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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 301

2 国総

東書 302

15 国総

三省堂 307

15 国総

三省堂 308

17 国総

教出 309

17 国総

教出 310

50 国総

大修館 311

50 国総

大修館 312

50 国総

大修館 313

50 国総

大修館 314

117 国総

明治 318

143 国総

筑摩 321

183 国総

第一 326

183 国総

第一 328

2 国表

東書 304

17 国表

教出 301

高等学校　国語総合

近代文学の名作が多く取りあげられている。古典
においても名作をバランスよく配置している。ま
た現代文編と古典編の間に表現編を織り込んでい
る。

国語表現

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。小単元毎に見
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。

装丁は簡素で、分量もごく
一般的である。

字は小さく感じる。読みに
くくはないが写真や絵は小
さい。

高等学校　新編国語総
合

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。

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。

精選国語総合

現代作家から古典的名作までバランスよく取りあ
げられている。また現代文編に「表現の窓」が織
り込まれ「書くこと」「話すこと」の教材が用意
されていることが特徴的である。

装丁は簡素であるが、行間
は適切で読みやすい。分量
は一般的である。

字が大きく、読みやすい。
また色使いがやさしく感じ
る。

精選国語総合　現代文
編

現代文編では評論分野が充実しており、論理的思
考力を身につけさせるには適している教科書であ
る。また、内容もよく精選されておりレベルが高
い。

構成・分量ともに十分であ
る。

相対的に視覚的な資料は少
ないが、逆にそれが硬質な
教科書であるイメージを持
たせている。

高等学校国語総合

現代文・表現編、古文編、漢文編と編成されてい
る。古文編においては古文の基礎的文法事項を単
元ごとに取り上げていることが特徴的である。

装丁は簡素であるが、整っ
ていて読みやすい。また脚
注は大きめで図や絵が多
い。

脚注の説明が細かくされて
おり、表現もわかりやす
い。字体、行間も一般的で
ある。

新編国語総合

古典的名作がバランスよく配置されている。古典
編の前に「古典の魅力」についてのコラムを掲載
するなど、古典に親しみやすい内容にとなってい
る。

写真が大きく、それぞれの
スペースを有効活用してい
る。資料も多く学習の助け
となっている。

字が大きく、行間も空いて
いるので読みやすい。

教科名：（　　国　語　　）

新編国語総合

現代文編、古文編、漢文編に加えて言語活動編が
織り込まれていることが特徴的である。従来の
「表現編」と大差はない。また実用文についての
コラムも多いことが特徴的である。

装丁は簡素であるが、読み
やすい。分量は300ページ
程で基本的である。

字が大きく読みやすい。し
かしあまり色使いがされて
いないので一単元が長く感
じる。

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

国
語
総
合

精選国語総合

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。

一冊のまとまっていて、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。

色使いが良く、説明等も見
やすいので関心をもちやす
い。

精選国語総合

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。

明解国語総合

内容がバランスよく配置されている。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。

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。

国語総合

単元ごとにコラムや表現を取り入れているところ
が特徴的である。また全般的に取りあげている作
品も標準的な物が多い。付録が充実している。

新編　国語総合
言葉の世界へ

現代文編で取りあげている作品が他社の物と比較
しても少なめである。しかし古典的名作をバラン
スよく配置している。また表現編では実用的な文
章を学ぶことができる。

装丁は簡素で、分量もごく
一般的である。

字体、行間は一般的であ
る。文章は簡素で適切であ
る。

分量は一般的である。見出
しに色が多く使われている
のが特徴的である。

字は大きめで読みやすい。
また、カラーの吹き出しや
挿絵が使われていてわかり
やすい。

国語総合　現代文編

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。

教　科　書　名

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。

国語総合　古典編

教材は古文・漢文とも高校一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。

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。

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。

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

科
目

国
語
表
現

国語表現

小さな単元ごとに導入、課題、学習内容が丁寧に
説明され、発展的学習を促す内容になっている。
大単元がなく、それぞれのつながりがわかりにく
い。

単元の分量は適切である
が、図解などの工夫が少な
い。

文字の大きさは適切であ
り、字体の変化で読みやす
く工夫されている。



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

教科名：（　　国　語　　）

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現教　科　書　名

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

科
目

50 国表

大修館 305

2 現Ａ

東書 301

15 現Ａ

三省堂 303

17 現Ａ

教出 302

50 現Ａ

大修館 304

183 現Ａ

第一 305

2 現Ｂ

東書 301

15 現Ｂ

三省堂 304

17 現Ｂ

教出 307

50 現Ｂ

大修館 308

50 現Ｂ

大修館 309

50 現Ｂ

大修館 310

104 現Ｂ

数研 312

117 現Ｂ

明治 313

117 現Ｂ

明治 314

143 現Ｂ

筑摩 315

現代文Ｂ

高等学校現代文Ｂ

言葉による様々な表現方法を身につけさせるため
にレッスン形式の内容になっている。また、多く
の著名人の文章が挿入されており、高度な言語感
覚を肌で感じられる内容となっている。

新編　現代文Ｂ　言葉
の世界へ

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（「評論キーワード」）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。

現代文Ｂ　下巻

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（「評論キーワード」）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。

構成・分量ともに適切であ
る。装丁も明るくてよい。

多くの具体例が図表等で盛
り込まれており、視覚的な
効果をもっている。国語表現

活字は大きくはないが、大
変見やすい。大変カラフル
である。

精選現代文Ｂ

おもしろみに若干欠ける教材が見受けられる。 オーソドックスな印象。 表紙は大変素晴らしい。

冒頭の評論が難解で、学年当初には難しいのでは
ないか。評論教材には面白い物も多い。

随所に入れられている写真
や絵が理解を助けてくれ
る。また教材毎に読書案内
が入っていてよい。

活字は大変読みやすい。

導入教材がよい。わかりやすい教材も多く、内容
も充実している。

ズームアップというコラム
がよく、生徒の理解を助け
る。

見やすい活字で、色づかい
も見やすく工夫されてい
る。

精選現代文Ｂ

とてもきれいで見やすい。

オーソドックスながら、難解なものが多く、難し
すぎる。

精選現代文Ｂ

教材が若干難解なものがならんでしまっている点
が残念。

随想・評論が多めに採録されており、作品を通し
て現代の文化や社会を学ぶのに適している。

写真が白黒中心で、見やす
さに欠ける。

活字も見やすくはない。

新編現代文Ｂ

「こころ」「山月記」など定番作品もあるが、生
徒に身近な現代の書き手による作品を中心に収録
されている。ただし、短い作品が多い。

各単元の脚注に漢字の学習
につなげられる語句の一覧
があり、生徒の語彙力を高
めるのに役立つ。

写真も多く、語注も丁寧に
つけられているのは大変わ
かりやすい。

教材の採択は新編シリーズとは思えないほど、
オーソドックスな教材が多数採用されている。

読むことのレッスン、ズー
ムアップが工夫されていて
学習の理解を助けてくれ
る。

現代文Ｂ　上巻

文字の大きさは標準だが、
レイアウトの関係で詰まっ
て見える。

現代文Ａ　青春文学名
作選―歴史の中の青春

「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。

現代文Ａ

「まとまりのあるものを中心として」取りあげる
教材（４内容の取扱い）として，文章の形態から
みた「小説」と「随想・評論」が適切に示されて
いる。

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。

現代文Ａ

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。

文字は大きめ。Ｂ５版で見
やすい。

国
語
表
現

現
代
文
Ａ

精選されているので分量が
適切。また活字も大きく見
やすい。

単元ごとのテーマやねらい
が明らかになっており、学
習の目的を生徒も共有でき
る。

現代文Ａ

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。

高等学校　新編現代文
Ａ

親しみのもてる読みやすい作品を多く収録してい
る。内容も精選されているので、いずれの教材に
も魅力がある。

分量は適切。装丁も落ち着
いた色になっている。

行間を広くとり、活字も大
きく、かなり読みやすく編
集されている。

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。現

代
文
Ｂ

精選現代文Ｂ

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。

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。



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

教科名：（　　国　語　　）

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現教　科　書　名

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

科
目

143 現Ｂ

筑摩 316

183 現Ｂ

第一 318

212 現Ｂ

桐原 319

2 古Ａ

東書 301

15 古Ａ

三省 306

50 古Ａ

大修館 307

183 古Ａ

第一 305

183 古Ａ

第一 313

2 古Ｂ

東書 301

2 古Ｂ

東書 302

2 古Ｂ

東書 303

15 古Ｂ

三省堂 304

15 古Ｂ

三省堂 305

15 古Ｂ

三省堂 306

17 古Ｂ

教出 307

高等学校　標準現代文
Ｂ

高等学校古典Ｂ　古文
編

手堅い教材選択である。なかなか面白い内容の作
品も多い。

写真が随所に使用されてい
る点は見やすい。

全体としての見やすさは普
通か。

高等学校古典Ｂ　漢文
編

オーソドックスすぎる印象を受ける。 写真が随所に使用されてい
る点は見やすい。

全体としての見やすさは普
通か。

精選古典Ｂ

教材選択は手堅い印象を受ける。幅広い種類の文
章が採用されているが、逆に内容が多すぎるよう
な印象も受ける。難易度は難しすぎず、やさしす
ぎずの点はいい。

写真や色使いなど見やすさ
に工夫が多くされている。

活字も非常に見やすいもの
を採用している。

古典Ｂ　古文編

古典の扉というコラムや、文法の整理などが随所
に掲載されている点が非常にわかりやすい。

写真も多く非常に見やす
い。

活字も見やすく、誌面の色
使いも見やすさに貢献して
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。

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。

探求現代文Ｂ

小説教材は定番のものが多いが、評論教材には新
しいものも多い。しか難易度が高くなってしまっ
ている。

写真なども従前の教科書と
同様の印象を受ける。

精選古典Ｂ　漢文編

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。

注が多く、重要古語が抽出
されて編集されており、生
徒の自学自習に役立ち、複
数年での履修にも対応でき
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。

物語のジャンルを中心に扱っており、生徒の学習
段階に適している。特に『源氏物語』『大鏡』に
ついて複数の場面・章段が取りあげられている。

高等学校　標準古典Ａ
物語選

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。

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。

古典Ａ

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。

古典Ａ

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。

脚注・脚問の分量・内容と
も適切である。写真・図版
が豊富である。カラー図版
が多く、視覚的な学習効果
を高められる。

古典Ａ　物語選

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。

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。

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。

単元構成はジャンル別と
なっており、本校の実情に
合致している。

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。

高等学校　古典Ａ　大
鏡　源氏物語　諸家の
文章

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。

さまざまな時代やジャンルの教材をバランスよく
選定しており，生徒が自らの考えを広げたり深め
たりできるように配慮している。

わかりやすて定番の教材が多く、親しみがもてる
教材配列である。

相対的に視覚的な資料は少
ないが、逆にそれが硬質な
教科書であるイメージをも
たせている。

活字もあまり見やすくな
い。

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。

巻末などには「藤原氏系
図」「官職位階」をはじめ
とした附録が豊富に用意さ
れている。

学習の手引きは、従前同
様。

活字は見やすく写真も多
い。

現代文Ｂ

かなり読み応えのある文章が掲載されている。現
代文の読解力を定着させるためには最適な内容と
なっている。

相当のボリュームを感じさ
せる。構成も評論、小説を
中心にバランスよく配置さ
れている。

古
典
Ａ

適切な図版が用いられ、現
代の文化と古典世界とのつ
ながりを考えさせるエッセ
イなども充実している。

精選古典Ｂ　古文編

現
代
文
Ｂ

新編古典Ｂ

古文の窓というコラムが非常にわかりやすく面白
い。ただ、教材の難易度が少し低いか。

カラフルでライトなイメー
ジの紙面。

活字も見やすい。

古
典
Ｂ



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

教科名：（　　国　語　　）

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現教　科　書　名

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

科
目

17 古Ｂ

教出 308

50 古Ｂ

大修館 312

50 古Ｂ

大修館 313

104 古Ｂ

数研 314

104 古Ｂ

数研 315

117 古Ｂ

明治 316

117 古Ｂ

明治 317

183 古Ｂ

第一 322

183 古Ｂ

第一 323

183 古Ｂ

第一 324

212 古Ｂ

桐原 325

212 古Ｂ

桐原 326

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
の整理の箇所がわかりやす
い。

古典Ｂ　漢文編

古典の扉というコラムや、句法の整理などが随所
に掲載されている点が非常にわかりやすい。

写真も多く非常に見やす
い。

活字も見やすく、誌面の色
使いも見やすさに貢献して
いる。

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、コラムや句法の整
理の箇所がわかりやすい。

精選古典Ｂ古文編

内容や量も充実している。充実しているだけに、
教材も非常に多く、単位数との関係で考えると厳
しいか。

新編古典Ｂ

わかりやすく、親しみやすい教材が多い。反面、
国語総合で既に学習したような作品もあり、やさ
しすぎる印象も否めない。

写真が大変多く、断トツに
見やすい。

活字は通常の印象。

古典Ｂ　古文編

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。

精選古典Ｂ漢文編

内容や量も充実している。充実しているだけに、
教材も非常に多く、単位数との関係で考えると厳
しいか。

大変見やすい工夫が随所に
されている。漢文の窓とい
うコラムも理解を助けるの
にいい。

活字も見やすく、写真も多
用されていて見やすい。

大変見やすい工夫が随所に
されている。古文の窓とい
うコラムも理解を助けるの
にいい。

活字も見やすく、写真も多
用されていて見やすい。

古典Ｂ　漢文編

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。

カラフルな紙面である。 字が小さく見やすさに欠け
る。

高等学校　標準古典Ｂ

コラムや言語活動と名付けられた解説などが、理
解を助けてくれる。

高等学校　古典Ｂ　古
文編

古文の作品として定番のものから、これまであま
り取り上げられることのなかった作品まで、幅広
く収録されている。

古
典
Ｂ

探究古典Ｂ　漢文編

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。

分冊で、それぞれが２部構
成になっているため、２・
４年での通年使用がしやす
い。

挿絵も程よく、話の内容が
イメージしやすい。

探究古典Ｂ　古文編

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年での通年使用がしやす
い。

字も見やすく、挿絵なども
多いので、時代背景などが
わかりやすい。

精選古典Ｂ

古文・漢文ともに様々な文章が配置されており、
生徒を飽きさせない内容となっている。また、特
に古文・漢文ともに比較的長めの文章が掲載され
ているため古典力を定着させられる内容となって
いる。

構成・分量ともに十分であ
る。装丁は地味だが、古典
らしく落ち着きがあってよ
い。

必要最小限のイラスト等が
盛り込まれており、文章を
読む邪魔をしない。

高等学校　古典Ｂ　漢
文編

漢文作品として定評のある作品が多く、各単元の
おわりに作品に関連するコラムがあり、中国文化
や作品の理解を深めるのに役立つ。

注も詳細で、単元ごとに句
法がまとめられており。自
学自習に役立つ。

図版は多くないが、ポイン
トごとに適切な配置がなさ
れている。

注も充実しており、客問も
積雪であるが、重要古語の
抽出がなく、古典文法につ
いての説明は多くない。

写真や図も多く用いられ、
古典作品の読解に役立つ。



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

2 世Ａ

東書 301

7 世Ａ

実教 302

7 世Ａ

実教 303

35 世Ａ

清水 304

46 世Ａ

帝国 305

81 世Ａ

山川 306

81 世Ａ

山川 307

81 世Ａ

山川 308

183 世Ａ

第一 309

2 世Ｂ

東書 301

7 世Ｂ

実教 302

81 世Ｂ

山川 304

2 世Ｂ

東書 305

81 世Ｂ

山川 307

表記・表現

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

教科名：（　　地理歴史　　）

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。

３部６章18節で構成されい
る。各テーマが歴史の展
開・流れに沿って配列され
えている。

３部５章58節(ﾃｰﾏ学習11)
で構成されている。見開き
のページで学習内容が把握
できる配慮がなされてい
る。構成も明確に分けられ
ており、分量も適切であ
る。

