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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

2 国総

東書 302

15 現Ｂ

三省堂 304

183 古Ａ

第一 305

2 古Ｂ

東書 302

2 古Ｂ

東書 303

81 世Ａ

山川 306

2 世Ｂ

東書 301

81 日Ａ

山川 307

81 日Ｂ

山川 301

46 地Ａ

帝国 303

46 地図

帝国 302

35 現社

清水 305

81 政経

山川 307

2 倫理

東書 306

104 数Ⅰ

数研 314

104 数Ⅰ

数研 311

国
語

地
理
歴
史

公
民

分量配分は適切である。

高等学校　数学Ⅰ 1

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。

1

政治・経済・国際社会の学習項目も、適切に
配列されており、基礎基本もおさえやすい。
見開き２ページに簡潔にまとめられており、
内容の理解もしやすい。

丁寧で適切にまとめられ
ている。色や囲いも上手
に使ってあり見やすい。

分量配分は適切である。 多色で見やすく、図やイ
ラストが豊富でイメージ
がつかみやすい。

基本事項を丁寧に扱っており、図や絵を利用
して丁寧に示されている。挿絵や吹き出しが
有効に使用され、生徒の様子に合わせて学習
できるよう工夫されている。

学習指導要領の趣旨に沿っており、かつ題材
が豊富で、古代の思想から現在の動向まで取
り扱われている。

写真や図表・グラフなど
の史料が見やすく配列さ
れている。

内容の取扱いが学習指導要領の趣旨に沿って
いる。各学習項目の冒頭に課題が明記されて
いて、基本事項が確認しやすい。

地域ごとに色分けされた
インデックスが付いてお
り、調べたい地域を探し
やすい。

理解しやすい文章表現と
なっており、難解語にル
ビがふられている。

系統的に配列されており
学習を進めやすい。裏表
紙にも世界地図と年表が
掲載されている。

正確な記述がされてお
り、文章表現が丁寧であ
る。

思想家の著作の紹介、写
真、図説等が見開きで見
やすくレイアウトされて
いる。

文字の大きさ・行間が適
切である。また、重要語
は太字になっており、わ
かりやすい。

各分野の重要な概念がわかりやすく説明され
ている。図表や写真などの資料も多く、授業
で活用しやすい。また巻末の学習資料に索引
がついており、参照しやすい。

掲載ページの地図を読む
ために必要な凡例が、該
当ページに掲載されてい
るので読みやすい。

高等学校　新地理Ａ 1

内容が簡潔にまとめられており、２単位の授
業で扱うのに適量である。カラー写真やイラ
スト、図表が豊富で、各地域の特徴について
把握しやすい。

内容が全体として系統的
に配列されている。史料
も見やすくレイアウトさ
れている。

文字の大きさ・字間・行
間などの表記が適切であ
る。

見開きで内容がまとめら
れており、コラムや史料
も豊富で学習しやすい。

重要語は太字になってお
りわかりやすい。また、
単元のポイントがわかり
やすく表記されている。

1

世界と日本の各地域の地図と諸資料が十分に
掲載されている。現代の動向を踏まえた各地
域の資料が豊富に収められている。

学習指導要領に沿って精
選されており、分量も適
切である。

難読・難解語にルビが
ふってあり、丁寧であ
る。

精選古典Ｂ　漢文編 3

漢文作品として定評ある作品を多く採録して
おり、注もわかりやすい。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。

日本史Ａ 3

精選された内容が丁寧に記述され、日本史の
重要事項が網羅されている。写真および史料
が豊富であり、興味・関心がもてる内容であ
る。

2

記述は詳しく、かつ理解しやすい。学習指導
要領に示された内容の取扱いの趣旨に沿って
いる。

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。

世界史Ｂ

3

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。

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、付録部分
も充実している。

各単元の学習項目が見開
きにおさめられていて、
学習しやすく配列されて
いる。

わかりやすい表記になっ
ており、文章の長さも適
切である。

各単元の分量も適切であ
る。重要な史料が適宜レ
イアウトされている。

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

生徒にとって読みやすく
構成されており、各単元
の分量も適切である。

内　　　　　　容

精選現代文Ｂ

表記・表現

要説世界史 2

精選された内容が単元別にまとめられてい
て、世界史の基礎知識を身につけるのに適し
ている。また、学習指導要領に示す内容の趣
旨に沿っている。

使用
学年

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。

精選国語総合 1

単元の終わりに作品やテーマに関するエッセ
イがあり、それぞれの作品について理解を深
めるのに役立つ。

やや厚手だが、現代文・
古典とも教材が充実して
おり、各教材の分量も適
切である。

古典参考図録など資料が
豊富である。表現活動編
がやや詰め込みすぎの感
がある。

科
分

教
区

構成・分量・装丁教　科　書　名

 川崎市立  川崎高等学校 （ 全日制 ）

小説、評論とも定評のある執筆者の作品を多
く収録してあり、現代社会の課題を多角的に
とらえ、考えを深めていくのに適した内容と
なっている。

充実した内容の教材が多
く、複数年での履修にも
対応できる。

新　高校の数学Ⅰ

2

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、注も詳細でわかりやすく
編集されている。

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。

現代評論を読むために重
要な語句の説明がまとめ
てあり、自主学習にも適
している。

高等学校　標準古典Ａ
物語選

精選古典Ｂ　古文編

読みやすく、文字などの
表記が適切である。わか
りやすい表現である。

詳説日本史

倫理

詳説　政治・経済 3

2

2

新詳高等地図

高等学校　現代社会
最新版

1

3

数
学

1
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教科書
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内　　　　　　容 表記・表現
使用
学年

科
分

教
区

構成・分量・装丁教　科　書　名

 川崎市立  川崎高等学校 （ 全日制 ）

183 数Ａ

第一 316

104 数Ａ

数研 311

183 数Ⅱ

第一 315

183 数Ｂ

第一 315

183 数Ⅲ

第一 313

2 科人

東書 305

104 物基

数研 307

104 物理

数研 304

104 化基

数研 308

104 化学

数研 306

183 生基

第一 308

183 生物

第一 304

50 保体

大修館 301

89 音Ⅰ

友社 305

89 音Ⅱ

友社 305

38 美Ⅰ

光村 301

理
科

楽譜が適切なサイズで、読譜しやすい。歌
唱、器楽、鑑賞、創作とも題材がバランスよ
く配されている。また、カラー印刷ページが
多く、生徒が理解しやすく親しみやすい内容
となっている。

現代高等保健体育
1
2

扱っている題材が、丁寧な説明で生徒に理解
しやすく説明してある。カラーの資料や写真
も多く、理解しやすい内容となっている。

理解しやすい構成と丁度
よい分量であり、かつ、
装丁も美しく申し分な
い。

挿絵や写真がほど良く配
されており、また、解説
が随所にあるので、生徒
が理解しやすい。

美術１ 1

資料が充実しており、分野別にわかりやすく
構成されている。特に授業の導入部分におい
て、生徒の意欲を引き出すための参考として
使いやすい内容となっている。

2

簡潔は表現で、文字も見
やすく、字や写真も多く
わかりやすい。

1

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。

的確な表記で生徒に理解
しやすく、また、表現も
平易な言葉を使っており
よい。

表紙の作品も、生徒に親
しみやすく、資料が豊富
である。

教科書を使いやすくする
標記の工夫がされてい
る。

実験に関するカラー写真
が豊富で学習内容のイ
メージがつかみやすい。

基礎となる知識がしっか
りと身につく構成になっ
ている。

写真や図も見やすい説明
も丁寧である。

基礎となる知識がしっか
りと身につく構成になっ
ている。

写真や図も見やすい。説
明も丁寧である。

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、カラー印刷や写真をふんだんに取
り入れており、生徒に親しみやすい。

内容も十分で「発展」などもバランス良く取
り扱われている。

学習しやすく、見やすい
構成になっていてバラン
スもよい。

3

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。

学習事項をまとめた「整理」がわかりやす
い。「発展」も豊富である。本文の内容も十
分である。

構成も分量も適切であ
る。演習問題も十分に量
が盛り込まれている。

構成も分量も適切であ
る。問いの解答が巻末に
あり見やすく工夫されて
いる。

高校生の音楽２

高等学校　生物基礎

高等学校　生物 3

親切な説明で扱っている実験もわかりやす
く、例題もわかりやすい。

写真や図が豊富で見やす
い配色が良い。表記など
も工夫されている。

物理基礎

物理 3

内容も十分で演習問題や例題が多く盛り込ま
れている。全体的にバランス良く取り扱われ
ている。

2

演習問題も多く十分である。大切なところが
「Ｚｏｏｍ」となっており、わかりやすくま
とめられている。

化学基礎 2

化学

分量と構成も適切であ
る。

公式などわかりやすく表
現されている。図が見や
すい。

例題の数が多く、理解し
やすい構成になってい
る。

重要な公式・法則が理解
しやすく見やすい。

分量配分は適切である。 色を使いすぎず、重要な
箇所にのみ色を着け強調
している。図やグラフが
適切である。

構成も分量も適切であ
る。丁寧に記述された文
章である。

図やイラストが豊富でイ
メージがつかみやすい。

分量配分は適切である。 対応している図と式が色
分けされているなど、説
明が分かりやすい。

科学と人間生活 1

科学技術が紹介されており、生徒に興味関心
をもたせる内容になっている。丁寧な文章で
読みやすい。

図やイラストが豊富でイ
メージがつかみやすい。

問題の構成・分量とも適
切である。

高等学校　新編数学Ａ 2

基本的内容が簡潔にまとめられており，例題
の解説が丁寧である。理解の度合いに応じて
ＴＲＹ、チャレンジ、研究などより深く掘り
下げていける工夫が見られる。

高等学校　新編数学Ⅱ 2

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。

分量配分は適切である。

高等学校　数学Ａ

高等学校　新編数学Ⅲ 3

高等学校　新編数学Ｂ 2

例・例題の解説が丁寧で、問題につなげやす
い。定義・定理のまとめ方が見やすく、利用
しやすい。

例・例題の解説が丁寧であり、わかりやす
い。発展的な問題は「ステップアップ」とい
う形式になっており、生徒の実態に応じて学
習しやすいよう工夫されている。

1

例・例題以外に応用例題があり、生徒の様子
に合わせて発展的な学習ができるよう工夫さ
れている。まとめの表現が簡潔である。

図や写真が豊富でイメー
ジがつかみやすい。

構成・分量が適切であ
る。

表現が簡潔であり、図や
写真が適切に配置されて
いるため、指導しやす
い。

数
学

芸
術

保
健
体
育

2
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内　　　　　　容 表記・表現
使用
学年

科
分

教
区

構成・分量・装丁教　科　書　名

 川崎市立  川崎高等学校 （ 全日制 ）

38 美Ⅱ

光村 30１

2 書Ⅰ

東書 301

6 書Ⅱ

教図 302

205 コ基

三友 301

2 コⅠ

東書 302

104 コⅠ

数研 318

2 コⅡ

東書 302

104 コⅡ

数研 317

2 コⅢ

東書 302

17 英Ⅰ

教出 304

17 英Ⅱ

教出 304

6 家基

教図 302

7 家基

実教 304

7 家庭

実教 301

7 家庭

実教 303

7 家庭

実教 305

フードデザイン

外
国
語

生活産業情報

子どもの発達と保育 3

専門的な言葉が多いが、イラストや表など具
体的資料があり知識として身につきやすい。
実習内容の多く取り上げられていて、取り組
みやすい。内容も系統立ててあり、多岐にわ
たっている。

2

情報のルールやモラルの習得ができ、多様な
内容が取り上げられている。家庭に関わる内
容とのつながりの資料もあり、生活を意識で
きる内容である。

見出しが統一されてお
り、各章を区別しやす
い。

図・表が解りやすく記載
されている。

文章と写真や図のバラン
スがよくわかりやすい。

現代における課題を良く
とらえた表現がされてい
る。

構成においては、表・
図・グラフなど視覚的に
美しくバランスがよく、
また分量もちょうど良
い。

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。

写真や図が多く、分量も
適切である。

専門用語などの理解しや
すい工夫がされている。

1

専門的な言葉が多いが、イラストや表など具
体的資料があり知識として身に付きやすい。
実習内容も、ポイントを押さえておりそのま
ま実践できるものが多い。食文化の内容が充
実している。

New　ONE　WORLD
Expressions  Ⅱ

家庭基礎　ともに生き
る　明日をつくる

1
2

各章ごとにまとまりがあり、特に共生教育の
分野について丁寧に学習を進めることができ
る。

3

家庭基礎
パートナーシップでつ
くる未来

1

現在の生活に即した内容が整理されており、
生活に結びつけた学習が期待できる。専門的
な内容のページが充実しており学習を深める
ために効果的である。

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。

文法事項がコンパクト
に、かつ、わかりやすく
まとめられている。

文字が読みやすく、イラ
ストなども理解に役立つ
ものとなっている。

写真・イラスト・表など
の全体的なバランスとし
てわかりやすく記載され
ている。

生徒へ問いかける内容の
表記としても、説明とし
てもわかりやすい。

文法事項がコンパクト
に、かつ、わかりやすく
まとめられていて学習し
やすい。

文字が読みやすく、イラ
ストなども理解に役立つ
ものとなっている。

New　ONE　WORLD
Expressions  Ⅰ

1

基本的な内容が充実していて、生徒が興味を
もつものが多く扱われている。文法事項も学
習しやすく工夫されていて、アクティビティ
も豊富である。

基本的な内容が充実していて、生徒が興味を
もつものが多く扱われている。各項目とも、
理解からアクティビティまで段階をおって学
習できるよう工夫されている。

COMET
English Communication
Ⅱ

3

生徒が身近に感じ、興味をもつような内容の
ものが多く扱われている。単語や構文も標準
的で、生徒が意欲的に取り組めるものとなっ
ている。

Power On
Communication English
Ⅲ

3

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。

Power On
Communication English
Ⅱ

文法事項の説明が非常に
丁寧で、生徒が理解しや
すい。

文字が大きくて読みやす
い。写真や絵も内容理解
に役立つものである。

文法事項や練習問題の量
も適当である。整理して
配列されているので生徒
が理解しやすい。

文字が読みやすく、写真
や図表も内容理解の手助
けとなるものが多い。2

生徒が興味をもつ内容のものが多く、内容も
バラエティに富んでいて楽しめるものが多
い。発表などのアクティビティも多く、単語
や構文も標準的である。

文法事項の説明が非常に
丁寧で、生徒が理解しや
すい。

文字が大きくて読みやす
い。写真や絵も内容理解
に役立つものである。

単語や文法も標準的なものが多く、精選され
ている。基本を中心とした内容で、生徒が意
欲的に取り組める内容となっている。

Power On
Communication English
Ⅰ

1

COMET　English
Communication Ⅰ

2

生徒が身近に感じ、興味をもつような内容の
ものが多く扱われている。単語や構文も標準
的で、音声に関する分野の内容も多く盛り込
まれている。

生徒が興味を持つ内容のものが多く、発表な
どのアクティビティも多く取り入れられてい
る。単語や構文も標準的で、段階的に学習で
きる。

文法事項や練習問題の量
も適当で、整理して配列
されているので生徒が理
解しやすい。

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。

文法事項やポイントが整
理して配列されているの
で、生徒が確認しやす
い。

文字が読みやすく、イラ
ストや写真なども内容理
解に役立つものとなって
いる。

書道Ⅰ 1

中学書写からの自然な連続として、漢字仮名
交じり書を冒頭に配置されている。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。

文字が読みやすく、写真
や図表も内容理解の手助
けとなるものが多い。

美術２ 2

美術Ⅰの内容との連携がよく、美術の理解を
深める題材設定となっている。

書　Ⅱ

JOYFUL　English
コミュニケーション英
語基礎

1

2

多様な古典が掲載され、書の世界の奥深さが
伝わる。文字の起源から時代順に単元が進
み、文字の変遷がよくわかる。仮名では、コ
ンパクトな図版で説明が詳しい。

漢字・仮名・漢字仮名交
じりの三部構成で、書Ⅰ
の進展にふさわしいボ
リュームである。

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。

バランスよく多彩な題材
をとりあげている。

分野別にインデックスが
整理され、機能性が高め
られている。

漢字の各書体、仮名、実
用書の分量がバランスよ
く配されている。

芸
術

家
庭
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

内　　　　　　容 表記・表現
使用
学年

科
分

教
区

構成・分量・装丁教　科　書　名

 川崎市立  川崎高等学校 （ 全日制 ）

7 家庭

実教 306

6 家庭

教図 310

7 家庭

実教 302

7 家庭

実教 027

2 社情

東書 301

7 福祉

実教 301

7 福祉

実教 302

7 福祉

実教 303

7 福祉

実教 304

7 福祉

実教 305

7 福祉

実教 306

介護過程
2
3

ファッションデザイン

被服製作 3

こころとからだの理解
1
2
3

情
報

福
祉 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。

社会と情報 1

必要な項目に加え、実生活の中で関係する内
容についても掘り下げて解説してある。多角
的にとらえて学ぶことができるのでよい。

社会福祉基礎

基礎的・系統的に配列さ
れ、適切である。

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。

コミュニケーション技
術

単元ごとにまとまってお
り、分量も適切である。

人体のイラストや写真を
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。

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。

1
2
3

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。

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。

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。

介護福祉基礎

生活支援技術
1
2
3

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。

1
2
3

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。

基礎的・系統的に配列さ
れ、適切である。

イラストや図、グラフ、
事例が豊富で、説明がわ
かりやすい。

1
2
3

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。

二部構成になっており、
理論と実習を適切に取り
上げて授業が展開でき
る。

見出しの言葉の選び方が
良く、構成を俯瞰で見る
ことができる。

基礎的・系統的に配列さ
れ、適切である。

画像が多く活用されてお
り、表記等も工夫されて
いる。

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。

2

写真が鮮明で、イラスト
も理解しやすく細部まで
表現されている。製作手
順の文章と図のバランス
もよい。

専門用語の説明が適切
で、資料や図も見やす
い。

特徴だった服飾の写真や
イラストなどが盛り込ま
れ、見ためにも理解しや
すい。

専門的な用語についての
解釈が丁寧に書かれてい
る。

図や表がわかりやすく、
学習しやすい構成であ
る。

イラストがわかりやすく
専門用語なども適切に表
されている。

ファッション造形基礎 1

人体と衣服の構成、素材など理解しやすく書
かれていて、その後の製作に取り組みやす
い。製作例が豊富なので、生徒の興味関心を
誘うとともに、基礎的内容に取り組ませやす
い。

