
平成２９年度使用高等学校教科用図書の採択について



平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧

(高等学校) 

≪全日制≫

     川崎高等学校         １頁 ～ １５頁

     商業高等学校        １６頁 ～ ３０頁

     川崎総合科学高等学校    ３１頁 ～ ５０頁

     橘高等学校         ５１頁 ～ ５８頁

     高津高等学校        ５９頁 ～ ６８頁

≪定時制≫

     川崎高等学校        ６９頁 ～ ７４頁

     商業高等学校        ７５頁 ～ ８０頁

     川崎総合科学高等学校    ８１頁 ～ ８７頁

     橘高等学校         ８８頁 ～ ９２頁

     高津高等学校        ９３頁 ～ ９８頁



様式１－２

番号 略称 記号 番号

○ 国語 2 東書 国総 333 精選国語総合 1

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

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

色使いが良く、説明等も見やす
いので関心をもちやすい。

○ 国語 2 東書 国総 334
国語総合　現代文
編

1

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

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

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

○ 国語 2 東書 国総 335 国語総合　古典編 1

古文は各時代の代表的な教材、
漢文は故事・寓話・詩文・史
話・思想などから基本教材が選
ばれている。

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

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

国語 15 三省堂 国総 336
高等学校国語総合
現代文編　改訂版

1

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

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

意味や用法に注意して身につけ
ておきたい語句は、脚注欄に抜
き出して見開きごとに整理して
あり、語彙を定着させるのに有
益である。

国語 15 三省堂 国総 337
高等学校国語総合
古典編　改訂版

1

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

古文、漢文とも様々なジャンル
がバランスよく収録されてい
る。

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

国語 15 三省堂 国総 338
精選国語総合　改
訂版

1

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

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

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

国語 2 東書 現Ｂ 302 精選現代文Ｂ 23

近代以降の様々な文章を読み、
「的確に理解」する能力が高め
られるよう、教材は精選され、
バランスよく配列されている。
やや生徒の関心を引き付けにく
い作品もある。

２か年にわたる履修にも対応で
きるように全体が二部構成(Ⅰ
部・Ⅱ部構成)になっている。ま
た、単元はジャンル別に構成さ
れており、分量も適切である。

コラム「思考への扉」「文学へ
の扉」は、読解教材の内容を深
め、広げることができ，巻末に
示されている「評論用語概説」
とともに、生徒の自学自習にも
役立つ。

○ 国語 15 三省堂 現Ｂ 304 精選現代文Ｂ 23

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。

国語 50 大修館 古Ａ 307 古典Ａ　物語選 2

物語作品を中心に、古典学習に
必要十分な基本的な教材が精選
されている。

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。

○ 国語 183 第一 古Ａ 305
高等学校　標準古
典Ａ　物語選

2

古典作品として長く評価されて
いる作品を幅広く採録してお
り、注も詳細でわかりやすく編
集されている。

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。

○ 国語 2 東書 古Ｂ 302
精選古典Ｂ　古文
編

23

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。

古文編・漢文編の２分冊構成で
あり、多様かつ柔軟な指導が実
現できる。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。

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。

○ 国語 2 東書 古Ｂ 303
精選古典Ｂ　漢文
編

23

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

古文編・漢文編の２分冊構成で
あり、多様かつ柔軟な指導が実
現できる。幅広い分野からの作
品で構成されており、複数年で
の履修にも対応できる。

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

国語 15 三省堂 古Ｂ 304
高等学校古典Ｂ
古文編

23

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。

古文編・漢文編の２分冊構成で
あり、多様かつ柔軟な指導が実
現できる。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で
ある。

国語 15 三省堂 古Ｂ 305
高等学校古典Ｂ
漢文編

23

オーソドックスすぎる印象を受
ける。日本での漢文受容のあり
方なども平易に解説されてい
る。

古文編・漢文編の２分冊構成で
あり，多様かつ柔軟な指導が実
現できる。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で
ある。

表記・表現

平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

使用
学年

内容 構成・分量・装丁



様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

使用
学年

内容 構成・分量・装丁

地理
歴史

2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ 2

基礎的・基本的事項が網羅され
ており、十分な内容となってい
る。重要用語は本文中に太字で
示されている。前近代の諸地域
世界の特質と現代世界を理解す
るために必要な近現代史の内容
が適切に取り上げられている。

本文は見開き１テーマで構成さ
れており、学習内容の分量も配
慮されている。「世界史へのい
ざない」や「世界史への窓」の
特集では、世界史学習への関
心・意欲を高める工夫がなされ
ている。

用語の解説が注釈欄に提示され
ている。また、歴史上の重要人
物の説明が適宜提示されてお
り、生徒の理解および関心を高
める工夫がなされている。本文
記述は平易で簡明である。

地理
歴史

46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 2

基礎的・基本的事項が精選され
ている。身近な「生活」や「文
化」といった内容が多く取り上
げられており、生徒が親しみを
もちやすい。特に日本史とのつ
ながりが重視され、既習事項か
ら学習を深めることができる。

本文は見開き１テーマで構成さ
れており、学習内容の分量も無
理がなく、学習計画が立てやす
い。直感的に世界史のイメージ
をつかみやすい、大きくて迫力
のある写真や絵画が充実してい
る。

本文は、読んで分かりやすい平
易な文章で記述されている。ま
た、ふりがなも効果的に振られ
ている。注釈欄が充実してお
り、生徒の内容理解を促すもの
となっている。

○
地理
歴史

81 山川 世Ａ 316
世界の歴史　改訂
版

2

基礎的・基本的事項が網羅され
ている。日本との関係が密接な
東アジアに関するテーマが多く
取り上げられている。日本史に
関するコラムなどの歴史コラム
により、生徒の関心を引く内容
となっている。

見開き１テーマ、1時間で構成さ
れており、1時間の授業に適切な
分量となっている。大きな地勢
図や図版などが随所に掲載さ
れ、生徒が直感的にイメージを
持ちやすいようレイアウトが工
夫されている。

本文は、明快で簡潔な文体で記
述されており、分かりやすい。
重要用語は太字で示され、ま
た、ふりがなも効果的に振られ
ている。授業で指示しやすいよ
う、図版に番号が振られてい
る。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 306 要説世界史 2

基礎的・基本的事項がまんべん
なく網羅されている。写真・図
版資料が充実しており、図版資
料を読み取り、考察する学習に
も適している。

学習指導要領に沿って、古代・
中世までと近現代史がバランス
よく構成されており、分量も適
切である。本文の内容に合わせ
て、適切な大きさの写真・図版
資料が随所に配置されている。

本文の表現は、簡明である。解
説も詳細であり、適切になされ
ている。重要用語は太字で表記
されている。ふりがなも効果的
に振られている。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 307 現代の世界史 2

基礎的な内容が十分に取り上げ
られている。コラムや用語の解
説も充実している。豊富で見や
すい図版資料など、生徒の興味
を引く内容も多い。

近現代史の理解に重点を置いた
構成となっている。図版資料・
本文・コラムの配置に工夫がな
され、見開きのページが全体と
して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。重要用語は太
字で表記されている。また、ふ
りがなも効果的に振られてい
る。

○
地理
歴史

2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ 12

基礎的・基本的事項が網羅され
ており、世界の歴史の流れや全
体像が把握できる内容となって
いる。同時代史的な世界の全体
像を様々な視点から大きく捉え
られるよう工夫されている。

多様な写真や図版が掲載されて
おり、生徒の興味・理解を促す
工夫がなされている。十分な分
量の内容をバランスよく配置し
ている。コラム・注釈も多く設
けられているため、更なる発展
的な学習が可能である。

本文は、平易で簡明な記述と
なっている。重要用語は太字で
示され、また、ふりがなも効果
的に振られている。地図は、判
別しやすい色で提示するなど、
カラーユニバーサルデザインに
も配慮されている。

地理
歴史

7 実教 世Ｂ 309 世界史Ｂ　新訂版 12

基礎的・基本的事項が網羅され
ており、世界の歴史の流れや全
体像が把握できる内容となって
いる。各章の冒頭は、それぞれ
の時代を大きく捉えられるよ
う、写真や地図を効果的に掲載
し、生徒に問いかける内容と
なっている。

各地域・各時代とも詳細に取り
上げられており、高校での世界
史学習に十分な内容が網羅され
ている。ページの端にインデッ
クスが採用されており、各時
代・地域ごとに識別でき、学習
時に検索しやすい。

本文は一文が短く、読みやすく
分かりやすい記述となってい
る。重要用語は太字で示され、
ふりがなも効果的に振られてい
る。多様な写真や図版がコンパ
クトに掲載されており、ページ
を開いたときの圧迫感が少な
い。

地理
歴史

81 山川 世Ｂ 310
詳説世界史　改訂
版

12

基礎的・基本的事項が網羅され
ている。「主題学習」では、主
体的な学習が可能である。各部
の冒頭では学習する際の重要な
視点を示し、末尾では学んだ内
容の確認と次の部へのつながり
を示している。

多様な写真や図版が掲載されて
おり、生徒の興味・理解を促す
工夫がなされている。十分な分
量の内容をバランスよく配置し
ている。コラム・注釈も多く設
けられているため、更なる発展
的な学習が可能である。

本文は、若干であるが難解な記
述部分がある。重要用語は太字
で示され、また、ふりがなも効
果的に振られている。写真や図
版が大きくレイアウトされ、生
徒の興味・理解を深める工夫が
なされている。

地理
歴史

81 山川 世Ｂ 304 詳説世界史 12

基礎的・基本的な内容から発展
的な内容まで網羅しており、
質・量ともに充実している。史
料・図説・写真が豊富で、発展
的な学習にも十分対応できる内
容になっている。

学習指導要領に沿って、各時
代・各地域とも取り上げられて
おりバランスのよい構成となっ
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
ある。

本文はやや難しい表現もある
が、詳細な記述で歴史の流れを
理解しやすい。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。

地理
歴史

2 東書 日Ａ 308
日本史Ａ　現代か
らの歴史

3

基礎的な歴史事象が網羅されて
いる。日本の近現代史の展開を
理解し把握できる内容となって
いる。世界地図を巻頭ページに
掲載するなど、世界史的な視点
を常にもって学習できるよう工
夫されている。

現代から歴史を学ぶという視点
で、内容が精選され、バランス
よく配置されている。見開き１
テーマで構成されており、指導
計画を立てやすく、分量も適切
である。

本文は平易で簡明な記述となっ
ている。写真や図版も大きく鮮
やかで、生徒の興味を喚起しや
すい。図の色使いなどでは、カ
ラーユニバーサルデザインにも
配慮されている。

○
地理
歴史

81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版 3

基礎的な歴史事象が網羅されて
いる。より発展的な日本史学習
にもつなげていけるよう配慮さ
れている。国際的な視野で日本
の近現代史が叙述されており、
視点を広げて日本史の学習を進
めることができる。

歴史史料や図版が適宜掲載され
ており、生徒の興味・理解を促
す工夫がなされている。十分な
分量の内容をバランスよく配置
している。写真が大きく掲載さ
れており、生徒の興味・理解を
促す工夫がされている。

本文は平易で簡明な記述となっ
ている。写真や図版が大きく掲
載されており、見やすく、生徒
の興味・関心を喚起するものと
なっている。図の色使いなどで
は、カラーユニバーサルデザイ
ンにも配慮されている。

地理
歴史

81 山川 日Ａ 307 日本史Ａ 3

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

学習指導要領に沿った構成と
なっており、分量も適切であ
る。史料が適切に配置されてお
り、本文内容の理解を深めるこ
とができる。

本文は平易な記述となってい
る。重要用語は太字で表記され
ている。また、ふりがなも効果
的に振られている。



様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

使用
学年

内容 構成・分量・装丁

地理
歴史

183 第一 日Ａ 312
高等学校　改訂版
日本史Ａ　人・く
らし・未来

3

基礎的な内容が精選されてい
る。「生活」や「文化」といっ
た生徒に身近な視点から日本史
へといざなう内容となってい
る。生徒に身近な題材が織り込
まれ、親しみをもって日本史学
習に取り組めるよう工夫されて
いる。

見開き１テーマで構成されてお
り、指導計画を立てやすく、分
量も適切である。「歴史の目」
「クローズアップ」といった特
集が、生徒の興味をつかむ内容
となっている。

本文は平易で簡明な記述となっ
ている。写真や図版も大きく鮮
やかで、生徒の興味を喚起しや
すい。「学習お役立ち地図」
「巻末史料」など、学習時に役
立つ資料も豊富に掲載してい
る。

地理
歴史

2 東書 日Ｂ 303 新選日本史Ｂ 2

基礎的・基本的な内容が網羅さ
れており、記述も詳細である。
巻頭見開きの江戸屏風で史料の
重要性の説明があり、歴史学の
研究方法についても説明されて
いる。

学習指導要領に沿った構成と
なっており、構成・分量ともに
適切である。史料がとても豊富
であり、別に図版を用意しなく
ても十分なほど網羅されてい
る。

本文は平易で分かりやすい表現
となっている。重要用語は太字
で表記されている。ふりがなも
効果的に振られている。文字
フォントの大きさは、やや小さ
めである。

○
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309
詳説日本史　改訂
版

2

基礎的・基本的事項から、発展
的事項まで詳しく記述されてい
る。豊富な史・資料が掲載さ
れ、本文の理解を深めていくこ
とが可能である。「主題学習」
では、主体的な学習を促し、歴
史的思考力を高めることができ
る。

多様な写真や図版が掲載されて
おり、生徒の興味・理解を促す
工夫がなされている。十分な分
量の内容をバランスよく配置し
ている。図版・注釈・資料の説
明も細かく設けられているた
め、更なる発展的な学習が可能
である。

本文は、高校生に理解できる簡
明な文章で記述されている。重
要用語は太字で示され、また、
ふりがなも効果的に振られてい
る。写真や図版ができる限り大
きくレイアウトされ、生徒の興
味・理解を深める工夫がなされ
ている。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308
高等学校　新地理
Ａ

1

地理学習に必須の基礎的事項が
網羅されている。世界の全ての
地域が掲載されており、様々な
地域を学習することが可能であ
る。各地域の事例がアップデー
トされており、地域の「今」の
姿を把握することができる。

見開き１テーマ、１時間となっ
ており、分量が適量で学習計画
を立てやすい。見開きのレイア
ウトが明確で分かりやすい。写
真等が効果的に配置されてお
り、生徒が興味・関心をもって
学習に取り組めるよう工夫され
ている。

本文は丁寧で分かりやすい記述
となっている。重要用語は太字
で示され、ふりがなが効果的に
振られている。本文の内容を補
足する注釈欄が多く設けられて
おり、内容理解を促すことでき
る。

地理
歴史

46 帝国 地Ａ 306 高校生の地理Ａ 1

地理の基礎知識・用語がしっか
り押さえられている。各見開き
の導入資料「現地レポート」
は、自らが旅行しているような
臨場感があり、生徒の興味関心
をもたせるのに十分である。写
真が大きく取り入れられ、地域
の様子を視覚的にとらえやす
い。

本文を補足する写真やグラフが
豊富で、配置も適切で見やす
い。「自然災害」の単元ではド
キュメンタリータッチの
「NEWS」が生徒の興味関心を喚
起する。

多色の色分け表現には、模様を
使って区分けしやすくしたり、
凡例の図の近くに配置して判読
しやすい。表記が簡潔で理解し
やすい。

地理
歴史

2 東書 地Ｂ 303 地理Ｂ 3

基礎的・基本的な内容が網羅さ
れている。さらに特集ページで
は、地理的技能や地理的な見
方、考え方が身につくよう配慮
されている。

構成・分量・装丁とも適切であ
る。章の冒頭にはリード文が掲
載されており、ポイントがわか
りやすく示されている。写真や
図版も豊富である。

本文の表現は平易で、読みやす
い。本文の内容をさらに掘り下
げる脚注が多数掲載されてお
り、学習しやすい。重要用語は
太字で表記されている。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 3

系統地理の分野では、取り扱う
内容も十分で、かつ記述が詳し
く、体系的に理解しやすい。地
誌の分野では、地域の自然環境
だけでなく歴史的背景について
も記述があり、地域への多角的
な理解を深めることができる。

十分な内容を網羅しており、世
界の諸地域が偏りなく取り上げ
られている。写真や図版が効果
的に配置されており、地域をよ
り具体的に理解することができ
る。表紙が撥水加工され、堅牢
な製本となっている。

本文は丁寧で分かりやすい記述
となっている。重要用語は太字
で示され、ふりがなが効果的に
振られている。注釈欄や特設
ページが多く設けられており、
発展的な学習を促すことでき
る。

地理
歴史

2 東書 地図 301 新高等地図 1

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。主
題図の読み取りなど考察課題が
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。各地域ごとの主題図も充
実していて理解を深めやすい。

薄くて丈夫な用紙が使用されて
おり、落ち着いた色彩で図版が
見やすい。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。

地理
歴史

46 帝国 地図 309
標準高等地図-地図
でよむ現代社会-

1

一般図、資料図、都市図、統計
などが網羅されている。地歴
科・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版で、地図が大きく大変見
やすい。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。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 1

基礎的・基本的な地図・資料が
網羅されている。都市部の拡大
図や主題図が豊富に掲載されて
おり、地理学習に適している。
地理歴史科、公民科の学習で必
要となる統計資料が掲載されて
おり、幅広い用途で使用可能で
ある。

一般図・主題図・統計資料がバ
ランスよく掲載されている。B４
ワイド版で、地図が大きく見や
すい。３年間に渡って頻繁に使
用することを想定した、耐久性
のある表紙と製本となってい
る。

索引は、文字が大きく、地名が
探しやすいよう工夫されてい
る。世界地図には、地名に欧文
表記が併記されている。地図の
色彩は、カラーユニバーサルデ
ザインにも配慮されている。

公民 2 東書 現社 313 現代社会 13

学習指導要領の内容が適切に取
り上げられており、各項目が偏
りなく網羅されている。資料が
豊富に掲載されており、理解を
深めることが可能である。

学習指導要領に沿って構成され
ており、分量も適切である。資
料が豊富であり、発展的な学習
が可能である。

本文の表現は簡明である。重要
用語は太字で表記されている。
ふりがなも効果的に振られてい
る。カラーバリアフリーをはじ
め、ユニバーサルデザインに配
慮されている。

公民 17 教出 現社 304 最新　現代社会 13

基礎・基本的な事項が、まんべ
んなく網羅されている。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。

本文の表現は平易で分かりやす
い。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。
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○ 公民 35 清水 現社 316
高等学校　現代社
会　新訂版

13

基礎的・基本的な内容が網羅さ
れている。注釈欄には、解説や
資料などが豊富で発展的な学習
も可能である。特設ページの
「経済教室」「法学教室」など
で、経済学的な見方、法学的な
見方を学ぶことができる。

見開き１時間で学習できるよ
う、分量が調整されている。そ
のため学習計画を立てやすい。
多くの統計資料や写真を効果的
に配置しており、本文が読みづ
らくならないよう工夫されてい
る。

本文の表現は簡潔で分かりやす
い。重要用語は太字になってお
り、また人名はカラーのアン
ダーラインが引かれており判別
しやすい。ふりがなも効果的に
振られている。

公民 2 東書 倫理 306 倫理 1

基礎的・基本的な内容が網羅さ
れている。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。

学習指導要領に沿って構成され
ており、構成・分量も適切であ
る。思想家の著作の紹介、写
真、図説等が見開きで見やすく
レイアウトされている。

本文の表現は平易で分かりやす
い。重要用語は太字で表記され
ている。ふりがなが効果的に振
られている。文字の大きさ・行
間が適切である。

公民 7 実教 倫理 301 高校倫理 1

基礎的・基本的な内容が網羅さ
れている。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。

学習指導要領に沿った構成と
なっている。写真が豊富で、特
に美術作品の写真が充実してい
る。表紙の装丁が科目の特性を
端的に表している。

本文の表現は平易で分かりやす
い。重要用語は太字で表記され
ている。ふりがなが効果的に振
られている。

○ 公民 35 清水 倫理 308
高等学校　新倫理
新訂版

1

基礎的・基本的な内容から発展
的な内容まで網羅されている。
特設ページの「東洋と西洋の思
考」では、「美」「神」「こと
ば」についての生徒の思索を深
める内容となっている。

青年期、思想学習、課題探求学
習がバランスよく配置されてい
る。絵画、写真、古典の原文な
ど資料が豊富である。レイアウ
トが工夫されており、本文の読
解がしやすい。表紙の絵画が科
目の特性をよく表している。

本文の表現は平易で明快であ
る。重要用語は太字で表記され
ている。ふりがなや原語表記が
効果的に振られている。紙面が
明るく読みやすい。

公民 35 清水 政経 305
高等学校　新政
治・経済　最新版

3

基礎的・基本的な内容が網羅さ
れており、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。本文の内容は精選され、
脚注で細かい事項まで深められ
るようになっている。

学習指導要領に沿って構成され
ている。内容が精選され、構
成・分量ともに適切である。写
真や図などの資料が効果的に配
置され、見開きで見やすい紙面
となっている。

本文の表現は平易で分かりやす
い。重要用語は太字で表記され
ている。ふりがなが効果的に振
られている。

○ 公民 81 山川 政経 307 詳説　政治・経済 3

学習指導要領の内容が適切に取
り上げられており、政治と経
済、国内問題と国際問題の関連
が重視された内容となってい
る。解説やコラムなどの記述が
詳細で、発展的な学習にも対応
可能である。

政治、経済、現代社会の諸課題
がバランスよく配置されてい
る。グラフや統計資料などの客
観的資料も豊富であり、十分な
内容となっている。図や写真な
どの諸資料が効果的に掲載され
ており、本文内容の理解を促す
ことができる。

本文の表現が明快で、読み進め
ながら専門用語の意味を理解す
ることができる。重要用語は太
字で表記されている。また、説
明を要すると思われる用語には
詳細な解説をつけている。

○ 数学 7 実教 数Ⅰ 321
新版数学Ⅰ　新訂
版

1

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

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

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

数学 61 啓林館 数Ⅰ 309 新編　数学Ⅰ 1

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。

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

ポイントとなる箇所に色や写真
を使っているため、よりわかり
やすく表記・表現されている。

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 327 改訂版　数学Ⅰ 1

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

構成は理解しやすく工夫されて
おり、分量も適切である。

丁寧で適切にまとめられてい
る。色彩が落ち着いていて、見
やすい。

数学 104 数研 数Ⅰ 311 高等学校　数学Ⅰ 1

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

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

適切な文章表現である。また、
図なども効果的に使われていて
理解しやすい。

数学 2 東書 数Ⅱ 302 新編数学Ⅱ 2

例題の解説が丁寧で、次の内容
に無理なく進むことができる。
各単元の導入を丁寧に取り扱っ
ており、理解しやすい。

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。

数学 7 実教 数Ⅱ 305 新版数学Ⅱ 2

基礎から標準内容まで記載して
ある。図表や問題解決のための
補足事項が多く記載してあり、
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、問
の答えなどが太字等で強調され
るなど工夫がなされている。

○ 数学 104 数研 数Ⅱ 309 数学Ⅱ 1

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

構成は理解しやすく工夫されて
おり、分量も適切である。

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。
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○ 数学 104 数研 数Ⅱ 310 高等学校　数学Ⅱ 2

例題の解説が丁寧で、次の内容
に無理なく進むことができる。
基本事項を丁寧に取り扱ってお
り、理解しやすい。

構成・分量ともに適切である。 表記･表現等が見やすくまとめて
ある。各ページを一覧したとき
に例、例題、練習問題、まとめ
の位置がわかりやすくなってい
る。

数学 2 東書 数Ⅲ 301 数学Ⅲ 3

例・例題、問、節末問題、章末
問題と段階的に無理なくレベル
アップできる。問は例・例題と
同レベルの問題を扱い、基礎
的・基本的な知識が定着するの
に役立つ。参考・発展の内容も
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、青色・
緑色の濃淡で表現されている。

数学 7 実教 数Ⅲ 303 数学Ⅲ 3

基本問題から発展まで多くの種
類の例題を扱っており、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。 配色を抑え、青色の濃淡で表現
している。

数学 61 啓林館 数Ⅲ 306 数学Ⅲ 3

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。

構成・分量とも適切である。 配色を抑え、青色・茶色の濃淡
でポイントを表現する工夫がな
されている。

○ 数学 104 数研 数Ⅲ 309 高等学校　数学Ⅲ 3

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

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。

数学 104 数研 数Ⅲ 310 新編　数学Ⅲ 3

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。 図やイラストが豊富。色も多く
使われており見やすい。

数学 183 第一 数Ⅲ 312 高等学校　数学Ⅲ 3

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
「研究」「チャレンジ」という
名になっており、生徒の実態に
応じて指導しやすいよう工夫さ
れている。

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

○ 数学 104 数研 数Ａ 327 改訂版　数学Ａ 1

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

構成・問題量ともに適切であ
る。

丁寧で適切にまとめられてい
る。色彩が落ち着いていて、見
やすい。

○ 数学 104 数研 数Ａ 311 高等学校　数学Ａ 2

基礎的な内容から応用的な内容
まで、理解しやすいようにまと
められている。練習問題が例題
に準じた問題に加えて、複雑で
発展的な内容に触れているため
段階的に実力を身につけること
ができる。

構成・問題量ともに適切であ
る。

表記･表現等が見やすくまとめて
ある。各ページを一覧したとき
に例、例題、練習問題、まとめ
の位置がわかりやすくなってい
る。

数学 183 第一 数Ａ 316
高等学校　新編数
学Ａ

12

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。例・例題・探求例題・チャ
レンジ例題と例題が段階的にま
とめてあり、取り組みやすく
なっている。

問題の構成・分量とも適切であ
る。

図や写真が豊富でイメージがつ
かみやすい。

数学 2 東書 数Ｂ 302 新編数学Ｂ 23

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

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。

数学 7 実教 数Ｂ 304 新版数学Ｂ 23

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

構成・問題量ともに適切であ
る。

図説、数式中の重要な文字、問
の答えなどが太字等で強調され
るなど工夫がなされている。

○ 数学 104 数研 数Ｂ 310 高等学校　数学Ｂ 23

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。

表記･表現等が見やすくまとめて
ある。各ページを一覧したとき
に例、例題、練習問題、まとめ
の位置がわかりやすくなってい
る。

理科 2 東書 科人 306
改訂　科学と人間
生活

12

必要な学習内容に絞っていて授
業を進めやすい。身近な話題の
コラムを記載している。

丁寧に記述された文章で理解し
やすい構成になっている。中学
校での内容から抵抗なく学習が
すすめられる工夫がされてい
る。

図版等の色使いが配慮されて見
やすい。読みにくい漢字や重要
用語、物質名に振り仮名が振ら
れており親切である。
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○ 理科 7 実教 科人 307
科学と人間生活
新訂版

12

丁寧な説明で、それぞれの分野
で基本的な概念をきちんと理解
できるように記述してある。生
徒に興味を持たせるながら授業
を進められる内容になってい
る。

基礎がしっかりと身につく構成
になっており、さまざまなコラ
ムや問題で授業のサポートがさ
れている。

図や写真を多数記載してあり、
内容の理解を助けている。表
記・表現とも適切である。

理科 61 啓林館 科人 302 科学と人間生活 12

丁寧でわかりやすい文章であ
る。手軽にできる観察・実験が
多く、負担なく科学に興味を持
たせることができる内容であ
る。

丁寧で分かりやすい文章で科学
に興味を持つことができる。

視覚的に理解しやすく見やす
い。

理科 104 数研 科人 308
新　科学と人間生
活

12

必要な内容がコンパクトに整理
されている。学習内容の興味付
けと中学の復習等も記載されて
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。

やわらかい色使いで取り組みや
すい。イラストも豊富で丁寧で
ある。

理科 104 数研 科人 303
科学と人間生活
くらしの中のサイ
エンス

12

実験観察が多く取り扱われてい
る。科学的な見方や考え方が興
味・関心を持って学習できるよ
うな内容になっている。

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、コラムなどがとても
豊富である。

カラー写真も多く、適切に表現
されている。

理科 2 東書 物基 311 改訂　物理基礎 2

入試に必要な知識が十分に身に
つく内容になっている。考える
力、表現する力が育つ内容に
なっている。例題や問題も充分
に盛り込まれている。

基礎がしっかりと身につく構成
になっており、分量も適切であ
る。

日常生活との関連から物理の楽
しさが伝わる写真や表現になっ
ており、親しみやすい。

理科 2 東書 物基 312
改訂　新編物理基
礎

2

導入から本文、問題へと基礎基
本の定着を図る内容で重要なポ
イントがひと目で分かる。

学びやすい配列で構成・文量と
もに適切である。

親しみやすいイラストで日常の
物理学を豊富に記載。表記・表
現ともに適切である。

理科 7 実教 物基 313 物理基礎　新訂版 2

短時間で学習できる内容になっ
ており、生徒に興味を持って取
り組ませ、理解を深める内容に
なっている。

間違えやすい問題は本当に理解
しているのか確認できるような
工夫がされている。

英語表記で深める理解として、
タイトルや重要用語、公式の文
字解説などに英語表記がされて
いる。

理科 7 実教 物基 314
高校物理基礎　新
訂版

2

基本を押さえた分かりやすい教
科書になっている。

基礎がしっかりと身につく構成
になっており、分量も適切であ
る。

重要な図や写真を大きく配置し
てあり、視覚的に理解しやすい
表記になっている。

理科 61 啓林館 物基 316 考える物理基礎 2

生徒たちが無理なく物理を理解
できる内容になっている。「読
むこと」「書くこと」で物理の
内容がしっかりと定着するよう
な内容になっている。

構成も分量も適切である。丁寧
に記述された文章である。

図表やイラストが工夫されてお
り、表記･表現ともに適切であ
る。

○ 理科 104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 2

受験対策に適した内容である。
豊富な「例題・類題」で問題演
習も充分行える。全体的に要点
が整理されている。

理解しにくい用語・公式や法則
をフォローしている。知識が
しっかりと身につく構成になっ
ている。

本文中に図の一部を挿入するこ
とで本文と図の対応がわかりや
すい。写真も見やすく、表記・
表現とも適切である。

理科 183 第一 物基 320
高等学校　改訂
物理基礎

2

学習しやすい工夫が展開されて
いる。豊富な例題・問・問題で
理解を確認させる内容になって
いる。

構成も分量も適切であり、記述
も丁寧である。

紙面学習に加えて映像学習があ
り、さらに理解が深められる。
表記・表現ともに適切である。

理科 7 実教 物理 302 物理 3

生徒がつまづきやすい内容を丁
寧に解説している。練習問題も
充実しており実際の大学入試問
題が配置されている。

丁寧に解説されており、理解を
深めることができる構成になっ
ている。

公式など分かりやすく表現され
ている。図が見やすい。

○ 理科 104 数研 物理 304 物理 3

入試を意識した演習問題や理解
しにくい所を徹底的に説明する
「Ｚｏｏｍ」が良い。必要に応
じて物理基礎の内容を補い学習
がスムーズに行えるような内容
になっている。

丁寧に解説されており、理解を
深めることができる構成になっ
ている。

公式など分かりやすく表現され
ている。図が見やすい。

理科 183 第一 物理 305 高等学校　物理 3

読みやすく学習する上でポイン
トがしっかりとまとめられてい
る。

分量も構成も適切である。 イラストが丁寧で公式も見やす
い。
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○ 理科 7 実教 化基 315 化学基礎　新訂版 12

入試で出題され得る学習内容が
しっかりと記載されている。ま
た入試をみすえた充実の巻末付
録も良い。関連した発展も整理
して取り扱われている。

構成も分量も適切である。知識
がしっかりと身につく構成に
なっている。

写真やイラストが見やすくイラ
ストも豊富で丁寧である。

理科 7 実教 化基 317
高校化学基礎　新
訂版

12

生徒の学びやすい工夫が随所に
盛り込まれている。紛らわしい
用語や理解しにくい箇所につい
てもフォローされている。

構成も分量も適切である。知識
がしっかりと身につく構成に
なっている。

工夫された図で見やすく理解し
やすい。表記･表現ともに適切で
ある。

理科 61 啓林館 化基 318 化学基礎　改訂版 12

学習内容をスムーズに理解でき
るように工夫されている。「章
のまとめ」で要点を随時確認で
きるところが良い。

関連する内容がしっかりとまと
められており配列も分量も適切
である。

生徒が理解しやすいように写真･
図・表に吹き出しの解説がされ
ており充実している。

○ 理科 104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎 12

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

構成も分量も適切である。知識
がしっかりと身につく構成に
なっている。

図や写真が豊富で表記も表現と
も適切である。

理科 104 数研 化基 320
改訂版　新編　化
学基礎

12

基本的な化学基礎の内容がしっ
かりと学べる内容になってい
る。生徒たちが興味関心がわく
ような工夫がされている。

重点語句の確認や、要点が整理
されている。

親しみやすいデザインで写真や
イラストが豊富である。

理科 183 第一 化基 321
高等学校　改訂
化学基礎

12

化学を身近に感じられるような
工夫がされており、要点もしっ
かりとまとめられている。生徒
のつまづきやすい物質量の分野
は丁寧に展開されている。

工夫された構成で、生徒の学習
をサポートしている。分量も十
分である。

図やイラストがバランスよく用
いられ、表記・表現とも適切で
ある。

○ 理科 7 実教 化学 303 化学 3

内容の取り扱いが丁寧である。
理系進学者が学ぶべき内容が十
分に盛り込まれている。生徒が
学習する上で随所に工夫が見ら
れ、豊富な発展も魅力である。

丁寧に解説されており、理解を
深めることができる構成になっ
ている。

写真やイラストが多く、表記・
表現も適切である。

理科 61 啓林館 化学 305 化学 3

化学的な現象など詳しく、理解
が深められる内容になってい
る。生徒の興味関心がわきやす
い。

構成は理解がしやすい工夫がさ
れている。

写真や図バランスよく用いられ
ており、良い。

理科 104 数研 化学 306 化学 3

各項目のポイントが良くまとめ
られている。生徒の興味･関心と
学習意欲が湧くような「参考」
「発展」が豊富取り扱われてい
る。

整理された使いやすい構成に
なっており分量も適切である。

写真や図も見やすく表記･表現も
適切である。

理科 7 実教 生基 314
高校生物基礎　新
訂版

13

生徒自ら復習できるように章末
に「まとめ」「章末問題」があ
り学習内容をより一層理解でき
るようになっている。

整理された使いやすい構成に
なっており分量も適切である。

図や写真からも学習できるよう
に工夫されている。

理科 61 啓林館 生基 315 生物基礎　改訂版 13

「学習のまとめ」「一問一答」
「演習問題」の３ステップで知
識を定着される内容になってい
る。
解答も記載されているので自学
自習もしやすいようになってい
る。

充実した内容で構成も分量も
ちょうどよい。

生徒の興味をひきつける図や写
真が多数あり、全体的に明るく
見やすい。

○ 理科 104 数研 生基 316 改訂版　生物基礎 13

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

バランス良く構成されており、
分量も適切である。

丁寧な表記・表現がされてい
る。写真や図も分かりやすく工
夫されている。

○ 理科 104 数研 生基 317
改訂版　新編　生
物基礎

13

学習すべき内容が簡潔にまとめ
られている。重要なポイントを
意識しながら学習を進めていけ
る。

単純で分かりやすく分量も構成
も適切である。

写真が見やすくイラストも豊富
で丁寧である。

理科 7 実教 生物 305 生物 3

短い時間で学べる内容になって
いる。生徒自ら予習・復習がで
きるように問題も豊富である。

単純で分かりやすく構成も分量
も適切である。

写真や図も見やすく表記･表現も
適切である。
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理科 61 啓林館 生物 302 生物 3