基礎的な内容が重視され、平易でわかりやすく記
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。

写真・図版資料が大きく充実しているので、図版
資料を読み取り、考察する学習に適している。内
容も生徒にわかりやすいようによく精選されてい
る。

構成・分量・装丁

高校世界史Ｂ

精錬された基本的事項を中心にまとめられ、資料
や写真がとても充実している。

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容

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。

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。

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。

新選世界史Ｂ

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。

世界の歴史

新版世界史Ａ

導入に工夫がなされている。本文の記述や展開や
項目の分け方が明瞭であつ。地図･写真･コラムな
どの資料が豊富で充実しており、図説としても活
用できる。生徒の興味関心を高め、理解しやすく
する工夫がなされている。また、テーマ学習や生
徒の主体的な学習が展開できるよう配慮されてい
る。

平易な文章表現でわかりや
すい。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。

高等学校　世界史Ａ
最新版

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。

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引
きやすい。

精選された内容で重要語句
の記載も適切である。ペー
ジ毎に資料と本文の配置・
分量が工夫されている。

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。

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。

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。

３部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。

すべての見開きに適切な大
きさの写真・図版資料が配
置されている。分量も適切
である。

本文や資料の解説の表記は
適切になされており、文章
表現も比較的平易である。

世界史B

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することが出来る内容であ
る。

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。

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。

高等学校　世界史Ａ

写真、図表等の資料構成が
よく工夫されており、分量
は適切である。

図形や写真が豊富で、生徒
がイメージしやすい。

世界史Ｂ

世界史の動向や課題を、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。

３部11章で構成されてい
る。学びやすい配列・内容
となっている。分量も適切
である。

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。

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。

明解　世界史Ａ

難解な内容を理解しやすく
するために用語解説や地
図･写真･図解など資料が豊
富に提示されている。用
語･記号は統一されてお
り、記述の仕方も平易でわ
かりやすい。

世界史Ａ

全体的に偏りなくバランス良く構成されている。
近現代史の章末にコラムが表記されており、多様
な学習活動ができるよう工夫されている。基礎
的・基本的事項は太字を使って表記され、地図・
写真･図解などの資料も豊富である。

要説世界史

写真や地図が豊富に掲載さ
れいる。注釈やコラムも十
分に配置されている。フリ
ガナや太字などの工夫もさ
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。

基礎的・基本的事項は理解しやすく記述されてい
る。歴史学習の基本的技能の習得や他科目との関
連も図られている。また、日本史との関わりも記
述されており世界史理解を深める工夫がなされて
いる。

重要語句や人名は書体を変
える、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。

世界史Ａ

用語解説、コラム、年表が充実しているのでイ
メージ豊かに学習に取り組める。トピックやス
テップアップの特集ページでは多様な観点からの
学習が可能である。

ページ数も多く記載内容が
充実している。各部ごとに
日本の動きが確認できる記
載がある。

地図･写真などの資料が豊
富に掲載されている。内容
も配置もそれぞれ工夫され
ている。

詳説世界史

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。

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。

世
界
史
Ａ

世
界
史
Ｂ



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

表記・表現

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

教科名：（　　地理歴史　　）

構成・分量・装丁
科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容

2 日Ａ

東書 301

7 日Ａ

実教 302

81 日Ａ

山川 303

183 日Ａ

第一 304

7 日Ａ

実教 305

35 日Ａ

清水 306

81 日Ａ

山川 307

81 日Ｂ

山川 301

2 日Ｂ

東書 303

7 日Ｂ

実教 304

7 日Ｂ

実教 305

35 日Ｂ

清水 306

81 日Ｂ

山川 308

2 地Ａ

東書 301

35 地Ａ

清水 302

「ファイル」・「エピソード」・「同時代の人と
場所」など、多角的・多面的に歴史をとらえられ
るようにしたり、世界遺産や各地に残る歴史的景
観や遺産にもふれたりして全体を通して歴史を身
近に感じられるよう工夫されている。

詳説日本史

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
に役立っている。

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。

図版は色遣うを工夫してい
る。写真がコンパクトに提
示されている。

高等学校　日本史Ａ
人・くらし・未来

日本史Ｂ

史料や資料・図版が豊富で見やすい工夫がなされ
ている。幕末の「横浜港貿易品目構成比」など珍
しい統計資料が提示されている。

日本史Ａ　現代からの
歴史

各項目の学習の「ねらい」が明示され学習の道筋
がたてやすい。外国人の書き下ろしコラム「世界
からのまなざし」では、歴史に関する様々な理解
に気付けるように工夫されている。

２ページの見開きでテーマ
がまとめられており、扱い
やすく、分量も適切であ
る。

見出しに工夫がされ見やす
い構成になっている。本分
以外のまとめやコラムでは
用紙の配色を工夫しわかり
やすくなっている。

ＡＢ版を使用し写真や図版
が大きく見やすく工夫され
ている。

新選日本史Ｂ

本文と脚注のバランスに配
慮があり見やすい紙面に
なっている。

写真や図版・地図・資料が豊富で生徒の興味を引
く工夫がある。巻末には国内の各地域の動きや特
色を理解させる単元「地域からみた日本」が特設
されている。

テーマごとの構成が工夫さ
れていて、わかりやすく記
述されている。

行間やコラムが工夫されて
いて学習しやすい。

見開き単位の構成で、各事
項のバランスが良い構成・
配列になっている。取り上
げた地域に偏りはなく丁寧
に記述されている。

地図･グラフ・写真などが
豊富にあり地理的事象を理
解しやすい工夫がされてい
る。用語・記号は統一さ
れ、漢字のルビも適切に付
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。詳しい説明となっている。歴史を探るコー
ナーなどが設けられ、歴史学の研究方法について
も説明されている。

高校日本史Ｂ

豊富な内容が整理され、理解しやすく、単元事に
基本的事項が網羅されている。

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。

現代の日本史

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。

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。

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。

地理Ａ

基本的事項が簡明な本文で記述され理解しやす
い。図表の読み取り作業を促す設問･課題などが盛
り込まれ、地理的技能習得や課題追求が行える内
容となっている。また、略図の描図、地形図、写
真の読み取りなど、生徒の主体的活動を行う工夫
がなされいる。

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
の流れをとらえるのに適し
た整理がされている。
「ズームイン」「歴史の群
像」等発展的な学習に適し
ている。

資料や地図・図版がみやす
く理解しやすい。

落ち着いた色遣いで見やす
い表記になっている。脚注
も簡潔にまとめてある。

高等学校　現代地理Ａ
最新版

表記・表現やわかりやす
く、ルビも適切に付され、
重要語句は太字で示されて
いる。写真・地図・グラフ
なども豊富に掲載されてい
る。

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。

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。

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。

高等学校　日本史Ａ
最新版

前近代史にも配慮があり、日本史全体をバランス
よく学習できる。人々のくらしや社会が理解しや
すい題材を配置し歴史をより身近に意識できるよ
う工夫されている。

高等学校　日本史Ｂ
最新版

高校日本史Ｂ

テーマ毎、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。

史料・写真・図版・脚注が
見やすく、生徒の理解が深
まるように構成されてい
る。

文字の大きさ、行間や書体
について適切であり、文章
表現も平易でわかりやす
い。

「疑問文形式」のタイトル・見開き１００項目の
テ－マを設定し、テーマ毎に分割して、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。「女性の
社会史」は他社でき扱っていない特筆すべきコー
ナーである。

注記や図版も豊富で、文章
表現も適切である。

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。

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。

表記は簡潔で、抵抗感なく
本文に入ることができる。

分量は適切である。「歴史
の説明」など生徒の興味を
引く構成となっている。

基礎・基本事項を丁寧にわかりやすく説明してい
る。また、歴史的な思考力・判断力を高められる
ような資料を提示し、生徒の学習意欲を高める工
夫がなされている。

難読・難解語にルビがふっ
てあり、丁寧である。

高校日本史Ａ

日
本
史
Ｂ

日本史Ａ

新日本史Ａ

文字の大きさも適切であ
る。表現も分かりやすい文
章となっている。

史料がとても豊富であり、
別冊の図版などがなくても
十分なほど網羅されてい
る。

地
理
Ａ

日
本
史
Ａ



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

表記・表現

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

教科名：（　　地理歴史　　）

構成・分量・装丁
科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容

46 地Ａ

帝国 303

130 地Ａ

二宮 304

183 地Ａ

第一 305

46 地Ａ

帝国 306

2 地図

東書 301

46 地図

帝国 302

46 地図

帝国 303

130 地図

二宮 304

130 地図

二宮 305

130 地図

二宮 306

46 地図

帝国 307

130 地図

二宮 308

高等学校　地理Ａ
世界に目を向け，地域
を学ぶ

版型が大きく、地図の配置
も見やすくなり、一般図も
主題図も豊富に掲載されて
いる。

地図上の文字が適切な色合
いとなっており、目立ちす
ぎず、かつ見やすい表記と
なっている。

新編　地理Ａ
―ひろがる世界とつな
がる地域―

観光など生徒が興味を持ちやすいテーマを導入
し、写真資料も豊富である。様々な話題に加え、
用語や本文の解説がしっかりおこなわれている。
また各章ごとに作業学習や発展学習も用意され学
習を深めることができる内容になっている。

図版が多く、配置・構成が
工夫されている。内容が精
選してありそれぞれの分量
が適切である。

見出しの表記がわかりやす
く、生徒が学習内容を把握
しやすい。表現も適切であ
る。

全体を通じて、写真やデータを反映した図版が豊
富に掲載されている。大地形や気候帯など地理学
習に必要な項目がバランス良く取りあげられ、系
統地理的な学習展開がしやすい。また、作業を通
じた学習の工夫もされている。

基本的に単元ごとに見開き
構成され計画的に学習し約
い構成となっている。コラ
ムや図版など補足資料が豊
富である。

配色や文字サイズに工夫が
みられる。部分的に拡大さ
れた地図があり見やすい。

高等地図帳

一般図が豊富な地図帳である。広範囲に見渡せる
地図から拡大図まで多様なスケール地図が網羅さ
れている。世界の一般図のほか日本の一般図も充
実しており、大都市圏の拡大図なども掲載されて
いる。

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。

一つの単元に見開きで、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。

新コンパクト地図帳

コンパクトで持ち運びにはとても便利である。小
さいが情報量は他の地図帳にも負けないくらいで
ある。「世界の国々の基本データ」は生徒の関心
を引き付けるアイテムとなっている。

地図・資料・統計資料の分
量は適切である。

Ａ４版で、広範囲の地理情報が見やすく学習しや
すい。写真や国旗なども掲載し、生徒の興味をひ
く主題図も用意されているなど、工夫が見られ
る。

現代地図帳

基本地図と主題地図ともに必要な情報が十分に表
現されている。主題図の合間にも写真を掲載する
など、生徒の理解を助ける内容となっている。

標準高等地図
―地図でよむ現代社会
―

学習で必要な一般図、資料図、都市図、統計など
を適切に掲載している。特に公民科の学習で必要
な地図・グラフ・写真・統計などが充実してい
る。

Ａ４版、大きく見やすい地
図で構成されでいる。地名
などの文字も読みやすく
なっている。また、世界地
図、日本地図、資料図、統
計などバランス良く配置さ
れている。

地図表現、配色、デザイ
ン、文字表記など工夫され
ていて見やすい。また、公
民科の資料が分かるよう工
夫もされている。

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。

平易でわかりやすい記述と
なっている。重要事項は｢
ゴシック｣で示されていて
わかりやすい。図版や写真
などの資料に色の工夫もさ
れている。

新詳高等地図

インデックスを設け使いや
すく工夫されている。資料
図に解説や考察が設けてあ
り、学習内容を深めやす
い。

等高段彩表現が適切な配色
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、地球上の位置が把
握しやすい。世界遺産が種
類別に表記されている。

基本図や地域の拡大図が充実し、その他の主題図
も適切に掲載されている。地球的諸課題の理解を
深めるための主題図も充実している。学習に必要
な図が適切に用意され、現代社会の動きが理解し
やすい。

新高等地図

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。

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。

高校生の地理Ａ

一般図を充実させ、さらに
主題図や資料を適切に用意
している。

配色やデザインが工夫さ
れ、すっきりとした地図に
なり、地名や国名。都市
名・国境などが把握しやす
い。巻末に事項別の索引が
用意されており、使いやす
い。

基本地図帳

Ｂ５版で構成されている。
一般図、主題図、統計資料
など豊富である。また、主
題学習にも対応しやすい工
夫がされている。

地図表現、配色、デザイ
ン、文字表記など工夫され
ていて見やすい。

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。

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

写真やグラフの配置が適切
で見やすい。構成に工夫が
認め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。

見やすい図版の表記になっ
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。

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。

地歴高等地図―現代世
界とその歴史的背景―

地
理
Ａ

地
図



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

2 現社

東書 301

7 現社

実教 302

7 現社

実教 303

17 現社

教出 304

35 現社

清水 305

35 現社

清水 306

46 現社

帝国 307

81 現社

山川 308

104 現社

数研 309

104 現社

数研 310

183 現社

第一 311

183 現社

第一 312

2 倫理

実教 301

35 倫理

清水 302

104 倫理

数研 304

倫
理

高等学校　現代社会

現
代
社
会

高校現代社会

最新現代社会

高等学校　現代社会

現代社会

現代社会

内容が豊富で詳しいため大学受験にも対応できる
ようになっている。必要な図表がしっかり用意さ
れていてよくまとめられている。

配置・構成が全体的に簡潔
でよくまとめられている。
それぞれの分量は適切であ
る。

本文中の重要語句が太字で
みやすく、表現は適切であ
る。

文字の大きさや行間、書体
等が適切で全体的にわかり
やすい表現で生徒に理解さ
れやすい。

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。

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。

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

教科名：（　　公　民　　）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

基礎的内容から発展的内容まで詳しく記載してあ
り、大学受験にも備えられる内容になっている。
図解説明。グラフも必要なものがしっかり用意さ
れていて生徒に把握しやすい内容になっている。

全体的に統一されてまとめ
られた配置・構成になって
いる。各項目の分量は適切
である。

本文の文字の表記は適切で
ある。文章表現も適切にな
されている。

全体的に見やすい表記に
なっている。それぞれの文
章表現も適切である。

教科書全体を通して社会情勢の変化に対応した記
述・写真などを積極的に取り入れている。また環
境・政治・経済・国際関係などの内容に重点を置
き、現代社会の諸問題を深く掘り下げ、詳しく丁
寧に記述している。