項目ごとにまとまってい
て、系統的に見やすく口
絵等も最新の物になり、
資料も豊富に構成されて
いる。

図や写真を多く、専門用
語なども理解しやすい工
夫がされている。

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。西洋と日本の服飾文
化の流れについても時代ごとになっているの
で学習しやすい。

内容が項目ごとにまとまっており、ファッ
ションデザインに関する理念がしっかり説明
されている。段階的な学習から、発展的な内
容まで、広い範囲で学習ができるよう工夫さ
れている。

家
庭
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

17 国総

教出 309

17 国表

教出 301

17 現Ａ

教出 302

2 現Ｂ

東書 302

183 古Ａ

第一 305

183 古Ｂ

第一 324

46 世Ａ

帝国 305

183 日Ａ

第一 304

35 日Ｂ

清水 306

35 地Ａ

清水 302

46 地図

帝国 307

104 現社

数研 310

7 政経

実教 304

104 数Ⅰ

数研 313

104 数Ⅱ

数研 313

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

 川崎市立  商業　高等学校 （ 全日制 ）

国
語

適量である。 落ち着いた色調である。

国語表現

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

国語総合 1

学習目標が明確化されている。充実した定番
教材の中にも、注目作家の小説や評論が配列
されている。

系統を追った学習活動が
しやすい。

古文教材の入門が丁寧で
ある。カラー資料が見や
すい。

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

見出し・活字が大きく見やすく編集されてい
る。基礎編、実践編、総合編と分れており、
順を追って学習しやすい。

小論文作成法が詳細で、
３年生になっても大いに
活用できる。

実社会で活用できるよう
な内容である。

分量は多いが、この中か
らさらに精選するのでよ
い。

脚注に色がついており、
見やすくできている。

2
3

現代文Ａ　青春文学名
作選―歴史の中の青春

精選現代文Ｂ 3

とても充実しており、定番の教材も収録され
ており、扱いやすい。

2

従前用の教科書と同じ出版社であり、採用さ
れている作品が重複しない。親しみやすく、
生徒の関心をひくような教材が多い。

高等学校　標準古典Ａ
物語選

2
3

２年生の定番教材を幅広く採録してある。
「物語」を中心にしながら他のジャンルもバ
ランスがとれている。

各項の内容及び分量が生
徒に理解しやすく適切で
ある。

ルビもあり、文字の大き
さ、行間や書体等も適切
である。

高等学校　標準古典Ｂ 3

興味をもちやすい教材が多く収録されてい
る。古文も漢文も定番のものが多く、生徒が
学びやすくできている。

分量はやや多い。古文へ
の興味付けを図るコラム
が実用的である。

カラー資料が豊富であ
る。

選択で学習するには分量
はあるが、見やすく構成
されており、わかりやす
い。

字が大きめであること
と、カラーの写真や絵が
多く見やすい。

史料・図版資料の構成が
適切であり、各項目立て
がよく工夫されている。

豊富な図版が掲載されて
いて生徒が理解しやすい
ように、適切な表現と
なっている。

明解 世界史Ａ

高等学校 日本史Ａ
人・くらし・未来 3

「人物クロースアップ」等生徒の興味・関心
を高めるような資料も提示するなどの工夫が
みられる。

2

生徒に理解しやすいような地図等、具体的な
事例が豊富であり、基本的内容の取り扱いが
適切である。

地
理
歴
史

高等学校　日本史Ｂ
最新版

3

「疑問文形式」のタイトル・見開き105項目の
テ－マを設定し,テーマごとに分割して、テー
マに答える形式で歴史の著述を展開し、生徒
の学習意欲を高めるような工夫がなされてい
る。

適切な分量で地図や統計
資料が構成されている。
課題学習にも対応しやす
い。

高等学校　現代地理Ａ
最新版

2

本時の学習目標を明示し、生徒の学習意欲を
高める工夫がなされており、豊富な資料が提
示され、学習を進めるよう工夫もされてい
る。

テーマごと、見開き２
ページにまとめられた記
述は、精選された項目構
成でわかりやすい。

社会科として必要とされる「資料」が豊富で
あり、地理歴史、公民科両面の学習で活用で
きる内容となっている。

注記や図版も豊富で、文
章表現も適切である。

学習内容が、見開きの分
量で配列されており適当
である。また、現代の諸
問題も提示されており、
バランスがよい。

人々の生活や地域の様子
が充分理解できるように
資料も豊富に提示されて
いる。

資料の配置と構成がよく
まとまっており、分量も
適切である。

カラー写真、地図、統計
データ等の資料が最新の
ものが提示されている。

地歴高等地図
－現代世界とその歴史
的背景－

高等学校 現代社会 1

今日的社会事象に関する動向や課題を、生徒
に理解しやすいように要点が押さえてあり、
図や表も豊かに表現している。また、ハン
ディな点も利用しやすくしている。

2

見やすい図版の表記に
なっている。

公
民

最新政治・経済 3

各分野において、各テーマごとに理解しやす
い内容になっている。また、今日的社会事象
についても、最新の情報を提供し、生徒が理
解しやすい内容でまとめている。

見開きで一つの項目をま
とめている。思考過程に
沿った図表を複数準備し
ている。間違い例も提示
している。

公式と例題の表記がわか
りやすい配置になってい
る。

最新　数学Ⅰ 1

基礎基本の内容で苦手意識の強い生徒に対応
できる。考え方の解説は丁寧で番号を振り簡
便にしている。２次不等式の解は、具体例か
らまとめている。論理パズルを紹介し、外部
テストに対応できる。

政治、経済、課題学習が
バランス良く配列されて
おり、学習内容の分量が
適切である。

基本を重視しながら、発
展的内容も豊富な資料で
補う工夫がなされてい
る。

例題・問題量ともに適当
である。データの分析は
やや軽めだが、年間時数
から考えると妥当であ
る。練習の解答も掲載さ
れ自分で進められる。

色数を押さえてあり、本
文に集中できる。公式や
考え方及びまとめが適切
になされている。解答の
表記が平易な点がある。

新　高校の数学Ⅱ
2
3

ぎりぎりまで内容を厳選してあり、基礎的知
識を得るのに適した内容である。累乗の根で
は正の数についてのみの記載されている。

数
学

5



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

 川崎市立  商業　高等学校 （ 全日制 ）

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

104 数Ａ

数研 314

183 科人

第一 304

2 化基

東書 302

61 生基

啓林館 304

61 生物

啓林館 302

50 保体

大修館 301

27 音Ⅰ

教芸 304

27 音Ⅱ

教芸 304

27 音Ⅲ

教芸 302

38 美Ⅰ

光村 301

38 美Ⅱ

光村 301

38 美Ⅲ

光村 301

6 書Ⅰ

教図 302

38 書Ⅱ

光村 304

38 書Ⅲ

光村 304

解説文も簡潔でまとめの
考え方を丁寧に配置して
いる。数学的な注釈を小
さく記載している。例・
練習・例題もかなり少な
く抑えてある。

挿絵と図を使い、難解な
問題と意識させないよう
に配慮してある。

新　高校の数学Ａ 2

章扉の問題提起で実社会とのつながりを示唆
している。項目ごとに簡単な導入問題を準備
し、内容に興味をもたせるように工夫されて
いる。基礎基本を扱っている。

高等学校
科学と人間生活

3

学習内容が豊富であり、解説もわかりやすく
丁寧である。また、学習内容をコンパクトに
まとめたり、「発展」を使ってさらに深めた
りすることができる。

重要な内容については見
開き構成にするなど工夫
が見られる。分量・装丁
ともに問題ない。

理
科

数
学

新編化学基礎 3

実生活や社会との関連から化学の基礎を楽し
く学ぶことができる学習内容である。

全テーマ見開き構成で展
開されている。分量・装
丁ともに問題ない。

独創的な図表や写真が多
数掲載されていて、興味
深く理解しやすい。

見開き単位の構成で、分
量・装丁ともに問題な
い。

丁寧な記述で、図版が見
やすく配置されている。

構成・分量・装丁も良
く、大変充実している。

詳しい解説とともに写真
を伴った図が豊富に掲載
されており、学習内容の
理解が深めやすい。

図が大きく視覚的にも理
解できるようになってい
る。生物基礎

生物 3

学習内容をまず大観し続いて詳細を解説する
ことで、系統的な学習ができるような充実し
た内容となっている。

2

豊富な内容を簡潔にかわりやすく記述してい
る。また、上位科目「生物」との接続を意識
した発展も多数掲載されている。

保
健
体
育

現代高等保健体育
1
2

写真やグラフ、イラスト等が充実しており、
基礎学習の補足がしやすく、発展的な学習資
料として活用しやすい。記載内容も精選さ
れ、生徒の学力レベルに適している。

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。

高校生の音楽１ 1

それぞれの曲にポイントやテーマがあり、生
徒たちも目的や目標を持って楽曲に取り組み
やすい。また曲のジャンルも幅広く、歌唱・
鑑賞それぞれの分野がとても充実した内容で
ある。

１項目見開き２ページで
完結する構成になってい
るため、学習の見通しが
しやすい。

全項がカラー印刷であり
写真やイラスト等も、そ
の特長を生かして効果的
である。

写真や図、絵などがとて
もわかりやすく見やすい
ため、資料としてもとて
も見やすい。

外国語の曲には読み方、
意味、発音のポイントが
丁寧に表記されていて活
用しやすい。

鑑賞において、日本の曲
はもちろん、様々な国の
曲に親しみやすいよう説
明が細かくされており、
興味をもちやすい。

全ページにわたり、美し
いカラー刷りで、楽譜、
文字、イラスト、写真な
ど印刷が鮮明なものと
なっている。

高校生の音楽２

Joy of Music 3

年間の集大成として、歌唱、器楽、鑑賞それ
ぞれ高度な内容の充実、更に、音楽理論につ
いても触れられている。譜面に細かく指示が
されているため、生徒の自主的な活動ができ
る。

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。

芸
術

美術１ 1

作品の解説とともに、技法や歴史的意義につ
いても解説されているので、作品をより深く
知ることができる。

各作家と作品の図版が同
時に掲載されており、個
性的な構成となってい
る。

書へのいざないに多く分
量をさき、興味をもたせ
やすく作っている。古典
図版は紙面端まで使われ
ている。

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。

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。

インデックスの色分けな
どもあり、内容が一目で
わかる構成になってい
る。

簡潔かつわかりやすい表
現が最小限にとどめられ
ており、作品理解を助け
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。

タイトルの色分け・ブ
ロック体と本文の明朝体
と区別しており、解説の
位置も効果的である。

美術３

書　Ⅰ 1

生徒が書に向かう姿が随所に見られ、姿勢・
書作・構想・鑑賞と折々の主体的な活動を喚
起している。単元ごとの内容が一目でわかり
やすくまとめられている。

3

現代活躍する芸術家、デザイナー、工芸家等
が取り上げられているので、より芸術を身近
に感じられるようになっている。

それぞれの仕事を簡潔か
つ的確に解説しているの
で、生徒の理解が進む。

書Ⅲ 3

創造的・独創的な書活動へ繋げられる掲載古
典図版となっている。市販された物でなく、
臨書の独習が可能な美しい新版の原典・拓本
を掲載している。巻末の書道史も、書道を志
す者用に理論的である。

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
も充実した。墨汚れ対応
紙使用している。

拓本や作品はフルカラー
で高精細である。紙面構
成が大胆に配置されてい
る。

書Ⅰ・Ⅱに比べ、分量は
半減しているが専門性は
著しく上がっている。書
論にこだわりをもってい
る。

臨場感あふれる綺麗な図
版とともに、キャラク
ターを効果的に使い、課
題発見・解決への示唆と
している。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

 川崎市立  商業　高等学校 （ 全日制 ）

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

50 コⅠ

大修館 312

50 コⅡ

大修館 311

2 英Ⅰ

東書 301

2 英Ⅱ

東書 301

61 英会

啓林館 303

2 家総

東書 301

7 家庭

実教 305

7 家庭

実教 301

6 家庭

教図 310

7 商業

実教 301

190 商業

東法 305

7 商業

実教 315

7 商業

実教 316

7 商業

実教 326

7 商業

実教 327

商
業

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、各課の終わりにしっ
かり配置されている。

本文や傍注、脚注の他、
写真やイラストなどが適
切に見やすくレイアウト
されている。

Compass
English Communication
Ⅰ

Compass
English Communication
Ⅱ

2
3

題材は、CommunicationⅠ同様、生徒の興味を
ひ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。

1

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
興味をひ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
一目でわかるようになっ
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。

NEW FAVORITE
English Expression Ⅱ

3

前半に文法事項を総括する構成となってい
る。英語表現Ⅰとの連携がなされて継続して
学習できる内容となっている。後半ではパラ
グラフ・ライティングに重点を置いて、より
コミュニカティブな表現力の育成を重視して
いる。後半のまとめではプレゼンテーション
を扱っている。

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。

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。

華美にならず、落ち着い
た色彩で活字・写真・イ
ラストが配列されてい
る。フォントの種類や大
きさが適切である。

幅が広いため、資料や欄
外の説明が見やすい。

重要語句が青字で見やす
い。図表のイラストやカ
ラーが工夫されている。

Sailing
English Conversation

家庭総合
自立・共生・創造

2
3

学習内容の見通しをもち、課題解決に取り組
めるようになっている。各分野が簡潔にまと
まり、写真や図表などの関連資料も充実して
いる。

2

カラフルで楽しい紙面構成になっていて生徒
が興味をもって学習に取り組むであろうこと
が予想される。さらに話題も豊富で、[話
す][聞く]という分野の学習を充実させられ
る。

各課の基本表現が、挿絵
で示され、楽しみながら
学習を進められるように
構成されている。

同じ学習項目を段階的
に、スパイラルに取り込
んでいる。

家
庭

子どもの発達と保育 3

専門的な言葉が多く、子どもや保育に関する
身近な話題や実習題材を取り扱っているた
め、興味・関心が増す内容である。

コラムや研究問題を設定
してあり、関心や理解が
深まりやすい構成であ
る。

外
国
語

NEW FAVORITE
English Expression Ⅰ

2
3

生徒の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ように工夫
され、さらに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。

フードデザイン 3

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つくような内容であ
る。また、食に関わる職業を取り上げるな
ど、生徒の関心を増す工夫がされている。

テーマ学習を各所に設定
している。グラフや図も
精選されており見やす
い。

実践させる内容がわかり
やすく表記されている。
配色が的確で見やすい。

表・グラフ・図などが鮮
明で、バランスよい構成
となっている。

専門的な用語も欄外にわ
かりやすく説明されてい
る。

構成・分量ともに充実し
ており、ビジネス基礎の
学習方法について丁寧に
まとめられている。

図表や挿絵などが見やす
く、また大きめに印刷さ
れていて生徒の興味を十
分に惹く組み立てになっ
ている。表現などもわか
りやすい。

服飾文化

ビジネス基礎 1

商業を学ぶ上での様々なシーンについて各章
毎にわかりやすくまとまっている。各章の順
番としてビジネスコミュニケーションの章が
前半にあれば指導上やりやすいと感じる。目
で見るイラストや図表が丁寧である。

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
もたせる工夫がある。

カラーの利用や重要語句
を太字にする、写真や図
に矢印で名称を示すなど
されると、さらにわかり
やすい。

マーケティング 2

マーケティングの最新理論に基づく構成に
なっており、マーケティングに必要な項目を
重点的にわかりやすく掲載している。身近な
事例を豊富に掲載しているので、理論が理解
しやすい。

構成・分量とも適切であ
る。

ColumnおよびExampleとい
うものを設けて、身近な
具体例を豊富に取り上げ
ている。

商品開発 3

商品開発の基本的内容が適切に記述されてい
る。カラーページが豊富で、デザイン分野の
学習が容易にできる。

見開き２ページごとに単
元が構成されており、ま
とまった内容が掲載され
ている。

図版イラストを豊富に取
り入れており、ビジュア
ル的に理解の促進が図れ
る構成になっている。

各過程ごとに適切な分量
で構成されている。

実際の企業の事例を多く
取り入れている。

各章ごとに確認問題があ
り、生徒の理解が深まる
内容である。

事例・コラムを多く取り
入れている。

ビジネス経済

ビジネス経済応用 3

実体経済を取り巻く状況についての現状分析
をおこなう内容が、豊富に掲載されている。
経済を中心に、国際化・金融・経営・地域産
業との関連性を適切に記述している。

2

経済活動を考える視点であるミクロ経済学か
らマクロ経済学まで記述されており、基本的
な考え方から応用・発展的な学習まで想定さ
れた構成となっている。

経済活動と法 3

具体的事例を多用しており、生徒にとってわ
かりやすい内容になっている。図表化も多
く、内容がよく整理されている。

事例や判例についても解
説が理解しやすいように
まとめられている。

欄外の補足事項も充実し
ている。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

 川崎市立  商業　高等学校 （ 全日制 ）

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

7 商業

実教 307

7 商業

実教 318

7 商業

実教 320

7 商業

実教 310

7 商業

実教 322

7 商業

実教 331

7 商業

実教 324

7 商業

実教 333

商
業

各単元ごとにおける、解
説の分量などは適切であ
り、練習問題なども取り
組みやすい構成である。

図解やイラストが随所に
使用されており、よく工
夫して作られている。ま
た、「吹き出し」の部分
を用いており、ポイント
が押さえやすく構成され
ている。

高校簿記
1
2

簿記の基礎、基本がわかりやすく整理されて
いる。図解や帳簿の見本なども充実してお
り、見やすく構成されている。また１年次か
ら２年次で学習する部分がまとまっている。