生徒の関心が高められる内容に
なっている。知識を定着しやす
い教科書になっている。

バランス良く構成されており、
分量も適切である。

写真が見やすくイラストも豊富
で丁寧である。

○ 理科 104 数研 生物 303 生物 3

生物への興味・関心や生物学的
思考力が高まる工夫がされてい
る。これまで扱われていなかっ
た高度な内容も分かりやすく
扱っている。

やさしい解説とともに見やすい
構成になっている。

写真やイラストも見やすくバラ
ンスもよい。表記･表現ともに適
切である。

○
保健
体育

50 大修館 保体 304
現代高等保健体育
改訂版

12

保健体育の知識・教養を習得
し、豊かな人間性、創造性及び
健やかな身体を養い社会を健康
的なものに発展させていく資質
と能力を育成できる内容となっ
ている。

１つの項目が見開き2ページで完
結する構成になっており、学習
者が学習範囲を意識できるよう
に配慮がなされている。

基礎的・基本的な事項に焦点が
絞られ、高校生の発達段階にそ
くして、理解しやすく親しみや
すい記載となっている。

保健
体育

50 大修館 保体 305
最新高等保健体育
改訂版

12

丁寧な説明で、扱っている題材
もわかりやすい。基礎・基本を
理解しやすい配慮がされてい
る。

見やすく、学習しやすい構成に
なっている。

説明のしかたがやさしく、分か
りやすい。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版
保健体育

12

基礎・基本を理解しやすい配慮
がされている。

構成・分量ともに適している。 図・イラストも見やすく表記・
表現ともに適している。

芸術 17 教出 音Ⅰ 308
高校音楽Ⅰ改訂版
Music　View

12

幅広い教材を取り扱い、特に諸
外国語の歌を数多く扱ってい
る。「絵画と音楽」という見出
しの項目では、時代背景や互い
に影響を受けている絵画と音楽
の関連性に着目し、生徒が興
味・関心をもって意欲的に学習
を進めることができるよう、配
慮されている。

Ａ４版で全ページカラー、写真
やイラストを大きく使い、視覚
的にイメージしやすいよう工夫
されている。楽譜や文字が大き
くなるようにレイアウトされて
いる。

歌唱教材について、構成が表記
してありわかりやすい。指導者
によって学習の幅を広げたり、
深めたりすることができる。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１ 12

歌唱・器楽・創作・鑑賞がバラ
ンスよく掲載され、学習の観点
が明確である。生徒が興味・関
心をもって意欲的に学習を進め
ることができるよう、配慮され
ている。鑑賞において楽曲の構
成がわかりやすく解説されてお
り、学習活動が進めやすいよう
工夫されている。

Ａ４版で多くのページがカ
ラー、楽譜のレイアウトや、写
真・イラストを使っての説明が
多く見やすい。表紙やイラスト
からも、高校生が親しみやすい
よう、興味をもって学習に取り
組めるよう工夫されている。

学習内容や着眼点が具体的に表
記してあり、生徒が、どのよう
に何を学ぶのか、伝わりやす
い。見出しの表記がよく考えら
れていて、わかりやすい。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 12

生徒が興味・関心をもって意欲
的に学習を進めることができる
よう、配慮されている。教材の
内容に関連して、基礎的な内容
が学習できる資料が載ってい
る。器楽に特化し、各楽器の奏
法指導に用いやすい。創作につ
いては生徒の実態を考えるとや
や難解である。

Ａ４版で全ページカラー、楽譜
のレイアウトや、写真・イラス
トを使っての説明が多く見やす
い。余白が少ない。ページ数は
程よいが、文字が多く感じる。

学習内容や着眼点が具体的に表
記してあり、生徒がどのように
何を学ぶのか、伝わりやすい。
内容によって字体を変えるな
ど、親しみやすく工夫が施され
ている。

芸術 89 友社 音Ⅰ 311
改訂版　高校生の
音楽１

12

充実した歌唱活動が行えるよ
う、歌唱曲を豊富に掲載してい
る。さらに項目わけをすること
で学習内容の筋道がたてられる
ように工夫されている。ヴォイ
スアンサンブルやリコーダーの
ための曲にやや重点を置き、生
徒が意欲をもって取り組める選
曲がされている。

Ｂ５版で鑑賞のページはカ
ラー、写真や図解の例があり、
読みやすい。全てのページに、
それぞれの内容がコンパクトに
まとめられている。楽譜集、資
料集。

シンプルに作られており、指導
者によって学習の幅を広げた
り、深めたりすることができ
る。各曲の下の部分に、１～２
文ずつ曲についての説明があ
る。

芸術 27 教芸 音Ⅱ 303 MOUSA２ 2

生徒が興味・関心をもって意欲
的に学習を進めることができる
よう、配慮されている。教材の
内容に関連して、基礎的な内容
が学習できる資料が載ってい
る。器楽に特化し、各楽器の奏
法指導に用いやすい。創作につ
いては生徒の実態を考えるとや
や難解である。

Ａ４版で全ページカラー、楽譜
のレイアウトや、写真・イラス
トを使っての説明が多く見やす
い。余白が少ない。ページ数は
程よいが、文字が多く感じる。

学習内容や着眼点が具体的に表
記してあり、生徒がどのように
何を学ぶのか、伝わりやすい。
内容によって字体を変えるな
ど、親しみやすく工夫が施され
ている。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅱ 304 高校生の音楽２ 2

歌唱・器楽・創作・鑑賞がバラ
ンスよく掲載され、学習の観点
が明確である。生徒が興味・関
心をもって意欲的に学習を進め
ることができるよう、配慮され
ている。鑑賞において楽曲の構
成がわかりやすく解説されてお
り、学習活動が進めやすいよう
工夫されている。

Ａ４版で多くのページがカ
ラー、楽譜のレイアウトや、写
真・イラストを使っての説明が
多く見やすい。表紙やイラスト
からも、高校生が親しみやすい
よう、興味をもって学習に取り
組めるよう工夫されている。

学習内容や着眼点が具体的に表
記してあり、生徒が、どのよう
に何を学ぶのか、伝わりやす
い。見出しの表記がよく考えら
れていて、わかりやすい。
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芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 1

美術を身近に親しみやすく感じ
させる内容となっている。各分
野とも偏りがなく、題材の設定
も精選されている。また、現代
美術を体感できるARを取り入れ
るなど新しい取り組みが良い。

題材の構成が一目でわかる構成
となっている。レイアウトも斬
新で、生徒の関心を引き出しや
すいものとなっている。

発想・構想を助ける理解しやす
い表記となっており、生徒が主
体的に取り組めるような工夫が
されている。

○ 芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 1

題材が豊富で、各分野とも内容
が充実している。特に、生徒の
興味関心を引き出しやすい鑑賞
題材が充実している。また、資
料のページも授業で扱いやすい
ものとなっている。

系統的に順序良くまとめられて
おり、理解しやすい構成となっ
ている。表紙にも工夫がみら
れ、親しみやすい装丁である。
内容を充実させたことから、分
量はやや多すぎるように感じら
れる。

図版と文章の配列が良く、解説
がわかりやすく適切である。

○ 芸術 38 光村 美Ⅱ 301 美術２ 2

題材設定として、生徒の美術へ
の関心を深める工夫がなされて
いる。新しい分野への試みも多
く、充実した内容となってい
る。

新旧の作品をバランスよく配置
し、資料も豊富である。

分野別にインデックスが整理さ
れていて、機能的である。

芸術 116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２ 2

各題材への理解を深めることの
できる内容となっている。特に
制作プロセスの図解・解説が充
実している。

図版や文章の分量が適切。特に
年表の構成がよく、授業で扱い
やすい。

随所に標記の工夫がされてお
り、扱いやすい。

芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 1

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

漢字の各書体、仮名、実用書の
分量がバランスよく配され、取
り組みやすい。

美しいカラー版で、親しみやす
い。説明がわかりやすく丁寧で
ある。

芸術 6 教図 書Ⅰ 302 書Ⅰ 1

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

漢字・仮名・漢字仮名交じりの
三部構成で、書Ⅰの発展にふさ
わしいボリュームと内容であ
る。

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

芸術 17 教出 書Ⅰ 307 新編　書道Ⅰ 1

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

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

用筆・運筆を朱で図示、及び筆
順・字形の骨書があり理解しや
すい。

○ 芸術 38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ 1

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

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

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

芸術 2 東書 書Ⅱ 301 書道Ⅱ 2

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。

分かりやすい言葉で簡潔に説明
されている。

○ 芸術 6 教図 書Ⅱ 302 書Ⅱ 2

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

漢字・仮名・漢字仮名交じりの
三部構成で、書Ⅰの発展にふさ
わしいボリュームと内容であ
る。

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

芸術 17 教出 書Ⅱ 303 書道Ⅱ 2

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。

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。

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。

芸術 38 光村 書Ⅱ 304 書Ⅱ 2

漢字の臨書から鑑賞へ、創作へ
の流れが段階的に構成されてい
る。仮名は、紙面（空間）構成
や、用具の違いの発展的な学習
ができるようになっている。文
化の違いを認識できるように例
示の図版が多い。

漢字の篆・隷・草が入り、分量
はかなり多くなっている。篆
刻・刻字も充実した。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。

○
外国
語

205 三友 コ基 302
JOYFUL English
Communication
Basic

1

英語を学ぶ楽しさを感じられる
ように工夫されている。題材も
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。

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

写真やイラストが随所にあり、
楽しめるように工夫されてい
る。非常に見やすい。
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外国
語

226 チアーズ コ基 303
ATLANTIS English
Communication
Basic

1

レッスンのトピックが入念に選
定されている。外国語を使用し
ている人々を中心とする世界の
人々やその世界観を味わえるよ
う構成されている。

基礎的・基本的な知識・技能を
しっかりと身につけさせるため
導入から展開へつながりが持て
るようになっている。

視覚に訴える写真、図、題材、
問題等が、学習意欲を高める構
成になっている。

外国
語

2 東書 コⅠ 329
Power On English
Communication Ⅰ

1

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ある。

見開き２ページで１レッスンに
まとまっていて、授業が進めや
すい構成である。

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。

外国
語

2 東書 コⅠ 330
PROMINENCE
English
Communication Ⅰ

1

生徒の興味関心を引く題材が多
く、扱われているテーマにも偏
りがない。本文の各パートに導
入の英問が設けられている。

中学校修了段階からなだらかに
英文の語数・難易度を上昇させ
ていて無理なく学習できる。

各パートの新出語が目の動きに
合わせて各ページ側注に表示さ
れている。

外国
語

9 開隆堂 コⅠ 331
Revised ENGLISH
NOW English
Communication Ⅰ

1

興味をひきやすい題材であり、
基礎・基本を重視した内容であ
る。説明も丁寧でわかりやすく
表現されている。

やさしい文法事項から入ってい
る。分量も適切である。

写真やイラストが多く、行間に
も余裕がある。新出単語にカナ
が振ってあるのもよい。

外国
語

9 開隆堂 コⅠ 332
New Discovery
English
Communication Ⅰ

1

異文化理解、環境保護、音楽な
ど、生徒にとって身近で興味を
引きやすい題材が採り上げられ
ている。英語を使ったコミュニ
ケーション活動を扱う箇所が随
所に設けられている。

各セクションは見開き完結の形
を採っている。導入部からまと
めまで本文に何度も触れること
により、内容理解を徹底するこ
とができるよう工夫されてい
る。

イラストや写真がすべてカラー
で内容理解の一助になってい
る。カタカナ表記により、英語
らしい発音ができる工夫がされ
ている。

○
外国
語

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

1

生徒の知的好奇心を高める題材
が豊富で、英語で考え、コミュ
ニケーションを図ることを促す
工夫がなされている。言語材料
も基本的なものから難易度の高
いものまで網羅している。

各課冒頭にPre-Reading活動があ
り、英語でスムーズに導入でき
るよう構成されている。

写真やイラストも豊富で内容理
解を助けている。

外国
語

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

1

生徒の知的好奇心を刺激する現
代社会をとらえた題材を扱って
いる。各課に４技能を総合的・
有機的に関連づけた活動が行え
るような配慮が見られる。

各セクションは見開き構成に
なっていて、新出の文型・文法
事項の導入には既習事項を前の
セクションに配列する等、生徒
の自学自習のしやすさに配慮し
ている。

写真や図版を豊富に配列し、内
容理解の一助になっている。ま
た、各課冒頭ページの写真下に
は導入時に題材に関する背景的
知識が身につくよう工夫されて
いる。

外国
語

50 大修館 コⅠ 338
GeniusEnglish
Communication Ⅰ
Revised

1

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。

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、分量が多いため活字のフォ
ントが小さめである。

外国
語

61 啓林館 コⅠ 339
Revised ELEMENT
English
Communication Ⅰ

1

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

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

ページ数の割には本文の語数は
多い。

外国
語

61 啓林館 コⅠ 341
LANDMARK Fit
English
Communication Ⅰ

1

生徒の興味・関心や知的好奇心
を喚起する比較的アカデミック
な題材が分野の偏りなく採り上
げられている。

各課４パートで構成され、各
パートに例文、内容理解に関す
る問いが配列されている。

写真、イラストは導入部以外で
は控えめだが、適所に配置され
ている。新出語の発音記号は英
米併記。

外国
語

61 啓林館 コⅠ 314
ELEMENT English
Communication Ⅰ

1

中学校での学習事項の復習から
無理なく高校英語に移行できる
内容になっている。生徒の関心
を引く題材が採り上げられてい
る。比較的高度な言語活動もで
きるよう各パートが構成されて
いる。

見開き２ページで構成されてお
り、文法や例文がわかりやすく
配列されている。

写真やイラストの配置も適切で
ある。発音記号は米語表記の
み。

○
外国
語

104 数研 コⅠ 344
Revised COMET
English
Communication Ⅰ

2

生徒の知的好奇心を刺激する洗
練された題材が選ばれている。
各課の語数は600～700語が主流
で語彙も大学入試の長文問題に
対応したレベルである。

各課３～４パートで１パートは
見開きまたは１ページで構成さ
れている。各課の最初に学ぶべ
き文法事項が提示されている。

イラストや図表は適所に配置さ
れている。新出語の発音記号は
米音のみ。巻末に単語リストを
掲載している。

外国
語

109 文英堂 コⅠ 345
NEW EDITION
UNICORN English
Communication １

1

生徒の興味・関心を引く題材が
選ばれている。各課の語数は400
～600語が主流で、英語が苦手な
生徒でも比較的平易な英文を多
読させることにより力を伸ばす
方針となっている。

各課３～４パートで見開き構
成。各課の最初に学ぶべき内容
が提示されている。

イラストや図表は適所に配置さ
れている。新出語の発音記号は
米音表記のみで注意すべき部分
に赤下線が引かれている。巻末
に単語リストを掲載している。

外国
語

177 増進堂 コⅠ 347
NEW FLAG English
Communication Ⅰ

1

生徒の興味・関心を引く題材が
選ばれている。各課の語数は280
～500語が中心で、英語が苦手な
生徒に自信をつけさせる方針で
編集されている。

各課３パートで見開き構成。新
出語句は見開き右ページ上部に
まとめてあり、熟語は日本語も
併記。

写真、イラストが豊富に配置さ
れ、生徒に飽きさせないよう配
慮されている。発音記号は米音
表記のみ。
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外国
語

205 三友 コⅠ 354
JOYFUL English
Communication Ⅰ

1

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

冒頭で教科書で扱われる主な登
場人物を紹介し、後のレッスン
で詳しくわかる構成である。

写真やイラスト、図などが適所
に配置されている。

外国
語

212 桐原 コⅠ 356

WORLD TREK
English
Communication Ⅰ
New Edition

1

生徒の興味・関心、知的好奇心
を喚起するテーマをできるだけ
やさしい英語で書き表し、コ
ミュニケーション活動につなが
る題材を採り上げている。

文法事項を視覚的に提示する
等、英語の基礎的な知識や技能
の習得を目指す工夫がなされて
いる。

写真やイラスト、図が豊富に配
置されている。活字は大きく余
白も多い。

外国
語

226 チアーズ コⅠ 357

ATLANTIS Hybrid
English
Communication Ⅰ
Standard

1

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め
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。

○
外国
語

2 東書 コⅡ 302
Power On
Communication
English Ⅱ

2

題材は生徒の知的好奇心に訴え
るものが多く、テーマにも偏り
はない。

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

Ⅰと比べて語数、難易度も上が
り、本文のページが側注の語句
と合わせて視覚的に読み辛い印
象を受ける。

外国
語

2 東書 コⅡ 303
PROMINENCE
Communication
English Ⅱ

2

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。

外国
語

9 開隆堂 コⅡ 304
ENGLISH NOW
English
Communication Ⅱ

2

生徒の興味・関心や知的好奇心
を喚起する比較的アカデミック
な題材が分野の偏りなく採り上
げられている。

各課４パートで構成されてい
る。各課のトピックについて意
見を発表したり、討論できるよ
う工夫されている。

写真、イラストは導入部以外で
は控えめだが、適所に配置され
ている。新出語の発音記号は英
米併記。

外国
語

15 三省堂 コⅡ 306
CROWN English
Communication Ⅱ

2

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、関心を持てるものとなって
いう。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。

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。

外国
語

50 大修館 コⅡ 312
Genius English
Communication Ⅱ

2

生徒の興味・関心を引く題材が
選ばれている。各課の語数は300
～540語が中心で、英語が苦手な
生徒でもついていきやすく自信
をつけさせる方針となってい
る。

各課３～４パートで見開き構
成。新出語句は見開き右ページ
上部にまとめてあり、熟語は日
本語も併記。

写真、イラストが豊富に配置さ
れ、生徒に飽きさせないよう配
慮されている。発音記号は米音
表記のみ。

外国
語

61 啓林館 コⅡ 313
ELEMENT English
Communication Ⅱ

2

生徒の興味・関心を引きやすい
身近な題材が選ばれている。本
文理解の一助となるコラムや図
表はWINDOWに配置されている。

各課４パートで構成されてい
る。４技能をバランスよく身に
付けるためのタスクは各課の終
わりにまとめられている。

イラストや図表は適所に配置さ
れている。新出語の発音記号は
米音表記のみ。巻末にReading
Skillsのまとめ、文法事項のま
とめと新出語句リストを掲載し
ている。

○
外国
語

104 数研 コⅡ 317
COMET English
Communication Ⅱ

2

入試傾向を踏まえ、生徒の実態
やニーズに合う多様なテーマと
平均的な量から超長文まで英文
が収録されている。速読や精読
の材料が用意されているだけで
はなく、リスニングやコミュニ
カティブな題材もありバランス
が良い。

導入、理解、演習、整理、発展
の順に編集されていて授業を進
めやすい配慮がされている構成
である。

フルカラーでメリハリのある紙
面である。ほぼ英語による記述
であるが、必要に応じて日本語
によるものもあり配慮がされて
いる。

外国
語

109 文英堂 コⅡ 318
UNICORN English
Communication ２

2

生徒にとって身近で、興味深
く、知的好奇心を喚起する題材
が採り上げられている。関係副
詞の非制限用法等、Ⅱで扱った
定着が弱い傾向のある文法事項
を扱い、生徒が繰り返し学習で
きるよう配慮されている。

各セクションの英文の語数は段
階的に増加しており、高校での
最終学年にふさわしい語彙、表
現と構文が用いられている。

イラストや写真がすべてカラー
になっている。綴り字と発音の
関連に注意を促す記号、内容理
解を深める問題等、コミュニ
ケーション活動を活発にする工
夫がなされている。

外国
語

177 増進堂 コⅡ 320
MAINSTREAM
English
Communication Ⅱ

2

生徒の知的好奇心を刺激する、
現代社会を捉えた題材が精選さ
れている。コミュニケーション
英語Ⅰ・Ⅱで学習した文型・文
法事項を繰り返し扱い、反復学
習できるよう配列されている。

３つのUnitから成り、Unit１で
は読解のスキルが確認でき、
Unit２以降ではそれらを意識し
ながら読み進めていくことがで
きる。

写真や図版が効果的に用いられ
ている。新出語の発音記号は米
音表記のみ。

外国
語

183 第一 コⅡ 322
Perspective
English
Communication Ⅱ

2

説明文やエッセイ、物語文が扱
われており、バラエティに富ん
だ教材になっている。取り扱わ
れているテーマは環境、自然、
文化、歴史などにわたってお
り、生徒が触れておくべき題材
となっている。

３つのUnitから成り、最初の
Unitでは読解のスキルが確認で
き、次のUnitではそれらを意識
しながら進めることができる。
最後のUnitには写真や絵が配置
されている。

個々の表記・表現は標準的なア
メリカ英語のものが基調となっ
ている。写真やイラストは大き
さも配置も適切である。
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外国
語

212 桐原 コⅡ 324
PRO-VISION
English
Communication Ⅱ

2

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

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

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

外国
語

212 桐原 コⅡ 325
WORLD TREK
English
Communication Ⅱ

2

昆虫、テレビ番組、絵画、言
語、社会理解など、高校生に
とって必要な題材が入り、よく
構成されている。英語の読み物
としても優れている。

分量は多く、英語が得意な生徒
向けの編集となっているが、パ
ラグラフ番号が付されていた
り、本文に関連したFurther
Information等、工夫が見られ
る。

写真は導入部以外では少ないが
効果的に使われている。入試頻
出の新出語は青字で表記されて
いる。

○
外国
語

2 東書 コⅢ 302
Power On
Communication
English Ⅲ

3

各課は設定されたテーマに関す
る英文２つから成る。速読と精
読の両方を行うことによりリー
ディングスキルを向上させる狙
いがある。題材は生徒の知的好
奇心を喚起するものである。

量、質ともにかなり手応えがあ
る。各文にパラグラフ番号がつ
けられていたり、ペアワークの
課題が設定されていて工夫が見
られる。

写真は導入部以外では少ないが
適所に配置されている。各課の
テーマで頻出する語彙が問題形
式で掲載されている。

外国
語

2 東書 コⅢ 303
PROMINENCE
Communication
English Ⅲ

3

語数、表現とも無理なく学習で
きる内容になっている。生徒の
関心を引く題材が採り上げられ
ている。３つのセクションに分
かれていて、段階的に長文読解
までできるよう工夫されてい
る。

見開き２ページが１レッスンと
して構成されている。本文の
ページと内容理解やコミュニ
ケーションスキルのページがわ
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。発音、アクセントに注意
すべき新出語に赤、青の下線が
引かれている。発音記号は米語
表記のみ。

外国
語

15 三省堂 コⅢ 305
CROWN English
Communication Ⅲ

3

環境・文化・科学などの入試頻
出のトピックから生徒の興味・
関心を引く題材が多く選ばれて
いる。150～200語程度の文か
ら、段階的に2,000語前後の長文
にも取り組めるようになってい
る。

リーディングスキル、入試頻出
トピック、ジャンルの異なる長
文、の３つのUnitに分けられて
いる。各パート見開き構成。

写真、イラストは適所に配置さ
れている。新出語の発音記号は
米音表記のみ。欄外と巻末に単
語・イディオムを掲載してい
る。

外国
語

17 教出 コⅢ 307
New ONE WORLD
Communication Ⅲ

3

大学入試の英文を正確に早く読
み解くために必要なスキルを体
系的に整理してある。題材は入
試問題に頻出している分野から
バランスよく採り上げてられて
いる。メインチャプター各課の
語数は400～700語が中心。

２つのセクションに分かれてい
て、セクション１では見開きの
左ページにリーディングスキル
の解説、右ページで200語程度の
英文を使って定着を図ってい
る。

新出語句は各ページ側注に掲載
されている。写真・図版は小さ
めだが適所に配置されている。

外国
語

50 大修館 コⅢ 310
Genius English
Communication Ⅲ

3

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。文字も読みやす
い。

外国
語

61 啓林館 コⅢ 324
SKILLFUL English
Communication Ⅲ

3

生徒の知的好奇心を喚起し、社
会への問題意識を高める題材が
精選されている。本文理解の一
助になるコラムや図表がWINDOW
に配置されている。

２つのUNITに分かれていて、
UNIT 1ではパラグラフの展開パ
ターンについても系統的に学習
する構成になっている。各課は
４パートから成る。４技能を育
成するタスクは各課末にまとめ
られている。

写真、イラストや図表は適切に
配置されている。活字も読みや
すい。

外国
語

61 啓林館 コⅢ 311
ELEMENT English
Communication Ⅲ

3

生徒の興味・関心に合わせた題
材が扱われている。長文読解の
力が身に付けられるよう構成さ
れている。

リーディングスキルを中心に学
ぶPreparation Unit と Main
Unitに分かれていて、見開き左
ページが本文、右ページに各種
タスクと語句のリストが配置さ
れている。

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。新出語
の発音記号は米音表記のみ。

外国
語

104 数研 コⅢ 314
POLESTAR English
Communication Ⅲ

3

生徒の身近な暮らしや社会での
暮らしに関わる場面が扱われて
いる。

３つのパートで構成されてい
る。各課は見開き４ページ構成
で、重要な会話表現や文構造を
含む表現を学習し、それを基に
口頭発表に繋げる流れになって
いる。

写真・イラスト・図表は大き
さ、配置ともに適切である。

外国
語

109 文英堂 コⅢ 316
UNICORN English
Communication 3

3

生徒の興味・関心に即した題材
が場面中心に精選されている。
文法事項の学習が中心のLesson
と、得た情報を簡潔にまとめて
発表するSpeaking、の２種類の
課を設定している。

Lesson １６課とSpeaking８課が
交互に組み合わされている。

写真・イラスト・図表は大き
さ、配置ともに適切である。

外国
語

177 増進堂 コⅢ 318

MAINSTREAM
English
Communication Ⅲ
Strategic Reading
Focus Advanced

3

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

単元ごとの分量がちょうどよい
と感じる。写真も豊富である。

生徒の実態に即している。

外国
語

220 スクリ 英Ⅰ 318
SCREENPLAY
English
Expression Ⅰ

1

Natural Englishを標榜する内容
で、ペアワークやゲームを楽し
みながらコミュニケーションの
とり方を学べるよう編集されて
いる。

全20課で、各課の文法事項は前
課の復習をしながら進められる
よう工夫されている。the art
of communication（コミュニ
ケーションのとり方）を習得す
ることを最終目標としている。

写真・イラスト・図表が非常に
多く自己表現のヒントになって
いる。
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外国
語

226 チアーズ 英Ⅰ 339

ATLANTIS Higher
Learning English
Expression Ⅰ
Advanced

1

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。

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。

外国
語

226 チアーズ 英Ⅰ 321
ATLANTIS English
Expression Ⅰ

1

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。

外国
語

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

1

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
学習に取り組める。さらに話題
も豊富で、[話す][聞く]活動が
充実している。

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。

○
外国
語

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

1

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

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

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。

外国
語

2 東書 英Ⅱ 301
NEW FAVORITE
English
Expression Ⅱ

2

説明文、対話文、スピーチなど
題材がバランスよく精選されて
いる。文法事項の学習が中心の
Lessonと、得た情報を簡潔にま
とめて発表するSpeaking、の２
種類の課を設定している。

３つのパートに分けられ、Part
１では文を、Part２ではパラグ
ラフを、Part３ではエッセイを
書く力を養成する構成になって
いる。

写真・イラスト・図表はやや小
さめだが、適切に配置されてい
る。巻末に語彙・表現が各課の
ヒントとしてまとめられてい
る。

外国
語

15 三省堂 英Ⅱ 302
CROWN English
Expression Ⅱ

2

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。

外国
語

15 三省堂 英Ⅱ 303
MY WAY English
Expression Ⅱ

2

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的
に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。

○
外国
語

17 教出 英Ⅱ 304
New ONE WORLD
Expressions Ⅱ

2

身近なテーマから徐々に世界を
広げていけるよう、課が配列さ
れている。

Part１～２は聞き取りによる導
入、Part３以降はブレーンス
トーミングから展開する構成に
なっている。文法事項、書く・
話す活動、ともに学習が進むに
つれて難易度が高くなるように
配慮されている。

本文や語句のヒント・コラムの
ほか、写真・イラストなどが適
切かつ見やすく配置されてい
る。

外国
語

50 大修館 英Ⅱ 306
Departure English
Expression Ⅱ

2

英語表現Ⅰでの学習内容を発展
させて、表現活動ができるよう
になっている。日本語発想をよ
り自然な英語表現にできるよう
な配慮がなされており、自由英
作文まで段階的に取り組めるよ
うな構成となっている。

パートが３つに分かれており、
文法項目の復習、パラグラフラ
イティング、プレゼンテーショ
ン活動と段階的に学習すること
ができる。

各ページにある設問やExercise
の指示文が的確であり、各項目
でどのようなTaskに取り組むべ
きなのかが明確である。

外国
語

109 文英堂 英Ⅱ 310
UNICORN English
Expression ２

2

身近な話題から題材が取り上げ
られている。自分のことを表現
することから始まり、ディベー
トをするまでを目標に編集され
ている。

全18課が６つのセクションに分
かれ、各セクションに到達目標
が設定されている。各課は見開
き４ページ構成で、前半はリス
ニング・会話中心、後半は文
法・ライティング中心となって
いる。

写真やイラストの大きさ、配置
は適切である。

外国
語

177 増進堂 英Ⅱ 312
MAINSTREAM
English
Expression Ⅱ

2

生徒にとって身近な題材が採り
上げられている。前半で文法や
言語の働きを学び、後半ではパ
ラグラフライティング、プレゼ
ンテーション、ディスカッショ
ンやディベートまで学べるよう
編集されている。

全33課が３つのUnitに分かれて
いる。インプットからアウト
プットにつながるように活動が
配列されている。４～６ページ
毎に復習問題のページがある。

写真・イラスト・図表はやや小
さめだが、適切に配置されてい
る。Unit１の最後に各課の関連
語句が掲載されている。

外国
語

183 第一 英Ⅱ 313
Perspective
English
Expression Ⅱ

2

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。

家庭 2 東書 家基 311
家庭基礎　自立・
共生・創造

12

小中からの学習の連携から、高
校生の学習課題がわかりやすく
書かれている。調理実習の献立
も現在の食生活に即している。
さらに不足しがちな栄養素を取
り込んだ献立もあり、実践的で
ある。

各章のはじめに学習内容の概観
の文章があり、学習のポイント
が示されており、見通しを持っ
て学習できる。情報が多く盛り
込まれている。

写真や図・グラフなどの資料が
極めて充実しており、資料集を
使わないでも効果的に進められ
る。
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家庭 6 教図 家基 312
新 家庭基礎　今を
学び 未来を描き
暮らしをつくる

12

各章始めにキーワードが示さ
れ、学習内容がわかりやすい。
また、発展課題についても学ぶ
ことができる。

単元毎にタグ表記して整理され
ていて、学習しやすい構成であ
る。

イラスト・写真・表・グラフが
適切に配置されていてわかりや
すい。

家庭 6 教図 家基 313
高等学校 家庭基礎
グローバル＆サス
ティナビリティ

12

国際社会についての「グローバ
ル」な視点と、持続可能な社会
についての「サスティナビリ
ティ」の内容が各所に掲載され
ている。広い視野と多様な価値
観についての内容と工夫がされ
ている。

データや表、イラスト、写真な
どが適切に配置されており、学
習しやすく構成されている。

高校生とその家族のキャラク
ターを設定し、生徒が興味関心
を持ちやすい工夫がされてい
る。また、文章と図表のバラン
スが良く、視覚的に理解しやす
い表記がされている。

家庭 7 実教 家基 314
新家庭基礎　パー
トナーシップでつ
くる未来

12

自分らしさを見つめながら、子
どもや高齢者、衣食住、消費者
として経済的に自立するところ
まで全体的に網羅し、主体的に
実践する態度を育てる視点を重
視する内容である。

グラフや図、写真など、細かく
丁寧に指導が必要である部分に
は補足的な説明が加えられてい
る。１ページあたりの情報量と
しては内容量が多い。災害時に
備えた内容も掲載されている。