説の最初に｢ポイント｣があ
るので、指導上・学習上の
着眼点を明確にし課題を
持って学習に取り組むこと
ができる。

わかりやすい図表、考えさ
せる写真や時事的な写真、
利用価値の高い資料を豊富
に掲載し本文の理解が深ま
るよう配慮されている。

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。注釈も詳しく充実してい
る。

学習内容の分量が生徒の学
力に適している。基本的事
項をおさえており、高校で
の学習の入門書として適し
ている。

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になってい
る。テーマごとによくまとめられているので生徒
が学習内容を把握しやすい。

見開きごとにまとまった配
置・構成がなされている。
それぞれの項目の分量は適
切である。

高等学校　新現代社会

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
で構成されている。体系的
に学習できるよう工夫され
ている。

見開き２ページで１テーマ
がまとめられていてわかり
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
富に掲載されおり理解しや
すい。

最新　現代社会

基礎・基本的な事項が、特定の分野に偏ることな
く扱われており充実している。生徒の身近な話題
や資料・図版などが多く、生徒が学習内容を根本
から理解でるよう工夫されている。

見開き２ページで１テーマ
がまとめられており、理解
しやすい構成になっており
各項目とも適量である。

高等学校　新現代社会

現代社会の基礎・基本的な事項・現状や課題をわ
かりやすく理解できるよう記述されている。ま
た、多面的な視点で社会問題を捉える、実用的技
能を身につけるなどの工夫もなされている。

１単元１見開きで構成され
ており、まとまりがよく分
量的にも適切である。資
料・写真・構成図などもバ
ランス良く配置されてい
る。

文章表現も平易で、見やす
く読みやすい工夫をして
る。

高等学校　新現代社会
最新版

高等学校　現代社会
最新版

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。図
版・史料・写真・概念図なども生徒の理解を助け
るような工夫がなされている。また、課題探求学
習が章末などに展開され、生徒の主体的な学習活
動への工夫もされている。

見開き２ページ１テーマで
展開され、｢目標｣が短文で
簡潔に示されている構成で
ある。見やすく、分量的に
も適切である。

表記・表現はわかりやすく
適切に表記されている。写
真やグラフ・概念図・年表
など豊富である。

Ｂ５版で、本文・側注は、
活字の大きさ行間ともに読
みやすい。また、写真や図
表が大きく掲載されてい
る。

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、
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。

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。

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。

平易でわかりやすく記述さ
れている。図表・写真・資
料などの図版資料が豊富で
ある。

倫理

思想史年表は独自のもので扱いやすく、わかりや
すく工夫されている。資料が豊富で読みやすい構
成となっている。

分量は適当である。史料も
見やすく提示されている。

平易な表記で親しみやす
い。用語が簡潔に表現され
ている。

高校倫理

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。

表紙の装丁が倫理の世界を
端的に表している。

高等学校　新倫理　最
新版

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。

生徒が興味を持てるような
題材となっている。抽象的
な内容を図版で等でわかり
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。



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調査研究報告書　（新学習指導要領用）

教科名：（　　公　民　　）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

2 倫理

東書 306

183 政経

第一 301

7 政経

実教 303

7 政経

実教 304

35 政経

清水 305

35 政経

清水 306

81 政経

山川 307

104 政経

数研 308

詳説　政治・経済

政治・経済

基礎・基本事項を丁寧にわかりやすく解説してい
る。現実の課題に真摯に向き合った構成と内容に
なっている。

構成・分量ともに適切であ
る。

写真や図などの資料が多
く、理解しやすい工夫がな
されている。

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。

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。

詳細な内容がやさしい表現で構成されている。構
成が論理的で、内容を押さえたものになってい
る。最近の話題については厚く記述がなされてい
る。

分量は適当である。史料も
見やすく提示されている。
取扱いやすい構成である。

簡潔な表記で、難解な語句
も意味がわかりやすく提示
されている。抵抗感なく興
味が持てる記述になってい
る。

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。

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。

分かりやすく優しい表記と
なっていて、違和感なく学
習に入ることが可能であ
る。

高等学校　現代政治・
経済　最新版

写真は少なめになっている。図版や資料は多め
で、見やすい工夫がされている。巻末の「政治の
あゆみ」は記事が濃縮されている。

分量は適切である。社会の
話題については巻末にまと
めのページが設定されてい
て見やすい。

高等学校　政治・経済

最新政治・経済

高等学校 新政治・経済
最新版

高校政治・経済

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
点的にとらえられている。用語が豊富である。史
料は詳しいものがある。

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。

倫理

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。

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。

倫
理

政
治
経
済

学習指導要領の内容に沿って、基本的な事項が系
統的に配列されている。現代の課題についても
様々なテーマを扱っている。独立したコラムとし
て名著の引用があり、生徒が名著に触れる機会を
提供できる。

用語の説明が詳しい。ま
た、図表が見やすくレイア
ウトされている。

用語の説明文が丁寧な表現
となっている。

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。



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

2 数Ⅰ

東書 301

2 数Ⅰ

東書 302

2 数Ⅰ

東書 303

7 数Ⅰ

実教 305

7 数Ⅰ

実教 306

61 数Ⅰ

啓林館 308

61 数Ⅰ

啓林館 309

104 数Ⅰ

数研 310

104 数Ⅰ

数研 311

104 数Ⅰ

数研 312

104 数Ⅰ

数研 313

104 数Ⅰ

数研 314

183 数Ⅰ

第一 315

2 数Ⅱ

東書 301

2 数Ⅱ

東書 302

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

新編　数学Ⅰ

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。

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。

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。

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、解答の仕方がわかりやすい記述
である。研究の問題も丁寧な解説がなされてい
る。

分量配分は適切である。

問題量・構成ともに適切で
ある。

最新　数学Ⅰ

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。

数学Ⅰ

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・発展の内容も充実してい
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・配色に配慮
している。数学Ⅰ

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。

数学Ⅱ

例・問、例題、参考問題、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い
る。

数学Ⅰ

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。

図やイラストが豊富。色も
多く使われており見やす
い。

教科名：（　　数　学　　）

多色づかいではあるが、全
体を通して見やすい色調で
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。高等学校　数学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。

理解しやすい文章表現であ
り丁寧にまとめられてい
る。

単元のはじめには写真や図
をうまく使い、具体的に内
容を説明している。例題・
問題量・内容ともに適当で
ある。

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。

新編数学Ⅰ

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、多岐にわたり新鮮である。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。

構成は理解しやすく工夫さ
れており、分量も適切であ
る。

理解しやすい文章表現であ
る。

新編数学Ⅱ

ポイントとなる箇所に色や
写真を使っているので、よ
りわかりやすく表記・表現
されている。

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。

高校数学Ⅰ

中学校の復習を入れ、導入を取り組みやすく工夫
されている。問題は生活に即した内容を取り上
げ、理解しやすいように各単元編集されている。
イラストや写真を多様化し、説明もわかりやすく
編集されている。

構成・分量ともに適切であ
る。

裏表紙のまとめは良いが、
糊付けがきつい。単位円と
分度器の表示はアイデアに
富んでいる。

控えめな図説で、考える余
白をもたせている。

新編　数学Ⅰ

復習的な内容からの導入になっているので、基本
的な内容がわかりやすい。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・分量が適切である。

定義を正確に記載し、アポロニウスの円も本文に
ある。標準内容まで幅広い。指数の0乗、－１乗の
説明は定義の過程を大切に扱っている。関数の増
減では例を絞り、類推する場面を設定している。

章の提起問題は難しい。説
末問題で復習できる。章末
問題はやや難度があがる。
例題の解説にさらに注意書
きがある。

問題の構成・分量ともに適
切である。

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。
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。例・例題、問の
種類が充実している。

新版数学Ⅰ

不等式の性質の説明において簡単な数で考えてか
ら文字でまとめている。直線の傾きとタンジェン
トの関係も入っている。集合と論証では、「少な
くとも一方」も例として扱っている。

見開きか、１ページで一つ
の話題を完結してある。例
練習・応用の例題練習と学
習進度で扱い分けができ
る。

中学校を含め、今までに習った内容の復習も記載
されており確認しやすい。練習問題が多く復習し
やすい。新　高校の数学Ⅰ

数
学
Ⅰ

図やグラフなどの色使いが
よくわかりやすい。解法の
ポイントがわかりやすく表
現されている。

高等学校　数学Ⅰ

3タイプの例題を扱い、内容も充実している。チャ
レンジ例題では発展的な内容も指導できるように
工夫されている。節末問題、章末問題A、Bででき
ている。

節末問題、章末問題の内容
が充実している。また、構
成配分も適切である。

数
学
Ⅱ



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調査研究報告書　（新学習指導要領用）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

教科名：（　　数　学　　）

2 数Ⅱ

東書 303

7 数Ⅱ

実教 304

7 数Ⅱ

実教 305

7 数Ⅱ

実教 306

104 数Ⅱ

数研 310

104 数Ⅱ

数研 313

183 数Ⅱ

第一 315

61 数Ⅱ

啓林館 316

2 数Ⅲ

東書 301

2 数Ⅲ

東書 302

61 数Ⅲ

啓林館 307

104 数Ⅲ

数研 308

104 数Ⅲ

数研 309

183 数Ⅲ

第一 312

183 数Ⅲ

第一 313

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
量が少なく簡潔にまとまっ
ている。高校数学Ⅱ

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。

新編　数学Ⅱ

基礎的な内容から発展的な内容まで理解しやすい
ように編集されている。

高等学校　数学Ⅲ

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。

構成は理解しやすく工夫さ
れており、分量も適切であ
る。

わかりやすい文章でまとめ
られている。

解答が分かりやすく、簡潔である。色使いもシン
プルで要点が分かりやすくできている。そのた
め、公式などの重要性が表現できている。

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。

例題の内容および練習問題
の分量ともに適切である。

わかりやすい文章表現であ
り理解しやすい。

高等学校　数学Ⅱ

新編　数学Ⅲ

本文の説明や例題なども丁寧でわかりやい。ま
た、練習問題の内容および分量も適切である。

数学Ⅲ

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・発展の内容も充実してい
る。

構成・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。

高等学校　新編数学Ⅱ

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。

色の配色は色数を抑え、色
の濃淡で表現されている。

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。

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。

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。分量も適切でよい。

新数学Ⅱ

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。

表現が簡潔であり、わかり
やすい。教員の工夫がしや
すい。

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。

数学Ⅱ

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。解説も丁寧で理解しやす
い。

分量・配分は適切である。

3タイプの例題を扱い、内容も充実している。チャ
レンジ例題では発展的な内容も指導できるように
工夫されている。節末問題、章末問題Ａ、Ｂでで
きている。

色彩が多すぎず、ページ全
体として見やすい。

高等学校　数学Ⅲ

見やすい構成であり、理解
しやすい。

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。

新版数学Ⅱ

基礎から標準内容まで記載してある。図表も多
く、理解しやすい。

構成・問題量ともに適切で
ある。

図説、数式中の重要な文字
に色をつけて表示して工夫
がなされている。

新編数学Ⅲ

丁寧かつ簡潔にまとめられ
ている。

新　高校の数学Ⅱ

動機づけをはかるため、各項目のはじめに簡単な
導入問題を設けるなどし、目標などについてもわ
かるようになっている。また基本概念の理解がし
やすいように、随時練習問題を設定してある。

数学Ⅲ

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。

全ページ多色刷りとなって
いる。また、図やイラスト
が多く用いてある。しか
し、字がやや小さい。

構成・分量ともに適切であ
る。

分量・配分は適切である。

節末問題、章末問題の内容
が充実している。また、構
成配分も適切である。

数
学
Ⅱ

高等学校　新編数学Ⅲ

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指導しやすいよ
う工夫されている。

数
学
Ⅲ
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教科書
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　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

教科名：（　　数　学　　）

2 数Ａ

東書 301

2 数Ａ

東書 302

2 数Ａ

東書 303

7 数Ａ

実教 305

7 数Ａ

実教 306

61 数Ａ

啓林館 308

61 数Ａ

啓林館 309

104 数Ａ

数研 310

104 数Ａ

数研 311

104 数Ａ

数研 312

104 数Ａ

数研 313

104 数Ａ

数研 314

183 数Ａ

第一 316

2 数Ｂ

東書 301

2 数Ｂ

東書 302

構成・分量ともに適切であ
る。

見開きで見やすい構成、紙
面である。

構成・問題量ともに適切で
ある。

高等学校　新編数学Ａ

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。

問題の構成・分量とも適切
である。

各文章表現が適切であり、
図等が効果的に使われてい
る。高校数学Ａ

本文の説明が理解しやすい。また、挿入されてい
る図等がカラー化されており、見やすい工夫が随
所でなされている。

高等学校　数学Ａ

新編数学Ｂ

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。

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Ａ

数学Ａ　

新しい学習内容や、例題の開設部分が丁寧に細か
く記載してあり、基礎学力の定着や、理解に役立
つ。また、コラム欄にはさら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、考えの幅を広げて
いる。

数学Ｂ

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。

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い。

最新　数学Ａ

基礎・基本の内容について、説明が丁寧で理解し
やすい。

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。

新編　数学Ａ

表現が簡潔であり、図や写
真が適切に配置されてい
る。

数学Ａ

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。

復習的な内容からの導入になっているので、基本
的な内容がわかりやすい。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・分量が適切である。

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。

節末問題、章末問題の内容
が充実している。また、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。

色の配色は色数を抑え、色
の濃淡で表現されている。

表現が簡潔であり、豊富な
図と写真が適切に配置され
ている。新編数学Ａ

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。また、問題場面を想像させる図
が必要に応じて配置してあり、問題場面が視覚的
に分かるような工夫がされている。

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。

構成・分量が適切である。

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。

構成・分量が適切である。

図や写真が豊富でイメージ
がつかみやすい。

ポイントとなる箇所に色や
写真を使っているので、よ
りわかりやすく表記・表現
されている。

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。

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。

新編　数学Ａ

新　高校の数学Ａ

章扉の問題提起で実社会とのつながりを示唆して
いる。項目毎に簡単な導入問題を準備し、内容に
興味を持たせるように工夫されている。基礎基本
を扱っている。

構成・分量が適切である。

問題量・構成ともに適切で
ある。

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。また、必要に応じて図等が配置
してあり、視覚的にわかるような工夫がされてい
る。

新数学Ａ

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。

挿絵と図を使い、わかりや
すく適切な表現で示されて
いる。

難解な問題には、詳しい図
表を用意している。説明や
式も図表に丁寧に書き込ん
である。

わかりやすい文章表現でま
とめられている。

新版数学Ａ

基本的な定義から、幅広い高度な内容まで取り
扱っている。題材が豊富である。大学入学試験に
対応できる。

題材の導入は基本的な問
題、例・例題は標準にと配
置されている。

数
学
Ａ

数
学
Ｂ



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調査研究報告書　（新学習指導要領用）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

教科名：（　　数　学　　）

7 数Ｂ

実教 305

61 数Ｂ

啓林館 308

104 数Ｂ

数研 309

104 数Ｂ

数研 310

104 数Ｂ

数研 313

183 数Ｂ

第一 315

高等学校　数学Ｂ

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。

新　高校の数学Ｂ

動機づけをはかるため、各項目のはじめに簡単な
導入問題を設けるなどし、目標などについてもわ
かるようになっている。また基本概念の理解がし
やすいように、随時練習問題を設定してある。