単元ごとに適切な分量
で、見やすく構成されて
いる。

図や表、イラストも多い
ため理解しやすい。

全体的な分量をはじめ、
各編ごとの分量も適切
で、とてもバランス良く
構成されている。

図解やイラストが随所に
使用されており、丁寧な
解説文と相まって生徒が
理解しやすいよう大変よ
く工夫して作られてい
る。

高校財務会計Ⅰ

原価計算
2
3

新検定基準に準拠しており、原価計算の前段
である工業簿記の部分から直接原価計算まで
解説図を交えた平易な記述で初学者にとって
大変理解しやすい内容となっている。また、
口絵や折り込みページがイメージをつかみや
すくよくまとめられている。

3

学習を始めるにあたっては、株式会社の単元
が無いことが少しやりにくいところではある
が、新しい検定基準に準拠しており、全体的
に基礎の部分から発展的な内容までイラスト
と解説文でよくまとめられている。

特定の分野に特化せず章
ごとに完結させている。

写真やイラストが充実し
ており、視覚的に説明が
理解しやすい。

ビジネス情報
2
3

ビジネスで取り扱うデータや事例を多く取り
上げており、実践的な学習のできる内容で、
各分野の内容が充実している。

構成・分量ともに充実し
ており、ビジネス文書の
作成方法について順序よ
くまとめられている。

写真・イラストを豊富に
使用している。コン
ピュータの画面図を多数
掲載し理解しやすい。

最新プログラミング
2
3

ＪＡＶＡ言語の解説がされており、本校の選
択言語と合致しない。例題数が充実してい
て、実習を中心とした授業展開がしやすい。

3

ウェブページの作成に必要な基礎的な知識・
技術から電子商取引のシステムの作成まで段
階的に学習できるようになっている。実習に
ついては、校内の設備環境に合わせて柔軟に
対応できるよう工夫されている。

最新情報処理
1
2
3

全商情報処理・ビジネス文書実務検定試験の
１級範囲まで対応できる内容になっており、
１・２学年にわたって使用できる。また、Ｉ
Ｔパスポート試験を意識したハイレベルな学
習にも対応している。

新学習指導要領に則した
構成で、分量も適切であ
る。

イラストや写真が豊富で
イメージがしやすい。

ビジネス情報管理 3

ＩＴパスポートの範囲をサポートしており、
上位級の受験に活用することができる。シス
テム開発もデータベースとの連携を中心に書
かれており内容が充実している。

指導要領の内容が網羅さ
れており、適正な分量で
ある。

カラー印刷で、図や画像
が多く使用されており分
かりやすい。

理解しづらいオブジェク
ト指向の考え方の単元が
独立していて、良い構成
である。

テキストエディタの画面
をそのまま貼りつけてい
るため、コードが読みに
くい。

電子商取引
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

15 現Ｂ

三省堂 304

50 国総

大修館 314

104 古Ｂ

数研 314

104 古Ｂ

数研 315

2 世Ｂ

東書 301

2 地Ａ

東書 301

130 地図

二宮 304

81 世Ａ

山川 307

81 世Ａ

山川 308

7 現社

実教 303

2 数Ⅰ

東書 302

2 数Ⅱ

東書 302

2 数Ⅲ

東書 302

2 数Ａ

東書 302

2 数Ｂ

東書 302

数
学

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。

丁寧かつ簡潔にまとめら
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。

丁寧かつ簡潔にまとめら
れている。

新編数学Ⅰ 1

2

図などを用い、視覚的に理解できるように工
夫されている。

構成は理解しやすく工夫
されており、分量も適切
である。

表や図が豊富で、視覚的にも理解しやすく、
基礎・基本の定着をはかることができる。

構成は理解しやすく工夫
されており、分量も適切
である。

新編数学Ⅱ
2
3

基本事項を丁寧に取り扱っており、基礎・基
本の定着をはかることができる。

2

現代の世界史

基本問題を丁寧に取り扱っており、基礎・基
本の定着をはかることができる。

配色やデザインがよく工
夫されており、見やす
く、地図上の各事項を把
握しやすい。世界図に位
置図が併記されており、
わかりやすい。

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。

文字の大きさが適切で、
記述内容も平易でわかり
やすい。

本文および用語の解説は
平易な表現を用いている
ためわかりやすい。

2

図版資料・本文・コラム
の配置に工夫がなされ、
全体としての構成がよく
まとまっている。

内容が精選されていて、用語の解説も丁寧に
なされている。大きく見やすい図版資料によ
り、詳細に資料の内容を読み取ったり、深い
考察をおこなう学習に適している。

図版資料を大きくした構
成となっているが、本文
の分量は適切にまとめら
れている。

1

基本図が見やすく、各地の地理情報を理解し
やすい。地理全般における基本事項がコンパ
クトにまとめられており、内容も適切であ
る。

大きくはないが見やすい
活字を採用しており、読
みやすい。

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。

2

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。

大きくはないが見やすい
活字を採用しており、読
みやすい。

図版の比重は高いが、本
文、副分の巧妙な配置で
内容を確保している。定
型的構成とページ毎の変
化のバランスがよく見や
すい。

 川崎市立 川崎総合科学高等学校 （ 全日制 ）

本文・コラムとも文字の
大きさは適切であり、文
章の表現も比較的平易で
ある。

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

見やすい文字の活字を使
用しており、色の使用に
よりさらに読みやすく
なっている。

短い文章表現にまとめら
れており、平易かつ端的
でわかりやすい。

版型が大きく、図と文章
がバランスよく構成され
ている。コラムや地図も
多く、記述の分量も適切
である。

主題地図の量的比重は小
さいが、適切な選択がさ
れており、良くまとめら
れているため充分な内容
を確保している。

基本的な作品が非常に充実しており、学習へ
の意欲を喚起しやすい。また、発展学習や表
現活動につなげるための工夫がなされてい
る。

精選現代文Ｂ 2

ボリュームは多いものの、作品の難易がよく
検討されて採用されている。またコラムの充
実が、作品理解を後押しする形になっている
点も、工夫されている。

　　　　　　　平成27年度使用教科用図書採択選定一覧表

非常に見やすく綺麗な装
丁で、親しみやすい。ま
た分量も適切である。

カラー写真が随所で使用
されており、理解の助け
となる。

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

カラー写真やイラストが
非常に豊富でイメージを
広げやすく、理解の助け
となる。

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わか
りやすい。

版型が大きいため、文字
も大きく、表記は見やす
い。また、平易な表現で
生徒が理解しやすいよう
になっている。

写真が随所に採用されて
いる点や、コラムや句法
の整理の箇所がわかりや
すい。

古典Ｂ　古文編

2
3

2

世界史Ｂ

新編国語総合 1

公
民

丁寧かつ簡潔にまとめら
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。

丁寧かつ簡潔にまとめら
れている。

新編数学Ⅲ

最新現代社会
2
3

基礎・基本をしっかりおさえ、発展的内容を
たくさんのコラムで補足している。身近な事
例や話題と豊富な写真・図版資料によって生
徒の興味・関心をひく内容とnaっている。

基本事項を丁寧に取り扱っており、理解しや
すい。基礎・基本の定着をはかることができ
る。

地
理
歴
史

基本から発展までもれなく記述されており、
大学受験に向けた指導にも十分使用できる内
容である。また、地理や日本史との関連にも
配慮され、既習科目の知識を活用できる内容
である。

世界の歴史

豊富で見やすい図版資料によって生徒の興味
をひきながら基礎的・基本的内容を理解させ
ることができる。コラムや用語の解説も充実
している。

国
語

古典Ｂ　漢文編

地理Ａ 1

記載内容が良く精選されており、基礎的内容
が充実している。写真、地図等の図版資料が
適切に選択されており、また、各事項の説明
や定義が明確でわかりやすい。

高等地図帳

新編数学Ａ 1

3

新編数学Ｂ
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

 川崎市立 川崎総合科学高等学校 （ 全日制 ）

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

　　　　　　　平成27年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

104 数Ⅲ

数研 308

104 数Ⅱ

数研 309

104 数Ｂ

数研 309

104 数Ⅰ

数研 310

104 数Ａ

数研 310

2 化基

東書 301

104 生物

数研 303

104 物理

数研 304

104 化学

数研 306

104 生基

数研 306

104 物基

数研 307

104 化基

数研 308

183 生基

第一 308

50 保体

大修館 301

17 音Ⅰ

教出 301

27 音Ⅱ

教芸 303

数
学

理
科

芸
術

保
健
体
育

構成、分量ともに適切で
ある。また、装丁も良
い。現代高等保健体育

1
2
3

全般に偏りがなく、バランスよくまとめてい
る。課題学習を充実させ、自らの健康やス
ポーツライフについて考え、判断する力が身
につくよう工夫されている。

写真や図版が詳細でわか
りやすい。配置が効果的
で適切である。

化学基礎 1

探究活動の実験内容が充実している。各単元
の項目にわかりやすい説明が配置されており
理解を深めやすい。巻末に設問の正答が掲載
されていて、生徒にとって学習しやすい。

生物

外国語の歌詞にルビが振
られていて、生徒が積極
的に取り組みやすい。

美しい装丁で、分量や配
置も適切である。資料と
しての写真・図の配置が
良い。

2
3

生徒の興味・関心を広げる内容が多く取り上
げられている。各領域のバランスがよく扱わ
れている。

数学Ⅰ

わかりやすく適切な例題で、理解しやすい。
発展などでハイレベルな内容も扱っている。

1

多様なジャンルからバランス良く扱われてい
る。選曲・編曲も工夫されており生徒が主体
的に活動するのにふさわしい。

物理 3

学習の継続がスムーズに行える内容である。
内容がわかりやすく、図も表も見やすい。巻
末の本文資料も豊富で生徒の関心を高めるこ
とができる。

1
2

生物基礎

高等学校 生物基礎

本文の説明が詳しく、学習しやすい。また、
図表が豊富で理解しやすく工夫されている。

音楽 I Tutti

ＭＯＵＳＡ２

構成が適切で、内容・分
量ともに充実している。

内容が詳細であり、よく整理された図表が豊
富に掲載されている。章末の論述問題はより
高度な思考力を養うのに有効である。

化学

「化学基礎」との関連の内容を重視した深い
内容になっている。巻末に設問の正答が掲載
されているので、生徒にとって学習しやす
い。

発展の扱いが詳しく、内容の取り扱いが適切
である。問題の解答も詳しくなり、巻末にあ
るので、生徒自身に考えさせる訓練につなが
るようになった。

構成・分量ともに適切で
ある。

化学基礎 1

中学での学習内容を把握しながら授業を組み
立てることができる。また「生活の中の化
学」について理解できる内容などが興味深く
掲載されている。

1

簡潔に表現されており、
わかりやすい。

2
3

1

基本事項を丁寧に取り扱っており、理解しや
すい。発展などでハイレベルな内容も扱って
いる。

模式図や写真の掲載が適
切である。

2
3

内容が詳細であり、よく整理された図表が豊
富に掲載されている。章末の論述問題はより
高度な思考力を養うのに有効である。

構成は理解しやすく工夫
されており、分量も適切
である。

構成・分量ともに適切で
ある。

文章もわかりやすく図や
表が効果的に扱われてい
る。

模式図や写真の掲載が適
切である。

内容が系統的に書かれて
いる。

写真や図版が詳細でわか
りやすい。配置が効果的
で適切である。

内容が系統的に書かれて
いる。

例題の後に、類題があ
り、すぐに理解を確かめ
ることができる。

例題の後に、類題があ
り、すぐに理解を確かめ
ることができる。

言葉の英語表記が、理解
の助けになっている。

図表がよくまとめられ、
理解しやすいつくりであ
る。

各セクションの構成に工
夫があり、装丁も美し
い。

3

例題や練習問題が豊富で、理解しやすい。研
究と発展などハイレベルな内容も扱ってい
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。

丁寧かつ簡潔にまとめら
れている。

数学Ａ

2

例題がわりやすく練習問題も豊富である。研
究や発展などでハイレベルな内容も扱ってい
る。

丁寧かつ簡潔にまとめら
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。

丁寧かつ簡潔にまとめら
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。

丁寧かつ簡潔にまとめら
れている。

数学Ⅱ

構成は理解しやすく工夫
されており、分量も適切
である。2

例題が充実しており、理解しやすい。発展な
どでハイレベルな内容も扱っている。

丁寧かつ簡潔にまとめら
れている。

数学Ⅲ

3

数学Ｂ

1

物理基礎

文字情報のみに頼ること
なく、図・表・写真が効
果的に取り上げられてい
る。

楽器演奏写真が非常にわ
かりやすい。資料として
の写真も優れたものが多
い。

ポイントがわかるキー
ワードや豊富な図表・イ
ラストで構成されてい
る。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

 川崎市立 川崎総合科学高等学校 （ 全日制 ）

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

　　　　　　　平成27年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

2 コⅠ

東書 302

2 コⅡ

東書 302

2 コⅢ

東書 303

15 コⅠ

三省堂 306

15 コⅡ

三省堂 306

6 家基

教図 302

7 工業

実教 324

7 工業

実教 333

7 工業

実教 360

7 工業

実教 361

7 工業

実教 303

174 工業

コロナ 330

174 工業

コロナ 331

7 工業

実教 348

7 工業

実教 350

工
業
（

総
合
電
気
）

工
業
（

情
報
工
学
）

家
庭

プログラミング技術
1
2

Ｃ言語を用いて、プログラム作成の基礎から
応用まで幅広い内容が取り入れられている。
要点や重用なところは、詳細な説明がされて
いる。

プログラム例の解説や練
習問題、節末・章末の問
題を用いて理解の定着に
努めている。

わかりやすく、理解しや
すい言葉で書かれてい
る。

2

広い範囲にわたり、全体的に理解しやすいよ
うに表や図、写真などが配置されている。公
式の使い方も例題を用いて丁寧に説明されて
いる。

写真や図、表など、適切
に配置されている。

電気機器

電力技術１
電力の発生と輸送

3

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。

2
3

例題・問題等は丁寧に記
載されている。

２色版で、重要なポイン
トが見やすいように工夫
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。

電気基礎（下） 2

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。

明確でわかりやすい図や
写真が多く、内容をとら
えやすい。

わかりやすく、理解しや
すい言葉で書かれてい
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。

電気製図

電気基礎（上） 1

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。

3

電気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。

1
2

基礎から応用まで幅広い内容が取り入れられ
ている。全体的に理解しやすいように表や
図、写真などが配置されている。

図や写真を多く取り入
れ、節末・章末の問題を
加えることで理解の定着
に努めている。

ソフトウェア技術

ハードウェア技術
1
2

基礎から応用まで幅広い内容が取り入れられ
ている。全体的に理解しやすいように表や
図、写真などが配置されている。

内容が系統的に構成され
ている。

内容が展開的に構成され
ていて適切である。

電気基礎との関連をもたせた導入により、目
的意識をもって取り組めるようになってい
る。

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。

わかりやすく、理解しや
すい言葉で書かれてい
る。

資料の並び方が見やす
く、豊富で、理解しやす
い。

写真や図などの資料が多
く、理解しやすい表現で
ある。

見開き２ページで１レッ
スンにまとまっていて、
学習しやすい構成になっ
ている。

シンプルで読みやすく、
カラーが効果的に使用さ
れている。

本編のあとのオプショナ
ルリーディングは分量、
難易度ともに発展、応用
に適している。

落ち着いた色調ながら適
所に図やイラストが配置
されている。語彙の扱い
が丁寧である。

写真やイラスト、図など
が適所に配置されてい
る。

Ⅰ同様に扱う題材が多種多様で、発展、応用
が自在にできるような内容、文法、速読材料
が用意されている。ディスカッションやディ
ベートなどよりコミュニカティブな題材が多
い。

CROWN
English Communication
Ⅱ

図や写真を多く取り入
れ、節末・章末の問題を
加えることで理解の定着
に努めている。

わかりやすく、理解しや
すい言葉で書かれてい
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。

精選電気基礎

図や写真を多く取り入
れ、節末・章末の問題を
加えることで理解の定着
に努めている。

家庭基礎　ともに生き
る　明日をつくる

1

わかりやすい表現で理解しやすい。トライや
コラムなどにより、興味・関心をもたせるこ
とが出来る。

2

PROMINENCE
Communication English
Ⅲ

3

入試傾向を踏まえ、生徒の実態やニーズに合
わせられるような多様なテーマと平均的な分
量の英文から超長文まで対応できる内容が収
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。

Power On
Communication English
Ⅰ

最近のテーマを豊富に収録し、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、生徒が意識しやす
い。

1

外
国
語

CROWN
English Communication
Ⅰ

1

扱っ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。

レッスンのはじめに教科
書で扱われる主な登場人
物を紹介し、後のレッス
ンで詳しくわかる構成で
ある。

Power On
Communication English
Ⅱ

2
3

Ⅰ同様に様々なジャンルから題材がバランス
よく収録されていて、生徒が興味をもって学
習できるように配慮されている。各レッスン
の学習内容が明瞭で、生徒が意識しやすい。

見開き２ページで１レッ
スンにまとまっていて、
学習しやすい構成になっ
ている。

シンプルで読みやすく、
カラーが効果的に使用さ
れている。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

