 390 精選電気基礎　新訂版 2情

直流回路や電流と磁気、静電気、
交流回路、電気計測など基礎・基
本を重視し、確実に学ぶことがで
きるよう配慮されている。

基礎・基本を中心とし、図や写真
を用い、学習の定着が図れるよう
工夫されている。

カラーページが多く、図やイラス
トを用いて図解的に解説してお
り、やさしく分かりやすい表現で
書かれている。

工業 154 オーム 工業 327 電気基礎１

基礎・基本を重視し、自ら解く力
を育成するために、丁寧に記述さ
れている。

実験などを通して理解しやすい説
明が多い。

色分けなどを使い分かりやすい。
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工業 154 オーム 工業 328 電気基礎２

電気の基礎的内容が配置され、例
題や問題も適度に示されている。

Ｂ５サイズの教科書で大きく見や
すい。

図や重要公式が別色になっている
ため、ポイントをとらえやすい。

工業 174 コロナ 工業 329 わかりやすい電気基礎

直流回路や電流と磁気、静電気、
交流回路、電気計測など広範囲に
わたり学ぶことができ、基礎・基
本を学ぶことができる。

基礎・基本が学べ、学習の定着が
図れるように構成されている。

図やイラストを用いて図解的に解
説しており、分かりやすく書かれ
ている。

○ 工業 174 コロナ 工業 330 電気基礎（上） 1電

理論にともない例題や問題が多く
示され、単元ごとのポイントも適
切に配置されている。

従前の教科書に比べサイズも大き
くなったことで見やすくなり、学
習しやすい系統になっている。

明確で分かりやすい図や写真が多
く、内容がとらえやすい。

○ 工業 174 コロナ 工業 331 電気基礎（下） 2電

難解な説明を避け、学習しやすい
系統になっており、学習効果を高
められるように要点がまとめられ
ている。

演習を重視し、例題を丁寧に説明
し、問いにより習得できるように
なっている。

学習のポイントをまとめて理解度
を確かめられるようになってい
る。

○ 工業 7 実教 工業 391 電気機器　新訂版 2電

基礎分野との関連を持たせた導入
により、目的意識を持って取り組
めるようになっている。

例題・問題等は丁寧に記載されて
いる。

重要なポイントが見やすく工夫さ
れている。

工業 154 オーム 工業 349 電気機器

原理や特性について分かりやすい
表現が使われている。

自主的・自発的な学習ができる流
れで学習の定着ができる。

図がカラーで取り扱われているの
で見やすい。

○ 工業 7 実教 工業 392 電力技術１　新訂版
3電
気

具体的な事例を多く用いており、
理解しやすく構成されていて使用
しやすい。

内容が展開的に構成されていて適
切である。

写真や図、表など適切に配置され
ている。

○ 工業 7 実教 工業 393 電力技術２　新訂版
3電
気

精選された内容や具体的な事例を
多く用いており、理解しやすく構
成されていて使用しやすい。

内容が展開的に構成されていて適
切である。

写真や図、表など適切に配置され
ている。

工業 154 オーム 工業 352 電力技術１

電力技術に関する基礎的事項が図
や表を多く取り入れ分かりやすく
解説されている。

図板が大きく視覚的に分かりやす
い。

図や表など適切に配置されてい
る。

工業 154 オーム 工業 353 電力技術２

電力技術に関する基礎的事項が図
や表を多く取り入れ分かりやすく
解説されている。

図板が大きく視覚的に分かりやす
い。

図や表など適切に配置されてい
る。

工業 7 実教 工業 395 電子回路　新訂版

基本的な回路について丁寧に記述
され、適所に例題や問が設けられ
ている。

各種の回路についてまんべんなく
学習できる構成となっている。

図や写真などが適所に配置されて
いる。

○ 工業 174 コロナ 工業 357 電子回路 2電

原理や動作が理解しやすい回路が
取り上げられ、内容が必要かつ十
分に記述されている。

内容が系統的に構成されている。 図や写真が適切に配置され、要点
が理解しやすい。

○ 工業 7 実教 工業 358 電子計測制御
3電
子

計測と制御の関係が体系としてと
れやすく、計測技術の基本につい
て丁寧に述べてある。

単元によって取捨選択しやすい。 概要の説明が図や写真とともに示
され、工夫してある。

○ 工業 7 実教 工業 374 通信技術
3電
子

通信技術の内容が、具体的事例を
用いて解説されている。

分量、体裁も良く、内容の配分が
よい。

文字や図の割付が良く、文章表現
が適切である。
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工業 7 実教 工業 359 電子情報技術

電子情報技術の内容について、具
体的事例が多く、まとまりを考慮
し、解説されている。

分野別に片寄りがなく構成されて
いる。

図や写真など適切に配置されてい
る。

○ 工業 7 実教 工業 333 プログラミング技術 1情

Ｃ言語を用いており、基礎から応
用まで学ぶことができる。また、
例題や章末問題が豊富で学習効果
が得られるよう図られている。

フローチャートや図、例題が豊富
で、学習の定着を図れる構成と
なっている。

図やイラストが２色刷りで効果的
に用いており、見やすくデザイン
されており、分かりやすい表現で
書かれている。

○ 工業 7 実教 工業 360 ハードウェア技術 1情

コンピュータに関する数値・文字
データの扱い、論理回路や周辺装
置、制御技術などハードウェアに
関する内容を学習することができ
る。また、基本情報技術者試験へ
の配慮もされている。

写真や図を多く取り入れられてお
り、章末に問題もあり、基礎・基
本の理解に努めている。

２色刷りを効果的に用いており、
図やイラストを用いて、見やす
く、分かりやすい表現で書かれて
いる。

○ 工業 7 実教 工業 361 ソフトウェア技術 1情

コンピュータに関する知識とし
て、オペレーティングシステムや
情報セキュリティなど多岐にわた
り学習することができる。また、
基本情報技術者試験への配慮もさ
れている。

写真や図を多く取り入れられてお
り、章末に問題もあり、基礎・基
本の理解に努めている。

２色刷りを効果的に用いており、
図やイラストを用いて、見やす
く、分かりやすい表現で書かれて
いる。

○ 工業 7 実教 工業 334 建築構造
2建
築

建築物の構造形式及び建築材料が
詳細な図や写真で理解しやすく書
かれている。

具体的な解説で学びやすくしてあ
る。分量配分が適当である。

初めて学ぶにあたり、建築用語や
表現が分かりやすい。

○ 工業 7 実教 工業 362 建築計画
2建
築

建築計画の基本的な考え方から、
住宅から事務所建築まで、分かり
やすく解説されている。

内容が系統的に構成されている。 建築計画の用語・記号・単位など
適切に使用されている。

○ 工業 7 実教 工業 363 建築構造設計
2建
築

力学的にみた構造物や建築物の骨
組みに関する基礎的な部分が理解
しやすい。

各章で例題の解説が適当である。 図を用いて公式等が分かりやすい
表記になっている。

○ 工業 7 実教 工業 376 建築施工
3建
築

建築工事の内容が体系的に整理さ
れており、各工程ごとに分かりや
すく解説されている。

建築施工全体の流れが適切に構成
されている。

建築の専門的な用語や工法が理解
できるような記述である。

○ 工業 7 実教 工業 377 建築法規
3建
築

建築法規の内容が体系的に整理さ
れており、各章ごとに分かりやす
く解説されている。

内容が系統的に構成されている。 図版が多く、説明も分かりやす
い。

○ 工業 7 実教 工業 335 測量 1建

測量に関する説明において、図や
写真を多く用いており、理解しや
すく解説されている。実習におい
ても使用できる。

構成、分量、配分が適正で使いや
すい。

計算においても丁寧な文章表現で
ある。

○ 工業 7 実教 工業 364 土木基礎力学１
2建
都

全体的に理解しやすいように配慮
されている。特に重要となる内容
は、具体的に説明を加えている。
水理･土質力学の学習についても
分かりやすく解説してある。

各章の分量配分や例題が適当であ
る。

例題における図を使った表記や力
学的な単位の取り扱い方が良い。
図や写真等を使い専門用語や公式
を理解できるような表現で書かれ
ている。

○ 工業 7 実教 工業 365 土木基礎力学２
3建
都

全体的に理解しやすいように配慮
されている。特に重要となる内容
は、具体的に説明を加えている。
水理･土質力学の学習についても
分かりやすく解説してある。

各章の分量配分や例題が適当であ
る。

例題における図を使った表記や力
学的な単位の取り扱い方が良い。
図や写真等を使い専門用語や公式
を理解できるような表現で書かれ
ている。

○ 工業 7 実教 工業 366 土木施工
2建
都

土木工事の内容が体系的に整理さ
れており、各工程ごとに分かりや
すく解説されている。

土木施工全体の流れが適切に構成
されている。

土木の専門的な用語や工法が理解
できるような記述である。

○ 工業 7 実教 工業 379 社会基盤工学
3建
都

社会基盤の内容が体系的に整理さ
れており、各章ごとに分かりやす
く解説されている。

社会基盤工学全体の流れが適切に
構成してある。

図版が多く用いられているので、
専門的な内容も分かりやすい。
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採択
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平成３１年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎総合科学高等学校（全日制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現

○ 工業 201 海文堂 工業 344 デザイン技術 1デ

デザインの基礎的な知識事項やデ
ザインについての考え方などが網
羅されており、幅広い知識を得る
ことができる内容となっている。

専門的な部分が図などの資料で分
かりやすく説明されている。分量
としてはやや多めだが、卒業して
からも参考書として扱うことがで
きるような工夫がなされている。

図や写真資料が豊富である。資料
の画質やモデルが多いので、新し
いものを取り入れたらよりよくな
るように感じた。

○ 工業 179 電機大 工業 384 デザイン史 3デ

時代に沿ってデザインの歴史を理
解するのに分かりやすい内容と
なっている。

装丁は分かりやすくてよい。写真
資料については分量が多く充実し
ているが、写真のモデルや画質な
どは新しくなるとよりよい。

図版や写真資料とともに説明がな
されているので理解が深まりやす
い。
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番号 略称 記号 番号

○ 国語 2 東書 国総 333 精選国語総合 1

現代文では、評論・小説を中心に
随想・詩歌の学習までバランスよ
く組み込まれている。古典編では
主要なジャンルが網羅されていて
それぞれ重点的に学習できるよう
配慮されている。

現代文編・古文編・漢文編・言語
活動編で構成されており、指導の
実態に合わせられるようになって
いる。分量も適切である。

コラム・参考教材等で、それぞれ
の学習が深められるようになって
いる。資料性の高い写真や図版が
豊富である。

国語 15 三省堂 国総 338 精選国語総合　改訂版 1

現代文では、定評のある教材と現
在注目されている著者の作品がバ
ランスよく配列されている。古典
編では、主要なジャンルが網羅さ
れ配置してある。

幅広くコラムを配置し、教材と関
連付けて学習できるよう配列され
ている。分量も適切である。

図版等が適切に配置され、学習が
深められるように配置されてい
る。

国語 50 大修館 国総 347 新編国語総合　改訂版 1

現代文では定番の作品の他に新鮮
なテーマのものが配置されてい
る。古文・漢文編では、教養とし
て必要な作品が精選され、配置さ
れている。

現代文編・古文編・漢文編から構
成されており、難易度順に配列さ
れ、学習目標が設定しやすい。分
量も適切である。

写真や図版、地図などが見やすく
配列されており、学習の助けと
なっている。巻末の資料も豊富で
ある。

国語 2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ 2

近代以降の様々な文章を的確に理
解する能力が高められるよう、バ
ランスよく教材が配列されてい
る。巻末に言語活動編が設けられ
ていて、読解学習と関連付けられ
るようになっている。

全体が二部構成になっていて、単
元はジャンルごとに構成されてい
る。各ジャンルともバランスがよ
く、分量も適切である。

定評のある教材を軸に幅広いテー
マジャンルから成っており、コラ
ムでは、読解の内容を深められる
よう工夫されている。

国語 15 三省堂 現Ｂ 324 精選現代文Ｂ　改訂版 2

定番の教材を中心に、主体的に考
えられるものが配列されている。
記述式のある小教材など、読み取
ることや表現することなどに力を
入れている。

近代以降の文章がバランスよく取
り上げられている。分量も適切で
ある。

小教材やコラムにおいて、適切に
表現する力、伝え合う力を高めら
れるよう工夫されている。

○ 国語 117 明治 現Ｂ 335 新　精選現代文B 2

定番の作品を中心に、特に評論文
では段階的に抽象度を高めるな
ど、工夫がされている。

小説・評論・詩歌などのジャンル
がバランスよく配列されている。
分量も適切である。

資料性のあるもの、考えを深める
もの、表現に関するものと付録が
充実している。

国語 15 三省堂 古Ａ 306 古典Ａ 3

古文では説話の代表的な作品で、
短く簡潔なものを配置してある。
漢文では、思想・漢詩・史伝を配
列し、現代のつながりを考えられ
る作品を配置してある。

古典の魅力や現代とのつながりに
ついて解説したコラムを随所に配
置し、理解しやすく、発展的に考
えられる構成となっている。

巻頭・巻末等に参考になる地図や
系図等の資料を配置し、学習の補
助となるように考えられている。

国語 50 大修館 古Ａ 315 古典Ａ 物語選 改訂版 3

古文では説話・随筆・物語・日記
と多岐に渡り、特に物語では代表
的な作品で、短く簡潔なものを配
置してある。漢文では、思想・漢
詩・史伝をバランスよく配列して
ある。

古典の魅力や現代とのつながりに
ついて解説したコラムを随所に配
置し、理解しやすく、発展的に考
えられる構成となっている。

巻頭・巻末等に参考になる地図や
系図等の資料を現代との比較を交
えながら配置し、年表を多く配置
して、時代や作品のつながりを表
し、学習の補助となるように考え
られている。

○ 国語 183 第一 古Ａ 314
高等学校　改訂版 標準古典
Ａ 物語選

3

古文では、中古・中世の物語を中
心としつつも、幅広く、なおかつ
短めな作品を配置している。漢文
では、故事・漢詩・史伝の中から
なじみのある作品を配置してい
る。

多くの配置してある作品の中か
ら、指導者が流れを考えて作品を
選べるようになっている。タイト
ルの上に年表が配置され、おおよ
その成立時期が分かるように構成
されている。

巻頭に参考地図、巻末には参考図
録、折込に系図等を配し、学習の
助けとなるように配置されてい
る。

○ 国語 50 大修館 古Ｂ 339 古典Ｂ　改訂版 古文編
2
普
国

古典を読む上で、詠む能力を養う
とともに、ものの見方、感じ方、
考え方を広くできるように、各
ジャンルの内容、難易度等がバラ
ンスよく配列されている。

古文編・漢文編の分冊となってお
り、Ⅰ部・Ⅱ部から構成されてい
て、２年間継続して学べる、適切
な分量となっている。

学習内容の理解を深めるための助
けとして、図版・写真が配置され
ている。必要に応じて色文字を使
うなど工夫されている。

○ 国語 50 大修館 古Ｂ 340 古典Ｂ　改訂版 漢文編
2
普
国

高校生として学んでおくべき漢文
の作品が、幅広く配列されてお
り、柔軟な指導ができるように、
ジャンルの内容、難易度がバラン
スよく配列されている。

古文編・漢文編の分冊となってお
り、Ⅰ部・Ⅱ部から構成されてい
て、２年間継続して学べる適切な
分量となっている。

資料や図版がテーマごとにまとめ
られており、視覚的、多角的にイ
メージを膨らませながら学習する
ことができる。

国語 104 数研 古Ｂ 343 改訂版　古典Ｂ　古文編
2
普
国

人物や話題が関連する題材を取り
上げ、つながりを意識した配列と
なっており、重層的に理解をする
ことが可能になっている。

古文編・漢文編と分冊になってお
り、第一章・第二章の構成で２年
間の学びに十分な内容となってい
る。分量も適切である。

文学史も含め時代背景を理解しや
すい注釈や年表、地図などが効果
的に配置されている。参考図書な
ども紹介されている。

国語 104 数研 古Ｂ 344 改訂版　古典Ｂ　漢文編
2
普
国

宋代以降の随筆的文章を増やすな
ど、入試に対応した題材を多く収
録している。漢文の世界のつなが
りを重層的に理解させるための題
材配列になっている。

古文編・漢文編と分冊になってお
り、第一章・第二章の構成で２年
間の学びに十分な内容となってい
る。分量も適切である。

時代背景、文学史などの理解を深
めるための、地図や年表、系図等
の参考資料が豊富である。

国語 117 明治 古Ｂ 345 新　精選古典B　古文編
2
普
国

説話・歴史物語から近世小説まで
多彩な古典作品を選定し、基礎か
ら応用へと段階を追って学習でき
る編成になっている。

古文編・漢文編と分冊になってお
り、それぞれが前編・後編の構成
で２年間の学びに十分な内容と
なっている。分量も適切である。

脚注や脚問、語句の解説など適切
に配置され、学習の助けとなるも
のが多い。

採択
候補

平成３１年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立橘高等学校（全日制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現
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採択
候補

平成３１年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立橘高等学校（全日制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現

国語 117 明治 古Ｂ 346 新　精選古典B　漢文編
2
普
国

漢文編においては、故事から日本
漢詩文までジャンルは多岐に渡
り、基礎から応用へと段階を追っ
て学習できるような編成になって
いる。

古文編・漢文編と分冊になってお
り、それぞれが前編・後編の構成
であり、分量も適切である。

脚注や脚問、語句の解説など適切
に配置されている。年表や句形の
基本の付録など、学習の助けとな
るものが多い。

○
地理
歴史

7 実教 世Ａ 311 世界史Ａ　新訂版 2

項目の分け方がはっきりしていて
歴史的事実や事象が分かりやす
く、また変化もつかみやすく配置
され見やすい工夫がなされてい
る。古代から現代までの重要項目
が入試に対応する形で網羅されて
いて、使いやすい。

図版や写真・資料が必要な部分に
配置されていて、本文の理解を助
ける働きをしている。「コラム」
「世界史の小窓」で、興味を深め
る手立てとなっている。見開きの
冒頭部分に関連地形図や関連資料
が適切に配置されている。

表記や表現が平易で分かりやす
く、学習がイメージ化しやすい。
「ステップアップ」がいくつか設
定されていて発展的な学習のヒン
トになる。略地図が多めに置かれ
ていて、簡潔なコメントが付され
ている。随所で工夫が見られる。

地理
歴史

46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 2

資料や図版・写真・資料がとても
豊富である。その上、大きく見や
すい。日本の略年表と世界地図が
掲載されていて、時代感覚や地理
上の位置を正しく、すぐに掴むこ
とができ、出来事の概要を比較的
簡単に掴むことが可能である。

分量は適当で学習者の加重な負担
にはならない。史料や資料が見や
すく配置されている。特に、地図
資料は豊富でどこでの出来事なの
かを視覚的に掴める。「ものを通
してみる世界史」のように新しい
切り口がある。

文字のサイズや書体が適切であ
る。表記は平易で簡潔であり、と
ても分かりやすい。地図資料が豊
富で、コメントも充実していて、
本文を読んで理解するというよ
り、地図を見て分かるという工夫
が見られる。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版 2

基礎的な学習事項が網羅されてい
る。「person」では、人物のプロ
フィールが書かれ学習者が興味を
もって取り組める工夫がされてい
る。「コラム」では、発展的な内
容でいっそう知識を深めることが
可能となる。

図版と写真が多く文字が少なめで
ある。巻末の基本用語の解説は、
読解上の補足的な役割を担ってい
る。学習項目の分量は適当で立ち
止まることなく学習が進められ
る。読み解き図版や史料・写真を
手がかりに学習が進められる。

年表はすっきりまとめられていて
抵抗感なく読み取ることができ
る。解説やコメントは平易な表現
でまとめられていて読みやすい。
側注は少なめであるが、本文がま
とめられているので理解不足に陥
ることはない。

地理
歴史

2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ
2
普
国

歴史を、連続して概観できる工夫
がなされている。地形図は小さめ
であるが、多めに配置されていて
地理的な分野と合わせて理解する
ことが可能である。近代からは側
注が増え、関心のある学習者に
とっては理解の幅が広がる。

各章の始まりに、代表的な出来事
や現象を示す資料が載っているた
め歴史の概要が掴みやすい。学習
の分量は適切で、すっきりとして
配列のため取り組みやすい。写真
や図版・史料の配置が適切で、見
やすく構成されている。

学習項目の解説には難解な記述は
少ない。文の組み立ては、平易で
簡潔なため理解しやすく興味関心
がもてる。史料や資料に付けられ
たコメントは短めで、親しみやす
く読みやすいものとなっている。

地理
歴史

7 実教 世Ｂ 309 世界史Ｂ　新訂版
2
普
国

入試の出題傾向にも対応してい
る。各種コラムが用意されてい
て、理解を深めることが可能であ
る。日本史に関わる記事も多く、
時代背景を日本史と結びつけて考
えることができ、理解を補完して
いる。

シンプルな構成となっていて、授
業計画がたてやすく、授業展開が
しやすいように工夫されている。
戦後史は、国際関係を概観してか
らの展開となっていて、歴史の流
れを比較的簡単に掴むことができ
る。

本文の記述は平易で分かりやすく
読みやすいものとなっていて学習
者の抵抗感が軽減されている。学
習内容の理解を助ける図版や写
真・史料のコメントや解説は簡潔
な内容となっていて比較的理解し
やすい。

○
地理
歴史

81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版
2
普
国

これ一冊で受験が乗り切れるほど
の内容である。基本的な学習事項
が充実していて詳細で分かりやす
いものとなっている。入試に対応
した項目もかなり網羅されていて
発展的な学習も興味深く進めるこ
とができる。

各部の最後には、「まとめ」「主
題学習」が置かれ、より広い視野
を興味をもって養うことができ
る。略地図は小さいが多めに掲載
されていて出来事の背景や地理上
の位置が一目で分かり、理解を補
完している。

難しい表記は少なく、平易なもの
が多い。記述は簡潔で比較的抵抗
感なく読み取ることができる。発
展的な学習内容では本文の記述は
とても詳しい。史料や資料のコメ
ントはかなり充実していて辞典並
である。

○
地理
歴史

2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史
3
普
ス

時系列を意識した内容になってい
て、歴史を容易に概観することが
できる。地図や史料が見やすく配
置されている。「地域の窓」では
該当地域の特色や歴史が書かれ、
他地域について興味をもって読み
取ることができる。

時代ごとに、出来事や現象をコン
パクトにまとめて記載されてい
る。「人物歴史館」では、歴史上
重要な人物について簡潔にまとめ
て提示されている。本文の記述は
ポイントを押さえてまとめられて
いる。

平易な記述で理解しやすく表記さ
れている。必要な事項が本文中に
記述されていて具体的な歴史像と
して掴みやすくなっている。図版
や写真・資料・側注に付けられた
コメントは短いが要点を押さえた
ものになっている。

地理
歴史

7 実教 日Ａ 309 高校日本史Ａ　新訂版
3
普
ス

全体的に学習者に問いかける内容
が多くなっている。「ズームイ
ン」や「歴史の群像」は発展的な
学習に適しており学習内容を深化
させるものである。文化面を紹介
するページもあり、当時の世相を
視覚的に理解することができる。

導入として見開きのページには
「歴史の窓」を置き疑問文の形で
課題を投げかけている。これによ
り自ら考える姿勢を養うことにつ
ながる本文の記述は少なめである
が要点を適切にとらえているので
分量は適当である。

本文は、平易な記述でシンプルに
まとめられている。史料や図版・
資料が適切に配置されていて、ポ
イントが押さえられている。側注
は詳しく書かれていて、興味を
もって主体的に学習が進められ
る。

地理
歴史

183 第一 日Ａ 312
高等学校　改訂版　日本史
Ａ　人・くらし・未来

3
普
ス

豊富な図説を掲載しており、文章
と図説によって内容の理解を深化
させるように工夫されている。細
かなテーマ設定が行われ、政治や
経済の展開と絡ませて時系列的に
で理解できるように配慮がなされ
ている。

１回の授業が、完全な見開き２
ページで構成されている。これは
指導の区切りがしやすく、学習計
画が立てやすい。学習項目の分量
は適切だと思われる。図版や写真
が各ページに適当に配置されてい
て見やすい。

本文の記述は平易で分かりやすい
表記である。ルビが多く振られて
いるので読む抵抗感が軽減され
る。図版や写真・史料・資料には
優しいコメントが入っているため
意味を分かりやすくする工夫がな
されている。

地理
歴史

2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ
2
普
国

「歴史を探る」では該当する出来
事や事象を深く探られており、興
味がもてる工夫がされている。ま
た、「コラム」では各時代の重要
事項や事件について記述され、学
習者の学習意欲につながるものが
ある。

巻末年表がすっきりとまとめられ
ていて長い歴史を比較的簡単に概
観することができる。「世界を見
ていた日本人」では動いた歴史に
関わった人物を取り上げどの様な
功績があったかを描きながら世相
を理解するように構成してある。

史料や資料・写真・図版が多く盛
り込まれているが、いずれも平易
な文で解説が付けられており、理
解をしやすくする工夫が認められ
る。本文の表記は平易なものが多
く見られ、文章への抵抗感のある
学習者は読みやすい。

地理
歴史

35 清水 日Ｂ 313
高等学校　日本史Ｂ　新訂
版

2
普
国

図版や写真・史料が満載で学習者
の興味関心を引くことができる。
「地域の歴史」はその時々の世相
や地域の特色が書かれている。ま
た、他社にはない独特の視点で
「女性の歴史」コーナーがあり当
時の生き様が書かれている。

学習項目は、新しい切り口の視点
で１０５のテーマを設定し、時系
列的な扱いで歴史をひもとくよう
に構成されている。難解なところ
は側注で補足して、学習者が理解
に手間取らないような工夫をして
いる。

本文の記述はいずれも平易で、比
較的スムーズに理解できると思わ
れる。側注の説明・史料・写真・
資料の解説は簡潔な言葉で表現さ
れているため、学習者はあまりと
まどうことなく理解できると考え
られる。

○
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版
2
普
国

本文の内容は濃密で入試にも十分
対応できるものになっている。取
り上げる事柄には詳しい説明が付
けられている。発展的な内容も多
く学び甲斐のある一冊である。１
回の授業でテーマを深めることが
できる。

「コラム」では取り扱う事項を深
く、科学的な視点で書かれ学習者
の意欲を刺激する構成となってい
る。コンパクトなサイズでありな
がら内容は豊富である。脚注は簡
潔にまとめられていて理解しやす
い。

本文の表現には、やや難解なとこ
ろもあるが、補足が充実している
ため理解がしやすい。表現そのも
のにすでに発展的な内容を含んで
いて、広い視野や観点で学習者の
知的な好奇心を十分に刺激するも
のがある。

地理
歴史

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ 1

基礎基本的事項が理解できるよう
に丁寧な言葉で解説されている。
原則として、見開きでまとめられ
るように工夫されている。地理で
学習する内容を写真資料で体感で
きるようにしかけがほどこされて
いる。

学習事項がバランスよく構成され
ていて、考えられた配列となって
いる。分量については適切で取り
扱いしやすい。偏りなく地域を取
り上げ、特色や地形の成り立ちが
簡潔に記述されている。

地図やグラフ・図版・写真などの
資料が豊富で分かりやすい解説や
コメントが記されている。これら
により地理的事象の理解がしやす
くなるように補完している。重要
語句については太字で分かりやす
く表記している。
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○
地理
歴史

35 清水 地Ａ 311
高等学校　現代地理Ａ　 新
訂版

1

基本的事項を取り上げ、詳述され
ており、確かな理解が可能であ
る。地理的技法に関する学習や現
代的課題の探求にも配慮されてい
る。

見開きで１テーマが扱われ、学習
の目標が強調されており、学習し
やすい。グラフ・写真や図版など
の資料も的確に整理されている。

本文を中心にして、脚注やコラ
ム・写真や統計資料がバランス良
く配置されており、効果的に学習
内容が表現されている。

地理
歴史

183 第一 地Ａ 310
高等学校　新版　地理Ａ
世界に目を向け、地域を学
ぶ

1

必要最小限の内容で容易に理解で
きるように工夫された記述になっ
ている。重要語句については丁寧
にコメントが付けられていて、本
文の記述は平易で理解しやすい。
「ワーク」のページでは作業学習
ができるようになっている。

余分で難解な記述を避け、重点化
された項目については丁寧に解説
されている。「ファイル」「特
集」「地理のスパイス」で学習者
がより深めたい内容や興味を引き
出す情報を沢山提供・掲載されて
いる。

図版や資料のコメントは平易な言
葉でまとめられ抵抗感なく学習を
進めることができる。要点につい
ては簡潔にまとめられていて、そ
れでいて分かりやすく表記されて
いるため、学習者の興味が持続す
る範囲内でまとめられている。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 1

地形図が大迫力で、ビジュアル的
にもうったえるものがある。印刷
は鮮明で、自然の様子や位置関係
の掴みやすいところも大きな特色
となっている。それぞれの地図に
は豊富な情報が盛り込まれてい
て、興味が広がりやすい。

地図の配置がバランス良くなされ
ている。地図が鮮明なため、読図
が比較的しやすく、空間認識もし
やすい。統計資料が豊富で、興味
をもって地理学習が進められる。
装丁はシンプルであるが、堅固で
長時間の耐久性が認められる。

地域理解に適した図法が随所で取
り上げられていて理解を助けるも
のになる。地形が一目で分かるよ
うに工夫されている。地域の今に
焦点を当てた表記で理解しやす
い。統計資料は見やすく表現され
ていて関心がもてる。

地理
歴史

130 二宮 地図 314 高等地図帳　改訂版 1

地域図に詳しい歴史資料が置かれ
ていて興味をもちやすくしてい
る。地域の特性が分かりやすく掲
載されている。統計資料が充実し
ている。

大判のサイズが多い中で、比較的
持ちやすく、あまり飾らない表紙
である。開きやすくみやすい構成
となっている。図版や写真なども
随所に置かれていて理解の手助け
をしている。

色合いがよく、落ち着いた色調で
ある。位置図があるため地球上の
どの当たりなのかが簡単に理解で
きるため興味をもちやすい。

地理
歴史

130 二宮 地図 312 基本地図帳　改訂版 1

歴史的遺産や資源の宝庫と言われ
る地域では、関連する写真等を
ページのすみに配置して、見比べ
られるように工夫がなされてい
る。狭くて都市が密集しているよ
うな地域は拡大された地図が載せ
られている。

大判で、各ページのデータがとて
も見やすい。掲載されている地図
も大きく、文字も大きいため読み
やすい。見にくいという抵抗感が
排除され取り組みがしやすい。首
都や話題の地域が拡大されて印刷
されている。

色使いが濃いめであるため、鮮や
かさがよく分かり視覚に訴えるも
のが大きい。地域の土地利用や植
生を模式図を使って分かりやすく
表現している。インデックスマッ
プが他の地域との関係を分かりや
すくしている。

公民 2 東書 現社 313 現代社会 3

見開き２ページが基本で、冒頭の
測注部分には学習課題が提示され
ている。「現代社会へのアプロー
チ」では、現代社会の課題が明示
されていて興味をもって学習に取
り組めるように工夫されている。
資料や写真の配置が適切である。

「クローズアップ」では、現在話
題になっている事柄について、疑
問文形式で提示されていて、興味
をもちやすい。測注はかなり詳し
く、難しい部分のあるコメントだ
が、広い視野と深い知識を持つこ
とが可能である。

基礎基本が十分に押さえられてい
る。本文の記述は簡潔で要点が掴
みやすく構成されている。人物は
並列に並べ比較しやすいように
なっていて、学習内容の整理に役
立つ。判例が豊富に置かれていて
考えるヒントになっている。

公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 3

豊富な学習内容でボリュームがあ
る。重要事項は測注で丁寧に解説
されている。関連する人物は並列
して提示し一目で比較できるよう
に工夫されている。各単元の冒頭
には学習のポイントが箇条書きで
示されていて取り組みやすい。

判例が豊富で、写真やイラストが
配置され、事実と問題点がよく分
かるように構成されている。資料
や図版がたくさん用意され考える
手がかりとなっている。難解な思
想も対話形式で解説され取り組み
やすい。

本文の内容は詳しく記述されてい
るが、内容は分かりやすい。意欲
的に学習に取り組めるように、発
展的・補足的な記述をしている。
最新の情報を提供していて、学習
者の興味・関心が持続するような
仕掛けとなっている。

○ 公民 183 第一 現社 322
高等学校　改訂版　新現代
社会

3

各ページに学習のポイントが明示
されていて学習計画が立てやす
い。側注は短いながらも分かりや
すく書かれている。脚注部分に
は、「information」として難し
い語句を補足していて理解を助け
ている。資料や写真が多い。

学習意欲を高める工夫として、
「FILE」では時事問題を取り上
げ、「ゼミナール」では、仕組み
を分かりやすく解説している。
TOPICでは社会の出来事を解説し
ている。分量は適切で取り組みや
すい内容となっている。

本文の記述は平易で分かりやす
い。囲い込み記事は難しい事象を
写真や図版を用いて丁寧に解説し
ている。判例の内容が充実してい
る。ビジュアル的な部分にも配慮
している。体系的に学習できるよ
うに配列されている。

○ 公民 35 清水 倫理 308 高等学校　新倫理　新訂版
3
普
ス

思想が生まれた風土や歴史的な背
景を丁寧に解説している。東洋の
思想と西洋の思想との根本的な違
いを明示している。基本的な事柄
をしっかり押さえ、考える手がか
りとしている。主要な思想家が網
羅され入試にも対応できる。

構成が工夫されていて、多角的に
考察できる。また、学習事項の定
着や小論文対策にも配慮されてい
る。時代背景や時代と時代の関わ
りが容易に理解できるようにふれ
られていて、興味が持続するよう
に組み立てられている。

先哲達の思想を過不足なく的確に
紹介している。また、現代の思想
の潮流を重視して表記されてい
る。論点を明確にしつつ、補助的
に試料やグラフ・図版で考えを深
化させることが可能である。

公民 104 数研 倫理 314 改訂版　倫理
3
普
ス

分かりやすさと詳しさの両方が、
バランス良く書かれている。宗
教・哲学・思想と現代社会とのつ
ながりが分かりやすく記述されて
いる。本文に関連する文章が原典
資料として掲載されている。思想
家の著作を編末に掲載している。

写真や図解を視覚的に配置してい
る。知識を広げやすくするために
「参考」の欄が活用できる。各事
項の相違点や類似点を整理してあ
り、比較がしやすくなっている。
センター試験に頻出の現代の思想
家や思想を掲載している。

読みやすさに重点を置いた表記に
なっている。「論点」では、複数
の異なる見解を例示して思考力や
判断力を養えるように工夫されて
いる。模式図とまとめの表で本文
の理解を助けている。

公民 183 第一 倫理 310 高等学校　改訂版　倫理
3
普
ス

思想年表は独自の視点からまとめ
られ、思想全体や時代背景が手に
取るように理解できる優れもので
ある。資料や年表は豊富で、見や
すく配置されている。現代の諸課
題や話題性のあるものがいろいろ
な観点で記述されている。

生徒の理解を進め、抵抗感を軽減
する工夫として「Theme」「特
集」「コラム」を設定し、意欲的
に学習が出来るような仕掛けがさ
れている。源流思想から現代思想
まで隙間のない取り上げ方をして
いる。

思想の内容が、丁寧で、且つ簡潔
に記述されている。思想と現代の
私たちとのつながりを十分意識し
た表現となっている。原点資料が
豊富で本文の記述を補完してい
る。測注は平易な表記で分かりや
すく解説されている。

○ 公民 7 実教 政経 312 高校政治・経済　新訂版
2
普
国

時事問題では、最新の社会の動き
が分かる。「SEMINAR」では、分
かりにくい用語などを丁寧に解説
している。判例が沢山盛り込まれ
ていて、事件について深く考え、
自分の意見をまとめやすくなって
いる。

コンパクトなサイズで持ち運びが
しやすい。学習課題の分量は適切
で学習計画が立てやすい。問題意
識が持てるように歴史的な背景も
考慮しつつ構成されているため取
り組みやすい。

制度や経済理論を簡潔な言葉で解
説されている為理解がしやすい。
「政治Q&A」では平易な言葉で書
かれ政治への参加意欲をくすぐる
ものがある。学習者の学習段階に
応じて活用できるように工夫され
ている。

公民 35 清水 政経 314
高等学校　現代政治・経済
新訂版

2
普
国

基礎基本が押さえられている。グ
ラフや写真が豊富に掲載されてい
る。「解説」では沢山の判例を扱
い詳しく解説し、考えを補完する
形で図や表が添えられている。さ
らに、比較的高度な内容も盛り込
まれていて学習の幅が広がる。

原則的には見開き２ページで構成
され、基礎的な学習から始まり、
段階的に発展学習へと内容の広が
りが認められる。分量は適切で学
習が継続されやすい工夫がなされ
ている。図版等の配置も見やすく
なっている。

図版や写真・資料・グラフが見や
すく配置されていて、さらに簡潔
なコメントが記されている。本文
も平易な記述で親しみやすく、理
解しやすい内容となっているた
め、学習が継続しやすく取り組み
やすい。

公民 183 第一 政経 310 高等学校　新政治・経済
2
普
国

図版や写真・資料が満載で学習者
の興味関心を引くことができる。
学習意欲が持続する、時事的な事
柄や社会情勢に対応した事例が掲
載されている。導入時に「ポイン
ト」が明示され着眼点を明らかに
しているため学習がしやすい。

Ｂ５判のサイズを生かし持ちやす
い。見開きで１時間を想定して構
成されている。「CATCH」では読
み物的なコラムを取り上げ日本の
今が分かるように工夫されてい
る。「ワンポイント・ゼミ」では
仕組みが簡潔に解説されている。

基礎的・基本的な内容を取れあげ
分かりやすさに重点を置いてい
る。課題探究学習では、身近な事
柄を題材に多面的な考えが身に付
けられるように配慮されている。
「FILE」ではビジュアル的な視点
から考えることができる。
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川崎市立橘高等学校（全日制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現

数学 2 東書 数Ⅰ 301 数学Ⅰ
1
普
国

重要問題が充実していて入試にも
対応した内容である。授業が進め
やすく構成されていて、数学の理
論や奥深さにも触れられている。

例や問題が平易な内容から難易度
の高い内容までスムーズに構成さ
れている。巻末には公式集があ
り、自習のための助けとなる。内
容・分量ともに適切である。

適切な文章表現であり、図なども
分かりやすくまとめられていて理
解しやすい。色の配色は色数を抑
え、色の濃淡で表現されている。

数学 2 東書 数Ⅰ 302 新編数学Ⅰ
1
ス

身近な例から学習内容に興味をも
たせようとしている。扉の例示
は、多岐にわたっている。学習内
容も基礎にとどまらず、標準的な
ものまで踏み込んである。

各章のはじめに、これから学習す
る内容に興味をもてるような身近
な話題を載せている。構成は理解
しやすく工夫されており、分量も
適切である。

ポイントとなる箇所に色や写真を
使っているので、より分かりやす
く表記・表現されている。多色刷
りで、平易な言葉を用い、読みや
すく工夫されている。

数学 7 実教 数Ⅰ 320 数学Ⅰ　新訂版
1
普
国

各章の扉に数学者とその数学者に
由来する大学の写真を掲載した
り、問題の中にカラー写真が入る
など、生徒が興味関心をもつよう
な工夫がある。巻末にデータの分
析公式集を設けている。