Ｂ５版112ページ。構成・
分量ともに適切である。

高等学校　新編数学Ｂ

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。

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
わかりやすい。

全ページ多色刷りとなって
いる。また、図やイラスト
が多く用いてある。しか
し、字がやや小さく、数学
が苦手な生徒には入り込め
ない印象もある。

新編　数学Ｂ

基礎から標準まで記載してある。説明も丁寧であ
る。

高校数学Ｂ

基礎・基本が確実に理解できるように、基本な例
題や問が充実しており、補充資料も用意してあ
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。

図や写真が豊富でイメージ
がつかみやすい。

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。

問題の量、構成ともに理解
しやすくまとめられてい
る。

色が効果的に使われてお
り、見やすい。

数学Ｂ

問題の種類・タイプがともに充実していて、研究
と発展でさらにハイレベルな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。

Ｂ５版127ページ。構成も
分量も適当である。

数
学
Ｂ



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

2 科人

東書 305

7 科人

実教 301

61 科人

啓林館 302

104 科人

数研 303

183 科人

第一 304

2 物基

東書 301

2 物基

東書 302

7 物基

実教 303

7 物基

実教 304

61 物基

啓林館 305

61 物基

啓林館 306

104 物基

数研 307

104 物基

数研 308

183 物基

第一 309

183 物基

第一 310

物
理
基
礎

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。

平易ながら的確な表現がさ
れている。

表記・表現

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁

科学と人間生活

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。

科学と人間生活

物理・化学・生物・地学のすべての領域にわた
り、平易な文章ながら的確な文章で表現されてい
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
成であるため理解が深まり
やすい。

豊富な図表とイラストが的
確に配置された構成が理解
の一助となっている

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。

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。参考・発展・コラムも
豊富である。

図や写真が文章の補助とし
て効果的に記載されてい
る。

高等学校　科学と人間
生活

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。

科学と人間生活
くらしの中のサイエン
ス

科学的な見方や考え方が興味・関心をもって学習
できるような内容になっている。巻末に各分野別
の年表があり、より理解が深められる。

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。

物理学の歴史的話題や現在
の応用例などが豊富に盛り
込まれ、楽しみながら学習
が進められるように工夫さ
れている。

カラーの図表が使用され、
視覚的に理解しやすい。問
題の解説があり理解を助け
ている。

物理基礎

公式が丁寧に導かれており、どのような生徒にも
理解しやすい内容になっている。Ｍｙラボが、身
近な物理現象を考えさせるのによいコーナーに
なっている。

新編物理基礎

身のまわり物理的現象を総合的にとらえられるよ
うに内容を精選している。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
表現もわかりやすい。

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」が効果的に記述さ
れ、「物理」の学習に無理
なくつながる。図版の色の
使い方がよく、理解を助け
ている。

物理基礎

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。各章のまとめがあるのが生
徒の理解を助けている。解答集が詳しく、内容の
理解の助けになる。

高校物理基礎

内容がわかりやすく、図も表も見やすい。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、文章が記述
されている。 図および内容が充実しており、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。
また、難しい内容も書かれており、学習意欲の高
い生徒には勉強になる。

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。

説明が丁寧で、説明の中に
わかりやすい例なども書か
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・関心をひく編集に
なっている。

精選された演習問題が適宜
配置され、原理や法則の理
解が深められるよう工夫さ
れている。

図や表の配置が適切でわか
りやすい。

物理基礎

基本を押さえたわかりやすい記述がなされ、原理
や法則の理解が容易である。

新編  物理基礎

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、わかり
やすい説明がなされてい
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。

言葉の英語表記が、理解の
助けになっている。

物理基礎

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。

図や写真がの配置が適切で
表現もわかりやすい。

新編　物理基礎

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。

高等学校　物理基礎

内容が具体的で、文章がわかりやすい。身近な事
柄が多く取り上げられ、探求にも工夫がなされて
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、探求に工夫がなさ
れている。

語句が平易でわかりやす
い。カラーの図が多く使わ
れ、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。高等学校　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。

教科名：（　　理　科　　）

科学と人間生活

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。身近な物質の例や写真が数多く
載っており、実生活の中に科学に関わるものがあ
ふれているのを感じることができる。

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。表記も重要
な言葉は太字で書かれてい
たり、文章の表現も理解し
やすい。

科
学
と
人
間
生
活



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

表記・表現

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁

教科名：（　　理　科　　）

2 物理

東書 301

7 物理

実教 302

61 物理

啓林館 303

104 物理

数研 304

183 物理

第一 305

104 物理

数研 306

104 物理

数研 307

2 化基

東書 301

2 化基

東書 302

7 化基

実教 303

7 化基

実教 304

7 化基

実教 305

61 化基

啓林館 306

61 化基

啓林館 307

104 化基

数研 308

104 化基

数研 309

化
学
基
礎

物
理

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。

本文の内容は精選されており、まとまっていて学
習しやすい。

構成・分量ともに適切であ
る。

簡潔に表現されており、わ
かりやすい。

構成・分量ともに適切であ
る。

簡潔に表現されており、わ
かりやすい。

図版資料が豊富で、わかり
やすい説明がなされてい
る。新編　化学基礎

化学基礎

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。

構成・分量ともに適切であ
る。

簡潔に表現されており、わ
かりやすい。

高等学校　化学基礎

化学基礎

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、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。

内容が系統的に配列され、
分量も適当である。例題が
多く理解しやすい構成であ
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。

語句が平易でわかりやす
い。また、重要な語句には
英語が併記され理解を助け
ている。

物理

基本的内容や典型的な問題について詳しく解説が
されていて、生徒にとっ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。

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。

物理

用語の解説がわかりやすく、生徒の関心が得られ
やすい。図版での色の使い方が適切で理解の助け
になっている。

各内容の分量とその配列が
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。

写真や挿絵などが豊富に配
置されている。

構成・分量ともに適当であ
る。

平易かつ簡潔な表現でわか
りやすく表記してある。

適切である。 適切である。

物理

解説が詳しくわかりやすい内容である。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。

適切である。 適切である。

高等学校　物理

物理法則や現象の解説が簡潔でわかりやすい。例
題の解説も考え方の基本から丁寧に説明されてい
てわかりやすい。予習・復習が無理なく行えるよ
うに工夫されている。

構成・分量ともに適切であ
る。学習の重点が明確にな
るように構成されている。

総合物理１　力と運
動・熱

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。

総合物理２　波・電気
と磁気・原子

波動・電磁気の系統的な学習ができるので、適切
である。

力学の系統的な学習ができるので、適切である。

化学基礎

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。

基礎学力の定着に必要な内容を精選して記載して
あり、まとまっていて学習しやすい。解説も丁寧
である。

平易な表現でわかりやすく
表現されている。

基礎学力の定着に必要な内容が豊富に記載されて
いる。解説も丁寧で理解しやすく本校の生徒に
とって指導しやすい教科書である

構成・分量ともに適切であ
る。

化学基礎

新編化学基礎

構成は適切である。分量は
他社に比べ多めである。巻
末に発展があり学習しやす
い。

本文の内容は精選されている。参考項目や発展項
目も充実しており「化学」の範囲も予習しやす
い。

全体的に、ページの文字数が少なめで、とても見
やすい。　図式、模式図にも工夫がされている。
発展の部分をもう少し多めでもよい。

内容が系統的に配列され、
分量も適切である。

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。

わかりやすい説明がなされ
ている。

表紙がわずかであるが、持
ちやすく滑りにくい粗目に
なっていてよい。

とてもバランスよく表現さ
れている。キーワードに英
文字のルビがふってありよ
い。

新版化学基礎

高校化学基礎

説明が簡潔で明解であり、扱っている例題が生徒
にわかりやすい。物質の特徴や性質などわかりや
すくまとめられている。



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

表記・表現

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁

教科名：（　　理　科　　）

104 化基

数研 310

183 化基

第一 311

183 化基

第一 312

2 化学

東書 301

2 化学

東書 302

7 化学

実教 303

7 化学

実教 304

61 化学

啓林館 305

104 化学

数研 306

183 化学

第一 307

2 生基

東書 301

2 生基

東書 302

7 生基

実教 303

7 生基

実教 310

61 生基

啓林館 304

61 生基

啓林館 305

化
学
基
礎

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。

化
学

図や写真の配置が分かりや
すく構成されていて、生徒
に印象が残りやすく工夫さ
れている。

写真・図版資料が豊富で視
覚的に捉えられるように
なっている。

生物基礎

学習指導要領の目標に沿い、必要なものが適切に
取り上げられている。生活や経験及び関心に対す
る配慮がある。

各内容の分量とその配分は
適切である。

図が実物をイメージしやす
いものが用いられており、
生徒が理解しやすい。

新編  生物基礎

高校生物基礎

説明が簡潔で明解であり、扱っている例題が生徒
にわかりやすい。生物の変遷や時代の流れなどわ
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。

わかりやすい説明がなされ
ている。

生物基礎

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。

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。重要単語に必ずルビが
ふられている。

新編生物基礎

高度な内容まで懇切丁寧に書かれているととも
に、基本的な内容については平易に書かれてい
る。また説明が丁寧である。

生徒の興味を引き出すよう
な工夫がされている。

適切でわかりやすい文章表
現である。

化学

必要な内容を精選して編集してある。実験や参考
も豊富である。

構成・分量ともに適切であ
る。

平易な表現でわかりやすく
表現されている。

新版化学

基礎学力の定着に必要な内容を精選して記載して
あり、まとまっていて学習しやすい。解説も丁寧
である。

構成・分量ともに適切であ
る。

平易な表現でわかりやすく
表現されている。

化学

必要な内容を精選して編集してある。探求も豊富
である。扱っている問題の難易度も高い、また、
問題の解説も詳しい。

PLUSやPremiumPLUSでの補
足説明や発展的内容も豊富
である。各内容の分量は適
切であり、配列もわかりや
すい。

文字・図版の割り付けが適
切である。

高等学校　化学

資料のカラーページが充実しており、実験の説明
なども生徒が考え易い内容である。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。

化学

必要な内容を精選して編集してある。実験や参考
も豊富である。

構成・分量ともに適切であ
る。

探究活動において実験レポ
－トのまとめ方が記されて
おり、わかりやすい。

化学

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。

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。

新編化学

基礎学力の定着に必要な内容を精選して記載して
あり、まとまっていて学習しやすい。解説も丁寧
である。

構成･分量ともに適切であ
る。

平易な表現でわかりやすく
表現されている。

新編　化学基礎

基本的事項が平易な表現で丁寧に説明されてお
り、身近な現象が多数掲載され生徒の関心を得や
すい内容になっている。

構成・分量ともに適切であ
る。

簡潔に表現されており、わ
かりやすい。

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。高等学校　新化学基礎

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。

表現が簡潔でわかりやす
く、図や写真が適切に記載
されている。

適切でわかりやすい文章表
現である。

高等学校　化学基礎

必要な内容を精選して記載してあり、まとまって
いて学習しやすい。発展項目、探求活動項目、参
考項目も充実しており、より理解を深めやすい。

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。

生
物
基
礎

生物基礎

基礎的な内容を重視しながらも、発展的な内容も
十分に網羅されている。バランスがよい。

各内容の分量は適切であ
り、配列もわかりやすい。

図や表が適切でわかりやす
い。



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

表記・表現

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁

教科名：（　　理　科　　）

104 生基

数研 306

104 生基

数研 307

183 生基

第一 308

183 生基

第一 309

2 生物

東書 301

61 生物

啓林館 302

104 生物

数研 303

183 生物

第一 304

2 地基

東書 301

7 地基

実教 302

61 地基

啓林館 303

104 地基

数研 304

183 地基

第一 305

61 地学

啓林館 301

104 地学

数研 302

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。生物基礎

地
学
基
礎

高等学校　新生物基礎

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。

図や写真の量は、適切であ
り、身見やすい場所にあ
り、理解を助けている。

各内容の分量は豊富であ
る。また、図表が豊富であ
り、理解しやすいつくりで
ある。

高等学校　生物基礎

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。

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。

新編　生物基礎

基礎基本に沿いつつ、発展的な内容まで盛り込ん
でいる。またわかりやすい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。

各内容の分量とその配分は
適切である。

興味を引く事柄が効果的に
示されている。

地学基礎

生物

生物や生命現象の基本的な概念や原理・法則につ
いて、詳しい解説と適切な図表の配置で、高い学
習効果が得られるよう工夫されている。

理解しやすい構成になって
おり、分量も充分である。
また、装丁も良い。

生物

見開き構成に加え、本文に
関する図や写真が同じペー
ジに配置されている。分
量・装丁ともに問題なし。

分量は豊富である。構成も
わかりやすく、発展的内容
が充実している。

興味をひく事柄が効果的に
示されている。

文字の大きさ、表現が適切
であり、重要な語句がわか
りやすい。図や写真と合わ
せて理解を深めやすい。

実験例が詳しく、生徒がイ
メージしやすいつくりで、
理解につながりやすい。高等学校　生物

豊富な内容が細かく網羅されており、説明も詳し
く理解しやすく記述されている。

生
物

図や写真が大きく、環境や社会問題と関連した内
容が多数掲載されているため、生徒の関心を得や
すい内容になっている。

系統別に内容がまとめられ
ており、学習内容が把握し
やすい配列になっている。

生物

高度な内容や新しい内容をわかりやすく丁寧に解
説しながら、生物学全般を体系的に学べる内容と
なっている。

図や表が適切に使用されて
おり、わかりやすい。

内容の配列が適切で「発展」も十分記載されてお
り、良くまとまっている。

分量と構成も適切である。 写真や図が豊富で見やすい
配色が良い。

地学基礎

丁寧な記述と工夫した図
版、豊富な写真を用いてい
る。

地学基礎

基本的な事項がわかりやすくまとめられ、図や写
真が適切に配置され、理解しやすい。

多彩な内容で構成され適切
でバランス良く配置されて
いる。

写真・イラストや図が豊富
で見やすい。

視覚的な資料も多く、わか
りやすく、適切な表現であ
る。

地学

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。

学習の展開が理解しやすい
構成になっている。

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。

地学基礎

説明が簡潔で明解であり、扱っている例題が生徒
にわかりやすい。生物の変遷や時代の流れなどわ
かりやすくまとめられている。

１ページが２段構成となっ
ていて、少し見づらいが、
上部に文字、下部に図と
なっている配置はよい。

わかりやすい説明がなされ
ている。

各内容の分量は豊富であ
る。また、図表が豊富であ
り、理解しやすいつくりで
ある。

地学

個々の内容について、写真も多く掲載され、具体
的に説明されているので、わかりやすい内容に
なっている。

内容が各小項目ごとに分け
てあり、構成も適切であ
る。

平易な記述となっており、
図や写真も適切に記載され
ている。

地
学

各単元ごとの内容は豊富であり、発展的な内容も
充実しているが、扱っている問題の難易度も高
い。

高等学校　地学基礎

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。

分量も適切であり、編ごと
のつながりがわかりやすい
構成である。

生
物
基
礎



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

50 保体

大修館 301

50 保体

大修館 302

183 保体

第一 303

高等学校　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もって授
業に取り組める。

現代高等保健体育

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
が丁寧にわ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
心をひきやすい。