 川崎市立 川崎総合科学高等学校 （ 全日制 ）

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

　　　　　　　平成27年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

7 工業

実教 351

174 工業

コロナ 357

7 工業

実教 358

7 工業

実教 374

7 工業

実教 302

7 工業

実教 308

7 工業

実教 309

7 工業

実教 313

7 工業

実教 315

7 工業

実教 316

7 工業

実教 319

7 工業

実教 320

7 工業

実教 345

７ 工業

実教 305

７ 工業

実教 306

7 工業

実教 334

工
業
（

総
合
電
気
）

工
業
（

建
設
工
学
）

工
業
（

電
子
機
械
）

建築用語や表現が初めて
学ぶにあたりわかりやす
い。

土木製図

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。

建築構造
2
3

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。

2
3

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。

系統的に構成されてお
り、図版も多く分量も適
当である。

建築設計製図
2
3

2

2

原動機 2

機械設計２

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。

図や写真が比較的大き
く、見やすく工夫され、
解説も適当である。

構造・機能・発達の要因・省エネルギーや環
境保全、自動車の歴史など生徒に興味をもた
せるよう工夫している。

項目が細分化され、効率
よく構成されている。

学習段階に応じて問を設
け、適切に表記・表現さ
れている。

2

設計の手順と図や例を多
く取り入れ、わかりやす
く工夫されている。

新しい工作技術・機械を取り上げ加工技術の
仕組みを理解できるよう丁寧に記述されてい
る。

設計の手順と図や例を多
く取り入れ、わかりやす
く工夫されている。

仕様･総合･解析･評価･設計解の順で構成さ
れ、「設計とは何か」「よい機械とは何か」
を考えさせ必要な基礎が学べるように工夫さ
れている。

仕様･総合･解析･評価･設計解の順で構成さ
れ、「設計とは何か」「よい機械とは何か」
を考えさせ必要な基礎が学べるように工夫し
ている。

図や写真が比較的大き
く、見やすく工夫され、
解説も適当である。

2

電気・電子、メカトロニクス、機械技術、生
産管理の基礎が学べ、図や写真が多く配置さ
れており、理解しやすい工夫がなされてい
る。

機械工作２

機械設計１

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。

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。

各章の内容が系統的に構
成してあり、図版の分量
も適当である。

系統的に構成されてお
り、図版も多く分量も適
当である。

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。

文章・図版などの割付は
適切でありわかりやすく
なっている。1

製図例が豊富に取り入れられており、多様な
学習に対応できるよう配慮されている。

プログラム例など、強調
されており学びやすい。

図や写真がカラーで見や
すく、また、親しみやす
い。

機械工作１ 2

新しい工作技術・機械を取り上げ加工技術の
仕組みを理解できるよう丁寧に記述されてい
る。

図中にも説明が表記され
ており、視覚的にも理解
しやすくなっている。

各章の内容が系統的に構
成してあり、図版の分量
も適当である。

情報技術基礎 1

プログラム言語がＢＡＳＩＣ以外にＣ言語も
掲載されており、関連教科でも学習ができる
よう配慮されている。

1

広い範囲にわたり、分野ごとに整理され、全
体的に理解しやすいように配慮されている。
問題の解き方も丁寧に説明されている。

生産システム全体の流れ
が適切に構成されてい
る。生産システム技術

通信技術 3

通信技術の内容が、具体的事例を用いて平易
に解説されている。

図や例題、章末には問題
を多く取り入れ、理解の
定着に努めている。

理解しやすい言葉で簡潔
に書かれている。

機械製図

分量、体裁も良く、内容
の配分がよい。

文字や図の割付けが良
く、文章表現が適切であ
る。

工業数理基礎

無理のない構成で、また
具体的な解説で学びやす
い。

写真や図、表など適切に
配置されている。

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。

単位数により取捨選択し
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。電子計測制御 3

計測と制御の関係を体系としてとらえやす
い。計測技術の基本について丁寧に述べてあ
る。

電力技術２
電力の利用と制御

3

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。

電子回路

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。

内容が展開的に構成され
ていて適切である。

2
3

12



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

 川崎市立 川崎総合科学高等学校 （ 全日制 ）

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

　　　　　　　平成27年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

7 工業

実教 335

７ 工業

実教 362

7 工業

実教 363

7 工業

実教 364

7 工業

実教 365

7 工業

実教 366

7 工業

実教 376

7 工業

実教 377

7 工業

実教 379

201 工業

海文堂 344

179 工業

電機大 384

201 工業

海文堂 046

179 工業

電機大 096

工
業
（

建
設
工
学
）

　デザイン史 3

先史時代から現代までの造形文化の流れを、
西洋と日本との関わりの中でわかりやすく解
説している。

日本と西洋のデザイン、
造形文化の流れを系統的
にまとめている。装丁も
堅牢で良い。

図版や資料の分量が適切
であり、解説もわかりや
すい。

図版や資料の分量が適切
であり、解説もわかりや
すい。

デザインに関する各分野
の解説が大変わかりやす
い。

図版や資料が多いので専
門的な内容がよりわかり
やすい。

1
2

先史時代から現代までの造形文化の流れを、
西洋と日本との関わりの中でわかりやすく解
説している。

デザインに関する各分野
の解説が大変わかりやす
い。

図版や資料が多いので専
門的な内容がよりわかり
やすい。

 デザイン技術 3

工
業
（

デ
ザ
イ
ン
）

日本と西洋のデザイン、
造形文化の流れを系統的
にまとめている。装丁も
堅牢で良い。

図版が多く用いられてい
るので、専門的な内容も
わかりやすい。社会基盤工学 3

社会基盤の内容が体系的に整理されており、
各章ごとにわかりやすく解説されている。

デザインの基本的な考え方をきちんと押さえ
てあり、色彩や企画の分野、グラフィックデ
ザイン、工業デザインなど様々な分野を丁寧
に解説している。

　デザイン技術
1
2

デザインの基本的な考え方をきちんと押さえ
てあり、色彩や企画の分野、グラフィックデ
ザイン、工業デザインなど様々な分野を丁寧
に解説している。

　デザイン史

社会基盤工学全体の流れ
が適切に構成してある。

建築法規

土木基礎力学２ 3

建築工事の内容が体系的に整理されており、
各工程ごとにわ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。

土木施工

土木施工全体の流れが適
切に構成されている。

建築施工 3

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。

3

建築法規の内容が体系的に整理されており、
各章ごとにわ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、説明もわか
りやすい。

水理･土質力学を学習するうえで図や写真等が
豊富で例題についてもわ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。

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。

2

土木工事の内容が体系的に整理されており、
各工程ごとにわかりやすく解説されている。

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。

建築構造設計 2

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わか
りやすい表記になってい
る。

土木基礎力学１ 2

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、より具体的に説
明を加えている。

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。

測量
1
2

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。

2

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、わ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。

計算においても丁寧な文
章表現である。

建築計画
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

2 国総

東書 302

15 現Ｂ

三省堂 304

212 古Ｂ

桐原 325

212 古Ｂ

桐原 326

81 日Ｂ

山川 301

7 日Ａ

実教 302

46 地図

帝国 302

81 世Ｂ

山川 304

46 地Ａ

帝国 306

81 世Ａ

山川 307

2 現社

東書 301

35 倫理

清水 302

7 政経

実教 303

104 数Ⅲ

数研 309

104 数Ⅱ

数研 310

地
理
歴
史

3

学習課題が疑問文で表記され、自ら考えてい
こうとする姿勢の育成に有効である。学習へ
の興味付けや学習内容を深化させるために
「歴史の窓」が設けられ効果的である。本文
記述は詳細であり、注記・図版資料と併せて
充実した内容となっている。

「歴史の展開」として歴
史の流れを捉えるのに適
した整理がされている。
また、「ズームイン」
「歴史の群像」など発展
的な学習に適している。

写真や図版も豊富でサイ
ズも大きく視覚的な工夫
がなされている。また、
写真ページの配置も適切
で文化財などが理解しや
すい。

地図自体が大きく見やすい。ビジュアル的な
構成である。現在注目を集めている地域にス
ポットを当てた工夫がなされている。自然の
様子がイメージしやすい色使いである。

地図や資料の分量は適切
である。統計資料も豊富
で見やすい工夫がされて
いる。

地域理解に適した図法が
取り入れられている。地
域の今に焦点を当てた表
記で生徒の理解を促して
いる。

公
民

高等学校　数学Ⅱ 2

基礎的な内容から発展的な内容まで、わかり
やすいように説明が工夫されている。

項目ごとの事項が並列的
に列挙されていてわかり
やすい。分量は適切であ
る。

話題の用語が簡潔に表記
されていて、生徒の理解
を促している。解説もポ
イントを押さえたものに
なっている。

例題の構成・問題の分量
とも適切である。

適切な文章表現である。
また、丁寧な説明で理解
しやすい。

構成・問題量ともに適切
である。

適切な文章表現であり、
図などもわかりやすくま
とめられていて理解しや
すい。

3

基礎・基本がしっかりと押さえられている。
内容は基礎的なものから発展的なものまでバ
ランスよく配置されている。生徒の理解を助
ける模式図や図説が適宜配置されている。

2

項目ごとに独立した内容で、論理的に構成さ
れている。内容的には詳細であるが大事な項
目が重点的に捉えられている。用語が豊富で
ある。資料は詳しいものがある。

高等学校　数学Ⅲ 3

基本的な定理・法則などの説明がわかりやす
くまとめられている。また、例題なども理解
しやすいように工夫されている。

適切な構成と分量であ
る。構成全体がまとまっ
ている。最近の社会的動
向が掲載され生徒が興味
をもちやすい

丁寧な記述内容である。
簡潔でわかりやすい表記
である。生徒が自分の身
近な問題として捉えやす
い表記である。

レイアウトが見やすく構
成されている。ビジュア
ルな図版や写真で生徒の
理解を促しやすくなって
いる。

表現がわかりやすく簡潔
な表記である。写真や図
版が豊富で、理解を手助
けするものになっていて
わかりやすい。

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わ
かりやすくしている。

用語について比較的豊富
で高度な内容であるが、
丁寧で簡潔な表記となっ
ている。

写真やグラフの配置が適
切で見やすい。構成に工
夫がみられとても使いや
すい。

表記が簡潔で理解しやす
い。文字の書体やサイズ
が適切である。

詳説世界史

高校生の地理Ａ 1

基礎的で基本的な事項がしっかりと押さえら
れている。写真や地図が大きく見やすい。
「現地リポート」や「旅のエピソード」は興
味関心をもたせるのに十分である。

2

基本的事項が充実しているので、学習に興味
がもてる。日本の歴史にもふれていて、関心
をもちやすい。写真や史料が豊富で理解しや
すくなっている。

図版資料の構成が適切で
とてもよくまとめられて
いるため生徒の意欲を高
められる。

生徒に理解しやすい平易
な文言で表記されてい
る。史料や写真も豊富で
適切な構成である。

詳説日本史 2

本文と脚注ともに細かい記述となっていて内
容もしっかりとした組み立てである。「資料
にふれる」「資料を読む」は歴史的な思考力
を育てるのに役立つ。

原始・古代・中世・近
世・近現代の五部構成で
時代の特色を的確に説明
している。

図版は色遣いを工夫して
いる。写真がコンパクト
に提示されている。

高校日本史Ａ

分冊で、それぞれが２部
構成になっているため、
２・３年での使用がしや
すい。

挿絵も程よく、話の内容
がイメージしやすい。

探求古典Ｂ　古文編

探求典Ｂ　漢文編
2
3

入試頻出の句形などを本文の中で数多く網羅
できるようになっている。

2
3

幅広いジャンルから収録されており、受験に
向けた応用力を磨くことができる。また文法
についても基礎から応用まで網羅している。

分冊で、それぞれが２部
構成になっているため、
２・３年での使用がしや
すい。

字も見やすく、挿絵など
も多く、時代背景などが
わかりやすい。

色使いがよく、字も読み
やすい。

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

 川崎市立  橘　高等学校 （全日制 ）

1

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。

一冊にまとまっていて、
扱いやすい。「表現と言
語活動」が各単元ごとに
まとまっている。

色使いがよく、説明等も
見やすく、関心をもちや
すい。

２部構成になっており、
２・３年を通して使いや
すい。

数
学

現代の世界史

高校政治・経済

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。生徒の関心をひくとともに、読
解力を養えるような内容となっている。

2
3

科
分

教
区

教　科　書　名

国
語

使用
学年

精選現代文Ｂ

精選国語総合

2
3

基本的な内容の取り扱いが適切である。資料
や図版の構成や配置が見やすい。注釈は比較
的細かく記述されていて前後のつながりがわ
かりやすくなっている。

現代社会

新詳高等地図 1

高等学校　新倫理
最新版

2

コンパクトなサイズの中に、古代から現代ま
での各思想や思想家について幅広く記述され
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。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

 川崎市立  橘　高等学校 （全日制 ）

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

104 数Ｂ

数研 310

104 数Ⅰ

数研 311

104 数Ａ

数研 311

104 数Ⅰ

数研 313

104 数Ａ

数研 313

7 科人

実教 301

7 物理

実教 302

7 物基

実教 303

183 生物

第一 304

183 化学

第一 307

183 生基

第一 308

183 化基

第一 311

50 保体

大修館 301

50 保体

大修館 302

基礎学力から応用力まで身につくように、配
慮している。写真や図や表が効果的に使われ
ている。探求活動と発展が一目瞭然に区別さ
れていて使いやすい。

生徒に興味・関心をもた
せる工夫をしている。

各内容の分量・配列が適
切で文字も見やすい。項
目以外の付録や口絵が充
実していてよく構成され
ている。

文章の量に対して図やグ
ラフの量が多い。分量と
しても適当である。

細胞小器官に関する図が
多く、解説もわかりやす
く書かれている。

分量は適切である。学習
指導要領の内容が過不足
なく、構造的に理解でき
るよう構成されている。

図表・写真も見やすく太
字でキーワードが示さ
れ、内容を把握しやす
い。

高等学校　化学基礎

４色刷りを効果的に使っ
て理解しやすい工夫をし
ている。キーワードに英
文字のルビがふってあ
る。

高等学校　生物基礎 2

図が非常に多くかつ美しい。文章表現も平易
でわかりやすい。特に細胞小器官についての
表記がわかりやすい。

各単元ごとに詳しい資料
があり、量的には多めで
はあるが、授業と家庭学
習の両方で十分使用でき
る。

文章もわかりやすく図や
表が効果的に扱われ、詳
しい解説がなされてい
る。

1
2

高等学校　化学 2

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。

文章の量に対して図やグ
ラフの量が多くわかりや
すい。分量としても適当
である。

発生に関する図が多く、
解説もわかりやすいため
理解しやすい。

物理基礎

高等学校　生物 3

明確な写真や図が多く掲載されている。生物
の配偶子形成や生物の行動についての図がわ
かりやすい。

1

記述が簡潔で、原理や法則が要領よく理解で
きるよう工夫されている。

演習問題が適宜配置さ
れ、学習内容の理解を深
める構成になっている。

「発展」が効果的に配置
されていて、「物理」の
学習に無理なくつなが
る。

物理
2
3

基本的内容や典型的な問題について詳しく解
説されていて、理解しやすい内容になってい
る。身近なテーマと物理との関係について高
校生にも理解しやすい内容で取り上げられて
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。

基本から発展まで演習問
題が効果的に配置されて
おり、理解度に応じて活
用できるよう工夫されて
いる。

的確な表現で簡潔に書か
れており、無駄がない。

高等学校　数学Ａ
１
2

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。また、例題
の内容も適切である。

最新　数学Ⅰ

科学と人間生活 1

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。

問題量・構成ともに適切
である。

わかりやすい文章表現で
まとめられている。

問題量・構成ともに適切
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。

最新　数学Ａ 2

基礎・基本の内容について、説明が丁寧で理
解しやすい。

1

基礎的・基本的な内容について、理解しやす
いようにわかりやすく扱っている。

1

基本的な内容から応用的な内容まで、理解し
やすいように説明が工夫されている。

問題の構成・分量ともに
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。

問題量・構成ともに適切
である。

わかりやすい表現でまと
められていて理解しやす
い。

高等学校　数学Ｂ 2

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。また、練習問題なども
内容および分量ともに適切である。

問題量・構成ともに適切
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。

数
学

理
科

高等学校　数学Ⅰ

最新高等保健体育 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。

写真やイラストを多用し
生徒の理解を助けるとと
もに学習意欲を高める。
表記・表現も適切であ
る。

保
健
体
育

現代高等保健体育 2

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。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

 川崎市立  橘　高等学校 （全日制 ）

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

27 音Ⅰ

教芸 303

38 美Ⅰ

光村 301

38 書Ⅰ

光村 304

61 英Ⅱ

啓林館 307

61 英Ⅰ

啓林館 308

50 コⅢ

大修館 309

50 コⅡ

大修館 311

50 コⅠ

大修館 312

183 コⅢ

第一 320

183 コⅡ

第一 322

183 コⅠ

第一 323

1

2

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。

Perspective
English Communication
Ⅰ

Perspective
English Communication
Ⅱ

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。

無理なく学べる英文の量
である。見開き２ページ
に収まり、目標がたてや
すい構成である。

ゆとりあるＢ５変型判
で、写真、イラストがふ
んだんに取り入れられ理
解しやすい。

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。生徒の実態に合った英文の難易度
である。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。

1

生徒の興味関心にあった身近な話題、説明
文、物語、対話文などバラエティに富んだ文
章が多い。中学校の復習も十分にカバーして
いる。４技能が十分に伸ばせる工夫がある。
「使える英語」を意識したコミュニケーショ
ン活動が取り入れられている。

2

生徒の関心をひく教材を読み解くことだけで
なく読んだ内容を確認するための言語活動
や、読んだ内容をもとに生徒自身の考えや意
見を発表させる活動が適切な準備段階ととも
に用意されている。表現力や語彙力の伸長を
図るため、巻末に「語彙リスト」と「重要表
現リスト」がある。

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
わかりやすい。

年間の総単位数を考慮す
ると適当である。全10課
が難易度順に段階的に配
列され、各課も生徒が理
解しやすいように構成さ
れている。

本文や脚注のほか、写真
やイラストなどが適切
に、かつ見やすくレイア
ウトされている。

Compass
English Communication
Ⅲ

3

説明文やエッセイ、物語文が扱われており、
バラエティー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。

段階を踏んで文から文章
へと進んでいける工夫が
あり、基礎から応用へと
スパイラルな構成となっ
ている。

豊富ながら目に優しい色
使いで、わかりやすいイ
ラストも多い。また、変
形Ｂ５版で見やすい。

３つのUnitからなり、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には写真や絵
が豊富に配置されてお
り、生徒の興味関心をひ
くことができる。

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
真やイラストは適切な大
きさで、適切な位置に配
置されている。

Compass
English Communication
Ⅱ

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。

芸
術

外
国
語

Vision Quest
English Expression Ⅰ
Standard

1

さまざまな話題を通して、文法をしっかり押
さえるとともに、発音や発信など、表現力全
体を鍛えることができる内容である。
わかりやすい例文も多い。また、さまざまな
活動が盛り込まれている。
Useful Expressionがまとまっている。

Perspective
English Communication
Ⅲ

3

扉のページに、そのレッスンに関係のある写
真が大きく載せられており、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。

Compass
English Communication
Ⅰ

ほとんどの教材が1ページ
または見開きで取り扱わ
れており、学習しやすい
ように工夫されている。

図版や写真が大きいので
上質の紙に印刷され、見
やすい構成になってい
る。

的確な技法説明や作品解
説がなされており、文体
も読みやすい。

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させ
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。