「集合と論証」の章を「データの
分析」の前に配置し、内容の継続
を図っている。理解しやすい構成
であり、分量、装丁ともに適切で
ある。

理解しやすい文章表現であり、丁
寧にまとめられている。図やイラ
ストが豊富である。ポイントを押
さえた色使いで、重要な箇所が分
かりやすい。

数学 7 実教 数Ⅰ 321 新版数学Ⅰ　新訂版
1
ス

基礎的な問題も段階的に分けて例
題が設定され、１つ１つ丁寧に学
べるようになっている。それぞれ
の例題に対する練習問題が多くあ
り、基礎的な学習内容の定着に力
を入れている。

少し難易度のある問題は発展や研
究として扱っており、図を多く入
れ取り組みやすいように工夫して
ある。各章に章末問題の前にも
チェック問題が設定され、基礎学
力の定着を大切にしている。

図の数は適切であり、配置も見や
すく工夫されている。また、グラ
フは色を使い過ぎることなくポイ
ントに絞った配色になっている。

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅰ
1
普
国

基本的内容が丁寧に扱われてい
る。応用的な例題も解説が丁寧
で、解答の仕方が分かりやすい記
述である。研究の問題も丁寧な解
説がなされている。

問題のレベルに応じて例、例題、
応用例題と、段階を追って学習で
きるよう構成されている。内容、
分量ともに適切である。

理解しやすい文章表現であり丁寧
にまとめられている。図やイラス
トが豊富。色も多く使われており
見やすい。

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 329 改訂版　新編　数学Ⅰ
1
ス

基本問題から発展まで多くの種類
を扱っており、色々と対応しやす
い。応用的な例題も解説が丁寧
で、解答の仕方が分かりやすい記
述である。

丁寧な記述で構成されている。例
や練習問題は内容、分量ともに適
切である。行間が広いため、読み
やすい。

理解しやすいようなヒントなどが
表記されている。図やイラストが
以前より多く使われており見やす
い。

数学 2 東書 数Ⅱ 301 数学Ⅱ
2
普

例・例題、問、節末問題、章末問
題と段階的に学習できる。問は
例・例題と同程度の問題を扱い、
基礎的・基本的な知識が定着する
のに役立つ。参考・発展も充実し
ている。

例や問題が平易な内容から難易度
の高い内容までスムーズに構成さ
れている。巻末には公式集があ
り、自習のための助けとなる。内
容・分量ともに適切である。

色の配色は色数を抑え、色の濃淡
で表現されているため、事柄のつ
ながりや注目すべき場所が分かり
やすい。

数学 7 実教 数Ⅱ 320 数学Ⅱ　新訂版
2
普

現れる結果をすべて列記した上で
解説するなど、解説がとても丁寧
で分かりやすい。既出の結果を
使った応用例題など、限られた単
位数の中で授業がスムーズに進む
ような工夫がみられる。

恒等式の性質を、等式の証明のと
ころで扱うなど、内容の継続性を
重視した構成になっている。例題
の難易度を考慮した配置や、問題
の質や分量は適切である。

式の変形の中で、特に着目すべき
ところを着色するなど、ポイント
となる箇所が分かりやすい。色は
配色数を抑え、落ち着いた印象で
ある。図やカラー写真が豊富であ
る。

○ 数学 104 数研 数Ⅱ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ
2
普

例題の解説が丁寧で、次の内容に
無理なく進むことができる。基本
事項を丁寧に取り扱っており、理
解しやすい。

問題のレベルに応じて例、例題、
応用例題と、段階を追って学習で
きるよう構成されている。内容、
分量ともに適切である。

表記･表現等が見やすくまとめて
ある。各ページを一覧したときに
例、例題、練習問題、まとめの位
置が分かりやすくなっている。

数学 2 東書 数Ⅲ 301 数学Ⅲ
3
普

例・例題、問、節末問題、章末問
題と段階的に学習を進めることが
できる。問は例・例題と同レベル
の問題を扱っている。参考・発展
の内容も充実している。

例や問題が平易な内容から難易度
の高い内容までスムーズに構成さ
れている。巻末には公式集があ
り、自習のための助けとなる。内
容・分量ともに適切である。

色の配色は色数を抑え、色の濃淡
で表現されているため、事柄のつ
ながりや注目すべき場所が分かり
やすい。

数学 7 実教 数Ⅲ 303 数学Ⅲ
3
普

例から発展までを段階的に学べる
ように、細かな学力向上を積み重
ねていくことができるように工夫
がされている。コラムでは本文の
内容に関連した興味深い内容と
なっている。

定理などの証明に加え、用語の由
来や図解などを多く取り入れた構
成となっており、問題数の分量も
適切である。

図の数は適切であり、配置も見や
すく工夫されている。また、グラ
フは色を使い過ぎることなくポイ
ントに絞った配色になっている。

○ 数学 104 数研 数Ⅲ 323 改訂版 高等学校 数学Ⅲ
3
普

公式などの証明が丁寧である。ま
た、補足説明や解説図が豊富で理
解しやすく、自学しやすい。「研
究」「Column」などにより、より
発展的な内容に興味関心がもてる
ような工夫がある。

重要な問題のタイプを押さえ、問
題のレベルに応じて例、例題、応
用例題と、段階を追って学習でき
るよう構成されている。内容、分
量ともに適切である。

ユニバーサルデザインに配慮し、
読み間違えにくいユニバーサルデ
ザインフォントを使用している。
適切な文章表現であり、定理等が
目立つよう表現されている。

数学 2 東書 数Ａ 301 数学Ａ

1
普
2
国

基礎から発展まで幅広い内容を
扱っているとともに、課題学習を
豊富に取り入れ、数学的理解を深
める努力をしている。基礎を押さ
え、入試に向けた内容が記載され
ている。

例や問題が平易な内容から難易度
の高い内容までスムーズに構成さ
れている。巻末には公式集があ
り、自習のための助けとなる。内
容・分量ともに適切である。

色の配色は色数を抑え、色の濃淡
で表現されている。図が豊富で、
学習内容が一目で把握できるよう
表現されている。

数学 2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ
2
ス

復習的な内容からの導入になって
いるので、基本的な内容が分かり
やすい。誤答例や解答の過程での
注意が多く載っているので、自学
自習としても使いやすい。

各章のはじめに、こらから学習す
る内容に興味をもてるような身近
な話題を載せている。構成は理解
しやすく工夫されており、分量も
適切である。

全編を通して本文の理解を助ける
ように、図、イラスト、写真が多
用されている。色を適切に使い、
視覚的に内容理解をサポートする
ように配慮されている。
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数学 7 実教 数Ａ 320 数学Ａ　新訂版

1
普
2
国

基本的な内容から発展的な内容ま
で、段階的に配列されていて授業
が進めやすく構成されている。応
用的問題に関して別の解法も記載
されており、数学的理解が深まり
やすい。研究的内容も充実してい
る。

具体的で平易な例があり、次に練
習問題・応用問題という流れで、
構成が理解しやすく工夫されてい
る。各章に研究やコラムなどの欄
があり、興味深く学習できるよう
になっている。

図が分かりやすくまとめられてお
り理解しやすい。特に空間図形
は、色の濃淡により立体的に表現
されていて見やすくなっている。
写真・イラストが適切に使用され
ており、学習内容が把握しやす
い。

数学 7 実教 数Ａ 321 新版数学Ａ　新訂版
2
ス

標準的な学習要素を含んでいる。
例や例題が多く段階的に学ぶこと
ができ、練習問題で自主学習を行
える。本文の解説や例題では、分
かりやすい図やイラストが用いら
れ、視覚的にも理解を助ける構成
である。

「応用例題」や「トライ例題」、
「研究」、「発展」から教材を選
択できるメリットがあり、さまざ
まなレベルの生徒に対応できる。
補助的な解説図が随所に掲載さ
れ、理解しやすい工夫がなされて
いる。

全体的に明るくソフトな色調で構
成されている。また、公式等の囲
み表示も見やすく、目立つ表記が
されている。多色刷りであるが、
抑え目な色を用いられており、使
いやすい。

○ 数学 104 数研 数Ａ 328 改訂版　高等学校　数学Ａ

1
普
2
国

基礎的な内容から応用的な内容ま
で、理解しやすいようにまとめら
れている。練習問題が例題に準じ
た問題から発展的な内容に触れて
いて段階的に学ぶことができる。

問題のレベルに応じて例、例題、
応用例題と、段階を追って学習で
きるよう構成されている。内容、
分量ともに適切である。

表記･表現等が見やすくまとめて
ある。各ページを一覧したときに
例、例題、練習問題、まとめの位
置が分かりやすくなっている。ま
た図や写真が適切に配置されてい
る。

○ 数学 104 数研 数Ａ 329 改訂版　新編　数学Ａ
2
ス

集合と確率での用語の違いを丁寧
に説明されている。条件付き確率
での例題には、生徒の意見に対す
る働きかけも読み取れ、これまで
にない新しい例題が載せてある。

３段階の例題に分かれており、生
徒の理解に沿って学習を進めるこ
とができる。また、研究や発展・
コラムと深く追求するきっかけを
きめ細かく準備されている。

文章表現の意味の説明に、適切な
図を丁寧に掲載して数学的表現の
理解を促す工夫がある。式の計算
等で着目すべき所を同色にするな
ど色を効果的に使用している。

数学 2 東書 数Ｂ 301 数学Ｂ
2
普

段階的に無理なく学習を進めるこ
とができる。問は例・例題と同程
度の問題を扱い、基礎的・基本的
な知識が定着するのに役立つ。参
考・発展の内容も充実している。

例や問題が平易な内容から難易度
の高い内容までスムーズに構成さ
れている。巻末には公式集があ
り、自習のための助けとなる。内
容・分量ともに適切である。

色の配色は色数を抑え、色の濃淡
で表現されている。考え方のポイ
ントとなる式等に色を付け、解説
の理解を助ける働きをしている。

数学 7 実教 数Ｂ 321 高校数学Ｂ　新訂版
2
普

基本的な内容が丁寧に扱われてい
る。解・証明には、模範的な解答
が示してある。章末問題では学ん
だ内容を総合的に復習できる内容
である。発展問題では、興味・関
心を深める教材となっている。

問題のレベルに応じて、例題、練
習、応用例題、練習、コラムな
ど、段階を追って学習できるよう
に構成され、内容分量ともに適切
である。

表記・表現など、見やすく分かり
やすくまとめてある。図など大き
く、見やすくし、また、色分けな
どし、丁寧に表現されている。

○ 数学 104 数研 数Ｂ 326 改訂版　高等学校　数学Ｂ
2
普

基本的な内容から発展的な内容ま
で整理されていて理解しやすい。
数学Ⅱとつながりも考慮された内
容になっている。コラムにより、
さらに発展的な事柄に興味がもて
るよう工夫されている。

問題のレベルに応じて例、例題、
応用例題と、段階を追って学習で
きるよう構成されている。内容、
分量ともに適切である。

適切で理解しやすい文章表現を用
いてまとめられている。図と式の
色分けや太文字との使い分けが工
夫されている。

理科 2 東書 科人 306 改訂　科学と人間生活
１
国
ス

生活に密着した科学の内容が広範
囲にわたってよく網羅されてお
り、理科が苦手な生徒にも親しみ
やすい内容になっている。

要所要所に資料として価値の高い
図表が配置された構成であるため
理解しやすい。

多岐にわたる科学の内容を平易な
文章で的確に表現している。

○ 理科 7 実教 科人 307 科学と人間生活　新訂版
１
国
ス

生活に密着した科学の内容を中心
に広範囲にわたってよく網羅され
ており、生徒の理解が深まりやす
い。

要所要所に資料として価値の高い
図表が配置された構成であるため
理解が深まりやすい。

多岐にわたる科学の内容を平易な
文章で的確に表現している。

理科 104 数研 科人 308 新　科学と人間生活
１
国
ス

科学全領域に関する内容を、詳細
かつ広範にわたって解説してある
ため、高度な理科の知識の習得が
期待できる。

豊富な図表に詳細な解説が付記さ
れている構成のため深い理解が得
られる。

的確かつ詳細な解説で深い理解が
得られる。

理科 61 啓林館 物基 306 新編　物理基礎
１
普

物理的な現象がバランスよく簡潔
にまとまっており、図や表も見や
すく表記されている。生徒が学習
しやすい内容である。

図や写真の配置に工夫がされてい
て、生徒に印象が残りやすく工夫
されている。分量や構成も適切で
ある。

図版資料が豊富で、分かりやすい
説明がなされている。

理科 104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎
１
普

内容が系統的に配列され、説明も
簡潔である。また、問題が豊富
で、解説等も簡潔にかつ理解しや
すく書かれている。巻末には波の
模型と公式の一覧があり、学習し
やすい内容である。

物理基礎での既習事項が一目で分
かるように工夫されている。各編
は内容のまとまりや順序性により
いくつかの章に分けられており、
構成・分量ともに適切である。

本文中に図の一部を挿入すること
で本文と図の対応が分かりやす
い。写真も見やすく、表記・表現
とも適切である。

○ 理科 104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎
１
普

身近で親しみやすい話題を扱い、
生徒の物理への関心を高めるよう
に工夫されている。学習指導要領
の内容について、不足なく取り上
げられている。

Ｂ５版で側注があり、写真が豊富
に配置されている。例題を多く配
置し、分量や構成も適切である。

図や写真の配置が適切で表現も分
かりやすい。重要項目には英語の
ルビが書いてあり、図表の配置も
適切である。

理科 61 啓林館 物理 311
総合物理１　様々な運動
熱　波

２
普

力学と波が１冊にまとめられ、物
理基礎の復習から発展的な内容ま
で、効率よく学習できる内容であ
る。公式のまとめや演習問題が適
切に配置されていて理解を助けて
いる。

各内容の分量は適切であり、配列
も分かりやすい。演習問題の量も
適当である。

図表が効果的に使用され、表記も
生徒が理解しやすいものになって
いる。
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理科 61 啓林館 物理 312
総合物理２　電気と磁気
原子・分子の世界

２
普

電磁気と原子物理が１冊にまとめ
られ、物理基礎の復習から発展的
な内容まで、効率よく学習できる
内容である。公式のまとめや演習
問題が適切に配置されていて理解
を助けている。

各内容の分量は適切であり、配列
も分かりやすい。演習問題の量も
適当である。

図表が効果的に使用され、表記も
生徒が理解しやすいものになって
いる。

理科 104 数研 物理 313 改訂版　物理
２
普

必要に応じて物理基礎の内容の振
り返りを扱っているほか、理解の
難しい部分を、対話形式で図を交
えて分かりやすく解説している。

構成・分量ともに適切であり、さ
らに受験を意識した演習問題も豊
富にそろえられている。

物理への興味を喚起するために、
最先端のテーマについて写真と図
を豊富に用いたコラムが用意され
ている。

○ 理科 104 数研 物理 314
改訂版　総合物理１　力と
運動・熱

２
普

力学の系統的な学習ができるの
で、適切である。物理基礎の復習
が収録され、学習内容を振り返り
ながら理解を深めることができ
る。また、数学の知識が収録さ
れ、物理学習の手助けになる。

構成・分量ともに適当である。２
分冊になっており、携帯に便利で
ある。

平易かつ簡潔な表現で分かりやす
く表記してある。図表の配置も適
切である。

○ 理科 104 数研 物理 315
改訂版　総合物理２　波・
電気と磁気・原子

２
普

波動・電磁気の系統的な学習がで
きるので、適切である。物理基礎
の復習が収録され、学習内容を振
り返りながら理解を深めることが
できる。また、数学の知識が収録
され、物理学習の手助けになる。

構成・分量ともに適当である。２
分冊になっており、携帯に便利で
ある。

平易かつ簡潔な表現で分かりやす
く表記してある。図表の配置も適
切である。

○ 理科 2 東書 化基 313 改訂　化学基礎

１
普
２
ス

取り組みやすい基礎的内容から、
さらに深く理解するための発展的
内容まで、幅広く学習できるよう
に構成されている。興味をもって
学べるようコラムが所々に配置さ
れている。

教科書内の全問題に解答と解説が
ついているため、生徒が自学を進
めるうえで役立つ。構成も分量も
適切である。

記号や計算単位などの使用が適切
である。また、図表なども効果的
に使われている。目次に教科書で
注目すべき記号などもまとめられ
ている。実験画像を、モバイルで
動画として参照可能である。

理科 7 実教 化基 315 化学基礎　新訂版

１
普
２
ス

取り組みやすい基礎的内容から、
さらに深く理解するための発展的
内容まで、幅広く学習できるよう
構成されている。実験器具や化学
反応における色の変化など詳細に
記載され、資料集的要素も兼ね備
えている。

構成・分量共に適切で、巻末にあ
るChemical Eyesは資料としても
十分参考になる。また、英語での
化学論文が掲載され、英語を通し
て化学的内容に触れることができ
る。

簡潔に表現されており、分かりや
すい。各内容ごとにまとめられて
おり、要点を確認しやすい。

理科 104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎

１
普
２
ス

本文の内容は精選されており、発
展項目・探求活動の項目も充実し
ていて、より理解を深めやすい。
理解しにくい箇所がしっかりと解
説されている。

構成・分量共に適切で、巻末にあ
る物質図録は資料としても十分参
考になる。

簡潔に表現されており、分かりや
すい。図や写真が豊富に掲載され
ている。

理科 183 第一 化基 321 高等学校　改訂　化学基礎

１
普
２
ス

化学を身近に感じられるような工
夫がされており、要点もしっかり
とまとめられている。生徒のつま
づきやすい物質量の分野は丁寧に
展開されている。

所々に英文特集があり、構成や分
量も適切で、丁寧に解説されてい
る。

重要項目と各章のタイトルには英
語のルビが書いてあり、英文特集
と合わせて、英語で化学を触れら
れるような、工夫がなされてい
る。

○ 理科 2 東書 化学 308 改訂　化学
２
普

取り組みやすい基礎的内容から、
さらに深く理解するための発展的
内容まで、幅広く学習できるよう
に構成されている。興味をもって
学べるようコラムが所々に配置さ
れている。

教科書内の全問題に解答と解説が
ついているため、生徒が自学を進
めるうえで役立つ。構成も分量も
適切である。

記号や計算単位などの使用が適切
である。また、図表なども効果的
に使われている。目次に教科書で
注目すべき記号などもまとめられ
ている。実験画像を、モバイルで
動画として参照可能である。

理科 7 実教 化学 310 化学　新訂版
２
普

内容の取り扱いが丁寧である。理
系進学者が学ぶべき内容が十分に
盛り込まれている。生徒が学習す
る上で随所に工夫が見られ、豊富
な発展も魅力である。

丁寧に解説されており、理解を深
めることができる構成になってい
る。分量も適切である。

平易な表現で分かりやすく表現さ
れている。図や写真がバランスよ
く用いられ、イメージがつかみや
すい。

理科 104 数研 化学 313 改訂版　化学
２
普

実験や観察に配慮したバランスの
よい内容になっている。演習問題
も多く丁寧な説明で生徒が理解し
やすい。

図表、文字がやや小さめではある
が、多くの資料と無駄のない構成
で、発展的内容も扱っている。

写真や図も見やすく表記･表現も
適切である。基本から重要事項ま
で理解しやすいように色文字など
を使って整理されている。

理科 183 第一 化学 315 高等学校　改訂　化学
２
普

資料のカラーページが充実してお
り、実験の説明なども生徒が考え
やすい内容である。また発展的な
内容も網羅されており、幅広く学
習できる。

各単元ごとに詳しい資料があり、
量的には多めである。

文章も分かりやすく図や表が効果
的に扱われ、詳しい解説がなされ
ている。重要項目と各章のタイト
ルには英語のルビが書いてあり、
英文特集と合わせて、英語で化学
を触れられるような、工夫がなさ
れている。

理科 2 東書 生基 311 改訂　生物基礎 2

各章の最初のページでその章で扱
う内容の流れが確認できるように
なっていたり、章末でその章で
扱った生物用語の確認ができるよ
うになっているなど、工夫された
内容になっている。

本文は簡潔な文章で書かれてお
り、内容も精選されているため、
分量としては適切である。

図やイラストが豊富である。また
各章の最初に質問が載っており、
その質問に答えることで学習がよ
り深まるような工夫がされてい
る。

理科 104 数研 生基 316 改訂版　生物基礎 2

生物基礎の学習内容に加え、上位
科目である「生物」につながる発
展的な内容も多く含まれている。
詳細かつ丁寧な解説がなされてお
り、深い理解を得られやすい。

重要な項目が理解しやすい構成に
なっており、図・イラストや文章
の量も豊富である。

難解な内容の項目では図やイラス
トを多用するなど、理解しやすい
工夫がなされている。
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○ 理科 183 第一 生基 318 高等学校　改訂　生物基礎 2

生物基礎の学習内容に加え、上位
科目である「生物」につながる発
展的な内容も多く含まれている。
また最新の研究内容にもふれられ
ており、生物学に対する興味関心
を高めやすい。

分量としては豊富であるが、図や
イラストのレイアウトが適切で読
みやすい。

章のはじめに「この章の目当て」
が載っており、目標を立てながら
学習を進めやすい工夫がされてい
る。

理科 61 啓林館 生物 309 生物　改訂版
3
普

化学や医療の内容にもふれてお
り、幅広い知識と興味関心を高め
られるような工夫が随所になされ
ている。

平易な文章で書かれており、内容
も精選されているため理解しやす
く、分量としても適切である。

大判の紙面を生かした大きめの図
やイラストが多く、理解が深まり
やすい。

理科 104 数研 生物 310 改訂版　生物
3
普

発展的な内容が多く含まれている
が、詳細かつ丁寧な解説がなされ
ており、深い理解を得られやす
い。

重要な項目が理解しやすい構成に
なっており、図・イラストや文章
の量も豊富である。

難解な内容の項目では詳細な解説
とともに図やイラストを多用する
など、理解しやすい工夫がなされ
ている。

○ 理科 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物
3
普

発展的な内容が多く含まれてお
り、最新の研究内容にもふれられ
いるため、生物学に対する興味関
心を高めやすい。

分量としては豊富であるが、図や
イラストのレイアウトが適切で読
みやすい。

章のはじめに「この章の目当て」
が載っており、目標を立てながら
学習を進めやすい工夫がされてい
る。

保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1

内容の構成が適切である。挿絵や
写真、資料等も充実している。健
康や安全、スポーツの基礎的な事
項が、理解しやすく記載されてい
る。

見開き２ページで１時間を終了す
る構成になっているので、生徒が
学習する範囲を確認しやすく、意
識できるようになっている。

大切なポイントが理解しやすいよ
うに太字で記載されており、見や
すい。図やイラストも多く、生徒
の興味関心を起こしやすい工夫が
されている。

○
保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 1

各単元で適切に精選された内容が
記載されており、重点的な内容が
分かりやすく適切に説明されてい
て理解しやすい。

バランスよく構成内容が配置され
ている。基本的に見開き２ページ
で完結するように構成されていて
いる。重点的に授業展開ができる
ように配慮がなされ、まとめやす
い。

図表やイラストも豊富で内容も理
解しやすい。的確な表現でまとめ
られており、ポイントでは太字で
記載されている。生徒が興味関心
を起こしやすい表記と工夫がされ
ている。

芸術 17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti 1

多様なジャンルからの教材によっ
て必要な内容が扱われている。生
徒の習熟度に応じた内容である。

単元ごとに分類された構成で、と
ても分かりやすくまとめられてい
る。

楽譜が見やすく、全ページにわ
たってレイアウトが統一されてい
て分かりやすい。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 1

全ての領域において、中学校で学
習したことをより深く学習できる
ようになっている。また歌唱や器
楽については解説が細かくされて
いて分かりやすい。

写真や絵がバランスよく配置され
ていて、構成もしっかりとしてい
る。分量も１年間で無理なく学習
できる内容になっている。装丁も
楽しく学習できるようになってい
る。

楽譜や年表などが見やすいように
工夫されている。楽譜にも注意す
べき点などが書かれており、生徒
の気づきを刺激するようになって
いる。

芸術 89 友社 音Ⅰ 312 改訂版　ON! 1 1

音楽の基本要素をしっかりと学べ
るような内容になっている。また
各領域において段階的に学習活動
ができるように工夫されている。

各領域の構成がバランスよく配置
されている。

教科書にありがちな硬い表現が無
く、理解しやすく親しみの持てる
表現が使われている。

芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 1

題材がバランスよく、しかも相互
に関連をはかりながら適切に配置
されている。また自然や環境に対
する関心へと視野が広がるよう、
教科書が一つの流れになるように
まとめられている。

各分野から、バランスよく取り上
げられている。生徒の実態にあわ
せて内容を選択することができ、
効果的な学習指導ができるよう工
夫されている。

活字は鮮明で読みやすい大きさ・
書体である。写真・図版も鮮明で
効果的である。また、製本も堅牢
である。

○ 芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 1

西洋美術と日本美術を比較する工
夫がなされ、斬新な視点から美術
を理解できるよう工夫されてい
る。現代建築や携帯電話なども取
り上げられ、今日的な内容も学ぶ
ことができる。

主要な画像を大きく掲載すること
で、学ぶべき内容が理解しやすい
構成である。分量も豊富である。
装丁は堅牢で、再生紙使用など環
境への配慮もされている。

文章表現は分かりやすく、丁寧な
解説である。振り仮名もついてい
るので、用語に関しても問題はな
い。文字は鮮明で読みやすく、生
徒の理解を助ける。

芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 1

各項目で様々な対比をし、具体的
な創造活動が示されている。作業
の手順が詳細に図解されている。
芸術の様々な分野について触れら
れている。

広い版面で分量も多い。適切な装
丁が施されている。作者の写真と
共に掲載されている作品もあり、
生徒の創造力をより引き出す構成
である。

作品を大きく掲載しているので、
作品のよさがより実感できる。作
者の写真と共に掲載されている作
品もあり、生徒の創造力をより引
き出す構成である。

芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 1

「漢字の書」「かなの書」には、
「臨書･鑑賞の要点」「自己評価
の要点」など学習の手がかりが豊
富に用意されている。これらを活
用することで生徒が進んで学習に
取り組んだり様々な角度から見通
すことができる。

冒頭に「書写の確認」という教材
を設けており、中学書写で学習し
てから高校の内容に入れるように
配慮しており、各分野とも書道Ⅰ
で必要な内容が分量･内容とも適
切に設定されている。

用語や記号の使い方、および記述
の仕方が丁寧で巻末には、８ペー
ジにわたって「書道用語」を掲載
しており、学習の際のてがかりを
用意している。また、漫画のキャ
ラクターを登場させ、学習意欲を
高める工夫がされている。

○ 芸術 6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 1

中学校書写からの導入部分は、
「書へのいざない」と題して、丁
寧に学べるよう工夫がなされてい
る。自学自習も可能なよう古典に
訓読等がついている。

カラーユニバーサルデザインにも
配慮し、作品の持つ雰囲気が伝わ
りやすい。構成・分量は適切であ
る。解説の表現は、生徒にとって
分かりやすく簡潔であり、難解な
語句や覚えたい用語にはふりがな
が付いており、学習効果を高める
工夫がされている。

書の伝統と文化の理解しやすくす
るため、他教科の内容を関連させ
ながら学習するコラムを随所に設
けられている。表現と鑑賞両面か
らの学習が展開できるように工夫
されている。
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芸術 38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ 1

中学校の書写からの接続が円滑に
図れる構成がなされている。解説
が簡潔で分かりやすく、骨書きや
筆順等、学習の手助けになる工夫
がなされている。

基礎・基本を押さえた上で臨書・
鑑賞を行い、創作活動ができる構
成になっており、写真も他に比べ
て鮮明である。

書の伝統と文化の理解を深めると
共に、文字文化や他の芸術分野、
国語や歴史の授業にもつながる多
角的な話題が提示されている。

外国
語

15 三省堂 コⅠ 333
CROWN English
Communication Ⅰ New
Edition

1
普
国

生徒の知的好奇心を高める題材が
豊富で、英語で考え、コミュニ
ケーションを図ることを促す工夫
がなされている。言語材料も基本
的なものから難易度の高いものま
で網羅している。

各課冒頭にPre-Reading活動があ
り、英語でスムーズに導入できる
よう構成されている。

写真やイラストも豊富で内容理解
を助けている。

○
外国
語

50 大修館 コⅠ 337
Compass English
Communication Ⅰ Revised

1
ス

中学の復習から無理なく高校英語
に移行できる基礎的な内容であ
る。題材も生徒の興味を引く内容
で身近で前向きなものになってい
る。

見開き構成で学習内容が一目で分
かるように組まれている。

本文や傍注、脚注の他、写真やイ
ラストなどが適切に見やすく配置
されている。

外国
語

61 啓林館 コⅠ 340
Revised LANDMARK English
Communication Ⅰ

1
普
国

題材は、血液型、メール、カレー
等、生徒の興味関心を引きやすい
ものが多く取り上げられている。
４技能をバランスよく伸ばす工夫
が見られる。

全課４パート構成で導入部だけで
なく写真図表が豊富に掲載されて
いる。

新出語の中で入試問題頻出のもの
が青字で表記されている。また、
キーワードや英単語に関するトリ
ビアは生徒の関心を引きやすい。

外国
語

104 数研 コⅠ 343
Revised BIG DIPPER
English Communication Ⅰ

1
ス

中学校での学習事項の復習から無
理なく高校英語に移行できる内容
になっている。生徒の関心を引く
題材が取り上げられている。比較
的高度な言語活動もできるよう各
パートが構成されている。

見開き２ページで構成されてお
り、文法や例文が分かりやすく配
列されている。

写真やイラストの配置も適切であ
る。発音記号は米語表記のみと
なっている。

○
外国
語

183 第一 コⅠ 350
Perspective English
Communication Ⅰ NEW
EDITION

1
普
国

大学受験に対応できる力の育成を
目指し、知的好奇心を刺激する多
様な題材が多い。Listen &
AnswserやSummaryで「使える英
語」を意識している。

InputからOutputへ、４技能をバ
ランスよく鍛える工夫がみられ
る。「文法」「言語の働き」の2
ステージ構成で、多様な授業形態
に対応している。

イラストと写真が豊富で見やす
い。本文と内容理解のための質問
文の色分け表記や新出単語が音節
分けしてある等、工夫が見られ
る。

外国
語

183 第一 コⅠ 351
Vivid English
Communication Ⅰ NEW
EDITION

1
ス

生徒の興味・関心を引く題材が選
ばれている。各課の語数は２８０
～５００語が中心で、英語が苦手
な生徒に自信をつけさせる方針で
編集されている。

各課３パートで見開き構成であ
る。新出語句は見開き右ページ上
部にまとめてあり、熟語は日本語
も併記されている。

写真、イラストが豊富に配置さ
れ、生徒に飽きさせないよう配慮
されている。発音記号は米音表記
のみとなっている。

外国
語

15 三省堂 コⅡ 331
CROWN
English Communication Ⅱ
New Edition

2
普
国

扱われている題材が多岐にわた
り、基本構文の確認から高度で総
合的な言語活動までをバランス良
く配置している。

冒頭で教科書で扱われる主な登場
人物を紹介し、後のレッスンで詳
しく分かる構成である。

写真やイラスト、図などが適所に
配置されている。

○
外国
語

50 大修館 コⅡ 335
Compass English
CommunicationⅡ Revised

2
ス

題材は、CommunicationⅠ同様、
生徒の興味を引く身近で前向きな
ものになっている。このため高校
生になってから学ぶ文法事項も自
然に組み入れられ無理なく学習で
きるように工夫されている。

本文の理解、確認、文法事項の練
習、コミュニケーション活動の設
定が、各課の最後に配置されてい
る。

本文や傍注、脚注の他、写真やイ
ラストなどが適切に見やすく配置
されている。

外国
語

61 啓林館 コⅡ 338
Revised LANDMARK
English CommunicationⅡ

2
普
国

スポーツ、動物、ファッション、
絵画、環境、社会理解、日本の習
慣など、高校生にとって必要な題
材が入り、よく構成されている。
英語の読み物としても優れてい
る。

分量は多く、英語が得意な生徒向
けの編集となっているが、文法や
内容理解のための説明等はよく工
夫されている。

文字とイラスト、カット、写真等
を比較すると文字が小さく、多
く、内容を理解するには高度であ
る。

外国
語

104 数研 コⅡ 341
Revised BIG DIPPER
English Communication Ⅱ

2
ス

語数、表現とも無理なく学習でき
る内容になっている。生徒の関心
を引く題材が取り上げられてい
る。比較的高度な言語活動もでき
るよう各パートが構成されてい
る。

各パート見開き２ページで構成さ
れており、文法や例文が分かりや
すく配列されている。

写真やイラストの配置も適切であ
る。発音、アクセントに注意すべ
き新出語に赤、青の下線が引かれ
ている。発音記号は米語表記のみ
となっている。

○
外国
語

183 第一 コⅡ 348
Perspective
English CommunicationⅡ
NEW EDITION

2
普
国

学ぶ・知ることの重要性や今日的
な問題について考えさせる教材が
収録されているだけでなく、科学
的なものなど、教材の選定に偏り
がなくバランスが取れている。物
語文への興味を喚起させることも
できる。

教材の難易度、取り扱いの言語材
料の配列が段階的、体系的であ
り、学習に適している。課数、
ページ数が年間単位数での履修に
適している。

文字の大きさ、書体が適当であ
り、学習しやすい。本文内容に関
連した写真・図版が適切に配置さ
れ、視覚的な学習を助ける配慮が
見られる。

外国
語

183 第一 コⅡ 349
Vivid
English CommunicationⅡ
NEW EDITION

2
ス

生徒の興味・関心を引く題材が選
ばれている。各課の語数は３００
～５４０語が中心で、英語が苦手
な生徒でもついていく自信をつけ
させる方針のようである。

各課３～４パートで見開き構成で
ある。新出語句は見開き右ページ
上部にまとめてあり、熟語は日本
語も併記。

写真、イラストが豊富に配置さ
れ、生徒に飽きさせないよう配慮
されている。発音記号は米音表記
のみとなっている。

外国
語

15 三省堂 コⅢ 329
CROWN
English Communication Ⅲ
New Edition

3
普
国

生徒の興味・関心を喚起するもの
を精選し、多様な内容が採りあげ
られている。場面や登場人物は、
英語が広く使用されている現況と
国際理解の課題との関係から、日
本を中心に幅広い国及び人物を配
置している。

本文全体は難易度や語数によって
３パートに分けられ、各課は原則
３～４セクションで、見開き構成
になっている。本文はリズムや文
の長さにも配慮され、音読指導に
適している。

写真や図版が豊富に配置され題材
に対する興味を喚起している。
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○
外国
語

50 大修館 コⅢ 332
Compass English
Communication Ⅲ Revised

3
ス

説明文やエッセイ、物語文が扱わ
れており、バラエティに富んだ教
材になっている。取り扱われてい
るテーマは環境、自然、文化、歴
史などにわたっており、生徒が触
れておくべき題材となっている。

３つのUnitから成り、最初のUnit
では読解のスキルが確認でき、次
のUnitではそれらを意識しながら
進めることができる。最後のUnit
にも写真や絵が配置されている。

個々の表記・表現は標準的なアメ
リカ英語のものが基調となってい
る。写真やイラストは大きさも配
置も適切である。

外国
語

104 数研 コⅢ 338
Revised BIG DIPPER
English Communication Ⅲ

3
ス

語数、表現とも無理なく学習でき
る内容になっている。生徒の関心
を引く題材が取り上げられてい
る。３つのセクションに分かれて
いて、段階的に長文読解まででき
るよう工夫されている。

見開き２ページが１レッスンとし
て構成されている。本文のページ
と内容理解やコミュニケーション
スキルのページが分かりやすく配
列されている。

写真やイラストの配置も適切であ
る。発音記号は米語表記のみと
なっている。

○
外国
語

183 第一 コⅢ 344
Perspective
English Communication Ⅲ
NEW EDITION

3
普
国

扉にそのレッスンに関係のある写
真が載せられており、ブレインス
トーミングを行うことができる。
本文は見開きで２ページに収めら
れ読みやすく、扱われている題材
も読解に適している。章末の
Activity Plusで更に深いコミュ
ニケーション活動が可能となる内
容になっている。

見開きで本文が完結する構成に
なっており、次ページで本文のま
とめと文法事項の確認ができるよ
うに構成されている。

英語での指示文が多用されている
が、取り組むべきことは十分に理
解できるため適切である。Key
Expessionsの例文も概ね分かりや
すい。

外国
語

183 第一 コⅢ 345
Vivid
English Communication Ⅲ
NEW EDITION

3
ス

生徒の興味・関心に合わせた題材
が扱われている。本文の難易度も
高くないので読みやすく、学習内
容も精選されており学びやすい。

見開き２ページで構成されてお
り、段落ごとの内容理解が深めら
れるようになっていて分かりや
い。

写真やイラスト、図表等の配置も
適切である。文字も読みやすい。

外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 328
Revised Vision Quest
English Expression Ⅰ
Advanced

1
普

自己紹介やスポーツなど身近な話
題から社会問題などの題材が扱わ
れ、入試にも対応できる文法力と
表現力を養えるようになってい
る。

各課とも、文法を含むモデル会話
+文法解説+演習+発信活動の構成
になっていて、文法力と表現力を
育めるようになっている。

写真・イラスト・図表は大きさ、
配置ともに適切である。辞書とし
て使える実用的なページがあり、
英語の基本ルールを確認するのに
便利である。

○
外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 329
Revised Vision Quest
English Expression Ⅰ
Standard

1
普

自己紹介やスポーツなど身近な話
題から社会問題などの題材が扱わ
れ、基本からの文法力と表現力を
養える内容になっている。

各課とも、文法を含むモデル会話
+文法解説+演習+発信活動の構成
になっていて、文法力と表現力を
育めるようになっている。

写真・イラスト・図表は大きさ、
配置ともに適切である。辞書とし
て使える実用的なページがあり、
英語の基本ルールを確認するのに
便利である。

外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 330
Vision Quest English
Expression Ⅰ Core