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。

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容

保
健
体
育

教科名：（　保健体育　）

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。

構成・分量・装丁 表記・表現

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。

最新高等保健体育

基礎・基本に厳選された内容が丁寧に説明されて
おり、基礎的な事項もわかりやすく生徒に課題意
識をもたせやすい。構成内容内容がバランスよく
配置されている。１単元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。

１単元が２ページの見開き
で構成されておりわかりや
すい。また、学習範囲が明
確に把握できる。

ポイントがわかるように協
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。



発行者
の番号
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17 音Ⅰ

教出 301

17 音Ⅰ

教出 302

27 音Ⅰ

教芸 303

27 音Ⅰ

教芸 304

89 音Ⅰ

友社 305

89 音Ⅰ

友社 306

17 音Ⅱ

教出 301

27 音Ⅱ

教芸 303

27 音Ⅱ

教芸 304

89 音Ⅱ

友社 306

17 音Ⅲ

教出 301

27 音Ⅲ

教芸 302

89 音Ⅲ

友社 303

歌唱に重点がおかれているところから、歌唱力を
高める音楽Ⅲの授業では使いやすい。日本の歌曲
以外にも様々なジャンルの曲が扱われており、深
く学習できる。

ミュージカルの曲や映画音楽が多く取り上げられ
ているため、鑑賞と歌唱を結び付けやすい。映像
と音楽のつながりも学習することができ、幅広い
ジャンルの音楽を学ぶことができる。

美しい装丁で分量も１年間
で学習する内容としては丁
度良い。楽譜も見やすい。

音符や歌詞が大変見やす
く、外国語の歌詞にも読み
仮名がついているため、楽
譜が読みやすい。

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。

高校生の音楽３

歌唱、特にオペラの曲に重点が置かれている。西
洋の音楽にも多く触れることができる。選曲や編
集も工夫されている。

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。

歌唱・鑑賞の分量のバラン
スが良く片寄りなく学習す
ることがきる。

1曲ずつメモとして曲の背
景や説明が表記されている
ため、曲について深く学習
することができ、興味関心
をもちやすい。

高校生の音楽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。

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わ
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。

ＯＮ!２

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。

音楽Ⅲ

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。

鑑賞のポイントなどがわか
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。また写真がわかりやす
いので楽器の演奏にも取り
組みやすい。

ＭＯＵＳＡ２

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。

音楽ⅡTutti

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
ついてもわかりやすく説明されている。

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。

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。

音楽ⅠTutti

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。

ＭＯＵＳＡ１

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
あるためわかりやすい。

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。

高校音楽 I Music View

音楽を楽曲だけとらえるのではなく。その背景に
なっている文化まで掘り下げ、生徒が興味をもっ
て学習できるよう工夫されている。

高校生の音楽１

説明は必要事項を簡潔・丁
寧に記されており、生徒に
理解し易く工夫されてい
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。

構成もよく、分量も適当
で、読みやすい。

文章もわかりやすく、イラ
ストなども適切に扱われて
いて学習者が飽きることが
ない。

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。

高校生の音楽１

様々な音楽をバランスよく取り上げている。ま
た、幅広い音楽活動に対応できるよう、各領域に
わたり教材が配置されている。親しめる選曲で各
ジャンル別にバランス良く配置されており、高校
生に親しみやすい。生徒に親しみやすいポピュ
ラーが多数あり、歌唱キーが低い点が生徒に適し
ている。

的確な表記で生徒に理解し
やすく、また、表現も平易
な言葉を遣っており良い。

全体の構成がしっかりして
いる。変化に富んで飽きさ
せない構成である。分量が
丁度良い。装丁が美しい。

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。

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

教科名：（　　音　楽　　）

表記・表現

音
楽
Ⅰ

音
楽
Ⅱ

音
楽
Ⅲ

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。

表現領域の歌唱において
は、独唱、斉唱から合唱ま
で様々な編成の教材があ
り、歌詞も日本語以外にイ
タリア語など幅広く網羅さ
れている。

作曲者について簡素にまと
めて書いてあるため、生徒
が自主的に調べたり学習す
るのにわかりやすい。

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。

ＯＮ!１



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

38 美Ⅰ

光村 301

116 美Ⅰ

日文 302

116 美Ⅰ

日文 303

38 美Ⅱ

光村 301

116 美Ⅱ

日文 302

38 美Ⅲ

光村 301

116 美Ⅲ

日文 302

美術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。

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。

高校美術３

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。

時代や環境との関わりを深く考えるような題材が
取り上げられている。将来美術・デザイン分野に
進む生徒にも配慮されている。

簡潔な構成であるが、生徒
にとっては自分の表現をよ
り深く考えることにつなが
る。

わかりやすく、簡潔であ
る。生徒が自分自身を考え
ることを促す表現である。

高校美術２

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。

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
わかりやすく適切で、かつ
写真が大変美しい。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。

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。

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。

テーマが系統的にわかりや
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。

Art and You 創造の世
界へ

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。

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁

美
術
Ⅱ

美
術
Ⅲ

美術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。

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。

美術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。

高校美術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
をひく構成となっている。また、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を
積極的にも触れている。

教科名：（　　美　術　　）

表記・表現

美
術
Ⅰ



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

2 書Ⅰ

東書 301

6 書Ⅰ

教図 302

17 書Ⅰ

教出 303

38 書Ⅰ

光村 304

2 書Ⅱ

東書 301

6 書Ⅱ

教図 302

17 書Ⅱ

教出 303

38 書Ⅱ

光村 304

2 書Ⅲ

東書 301

6 書Ⅲ

教図 302

17 書Ⅲ

教出 303

38 書Ⅲ

光村 304

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

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

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。

分かりやすい言葉で簡潔に
説明されている。

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

書 Ⅰ

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。

科
目

書Ⅱ

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。

書道Ⅱ

古典自体のほかに、関連するコラムや資料が興味
深く配されている。巻末の実用書と教養シリーズ
は生涯学習的要素。

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。

書 Ⅱ

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
されていてよい。

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。

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。

書Ⅲ

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。師範された物でなく、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。

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。

学習する古典資料や専門的
な用語にルビ、大意が理解
し易く載っている。書Ⅲ

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。

書道Ⅲ

魅力ある古典の解説が丁寧
になされていて、理解しや
すい。

教科名：（　　書　道　　）

書
道
Ⅱ

書
道
Ⅰ

漢字のウェイトを重くし、
探求性を増した。汚れにく
い紙を使用している。Ⅰと
統一感あるデザインであ
る。分量はやや多めであ
る。

書道Ⅰ

作業説明は、理解しやすい
多色使い。専門用語を巻末
に多く掲載している。

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。

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。

漢字の書、仮名の書ともに学ぶにあたってレベル
の高い作品が掲載されていて、資料的には大変参
考になる。仮名の専門的な内容や、書論もコラム
は充実している。

書
道
Ⅲ

書道Ⅱ

基準となる古典を体系的に配しつつ、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わ
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。

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
だわりを持っている。

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Ⅲ

他と違い楷書、行書、草書、隷書、篆書の順で魅
力ある古典が掲載されている。漢字仮名交じり書
が充実していて、生活の中の作品にまで発展させ
る工夫がされているのが参考になる。

構成は時代順が学びやす
く、生徒にも確認し易い。
掲載古典が実寸大が望まし
い。

書写から書道への流れがスムーズ。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。

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
よく配されている。

わかりやすく、かつ詳細で
ある。

書道Ⅰ

書写から書道への導入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古典の拡大版の文
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。

和のイメージ装丁を前面に
出している。解りにくい芸
術から見慣れた形からは入
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。

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。



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

205 コ基

三友 301

2 コⅠ

東書 301

2 コⅠ

東書 302

9 コⅠ

開隆堂 304

15 コⅠ

三省堂 306

15 コⅠ

三省堂 308

17 コⅠ

教出 309

19 コⅠ

開拓 310

50 コⅠ

大修館 312

50 コⅠ

大修館 313

104 コⅠ

数研 318

183 コⅠ

第一 323

212 コⅠ

桐原 326

2 コⅡ

東書 301

2 コⅡ

東書 302

15 コⅡ

三省堂 308

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

コ
ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
英
語
基

礎

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
英
語
Ⅰ

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。

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、図表等配
置も適切である。英文も読
みやすい。New ONE WORLD

CommunicationⅠ

多彩な題材を扱っており、生徒が興味・関心を
持って取り組める。学習内容も精選されており学
びやすい。各課に会話練習や英作文の活動もあ
り、表現する力を身に付けられるよう構成されて
いる。

スモールステップで進める
構成で、無理なく学べるよ
うになっている。

実践的に使える表現が多く
盛り込まれている。WORLD TREK

English Communication
Ⅰ

世界を自分の足で旅することをイメージされてい
て、生徒の想像力をかきたてる内容である。４技
能をバランスよく取り入れている。

平易な英文が使われ、各課
ごとに適切な分量でまと
まってる。

写真やイラストが多く、ま
とめの部分もカラフルで非
常に見やすく表記されてい
る。

VISTA
English Communication
Ⅱ

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。

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。

Genius
English Communication
Ⅰ

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。

JOYFUL English
コミュニケーション英
語基礎

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。

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。高度で
ある。

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。

All Aboard!
Communication English
Ⅰ

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。

Power On
Communication English
Ⅱ

生徒が興味を持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、段階的に学習できる。

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。

英文が多く、日本語の解説
が少ない。単語欄の余白が
多い。

難易度の高い英文が使われ
ており、分量が多いためア
ルファベットが小さめであ
る。

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。

写真やイラストも豊富で内
容理解を助けている。CROWN

English Communiation
Ⅰ

教科名：（　　外国語　　）

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。

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。

Compass
English Communication
Ⅰ

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。

Power on
Communication English
Ⅰ

最近のテーマを豊富に収録し、生徒が興味を持っ
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。

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。

VISTA
English Communication
Ⅰ

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。

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。

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
英
語
Ⅱ

On Air
English Communication
Ⅰ

生徒が関心を持つ身近な題材を取り上げている。
様々な言語活動が行えるように組み立てられてい
る。

文法事項が簡潔に要領よく
まとめられている。

文字が読みやすい。写真や
イラストもわかりやすい。

COMET
English Commnication
Ⅰ

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。

文字も読みやすく、写真や
イラストが多く、配置も適
切である。

Perspective
English Communication
Ⅰ

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。

長文が多く、今日的な事例を取り上げている。題
材に関しては多岐に渡っており、文法事項につい
ては詳細な説明を省き、高度な英語力を身に付け
させることを目的とした内容である。

ENGLISH NOW
Emglish Communication
Ⅰ

興味をひきやすい題材であり、基礎・基本を重要
視した内容である。説明も丁寧でわかりやすい表
現になっている。

やさしい文法事項から入っ
ている。量も適当である。

写真やイラストが多く、行
間にも余裕がある。進出単
語にカナがあるのもよい。

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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教科名：（　　外国語　　）

17 コⅡ

教出 309

50 コⅡ

大修館 311

50 コⅡ

大修館 312

61 コⅡ

啓林館 314

104 コⅡ

数研 317

183 コⅡ

第一 322

212 コⅡ

桐原 325

2 コⅢ

東書 301

2 コⅢ

東書 302

2 コⅢ

東書 303

17 コⅢ

教出 307

50 コⅢ

大修館 309

183 コⅢ

第一 320

183 コⅢ

第一 321

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
英
語
Ⅲ

New ONE WORLD
Communication Ⅱ

All Aboard!
Communication English
Ⅲ

様々なジャンルの中から、生徒が身近に感じ、興
味を持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ある。

文法事項の説明が非常にて
いねいである。内容理解の
まとめ方が工夫されてい
る。

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。

Power On
Communication English
Ⅲ

生徒が興味を持ったり、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。

New ONE WORLD
Communication Ⅲ

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。

Genius
English Communication
Ⅱ

GeniousEnglishCommunicationの内容を学習したこ
とを踏まえ、より高度な英語力を身に付けさせる
ことを目的とした内容で、基本的には
GeniousEnglishCommunicationを踏襲している。

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。

Perspective
English Communication
Ⅲ

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。

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。

写真、イラスト、多色印刷
等で見やすくなっている。
視覚的にも入りやすくなっ
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
の終わりにしっかり配置さ
れている。

Vivid
English Communication
Ⅲ

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
ていてわかりやい。

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。

PROMINENCE
Communication English
Ⅲ

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。

COMET
English Communication
Ⅱ

題材は身近なものというよりも、珍しいものを取
り上げている。知識としては必要な題材であり、
読めば関心を持つであろう。高尚な題材である。

文法、会話、単語の理解が
し易いようによく工夫され
ている。配列もよい。

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。

LANDMARK
English Communication
Ⅱ

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、高度であ
る。

英文が多く、日本語の解説
が少ない。単語欄の余白が
多い。

難易度の高い英文が使われ
ており、分量が多いためア
ルファベットが小さめであ
る。

Compass
English Communication
Ⅱ

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

生徒の知的好奇心をかきたてるような題材を、比
較的やさしい英語で構成し、常にアウトプットが
しやすいように組み立てられている。生徒が自ら
表現しようとする土台を提示している。

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。

見開き構成で、洗練された
レイアウトである。各レッ
スンが程良い学習量でまと
められている。

写真やイラストが随所に取
り込まれ、適切に表記され
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。

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。

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。

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。

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。

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
英
語
Ⅱ

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。

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
Ⅱ

WORLD TREK
English Communication
Ⅱ

Compass
English Communication
Ⅲ

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。
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科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

教科名：（　　外国語　　）

212 コⅢ

桐原 323

2 英Ⅰ

東書 301

15 英Ⅰ

三省堂 303

15 英Ⅰ

三省堂 320

17 英Ⅰ

教出 304

61 英Ⅰ

啓林館 308

104 英Ⅰ

数研 310

183 英Ⅰ

第一 315

205 英Ⅰ

三友 317

2 英Ⅱ

東書 301

15 英Ⅱ

三省堂 303

17 英Ⅱ

教出 304

61 英Ⅱ

啓林館 307

104 英Ⅱ

数研 309

183 英Ⅱ

第一 314

コ
ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
英
語
Ⅲ

各レッスンとも話の流れが
論理的に構築されていてわ
かりやすい。英文量、語彙
数も十分な量といえる。

生徒の関心を高めるための
写真やイラストが豊富で、
題材の内容理解を助けてく
れる。

WORLD TREK
Communication Ⅲ

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。

Vivid
English Expression Ⅱ

前半で文法の基礎学力をつけ、後半で自己表現の
力をつけられるよう構成されている。

各課の学習事項を見開き２
ページで進められるのでわ
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るの
で見やすく、イラストや絵
も適切に配置されている。

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。

Show and Tellの技法を上
手に用いて自己表現への道
を開いている。分量的にも
程よくまとめられている。

英
語
表
現
Ⅰ

NEW FAVORITE
English Expression Ⅰ

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。

COSMOS
English Course 英語表
現Ⅰ

身近なテーマに基いて地域や、社会、そして世界
へとつながるような話題を文法の基礎を自然に織
り込むことで表現できるように構成されている。

英
語
表
現
Ⅱ

BIG DIPPER
English Expression Ⅱ

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。

コミュニケーションを図るためのスキルを習得す
る目的で編集されている。また、パラグラフ・ラ
イティングを前半に重点的に身に着ける構成と
なっている。さらにプレゼンテーションを実施す
る手立てが身につく構成となっている。