アクティビティや、最新のト
ピックに着目し、主体的に考え
るきっかけを与えている印象を
受ける。

家庭 7 実教 家基 315 新家庭基礎２１ 12

自立の確立、環境や福祉など人
の営みをどう維持存続させてい
くか、消費者や人権の視点を考
えることなどを重視した内容で
ある。

テーマ学習形式で各テーマが見
開きになっているので見やす
く、学習した内容を更に視点が
広がられるような構成になって
いる。

イラストや図説が豊富で、時事
的な内容を扱ったコラムなども
多く実社会で起こっていること
と結びつけて考えやすい表現に
なっている。

家庭 7 実教 家基 316 新図説家庭基礎 12

生徒が主体的に考える学習にポ
イントが置かれている。関係資
料も充実しており、実生活をふ
り返りながら日常生活につなげ
ていく学習ができる。

文章が読みやすく、各ページご
とに内容がまとまっているので
見やすい。

イラストや資料がわかりやす
く、生徒の思考を深めるのに役
立つ内容が多い。

家庭 9 開隆堂 家基 317
家庭基礎　明日の
生活を築く

12

小中高と連続した内容を意識し
ている。コンパクトにまとまっ
ている。

資料集との一体型大判であるた
め、見やすい。生徒の持ち歩き
や机への保管は疑問が残る。

写真・イラストが豊富である。
新しい事象や語句が適切に盛り
込まれている。

○ 家庭 50 大修館 家基 318
新家庭基礎　主体
的に人生をつくる

12

実生活に即した内容が詳しく説
明してあるので、学習に深みが
持ちやすい。どの内容も分量的
に適切なので授業計画も立てや
すい。

資料が豊富で語句の説明も詳し
い。イラストや資料が見やすく
適切である。

図・表・写真等が鮮明で落ち着
いた配色である。

家庭 50 大修館 家基 319
未来をつくる　新
高校家庭基礎

12

意思決定を養う力や、よりよい
ライフスタイルを送るために課
題解決を大切にしながら学習を
進めていける内容である。

自分自身が考えることを重視し
ながら、人の一生・家族・子ど
もと子育て・共生社会にやや重
点を置き、衣食住の自立を図る
構成である。災害時に備えた内
容も掲載されている。

本文の文章だけでなく、写真や
グラフなどが、ページに適切な
分量で掲載されている。

家庭 183 第一 家基 320

高等学校　新版
家庭基礎　ともに
生きる・持続可能
な未来をつくる

12

サブタイトルにあった内容に
なっていて、自立した生活を目
指しシンプルにまとまってい
る。調理手順はよく理解しやす
くなっている。

ページの中のグラフ・表・イラ
スト・写真のレイアウトがすっ
きりしていてわかりやすく配置
されていて学習しやすい構成で
ある。

本文の文字も大きめで読みやす
く、巻頭・巻末資料が充実して
いる。また見やすい表記となっ
ている。

○ 情報 2 東書 社情 310 社会と情報 13

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

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

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

情報 7 実教 社情 311
最新社会と情報
新訂版

13

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

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

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

情報 7 実教 社情 312
高校社会と情報
新訂版

13

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

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

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

情報 183 第一 社情 318
高等学校　改訂版
社会と情報

13

身近な例を元に説明が記述され
ており、生徒が興味を持って学
習しやすいように工夫されてい
る。発展的な内容も盛り込まれ
ている。

セオリーの後に章末問題として
実習があり、系統別に学習しや
すい構成になっている。発展的
な分野もあり、取り扱っている
単元数も幅広い。

章ごとに漫画でポイントが説明
されており、生徒が興味を持っ
て読みやすいように工夫されて
いる。図や表等、説明について
も分かりやすいように記述され
ている。

○ 家庭 7 実教 家庭 303 生活産業情報 2

情報のルールやモラルの習得が
でき、難しい内容でも簡潔に書
かれている。家庭に関わる内容
とのソフト利用やつながりの資
料もあり、生活を意識できる内
容である。

生活にかかわる写真や図が豊富
で、生活を意識しながら学習が
でき、学習内容の分量も適切で
ある。

専門用語など難しい言葉も枠外
に表記されていて、文章も簡潔
に表現されて工夫がされてい
る。
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家庭 6 教図 家庭 304
子どもの発達と保
育　育つ　育てる
育ち合う

3

育つ・育てる・育ち合うという
観点から乳幼児の発達や福祉に
ついて分かりやすい。様々な乳
幼児を取り巻く課題を明らかに
して、どのように対処すべきか
を明記されており分かりやす
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
ラムが記されており、生徒の興
味・関心を喚起しやすい。表・
図・イラストの量もバランスが
良い。

欄外の説明が具体的で、実践的
である。写真・グラフなどわか
りやすい表現になっている。イ
ラストが効果的に配置されてい
る。

○ 家庭 7 実教 家庭 305
子どもの発達と保
育

3

乳幼児の発達や生活、福祉など
を実習を中心にわかりやすくま
とめてあり、専門的内容も興味
をもって学べるので進路に結び
付けやすい。

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、参考資料も豊富であ
る。

実践させる内容が分かりやすく
表記されている。写真が多く、
配色が的確で見やすい。

○ 家庭 7 実教 家庭 306
ファッション造形
基礎

12

被服を製作するための基礎的な
内容が系統的に取り上げられて
いる。解説や資料が整ってお
り、広がりをもった学習が可能
である。

構成においては、表・図・グラ
フなどバランスがよく、また分
量もちょうど良い。

実践させる内容が分かりやすく
表現してあり、欄外に詳しく説
明があって理解しやすい。

家庭 6 教図 家庭 307
フードデザイン
cooking&arrangeme
nt

12

内容が系統だってまとまってお
り、興味を持ちやすい内容に
なっている。特に栄養・食品の
扱いについて充実している。

項目ごとにまとまっていて、系
統的に見やすく、図・表・グラ
フが多く、充実している。

語句が丁寧にまとめてあり、表
記については学習しやすくまと
められている。

○ 家庭 7 実教 家庭 301 フードデザイン 12

全体的にまとまりが良く、内容
も項目ごとに精選されている。
現代における食に関わる課題や
食文化・食育の観点からも日常
食や供応食の実習内容がまとめ
られている。

実験の様子や項目に関連した内
容の口絵などが適量である。

図や写真を多く、専門用語など
も、挿絵や実験の様子などと併
せて理解しやすくまとめられて
いる。

○ 家庭 6 教図 家庭 310 服飾文化 3

服飾の歴史について、専門的で
具体的な内容である。写真資料
やコラムを多用し、興味を持た
せる工夫がある。

コラムや研究問題を設定してあ
り、関心や理解が深まりやすい
構成である。

図や写真も多くわかりやすい。
写真や図に矢印で名称を示すな
どされると、さらによい。

○ 家庭 7 実教 家庭 302
ファッションデザ
イン

23

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。学習が段階的から発展的
になり、広い範囲で学習ができ
るよう工夫されている。

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。

写真も多く、特に図が多くデザ
インの発想がしやすく、専門用
語なども理解しやすい工夫がさ
れている。

○ 福祉 7 実教 福祉 301 社会福祉基礎 12

学習指導要領に照らし、基本的
な学習内容が丁寧かつ適切に網
羅されている。社会福祉の全体
像や理念、諸制度などの基本的
事項がわかりやすく掲載されて
いる。

各単元ごとに適当な分量、質で
まとめられている。

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

○ 福祉 7 実教 福祉 302 介護福祉基礎 123

学習指導要領に照らし、基本的
な学習内容が項目毎に内容がま
とまっており、系統的に学ぶ事
が出来る。専門的な内容も充実
しており生徒が理解しやすい。

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

表現が具体的であり、専門用語
なども理解しやすいように説明
されている。

○ 福祉 7 実教 福祉 305
コミュニケーショ
ン技術

12

学習指導要領に照らし、基礎的
な知識と技術が習得できる内容
が丁寧かつ適切に網羅されてい
る。

基礎的・系統的に配列され、適
切である。

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

○ 福祉 7 実教 福祉 303 生活支援技術 123

学習指導要領に照らし、基本的
な学習内容が丁寧かつ適切に網
羅されており、生徒が理解しや
すい内容となっている。

単元ごとにまとまっており、分
量も適切である。

図やイラストがバランスよく用
いられ、専門用語の解説も工夫
されている。

○ 福祉 7 実教 福祉 306 介護過程 23

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。介護過程の展開
に必要な実践的な能力や態度が
身につく。形態別介護に沿った
事例数が増えるとさらに良い。

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。

○ 福祉 7 実教 福祉 304
こころとからだの
理解

123

学習指導要領に照らし、基本的
な学習内容が網羅されている。
必要なものが、系統立てて適切
に取り上げられている。参考資
料やグラフ、写真などを取り入
れ視覚的に工夫されているとな
お良い。

全体として内容が系統的・発展
的に構成され、工夫がある。

人体のイラストや図を多く活用
しており、それに対する表記等
も工夫されている。
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国語 2 東書 国総 332 新編国語総合 1

全体に易しすぎる。現代文・古
文・漢文のすべての単元自体が
少ない。

ボリュームがなく、ページも少
ない。教材全体の選択の幅が狭
い。

あっさりした印象。カラーペー
ジが充実していない。活字の大
きさは適切。

国語 2 東書 国総 333 精選国語総合 1

評論教材がジャンル別に掲載さ
れている。言語活動例が本文と
関連していない。

教材の分量としては、丁度よ
い。漢文に割いているページが
多め。

カラーページが充実していな
い。活字の大きさは適切である
が、これといった見やすさの工
夫はない。

国語 15 三省堂 国総 338
精選国語総合　改
訂版

1

読解から表現へつなげる工夫が
随所に見られる。興味深い部分
が少ない。

適量である。古文・漢文編では
基礎力を高められるよう解説が
充実している。

カラー資料・写真などが充実し
ていない。活字が小さく。読み
にくい。

国語 15 三省堂 国総 339
明解国語総合　改
訂版

1

現在注目されている作家の作品
などを多く選出している。古典
はかなり易しめであり、言語活
動例がない。

適量である。古文・漢文編では
基礎力を高められるよう解説が
充実している。

本文・脚注の大きさが従来並
み。カラー資料・写真などが物
足りない。

国語 17 教出 国総 340
精選国語総合　現
代文編

1

学習意欲が高まるような小説教
材を多く採用。作者とその他の
著書についても詳しく説明して
いる。脚注が丁寧である。

分量が少なめ。しかし、構成が
良い。脚注の丁寧さなど評価で
きる。

カラー資料・写真などが豊富で
ある。本文・脚注の大きさは従
来並みで、読みやすい。

国語 17 教出 国総 341
精選国語総合　古
典編

1

読解から表現へつなげる工夫が
随所に見られる。脚注が丁寧で
ある。

適量である。古文・漢文編では
基礎力を高められるよう解説が
充実している。

本文・脚注の大きさが従来並
み。読みやすさはある程度感じ
られる。

○ 国語 17 教出 国総 342 国語総合 1

評論教材がたいへん充実してい
る。小説は、定番の作品がもれ
なく選定されている。読解から
表現へつなげる工夫が随所に見
られる。

適量である。古文・漢文編では
基礎力を高められるよう解説が
充実している。

本文・脚注の大きさが従来並
み。カラーページの充実度が足
りない。

国語 17 教出 国総 343 新編国語総合 1

小説教材は，安定の定番教材と
新しい教材をバランスよく構成
している。古典の解説が丁寧。
全体的に易しめ。

いずれの領域も「国語総合」の
学習事項を獲得するために十分
な教材数である。

本文・脚注の大きさは従来並み
であるが、見やすく機能的なレ
イアウトである。

国語 50 大修館 国総 344
国語総合　改訂版
現代文編

1

小説は近現代文学の珠玉の作品
を厳選し、安心して授業できる
名作が多い。

適量である。古文・漢文編では
基礎力を高められるよう解説が
充実している。

漢字や語句など基礎基本が身に
つく基本設計。学習意欲を高め
る、見やすく機能的なレイアウ
トである。

国語 50 大修館 国総 345
国語総合　改訂版
古典編

1

教材は古文・漢文とも高校一年
生に相応しい教材をバリエー
ション豊かに網羅。

適量である。古文・漢文編では
基礎力を高められるよう解説が
充実している。

漢字や語句など基礎基本が身に
つく基本設計。学習意欲を高め
る、見やすく機能的なレイアウ
トである。

国語 50 大修館 国総 346
精選国語総合　新
訂版

1

入試を視野に入れつつ、さまざ
まなテーマの評論教材を収録し
ている。言語活動例が充実して
いる。

古典教材として、古典に親しむ
きっかけとなる文章を収録。コ
ラムも充実している。

カラー写真などの資料を効果的
に掲載している。文字の見やす
さは、感じられる。

国語 50 大修館 国総 347
新編国語総合　改
訂版

1

平和単元を設置し、平和教材が
ある。全体に易しめで、普通科
には物足りない。

新教材を含めて、より使いやす
く構成を組んでいる。全体の分
量は、若干少ない。

カラー写真などの資料を効果的
に掲載している。文字の見やす
さは、感じられる。

国語 104 数研 国総 351 新編　国語総合 1

生徒になじみやすい作家の作品
が多い。全体に単元が少なめで
ある。普通科に適する教材があ
まりない。

分量はかなり少ない。普通科の
授業にはやや物足りない。

資料の入れ方などは、わかりや
すく工夫されている。カラー頁
が充実していない。

国語 117 明治 国総 354
新高等学校国語総
合

1

定番教材は一応ほとんど網羅さ
れている。ほかにはこれといっ
て新しい工夫はされていない。

教材の分量は、全体的にやや物
足りない印象である。ページ数
ももう少しほしい。

イラスト・写真等が少ない。文
字の大きさなど、見やすさは十
分感じられる。

表記・表現

平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立商業高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

使用
学年

内容 構成・分量・装丁
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国語 143 筑摩 国総 357 国語総合　改訂版 1

付録が充実していて、文学史の
学習に便利。評論教材がバラン
ス良く配置されていて、キー
ワードの解説もついている。

評論が多く採用さている分、小
説が若干少ない。教材選択が難
しい。

落ち着いた色調、キーワード欄
も含め、やや文字が小さめで見
づらい。

国語 183 第一 国総 360
高等学校　改訂版
国語総合

1

少し難しめの教材が多い。１年
生では、ビジネス教養科だけで
なく、普通科でもなじみにく
い。

教材の分量はかなり多い。ほと
んどの単元を取り扱うのは、時
間的に厳しい。

活字が小さめで見づらい。カ
ラーページの充実度ももうひと
つで、物足りない。

国語 183 第一 国総 361
高等学校　改訂版
標準国語総合

1

学習意欲が高まるような小説教
材を多く採用。作者とその他の
著書についても詳しく説明して
いる。脚注が丁寧である。

分量が少なめ。しかし、構成が
良い。脚注の丁寧さなど評価で
きる。

活字がやや小さめで見づらい。
カラー資料が豊富である。見た
感じのインパクトに欠ける。

○ 国語 17 教出 国表 301 国語表現 23

書くことだけに偏らず、読むこ
と、聞くこと、話すことについ
てもそれぞれの力を育成する実
践例が豊富である。

２、３年と連続して使用するこ
とを考えれば適量。

活字が大きくカラーページも充
実。

国語 183 第一 国表 302
高等学校　国語表
現

23

段階的・系統的な単元構成であ
る。文章教材が多く、読み物と
しても活用できる。

構成はよいが、通年で使用する
には物足りない。

カラー写真を効果的に掲載して
いる。

国語 2 東書 現Ａ 301 現代文Ａ 2

付録が充実していて、文学史の
学習に便利。評論・小説ともに
バランスのよい配置。

授業数からすると教材選択が難
しい。「舞姫」が掲載されてい
ない。

カラー資料が豊富である。

○ 国語 17 教出 現Ａ 302
現代文Ａ　青春文
学名作選　―歴史
の中の青春

2

採用されている作品が１年次の
学習内容と重複しない。親しみ
やすく、生徒の関心をひくよう
な教材が多い。

適量である。 落ち着いた色調である。

国語 50 大修館 現Ａ 304 現代文Ａ 2

読書案内は充実している。評論
に比重が傾いており、小説は授
業数からみても物足りない。

単元ごとのテーマ、ねらいなど
円滑に導入できるようになって
いる。

文字の大きさ・書体は一般的で
ある。

国語 2 東書 現Ｂ 301 新編現代文Ｂ 23

系統立てた配列が良い。現代文
との比較などがあり、楽しくわ
かりやすく学習できるように
なっている。言語活動例が載っ
ている。

適量である。選択授業で扱うに
はちょうど良い分量である。構
成も整然としている。

カラーの写真や挿絵が多く、付
録も百人一首など使いやすい。
文字も、読みやすい大きさに
なっている。

国語 2 東書 現Ｂ 302 精選現代文Ｂ 23

とても充実しており、定番の教
材も収録されており、バランス
良く扱える。

全体に教材の分量は多いが、こ
の中からさらに精選するので、
問題はない。

脚注に色がついており、見やす
くできている。活字の大きさも
丁度よい。

国語 17 教出 現Ｂ 306 現代文Ｂ 23

『舞姫』の本文脇に現代語訳が
ついている。使い勝手は悪くな
いが、全体的に、すこし易しめ
の単元。

教材全体の分量はやや少ない。
この中から精選するほど選択肢
がない。

特別に、工夫がされている印象
はない。カラー頁・写真などの
資料が物足りない。

国語 17 教出 現Ｂ 307
新編　現代文Ｂ
言葉の世界へ

23

『舞姫』が所収されていない。
大事なポイントを外している。
全体的に、単元が少ない。

教材全体の分量は少なめであ
る。この中から選択して授業を
組むのには物足りない。

見やすさの工夫はあるが、これ
といった大きな特徴はない。文
字の大きさはごく普通。

○ 国語 50 大修館 現Ｂ 310 精選現代文Ｂ 23

評論教材が18本と、大変充実し
ている。評論のキーワードがま
とめられていて、使いやすい普
通科の授業にも適している。

教材の分量は適量である。余計
な付録もなく、すっきりした印
象である。

字の大きさが丁度よく、読みや
すい。カラー頁や写真等の資料
も適切である。

国語 183 第一 現Ｂ 318
高等学校　標準現
代文Ｂ

23

新しい作品、作家が多く採録さ
れている。定番作品から生徒が
興味を持ちやすいものまで、幅
広く扱っている。

量的には多いが、この中から精
選して授業で扱うようにすれば
ちょうど良い。

注釈が脇にあったり下にあった
りなので戸惑ってしまうかもし
れない。
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国語 2 東書 古Ａ 301 古典Ａ 2

コラム・言語活動例が充実、読
み物としては楽しめるが、難易
度は高め。

定番教材は少ないが、段階的に
学習できるよう構成には工夫が
見られる。

脚注が多い分、見にくい。

国語 50 大修館 古Ａ 307 古典Ａ　物語選 2

人物系図、百人一首など付録が
充実している。３単位でも本校
生徒には分量多め。

古典への興味づけをはかるコラ
ムが実用的である。

行間が狭く、書き込みもしにく
い。

○ 国語 183 第一 古Ａ 305
高等学校　標準古
典Ａ　物語選

2

古典の基礎学習に欠かせない定
番教材を幅広く採録してある。
「物語」を中心にしながら他の
ジャンルもバランスがとれてい
る。

基礎力を固められるような教材
が多く、解説・展開例も詳細で
わかりやすい。

文字は若干小さめだが、行間が
広めにとってある。

○ 国語 2 東書 古Ｂ 301 新編古典Ｂ 23

『伊勢物語』の「生田川」のよ
うな悲劇の恋物語など、生徒が
興味を持て読める教材が多く所
収されている。また、言語活動
例が載っていて、活用しやす
い。

教材全体の分量は丁度よい。作
品が多岐にわたっていて十分な
選択肢があり、普通科の学習に
も十分対応できる。

カラー写真などの資料を効果的
に掲載している。文字の見やす
さも感じられる。

国語 50 大修館 古Ｂ 313 新編古典Ｂ 23

系統立てた配列が良い。現代文
との比較などがあり、楽しくわ
かりやすく学習できるように
なっている。

全体に教材の分量は適量であ
る。選択授業で扱うにはちょう
ど良い分量である。

カラーの写真や挿絵が多く、付
録も百人一首など使いやすい。
生徒が使いやすい。

国語 183 第一 古Ｂ 328 高等学校　古典Ｂ 23

同社の標準古典Ｂと同じ教材を
多く収録しながら、さらに多く
の教材を収めている。

選択で学習するには分量が多す
ぎる。かなりやり残してしまう
教材の分量がある。

同社の標準古典Ｂと同じであ
る。漢文の基本句形などの確認
がわかりやすい。

国語 183 第一 古Ｂ 324
高等学校　標準古
典Ｂ

23

興味を持ちやすい教材が多く収
録されている。古文も漢文も定
番のものが多く、生徒に教えや
すくできている。

選択で学習するには分量はある
が、見やすく構成されており、
わかりやすい。

字が大きめであることと、カ
ラーの写真や絵が多く見やす
い。

地理
歴史

2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ 2

全体的に偏りなくバランス良く
構成されている。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
を使って表記されている。

Ｂ５版246ページの３部11章で構
成されている。学びやすい配
列・内容となっていて教えやす
い。分量も適切である。

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。

地理
歴史

46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 2

生徒の興味･関心を引き出す工夫
がなされており楽しく学習で
き、理解しやすい内容となって
いる。日本との関連や、中学校
での学習と結びつけ学習できる
よう工夫されている。

ＡＢ判238ページで構成されてい
る。近現代史を中心として、前
近代史も丁寧に紹介している。

分かりやすく本文叙述がされて
いる。ふりがなも多く理解しや
すい。写真を大きく掲載し、読
み取りに適した史料・写真が掲
載されている。

○
地理
歴史

81 山川 世Ａ 306 要説世界史 2

詳細で豊富な内容である。近現
代史を中心に構成して現代社会
の歴史的成り立ちを理解できる
よう展開している。大学受験に
適した内容となっている。

Ａ５判サイズ300ページで構成さ
れている。近代以前も丁寧に構
成されている。分量は豊富で充
実している。

図説や資料なども豊富に掲載さ
れており、充分な説明がなされ
ている。

地理
歴史

2 東書 日Ａ 308
日本史Ａ　現代か
らの歴史

13

基本的な歴史事象が取り上げら
れ、簡明な記述で示されてい
る。基本的な事項を習得しやす
いよう配慮されている。世界史
的な視野に立ち、日本近現代史
の展開を考察できるよう内容が
工夫されている。

Ｂ５版230ページで構成されてい
る。１テーマ見開きで内容がま
とめられており、工夫されてい
て学習しやすい。学習の要点が
明確化されており、学習を振り
返り、まとめ、表現する工夫が
なされている。

資料性の高い写真･図版が掲載さ
れている。写真･図版も大きく鮮
明で効果的である。

○
地理
歴史

81 山川 日Ａ 307 日本史Ａ 13

内容が充実しており、近・現代
史の学習に必要不可欠な歴史名
辞が記述されている。
また、国際的な視点から日本近
現代史が記述されている。
全体的に詳細な内容になってい
る。

Ａ５版254ページ全８章で構成さ
れている。テーマ・分野ごとに
まとめられており、整理しやす
い内容となっている。

Ａ５判サイズで、表記・表現
は、わかりやすく、図版は大き
く表記されており見やすい。地
図･史料･写真などの資料が豊富
で充実している。

地理
歴史

183 第一 日Ａ 312
高等学校　改訂版
日本史Ａ　人・く
らし・未来

13

学習内容が精選され、大きな流
れが中心の内容となっている。
豊富な図説を掲載しており、文
章と図説によって、内容の理解
を深めるよう工夫されている。
細かなテーマ設定が行われ、政
治･経済の展開を時系列的に理解
されるようになっている。

Ｂ５版230ページ、完全見開きの
構成で、指導の区切りがしやす
く、適切な分量となっている。

本文の記述は、平易でわかりや
すい。ルビが多くふられている
ので読みやすい。豊富な図版･写
真に解説が取り入れられており
工夫がなされいる。
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地理
歴史

2 東書 日Ｂ 303 新選日本史Ｂ 3

基礎的な歴史事象が取り上げら
れ、簡単明瞭な記述で表記され
ている。基本的な事項を習得し
やすいよう工夫している。地理
的条件や世界史との関連を意識
して、各時代を多面的多角的に
考察できるような内容となって
いる。

Ｂ５版300ページの構成である。
見開きで内容がまとめられてお
り精選されている。分量も適切
で学習しやすい。

資料性の高い写真･図版が掲載さ
れている。用語・記号は統一さ
れており、漢字のルビも適切に
付せられている。

地理
歴史

35 清水 日Ｂ 306
高等学校　日本史
Ｂ　最新版

3

基礎的事柄や知識がわかりやす
い内容となっている。
知的かつ興味がわく内容が適切
に配置されている。

Ｂ５判サイズ310ページから構成
されている。各時代が系統的に
構成され、近現代史に重きを置
いた内容の配列や分量は適切で
ある。２～３ページを１テーマ
にあて、学習目標がしっかり設
定されている。

写真や地図が多数掲載されい
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。

○
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 301 詳説日本史 3

全時代・全分野が記述され、必
要な歴史名辞が網羅されてい
る。また、最新の研究成果も反
映されている。歴史叙述に偏り
がなく、正確で客観的で詳細な
内容になっている。大学受験に
は適した内容となっている。

Ａ５判サイズ454ページで構成さ
れている。各時代各分野バラン
ス良く豊富に記述内容されてい
る。豊富な分量で充実してい
る。

図版・地図・史料は大きく掲載
され豊富で、内容と配置も工夫
されている。

地理
歴史

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ 12

基本的事項が簡単明瞭な本文で
記述され理解しやすい。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、作図、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。

Ｂ５版224ページで構成されてい
る。見開き単位で、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、漢字のﾙﾋﾞも適切に
付されている。

地理
歴史

35 清水 地Ａ 302
高等学校　現代地
理Ａ　最新版

12

基礎的・基本的な内容が偏るこ
となく記載されいる。地図･写真
などの図説資料も豊富で理解し
やすい。また、生徒の課題探求
や自主的な学習活動を培う工夫
もなされている。

Ｂ５版206ページで構成されてい
る。本文は見開きページと適切
な分量でまとめられおり、テー
マごと系統的に構成されてい
る。

表記・表現やわかりやすく、ﾙﾋﾞ
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。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308
高等学校　新地理
Ａ

12

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
る工夫がなされている。

Ｂ５版218ページで構成されてい
る。ひとつの単元に見開きで、
まとまりを良くしてあり、学習
しやすい。世界すべての地域を
カバーしているが、分量や配列
は適切である。

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

地理
歴史

2 東書 地図 301 新高等地図 12

｢地理Ａ｣｢地理Ｂ｣を中心とした
基礎基本的で適切な内容となっ
ている。また、地理的な見方や
考え方の基礎を養う内容にも
なっている。

最初に世界関係の一般図、その
あとに日本関係の一般図と主観
図、巻末に資料と系統的に配列
されていている。

生徒が興味、関心を持って活用
するための配慮がなされてい
る。地図記号などは検定基準に
則り国土地理院に準じたものと
なっている。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 12

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

Ｂ５版で構成されている。世界
地図、日本地図、資料図、統計
などバランス良く配分さてい
る。

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

地理
歴史

46 帝国 地図 307
地歴高等地図　－
現代世界とその歴
史的背景－

12

地理・歴史双方での共通目であ
る｢異文化理解｣がはかれるよ
う、風土に着目した図取り･表
現･内容となっている。政治経済
分野の重要地域だけでなく、国
家の枠を超えた文化圏や文化の
中心都市などを多数掲載してい
るので、世界の諸地域への理解
が深まる工夫がされている。

世界史・日本史での活用のため
歴史地名・事項を多数掲載して
いる。また、地理への活用を考
えて、文化の形成過程に関わる
事項を地図中に多数掲載してい
る。

地図上の表記や表現には配慮や
工夫がされている。地理・歴史
双方での活用のため現地語表記
と通称を併記している。

公民 2 東書 現社 313 現代社会 1

基礎的・基本的な学習事項の内
容がバランスよく配置されてい
る。太字による表記や具体性の
ある豊富な資料などは、内容の
理解や習得が図りやすい。

Ｂ５版230ページで構成されてい
る。学習内容は、課題追求学習
と基礎基本と系統的に構成され
ている。全体を通して中学校の
既習内容をふまえて記述されて
いる。

記述は平易・簡明であり、読み
やすいようにルビやゴシックが
つけられている。用語・記号は
統一されており、記述の仕方も
工夫されている。

公民 81 山川 現社 308 現代社会 1

重要な概念や用語について幅広
く網羅されており、詳細で豊富
な記述・内容となっている。大
学受験にも適している。

Ｂ５サイズ186ページで構成され
ている。各分野、課題研究学習
や習得した知識を活用できるよ
うな工夫がなされいる。

図・グラフ・写真・資料も豊富
である。用語・記号は統一され
ており、記述の仕方も工夫され
ている。

○ 公民 104 数研 現社 319 改訂版　現代社会 1

基本的事項から発展的内容まで
豊富に詳細に記述されている。
歴史的背景をふまえた丁寧な記
述が行われている｡政治･経済分
野は特に中身の濃い記述になっ
ており、大学受験に適してい
る。さらに主権者教育にも応じ
ている。

Ａ５判326ページで構成されてい
る。本文はすっきし、補足は脚
注や副文で補っている。レク
チャー・補足・参考などのペー
ジは生徒の理解を助けている。

図･写真･資料･人物解説などが豊
富に取り入れられている。ま
た、紙面を広く使ってビジュワ
ル化されているので学習しやす
い。
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公民 2 東書 政経 302 政治・経済 3

中学校での既習内容を踏まえた
内容であり、中高接続に対する
配慮がなされている。基礎基本
的な必須な内容が系統的に記述
されており、生徒が理解・習得
しやすい工夫がなされている。

Ａ５版246ページから構成されて
いる。第１、２章で基礎的事項
を理解できるようになってい
る。第３章の課題探求学習で
は、基本事項を再確認しながら
課題探求する展開となってい
る。

記述は、平易・簡明であり読み
やすいよう工夫されている。
資料にはグラフ・チャート図な
ど資料が豊富に提示されてい
る。

○ 公民 7 実教 政経 304 最新政治・経済 3

基本的な事項を中心に、具体的
で身近な題材を豊富に取り上げ
コンパクトな内容となってい
る。また、補足的･発展的な内容
も注釈や小本文などの形で取り
上げられ学習内容を深める工夫
がなされている。

Ｂ５判181ページで構成されてい
る。見開く構成でまとめれてい
て分かりやすく、学習事項の分
量も適切である。時事問題の紹
介や経済理論の解説など導入の
事例が配置するなど工夫されい
る。

カラー図版・写真・地図・グラ
フなどが豊富に掲載されてい
る。巻末には憲法や重要法令の
資料が掲載されており工夫がな
されている。

公民 183 第一 政経 310
高等学校　新政
治・経済

3

基本的な内容が身近な題材を中
心にまとめられているので分か
り易い。学習意欲がわくような
社会情勢や題材を使用してい
る。課題探求学習も充実してい
る。

Ｂ５判166ページで構成されてい
る。完全見開きの構成で1時間で
学習できよう工夫されている。

本文記述や図表において歴史的
な面が重視されており理解しや
すい。
見やすく読みやすいビジュアル
工夫が多くされている。

数学 2 東書 数Ⅰ 318 数学Ⅰ　Standard 1

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・例題の演習問題と発展
問題がどこのページに記載され
ているか分かりやすい。

構成は理解しやすく工夫されて
いる。分量は基本的なもの発展
的なものと分かれて演習できる
ようになっていて盛りだくさん
である。

丁寧で適切にまとめられてい
る。色彩が落ち着いていて、見
やすい。

数学 2 東書 数Ⅰ 301 数学Ⅰ 1

重要問題が充実していて入試に
も対応した内容である。授業が
進めやすく構成されていて、数
学の理論や奥深さにも触れられ
ている。

例題の構成・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。

数学 7 実教 数Ⅰ 323
高校数学Ⅰ　新訂
版

1

基本的な内容を丁寧に扱ってい
て、１つの内容を、数式、図、
日本語など様々な方向から解説
している。基本的問題の反復問
題が充実しており、復習しやす
い。

Ｂ５判で文字も大きく、分量も
薄くコンパクトにまとまってい
る。分量も適度である。

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。

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 329
改訂版　新編　数
学Ⅰ

1

基本問題から発展まで多くの種
類を扱っており、色々と対応し
やすい。応用的な例題も解説が
丁寧で、解答の仕方がわかりや
すい記述である。

丁寧な記述で構成されている。
分量的にも適切である。行間が
広いため、読みやすい。

理解しやすいようヒントなどが
表記されている。図やイラスト
が以前より多く使われており見
やすい。

数学 183 第一 数Ⅰ 334 新編数学Ⅰ 1

段階を追った無理のない展開
で、基礎基本の確実な定着を目
指した内容である。

構成及び、分量・配分ともに適
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。

数学 7 実教 数Ⅱ 306 高校数学Ⅱ 3

体系的な内容にとらわれず、数
学や生活の中の数学について触
れている。実用面とのつながり
が豊富である。

素養としての数学Ⅱとしては適
切だが、高等教育につながるに
はやや分量が少ない。

説明が丁寧で、間違えやすいポ
イントをよく押さえてある。板
書等の参考になる詳しさであ
る。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 316 新編　数学Ⅱ 2

各項目ごとの最初にある問いか
けが目標を明確にしている。基
本からの無理のない展開になっ
ている。

構成及び、分量・配分ともに適
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。例の前に項目
名が入っているので復習すると
きには便利。

○ 数学 104 数研 数Ⅱ 311 新編　数学Ⅱ 2

段階を追った無理のない展開
で、基礎基本の確実な定着を目
指した内容である。青字の補足
が親切。

構成及び、分量・配分ともに適
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。

○ 数学 104 数研 数Ⅱ 312 最新　数学Ⅱ 3

段階を追った無理のない展開
で、基礎基本の確実な定着を目
指した内容である。補足説明も
丁寧で分かりやすい。

構成及び、分量・配分ともに適
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。色の使い方も
工夫されている。

数学 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 12

見開き２ページで見やすく、学
習しやすい内容になっている。
各章末では学習した内容が復習
できるようになっている。

必要事項がコンパクトにまとめ
られており、Ｂ５判のメリット
を効果的に活用した構成であり
解説が丁寧でわかりやすい。

図、イラスト、写真が多用され
ており理解しやすい。

数学 2 東書 数Ａ 301 数学Ａ 12

基礎から発展まで幅広い内容を
扱っているとともに、課題学習
を豊富に取り入れ、数学的理解
を深める努力をしている。基礎
を押さえ、大学入試に向けた内
容が記載されている。