書Ⅰ

Vision Quest
English Expression Ⅱ

3

英語表現Ⅰで学習したものを発展させて、表
現活動ができる内容になっている。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。

1

ＭＯＵＳＡ１ 1

親しみやすいポップスや、取り上げておきた
い芸術作品や日本の作品など幅広く扱ってい
る。また、合唱や器楽も様々な形態で扱って
おり、興味・関心をもって取り組めるように
なっている。

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。

美術1 1

図版や写真が大きく見やすい構成になってい
る。幅広い分野の作品が掲載されており、そ
の解説も簡潔である。随所に作品の対比がみ
られ工夫されている。

曲数は多いが、学校の実
情に合わせて選択できる
ので良い。また写真もふ
んだんに取り入れてい
る。

16



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

 川崎市立  橘　高等学校 （全日制 ）

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

7 家基

実教 304

2 情科

東書 301

2 社情

東書 301

図や表を豊富に盛り込ん
で説明しており、イラス
トも工夫して配置されて
いる。

家庭基礎　パートナー
シップでつくる未来

1
2

人が関わって生きていくということがわかり
やすくまとめられている。すべての内容にお
いて、自分自身でどのように目標をもって生
きていくかなどキャリアプランを立てやす
い。

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。

情報の科学 1

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、学習しやすい構成に
なっている。

社会と情報

オールカラーで図表等が
多い。ボリュームがある
が工夫されていてわかり
やすい表現である。

家
庭
基
礎

3

数多くの実習が具体的に示されており、取り
扱いやすい。また情報の科学の教科書との関
連性もあり、学習しやすい。

体験や実習を通じて課題
を見つけやすい構成であ
る。分量はボリュームが
あるが丁寧に説明されて
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。

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、わかりやすい
構成になっている。

情
報
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

17 現Ａ

教出 302

2 古Ｂ

東書 302

2 古Ｂ

東書 303

50 古Ａ

大修館 307

50 現Ｂ

大修館 308

50 現Ｂ

大修館 309

50 国総

大修館 311

50 国総

大修館 312

81 日Ｂ

山川 301

46 地図

帝国 302

46 地Ａ

帝国 303

81 日Ａ

山川 303

81 世Ｂ

山川 304

2 現社

東書 301

単元構成がジャンル別と
なっている。

公
民

系図や年表が多用され、
随筆や物語に登場する人
物の関係性が一目でわか
るようになっている。

国
語

地
理
歴
史

適切な表現で、詳細に記
述されわかりやすい。写
真・図版が理解しやすい
ように表現されている。

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、わ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。

高等学校　新地理Ａ

詳説世界史 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。

1

地理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。全編を通
じ、世界と日本の国際関係及び新しい国際的
動向が追究できるようになっている。

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、史料・
図説写真が豊富で、基本から発展的内容まで
日本の近現代史がわかりやすくまとまってい
る。

現代の日本史

年代順に４部構成で質・
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ち、
漢字、仮名使いの使用が
適切である。

地図と資料の関連性が十
分にあり、世界地図・日
本地図、資料統計図や表
が十分配分されている。

図版が大きく見やすい。
国名表記は、正式国名が
採用され、地名表記も的
確に表現されている。

図版資料の配置・構成が
よく、各項目の分量が豊
富であり、前近代と近現
代のバランスがよい。

豊富な史料・写真・図説
が十分な理解に役立ち、
文章表現や用語の使用が
適切である。

構成がわかりやすく、日
本の近現代史を理解する
には、十分な分量であ
る。

図説・史料・写真が豊富
で、理解に役立つ。詳細
に記述され、わかりやす
く表現されている。

段階を踏んだ文法指導の
ためのコラムや、再読文
字や助字のまとめが設け
られており、教材文の読
解に則しての効果的な学
習が可能である。

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。

詳説日本史 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。

構成・配置がよく、見や
すい。世界全体をカバー
してあり、多様な地域を
選択して学習できる。

人々の生活や地域の動向
が多数の掲載写真で把握
でき、重要事項はゴシッ
ク文字で示されている。

新詳高等地図 1

地理歴史科・公民科の諸科目を学習する上
で、一般図・資料図・都市図・統計資料が適
切に掲載されている。

国語総合　古典編 1

教材は古文・漢文とも高校１年生に相応しい
教材を網羅している。古典教材として、大岡
信「『和歌』という言葉の意味」、桑原武夫
「論語 学而第一」、一海知義「桃いろいろ」
など読み応えのある文章が収録されている。

現代文Ｂ　下巻 3

入試頻出の著者による評論が多く、文章内で
出てきた重要語句に関してコーナーを設けて
詳しく解説するなど、評論を重視した作りに
なっている。

国語総合　現代文編 1

定番教材はもちろん、入試頻出の筆者による
質の高い評論文が多数収録されている。論理
的思考力の育成に配慮されている。

２、３年生で各一冊の分
冊形式になっており、３
単位で展開するにはちょ
うどよい分量である。

やや文字が小さめではあ
るが、写真やグラフが生
徒の理解を助けるよう、
よく工夫されている。

２、３年生で各一冊の分
冊形式になっており、２
単位で展開するにはちょ
うどよい分量である。

やや文字が小さめではあ
るが、写真やグラフが生
徒の理解を助けるよう、
よく工夫されている。

現代文編の教材を「評
論」「小説」等のジャン
ルごとにまとめた独自の
構成がたいへんわかりや
すい。

文字の大きさ、字間、行
間、書体などが適切であ
る。「言語活動例」が開
きでコンパクトにまとめ
て収録されている。

現代文Ｂ　上巻 2

入試頻出の著者による評論が多く、文章内で
出てきた重要語句に関してコーナーを設けて
詳しく解説するなど、評論を重視した作りに
なっている。

3

史話・詩文・思想などを中心に、定評教材が
選ばれており、適切である。手引きには、教
材を的確に理解するための設問が吟味され
て、示されている。

古典Ａ　物語選 2

物語作品を中心に、古典学習に必要十分な基
本的な教材が精選されている。

各時代・ジャンルの代表的な教材が採録され
ており、古典を読む能力の基礎を培うことが
できる。また、発展的な教材やコラム等も幅
広く採録し、古典についての理解や関心を深
めることができる。

図の色使いなどは、全
ページにわたって配色が
工夫されており、見やす
い紙面になっている。

手引きでは、教材と関連
した古典文法・漢文句法
についての設問が用意さ
れており、学習効果が上
がるように工夫されてい
る。

精選古典Ｂ　漢文編

構成・分量・装丁 表記・表現

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

現代文Ａ　青春文学名
作選―歴史の中の青春

3

「現代文Ａ」の目標に掲げる「生涯にわたっ
て読書に親しみ、国語の向上や社会生活の充
実を図る態度を育てる」ために必要な教材が
選定されている。

２年次もしくは３年次の
使用に適した教材配列が
なされている。表紙は
コーティングが施され、
製本も堅牢である。

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。

科
分

教
区

教　科　書　名 内　　　　　　容

 川崎市立  高津　高等学校 （ 全日制 ）

使用
学年

図の色使いなどは、全
ページにわたって配色が
工夫されており、見やす
い紙面になっている。

資料性の高い写真・図版
が適切に掲載されてい
る。巻末附録の「古典参
考図録」は生徒の古典学
習に対する意欲が高めら
れるように工夫されてい
る。

精選古典Ｂ　古文編 3
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

構成・分量・装丁 表記・表現

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名 内　　　　　　容

 川崎市立  高津　高等学校 （ 全日制 ）

使用
学年

7 政経

実教 304

2 倫理

東書 306

2 数Ⅰ

東書 301

2 数Ａ

東書 301

2 数Ⅱ

東書 301

2 数Ｂ

東書 301

2 数Ⅲ

東書 301

2 物理

東書 301

2 化基

東書 301

2 化学

東書 301

2 生物

東書 301

183 地基

第一 305

104 物基

数研 307

7 生基

実教 310

50 保体

大修館 302

公
民

保
健
体
育

理
科

見開きでのカラー写真や
グラフ、図や表を多く
使っており、理解しやす
くしている。また、自身
の考えを記入するページ
が確保されている。

基本的に１単元が２ペー
ジの見開きで構成されて
おり、(重点項目について
は４ページ）課題学習が
充実していて、実生活の
中で実践しやすいように
構成されている。

最新高等保健体育
1
2

基本的な学習内容がしっかりとおさえられて
いる。項目ごとに何ができるようになればよ
いか、何をおさえればその単元が理解しやす
いかが明確に提示されている。

図や表が適切に使用され
ており、わかりやすい。
各内容の分量も適切であ
る。

文字の大きさ、字間、行
間、書体なども適切であ
る。

物理基礎

生物基礎 2

説明が丁寧であり、図版は大きく見やすい構
成になっている。生徒の理解を促進する工夫
がなされている。

1

見やすいようにページが割り振られている。
説明が簡潔である。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。

内容が系統的に配列さ
れ、分量も適切である。

図や表が効果的に使わ
れ、簡潔な表現になって
いる。

高等学校　地学基礎 2

説明は簡潔にまとめられていて取り組みやす
い。分量や学習内容の配列も工夫がみられ
る。

各内容の分量は豊富であ
る。基礎的学習と発展的
学習の使い分けもでき
る。

文字の大きさ、字間、行
間、書体などは適切であ
る。重要単語(太字)に必
ずルビがふられている。

各内容の配列や分量が適
切である。

図や写真が非常に多く、
効果的に使われている。

生物 3

基礎基本に沿いつつ、発展的な内容まで盛り
込んでいる。また、図版を豊富に用いて、生
徒の理解を促進する工夫がなされている。

化学基礎

化学
2
3

各内容の分量とその配分
は適切である。

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。

各内容の分量は適切であ
り、配列もわかりやす
い。

図表は、非常に効果的に
使用されている。

発展的な内容にも触れており、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。
教科書内の問の解説が非常に丁寧である。

1

基礎から応用まで、幅広く学習できるように
構成されている。また、実験・観察、探求な
どが内容、分量ともに適切である。

数学Ⅲ 3

例・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できる。問は例・例
題と同レベルの問題を扱い、基礎的・基本的
な知識が定着するのに役立つ。参考・発展の
内容も扱いやすい。

各内容の分量とその配分
は適切である。

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。

物理
2
3

基礎から応用まで、幅広く学習できるように
構成されている、また、発展的学習内容も豊
富であり、幅広い学習ができる。

構成・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。

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。

色の配色は色数が豊富
で、見やすさも研究され
ている。

数学Ⅱ

数学Ｂ
2
3

例・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できる。問は例・例
題と同レベルの問題を扱い、基礎・基本の定
着に役立つ。また、発展的な問題も充実して
いる。

2

例・問、例題、参考問題、練習問題、発展と
段階的に無理なくレベルアップできる。問は
例と同レベルの問題を扱い、基礎的・基本的
な知識が定着するのに役立つ。例題で少しレ
ベルアップをはかっており、応用につながっ
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Ａ 1

例・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できる 。問は例・例
題と同レベルの問題を扱い、基礎的・基本的
な知識が定着するのに役立つ。課題学習も扱
いやすく掲載されている。

構成・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。

構成・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。

倫理を学習する上で、記述がわかりやすく、
内容が豊富で、その取り扱いが適切になって
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、内容が詳
細でわかりやすい。

図版や統計資料が豊富で
見やすい。政治経済の諸
事項がわかりやすく、丁
寧に表記されている。

倫理

数
学

数学Ⅰ 1

例・例題の解説が丁寧で、問、節末問題、章
末問題と段階的に無理なくレベルアップでき
る。問は例・例題と同レベルの問題を扱い、
基礎的・基本的な知識が定着するのに役立
つ。参考・発展の内容も簡潔にまとめられて
いる。

構成・分量ともに適切で
ある。

系統的に配列されてお
り、分量が適切である。

資料や写真が豊富で見や
すい。表記もわかりやす
く丁寧である。

最新政治・経済
2
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。図版・資料が豊富で、詳
細に記述され、内容がわかりやすい。

2
3
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

構成・分量・装丁 表記・表現

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名 内　　　　　　容

 川崎市立  高津　高等学校 （ 全日制 ）

使用
学年

27 音Ｉ

教芸 303

27 音Ⅱ

教芸 303

89 音Ⅲ

友社 303

116 美Ⅰ

日文 302

116 美Ⅱ

日文 302

116 美Ⅲ

日文 302

6 書Ⅰ

教図 302

6 書Ⅱ

教図 302

6 書Ⅲ

教図 302

61 英会

啓林館 303

17 コⅢ

教出 307

17 コⅠ

教出 309

17 コⅡ

教出 309

183 英Ⅱ

第一 314

183 英Ⅰ

第一 315

芸
術

Vivid
English ExpressionⅡ

Vivid
English ExpressionⅠ

1

日常生活に身近なテーマで文法事項の導入が
なされている。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。

外
国
語

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、学習内容も精選されてお
り学びやすい。会話練習や英作文の活動もあ
り、表現する力を身につけられるよう構成さ
れている。

Ａ４縦長の装丁でフルカ
ラーで古典作品が鮮明で
美しく構成配置もよい。

各課の重要表現が大きく
目立つように書かれてい
るので見やすく、イラス
トや絵も適切に配置され
ている。

New ONE WORLD
CommunicationⅡ

見開き構成でシンプルに
まとまられていて、文法
や例文がわかりやすく配
列されている。

写真やイラスト、図表等
の配置も適切である。英
文も読みやすい。

日常生活に身近なテーマで文法事項の導入が
なされている。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。

見開き構成でシンプルに
まとまられていて、文法
や例文がわかりやすく配
列されている。

Sailing
English Conversation

New ONE WORLD
CommunicationⅠ

書 Ⅱ

各課の文法事項を見開き
２ページで学習できるの
でわかりやすい。

2

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。

3

写真やイラスト、図表等
の配置も適切である。英
文も読みやすい。

学習する古典資料や専門
的な用語にルビ、大意が
理解しやすく載ってい
る。

長文が短すぎず長すぎな
いのでよい。内容理解に
関する問題もシンプルに
まとめられている。

写真やイラスト、図表等
の配置も適切である。英
文も読みやすい。

各課ごとに段階を踏んで
学習を進められるように
構成されている。

写真やイラスト、図表等
が豊富で、配置も適切で
ある。

各課の重要表現が大きく
目立つように書かれてい
るので見やすく、イラス
トや絵も適切に配置され
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
でわかりやすい。

New ONE WORLD
CommunicationⅢ

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。

3

1

2

書と周辺文化の歴史等が年表、写真資料とと
も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てよい。

書Ⅲ 3

書体の変遷、時代順にⅢで学ぶにふさわしい
古典が豊富に掲載されている。学習する古典
はほぼ原寸大であり臨書しやすい。三分野の
配列が適切で古典周辺に必要なコラムや書論
等も記されていて理解しやすい。

漢字の書は時代変遷順に
構成され仮名の書漢字の
書と扱いやすい。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。

題材が身近なものであり、生徒の興味・関心
に合わせた内容である。生徒の活動内容も充
実している。

印象に残るように構成の
仕方に工夫が見られてい
る。

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。

3

2

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。

高校美術１

細部にいたるまで丁寧に解説がなされてお
り、時代や地域を踏まえて掲載されている。

表現や制作への意欲に結びつくような鑑賞の
内容で構成されている。各分野の作品が多く
紹介されており、鑑賞や制作の資料としても
活用しやすい。

図版が豊富で美しくその
配分も適切である。

高校美術２

高校美術３

構成やレイアウトが工夫
され、装丁もよくまとめ
られている。

歌唱、器楽、鑑賞、創作の各分野がバランス
よく盛り込まれている。また親しみやすい選
曲にと、工夫が図られている。

図版や写真に載せられて
いる表現が読みやすい。

主題に応じた適切な作例
が示されていてわかりや
すい。年表などの構成に
も配慮が見られる。

わ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。

ＭＯＵＳＡ２

高校生の音楽３

1

3

多様なジャンルからバランスよく扱われてい
る。選曲・編曲も工夫されており生徒が主体
的に活動しやすい。

2

構成面での工夫がなさ
れ、発展的に学習できる
よう配列されている。

楽譜や表記分類など見や
すく、工夫されている。

美しい装丁で分量、配意
もよい。資料としての写
真や図が程よく配列され
ている。

楽譜が見やすく生徒が取
り組みやすい表現を工夫
している。

楽譜、図、写真の配列に
工夫がなされ、見やすく
扱いやすい。

Ａ４サイズの大きさで、
レイアウトに工夫がなさ
れ、見やすくなってい
る。

ＭＯＵＳＡ１ 1

様々なジャンルからバランスよく教材が取り
上げられている。心の歌をポイントとして、
幅広い音楽活動ができるように工夫が図られ
ている。

幅の取らない装丁でカ
ラー図版が多く、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 Ⅰ 1

書への誘い、書写から書道への導入部分がス
ムーズで、古典が全編にわたり原寸サイズで
掲載されており印刷も鮮明である。漢字・仮
名の書に必要な内容が網羅されており配列も
適切である。漢字仮名交じり書は、制作過程
がわかりやすく掲載され用具用材の表現の違
いや構成例も充実している。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

構成・分量・装丁 表記・表現

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名 内　　　　　　容

 川崎市立  高津　高等学校 （ 全日制 ）

使用
学年

7 家基

実教 304

6 家庭

教図 304

7 家庭

実教 306

6 家庭

教図 307

7 社情

実教 303

7 情報

実教 306

家
庭

情
報

子どもの発達と保育
育つ 育てる 育ち合う

具体的なデータやポイン
ト等がわかりやすく表記
され、理解しやすい。

内容が３章に分かれてお
り、メディアの基礎から
社会に及ぼす影響までを
幅広く扱っている。

メディアの特徴や情報モ
ラルに関し、挿絵を効果
的に使いわかりやすく表
現されている。

高校社会と情報 1

学習指導要領の内容を整理分類し、50のテー
マに再構築されており、比較的レベルの高い
内容にも一部触れている。巻末にリファレン
ス的に使える資料が掲載されている。

５章構成で、それぞれに
わ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、わかりやすく
表現されている。