NEW FAVORITE
English Expression Ⅱ

MY WAY
English Expression Ⅱ

生徒が興味を持つような内容が題材となってい
て、基礎から応用まで無理なく段階的に学習でき
るよう構成されている。

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。

New ONE WORLD
Expressions Ⅰ

基本的な内容が充実していて、生徒が興味を持つ
ものが多く扱われいる。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。

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。

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。

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。

ポイントのまとめが視覚的
であり、理解しやすい。

Vision Quest
English Expression Ⅰ
Standard

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。

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、よりコミュにカティブ
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。

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。

Vivid
English Expression Ⅰ

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。

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。

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。

BIG DIPPER
English Expression Ⅰ

前半で文法の基礎学力をつけ、後半で場面別・機
能別表現を学習できるようになっている。比較的
高度な言語活動もできるよう各パート構成されて
いる。

見開き２ページで構成され
ており、文法や例文がわか
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。

楽しいイラストとカラフル
な紙面構成が視覚的に好印
象を与える。

SELECT
English Expression Ⅰ

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
よいと感ずる。写真も豊富
である。

生徒の実態に即している。

見開き構成になっている。
各レッスンを積み上げるこ
とで、負担なく表現力が身
につく構成となっている。

柔らかな色使いで、生徒が
落ち着いた気持ちで学習に
取り組める。イラストや図
表の使用も適切である。

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。

Vvision Quest
English Expression Ⅱ

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。

New ONE WORLD
Expressions Ⅱ

基本的な内容が充実していて、生徒が興味を持つ
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。

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。

MY WAY
English Expression Ⅰ

生徒が興味を持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。



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調査研究報告書　（新学習指導要領用）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

教科名：（　　外国語　　）

2 英会

東書 301

15 英会

三省堂 302

61 英会

啓林館 303

109 英会

文英堂 304

Hello there!
English Conversation

ウォームアップ活動を含め、話す、聞く活動がバ
ランスよく構成されている。各課とも長めの
Dialogが扱われており、コミュニケーションの幅
が広がり、より実践的な力をつけられると思われ
る。

各課に目標が記されてお
り、学習内容が明確であ
る。活動ごとに生徒が取り
組みやすいよう構成されて
いる。

イラストや写真が豊富で、
適切に配置されている。

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。

Sailing English
Conversation

カラフルで楽しい紙面構成になっていて生徒が興
味を持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。

SELECT
English Conversation

シンプルでわかりやすい活動を通して話す、聞く
力がつけられるよう構成されている。

活動ごとに生徒が取り組み
やすいよう構成されてい
る。

イラストや写真が豊富で、
適切に配置されている。

英
語
会
話

楽しそ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。

My Passport
English Conversation

[話す活動]と[聞く活動]がバランスよく配置れ、
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。



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

2 家基

東書 301

6 家基

教図 302

6 家基

教図 303

7 家基

実教 304

7 家基

実教 305

7 家基

実教 306

50 家基

大修館 308

50 家基

大修館 309

183 家基

第一 310

2 家総

東書 301

6 家総

教図 302

7 家総

実教 303

50 家総

大修館 305

183 家総

第一 306

高等学校　家庭総合
ともに生きる・未来を
つくる

各単元ごとに生徒が興味を持ち学習を進められる
ような資料や事例が充実している。単元ごとの
テーマ学習に工夫がある。

本文と資料の構成がしっか
りしていて、生徒が理解し
やすい分量である。

イラストや資料がわかりや
すく、表記も丁寧である。

教科名：（　　家　庭　　）

グラフ・表・注釈が詳しく
載せられ、わかりやすい表
記である。

イラスト・写真が適切にあ
ることにより、理解が深ま
る。

家庭総合
パートナーシップでつ
くる未来

家庭総合　豊かな生活
をともにつくる

各章のはじめに「学習のねらい」が示されてお
り、おわりに「学習を生活にいかそう」の課題が
与えられ、体系だって学習できる。

各分野において、詳しく丁寧でありわかりやす
い。図表が多い。世界に目を向けたテーマ学習を
取り入れるなど、生活を多角的に考えさせる工夫
がされている。

細かく項目分けされてお
り、理解しやすい構成であ
る。資料が豊富なため、や
や見づらいところがある。

イラストや写真などで具体
的な表記となっている。

家
庭
基
礎

家庭総合　自立・共
生・創造

各章にホームプロジェクトが掲載され自分の生活
にひきつけ、問題解決できる内容である。また、
各領域に関わる分野で働く人の紹介がありキャリ
ア教育につなげられる。

各章に学習のポイントが示
され、見通しをもって学習
できる構成である。

大きいAB版で、図表や写真
が豊富で、実習には見開き
もあり、楽しく学習でき
る。

各項目にキーワードを示さ
れ、構成がよく、分量が多
いので、内容が豊富であ
る。

図表や写真が多く、生徒が
興味をもちやすい。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。

脚注・説明が豊富で、生徒
の知識・理解を深めやす
い。

行間がすっきりとして、見
やすい。図表の色分けが効
果的である。

各章の章題が見やすく、図
の色分けも工夫されてい
る。

理解しにくい言葉が欄外で
具体的に説明されて見やす
い構成である。分量も適当
である。

図・表・写真等が鮮明で配
色がよい。細かな内容の図
表がもう少し整理されてい
るとさらによい。

家庭基礎　豊かな生活
をともにつくる

未来を拓く　高校家庭
基礎

実生活に即した内容が具体的に説明してあるので
学習しやすく、取り組みやすい。どの内容も丁寧
に説明されており、学習計画も立てやすい。

本文と図表が連動しており学習に有効に活用でき
る。内容の構成も充実しており、また現代に即し
たポイントを押さえている。

装丁が大きく、学習しなが
ら書き込むページが多く、
教科書を有効に活用でき
る。

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。

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。

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。

家庭基礎21

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。

図説家庭基礎

専門的な内容が盛り込まれており、生徒の興味関
心を深めるために効果的である。また、内容をわ
かりやすく表にまとめたページがあり、学習を効
果的に進められる。

最新　家庭基礎
生活を科学する

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、生徒の興味関心をひき、また
実習についてもわかりやすい内容である。

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。

家庭基礎
パートナーシップでつ
くる未来

人が関わって生きていくということが分かりやす
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。

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。

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。

構成・分量・装丁 表記・表現

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容

家庭基礎　自立・共
生・創造

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。

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
おちついている。

家
庭
総
合

高等学校　家庭基礎
ともに生きる・未来を
つくる

ともに生きる社会を目指して、自立した生活を目
指して、シンプルにまとまっている。暮らしのポ
イントは実生活に活かしやすい。

グラフ・表・イラスト・写
真が適切に配置されてお
り、学習しやすい構成であ
る。

巻頭・巻末資料が充実して
いる。

家庭基礎　ともに生き
る　明日をつくる



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

2 社情

東書 301

7 社情

実教 302

7 社情

実教 303

9 社情

開隆堂 304

104 社情

数研 305

116 社情

日文 306

116 社情

日文 307

183 社情

第一 308

2 情科

東書 301

7 情報

実教 306

社会と情報

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。

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容

情報モラルに関する内容を多く掲載しており、副
教材に頼ることなく学習を行うことができる。各
項目に学習の目標が設けられており、生徒が何を
学ぶのかわかりやすくなっている。

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。

表記・表現構成・分量・装丁

特に重要な用語には注釈が
つき、きちんと理解できる
ような工夫がなされてい
る。

教科名：（　　情　報　　）

イラストや写真を多く使
い、生徒が理解しやすい文
章表現をしている。

社会と情報

高校社会と情報

情報モラルや情報活用の基
礎を全体に置き、授業で使
いやすい構成となってい
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。

基礎・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。

最新社会と情報

大きめに区切られた構成に
なっており、章立てがわか
りやすい。また、ちょうど
いい分量である。

情報メディア

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。

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。

情報の科学

高等学校　社会と情報

基本かつ多彩な内容で構成
され、分量も適切でバラン
スよく配置されている。

平易な表記でわかりやす
い。専門用語の解説も注釈
として適切におこなわれて
いる。

難しい漢字にはルビが振っ
てあり、わかりやすい。

基礎的な内容が主となっている。広い範囲の学習
内容について網羅しており、解説も平易な言葉と
図示でわかりやすい。

社
会
と
情
報

情
報
の
科

学

基本的な知識の定着から応
用や技術的な内容へと移
り、学びやすい構成となっ
ている。

イラストや図の中に補足説
明を加えるなどの工夫があ
り、視覚的にも理解しやす
い。

社会と情報

情報の基礎から丁寧に解説してあり、生徒にわか
りやすい内容である。写真やイラストが豊富で、
見やすく理解しやすい。

実習編と理論編の２部構成
とし、実習は１時間で完結
する扱いやすいもので構成
されている。

写真やイラストなどを用い
てわかりやすく表現されて
いる。

基礎的な用語や技術が主となっている。イラスト
や例の図示が多く、イメージがしやすいので理解
を深めることができる。

見てわかる社会と情報

情
報

高等学校　社会と情報

基本的な内容から扱っており、専門的な内容も適
宜交えてあるためバランスが良い。また、カラー
の図表が多く理解を深めることができる。

基礎的な知識の確認から望
ましい情報社会の実現への
課題へ流れており、良い構
成である。

色による章立てや見出しの
区別などができており、見
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。

構成・分量ともに適切であ
る。

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。

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
工夫して配置されている。



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

7 工業

実教 301

7 工業

実教 302

7 工業

実教 303

7 工業

実教 304

７ 工業

実教 305

７ 工業

実教 306

7 工業

実教 307

7 工業

実教 308

7 工業

実教 309

7 工業

実教 310

7 工業

実教 313

7 工業

実教 315

7 工業

実教 316

7 工業

実教 318

7 工業

実教 319

7 工業

実教 320

機械設計２

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ある。

系統的な構成にしてあり、
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、わかりやすく工
夫されている。

新機械設計

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ある。

系統的な構成にしてあり、
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、わかりやすく工
夫されている。

機械設計１

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ある。

系統的な構成にしてあり、
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、わかりやすく工
夫されている。

機械工作１

新しい工作技術・機械を取り上げ加工技術の仕組
みを生徒が理解できるようていねいに記述してあ
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。

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。

機械工作２

新しい工作技術・機械を取り上げ加工技術の仕組
みを生徒が理解できるよう丁寧に記述してある。

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。

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。

精選情報技術基礎

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、ＢＡＳＩＣ
やＣ言語が掲載されており、関連教科でも学習が
できるよう配慮されている。

写真や図、イラストを多く
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。

カラー刷りにして、見やす
く、わかりやすい言葉で書
かれている。

生産システム技術

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。

生産システム全体の流れが
適切に構成してある。

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。

情報技術基礎

プログラム言語がＢＡＳＩＣ以外にＣ言語が掲載
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。

無理のない構成で、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。

図や写真がカラーで見やす
く、また、親しみやすくし
てある。

製図

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。

内容が系統的、発展的に構
成されている。

文字、図版が、適切に配慮
されている。

工業数理基礎

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。

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。

建築設計製図

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。

土木製図

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。

文章表現、用語などの使用
が適切である。

電気製図

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。

製図の導入を十分に意識し
記述されている。

製図の事例も豊富であり表
現も的確である。

電子製図

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。

各内容の分量と配分が適切
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

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

機械製図

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。

無理のない構成で、また具
体的な解説で学びやすくし
てある。

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。

工業技術基礎

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。

各内容の分量と配分が適切
である。

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

教科名：（　　工　業　　）

科
目

教　科　書　名

専
門
学
科
（

工
業
）



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

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

教科名：（　　工　業　　）

科
目

教　科　書　名

7 工業

実教 324

7 工業

実教 325

7 工業

実教 326

7 工業

実教 333

7 工業

実教 334

7 工業

実教 335

201 工業

海文堂 344

7 工業

実教 345

7 工業

実教 348

7 工業

実教 350

7 工業

実教 351

7 工業

実教 356

7 工業

実教 358

7 工業

実教 359

7 工業

実教 360

7 工業

実教 361

ソフトウェア技術

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。

写真や図を多く取り入れ、
章末に問題を加えること
で、理解の定着に努めてい
る。

わかりやすい言葉で書かれ
ている。

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。

分野別に片寄りが無く構成
されている。

図や写真など適切に配置さ
れている。

ハードウェア技術

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。

写真や図を多く取り入れ、
章末に問題を加えること
で、理解の定着に努めてい
る。

わかりやすい言葉で書かれ
ている。

電子回路

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。

電子計測制御

計測と制御の関係が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。

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。

電力技術１
電力の発生と輸送

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。

電力技術２
電力の利用と制御

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。

原動機

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持たせるよう
工夫してある。

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。

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。

電気機器

電気基礎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。

２色版で、重要なポイント
が見やすく工夫されてい
る。

測量

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
使いよい。

計算においても丁寧な文章
表現である。

デザイン技術

デザインの基本的な考え方をきちっと押さえてあ
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
るので良い。

デザインに関する各分野の
解説が大変分かり易くて良
い。分量も適切である。

図版や資料が多いので専門
的な内容がよりわかりやす
くてよい。

プログラミング技術

Ｃ言語を用い、基礎から応用まで幅広い内容が取
り入れられている。重要なところは、細かな説明
がされている。

図や例題のプログラムを多
用し、理解の定着に努めて
いる。

２色刷りにして、見やす
く、わかりやすい言葉で書
かれている。

建築構造

建築物の構造形式及び建築材料が詳細な図や写真
で理解しやすく書いてある。

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。

建築用語や表現が初めて学
ぶにあたりわかりやすい。

電気基礎２

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。

電気基礎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、難しい内容も書かれ
ており、学習意欲の高い生徒には勉強になる。

図や写真を多用し、例題や
その解説など理解し易いよ
うに努めている。

説明が丁寧で、説明の中に
わかりやすい例なども書か
れている。

精選電気基礎

広い範囲にわたり、全体的に理解しやすいように
配置されている。公式の使い方も例題と問いを用
いて、丁寧に説明されている。

　図を多く取り入れ、節
末、章末には問題を取り入
れ、理解の定着に努めてい
る。

わかりやすい言葉で書かれ
ている。

専
門
学
科
（

工
業
）



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

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

教科名：（　　工　業　　）

科
目

教　科　書　名

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 374

7 工業

実教 376

7 工業

実教 377

7 工業

実教 379

154 工業

オーム 311

154 工業

オーム 327

154 工業

オーム 328

154 工業

オーム 349

154 工業

オーム 352

154 工業

オーム 353

174 工業

コロナ 312

建築法規

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。

社会基盤工学

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。

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、専門的な内容もわか
りやすい。

通信技術

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。

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。

建築施工

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
に構成してある。

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。

土木基礎力学２

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
表現で書いてある。

土木施工

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。

土木施工全体の流れが適切
に構成してある。

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

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

全体的に理解し易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。

建築計画

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。

情報技術基礎

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、ＢＡＳＩＣ
や表計算ソフト（ＶＢＡ)、Ｃ言語に対応できるよ
うに構成されており、例題を用いた具体的な説明
がされている。