構成・問題量ともに適切であ
る。

誰でも見やすいよう色彩を抑
え、色の濃淡で表現されてい
る。
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数学 7 実教 数Ａ 321
新版数学Ａ　新訂
版

12

丁寧な解説が書かれている。循
環小数では鳩の巣原理にもふれ
るなどこれまでにない視点も本
文中にあり、興味関心をもつ工
夫がなされている。

章末の問題は３段階用意されて
おり、幅広い取り組み方ができ
る。倍数の判定法など体系的に
学ぶ機会の少ない話題を上手に
盛り込んである。

詳しい図を載せて、文章でも説
明してある｡文章表現の理解を促
すが、生徒の文章理解力によっ
ては逆に難しさを持たせる。裏
表紙のトランプの絵札などの説
明には驚いた。

数学 61 啓林館 数Ａ 326 新編　数学A改訂版 12

樹形図の良さを実感する問題を
例題におこすなど、数学的思考
と技能を結びつけた内容であ
る。

各章の扉に、既習基礎事項を簡
単にまとめてあり、生徒自身で
学習できる準備がしてある。若
干問題の分量を抑えてある

問題文と考え方や解を色分けし
てあり、さっと目を通し易い。
やや問題文が読みづらい。

○ 数学 104 数研 数Ａ 329
改訂版　新編　数
学Ａ

12

集合と確率での用語の違いが丁
寧に説明されている。条件付き
確率での例題には、生徒の意見
表明に対する働きかけも読み取
れ、これまでにない新しい例題
が載せてある。

３段階の例題に分かれており、
生徒の理解に沿って学習を進め
ることができる。また、研究や
発展・コラムと深く追求する
きっかけがきめ細かく準備され
ている。

文章表現の意味の説明に、適切
な図を丁寧に掲載して数学的表
現の理解を促す工夫がある。

数学 183 第一 数Ａ 333 高等学校　数学Ａ 12

重要な例題を押さえた標準的内
容であり、スムーズに展開でき
る内容になっている。また入試
を意識しながら、効率よく学習
できる。

構成は理解しやすく工夫されて
おり、分量も適切である。

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。

理科 2 東書 科人 306
改訂　科学と人間
生活

13

中学の学習事項から丁寧に展開
されており、つまずきやすい箇
所は側注などでフォローされて
いる。「科学技術の発展」で
は、最新の科学技術が紹介され
ており、生徒に興味を持たせる
内容となっている。

丁寧に記述された文章で、読む
だけでも理解できるようになっ
ている。発展的な内容を扱って
いない。

導入のページでは生徒の興味・
関心を喚起する美しい写真を大
きく使ったり、本文中の写真も
なるべく身近な製品を使ったり
するなど、視覚的に生徒のくら
しと科学をつなげる工夫がなさ
れている。

○ 理科 7 実教 科人 307
科学と人間生活
新訂版

13

自然・科学と人間生活を総合的
に見る科目として、概論敵、教
養的に学習する点に配慮された
内容となっている。必要かつ十
分な内容がコンパクトにまとめ
られており、生徒の課題研究の
ガイドとなる基礎的事項や課題
例、調査方法などの手がかりが
豊富に盛り込まれている。

学習指導要領の内容が過不足な
くコンパクトにまとめられ、適
所に配置されている「発展」を
取捨選択しながら適宜発展的な
授業展開もできるので、適切な
分量になっている。

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

理科 61 啓林館 科人 302 科学と人間生活 13

基礎的な学力が養成できる内容
になっている。「コラム」では
日常生活や社会とのかかわりが
扱われており、学習内容と関連
した話題を広げ、生徒の興味を
高められるよう配慮されてい
る。

コンパクトにまとめられてい
る。各項目がページの頭から始
まっており、見やすさとともに
授業の区切りをつけやすい構成
になっている。

教科書の各所に「見てみよう」
という写真・図を中心とした囲
み欄があり、生徒の目をひきつ
け、知的好奇心を高めるよう工
夫がされている。

○ 理科 2 東書 化基 313 改訂　化学基礎 13

学習事項が定着しやすいように
本文中に「問い」や「例題」が
設けられている。「発展」や
「コラム」「ＰＬＵＳ」を適宜
用いることで、生徒の興味関心
に応じて、より深い知識と理解
が得られるようになっている。

鮮明な図や写真が、本文の記述
と関連する箇所にふんだんに盛
り込まれている。また、化学を
学習する上で必要不可欠な指数
計算や有効数字の扱いなど数学
的内容も資料として盛り込まれ
ている。

配列や分量は標準的であり、わ
かりやすい丁寧な記述になって
いるため、生徒も理解しやすい
教科書になっている。図版等の
色遣いなど、ユニバーサルデザ
インにも配慮されている。

○ 理科 2 東書 化基 314
改訂　新編化学基
礎

13

学習指導要領の内容等に示され
た事項を過不足なく取り上げて
いる。各章末の「まとめ」が充
実しており、章末問題等で学習
内容の定着をはかることができ
る。また、資料として指数計算
や有効数字の扱い方などの記述
も充実している。

中学校で学習したこととの関連
が重視され、復習マークと学習
した学年が示されている。「発
展」は必要最低限になってお
り、全生徒が学べる内容・分量
になっている。

文章が簡潔で、内容が精選され
ている。指導書付属のＤＶＤ－
ＲＯＭでは、実験動画やアニ
メーションが提供され、生徒の
理解が進むような配慮がされて
いる。化学を苦手とする生徒で
も読みやすくわかりやすい、化
学的な思考力を自然と身につけ
ることが出来る教科書である。

理科 7 実教 化基 316
新版化学基礎　新
訂版

13

学習指導要領や解説書の内容が
もれなく記述された内容となっ
ている。「発展的な内容」は精
選されており、巻末には問題を
豊富に取り扱った「問題編」を
収録しており、生徒の反復学習
の手助けとなる。

中学理科の復習となる箇所は、
そのことが明示されており、中
学での既習事項からスムーズに
移行が可能である。発展的な内
容は明確に区別されているの
で、実情に合わせた授業展開が
でき、使いやすい構成になって
いる。

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

理科 61 啓林館 化基 318 化学基礎　改訂版 13

大学入試を意識した豊富な内容
が、文章と共に図を用いて簡潔
にわかりやすく解説されてい
る。「化学」で必要とされる内
容とともに「化学」の範囲に含
まれる内容についても「発展」
として適宜取り扱うことが可能
な内容の構成になっている。

本文の記述内容を一歩深めるた
めの内容が「参考」や脚注の
「プラス」で豊富に扱われてお
り、大学入試に必要十分な内容
が網羅されている。

化学用語にルビが多く、生徒が
読みやすいように配慮されてい
る。化学用語に英単語を付して
いるため、英語の語彙力もつけ
られるようになっている。
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理科 2 東書 生基 311 改訂　生物基礎 2

適切な箇所に「観察・実験」が
取り上げられており、探求的に
学習が進められるように工夫さ
れている。また、本文の内容を
より深めるために適切な箇所に
「コラム」や「発展」を設け、
必修の内容と区別しながら、発
展的な学習を取り入れることも
可能な構成になっている。

本文は簡潔で、内容が精選され
ている。「発展」が必修の学習
内容と十分な関連をはかり、程
度・分量とも過度な負担となら
ないように配慮されている。

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

○ 理科 7 実教 生基 314
高校生物基礎　新
訂版

2

生物や生物現象の基本的な概念
や原理・原則がひととおり把握
できるように、学習指導要領の
内容が過不足なくまとめられて
いる。また、必要に応じて既習
事項の確認や深く学習をおこな
うための発展内容も充実してい
る。

既習事項等の記述が盛り込ま
れ、理科が苦手な生徒でも理解
しやすくなっている。各項の冒
頭には、導入文が掲載されてお
り、生徒の興味付けや学習内容
を誘導することができる。

広い紙面を有効に利用した図が
見やすく配置されている。文章
記述は丁寧かつ簡潔でわかりや
すいものになっており、生徒に
も読みやすい。

理科 61 啓林館 生基 305 新編　生物基礎 2

基本的な内容・事項が学習指導
要領で定められている範囲で十
分取り上げられている。全般的
に内容の程度は標準的である。

大きく扱われたカラーの図・写
真と簡潔な文章がうまく調和し
ており、基礎的な学習を必要と
する本校生徒の実態に十分かな
うものである。

広い紙面を活用し、明快で理解
しやすい写真や図も多い。本文
において適切な箇所に「側注」
が記載されており、理解を助け
るものになっている。

理科 2 東書 生物 301 生物 3

本文の内容をより深めるため
に、必要な箇所に「観察・実
験」が取り上げられており、探
求的に学習が進められるように
工夫されている。またコラムで
はいくつかのテーマに分けて幅
広い内容を取り扱い、生徒の興
味関心を高めるような内容に
なっている。

中学の学習事項がリード文で紹
介され、円滑に学習に入れるよ
うになっている。発展は必修の
学習内容と十分な関連を図り、
程度・分量とも過度な負担とな
らないように配慮されている。

文章は簡潔で難しい生物用語を
中心に振り仮名がふってあり、
生徒が読みやすいように工夫さ
れている。大きい判型を生かし
て図や写真がふんだんに盛り込
まれている。

○ 理科 7 実教 生物 305 生物 3

学習指導要領の内容が過不足な
くコンパクトに記述されてい
る。最新の話題も学習内容とし
て取り上げられている。既習内
容との関連をはかるために、復
習も適所に取り上げられてい
る。

生物や生物現象の基本的な概念
や原理・原則が一通り学習する
ことができ、基礎科目との関連
を意識させるつくりになってい
る。

紙面のレイアウトはすっきりと
見やすく、対応のわかりにくい
ものや連続的変化を表すものに
ついて色を統一するなど、カ
ラーが有効に使われている。

理科 61 啓林館 生物 302 生物 3

理系大学入試を明確に意識し、
最新のトピックス、入試問題も
適所に配置された非常にハイレ
ベルな教科書である。文章を解
説するだけでは理解が難しい難
解な内容には、詳細な図や写真
で理解が進むようにしている。

参考・発展が各所に配されて生
徒の興味を喚起するように配慮
されているが、内容はハイレベ
ルである。部・章・節は適切に
配置されている。

詳細な図や写真とともに適切な
キャプションが添えられ、視覚
的説明と文章的説明の連携に
よって理解と記憶を促すような
工夫がなされており、興味・関
心の高い生徒が満足するつくり
になっている。

○
保健
体育

50 大修館 保体 304
現代高等保健体育
改訂版

12

生徒の実生活に引き寄せた内
容、興味や関心等をひきやす
い。自らの健康について考え、
判断する能力や態度が身につけ
られるように配慮されている。
記載内容も生徒の学力レベルに
適している。

１つの学習項目が見開きの２項
で完結しているため、学習指導
の見通しをたてやすい。また構
成・分量ともに適切で理解がし
やすくまとめてあり、指導しや
すい。

カラー印刷で美しく、見やす
い。挿絵や図表が豊富であり、
生徒に視覚から理解を促してい
る。また補足説明ついても丁寧
である。

保健
体育

50 大修館 保体 305
最新高等保健体育
改訂版

12

　各項目のタイトルスペースに
イメージイラストが入っている
ので、生徒が学習の内容をイ
メージしやすい。思考・判断の
場を与える記述内容が多く記載
されている。

通常、１項目は２項で割りあて
ているが、重要な項目は４項に
してあるので、ポイントが理解
しやすい。各内容の構成が工夫
されている。

図表部分のスペースが大きく
とってあるので、圧迫感がな
い。カラー印刷であり、さらに
文章も整理されていて、丁寧で
見やすい。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版
保健体育

12

表や写真等が充実しており視覚
での理解がしやすい。内容も工
夫されている。学習の動機づけ
がしやすく、事例や資料等が多
くあり生徒の興味・関心を引き
やすい。

１つの学修項目が見開きの２ー
ジで構成されている。学習範囲
が明確に提示されていて、構成
分量が適切である。

見開きでのカラー印刷やグラフ
等を数多く使用している。平易
ながら、的確な表現でまとめら
れており、太字での強調が工夫
されている。

○ 芸術 89 友社 音Ⅰ 311
改訂版　高校生の
音楽１

1

題材を世界各国から幅広く取り
上げている。とくに世界の民
謡、芸術歌曲など歌唱教材が充
実しバランスも良い。また、随
所に歌詞の意味の解説などが挿
入されており、全体的に生徒に
とって充実した内容となってい
る。

歌唱、器楽、鑑賞、創作、楽典
など全体の構成がよい。また、
分量も無理なく適切である。装
丁も細部に至るまで工夫されて
おり美しい仕上がりで、生徒に
とって親しみ易くなっている。

表記について色分けや文字の工
夫などがなされており見易い。
表現も、イラスト、カラー写
真、譜例などが効果的に配置さ
れており、生徒にとって理解し
易くなっている。

芸術 17 教出 音Ⅰ 301 音楽 I Tutti 1

歌唱、器楽、鑑賞、創作とも題
材が世界各国・各地から幅広く
取り上げられており良い。ま
た、カラー印刷や写真がふんだ
んに取り入れており、生徒に親
しみやすい。

バランスの良い構成、無理のな
い分量、美しく親しみやすい装
丁である。

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

芸術 17 教出 音Ⅱ 302
高校音楽 Ⅱ Music
View

2

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

理解しやすい構成と丁度よい分
量であり、かつ、装丁も美しく
申し分ない。

挿絵や写真がほど良く配されて
おり、また、解説が随所にある
ので、生徒が理解しやすい。
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○ 芸術 89 友社 音Ⅱ 305 高校生の音楽２ 2

芸術歌曲、ポピュラー音楽、民
族音楽など、題材を幅広いジャ
ンルからバランスよく取り上げ
ている。鑑賞の分野でも、オペ
ラ、カント、コンチェルト、ソ
ロ、チェンバー、シンフォ
ニー、日本の音楽と、内容が大
変充実している。

それぞれの構成がしっかりとし
ており、また、全体的にバラン
スよく無理なく配列されてい
る。分量的に見てもちょうどよ
い。装丁も、生徒にとって親し
み易く仕上がっておりよい。

外国語の歌詞の読み方、意味、
日本語訳、作曲者および楽語に
ついての解説など、細かくわか
りやすい配慮がなされている。
日本歌曲も、古語の意味などが
丁寧に解説されている。

芸術 89 友社 音Ⅱ 306 ON! ２ 2

歌唱、器楽、鑑賞、創作など、
全体的に中学校からの流れを基
本にさらに深く学習できるよう
工夫された内容となっている。
また、楽器の構造、構え方、演
奏方法についてまで細かな解説
がなされておりよい。

写真や挿絵文字などがバランス
よく配列されており、しっかり
とした構成となっている。分量
的に見ても、１年生にとって無
理なく、装丁も生徒が親しみ易
くなっている。

外国語の歌詞も、スペル、読み
方、発音のヒント、意味などが
大変わかり易く解説されてい
る。表現も平易な言葉を用いて
おり、生徒にとって理解し易く
工夫がなされている。

芸術 17 教出 音Ⅲ 301 音楽Ⅲ 3

日本音楽西洋音楽とどちらに偏
ることなく、幅広い音楽のジャ
ンルを取り入れている。また生
徒に親しみやすい内容である。

全体の構成がしっかりしてい
る。分量も適切である。装丁が
美しい。

表記が丁寧で、生徒に理解し易
く工夫されている。

芸術 27 教芸 音Ⅲ 302 Joy of Music 3

歌唱、器楽、鑑賞の各分野にお
いて高度な内容である。譜面に
細かく指示があるため、生徒の
自主的な活動ができる。

分量、配意も適切である。資料
としての写真や図が程よく配列
されている。

美しいカラー刷りで、楽譜・文
字・イラスト・写真など印刷が
鮮明である。

○ 芸術 89 友社 音Ⅲ 303 高校生の音楽3 3

日本音楽西洋音楽とどちらに偏
ることなく、幅広い音楽のジャ
ンルを取り入れており、且つ、
生徒に親しみやすい内容であ
る。

全体の構成がしっかりしてい
る。分量が丁度良い。装丁が美
しい。

表記が丁寧である。表現が生徒
に理解し易く工夫されている。

○ 芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 1

図版が大きく、見やすい。ま
た、部分の拡大図もあり、さら
に理解を深めることができるよ
う工夫されている。

分野別に整理されたインデック
スで構成されており、目的の
ページが探しやすい。

表現は分かり易く、簡潔にまと
められており、高校生が理解し
易いよう意図されている。

芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 1

表現、鑑賞、資料など、いずれ
も図版が大きく、解説も分かり
易い。過去から現在まで様々な
作品が取り上げられ、技術面の
説明も充実している。

分野、題材など目的の箇所を見
つけやすい構成である。分量は
豊富で、開きやすい装丁であ
る。

カラーユニバーサルデザインに
関して考えられており、イン
デックスの色分けが分かり易
い。

芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 1

細部を見せるために１ページ大
の図版を多く掲載しており、生
徒の理解を促す工夫がなされて
いる。現代建築など、今日的な
内容も扱われている。

白を基調とした背景が図版を美
しく見せ、紙面に統一感を持た
せる構成である。製本形式は中
綴じで見開き図版が完全に見え
るよう工夫されている。

項目の説明と、作品の説明では
フォントの種類、文字の大きさ
などを変えており、何について
書かれているかが分かり易い。

芸術 116 日文 美Ⅰ 303
Art and You 創造
の世界へ

1

想像するための資料として考え
られており、作品の意味や時代
背景、作者の言葉など様々な面
から作品への理解を促してい
る。

教科書よりも小型で、携帯に便
利であるよう意図されている。
全体に関わる基礎的事項は巻末
に掲載され、参照し易い構成で
ある。

文章は平易で分かり易い。また
読みにくい漢字じには振り仮名
ががつけられており、学習に役
立つよう工夫されている。

○ 芸術 38 光村 美Ⅱ 301 美術２ 2

新しい素材、表現意図などで美
術１をさらに発展させた内容で
ある。作品解説も部分拡大図と
ともに充実している。

美術１と同様な分野別インデッ
クスで、見やすい構成である。

文章は分かり易く、理解し易
い。作品、作家、技法などの解
説では、フォントを変えて混乱
しないよう工夫されている。

芸術 116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２ 2

一つの作品に関して深く掘り下
げる解説や、図版が用いられて
いる。高校生の参加したアート
プロジェクトも掲載され、生徒
が興味を持つよう意図されてい
る。

高校美術１と同様の構成、装丁
で統一感を感じされる構成であ
る。

文章は平易で分かり易い。作品
と作家のデータ正確で分かり易
く、理解に役立つよう表記され
ている。

○ 芸術 38 光村 美Ⅲ 301 美術３ 3

現代社会や文化に関する作品が
取り上げられ、高校生の視野を
広げる工夫がされている。作品
解説だけでなく基礎的な技法も
示されている。

各分野がバランスよく掲載され
ており、インデックス分けも一
目でわかるような構成である。

用語や表記が統一されているの
で、分かり易い。また、記述の
しかたも適切である。

芸術 116 日文 美Ⅲ 302 高校美術３ 3

美術にかかわる職業と、現在携
わっている人物が取り上げら
れ、高校生が自分の将来につい
て考えることができるよう編集
されている。

見開きで一つの職業と人物が掲
載される構成で、分かり易い。
装丁は高校美術２と同様で、統
一感を感じさせる構成である。

人物に関しての解説は詳しく、
正確で分かり易い表現である。
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○ 芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 1

　楷書中、唐の四大家の顔真卿
では自書告身を掲載している。
古典の解説には先ず硬筆で書き
示し筆路を明確にしている。国
語との関連を持たせやすい構成
内容になっている。

　書道への導入・漢字・仮名・
漢字仮名交じり・篆刻と刻字の
順で進み巻末に専門用語が盛り
込まれ、分量は標準的である。
装丁は全体が淡い落ち着いたカ
ラー文字を使用し、余白がゆっ
たりあり、てかり防止紙で見や
すい。

　明朝活字を主体とし、古典の
特徴や注意・強調したい箇所は
ブロック体や色分けにして注目
させ、文章は控えめにして写真
を大きく見せており、専門用語
の解説にはページの案内を施し
ていて親切である。筆順を赤い
数字で示している。

芸術 6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 1

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

書へのいざないに多く分量をさ
き、興味を持たせやすく作って
いる。古典図版は紙面端まで使
われている。

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

芸術 6 教図 書Ⅰ 302 書Ⅰ 1

用筆理解の為に二字で練習をさ
せ、後に選択できるだけの分量
の図版を隣に置いている。コラ
ムの内容に人間関係を図式にす
るなど理解しやすくなってい
る。

狭い机上でも扱いやすいように
幅狭縦長装丁であるが小さいと
いう印象はない。前版よりさら
に資料の説得力が増した。

参考になる内容は小さいが横書
きで掲載し、現在の生徒たちの
目に飛び込みやすくなってい
る。拓本採りの生徒たちの様子
など活動の具体性も見られる。

芸術 17 教出 書Ⅰ 307 新編　書道Ⅰ 1

単元内でさらに学習のポイント
ごとに頁立てするなどかなり詳
しくなっている。筆路のみなら
ず、形の取り方の解説も為され
ている。

　導入・基礎編に14ページを割
き、写真を大きく配置し説明文
もゆったり見やすくまとめられ
ている。学校に置いていること
を想定してか書Ⅰで学習の完結
を意識してか全145ページにわた
る暑さ１センチ近い本となって
いる。

　明朝体黒字の文章でタイトル
フォントは非常に大きく、中は
白地を基調に大きく内容を見せ
ている。色分けインデックス仕
様で単元等引きやすくなってい
る。誌面につや消しを施してい
る。

芸術 38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ 1

全体に、筆で書く際の筆法の写
真版が充実している。長鋒の扱
い方・墨色の違いなど書Ⅰとし
ては深い内容といえるる

　頁を折り返せるようにマチな
しの綴じ込み装丁が斬新であ
る。コラボ大作に象徴される感
覚的な作品作りを期待した作り
方である。導入は、折り込みの
内側２頁と巻末の資料内にあ
り、篆刻刻字は中に小さい付録
仕立てにしている。

　図版の解説のみブロック体
で、全体が白を基調にした中に
黒の明朝体活字で表記してい
る。

○ 芸術 2 東書 書Ⅱ 301 書道Ⅱ 2

実質初めての古典臨書になるで
あろう書体（篆書・隷書）は、
大判から丁寧に導入できるよう
になっている。書道Ⅰに比べ、
掲載古典量はかなり増えてい
る。古典を生かした創作の作品
例を随時配し、手順説明も丁寧
にしている。

漢字仮名交じり書は二部構成に
なっており、Ⅰを受ける形に進
展させている。さまざまな難易
度の試作例が盛り込まれ、比較
しやすい。

書道Ⅰと同じ流れで統一されて
いる。字体・色・フォントを適
宜使い分け効果的である。

芸術 6 教図 書Ⅱ 302 書Ⅱ 2

書を取り巻く環境から、歴史・
国特有の文化の息吹を感じ取れ
るようなスポットの当て方（筆
者・政治情勢コラム）を工夫し
ている。掲載古典は分量は少な
くともたくさん並列して一望で
きる。

書Ⅰ同様、一貫性を持たせたい
古典には、折り込みを効果的に
使っている。仮名の空間性に日
本画を引用。

コラム的な場面には、ふさわし
い背景の想定をさりげなく施し
ており、見開きで理解しやすい
形である。

芸術 17 教出 書Ⅱ 303 書道Ⅱ 2

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

カラー図版やフローチャート等
により篆刻・創作の作業手順が
理解し易い。分量的にも適切で
ある。

学習内容のポイントがまとまっ
ており理解しやすい。

芸術 38 光村 書Ⅱ 304 書Ⅱ 2

漢字の臨書から鑑賞へ、創作へ
の流れが段階的に構成されてい
る。仮名は、紙面（空間）構成
や、用具の違いの発展的な学習
ができるようになっている。文
化の違いを認識できるように例
示の図版が多い。

漢字の篆・隷・草書が入り、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、紙面構成はだ単に配置さ
れている。

芸術 2 東書 書Ⅲ 301 書道Ⅲ 3

古典と現代初夏作品の比較を取
り入れ、鑑賞・創作の一助とし
ている。仮名書の創作手順も紹
介している。

Ⅱと同じ単元配置。半切・全紙
サイズ以上の臨書が可能な文字
数を掲載している。

用語や記号の付け方、書体の区
別など細部までこだわり効果的
な紙面としている。

○ 芸術 6 教図 書Ⅲ 302 書Ⅲ 3

仮名の分量は少ないとはいえ、
古典図版の数は豊富で参考にな
る。主立った古筆は１ページを
さき、書風の違いが明確に理解
しやすくなっている。

書Ⅰ同様に狭い机上でも扱いや
すいように幅狭縦長装丁であ
る。漢字の古典図版掲載料は圧
倒的に多い。印象はない。前版
よりさらに資料の説得力が増し
た。

明朝体の黒で統一され、太字や
フォントの大きさの変化で資料
と説明解説の別がつきやすく
なっている。

芸術 17 教出 書Ⅲ 303 書道Ⅲ 3

古典臨書をする際、生徒が直に
見やすいように大きく美しい写
真版となっている。仮名の十五
番歌合わせが大きく取り上げら
れており、現在の仮名研究や現
代作家の書にもふれる機会とな
る。

狭い机上でも扱いやすいように
幅狭縦長装丁であるが小さいと
いう印象はない。前版よりさら
に資料の説得力が増した。

ブロック体で明確な解説をかな
りの分量で掲載している。
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芸術 38 光村 書Ⅲ 304 書Ⅲ 3

古典の図版は、分量も多く、大
きくオールカラーで統一されて
いる。関連コラムを強調してい
る。

Ⅱと同じ単元配置。半切・全紙
サイズ以上の臨書が可能な文字
数を掲載している。

古典の図版は分量も多く、大き
くオールカラーで統一されてい
る。関連コラムを強調してい
る。

○
外国
語

2 東書 コⅠ 329
Power On English
Communication Ⅰ

12

統計グラフ等の現実的で実質的
な参考資料の多さは他の教科書
に比べて一番である。単元のま
とめも学習の再現活動まで想定
されている。活動を主体とした
汎用性が高い仕様になってい
る。

上位大学受験にも対応するよう
な分量の多さである。本校新設
の学科が目標する水準に最もそ
う量である。構成はシンプルで
演習教材かのような重量を保っ
ている。

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

外国
語

50 大修館 コⅠ 337
Compass English
Communication Ⅰ
Revised

12

Lesson１は改定前同様人物の紹
介から始まっているが、近年の
時事に沿ったものが加筆されて
いる。中学校の既習事項から無
理なく学び直すことが主眼にお
かれている。

以前より精錬されている。補足
の情報が不足しているようにも
感じるが、学習（主に文法）に
躓きを感じている生徒に対して
抵抗感のない仕様となってい
る。

集中力を欠くような華美なフォ
ントやイラストはない。シンプ
ルに見開きが分割されているた
め、表記もそれに沿った簡潔な
ものとなっている。

外国
語

50 大修館 コⅠ 338
GeniusEnglish
Communication Ⅰ
Revised

12

内容量・難易度も高い。取り扱
いのある語数が多い分、話題の
密度も他者のそれに比べてきわ
めて高い。反面、高いあまりに
日文に置き換えての思考が主流
になるおそれもある。

私立・国立大学の一般受験を想
定していることを感じさせる、
分量の多さである。

フォントの強調も至ってシンプ
ルである。この教科書の横に市
販の文法参考書をおきながら、
併用しながら学習を進めるとよ
り学習の定着、効果が期待でき
る。

外国
語

104 数研 コⅠ 343
Revised BIG
DIPPER English
Communication Ⅰ

12

英語を「愉しく」用いることが
主眼になっていると思わせるよ
うな話題と教科書の体裁であ
る。題材から思考するというよ
りも生徒同士のコミュニケー
ションを促進させることに重点
が置かれている。

数研出版に共通していることで
あるが、索引等の学習補助の機
能がきわめて充実している。巻
末の付録もポップな体裁でいな
がらも抑えるべき情報量として
は申し分ない。

文字はポップ体が多く、楽しさ
を感じながら読んで使っていけ
るものとなっている。

外国
語

212 桐原 コⅠ 356

WORLD TREK
English
Communication Ⅰ
New Edition

12

統計グラフ等の現実的で実質的
な参考資料の多さは他の教科書
に比べて劣ることはない。単元
のまとめも学習の再現活動まで
想定されている。活動を主体と
した汎用性が高い仕様になって
いる。

最初の単元は英文の構造から始
まっており文型と構文が丁寧に
解説されている。しかし、図や
グラフに充実度を求めるあまり
英文量の不足感を感じる。

強調は華美ではない。それでい
て色使いが豊富でスタイリッ
シュという印象を受ける。写真
も鮮明で生徒の関心を強く引く
ような形である。

○
外国
語

50 大修館 コⅡ 311
Compass English
Communication Ⅱ

23

communicationⅠ同様に生徒の興
味を引く身近な話題・素材が使
用されている。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。苦手意識
に配慮した形である。

本文の理解、確認、文法事項の
練習、コミュニケーション活動
の設定が、各課の最後に配置さ
れている。見開きで、シンプル
な構成で簡潔している構成も本
シリーズのメリットである。

本文や傍注、脚注の他、写真や
イラストなどが適切に見やすく
配置されている。

外国
語

61 啓林館 コⅡ 313
ELEMENT English
Communication Ⅱ

23

題材は生徒の興味関心・知的好
奇心に訴えるものが多い。テー
マにも偏りはない。

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

Ⅰと比べて語数、難易度も上が
り、本文のページが側注の語句
と合わせて視覚的に読み辛い印
象を受ける。

外国
語

212 桐原 コⅡ 324
PRO-VISION
English
Communication Ⅱ

23

生徒の興味・関心を引きやすい
身近な題材が選ばれている。本
文理解の一助となるコラムや図
表はWINDOWに配置されている。

各課４パートで構成されてい
る。４技能をバランスよく身に
付けるためのタスクは各課の終
わりにまとめられている。

イラストや図表は適所に配置さ
れている。新出語の発音記号は
米音表記のみ。巻末にReading
Skillsのまとめ、文法事項のま
とめと新出語句リストを掲載し
ている。参考書のように例文も
精練されたものである。

外国
語

2 東書 英Ⅰ 322
NEW FAVORITE
English
Expression Ⅰ

123

改訂前のいくつかのコーナーを
削ることで、その分演習量に重
点を置いたという印象を受け
る。類題が確保されていること
で、より学習の定着が見込め
る。

精選された見開き構成で定着を
促進させる演習が多く確保され
ている。注釈も充実している。
しかし、注釈の多さが抵抗感を
生むことが若干想定される。

説明・解説が丁寧であると感じ
る。文法参考書のことばで簡潔
に説明されいる。そのような補
足説明を加えることでのびが生
まれることが期待される。

外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 329

Revised Vision
Quest English
Expression Ⅰ
Standard

123

参考書のような内容の深さがあ
る。学習の基礎から始まり主流
は応用への足がかりである。

本文の充実度よりも文法（構
文）の解説の充実度を求めてい
る。見開きの右側で単元で求め
る知識が簡潔している。演習量
が同シリーズのCoreに比べて多
いことから普通科での使用にふ
さわしい。

色使いが豊富である。文法参考
書まで手が届かない生徒に対し
て充実した資料の位置にある。
巻末の付録も簡易版の辞書を思
わせるような充実度である。

○
外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 330

Vision Quest
English
Expression Ⅰ
Core

123

参考書のような内容の深さがあ
る。この一冊があれば学習の基
礎から始まり応用への足がかり
にいつでも立ち返ることができ
るような取り扱い範囲の広さが
ある。

本文の充実度よりも文法（構
文）の解説の充実度を求めた節
がある。見開きの右側で単元で
求める知識が簡潔している。演
習が少ない印象は受けるが授業
者が補填できる範疇である。

色使いが豊富である。文法参考
書まで手が届かない生徒に対し
て充実した資料の位置にある。
このシリーズ全般共通して同様
のことが言える。
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○
外国
語

2 東書 英Ⅱ 301
NEW FAVORITE
English
Expression Ⅱ

3

前半に文法事項を総括する構成
となっており表現Ⅰから継続し
て学習できる内容。パラグラ
フ・ライティングに重点を置
き、表現力の育成を重視してい
る。後半のまとめではプレゼン
テーションを扱っている。

見開き構成になっている。
各レッスンがスパイラルに組み
立てられ表現の幅を広げられる
ように工夫されている。

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。

外国
語

15 三省堂 英Ⅱ 302
CROWN English
Expression Ⅱ

3

基礎から応用まで無理なく段階
的に学習できるような構成であ
る。比較的難易度の高いクラウ
ンシリーズの中でも最も高い難
易度の教科用図書である。

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。熟考し読み
応えのある例文が数多くちりば
められている。

外国
語

50 大修館 英Ⅱ 306
Departure English
Expression Ⅱ

3

身近なテーマから徐々に世界を
広げていけるよう、課が配列さ
れている。「読むこと」「書く
こと」を中心に据えながらも、
「聞くこと」「話すこと」の取
りこぼしのないよう配慮されて
いる。

Part１～２は聞き取りによる導
入、Part３以降はブレーンス
トーミングから展開する構成に
なっている。文法事項、書く・
話す活動、ともに学習が進むに
つれて難易度が高くなるように
配慮されている。

本文や語句のヒント・コラムの
ほか、写真・イラストなどが適
切かつ見やすく配置されてい
る。

外国
語

2 東書 英会 301
Hello there!
English
Conversation

2

難易度としてはさほど高くはな
い印象を受ける。中学校の平易
な表現からゆっくり始め、会
話、言葉を発することの恐怖感
を拭うような配慮が感じられ
る。

聞き取りの活動に力を入れてい
る印象を受ける。後半の書くこ
とに重きを置いた単元では細や
かなスモールステップが展開さ
れるため無理のない学習計画を
立案できる。