1
普

自己紹介やスポーツなど身近な話
題から社会問題などの題材が扱わ
れ、核となる基本の文法力と表現
力を養える内容になっている。

各課とも、文法を含むモデル会話
+文法解説+演習+発信活動の構成
になっていて、文法力と表現力を
育めるようになっている。

イラストや図が多く取り入れられ
ていて、視覚的に理解できるよう
になっている。

○
外国
語

61 啓林館 英Ⅱ 322
Vision Quest English
Expression Ⅱ Ace

3
普

和文英訳などのセンテンス・ライ
ティングから自由英作文対策まで
を網羅した内容となっている。

パートが２つに分かれており、前
半では基本例文、簡単な文法演習
を経て、入試レベルの和文英訳に
取り組むことができる。後半では
英文エッセイを書く上で必要なス
キルを段階的に獲得できる構成と
なっている。

文法演習や和文英訳、自由英作文
と、自己表現活動をサポートする
上で必要とされる表現や情報が豊
富である。

外国
語

61 啓林館 英Ⅱ 323
Vision Quest English
Expression Ⅱ Hope

3
普

対話文から始まり、丁寧に文法を
確認した上で、少しずつステップ
を踏みながら自由英作文ができる
内容となっている。

パートが２つに分かれており、前
半ではモデル対話に始まり、基本
例文、簡単な文法演習を経て、自
己表現ができる流れになってい
る。その上で後半ではより長い自
由英作ができるような構成になっ
ている。

モデル対話文や例文が平易で大変
分かりやすい。絵や写真を使用し
た説明も豊富で分かりやすい。

外国
語

61 啓林館 英Ⅱ 307
Vision Quest English
Expression Ⅱ

3
普

英語表現Ⅰでの学習内容を発展さ
せて、表現活動ができるように
なっている。日本語発想をより自
然な英語表現にできるような配慮
がなされており、自由英作文まで
段階的に取り組めるような構成と
なっている。

パートが３つに分かれており、文
法項目の復習、パラグラフライ
ティング、プレゼンテーション活
動と段階的に学習することができ
る。

各ページにある設問やExerciseの
指示文が的確であり、各項目でど
のようなTaskに取り組むべきなの
かが明確である。

○ 家庭 7 実教 家基 314
新家庭基礎　パートナー
シップでつくる未来

1
国
2
普
ス

各章の始めに課題の投げかけがあ
り、生徒が現状分析を行い、課題
を見出しやすい。章末は世界の動
きも分かる内容があり、グローバ
ルな考え方もできる。コラムの設
定により興味・関心を引き出せ
る。

資料が課題解決しやすい構成で配
置も適当である。写真やイラスト
も文章量とのバランスが良い。

表現が生徒に分かりやすく、かつ
丁寧である。写真が鮮明で見やす
く、イラストやグラフも課題解決
に適した表現である。

家庭 50 大修館 家基 318
新家庭基礎　主体的に人生
をつくる

1
国
2
普
ス

キャリアプランを考える際、目標
設定をしやすい内容となってお
り、系統立てて理解しやすい。
また、主体的に人生設計を考える
とき、時間軸になっているので生
徒が具体的に考えやすい。

構成が見やすく、分量も適当であ
る。調理実習のレシピが詳しく丁
寧である。

図表が多く、データなどの解析が
しやすい。写真は小さなものまで
鮮明である。

家庭 183 第一 家基 320
高等学校　新版　家庭基礎
ともに生きる・持続可能な
未来をつくる

1
国
2
普
ス

図やイラストを活用した丁寧で理
解しやすい内容である。そのため
生徒が課題解決や実践を系統立て
て行える。ひとつひとつの言葉の
説明も具体的で高校生に適してい
る。

グラフや図表などがページ内でう
まく構成されている。分量はやや
少なめである。

イラストや図表が時間軸となって
いることが多く理解しやすく的確
な表記となっている。また、表現
も高校生に適したものが多い。

○ 情報 7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版 3

身近で具体的な例を用いて説明さ
れており、活用がしやすい。また
イラストやフローチャートで説明
がされている部分が多く、内容を
イメージできるようになってい
る。

それぞれの単元を数ページに渡っ
て詳細に説明しており、例題も豊
富で分かりやすい構成になってい
る。

分かりやすいイラストや図、話の
流れが見やすいフローチャートが
豊富に盛り込まれている。
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情報 7 実教 社情 312 高校社会と情報　新訂版 3

暗号化の仕組みや音声のディジタ
ル化など、「情報の科学」で扱わ
れる内容にも一部触れてある。

５章構成で、それぞれに分かりや
すくまとめられており、構成・分
量ともに適切である。

図・表・イラスト等、視覚的に分
かりやすく表現されており、配置
も工夫されていて内容が理解しや
すくなっている。

情報 104 数研 社情 314
改訂版　高等学校　社会と
情報

3

情報モラルの指導に配慮してお
り、また、プレゼンの流れや注意
点も詳しく説明している。電子
メールの注意点がまとまってお
り、新しいコミュニケーション
ツールにも対応している。

随所に実習やExerciseの欄があ
り、様々な実習に対応できる。分
量も適切な量である。

巻末に、ワープロや表計算の操作
方法が分かりやすく表記されてい
る。また、資料も充実しており生
徒が主体的に学ぶことができるよ
うに工夫されている。

情報 2 東書 情科 306 情報の科学 1

標準的な用語などについては網羅
されている。さらに、挿絵が多
く、理解を手助けする内容となっ
ている。

実習編と理論編に分かれており、
理解しやすい構成になっている。
また、理論編が先に来ることで授
業で活用しやすくなっている。

文章による説明もあるが、図解が
多く、理解しやすい表記となって
いる。

情報 7 実教 情科 307 最新情報の科学　新訂版 1

標準的な用語などについて網羅さ
れており、特に問題解決の章につ
いては、実習を交えたやや深い部
分まで記載されている。

基礎的な内容から導入し、徐々に
発展した学習ができる構成になっ
ている。特に専門的な用語などに
ついては適宜注釈がついており、
主体的な学習を促すことも出来
る。

文章による説明が中心となってい
るが、やや難しい部分については
必要に応じて図解が挿入されてお
り、理解しやすい表記となってい
る。

○ 情報 104 数研 情科 309
改訂版　高等学校　情報の
科学

1

標準的な用語に加えて、専門的な
用語も押さえてある。説明もしっ
かりと盛り込まれており、専門的
な内容まで理解しやすい内容と
なっている。

全４編で構成されているが、各編
で取り扱う内容を明確に分けてあ
り、扱いやすい構成になってい
る。

文章・図解ともにバランス良く使
用されているが、比較的文章によ
る説明が多い。図解は適切に盛り
込まれ、理解するのを手助けして
いる。
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番号 略称 記号 番号

国語 17 教出 国総 342 国語総合 1

評論教材が大変充実している。小
説は定番の作品がもれなく選定さ
れている。読解から表現につなげ
る工夫が随所に見られる。

適量である。古文・漢文編では基
礎力を高められるよう解説が充実
している。

古典の本文の脚注には、付録の年
表や文学史解説へのリードがあ
り、興味をもって、より深く学習
できるように工夫されている。

○ 国語 50 大修館 国総 344
国語総合　改訂版　現代文
編

1

小説は近現代の優れた作品が厳選
されており、安心して授業するこ
とができる。

適量である。現代文編では基礎力
とともに思考力もを高められるよ
う解説が充実している。

漢字や語句など基礎基本が身に付
く基本設計。学習意欲を高める、
見やすく機能的なレイアウトであ
る。

○ 国語 50 大修館 国総 345 国語総合　改訂版　古典編 1

教材は古文・漢文とも高校1年生
にふさわしい教材を取り揃えてい
る。

適量である。古文・漢文編では基
礎力を高められるよう解説が充実
している。

漢字や語句など基礎基本が身に付
く基本設計。学習意欲を高める、
見やすく機能的なレイアウトであ
る。

国語 143 筑摩 国総 355
精選国語総合　現代文編
改訂版

1

論理的な思考力を身に付けさせる
には適している。内容もよく精選
され、レベルが高い。

構成・分量ともに十分である。 図版が豊富であり、理解を助ける
のに優れている。

国語 143 筑摩 国総 356
精選国語総合　古典編　改
訂版

1

論理的な思考力を身に付けさせる
には適している。内容もよく精選
され、レベルが高い。

構成・分量ともに十分である。 図版が豊富であり、理解を助ける
のに優れている。

国語 2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ 2

小説は定番教材を押さえ、評論は
新しいテーマを取り入れるなど、
高いレベルでバランスが取れてい
る。

文章のジャンルごとに複数のテー
マを配置し、学力・関心に応じて
取り組めるよう構成されている。

全体として配色を抑え、脚注はポ
イントを絞るなど見やすい表記と
なっている。

国語 15 三省堂 現Ｂ 324 精選現代文Ｂ　改訂版 2

小説・評論ともにオーソドックス
な文章で構成されている。テーマ
や使われている語句などの抽象度
が高く、全体としてハイレベルで
ある。

ジャンルごとに複数の文章が配置
されており、分量が多い。

図や写真の配置が適切で理解に役
立っている。

○ 国語 50 大修館 現Ｂ 329 現代文Ｂ　改訂版　上巻 2

幅広いジャンルから定番教材を押
さえつつ、入試頻出のテーマを踏
まえた評論教材が収録されてい
る。「表現編」では「小論文対
策」が充実している。

上下分冊になっており、高校生の
うちに読んでおきたい小説が収録
されている。評論教材も数多く収
録され、社会性を広げる一助とな
る。

写真やグラフ、注釈などが充実し
ており、生徒の理解が深まるよう
な工夫がされている。

○ 国語 50 大修館 現Ｂ 330 現代文Ｂ　改訂版　下巻 3

幅広いジャンルから定番教材を押
さえつつ、入試頻出のテーマを踏
まえた評論教材が収録されてい
る。評論での重要語句の解説がよ
り深い理解の一助となっている。

上下分冊になっており、高校生の
うちに読んでおきたい小説が収録
されている。評論教材も数多く収
録され、社会性を広げる一助とな
る。

写真やグラフ、注釈などが充実し
ており、生徒の理解が深まるよう
な工夫がされている。

国語 117 明治 現Ｂ 335 新　精選現代文B 3

評論が２４編と充実しており、前
編では理論が明快で具体的な題材
を取り上げ、後編では抽象度の高
い文章を収録している。また、現
代の社会問題を取り上げた評論も
多く、入試出題傾向にも配慮した
作りとなっている。

定番の小説教材も収録しつつ、大
学入試を視野に入れた評論重視の
作りとなっている。前編・後編と
分かれてはいるが、上下分冊とは
なっていない。

評論、小説については文字が主体
のオーソドックスな作りとなって
いる。詩、短歌、俳句などの韻文
を取り上げた教材では、写真も多
用され、イメージを広げる一助と
なっている。

国語 117 明治 現Ｂ 336 新　高等学校現代文B 3

随想、小説教材が１６編と充実し
ており、生徒にとっては親しみや
すい教材群となっている。評論
は、理論構造が明快で、生徒を取
り巻く社会状況を考えさせる教材
が多く採用されている。

随想、小説、評論、韻文の各ジャ
ンルがバランスよく収録されてい
る。生徒にとっては、身近で、具
体的なテーマを扱った文章が多
い。前編・後編と分かれてはいる
が上下分冊とはなっていない。

教材の内容や語句の注釈に関し
て、図や写真が効果的に挿入され
ており、生徒の理解を助ける働き
を果たしている。

国語 183 第一 現Ｂ 340
高等学校　改訂版　標準現
代文Ｂ

2

定番教材を押さえつつ、評論では
自己・社会などの親しみやすい教
材が収録されている。

短く親しみやすい教材が多く収録
されており、物事を捉える視点が
学びやすく工夫されている。

カラーで見やすくまとめられてお
り、理解を深める工夫がされてい
る。

国語 15 三省堂 古Ａ 306 古典Ａ 2

本文中には現代語訳が入ってい
て、古典に興味がもてるような学
びやすい作品が多い。基本的な内
容となっている。

現代語に加えて、脚注も丁寧に書
かれている。各単元の分量も適切
である。

文字が大きく読みやすい。本文を
補うイラストも見やすく、古典の
学習を深めるうえで扱いやすい。

国語 17 教出 古Ａ 302 古典文学選　古典Ａ 2

物語や評論などのジャンルからさ
まざまな作品を収録している。時
代背景なども分かりやすく解説さ
れている。

分量は適当である。脚注が多く物
語を読み進めやすいように工夫さ
れている。

色使い・挿絵などがやや少なめで
ある。

採択
候補

平成３１年度使用教科用図書採択候補一覧
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○ 国語 50 大修館 古Ａ 315 古典Ａ 物語選 改訂版 2

いろいろなジャンルから教材が収
録されていて、古文・漢文とも
に、平易な作品がそろっている。

脚注が丁寧で充実しており、本文
を理解しやすい。

全てのページがカラーで見やす
く、生徒の興味を引くような工夫
がされている。

○ 国語 2 東書 古Ｂ 331 精選古典Ｂ　古文編 3

幅広いジャンルから定番の教材が
収録されており、入試にも対応し
やすい。参考図録も充実してい
る。

古文・漢文編の２分冊構成であ
り、生徒の実情に合わせて授業展
開が可能である。学習の段階を
追って学びやすい。

適切な図版が用いられ、現代の文
化と古典世界とのつながりを理解
するエッセイなども工夫されてい
る。

○ 国語 2 東書 古Ｂ 332 精選古典Ｂ　漢文編 3

漢文作品として定評のある作品が
多く収録されている。注釈も分か
りやすく、句法の説明も丁寧であ
る。

古文・漢文編の２分冊構成であ
り、生徒の実情に合わせて授業展
開が可能である。学習の段階を
追って学びやすい。

適切な図版が用いられ、現代の文
化と古典世界とのつながりを理解
するエッセイなども工夫されてい
る。

国語 17 教出 古Ｂ 336 精選古典Ｂ　古文編 3

ストーリー性の高い教材や定番教
材を多く採録している。

教材数は９４と多いが、図や写真
の使用は少ない。

文法事項の解説や練習は、文字が
小さいものの、緑色の傍線や赤丸
印の注意ポイントが使われ、理解
の助けになるような工夫がなされ
ている。

国語 17 教出 古Ｂ 337 精選古典Ｂ　漢文編 3

短い故事や逸話、史話を豊富に採
録している。短編から長編まで柔
軟に取り組めるようなものも多数
ある。

教材数は７６とバリエーション豊
かにバランスよく採録されてい
る。見開きごとに句型の訳し方や
用法が掲載され理解に役立つ。

本文や活字が見やすく工夫がなさ
れている。脚注や資料のフォント
がやや小さめである。

国語 183 第一 古Ｂ 350
高等学校　改訂版　古典B
古文編

3

古文と漢文が分冊である特徴とし
て、定番の作品が数多く採録され
ている。第Ⅰ章では基本的な学習
をし、第Ⅱ章ではより深く広く古
文の学習ができるように工夫され
ている。

「言語活動」や付録・口絵が充実
していて、読み物としても興味深
く読むことができる。

カラー写真による植物や現在の土
地柄へのつながりについても解説
が多く、古文の理解を助ける工夫
がなされている。文字中心のペー
ジが多めである。

国語 183 第一 古Ｂ 351
高等学校　改訂版　古典B
漢文編

3

古文と漢文が分冊である特徴とし
て、定番の作品が数多く採録され
ている。第Ⅰ章では基本的な学習
をし、第Ⅱ章ではより深く広く漢
文の学習ができるように工夫され
ている。

「言語活動」や付録・口絵が充実
していて、読み物としても興味深
く読むことができる。中国の歴史
に触れた逸話が取り上げられ、漢
文に対する親しみやすさがもてる
ような工夫がされている。

句法を一括して、解説している点
は、学習しやすく、生徒が独自に
予習復習できるような工夫がされ
ている。

国語 183 第一 古Ｂ 352 高等学校　改訂版　古典B 3

定番の作品から入試に頻出してい
る作品まで幅広く豊富に採録して
いる。内容理解には最適だが、文
法事項の確認問題は少ない。

本文だけでなく、巻頭巻末に豊富
な資料を配置し、各単元ごとに
ジャンル解説や文学史解析などを
置いている。

タイトル上部に年表スケールを置
き、作品の成立時期が分かる工夫
がなされている。

地理
歴史

7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版 2

豊富な写真と図版でイメージ豊か
に学習できるよう工夫されてい
る。地域毎に大きな地図を使った
特設ページで地理的な理解も深め
ることができる。「考えてみよ
う」など主体的に学び考える問い
かけの工夫もされている。

様々な角度から世界史を捉えるた
め多彩なコラムが掲載されてお
り、興味・関心を引く工夫がされ
ている。必要な内容が掲載されて
いながら、地図や資料も多く、分
量は適切である。

各単元事に、どこを学習するか地
図に色が塗られていたり、ページ
の端に時代と年号が記載されてい
るなど、一目で、学習している時
代と場所が分かるよう工夫されて
いる。

地理
歴史

35 清水 世Ａ 313
高等学校　世界史Ａ　新訂
版

2

時代区分が明瞭で学習しやすい。
「コラム」が充実しているため、
学習の手助けになっている。地図
や資料が豊富で見やすい。自ら調
べる意欲を促すことができる。

見開きで一時間扱いが可能な構成
となっているため扱いやすい。分
量は適切である。小見出しの中は
三項目程度でシンプルにまとまっ
ていて、とても見やすく構成され
ている。

「世界の歴史と日本」や本文の記
述は分かりやすい言葉を使用して
表現されている。あまり取り上げ
ない項目もあり新鮮な内容となっ
ている。

○
地理
歴史

81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版 2

地形図が大きく世界をつかみやす
くなっている。時代の変遷を略地
図で表すなどの工夫がなされてい
る。日本との関わりに関するテー
マが充実しており、興味、関心が
湧く内容構成となっている。

資料や図版がとても多く、大きく
て見やすい。解説も丁寧で分かり
やすい。歴史のキーパーソンやト
ピックスから、日本の歴史や現代
社会との関わりについて多く記載
されている。

シンプルな表記でありながら、多
くの図や表・写真と合わせること
により、出来事がどこで、どう
なったのかを分かりやすく表現し
ている。時代の変化を理解しやす
い。

地理
歴史

2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ 2・3

難解な記述が少なく、興味をもち
やすく歴史を連続して概観するこ
とができる。地図が多く掲載され
ていて、地理的な分野と併せて理
解することが可能である。

分量は適当であり、すっきりとし
た構成となっている。写真や図版
の配置が適切でとても見やすい。
側注が多めで、関連して知りたい
ことがすぐに分かるように構成さ
れている。

各章や各編の最初のページは時代
を象徴する出来事を写真で掲載し
てあるため、一目で概観できるよ
うに表現が工夫されている。表記
は平易で分かりやすいものとなっ
ている。

地理
歴史

7 実教 世Ｂ 309 世界史Ｂ　新訂版 2・3

入試の出題傾向にも対応してい
る。各種コラムが設定されてい
て、理解を深めることが可能であ
る。日本史に関わる記述も比較的
多い。記述は丁寧で要点をしっか
りつかんでいる。

シンプルな構成となっているた
め、授業展開がしやすい。戦後史
は国際関係を概観してからの内容
となり、全体的な歴史の流れがつ
かみやすくなっているため、興味
をもちやすい。

文章は平易な記述で、生徒にとっ
てはとても読みやすい。内容の理
解を助ける、視覚資料が豊富で適
切に配置されている。また、地域
別のインデックスは学習の手がか
りとなる。

○
地理
歴史

81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版 2・3

基本的な事柄が充実していて詳細
で分かりやすい記述となってい
る。地図が多めに掲載されている
ため、出来事がどこで起きたのか
がすぐ分かる。

シンプルな構成でまとめられてい
る為、取り扱いしやすい。各部の
まとめとして主題学習が設定さ
れ、多面的な学習活動が可能であ
る。入試に十分対応する分量と
なっている。

難しい表記は少なく、平易な表記
が多いため、比較的抵抗感なく読
み取ることができる。側注は少な
いが、詳しく記述され、各資料の
コメントも充実している。
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地理
歴史

81 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版 2・3

写真・地図・グラフ・系図などが
豊富で、カラーユニバーサルデザ
インに配慮するなど、視覚的な理
解が深まるよう工夫されている。

原始・古代、中世、近世、近代・
現代の4部構成になっているが、
特に近代・現代の経済分野の内容
が充実している。また、主体的な
学習を促す内容も取り入れてい
る。

やさしい文章で、基本的な歴史の
流れが把握しやすい。また、ふり
がなも丁寧にふってあるので読み
やすい。資料にも読み下し文が多
い。

地理
歴史

81 山川 日Ｂ 315 新日本史　改訂版 2・3

各部の扉のページには、日本と世
界における大きな時代の流れが書
いてあり、総合的な歴史を把握す
るのに適している。

本文も読みやすく、すっきりとし
たレイアウトになっている。ま
た、地図や図版も大きく見やす
い。本文を補うコラムも充実して
いる。

出来事の因果関係を重視した内容
を理論的に記述してある。内容が
詳細であるため、脚注も必要最小
限度にとどめてある。

○
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 2・3

本文は基本的事項の内容が充実し
ており、かつ豊富に記述されてい
る。図版や写真なども多く記載さ
れており、脚注には詳細な記述で
より高度な内容にも触れている。

原始・古代、中世、近世、近現代
の4部構成になっており、各時代
の特徴を捉えやすくなっている。
各部のはじめに年表を記載し、そ
の時代に何が起きたのか分かるよ
うになっている。

図版は配色に留意し工夫を凝らし
ている。写真がコンパクトに提示
されている。

地理
歴史

221 明成社 日Ｂ 302 最新日本史 2・3

学習指導要領に適した内容となっ
ている。歴史理解のため、豊富に
コラムが設けられている。人物を
多く紹介し、生き方を通じて歴史
の全体像をつかむよう工夫されて
いる。

Ｂ５判サイズ316ページから構成
されている。記述内容が精選さ
れ、無駄を省いた簡潔明瞭な文章
となっている。

記述内容は精選され、本文は縦書
きで表記されている。

地理
歴史

35 清水 地Ａ 311
高等学校　現代地理Ａ　 新
訂版

1

導入部分は世界を大観できるよう
な内容になっている。また、世界
の諸地域を広く学べるよう地誌学
習を充実して学べるようになって
いる。更に、地球的課題や自然災
害に対しても、見やすい写真や
データが多く使われている。

諸地域の導入については、自然、
生活、文化をテーマに置き、興味
関心を引くものを置いている。そ
の上で、各地の産業や地域の特色
が学べるように工夫されている。

基礎、基本を重視し分かりやすい
記述となっている。また、環境問
題や、平和問題については、考え
させる記述になっている。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 1

基礎的事項が体系的に整理され充
実している。大きな図版や写真、
模式図等で、地形や気候の自然環
境の概念を分かりやすく説明して
いる。

一つの単元が見開きで、まとまり
を良くしてあり、学習計画を立て
やすい。世界すべての地域をカ
バーしているが、分量や配列は適
切である。

文章表現も平易で、見やすく読み
やすいフォントを使用するなど工
夫してる。図版資料も豊富で見や
すく工夫がなされいる。

地理
歴史

130 二宮 地Ａ 309 基本地理Ａ 1

導入部は工夫されており生徒に親
しみやすい内容である。各単元を
通し日本と世界のつながりが体系
的に記述されると共に、随所に生
徒の興味を引くコラムが設けられ
ている。

図表や地図・写真などが豊富に使
用されている。また必要に応じて
活動しながら学習するページも設
けられ生徒の理解を深められやす
い。

文章表現が分かりやすく生徒が理
解しやい。注記表現も工夫され見
やすい。色使いも配慮されてい
る。

地理
歴史

2 東書 地Ｂ 306 地理Ｂ 3

様々な事項が、実際の写真や模式
図により視覚的に分かりやすいも
のとなっている。また、多くの写
真やグラフ、データから理解を深
めることが出来る。

本文の記述量に合わせて、写真や
グラフなどが構成されている。用
語解説なども充実しており、学習
しやすい構成、分量である。

分かりやすい表記が多く、丁寧な
内容解説である。また、防災学習
を中心に課題の探求が出来るよう
工夫されている。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 3

基礎的な事項が分かりやすく解説
されている。系統地理の全分野、
地誌においても全地域が扱われて
いる。

紙面が大きくて見やすく、内容の
分量も適切である。図表や写真を
本文内容にあわせて活用できるよ
う工夫されている。

文章表現は理解しやすい。重要な
用語には関連のあるページが参照
ページとして記載されており学習
しやすい。

地理
歴史

130 二宮 地Ｂ 305 新編　詳解地理Ｂ改訂版 3

基本的な事項、重要項目がもれな
く丁寧に説明されており、知識を
確実に定着させることができる。
系統地理単元でも地誌単元でも、
日本についての記述が豊富であ
る。

本文の記述にあわせて図表や写真
がレイアウトされている。世界の
諸地域をカバーしており、充分な
分量となっている。

カラーユニバーサルデザインが配
慮されており、色覚に特性のある
生徒にも読み取りやすい。印刷の
発色がよく、写真や図表が美し
い。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 1

詳細な地図を基本に豊富な主題地
図が配置されており、様々な用途
に対応できる。地形や気候に関す
る図版も適切で充分な統計資料を
掲載している。

オーソドックスな構成で資料も豊
富に掲載されており、各領域内容
がバランスのとれた配置となって
いる。インデックスが設置されて
おり、利便性を高めている。

伝統的な等高段彩表現が用いられ
ており、見やすい配色で、地形の
概観を理解しやすい。主要図に位
置図が併記され、地球上の位置理
解を促進している。

地理
歴史

130 二宮 地図 314 高等地図帳　改訂版 1

地域図に歴史資料が配置されてい
る。世界史の資料としても有用な
だけでなく、歴史的背景をふまえ
た地域認識が、より現実的に、よ
り印象深く、地域理解を進める内
容となっている。

歴史的資料や歴史地図の比重が高
いが、自然や政治、経済、時事問
題に関する図版や資料も適切に配
置されている。変形版の装丁は机
上で開き続けるのに利便性が高
い。

変形版の採用にともない、横長の
地域図、世界図が多用されてお
り、併置資料も横置きになってい
る。コンピューター画面に慣れた
ものには見やすい表記となってい
る。

地理
歴史

130 二宮 地図 311 詳解現代地図 1

ワイド判という特徴を活かした見
やすさと、豊富なテーマ図や多く
の資料、データが記載されてい
る。色使いも分かりやすく、バラ
ンス良く構成されている。

ワイド判ならではの見やすさと、
細かい部分ではあるが、国名の縁
取りや、ほかのページとの位置関
係も分かるインデックスマップな
ど、見やすいものとなっている。

インデックスによる地域区分や
データや、グラフなどにも、写真
も掲載し理解を深められるように
分かりやすい工夫がなされてい
る。

○ 公民 2 東書 現社 313 現代社会 3

基礎的内容から発展的内容までバ
ランスよく配列され、理解しやす
い。写真・図版・資料が精選さ
れ、適切である。詳細な文章で説
明されており、分かりやすい内容
になっている。

全体的に適正な構成と分量であ
る。図版と文章の配分が適切で、
全体の構成がまとまっている。

適切な表現で、詳細に記述され分
かりやすい。写真・図版が理解し
やすいように表現されている。
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公民 7 実教 現社 314 高校現代社会　新訂版 3

本文の記述は詳しく丁寧に表現さ
れており理解しやすい内容になっ
ている。時事問題が豊富に扱われ
ていて、生徒が興味関心をもてる
ように工夫されている。

「Q＆A」や「Seminar」などが設
定されており、詳しい理論や制
度、最新の話題や動向について生
徒が学習をより深められる構成と
なっている。

より高度な内容が詳細に記述され
ており、丁寧で分かりやすい表現
である。図版や資料が効果的に盛
り込まれている。

公民 35 清水 現社 316
高等学校　現代社会　新訂
版

3

学習指導要領の内容に適してお
り、授業を進める上で適切であ
る。高度な内容で質・量ともに充
実している。史料・図説・写真が
豊富で、歴史の理解・応用まで十
分な内容になっている。

質・量が豊富であり、内容が体系
的、発展的に配列・記述されてい
る。

豊富な史料・写真・図説が十分な
理解に役立つ。

○ 公民 2 東書 倫理 311 倫理 2

学習指導要領の内容に適してお
り、授業を進める上で適切であ
る。高度な内容で質・量ともに充
実している。史料・図説・写真が
豊富で、歴史の理解・応用まで十
分な内容になっている。

質・量が豊富であり、内容が体系
的、発展的に配列・記述されてい
る。

豊富な史料・写真・図説が十分な
理解に役立つ。

公民 35 清水 倫理 308 高等学校　新倫理　新訂版 2

基礎的な学習事項が丁寧に記述さ
れ、知識を補い理解を深める工夫
がなされている。また、言語活動
の展開など、生徒の主体的に考
察･学習していく内容にもなって
いる。

Ａ５判サイズ216ページで系統的
に構成されている。各編･章ごと
のページ配分や分量も適切で扱い
やすい。

オールカラー印刷で写真や地図、
概念図などが豊富に掲載され、学
習に際して効果的である。適切な
分量･範囲で見出しを設けるなど
工夫されている。

公民 81 山川 倫理 309 現代の倫理　改訂版 2

用語を多く取り上げ丁寧に記述し
て詳細な内容となっている。先哲
の思想や現代の課題を的確に盛り
込み、生徒が理解しやすい内容で
ある。

Ａ５判サイズ218ページで構成さ
れている。各節の冒頭には、先哲
の言葉や資料も掲載して工夫して
いる。

コラムに工夫があり生徒の関心を
引きやすい。また、資料や写真も
充実している。

○ 公民 7 実教 政経 313 最新政治・経済　新訂版 2・3

各章の導入部分にある説明文が分
かりやすく、生徒の興味・関心を
高めるものになっている。原典資
料も多く、複雑な思想内容も分か
りやすい図解で整理されている。

見やすさ、使いやすさを意図した
構成になっている。本文で基本事
項をおさえ、脚注でさらに理解を
深める工夫がされている。

各節の最初に置いてあるリード文
が平易な文章で書かれており、学
習内容が生徒に伝わりやすい。

公民 183 第一 政経 309
高等学校　改訂版　政治・
経済

2・3

基本的な内容を中心にまとめられ
ている。具体的な事例を中心に展
開されている。課題探求学習で
は、多角的･多面的に学ぶことが
できるよう工夫されている。

第１・２編で学習における着眼点
が明確に示されており理解しやす
い工夫がなされている。第３編で
は例を設けて課題探求学習を行い
やすくなっている。

すべてカラーページとし理解しや
すい。本文記述や図表において歴
史的な面が重視されており理解し
やすい。

公民 183 第一 政経 310 高等学校　新政治・経済 2・3

基礎基本を重視した的確な内容で
事例も適切である。第３編では
「スキルアップ」を設け、課題探
求学習の方法を詳細に説明し生徒
の学習が深まる工夫がされてい
る。

Ｂ５版サイズ160ページで構成さ
れている。見開き２ページで１
テーマとコンパクトにまとめられ
ていて分かりやすい構成である。

平易で分かりやすい記述であり、
図や表・グラフも豊富に配置され
生徒の理解の助けとなる。

○ 数学 2 東書 数Ⅰ 301 数学Ⅰ 1

例と例題の解説が丁寧で、問、節
末問題、章末問題と段階的にレベ
ルアップできる。問は例や例題と
同レベルの問題を扱い、基礎基本
の定着に役立つ。参考・発展の内
容も充実しており、その例題と演
習も用意され、基礎から応用まで
網羅されている。

見やすく、使いやすい大きさであ
る。見開きで説明がまとめてあり
「例題」や「問い」の量も適切で
ある。

色の配色は色数を抑え、色の濃淡
で表現されている。

数学 61 啓林館 数Ⅰ 325 数学Ⅰ改訂版 1

導入部分や例題の解説部分が丁寧
に細かく記載されており、基礎学
力の定着や理解に役立つ。また、
コラム欄には更に発展的な考え方
が紹介してあり、興味・関心を
もって学習を行うことができる。
学習だけでなく、考えの幅を広げ
られる。

構成・分量ともに適切である。 カラーバリアフリーに対応したデ
ザインとなっており、配色にも配
慮している。

数学 104 数研 数Ⅰ 327 改訂版　数学Ⅰ 1

図を用いた解説が丁寧であり、基
礎から入試レベル問題まで幅広く
対応した編集がなされている。ま
た、授業の流れを考慮し、応用問
題までスムーズに到達できるよう
配慮されており、全体的に問題が
適切に配置されている。

適切な問題が充実している。 丁寧で適切にまとめられている。
色彩が落ち着いていて、見やす
い。

○ 数学 2 東書 数Ⅱ 301 数学Ⅱ 2理

例や例題、問、節末問題、章末問
題と段階的に無理なくレベルアッ
プができる。問は例や例題と同レ
ベルの問題を扱い、基礎基本の知
識定着に役立つ。また、生徒の理
解度に合わせて弾力的な取り扱い
ができるように編集されている。

構成が適切である。分量は発展的
内容・課題学習を多く含み、盛り
だくさんである。

色の配色は色数を抑え、色の濃淡
で表現されている。

○ 数学 2 東書 数Ⅱ 302 新編数学Ⅱ 2文

例や例題と問との間に難易度の
ギャップが少なく、授業が円滑に
行えるように工夫がされている。
また、基礎基本が定着しやすいよ
う、内容が簡潔である。数学Ⅰと
のつながりも配慮れており、生徒
が取り組みやすいようまとめられ
ている。

丁寧な記述で構成されている。分
量的にも適切である。行間が広い
ため、読みやすい。

メリハリのある配色で重要箇所が
分かりやすい。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 325 数学Ⅱ改訂版 2理

基礎的な内容から応用までの設問
がコンパクトにまとめられてお
り、学力差に応じた授業を展開し
やすいよう工夫がなされている。
例のあとにすぐ問いがあり、取り
組みやすい。

構成は理解しやすく工夫されてお
り、分量も適切である。

色の配色は色数を抑え、色の濃淡
で表現されている。
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数学 61 啓林館 数Ⅱ 326 新編　数学Ⅱ改訂版 2文

基礎基本が充実している。また、
各章末に「ふり返り」の頁があり
公式や既習事項の確認がしやすい
よう工夫されている。例の後にす
ぐ練習があり、取り組みやすい。

構成・分量ともに適切である。 メリハリのある配色で、公式や
例、例題、練習が分かりやすい。
また、図が見やすい。

数学 104 数研 数Ⅱ 327 改訂版　数学Ⅱ
2
理

応用問題が充実しており、入試に
も対応できる内容になっている。
各例題が、次の例題や問題につな
がるよう、提示する数値や図な
ど、考慮されている。

問題が充実している分、分量はや
や多めだが、生徒の理解度によっ
て取捨選択しやすい。

色の配色は色数を抑え、色の濃淡
で表現されている。

数学 104 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ
2
文

既習事項とのギャップが少なく、
基礎・基本が定着しやすい。ま
た、段階的にレベルの高い問題に
もつながるよう工夫されている。

構成・分量ともに適切である。 メリハリのある配色で重要箇所が
分かりやすい。

○ 数学 2 東書 数Ⅲ 301 数学Ⅲ 3

学習事項・問題がコンパクトに
網羅されていて使用しやすい。
具体例からの導入図解色を使っ
た説明により、数学的楽しさが
体感できるよう工夫されている。

構成は理解しやすく工夫されて
いる。豊富な練習問題を取り扱
い、分量は多めである。

本文の理解を助けるように、イ
ラスト、図、写真が適切に用い
られている。

数学 61 啓林館 数Ⅲ 306 数学Ⅲ 3

系統的な学習ができるように配列
に工夫がみられる。また、各節の
最初に導入文が設けられており、
学習内容をイメージしやすいよう
工夫がなされている。

構成・分量ともに適切である。 図解を効果的に用い、理解しやす
い。

数学 104 数研 数Ⅲ 308 数学Ⅲ 3

問題のタイプが充実しており「研
究と発展」で更にハイレベルな問
題も扱っている。また、授業を進
めやすいように配列と題材が工夫
されている。

例、練習、応用、研究、問題、章
末問題と段階的に扱うことで無理
なくレベルアップできるよう適切
な問題が充実している。

丁寧で適切にまとめられている。
色彩が落ち着いており見やすい。
また、解説図が多数掲載されてい
る。

○ 数学 2 東書 数Ａ 301 数学Ａ 1

例と例題の解説が丁寧である。ま
た、問、節末問題、章末問題と段
階的にレベルアップできる。問は
例や例題と同レベルの問題を扱
い、基礎基本の定着を期待でき
る。また、数学Ⅰとの関連を配慮
した編集となっており扱いやす
い。

導入は数学的活動を取り入れた具
体例から入り一般化されており、
数学学習の意義や有用性を重視し
た構成になっている。また、学習
のねらいが明確に示されている。

色の配色は色数を抑え、色の濃淡
で表現されている。シンプルで見
やすい。

数学 104 数研 数Ａ 327 改訂版　数学Ａ 1

図を用いた解説が丁寧であり、基
礎から入試レベル問題まで幅広く
対応した編集がなされている。ま
た、授業の流れを考慮し、応用問
題までテンポよく取り組むことが
できるよう配慮されている。

適切な問題が充実している。 丁寧で適切にまとめられている。
色彩も落ち着いており、見やす
い。

数学 183 第一 数Ａ 333 高等学校　数学Ａ 1

重要な例題を押さえた構成で、無
理なく展開できる内容になってい
る。また、入試問題を効率よく学
習できる。

構成は理解しやすく工夫されてい
る。また、分量も適切である。

丁寧で適切にまとめられている。
また、色彩が落ち着いていて、見
やすい。

○ 数学 2 東書 数Ｂ 301 数学Ｂ 2理

例と例題、問、節末問題、練習問
題と段階的に無理なくレベルアッ
プできる。問は例や例題と同レベ
ルの問題を扱い、基礎基本の定着
に役立つ。

各ページの頭の項目を統一するこ
とで、学習に際し、より見やすく
なっている。

色の配色は色数を抑え、色の濃淡
で表現されている。

○ 数学 2 東書 数Ｂ 302 新編数学Ｂ 2文

例や例題と問の間に難易度の差が
少なく、授業が円滑に行えるよう
工夫がされている。また、基礎基
本が定着しやすいよう内容が簡潔
にまとめられている。

例・例題→問→節末問題→章末問
題の順に段階を追って一定レベル
の問題が過不足なく取り上げられ
ており、その分量も適切である。

メリハリのある配色で重要箇所が
分かりやすい。

数学 61 啓林館 数Ｂ 323 数学Ｂ改訂版 2理

例や例題、問、研究、節末問題、
章末問題と段階的に扱うことで無
理なくレベルアップできる。日常
生活での関連事項などを紹介した
「数学万華鏡」や「巻末広場」も
充実している。