写真や図を多く取り入れ、
章末に問題を加えること
で、理解の定着に努めてい
る。

カラー刷りにして、見やす
く、わかりやすい言葉で書
かれている。

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。

色分けなどを使いわかりや
すい。

電気基礎２

単元の中を理解しやすいように項目に分けて説明
している。さらに、具体的な例題も用いて説明す
るように配慮されている。

図を多く取り入れ、章末に
はまとめと問題があり、理
解の定着に努めている。

説明が丁寧で、わかりやす
く簡潔な文章で書かれてい
る。

電気機器

原理や特性についてわ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。

電力技術１

基礎的・基本的な事項をわかりやすく取りあげ、
初心者にも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、学習量として
も適切である。

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。

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
入れわかりやすく解説されている。

図版が大きく視覚的にわか
りやすい。

図や表など適切に配置され
ている。

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。プ
ログラミング言語はＢＡＳＩＣとＣ言語が用いら
れている。

専
門
学
科
（

工
業
）

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。



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

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

教科名：（　　工　業　　）

科
目

教　科　書　名

174 工業

コロナ 329

174 工業

コロナ 330

174 工業

コロナ 331

174 工業

コロナ 357

179 工業

電機大 384

201 工業

海文堂 344

わかりやすい電気基礎

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。

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。

図や写真が多く、わかりや
すい表現がしてある。

電気基礎（上）

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。

電気基礎（下）

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、内容がとらえや
すい。

デザイン技術

デザインの基本的な考え方をきちっと押さえてあ
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
るので良い。

デザインに関する各分野の
解説が大変分かり易くて良
い。分量も適切である。

図版や資料が多いので専門
的な内容がよりわかりやす
くてよい。

電子回路

基礎的・基本的および発展的な内容の取扱いが適
切である。図やカラーページがあり分かりやす
い。

装丁がよく、各内容の分量
と配分が適切である

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。

専
門
学
科
（

工
業
）

デザイン史

先史時代から現代までのデザインや造形文化の流
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、説明もわかりやすく
てよい。



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

7 商業

実教 301

7 商業

実教 304

7 商業

実教 313

190 商業

東法 314

7 商業

実教 315

7 商業

実教 316

7 商業

実教 326

7 商業

実教 327

7 商業

実教 307

190 商業

東法 308

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 312

専
門
学
科
（

商
業
）

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。

プログラミング

電子商取引

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、ＩＴ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。

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。

ＣＯＢＯＬ言語の解説がされており、本校の選択
言語と合致しない。情報処理検定1級の範囲まで丁
寧に説明されている。

ビジネス情報

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。

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。

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。

単元ごとに例題が用意され
ていて、解りやすくまとめ
られている。

コードが活字であるため読
みやすい。図、イラストが
比較的少なく、イメージが
しにくい。

原価計算

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。

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。

経済活動と法

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。

高校簿記

簿記の基本的な学習事項についてよく説明されて
いる。また、思考力・判断力を高められるような
豊富な資料を提示して生徒の学習意欲を高める工
夫がされている。

簿記

各単元ごとに学習内容がわかりやすく、解説も平
易な文章で丁寧である。図や表なども見やすくま
とめられている。

各単元ごとの内容及び分量
が生徒に理解しやすく適切
である。

イラストや図の大きさが適
切であり、文章表現も平易
でわかりやすい。

本文と図や資料のバランス
がよく理解しやすい。

文章表現がやさしく平易で
理解しやすい。

最新情報処理

ビジネス経済

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。

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
体例を豊富に取りあげてい
る

マーケティングの理論や手法を系統的に記述して
いる。「事例」「参考」が豊富で、近年のビジネ
スの動向を踏まえたテーマ選びをしている。

ビジネス経済応用

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

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。

商品開発

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

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。

系統立てられた校正になっ
ており、分量も適切であ
る。

本文の記述内容を理解しや
すくするためのイラスト・
図・写真が豊富に掲載され
ている

マーケティング

ビジネス実務

ビジネス実務に関する内容が単元ごとにわかりや
すく構成されている。用語の解説がわかりやす
い。

内容の構成に工夫がみられ
る。授業で学習を進めるの
に適している。

文章表現がやや多く内容が
わかりやすく表記されてい
る。

ビジネス実務

デザインや挿絵に工夫が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。

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

ビジネス基礎

商業を学ぶ上での様々なシーンについて各章毎に
分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。目で見るイラストや図表が丁
寧である。

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。

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

教科名：（　　商　業　　）



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調査研究報告書　（新学習指導要領用）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

教科名：（　　商　業　　）

7 商業

実教 324

7 商業

実教 333

144 商業

暁 302

190 商業

東法 303

190 商業

東法 305

190 商業

東法 314

190 商業

東法 328

190 商業

東法 308

190 商業

東法 319

190 商業

東法 321

190 商業

東法 311

190 商業

東法 323

190 商業

東法 332

専
門
学
科
（

商
業
）

経済活動と法

具体例や図表が多く、わかりやすい内容となって
いる。章末の練習問題も充実している。

補足事項も入れるとたいへ
ん多い分量である。

欄外の補足事項が多く、内
容がぎっしり詰まりすぎて
いる。

簿記

各単元ごとに学習内容がわかりやすく、解説も平
易な文章で丁寧である。図や表なども見やすくま
とめられている。

本文と図や資料のバランス
がよく理解しやすい。

文章表現がやさしく平易で
理解しやすい。

財務会計Ⅰ

「財務会計」としての学習範囲を網羅しており、
学習していく上では内容としては申し分ない。た
だし、高校生が学習するには、少し深く追求して
いる単元があり、全体で取り扱うには難しい。

分量・解説とも適切でわか
りやすい表記になってい
る。特に各編ごとに色分け
されており、とても見やす
い。

配色が多く、全体的に明る
い作りで、適切な解説文と
図解・イラストなどにより
生徒が読みやすく作られて
いる。

ビジネス基礎

基礎・基本の解説が平易な表現で詳細である。効
果的な色使いや豊富な図解や写真を利用してい
る。文章による説明が多く適切な内容である。

分量としては問題はない
が、豊富な資料のためか、
他の物に比べて少し多い。

文章表現がやや多く内容が
適切である。

マーケティング

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

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

ビジネス実務

デザインや挿絵に工夫が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。

電子商取引

作品制作に至るまでの関連知識や最新情報が詳し
く解説されている。ウェブページの作成に関し
て、特に充実している。

分量が多く充実しているが
単位数に対してボリューム
が多い。

分野ごとの目標や要点が理
解しやすく文字が配置され
ている。

各項目が左ページから始ま
るようになっており、学習
項目がわかりやすく構成さ
れている。

各章で用紙の色を使い分け
ており、視覚的に学習項目
がわかる。

ビジネス情報

全編を通して共通のテーマを設定し、一貫した流
れの中で学習できる内容になっている。

基礎的な内容がパソコン画
面を用いて分かりやすくま
とめられており、ややアル
ゴリズムに重点が置かれて
いる。

カラー印刷で単元ごとに色
分けされており、視覚的に
わかりやすくまとめられて
いる。

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。

新ビジネス基礎

学習内容は順序立てて表記されているが、表現が
高校生には難しいものが多い。昨今の経済状況に
反映する内容が若干後半にあるが、内容としては
問題ない。

練習問題も章ごとに達成度
確認の意味で設定されてい
る。構成としては興味を持
てる内容となっている。

図表などに若干見づらい部
分があり、説明する上で難
点な箇所があるが、表現は
特段問題ない。強調文字が
少ない。

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、よい構成であ
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。

情報処理

各章のはじめに導入ストーリーを入れ、学習する
内容の全体像をつかめるよう工夫されている。ま
た、基本的な内容が詳しくまとめられている。

ビジネス情報管理

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。

最新プログラミング

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。

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。

原価計算

新しい検定基準に準拠しており、全体をとおして
基礎の部分から直接原価計算の部分までイラスト
と解説文でよくまとめられている。イラストや図
解も多く、生徒には理解しやすい内容である。

分量・解説とも適切でわか
りやすい表記になってい
る。特に各編ごとに色分け
されており、とても見やす
い。

平易な記述と適度な図解・
イラスト・各編を薄い色で
配色してあり、全体的に明
るく生徒が読みやすいよう
工夫して作られている。



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

6 家庭

教図 304

6 家庭

教図 307

7 家庭

実教 303

7 家庭

実教 305

7 家庭

実教 306

7 家庭

実教 301

7 家庭

教図 310

7 家庭

実教 302

構成・分量・装丁 表記・表現

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。

子どもの発達と保育

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
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。

生活産業情報

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。

ファッション造形基礎

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共に、基
礎的内容に取り組ませやすい。

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。

服飾文化

ファッションデザイン

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。

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容

教科名：（　　家　庭　　）

実践させる内容がわかりや
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。

フードデザイン

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
心を増す工夫がされている。

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指導しやす
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。

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。

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。

専
門
学
科
（

家
庭
）

子どもの発達と保育
育つ  育てる  育ち合
う

育つ・育ちあうという観点から乳幼児の発達や福
祉についてわかりやすい。乳幼児への対応の手順
がイラストなどを使っており分かりやすい。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。

章ごとにそのポイントにな
るコラムが記されている。
表・図・イラストの量もバ
ランスがよい。

欄外の説明が具体的で、写
真・グラフなどわかりやす
い表現になっている。イラ
ストも豊富である。

フードデザイン
cooking&arrangement

栄養・食材の知識や、調理科学内容について興味
を持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。

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。

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。

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。



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

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

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（新学習指導要領用）

社会福祉基礎

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。

専
門
学
科
（

福
祉
）

画像が多く活用されてお
り、表記等も工夫されてい
る。

科
目

教　科　書　名

介護福祉基礎

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。

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

イラストや図、グラフ、事
例が豊富で、説明がわかり
やすい。

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。生活支援技術

こころとからだの理解

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。

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。

教科名：（　　福　祉　　）

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。

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。

コミュニケーション技
術

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。

介護過程

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。



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

2 国Ⅰ

東書 001

17 国Ⅰ

教出 009

2 国Ⅱ

東書 001

15 国Ⅱ

三省堂 008

17 国Ⅱ

教出 003

2 現文

東書 029

2 現文

東書 030

2 現文

東書 031

15 現文

三省堂 033

50 現文

大修館 039

50 現文

大修館 053

183 現文

第一 048

50 古典

大修館 050

212 古典

桐原 048

17 講読

教出 015

142 講読

右文 003

古
典
講
読

簡潔な表現が多く、イラ
ストが豊富で興味が持て
る。

新編現代文　改定版

オーソドックスな作品の中に、新しい作品も入っ
ていて、変化に富む。

版が小さく、字も小さく
見にくい。

丁寧な表現をしている。

新古典名文選　古典講
読

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。

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。

新編現代文

二部に分かれている。それぞれに四分野が複数回
登場する構成になっている。古典的名作から現代
作家のものまでが並ぶ。優れた日本語と思考を鍛
えるのに十分な教材となる。

脚問が充実している。自
発学習を促す構成となっ
ている。装丁も簡素だが
美しい。

活字の大小にかかわら
ず、読みやすい。行間も
適切である。

国語表現Ⅰ

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、分かりやすい。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。

国語表現Ⅱ　改訂版

内容面が系統的で、例文も多く使いやすい。資料
が豊富で役に立つように工夫されている。付録資
料が実用的で使いやすい。

本が大きめで見やすい。
厚さはうすく使いやす
い。装丁は、シンプルで
落ち着いている。

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。

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（従前用）

教科名：（　　国　語　　）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

イラスト・写真などは多
くなく地味な作りになっ
ている。

新編現代文　改訂版

二部に分かれている。それぞれに四分野が複数回
登場する構成になっている。古典的名作から現代
作家のものまでが並ぶ。適切な量の脚注と脚問が
全編に配置されている。

精選現代文

二部に分かれている。それぞれに三分野が複数回
登場する構成になっている。古典的名作から現代
作家のものまでが並ぶ。読書と思想を鍛える内容
である。実用文の書き方の単元が特徴的である。

380ページは大部である。
読み応えがある。読書を
促すのには適している。

一体に活字は大きく、行
間も適切であり、読みや
すい。

現代文１

評論分野は手ごたえのある作品が多く、読解力向
上に役立つ。小説は定番作品で占められている。

活字体やその大きさは一
般的なもの。指導文章は
簡潔でわかりやすい。

高等学校　改訂版
新編現代文

身近な題材を扱った教材が多く、生徒の興味を惹
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た内容と
なっている。

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。

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。

適度の視覚資料も盛り込
まれており、見やすい。

活字体は一般的なもので
ある。やや字間が窮屈な
感じがあるが、読みやす
い。

新編古典　改訂版

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。

ことばづかいが丁寧であ
る。

高等学校　古典（漢文
編）　改訂版

各時代、各ジャンルから作品が採録され、教材の
配列も適切である。句形の問題がまとめられ、生
徒の自主的な学習の助けとなるものが多い。

二分冊であることで、複
数年での履修にも対応で
きる。また分量も適当で
ある。

図版は多くなくシンプル
なつくりだが、脚注が多
くわかりやすい。

現
代
文

古
典

新古典講読

教材が古文・漢文ともにジャンル別に編成されて
いる。古文では現代語訳の２色刷りがあり、漢文
には書き下し文などを添えて古典作品が身近にな
るような配慮、工夫がされている。

口絵、本文中にカラー写
真、図版を多く挿入。

350ページと大部である。
読み物として充実した構
成となっている。

新現代文　改訂版

二部に分かれている。それぞれに四分野が複数回
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ページは一般的な分量
である。最小限の挿絵
で、読み物として簡素な
構成である。

構成・分量ともに適切で
ある。装丁は内容を象徴
しているかのような「重
み」を感じさせる。

国
語
表
現
Ⅰ

国
語
表
現
Ⅱ

国語表現Ⅱ

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。

分量は適切である。見出
しが簡潔でわかりやす
い。

国語表現Ⅱ

まとまりをもち、系統だっているのでわかりやす
い。巻末の付録が実用的で使いやすい。

本の厚さはうすいが、分
量は適切で使いやすい。
装丁は、シンプルで落ち
着いている。

字体が大きくすっきりし
ていて見やすい。項目が
整理され学びやすい。

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。

イラストなどで具体的な
活動が示されており、現
代の生徒にとっては親し
みやすい。

国語表現Ⅰ　改訂版

全体的に高校卒業後に社会人として必要とされる
「言語能力」が適切に身に付けられるようになっ
ている。多少、難解な内容である。

構成は適切である。分量
としてはやや、多い。

イラスト・資料・グラフ
等が豊富で、生徒にとっ
ては親しみやすいものと
なっている。



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

183 世Ａ

第一 019

2 世Ａ

東書 020

2 日Ｂ

東書 003

7 日Ｂ

実教 013

35 日Ｂ

清水 016

オールカラー印刷、写真や
地図が効果的に掲載されて
いる。本文も適切な分量で
小見出し名をつけるなど工
夫されている。

新選日本史Ｂ

基礎的な歴史事象が平易に記述されており、基本
的な事項を理解しやすいように配慮されている。
また世界史的視野に立って日本史を学習し、各時
代の特色と変遷を総合的に考察できる内容が適切
に取り上げられている。