図やイラスト、写真が豊富であ
り、イメージから自然な会話に
つなげることが可能である。

○
外国
語

61 啓林館 英会 303
Sailing English
Conversation

2

実生活、現実社会の営みを強く
意識した題材が多い。サンプル
の音源も多種多様な人種の言語
で吹き込まれており、昨今の国
際色を意識した仕様になってい
る。

三部、補足が一部加わった四部
構成で一単元となっている。各
単元に設定されいるトライアル
は生徒の躓きを想定し補助が充
実している。

定型表現から語を置き換えて繰
り返し練習ができるように、語
の網掛けなど細やかな配慮があ
る。ALTと授業連携を行う際の小
さな障害が極力省かれた形であ
る。

○ 家庭 2 東書 家総 307
家庭総合　自立・
共生・創造

23

基礎・基本的な内容がわかりや
すく掲載されている。目標やポ
イントが明確に述べられてお
り、学習内容の見通しを持ち、
課題解決に取り組めるように
なっている。

写真や図表などの関連資料が充
実しており、各分野が簡潔にま
とまっている。本文と資料との
割合が丁度よく、食品成分表を
取り入れる工夫もされている。

イラストや写真は鮮明で、全体
の配色も見やすい。

家庭 7 実教 家総 309
新家庭総合　パー
トナーシップでつ
くる未来

23

導入のワークで学習のねらいや
目的を明確にし、学習に取り組
みやすいよう工夫されている。
世界に目を向けた資料を豊富に
取り入れている。栄養素や洗濯
の仕組みを科学的に解説するな
ど、専門性を持っている。

細かく項目分けされており、十
分な情報が盛り込まれている。
発展学習が充実している。専門
的であり、高校卒業後の人生に
生かせるようになっている。

図やグラフ資料が豊富に掲載さ
れており、１冊で効果的な学習
が期待できるがやや見づらい面
もある。

家庭 9 開隆堂 家総 310
家庭総合　明日の
生活を築く

23

家庭科を学ぶにあたっての自
立・共生・科学的視点を持たせ
るねらいが明確である。子ども
の貧困問題やエシカルファッ
ションなど、新しい情報が取り
入れられており、課題意識を
持った学習を行うように意識付
けができる。

各分野において、家族や地域社
会との関わりを意識した構成で
ある。資料が豊富であり、生徒
の興味・関心に沿った実践を行
いやすい。

「食べる」「着る」や疑問形の
表記をするなど、やや易しい印
象を受ける。グラフや図の配色
が良くなると見やすい。

家庭 50 大修館 家総 311
新家庭総合  主体
的に人生をつくる

23

生徒に問いかけるような話題か
ら学習を展開し、興味・関心が
高まるような工夫がされてい
る。基本的内容から発展的内容
まで、各分野ともにバランスよ
く構成されている。

実践課題（実習・実験・課題・
資料）等が豊富に掲載されてお
り、多面的・具体的な学習につ
ながる。

イラストと写真が適切に使い分
けられており、見やすく学習を
進めやすい。

情報 2 東書 社情 309 新編　社会と情報 12

左ページ（１ページ）が、中学
校の内容。右ページ（２ペー
ジ）が高校で新しく勉強するの
内容となっているため大変学習
しやすい。欄外にあるキーワー
ドが、大変わかりやすい内容で
しめくくられている。

教科書初のAB版の登場である。
中学校の教科書と同じ字体・
フォントを使用しているため、
中学校を卒業したばかりの高校
１年生には、なじみが深いだろ
う。「社会と情報」の教科書と
して、分量も適当である。

イラストが大変大きく大変見や
すい。また、専門用語が明確に
定義され、文章が簡潔であるた
め、要点が把握しやすい。最後
にあるインデックスには、特徴
をだすなど、きれいにまとまっ
ている。

情報 2 東書 社情 310 社会と情報 12

生活に深く関係しているコン
ピュータ活用の具体的な例をも
とに、情報活用能力の基礎知識
がしっかりと身につくような構
成になっている。また、書き込
み式の節末問題があり、自主学
習に活用ができる。

人間生活に不可欠な情報科学技
術を具体例を挙げて解説してい
る。左ページ（１ページ）で
テーマを大きくあげ見開きの右
ページ（２ページ）でまとめら
れており、スムーズに学習でき
る。

本文の記述は簡潔にまとめられ
ており、イラストや画像が適切
に配置されている。またデジタ
ル教科書に挿入されている画像
の解像度も高く活用しやすい表
記・表現である。

情報 104 数研 社情 315 社会と情報　Next 12

「社会と情報」の教科書で必要
とされる内容とともに「確認」
事項があり、違和感なく学習で
きるよう工夫されている。また
高度な発展内容も精選され、無
理なく習得できるよう配慮され
ている。

既習内容は、出だしの文章で補
足され、中高間の学習内容の
ギャップを埋める構成になって
いる。実習の進度にも配慮し、
二進法の計算方法（コンピュー
タの頭脳・解析）などもわかり
やすく解析されている。

一つ一つの文章を短くし、キー
ワード化され、項目を小分けに
するなど生徒自身への集中力維
持も配慮されている。カラー画
像が用いられていて、色使いが
きれいに表現されている。
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情報 104 数研 社情 305
高等学校　社会と
情報

12

適切な箇所に「情報と社会」の
実習を配置し、探求的に学習が
進められるようなつくりになっ
ている。既習内容やつまずきや
すい箇所は欄外の横などで丁寧
に記載されている。

「情報の実習」は厳選されてお
り、生徒全員が楽しく学べる内
容・分量になっている。難しい
内容は囲みになっており、進度
に応じた学習が可能である。

全体的に表記がわかりやすく、
実習内容が充実している。ま
た、座学に応じた画像も取り入
れていて、わかりやすい内容に
なっている。また、デザイン的
にも見た目もわかりやすくなっ
ている。

○ 情報 183 第一 社情 318
高等学校　改訂版
社会と情報

12

情報量が豊富で、基本的な実習
内容が掲載されているなど、明
確にわかりやすい内容なつくり
になっている。欄外にあるカ
ラーのＱ＆Ａには、豊富な情報
がのっており豆知識として楽し
さが伝わってくる。

各単元各章では、中学校で学習
した「技術」の復習から、「社
会と情報」への新しい分野へと
移行がスムーズな内容でおこな
われている。また、情報発信を
意識した内容で情報量が多く、
さらに進んだ研究・実習内容に
も興味を持たせることができ
る。

大きなアニメーション的なイラ
ストや詳細な図・写真があり、
文章での説明と併せて、高校生
として、実習する場にとって
は、アニメーションに出ている
人物になりきって、学習を進め
ていける。また、よりよくわか
りやすく「社会と情報」を理解
することができる。

○ 商業 7 実教 商業 334
ビジネス基礎　新
訂版

1

とても使いやすい。但しビジネ
スコミュニケーションが前半に
あれば更に使いやすい。上手く
まとまっている。

丁寧なまとめであり、本科目の
学習方法についても丁寧にまと
められている。

グラフや図表が教科書に豊富に
使われているが、バランスが取
れているように感じる挿絵等も
生徒が興味を持てるものとなっ
ている。

商業 144 暁 商業 302 新ビジネス基礎 1

昨年のものと変化は無い。章立
ては昨年も意見したが、経済現
況が教科書後半になっているの
が気になる。（内容としては特
段問題は無いが）

昨年の意見と同様に章ごとに設
定された練習問題、構成として
は興味を持てる内容。

シンプルな配色はとても良い
が、強調用語の部分が分かりづ
らい。

商業 190 東法 商業 335
ビジネス基礎　新
訂版

1

知識を問う内容が目立つ（その
分難しく感じる部分もある）豊
富な内容となっている。

昨年の指摘と相違が大きくない
が、解説と図表の連携が取れて
いて構成上の問題は皆無。

配色が多すぎて目が疲れる。興
味喚起する問題提起等、生徒が
興味を惹く。

○ 商業 7 実教 商業 336
マーケティング
新訂版

2

事例や参考が示しやすい。日々
の経済動向等が教科書の中に反
映されており、発展学習に利用
出来る。（生徒への問いかけ
等）

昨年の内容と同様にそれぞれの
章の内容が生徒に伝えやすい表
記になっている。

挿絵やイラスト、グラフに写真
等が適当な量で配置されてお
り、飽きさせない表現や配置に
なっている。

商業 190 東法 商業 337
マーケティング
新訂版

2

理論プロセス等問題は無い。 特に問題は無いが、授業を受け
る生徒のことを考えると表記に
会社での差が出ていると感じ
る。

単色系の色使いが多少気になる
が、事例等については分かりや
すくなっている。

○ 商業 7 実教 商業 315 商品開発 3

商品開発に最低限必要な内容が
網羅されている。各章の序節で
は、タイムテーブル、その章の
概要、対応する事例などが示さ
れ、商品開発の過程とどの段階
の学習をしているかを確認し易
い。

デザイン分野は技巧に深入りせ
ず、商品開発で必要な内容に限
定している。デザインの知識が
ない生徒でも学び易い分量であ
る。またプレゼンテーションに
ついては巻末資料としてまとめ
られており必要に応じて活用し
やすい。

各ページで、実際の企業の事例
を数多く紹介されている。デザ
イン分野は、視覚的に学習でき
る。最終章ではまとめとして総
合的に学習できる、総合実習の
章が設定され生徒が学び易い。

○ 商業 7 実教 商業 325 広告と販売促進 3

具体的な事例がふんだんに配置
されており、段階を踏んだ学習
に生かすことが出来る。
生徒の興味を惹く内容である。

事例の解説と本文のリンクが丁
度良く分量や装丁も問題無い。

イラストやグラフ、写真資料等
が豊富で、文字ばかりの表記よ
りはるかに興味を惹くものと
なっている。分かりやすい表現
である。

○ 商業 7 実教 商業 316 ビジネス経済 2

具体的な経済事象と経済理論が
関連付けられるように、本文記
述にあわせてイラスト・図解・
事例等が豊富に掲載され、学習
しやすい。

学習内容の定着や全商検定対策
に対応するため、各章末毎に確
認問題が充実されている。

学習の理解を助ける要素が充実
されており 「Example」
「Column」「Word」「Point」な
ど、専門的な概念の理解に役立
つ要素を区分けして例示されて
おり読みやすい。

○ 商業 7 実教 商業 326 ビジネス経済応用 3

用語の解説にとどまらず、事例
の表記が多く、内容の理解を深
めやすい。

注釈が多く、用語の理解を深め
ることが出来る。時系列を追っ
て記載されており、時代背景を
理解しやすい。

色使いが少なく、少し単調に感
じる。図や表で視覚的に理解を
深められる表現が多い点は良
い。

○ 商業 7 実教 商業 327 経済活動と法 3

興味を惹きやすい内容となって
いる。法律用語の説明も分かり
やすく、授業を進める上で参考
になる内容である。

振り返りをさせる際にＱ＆Ａ等
があり、例示しやすい。また、
内容や量等も適当である。

イラストや挿絵については昨年
と同様に充実していると感じ
る。また、発展学習をさせる際
の事例が分かりやすくまとめら
れているので授業で使いやす
い。

商業 190 東法 商業 328 経済活動と法 3

内容等は特段問題無いものと
なっている、分かりやすい内容
である。

調べ学習をさせるには昨年の指
摘同様｢索引表記｣が大いに利用
出来ると感じた。特段問題は無
い。

難解な表記も少なく、目で教え
るのに充実したものとなってい
る。十分な内容と言える。
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○ 商業 7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 1

平易な表現で記述されており、
基礎項目から応用項目へと段階
を追って学習でき、幅広い知識
や技術を習得できる内容であ
る。

各単元の分量が適切である。イ
ラスト・脚注が豊富でわかりや
すい。

カラーユニバーサルデザインを
採用し、すべての学習者が使い
やすいように配慮している。帳
簿類や図解が見やすい。

商業 7 実教 商業 339 高校簿記　新訂版 1

基礎的内容から発展的内容に至
るまで充実しており、密度の濃
い内容となっている。

理論的に簿記を学習できる構成
となっている。各節にセルフ
チェック、単元ごとに重要仕訳
の表記があり、自ら学習する際
に役立つ。

カラーユニバーサルデザインを
採用し、すべての学習者が使い
やすいように配慮している。帳
簿類や図解が見やすい。

○ 商業 7 実教 商業 306 新簿記 2

文章の記述が丁寧に解説されて
おり、理解しやすく、基礎基本
の習得に適した内容となってい
る。

基礎的項目から応用的項目へと
段階を追って学習できるよう構
成されている。各項目の分量も
適切である。例題や章末、編末
にある練習問題も豊富であり、
適切である。

重要項目が囲みでコンパクトに
まとめられている。
また、図解やイラストなどによ
る解説も充実しており生徒の理
解に役立つ。

商業 190 東法 商業 340 簿記　新訂版 1

図・表・帳簿記入例の表記を中
心にしており、文章での説明を
最低限にしている。章ごとに学
んだ仕訳がまとめて列記してあ
り、確認もしやすくまとめられ
ている。

例題の表記がわかりやすく、復
習の際に活用できる。

図・表・帳簿記入例が多いの
で、文章での説明に物足りなさ
が見られる。

商業 230 ネット 商業 341 はじめての簿記 1

仕訳を暗記するということでは
なく、取引例を多く用いてイ
メージができるように工夫され
ている。暗記ではなく、取引例
をきっかけにして考えさせる内
容である。

文章・取引例が多く、分量が多
くなっている。例示・図解が少
ない。

文章だけということが否めず、
視角からの理解が得にくい。

商業 7 実教 商業 317 新財務会計Ⅰ 3

単元ごとに内容が詳細にまとめ
られており、解説もわかりやす
い。きめ細やかに構成されてい
る。

図やイラストを豊富に取り入れ
ることで、視覚的にも理解しや
すい工夫がされている。

要点がつかみやすいように、説
明文も簡潔にまとめ上げられて
いる。

○ 商業 7 実教 商業 318 高校財務会計Ⅰ 3

図や表を適宜取り入れつつ、文
章説明を中心に高度な内容を深
く、丁寧に解説している。

解説や説明は文章が中心であ
り、図や表、イラストなどは補
助的な使用となっているため落
ち着いた仕上がりだといえる。

図表が控えめであることや表現
や表記が比較的高度なため、他
の教科書と比較するとじっくり
と考えさせるものとなってい
る。

商業 190 東法 商業 319 財務会計Ⅰ 3

解説がとても丁寧で、各単元や
項目ごとにイラストや図、表を
用いておりわかりやすく構成さ
れている。

単元ごとにまとめや説明が充実
していてわかりやすい。分量が
少々多いといえる。

文章説明だけでなく、図やイラ
ストを用いることで理解がしや
すい工夫がされている。

商業 7 実教 商業 320 原価計算 23

基礎・基本的な内容が網羅され
ており、知識の定着をさせるに
は適切な説明がされている。

各単元における説明や図解、例
題など、それぞれに合わせた分
量で構成されている。

基本的な色合いではあるが、そ
の分シンプルな形式となってお
り、見やすい表記となってい
る。

○ 商業 190 東法 商業 321 原価計算 23

基礎的な範囲から、実務におけ
る範囲まで取り扱われており、
より進んだ学習が可能である。

実務に則した、例題が多く取り
入れられており、イメージを作
りやすい構成がされている。

多くの色を使用しており、説明
と図解やイラストが区別されて
いてポイントが絞りやすく、と
ても見やすい。

○ 商業 7 実教 商業 342 情報処理　新訂版 12

基礎・基本を重視しつつも、
Excel関数を多数扱うなど、学習
内容は幅広い対応が可能。全商
情報処理検定試験２級・全商ビ
ジネス文書実務検定試験１級の
範囲を対応した内容である。

写真・イラストを豊富に使用
し、生徒が親しみやすいよう、
イラストや色の使い方は、やさ
しい印象が出るよう工夫されて
いる。

パソコン操作画面をわかりやす
い解説を伴って記載しており、
理解が深めやすいものとなって
いる。余白の用語解説が丁寧で
ある。

商業 7 実教 商業 343
最新情報処理　新
訂版

12

ハイレベルな学習内容となって
いる。全商情報処理、ビジネス
文書実務検定試験１級の範囲ま
で対応している。「参考」や
「発展学習」という見出しでIT
パスポート試験を意識した内容
も取り上げている。

写真・イラストを豊富に使い、
ソフトウェアを使用する部分で
は、バージョンアップしたコン
ピュータの画面図を多数掲載す
ることで、理解しやすい構成と
なっている。

パソコン操作画面をわかりやす
い解説を伴って記載しており、
理解が深めやすいものとなって
いる。余白の用語解説が丁寧で
ある。

商業 190 東法 商業 344 情報処理　新訂版 12

基本的な内容がまとめられ、各
章の初めには物語形式の表現方
法が取り入れられ、学習の内容
がイメージしやすいものとなっ
ている。イラストや色使いも多
様で、必要な部分がわかりやす
くなっている。

基礎的な内容が分かりやすくま
とめられているが、プレゼン
テーションの解説、ビジネス文
書の例示が少ない。

イラストや図を多用した解説が
多く、親しみがわき、全体的に
理解しやすい内容である。
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○ 商業 7 実教 商業 322 ビジネス情報 23

プログラムのコードを使用しな
い簡易なマクロ言語の利用法が
記述され、全商検定のプログラ
ミング部門も対応できるようア
ルゴリズムの基礎から、プログ
ラムのコードを使用したマクロ
言語まで、丁寧に説明されてい
る。

VBAとAccessで同じ題材のシステ
ム作成の例題を扱いシステムを
構築する中で両者の長所を比較
できる構成である。教科書の範
囲でITパスポート試験や基本情
報技術者試験に頻出する用語な
ども扱っており内容も豊富であ
る。

データベースの概念は、科目
「情報処理」で学習したExcelと
対比し生徒が理解しやすい記述
である。Accessの実習も、例題
を短く区切り操作画面を多数掲
載されている。簡易な表現であ
る。

商業 190 東法 商業 323 ビジネス情報 23

「情報処理」を学習した生徒が
すんなりと「ビジネス情報」の
学習へとつながっていけるよう
「情報処理」教科書とテーマや
イメージに共通性をもたせて記
述されている。イメージがつけ
やすい。

アルゴリズム学習に重点を置く
構成である。思考力や判断力を
学び流れ図からプログラミング
へ発展的な学習ができる。デー
タベースは発展的な学習ができ
る。システム開発では表計算と
データベースで両者の技法を学
べる。

図版・イラストを豊富に登載
し、理解が促進されやすい。ソ
フトウェアの操作については課
題設定を工夫し、教科書のみで
学習ができるよう、画面画像を
多用した的確な操作指示と丁寧
な解説で展開されている。理解
し易い。

○ 商業 7 実教 商業 331 電子商取引 3

項目の分け方が明瞭であり、側
注や図・表が本文に則してい
て、理解しやすい内容になって
いる。実践的な実習課題が多く
取り上げられ実用的な技能を身
につけるのに適している。

特定の分野に特化せず、章単位
で完結されているので、授業時
間にあわせて授業展開を工夫す
ることができる。例題や練習問
題が適宜掲載されており、分量
的にもバランスのとれている。

図表や実際のパソコン画面を用
いて例題が説明されており、イ
メージがつかみやすい。

商業 190 東法 商業 332 電子商取引 3

関連知識や最新情報は詳しく解
説されている。授業計画に対
し、ウェブページの制作の解説
が丁寧すぎる。

各項目の導入部に学習内容に関
するストーリーを配置されてい
るので各章ごとに導入がしやす
い。分量が２単位にはやや多
い。

画面画像を掲載した解説やイラ
ストや図版を多用した解説はわ
かりやすいが全体的に、落ち着
いた色でカラー化されており、
メリハリに欠ける。

○ 商業 7 実教 商業 324
最新プログラミン
グ

23

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。全商検定１級の範囲まで丁
寧に解説してある。

丁寧にまとめられていて、構
成、分量ともに適切である。

テキストエディタの画面をその
まま貼り付けているため、コー
ドが読みにくい。落ち着いた配
色は良い。

商業 7 実教 商業 312 プログラミング 23

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。実習問題が豊富で、充実
した内容である。

順序立ててアルゴリズムが解説
されていて、適切な構成になっ
ている。トレース表が併記され
ているので処理の流れがつかみ
やすい。

コードが活字で表記してあるた
め読みやすい。解説のためのイ
ラストが少ない。

○ 商業 7 実教 商業 333 ビジネス情報管理 3

ＩＴパスポート試験を意識した
内容ではあるが、範囲が偏りす
ぎているのが気になる。システ
ム開発実習については丁寧に解
説されている。

分量、構成ともに適切で、全体
的にまとまっている。章末の確
認問題がもう少しボリュームが
あるとなおよい。

イラストが多く、生徒がイメー
ジしやすいよう工夫してある。
配色のシンプルで見やすい。

商業 7 実教 商業 309 情報処理 23

PC画面のコピーを多用し、生徒
が理解しやすい内容となってい
る。全商情報処理は３級までの
内容となっている。全商ビジネ
ス文書実務検定の１級の内容ま
でを網羅している。

構成・分量ともに充実してお
り、文書の作成方法につき、順
序よくまとめられている。明る
い色味を多用しており目を引く
表現が多い。

パソコン操作画面をわかりやす
い解説を伴って記載しており、
理解を深めやすい。表裏の用語
解説がビジネス文書寄りで理解
しやすい。

○ 商業 7 実教 商業 310 最新情報処理 23

説明する際にも非常に分かりや
すい内容となっている。全商ビ
ジネスの１･２級と画像処理の内
容までを網羅しており、１、２
学年にわたり使用出来る。

構成・分量ともに充実してお
り、文書の作成方法につき、順
序よくまとめられている。全体
的に落ち着いた色味を使用して
おりシンプルで良い。

パソコン操作画面をわかりやす
い解説を伴って記載しており、
理解を深めやすい。余白の用語
解説が丁寧で理解しやすい。

商業 190 東法 商業 311 情報処理 23

基礎的な内容が詳しくまとめら
れている。文章の表現方法等が
詳しい内容となっているがイラ
ストや色使いが多く、視覚に訴
える説明が少ない。

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
ている。プレゼンテーションの
解説、ビジネス文書の例示が少
ない。

イラストや図が少なく、また用
語解説も少ない。画像での説明
が少ない内容である。

家庭 6 教図 家庭 304
子どもの発達と保
育　育つ　育てる
育ち合う

3

育つ・育ちあうという観点か
ら、基礎的・基本的にわかりや
すい内容になっている。育児の
現状や課題を取り上げ、具体的
に考えやすい。

見出しが具体的でわかりやす
い。資料が多く理解を深める工
夫がされている。グラフや図が
適切な大きさであるとさらによ
い。

見出しの表現が具体的でわかり
やすい。イラストも豊富であ
る。

○ 家庭 7 実教 家庭 305
子どもの発達と保
育

3

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

テーマ学習を各所に設定してい
る。グラフや図も精選されてお
り見やすい。

実践させる内容が分かりやすく
表記されている。写真が多く、
配色が的確で見やすい。

家庭 6 教図 家庭 307
フードデザイン
cooking&arrangeme
nt

3

食生活の現状について、具体的
なデータや例を取り上げてお
り、幅広い視野で学習できる内
容である。専門的な内容がわか
りやすい文章や資料である。

導入に問いかけを取り入れ、興
味をもたせる構成である。

文章表現が、専門的なものもわ
かりやすいようになっている。
実習の手順がイラストで丁寧に
説明されておりわかりやすい。
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○ 家庭 7 実教 家庭 301 フードデザイン 3

実験や季節の行事食を含む実習
内容など、専門的な知識や技術
が身に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
夫がある。

表・グラフ・図などが鮮明で、
バランスよい構成である。

専門的な用語も欄外にわかりや
すく説明されている。

○ 家庭 6 教図 家庭 310 服飾文化 3

服飾の歴史について、専門的で
具体的な内容である。写真資料
やコラムを多用し、興味を持た
せる工夫がされている。

コラムや研究問題を設定し、関
心や理解が深まりやすい構成で
ある。

写真や図が多用され、専門用語
も理解しやすい。



様式１－２

番号 略称 記号 番号

○ 国語 2 東書 国総 333 精選国語総合 1

「総合的な国語力」が育成でき
るように、教材は厳選され、バ
ランスよく配列されている。現
代文編は評論・小説を中心に、
随想・詩歌の学習がバランスよ
く組み込まれており、また、古
典編では古文・漢文の教材がバ
ランスよく配置され、主要ジャ
ンルの重点学習が徹底できるよ
うに配慮されている。

評論９題、随想２題、小説６
題、古文24題、漢文12題から成
る。現代文編、古文編、漢文編
ともに読解力の育成・定着をは
かることができるように配慮さ
れており、分量も適切である。
参考教材が適宜設けられてお
り、生徒が学習を深めるための
配慮がなされている。

現代文編は、定評教材を軸に、
現代の作者や筆者の教材も積極
的に採録されており、学習意欲
が高まるように配慮されてい
る。古文編・漢文編には、学習
内容と関連づけて古典への理解
を深めるコラム「古文の窓」
「漢文の窓」などが豊富に配置
されている。また、ヒラギノ
PRONフォントは見やすい。

国語 15 三省堂 国総 338
精選国語総合　改
訂版

1

「現代文編」の教材には、定評
のある教材に加え、現在最も注
目されている著者の作品を配列
しているという。「古典編」
は、丁寧な導入教材と各ジャン
ルのオーソドックスな教材を精
選して採録している。

評論９題、随想２題、小説６
題、古文22題、漢文10題から成
る。オーソドックスな構成であ
るが、「読書の扉」や「読解か
ら表現へ」などは工夫されてい
る。

オーソドックスな表記から、安
心感を感じる。

国語 50 大修館 国総 346
精選国語総合　新
訂版

1

「活動して学ぶ」「基礎力を養
う」「知識を広げる」の３本の
軸で確かな国語力の育成を目指
す。論理的思考力と知的好奇心
の育成、入試頻出テーマとキー
ワードを網羅する頁など充実し
ている。巻末資料50頁あまりも
充実。

評論10題、随想２題、小説７
題、古文22題、漢文10題から成
る。多色刷りをはじめ、見やす
く機能的なレイアウトによって
学習意欲を高めている。

文字の大きさ、字間、行間、書
体などが適切である。用語、記
号等も統一されている。巻末だ
けではなく、巻頭、単元間に教
材の足がかりになる付録が豊富
に用意されている。

国語 104 数研 国総 350
改訂版　高等学校
国語総合

1

精選された良質な題材で、基礎
から応用まで幅広い国語力の育
成を目指している。単元末の
「ズームアップ」での評論テー
マ・文学史の理解を深める工夫
や巻末の資料編40頁あまりが充
実している。

評論８題、随想２題、小説７
題、古文23題、漢文10題から成
る。「設問」「漢字・語句」
「古典文法の学習」など読解の
課程における細やかなフォロー
やしっかりとしたまとめがされ
ている。

文字の大きさ、字間、行間、書
体などが適切で、シンプルなが
ら見やすい色使いを採用してい
る。巻末だけではなく、巻頭、
単元間に教材の足がかりになる
表記や付録が豊富に用意されて
いる。

国語 183 第一 国総 360
高等学校　改訂版
国語総合

1

定番の題材から現代的な問題ま
で、様々な教材があり、基礎・
基本の習得とともに、最新の
テーマによる幅広い知識の習得
が可能。古文・漢文では初期段
階でつまづくことがないよう
に、導入部分から丁寧に解説し
ている。

評論８題、随想４題、小説６
題、古文24題、漢文10題から成
る。充実の作品数と、基礎から
応用へのバランスのとれた構成
である。教材の取捨選択もしや
すい。

評論のしるべ、古典のしるべ、
評論キーパーソン、古文の参考
図録など学習の広がりに役立つ
配慮をしている。

国語 2 東書 現Ｂ 301 新編現代文Ｂ 23

小説教材の目新しさはないが、
評論教材には新しいものが多
い。難易度はすこし易しい。

読書案内など工夫されている。 視覚的に見やすい。

○ 国語 15 三省堂 現Ｂ 304 精選現代文Ｂ 23

ボリュームは多いものの、作品
の難易がよく検討されて採用さ
れている。またコラムの充実
が、作品理解を後押しする形に
なっている点にも、編集の工夫
がよく読み取れる。

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

カラー写真が随所で使用されて
おり、理解の助けとなる。

国語 17 教出 現Ｂ 307
新編　現代文Ｂ
言葉の世界へ

23

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。

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。

国語 50 大修館 現Ｂ 310 精選現代文Ｂ 23

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るの
もいい。

活字は大変読みやすい。

国語 104 数研 現Ｂ 312 現代文Ｂ 23

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。

国語 143 筑摩 現Ｂ 315 精選現代文Ｂ 23

オーソドックスながら、難解な
ものが多く、難しすぎる。

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。

国語 183 第一 現Ｂ 318
高等学校　標準現
代文Ｂ

23

わかりやすくて定番の教材が多
く、親しみが持てる教材配列で
ある。

学習の手引きは、従前同様。 活字は見やすく写真も多い。

表記・表現

平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎総合科学高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

使用
学年

内容 構成・分量・装丁
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表記・表現

平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎総合科学高等学校（全日制課程）
採択
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教科書名
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内容 構成・分量・装丁

国語 212 桐原 現Ｂ 319 探求現代文Ｂ 23

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。

活字もあまり見やすくない。

国語 2 東書 古Ｂ 301 新編古典Ｂ 2

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。

カラフルでライトなイメージの
紙面。

活字も見やすい。

国語 15 三省堂 古Ｂ 304
高等学校古典Ｂ
古文編

2

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で
ある。

国語 15 三省堂 古Ｂ 305
高等学校古典Ｂ
漢文編

2

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で
ある。

国語 15 三省堂 古Ｂ 306 精選古典Ｂ 2

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、易しすぎずの点
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。

国語 17 教出 古Ｂ 307 古典Ｂ　古文編 2

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。

国語 17 教出 古Ｂ 308 古典Ｂ　漢文編 2

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。

○ 国語 104 数研 古Ｂ 314 古典Ｂ　古文編 2

基本的な文章から、難しめの作
品まできちんと採用されてい
る。ズームアップというコラム
や、古典文法の整理が随所に
載っていて、生徒の理解を助け
てくれる。

大きくはないが見やすい活字を
採用してあり、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。

○ 国語 104 数研 古Ｂ 315 古典Ｂ　漢文編 2

基本的な文章から、難しめの作
品まできちんと採用されてい
る。ズームアップというコラム
や、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。

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。

国語 117 明治 古Ｂ 316
精選古典Ｂ　古文
編

2

内容や量も充実しいてる。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。

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よい。

活字も見やすく、写真も多用さ
れていて見やすい。

国語 117 明治 古Ｂ 317
精選古典Ｂ　漢文
編

2

内容や量も充実しいる。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。

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よい。

活字も見やすく、写真も多用さ
れていて見やすい。

国語 183 第一 古Ｂ 324
高等学校　標準古
典Ｂ

2

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。

カラフルな紙面である。 字が小さく見やすさに欠ける。

地理
歴史

2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ 23

見開きでのまとまった構成であ
り、項目数を絞って単元の全体
的な把握が容易になっている。
資料や写真・グラフを適切に配
置していて分かりやすい。世界
史年表が見やすい内容となって
いる。

用語の解説が豊富で、歴史的事
件や人物を扱ったコラムも適切
に取り上げている。分量も多す
ぎず適切で、装丁は大きすぎず
取り扱いやすい。

表現はコンパクトにまとめら
れ、比較的短い記述で分かりや
すくなっている。平易な内容で
誰でも読みやすく工夫されてい
る。

地理
歴史

7 実教 世Ａ 311 世界史Ａ　新訂版 23

本文の記述が丁寧で分かりやす
い。項目の分け方がはっきりし
ていて事実をつかみやすい。前
近代と戦後史でまとめのページ
があり、大きな流れを把握する
ことができる。入試に必要な項
目も網羅されている。

構成がはっきりしているため、
歴史の変化を容易につかむこと
が可能である。各単元の最初に
略年表があり、出来事がいつ頃
のものかを把握するのが容易で
ある。

囲み記事が、適切に配置されて
いて見やすく、イメージしやす
い。カラー写真や略地図が豊富
で、内容と配置が適切である。
全体に工夫されていて分かりや
すい。



様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧
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地理
歴史

7 実教 世Ａ 312
新版世界史Ａ　新
訂版

23

導入部分に工夫が見られる。本
文の記述が分かりやすい。写真
やコラム・資料が適切に配置さ
れている。見やすさや理解のし
やすさに重点を置いている。側
注を簡略化している。

見開きで一時間とし、内容の把
握がしやすいように工夫されて
いる。構成が明確で、何を学習
するかがはっきり分かる。分量
も適切である。

「考えてみよう」や「みつけて
みよう」などで、生徒が主体的
に学習に取り組めるように工夫
されている。カラーページが多
く、地図も掲載されていて適切
な配置である。

地理
歴史

35 清水 世Ａ 313
高等学校　世界史
Ａ　新訂版

23

時代区分が明瞭で学習しやす
い。「コラム」が充実している
ため、学習の手助けしなってい
る。地図や資料が豊富で比較的
大型であるためとても見やす
い。「日本列島の中の世界の歴
史」により自ら調べる意欲を促
すことができる。

見開きで一時間扱いが可能な構
成となっているため扱いやす
い。分量は適切である。小見出
しの中は三項目程度でシンプル
にまとまっていて、とても見や
すく構成されている。

「世界の歴史と日本」や本文の
記述は分かりやすい言葉を使用
して表現されている。あまり取
り上げない項目もあり新鮮な内
容となっている。

地理
歴史

46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 23

図版や資料・写真が豊富で充実
している。写真はシンプルでと
ても見やすく工夫されている。
記述は平易で分かりやすい構成
となっていて、親しみやすいも
のとなっている。地図資料が多
く、地域と時代が結びつきやす
い。

分量が適当である。史料と資料
が見やすく、各見開きに日本史
との対応印が付いて、時代が分
かりやすい。各ページに「コラ
ム」があり、学習の参考にな
る。版型が大きく見やすい。