節末問題、章末問題の内容が充実
している。章末問題は２段階に分
かれていて、構成配分も適切であ
る。

色彩が多すぎず、ページ全体とし
て見やすい。

数学 61 啓林館 数Ｂ 324 新編　数学Ｂ改訂版 2文

各章の初めにふり返りのページを
置いている。例、問、例題、練
習、研究、確認問題、章末問題と
段階的に扱うことで、無理なくレ
ベルアップできる。

確認問題、章末問題の内容が精選
されているので解きやすい。章末
問題は２段階に分かれていて、構
成配分も適切である。

色彩が多すぎず、ページ全体とし
て見やすい。

数学 183 第一 数Ｂ 332 新編数学Ｂ ２文

基礎・基本が確実に定着できるよ
うになっている。基本問題から応
用問題まで段階的にレベルアップ
が図れるよう工夫されている。

全体的に丁寧な記述である。ま
た、分量も各レベル毎に適切であ
る。

メリハリのある配色で重要箇所が
分かりやすい。
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○ 理科 2 東書 物基 311 改訂　物理基礎 2理

基本概念や法則など物理の系統性
を重視し内容がきめ細かく積み上
げられて、基本事項の正確な理解
が得られる内容になっている。ま
た、重要用語には英訳が付されて
いる。

必修の学習内容は厳選されてい
る。また、取捨選択した指導が行
えるように、明確に区分けされた
発展的学習内容も配置されてい
て、構成・分量ともに適切であ
る。

図版の中の説明が詳しく、重要な
図ではポイントをカラーで示すな
ど、理解を深める工夫がされてい
る。

理科 2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎 2文

身のまわりの物理的現象を総合的
にとらえられるように内容が精選
されている。図・表・挿絵・写真
等がバランスよく配置されてお
り、文章表現も平易に書かれてい
る。学習指導を進める上で適切で
ある。

構成・分量ともに適切である。 図や写真がの配置が適切で表現も
分かりやすい。

理科 7 実教 物基 313 物理基礎　新訂版 2理

記述が簡潔で、原理や法則が無駄
なく理解できるよう工夫されてい
る。また、生徒がつまずきやすい
内容は、Key flowとして、大切な
ポイントを順序よく解説してい
る。

構成・分量がともに適切である。
身近な事柄を多く取り上げて、工
夫がなされている。

タイトルや重要用語、公式の文字
解説などに英語表記がされてい
る。

理科 7 実教 物基 314 高校物理基礎　新訂版 ２文

記述が簡潔で、原理や法則が無駄
なく理解できるよう工夫されてい
る。また、生徒がつまずきやすい
内容には、特集ページを組み丁寧
に説明されている。

まとめを見ながら節末問題が解け
るように見開きページになってい
る。また、きちんと学習内容が定
着できるように、計算が必要な個
所には練習問題を配置されてい
る。

考える手順をフローチャートに示
すなど図や表が効果的に使用され
ており、本文の理解を助けてい
る。

○ 理科 61 啓林館 物基 306 新編　物理基礎 2文

物理的な現象がバランスよく簡潔
にまとまっており、図や表も見や
すく表記されている。生徒が学習
しやすい内容である。

図や写真の配置に工夫がされてい
て、生徒に印象が残りやすく工夫
されている。分量や構成も適切で
ある。

図版資料が豊富で、分かりやすい
説明がなされている。

理科 104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 2理

内容が系統的に配列され、説明も
簡潔である。また、問題が豊富
で、解説等も簡潔にかつ理解しや
すく書かれている。

見やすいようにページが割り振ら
れている。また、物理独特の表現
や用語を補足説明していて使いや
すい。分量も適切である。

カラーを活かしたビジュアルな図
や表が効果的に使われ、簡潔な表
現になっている。

○ 理科 2 東書 物理 308 改訂　物理 3

基礎・基本と合わせて入試を意識
した内容も記載されている。物理
基礎の内容もしっかりと載ってい
るので復習もかねて理解を深めら
れる内容である。

分量・計算式などが簡潔にまと
まっており、見やすい。

図やイラストが細部にあり、現象
を想像しやすい。１ページごとの
構成になっているので、見やすく
なっている。

理科 7 実教 物理 309 物理　新訂版 3

生徒がつまずきやすい内容や典型
的な問題を特集ページを組み詳し
く解説している。また、練習問題
も充実しており、理系の二次入試
まで対応できる内容になってい
る。物理を学ぶに必要な数学公式
もまとめられている。

節・項のタイトルに導入文を入れ
学ぶ内容が一目で分かるように工
夫されている。また、例題で扱っ
た内容を類題や練習で再確認でき
るようになっている。

物理現象をより理解しやすくする
ため、実験に写真を入れたり、図
が見やすく工夫されている。

理科 61 啓林館 物理 310 物理　改訂版 3

物理基礎からの関連をよく踏ま
え、基礎を含めた知識の定着に適
している。また探究心を深めるに
ふさわしい設問もある。

実験に関する記載が充実してお
り、その手順や様子まで把握する
ことができる。

呑み込みにくい現象や公式の所に
図解や注釈が多く、自己学習に向
けたバックアップがある。

○ 理科 2 東書 化基 313 改訂　化学基礎 1

取り組みやすい基礎的内容から、
さらに深く理解するための発展的
内容まで、幅広く学習できるよう
に構成されている。興味をもって
学べるようコラムが所々に配置さ
れている。

教科書内の全問題に解答と解説が
ついていて、生徒のつまずきを手
助けするものなっている。構成も
分量も適切である。

記号や計算単位などの使用が適切
である。また、図表なども効果的
に使われている。目次に教科書で
注目すべき記号などもまとめられ
ている。

理科 7 実教 化基 315 化学基礎　新訂版 1

授業に必須の内容、実状に合わせ
て取捨選択したい内容、さらに学
問的に詳しく掘り下げたい内容
が、それぞれはっきり区分けされ
ている。発展的な学習内容も充実
している。

構成も分量も適切である。知識が
しっかりと身に付く構成になって
いる。

平易な表現で分かりやすく表現さ
れている。写真が見やすくイラス
トも豊富で丁寧である。

理科 61 啓林館 化基 318 化学基礎　改訂版 1

取捨選択が可能なように上位科目
である「化学」の内容も盛り込み
ながら、豊富な内容をきっちりと
まとめている。章末問題の解答・
解説が非常に詳しく、生徒の自学
自習が可能な内容になっている。

化学への興味関心をもたせやすい
ように、話題性のあるコラムや豊
富な写真が適度に配置されてお
り、構成がよく、分量も適切であ
る。

鮮やかなカラー写真や工夫された
図表や例題により、本文の内容を
直感的・具体的に理解できるよう
になっている。

○ 理科 2 東書 化学 308 改訂　化学 2理

中学校での学習内容にも触れてい
る面があり、広く化学分野を解説
している。用語の英語表記も充実
している。

写真が多く掲載されている。物質
紹介では、私生活の中での実用例
も挙げらどのような物質なのか考
えやすい。

問題の解説も充実しており、自発
的な学習の出助けになる。グラフ
や図などが豊富で、生徒の興味・
関心を引く編集になっている。

理科 7 実教 化学 310 化学　新訂版 ２理

基礎から発展まで幅広く掲載して
あるため、網羅的に学習していく
ことができる内容。入試を意識し
た発展的な設問もある。

周期表に関しては写真が豊富に掲
載してあり、無機物を学習してい
くうえで非常に理解しやすい資料
になっている。

論述問題を扱っているため、分量
がやや多い。
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理科 61 啓林館 化学 312 化学　改訂版 2理

自然界の化学的な事象や現象を系
統的に学び、正しい物質観が身に
付けられるような充実した内容に
なっている。大学の専門分野で学
ぶ発展的な内容にも触れている。

話題性のある内容などが随所に設
けられており、生徒の興味関心や
探究心を引き出しやすい構成と
なっている。分量も充実してい
る。

多様な図や写真を効果的に配置し
て、生徒の好奇心を喚起し、知識
定着を促せるように工夫してい
る。

理科 2 東書 生基 311 改訂　生物基礎 1

各節ごとにNAVIとして、各章の流
れが確認できる工夫がなされてお
り、必ず質問から入るような作り
になっている。各ページの帯には
流れが確認出来るように工夫され
ている。

内容が見開き２ページ内に収まる
ように構成されている。本文は簡
潔で内容が精選されており、程
度・分量ともに適切である。

カラーの図や写真が必要な箇所に
ふんだんに盛り込まれている。図
や写真の質が高く、学習内容のつ
ながりを意識させる工夫がなされ
ている。

○ 理科 7 実教 生基 313 生物基礎　新訂版 1

学習した内容が互いに結びついて
いることを意識させるために、表
記方法を工夫している。各章のま
とめでは、生徒が自主学習を行う
ことができる工夫がある。

構成も分量も適切である。問題の
解答が巻末にあり見やすく工夫さ
れている。

イラストやカラー写真を用いて、
視覚的に理解できるように工夫さ
れている。また、本文中の行間に
青字で写真掲載ページが記載され
ている。

理科 61 啓林館 生基 315 生物基礎　改訂版 1

記述が簡潔で原理や法則が無駄な
く理解できるよう工夫されてい
る。また、発展は上位科目である
「生物」との接続を意識した内容
となっている。

重要内容を見開き構成にしたり、
グラフや図・表を読み解く問題を
各所に配置するなど構成もよく、
分量も充実している。

重要内容については図を大きく配
置するなど、視覚的に理解できる
ように工夫している。

○ 理科 7 実教 生物 308 生物　新訂版 3

基本を押さえつつも文章を簡潔に
することで要点を押さえやすい構
成になっている。重要な学習事項
が取り上げられ分かりやすく説明
されている。

章末問題が一問一答形式であり、
自身の学習度を総合的に判断する
指標とすることができる。

見開きで掲載された図解やカラー
写真が豊富であり、実態を連想し
やすい。

理科 104 数研 生物 310 改訂版　生物 3

復習から応用・発展まで着実な学
習を行っていける構成になってい
る。どこを押さえておくべきなの
かが明確である。

研究や+αの部分が充実してお
り、幅広い学習を行うことができ
る。

イラストやカラー写真を用いて、
視覚的に理解できるように工夫さ
れている。また、索引が充実して
おり単語を調べなおすのにも活用
できる。

理科 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物 3

「生物」の豊富な学習内容が細か
く網羅されており、分子レベルな
ど最新の視点から説明・解説する
など、最新の内容を盛り込みつつ
コンパクトな編集となっている。

必要に応じて見開きページにした
り、学習内容のまとめのページを
設定したりするなど構成に工夫が
みられる。分量も豊富で充実して
いる。

複雑な生物現象などが、分かりや
すく図にまとめられていて、ス
ムーズに理解できるようになって
いる。

○
保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1

内容構成が適切で、資料等も充実
している。また、生涯を通じた健
康やスポーツの基礎的な事項が、
分かりやすく記載されている。生
徒に多様な視点や課題意識をもた
せやすい。

１つの項目が見開き２ページで完
結する構成になっており、学習者
が学習範囲を意識できるように配
慮がなされている。

ポイントが分かるよう強調文字な
どが使用されており、カラーや図
表、イラストが多く生徒の興味関
心が起こりやすいように工夫され
ている。

保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 1

学習指導要領に沿って各単元の中
で適切に精選された内容が記述さ
れており、重点的内容が簡潔・適
切に説明されているので理解しや
すい。

構成内容がバランスよく配置され
ている。一つの項目が基本的には
見開き２ぺージで完結する構成に
なっており、重点的に学習が展開
できるように配慮がなされてお
り、まとめやすい。

カラー・図版も豊富で生徒の興味
関心を引きやすく、内容も理解し
やすい。的確な表現でまとめられ
ており、表記の仕方も強調され工
夫されている。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

1

テーマ学習が設定してあり、現代
の社会的、健康的な問題について
考える内容が多くある。学習のポ
イントが明記されており生徒が目
的意識をもって授業に取り組め
る。

構成・分量ともに適切である。単
元毎に平均的な分量になっていて
使いやすい。学習範囲が明確に提
示されており、まとめやすく指導
しやすい。

カラー・図版も豊富で生徒の興味
関心をひき、内容も理解しやす
い。的確な表現でまとめられてお
り、太字などで強調され工夫され
ている。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１ 1

歌唱と器楽の表現領域や鑑賞領域
に関し、幅広く教材を選べるよう
になっている。様々のジャンルか
らバランス良く扱われている。親
しみやすい曲や工夫した資料が多
く興味の湧く内容である。

内容バランスがよく配列されてい
る。曲や資料の分量が豊かで、生
徒が選択しやすい。

楽譜が大きく見やすく、生徒が自
主的に取り組みやすい表現になっ
ている。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 1

歌唱・鑑賞の内容の充実と、更に
楽器や音楽史についての内容も充
実している。日本の楽器や世界の
楽器についても細かい説明や、演
奏法が書いてあるため分かりやす
い。

演奏法などは写真も付いていて分
かりやすい。資料集としても活用
でき、工夫がなされている。

写真やイラストが効果的に活用さ
れ生徒が積極的に学習しやすい。

芸術 89 友社 音Ⅰ 311 改訂版　高校生の音楽１ 1

歌唱、器楽、鑑賞、創作とも題材
が世界各国・各地から幅広く取り
上げられており良い。また、カ
ラー印刷や写真がふんだんに取り
入れており、生徒が親しみやす
い。

バランスの良い構成、無理のない
分量、美しく親しみやすい装丁で
ある。

的確な表記で、表現も平易な言葉
であるため、生徒が理解しやす
い。

芸術 27 教芸 音Ⅱ 309 高校生の音楽２ 2

中学校での学習をベースにした
「高校生の音楽１」からさらに深
い学びにつながる「高校生の音楽
２」へ、歌唱、器楽、創作、鑑賞
と内容の幅も広がり、充実してい
る。

目次及び本文中に示した学習の目
標をもとにして、系統的に教材が
配置されており、確実に学習を進
め、発展的内容にも触れられるよ
う配慮されている。

表紙や扉からも高校生に向けた
メッセージが感じられるよう工夫
されており、音楽に親しみやすい
体裁となっている。
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○ 芸術 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２ 2

幅広いジャンルの曲が扱われてい
る。世界の諸民族の楽器について
もかなり内容の深い説明がされて
おり、生徒が興味をもって学習に
取り組める。ミュージカルやバレ
エ音楽に関しても充実した内容に
なっている。

鑑賞のポイントなどが分かりやす
く構成されている。また分量も程
よく、充実した内容の授業を行う
ことができる。

外国語の曲に親しみやすいように
表記が工夫されている。また写真
が分かりやすいので楽器の演奏に
も取り組みやすい。

芸術 89 友社 音Ⅱ 311 改訂版　高校生の音楽2 2

多様なジャンルの曲が扱われてい
る。歌唱・鑑賞だけでなく、西洋
音楽史や日本の音楽史、文化につ
いても分かりやすく説明されてい
る。

教科書の構成に工夫がされてお
り、写真や図が大きく見やすい。

作曲者についての資料が分かりや
すく、1曲1曲に挿絵がついていて
イメージしやすい。

芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 1

表現、鑑賞の題材がバランスよ
く、相互に関連を図りながら適切
に配置されている。幅広い文化や
時代の作品が多角的に掲載されて
いる。巻末資料の中で、作品作り
に役立つ基礎的な技法が具体的に
示されている。

各題材で学習のねらいを示した目
標が記されており、学習指導を効
果的に進めることが出来る。発
想、制作する際に参考になる「制
作ノート」が示されている。巻末
資料が豊富である。

Ａ４ワイド版の紙面を生かした作
品掲載などが取り入れられてい
る。ユニバーサルデザインに配慮
し、誰もが学習しやすい紙面づく
りになっている。用語や表記が統
一されており、記述の仕方も適切
である。

○ 芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 1

巻末の美術史解説、技法資料集が
大変充実しており、幅広い題材に
対応出来る。社会にある具体的な
参考作品が多く掲載しており、生
徒たちの興味関心を引くことがで
きる。

参考資料が豊富であり、また関連
作品のページが紹介されているた
め、多角的な視点から作品を鑑賞
することができる。

原寸大の絵画を見開きで配置する
など分かりやすいページ構成がさ
れている。文章量が適切で解説が
読みやすい。

芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 1

デザイン、美術の分野から幅広く
テーマを設定しており、東洋、西
洋、平面、立体など作品選択が的
確である。題材設定が良く、生徒
が興味・関心を引く構成となって
いる。

テーマが系統的に分かりやすくま
とめられており、色、形などの造
形要素から、表現技法まで順序良
く構成されている。装丁も美し
く、開きやすく丈夫である。

図版の質、量、大きさはテーマに
沿った理解を促すに十分である。
文章解説が分かりやすく適切で、
かつ写真が大変美しい。

芸術 116 日文 美Ⅰ 303 Art and You 創造の世界へ 1

制作プロセスが分かりやすく説明
されていて、取り組みやすい。基
礎・基本に沿った分かりやすい構
成になっている。

図版が豊富で見やすく構成されて
いる。解説が充実している。テー
マが系統的に分かりやすくまとめ
られており、装丁も美しい。

文章による説明や、作品の詳しい
解説が豊富である。図版の大きさ
やレイアウトが分かりやすく適切
である。

芸術 38 光村 美Ⅱ 303 美術２ 2

様々な芸術表現の特徴を取り上
げ、生徒自身の個性的表現に結び
つくような手助けとなっている。
素材や機能についても深く考慮さ
れている。

豊富かつ適切な図版が掲載されて
いるので、多くの知識を得ること
ができる。

解説のための表現が的確に作品を
表しているので、理解しやすい。

○ 芸術 116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２ 2

解説の文章が理解しやすくまとめ
られている。図版が美しく、構成
に工夫が見られる。適所に文章に
よる詳しい説明があり、美術作品
の鑑賞に好適である。

生徒作品も多く掲載されている。
現代美術の作品も豊富に紹介され
ていて、美術界の新しい動向にも
積極的に触れている。

テーマや構成に工夫があり、美術
作品の鑑賞に適している。

芸術 116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２ 2

題材の理解が深まるとともに、表
現や鑑賞の参考となる。制作プロ
セスの図解による解説が充実して
いる。

主題に応じた適切な作例が示され
ていて分かりやすい。年表などの
構成にも配慮が見られる。

分かりやすい文章表記で、現代的
な魅力ある表現になっている。

芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 1

書に親しみ、感性を豊かにするた
めの工夫が丁寧にされている。ま
た、古典教材としての書への興
味・関心を喚起し、書の伝統と文
化への理解を深めることができ
る。

近現代の創作作品や、カラー図版
を多用した書道史略年表などによ
り、自ずと書表現への親しみと意
欲を増すことができる構成となっ
ている。

単元ごとに落ち着いたカラー配色
で仕切られており切り替えが理解
しやすく、ページごとの説明文の
配置も一見して理解しやすい。

○ 芸術 6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 1

書道の幅広い活動を通して、書を
愛好する心情を育て、書道の基礎
的な能力を伸ばすよう、表現と鑑
賞相互の関連を図りながら各領域
が適切に構成されている。

カラーユニバーサルデザインにも
配慮し、作品の持つ雰囲気が伝わ
りやすい。構成・分量は適切であ
る。

書道専門用語、難読語にルビがふ
られており、古典資料にも大意が
あるので理解しやすい。

芸術 17 教出 書Ⅰ 307 新編　書道Ⅰ 1

書写から書道への導入部分や用
具、用材の違い等の導入が理解し
やすい。古典の比較がしやすく、
拡大版の文字も手本として活用し
やすい。篆刻・刻字、漢字・仮名
作品の創作の過程が丁寧に解説さ
れており理解しやすい。漢字仮名
交じり書も充実している。また硬
筆の書式、実用書の例等学ぶべき
内容を取り入れている。

和のイメージ装丁を前面に出して
いる。分かりにくい芸術が見慣れ
た形から入れる配慮がある。印刷
が鮮明で光らず目に優しい。

用筆・運筆を朱で図示、及び筆
順・字形の骨書があり理解しやす
い。

芸術 2 東書 書Ⅱ 305 書道Ⅱ 2

基準となる古典を体系的に配置し
つつ、多様な古典を扱っている。
漢字仮名交じり書のプロセスが分
かりやすく示されている。

版が大きく見やすい。古典の魅力
をよく伝えている。

分かりやすい言葉で簡潔に説明さ
れている。

○ 芸術 6 教図 書Ⅱ 306 書Ⅱ 2

書と周辺文化の歴史等が年表、写
真資料と共に掲載されていて書道
史全般が理解しやすい。篆書（甲
骨・金文・大篆・小篆）隷書（八
分・古隷・木簡）から草書、行
書、楷書と書体の変遷を順に配列
され古典の内容、図版も美しく原
寸大で掲載されている。

漢字の書は時代変遷順に構成され
仮名の書漢字の書として扱いやす
い。資料も豊富で印刷、装丁も非
常によい。

書道専門用語、難読語にルビがふ
られており、古典資料にも大意が
あるので理解しやすい。
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芸術 17 教出 書Ⅱ 307 新編　書道Ⅱ 2

漢字の書、仮名の書ともに学ぶべ
き重要古典が実際の写真とともに
年代順に配列されている。篆書の
骨書きや筆順も分かりやすい。書
Ⅰに続き漢字仮名交じりよの創作
例が分かりやすく掲載されてい
る。仮名の専門的な内容や、書論
もコラムは充実している。

Ⅰ～Ⅲともに光悦の作品で統一し
たデザインで格調高い。

書論が充実していて、古典資料に
はルビ、大意、解説がなされ理解
しやすい。

芸術 38 光村 書Ⅱ 308 書Ⅱ 2

漢字の臨書から鑑賞へ、創作への
流れが段階的に構成されている。
仮名は、紙面（空間）構成や、用
具の違いの発展的な学習ができる
ようになっている。文化の違いを
認識できるように例示の図版が多
い。

漢字の篆・隷・草が入り、分量は
かなり多くなっている。篆刻・刻
字も充実している。墨汚れ対応紙
を使用している。

拓本や作品はフルカラーで高精
細。紙面構成が大胆に配置されて
いる。

外国
語

15 三省堂 コⅠ 334
MY WAY English
Communication Ⅰ New
Edition

1

生徒の知的好奇心を刺激する現代
社会をとらえた題材を扱ってい
る。各課に４技能を総合的・有機
的に関連づけた活動が行えるよう
な配慮が見られる。

各セクションは見開き構成になっ
ていて、新出の文型・文法事項の
導入には既習事項を前のセクショ
ンに配列する等、生徒の自学自習
のしやすさに配慮している。

写真や図版を豊富に配列し、内容
理解の一助になっている。また、
各課冒頭ページの写真下には導入
時に題材に関する背景的知識が身
に付くよう工夫されている。

○
外国
語

17 教出 コⅠ 336
NEW ONE WORLD
Communication Ⅰ Revised
Edition

1

多彩な題材を扱っており、生徒が
興味・関心をもって取り組める。
学習内容も精選されていて学びや
すい。各課に会話練習や英作文の
活動もあり、表現力を身に付けら
れるよう工夫されている。

見開き構成でシンプルにまとめら
れていて、文法や例文が分かりや
すく配列されている。

写真やイラスト、図表等配置も適
切である。英文も読みやすい。

外国
語

61 啓林館 コⅠ 341
LANDMARK Fit English
Communication Ⅰ

1

生徒の興味・関心や知的好奇心を
喚起する比較的アカデミックな題
材が分野の偏りなく取り上げられ
ている。

レッスンの冒頭にパートごとの内
容を簡潔にまとめて提示してお
り、スムーズに単元に入りやす
い。見開き構成で内容理解の問題
が分かりやすく配列されている。

ポイントの部分が視覚的に分かり
やすくまとめられている。

外国
語

15 三省堂 コⅡ 332
MY WAY
English Communication Ⅱ
New Edition

2

生徒が興味をもつような内容が題
材となっていて、基礎から応用ま
で学習できるような構成になって
いる。

練習問題が整理されていて、その
量も豊富である。

ポイントのまとめが視覚的であ
り、理解しやすい。

○
外国
語

17 教出 コⅡ 334
NEW ONE WORLD
CommunicationⅡ Revised
Edition

2

多彩な題材を扱っており、生徒が
興味・関心をもって取り組める。
学習内容も精選されていて学びや
すい。各課に会話練習や英作文の
活動もあり、表現力を身に付けら
れるよう工夫されている。

見開き構成でシンプルにまとめら
れていて、文法や例文が分かりや
すく配列されている。

写真やイラスト、図表等配置も適
切である。英文も読みやすい。

外国
語

61 啓林館 コⅡ 339
LANDMARK Fit
English CommunicationⅡ

2

生徒の興味・関心や知的好奇心を
喚起する比較的アカデミックな題
材が分野の偏りなく取り上げられ
ている。

レッスンの冒頭にパートごとの内
容を簡潔にまとめて提示してお
り、スムーズに単元に入りやす
い。見開き構成で内容理解の問題
が分かりやすく配列されている

フレンドリーなイラストや写真か
せ多数掲載されていて、本文の内
容が理解しやすいようになってい
る。

外国
語

15 三省堂 コⅢ 306
MY WAY English
Communication Ⅲ

3

現代社会を捉えた題材が精選され
ている。コミュニケーション英語
Ⅰ・Ⅱで学習した文型・文法事項
を繰り返し扱い、反復学習できる
よう配列されている。

３つのUnitから成り、Unit１では
読解のスキルが確認でき、Unit２
以降ではそれらを意識しながら読
み進めていくことができる。

写真や図版が効果的に用いられて
いる。新出語の発音記号は米音表
記のみ。

○
外国
語

17 教出 コⅢ 331
NEW ONE WORLD
Communication Ⅲ Revised
Edition

3

生徒の興味・関心に合わせた題材
が扱われている。長文読解の力が
身に付けられるよう構成されてい
る。

長文は本校の生徒に適した長さで
ある。内容理解に関する問題も簡
潔にまとめられている。

写真やイラスト、図表等の配置も
適切で、英文も読みやすい。

外国
語

61 啓林館 コⅢ 313
LANDMARK
English Communication Ⅲ

3

昆虫、テレビ番組、絵画、言語、
社会理解など、高校生にとって必
要な題材が入り、よく構成されて
いる。英語の読み物としても優れ
ている。

分量は多く、英語が得意な生徒向
けの編集となっているが、パラグ
ラフ番号が付されていたり、本文
に関連したFurther Information
等、工夫が見られる。

写真は導入部以外では少ないが効
果的に使われている。入試頻出の
新出語は青字で表記されている。

○
外国
語

104 数研 英Ⅰ 332
DUALSCOPE English
Expression Ⅰ

1

各課冒頭にINTRO ACTIVITYがあ
り、学習する文法がどのような場
面・状況で使うのかを具体的に学
ぶことができる。タスクが豊富で
様々な活動を通して学習が進めら
れる。

各課が「触れる」→「理解する」
→「表現する」の内容で構成され
ている。文法の解説も簡潔で分か
りやすくまとめられている。

イラストや写真などの配置が適切
である。文法事項の例文末尾に巻
末例文一覧の通し番号を記してい
る。

外国
語

183 第一 英Ⅰ 335
Perspective English
Expression ⅠNEW EDITION

1

生徒の身近な暮らしや社会での暮
らしに関わる題材が多く選ばれて
いる。豊かな表現力が育成できる
内容になっている。

全24課で各課見開き４ページ構成
になっている。前半では基本的な
文法や文構造を学び、後半では各
種表現活動を通して定着を図るよ
うになっている。

写真、図版やイラストの配置は適
切である。巻頭にClassroom
English、巻末にトピック関連語
句等が掲載されている。

外国
語

183 第一 英Ⅰ 337
Vivid English　Expression
ⅠNEW EDITION

1

日常生活に身近なテーマで文法事
項が導入されている。基本的な文
法事項の定着を図り、平易な英文
で自己表現ができるよう構成され
ている。

各課の文法事項を見開き２ページ
で学習できるので分かりやすい。

各課の重要表現が大きく目立つよ
うに書かれていて見やすく、イラ
ストや絵も適切に配置されてい
る。
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○
外国
語

104 数研 英Ⅱ 325
DUALSCOPE English
Expression Ⅱ

3

英語表現に必要な学習事項が
Section 1～3に分かれており、段
階を追って学習できるようになっ
ている。

レッスンごとにTarget Sentences
が提示されていて、文法・表現の
習得がスムーズにできるように
なっている。

プレゼンテーションの手法や語
彙・表現リストが用意されてい
て、英語表現に必要な知識・スキ
ルが習得できる。

外国
語

183 第一 英Ⅱ 328
Perspective English
Expression Ⅱ NEW EDITION

3

生徒の身近な暮らしや社会での暮
らしに関わる題材が多く選ばれて
いる。豊かな表現力が育成できる
内容になっている。

前半では基本的な文法や文構造を
学び、後半では各種表現活動を通
して定着を図るようになってい
る。

写真、図版やイラストの配置は適
切である。巻頭にClassroom
English、巻末にトピック関連語
句等が掲載されている。

外国
語

183 第一 英Ⅱ 329
Attainable English
Expression Ⅱ

3

生徒の実生活に関連の深い題材が
選ばれ、様々な英語表現を使って
伝えられることを学ぶことができ
る。

文法事項を短いパラグラフで示
し、ターゲットとなる表現を身に
付けられるような構成になってい
る。

写真が各課のイメージを広げた
り、視覚的に文法を理解する助け
になっている。

外国
語

2 東書 英会 301
Hello there! English
Conversation

3

海外での日常生活に役立つ会話表
現が多く取り上げられている。

家庭、学校、社会における身近な
話題について会話する能力を段階
的に指導できる。海外での生活に
必要な基本的な表現を使って会話
する言語活動を重心的に行うこと
が可能である。

内容に関係のある写真などを多く
掲載している。

外国
語

15 三省堂 英会 302
SELECT English
Conversation

3

生徒の日常に身近な、あいさつ・
道案内・天気・買い物といった日
常会話から、将来の夢、余暇の過
ごし方などの自分の意見を発表す
るものまで取り上げられている。

身近なことについて英語を聞き、
話す能力を身に付けることを目標
とした構成となっている。

生徒の興味・関心を促すような図
版・写真などを掲載している。

○
外国
語

61 啓林館 英会 303
Sailing English
Conversation

3

生徒のコミュニケーションの目的
や興味・関心にあった話題・場面
を多く取り上げている。

聞く・話す活動をバランスよく配
列し、バラエティーに富んだ活動
ができるようになっている。

写真・イラスト・グラフなどを豊
富に入れ、カラー印刷によって魅
力的な紙面になっている。

家庭 6 教図 家基 313
高等学校 家庭基礎　グロー
バル＆サスティナビリティ

2

国際社会についての視点と、持続
可能な社会についての内容が各所
に掲載されている。広い視野と多
様な価値観についての内容と工夫
がされている。

データや表、イラスト、写真など
が適切に配置されており、学習し
やすく構成されている。

高校生とその家族のキャラクター
を設定し、生徒が興味関心をもち
やすい工夫がされている。また、
文章と図表のバランスがよく、視
覚的に理解しやすい表記がされて
いる。

○ 家庭 7 実教 家基 314
新家庭基礎　パートナー
シップでつくる未来

2

子どもや高齢者、衣食住、消費者
として経済的に自立するところま
で全体的に網羅している。自分ら
しさを見つめながら、主体的に実
践する態度を育てる視点を重視し
た内容である。

分野ごとに、現代社会を表す資料
などが盛りこまれており、視野を
広げることができる。学習を定
着・発展させやすい構成である。

イラスト、グラフ、写真も鮮明で
とても見やすい。丁寧で理解しや
すい表記であり、言葉の表現も高
校生が理解しやすくなっている。

家庭 50 大修館 家基 318
新家庭基礎　主体的に人生
をつくる

2

共生社会について、様々な視点か
ら考えさせる内容となっている。
各領域ともに、内容の深い資料が
掲載されており、生徒に身近な問
題として考えるきっかけを与えて
くれる。

見開き完結型で、授業計画が立案
しやすく、内容・分量に偏りのな
いバランスのよい記載となってい
る。

オールカラーで図表等が多い。特
に写真が鮮明で小さなものもはっ
きりしていて分かりやすい。

○ 情報 7 実教 社情 312 高校社会と情報　新訂版 1

学習指導要領の内容を整理分類
し、50のテーマに再構築されてい
る。暗号化の仕組みや音声のディ
ジタル化など、「情報の科学」で
扱われる内容にも一部触れてい
る。

5章構成で、それぞれに分かりや
すくまとめられており、構成・分
量ともに十分である。

普遍的で正確な表記がされてお
り、分かりやすく表現されてい
る。

情報 9 開隆堂 社情 313 社会と情報 1

学習内容を９つのユニットに分
け、各ユニットごとに明確な目的
があり、効率よく学べるように
なっている。各ユニット末には、
学習内容を実践的・体験的に身に
付けられるように実習や課題を設
けている。

９つのユニットからなり、ユニッ
トを自由に組み合わせることによ
り、様々な視点から学ばせること
ができる構成になっている。

図解や写真・表を多用しており、
事例を２コマのイラストで分かり
やすく示している。「Linkマー
ク」等を用いて、関連した情報が
分かるように表記されている。

情報 116 日文 社情 316 新・社会と情報 1

「基本」と「資料」に分かれてお
り、バランスよい内容である。
「アカデミック・スキル」という
色の違うページが設けられてお
り、問題解決学習を行う際の具体
的な手順が示されている。

１章～３章で構成されている。各
章とも初めにその章で学ぶキー
ワード等がまとめられている。装
丁も分かりやすさが重視されてお
り、見やすくなるような工夫もさ
れている。

見開きで資料のページが設けられ
ており、非常に分かりやすくまと
められている。イラスト等もふん
だんに用い、理解しやすく工夫さ
れている。

○ 情報 7 実教 情科 307 最新情報の科学　新訂版 3

例題にも詳細な解説がされてお
り、ポイントが分かりやすい。内
容的には難しい内容を扱っている
が、考え方の解説が非常に詳しい
ので、理解しやすい。

序章＋５章構成になっており、目
次のページもスッキリとしていて
見やすい。例題が随所に設定され
ており、理解を深めるのに大変良
い。

イラストや写真がふんだんに使わ
れており、分かりやすい。巻末に
用語解説や著作権法等の資料が豊
富にあり、理解しやすい。

情報 104 数研 情科 304 高等学校　情報の科学 3

情報を初めて学ぶ生徒でも、イラ
ストだけでなく、写真等もふんだ
んに使われており、分かりやす
い。

序章＋４章構成になっており、さ
らに巻末実習や巻末資料等もあ
り、充実した内容構成となってい
る。序章も４章に分かれ、各分野
が分かりやすくまとめられてい
る。

実習やコラム、Exercise等が多く
配置されており、より深く学ぶこ
とができるようになっている。動
画の仕組みを学ぶためのパラパラ
漫画があったりと、紙面の隅々ま
で工夫がされている。
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採択
候補

平成３１年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立高津高等学校（全日制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現

情報 183 第一 情科 311 高等学校　情報の科学 3

全ページカラーでイラストも大き
く見やすい。難しい分野でもイラ
スト等を使い分かりやすく表現さ
れている。章末問題の部分に書き
込めるスペースがあり、教科書に
直接記入できるような工夫がされ
ている。

一つの学習項目につき、見開き2
ページでまとめられており、分か
りやすい構成となっている。情報
Q&Aというコラムが各ページにあ
り、関連した内容が掲載されてお
り、深い学びを行うことができ
る。

イラストが大きく、非常に親しみ
がわく。文章表現が、生徒の目線
で分かりやすく表現されているも
のが多く、生徒にとって理解しや
すい。

家庭 6 教図 家庭 304
子どもの発達と保育　育つ
育てる　育ち合う

3

育つ・育てる・育ち合うという観
点から乳幼児の発達や福祉につい
て分かりやすい内容である。様々
な乳幼児の課題を明らかにして、
どのように対処すべきかが明記さ
れている。

章ごとにそのポイントになるコラ
ムが記されており、生徒の興味・
関心を喚起しやすい。表・図・イ
ラストの量もバランスが良い。

等身大の新生児の写真など、写真
やカラーイラストが豊富で文字も
大きく視覚的に理解しやすい。

○ 家庭 7 実教 家庭 311
子どもの発達と保育　新訂
版

3

各節はじめに学習のねらいが明記
されており、分かりやすい内容と
なっている。欄外にも動機づけと
なる設問があり、興味・関心を
もって学べる。

コラムやアクティビティー、言葉
の解説など興味や関心が喚起しや
すい構成になっている。

グラフ・表や実際の写真などが豊
富であり理解しやすい内容になっ
ている。

○ 家庭 7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 3

被服を製作するための基礎的な内
容が系統的に取り上げられてい
る。解説や資料が整っており、広
がりをもった学習が可能である。

実習例が多く、着装まで含め基本
的なことが学習しやすい構成であ
る。

実践させる内容が分かりやすく表
現してあり、欄外に詳しく説明が
あって理解しやすい。

家庭 6 教図 家庭 312
フードデザイン
cooking&arrangement

3

国際的視野で食文化の内容が取り
上げられている。栄養や食材料の
知識も興味をもちやすい。実習内
容やコーディネートも分かりやす
く説明してある。

余白を多くとり見やすい構成であ
る。学習を深めるための内容も豊
富に取り入れてある。興味や関心
をもちやすい構成になっている。

食材や手順なども図や写真も多く
使い分かりやすい表現となってい
る。調理用語など具体的な説明も
取り入れられている。

○ 家庭 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 3

食文化や食育にも重点を置き多岐
にわたる内容となっている。それ
ぞれの単元を細分化しより深く学
ぶことができる。

調理実習の献立は食文化だけでな
く、さまざまな食材を使った献立
や幅広い視点からの構成になって
いる。全体的に関心や理解が深ま
りやすい構成である。

写真や図・グラフなどの資料が充
実している。色彩も濃淡を使い、
より見やすい表現となっている。
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番号 略称 記号 番号

国語 2 東書 国総 332 新編国語総合

現代文編では、書店でよく見かけ
るような人気のある著者の作品が
収録されている。学習を通じて生
徒が読書に関心を持ちやすいよう
な内容である。

作品の収録数が多い。特に古文、
漢文は国語総合として扱うには充
分に作品が収録されている。

巻末にカラー写真での「古文参考
図録」が収録されている。文化、
地図等が詳細にまとめられてお
り、学習の一助となる。

国語 117 明治 国総 354 新　高等学校国語総合

小説の掲載数が多く、特に近代文
学は定番教材がそろっている。古
文漢文では、解説が丁寧なだけで
なく、現代作家による現代訳も掲
載され、より内容を味わうことが
できる。