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。

高校日本史Ｂ 新訂版

深めるべきテーマが設定されていて、わかりやす
い本文記述なので理解しやすい。各ページに図版
や資料、さらに注記が提示されているので考える
学習にも適している。

各頁に写真や図版、それに
わかりやすい統計資料を提
示し、教科書を使用する際
に有効に活用できるように
工夫している。

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（従前用）

教科名：（　　地理歴史　　）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容

日
本
史
Ｂ

世
界
史
Ａ

高等学校　改訂版　世
界史Ａ

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
史的に考察するうえで、適切にまとめられた内容
である。

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。

歴史の探究が最初に示さ
れ、所々に歴史の追究の頁
があって、自主的に深める
ことができるように配慮さ
れている。

高等学校 日本史Ｂ 改訂版

基礎的・基本的事項が抑えられ、理解しやすく構
成・展開されている。また歴史写真や図版が多用
され、生徒の興味・関心をひく配慮もなされてい
る。

見開き２ページで１テー
マ、テーマ毎に疑問文で学
習目標が示されている。他
にも特設テーマ学習など配
され、分量的にも扱いやす
い構成となっている。

学習に役立つ写真・地図・
図表を豊富に掲載してい
る。

世界史Ａ

章末に、歴史に対する興味・関心を持たせるコラ
ムが提示されていて、多様な学習活動ができるよ
うに配慮されている。

各章のバランスがよく、分
量も適切である。

必要に応じて地図・写真・
図解などで理解を助ける工
夫がなされている。

構成・分量・装丁 表記・表現



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

2 現社

東書 017

7 現社

実教 019

35 現社

清水 022

46 現社

帝国 023

81 現社

山川 024

183 倫理

第一 016

2 倫理

東書 017

7 倫理

実教 018

7 政経

実教 016

2 政経

東書 022

7 政経

実教 023

思想分野の内容が特に充実している。補足的・発
展的な事項は小本文や注で取り上げられている。
また人物についての説明も詳細に書かれている。

思想の流れや全体像を把握
しやすいように、内容が時
代順に構成されている。本
文の他に、要点が整理され
ているところなどもある。

説明文が多く難しく感じる
ところもあるが、象徴的な
絵画や写真が取り上げられ
ていて、視覚的な工夫がな
されている。

倫
理

高等学校　改訂版 倫理

簡潔な説明で思想家の略伝・エピソード・ことば
を多く記載し、生徒の興味・関心を高めることが
できる内容である。

テーマについて、考えさせ
る構成になっている。

図表・写真が豊富に掲載さ
れている。

倫理

基本的な内容から、発展的内容まで学べるように
構成されている。地図やグラフ、資料や人物につ
いての説明も充実している。

本文とは別に、人物に関す
る説明もあり、興味・関心
が高まるように工夫されて
いる。その分、文章が多い
構成となっている。

落ち着いた配色で見やす
く、写真や絵画も多く取り
上げられている。

高校倫理

高校生の新現代社会
―共に生きる社会をめ
ざして―　初訂版

社会人として不可欠な常識や教養がしっかり身に
着くよう基礎・基本が充実した内容となってい
る。図版資料も多く、しくみや概念が理解しやす
い工夫がなされている。

原則１単元１見開きとして
構成されとおり、まとまり
が良く分量も適切なものと
なっている。

生徒がわかりやすい平易な
表現で記述されている。写
真や図版資料が豊富であ
る。

新版　現代社会

基礎・基本的な内容だけでなく、発展させた内容
も取り入れておりバランスよく構成されている。
語句の解説も豊富で生徒がより理解しやすい。図
版資料も豊富で適切に配置されている。

授業展開がしやすい構成に
工夫されている。分量も適
量である。巻末の学習資料
がよくまとめられ活用しや
すい。

図表・写真・地図・資料を
適切に記載し、見やすく工
夫されている。

見開き２ページで１テーマ
がまとめられていてわかり
やすく、学習事項の分量も
適切である。

図版や写真が豊富なため、
理解しやすくわかりやすい
工夫がなされいる。

高等学校　新現代社会
改訂版

学習のテーマが明確でわかりやすい。生徒が学習
ポイントを把握しやすいように内容を精選してい
る。図版資料も豊富で、本文の内容と関連づけが
しやすいため、生徒が興味・関心をもちやすい。

１テーマを見開きとしてい
る。文章・資料ともに全体
的な分量と構成が適切であ
る。コラムや資料も充実し
ている。

文章表現も生徒が理解しや
すいよう工夫されている。
重要事項はゴチックで表示
したりルビを付したりして
いる。

詳細な記述と豊富な事例が取り上げられている。
現代社会の諸課題について考えさせる記述もあ
る。

政治分野と経済の分野がバ
ランスよく構成されてい
る。テーマごとに学習内容
が明記されていて、わかり
やすい。

カラー図版や写真、図解な
どもあり、わかりやすい。
詳しく丁寧に記述されてい
る。

現
代
社
会

現代社会

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よく配置されてい
る。また、生徒の主体的な学習を促す工夫もされ
ている。

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。

新版現代社会

基礎的・基本的事項が丁寧に記述されており、身
近なところから現代社会をとらえる内容になって
いる。また、学習内容を深めることができるよ
う、補足的・発展的な内容も脚注やコラムの形で
取り上げている。

新版政治・経済

基本的な内容から発展的内容まで、丁寧にかつ詳
細に書かれている。、時事ノートや経済Ｑ＆Ａの
コーナーがあり、最新の情報を提供されており、
生徒が理解しやすい内容でまとめている。時事用
語の解説も豊富。

見開き構成で学習内容がわ
かりやすい。イラストなど
を用いてイメージしやす
く、生徒の興味・関心をひ
く工夫がなされている。

図や写真、資料などがとて
も豊富で視覚的に学習内容
を理解できるようになって
いて、生徒の興味・関心を
高められるように工夫され
ている。

政治・経済

政
治
・
経
済

各テーマごとに、生徒が問題意識を持って主体的
に考えることができるように工夫されている。ま
た具体例なども示されており興味・関心を高める
内容になっている。

Ａ５版の中にコンパクトに
まとめられている。考えさ
せるテーマや用語の注釈も
詳しく書いてあってわかり
やすい。

政治分野と経済分野で配色
も変えていて見やすい。図
表・写真がテーマにそっ
て、的確に配置され、内容
に即している。図解もわか
りやすい。

高校政治・経済　新訂
版

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（従前用）

教科名：（　　公　民　　）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

17 音Ⅱ

教出 006

17 音Ⅱ

教出 007

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。

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

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、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。

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。

高校音楽Ⅱ　改訂版
MUSIC　ATLAS

音
楽
Ⅱ

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（従前用）

教科名：（　　音　楽　　）

科
目

教　科　書　名

音楽Ⅱ　改訂版　Tutti

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。



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

38 美Ⅰ

光村 004

116 美Ⅰ

日文 005

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

高校美術１

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、関心をもって学
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。

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。

美
術
Ⅰ

美術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。時代を踏まえた芸術表現の実際と可
能性を示唆する内容になっている。また、現代美
術の作品も豊富に紹介されていて、美術界の新し
い動向を積極的にも触れている。

テーマが系統的にわかりや
すくまとめられており、
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。

Ａ４ワイド版を生かした図
版の掲載方法を取ってい
る。また、テーマに沿った
理解を促すに十分な量と質
である。文章解説がわかり
やすく適切で、かつ写真が
大変美しい。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。

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（従前用）

教科名：（　　美　術　　）

科
目



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

2 書Ⅰ

東書 008

6 書Ⅰ

教図 010

17 書Ⅰ

教出 011

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。

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。

教　科　書　名 内　　　　　　容

典型的な古典の対比がしやすくわかりやすい。書
写から書道へのプロセスをうまくつないでいる。
古典の拡大版の文字も活用しやすい選択がされて
いる。

全体的に淡いトーンで統一
され、バランス良く美しい
図版が配置されている。

重要ポイントが簡潔かつ理
解しやすく記載されてい
る。

書
道
Ⅰ

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、古典資
料にも大意があるので理解
しやすい。篆書の筆順もわ
かりやすく示されている。

書道Ⅰ

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。生活書も豊富で、
書の楽しさが伝わる内容である。

構成・分量・装丁 表記・表現

書　Ⅰ

漢字仮名交じり書の創作手順がわかりやすい。仮
名の書では、多くの古典作品が掲載されており、
創作の手順がわかりやすく解説されている。古典
が原寸大で掲載され、用筆の解説も理解しやす
い。

新編　書道Ⅰ

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（従前用）

教科名：（　　書　道　　）

科
目



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

2 オⅠ

東書 020

9 オⅠ

開隆堂 021

2 英Ⅱ

東書 038

2 英Ⅱ

東書 039

15 英Ⅱ

三省堂 046

183 英Ⅱ

第一 066

Viva Engish！Ⅱ
NEW EDITION

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付けて考えや
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。

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。

Hello there!
Oral Communication Ⅰ

「話す活動」と「聞く活動」がバランス良く配置
されており、それぞれが上達できるように工夫し
編集されている。

各単元は、易しい言語材料
で構成されている。全体的
な分量は適切である。

楽しそうなイラストやメリ
ハリのきいた紙面構成で、
学習威力高められるよう配
慮されている。

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
で分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。

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。文章表現も問
題はない。

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。

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。

All aboard! English
Ⅱ

学習内容がわかりやすい紙面構成になっている。
見開き２ページで短い英文で分かりやすく構成さ
れており、基礎・基本事項が確実におさえられる
紙面作りになっている。

学習内容が精選されてお
り、余裕を持って指導でき
るよう配慮されている。多
様な活動ができるように編
集されており、分量も適切
である。

全ページフルカラーであ
り、学習意欲が高められる
よう配慮されている。写
真、挿絵も効果的である。
製本も堅牢である。

英
語
Ⅱ

オ
ー

ラ
ル
コ
ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
Ⅰ

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（従前用）

教科名：（　　外国語　　）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

Power On English Ⅱ

世界の広い分野の題材を扱い、生徒にとって読む
ことに興味を抱かせるように構成されている。題
材が適切に配置されている。また、単語や構文も
標準的なものが使われている。

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

写真資料が大きく色彩豊か
で、題材理解にスキーマを
働かせる役割になってい
る。

VISTA English Series
Ⅱ
Step Two New Edition



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

6 家庭

教図 041

7 家庭

実教 044

家
庭
基
礎

新家庭基礎
ともに生きる,くらしを
つくる

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。

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。

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。

新家庭基礎21

写真とイラストでビジュアル的に理解できるよう
に工夫されている。各分野の専門家の執筆で新し
い視点で書かれている。個人の自立をテーマにし
てバランスの良い内容となっている。

新しい視点で書かれている
ので、生徒が興味をもって
楽手できる。

文章量が図と半々で、視覚
的にイメージしやすく、文
章も読みやすい。

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（従前用）

教科名：（　　家　庭　　）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

7 情報

実教 060

7 情報

実教 061

61 情報

啓林館 064

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。

構成・分量ともに適切であ
る。

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（従前用）

教科名：（　　情　報　　）

科
目

情
報
Ａ

最新情報Ａ

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。

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。

教　科　書　名 内　　　　　　容

平易な表記でわかりやすく
書かれている。

構成・分量・装丁 表記・表現

各分野の内容が丁寧に記述・説明されていて、写
真やイラストが充実し、見やすく理解しやすい。

構成・分量ともに適切であ
る。

高校情報Ａ

平易な表記でわかりやすく
書かれている。

高等学校 情報Ａ 最新
版



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

7 工業

実教 015

7 工業

実教 053

7 工業

実教 086

7 工業

実教 117

154 工業

オーム 073

文字や図の割付が良く、文
章表現が適切である。

図や表などは適切に配置さ
れている。

機械設計２

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。

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。

原動機

マルチメディア応用

例題・問題の取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。

内容が系統的・発展的に組
織・配列されており適切で
ある

文字及び図版の印刷が適切
である

教　科　書　名 内　　　　　　容

専
門
教
育
（

工
業
）

新しい電力技術（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。

図板が大きく視覚的にわか
りやすい。

通信技術 新訂版

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。

分量、体裁も良く、内容の
配分がよい。

構成・分量・装丁 表記・表現

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。

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。

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（従前用）

教科名：（　　工　業　　）

科
目



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

7 商業

実教 020

7 商業

実教 029

7 商業

実教 035

7 商業

実教 036

7 商業

実教 040

7 商業

実教 041

7 商業

実教 042

7 商業

実教 044

7 商業

実教 045

144 商業

暁 016

144 商業

暁 030

190 商業

東法 024

専
門
教
育
（

商
業
）

見出しと本文とのバランス
が見やすく、図や表を多く
使っていてわかりやすい。

高校簿記　新訂版

基礎・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。記帳方法も詳細で記述さ
れ、検定基準に適している。

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。

ビジネス情報

ビジネス情報に関する内容が適切に記載されてお
り説明が丁寧で学習しやすい構成になっている。

分量や配列に問題はない。 図や表を多く使っていてわ
かりやすい。

経済活動と法

各ページ、イラスト入りである。説明が丁寧で、
取り上げる内容や順序に問題はない。

分量や配列に問題はない。 平易な文章表現を用いてお
り、適切である。

イラストを多く取り入れて
説明されている。

会計

会計活用能力を養うための高度な内容が記載され
ており、理解しやすく説明されている。

会計の意味・目的が明確に
説明されており、配列も適
切である。

イラストを多く取り入れて
説明されており、わかりや
すい。

経済活動と法
－くらしに役立つ法律
－

説明が丁寧で、取り上げる内容や順序に問題はな
いが、やや簡略化されすぎている部分も見受けら
れる。

分量は他のものと比べると
最も少ないが、復習問題が
豊富である。

おおむね適切であるが、文
章表現がやや難解な部分が
見受けられる。

フルカラーの項目も多く、
生徒が視覚からでも学習で
きる工夫がされている。

新会計　新訂版

学習指導要領に示されている目標や内容に沿って
いる。適切なものが取りあげられており充実して
いる。

図解・イラストを多く取り
入れており、わかりやすく
配列されている。

見出しが明確・まとめの表
記もあり、学習をするのに
有効である。

商業技術　新訂版

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。

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。

高校会計　新訂版

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（従前用）

教科名：（　　商　業　　）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

用語に読みがな（ルビ）が
ついており、文章表現がや
さしくなっている。

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良
い。記帳方法も詳細で記述され理解しやすい。

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。

新簿記　新訂版

基礎・基本学習項目が詳細に解説されている。問
題演習にも適切に対応している。

各単元の分量が適量であ
り、配列・構成が適切であ
る。

ビジネス情報　新訂版

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

図解・イラストを多く取り
入れており、興味・関心を
高められる。

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。

商業技術
－ビジネス社会で活か
そう－

説明が丁寧で、取り上げる内容や順序に問題はな
いが、説明が難解な部分が見受けられる。

分量や配列に問題はない。

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。

判例等が適切に配置されて
おり適切である。

経済活動と法　新訂版

平易な文章表現で、高校３
年生向けの教材として適切
である。



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

7 家庭

実教 027

　　　　　　平成２７年度使用教科用図書調査研究報告書　（従前用）

教科名：（　　家　庭　　）

科
目

教　科　書　名 内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

専
門
教
科

（

家
庭
）

被服製作

被服製作の基礎的な内容が解り易くまとめられて
いる。解説が詳しく、学習の広がりが期待でき
る。

系統的にまとまっており、
見やすい構成である。

専門的な用語についての解
釈が丁寧に書かれている。
図もわかりやすい。