文字のサイズや書体が適切であ
る。表記が簡潔でとても分かり
やすい。地図が多く、記述を読
むより、見てすぐに分かるもの
となっているため、理解しやす
い工夫がなされている。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 315
現代の世界史　改
訂版

23

基本的な内容の取り扱いが適切
である。各時代に日本史との関
連を記述してある。資料や図版
の構成や配置が見やすくできて
いる。注釈が詳しく、分かりや
すく、前後のつながりがつかみ
やすい。記述が平易である。

小見出しが多く、歴史の流れを
つかみやすい構成となってい
る。ビジュアルな図版や写真が
豊富でサイズも大きめである。
そのため、生徒の理解の助けと
なりうる。

表現が分かりやすく、いたると
ころで、小さな工夫がされてい
る。表記が簡潔である。写真や
資料が随所に見られ、興味や関
心を失うことなく学習が継続で
きる工夫がされている。

○
地理
歴史

81 山川 世Ａ 316
世界の歴史　改訂
版

23

近代以前も含めて地形図が豊
富。時代の変遷を略地図で表す
などの工夫がなされている。各
ページに小見出しが付いてい
て、学習の目標が分かりやすく
なっている。史料や人物コラム
が多く見やすい。

資料や図版が多く見やすい。見
開き１テーマで授業構成がしや
すく、解説も丁寧で分かりやす
い。各ページに配された略地図
で、出来事の空間的な関係を理
解しやすい構成となっている。

シンプルな表記でありながら、
図や表・写真と合わせることに
より、出来事がどこで、どう
なったのかをつかみやすく表現
している。時代の変化を理解し
やすい。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 306 要説世界史 23

文字数が比較的少なく、読む事
への抵抗感は少ない。後ろに付
いている世界史年表は重要なポ
イントだけを載せたシンプルで
分かりやすいものとなってい
る。サイズの割には写真や資料
が大きく、見やすい工夫がされ
ている。

コンパクトなサイズで持ち運び
やすい。折り込み式の地図が扱
いやすい。少なめの文字数で、
必要な部分を押さえている。各
ページに疑問文が載せられ、生
徒が興味を持ちやすい。

少ない表記ながら、必要な項目
を網羅している。表現は比較的
平易で、分かりやすい構成と
なっている。史料のコメントは
分かりやすく簡潔なものとなっ
ている。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 307 現代の世界史 23

基本的な内容の取り扱いが適切
である。資料や図版の構成や配
置が見やすくできている。注釈
が詳しく、分かりやすく、前後
のつながりがつかみやすい。記
述が平易である。

レイアウトが見やすく構成され
ているため比較的分かりやす
い。ビジュアルな図版や写真が
豊富でサイズも大きめである。
そのため、生徒の理解の助けと
なりうる。

表現が分かりやすく、いたると
ころで、小さな工夫がされてい
る。表記が簡潔である。写真や
資料が随所に見られ、興味や関
心を失うことなく学習が継続で
きる工夫がされている。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 308 世界の歴史 23

近代以前も含めて地形図が豊
富。時代の変遷を略地図で表す
などの工夫がなされている。各
ページに小見出しが付いてい
て、学習の目標が分かりやすく
なっている。史料や人物コラム
が多く見やすい。

資料や図版が多く見やすい。見
開き１テーマで授業構成がしや
すく、解説も丁寧で分かりやす
い。各ページに配された略地図
で、出来事の空間的な関係を理
解しやすい構成となっている。

シンプルな表記でありながら、
図や表・写真と合わせることに
より、出来事がどこで、どう
なったのかをつかみやすく表現
している。時代の変化を理解し
やすい。

地理
歴史

183 第一 世Ａ 317
高等学校　改訂版
世界史Ａ

23

「テーマ」をいくつか設定して
関連する情報を提供しており、
歴史を身近に感じ、楽しく歴史
の変化を学ぶことができる。難
解な記述はなく、学習者が抵抗
なく学習に入り込める内容と
なっている。

見開きで一時間扱いが可能で、
各ページに疑問文が提示され、
学習の内容が学習者に伝わりや
すい。資料や写真が豊富でとて
も見やすい。また、配置が適切
である。

平易な記述で難しい事柄を簡単
明瞭に表現している。絵や資料
と結びつけながら表記され理解
しやすい表現となっている。難
しい事柄を簡潔にあらわして分
かりやすい。

○
地理
歴史

2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ 23

基本的事項が充実していると同
時に発展的事項まで不足のない
内容となっている。基礎的学習
から受験まで幅広く対応できる
内容となっており、地理や日本
史との関連にもよく配慮されて
いる。

版型の大きさが適切で、本文と
図版資料の構成が良い。コラム
形式による内容補完や豊富な地
図資料により、わかりやすい構
成となっている。

版型が大きいことと文字の大き
さや文章配置の視覚的効果が読
みやすさを生んでる。平易な表
現が用いられており、生徒に理
解しやすい表記となっている。

地理
歴史

2 東書 世Ｂ 305 新選世界史Ｂ 23

平易な内容で興味を持ちやす
い。歴史を連続して概観するこ
とができる。比較的地図が多く
掲載されていて、地理的な分野
と併せて理解することが可能で
ある。項目立てが簡潔で、それ
ぞれの記述も要点が絞られてい
る。

分かりやすい構成でシンプルな
形式となっている。分量は適正
で、それぞれ簡潔な記載となっ
ている。読むことの抵抗感を少
しでも和らげるような工夫がな
されているので、読みやすい。

各編の最初のページは時代を象
徴する出来事を写真で掲載する
工夫がなされている。表記は平
易で分かりやすいものとなって
おり、理解の手助けとなる。わ
かりやすさに重点を置いた表現
に徹している。

地理
歴史

7 実教 世Ｂ 309 世界史Ｂ　新訂版 23

大学入試に必要な項目が網羅さ
れていて、入試の出題傾向にも
対応している。各種コラムが設
定されていて、理解を深めるこ
とが可能である。日本史に関わ
る記述も比較的多い。記述は丁
寧で要点をしっかりつかんでい
る。

シンプルな構成となっているた
め、授業展開がしやすい。写真
や地図が多く視覚的な理解がし
やすくなっている。全体的な歴
史の流れもとてもつかみやすく
なっているため、興味を持ちや
すい。

文章は平易な記述で、生徒に
とってはとても読みやすい。内
容の理解を助ける、視聴覚資料
が豊富で適切に配置されてい
る。また、地域別のインデック
スは学習の手がかりとなる。
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地理
歴史

46 帝国 世Ｂ 303 新詳　世界史Ｂ 23

「世界史への扉」は生徒に興味
を持たせるように工夫されたも
のである。導入として十分に利
用可能である。巻末の歴史年表
は歴史が簡単に概観でき、いつ
頃の出来事なのかをつかみやす
い。

「Let's Try」では入試の過去問
を分析して読解力が付くような
工夫をしている。「コラム」で
は出来事の真相がかかれ、興味
関心が持ちやすい。側注がかな
り充実している。

読みやすい表現で、内容が理解
しやすい。本文の構成はいろい
ろな切り口で始まっているた
め、興味が持てる。史料の解説
がとても分かりやすい。

地理
歴史

81 山川 世Ｂ 310
詳説世界史　改訂
版

23

基本的な事柄から詳細な出来事
まで分かりやすく取り上げてい
る。地図が多めに、比較的大き
く掲載されているため、出来事
がどこで起きたのかがすぐ分か
る。主題学習がもうけられ生徒
の主体的な学習に活用できる。

シンプルな構成でまとめられて
いる為、取り扱いしやすい。各
部において探究ポイントや課題
として具体的事例を掲載し、多
面的な学習活動が可能な構成と
なっている。入試に十分対応す
る分量となっている。

難しい表記は少なく、平易な表
記が多いため、比較的抵抗感な
く読み取ることができる。側注
は少ないが、詳しく記述され、
各資料のコメントも充実してい
る上、配置にも工夫の跡が見ら
れる。

地理
歴史

81 山川 世Ｂ 306 新世界史 23

側注はどのページにも記載され
ておらず、本文の中に事実を端
的に記述されたもので史実を追
求する形になっている。従って
記述は平易なものとなっていて
とても読みやすい。ベーシック
な教科書といえる。

世界史の展開過程が要領よくま
とめられている。詳細な内容は
省かれていてシンプルな表現で
読みやすいものとなっている。
資料のレイアウトは単純で見や
すいものとなっている。

本文の記述は理論的なものは少
なく、平易な文章表現であるた
め理解しやすい。写真や図表は
少なめで、必要最小限の配置と
なっているため、学習に対する
抵抗感は縮減されている。

地理
歴史

81 山川 世Ｂ 307 高校世界史 23

本文は詳細な記述となってい
て、事実は深く知ることができ
る。側注が充実していて、理解
を助けている。図版や年表・写
真がとても豊富で充実してい
る。特色あるコラムが用意され
ていて、興味や関心が持ちやす
くなっている。

学習上の要となる概念や事柄を
「コラム」で詳しく解説してい
る。発展的な内容も若干取り扱
われており、入試にも一部対応
している。分量は適当で学習者
の負担を軽減している。

諸問題の歴史的背景を分かりや
すく記述している。側注は随所
に配置されていて理解しやすい
表現となっている。近代以前の
事項を簡潔に表現していて分か
りやすい。

地理
歴史

81 山川 世Ｂ 304 詳説世界史 23

基本的な事柄が充実していて詳
細で分かりやすい記述となって
いる。地図が多めに、比較的大
きく掲載されているため、出来
事がどこで起きたのかがすぐ分
かる。入試に対応した項目もか
なり網羅されている。

シンプルな構成でまとめられて
いる為、取り扱いしやすい。各
部のまとめとして主題学習が設
定され、多面的な学習活動が可
能である。入試に十分対応する
分量となっている。

難しい表記は少なく、平易な表
記が多いため、比較的抵抗感な
く読み取ることができる。側注
は少ないが、詳しく記述され、
各資料のコメントも充実してい
る上、配置にも工夫の跡が見ら
れる。

○
地理
歴史

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ 1

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

図版の比重は高いが、本文、副
文の巧妙な配置で内容を確保し
ている。定型的構成とページ毎
の変化のバランスがよく見やす
い。

短い文章表現にまとめられてお
り、平易かつ端的でわかりやす
い。

地理
歴史

35 清水 地Ａ 302
高等学校　現代地
理Ａ　最新版

1

基礎的・基本的な内容が偏るこ
となく提示され、また、課題探
求や主体的な学習活動を考えた
編集上の工夫がされている。巻
頭口絵が設けられ、地理学習の
導入を図る上で、興味関心をも
つことができるよう工夫されて
いる。

系統的に構成され、また、テー
マごとの目標も設定されてい
て、教えやすく学びやすい。図
版等の資料が豊富で生徒が理解
しやすい。

カラーの写真や地図、グラフ等
が効果的に掲載されている。ル
ビも適切に付され、重要語句は
太字で示されている。

地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308
高等学校　新地理
Ａ

1

基礎的事項が体系的に整理され
充実している。大きな図版や写
真、模式図等で、地形や機構の
自然環境の概念がつかみやす
い。また地域の特色について最
新の動向が取り扱われており地
誌が充実している。

一つの単元が見開きで、まとま
りを良くしてあり、学習計画を
立てやすい。世界すべての地域
をカバーしているが、分量や配
列は適切である。

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

地理
歴史

46 帝国 地Ａ 306 高校生の地理Ａ 1

地理の基礎知識・用語がしっか
り押さえられている。導入資料
「現地レポート」が導入資料と
して各見開きに用意され、生徒
が興味関心をもちやすい。写真
が大きく取り入れられ、地域の
様子を視覚的にとらえやすい。

本文を補足する写真やグラフが
豊富で、配置も適切で見やす
い。「自然災害」の単元ではド
キュメンタリータッチの
「NEWS」が生徒の興味関心を喚
起する。

多色の色分け表現には、模様を
使って区分けしやすくしたり、
凡例の図の近くに配置して判読
しやすい。表記が簡潔で理解し
やすい。

地理
歴史

130 二宮 地Ａ 309 基本地理Ａ 1

日本と世界の諸地域のつながり
を意識した内容になっており、
地誌が充実している。アニメな
ど生徒が興味を引く題材をとり
あげて導入とし、さらに基礎的
な知識や技能が身に付くように
内容が工夫されている。

図の内容は必要なものが精選し
てあり適切な分量である。内容
もページ分量も適切であり、無
理のない授業が行える。

重要用語でわかりにくいもの
は、丁寧に解説している。ふり
仮名が多く使われ、生徒自身が
読解しやすいようになってい
る。

地理
歴史

183 第一 地Ａ 310

高等学校　新版
地理Ａ　世界に目
を向け，地域を学
ぶ

1

写真やデータを反映した図版が
豊富に掲載されている。また、
地図やグラフを読み取る作業の
ほか、グループで話し合ったり
する作業を入れるなど、作業を
通して言語活動に取り組める工
夫がなされている。

見開きの冒頭に「アプローチ」
が設けられ、学習内容の要点が
つかめるような工夫がなされて
いる。作業学習も豊富に取り入
れられている。

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

地理
歴史

2 東書 地図 301 新高等地図 1

地域図に写真、鳥瞰図、断面図
などが添えられ、また、地域の
主題図が工夫されていて、地域
の概観を多面から理解できる内
容となっている。主題地図もよ
く整理されており、興味、関心
をひくものとなっている。

豊富な写真、図版、統計資料が
よくコンパクトにまとめられて
いる。地形図と主題図、統計資
料がバランスよく配置されてお
り、使いやすい構成になってい
る。

ユニバーサルデザインに対応し
た色彩で図版が見やすい。一般
図に添えた位置図は地球上での
位置理解を意識させる。統計資
料にも色彩を施すなど視覚的配
慮がされている。インデックス
の添付は利便性が高い。
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地理
歴史

46 帝国 地図 309
標準高等地図-地図
でよむ現代社会-

1

大判で詳細な地図と豊富な統計
資料を持つ内容となっている。
地形や気候と現代の諸問題を別
項目とし、主題地図を解説とと
もにまとめることで、現代社会
の資料としても充分な内容を備
えた地図帳となっている。

Ａ４版の装丁で、二部構成と
なっている。前半は大きく見や
すい詳細な地図が、後半はテー
マごとの解説と図版、主題地図
が配置されており、地図帳とし
ても資料集としても使用でき
る。

地図は詳細ながら、大判で見や
すい表記になっている。テーマ
解説部分は地図を中心に図版や
解説が用いられており、文章表
現や彩色、ページ構成がよく工
夫されている。

地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 1

標準的な内容で地理学習の各領
域をよく網羅している。詳細な
地図を基本に豊富な主題地図が
配置されており、様々な用途に
対応できる。地形や気候に関す
る図版も適切で充分な統計資料
を掲載している。

オーソドックスな構成で資料も
豊富に掲載されており、各領域
内容がバランスのとれた配置と
なっている。インデックスが設
置されており、利便性を高めて
いる。版型が大きく見やすい。

伝統的な等高段彩表現が用いら
れており、見やすい配色で、地
形の概観を理解しやすい。主要
図に位置図が併記され、地球上
の位置理解を促進している。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 307
地歴高等地図　－
現代世界とその歴
史的背景－

1

大判の地図に歴史資料が添えら
れている。中心となる現代地図
上に歴史学習に関連する地名や
歴史的名称が明記されているだ
けでなく、年表、写真、歴史地
図などが併記されており、地図
への関心を高めやすい内容と
なっている。

変形Ｂ５版の装丁は机上で使い
やすい。産業等の比重が小さい
が、歴史関連の資料や主題地図
の分量が大きく、世界史、日本
史の資料として充分に耐えうる
構成となっている。

配色やデザインが工夫されてお
り、見やすい。地図上の事項を
把握しやすいだけでなく、歴史
的に重要都市や過去の支配領域
がわかりやすく記載されてい
る。

地理
歴史

130 二宮 地図 311 詳解現代地図 1

地域図に豊富な時事資料が主題
地図、図説、年表の形式で併置
されており十分な内容となって
いる。地誌学習や国際理解に用
いる主題図が豊富で、現代社会
の特性や諸問題を考察でき、統
計資料も充実している。

変形版の装丁は机上で開き続け
るのに利便性が高い。横長の地
図や横置きの資料配置が見やす
い構成となっている。主題の分
量が豊富で様々な学習の用途に
利便性が高い。

一般図の伝統的な地図表記と主
題図の斬新な表記の相違が視覚
効果を高めている。主題図は共
通の主題と異なる主題がはっき
りとわかる表記になっており、
統計資料もカラーで見やすい。

地理
歴史

130 二宮 地図 312
基本地図帳　改訂
版

1

Ａ４版の装丁に大判の地図が豊
富に配置された内容となってい
る。詳細な内容の地図が標準的
な構成で配置されており、写真
や図版が添えられ、地図理解に
利便性の高い内容になってい
る。

地域図の比重が高く、内容も豊
富で、地図資料として内容の濃
い構成となっている。大判の地
図は詳細だが見やすく、写真や
図版が随所に配置されている。

世界図、地域図はオーソドック
スな表記で描かれており、地形
や地名や国境などがわかりやす
い。写真が多用されており、視
覚的効果を高めている。

地理
歴史

130 二宮 地図 308
新コンパクト地図
帳

1

Ａ５版の小さな地図帳でありな
がら、大判の地図帳に匹敵する
情報量を備えている。主題地図
は少ないが、テーマごとにまと
められており、よく精選されて
いる。各国のデータが掲載され
ており、関心を引きつける材料
になっている。

コンパクトで、身近に携帯する
地図帳として便利な装丁になっ
ている。地図は詳細で学習に充
分な量を持つ。前半にまとめら
れた各国データは辞書的な使用
を可能にしている。

テーマ学習部分の文章は簡潔な
がら適切な表現になっている。
彩色や構成にも工夫が見られ
る。地図は標準的で見やすく、
写真の配置が視覚的効果を高め
ている。

地理
歴史

130 二宮 地図 304 高等地図帳 1

基本図を中心とした標準的な内
容となっている。地域図は詳細
で、各地の地理情報を理解しや
すい。気候や地形、産業や文化
に関して素材がよく精選されて
おり、基本事項が簡潔にまとめ
られている。

主題地図の量的比重は小さい
が、地図や図版などの素材が精
選されており、良くまとめられ
ている。一般地図と主題解説が
分かれており、使いやすい。

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

公民 2 東書 現社 313 現代社会 23

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。

見開きで見やすい構成であり、
全体的に適切な分量である。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。

公民 7 実教 現社 314
高校現代社会　新
訂版

23

政治・経済分野について、政
治・経済の教科書と同様の構成
で豊富に取り扱っている。倫理
分野についても身近で具体的な
事例や最新の話題が豊富に取り
上げられている。

写真や図版の選定が適切で、か
つ学習しやすく配置されてい
る。重要用語に対する脚注も詳
しく、分量も適切である。装丁
はコンパクトで取り扱いやす
い。

どの分野についても適切な表現
方法を用いており、表記も生徒
にわかりやすく工夫されてい
る。図版資料も見やすく配置さ
れている。

○ 公民 7 実教 現社 315
最新現代社会　新
訂版

23

基礎的な内容を基本におさえた
うえで発展的内容をコラム形式
で補足している。身近であるう
え最新の事例が用いられてお
り、豊富な映像と図版とあい
まって生徒の興味、関心を引く
内容となってる。

各単元の内容が適切に配分され
ており、映像、図版資料が豊富
である。コラムや用語解説、図
版資料とそれに伴った説明の配
置がよく工夫されている。

記述が平易であるにも関わらず
充分な内容が記述されている。
文字取り扱いも含め表記方法が
よく工夫されている。

公民 17 教出 現社 304 最新　現代社会 23

学習指導要領の内容に適してお
り、授業を進める上で適切であ
る。資料・図説写真が豊富で、
わかりやすくまとまっている。

構成がわかりやすく、現代社会
を理解するには、十分な分量で
ある。

図説・資料・写真が豊富で、理
解に役立つ。簡潔に記述され、
わかりやすく表現されている。

公民 35 清水 現社 316
高等学校　現代社
会　新訂版

23

学習指導要領の内容に適してお
り、授業を進める上で適切であ
る。高度な内容で質・量ともに
充実している。史料・図説・写
真が豊富で、歴史の理解・応用
まで十分な内容になっている。

質・量が豊富であり、内容が体
系的、発展的に配列・記述され
ている。

豊富な史料・写真・図説が豊富
で、理解に役立つ表現である。
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公民 35 清水 現社 317
高等学校　新現代
社会　新訂版

23

基礎的な内容に精選されてお
り、無理のない学習ができる。
学習指導要領の内容に沿って、
各編末に課題探求学習をおい
て、生徒が主体的に学べるよう
に工夫されている。

生徒理解や授業展開に配慮され
た構成となっている。本文と図
版資料の分量は適切で、かつ系
統的な学習ができるように構成
されている。

生徒の発達段階に応じて適切な
表記・表現が用いられている。
重要語が目立つように工夫され
ている。

公民 46 帝国 現社 318
高等学校　新現代
社会

23

身近な話題から社会の本質的な
題材まで幅広く取り上げてい
る。多様な価値観に配慮した内
容となっている。

本文、導入事例、コラム、特設
ページといったわかりやすい構
成で授業展開がしやすい。また
分量も適切で装丁も取り扱いや
すい。

色覚に特性のある生徒でも識別
できる色を用いており、全体的
に読みとりやすい表現になって
いる。表記も適切である。

公民 81 山川 現社 308 現代社会 23

現代社会を学習する上で、記述
がわかりやすく、内容が豊富
で、その取り扱いが適切になっ
ている。

系統的に配列されており、分量
が適切である。

資料や写真が豊富で見やすい。
表記もわかりやすく丁寧であ
る。

公民 104 数研 現社 319 改訂版　現代社会 23

学習指導要領の内容に適してお
り、授業を進める上で適切であ
る。資料・図説写真が豊富で、
わかりやすくまとまっている。

テーマとポイントがわかりやす
く、詳しい解説が付され、参考
書のような構成を取っている。
現代社会を理解するには、十分
な分量である。

図説・資料・写真が豊富で、理
解に役立つ。簡潔に記述され、
わかりやすく表現されている。

公民 104 数研 現社 320
改訂版　高等学校
現代社会

23

現代社会の重要項目が丁寧に掲
載され、確実に知識が定着でき
る内容となっている。かつ各分
野に興味が湧くコラムが配置さ
れている。

１項目が完全見開き構成となっ
ており、見やすい作りになって
いる。様々な問題をカバーして
あり、課題探求など多様な学習
ができる。

平易な表現を用いており、表現
も適切である。現代社会の動向
が多数の掲載写真で把握できる
ようになっている。

公民 183 第一 現社 321
高等学校　改訂版
現代社会

23

基礎的内容がバランスよく配列
され、理解しやすい。写真・図
版・資料が精選され、適切であ
る。詳細な文章で説明されてお
り、わかりやすい内容になって
いる。

各分野の内容が体系的に構成さ
れており、授業がしやすい。分
量も適切である。図版と文章の
配分が適切で、全体の構成がま
とまっている。

適切な表現で、記述されわかり
やすい。写真・図版が理解しや
すいように表現されている。

公民 183 第一 現社 322
高等学校　改訂版
新現代社会

23

基礎的な学習内容が十分に取り
上げられたうえ、社会情勢の変
化に対応した記述や写真を積極
的に取り入れた内容になってい
る。

完全見開き構成で授業がしやす
く、また、各章に配置された特
集ではテーマの学習について構
造的に捉えることができる。写
真の分量も適切である。

平易でわかりやすい記述になっ
ているので、自学自習にも十分
に活用できる。行間への関連
ページの表記が適切になされて
いる。

数学 7 実教 数Ⅰ 321
新版数学Ⅰ　新訂
版

1

基本的な内容を多く含み、例題
が多い。不等式をはじめ、説明
が懇切丁寧で、教科書だけでも
十分学習ができる。

解説が丁寧な分やや分量が多
い。

グラフやイラストが多く、色も
多く使用され、読みやすい。

○ 数学 7 実教 数Ⅰ 322 新数学Ⅰ 1

基本的な内容を多く含み、コン
パクトである。２次関数の最
大・最小では、例題の数を変え
ずに記述されているなど、躓き
やすい箇所の配慮が見られる。

問題量は少ないが、基本の定着
をはかれるように工夫してい
る。

イラストなどを豊富に用い、理
解を助ける工夫をしている。

○ 数学 61 啓林館 数Ⅰ 324
詳説　数学Ⅰ改訂
版

1

基本的な内容から発展的内容ま
で豊富な内容を含んでいる。論
理式では「全ての～」や「ある
～」の否定など、深く掘り下げ
た解説も多い。

発展的内容・課題学習を多く含
み、盛りだくさんである。さま
ざまな所で他出版社との差別化
が見受けられる。

グラフやイラストはあるが小さ
くコンパクトである。

数学 104 数研 数Ⅰ 310 数学Ⅰ 1

基本的内容から発展的内容まで
豊富な内容を扱っている。発展
的例題は「応用例題」として扱
い、入試に頻出の問題が多い。
また、教科書傍用問題集も優れ
ている。

分量が多く、内容も濃い。 色数をかなり抑え、落ちつた紙
面である。

○ 数学 2 東書 数Ⅱ 302 新編数学Ⅱ 2

基本的内容を豊富に含み、章末
問題も基本が多い。基礎力の定
着に重点を置いている。

分量が少なく、基本的内容をコ
ンパクトにまとめてある。

色数を抑え、落ち着いた紙面に
なっている。図も適切に用い、
すっきりとした感じになってい
る。

数学 7 実教 数Ⅱ 305 新版数学Ⅱ 2

基本的内容を丁寧に説明をして
いる。章末問題はややレベルを
上げた問題まで扱っている。

説明が丁寧である分、余白が狭
く、見づらい部分もある。

色を豊富に使い、見やすい紙面
づくりをしている。

○ 数学 104 数研 数Ⅱ 309 数学Ⅱ 2

基礎から発展まで豊富な内容を
丁寧に解説している。証明に関
しても細かい。

発展的内容が多く、分量は盛り
だくさんであるが、課題研究は
ない。

色数を極端に押さえ、落ち着い
た紙面づくりになっている。イ
ラストなども少なく抑えてい
る。
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○ 数学 2 東書 数Ⅲ 302 新編数学Ⅲ 3

基本的例題を多く扱い、基礎的
な力の定着をはかっている。解
説は平易で、理解しやすい。

分量は多くはないが、「参考」
や「チャレンジ」でやや発展的
内容を扱えるようにしている。

図やイラストは少なめだが、章
の扉に工夫をこらしている。

数学 7 実教 数Ⅲ 304 新版数学Ⅲ 3

基本的例題を多く扱い、基礎的
な力の定着をはかっている。解
説は平易で、理解しやすい上、
発展的な学習への対応もある。

練習問題が豊富で選びやすい。 余白が少なく若干の見えにくさ
を感じる。

○ 数学 104 数研 数Ⅲ 308 数学Ⅲ 3

基礎から応用まで幅広い内容を
扱っている。発展的な例題も多
く扱い、数学の実力をつけられ
るようになっている。

豊富な練習問題を取り扱い、分
量は多い。

イラストは極力おさえ、論理的
思考力を高めている。

○ 数学 2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ 23

集合は２つまでで抑えられてい
るなど生徒の実情に合った内容
になっている。

説明が丁寧で、問題数もちょう
ど良い。

語句の意味が明確に記載されて
おり、また、それを活用できる
ような表現がされている。

数学 7 実教 数Ａ 321
新版数学Ａ　新訂
版

1

基本的内容を丁寧に説明をして
いる。章末問題はややレベルを
上げた問題まで扱っている。

説明が丁寧である分、余白が狭
く、見づらい部分もある。

章末の図形の一覧は非常に見や
すい。全体的に配慮されてい
る。

数学 7 実教 数Ａ 322 新数学Ａ 23

基本的な問題を多く扱いながら
も、オイラーの多面体定理など
漏れがない。

章末問題など分量の少なさを感
じるがコンパクトである。

色を豊富に使い、見やすい紙面
づくりをしている。

○ 数学 61 啓林館 数Ａ 307 詳説　数学Ａ 1

基礎から発展まで幅広い内容を
扱っている。特に「整数の性
質」では、不定方程式、ユーク
リッドの互除法を深い内容まで
載せている。オイラーの多面体
定理の証明もしている。

練習問題の量は適切で、よく練
られている。

「図形の性質」では、図をたく
さん用い、理解を助けている。

数学 104 数研 数Ａ 327 改訂版　数学Ａ 1

基礎から発展まで幅広い内容を
扱っているとともに、課題学習
を豊富に取り入れ、数学的理解
を深める努力をしている。

分量は決して多くはないが、発
展的な問題が多い。

「図形の性質」では、図をたく
さん用い、理解を助けている。
他の章では落ち着いた紙面に
なっている。

○ 数学 2 東書 数Ｂ 302 新編数学Ｂ 2

基本的な内容を多く含み、例題
が多い。不等式をはじめ、説明
が懇切丁寧で、教科書だけでも
十分学習ができる。

問題量は少ないが、基本の定着
をはかれるように工夫してい
る。

空間ベクトルでは理解を助ける
ための図が多く、わかりやす
い。

数学 7 実教 数Ｂ 304 新版数学Ｂ 2

基本的内容を丁寧に説明をして
いる。章末問題はややレベルを
上げた問題まで扱っている。

説明が丁寧である分、余白が狭
く、見づらい部分もある。問題
演習の分量は少し少なく感じ
る。

随所に写真やイラストが用いら
れるといった工夫が見受けられ
る。

○ 数学 104 数研 数Ｂ 309 数学Ｂ 2

基礎から発展まで幅広い内容を
扱っている。また、発展的例題
をたくさん扱い、実力アップを
はかっている。

分量は多くはないが、発展的な
練習問題が多い。

色やイラストを抑え、落ち着い
た紙面づくりをしている。

理科 2 東書 物基 311 改訂　物理基礎 12

基本概念や法則など物理の系統
性を重視して内容が書かれてい
るので、基本事項の正確な理解
が得られる内容になっている。

２編構成で作成されており、各
編の最初に０章として、どのよ
うに考えられてきたのか、物理
学の歴史が書かれている。必修
の学習内容も厳選されており、
取捨選択をした指導が行えるよ
うに工夫されている。

図の中の説明や、似顔絵を用い
た表現方法など、表記・表現が
工夫されている。写真なども見
やすいように、見やすいように
配置されている。

理科 2 東書 物基 312
改訂　新編物理基
礎

12

２編構成で、各編の最初に、疑
問が書かれており、学習前と学
習後で、自分の理解を確認でき
る内容になっている。

章末にはまとめと章末確認テス
トがあり、学習内容を確認でき
るようになっている。

絵や写真などを多用して、直感
的に物理現象を理解できる工夫
があり、側注を利用して、学習
に役立つ情報が書かれている。

理科 7 実教 物基 313 物理基礎　新訂版 12

記述が簡潔で、原理や法則が無
駄なく理解できるよう工夫され
ている。また、生徒がつまずき
やすい内容は、Key flowとし
て、大切なポイントを順序よく
解説されている。

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
て、工夫がなされている。

全体の流れがわかりやすいよう
に、各ページそれぞれの内容
が、各章、各節のどの位置にあ
るのかわかりやすいように表記
されている。
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理科 7 実教 物基 314
高校物理基礎　新
訂版

12

内容がわかりやすく、図や表も
適切に使って生徒の関心を高め
ることができる。自然現象を物
理的に考察できるような文章を
意識して作られている。

大判の装丁がなされ、非常に見
やすく、見開き２ページでそれ
ぞれの単元がまとまっていて、
授業の区切りをつけやすくして
いる。

単元の最初にkeywordがあり、
チェックボックスで、確認がで
きるようになっている。側注に
多く解説があり、生徒が理解し
やすいように工夫されている。

理科 61 啓林館 物基 315 物理基礎　改訂版 12

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。

５部構成になっており、各項目
を並列に扱っている。各章には
まとめと章末問題があるが、解
説はなく、略解のみで、生徒が
すぐに答えを見ないように工夫
されている。

主な物理量と単位や物理定数が
まとまってあり、記号で生徒の
混乱が生じないような工夫がな
されている。

理科 61 啓林館 物基 316 考える物理基礎 12

「考える物理基礎マイノート」
と一緒に使うように設定されて
おり、読んで理解する教科書に
なっている。教科書の使い方が
はじめに書いてあり、生徒が理
解しやすいようになっている。
単元が通し番号になっており、
生徒に指示を出すときに使いや
すいと考える。

Ｂ５改版の装丁になっていて、
ちょっと大きなサイズになって
いるが、側注はなく、ちょっと
大きめの文字サイズで、全体的
に余白を十分作って作られてい
る。

単元が通し番号になっており、
生徒に指示を出しやすいように
してある。まとめや演習問題を
「考える物理基礎マイノート」
に任せているので、章末のまと
めと演習問題はない。

理科 61 啓林館 物基 317
考える物理基礎
マイノート

12

「考える物理基礎」と一緒に使
うように設定されており、書い
て理解する教科書になってい
る。通し番号が統一されてい
て、自主学習に活用ができる。

各章の最初にチェックリストが
作られており、各章がまとめら
れている。「考える物理基礎」
と分離して使えるように２つの
教科書として作られている。

単元が通し番号になっており、
生徒に指示を出しやすいように
してある。詳しい内容が「考え
る物理基礎」に任せているの
で、章末のまとめと演習問題し
かなく、ワークとして使用でき
るようになっている。

理科 61 啓林館 物基 306 新編　物理基礎 12

物理的な現象がバランスよく簡
潔にまとまっており、図や表も
見やすく表記されている。生徒
が学習し易い内容である。

図や写真の配置に工夫がされて
いて、生徒に印象が残りやすく
工夫されている。分量や構成も
適切である。

図版資料が豊富で、わかりやす
い説明がなされている。

○ 理科 104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 1

内容が系統的に配列され、説明
も簡潔である。また、問題が豊
富で、解説等も簡潔にかつ理解
しやすく書かれている。巻末に
は波の模型と公式の一覧があ
り、学習のし易い内容になって
いる。