教材末尾に初出漢字が分かりやす
くまとめられており、効率的に学
習することができる。

古文漢文編に記載されている地図
や図解が明確に色分けされてお
り、一目見て分かりやすい工夫が
されている。

○ 国語 183 第一 国総 362
高等学校　改訂版　新編国
語総合

1

現代文編では、映像化された作品
や現在人気のある著名な人物の作
品が多く、生徒の興味を引く内容
になっている。古文漢文編では生
徒にもなじみのある作品が多く掲
載され、古文漢文入門として適切
である。

大判で文字が大きく読みやすい。
全ページがカラーで印刷され、写
真や図解も分かりやすい。

各題材に添えられた学習のポイン
トが、授業での生徒の問の主軸と
しやすい。

○ 国語 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 3

コミュニケーション、メディア、
表現をはじめ面接や電子メールの
書き方等高校生にとって実践的な
テーマが多く取り上げられてい
る。

ウォーミングアップや言葉遊びと
いった楽しみながら学べる内容か
ら始まり、段階を踏んで生徒が学
習に取り組める内容になってい
る。

章ごとの色分けがカラフルで、目
で見て分かりやすく、楽しみなが
ら学べる工夫がされている。

国語 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版

各章についてのコラム、読み物が
多く掲載されている。生徒が楽し
みながら読み、自身の表現活動の
参考とすることができる。

巻頭に学習内容の索引がついてお
り、日常での表現活動で、ヒント
として活用できる工夫がされてい
る。

色使い等はシンプルだが、学習の
ポイントがはっきりと分かりやす
く表記されている。

国語 183 第一 国表 308
高等学校　改訂版　国語表
現

段階を踏んだ学習内容で、取り組
みやすい工夫がされている。文章
を書く上での基礎的な事項も多
く、生徒に作文の力を身に付けさ
せる上での一助となる。

実践課題が各章に設けられてお
り、学んだ事項の理解を深めるこ
とができる。

写真等挿絵が多く、生徒の興味を
引きつける。

国語 17 教出 現Ａ 302
現代文Ａ　青春文学名作選
―歴史の中の青春

表題の通り、高校生のうちに教養
として触れておきたい近代文学が
収録されている。作品を味わうだ
けでなく、著者についても深く理
解することができる。

「青春文学」をテーマに、教材本
文だけでなく関連書籍の紹介も充
実している。多くの作品、著者が
分かりやすく紹介され、生徒の興
味を引くものになっている。

教材文中の表現について、コラム
「ステップアップ」で丁寧な解説
がされている。現代との言葉の違
いや作品執筆当時の価値観等を分
かりやすく学ぶことができる。

○ 国語 50 大修館 現Ａ 308 現代文Ａ 改訂版 4

文学史上重要度の高い著者から、
現代で人気の高い著者まで、生徒
に一度は読ませたい作品が多く収
録されている。

随筆編はテーマに沿ってさらに細
分化されており、教員の教材選
択、生徒に学習テーマを意識させ
る上で有効である。

作品に添えられた写真が大きく閲
覧しやすい。学習のポイントがカ
ラーで本文に添えられており、生
徒の注意を引く。

国語 183 第一 現Ａ 307
高等学校　改訂版　新編現
代文Ａ

評論、随筆作品は生徒にとって身
近で取り組みやすいものが多い。
「社会」や「コミュニケーショ
ン」といったテーマを主としてお
り、高校生に読み考えさせたい内
容となっている。

巻頭に小説作家の紹介、巻末に現
代文参考図録が付録され、読書へ
の関心を高めることができる。

口絵、巻末ページはフルカラー
で、写真やイラストが豊富に掲載
されている。文章の世界を目で見
て楽しむ工夫がされている。

地理
歴史

2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ

歴史事象を詳しく説明している。
大事な部分は、太字になってい
る。歴史のトピックになるような
生徒の興味・関心がわく内容に
なっている。

構成・分量・装丁も適切であり、
生徒の興味・関心がわく内容に
なっている。

年表・地図・写真を多く網羅して
おり、史料・資料も豊富で分かり
やすい。

○
地理
歴史

7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版 3

58単元で近現代史をまとめている
ので、学びやすい。見開き２ペー
ジで、単元にかかわる地図や史料
資料を入れており、世界の中のど
この歴史を学んでいるか工夫され
ており、とても分かりやすい内容
になっている。

本文見開きの冒頭に王朝編成図が
あり、本文の内容と対応しており
分かりやすい構成になっている。
生徒の興味・関心のわく内容が盛
り込まれている。分量も適量であ
り、装丁もしっかりしている。ア
クティブ・ラーニングにも対応で
きる。

写真・地図・コラムがとても多く
網羅されており、分かりやすい表
記・表現になっている。多様な教
材・内容によって、歴史事象に対
する興味・関心がわき、生徒がと
ても理解しやすい表記になってい
る。

地理
歴史

183 第一 世Ａ 317
高等学校　改訂版　世界史
Ａ

説明が詳細で、現在と過去のつな
がりに、力点をおいて述べてい
る。世界の一体化の展開や時代・
地域の特色が具体的に理解できる
特集ページも網羅されている。

歴史への興味・関心を喚起する豊
富なコラムになっている。「世界
史へのいざない」など、主体的・
対話的な学びができる。

大きな地図が表記され、世界の展
開や時代・地域の特色が具体的に
理解できる特集ページになってい
る。

地理
歴史

35 清水 日Ａ 310
高等学校　日本史Ａ　新訂
版

各編扉ページは日本史と世界史と
大きな流れを把握できるように工
夫され、他科目との連関が図られ
ている。内容の程度は、あくまで
学習の主体者としての高校生の発
達段階に適応しており、歴史的事
項の選択も適切である。

本文は、２～３ページを１テーマ
にあて、テーマ毎に学習目標が設
定されており、文章も平易に記述
されている。また、学習の興味を
深めるさまざまな視点からのコラ
ムが随所に設けられている。

活字の大きさは適切で、印刷も鮮
明である。

○
地理
歴史

81 山川 日Ａ 314 現代の日本史　改訂版 4

課題を持って学習に取り組めるよ
う各見出しの導入として生徒の関
心を高める写真と問いかけを設け
てある。

近現代を全８章に分け時代の特色
や推移を国際環境のかかわりの中
で理解できるよう時期別に構成し
てある。

図版は大きく掲載されており、見
やすくなっている。また、写真は
生徒が興味・関心をもてるような
ものが選択されているようだ。

表記・表現

平成３１年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁
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番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３１年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

地理
歴史

183 第一 日Ａ 312
高等学校　改訂版　日本史
Ａ　人・くらし・未来

教科書全体を通して、本文記述に
密接に関連した豊富な図版を掲載
しており、文章と図版によって、
内容の理解をさらに深めることが
できる。

完全見開きの構成で、1時間の指
導の区切りがつけやすく、適切な
分量にもなっている。時系列の展
開で、生徒が理解しやすい。

書体が見やすく文字の行間も適切
である。写真や資料の発色もよ
く、製本がしっかりしていて開き
やすく、本書の特色とする図版を
使った学習に適している。

地理
歴史

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ

学習内容に入る前に作業的な課題
などがあり、興味関心を持ちやす
くなっている。また、学習内容に
関連した今日的な課題や話題など
が豊富に記載されている。

構成や分量も適切で図説や写真な
ども豊富で理解しやすく提示され
ている。

書き込みや学習内容の振り返りが
できるようになっている。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 312 高校生の地理Ａ 2

世界を旅する感覚で地理が学べ
る。事例地域での自然環境や人々
の暮らしなどを旅行者視点から学
習することができる。また、現代
社会が抱えている諸課題の解決に
向けて、主体的に取り組む態度を
育成できる内容である。

興味を引く話題からスムーズに地
理学習へと導く展開となってい
る。各単元ごとにSKILLという
コーナーがあり、読図などの活動
がしやすい。

統計やグラフ・地図ではカラーユ
ニバーサルデザインに配慮され色
覚に特性のある生徒にも見やすく
掲載されている。

地理
歴史

130 二宮 地Ａ 309 基本地理Ａ

地理を基礎から学べるように構成
されており、全世界で起きている
事象を多角的に捉えている。特
に、日本の自然環境の特色と地震
などの自然災害と防災についての
内容が詳しく掲載されている。

地理の基本内容がしっかりおさえ
られているので、内容もページ分
量も充分にあり段階的に地理的知
識を学習できる。また、歴史上の
人物やアニメーションなどの教材
を通して学習できる。

図表や写真が豊富で見やすく、重
要用語は太字にしたうえで参照
ページを施してあり、相互の関連
も容易に把握することができる。
また、難しい擁護には用語解説が
掲載されている。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 313
地歴高等地図　-現代世界と
その歴史的背景-

2

風土に着目して、自然環境を背景
に広域文化圏を読み取れる図取り
や表現を工夫した地図である。地
理と歴史を共通の目的に使用でき
る内容で、異文化理解が図れる内
容である。

政治･経済の重要地域だけではな
く、国家の枠を越えた文化圏や文
化の中心地が読み取れるように図
取りを多数掲載されており、世界
の諸地域への理解が深まるよう構
成されている。

世界地図のページには、位置図が
設けられ当該地図の位置が確認し
やすく、また、索引は史跡・歴史
的地名を青字に、国名・都市名を
赤字にするなど理解しやすくなる
よう配慮されている。

地理
歴史

46 帝国 地図 309
標準高等地図-地図でよむ現
代社会-

世界・日本の諸地域に関する幅広
い知識と教養が身に付くように、
大判を生かした掲載となってい
る。世界の注目が集まる地域は拡
大図が豊富に使われている。ま
た、世界の都市図も豊富で都市の
様子も理解しやすい。

国際化の情勢を受け、世界地図を
充実させた上で、世界地図・日本
地図・資料図・統計をバランスよ
く配置されている。

等高段彩で統一されている地図表
現と重要地名を解説したワンポイ
ント解説が見やすく分かりやす
い。世界地図頁には位置図があ
り、該当地図が地球上のどの位置
か確認しやすい。

地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図

AB版の大きな誌面で見やすい。
資料性の高い主題図が豊富に掲載
されており、歴史・民族・農業・
工業などの様子もわかるように
なっている。また、ハザードマッ
プの例が掲載されておるので防災
教育にも役立つ。

世界地図、日本地図、資料図、統
計がバランスよく配分され、各図
の比較・関連、学習内容の深化が
図れるよう工夫されている。地理
的分野以外の世界史や日本史でも
使えるよう工夫されている。

世界の拡大図に周辺地域のページ
数が明記されるなど、生徒が興味
や関心をもって地図帳を活用する
ための工夫がなされている。

地理
歴史

130 二宮 地図 314 高等地図帳　改訂版

主題図は、地理で必須のテーマを
世界図レベルで掲載させており、
言語・宗教・工業・農業などでは
需要な地域主題図及び大州規模の
主題図画取り入れられており学習
上必要な要件はしっかり掲載され
ている。

一般図・主題図・統計資料が学習
上適切な分量が考慮されている。
前半が一般図、後半が主題図の２
部構成になっているので、まとめ
てみる場合は大変便利である。

文字に白いフチがあり、色覚特性
のある生徒にも配慮されている。
世界一般図ではインデックスマッ
プを収録し、地球上での位置や他
地域との関係性が理解しやすい。

○ 公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 1

基礎・基本が丁寧に記述されてお
り、身近な題材を扱うことによっ
て、自らの問題として現代社会を
とらえる内容になっている。ま
た、補足的・発展的な内容も注や
小本文の形で過剰にならない範囲
で取り上げている。

見開き２ページで１テーマがまと
められていて、それぞれの学習事
項の分量も適切である。政治・経
済分野、倫理分野ともに、内容が
充実している。とくに政治・経済
分野では時事的な話題や最新の動
きを豊富に取り上げている。

カラーの図版などが豊富なため、
生徒が理解しやすい。さらに現代
社会の動向やその課題を地図や写
真、グラフなどで分かりやすく理
解できるヴィジュアル特集が１０
テーマあり、授業の導入やテーマ
学習に利用できる。

公民 17 教出 現社 304 最新　現代社会

政治・経済分野をはじめ学習内容
が充実し、哲学思想や歴史（経済
史など）といった発展的・横断的
な内容も適宜取り上げられ、バラ
ンスのとれた学習事項が扱われて
いる。

各単元とも基礎的な内容から発
展･応用的な内容まで、順序よく
構成され、見開きで使いやすい。
特に政治・経済分野をはじめ、生
徒に身近な話題を適度に取り入
れ、学習内容が根本から理解でき
るように工夫されている。

事例の紹介や、特定のテーマを解
説する小コラムが多くのページに
みられ、学習に深みを与える。重
要語の解説や法律条文、各種資料
などを見開き紙面のなかに設け、
学習のいっそうの理解と発展が図
られている。

公民 35 清水 現社 316
高等学校　現代社会　新訂
版

各章末と巻末に課題探究学習を展
開し、生徒の主体的な学習活動を
促す工夫がなされている。テーマ
ごとに「目標」が設定されて基礎
的・基本的な事項が簡潔で分かり
やすく記述されている。

本文は見開き２ページ１テーマの
パターンで、テーマごとに「目
標」として学習内容の目標が短文
で簡潔に示されており、分量的に
も扱いやすい構成になっている。

オールカラー印刷で写真やグラ
フ・概念図・年表などが効果的に
豊富に掲載され、生徒に親しみや
すく編集されている。・表記・表
現は発達段階に応じて適切に表示
されている。

○ 数学 2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 1

どの単元も中学校数学からの接続
を意識した基本的な内容を重視し
ており、初学者でも取り組みやす
いものになっている。特に数学的
な技能に関しては、プレリュード
において中学校の内容を十分に復
習できるようになっている。

節ごとに学習のねらいが平易な内
容で記載されており、学習の見通
しが立てやすい。練習問題の量が
多く、基本的な問題を反復練習す
ることができる。

ページの右端に関連する既習事項
が記載されており、復習しながら
学習を進めることができる。色使
いも見やすく、重要事項の理解が
しやすくなっている。

数学 61 啓林館 数Ⅰ 326 新編　数学Ⅰ改訂版

学習者が着実に理解を深められる
ように、例題と練習問題の符号に
配慮するなどの工夫が見られる。
また、「研究」では基本的な内容
だけではなく、応用的な内容を
扱っており興味関心を高めること
ができる。

例と問、例題と練習が一対一に対
応されている構成となっており、
数学が苦手な生徒でも対応しやす
い。問・章末問題等、基礎・基本
の定着に充分な分量である。

重要な部分のみに着色するなど、
学習しやすい表記になっている。
平易な表現で解説されており、初
学者でも理解しやすい。

数学 183 第一 数Ⅰ 334 新編数学Ⅰ

学習内容が細分化されており、中
学校の既習事項を活かしやすい。
公式を導く過程も丁寧に扱ってお
り、理解しやすい内容になってい
る。

用いる技能に応じて、例題・練習
問題を分けるなど学習しやすい構
成になっている。練習量の確保が
必要な内容については、巻末にも
問題を補充するなどの工夫があ
る。

問題の解法を平易な表現で示して
あり、数学が苦手な生徒にも取り
組みやすい。全体的に落ち着いた
色合いで見やすい紙面となってい
る。
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○ 数学 2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ 4

数学が得意ではない生徒でも取り
組みやすくなるよう、重要かつ基
本的な内容を取り扱っている。内
容の説明も平易な例から取り上げ
たり、図式化したりすることで、
理解しやすいものとなっている。

節ごとに学習のねらいが平易な内
容で記載されており、学習の見通
しが立てやすい。練習問題の量が
多く、基本的な問題を反復練習す
ることができる。

例では、問題を解く際の留意すべ
き点が確認できるように、解法の
ポイントを青字で示されるなど、
ユニバーサルデザインに配慮され
ている。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 326 新編　数学Ⅱ改訂版

学習者が着実に理解を深められる
ように、例題と練習問題の符号に
配慮するなどの工夫が見られる。
また、「研究」では基本的な内容
だけではなく、応用的な内容を
扱っており興味関心を高めること
ができる。

例と問、例題と練習が一対一に対
応されている構成となっており、
数学が苦手な生徒でも対応しやす
い。問・章末問題等、基礎・基本
の定着に充分な分量である。

本文と例、例題を見開きにまとめ
るなどして学習しやすいように
なっている。また、節のはじめな
どの内容の導入ページでは説明を
簡潔な表現にまとめている。

数学 183 第一 数Ⅱ 334 新編数学Ⅱ

どの内容の説明も図による解説が
多く、視覚的に理解しやすくなっ
ている。また、弧度法やlogに慣
れるために練習問題の充実などの
配慮がなされている。

用いる技能に応じて、例題・練習
問題を分けるなど学習しやすい構
成になっている。練習量の確保が
必要な内容については、巻末にも
問題を補充するなどの工夫があ
る。

問題の解法を平易な表現で示して
あり、数学が苦手な生徒にも取り
組みやすい。全体的に落ち着いた
色合いで見やすい紙面となってい
る。

○ 数学 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 3

どの単元も中学校数学からの接続
を意識した基本的な内容を重視し
ており、初学者でも取り組みやす
いものになっている。場合の数で
は全ての場合の樹形図を載せるな
ど、生徒の理解を助けるものと
なっている。

節ごとに学習のねらいが平易な内
容で記載されており、学習の見通
しが立てやすい。練習問題の量が
多く、基本的な問題を反復練習す
ることができる。

数式部分は、大きめの書体を使用
するなど、ユニバーサルデザイン
に配慮されている。また、題材を
できるだけ写真で示し、生徒が具
体的なイメージを持って学習に取
り組むことができるように配慮さ
れている。

数学 61 啓林館 数Ａ 326 新編　数学A改訂版

学習者が着実に理解を深められる
ように、例題と練習問題の符号に
配慮するなどの工夫が見られる。
また、「集合」を数Ⅰ・数Ａのど
ちらでも扱えるような単元の配列
がされている。

例と問、例題と練習が一対一に対
応されている。また、「図形の性
質」については求値問題を中心に
構成となっており、数学が苦手な
生徒でも対応しやすい。

解説の色遣いや図の位置を工夫
し、本文と図が一体となって理解
できるように配慮されている。

数学 183 第一 数Ａ 334 新編数学Ａ

学習内容が細分化されている。ま
た、樹形図や素因数分解、作図な
ど中学校の既習事項の再確認する
ことで、その後の学習がスムーズ
になるよう配慮されている。

計算が平易なものを扱うことで本
質部分の理解に集中できるような
構成になっている。練習問題の量
が多く、基本的な問題を反復練習
することができる。

計算方法の図解化などの工夫があ
り、理解しやすいようになってい
る。全体的に落ち着いた色合いで
見やすい紙面となっている。

○ 数学 2 東書 数Ｂ 318 新数学Ｂ 3

数学が得意ではない生徒でも取り
組みやすくなるよう、重要かつ基
本的な内容を取り扱っている。理
解が難しい公式の取り扱いは参考
のみにするなどの配慮も見られ
る。

節ごとに学習のねらいが平易な内
容で記載されており、学習の見通
しが立てやすい。練習問題の量が
多く、基本的な問題を反復練習す
ることができる。

数式部分は、大きめの書体を使用
したり、例や例題の区切りが分か
るようなデザインになっていたり
ユニバーサルデザインに配慮され
ている。

数学 61 啓林館 数Ｂ 324 新編　数学Ｂ改訂版

学習者が着実に理解を深められる
ように、例題と練習問題の符号に
配慮するなどの工夫が見られる。
また、「研究」では基本的な内容
だけではなく、応用的な内容を
扱っており大学入試を意識したも
のとなっている。

例と問、例題と練習が一対一に対
応されている構成となっており、
数学が苦手な生徒でも対応しやす
い。問・章末問題等、基礎・基本
の定着に充分な分量である。

本文をイメージできる図式を用い
ることで、内容を視覚的に理解で
きるようにしている。

数学 183 第一 数Ｂ 332 新編数学Ｂ

学習内容が細分化されている。解
説も丁寧にされており、ベクトル
やΣの意味が無理なく理解できる
ような内容になっている。

計算が平易なものを扱うことで本
質部分の理解に集中できるような
構成になっている。練習問題の量
が多く、基本的な問題を反復練習
することができる。

例題には、問題を解くための要点
を示す「ガイド」があり、学習し
やすいような配慮がなされてい
る。全体的に落ち着いた色合いで
見やすい紙面となっている。

理科 61 啓林館 科人 302 科学と人間生活

科学に関する内容が広範囲にわ
たって解説されている。科学技術
が日常生活に利用されている例な
どが多数取り上げられている。

写真や図を中心に見て分かるよう
に工夫されている。

日常的な題材を利用した実験・観
察を設け、学習したことを理解・
定着するようになっている。

理科 104 数研 科人 308 新　科学と人間生活

科学全領域に関する内容を、詳細
かつ広範囲にわたって解説してあ
るため、高度な理科の知識の習得
が期待できる。

豊富な図表に詳細な解説が付記さ
れている構成のため深い理解が得
られる。

やわらかい色使いで取り組みやす
い。イラストも豊富で丁寧であ
る。

○ 理科 183 第一 科人 309
高等学校　改訂　科学と人
間生活

1

実社会・実生活に関する事物・事
象を通して、自然と人間生活につ
いて学習でき、現在の人間生活に
は科学技術が不可欠であることを
理解できる内容になっている。

基礎的・基本的な学習事項の確実
な定着が図れるようになってい
る。１テーマを見開き２ページで
まとめ、生徒が見やすい紙面構成
になっている。

身近な題材や実生活に密着した事
象を取り上げた実験・観察が取り
上げられている。創造性を培い、
自ら学習しようとする意欲が高め
られるような工夫がなされてい
る。

理科 104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎

化学基礎の要点を随時確認できる
内容で、巻末には、問題の解答・
解説が丁寧に記載され生徒が学習
内容を理解しやすくなっている。

生徒の興味や関心が高まるような
写真やコラムが多数掲載されてお
り、化学をより身近に感じること
ができるようになっている。

化学への理解を促す写真や図、表
が多く、生徒自身が化学を日常生
活と結びつけやすいような工夫が
されている。

理科 104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎

化学基礎で必要とされる内容とと
もに復習事項があり、違和感なく
学習できるよう工夫されている。
また高度な発展内容も精選され、
無理なく習得できるように配慮さ
れている。

各項目ごとに要点をまとめたペー
ジがあり、生徒の理解を深める構
成となっている。

一つ一つの文章を短くし、項目を
小分けするなど生徒の集中力維持
へも配慮されている。カラー写真
が用いられれているが色弱者にも
配慮されている。
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○ 理科 183 第一 化基 322
高等学校　改訂　新化学基
礎

3

基礎・基本的な内容が十分に理解
できるようになっている。高校化
学として重要な学習事項が取り上
げられ分かりやすく説明されてい
る。

分量も適切であり、編ごとのつな
がりが分かりやすい。またすべて
の項目を２ページの見開き構成で
取り上げられており、取り組みや
すくなっている。

視覚的な資料も多く、分かりやす
く、適切な表現である。

理科 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎

学習した項目が互いに結びつき、
生物学の全体像が見通せる内容で
ある。生徒の思考や興味・関心が
学習内容に結び付けることができ
る。

イラストや写真が豊富で分かりや
すい構成になっており、印象が残
りやすい工夫がされている。各内
容の分量とその配分が適切であ
る。

写真やイラストが豊富で、親しみ
やすく、視覚的に捉えやすくなっ
ている。観察実験の具体的な写真
が多く、指導の時に利用できる。

○ 理科 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版 2

生物や生物現象の基本的な概念や
原理・原則が把握できるように、
指導要領の内容が過不足なくまと
められている。既習事項の確認い
や深く学習を行うための発展内容
も充実している。

大判で構成も分量も適切である。
側注の開設が充実しており生徒の
自主学習に利用できる。

原理や仕組みを分かりやすくする
ために、模式図が多用されてい
る。また、生命現象を具体的に感
じ取らせるため、本文や図と関連
のある写真も多用されている。

理科 183 第一 生基 319
高等学校　改訂　新生物基
礎

生物に関する項目が網羅され、偏
りなく扱われている。基礎・基本
事項を中心に構成されており、学
習段階に応じた弾力的な指導がし
やすい。

各テーマの冒頭にポイントがまと
められた導入文があり、学習の指
針となっている。本文は、内容が
簡潔にまとめられ理解しやすく
なっている。

図や写真が大きくあしらわれてい
るため、重要な学習項目が直管的
に理解することができる。

理科 61 啓林館 地基 308 地学基礎　改訂版

本文と図が一体化されており、見
やすく整理・分類されているの
で、学習内容の理解に役立つ。

写真や図を見ることで、学習内容
の定着がしやすいようになってい
る。

写真のクリオリティが高く、図は
リアルなタッチで描かれており、
見やすく分かりやすいように工夫
している。

理科 104 数研 地基 309 新編　地学基礎

基本的な事柄や重要事項が、適切
に取り上げられている。平易な内
容から高度な内容まで網羅されて
いる。

構成は適切であり、分量も本校の
生徒に十分なものとなっている

図や写真から視覚的に理解する工
夫が随所にみられる。

○ 理科 183 第一 地基 310 高等学校　改訂　地学基礎 4

自然界の現象が簡潔にまとまって
おり、生徒が基礎から学習しやす
い内容に工夫されている。

分量も適切であり、編ごとのつな
がりが分かりやすい。単元の構成
にも工夫がみられる。

視覚的な資料が豊富で、分かりや
すく配置されている。

保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版

生徒の実生活に即した内容となっ
ていて興味や関心をひきやすい。
また、自らの健康について考え、
判断する能力や態度が身に付けら
れるように配慮されている。

構成内容がバランスよく配置され
ている。ひとつの単元が２ページ
で構成されており、まとめやす
い。

ポイントがわかるように強調文字
などが使用されており、カラー図
表やイラストも多く、生徒の興
味・関心が喚起できるようになっ
ている。

○
保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 1

学習指導要領に沿って各単元の中
で適切に精選された内容が記述さ
れており、重点的内容が簡潔・適
切に説明されているので理解しや
すい。

ひとつの学習項目が見開きのた
め、学習しやすく、指導の見通し
もたてやすい。また、構成・分量
ともに適切で理解がしやすい。

写真やイラストを多用し、理解を
助けるとともに学習意欲を高めて
いる。学習のねらいが示されてい
るので、学習する内容が分かりや
すい。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

各編は学習指導要領の項目に即し
た配列になっており、数多くの脇
注で学習を深める内容や補足的な
内容が示されており、学習展開に
応じた弾力的な指導展開がしやす
い。

１つの学習テーマは、見開き２
ページでまとめられており、１時
間に２ページのペースで着実な授
業展開が可能である。

大きな写真やイラストが多く入っ
ており、興味関心を引くのに活用
しやすい。視認性が高く、誤読し
にくいユニバーサルフォントが使
用されている。

○ 芸術 17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti 1・4

生徒の様々な習熟度や学校の実態
に応じた内容が取り上げられてお
り、年表も分かりやすく掲載され
ている。

単元ごとに分類された構成で分か
りやすくまとめられている。

譜面が見やすく、紙面のレイアウ
トに統一感があり、分かりやす
い。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１

系統的に資料が配置されており、
確実に学習を進め、発展的な内容
に進めることができるように構成
されている。

精選された教材が過不足ない分量
で掲載されており、生徒の実態に
合わせ柔軟な対応ができるよう配
慮されている。

分野ごとに平易な曲を中心に教材
は配列されており、学習の深化や
理解を図りやすいよう配慮されて
いる。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１

幅広く変化に富んだ学習活動を行
うことのできる教材が用意されて
おり、生徒が興味・関心をもって
意欲的に学習を進めることができ
るよう配慮されている。

表現教材と鑑賞教材の関連が図ら
れており、分野を通じた題材設定
がしやすいよう配慮されている。

イラスト、写真の取り上げ方もア
イディアにあふれ、音楽的感性を
育成しながら知的理解を深められ
るよう配慮されている。

芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１

題材がバランスよく、しかも相互
に関連をはかりながら適切に配置
されている。また自然や環境に対
する関心へと視野が広がるよう、
教科書が一つの流れになるように
まとめられている。

各分野から、バランスよく取り上
げられている。生徒の実態にあわ
せて内容を選択することができ、
効果的な学習指導ができるよう工
夫されている。装丁も堅牢であ
る。

活字は鮮明で読みやすい大きさ・
書体である。写真・図版も鮮明で
効果的である。
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芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

表現題材は、「発想や構想」の手
がかりとなるように参考作品を多
く示され、制作過程を示して「創
造的な技能」も併せて学べるよう
に構成されている。

図版を1ページ大で示すなどし
て、対比することによって生徒自
身が考え、作品や作家、背景と
なっている美術文化への理解を深
められるように工夫されている。

ファッション、ぱらぱら漫画など
今日の高校生が身近に感じられる
もの、興味・関心が持てる内容を
積極的に取り上げている。

○ 芸術 116 日文 美Ⅰ 303 Art and You 創造の世界へ 1・4

生徒の「美的体験を豊かにし、生
涯にわたり美術を愛好する心情を
育てる」とともに「美術文化につ
いての理解」を深めることができ
るように、適切に題材を選択し、
配列されている。

生徒が持ち歩き、いつでも開いて
見ることができるようなB5ワイド
判である。またページ数も多く題
材も充実しており、良質の原稿を
使用した美しい作品が多数掲載さ
れている。

作品と作家のデータは、作品の理
解に役立つように正確に分かりや
すい表記である。掲載作品は、美
術の教科書として必要な情報が正
しく伝わるよう、忠実な印刷と
なっている。

芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ

教材、資料、学習活動全般に、書
を愛好する心情を育て、感性を豊
かにするための工夫がされてい
る。また、古典教材としての書へ
の興味・関心を喚起し、書の伝統
と文化への理解を深めることがで
きる。

豊富に例示された近現代の創作作
品や、カラー図版を多様した書道
史略年表などにより、自ずと書表
現への親しみと意欲を増すことが
できる構成となっている。

判型を大きくすることで写真や図
版を大きく見せたり、漫画のキャ
ラクターを登場させたりするな
ど、学習意欲を高める工夫が随所
に施されている。

○ 芸術 6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 1・4

書道の幅広い活動を通して、書を
愛好する心情を育て、書道の基礎
的な能力を伸ばすよう、表現と鑑
賞相互の関連を図りながら各領域
が適切に構成されている。

「漢字の書」「仮名の書」では、
基本的な古典が系統的に配列さ
れ、表現と鑑賞の学習が相互に関
連を図りながら展開できるよう工
夫されている。

領域冒頭の扉、領域ごとに色分け
されたタイトル、読みやすい書体
と文字の大きさに配慮するなど、
視覚的にも理解しやすくする工夫
がされている。

芸術 17 教出 書Ⅰ 307 新編　書道Ⅰ

漢字仮名交じりの書、漢字の書、
仮名の書が指導要領の内容にそっ
て展開されている。実態に応じ
て、篆書、隷書、草書、篆刻、刻
字も扱えるように配慮されてい
る。

学習の導入では、中学校書写から
高等学校芸術科書道への展開が関
連して学習できるように配慮され
ている。

漢字の教材は、羅列的な編成では
なく、教材同士を対比構成にして
おり、各教材の特徴が理解しやす
いものとなっている

外国
語

2 東書 コⅠ 329
Power On English
Communication Ⅰ

海外、また日本での話など、幅広
い内容を扱っている。英語表現、
理解の基本事項の確認から、中学
校既習事項、高校新出事項へと段
階的に配置されている。

写真、イラストが多く図版も豊富
で見やすいが、写真がやや小さめ
である。内容構成が生徒にとって
身近なもので、装丁もきれいであ
る。

写真、イラストが多く図版も豊富
で見やすい。内容構成が生徒に
とって身近なもので、装丁もきれ
いである。新出単語の発音記号が
書かれており、丁寧で分かりやす
い。

○
外国
語

15 三省堂 コⅠ 335
VISTA English
Communication Ⅰ New
Edition

1

高校生の興味を引く題材が盛り込
まれている。文法事項等、平易な
ものから難易度の高いものへと段
階を踏襲した構成になっており、
使用しやすい。また見開きのペー
ジに、新出英単語がまとめられて
いる。

写真、イラストが多く図版も豊富
で見やすい。内容構成が生徒に
とって身近なもので、装丁もきれ
いである。

写真、イラストが多く図版も豊富
で見やすい。内容が生徒にとって
取り組みやすい構成になってい
る。新出単語の発音記号や、単語
の読み方がカタカナで書かれてお
り、生徒が取り組みやすい。

外国
語

17 教出 コⅠ 336
NEW ONE WORLD
Communication Ⅰ Revised
Edition

各レッスンの内容が、生徒の興味
を引くように工夫されている。
色々な分野にバランスよく題材が
取り上げられている。文法事項が
分かりやすくまとめられている。

写真や図版が、理解の助けになっ
ている。大きさも配置・構成・分
量も適切である。

表現の仕方が簡潔でしかも丁寧で
ある。生徒が理解しやすい表記が
なされている。

外国
語

2 東書 コⅡ 327
Power On English
CommunicationⅡ

英文理解を高めるスキルの確認、
コミュニケーション英語Ⅰまでの
復習事項、コミュニケーション英
語Ⅱの新出事項へと段階的に配置
されている。

写真、イラストが多く図版も豊富
で見やすい。ただ、写真の大きさ
がやや小さい。内容構成が生徒に
とって身近なもので、装丁もきれ
いである。

写真、イラストが多く図版も豊富
で見やすい。内容構成が生徒に
とって身近なもので、装丁もきれ
いである。新出単語の発音記号が
書かれており、丁寧で分かりやす
い。

○
外国
語

15 三省堂 コⅡ 333
VISTA
English Communication Ⅱ
New Edition

3

VISTA English Communication Ⅱ
を引き継ぎ、高校生の興味を引く
よう工夫されている。また、難易
度の高い文法事項等を生徒が分か
りやすいよう精選して取り扱って
いる。

図版が豊富で見やすく、写真、票
も多い。内容構成に親近感が持
て、難しい内容を分かりやすくし
ようという意図が見られる。

難しい内容の文にも生徒が学習し
やすいよう写真やイラストを使
い、表記・表現を工夫している。

外国
語

17 教出 コⅡ 334
NEW ONE WORLD
CommunicationⅡ Revised
Edition

色々な分野にバランスよく題材が
取り上げられている。世界と日本
の結びつきという観点でコミュニ
ケーションを図ることができるよ
うに工夫されている。

見開きで内容が一望できるため、
理解しやすい。配置が適切で、関
連性が分かりやすい。写真やイラ
ストが美しく、生徒の興味を引く
ものである。

生徒の興味・関心を引くような表
現が使われていて、とても分かり
やすい。

○
外国
語

17 教出 英Ⅰ 326
NEW ONE WORLD Expressions
Ⅰ Revised Edition

3

場面設定が適切で、生徒の英文理
解に応じて英語力が高まるように
工夫されている。テーマに沿って
英語表現力が深まるような構成に
なっている。

図や写真、イラストの使用が豊富
である。コンパクトにまとまって
おり、英文量が適切である。

活動用語語彙集の色使いに工夫が
見られ、全体的に薄めの色使い
で、見やすい。

外国
語

50 大修館 英Ⅰ 327
Departure English
Expression Ⅰ Revised

練習問題に工夫が見られ、英語表
現に関する日本語の解説が丁寧で
分かりやすい。レッスンが進むに
連れて、英文の難易度が上がり、
量もかなり多くなる。

英語表現の場面に応じ、イラスト
の配置に工夫が見られる。写真は
多くないが、イラストと同様、配
置が工夫されている。

英文理解が深まるような字体に工
夫が見られる。色使いにも工夫の
跡が見られる。

外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 330
Vision Quest English
Expression Ⅰ Core

トピックが豊富で、幅広い知識が
身に付く。多くの単語やフレーズ
が掲載されており、内容が充実し
ている。

自然や環境保全、生命について考
える部分等、美しい図や写真が掲
載されており、視覚的に捉えやす
い構成になっている。分量も適切
である。

発音・表現・文法事項が同時に学
びやすい表記である。
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○ 家庭 2 東書 家基 311
家庭基礎　自立・共生・創
造

3

章ごとに意思決定を促す工夫がさ
れ、知識・技能に関して主体的に
学習できるように構成されてい
る。

調理法の種類と特徴など、学習後
にも確認したい箇所が分かりやす
くまとめられている。見開きにお
ける情報量が比較的多く、活字に
慣れていない生徒に対しては読み
づらい側面もあるかと思われる。

写真や図、グラフが見やすく大き
く表示されており、色を効果的に
使うことで教科書に抵抗なく読み
進められるようになっている。

家庭 6 教図 家基 303
最新　家庭基礎　生活を科
学する

私たちの生活の裏にある原理や科
学性に気付かせるため、科学的根
拠を多く掲載している。各所に課
題を提示し、生徒の興味・関心を
深め、問題解決の姿勢がもてるよ
うにしている。

各節の最後には、生徒自身が自分
の考え方を整理し、意思決定を促
すための資料が掲載され、思考構
築力を養う工夫がなされている。
見開きの分量も適量と言える。

理解しやすいように、脚注で説明
を補ったり、重要な語句を目立た
せる工夫がなされている。

家庭 183 第一 家基 320
高等学校　新版　家庭基礎
ともに生きる・持続可能な
未来をつくる

学習指導要領に示された学習項目
が網羅され、偏りなく扱われてい
る。普遍的な記述内容で、生徒が
卒業後、生活の主体者となったと
きにも使い続けることのできる教
科書である。

見開きの分量は適正でまとまって
いる。ルビがふっている箇所が少
なく、活字能力によっては読み取
れない部分も出てくると考えられ
る。

見やすいレイアウトと配色で生徒
の興味・関心を高め、主体的に学
習できるように記載されている。

情報 2 東書 社情 310 社会と情報

基礎的・基本的な内容が充実して
おり、生徒の習熟度に合わせて難
易度を調整できる。説明にふさわ
しい図や写真を多く使用してお
り、理解を深められる。

実習と理論に大きく分かれていて
内容もリンクしているため、どち
らかに偏ることな授業展開ができ
る。

各説明項目ごとの色分けや行間が
工夫されていて非常に見やすい。

情報 7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版

学習テーマを選んで使えるハイレ
ベルな内容である。できえるだけ
普遍的な知識を正確で詳細に説明
されている。

学習指導要領の内容を全部で50の
テーマに整理してある。授業の計
画にあう構成である。

丁寧な説明文に加え、図解や写真
が多数掲載されている。また、ビ
ジュアル面からも理解を促す工夫
がされている。

○ 情報 104 数研 社情 315 社会と情報　Next 2

生徒に身近な題材を中心に学習要
素を展開し、実例を題材に学習す
ることがきる内容になっている。

学習指導を有効に進められるよう
に考慮され、精選されている。

丁寧な説明文に加え、イラストが
多く掲載されている。また、ビ
ジュアル面からも理解を促す工夫
がされている。
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国語 2 東書 国総 332 新編国語総合 1