3

栄養・食材の知識や、調理科学内容について
興味をもちやすい内容になっている。また食
文化についての内容が加わり、献立も応用例
が豊富で充実している。

3

食生活について科学的・
文化的に学習し実践に結
びつけやすい構成になっ
ている。

家庭基礎
パートナーシップでつ
くる未来

イラストがわかりやす
く、用語もわかりやすく
表記されている。

情報メディア
2
3

情報メディアにかかわる基礎的な知識と技術
を総合的に学ぶことができる。実際の新聞記
事や映像例を紹介してあり、情報メディアに
関し身近に感じ学習を行うことができる。

ファッション造形基礎

フードデザイン
cooking & arrangement

3

乳幼児の発達や生活、福祉など専門的な内容
も含まれており、興味がもちやすくこれから
の保育について考えやすい内容である。

各章の巻末ごとに視野を
広げる資料などが盛りこ
まれ、学習を定着・発展
させやすい構成である。

カラー写真やイラストが
多く、図表も見やすく工
夫され生徒が理解しやす
い表現である。

乳幼児期の発達に関心を
ひきやすく、実践に結び
つきやすい構成になって
いる。

等身大の新生児の写真な
ど、写真やカラーイラス
トが豊富で視覚的に理解
しやすい。

2

各単元のはじめに学習の動機付けとなる導入
が設けられており学習のねらいが明確で、基
礎的な内容もわかりやすく、具体例も豊富で
充実した内容である。

衣服の構成や素材、製作の基礎などファッ
ションを造形するための基礎的・基本的な内
容が系統的に取り上げられている。

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。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

183 国総

第一 328

15 国総

三省堂 307

17 国表

教出 301

183 現文

第一 048

15 古Ａ

三省 306

17 講読

教出 015

2 地Ａ

東書 301

46 地図

帝国 302

2 世Ｂ

東書 305

2 日Ｂ

東書 003

7 現社

実教 303

2 数Ⅰ

東書 303

2 数Ⅱ

東書 303

2 数Ａ

東書 303

7 数Ｂ

実教 305

 川崎市立川崎高等学校 （ 定時制 ）

カラー版で活字も大きく
見やすい。また要所でイ
ラストも使われており、
取り組みやすい。

平易な言葉で説明されて
おり取り組みやすい。

内　　　　　　容

視写の活動から入るなど、基本的なことが学
習できる内容になっている。また、例文や学
習上のポイント等も具体的に明らかにされて
おり、表現の工夫がしやすい内容になってい
る。

表記・表現

版が大きく、活字も大き
くて見やすくわかりやす
い。

わかりやすい表現をして
いる。

精選国語総合

国
語

地
理
歴
史

公
民

数
学

使用
学年

科
分

教
区

教　科　書　名

3国語表現

高等学校　改定版　新
編現代文

2

言語活動についての具体
的題材が多く、表現力や
想像力を伸ばす観点から
適切だと考える。

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

高等学校　新編国語総
合

1

古典は現代語訳や書下し文等が併記されてい
るので取り組みやすい。現代文についても平
易な内容のものが多く、イラストや文字の大
きさ等も適切と考える。

版が大きく、活字も大き
くて見やすい。またイラ
ストによる資料も多い。

構成・分量・装丁

主体的に生きるための教材で、内容はオーソ
ドックスで、学習しやすく、偏るおそれがな
い。

充分な厚さである。装丁
には夢がある。

読みやすい、わかりやす
い表現をしている。

4

内容はオーソドックスでしかも平易である。
生徒が取り組みやすい。

現代語訳や脚注が易しく
書かれているため、理解
しやすい。

構成が見開きとなってい
るので見やすい。

わかりやすく工夫した表
現をしている。

図版資料が豊富で、作業
課題も充実している。

色鮮やかで、見やすく、
文章表現は平易でわかり
やすい。

全般的な内容を網羅しながらも、テーマごと
に発問形式の工夫がされている。各単元の導
入が工夫され、写真・図版・統計資料が充実
している。

古典Ａ 3

古文、漢文ともに平易なものが多く、非常に
取り組みやすい。要所現代語訳も書かれてい
るので、古文初心者にとっては非常に学習し
やすい内容になっている。

新古典名文選　古典講
読

版が大きく、活字も大き
く見やすい。イラストも
あり扱いやすい。

色鮮やかであり、情報が
整理され理解しやすい。

歴史の大きな流れがつか
めるように構成されてい
る。分量と配列が適切に
まとめられている。

図版が豊富に使われ、内
容が理解しやすい。文章
の表現が平易でわかりや
すい。

4

教材が古文・漢文ジャンルごとに編成され、
かつテーマごとにまとめられているので取り
組みやすい。また古文・漢文ともに、平易な
教材が揃っている。

地理Ａ 2

新詳高等地図 2

図形や写真が豊富であり、統計資料も充実
し、授業で活用しやすい。

Ｂ５版　182ページ。
例・例題の区切りがわか
るようにしたり、グラフ
や図・表に色分けによる
表現をしているなど、わ
かりすい構成になってい
る。

重要事項の枠囲みがはっ
きりしている。また、色
使いについても、適度で
見やすい表記となってい
る。

生徒に理解されやすい表
現となっている。図表、
カラー写真、地図などが
豊富に取り入れられてい
る。

Ｂ５版　166ページ。
数学Ⅰの学習に必要な中
学校までに習った計算の
復習を、１章の前に配置
している。

重要事項の枠囲みのバッ
クに色をふせ、例・例題
の区切りがわかるように
するなど工夫されてい
る。

文字の大きさや書体につ
いては読みやすく、表現
の仕方も平易でわかりや
すい。

学習内容の分量が生徒の
学力に適している。基本
的な事項をしっかりおさ
えており、高校での学習
の入門書として、学習し
やすい。

日本だけでなく、世界の
詳細な地図がまとめら
れ、情報量も充実してい
る。

精選された基本的事項を中心にしてわかりや
すく説明されている。基礎的・基本的な事項
の取り扱いが適切で、生徒も理解しやすい。

写真、図表等の資料構成
がよく工夫されている。
分量は適切である。

最新現代社会 1

新選日本史Ｂ 4

精選された基本的事項を中心にしてわかりや
すく説明されている。基礎的・基本的な事項
の取り扱いが適切で、生徒も理解しやすい。

新選世界史Ｂ 3

中学校の学習内容との関連性を重視した内容
となっており、取り組みやすい。本文の説明
内容が丁寧で理解しやすい記述である。ポイ
ントがカラーで図式化されており、学習しや
すい工夫が随所でなされている。

高校数学Ｂ
3
4

新数学Ａ 4

現代社会の動向や課題を、生徒にわかりやす
く理解させるような、具体的事例が豊富であ
る。グラフや写真の資料が大変適切に配置さ
れている。

新数学Ⅰ
1
2

既習内容との関連もつけながら、具体例によ
る内容の説明があり、例や例題と同じ型の問
で定着が図られるようにしている。

色刷りで平易なことばを
用いており、文字の大き
さも適切で読みやすい。
イラストが豊富で、理解
しやすい工夫がされてい
る。

図や写真が豊富でイメー
ジがつかみやすい。ま
た、矢印を使って公式に
あてはめやすくするなど
の工夫がされている。

新数学Ⅱ

Ｂ５版　113ページ。
項目が細かく分けられて
おり、計画が立てやすい
構成となっている。「例
題」や「問」の量も適切
である。

Ｂ５版　127ページ。
ページごとに単元が区切
られており、わかりやす
い構成となっている。

基礎・基本が確実に理解できるように、基本
的な例題や問が充実しており、補充資料も用
意している。
章の導入では、作業や活動を通して、学習意
欲を高めるようにしてある。

3

既習内容との関連をつけながら、具体例によ
る内容の説明を行い、例や例題と同じ型の問
で定着を図るようにしている。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

 川崎市立川崎高等学校 （ 定時制 ）

内　　　　　　容 表記・表現
使用
学年

科
分

教
区

教　科　書　名

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

構成・分量・装丁

183 科人

第一 304

7 生基

実教 303

183 化基

第一 312

61 地学

啓林館 301

2 生物

東書 301

50 保体

大修館 302

27 音Ⅰ

教芸 304

116 美Ⅰ

日文 303

6 書Ⅰ

教図 302

15 コⅠ

三省堂 308

15 コⅡ

三省堂 308

15 英Ⅱ

三省堂 046

2 家基

東書 301

2 社情

東書 301

理
科

保
健
体
育

芸
術

書Ⅰ
1
4

高校生の音楽１ 1

高等学校　新化学基礎 3

高校生物基礎

「漢字の書」を中心に基
本的な古典が系統的に配
列され、用筆や運筆、字
形の取り方などの基礎・
基本をおさえながら臨書
や鑑賞を行える。

ゆったり配置された原寸
の古典や拡大図版、親し
みやすいイラストなどが
生徒の学習意欲を引き出
し、効果的に学習が進め
られるよう工夫されてい
る。

Art and You 創造の世
界へ

1
4

制作プロセスがわかりやすく説明されてい
て、取り組みやすい。基礎・基本に沿ったわ
かりやすい構成になっている。解説の文章も
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。

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
統的にわかりやすくまと
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
アウトがわかりやすく適
切でよい。

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。

2

各章の独立性が高く、授業での工夫がしやす
い内容となっている。図表が豊かであり、わ
かりやすい。

各章ごとに要点をまとめ
るページがあり、学習内
容を確認しやすい構成と
なっている。

重要な語句が強調され、
図や写真を合わせて理解
が深まりやすいよう表現
されている。

各内容の分量は適切であ
る。

基本的な内容を中心に展開されているが、重
要な内容を平易・簡単な文章で説明しており
理解しやすい。

学習内容が理解をしやすいよう順序立てて構
成しており、図表や写真が大きくわかりやす
い。

簡潔に順序立てて説明さ
れており、内容・分量と
もに適切である。

平易な文章であるが、内
容は過不足なくわかりや
すい。実験の図や写真が
多く効果的に記載されて
いる。

地学

高等学校　科学と人間
生活

1

基礎的・基本的な内容がしっかりと定着でき
るよう各章の展開がわかりやすい内容になっ
ている。

平易な文章であるが、過
不足なくわかりやすい。
また、図や写真が効果的
に記載されている。

生物 4

生物基礎での既習事項から円滑に学習内容に
導入できる内容となっている。
Ｂ５変形判で図や写真が大きく理解しやす
い。

4

平易な文章であるが、内
容は過不足なくわかりや
すい。図も適切である。

編末ごとに学習のまとめ
があり、学習内容を確認
しやすい構成となってい
る。

重要な語句にふりがなが
付けられ理解しやすい。
また、図や写真が効果的
に記載されている。

学習の展開が理解しやす
い構成になっている。

大判で写真・イラストが
多く、親しみやすい。

基礎的で平易な表現が使
われており、余白の生か
し方に工夫が見られる。

最新高等保健体育
1
2

見開き２ページで見やすく構成されている。
また、重点項目は、４ページ構成で詳しく解
説されわかりやすい。キーワード欄が設けら
れており、重要ポイントが把握しやすい。

大判で写真や図、表が多
く、親近感のわく内容構
成である。

基本的には、平易で短め
の文が使われており、生
徒が学習しやすいよう、
工夫がうかがえる。

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わ
く内容である。

VISTA
English Communication
Ⅱ

VISTA
English Series Ⅱ
Step Two New Edition

4

Step Oneに引き続いて、現代的なテーマを取
り上げ、平易な英文を用い、文法事項に配慮
しながら、生徒の学習を深化させようとする
工夫をしている。

3

書道の幅広い活動を通して、書を愛好する心
情を育てるとともに、書道の基礎的な能力を
伸ばすよう、表現と鑑賞の関連を図りながら
各領域が適切に構成されている。

外
国
語

生徒の興味をひくよう、題材を精選し、工夫
が凝らされている。平易なものから難易度の
高いものへと文法事項についても生徒が学習
しやすいよう、工夫している。

題材の精選の仕方に工夫が凝らされている。
VISTA English Communication Ⅰからの内容
を引き継ぐ形で平易なものから難易度の高い
ものへ内容を上手に精選している。

家
庭

家庭基礎
自立・共生・創造

3

項目ごとに生活に活用しやすい事例をとりあ
げており、平易な文章でわかりやすく現代の
生活状況に反映できる内容になっている。

VISTA
English Communication
Ⅰ

1
2

情
報

社会と情報 2

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。

ＡＢ版で大きく、資料や
図、写真等がバランスよ
く配置されており内容が
一目でわかりやすくなっ
ている。

わかりやすい説明に加
え、重要語句が目立つよ
うに工夫がされている。
色使いが落ち着いてい
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
偏ることなく授業展開で
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。

分量が適切で見やすい構
成である。

記述内容がつかみやすい
ように表現されている。

大判で写真や図、表が多
く、親近感のわく内容構
成である。

平易で短めの文が使われ
ており、生徒が学習しや
すいよう、工夫がうかが
える。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

2 国Ⅰ

東書 001

183 現文

第一 048

2 国総

東書 301

2 国表

東書 304

183 現Ａ

第一 305

46 地Ａ

帝国 306

130 地図

二宮 306

7 政経

実教 016

183 倫理

第一 016

183 現社

第一 312

2 数Ⅰ

東書 303

183 数Ⅱ

東書 303

7 科人

実教 301

183 化基

第一 312

50 保体

大修館 301

116 美Ⅰ

日文 302

テーマについて、考えさ
せる構成になっている。

地
理
歴
史

公
民

新版政治・経済

高等学校　改訂版 倫理 4

簡潔な説明で思想家の略伝・エピソード・言
葉を多く記載し、生徒の興味・関心を高める
ことができる。

4

基本的な内容を簡潔にまとめている。考えさ
せられる内容が盛り込まれている。

高等学校　改訂版
新編現代文

4

身近な題材を扱った教材が多く、生徒の興味
をひく。また、「文学の誘い」というコラム
は、生徒の読書意欲を喚起するにはとても適
している。

現代文・古文・漢文の構
成、分量ともに適切であ
り、装丁も落ち着いた明
るさがあってよい。

特に古文や漢文は適宜、
読み仮名や訳があり、工
夫されている。

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

 川崎市立  商業　高等学校 （ 定時制 ）

国
語

国語表現

スピーチや討論などをするための具体的な行
動が順を追って示されており、わかりやす
い。生徒の主体的な学習を身につけるものと
して適している。

高校生にとって分量は適
切である。構成は特にこ
だわらずにどの単元から
でも可能である。

構成・分量ともに適切で
ある。判が大きくて見や
すい。全体を通してシン
プルな作りになってい
る。

国語表現Ⅰ 4

各ページの上段にキーワード、下段に「学習
活動」という工夫がされており、わかりやす
い。生徒の主体的な学習を身につけるものと
しては適している。

構成・分量ともに適切で
ある。装丁は教科書とし
ての明るさがある。中身
は過度にカラフルでない
のがよい。

すべて見開きページでまとめてあり、学習し
やすい。基礎を重視しており、問題の難易度
がちょうど良く内容がよく整理されている。

新数学Ⅱ
3
4

基礎・基本を重視しており、内容が整理され
おりわかりやすい。丁寧な説明で生徒が理解
しやすい。

内容が豊富で常に最新の
のデータを盛り込んでい
る。

イラストなどで具体的な
活動が示されており、生
徒にとって親しみやす
い。

高等学校　新編現代文
Ａ

3

身近な題材を扱った教材が多く、生徒の興味
を惹く。注意する語句や慣用句、四字熟語な
ど生徒に学ばせたいことがわかりやすくなっ
ている。

構成・分量ともに適切で
ある。全体を通してシン
プルな作りになってい
る。

イラスト・写真などが適
度に盛り込まれている。
注釈はやや物足りない。

3

イラストなどで具体的な
活動が示されており、丁
寧だが、やや文字が小さ
い部分もある。

構成・分量ともに適切で
ある。

平易な表現でわかりやす
い。

イラスト・写真などが適
度に盛り込まれている。
注釈はやや物足りない。

構成が適切であり、分量
が豊富である。

詳細でわかりやすい。
図・写真・表が豊富であ
る。

新編国語総合

高校生の地理Ａ
2
3

高校生の視点にたった興味・関心の高い内容
が盛り込まれている。世界各地域の人々のく
らしがわかりやすく明記されている。

1
2

小説は近代と現代からバランス良く取り上げ
られている。また、古文・漢文もオーソドッ
クスなものが多く、言葉の学習である国語の
第一歩として適切である。

図表・写真が豊富に掲載
されている。

基本地図帳
2
3

大判見開きで、わかりやすい内容である。基
本的な資料が網羅されており、明確である。

小単元ごとにまとまって
いるので、わかりやすい
構成である。

図表や写真が色彩豊かに
掲載されている。表現方
法にも工夫が感じられ
る。

身近な事柄を多く取り上
げ、興味をひくような内
容である。

主題に応じた適切な作例
が示されていてわかりや
すい。

製作過程が具体的に説明
されており、役に立つ。

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・関心をひく工夫
があるので理解しやす
い。

科学と人間生活 1

科学の歴史から入ることにより、今の科学が
どのようにつくられてきたのかを理解し、内
容にはいることができるようにしている。

図表や写真が豊富に掲載
されている。

構成・分量ともに適切で
ある。

色使いや表現に統一性が
ありわかりやすい。

高等学校　新現代社会 1

テーマごとに生徒が問題意識を持てるよう話
題をまとめている。基本を重視しながらも、
最近の動向を知ることができる。

構成・分量ともに適切で
ある。

図やグラフなどの色使い
がよくわかりやすい。

新数学Ⅰ
1
2

保
健
体
育

現代高等保健体育

高校美術１ 3

様々なジャンルを取り上げて造形表現の豊か
さに触れ、理解しやすい内容になっている。
また、素材を生かして表現する技法がわかり
やすく提示されている。

1
2

基礎・基本に厳選された内容が丁寧に説明さ
れており、生徒に課題意識をもたせやすい。

芸
術

数
学

理
科

興味をひく事柄が効果的
に示されている。

高等学校　新化学基礎 4

化学反応式や重要事項などは違う色で囲むこ
とで、その内容が重要であると一目でわかる
ようになっており、非常に見やすくなってい
る。

内容が系統的に配列され
ており、分量も適切であ
る。

記述内容の表現が適切で
ある。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

 川崎市立  商業　高等学校 （ 定時制 ）

2 書Ⅰ

東書 301

27 音Ⅰ

教芸 304

2 コⅠ

東書 301

205 コ基

三友 301

15 英Ⅰ

三省堂 320

6 家基

教図 303

7 商業

実教 036

7 商業

実教 040

7 商業

実教 042

7 商業

実教 044

7 商業

実教 045

7 商業

実教 301

7 商業

実教 307

190 商業

東法 311

190 商業

東法 314

7 商業

実教 327

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。

各題材の表記の分量がよ
い。授業の進行に適して
いる。

わかりやすく説明されて
いる。

芸
術

分量が適切で、復習する
時間が確保できるように
なっている。

英語学習のやり直しがで
きるように、カナ表記を
採用している。

書道Ⅰ 3

色彩の豊かさが書の楽しさを暗示し、親しみ
やすい印象を与える。漢字仮名交じり書を冒
頭に配置することで、中学書写からの自然な
連携が図られている。また学習の流れが明確
で、学びやすい。