精選された演習問題が各章に配
置され、原理や法則の理解が深
められるように工夫されてい
る。巻末に物理のための数学が
あり、生徒の自主学習に活用が
できる。分量も適切である。

重要項目には英語のルビが書い
てあり、参考にある英文のノー
ベル賞発表記事と合わせて、英
語で物理を触れられるような工
夫がなされている。

○ 理科 104 数研 物基 319
改訂版　新編　物
理基礎

2

図や写真・表等が豊富に配置さ
れおり、生徒が学び易い構成に
なっている。演習問題は精選さ
れており、基本的な内容を理解
させるための工夫がなされてい
る。

Ｂ５版で側注があり、写真が豊
富に配置されている。例題を多
く配置し、分量や構成も適切で
ある。

重要項目には英語のルビが書い
てあり、図表の配置も適切であ
る。

理科 183 第一 物基 320
高等学校　改訂
物理基礎

12

内容が具体的で、文章がわかり
やすい。身近な事柄も多く取り
上げられており、生徒の学習意
欲を高める工夫がなされてい
る。

序章に物理量の取り扱い方があ
り、しっかりとした物理量の計
算ができるようにする工夫がな
されている。分量や構成も適切
である。

中学校の学習内容が各章に書か
れており、わかりやすくなって
いる。重要項目に英語のルビが
書いてあり、図表の配置も適切
である。

理科 183 第一 物基 321
高等学校　改訂
新物理基礎

12

物理学の基礎・基本が簡潔にま
とまっており、生徒が学習しや
すい内容である。

分量も適切であり、章ごとのつ
ながりがわかり易い構成であ
る。

視覚的な資料が多く、分かり易
い適切な表現になっている。見
開き２ページで各単元が集結し
ており、授業を進めやすくする
工夫がなされている。

理科 2 東書 物理 301 物理 23

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。

物理基礎での既習事項が一目で
わかるように工夫されている。
各編は内容のまとまりや順序性
によりいくつかの章に分けられ
ており、構成・分量ともに適切
である。

記号や計算単位などの使用が適
切である。図や表が効果的に使
われ、簡潔な表現になってい
る。

理科 7 実教 物理 302 物理 23

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。

物理現象をより理解しやすくす
るため、実験に写真を入れた
り、図が見やすく工夫されてい
る。

理科 104 数研 物理 306
総合物理１　力と
運動・熱

23

力学の系統的な学習ができるの
で、適切である。物理基礎の復
習が収録され、学習内容を振り
返りながら理解を深めることが
できる。また、数学の知識が収
録され、物理学習の手助けにな
る。

構成・分量ともに適当である。
２分冊になっており、携帯に便
利である。

平易かつ簡潔な表現でわかりや
すく表記してある。図表の配置
も適切である。

理科 104 数研 物理 307
総合物理２　波・
電気と磁気・原子

23

波動・電磁気の系統的な学習が
できるので、適切である。物理
基礎の復習が収録され、学習内
容を振り返りながら理解を深め
ることができる。また、数学の
知識が収録され、物理学習の手
助けになる。

構成・分量ともに適当である。
２分冊になっており、携帯に便
利である。

平易かつ簡潔な表現でわかりや
すく表記してある。図表の配置
も適切である。
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○ 理科 104 数研 物理 304 物理 23

物理法則や現象の解説が簡潔で
分かりやすい。例題の解説も考
え方の基本から丁寧に説明され
ていて分かりやすい。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。

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。

理科 2 東書 化基 313 改訂　化学基礎 1

平易に取り組むことができる基
礎的内容から、さらにそれを深
く理解するための発展的内容ま
で、幅広く学習できるように構
成されている。また、生徒が興
味を持って学べるようにコラム
が所々に配置されいる。

教科書内の全問題に解答と解説
がついていて良い。構成も分量
も適切である。

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

理科 2 東書 化基 314
改訂　新編化学基
礎

1

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

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

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

○ 理科 7 実教 化基 315 化学基礎　新訂版 1

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

構成は、適切である。巻末に、
付録がたくさんあり、分量は他
社に比べるとやや多めである。
巻末の付録にはバカロレアに対
応した英語で化学的内容に触れ
れるものがある。

各ページに、それぞれの内容が
各章、各節の内容のどこの部分
なのかわかりやすいように表記
されている。中学校の復習の内
容であるものもわかりやすいよ
うに表記されている。

○ 理科 7 実教 化基 316
新版化学基礎　新
訂版

1

本文の内容が精選されている。
基本的な内容についてわかりや
すく書かれているとともに、発
展項目や探求活動の項目も充実
している。

Ｂ５改版で、大判よりも少し小
さい大きさになっており、側注
を入れられるようにしている。
所々にトレーニングやまとめが
適切に配置されている。

バランスよく表現されている。
内容によって重要な金属元素に
ルビを振っているなど、生徒に
とってわかりやすい文章であ
る。

理科 7 実教 化基 317
高校化学基礎　新
訂版

1

化学の基本概念を丁寧に解説
し、中学理科からスムーズに移
行できるように工夫されてい
る。また、日常生活との関わり
を感じながら学べるように工夫
がなされている。

すべての項目が見開き２ページ
で完結しており、授業の区切り
をつけやすい。大判の装丁がな
され、非常に見やすくなってい
る。巻末のビジュアルナビや物
質ピックアップは、資料集とし
ても使える。

各ページに、それぞれの内容が
各章、各節の内容のどこの部分
なのかわかりやすいように表記
されている。

理科 61 啓林館 化基 318 化学基礎　改訂版 1

取捨選択が可能なように、上位
科目である「化学」の内容を発
展に盛り込みながら豊富な内容
をきっちりとまとめている。章
末問題の解答・解説が非常に詳
しい。

構成がわかりやすく、発展的内
容が充実している。

図や写真の配置が工夫されてい
て、本文の内容を直感的かつ具
体的に理解できるように工夫さ
れている。

理科 61 啓林館 化基 307 新編　化学基礎 1

化学に親しませるような内容で
あり、化学の内容が日常生活と
関連させるようになっている。
基礎・基本的な事項が丁寧に記
載されている。

構成・分量ともに適切である。 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。

理科 104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎 1

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・分量共に適切で、巻末に
ある物質図録は資料としても十
分参考になる。

各章のタイトルや、各編の前置
き、重要語彙には英語が併記さ
れており、英語を意識している
ように感じられる。

理科 104 数研 化基 320
改訂版　新編　化
学基礎

1

生徒が読んで理解しやすい内容
になっていて、ポイントがよく
整理されている。

大判で、非常に見やすいように
配置がなされている。巻頭特集
で、化学のランキングで生徒が
興味が湧くように工夫がなされ
ている。

各章の最初に中学までの思い出
しておくと良い項目がまとめら
れている。また、側注では、写
真などを多用してわかりやすく
説明がなされている。

理科 104 数研 化基 309
高等学校　化学基
礎

1

生徒が読んで理解しやすい内容
になっている。ポイントがよく
整理されている。

構成も分量も適切である。演習
問題も十分に量が盛り込まれて
いる。

実験に関するカラー写真が豊富
で学習内容のイメージがつかみ
やすい。

理科 183 第一 化基 321
高等学校　改訂
化学基礎

1

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
すいようにしている。発展項
目・探求活動項目も充実してお
り、より理解を深めやすい。

所々に英文特集があり、構成や
分量も適切で、丁寧に解説され
ている。

重要項目と各章のタイトルには
英語のルビが書いてあり、英文
特集と合わせて、英語で化学を
触れられるような、工夫がなさ
れている。

理科 183 第一 化基 322
高等学校　改訂
新化学基礎

1

基本的な内容が十分に理解でき
るようになっており、高校化学
の重要学習事項は、もれなく取
り上げわかりやすく説明されて
いる。

大判で、非常に見やすいように
配置がなされている。すべての
項目が見開き2ページで完結して
おり、授業の区切りをつけすく
している。

視覚的にわかりやすいように、
写真を多く使用している。
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理科 183 第一 化基 312
高等学校　新化学
基礎

1

基本的な内容が十分に理解でき
るようになっている。高校化学
として重要な学習事項は、もれ
なく取り上げ、わかりやすく説
明されている。生徒の興味を喚
起する素材や話題を取り扱って
おり、興味関心を持ちやすい。

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。すべての項目を２
ページの見開き構成で取り上げ
られており、取り組みやすく
なっている。

視覚的な資料も多く、分かりや
すく、適切な表現である。

理科 2 東書 化学 301 化学 23

基本的項目を網羅しながらも、
内容が豊かで生徒が学ぶ楽しみ
が得られるように工夫されてい
る。観察実験が多数盛り込まれ
ていて良い。豊富な内容で、生
徒の興味･関心がわきやすい。

生徒に興味を持たせやすいよう
に写真を中心に構成されてお
り、いたずらに本文が冗長にな
ることがなく、適切な分量と構
成になっている。

文章もわかりやすく、写真やイ
ラストが多く、表記・表現も適
切である。

理科 2 東書 化学 302 新編化学 23

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。

理科 7 実教 化学 304 新版化学 23

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。

理科 61 啓林館 化学 305 化学 23

自然界の化学的な事象や現象を
系統的に学び、正しい物質観が
身に着けられるような充実した
内容になっている。大学の専門
分野で学ぶ発展的な内容にも触
れている。

話題性のある内容などが随所に
設けられており、生徒の興味関
心や探究心を引き出しやすい構
成となっている。分量も充実し
ている。

多様な図や写真を効果的に配置
して、生徒の好奇心を喚起し、
知識定着を促せるように工夫し
ている。

○ 理科 104 数研 化学 306 化学 23

実験や観察に配慮したバランス
のよい内容になっている。演習
問題も多く丁寧な説明で生徒が
理解しやすい。

図表、文字がやや小さめではあ
るが、多くの資料と無駄のない
構成で、発展的内容も扱ってい
る。

写真や図も見やすく表記･表現も
適切である。基本から重要事項
まで理解しやすいように色文字
などを使って整理されている。

理科 183 第一 化学 307 高等学校　化学 23

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。

基礎がしっかり身につく構成で
分量も構成も適切である。

文章もわかりやすく図や表が効
果的に扱われ、詳しい解説がな
されている。

○ 理科 2 東書 生基 311 改訂　生物基礎 1

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

Ｂ５改版の装丁で、各編の最後
にまとめが構成である。分量と
しては基本的な用語の確認もで
きる形になっており、記述問題
も配置されている。

細胞の図が模式図だけでなく顕
微鏡写真も載せており、実物感
を実感出来るような工夫がなさ
れている。各編の最初にある絵
は各編の関係性を生徒が理解し
やすいように、工夫されてい
る。

理科 2 東書 生基 312
改訂　新編生物基
礎

13

学習した項目が互いに結びつ
き、生物学の全体像が見通せる
内容。印象に残りやすい写真が
豊富である。

大判の装丁で、イラストや写真
が大きく豊富にあり、見やすく
なっている。側注に写真や解説
が多くあり、それぞれが印象が
残りやすいように工夫されてい
る。各内容の分量と配分は適切
である。

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

○ 理科 7 実教 生基 313 生物基礎　新訂版 3

学習した内容が互いに結びつい
ていることを意識させるため
に、表記方法を工夫している。
各章のまとめでは、赤シートで
隠して勉強ができるように工夫
されており、生徒が自主学習を
行うことができる工夫がある。

各内容の分量と配分は適切で、
各章末にまとめと問題がある。
巻末にビジュアルナビがあり、
資料集的に使えるようになって
いる。

各ページには各節内でのキー
ワードの関係がわかるようにイ
ンデックスがあり、全体の流れ
がわかりやすい。各単元に必ず
図やグラフなど何かしらの絵が
あり、内容を視覚的に学習でき
るようにしている。

理科 7 実教 生基 314
高校生物基礎　新
訂版

13

本文は簡潔な内容になってお
り、発展的な内容も豊富なた
め、多様な授業展開が可能。ま
た、文章だけでなく図や写真か
らも学習可能。

大判で構成も分量も適切であ
る。側注に解説が豊富で、生徒
の自主学習に利用出来る。章末
は、まとめ、チェック、
challengeで締めくくられ、学習
の理解に利用出来る。

重要項目の関係をがわかるよう
に毎ページに、インデックスが
あり、わかりやすい。

理科 61 啓林館 生基 315 生物基礎　改訂版 13

記述が簡潔で、無駄なく理解で
きるように工夫されている。ま
た、発展は上位科目の「生物」
との接続を意識した内容になっ
ている。

Ｂ５改版の装丁で、グラフや
図・表を読み解く問題を適所に
配置しており、構成・分量もよ
い。

重要内容については図を大きく
配置して、視覚的に理解しやす
いように工夫された表記方法で
ある。

理科 61 啓林館 生基 304 生物基礎 13

記述が簡潔で原理や法則が無駄
なく理解できるよう工夫されて
いる。また、発展は上位科目で
ある「生物」との接続を意識し
た内容となっている。

重要内容を見開き構成にした
り、グラフや図・表を読み解く
問題を各所に配置するなど構成
もよく、分量も充実している。

重要内容については図を大きく
配置するなど、視覚的に理解で
きるように工夫している。
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理科 61 啓林館 生基 305 新編　生物基礎 13

生物の共通性と多様性から始ま
り、細胞、遺伝、生物体内の調
節、生態系という、細胞、分
子、個体、生態系の学習から構
成されている。内容も無理なく
平易にたどれるようになってい
る。

図や写真が豊富に配置され、分
かりやすく構成されている。生
徒に印象が残りやすく工夫され
ている。

文字の大きさは適切である。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。

理科 104 数研 生基 316 改訂版　生物基礎 13

「生物基礎」の分野を詳しく解
説し、幅広く学習できるように
工夫している。各章末には、整
理の問題が記述式であり、各章
の内容を確認出来るようにして
いる。巻末にヌクレオチドの型
紙が付されている。

生徒の興味をわかすために実生
活や人に関連した問題を取り上
げている。分量も適切である。

落ち着いた配色で、カラー写真
もあり見やすい。

理科 104 数研 生基 317
改訂版　新編　生
物基礎

13

各章末に章末問題があり、各章
の学習の定着度を試すことがで
きるようにしている。写真も豊
富に載せている。

大判の装丁で、写真やイラスト
を豊富にいれて、側注に解説も
多い。

印象の強いイラストや写真を多
く使っていて、見やすい。表記
も工夫されていて、知識の定着
に利用出来る図が多い。

理科 183 第一 生基 318
高等学校　改訂
生物基礎

13

文章の量に比べて、１ページあ
たり絵やイラスト量がおおく見
やすい。内容が精選されてい
る。学習のめあてが適所に配置
されており、導入の際に利用出
来る。

文章の量に対して図やグラフの
量が多い。分量は適当である。

写真や図が豊富で見やすく配色
も良い。表記も工夫されてい
る。

理科 183 第一 生基 319
高等学校　改訂
新生物基礎

13

生物学の基本事項が、生徒にわ
かりやすいように書かれてい
る。節末の学習のまとめは、と
ても精選されており、基本事項
がはっきりとわかるようになっ
ている。

大判で、写真も大きく分量も適
切である。基本的な内容を理解
しやすくなっている。

写真や図が豊富で、側注に解説
や図を適所に配置している。各
単元の最初に、これから勉強す
る内容がまとめられている。

理科 183 第一 生基 308
高等学校　生物基
礎

13

生物基礎の学習内容を最大限に
盛り込んでいる。上位科目であ
る「生物」の関連する内容や最
新の研究も豊富に掲載されてい
て、さまざまな授業に対応でき
る内容となっている。

文章の量に対して図やグラフの
量が多い。分量としても適当で
ある。

写真や図が豊富で見やすい配色
が良い。表記なども工夫されて
いる。

理科 183 第一 生基 309
高等学校　新生物
基礎

13

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

文章・図とも分量が適切であ
り、基本的な内容を理解しやす
い。また編ごとのつながりがわ
かりやすい構成がされている。

視覚的にわかりやすく、図も文
字も適切にかかれている。

理科 2 東書 生物 301 生物 23

学習した項目が互いに結びつ
き、生物学の全体像が見通せる
内容。思考や興味関心が、記述
されている内容の理解にとどま
らずに、学習内容を実生活に結
びつけることができる内容に
なっている。

内容が見開き２ページ内に収ま
るように構成されている。必修
の学習内容と十分な関連を図っ
たさらに深化して学習内容も記
載されている。程度・分量とも
に充分である。

Ｂ５ 変形判になっており、詳細
な図版や鮮明な写真がダイナ
ミックに掲載され、情報量が充
実している。

理科 7 実教 生物 305 生物 23

本文の内容は最小限で抑え、短
時間での履修が可能となってい
る。演習問題が充実しており、
解答も丁寧に詳細に解説されて
いる。重要項目が各章末にコン
パクトにまとめられている。

本文に「問」を、章末に「まと
め」を設置するなど、生徒自ら
学習項目を予習・復習できるよ
うな構成になっている。程度・
分量も適切である。

紙面のレイアウトはすっきり見
やすく、図の中で連続的変化を
示すものは色を統一するなど、
カラーが有効に使われている。

理科 61 啓林館 生物 302 生物 23

学習内容が難化している「生物
分野」が系統的に学習できる内
容となっている。近年研究が盛
んな学際的な分野の話題なども
掲載されておりとても充実した
内容になっている。

学習内容をまず大観し、続いて
詳細を解説する構成により、何
を学習しているかがはっきり把
握できるように工夫されてい
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。

○ 理科 104 数研 生物 303 生物 23

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。

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
適切である。

丁寧な記述と工夫した図版、豊
富な写真を用いている。

理科 183 第一 生物 304 高等学校　生物 23

「生物」の豊富な学習内容が細
かく網羅されており、分子レベ
ルなど最新の視点から説明・解
説するなど、最新の内容を盛り
込みつつコンパクトな編集と
なっている。

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。

発生に関する図が多く、解説も
わかりやすいため理解しやす
い。

○
保健
体育

50 大修館 保体 304
現代高等保健体育
改訂版

123

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。

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。
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保健
体育

50 大修館 保体 305
最新高等保健体育
改訂版

123

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。

構成内容がバランスよく配置さ
れている。１単元が２項で構成
されており、まとめやすい。

資料が豊富であり、生徒の興
味・関心を引き起こす表記であ
り、理解しやすい。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版
保健体育

123

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。

構成・分量ともに適切である。
単元毎に平均的な分量になって
いて、使いやすい。

ピクチャースタディでは写真イ
ラストが豊富で題材の内容理解
を助けてくれる。

芸術 17 教出 音Ⅰ 307
音楽Ⅰ改訂版
Tutti

1

多様なジャンルから精選された
教材によって必要な内容が十分
に扱われており生徒の習熟度や
学校の実態に応じた内容が取り
上げられている。音楽史の年表
やギターのコード表が分かりや
すく掲載されている。

歌唱・器楽・鑑賞が分かりやす
く分類されており、授業でも取
り組みやすい構成となってい
る。それぞれの分量も基本的内
容から発展的内容までと幅広
く、大変充実している。

楽譜が見やすく、イラストや写
真などが、曲想をイメージしや
すいように工夫されている。全
ページにわたりカラー刷りで生
徒が親しみやすい。

芸術 17 教出 音Ⅰ 308
高校音楽Ⅰ改訂版
Music　View

1

楽曲とその文化的側面が取り上
げられており、生徒が興味を持
ちながら学習できる内容となっ
ている。鑑賞の題材を分かりや
すく理解させる工夫がされてお
り、より音楽を身近に感じるこ
とができる。

国や地域、時代ごとに分類され
ており、それぞれの音楽の特徴
を理解しやすい構成となってい
る。

イラストが豊富で、耳だけでな
く目からも音楽的な想像ができ
るような工夫がされている。文
章も丁寧で、理解しやすい。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１ 1

楽曲ごとにポイントやテーマが
あり、生徒が目標を持って取り
組める工夫がされている。外国
語歌曲も丁寧な解説があり、取
り組みやすい。創作・鑑賞・音
楽理論の題材も豊富で、幅広い
授業展開を期待できる。

歌唱・器楽・鑑賞・創作の全分
野の教材が豊富に掲載されてお
り、生徒の実態に合わせた柔軟
な対応ができる配慮がされてい
る。装丁も生徒が親しみやすも
のになっている。

ほとんどの題材が、見開きまた
は１ページで取り扱われてお
り、見やすく学習しやすい。ポ
イントなどの表し方が分かりや
すく、生徒が興味を持ちやす
い。特に鑑賞のイラストがイ
メージを沸かしやすい。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 1

中学校からの流れを基本にさら
に深く学習できるよう工夫され
た内容となっている。特に歌唱
においての細かな解説があり、
より高度な表現ができる。楽器
の構造・演奏方法まで解説があ
り良い。

写真や挿絵がバランスよく配置
されており、見やすく親しみや
すい構成となっている。分量も
１年生が無理なく取り組める配
分で良い。

楽譜・表記分類などが見やす
く、工夫されている。写真やイ
ラストが効果的に活用され生徒
が積極的に学習しやすい。

芸術 89 友社 音Ⅰ 311
改訂版　高校生の
音楽１

1

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

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

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

芸術 89 友社 音Ⅰ 312 改訂版　ON！１ 1

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

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

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

芸術 17 教出 音Ⅱ 301 音楽 Ⅱ Tutti 23

幅広いジャンルの曲が扱われて
おり、歌唱や鑑賞だけでなく、
音楽史と時代背景の関連につい
てもわかりやすく説明されてお
り、音楽の知識を深める工夫が
されている。

写真や図が大きく効果的で見や
すい。器楽の楽譜が充実してお
り、上級生の授業に効果的であ
る。

作曲者についての資料が分かり
やすい。巻末の理論の学習は効
果的に色分けがされており活用
しやすい。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅱ 303 MOUSA２ 23

多岐に渡るジャンルの曲が扱わ
れている。世界の諸民族の音楽
について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
た内容となっている。

鑑賞のポイントなどが分かりや
すく構成されている。また分量
も程よいため、充実した内容の
授業を行うことができる。資料
の写真・図の配置がよい。

表記に工夫があり、写真も多く
演奏にも取り組みやすい。外国
語の歌詞にルビが振られてい
て、生徒が取り組みやすい。

芸術 27 教芸 音Ⅱ 304 高校生の音楽２ 23

中学校での学習を基礎とした
「高校生の音楽１」からさらに
深い学びへつながる「高校生の
音楽２」へ、歌唱・器楽・創
作・鑑賞どれにおいても内容の
幅も広がり、充実している。

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。

拍子や扉からも高校生へ向けた
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。

芸術 89 友社 音Ⅱ 305 高校生の音楽２ 23

芸術歌曲、ポピュラー音楽、民
族音楽など、題材を幅広いジャ
ンルから取り上げられている。
鑑賞の分野でもオペラ、カン
ト、コンチェルト、チェン
バー、シンフォニー、日本の音
楽と内容が大変充実している。

それぞれの構成がしっかりとし
ており、また全体的にバランス
よく無理なく配列されている。
分量も適しており、充実してい
る。装丁も生徒にとって親しみ
やすく仕上がっている。

外国語の歌詞の読み方、意味、
日本語訳、作曲者および楽語に
ついての解説など、細かくわか
りやすい配慮がなされている。
日本歌曲も古語の意味などが丁
寧に解説されている。
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外国
語

2 東書 コⅠ 328
All Aboard!
English
Communication Ⅰ

1

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。

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。

○
外国
語

2 東書 コⅠ 329
Power On English
Communication Ⅰ

1

最近のテーマで、文化・スポー
ツ・動物・ポップカルチャーな
どを豊富に収録し、生徒が興味
を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
が明瞭である。

各パートが見開き２ページで１
レッスンにまとまっていて、授
業が進めやすい構成である。本
文の内容を復習し、文法事項に
も触れ、新しい語彙の確認もで
きる。

イラストや写真がすべてカラー
で、内容理解の一助になってい
る。シンプルで読みやすく、文
法の説明の部分でもカラーが効
果的に使用されている。

外国
語

2 東書 コⅠ 330
PROMINENCE
English
Communication Ⅰ

1

生徒の興味関心を引く題材が多
く、扱われているテーマにも偏
りがない。本文の各パートに導
入の英問が設けられている。

中学校修了段階からなだらかに
英文の語数・難易度を上昇させ
ていて無理なく学習できる。

各パートの新出語が目の動きに
合わせて各ページ側注に表示さ
れている。

○
外国
語

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

1

生徒の知的好奇心を高める題材
が豊富で、英語で考え、コミュ
ニケーションを図ることを促す
工夫がなされている。言語材料
も基本的なものから難易度の高
いものまで網羅している。

各課冒頭にPre-Reading活動があ
り、英語でスムーズに導入でき
るよう構成されている。本文に
関する追加の読み物も有効に使
うことができる。

写真やイラストも豊富で内容理
解を助けている。英語で考え、
コミュニケーションを図ること
を促す工夫がされている。

外国
語

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

1

生徒の知的好奇心を刺激する現
代社会をとらえた題材を扱って
いる。各課に４技能を総合的・
有機的に関連づけた活動が行え
るような配慮が見られる。

各セクションは見開き構成に
なっていて、新出の文型・文法
事項の導入には既習事項を前の
セクションに配列する等、生徒
の自学自習のしやすさに配慮し
ている。

写真や図版を豊富に配列し、内
容理解の一助になっている。ま
た、各課冒頭ページの写真下に
は導入時に題材に関する背景的
知識が身につくよう工夫されて
いる。

外国
語

15 三省堂 コⅠ 335
VISTA English
Communication Ⅰ
New Edition

1

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。

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。

外国
語

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

1

多彩な題材を扱っており、生徒
が興味・関心を持って取り組め
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。

見開き構成でシンプルにまとめ
られていて、文法や例文がわか
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。

外国
語

19 開拓 コⅠ 310
On Air English
Communication Ⅰ

1

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。

外国
語

50 大修館 コⅠ 337
Compass English
Communication Ⅰ
Revised

1

中学の復習から無理なく高校英
語の学習に移行できる基礎的な
内容である。題材も生徒の興味
を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。

外国
語

50 大修館 コⅠ 338
GeniusEnglish
Communication Ⅰ
Revised

1

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。

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。

外国
語

183 第一 コⅠ 350

Perspective
English
Communication Ⅰ
NEW EDITION

1

知的好奇心や感動を呼びおこす
多様な題材が多い。４技能をバ
ランスよく鍛える工夫がされて
いる。Listen & Answserや
Summaryで「使える英語」を意識
している。

基礎を固め、さらに実力をつけ
る構成と分量となっている。

イラストと写真が豊富で見やす
い。本文と内容理解のための質
問文の色分け表記や新出単語が
音節分けしてあるなど工夫され
ている。

外国
語

212 桐原 コⅠ 356

WORLD TREK
English
Communication Ⅰ
New Edition

1

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。

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。

外国
語

2 東書 コⅡ 301
All Aboard!
Communication
English Ⅱ

23

絵画、音楽、日本の古典芸能、
宇宙、ファンタジー、映画な
ど、高校生にとって、興味深い
題材が多い。生徒の興味や嗜好
を考えた優れた構成である。

文法の配置、コミュニケーショ
ンの題材の配置もよい。よく工
夫されている。

文字とイラスト、カット、写真
等を比較すると文字が多いよう
に感じる。高度である。

○
外国
語

2 東書 コⅡ 302
Power On
Communication
English Ⅱ

23

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。各
パートが見開き２ページで１
レッスンにまとまっていて、授
業が進めやすい構成である。

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。シンプルで読みやす
く、文法の説明の部分でもカ
ラーが効果的に使用されてい
る。
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外国
語

2 東書 コⅡ 303
PROMINENCE
Communication
English Ⅱ

23

生徒の興味関心を引く題材が多
く、テーマにも偏りがない。Ⅰ
で積み上げた英語力をさらに伸
ばせるよう、なだらかに英文の
語数・難易度を上昇させてい
る。

文法事項に日本語で解説がつい
ていたり、音読のコツやポイン
トが簡潔に示されている。

写真は少なめだが、本文、新出
語、脚注や発問例がバランスよ
く構成されている。

○
外国
語

15 三省堂 コⅡ 306
CROWN English
Communication Ⅱ

2

扱われている題材が多岐にわた
り、世界の中の日本、世界の中
の自分を知ることで、異なる文
化を尊重することができる。基
本構文の確認から高度で総合的
な言語活動までをバランス良く
配置している。

冒頭で教科書で扱われる主な登
場人物を紹介し、後のレッスン
で詳しくわかる構成である。全
体をパートごとに分け、英文の
長さや難易度が易から難へと
なっている。日本語を媒介とせ
ず読むための様々な工夫がされ
ている。

写真やイラスト、図などが適所
に配置されている。言語材料は
易から難へ、既習事項はスパイ
ラル学習になっている。

外国
語

15 三省堂 コⅡ 308
VISTA English
Communication Ⅱ

23

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。

外国
語

17 教出 コⅡ 309
New ONE WORLD
Communication Ⅱ

23

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め
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。

外国
語

50 大修館 コⅡ 311
Compass English
Communication Ⅱ

23

題材は、communicationⅠ同様、
生徒の興味を引く身近で前向き
なものになっている。このため
高校生になってから学ぶ文法事
項も自然に組み入れられ無理な
く学習できるように工夫されて
いる

本文の理解、確認、文法事項の
練習、コミュニケーション活動
の設定が、各課の終わりにしっ
かり配置されている。

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

外国
語

50 大修館 コⅡ 312
Genius English
Communication Ⅱ

23

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。

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。

外国
語

61 啓林館 コⅡ 314
LANDMARK English
Communication Ⅱ

23

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。

外国
語

104 数研 コⅡ 317
COMET English
Communication Ⅱ

23

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。

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。

外国
語

183 第一 コⅡ 322
Perspective
English
Communication Ⅱ

23

学ぶ・知ることの重要性や今日
的な問題について考えさせる教
材が収録されているだけでな
く、科学的なものなど、教材の
選定に偏りがなくバランスが取
れている。物語文への興味を喚
起させることもできる。

教材の難易度、取り扱いの言語
材料の配列が段階的、体系的で
あり、学習に適している。課
数、ページ数が年間単位数での
履修に適している。

文字の大きさ、書体が適当であ
り、学習しやすい。本文内容に
関連した写真・図版が適切に配
置され、視覚的な学習を助ける
配慮が見られる。

外国
語

212 桐原 コⅡ 325
WORLD TREK
English
Communication Ⅱ

23

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。

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。

外国
語

2 東書 コⅢ 301
All Aboard!
Communication
English Ⅲ

3

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。

外国
語

2 東書 コⅢ 302
Power On
Communication
English Ⅲ

3

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。

文字が読みやすく、図表も内容
理解の手助けとなるものが多
い。

○
外国
語

2 東書 コⅢ 303
PROMINENCE
Communication
English Ⅲ

3

入試傾向を踏まえ、生徒の実態
やニーズに合う多様なテーマと
平均的な量から超長文まで英文
が収録されている。速読や精読
の材料が用意されているだけで
はなく、リスニングやコミュニ
カティブな題材もありバランス
が良い。

導入、理解、演習、整理、発展
の順に編集されていて授業を進
めやすい配慮がされている構成
である。

フルカラーでメリハリのある紙
面である。ほぼ英語による記述
であるが、必要に応じて日本語
によるものもあり配慮がされて
いる。
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外国
語

17 教出 コⅢ 307
New ONE WORLD
Communication Ⅲ

3

生徒の興味・関心に合わせた題
材が扱われている。長文読解の
力が身に付けられるよう構成さ
れている。

長文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。

外国
語

50 大修館 コⅢ 309
Compass English
Communication Ⅲ

3

説明文やエッセイ、物語文が扱
われており、バラエティに富ん
だ教材になっている。取り扱わ
れているテーマは環境、自然、
文化、歴史などにわたってお
り、生徒が触れておくべき題材
となっている。

３つのUnitから成り、最初の
Unitでは読解のスキルが確認で
き、次のUnitではそれらを意識
しながら進めることができる。
最後のUnitには写真や絵が豊富
に配置されており、生徒の興味
関心をひくことができる。

個々の表記・表現は標準的なア
メリカ英語のものが基調となっ
ている。写真やイラストは適切
な大きさで、適切な位置に配置
されている。

外国
語

183 第一 コⅢ 320
Perspective
English
Communication Ⅲ

3

扉のページに、そのレッスンに
関係のある写真が大きく載せら
れており、ブレインストーミン
グを行うことができる。本文は
見開きで２ページに収められ読
みやすく、扱われている題材も
読解に適している。章末の
Activity Plusで更に深いコミュ
ニケーション活動が可能となる
内容になっている。

見開きで本文が完結する構成に
なっており、次ページで本文の
まとめと文法事項の確認ができ
るように構成されている。

英語での指示文が多用されてい
るが、取り組むべきことは十分
に理解できるため適切である。
Key Expessionsの例文も概ねわ
かりやすい。

外国
語

183 第一 コⅢ 321
Vivid English
Communication Ⅲ

3

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。

外国
語

212 桐原 コⅢ 323
WORLD TREK
English
Communication Ⅲ

3

生徒の興味・関心に合わせた題
材が扱われている。長文読解の
力が身に付けられるよう構成さ
れている。

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。

○
外国
語

2 東書 英Ⅰ 322
NEW FAVORITE
English
Expression Ⅰ

2

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そう
である。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。

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。練習問題
が整理されていて、その量も豊
富である。

活字・写真・イラストは、鮮明
で効果的に配列されている。ポ
イントのまとめが視覚的であ
り、理解しやすい。

外国
語

9 開隆堂 英Ⅰ 319
EXPRESSWAYS
English
Expression Ⅰ

2

生徒の興味・関心に即した題材
が場面中心に精選されている。
自分が伝えたいことを的確かつ
簡潔に表現するために必要な文
構造や慣用表現が効果的に配置
されている。