分野・ジャンルごとに分けられて
いて学びやすい。言語活動など、
表現分野の教材としても十分使え
る内容となっている。

分量は適切で、装丁もカラフルで
手に取りやすい。

文字は大きさはちょうどよく、カ
ラー写真やイラストを多く使って
いて分かりやすい。

○ 国語 15 三省堂 国総 339 明解国語総合　改訂版 1

内容がバランス良く配置されてい
る。新課程用になり内容が以前よ
り充実している。様々な表現活動
やコラムが多く入っているので興
味を引きやすい。

Ａ５判になって小さくなったが、
イラストや写真などで見やすさを
補っている。装丁の色調が淡く目
に優しい。

カラー写真やイラストが大きく美
しい。文字は小さくなったが、見
やすいようにレイアウトなどを工
夫している。

国語 183 第一 国総 362
高等学校　改訂版　新編国
語総合

1

現代文は平易な内容のものが多
く、イラストや文字の大きさ等も
生徒の実情に合っている。古典は
現代語訳や書下し文等が併記され
ており取り組みやすい。

イラスト付きで説明されており、
版も大きく取り組みやすい。

表現力・想像力を伸ばすという観
点、また言語活動を充実させると
いう観点から適切だと考える。

国語 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版
3,4

一単元ずつコンパクトに分かりや
すくまとまった内容である。学習
しやすい工夫が各所になされてい
る。

装丁は簡素であるが、大変読みや
すい。小単元毎に見開きで発展す
る構成は分かりやすい。

字が大きくはっきりしていて読み
やすい。見出しが色分けされ分か
りやすい。

○ 国語 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版
3,4

「小論文・レポート入門」「自己
ＰＲと面接」「メディアを駆使す
る」など、実社会における表現の
力を育むことができるよう配慮さ
れている。

表現への抵抗感を克服し、基礎的
な国語の知識を段階的に身につけ
ることができるよう配慮されてい
る。

写真やイラスト、図が豊富に収録
されており、生徒の学習意欲を喚
起し、内容の理解を助けるために
効果的である。また、カラーを効
果的に用いており、印刷も鮮明で
ある。

国語 183 第一 国表 308
高等学校　改訂版　国語表
現

3,4

表現活動として取り扱うジャンル
が精選されており、基礎学力の定
着に適した内容である。適切な内
容の説明・解説のほか、文章教材
も多く採録されている。

段階的、系統的に単元が構成され
ている。各単元内の教材の配列
が、生徒の学習段階や実用度を考
慮したものとなっている。

写真や図の使用は少なめ。文章主
体の教科書という印象を受ける。

○ 国語 15 三省堂 現Ａ 303 現代文Ａ 4

各章で分野ごとに分けられ、学習
しやすくなっている。「日本語エ
クササイズ」や「表現の実践」な
ど表現分野も充実している。

表現分野は充実しているが、小説
作品が少なめ。装丁は落ち着いた
色になっている。

大きい活字を使用している。印刷
は鮮明で，適所にあるカラー図版
も生徒の学習意欲を高める。

国語 17 教出 現Ａ 302
現代文Ａ　青春文学名作選
―歴史の中の青春

4

定番のものから時代にあわせた新
しい作品も載っている。生徒の関
心を引くとともに、読解力を養え
るような内容となっている。

分量は適切。装丁も落ち着いた色
になっている。

文字は小さめ。カラー写真が多く
掲載されていてイメージしやす
い。

国語 183 第一 現Ａ 307
高等学校　改訂版　新編現
代文Ａ

4

掲載作品が多く、特に小説作品が
充実している。定番小説だけでは
なく、言語学習ができる題材など
も収録されている。

分量は各分野で非常に充実してい
る。

作品に関する写真が多く掲載され
ている。文字の大きさもちょうど
よく見やすい。

国語 17 教出 現Ｂ 327 現代文Ｂ 3

著名な作家の作品が数多く収録さ
れており、読解力や思考力の向上
とともに、ものの見方や考え方を
深められる内容となっている。

随想、評論、小説がバランスよく
学べる構成になっている。また、
詩歌も充実している。

文字は小さめだが、注も含めて全
体的に見やすい。

○ 国語 50 大修館 現Ｂ 332 新編現代文Ｂ　改訂版 3

現代の高校生の感性に訴える新鮮
で親しみやすい作品や、評価の定
まっている基本的な作品がバラン
スよく収録され、きめ細かく教材
化されている。

内容や難易度について、学習進度
に配慮した配列となっており、生
徒の実態に即したバランスのよい
構成となっている。

写真やイラスト、地図が豊富に収
録されており、生徒の学習意欲を
喚起し、内容の理解を助けるため
に効果的である。

国語 104 数研 現Ｂ 334 新編　現代文Ｂ 3

近代以降のさまざまな文章が、幅
広いテーマ・ジャンルでバランス
よく取り上げられている。表現分
野では具体的な活動が課題として
掲げられ、取り組みやすい。

第一章と第二章の二部構成となっ
ており、「随想」「評論」「小
説」といった文章ジャンルごとに
単元が設けられている。

学習に適した文字の大きさや行間
になっている。脚注の解説や設問
の内容が理解しやすい表現になっ
ている。

地理
歴史

35 清水 世Ａ 313
高等学校　世界史Ａ　新訂
版

3

歴史におけるポイントを重視しな
がら、特集ページやコラムも豊富
に取り入れ、必要に応じて学習を
深められる内容である。

分量が適切であり、よく精選され
ている。資料の配置・構成がよく
まとまっている。

生徒が理解しやすいよう、適切な
表現となっている。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版 3

歴史の流れを適切に理解できるよ
うな内容となっている。人物の写
真やコラムも豊富で、生徒の歴史
理解を助けている。

全体的に適切な構成かつ分量であ
る。

人物の表現方法を変えるなど、よ
く工夫されている。

表記・表現

平成３１年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎総合科学高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁
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番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３１年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎総合科学高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

○
地理
歴史

183 第一 世Ａ 317
高等学校　改訂版　世界史
Ａ

3

基礎的・基本的内容の取扱いが適
切である。図版資料が精選してあ
り見やすく、分かりやすい。

図版資料の配置・構成がよくまと
まっており、分量もよく精選され
ている。

文字の大きさ・行間や書体は適切
で、表現も比較的平易である。

地理
歴史

7 実教 日Ａ 313 新日本史Ａ　新訂版 4

学習指導要領に示す目標・内容が
豊富に取り上げられている。特集
を組んで生徒に考えさせていく内
容が充実している。

項目が分かりやすく分量も豊富で
ある。ポイントとなる項目の記載
が多く詳細な内容となっている。

文字の行間・書体が適切である。
写真・地図が充実している。

地理
歴史

81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版 4

基礎・基本を重視しながら、特集
ページやコラムも豊富に取り入
れ、必要に応じて学習を深められ
る内容である。

各項目立てがよく工夫されている 生徒に理解されやすいよう、適切
な表現となっている。

○
地理
歴史

183 第一 日Ａ 312
高等学校　改訂版　日本史
Ａ　人・くらし・未来

4

分かりやすい基本重視型の教科書
である。さまざまな角度から学習
理解を深める特集ページや興味を
喚起できるコラムを随所に取り入
れている。

分量は適切で使いやすく、装丁も
よく整えられている。

分かりやすい表現が多く、全体的
に生徒が理解しやすいように工夫
されている。

地理
歴史

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ 2

学習指導要領に準拠して、世界地
誌を大幅に充実させることによ
り、各地の最新事情が適格に捉え
られる内容になっている。

図版・写真が豊富に示されてお
り、分量・装丁とも適切である。

模式図・写真と本文が適切にリン
クし、分かりやすい表現となって
いる。

地理
歴史

35 清水 地Ａ 311
高等学校　現代地理Ａ　 新
訂版

2

基礎的事項が体系的に整理され、
生徒が着実に習得できるように工
夫されている。

各事項の配置のバランスがよく、
全体として無理のない分量であ
る。

略地図の描画・地形図・写真の読
み取りなどが丁寧に扱われてい
る。

○
地理
歴史

183 第一 地Ａ 310
高等学校　新版　地理Ａ
世界に目を向け，地域を学
ぶ

2

内容がバランス良く配置されてい
る。様々な民族のようすやコラム
が多く入っているので興味を引き
やすい。

イラストや写真などで見やすさを
補っている。分量・装丁とも適切
である。

カラー写真や図版が大きく美し
い。全体的に見やすいようにレイ
アウトなどを工夫している。

地理
歴史

2 東書 地図 301 新高等地図 2

使用されている地図が鮮明で分か
りやすい。必要な事項がきめ細か
く取り上げられている。写真を併
用し、生徒の理解を深める工夫を
している

補助地図の配置・構成および各項
目の分量が適切である。

落ち着いた色使いで見やすい図版
の表記になっている。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 309
標準高等地図-地図でよむ現
代社会-

2

現代社会とその歴史的背景が盛り
込まれ、理解が深まる内容となっ
ており、授業に幅広く対応できる
利点がある。

地図と現代社会の分野とも適切な
分量となっている。

グラフや図解などが適切に配置さ
れ、全体的に見やすく理解しやす
い表現である。

地理
歴史

130 二宮 地図 314 高等地図帳　改訂版 2

学習指導要領に則した適切な内容
である。画像・資料・図版共に充
実している。

現代社会分野が適切な構成・分量
となっている。

社会問題の内容が適切に配置され
ており、生徒の興味を引く表現と
なっている。

○ 公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 1

現代社会の現状や課題などを、生
徒が理解しやすいように、具体的
な事例を豊富に取り入れている。

内容が適切に構成されている。 全体的に生徒が理解しやすい表現
となっている。

公民 35 清水 現社 316
高等学校　現代社会　新訂
版

1

学習指導要領の内容に適してい
る。写真、資料、図版共に充実し
ている。

内容が系統的に配列されている。 漢字、記号の使用が適切である。

公民 46 帝国 現社 318 高等学校　新現代社会 1

現代社会の動向や課題を、生徒に
分かりやすく理解させるような、
具体的な事例が豊富である。

全体的に適切に構成されている。 生徒が理解しやすい表現となって
いる。

○ 数学 2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 1

学習項目の配置が、中学校の復習
や基礎的・基本的事項の理解に役
立つように配置されている。ま
た、取り扱われている内容も生徒
の実態に配慮したアプローチしや
すい内容になっている。

文字の大きさや分量について、Ｂ
５判の利点を生かして要点をコン
パクトにまとめられている。例題
の計算式の導き方も簡潔かつ丁寧
である。理解しづらい計算は説明
が工夫され平易になっている。

色刷りの部分や図説が適度であ
り、用いる部分と抑える部分が適
度である。枠取りが明瞭で公式や
様々な要点がはっきり伝わってく
る。
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番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成３１年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎総合科学高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
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発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

数学 2 東書 数Ⅰ 302 新編数学Ⅰ 1

学習内容の進捗に従って例題が丁
寧に説明されており、途中式の経
過についても飛躍がなく理解しや
すくなるように配慮して記述され
ている。

導入の説明も簡潔ではあるが丁寧
になされており、公式など要点も
明瞭である。学習内容ごとの例題
や問も理解を深めるために適切な
分量が配置されている。

重要事項や公式のまとめなどの記
述が明瞭に記述されているので理
解しやすい。また、図形的な分野
や式変形の経過も適度に色刷りを
用いて説明されており、要点の把
握が容易になっている。

数学 7 実教 数Ⅰ 321 新版数学Ⅰ　新訂版 1

各項目について、計算の経過が丁
寧に示されている。また、例題で
はいくつかのパターンが用意され
ているので、生徒の理解度を把握
しながら指導できる。

中学校での既習事項から無理なく
アプローチされている。例題の構
成も難易度別に設定されており、
学習到達度を個別に見ながら指導
できる。各練習も例題と関連性が
重視され分量も適切である。

公式や要点の部分の囲みも明瞭で
ある。また、図解も丁寧で色の使
い方も適切である。

○ 数学 2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ 3

学習項目の配置が、中学校の復習
や基礎的・基本的事項の理解に役
立つように配置されている。ま
た、取り扱われている内容も生徒
の実態に配慮したアプローチしや
すい内容になっている。

文字の大きさや分量について、Ｂ
５判の利点を生かして要点をコン
パクトにまとめられている。例題
の計算式の導き方も簡潔かつ丁寧
である。理解しづらい計算は説明
に工夫され平易になっている。

色刷りの部分や図説が適度であ
り、用いる部分と抑える部分が適
度である。枠取りが明瞭で公式や
様々な要点がはっきり伝わってく
る。

数学 2 東書 数Ⅱ 302 新編数学Ⅱ 3

各単元ごとの例題が丁寧に説明さ
れており、公式が多く出現する数
学Ⅱにおいて、そこを配慮しつつ
途中式の経過なども理解し安くな
るように記述されている。

導入の説明も簡潔かつ丁寧になさ
れており、公式など要点も明確で
ある。学習内容ごとの例題や問も
理解を深めるためにちょうどよい
分量が配置されている。

重要事項や公式のまとめなどの記
述が明瞭に記述されているので理
解しやすい。また、様々な関数や
式変形の多い数学Ⅱで、経過も適
度に色刷りを用いて説明されてお
り、要点を把握しやすくなってい
る。

数学 7 実教 数Ⅱ 321 新版数学Ⅱ　新訂版 3

各項目について、計算の経過が丁
寧に示されている。また、例題で
はいくつかのパターンが用意され
ているので、生徒の理解度を把握
しながら指導できる。

中学校での既習事項から無理なく
アプローチされている。例題の構
成も難易度別に設定されており、
学習到達度を個別に見ながら指導
できる。各練習も例題と関連性が
重視され分量も適切である。

公式や要点の部分の囲みも明瞭で
ある。また、図解も丁寧で色の使
い方も適切である。

○ 数学 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 4

問の設定が難解でなく扱いやすく
配置されており、問と例題との連
携性も重視した上で説明されてい
る。基本事項の理解の筋道として
端的な説明構成となっている。

問や復習問題など理解を深めるた
めに必要な問題数が各学習項目ご
とにコンパクトに用意されてい
る。解説や公式のまとめなども簡
潔明瞭である。

様々な解説で図解や挿絵などが見
やすく配置され、理解の助けに
なっている。重要な用語も明確に
示されており、要点をとらえやす
い。

数学 2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ 4

学習内容ごとの例題が丁寧に説明
されており、途中式の経過なども
理解しやすくなるように記述され
ている。

導入の説明もコンパクトではある
が丁寧になされており、公式など
要点も明確である。学習内容ごと
の例題や問も理解を深めるために
適度な分量が配置されている。

重要事項や公式のまとめなどの記
述が明瞭に記述されているので理
解しやすい。また、図形的な分野
や式変形の経過も適度に色刷りを
用いて説明されており、要点を把
握しやすくなっている。

数学 104 数研 数Ａ 331 改訂版　新　高校の数学Ａ 4

小中学校の復習も豊富に扱ってい
るので、高校の内容に無理なく入
れる。基本的な内容を丁寧に扱っ
ているので、理解しやすい。

数式や図解など様々な方向から解
説が構成されており、学習者に要
点が伝わりやすい。確認問題など
反復できるように設定されてお
り、定着しやすい。

身近なイラストなどが要所ごとに
使われており、理解の助けにな
る。また、表現も「ですます」調
で柔らかい文体になっており、親
しみやすい。

理科 2 東書 科人 306 改訂　科学と人間生活 1

自然と人間生活との関係につい
て、身の回りの事物・現象に関す
る観察、実験などを学び、科学的
な見方や考え方を養い、科学的な
興味・関心を高められるように
なっている。

発展的な学習内容の掲載は極力控
えられており、基本的・基礎的な
学習内容と現象に絞られ、観察・
実験に重点が置かれている。

導入のページで興味・関心を喚起
する美しい写真を大きく使った
り、本文中には身近な製品の写真
を使い、視覚的に生活と科学をつ
なげたりする工夫がなされてい
る。

○ 理科 7 実教 科人 307 科学と人間生活　新訂版 1

丁寧な説明で、それぞれの分野で
基本的な概念をきちんと理解でき
るように記述してある。生徒の興
味・関心を引きながら授業を進め
られる内容になっている。

各内容の分量と配分が適切であ
る。写真や図が多く、全体の構成
が視覚に訴える内容になってい
る。

文章が簡潔で読みやすい表現が使
われている。専門用語が明確に定
義され、文章が簡潔であるため、
生徒が理解しやすくなるよう工夫
がされている。

理科 183 第一 科人 309
高等学校　改訂　科学と人
間生活

1

科学と人間生活との関係につい
て、自然の事物・現象に関する観
察、実験などを学び、科学的な見
方や考え方を養い、自然科学に対
する興味・関心を高められるよう
になっている。

発展的な学習内容の掲載はかなり
抑えられており、基本的・基礎的
な学習内容と現象に関する記述が
多く、観察実験に重点が置かれて
いる。

興味・関心を喚起する美しい写真
を大きく掲載し、本文中の写真も
なるべく身近な製品を使うなど、
視覚的に人間生活と科学をつなげ
る工夫がなされている。

理科 7 実教 物基 313 物理基礎　新訂版 3

説明が懇切丁寧で、図・表も適切
に使い生徒の関心を高めることが
できる。自然現象を物理的に考察
できるように工夫して作られてい
る。

基礎をしっかりと押さえる構成に
なっており、分量も適切である。

説明の中に分かりやすい例を使い
丁寧に書かれている。図や写真等
が豊富に掲載されている。グラフ
や図などが豊富で、生徒の興味・
関心を引く構成になっている。

○ 理科 7 実教 物基 314 高校物理基礎　新訂版 3

物理現象がバランスよく簡潔にま
とまって説明されており、図や表
も見やすく表記されている。生徒
が学習しやすい内容である。

各項目を並列に扱っている。各章
にはまとめと章末問題があるが、
解説はなく、略解のみで、生徒が
自ら考えるように工夫されてい
る。

主な物理量と単位や物理定数がま
とまって明示され、記号で生徒の
混乱が生じないような工夫がなさ
れている。

理科 61 啓林館 物基 315 物理基礎　改訂版 3

ひとつひとつの物理現象がバラン
スよく簡潔にまとめて説明されて
おり、図や表も見やすく表記され
ている。生徒が理解しやすい内容
である。

５部構成になっており、各項目を
並列に扱っている。各章にはまと
めと章末問題があるが、解説はな
く、略解のみで、生徒が自分で考
えるように工夫されている。

主な物理量と単位及び物理定数が
まとまってあり、記号を扱う上
で、生徒の混乱が生じないような
工夫がなされている。
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○
保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1

内容構成が適切で、資料等も充実
している。また、生涯を通じた健
康やスポーツの基礎的な事項が、
理解しやすいように記載されてい
る。生徒に様々な視点や課題意識
をもたせやすい。

見開き１ページで項目ごとに構成
されているので使いやすい。ま
た、内容の分量が適切である。ま
た、図版等も見やすく、生徒の活
用が期待される。

文章・図版などの割付が適切であ
る。生徒が関心をもちやすい。

保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 1

単元構成が工夫されており、学習
ポイントがつかみやすく、また
基礎的な事項が簡潔に記されてい
る。生徒に課題意識をもたせやす
い。

項目によっては、内容の分量が充
実しているものもあれば不足気味
なところが見受けられるが、コン
パクトにまとめられている。

図表・写真等が多く、充実してい
る。視覚的な理解ができ、活用も
しやすい。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

1

基礎・基本の内容だけでなく最新
の要素が多く含まれている。その
ため習得できることが多い。

すべての項目で学習のポイントが
２つになっているので学習目標が
明確である。

配色が豊かで図表・写真で内容を
理解できるようになっている。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１ 4

幅広く変化に富んでおり、内容と
関連付けて、基本的・基礎的な内
容を学習できる。音楽的側面のみ
だけではな文化的側面からも伝統
音楽や音楽文化の内容も充実して
いる。

系統的な構成により、表現・鑑賞
領域の学習の相互の関連付けがし
やすく、生徒が理解しやすいよう
に工夫されている。分量は過不足
なく良い。

音楽に親しみやすいデザインと
なっている。カラーとモノクロに
ページを分け、楽譜やイラスト・
写真を効果的に配置されている。

芸術 89 友社 音Ⅰ 311 改訂版　高校生の音楽１ 4

古今東西の音楽を題材にし、特に
世界の民謡やミュージカルなどの
歌唱教材が充実し、表現と鑑賞が
相互に関連しバランスが良い。鑑
賞教材など解説が細かく丁寧でよ
り深く学ぶことができる。

表現と鑑賞の教材が有機的な連動
をはかりながらバランスよく構成
されている。楽典の配分も充実し
ており、様々な音楽より精選され
過不足なく高校生にとって適切の
分量となっている。装丁も細部に
至るまで工夫されている。

写真やイラストを多用し、色刷り
が多く色彩豊かで視覚的に工夫が
なされており、学習しやすい。譜
例などが効果的に配置されてお
り、生徒が理解しやすい工夫がな
されている。

芸術 89 友社 音Ⅰ 312 改訂版　ON! 1 4

音楽を形づくっているリズム・メ
ロディー・ハーモニーといった基
本的要素をはじめに学べる内容と
なっている。段階を踏んで学習活
動ができる工夫がなされている。
音楽文化の基礎的な内容も充実し
ている。

全体の構成バランスがしっかりし
ている。生徒を飽きさせないよう
に変化に富んだ構成である。分量
が丁度良い。装丁が美しい。

表現が硬くなく、理解しやすい文
章である。譜読みがしやすい工夫
がなされている。見やすく明るい
鮮やかな配色と豊富なイラスト・
写真を用意し、生徒の学習意欲を
引き出す工夫がなされている。

外国
語

205 三友 コ基 302
JOYFUL English
Communication Basic

1

生徒が英語を学ぶ楽しさを感じる
ことができるよう工夫されてい
る。高校生の興味・関心を引く内
容を精選している。

英語の基礎から学ぶことができる
よう、構成に工夫の跡が見られ
る。英語を苦手とする生徒にも理
解しやすい分量である。

イラストや写真を随所に使用し、
行間にも余裕があり、見やすい表
記・表現となっている。

○
外国
語

226 チアーズ コ基 303
ATLANTIS English
Communication Basic

1

英語を母国語としている人々に
とって自然な表現を使用しようと
する傾向が見られ、コミュニケー
ションに必要な英語が自然に身に
付くよう、考慮されている。

基礎・基本から応用まで、英語を
苦手とする生徒にも学びやすいよ
う、適切な分量で、簡潔にまとめ
られている。レイアウトも見やす
く、きれいである。

イラスト、図、写真ともに美し
く、配置も適切である。カラーが
効果的に使用されている。

○
外国
語

2 東書 コⅠ 328
All Aboard! English
Communication Ⅰ

2

世界各国の様々な文化を取り上
げ、英文をとおして、生徒の興
味・関心を引く内容になってい
る。基礎、基本から学ぶことがで
きる内容である。

本文の構成が、見開きで完結して
いる構成になっており、学習の流
れを理解しやすい。教材のバラン
ス、全体の分量も適切で、装丁も
美しい。

美しく鮮明な活字で、イラストや
写真もふんだんに使用している。
用語や記号に統一感があり、記述
法が適切で、分かりやすい。

外国
語

2 東書 コⅠ 329
Power On English
Communication Ⅰ

2

他の教科書と比較して、参考でき
る資料が多い。単元のまとめは、
学習の再現活動まで想定されてい
る。生徒の主体的活動を配慮した
内容である。

分量が多く、大学受験にも対応で
きる量がある。構成はシンプル
で、演習教材としての体裁が整っ
ている。

豊富な色使いであるが、表記は落
ち着いた印象を受ける。写真が鮮
明で、生徒の興味・関心にも配慮
している。言語活動に関するコー
ナーに力をいれている。

外国
語

9 開隆堂 コⅠ 331
Revised ENGLISH NOW
English Communication Ⅰ

2

生徒の興味・関心に配慮した題材
を選び、基礎、基本から学習でき
るよう工夫されている。説明が丁
寧で分かりやすい。

平易な文法事項から難度の高い文
法事項への学習が容易となるよう
な構成の仕方が見られる。分量も
適切で、装丁もきれいである。

イラストや写真をたくさん使用
し、行間に余裕を持たせている。
生徒の興味・関心を引くことを考
慮している。

外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 328
Revised Vision Quest
English Expression Ⅰ
Advanced

3,4

文法力、表現力ともに高校生とし
ては高度な内容で、学習につれて
コミュニケーション能力を高めら
れる内容となっている。英語によ
る指示が多く、英文の理解をより
深めようとする内容である。

高校生レベルとしては問題が多
く、英文の分量も多い。文法説明
が細かく、英語表現の応用力を身
に付けたい生徒に適している。簡
素な装丁で、見やすい。

イラストや写真は多くなく、多く
の欄が文字に占められている印象
である。難易度の高い表現で、表
記はフレーズと単語を多く使用し
ている。

外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 329
Revised Vision Quest
English Expression Ⅰ
Standard

3,4

文法力、表現力ともに高校生とし
て標準的な内容で、標準的なコ
ミュニケーション能力を身に付け
させようとする工夫が見られる。
会話文については徐々に高度に
なっている。

高校生レベルとしては標準的な問
題量で、英文の分量も標準的であ
る。文法説明は比較的少なめで、
標準的な英語表現を身に付けたい
生徒に適した構成である。明るい
装丁で、見やすい。

写真やイラストを使用して、生徒
の理解を高めようとしている。表
現については高校生レベルとして
は標準的で、表記もスタンダード
である。

○
外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 330
Vision Quest English
Expression Ⅰ Core

3,4

文法の基本を学びながら、基礎的
な英語表現力を身に付けることが
できる内容となっている。会話文
は短いものが多く、日常よく使わ
れる表現を着実に身に付け、会話
に生かしたい生徒に適している。

基礎的な英語表現力を身に付けさ
せようとする構成で、分量は少な
めである。文法説明も少なめで、
基礎・基本の英語表現をしっかり
身に付けたい生徒に適している。
きれいな装丁で、見やすい。

イラストと写真を効果的に用いて
いる。難しい表現は控えめで、生
徒ができるだけ英語に親しみを持
てることができるよう、工夫され
ている。
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家庭 6 教図 家基 302
家庭基礎　ともに生きる
明日をつくる

4

家庭科学習の模式図や乳児の等身
大の写真をはじめ豊富な図版が、
生徒が学習しやすいような導入に
役立つ工夫がなされている

各章に学びの地図を配置し、その
章で何を学ぶかを把握しやすいつ
くりと構成となっている。

高校生のキャラクターを設定し、
家族などの領域がより学習しやす
くなるように工夫がなされてい
る。

○ 家庭 6 教図 家基 303
最新　家庭基礎　生活を科
学する

4

自らの生活の中で考えていくこと
ができる力をつけるため、資料や
統計を読み解く力がつくよう内容
に工夫を凝らされている。生活の
基本や自分の人生に対する価値観
を身に付けることができる内容で
ある。

文章は簡潔で図や資料は見やすく
豊富に用いられており、生徒が学
習しやすいものとなっている。分
量も適正で生徒に身近な内容でま
とめられている。

理解しやすいように、脚注で説明
を補ったり、重要な語句を目立た
せる工夫がなされている。また、
写真やイラストなどで視覚的な工
夫がなされている。

家庭 7 実教 家基 314
新家庭基礎　パートナー
シップでつくる未来

4

生活していくうえで必要な基礎的
知識・技術の習得を基本に、ス
テップアップさせた内容を実践
的・応用的に学べる内容となって
いる。

簡潔な文章や図・資料を用いてわ
かりやすくまとめられている。人
との関わりから生活へ消費者と段
階を踏んで学習できる構成となっ
ている。

生徒が読みやすく、わかりやすい
記述がされており、イラストや写
真、グラフを使用し生徒の興味・
関心を引きつける工夫がなされて
いる。

○ 工業 7 実教 工業 301 工業技術基礎 1

工業各分野の基礎的な知識や、技
術についてよく整理されている。

分かりやすく、それぞれの内容、
分量とも適切でよく考えられてい
る。

文章表現、用語などの使用が適切
である。

工業 7 実教 工業 302 機械製図 2機

製図例が豊富で、様々な学習に対
応できるように配慮されている。

基礎的なことを系統的に配列し、
理解しやすい構成となっている。

文章・図版の説明が適切な表記で
ある。

工業 7 実教 工業 303 電気製図 3電

電気製図に関する基本的な事項を
分かりやすく取り上げ、初心者に
も理解しやすく工夫されている。

製図の導入の基礎が十分に意識し
記述されているし、系統的に構成
されている。

文章表現や用語、基本的内容の記
号・単位が適切である。製図の事
例も豊富であり表現も的確であ
る。

○ 工業 7 実教 工業 307 製図
2機
3電

文章表現、用語などの使用が適切
である。製図例なども豊富に記載
されている。

内容が系統的、発展的に構成され
ている。

解説文字、図版説明が、適切に配
慮されている。

工業 7 実教 工業 385 情報技術基礎　新訂版 2

プログラミング言語はBASICとＣ
が用いられ、具体的な事例が多く
用いられており、理解しやすく構
成されている。

具体的な解説で学びやすく、多く
の練習問題を取り入れている。

見やすく、わかりやすい言葉で書
かれている。

工業 7 実教 工業 386 精選情報技術基礎　新訂版 2

BASICやＣ言語を掲載しており、
例題を通して学習が進められるよ
う配慮されている。また、情報モ
ラル等に関する記載もされてい
る。

学習がスムーズに進むように系統
性に配慮がなされており、理解し
やすい構成になっている。

多くの図を掲載していて理解を助
けるように工夫されている。カ
ラー刷りにして、見やすく、分か
りやすい言葉で書かれている。

○ 工業 154 オーム 工業 311 情報技術基礎 2

情報技術基礎のプログラミング言
語はＣのみが用いられているが、
具体的な事例が多く用いられてお
り、理解しやすく構成されてい
る。

パソコン利用方法が良く解説して
いるのでわかりやすく、図などを
多く取り入れて章末に問題を加え
ることで、理解の定着に努めてい
る。

視覚的に理解できるように図解に
工夫してある。また、やさしい言
葉で簡潔に書かれている。

工業 174 コロナ 工業 387 新 情報技術基礎 2

情報基礎に関する各分野の内容が
精選されており、生徒の理解段階
に応じて学習ができる内容となっ
ている。

興味をもって学習できる工夫が配
慮がなされており、勉強しやすい
構成になっている。

生徒の興味関心を高めるような工
夫がされている。また、分かりや
すい言葉で書かれている。

工業 174 コロナ 工業 312 情報技術基礎 2

工業の各分野における情報に関す
る内容が精選されており、生徒の
発達段階に応じて学習ができる内
容となっている。

学習がスムーズに進むように系統
性に配慮がなされており、理解し
やすい構成になっている。

写真や図が多く関心や意欲を持ち
やすいようになっている。また分
かりやすい言葉で書かれている。

工業 7 実教 工業 315 機械工作１ 3

各種材料の性質や鋳造、溶接など
内容が精選されており、機械工作
の基本的な知識や技術が理解しや
すい記述になっている。

各章において内容が系統的に構成
されており、図版も多く分量も適
当である。

平面図、立体図が多用されて見や
すく工夫され、解説も適当であ
る。

工業 7 実教 工業 316 機械工作２ 3

切削加工の基本的な知識が丁寧記
述されており、具体例を取り入
れ、理解しやすく工夫されてい
る。

各章において内容が系統的に構成
されており、図版も多く分量も適
当である。

平面図、立体図が多用されて見や
すく工夫され、解説も適当であ
る。
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○ 工業 7 実教 工業 317 新機械工作 3

機械工作の内容が精選されてお
り、基本的な知識や技術が具体例
を取り入れ理解しやすい内容と
なっている。

基礎的内容から、応用的内容まで
系統立てわかりやすく編集されて
いる。

文字の大きさや書体が適切であ
り、図や写真が大きく見やすく工
夫されている。

工業 7 実教 工業 318 新機械設計 3

機械設計について理解しやすいよ
うに内容の整理がされており、基
本的な内容を主軸に学べるよう工
夫されている。

機械設計の基礎を中心に段階を踏
んで理解できる構成である。図版
や設計例が多く、分量も丁度良
い。

グラフ・表・平面図や立体図を多
用し、理解しやすいように工夫さ
れている。

○ 工業 7 実教 工業 319 機械設計１ 3

説明は具体的な設計例を用いた教
材になっているので、基本的な設
計技術を中心に学べる。

系統的な構成にしてあり、段階を
踏み学習ができる。図版も多く分
量も適当である。

設計の手順と図や例を多く取り入
れ、視覚的に分かりやすいように
工夫されている。

○ 工業 7 実教 工業 320 機械設計２ 3

仕様･総合･解析･評価･設計解の順
で構成され、段階を踏みながら
「設計とは何か」「よい機械とは
何か」を考えさせ設計の基礎が学
べるように工夫されている。

例題が多く生徒が理解しやすい構
成の工夫されていて、分量も過不
足なく丁度良い。

設計の順序と図や例を多く使用し
生徒の理解を深める工夫がなされ
ている。

○ 工業 7 実教 工業 345 原動機 4

流体力学、熱力学の基礎を丁寧に
記述されている。原動機について
学びやすいように工夫されてい
る。

学習内容が良く整理されており、
系列的で理解しやすい構成であ
る。

多くの図や写真が取り入れられ、
円滑に理解できるように工夫され
ている。

工業 7 実教 工業 388 電気基礎１　新訂版 1

直流回路や電流と磁気、静電気の
内容を基礎・基本を確実に学ぶこ
とができるよう配慮されている。

図や写真を用いて、例題やその解
説が理解しやすい構成となってい
る。

説明が丁寧で分かりやすい表現で
書かれている。立体的な図の表現
や重要ポイントが見やすい。

工業 7 実教 工業 389 電気基礎２　新訂版 1

交流回路や三相交流、電気計測の
内容を基礎・基本を確実に学ぶこ
とができるよう配慮されている。

図や写真を用いて、例題やその解
説が理解しやすい構成となってい
る。

説明が丁寧で分かりやすい表現で
書かれている。図や公式などが別
色になっており学習しやすい。

工業 7 実教 工業 390 精選電気基礎　新訂版 1

直流回路や電流と磁気、静電気、
交流回路、電気計測など広範囲に
わたり基礎・基本を確実に学ぶこ
とができるよう配慮されている。

基礎・基本が学び、学習の定着が
図れるよう図や写真を用いて構成
されており、分かりやすい。

カラーページが多く、図やイラス
トを用いて図解的に解説してお
り、分かりやすい表現で書かれて
いる。

工業 154 オーム 工業 327 電気基礎１ 1

電気とは何かから始まり、日常の
生活での電気の役割など、生徒が
電気に興味をもつような工夫があ
る。

例題と練習問題は適切な問題に
なっており、問題を解くことで、
基礎的な内容が身に付くように
なっている。

表記・表現とも良くできている。
色分けなどを使い分かりやすい。

工業 154 オーム 工業 328 電気基礎２ 1

単元ごとに要点がまとめられてお
り、学習しやすい配慮がされてい
る。また、発展的学習内容も書か
れており、学習意欲の高い生徒に
は効果的である。

図や写真を多用し、例題やその解
説など理解しやすいように努めて
いる。

説明が丁寧で、説明の中に分かり
やすい例なども書かれている。図
や重要公式が別色になっているた
め、ポイントをとらえやすい。

○ 工業 174 コロナ 工業 329 わかりやすい電気基礎 1

直流回路の電流と磁気、静電気、
交流回路、電気計測など基礎・基
本計算を確実に学ぶことができる
よう配慮されている。

基礎・基本の学び方、学習の定着
が段階的に図れるように、図や写
真を用いて構成されており、分か
りやすい。

図やイラストを多彩に用いて解説
しており、見やすく分かりやすい
表現で書かれている。

工業 174 コロナ 工業 330 電気基礎（上） 1

初歩の直流回路や交流回路の基
礎・基本計算を確実に学ぶことが
できるよう配慮されている。

例題問題、章末演習を重視し、丁
寧に解説し、問いにより問題解決
方法を習得できるようになってい
る。

少ない色構成で見やすく、学習効
果の向上を図っており分かりやす
い表現で書かれている。

工業 174 コロナ 工業 331 電気基礎（下） 1

例題や問題が多く示され、単元ご
とのポイントも適切に配置されて
いる。

教科書のサイズも大きくなったこ
とで見やすくなり、学習しやすい
系統になっている。

学習効果の向上を図って理解でき
るわかりやすい表現で書かれてい
る。

○ 工業 7 実教 工業 391 電気機器　新訂版 3

各種電気機器および電気材料の基
礎を網羅し、また、応用等の例題
も多用しているので分かりやすい
内容になっている。

新訂版前同様に内容・事例等が具
体的で分量も適切である。

視覚的に理解できるように各章が
見やすい図を多く掲載し、見返し
にも活用できるように工夫してい
る。
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工業 154 オーム 工業 349 電気機器 3