各課の構成・分量のバラ
ンスがよく、英語に苦手
意識を持った生徒にとっ
ても負担が少ない。

平易で理解しやすい表現
が多く、写真やイラスト
がふんだんに使用されて
おり、興味をひく。

高校生の音楽１ 3

各ジャンルのバランスがよい。題材と学習内
容の表記がわかりやすい。

All Aboard!
Communication English
Ⅰ

JOYFUL English
コミュニケーション英
語基礎

1

文章が平易で読みやすく、聞く・話す・読
む・書くの基本を、具体的な作業を通して身
につけさせる工夫がしてある。

2

基礎的・基本的な事項をまとめている。三人
称という語も使わずに説明するなど従来と異
なった説明をしている。

漢字の各書体、仮名、実
用書の分量がバランスよ
く配されている。

外
国
語

商業活動を広く取り上げ
ており、内容が理解でき
るよう工夫されている。

株式会社会計の深い知識や高い技術の内容が
記載されている。図表による解説も詳細でと
てもよい。記帳方法も詳細に記述され会計の
学習に適している。

ビジネス情報　新訂版

デザイン分野は全ページ
がフルカラーで色彩面も
配慮している。

生徒の実態に即してい
る。

口絵に家庭科の目標を掲
げ教科の目標や教科書の
構成がよくわかる。

図表、写真などが適宜掲
載されており、内容の理
解を深めることができ
る。

単元ごとの関連性がわか
りやすく、内容分量とも
に適量である。

わかりやすい図や写真が
あり、イメージしやすい
ように工夫されている。

SELECT
English Expression Ⅰ

3

平易な文法事項を用い多彩に表現できるよう
まとめてある。扱っている題材が高校生に親
しみやすく学習意欲を高められるように編成
されている。興味をそそる内容となってい
る。

単元ごとの分量がちょう
どよい。写真も豊富であ
る。

商業技術　新訂版

家
庭

最新　家庭基礎　生活
を科学する

3

高校生にとって、身近な内容、暮らしに役立
つ内容が充実しており、生徒の興味関心を惹
き、また実習についてもわかりやすい内容で
ある。

高校簿記　新訂版 4

基礎的・基本的内容が充実しており、図表に
よる解説も詳細でとても良い。記帳方法も詳
細に記述され簿記の学習に適している。

実際のビジネス社会で用いられる文書や例、
技術、技法が数多く紹介されており、特にパ
ソコンの操作画面や珠算の盤面などの視覚か
らも学習できるように配慮されている。

内容の配置や分量が適切
である。

平易な文章表現で、難解
な学習項目の教材として
使用しやすい工夫があ
る。

ビジネス基礎 1

デザインや挿絵に工夫があり親しみやすい。
用語の解説や資料等がわかりやすい。学習を
進めるうえで適切な内容である。

分量としては問題はな
い。内容の構成に工夫が
みられる。

文章表現がやや多く内容
が適切である。

高校簿記
2
3

デザインや挿絵に工夫があり、企業会計に関
する内容がわかりやすい。用語の解説や資料
等がわかりやすい。学習を進めるうえで適切
な内容である。

情報処理

経済活動と法 3

具体的な判例の紹介により、容易に理解でき
る内容であり興味深い内容が多い。

2

ビジネス実務
1
2

デザインや挿絵に工夫がありビジネス実務に
関する内容がわかりやすい。用語の解説や資
料等がわかりやすい。学習を進めるうえで適
切な内容である。

分量としては問題はな
い。学習内容の構成に工
夫がみられる。

資料がみやすくわかりや
すい。デザインに親しみ
やすさがあり興味関心を
引き出す。

単元ごとのポイントとなる関数を中心に、丁
寧に説明されており、また、題材も身近なも
のを多数取り上げているので適切である。

分量としては問題はな
い。豊富な資料があるが
構成が工夫されておりわ
かりやすい。

商
業

フルカラーの項目も多
く、生徒が視覚から学習
できる工夫がされてい
る。

段階的な学習ができる配
列であり、内容分量とも
に適量である。

用語にルビがついてお
り、文章表現がやさしく
なっている。

判例等が適切に配置され
ており適切である。

平易な文章表現で、経済
に関する教材として適切
である。経済活動と法　新訂版 4

豊富な図解や具体的判例の紹介により、容易
に理解できる内容である。

分量としては問題はな
い。わかりやすい資料が
あり構成が工夫されてい
る。

帳簿記入の内容が理解で
きるよう工夫されてい
る。

より学習段階の進んだ内
容にも対応できる構成で
ある。

わかりやすい図が多く、
イメージしやすいように
工夫されている。

高校会計　新訂版 4

4

学習指導要領に示されている目標や内容に
沿っており、適切なものが取り上げられてい
る。

4
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

2 国Ⅱ

東書 001

15 現Ａ

三省堂 303

15 国総

三省堂 308

183 世Ａ

第一 019

46 地Ａ

帝国 303

46 地図

帝国 303

183 日Ａ

第一 304

7 現社

実教 303

2 数Ⅰ

東書 303

7 数Ⅱ

実教 306

7 科人

実教 301

7 物基

実教 303

50 保体

大修館 301

89 音Ⅰ

友社 305

205 コ基

三友 301

2 コⅠ

東書 301

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。

学習指導要領に即した構
成であり、分量・装丁と
も適切である。

大判で見やすく、基本図
拡大図とも適切な配置と
なっている。

分量は適切で使いやす
く、装丁もよく整えられ
ている。

わ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。

分量は適切であり、使い
やすい。装丁も見やすく
まとめられている。

学習に役立つ写真・地
図・図表を豊富に掲載し
ている。

豊富な図版・写真を示し
ながらも、丁寧にまとめ
られており、分量・装丁
とも適切である。

模式図・写真・本文が連
動してわかりやすい表現
となっている。

外
国
語

使用
学年

内　　　　　　容

明解国語総合

高等学校　改訂版　世
界史Ａ

4

地
理
歴
史

構成・分量・装丁 表記・表現

 川崎市立 川崎総合科学高等学校 （ 定時制 ）

分量は適切である。見出
しが簡潔でわかりやす
い。

項目が整理され、図版や
カラー資料が豊富なの
で、わかりやすく見やす
い。

現代文Ａ 3

文字は大きめである。Ｂ
５版で見やすい。

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

国語表現Ⅱ 4

系統だっていてわかりやすい配置である。活
動ごとの構成はわかりやすく、また実用的で
ある。

科
分

教
区

教　科　書　名

国
語

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、小説作品が少なめで
ある。装丁は落ち着いた
色になっている。

世界史への興味・関心を喚起するコラムを多
数収録している。また、現代の世界が抱える
課題を歴史的に考察する上で、適切にまとめ
られた内容である。

1
2

内容がバランスyo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
味がひかれやすい。

2

学習指導要領に即して、地誌を大幅に充実さ
せることにより、世界各地の最新情報がわか
る内容となっている。

標準高等地図
－地図でよむ現代社会
－

2

等高段彩表現の見やすい地図である。政治・
経済・環境・軍事などの資料図が多数掲載さ
れており、充実した内容となっている。

高等学校　新地理Ａ

数
学

理
科

保
健
体
育

芸
術

高等学校　日本史Ａ
人・くらし・未来

公
民

最新現代社会

高校数学Ⅱ

現代高等保健体育

1

基本的な事項をおさえたうえで、学習内容を
さらに深めることができるよう、補足的・発
展的な内容もコラム等で取り上げられてい
る。

3

わ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。

新数学Ⅰ
1
2

内容が平易でわかりやすく、基礎学力の充実
が図られる。また、中学校の復習や、基礎的
な事項の理解や習得に役立つように配置され
ている。

JOYFUL English
コミュニケーション英
語基礎

3
4

内容が具体的でわかりやすく、興味を持って
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ひくことができる。

科学と人間生活

物理基礎 3

内容がわかりやすい。実験が豊富で生徒の関
心を高めることができる。自然現象を物理的
に考察することを基本に、わかりやすく解説
されている。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。

1

基礎的・基本的および発展的な内容の取扱い
が詳細で適切である。単元ごとに要点がまと
められていて、わかりやすい。

1

英文がやさしく、簡潔であり、文法事項に関
しても基礎の基礎から始まっている。英語が
苦手な生徒に対応している。

1
2

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、わ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。

高校生の音楽１ 4

選曲とその配置がよく、生徒に親しみやすい
内容である。各楽譜にコードネームがふんだ
んに記されており、和音の学習に有効であ
る。

学習指導要領に即した適
切な構成である。分量・
装丁とも活用しやすいよ
うに工夫されている。

地図や写真で学べる
「ヴィジュアル特集」を
おくなど、意欲を引き出
す工夫がされている。

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
をもちやすく、活用もし
やすい。

イラストや写真を多用
し、例題やその解説など
理解しやすいように努め
ている。

写真、イラストが多く、
見やすい。文法について
も上手く整理されてい
る。

各課の活動の種類、量と
もに適当である。

説明の中にわかりやすい
例なども書かれている。
グラフや図などが豊富
で、生徒の興味・関心を
ひく編集になっている。

表記・表現とも非常に優
れている。

構成、分量、装丁のいず
れについても申し分な
い。

All Aboard!
Communication English
Ⅰ

2
3

生徒が関心をもちやすい題材を扱っていて、
英文に興味をもたせやすい。
文法を段階的に学べるようになっている。

わかりやすく、良く噛み
砕いてある。

やさしいことから始まっ
ていて入りやすい。じっ
くりやるには適切な量で
ある。

本文レイアウト、イラス
トは色彩が適切に使用さ
れ、メリハリがあり見や
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
していてよい。

Ｂ５版で文字が大きく、
分量が薄く簡潔にまと
まっている。

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。

文字の書体及び図版の印
刷が適切である。生徒の
興味・関心をひく編集で
ある。

大判で文字が大きく見や
すい。図解説、重要事
項、補足説明が適切に配
置されている。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

使用
学年

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

 川崎市立 川崎総合科学高等学校 （ 定時制 ）

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名

6 家庭

教図 041

7 工業

実教 015

7 工業

実教 053

154 工業

オーム 073

7 工業

実教 086

7 工業

実教 117

7 工業

実教 301

7 工業

実教 303

7 工業

実教 304

7 工業

実教 307

154 工業

オーム 311

7 工業

実教 319

174 工業

コロナ 329

154 工業

オーム 352

174 工業

コロナ 357

図や表などは適切に配置
されている。

学習内容に応じて系列的
で理解しやすい構成であ
る。

図や写真が多く取り入れ
られ、理解しやすいよう
工夫されている。

設計の体系に沿った構成
であり、図も多く適切で
ある。

文章、図版の割付が適切
である。

電子製図

機械設計２ 4

設計に必要な基礎、基本的内容が丁寧に取り
入れられている。

原動機

製図

情報技術基礎

機械設計１

わかりやすい電気基礎

図板が大きく視覚的にわ
かりやすい。

電子回路

基礎的・基本的および発展的な内容F59:F66の
取扱いが適切である。図やカラーページがあ
りわかりやすい。3

3

基礎的・基本的な事項をわかりやすく取り上
げ、初心者にも容易に理解できるよう工夫さ
れている。

工
業

通信技術 新訂版

工業技術基礎

マルチメディア応用

電気製図

各章ごとにまとめがあり、例題も多く内容的
にも基本的な部分がわかりやすく理解しやす
くなっている。

3

材料の性質や、鋳造、溶接などの内容が精選
されており、機械工作の基本的な知識や技術
について具体例を取り入れ、理解しやすい記
述になっている。

2

広い範囲にわたり、理解しやすいように配慮
されている。プログラミングにおいては、Ｂ
ＡＳＩＣやＣ言語の例題を用いた具体的な説
明がされている。

電力技術１

家
庭

新家庭基礎
ともに生きる,くらしを
つくる

4

自分らしい生き方の確立や自立した生活を送
るための基礎的・基本的な力を身につけるこ
とができるよう、わかりやすく構成されてい
る。

工業全般に関わる基礎的な知識や、工業各分
野の基礎的な技術について、理解しやすい記
述になっている。

4

流体力学、熱力学の基礎をふまえ、原動機の
構造や、機能がわかりやすく適切に配列され
ている。

図・表、写真などが適宜
掲載されており、内容の
理解を深めることができ
る。

単位数に見合った内容
で、構成も生徒に身近な
内容から入っており、理
解しやすい。

1
2

電力技術に関する基礎事項が図や表を用いわ
かりやすく解説されている。

2
3

基礎的・基本的および発展的な内容で、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。

3

製図道具の基本的な取り扱いや、製図の書き
方が具体的に説明されている。

例題・問題の取り扱いは学習指導を進める上
で適切である。内容的にも初めての人がわか
りやすいような内容になっている。4

4

通信技術の内容が、具体的事例を用いて平易
に解説されている。図や挿絵を使って視覚的
にわかりやすい内容になっている。

電気製図に関する基礎的・基本的な事項をわ
かりやすく取り上げ、初心者にも理解しやす
く工夫されていている。

図表等がわかりやすく色
分けされており、表記方
法も適切である。

構成・内容にも十分に配
慮されており、学習量と
しても適切である。

説明の文章が簡潔でわか
りやすい。重要用語をよ
く強調している。

装丁がよく、各内容の分
量と配分が適切である。

図や写真が多く、わかり
やすい表現がしてある。

２冊が１冊にまとめら
れ、サイズが大きく使い
やすく分量も適切であ
る。

各内容の分量と配分が適
切である。

1

文章表現、用語などの使
用が適切である。

やさしい言葉で簡潔に書
かれている。

文字及び図版の印刷が適
切である

文字や図の割付がよく、
文章表現が適切である。

文章表現、用語などの使
用が適切である。

製図の事例も豊富であり
表現も的確である。

漢字・かなづかい・記
号・計量単位などの使用
が適切である

文字、図版が、適切に配
慮されている。

3

内容が系統的・発展的に
組織・配列されており適
切である

図などを多く取り入れ、
章末に問題を加えること
で、理解の定着に努めて
いる。

内容が系統的、発展的に
構成されている。

各内容の分量と配分が適
切である。

製図の導入を十分に意識
し記述されている。

各内容の分量と配分が適
切である。

分量、体裁もよく、内容
の配分がよい。

新しい電力技術（２） 4
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

15 国総

三省堂 307

17 国表

教出 301

50 現文

大修館 039

81 世Ａ

山川 307

46 地Ａ

帝国 303

46 地図

帝国 302

2 現社

東書 301

2 現社

東書 017

2 数Ⅰ

東書 303

2 数Ａ

東書 303

2 数Ⅱ

東書 303

183 化基

第一 312

183 生基

第一 309

公
民

3

4

数
学

1
2

3

4

現代社会

現代社会

新数学Ⅱ

3

4

地
理
歴
史

2

1

1

国語表現

字がやや小さめではある
が、あまり読みづらさは
感じない。

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

1
2

基礎編、実践編、総合編と構成され、一単元
ずつコンパクトにわ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。小単元ご
とに見開きで発展する構
成はわかりやすい。

字が大きくはっきりして
いて読みやすい。見出し
が色分けされわかりやす
い。

国
語

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

精選国語総合

現代文、古文編、漢文編と構成されている。
古典的名作が多く取り上げられ、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。

 川崎市立  橘　高等学校 （ 定時制 ）

２部11章で構成されてい
る。文章の分量も適切で
ある。地図･史料･写真な
ども理解しやすく充実し
ている。

表記・表現は、わかりや
すく、ルビも適切に付さ
れ重要語句は太字で示さ
れている。地図･史料･写
真などの資料が豊富で内
容と配置も工夫されてい
る。

新現代文　改訂版

現代の世界史

現代世界の成り立ちが明確に理解できるよう
基本的な概念や歴史用語を丁寧に説明してい
る。特に現代史の記述に工夫がみられ充実し
ている。また、各時代に日本に関する記述が
あり、日本と世界との関わりが理解しやす
い。さらに、コラムや資料など身近な視点か
ら学べるよう工夫もされている。

二部に分かれている。それぞれ四分野が複数
回登場する構成となっている。古典的名作か
ら現代作家の作品までバランスよく配置され
ている。教材として十分要件を満たしてい
る。

320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。

活字体は一般的なもので
ある。やや文字間が窮屈
な感じがあるが、読みや
すい。

Ｂ５版、170ページで構成
されている。世界地図、
日本地図、資料図、統計
などバランス良く配分さ
ている。

地図上の表記や表現には
配慮や工夫がされてい
る。また、一般図には位
置図を設け地球上のどこ
に位置しているかわかる
ようにしている。

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。

用語や記号は統一されて
おり、記述の仕方も適切
である。図版・資料・写
真なども豊富で効果的で
ある。

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
通して中学校の既習内容
をふまえて記述されてい
る。

記述は平易・簡明であ
り、読みやすいようにル
ビやゴシックがつけられ
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。

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。

新数学Ａ

基礎的・基本的事項がしっかり記述されてい
る。さらに具体性のある資料類が豊富で内容
の理解や習得がしやすい。青年、経済、政
治、国際社会と教材が偏ることなくバランス
良く配置されている。また、生徒の主体的な
学習を促す工夫もされている。

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。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。