学習者が理解しやすいように、学
習内容に関する具体的な事例を多
く取り上げ理解しやすい。

内容が具体的でこまかく、分量も
適切である。

分かりにくいところは図が取り入
れられており、説明も適切なの
で、生徒にとって理解しやすい表
記である。

工業 7 実教 工業 392 電力技術１　新訂版 4

基礎理論・基本計算事項をわかり
やすく説明してあり、容易に理解
できるよう工夫されていている。

構成・内容にも十分に配慮されて
おり、学習効果を上げる量として
も適切である。

図表・解説等が分かりやすく、各
章も色分けされており、分かりや
すく適切である。

工業 7 実教 工業 393 電力技術２　新訂版 4

電力、制御分野の基礎的事項が図
や表を多く取り入れ分かりやすく
解説されている。

図板が大きく視覚的に分かりやす
く、構成も適切である。

図の表記や文章の表現が適切に配
置されている。

○ 工業 154 オーム 工業 352 電力技術１ 4

電力の制御に関する技術や電力を
用途に応じて利用する技術や電気
エネルギー応用技術が幅広く書か
れてる。

構成・内容・解説・問題にも十分
に配慮されており、学習量として
も適切である。

図表等が分かりやすく色分けされ
ており、表記・表現方法も適切で
ある。

○ 工業 154 オーム 工業 353 電力技術２ 4

発電・送電・配電などの電力供給
技術を活用する内容が細かく書か
れている

やさしい文法事項から入ってい
る。量も適当である。

やさしく丁寧な言葉で内容になる
ように書かれている。図や表など
適切に配置されている。

工業 7 実教 工業 395 電子回路　新訂版 3

基本的な回路の考え方や、解説等
が丁寧に記述され、適所に例題や
問が設けられている。

各種の回路について構成的にまん
べんなく分かりやすい構成になっ
ている。

図や写真などが適切に配置されて
いる。

○ 工業 174 コロナ 工業 357 電子回路 3

学習者が初歩の段階で、原理や動
作が理解しやすい回路が取り上げ
られ、内容が十分に記述されてい
る。

各内容が系統的によく構成されて
いる。また、装丁がよく適切な構
成になっている。

説明の文章が簡潔で分かりやす
い。重要用語をよく強調してい
る。図や写真が適切に配置され、
要点が理解しやすい。

○ 工業 7 実教 工業 359 電子情報技術 4

制御技術がハード・ソフトの両方
にまたがって幅広く書かれてお
り、学習者が理解しやすい内容に
なっている。

分野別に片寄りが無く構成されて
いる。

各説明が細かく分かりやすい表現
がなされている。

○ 工業 7 実教 工業 360 ハードウェア技術 3

論理回路や制御技術などハード
ウェアに関する内容を学習するこ
とができる。また、基本情報技術
者試験への配慮もされている。

情報技術基礎で未修得の生徒に
も、容易にプログラミングを実
行・確認できる。

色使いが視覚効果的に用いてお
り、イラストや表記が見やすく、
理解しやすい表現で書かれてい
る。

○ 工業 7 実教 工業 361 ソフトウェア技術 4

オペレーティングシステムや情報
セキュリティなど基本情報技術者
試験への配慮もされている。

写真や図を多く取り入れられてお
り、章末に問題もあり、理解の定
着に努めている。

図やイラストを用いて、見やす
く、色使いもよく分かりやすい表
現で書かれている。

○ 商業 7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版 1

挿絵に工夫があり親しみやすい。
用語の解説や資料が分かりやす
い。生徒が学習を進めるうえで適
切な内容である。

分量が適切である。豊富な資料の
構成が工夫されている。

グラフや図表が豊富に使われてい
る。挿絵等も生徒が興味関心をも
てるものとなっている。

商業 144 暁 商業 302 新ビジネス基礎 1

項目別に理解しやすい表記になっ
ている。経済現況が教科書後半に
載っていて学習しやすい。

章ごとに設定された練習問題があ
り、構成は興味をもてる内容であ
る。

シンプルな配色はとても良い。強
調用語の部分が分かりやすい。

商業 190 東法 商業 335 ビジネス基礎　新訂版 1

基礎・基本の解説が平易な表現で
記載されている。効果的な色使い
や豊富な図解を利用している。文
章による説明が分かりやすい。

分量としては問題はない。豊富な
資料がある。

文章表現、内容が分かりやすい。

○ 商業 7 実教 商業 345 ビジネス実務　新訂版 1

学習に必要なすべての要素が網羅
されており、それらが丁寧に記述
されている。

例題や基本問題、練習問題が豊富
に記載されており、バランスのと
れた構成になっている。

例題や実習問題が豊富に掲載され
学習を深められる。
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商業 190 東法 商業 346 ビジネス実務　　新訂版 1

基礎的な知識及び技能を学習させ
ることに重点が置かれている。

例題や実習問題が豊富に掲載され
課題学習の取組が容易である。

視聴覚的要素から理解を促すよう
に配慮されている。

○ 商業 7 実教 商業 354 経済活動と法 新訂版 4

基礎・基本の解説が分かりやすい
表現で記載されている。色使いや
豊富な図解を利用している。文章
による説明が分かりやすい。

分量が適切である。豊富な図解や
資料の構成に工夫なされている。

例題や練習問題が豊富に掲載され
学習を深められる。

商業 190 東法 商業 355 経済活動と法 新訂版 4

分かりやすい内容で記載されてお
り構成も学習しやすい。図解や資
料が学習内容を深められる。

分量は適切であり、図解や資料も
分かりやすい。

練習問題の内容が学習を深められ
るものになっている。

○ 商業 7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 2

平易な表現で記述されており、基
礎項目から発展項目へと段階を
追って学習できる。幅広い知識や
技術を習得できる。

各単元の分量が適切である。イラ
スト・脚注が分かりやすい。

カラーユニバーサルデザインを採
用し使いやすいように構成されて
いる。図解が見やすい。

商業 7 実教 商業 339 高校簿記　新訂版 2

デザインや挿絵に工夫があり、企
業会計に関する内容が理解しやす
い。適切な学習内容である。

理論的に簿記を学習できる構成と
なっている。単元ごとに重要仕訳
の表記があり、自ら学習する際に
役立つ。

カラーユニバーサルデザインを採
用し、使いやすいように配慮して
いる。図解が見やすい。

商業 190 東法 商業 340 簿記　新訂版 2

図・表・帳簿記入例の表記を中心
にしている。章ごとに学んだ仕訳
がまとめて列記してあり、確認も
しやすくまとめられている。

例題の表記がわかりやすく、復習
の際に活用しやすい。

本文の内容は２色刷りで見やすく
分かりやすい。

商業 230 ネット 商業 341 はじめての簿記 2

仕訳を取引例を多く用いてイメー
ジができるように工夫されてい
る。取引の構造について考えさせ
る内容となっている。

文章・取引例が多く、分量が多
く。

図解などの分量が少ないので視覚
からの理解が得にくい。

商業 7 実教 商業 342 情報処理　新訂版 2

基礎・基本を重視しつつも、
Excel関数を多数扱うなど、内容
は幅広い対応が可能。全商情報処
理検定試験2級・全商ビジネス文
書実務検定試験1級の範囲を対応
している。

写真・イラストを豊富に使用し、
生徒が親しみやすい。イラストや
色の使い方に印象が残るように工
夫されている。

パソコン操作画面を分かりやすい
解説を伴って記載しており、学習
の理解が深めやすい。用語解説が
丁寧である。

○ 商業 7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版 2

情報処理分野における学習内容が
適切である。表計算の箇所は、実
用性の高い関数を取り上げ、検定
試験のほかビジネス社会でも通用
する実務性の高いものまで掲載し
てある。

内容の構成に工夫がある。やや分
量が多いが分かりやすく学習を進
めるのに適している。

資料が見やすい。デザインに親し
みやすさがある。

商業 190 東法 商業 344 情報処理　新訂版 2

単元ごとのポイントとなる関数を
丁寧に説明されている。また、題
材も身近なものを取り上げている
ので分かりやすい。

分量は適切である。内容の構成に
工夫がある。プレゼンテーション
の解説、ビジネス文書の例示が適
切である。

イラストや図を多用した解説が多
い。全体的に理解しやすい内容で
ある。

○ 商業 7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版 3

プログラムのコードを使用しない
簡易なマクロ言語の利用法が記述
され、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
クロ言語まで、丁寧に説明されて
いる。

VBAとAccessで同じ題材のシステ
ム作成の例題を扱いシステムを構
築する中で両者の長所を比較でき
る構成である。教科書の範囲でIT
パスポート試験に頻出する用語な
ども扱っている。

データベースの概念は、科目「情
報処理」で学習したExcelと対比
し生徒が理解しやすい記述であ
る。例題を短く区切り操作画面を
多数掲載されている。

商業 190 東法 商業 353 ビジネス情報　新訂版 3

「情報処理」の教科書との関連か
らテーマやイメージに共通性をも
たせて記述されている。イメージ
をつけやすい。

アルゴリズム学習に重点を置く構
成である。思考力や判断力を学び
流れ図からプログラミングへ発展
的な学習ができる。

図版・イラストを豊富に掲載し、
理解が促進されやすい。
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国語 2 東書 国総 332 新編国語総合 1

古典的名作が多く取りあげられ、
なおかつバランスよく配置されて
おり、生徒が興味・関心をもてる
ように工夫されている。

装丁は簡素であるが、大変読みや
すい。分量は適切である。

脚注は分量・内容とも適切であ
る。写真・図版が豊富である。

○ 国語 15 三省堂 国総 338 精選国語総合　改訂版 1

現代文編、古文編、漢文編と構成
されている。古典的名作が多く取
りあげられ、なおかつバランスよ
く配置されている。また読書を促
すようなコラムも充実しているこ
とが特徴的である。

全編350ページ以上あり、やや厚
めである。装丁は簡素であるが、
読みやすく整っている。

脚注は分量・内容とも適切であ
る。写真・図版が豊富である。

国語 50 大修館 国総 346 精選国語総合　新訂版 1

現代文編、古文編、漢文編と構成
されている。古典的名作が多く取
りあげられ、なおかつバランスよ
く配置されている。発展学習に深
みがあり、より高度な学びに適し
ている。

全編400ページ以上あり、かなり
厚めである。装丁は簡素である
が、読みやすく整っている。

脚注は分量・内容とも適切であ
る。常用外の漢字を使用するな
ど、多少難解ではある。

○ 国語 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 3

一単元ずつコンパクトに分かりや
すくまとまった内容である。基礎
を学ぶことにおいて最適の教材で
ある。学習しやすい工夫が各所に
なされている。

装丁は簡素であるが、大変読みや
すい。小単元毎に見開きで発展す
る構成は分かりやすい。

字が大きくはっきりしていて読み
やすい。見出しが色分けされ分か
りやすい。

国語 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版 3

一単元ずつコンパクトに分かりや
すくまとまった内容である。実践
的な内容が多い。学習しやすい工
夫が各所になされている。

装丁は簡素であるが、大変読みや
すい。分量は適切である。

字が大きくはっきりしていて読み
やすい。フォントの種類が多く、
多少ゴチャゴチャして見える。

国語 183 第一 国表 308
高等学校　改訂版　国語表
現

3

一単元ずつコンパクトに分かりや
すくまとまった内容である。実践
的な内容が多い。生徒が興味・関
心をもてるように工夫されてい
る。

装丁は簡素であるが、大変読みや
すい。分量は適切である。

資料性の高い写真・図版が教材本
文の該当箇所に適切に掲載され，
生徒の興味を喚起し，教材の理解
を促す点からも効果的である。

○ 国語 2 東書 現Ａ 306 現代文Ａ 4

文章の形態からみた「小説・詩
歌」と「随想・評論」が適切に示
されていて分かりやすい。

２単位用の「現代文」として，無
理なく学習できる分量の教材が用
意されている。

資料性の高い写真・図版が教材本
文の該当箇所に適切に掲載され，
生徒の興味を喚起し，教材の理解
を促す点からも効果的である。

国語 15 三省堂 現Ａ 303 現代文Ａ 4

文章の形態からみた「小説・詩
歌」と「随想・評論」が適切に示
されていて分かりやすい。

２単位用の「現代文」として，無
理なく学習できる分量の教材が用
意されている。

基礎・基本を重視した適切な表現
であり、理解しやすいよう丁寧に
表記されている。

国語 183 第一 現Ａ 307
高等学校　改訂版　新編現
代文Ａ

4

小説とそれ以外が、ほぼ2作品ず
つ交互に織り交ぜられ、目次では
それらが色分けされていて分かり
やすい。

２単位用の「現代文」として，無
理なく学習できる分量の教材が用
意されている。

資料性の高い写真・図版が教材本
文の該当箇所に適切に掲載され，
生徒の興味を喚起し，教材の理解
を促す点からも効果的である。

地理
歴史

2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ 4

本文は基本的事項の内容が充実し
ており、かつ豊富に記述されてい
る。図版や写真なども多く記載さ
れており、生徒が興味・関心をも
てるように工夫されている。

資料や図版がとても多く、大きく
て見やすい。解説も丁寧で分かり
やすい。

図版は配色に留意し工夫を凝らし
ている。写真がコンパクトに提示
されている。表記が簡潔でとても
分かりやすく理解しやすいように
工夫されている。

○
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版 4

本文は基本的な叙述が多く、日本
史の流れを把握しやすい。また、
豊富な写真・地図・資料を取り入
れ、理解しやすい内容となってい
る。口絵には、「空からみる歴史
遺産」が掲載されており、生徒が
興味・関心をもてるように工夫さ
れている。

４部１１章で構成されている。ま
た「周辺地域から学ぶ」などのコ
ラムも豊富に記載されており、ま
た「歴史と資料」・「歴史の解
釈」・「歴史と論述」などで発展
的な学習ができるようになってい
る。

図版や写真などが豊富に使われ、
文字のサイズや書体が適切であ
る。表記が簡潔でとても分かりや
すく理解しやすいように工夫され
ている。

地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 4

本文は基本的事項の内容が充実し
ており、かつ豊富に記述されてい
る。図版や写真なども多く記載さ
れており、脚注には詳細な記述で
より高度な内容にも触れている。

原始・古代、中世、近世、近現代
の4部構成になっており、各時代
の特徴を捉えやすくなっている。
各部のはじめに年表を記載し、そ
の時代に何が起きたのか分かるよ
うになっている。

図版は配色に留意し工夫を凝らし
ている。写真がコンパクトに提示
されている。豊富な情報を得られ
るような写真や図が掲載されてい
る。

地理
歴史

46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 2

本文は基本的事項の内容が充実し
ており、かつ豊富に記述されてい
る。図版や写真なども多く記載さ
れており、生徒が興味・関心をも
てるように工夫されている。

資料や図版がとても多く、大きく
て見やすい。解説も丁寧で分かり
やすい。

図版は配色に留意し工夫を凝らし
ている。写真がコンパクトに提示
されている。表記が簡潔でとても
分かりやすく理解しやすいように
工夫されている。

○
地理
歴史

81 山川 世Ａ 315 現代の世界史　改訂版 2

基礎的・基本的事項は理解しやす
く記述されている。巻頭や本文中
に地理や日本史との関連を扱った
項目が設けられ、歴史学習の基本
的技能の習得や他科目との関連が
図られている。

２部９章で構成されている。歴史
の展開・流れに沿って配置されて
おり、分量も適切である。各部の
はじめに年表を記載しており、簡
潔に各時代の流れが把握しやす
い。

写真や地図など、単元ごとにしっ
かりと構成されており、分かり易
い表記になっている。地図・写
真・コラムなどの資料が豊富で内
容と配置も工夫されている。

採択
候補

平成３１年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立橘高等学校（定時制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現
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地理
歴史

81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版 2

地図帳並みの地形図で世界をつか
みやすくなっている。時代の変遷
を略地図で表すなどの工夫がなさ
れている。各ページに小見出しが
付いていて、学習の目標が分かり
やすくなっている。

資料や図版がとても多く、大きく
て見やすい。解説も丁寧で分かり
やすい。各ページでの略地図が、
理解を容易にしていて、出来事が
どこで起こったものなのかがつか
みやすい。

シンプルな表記でありながら、図
や表・写真と合わせることによ
り、出来事がどこで、どうなった
のかをつかみやすく表現してい
る。時代の変化を理解しやすい。

地理
歴史

35 清水 地Ａ 311
高等学校　現代地理Ａ　 新
訂版

1

基礎的事項が体系的に整理され充
実している。大きな図版や写真、
模式図等で、地形や機構の自然環
境の概念を分かりやすく説明して
いる。

オーソドックスな構成で資料も豊
富に掲載されており、各領域内容
がバランスのとれた配置となって
いる。

文章表現も平易で、見やすく読み
やすい。図版資料も豊富で見やす
く工夫がなされている。

地理
歴史

46 帝国 地Ａ 312 高校生の地理Ａ 1

地理の基礎知識がしっかり押さえ
られている。各見開きの導入資料
「レポート」では、学習テーマに
関連した世界各地の旅行記や体験
談などが書かれており、生徒の興
味関心をもたせるのに十分なもの
である。写真が大きく取り入れら
れ、地域の様子を視覚的にとらえ
やすい。

本文を補足する写真やグラフが豊
富で、配置も適切で大きくて見や
すい。各単元では「ニュース」が
設けられており、生徒の興味関心
をもたせるような工夫がなされて
いる。

多色の色分け表現には、模様を
使って区分けしやすくしたり、写
真や図が多く配置おり、見やすい
ように工夫されている。表記が簡
潔で理解しやすい。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 1

基礎的事項が体系的に整理され充
実している。大きな図版や写真、
模式図等で、地形や機構の自然環
境の概念を分かりやすく説明して
いる。

一つの単元が見開きで、まとまり
があり、学習計画を立てやすい。
世界すべての地域をカバーしてい
るが、分量や配列は適切である。

文章表現も平易で、見やすく読み
やすいフォントを使用するなど工
夫されている。図版資料も豊富で
見やすく工夫がなされいる。

地理
歴史

2 東書 地図 301 新高等地図 1

地域図に写真、鳥瞰図、断面図な
どが添えられ、地域の概観を多面
から理解できる内容となってい
る。主題地図もよく整理されてお
り、分かりやすい表現が多く、興
味、関心を引くものとなってい
る。

豊富な写真、図版、統計資料がよ
くコンパクトにまとまられてい
る。地形図と主題図、統計資料が
バランスよく配置されており、使
いやすい構成になっている。

落ち着いた色彩で図版が見やす
い。位置図は地球上での位置理解
を意識させる。統計資料にも色彩
を施すなど視覚的配慮がされてい
る。インデックスの添付は利便性
が高い。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 1

詳細な地図を基本に豊富な主題地
図が配置されており、様々な用途
に対応できる。地形や気候に関す
る図版も適切で充分な統計資料を
掲載している。

オーソドックスな構成で資料も豊
富に掲載されており、各領域内容
がバランスのとれた配置となって
いる。インデックスが設置されて
おり、利便性を高めている。

伝統的な等高段彩表現が用いられ
ており、見やすい配色で、地形の
概観を理解しやすい。主要図に位
置図が併記され、地球上の位置理
解を促進している。

地理
歴史

130 二宮 地図 314 高等地図帳　改訂版 1

詳細な地図を基本に豊富な主題地
図が配置されており、様々な用途
に対応できる。

オーソドックスな構成で資料も豊
富に掲載されており、各領域内容
がバランスのとれた配置となって
いる

見やすく落ち着いた色彩で、図版
を見るだけで理解が深まりやす
い。

○ 公民 2 東書 現社 313 現代社会 3

太字による表記や具体性のある豊
富な資料などは、内容の理解や習
得が図りやすい。現代社会の基礎
的・基本的な学習事項の内容がバ
ランスよく配置されている。

学習内容は、課題追求学習と基
礎・基本と系統的に構成されてい
る。全体を通して中学校の内容を
ふまえて記述されている。また第
１部では分かりやすいテーマを取
り上げ、現代社会を学べる構成と
なっている。

記述は容易であり、扱いやすいよ
うに工夫されている。用語・記号
は統一されており、記述の仕方も
適切である。また、写真や図でわ
かりやすくしている。

公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 3

現代社会の基礎的・基本的な学習
事項の内容がバランスよく配置さ
れている。生徒の興味関心を引く
ためには十分な内容である。

本文・資料・図版・写真の配置は
バランスがよく、理解しやすい構
成になっている。

基礎・基本を重視した適切な表現
であり、理解しやすいよう丁寧に
表記されている。

公民 46 帝国 現社 318 高等学校　新現代社会 3

基礎的な内容で分かりやすく記述
されている。本文各所に生徒が主
体的に考え表現できるよう作業学
習の項目が設けられている。

本文・資料・図版・写真の配置は
バランスがよく、理解しやすい構
成になっている。

基礎・基本を重視した適切な表現
であり、理解しやすいよう丁寧に
表記されている。また、図版など
が適切に配置されており、分かり
やすい配置となっている。

数学 2 東書 数Ⅰ 318 数学Ⅰ　Standard 1

Ａ５版サイズの中に説明内容が詳
しくまとまっており、どのページ
でも理解しやすい内容になってい
る。

各章の前にその章を学習するため
に必要な既習事項の復習のページ
があり、それに取り組むことに
よってスムーズにその章の学習に
入れるように工夫がされている。

各文章表現や文字の大きさ、記号
の使用等、適切である。

○ 数学 2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 1

本文の説明内容が丁寧で理解しや
すい。ポイントがカラーで図式化
されていて学習しやすいように随
所で工夫がなされている。また、
巻頭に中学数学の要点復習のペー
ジがあり、分かりやすい説明がな
されている。

Ｂ５版で見やすく使いやすい大き
さである。見開きのページを基本
として説明がまとめてあり、「例
題」や「問い」の量も適切であ
る。

多色刷りで平易な言葉を用いてお
り、読みやすい内容である。

数学 61 啓林館 数Ⅰ 324 詳説　数学Ⅰ改訂版 1

事柄の説明の仕方や例、例題の解
説の仕方等がわかりやすい。ま
た、練習問題の量も適している。

本文の説明が順序立ててあり、理
解しやすい構成になっている。

構成は適切である。分量も本校の
生徒にとって適切である。

○ 数学 2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ 4

本文の説明内容が丁寧で理解しや
すい。ポイントや説明に関する図
や多くの公式等が多色刷りで印刷
されていて見やすく、学習しやす
い工夫が随所でなされている。

各説明が見開きでまとめてあり、
Ｂ５版で見やすく使いやすい大き
さである。また、「例題」や「問
い」の量も適切である。

各ページとも多色刷りで見やすい
内容である。文字の大きさも適切
であり読みやすい。
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数学 7 実教 数Ⅱ 323 高校数学Ⅱ　新訂版 4

事柄の説明の仕方や例、例題等の
解説の仕方が分かりやすい。ま
た、練習問題の量なども適してい
る。

本文の説明が順序立ててあり、理
解しやすい構成になっている。

随所で参考図が効果的に使われて
おり、記号、用語等の使用も適切
である。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 324 詳説　数学Ⅱ改訂版 4

本文の説明が丁寧で理解しやす
い。また、練習問題の量も適して
いる。

本文の説明が順序立ててあり、理
解しやすい構成になっている。

構成は適切である。分量も本校の
生徒にとって適切である。

数学 2 東書 数Ａ 318 数学Ａ　Standard 3

Ａ５版サイズの中に理解しやすい
説明が十分になされている。その
ため、文章量が多くなっている。

各章の前にその章を学習するため
に必要な既習事項の復習のページ
があり、それに取り組むことに
よってスムーズにその章の学習に
入れるように工夫がされている。

多色刷りではあるがカラフルな色
はほとんど使用しておらず、全体
的に落ち着いた内容で表記されて
いる。

○ 数学 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 3

本文の説明が丁寧で理解しやすい
記述である。イラストや図が多色
刷りで見やすく、ポイントが図式
化されている等、学習しやすい工
夫が随所でなされている。

Ｂ５版で見開きの中に説明内容が
まとまっており見やすい。「例
題」や「問い」の量も適切であ
る。

各ページとも多色刷りで見やすい
内容である。１ページについての
文字の量も適切であり大変読みや
すい。

数学 7 実教 数Ａ 321 新版数学Ａ　新訂版 3

学習指導要領の内容について、不
足なく取り上げられている。生徒
が理解しやすいように工夫されて
いる。

構成は適切である。分量も本校の
生徒にとって適切である

構成は適切である。分量も本校の
生徒にとって適切である

理科 2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎 4

親しみやすい図やイラストが豊富
に使われており、生徒が理解しや
すいように工夫されている。学習
指導要領の内容について、不足な
く取り上げられている。

項目ごとに見開きで完結するよう
に構成されており、授業を進めや
すいように工夫されている。生徒
の興味や関心を考慮した章構成や
内容のまとまり、順番となってい
る。

用語、記号が統一されており、記
述のしかたも適切である。写真や
図版を大きく見せるなど、生徒の
学習意欲を刺激する工夫がなされ
ている。

理科 7 実教 物基 314 高校物理基礎　新訂版 4

学習指導要領の内容について、不
足なく取り上げられている。物理
現象のイラストや図が大きく配列
されており、生徒が理解しやすい
ように工夫されている。

各項目で学ぶ内容や要点が一目で
分かるように工夫されている。見
開きで内容が完結するように構成
されており、進度に合わせて自由
に教材の取捨選択ができるように
工夫されている。

重要な図や写真を大きく配列し、
物理現象を視覚的に理解しやすい
ように工夫されている。物理量の
英語表記や学習の流れが分かりや
すいように工夫されておる。

○ 理科 104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎 4

学習指導要領の内容について、不
足なく取り上げられている。身近
で親しみやすい話題を扱い、生徒
の物理への興味や関心を高めるよ
うに工夫されている。

見やすい図解と、丁寧な補足説明
により、学習が分かりやすい構成
となっている。先取りの内容は最
小限にとどめている。

「文字式」を丁寧に導入してお
り、中学校の復習や数学的知識の
補足もあり、無理なく学習を進め
られるように工夫されている。

理科 2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 1

図や写真は精選され、生徒に理解
しやすいような編集になってい
る。研究や探究しやすいように編
集されている。

図や写真の配置に工夫がされてい
て、生徒に印象が残りやすいよう
に工夫されている。

図版資料が豊富で、分かりやすい
説明がなされている。

理科 7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版 1

説明が簡潔で明解であり、扱って
いる例題が生徒に分かりやすい。
物質の特徴や性質などが分かりや
すくまとめられている。

内容が系統的に配列され、分量も
適切である。

分かりやすい説明がなされてい
る。

○ 理科 183 第一 化基 322
高等学校　改訂　新化学基
礎

1

必要な内容が大変精選されている
とともに、説明が丁寧で学習しや
すい。生徒の興味を引く話題など
も掲載し、学習指導を進める上で
適切である。

構成は適切である。分量も本校の
生徒にとって適切である。

適切で分かりやすい文章表現であ
る。

理科 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎 2

必要な内容が精選されているとと
もに、丁寧で学習しやすい。生徒
の関心を引く話題なども多く、学
習を進める上で適切である。

図や文章がともに分量が豊富で、
構成が適切である。

視覚的に親しみやすい配置で、適
切でわかりやすい表現になってい
る。

理科 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版 2

必要な内容が精選されており、丁
寧で学習しやすい。生物の変遷や
流れが分かりやすくまとめられて
いる。

構成・分量ともに適切であり、装
丁も丁寧である。

分かりやすく、適切な文章表現に
なっている。

○ 理科 183 第一 生基 319
高等学校　改訂　新生物基
礎

2

生物や生命の現象に見られる多様
性や共通性が書かれている。基本
的な事柄や重要事項が、丁寧に分
かりやすく書かれている。平易な
内容から高度な内容まで網羅され
ている。

写真や図など、分量が適切で、分
かりやすく工夫されている。

分かりやすい説明がなされてい
る。文字の大きさや図も適切であ
る。
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理科 7 実教 地基 307 地学基礎　新訂版 3

単元構成がしっかり工夫され、内
容的にもわかりやすい記述になっ
ている。編集も適切なものになっ
ている。

文章や図の配置や構成に工夫があ
り、分量も適切である。

図や写真の配置が適切で、表現も
分かりやすい。

理科 104 数研 地基 309 新編　地学基礎 3

基本的な事柄や重要事項が、適切
に取り上げられている。平易な内
容から高度な内容まで網羅されて
いる。

構成は適切であり、分量も本校の
生徒に十分なものとなっている。

分かりやすい説明がなされてお
り、図や写真も豊富である。

○ 理科 183 第一 地基 310 高等学校　改訂　地学基礎 3

地学現象の様々な具体的事例が単
元の構成や説明の中で、学びやす
いように工夫されている。基本的
な内容から発展までよくまとめら
れている。

図や文章とも分量が適当で、構成
も適切である。

表現も分かりやすく、図や写真の
表記が適切である。

○
保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1

基本を押さえていて、わかりやす
い内容となっている。解説書も簡
潔に書かれている。

２部構成になっており、１部には
グラフや統計などが載っており、
２部はその事実に基づき、健康へ
の価値観を考えさせるものになっ
ている。

紙面のレイアウトは見やすく、カ
ラーも有効的に使われていて、生
徒の理解を補足できるようになっ
ている。

保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 1

説明がわかりやすく明確である。
各項目のポイントがよくまとめら
れている。

整理され、使いやすく構成されて
いる。分量は項目ごとに適切に配
置されており、重要項目にはまと
めページがり、より深く学習でき
るようになっている。

イラストが多く、視覚的に理解を
深める工夫が随所に見られる。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

1

各項目毎の目標が明示されてい
て、分かりやすく図や表の資料が
活用されている。

構成は適切である。文章、図とも
に分量が適切であり、基本的には
内容を理解しやすい。

図やイラストも詳しく載ってお
り、理解しやすくなっている。

○ 芸術 17 教出 音Ⅰ 308
高校音楽Ⅰ改訂版　Music
View

3

歴史に残る名曲から最新のポップ
スまで幅広く収録されている。選
曲が非常によく、生徒も関心をも
ちやすい。

非常にカラフルに仕上がっており
見やすい。楽曲形式などの説明が
分かりやすい。

イラストが豊かで非常に美しく、
生徒の学習意欲を高める手助けに
なっている。思わず教科書を開き
たくなる衝動に駆られる。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１ 3

歴史に残る名曲から最新のポップ
スまで幅広く収録されている。選
曲が非常によく、生徒も関心をも
ちやすい。

構成・分量・装丁ともに適切であ
り、使いやすい。

紙面のレイアウトは見やすく、カ
ラーも有効的に使われ、生徒の理
解を補足できるようになってい
る。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 3

親しみやすいポピユラーな曲が多
く入っており、歌唱キーが低く、
生徒に適している。

構成・分量・装丁ともに適切であ
り、使いやすい。

楽譜が大きく、分かりやすい表現
である。

○ 芸術 17 教出 音Ⅱ 308
高校音楽Ⅱ 改訂版 Music
View

4

鑑賞教材が豊かに収録されてお
り、歌唱中心の構成となってい
る。

見やすく端的に表現された構成に
なっており、整然としていて見や
すい。

端的で理解しやすい表記であり、
シンプルなカラーを用いていて、
見やすい。

芸術 27 教芸 音Ⅱ 309 高校生の音楽２ 4

教材として親しみやすい曲が多く
扱われている。

構成・分量・装丁ともに適切であ
り、使いやすい。

イラストが多く、視覚的にも理解
する工夫が随所に見られる。

芸術 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２ 4

様々なジャンルから選曲されてお
り、色々な角度から音楽を勉強で
きるようになっている。

構成・分量共に適正であり、使い
やすい。

楽譜が大きく、大変分かりやすい
表現である。

芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 3

技法や色彩など資料が充実してい
る。

分量・装丁も適切で、分野別に整
理された内容になっている。

ユニバーサルデザインで、分かり
やすく、詳細な表現である。

○ 芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 3

題材が豊富で、各分野とも内容が
充実している。特に、生徒の興味
関心を引き出しやすい鑑賞題材が
充実している。また、資料のペー
ジも授業で扱いやすいものとなっ
ている。

図版を１ページ大で示すなどし
て、対比することによって生徒自
身が考え、作品や作家、背景と
なっている美術文化への理解を深
められるように工夫されている。

原寸大の絵画を見開きで配置する
など分かりやすいページ構成がさ
れている。文章量が適切で解説が
読みやすい。
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芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 3

題材が豊富で、各分野とも内容が
充実している。技法や色彩など資
料が充実している。

分量・装丁も適切で、分野別に整
理された内容になっている。

分かりやすいページ構成がされて
いる。文章量が適切で解説が読み
やすい。

芸術 38 光村 美Ⅱ 303 美術２ 4

資料が充実しており、目標やねら
いがはっきりしている。

分野別にしっかり整理されてお
り、分量も装丁も適切である。

詳細で分かりやすい表記で、ユニ
バーサルデザイン。

○ 芸術 116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２ 4

様々な題材がバランス良く設定さ
れており、豊富な資料や、丁寧な
説明がなされている。

構成・分量・装丁ともに適切であ
り、美しく仕上がっている。

大変分かりやすい表現で表記され
ており、丁寧な表現方法がとられ
ている。

芸術 116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２ 4

資料が充実しており、目標やねら
いがはっきりしている。

分野別にしっかり整理されてお
り、構成、分量、装丁も適切であ
る。

詳細で分かりやすい表記で、丁寧
な表現方法がとられている。

芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 3

各古典の説明が詳しく、図版も多
いため鑑賞しやすく、創作の手順
も分かりやすい。

１ページ１古典で簡潔しており、
使いやすい。図は他社のものに比
べて鮮明である。

碑や帖の元の形が分かるように
なっている。

芸術 6 教図 書Ⅰ 302 書Ⅰ 3

各古典の説明が詳しく、図版も多
いため鑑賞もしやすい。創作の手
順も分かりやすい。

図は他社のものに比べて鮮明で分
かりやすい。

図版が多く、分かりやすい表現が
なされている。

○ 芸術 17 教出 書Ⅰ 307 新編　書道Ⅰ 3

運筆の方法が分かりやすく説明さ
れており、特徴を比較しやすく
なっているため、学習しやすい。

見開き２ページで比較する構成と
なっており、特徴を捉えやすい。

視覚的な資料が多く、表現の幅を
広げやすい。

芸術 2 東書 書Ⅱ 305 書道Ⅱ 4

書道Ⅰで習った事を生かす創作活
動をするためには、新出事項が多
いので、他社のものに比べて工夫
が必要。

同じ書体の中で、異なる書風を比
較の中で感じ取ることができる。
図は他社のものに比べて鮮明であ
る。

書道用語の解説が丁寧にされてい
る。

芸術 6 教図 書Ⅱ 306 書Ⅱ 4

書道Ⅰで習った事を生かすための
工夫がなされた内容となってい
る。

図は他社のものに比べて鮮明で分
かりやすい。

視覚的な資料が多く、表現の幅を
広げやすい。

○ 芸術 17 教出 書Ⅱ 307 新編　書道Ⅱ 4

新出事項が他社のものに比べて少
ないので、Ⅰで習ったことをス
ムーズに生かせるような臨書活
動・創作ができる。

臨書する古典の種類が豊富であ
る。

図版が多く、分かりやすい表現が
なされている。

○
外国
語

205 三友 コ基 302
JOYFUL English
Communication Basic

1

英語を学ぶ楽しさを感じられるよ
うに工夫されている。題材も高校
生の知的好奇心を刺激するテーマ
を中心に構成されている。英語の
基礎から学べるように構成されて
いる。

基礎の定着を目標に、英語が不得
意な生徒にも理解しやすいよう最
小限の分量になっている。

写真やイラストが随所にあり、楽
しめるように工夫されていて、見
やすい。

外国
語

226 チアーズ コ基 303
ATLANTIS English
Communication Basic

1

外国語を日常使用している人々に
とって自然な表現が用いられてお
り、生きた英語が身につく内容に
なっている。多様な物の考え方を
養えるような題材を取り扱ってい
る。

文法事項は基礎的な内容をしっか
り学べるように適切な分量で簡潔
にまとめられている。レイアウト
も見やすい。分量はやや多め。

図や写真、イラストが適切に配置
されており、カラーが効果的に使
用されている。

○
外国
語

2 東書 コⅠ 328
All Aboard! English
Communication Ⅰ

2

世界の文化を取り上げている題材
が多く、生徒が英文を通して世界
に目を向けることのできる教材で
ある。

本文が見開きで簡潔しており、学
習の流れが理解しやすい。教材バ
ランス、全体的分量も適切であ
り、装丁も丁寧である。

活字は鮮明で美しく、写真、イラ
ストなども鮮明である。用語、記
号は統一されており、記述の仕方
も分かりやすく適切である。

外国
語

2 東書 コⅠ 330
PROMINENCE English
Communication Ⅰ

2

生徒の興味関心を引く題材が多
く、扱われているテーマにも偏り
がない。本文の各パートに導入の
英問が設けられている。

中学校修了段階からなだらかに英
文の語数・難易度を上昇させてい
て無理なく学習できる。

各パートの新出語が目の動きに合
わせて各ページ側注に表示されて
いる。
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外国
語

15 三省堂 コⅠ 335
VISTA English
Communication Ⅰ New
Edition

2

世界の文化や風習、言語など現在
の世界を学べる興味深い題材が多
く扱われている。単語や構文も標
準的なものが多く扱われている。

見開き構成でシンプルにまとめら
れていて、文法や例文が分かりや
すく配列されている。

写真やイラスト、図表等配置も適
切である。英文も読みやすい。

外国
語

15 三省堂 英Ⅰ 323
CROWN English Expression
Ⅰ New Edition

4

生徒の興味・関心に即した題材が
場面中心に精選されている。文法
事項の学習が中心のLessonと、得
た情報を簡潔にまとめて発表する
Speaking、の２種類の課を設定し
ている。

Lesson 16課とSpeaking８課が交
互に組み合わされている。

写真・イラスト・図表は大きさ、
配置ともに適切である。

○
外国
語

17 教出 英Ⅰ 326
NEW ONE WORLD Expressions
Ⅰ Revised Edition

4

実際のコミュニケーションに必要
な運用度の高いものが精選されて
おり、系統的に配列されている。
表現に必要な語、連語、慣用表現
などは無理なく学習できる内容に
なっている。

日本語訳が付記されており、生徒
にとってないよう理解が容易であ
る。装丁は頑丈である。また、大
きくて見やすい。

用語、記号は統一されており、指
示文や記述も簡潔である。随所に
写真、イラストが効果的に使用さ
れている。

外国
語

50 大修館 英Ⅰ 327
Departure English
Expression Ⅰ Revised

4

生徒が興味をもつような内容が題
材となっていて、基礎から応用ま
で学習できるような構成になって
いる。

練習問題が整理されていて、その
量も豊富である。

ポイントのまとめが視覚的であ
り、理解しやすい。

外国
語

2 東書 英会 301
Hello there! English
Conversation

3

「話す活動」と「聞く活動」がバ
ランス良く配置され、それぞれが
確実にスキルアップできるように
工夫されている。

やさしい言語材料で自分の身の回
りのことから始まり、徐々にまわ
りのことについて触れていくよう
構成されている。弾力的な扱いが
できるよう配慮され、適切であ
る。製本も頑丈にできている。

活字は鮮明で美しく、写真、イラ
ストなども鮮明である。用語、記
号は統一されており、記述の仕方
も適切である。

○
外国
語

61 啓林館 英会 303
Sailing English
Conversation

3

生徒が日常生活で接する身近な話
題、場面を集め、生徒のコミュニ
ケーションの目的や興味・関心に
合わせた内容になっている。

中学英語を復習・整理しながらさ
らにコミュニケーション活動がで
きる構成になっている。リスニン
グとスピーキングがバランス良く
配置され無理なく学習ができる分
量になっている。装丁も頑丈で見
やすい。

示文や記述が簡潔である。随所に
写真、イラストが効果的に使用さ
れている。

外国
語

226 チアーズ 英会 305
ATLANTIS English
Conversation

3

外国語を日常使用している人々に
とって自然な表現が用いられてお
り、生きた英語が身に付く内容に
なっている。多様な物の考え方を
養えるような題材を取り扱ってい
る。

文法事項は基礎的な内容をしっか
り学べるように適切な分量で簡潔
にまとめられている。レイアウト
も見やすい。分量はやや多め。

図や写真、イラストが適切に配置
されており、カラーが効果的に使
用されている。

○ 家庭 2 東書 家総 307
家庭総合　自立・共生・創
造

2

各章の始めに章の学習内容を概観
する文章があり、各節の始めには
「学習のポイント」が示されてい
るので、学習内容の見通しを持つ
ことができる。また、「Try」で
生徒自身に深い学びをさせること
ができる。