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。最新の事例やデータ、コラム、資料など
は豊富で、現代世界の理解につながる。地
誌、系統分野ともに基礎基本を重視してい
る。また、各項目に課題学習や技能向上の
コーナーを設け学習意欲を高める工夫を行っ
ている。

新詳高等地図

地歴公民科の学習で必要な一般図、主題図、
都市図、資料図、統計などを適切に掲載して
いる。また、資源・人口問題、民族問題など
に関しては課題追求学習の工夫がされてい
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。

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
やすく工夫されている。

2高等学校　新生物基礎

生物学の基本的事項が、生徒にわかりやすく
平易に書かれている。またさらに高度な内容
まで網羅されており、生徒にとって使いやす
くまとめられている。

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。

Ｂ５版、見開きで説明が
まとまっており見やす
い。「例題」や「問い」
の量も適切である。

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
り読みやすい。

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。

適切でわかりやすい文章
表現である。

新数学Ⅰ

本文の説明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工
夫がなされている。また、巻頭に中学数学の
要点復習ページがあり、わかりやすい説明が
なされている。

高等学校　新化学基礎

必要な内容が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に適切
である。

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
刷りで見やすく、学習しやすい工夫がなされ
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など学習しやすい
工夫が随所でなされている。

1

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。

文章、図とも分量が適切
であり、基本的な内容を
理解しやすい。

視覚的にわかりやすく、
図も文字も適切に書かれ
ている。

理
科

28



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

 川崎市立  橘　高等学校 （ 定時制 ）

183 地基

第一 305

104 物基

数研 308

50 保体

大修館 301

116 美Ⅰ

日文 303

2 書Ⅰ

東書 301

27 音Ⅰ

教芸 303

205 コ基

三友 301

2 コⅠ

東書 301

61 英会

啓林館 303

15 英Ⅱ

三省堂 046

9 オⅠ

開隆堂 021

6 家総

教図 302

116 社情

日文 307

7 情報

実教 061

外
国
語

1

2
3

3

4

4

保
健
体
育

1
2

芸
術

3

3

3

構成・分量ともに適切で
ある。

図や写真がの配置が適切
で表現もわかりやすい。

高等学校　地学基礎

単元構成や配列が工夫され、基礎・基本事項
が適切にまとめられていて、発展事項も充実
している。

多彩な内容が系統的に構
成され、分量も適切であ
る。

写真・イラストや図が豊
富で見やすく、系統的に
配置されている。3

4

大判教科書で、１つの学
習項目を２項で完結して
あり学習しやすい。

図表やイラストなどもあ
り、考えやすく、想像力
が高まる。

書道Ⅰ

書写から書道への流れがスムーズである。全
編にわたり、「臨書、鑑賞の要点」で学習の
目的と意識を認識でき、硬筆による字形や筆
順も示されており、学びやすい。

新編　物理基礎

現代高等保健体育

各項目毎の学習の目標が明示されていて、わ
かりやすい。図・表・イラストなどの資料も
充実している。余白に用語解説があり便利で
ある。

図や写真・表等が豊富に配置されており、生
徒が学びやすい構成になっている。学習内容
が精選されており、練習問題も豊富で理解し
やすい。

版型が小さく厚い。資料
として充分な価値があ
る。

わかりやすく、かつ詳細
である。

落ち着いた色調で親しみ
やすい。漢字の各書体、
仮名、実用書の量がバラ
ンス良く配されている。

重要な部分は色文字が使
用されるなど配慮がなさ
れ、解説が丁寧でわかり
やすい。

必要最小限の分量で、基
礎から段階的に学べる構
成である。

写真やイラストも多く、
表記も非常にわかりやす
い。

Art and you
創造の世界へ

各項目の記述が幅広くわかりやすく扱われて
いる。古典から現代、日本・東洋・西洋とバ
ランス良く扱われていて、鑑賞教育に役立つ
工夫がされている。

ＭＯＵＳＡ 1

JOYFUL English
コミュニケーション英
語基礎

進出語彙に適宜カタカナでルビがついてお
り、英語が苦手な生徒でもわかりやすい。学
習内容も最低限度のことは網羅されている。

生徒にとって親しみやすく、触れる機会の多
いポピュ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・分量が適正であ
り、使いやすい。

楽譜が大きく、大変わか
りやすい表現である。

All Aboard!
Communication English
Ⅰ

見開きで１トピックとなっている。アルファ
ベットの復習から記載があり、英語が苦手な
生徒向けである。学習内容も初歩的で基礎的
なものである。

他社に比べてやや少なめ
の分量である。構成はバ
ランスがとれており問題
はない。

平易な表記で、文章表現
も問題はない。

Sailing
English Conversation

生徒のコミュニケーションの目的や興味・関
心に合った内容を取り上げてある。また、
「話す」「聞く」「書く」「読む」活動がバ
ランスよく配置されている。

分量が他の教科書に比べ
てやや少ない。

VISTA
English SeriesⅡ
Step Two New Edition

各項目にキーワードが示
され、構成がよく、分量
が多いので、内容が豊富
である。

平易な表記で大変わかり
やすくなっている。

多様な場面構成で会話表
現が学べる構成になって
いる。分量も適切であ
る。

生徒の興味を引き付ける
よう写真やイラストがふ
んだんに取り入れられて
いる。

適切な分量で、基礎から
コミュニケーションの技
法を学べる構成である。

写真やイラストが多く、
生徒が興味をもちやす
い。

図表や写真が多く、生徒
が興味をもちやすい。

構成・分量ともに適切で
ある。

難しい漢字にはルビが
ふってあり、わかりやす
い。

多彩な内容が系統的に構
成され、分量も適切であ
る。

図やイラストが多く配置
されていて、表記もわか
りやすい。

内容が豊富で実習と理論がバランスよく配分
されていており、その連携が図られている。
例題は豊富に用意されており、生徒の実情に
合った内容が選べる。

情
報

3

4

見てわかる社会と情報

最新情報Ａ

家庭総合
ともに生きる　明日を
つくる

各単元の内容が科学的視点から、基礎から応
用へ幅広く取り上げられている。また、単元
ごとに伝統文化について触れられており、生
活文化を学習しやすい。

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。

家
庭

2

理
科

ORAL COMMUNICATION
Revised EXPRESSWAYSⅠ
Standard Edition

各課のダイアログは短い。場面設定が多種多
様で、簡易な表現で生徒がコミュニケーショ
ンできるように工夫されている。

生徒の知性や感性を考慮して、生徒の興味を
喚起した内容になっている。各課の文法の説
明は簡潔でわかりやすい内容になっている。
生徒が学びやすい編集である。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

17 国Ⅰ

教出 009

2 現文

東書 029

50 古典

大修館 050

183 古Ａ

第一 305

15 国総

三省堂 307

7 日Ｂ

実教 013

2 地図

東書 301

7 日Ａ

実教 302

35 地Ａ

清水 302

46 世Ａ

帝国 305

35 倫理

清水 019

7 政経

実教 016

7 現社

実教 303

104 数Ⅰ

数研 314

104 数Ａ

数研 314

適度の視覚資料も盛り込
まれており、見やすい。

各時代のテーマごとに、考えさせる内容・問
いかけが盛り込まれている。各テーマ学習や
「歴史の考察」が盛り込まれており、生徒に
歴史の興味・関心をひく内容になっている。

 川崎市立  高津　高等学校 （ 定時制 ）

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。

落ち着いた色彩で見やす
い表記になっている。紙
質にも配慮があり見やす
い。

時事ノートや経済Ｑ＆Ａ
のコーナーがあり、生徒
の興味・関心をひく内容
を網羅している。

学習内容を理解する上で
必要な図表や写真などの
資料が豊富である。ま
た、生徒の興味・関心を
高められる。

新編現代文 4

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

構成・分量ともに適切で
ある。装丁はシンプルで
ある。

程度の視覚資料も盛り込
まれており、見やすい。

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

国語表現Ⅰ　改訂版 4

各単元ごとにステップを踏みながら表現力を
身につけられる内容となっている。

適度な分量で比較的見や
すい構成となっている。

表現力を定着させるため
の手助けとなる図表等が
適切に掲載されている。

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

新高等地図 3

写真や鳥瞰図・断面図が併用され、地域の概
観が多角的に理解できるよう工夫されてい
る。各地域ごとの主題図も充実していて理解
を深めやすい。

各章の導入部に、その時代の世界を概観する
資料が掲載され日本と世界のつながりを意識
できる。各単元の導入部に学習内容を意識さ
せ考えさせるための「歴史のまど」があり、
生徒の意識を高めるよう工夫されている。

構成・分量ともに適切で
ある。装丁も明るくて良
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。精選国語総合

1
2

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。

地
理
歴
史

各時代の史実が理解でき
るような構成になってい
る。記述が、丁寧でわか
りやすい。客観的に歴史
事実をとらえられるよう
工夫している。

史料及び図版・写真が豊
富である。歴史のまど等
のコラム欄や脚注が興
味・関心をひく内容であ
る。

ポイントごとに考察課題
が提示され、生徒の学習
への指針となっている。
インデックスが付記され
使いやすい。

落ち着いた色彩で図版が
見やすい。主な一般図に
は位置図が併記され、地
球上の位置が把握しやす
い。統計資料にも色彩を
施し、見やすくなる工夫
をしている。

工夫された図版が多く、
生徒が理解しやすい。見
開きページごとにリード
が示されていて、学習の
方向付けができる。

適切な表現に留意してい
て、質の高い学習に取り
組める。

高校日本史Ｂ　新訂版 4

写真や地図・図表が適切
に配置されている。

高等学校　現代倫理
改訂版

4

学習を理解する上で手がかりとなるような身
近な具体例が多く取りあげられていて、興
味・関心が高まる内容となっている。また、
基礎・基本が精選され、記述も丁寧である。
人間の尊厳と倫理では他者と共に生きる青年
期の生き方、様々な思想など、人間の生き方
に焦点を当てている点が優れている。

高校日本史Ａ

高等学校　現代地理Ａ
最新版

3

巻頭部に世界各地の特色ある大判の写真を置
き、世界旅行のイメージから地理学習の導入
を図る工夫がある。理解を深める資料・解説
が適切に配置されている。

3

公
民

精選された内容で重要語
句の記載も適切である。
ページごとに資料と本文
の配置・分量が工夫され
ている。

図版や写真・地図の大き
さが適切で見やすい。全
体に明るい仕上げになっ
ている。

見開きの構成になってい
て、記述全体が丁寧でで
わかりやすい。人物に関
する詳細な解説やエピ
ソードも多く取りあげら
れている。分量も適度で
ある。

記述全体がオールカラー
で見やすい。理解が難し
い概念などについては明
解な図で解説されていて
よく工夫されている。

様々な現代社会の問題を
網羅して、それぞれよく
まとめられている。

時事用語や重要語句が充
実しており、興味・関心
をひく資料、脚注、コラ
ムなど最新のデータが採
用されている。

明解　世界史Ａ 2

図版や地図・資料が充実し図録を兼ねるよう
な内容である。ポイントごとに各時代の人々
の生活と文化を特集したページが用意され生
徒の興味をひきやすい。

新版政治・経済

最新現代社会 1

現代社会の動向や課題について、その内容・
構成が生徒にわかりやすくまとめられてい
る。ヴィジアルやコラム、Ｑ＆Ａ、ナビな
ど、生徒の疑問に応える形式を採っている。

4

政治・経済のどの分野においても、各テーマ
ごとにわかりやすく理解しやすい内容になっ
ている。また、現在おこっている様々な社会
問題についても、最新の情報を提供し、生徒
が理解しやすい内容でまとめている。

新　高校の数学Ⅰ
1
2

例題や例が多く、わかりやすい。また、基本
的な練習問題が多いこともよい。図や表の使
い方も適切である。

新　高校の数学Ａ
3
4

例題や例も多く、説明に使われている図や数
式もわかりやすく適切に表現されている。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。また、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。

わかりやすく適切な表現
で示されている。

構成・分量が適切であ
る。

わかりやすく適切な表現
で示されている。

数
学

構成・分量ともに適切で
ある。装丁も明るくて良
い。

4新編古典　改訂版
国
語

高等学校　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。

近代・現代の文章がバランスよく配置されて
おり、取り組みやすい内容となっている。

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。

適度な分量で比較的見や
すい構成となっている。
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の記号
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 川崎市立  高津　高等学校 （ 定時制 ）

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

　　　　　　　平成２７年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

183 地基

第一 305

183 生基

第一 309

183 物基

第一 310

183 化基

第一 312

50 保体

大修館 302

17 音Ⅰ

教出 302

17 音Ⅱ

教出 006

116 美Ⅰ

日文 005

38 美Ⅰ

光村 301

116 工Ⅰ

日文 301

6 書Ⅰ

教図 010

6 書Ⅰ

教図 302

183 英Ⅱ

第一 066

205 コ基

三友 301

15 コⅠ

三省堂 308

15 コⅡ

三省堂 308

基礎から製作まで順序だ
てて紹介するページが設
けられており、ものづく
りのプロセスを理解しや
すい構成となっている。

図や写真などが豊富で、
具体例も多くわかりやす
い。

現在の高校生の興味・関心に合う題材で構成
されており、生徒たちが日常生活と結びつけ
て考えやすい内容となっている。Ⅰに続い
て、適切な配置になっている。

VISTA　English
Communication　Ⅰ

芸
術

高校音楽ⅠMusic View 3

歌唱・器楽・創作・楽典・音楽史に至る全て
の内容で熟慮されており、それらのバランス
も良い。

美術１ 3

いろいろな角度から作品に触れており、生徒
が関心をもてるように工夫されている。

工芸Ⅰ 3

生徒の興味をひく身近な工芸が取り上げられ
ており、わかりやすい内容となっている。

書　Ⅰ 4

理論と実技がバランスよく構成されていて、
わかりやすい。

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。

音楽を言葉や絵画や物語
等で分類し、145ページに
まとめられている。

カラー写真や挿絵がふん
だんに盛り込まれ、全て
の内容が読み取りやす
い。

テーマ別による構成が良
い。作品数も多く、多く
の作品に触れられてよ
い。

印刷がきれい。説明が詳
しく専門的な部分に触れ
ていて、丁寧でわかりや
すい。

分量も適切であり、編ご
とのつながりがわかりや
すい構成がされている。

視覚的な資料も多く、わ
かりやすく、適切な表現
である。

分量も適切であり、編ご
とのつながりがわかりや
すい構成がされている。

視覚的な資料も多く、わ
かりやすく、適切な表現
である。

高等学校　地学基礎

高等学校　新生物基礎 2

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。

1

自然界の現象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。

高等学校　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。

１単元が４ページで構成
されており生徒に特に重
点的に伝えたい内容につ
いて３ページと特設１
ページで構成されてお
り、実践力を身につけさ
せることができる。

強調文字などが使用され
ておりカラー写真やグラ
フ等も多く生徒の興味･関
心が自然と喚起できるよ
うになっている。

高等学校　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
とのつながりがわかりや
すい構成がされている。

視覚的な資料も多く、わ
かりやすく、適切な表現
である。

分量も適切であり、編ご
とのつながりがわかりや
すい構成がされている。

視覚的な資料も多く、わ
かりやすく、適切な表現
である。

歌唱、器楽、鑑賞と単元
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。

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。

保
健
体
育

最新高等保健体育

音楽Ⅱ　改訂版　Tutti 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。

1
2

図や写真など視覚での理解がしやすく、基
礎・基本が丁寧にわかりやすく説明されてい
る。一目でわかるキーワードや学習のねらい
がはじめにあることにより、課題意識をもた
せながら学習を進めることができ、生徒の興
味・関心をひきやすい。

高校美術１ 4

多数の作家・作品が多数使われており、生徒
が様々な表現に触れることができ、関心を
持って学習に取り組めるように工夫されてい
る。基礎・基本が網羅されている。

各課で基礎・基本を身に
つけられるように作られ
ている。適切な分量であ
る。

目をひきやすい写真が多
用され、視覚的にも親し
みやすい。

書　Ⅰ 3

古典の尊重に力を入れており、古典に学ぶ事
で技法を習得するだけでなく。書の本質を追
究する姿勢を育む事を目指している、

構成・分量ともに適切で
ある。題材の選定や配列
が工夫されている。

絵画などの写真がきれい
で見やすい。やさしく、
わかりやすく、丁寧であ
る。

縦長の装丁でカラー図版
が多く、作品の持つ雰囲
気が伝わりやすい。古典
の作品と共にスケールで
年号なども添えられてお
り理解しやすい。

書道専門用語、難読語に
ルビがふられており、鑑
賞学習にも対応するた
め、古典図版は、原則原
寸掲載で鮮明な印刷であ
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
夫されている。非常に見
やすい。

Viva　English!Ⅱ
NEW　EDITION

JOYFUL　English
コミュニケーション英
語基礎

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。題材も現代の高校生が知的な興味
を持つテーマを中心に構成されている。英語
の基本を学べるように構成されている。

4

VISTA　English
Communication　Ⅱ

3

多岐にわたる項目が用意されていて、生徒の
興味をひく題材が多い。随所にコミュニケー
ションのためのスキットが用意されていて、
学びやすくなっている。

各課で基礎・基本を身に
つけられるよう、適切な
分量になっている。

写真やイラストが多く、
目をひきやすいような表
現がされている。

文字が比較的大きく、読
みやすい。分量は多めだ
が、他の教科書よりは少
なく、扱いやすい。

2

取り上げている題材が現在の高校生の興味・
関心に合っており、生徒たちが日常生活と結
び付けて考えやすいものである。

理
科

外
国
語

写真やイラストが多く、
目をひきやすいような表
現がされている。
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7 家基

実教 304

116 社情

日文 307

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
まっていてわかりやす
い。

基礎的な資料やイラスト
や写真も豊富で生徒の興
味・関心をひきやすい。
また文章も読みやすい。

見てわかる社会と情報 1

広範囲な内容であるが、とてもわかりやすい
表記である。図版やイラストも多く、また適
切に配置されて、生徒も学習しやすい。難解
な言葉にも理解しやすいコメントが良い。

2

生きていく上で必要な基礎・基本を身につけ
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。

構成・分量・装丁の全て
にわたり問題がない。

必要最小限に絞り込んで
作られている。わかりや
すい。

家
庭

家庭基礎　パートナー
シップでつくる未来

情
報
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