各領域の配置は、学習指導要領と
一致している。生徒の理解を助け
るために分量は多くなっている。

判型がAB判と大きいことを活か
し、側注にも図やグラフ資料が豊
富に掲載されているため、生徒の
学習意欲が高まり、生徒は楽しく
学習を進めることができる。ま
た、本文にUDフォントが使用され
ているので読みやすい。

家庭 6 教図 家総 308
新 家庭総合　今を学び 未
来を描き 暮らしをつくる

2

教科書全体で、ライフサイクルア
セスメント（LCA）の考え方が徹
底されており、身の回りにあるも
のの背景について学ぶだけでな
く、持続可能性について考えるき
かっけとして使用できる。

口絵に家庭科学習を見通すための
漫画と概観図があり、各節の始め
にその節で学ぶ「キーワード」が
掲載されている。また、学習の進
行に応じて活用できる資料やコラ
ムが掲載されている。

カラーユニバーサルに配慮されて
おり、フォントはゴシック体のUD
フォントである。また、視覚的に
見やすいイラストや写真・図表が
用いられている。

家庭 9 開隆堂 家総 310
家庭総合　明日の生活を築
く

2

生活事象が総合的・多面的に捉え
られており、高等学校で学ぶ他の
教科と関連付けながら教えること
ができる。

各節の始めに「考えてみよう」が
あり、生徒にその章で何を学んで
ほしいかを考えさせる事によりア
クティブ・ラーニングをすること
ができる。

見開きのページでは、世界地図が
載っており、生徒の興味・関心を
引くことができる。また、印刷の
カラーの濃淡がはっきりしており
図や資料が読みやすい。

情報 2 東書 社情 309 新編　社会と情報 3

各分野の内容がわかりやすくまと
まっており、解説も丁寧である。
写真やイラストが充実し、見やす
く構成されている。

全９章、３編で構成されており、
一つの単元の学習の深みを調整し
やすくなっている。

図解も挿入されているが、文章に
よる説明が中心となっている。

情報 9 開隆堂 社情 313 社会と情報 3

イラスト・図版を中心としてわか
りやすい構成である。重要語句が
ページごとに「キーワード」とし
てまとまっており、学習内容が確
認しやすい構成となっている。

全９章で構成されており、段階的
に専門性のある内容が学習できる
構成になっている。

図解や写真・表を多用しており、
事例を２コマのイラストでわかり
やすく示している。「Linkマー
ク」等を用いて、関連した情報が
分かるように表記されている。

○ 情報 116 日文 社情 317 新・見てわかる社会と情報 3

イラスト・図版を中心としてわか
りやすい構成である。重要語句が
ページごとに「キーワード」とし
てまとまっており、学習内容が確
認しやすい構成となっている。

実務的な内容が中心となっている
ため、実習の説明が多い構成と
なっている。

書名の通り図解が中心となってお
り、実践力を養うのに適切な表現
がされている。
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国語 2 東書 国総 332 新編国語総合 1

現代文編、古文編、漢文編、いず
れも親しみやすく多様な文章が配
置され、バランスが取れている。

中学校とのつながりを意識してお
り、基礎基本の定着をはかること
ができるような構成であり、分量
も適切である。

文字の大きさ、行間、字体が適切
である。コラムの表現も簡潔で分
かりやすく、生徒が興味をもちや
すいように工夫されている。

国語 2 東書 国総 333 精選国語総合 1

現代文編は近代分野・現代分野が
バランス良く配置されている。古
文編も多様なジャンルの文章が掲
載されており、十分な内容となっ
ている。

定番教材を中心にした構成で分量
も適切である。

写真やイラスト、図表などが随所
に盛り込まれており、見やすい。

○ 国語 15 三省堂 国総 338 精選国語総合　改訂版 1

現代文編は近代分野・現代分野が
バランス良く配置されている。古
文編も多様なジャンルの文章が掲
載されており、十分な内容となっ
ている。

構成・分量ともに適切である。装
丁も明るい。

文字の大きさ、行間、字体が適切
である。コラムの表現も簡潔で分
かりやすく、生徒が興味をもちや
すいように工夫されている。

国語 2 東書 現Ａ 306 現代文Ａ 4

小説・随想・評論は親しみの持て
る読みやすい作品が多数、収録さ
れている。韻文の扱いがやや少な
めである。

韻文の分量がやや少なめである。
散文に関しては構成・分量ともに
適切である。装丁も明るい。

写真やイラスト、図表などが随所
に盛り込まれており、見やすい。

国語 50 大修館 現Ａ 308 現代文Ａ 改訂版 4

散文・韻文とも読み応えのある作
品が収められている。特に小説で
は『山月記』『こころ』『高瀬
舟』といった名作が並んでおり、
十分に学習できる内容となってい
る。

評論・小説・随筆・詩歌ともにバ
ランスよく構成されている。分量
も適切である。

写真やイラスト等が随所に盛り込
まれており、見やすくてよい。

○ 国語 183 第一 現Ａ 307
高等学校　改訂版　新編現
代文Ａ

4

親しみの持てる読みやすい作品が
多数、収録されている。内容も精
選されているので、学びやすい。

精選されているので分量が適切で
ある。また活字も大きく見やす
い。本文に即した写真・挿絵がユ
ニークである。

単元ごとのテーマやねらいが明ら
かになっており、学習の目的を生
徒が理解しやすい。

国語 2 東書 古Ａ 301 古典Ａ 3

古典の作品、ジャンルがバランス
よく入っており、生徒が興味を
もって考えを広げたり深めたりで
きるように配慮している。

古文編、漢文編ともに読解力の育
成・定着をはかることができるよ
うに配慮されており、分量は適切
である。

巻末の付録が詳しく豊富に用意さ
れている。

国語 109 文英堂 古Ａ 311

徒然草　説話（古今著聞集
十訓抄　宇治拾遺物語　古
事談　今昔物語集）　枕草
子

3

随筆・説話などの作品群も定番の
作品をバランスよく選んである。
学習のてびきは、内容理解にせま
る基本的な課題が用意されていて
使いやすい。

構成・分量ともに適切である。天
地の空間が適度に空いており、本
文が読みやすく装丁されている。

文字の大きさ、行間が適切であ
る。ルビが多めで学習しやすい。
学習者によりそった学習の配慮
が、表記・表現にあらわれてい
る。

○ 国語 183 第一 古Ａ 314
高等学校　改訂版 標準古典
Ａ 物語選

3

古文・漢文ともに標準的な内容と
なっており、古典が苦手な生徒に
も取り組みやすいものとなってい
る。

構成・分量ともに適切である。装
丁もカラフルである。

写真やイラスト図表などが適切に
盛り込まれており、見やすい。

地理
歴史

7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版 2

テーマごとに見開き一ページで内
容がまとめられている。基礎的な
内容を重視した構成となっている
ので、しっかりと歴史的背景を捉
えることができる。

３編12章で構成されている。すべ
ての項目が２ページ構成で取り上
げられ、内容が完結しているので
計画的に学習しやすい。

基礎的な語句が網羅されており、
表現も平易で分かりやすい。資料
も豊富にそろえられており、生徒
の学習意欲を引き出しやすい。

地理
歴史

35 清水 世Ａ 313
高等学校　世界史Ａ　新訂
版

2

基礎的な内容が重視され、平易で
分かりやすく記述されている。ま
た、地図･写真･コラムなどが豊富
でわかりやすく、生徒の理解を深
めることができる。さらに、日本
史との同時代把握にも工夫が凝ら
されている。

すべての項目が２ページ構成で取
り上げられ、内容が完結している
ので計画的に学習しやすい。

重要語句や人名は書体を変えた太
文字にするなどの工夫がされてい
る。本文の内容や分量はほどよく
精選されている。図版資料も豊富
でよい。

○
地理
歴史

46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 2

図版や資料・写真が豊富で充実し
ている。写真はシンプルでとても
見やすく工夫されている。記述は
平易で分かりやすい構成となって
いて、親しみやすいものとなって
いる。地図資料が多く、地域と時
代が結びつきやすい。

分量が適当である。史料と資料が
見やすく配置されている。各見開
きに日本史との対応の印が付いて
いて、時代が分かりやすい。各
ページに「コラム」があり、学習
の参考になる。

文字のサイズや書体が適切であ
る。表記が簡潔でとても分かりや
すい。地図が多く、記述を読むよ
り、見てすぐに分かるものとなっ
ているため、理解しやすい工夫が
なされている。

地理
歴史

2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史 3

基本的な事項を中心に、具体的で
生徒にとって身近な題材を豊富に
取り上げコンパクトな内容となっ
ている。世界史的な視野に立ち、
国際環境と関連づけて、日本近現
代史の展開の考察ができる。

１テーマ見開きで内容が展開さ
れ、学習がしやすく工夫されてい
る。学習の要点が明確化されてお
り、学習の振り返り、まとめが容
易にできる。

資料性の高い写真・図版が用いら
れれている。活字の大きさや配置
もほどよく、写真・図版も大きく
鮮明で効果的である。

○
地理
歴史

7 実教 日Ａ 313 新日本史Ａ　新訂版 3

写真や図版・地図・資料が豊富で
生徒が興味を引くことができる。
巻末の「地域からみた日本」で
は、「地域」の視点からわが国の
近代史を理解することも可能であ
る。

ＡＢ版を用い、大きくて見やすい
写真や図版・コラムが多く掲載さ
れている。「ピックアップ」で
は、一口エピソードに触れ、生徒
が歴史を身近に感じられる。

文体は、「です・ます」で統一さ
れており平易な表現となってい
る。本文と傍注のバランスも配慮
があり、見やすい紙面である。

採択
候補
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地理
歴史

81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版 3

基礎的な歴史事象が羅列されてい
る。国際的な視野で日本近現代史
が叙述されていて、視野を広げて
日本史の学習を進めることができ
る。

十分な分量の内容をバランスよく
配置している。掲載されている写
真が大きく、生徒の興味・理解を
促す工夫がされている。

写真や図版が大きく掲載されてい
て、見やすく、生徒の興味・関心
を引くものとなっている。図の色
使いでは、カラーユニバーサルデ
ザインにも配慮されている。

地理
歴史

183 第一 日Ａ 312
高等学校　改訂版　日本史
Ａ　人・くらし・未来

3

重要な学習の項目を網羅してい
る。図表・写真・資料などの図版
資料が豊富で、生徒が身近なとこ
ろから多角的に諸問題を考察でき
るよう工夫されている。

学習項目を分野別に見開きで構成
されている。体系的に学習できる
よう工夫されている。

平易で分かりやすく記述されてい
る。図表・写真・資料などの図版
資料が豊富である。

地理
歴史

35 清水 地Ａ 311
高等学校　現代地理Ａ　 新
訂版

3
4

写真が多く使用され、その国のイ
メージがつきやすい。また、色彩
が鮮やかで生徒の目に付きやす
い。コラム欄「旅先でのエピソー
ド」は生徒の興味を引く内容であ
る。

二部構成となっており、ボリュー
ムはあるが、どの内容も詳しく掲
載されている。また、作業学習も
豊富に盛り込まれている。

用語については、詳しい解説が注
釈で付いている。また、高校生で
も十分に理解できるような表現を
用いられている。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 312 高校生の地理Ａ
3
4

写真やデータを反映した図版が豊
富に掲載されている。また、地図
やグラフを読み取る作業のほか、
グループで話し合ったりする作業
を入れるなど、作業を通して言語
活動に取り組める工夫がなされて
いる。

見開きの冒頭に「アプローチ」が
設けられ、学習内容の要点がつか
めるような工夫がなされている。
作業学習も豊富に取り入れられて
いる。

理解しやすい平易で分かりやすい
記述となっている。文字の書体や
サイズが適切であり見やすく、鮮
明な写真と図版も見やすい。

地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ
3
4

生徒が考えたり作業したりする工
夫があり、自主的に学習に取り組
める。最新の情報を盛り込み、世
界の動きがつかみやすい。

図版に工夫があり、視覚特性にも
配慮している。必要事項を適切に
取り上げている。

レイアウトが工夫され見やすい紙
面構成になっている。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 313
地歴高等地図　-現代世界と
その歴史的背景-

1

地理だけでなく歴史にも対応して
いる。年表もあり、時代背景が分
かるようになっている。ところど
ころ写真もあり、イメージがしや
すい内容になっている。

Ｂ５判より大きいため、地図以外
の情報を盛り込んでいる。歴史的
背景が加味されているが、適度な
ボリュームである。

変形版の採用にともない、横長の
地域図、世界図が多用されてお
り、併置資料も横置きになってい
る。

地理
歴史

46 帝国 地図 309
標準高等地図-地図でよむ現
代社会-

1

標準的な内容で地理学習の各領域
をよく網羅している。詳細な地図
を基本に豊富な主題地図が配置さ
れており、様々な用途に対応でき
る。地形や気候に関する図版も適
切で充分な統計資料を掲載してい
る。

オーソドックスな構成で資料も豊
富に掲載されており、各領域内容
がバランスのとれた配置となって
いる。インデックスが設置されて
おり、利便性を高めている。

伝統的な等高段彩表現が用いられ
ており、見やすい配色で、地形の
概観を理解しやすい。主要図に位
置図が併記され、地球上の位置理
解を促進している。

地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 1

Ａ４版の装丁に大判の地図が豊富
に配置された内容となっている。
詳細な内容の地図が標準的な構成
で配置されており、写真や図版が
添えられ、地図理解に利便性の高
い内容になっている。

地域図の比重が高く、内容も豊富
で、地図資料として内容の濃い構
成となっている。大判の地図は詳
細だが見やすく、写真や図版が随
所に配置されている。

世界図、地域図はオーソドックス
な表記で描かれており、地形や地
名や国境などが分かりやすい。写
真が多用されており、視覚的効果
を高めている。

○ 公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 1

基礎・基本が丁寧に記述されてい
る。身近なところから学習する内
容になっており、生徒に興味・関
心や動機づけを促して学習できる
ように工夫している。また、学習
内容を深めることができるように
注釈や補足資料が準備されてい
る。

見開き２ページで１テーマがまと
められていて分かりやすい構成に
なっている。写真・図版資料・コ
ラム・用語解説の配置が工夫され
ている。

図版や写真が豊富に掲載され、理
解しやすい。

公民 81 山川 現社 323 現代社会　改訂版 1

丁寧な記述で読んで理解できる工
夫がある。諸問題に対し、問題意
識を持てるよう工夫がある。

中学校課程をふまえた記述であ
る。テーマごとに見開きで、主体
的な活動を促す内容となってい
る。

オールカラーで学習意欲を高める
ような問いかけがある。

公民 183 第一 現社 322
高等学校　改訂版　新現代
社会

1

現代社会の重要な学習の項目を網
羅している。図表・写真・資料な
どの図版資料が豊富で、生徒が身
近なところから多角的に諸問題を
考察できるよう工夫されている。

学習項目を分野別に見開きで構成
し、体系的に学習できるよう工夫
されている。

平易で分かりやすく記述されてい
る。図表・写真・資料などの図版
資料が豊富である。

○ 公民 7 実教 倫理 312 高校倫理　新訂版
3
4

古代から現代までの思想と、思想
を反映した芸術作品を十分に取り
扱っている。近現代の思想家の系
譜がまとめられていて、思想史を
理解しやすい。

写真が豊富で、特に美術作品の写
真が充実している。

言語表現は若干難解であるが、セ
ンター試験には十分な対応をして
いる。

公民 35 清水 倫理 308 高等学校　新倫理　新訂版
3
4

古代から現代までの各思想や思想
家について幅広く詳細に記述され
ている。思想の系譜が理解しやす
いように構成されている。

生徒が興味をもてるような題材と
なっている。抽象的な内容を図版
等で分かりやすくしている。

用語については比較的豊富で高度
な内容であるが、丁寧で簡潔な表
記となっている。

公民 81 山川 倫理 309 現代の倫理　改訂版
3
4

主要な思想家や重要事項を網羅
し、豊富な用語と丁寧な記述であ
る。写真資料や図版資料がとても
豊富で現代の話題など生徒が興
味・関心をもちやすい内容であ
る。

写真や図版が豊富であり、生徒の
興味関心を喚起させる内容であ
る。

全体的に見やすい表記になってい
る。図版は興味関心を喚起する工
夫がある。
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○ 公民 7 実教 政経 313 最新政治・経済　新訂版 4

基本的な事項を中心に、具体的で
生徒にとって身近な題材を豊富に
取り上げコンパクトな内容となっ
ている。また、補足的･発展的な
内容も注釈や小本文などの形で取
り上げられ学習内容を深める工夫
がなされている。

Ｂ５判サイズ160ページ見開き構
成でまとめれていて分かりやす
く、学習事項の分量も適切であ
る。時事問題や経済理論の解説な
ど導入の事例が配置するなど工夫
されいる。

カラー図版・写真・地図・グラフ
などが豊富に掲載されている。
また、巻末には憲法や重要法令の
資料が掲載されており学習しやす
い工夫がなされている。

公民 35 清水 政経 315
高等学校　新政治・経済
新訂版

4

基礎的･基本的な事項を中心に写
真・グラフとともに理解しやすい
内容となっている。
課題研究学習では、政治・経済の
問題への見方や考え方の視点を示
し、生徒の学習段階に応じて活用
できる工夫がされている。

Ｂ５判サイズ190ページで構成さ
れている。66のテーマが、原則見
開き２ページで展開され、系統的
に配置されている。

オールカラー印刷で写真やグラ
フ･図表･年表が効果的に豊富に掲
載され、理解しやすい編集となっ
ている。
表記・表現もふりがなやゴシック
で工夫されている。

公民 81 山川 政経 316 詳説　政治・経済  改訂版 4

国内問題と国際問題との関連を重
視しつつ、詳しい記述がなされて
いる。受験に必要な用語が豊富で
ある。

Ａ５判サイズ262ページで構成さ
れている。コラムでも事実に基づ
いた事例を提示してあり、それを
掘り下げて解説されており、より
印象深く理解できるよう工夫して
ある。

グラフや統計などの客観的資料を
多数掲載し具体的にイメージしや
すい。

数学 2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 1

算数の範囲から課題学習まで段階
を踏んで学習できるようになって
いる。押さえたいねらいが明確で
ある。

基礎的な技能の定着に分量を割い
てあり、少しずつ学習を深められ
る。２次関数の頂点周辺の考え方
も十分に説明されている。

章ごとにヘッダを色分けし、注意
を喚起している。途中の式の解説
を書き込んであり分かりやすく表
記している。

数学 7 実教 数Ⅰ 321 新版数学Ⅰ　新訂版 1

興味・関心をもつ題材を選んで導
入に工夫がされている。

例、例題、発展と扱う内容を段階
的に選択可能である。チェック問
題と章末問題で分量がやや多めで
ある。

表紙見返し、２次関数のグラフで
の色使いに違和感を覚えた。係数
１のグラフの色がとても見やす
く、内容の部分と色が違うなどの
工夫がみられる。

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅰ 1

基礎・基本から丁寧に記述されて
いる。導入に身近な題材で、生徒
に興味・関心や動機づけを促して
いる。また、学習内容を深める例
題やコラム・課題学習が準備され
ている

章のはじめに、中学校の学習内容
を簡単に復習できるようになって
おり、学習が進めやすい。練習・
確認問題・問題と段階を踏んで問
題練習できるように準備されてい
る。

図やグラフに適切な矢印や説明を
明確に表示してある。文字につけ
る表示も三角形や四角形を用い細
かい配慮がなされている。

数学 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 3

基本的な内容から、｢チャレンジ｣
や｢数学ミュージアム｣など、発展
的な内容も含まれている。各章の
最後には、｢章のまとめ｣があり、
復習するときに分かりやすいもの
となっている。

生徒の実態に合わせた内容を適切
に構成してあり、「チャレンジ」
も適切である。B5版見開きで使い
やすい。

ポイントとなる箇所に色や写真を
使っているので、より分かりやす
く表記・表現されている。

数学 61 啓林館 数Ａ 326 新編　数学A改訂版 3

復習的な内容からの導入になって
いるので、基本的な内容が分かり
やすい。誤答例や解答の過程も
載っているので、自学しやすい。

各章の中に「研究」を配置し、巻
末に課題学習を載せてある。生徒
が興味をもつように工夫されてい
る。

各章の表紙にその章に関連する数
学者の話と内容について知りたく
なるような分かりやすい表現にし
てある。

○ 数学 104 数研 数Ａ 331 改訂版　新　高校の数学Ａ 3

例題や例も多く、説明に使われて
いる図や数式、重要項目に多色を
用いることによって、分かりやす
く適切に表現されている。課題学
習や応用的な内容もしっかりして
いる。

構成・分量が適切である。練習問
題は基礎からしっかり学べるよう
工夫されている。

分かりやすく適切な表現で示され
ている。

○ 数学 7 実教 数活 301 数学活用
3
4

身の回りの数学を取り上げ、数学
的な表現の工夫に展開している。
また、社会に大きな貢献をしてい
る金利計算や測定コンピュータに
ついても取り上げ興味関心をもた
せている。

数学Aの内容と重複する部分があ
るが、深入りしすぎず互いに補う
ように配慮されている。適正な分
量である。見開きで１授業時間に
なるように構成してある。

多色刷りで、生徒自身がポイント
などに気づきやすいよう工夫され
ている。

数学 61 啓林館 数活 302 数学活用
3
4

数学の問題に関連した資料が用意
されている。生徒の理解が進む工
夫がなされている。

構成・分量が適切である。 分かりやすく適切な表現で示され
ている。

理科 61 啓林館 物基 316 考える物理基礎 4

図や写真を多く掲載し、視覚的に
分かりやすい。教科書のどのあた
りをやっているのかを一目で分か
るので、自己学習の際に便利であ
る。

内容も精選されていて、何を勉強
しているのか、どこに注目するの
かが分かりやすい。後ろのノート
も使いやすい。

色分けによって、とても見やす
く、同じ単元が分かりやすい。

理科 61 啓林館 物基 306 新編　物理基礎 4

図や写真を精選し、生徒が理解し
やすいような工夫がされている。
練習問題も多く各自で学習しやす
いように編集されている。

図や写真の配置に工夫がされてい
て、生徒に印象が残りやすく工夫
されている。

図版資料が豊富で、分かりやすい
説明がなされている。

理科 104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎 4

とても、細かく説明してあり、生
徒が自分で学習する際に副教材の
ように使える内容になっている。

ページごとに、文章や図のレイア
ウトが異なるつくりになってい
る。しっかりと説明されているた
め、内容が理解しやすい。

注釈が多く、コラムと注釈が同一
ページに同じ色で表記されてい
る。文章中の式の表記が日本語で
あるため、分かりやすい。
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○ 理科 183 第一 物基 321
高等学校　改訂　新物理基
礎

4

物理学の基礎・基本が簡潔にまと
まっており、生徒が学習しやすい
内容である。

分量も適切であり、編ごとのつな
がりが分かりやすい構成がされて
いる。

視覚的な資料も多く、分かりやす
く、適切な表現である。

理科 2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 3

物質の特徴や性質などが詳しく記
載されており、動物のイラストで
内容が分かりやすくまとめられて
いる。

内容が系統的に配列され、分量も
適切である。文字の大きさが少し
小さめである。

分かりやすい説明がなされてい
る。

理科 7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版 3

説明が簡潔で明解であり、扱って
いる例題が生徒に分かりやすい。
物質の特徴や性質など分かりやす
くまとめられている。

内容が系統的に配列され、分量も
適切である。

分かりやすい説明がなされてい
る。

理科 61 啓林館 化基 307 新編　化学基礎 3

図や写真は精選され、生徒に理解
しやすいような編集になってい
る。研究や探究しやすいように編
集されている。

図や写真の配置に工夫がされてい
て、生徒に印象が残りやすく工夫
されている。

図版資料が豊富で、分かりやすい
説明がなされている。

○ 理科 183 第一 化基 322
高等学校　改訂　新化学基
礎

3

生徒の興味を喚起する素材や話題
を取り扱っており、興味関心をも
ちやすい。図や写真が多く文字も
見やすいフォントになっている。

分量も適切であり、編ごとのつな
がりが分かりやすい構成がされて
いる。

視覚的な資料も多く、本校の生徒
にとって分かりやすく、適切な表
現である。

理科 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版 2

１つの単元に対してさらに細かい
項目分けをすることで、生徒が理
解しやすい編集がされている。

イラストや文章の中でもポイント
や復習などに分けることで、生徒
が何を学んでいるか、どこが重要
か分かりやすい工夫がされてい
る。

細かいイラストを用いることで生
徒により細かい構造や仕組みの理
解を促せるようになっている。

理科 61 啓林館 生基 305 新編　生物基礎 2

学習のポイントが分かりやすく示
されており、文章の中の細かい説
明で理解できるよう編集されてい
る。

内容、実験、発展がはっきりと分
かれており、それぞれの内容に対
して簡易的なイラストや写真を用
いたイメージしやすい構成になっ
ている。

イラストや写真が豊富で、生徒が
分かるを実感できる工夫がされて
いる。

理科 104 数研 生基 317 改訂版　新編　生物基礎 2

視覚的に生徒が理解しやすいイラ
ストや写真を多く取り入れてお
り、生徒が内容を想像しやすいよ
うな内容になっている。

文章の中で分かりにくい言葉や写
真には必ず補足説明がついてお
り、生徒がその時々で疑問を解決
できるようになっている。

イラストで物質の流れや構造を理
解しやすいような工夫がされてい
る。

○ 理科 183 第一 生基 319
高等学校　改訂　新生物基
礎

2

生徒の興味を喚起する身近な写真
や話題を取り扱っており、生徒が
興味関心をもちやすい。図や写真
が多く文字も大きく、文と文の間
も広いため、見やすいフォントに
なっている。

１つの項目に対しての文章量を少
なくし、要点がまとまっているこ
とで、生徒に負担感がなく教科書
を読める工夫がされている。

簡略化された単純なイラストや文
章が用いられているため、生徒が
イラストと文章を照らし合わせて
内容を理解しやすいようになって
いる。

理科 2 東書 地基 306 改訂　地学基礎 1

図や写真を多く掲載し、視覚的に
分かりやすく説明がなされてい
る。

「メモ」「発展」欄を用いて、内
容を深められるように記述がなさ
れていて、分かりやすい。図版や
イラストなどが豊富に取り入れら
れ、構成されている。

写真やイラスト等豊富に盛り込
み、理解を促進するよう表現がな
されている。

理科 7 実教 地基 307 地学基礎　新訂版 1

写真や図版が適切に配置され、解
説も簡潔で、分かりやすく表現さ
れている。

地球環境から宇宙までと、自然災
害についても章立てで、構成され
ており、理解しやすくまとめられ
ている。それぞれの分量も適切で
ある。

各章の文章表現が簡潔・平易で分
かりやすい。

理科 61 啓林館 地基 308 地学基礎　改訂版 1

「実習」や「やってみよう」で、
実習等を通して理解が深められる
内容となっている。また、随所に
最新の各種観測データを盛り込
み、推測したり、考えさせるな
ど、思考力を高める工夫が、様々
なされている。

写真や図解等の分量・配置が適切
である。また、説明が平易で、理
解しやすい記述がなされている。

解説は、平明で理解しやすい。ま
た、「想像図」の挿絵での提示が
適切で、理解を促進させるのに役
立つ。

○ 理科 183 第一 地基 310 高等学校　改訂　地学基礎 1

宇宙開闢から現在の地球環境及び
自然災害へと時系列で、深い学び
が出来る内容となっている。

１３８億年前のビッグバンによる
宇宙の始まりから地球の形成まで
時系列で、理解しやすい構成と
なっている。それぞれの章立ての
分量等も適切である。また、最新
の写真や図版を多用し、理解を促
進している。

説明文が平易に表現され、また簡
潔であり、理解しやすい。

保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1

リード文があることで何を学び考
えなくてはいけないかが理解しや
すい。図やイラストがカラーであ
り視覚での理解がしやすく、基
礎・基本が丁寧に分かりやすく説
明されている。学習を助け広がり
を持たせる側注は生徒の興味・関
心を引きやすい。

１つの項目が２頁の見開きで構成
されており分かりやすい。また、
学習範囲が明確に把握できる。

ポイントが分かるように強調する
文字などが使用されており、カ
ラー図表やイラストも多く生徒の
興味・関心が自然と喚起できるよ
うになっている。
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○
保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 1

学習のねらいがページ上部に示さ
れていて各項目で課題意識を持た
せやすい。基礎基本が丁寧に説明
されており、構成内容もバランス
よく配置されている。まとめやす
い資料が豊富であり、生徒の興
味・関心を引きやすく理解しやす
い。

１テーマにつき基本的には見開き
２ページで完結する構成になって
おりまとめやすい。

資料が豊富であり、生徒の興味・
関心を引く表記であり、理解しや
すい。難読漢字にルビふりがあり
生徒にとっては学びやすい。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

1

１テーマの学習ポイントを２つに
絞って設定してあり、生徒が目的
意識を持って授業に取り組める。
現代の社会的、健康的な問題につ
いて考える内容が多くある。ま
た、理解を深める用語解説があっ
て生徒にとってとても助かる。

１テーマ完全見開きで完結する構
成となっている。分量も適切であ
る。

イラスト資料が豊富で題材の内容
理解を助けてくれる。

芸術 17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti
3
4

世界各国の伝統ある古き良き音楽
が取り上げられており、特に歌唱
と鑑賞の内容が豊富である。馴染
み深い曲が取り上げられている。

歌唱、器楽、鑑賞と単元ごとに分
類された構成で分かりやすくまと
められている。

全体的に落ち着いた配色と、写真
や挿絵が豊富で読み取りやすい。

○ 芸術 17 教出 音Ⅰ 308
高校音楽Ⅰ改訂版　Music
View

3
4

世界各国の伝統ある古き良き音楽
が取り上げられており、特に歌唱
と鑑賞の内容が豊富である。

国や地域、あるいは時代ごとに分
類された構成で、分かりやすくま
とめられている。

全体的に落ち着いた配色と、写真
や挿絵が豊富で読み取りやすい。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１
3
4

世界の伝統的な音楽から現代の音
楽まで幅広く取り上げられてお
り、歌うことや聴く楽曲まで内容
が豊富である。

歌い、奏で、聴く（鑑賞）が幅広
く配置された構成となっており、
分かりやすくまとめられている。

生徒の興味を引く配色であり、写
真や挿絵が豊富で読み取りやす
い。

○ 芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１
3

4

幅広い分野の作品が掲載されてお
り、生徒が様々な表現に触れるこ
とのできる内容となっている。

表現と鑑賞のバランスが良い。
テーマごとの分量が適切である。

鑑賞する際の着眼点等、生徒が理
解しやすい表記となっている。

芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１
3

4

美術に対するメッセージ性のある
内容となっている。

表現と鑑賞がテーマになっていて
分かりやすい。

文章を読むことから美術の素晴ら
しさが伝わるように書かれてい
る。

芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１
3

4

美術の変化を歴史の中に位置づけ
つつ、表現力や鑑賞する力が養成
できる内容となっている。

芸術作品の図版や写真が豊富に取
り上げられ、大判であり見やすく
構成されている。

解説も平易な文章で表現されてお
り読みやすく、芸術作品の鑑賞の
仕方などがしやすくなっている。

芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ
3
4

理論と実技がバランスよく構成さ
れていて、分かりやすい。

構成・分量ともに適切である。 書き方の姿勢のイラストが使われ
ており、実践にも役立つ表記がな
されている。

○ 芸術 6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ
3
4

書道の芸術的な表現が幅広く網羅
されている。表現・鑑賞・理論が
内容として適切に盛り込まれてい
る。書道の歴史が豊富である。

表現、鑑賞、理論のバランスが良
い構成になっている。より縦長に
なり持ちやすい。

実際に表現活動をする際に、生徒
にとって理解しやすい表現がされ
ている。正しい姿勢等写真が見や
すい。

芸術 17 教出 書Ⅰ 307 新編　書道Ⅰ
3
4

書道の芸術的な表現（楷書、行
書、草書等）が幅広く網羅されて
いる。理論・表現・鑑賞が内容と
して偏りなく配置されている。ま
た、書道の歴史が分かりやすくま
とめられている。

理論、表現、鑑賞のバランスが程
よい構成となっている。

実際に表現活動をする際に、生徒
にとって理解しやすい表現がなさ
れている。

○
外国
語

205 三友 コ基 302
JOYFUL English
Communication Basic

1

現代の高校生が興味・関心を抱く
題材が多く扱われている。文法事
項の配列も基本から応用へと段階
的に学習が進むように工夫されて
いる。楽しく英語の学習ができ
る。

イラストや写真、図説が豊富に掲
載されている。各単元のボリュー
ムも適量で、生徒も飽きることな
く学習できる。文法の説明も簡潔
で分かりやすく、視覚的に捉えら
れるように工夫されている。

表現が分かりやすく、文字も大き
くて見やすい。

外国
語

226 チアーズ コ基 303
ATLANTIS English
Communication Basic

1

基本事項から応用的な内容まで系
統的に配列されている。題材も多
岐にわたっており、興味深い。本
文のボリュームも豊富である。

洋書のような雰囲気を持つ装丁で
ある。写真や図表が効果的に使わ
れていて理解しやすい。文法問題
などもクイズ形式などが取り入れ
られていて、楽しく学習が進めら
れる。

説明が丁寧で分かりやすい。文字
も大きくて読みやすい。

○
外国
語

15 三省堂 コⅠ 335
VISTA English
Communication Ⅰ New
Edition

2

世界の文化、自然、環境など、現
代の高校生にとって身近な題材が
扱われているため、生徒にとって
も取り組みやすい内容である。

各単元の分量が適当である。練習
問題のボリュームも適当で、コン
パクトに効率よく学習が進むよう
ポイントが明確である。また、イ
ラストや写真が豊富で生徒の興味
を引く。

説明がコンパクトで分かりやす
い。文字も大きくて読みやすい。
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外国
語

104 数研 コⅠ 344
Revised COMET English
Communication Ⅰ

2

身近な題材を通して学習ができる
ように工夫されている。各単元の
ボリュームもコンパクトである。
会話形式などの形態の課もあり、
興味深い。

各単元ごとに、単語、ポイント、
内容理解という具合に、非常に構
成が分かりやすい。課の途中の文
法のまとめが分かりやすい。

字が大きく読みやすい。また、説
明が要領よくまとまっている。

外国
語

205 三友 コⅠ 354
JOYFUL English
Communication Ⅰ

2

英語の学習を通して、文化、音
楽、自然など様々なジャンルの内
容を学習できる。基礎的な学習内
容の復習も盛り込まれており、基
礎力が固まるよう工夫されてい
る。

ゆったりとしたページ構成のた
め、見やすい。また、イラストや
文法事項のまとめの表が要領よく
端的にまとまっていて活用しやす
い。

説明がコンパクトで理解しやす
い。文字も大きくて読みやすい。

○
外国
語

15 三省堂 コⅡ 333
VISTA
English Communication Ⅱ
New Edition

3

英語を通して世界の文化、生活な
どが深く学べる内容である。高校
生にとって興味深い題材が扱われ
ている。

各単元の分量が適当である。リー
ディングスキルなど、編集に工夫
がみられる。また、イラストや写
真が豊富で見やすい。

説明が簡潔で分かりやすい。文字
も大きくて読みやすい。

外国
語

104 数研 コⅡ 342
Revised COMET
English Communication Ⅱ

4

アニメや高校生が主人公の題材な
ど、生徒が興味深く学習できる内
容である。各単元のボリュームも
コンパクトである。

各単元ごとに、単語、ポイント、
内容理解という具合に、非常に構
成が分かりやすい。見やすく構成
されている。

字が大きく読みやすい。また、説
明が要領よくまとまっていて分か
りやすい。

外国
語

205 三友 コⅡ 351
JOYFUL
English CommunicationⅡ

4

高校生に考えさせたいテーマの題
材が多く扱われている。基本的な
内容が扱われており、復習をしな
がら応用へと発展的な学習ができ
る。

イラストや写真、図説が豊富で、
本文の内容理解に役立つ。各単元
のボリュームも適量である。文法
の説明が簡潔で分かりやすく、視
覚的に捉えられるように工夫され
ている。

表現が分かりやすく、文字も大き
くて見やすい。

○ 家庭 7 実教 家基 314
新家庭基礎　パートナー
シップでつくる未来

2

生きていく上で必要な基礎基本を
身に付けることに重点が置かれて
いる。自分自身でどう生きていく
か考えることができる。具体例も
豊富である。

各単元に導入ワークがあり、生徒
の動機づけに適している。また１
つの単元がコンパクトにまとまっ
ていて分かりやすい。

基礎的な資料やイラストや写真も
豊富で生徒の興味・関心を引きや
すい。また文章も読みやすい。

家庭 7 実教 家基 315 新家庭基礎２１ 2

テーマ学習形式でより深く学べる
ようになっている。　「持続可能
性」に重点が置かれている。

見開きの構成になっていて、授業
の内容が把握しやすいようになっ
ている。

時事的な話題を扱った「現代の
窓」やコラムなどが数多くあり、
資料が豊富である。

家庭 7 実教 家基 316 新図説家庭基礎 2

人とかかわって生きる、生活をつ
くる、消費者として自立すると
いった内容が、その職業の人の体
験談等も取り入れてあり、メッ
セージ性がある。

図が多く取り入れてあり、それに
対する説明も適切である。

読み手に質問するような表記がし
てあり、読み手も一緒に考えるよ
うな表現がされている。

情報 2 東書 社情 310 社会と情報 1

実習編と理論編の２部構成となっ
ている。それぞれ工夫された内容
であるが、やや散漫となってい
る。

構成・分量・装丁の全てにわたり
問題がない。

広範囲な内容から、必要最小限に
絞り込んで作られている。

情報 7 実教 社情 312 高校社会と情報　新訂版 1

とても几帳面な構成であるが、イ
ラスト・図版が少ない。じっくり
読み込める生徒にとってはとても
興味を引く内容になっている。

イラストや写真が適切に配置さ
れ、重要語句には適切な解説がな
されるなどの工夫がある。２単位
として、適切な分量となってい
る。

やや表現に硬いところがあるが、
よくまとまっている。

○ 情報 116 日文 社情 307 見てわかる社会と情報 1

とても分かりやすい表記である。
図版やイラストも多く、適切に配
置されて、生徒の興味を引くもの
となっている。難解な言葉にも理
解しやすいコメントがある。

写真やイラストが工夫されており
見やすく・理解しやすい構成と
なっている。ページ数的にも適切
な分量となっている。

必要最小限に絞り込んで作られて
いて分かりやすい。
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