３つのパートに分けられ、段階
的に身近なことから自分の意見
まで表現できるように工夫され
ている。

各課の本文内容が４コマのイラ
ストで視覚から入れるよう工夫
されている。目にやさしく、読
みやすい活字が採用されてい
る。

外国
語

15 三省堂 英Ⅰ 324
MY WAY English
Expression Ⅰ New
Edition

2

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。

ポイントのまとめが視覚的であ
り、理解しやすい。

外国
語

17 教出 英Ⅰ 326
NEW ONE WORLD
Expressions Ⅰ
Revised Edition

2

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。

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。

外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 329

Revised Vision
Quest English
Expression Ⅰ
Standard

2

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。

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、Ｂ５版で見やすい。

外国
語

183 第一 英Ⅰ 335

Perspective
English
Expression ⅠNEW
EDITION

2

生徒の身近な暮らしや社会での
暮らしに関わる題材が多く選ば
れている。手紙や旅行など特有
の表現、多様な手段を通して情
報を得る場面が扱われている。

全24課で各課見開き４ページ構
成になっている。各課に２つの
ステージが用意され、前半では
基本的な文法や文構造を学び、
後半では各種表現活動を通して
定着を図るようになっている。

写真、図版やイラストの配置は
適切である。巻頭に英文のしく
み、巻末にトピック関連語句等
が掲載されている。

家庭 2 東書 家基 311
家庭基礎　自立・
共生・創造

12

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

小・中学校の学習とのつながり
が分かりやすく学習しやすい。

写真や絵・図などが分かりやす
く配置されている。

家庭 6 教図 家基 312
新 家庭基礎　今を
学び 未来を描き
暮らしをつくる

12

新生児の等身大の写真やコラム
で最新の話題を取り上げるな
ど、生徒が興味関心を持って学
習できるよう考えられている。

学習しやすい構成で分量も適切
である。

文字が見易く、写真やイラス
ト・図表などで分かりやすい。
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家庭 6 教図 家基 313
高等学校 家庭基礎
グローバル＆サス
ティナビリティ

12

チャレンジやコラム、クロス
ワードなどで生徒の興味関心を
引き、資料が豊富で学習しやす
い。

各領域とも、学習しやすい構成
である。調理のレシピが多く興
味を持たせやすい。

文字が見易く、緑色系が多く、
目にも優しい。写真や図などが
豊富で分かりやすい。

家庭 7 実教 家基 314
新家庭基礎　パー
トナーシップでつ
くる未来

12

アクティビティなど、授業の導
入や作業に生かせることがで
き、ワールドノートなどで世界
に目を向けることが出来る。

学習しやすい構成で分量も適切
である。

写真やイラストなどの資料が豊
富でカラフルで見易く、分かり
やすい。

家庭 7 実教 家基 316 新図説家庭基礎 12

調理実習は写真が多く分かりや
すく、資料やコラムなど生徒の
興味関心をひき、実践コーナー
なども授業に取り込める。

資料が豊富で掲載が学習しやす
い構成となっている。

どのページにも資料がバランス
よく配置され、見易く分かりや
すい。

家庭 9 開隆堂 家基 317
家庭基礎　明日の
生活を築く

12

保育・調理実習に写真が多く分
かりやすい。参考資料などでよ
り理解を深めることが出来る。

分かりやすく学習しやすい構成
である。

写真や資料が多く、見易い表記
となっている。

家庭 50 大修館 家基 318
新家庭基礎　主体
的に人生をつくる

12

資料が豊富で写真・絵・図など
興味関心を持たせることが出
来、学習しやすい。

資料の配置が見易く各領域とも
バランスよく学習できる。

字体が読みやすく、イラストも
可愛く見易い色使いである。

家庭 50 大修館 家基 319
未来をつくる　新
高校家庭基礎

12

資料が豊富で写真・絵・図など
興味関心を持たせることが出
来、考える力を養える。

資料が豊富で各領域ともバラン
スが良い。

字体が読みやすく、見易い色使
いである。

○ 家庭 183 第一 家基 320

高等学校　新版
家庭基礎　ともに
生きる・持続可能
な未来をつくる

12

資料が豊富で、写真・絵・図な
どで興味関心を持たせ、作業・
体験しやすい内容である。

資料が豊富で各領域ともバラン
スが良い。

見易い色使いで、分かりやすい
表現である。

情報 7 実教 社情 311
最新社会と情報
新訂版

2

例題を中心に学習事項が展開さ
れている。生徒に身近な題材を
中心に学習要素が展開されてい
る。また、表計算ソフトウェア
を丁寧に説明している。

全５章からなり、豊富な教材が
そろっている。

図解や写真・表を多用してい
る。

情報 7 実教 社情 312
高校社会と情報
新訂版

2

普遍的な知識を中心とした座学
の充実が図られている。統計的
手法や法規、論文の書き方など
も取り扱われている。情報技術
や科学的な視点にも言及してい
る。

全５章からなり、見開きごとに
豊富なテーマがそろっている。

図解や写真・表を多用したレイ
アウトとなっている。

情報 9 開隆堂 社情 313 社会と情報 2

学習内容を９つのユニットに分
け、明確なまとまりごとに学べ
るようになっている。各ユニッ
ト末には、学習内容を実践的・
体験的に身につけられるように
実習や課題を設けている。

９つのユニットからなり、豊富
な教材がそろっている。

図解や写真・表を多用してお
り、事例を２コマのイラストで
解説している。

情報 104 数研 社情 314
改訂版　高等学校
社会と情報

2

情報モラルの指導に配慮してい
る。プレゼンテーションの流れ
や注意点を詳しく説明してい
る。電子メールの注意点がまと
まっており、新しいコミュニ
ケーションツールにも対応して
いる。

用語集、法律の条文、グラフな
どの豊富な資料が用意されてい
る。

図や表、具体的な写真などを豊
富に入れることで、難しい原理
や概念をわかりやすく説明して
いる。

○ 情報 104 数研 社情 315 社会と情報　Next 2

情報モラルの指導に配慮してい
る。取り組みやすい実習が豊富
に掲載されており、実習を通じ
て意識を高めるよう配慮されて
いる。

全４章からなり豊富な45の項目
と17からなる実習を取り上げて
いる。

視覚的に理解できるよう、図や
イラストを中心とした親しみや
すい紙面となっている。

○ 工業 7 実教 工業 302 機械製図 123

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
な解説で学びやすい。

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 7 実教 工業 303 電気製図 3

電気における製図の目標設定が
適切であり、内容が理解しやす
い。

内容が系統的に構成されてい
る。

文章表現や用語、基本的内容の
記号・単位が適切である。
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○ 工業 7 実教 工業 305 建築設計製図 23

製図の基礎から学べ、建築構造
物の製図例が豊富で、多様な学
習に対応できるよう配慮されて
いる。

建築設計製図の基礎を系統的に
配列し、理解しやすい構成と
なっている。

建築物における文章表現や用語
が簡潔に書かれ、基本的内容の
記号・単位が理解しやすいよう
になっている。

○ 工業 7 実教 工業 306 土木製図 23

製図の基礎から学べ、土木構造
物の製図例が豊富で、多様な学
習に対応できるよう配慮されて
いる。

土木製図の基礎を系統的に配列
し、理解しやすい構成となって
いる。

構造物における文章表現や用語
が簡潔に書かれ、基本的内容の
記号・単位が理解しやすいよう
になっている。

○ 工業 7 実教 工業 308 工業数理基礎 1

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

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。

○ 工業 7 実教 工業 385
情報技術基礎　新
訂版

1

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

プログラム例など、強調されて
おり学びやすい。

図や写真がカラーで見やすく、
また、親しみやすい。

工業 7 実教 工業 386
精選情報技術基礎
新訂版

1

直流回路や電流と磁気、静電気
の内容を基礎・基本を確実に学
ぶことができるよう配慮されて
いる。プログラミングにおいて
は、BASICやＣ言語の例題を用い
た具体的な説明がされている。

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。

多くの図を掲載していて理解を
助けるように工夫されている。
カラー刷りにして、見やすく、
わかりやすい言葉で書かれてい
る。

工業 154 オーム 工業 311 情報技術基礎 1

交流回路や三相交流、電気計測
の内容を基礎・基本を確実に学
ぶことができるよう配慮されて
いる。広い範囲にわたり、理解
しやすいように配慮されてい
る。プログラミングでは複数の
言語に対応している。

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。

視覚的に理解できるように工夫
してある。やさしい言葉で簡潔
に書かれている。

工業 174 コロナ 工業 387 新 情報技術基礎 1

工業の各分野における情報に関
する内容が精選されており、生
徒の発達段階に応じて学習がで
きる内容となっている。特に直
流回路や電流と磁気、静電気の
内容を学ぶことができるよう配
慮されている。

学習がスムーズに進むように系
統性に配慮がなされており、理
解しやすい構成になっている。

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。説
明が丁寧でわかりやすい表現で
書かれている。

工業 174 コロナ 工業 312 情報技術基礎 1

工業の各分野における情報に関
する内容が精選されており、生
徒の発達段階に応じて学習がで
きる内容となっている。

図や写真を用いて、例題やその
解説が理解しやすく、系統性に
配慮がなされてる構成になって
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。ま
た説明が丁寧でわかりやすい表
現で書かれている。

○ 工業 7 実教 工業 313 生産システム技術 2

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

生産システム全体の流れが適切
に構成されている。

図中にも説明が表記されてお
り、視覚的にも理解しやすく
なっている。

○ 工業 7 実教 工業 315 機械工作１ 2

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

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。

○ 工業 7 実教 工業 316 機械工作２ 2

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

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。

工業 7 実教 工業 317 新機械工作 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。

工業 7 実教 工業 318 新機械設計 23

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。

○ 工業 7 実教 工業 319 機械設計１ 23

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

系統的に構成されており、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。
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○ 工業 7 実教 工業 320 機械設計２ 23

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

系統的に構成されており、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。

○ 工業 7 実教 工業 345 原動機 2

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

項目が細分化され、効率よく構
成されている。

学習段階に応じて問を設け、適
切に表記・表現されている。

工業 7 実教 工業 388
電気基礎１　新訂
版

2

直流回路や電流と磁気、静電気
の内容を基礎・基本を確実に学
ぶことができるよう配慮されて
いる。

図や写真を用いて、例題やその
解説が理解しやすい構成となっ
ている。

説明が丁寧でわかりやすい表現
で書かれている。

工業 7 実教 工業 389
電気基礎２　新訂
版

2

交流回路や三相交流、電気計測
の内容を基礎・基本を確実に学
ぶことができるよう配慮されて
いる。

図や写真を用いて、例題やその
解説が理解しやすい構成となっ
ている。

説明が丁寧でわかりやすい表現
で書かれている。

○ 工業 7 実教 工業 390
精選電気基礎　新
訂版

2

直流回路や電流と磁気、静電
気、交流回路、電気計測など広
範囲にわたり基礎・基本を確実
に学ぶことができるよう配慮さ
れている。

基礎・基本が学び、学習の定着
が図れるよう図や写真を用いて
構成されており、わかりやす
い。

カラーページが多く、図やイラ
ストを用いて図解的に解説して
おり、分かりやすい表現で書か
れている。

工業 174 コロナ 工業 329
わかりやすい電気
基礎

2

直流回路や電流と磁気、静電
気、交流回路、電気計測など広
範囲にわたり基礎・基本を確実
に学ぶことができるよう配慮さ
れている。

基礎・基本が学び、学習の定着
が図れるよう図や写真を用いて
構成されており、わかりやす
い。

カラーページが多く、図やイラ
ストを用いて図解的に解説して
おり、分かりやすい表現で書か
れている。

○ 工業 174 コロナ 工業 330 電気基礎（上） 1

難解な説明を避け、学習しやす
い系統になっており、学習効果
を高められるように要点がまと
められている。

演習を重視し、例題を丁寧に説
明し、問いにより習得できるよ
うになっている。

学習のポイントをまとめて理解
度を確かめられるようになって
いる。

○ 工業 174 コロナ 工業 331 電気基礎（下） 2

理論にともない例題や問題が多
く示され単元ごとのポイントも
適切に配置されている。

従前の教科書に比べサイズも大
きくなったことで見やすくな
り、学習しやすい系統になって
いる。

明確で分かりやすい図や写真が
多く、内容がとらえやすい。

○ 工業 7 実教 工業 348 電気機器 23

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。

○ 工業 7 実教 工業 350
電力技術１　電力
の発生と輸送

3

具体的な事例を多く用いてお
り、理解しやすく構成されてい
て使用しやすい。

内容が展開的に構成されていて
適切である。

写真や図、表など適切に配置さ
れている。

○ 工業 7 実教 工業 351
電力技術２　電力
の利用と制御

3

精選された内容や具体的な事例
を多く用いており、理解しやす
く構成されていて使用しやす
い。

内容が展開的に構成されていて
適切である。

写真や図、表など適切に配置さ
れている。

○ 工業 174 コロナ 工業 357 電子回路 23

原理や動作が理解しやすい回路
が取り上げられ、内容が必要か
つ十分に記述されている。

内容が系統的に構成されてい
る。

図や写真が適切に配置され要点
が理解しやすい。

○ 工業 7 実教 工業 358 電子計測制御 3

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。

○ 工業 7 実教 工業 374 通信技術 3

通信技術の内容が、具体的事例
を用いて平易に解説されてい
る。

分量、体裁も良く、内容の配分
がよい。

文字や図の割付けが良く、文章
表現が適切である。
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○ 工業 7 実教 工業 333
プログラミング技
術

12

C言語を用いており、基礎から応
用まで学ぶことができる。ま
た、例題や章末問題によって学
習効果が得られるよう図られて
いる。

フローチャートや図、例題が多
く、学習の定着を図れる構成と
なっている。

２色刷りを効果的に用いてお
り、見やすくデザインされてお
り、わかりやすい表現で書かれ
ている。

○ 工業 7 実教 工業 360 ハードウェア技術 12

コンピュータに関する知識とし
て、オペレーティングシステム
や情報セキュリティなど基本情
報技術者試験への配慮もされて
いる。

写真や図を多く取り入れられて
おり、章末に問題もあり、理解
の定着に努めている。

２色刷りを効果的に用いてお
り、図やイラストを用いて、見
やすく、わかりやすい表現で書
かれている。

○ 工業 7 実教 工業 361 ソフトウェア技術 12

コンピュータに関する知識と
し、論理回路や制御技術など
ハードウェアに関する内容を学
習することができる。また、基
本情報技術者試験への配慮もさ
れている。

写真や図を多く取り入れられて
おり、章末に問題もあり、理解
の定着に努めている。

２色刷りを有効に利用してお
り、図やイラストを用いて、見
やすく、わかりやすい表現で書
かれている。

○ 工業 7 実教 工業 334 建築構造 23

建築物の構造形式及び建築材料
が詳細な図や写真で理解しやす
く書かれている。

具体的な解説で学びやすくして
ある。分量配分が適当である。

建築用語や表現が初めて学ぶに
あたりわかりやすい。

○ 工業 7 実教 工業 362 建築計画 2

建築計画の基本的な考え方か
ら、住宅から事務所建築まで、
わかりやすく解説されている。

内容が系統的に構成されてい
る。

建築計画の用語・記号・単位な
ど適切に使用されている。

○ 工業 7 実教 工業 363 建築構造設計 2

力学的にみた構造物や建築物の
骨組みに関する基礎的な部分が
理解しやすい。

各章で例題の解説が適当であ
る。

図を用いて公式等がわかりやす
い表記になっている。

○ 工業 7 実教 工業 376 建築施工 3

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

建築施工全体の流れが適切に構
成されている。

建築の専門的な用語や工法が理
解できるような記述である。

○ 工業 7 実教 工業 377 建築法規 3

建築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。

○ 工業 7 実教 工業 335 測量 12

測量に関する説明において、図
や写真を多く用いており、理解
しやすく解説されている。実習
においても使用できる。

構成、分量、配分が適正で使い
やすい。

計算においても丁寧な文章表現
である。

○ 工業 7 実教 工業 364 土木基礎力学１ 2

全体的に理解しやすいように配
慮されている。特に重要となる
内容は、より具体的に説明を加
えている。
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。

例題における図を使った表記や
力学的な単位の取り扱い方が良
い。
図や写真等を使い専門用語や公
式を理解できるような表現で書
かれている。

○ 工業 7 実教 工業 365 土木基礎力学２ 3

全体的に理解しやすいように配
慮されている。特に重要となる
内容は、より具体的に説明を加
えている。
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。

例題における図を使った表記や
力学的な単位の取り扱い方が良
い。
図や写真等を使い専門用語や公
式を理解できるような表現で書
かれている。

○ 工業 7 実教 工業 366 土木施工 2

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
成されている。

土木の専門的な用語や工法が理
解できるような記述である。

○ 工業 7 実教 工業 379 社会基盤工学 3

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。
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○ 工業 201 海文堂 工業 344 デザイン技術 123

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
野を丁寧に幅広く解説している
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。

図版や資料が多いので専門的な
内容がより分かり易くて良い。

○ 工業 179 電機大 工業 384 デザイン史 3

先史時代から現代までの造形文
化の流れを、西洋と日本との関
わりの中で分かり易く解説して
いる。

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

図版や資料の分量が適切であ
り、解説も分かり易い。
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○ 国語 2 東書 国総 333 精選国語総合 1

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

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

色使いがよく、説明等も見やす
く、関心をもちやすい。

国語 15 三省堂 国総 338
精選国語総合　改
訂版

1

現代文では、比較的新しい文章
を扱っている。古典では、文法
事項についての説明が多くなっ
ている。

１冊にまとまっており、「書
く」「表現」についてのまとめ
が現代文の最後にある。

現代文・古文・漢文で色使いを
分けていて見やすい。

○ 国語 15 三省堂 現Ｂ 304 精選現代文Ｂ 32

定番のものから時代にあわせた
新しい作品も載っている。生徒
の関心をひくとともに、読解力
を養えるような内容となってい
る。

２部構成になっており、２・３
年を通して使いやすい。

色使いがよく、字も読みやす
い。

国語 50 大修館 現Ｂ 310 精選現代文Ｂ 23

代表的な作品を扱っている。評
論などでは現代社会の日本語を
題材としたものがあり、言語と
いうものを生徒に意識させやす
い。

ページ数がおさえられている。
２部構成になっていて２・３年
で使用しやすい。

字が少し小さい。小説など長文
になると２段構成になってい
る。

○ 国語 17 教出 古Ａ 302
古典文学選　古典
Ａ

3

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

分量は適当である。脚注が多
く、物語を読み進めやすいよう
に工夫されている。

色使い・挿絵などが控えめに
なっている。

国語 50 大修館 古Ａ 307 古典Ａ　物語選 3

各単元において、入門的な素材
から、発展的内容まで幅広く取
りあげている。脚注が充実して
おり、文意がとりやすいように
構成してあり読みやすい。

巻末の２０頁を付録に割き、知
識の整理に重点を置いた構成に
なっている。

活字も大きく読みやすい。イラ
ストが多くイメージしやすい。

国語 15 三省堂 古Ｂ 306 精選古典Ｂ 23

様々なジャンルを扱っており、
難易度も段階的になっている。
参考や「古典の扉」などが設け
てあり、時代背景がイメージし
やすい。

２部構成になっており、２・３
年を通して使いやすい。分冊に
なっていないために、やや重量
がある。

色使いは少ない。字の大きさは
やや小さいと感じる箇所もあ
る。

○ 国語 212 桐原 古Ｂ 325
探求古典Ｂ　古文
編

23

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

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

字も見やすく、挿絵なども多
く、時代背景などがわかりやす
い。

○ 国語 212 桐原 古Ｂ 326
探求古典Ｂ　漢文
編

23

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・３年での
使用がしやすい。

挿絵も程よく、話の内容がイ
メージしやすい。

○
地理
歴史

7 実教 世Ａ 311 世界史Ａ　新訂版 2

項目の分け方がはっきりしてい
て事実をつかみやすい。本文の
記述は分かりやすい。図版や側
注が必要な部分に配置されてい
て見やすく、本文の理解を助け
る働きとなっている。入試に必
要な項目を網羅している。

構成がはっきりしているため、
歴史の変化が掴みやすい。人物
や日本史などのいくつかの「コ
ラム」や「世界史の小窓」があ
り、興味を深める手だてがなさ
れている。見開きの冒頭部分に
関連地形図や関連資料が配置さ
れている。

表記や表現が簡易で分かりやす
く親しみやすくイメージしやす
い。ステップアップがいくつか
設定されていて、発展的な学習
のヒントになる。資料や略地図
の配置が適切で、全体的に随所
で工夫がなされている。

地理
歴史

46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 2

資料や図版・写真がとても豊富
である。しかも、大きい。見や
すく興味が持てる。日本の略年
表と世界地図が掲載されてい
て、時代感覚や出来事の位置が
すぐに分かり、学習意欲を高め
ることが出来る。

分量は適当である。資料や史料
が見やすく配置されている。
「ものを通してみる世界史」の
ように今までにない視点や切り
口から構成されているヶ所があ
り、興味が持続する可能性が高
い。特に地図史料が豊富であ
る。

文字のサイズや書体が適切であ
る。表記は簡潔でとても分かり
やすいものとなっている。地図
資料が多く、本文を読んで理解
するというより、地図を見て分
かるという部分がある。

地理
歴史

2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ 2

歴史を連続して概観できる工夫
がなされている。小さめではあ
るが、地形図は多めに配置され
ていて地理的な分野と併せて理
解することが可能である。近代
からは側注が増え、興味のある
生徒にとっては理解の幅が広が
りやすくなる。

各章の始まりに代表的な出来事
や現象を示す資料が載っていて
分かりやすい。本文の記載が多
めなため、やや詳しい記述と
なっている。分量は適切ですっ
きりとした構成となっている。

難解な記述は少なく、平易で理
解しやすく興味関心が持てる。
近代からは側注が増加してくる
が平易な表記のため理解しやす
い。史料や資料に付けられてい
るコメントは見やすく理解しや
すいように工夫された表記と
なっている。

○
地理
歴史

81 山川 世Ｂ 310
詳説世界史　改訂
版

2

基本的な事柄が充実していて、
詳細で分かりやすい記述となっ
ている。略地図は小さいが、多
めに掲載されていて出来事がど
こで起きたかが掴みやすい。入
試に対応した項目はかなり網羅
されていて、興味深く学習でき
る。

構成全体はシンプルなもので、
各部の最後には、「まとめ」と
「主題学習」がおかれ、より広
い視野を興味を持って養うこと
が出来る。入試に対して十分対
応するだけの分量である。地味
な装丁であるが小型で持ち運び
やすい。

難しい表記は比較的少なく、平
易な表記も多いため比較的抵抗
なく読みとくことが出来る。側
注はないが本文の記述がとても
詳しく、各資料や史料のコメン
トが充実しているため理解しや
すい。このあたりは工夫されて
いると思われる。

表記・表現

平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立橘高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

使用
学年

内容 構成・分量・装丁
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地理
歴史

2 東書 日Ａ 308
日本史Ａ　現代か
らの歴史

3

時系列を意識した内容になって
いて、歴史を容易に概観するこ
とが出来る。地図や資料は見や
すく配置されている。「地域の
窓」では該当地域の特色や歴史
が書かれ、興味を持って読み取
ることが出来る。

時代ごとの出来事や現象をコン
パクトにまとめて記載されてい
る。「人物歴史館」では歴史上
重要な人物について簡潔にまと
めて提示されている。本文の記
述はポイントをおさえてまとめ
られている。

平易な記述で、理解しやすく表
記されている。必要な事項が本
文中に記述されていて、具体的
な歴史像が掴みやすい。図版や
資料・側注に付けられたコメン
トは短いが要点を捉えた内容と
なっている。

○
地理
歴史

7 実教 日Ａ 309
高校日本史Ａ　新
訂版

3

全体的に学習者に問いかける内
容が多くなっている。「ズーム
イン」や「歴史の群像」は発展
的な学習に適しており、学習内
容を深化させるものである。文
化面を紹介するページもあり当
時の世相を視覚的に理解するこ
とが出来る。

導入として、見開きの各ページ
には「歴史のまど」をおき、疑
問文の形で課題をなげかけてい
る。これにより自ら考える姿勢
を養うことに繋がる。本文の記
述は少なめであるが要点を適切
に捉えたもので分量は適切であ
る。

本文は平易な記述でシンプルに
まとめられている。資料や図
版・史料が適切に配置されてい
てポイントがおさえられてい
る。側注は詳しく書かれてい
て、興味を持って主体的に学習
が進められる。

地理
歴史

35 清水 日Ｂ 306
高等学校　日本史
Ｂ　最新版

2

本文の記述が充実していて、記
述不足がほとんど認められな
い。先史・古代・江戸時代に新
しい視点の記述があり随所に工
夫が見られる。また、一部の事
柄には焦点化した内容があり、
興味を持って理解を深めること
が出来る。

原則として見開き２ページとい
う構成であるが、重要なテーマ
についてはページ数を増やし、
内容を掘り下げたものとなって
いる。図版や写真は豊富で解説
も簡潔である。「地域史」では
地域の動きとつながりが明示さ
れている。

歴史を正しく理解するため、歴
史的区分と政治的区分を並立さ
せている。表現は比較的平易で
ある。発展的な内容のもので
も、分かりやすく表記されてい
て随所に工夫の跡が認められ
る。抵抗感なく読み続けられ
る。

○
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309
詳説日本史　改訂
版

2

本文の内容は濃密で入試にも十
分対応できるものとなってい
る。取り上げる事柄には詳しい
説明が付けられている。発展的
な内容も多く、学び甲斐のある
内容である。一回の授業でテー
マを深めることが出来る。

「コラム」では取り扱う事項を
深く、科学的な視点で記述さ
れ、学習者の意欲を刺激する構
成となっている。コンパクトな
サイズでありながら内容は豊富
である。脚注は簡潔にまとめら
れていて理解しやすい工夫がな
されている。

本文の表現には、やや難しい部
分もあるが補足が充実している
ので理解がしやすい。発展的な
内容に記述が踏み込んでいるた
め、受験対策にも十分なものと
なっている。表記表現は計算さ
れていて、知的な好奇心を刺激
する。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 306 高校生の地理Ａ 1

知識を体系的に記述し、内容的
にかなり整理されている。基礎
基本が押さえられていて、学習
者の知的好奇心に訴えるような
工夫がなされている。地誌単元
では、地域の自然環境や歴史的
背景にふれ現地の最新情報も記
載されている。

各章の導入には、大きな写真と
「現地リポート」が配置され学
習へスムーズに入れるような仕
掛けがしてある。分量は適量で
多彩な角度からの資料や写真が
用意されている。一単元見開き
ページとなっていて学習しやす
い。

学習上の重要語句については太
文字で示し、学習の手がかりと
なる。内容は丁寧に記述されて
いて理解しやすい。側注の記述
は平易で必要な要素をコンパク
トにまとめている。図版は見や
すく綺麗な印刷が目を引く。

地理
歴史

183 第一 地Ａ 310

高等学校　新版
地理Ａ　世界に目
を向け，地域を学
ぶ

1

必要最小限の内容で、容易に理
解できるように工夫された記述
となっている。図版や資料のコ
メントは平易な言葉でまとめら
れていて、抵抗感なく学習を進
めることが出来る。「ワーク」
のページで作業学習が出来る。

余分で難解な記述を避け、重点
化された構成となっている。側
注は簡素な記述でありながら丁
寧にまとめられている。「ファ
イル」や「特集」・「地理のス
パイス」でより深めたい内容や
興味を引き出す情報を掲載して
いる。

重要語句については丁寧にコメ
ントされているが、本文の記述
は平易で分かりやすいく、要点
をしっかりと押さえている。学
習者の興味や関心が持続できる
範囲でまとめられている。基礎
的な知識を容易に獲得できる。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 1

大迫力でビジュアル的にも訴え
るものがある地図を使用してい
る。印刷が鮮明で、自然の様子
がつかみやすい所も特色であ
る。それぞれの地図には豊富な
情報が盛り込まれているため、
学習者の興味や視野が広がる内
容である。

地図の配置がバランス良くでき
ている。地図が鮮明で読図が比
較的しやすい。空間認識もしや
すい。統計資料が豊富で、興味
を持って地理学習を進められ
る。装丁は色合いには欠けるが
堅固で長時間の耐久性が認めら
れる。

地域理解に適した図法が随所で
取り上げられて理解を助けてい
る。一部のページの構成には、
等高段彩表現を取り込み、地形
が一目でわかるように工夫され
ている。地域の今に焦点を当て
た表記で理解しやすい。

地理
歴史

130 二宮 地図 312
基本地図帳　改訂
版

1

歴史的遺産や資源の宝庫と言わ
れる地域では、関連する写真を
ページのすみに掲載して興味が
持てるような工夫をしている。
多くの都市が密集しているよう
な地域は地図を拡大してのせて
いる。中東地域１ページに収め
見やすい。

とても大きなサイズで、各ペー
ジのデータがよく見える。掲載
されている地図も大きいため、
文字も大きく地名等が読みやす
い。首都や話題の地域を拡大し
て印刷されている。標高スケー
ルに枠を付ける等の工夫がなさ
れている。

地域の土地利用や植生を模式図
を使って分かりやすく表現して
いる。土地の特徴が理解しやす
いように色遣いや表現方法を変
えている。他の地域との関係を
分かりやすくするため、イン
デックスマップを配置してい
る。

公民 7 実教 現社 315
最新現代社会　新
訂版

3

豊富な学習内容でボリュームが
ある。重要用語は側注で丁寧に
補足されている。関連する人物
は並列して提示し一目で比較で
きるように工夫されている。各
単元の冒頭には学習のポイント
が箇条書きで示され取り組みや
すい。

判例が豊富で、イラストや写真
が配置され事実や問題点がよく
わかるように構成されている。
資料や写真が沢山用意され、考
える手がかりとなっている。難
解な思想も具体例を用いながら
対話形式で解説されていて理解
が容易である。

本文の内容は、詳しく記述され
ているのが、更に分かりやすく
書かれていて理解しやすい。意
欲的に学習に取り組めるように
発展的・補足的な記述を小本文
で明示し、最新の情報を提供し
ている。学習者の興味が持続す
る。

○ 公民 183 第一 現社 322
高等学校　改訂版
新現代社会

3

各ページに学習のポイントが明
示され学習計画が立てやすい。
側注は分かりやすく解説されて
いる。脚注部分には
「information」として難しい語
句を補足していて理解を助けて
いる。資料や写真が豊富でしか
もサイズが大きい。

学習意欲を高める工夫として、
「FILE」では時事問題を取り上
げ「ゼミナール」では仕組みを
分かりやすく解説している。
「TOPIC」では社会の出来事を解
説している。分量は適切で取り
組みやすくなっている。

本文の記述は平易で、分かりや
すい。囲い込み記事は難しい事
象を写真や図版を用いて丁寧に
解説している。判例の内容は充
実していて必ず争点図を取り入
れ、ビジュアル的な部分にも配
慮している。体系的に学習でき
る。
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公民 35 清水 倫理 308
高等学校　新倫理
新訂版

3

思想が生まれた風土や歴史的な
背景を丁寧に解説している。東
洋の思考と西洋の思考との違い
を明示している。基本的な事柄
をしっかりと押さえ、考える手
がかりとしている。主要な思想
家は網羅されていて入試にも対
応する。

多角的に考察できるように構成
が工夫されている。さらに、学
習事項の定着や小論文対策にも
配慮されている。時代背景や他
の時代との関わりが容易にわか
るように、触れられていて、興
味が持続するように組み立てら
れている。

先哲達の思想を過不足なく的確
に紹介している。また、現代の
思想の潮流をも重視して表記さ
れている。論点を明確にしつ
つ、補助的に資料やグラフ・図
表で考えを深化させることが十
分可能である。

○ 公民 183 第一 倫理 310
高等学校　改訂版
倫理

3

思想年表は独自の視点からまと
められ、思想全体や時代的背景
が手に取るように理解できる優
れものである。資料や年表等
は、豊富で見やすく配置されて
いる。現代の諸課題や話題性の
あるものがいろいろな観点で考
察されている。

生徒の理解を進め、抵抗感を軽
減する工夫として、「Theme」や
「特集」・「コラム」を設定し
意欲的に学習が出来るように仕
掛けが出来ている。源流思想か
ら現代思想まで隙間のない取り
上げ方をしている。

思想の内容を丁寧に、且つ簡潔
に記述されている。思想と現代
の私たちとの繋がりを意識した
表現となっている。原典資料が
豊富で本文の記述を補完してい
る。また、側注は平易な表記で
分かりやすく解説されている。

○ 公民 7 実教 政経 303 高校政治・経済 2

各節の冒頭には問題の所在を明
確にした学習内容が提示されて
いる。統計資料や制度や仕組み
がよくわかる図版が豊富に掲載
されている。本文を引き立てる
図解説やイメージしやすい具体
例が多く、学習効果が期待でき
る。

基本は見開き２．４ページで構
成されていて、導入・展開・考
察と分かりやすくはっきりと組
み立てられている。項目ごとの
事柄が、並列的に列挙されてい
るため理解しやすい。様々な切
り口から記述され思考を深めら
れる。

歯ごたえのあるテーマを一部で
取り上げ、小論文対策として適
切である。本文は、現状と課題
について分かりやすく記述され
ていて、しかも簡潔にまとめら
れている。「Check up」で具体
的な課題が設定されている。

公民 35 清水 政経 306
高等学校　現代政
治・経済　最新版

2

写真は少なめであるが、図版や
資料・史料は豊富であり見やす
く配置されている。巻末の「政
治のあゆみ」には情報が濃縮さ
れていてとても参考になり、興
味を持って学習できる。課題に
対して問題意識を持って取り組
める。

課題編のテーマは独自の観点で
構成されていて、深く考えさせ
る内容となっている。側注とコ
ラムで本文を補完する形式を
取っている。基礎基本が押さえ
られていて持続的な学習が可能
である。

背景と理論を別々に表記して、
頭が混乱しないように工夫され
ているので理解がしやすい。使
いたい資料や写真が豊富に掲載
され、適切な解説がなされてい
る。考える視点について多くの
立場を例示している。

数学 2 東書 数Ⅰ 301 数学Ⅰ 1

例・例題、問、節末問題、章末
問題と段階的に無理なくレベル
アップできる。問は例・例題と
同レベルの問題を扱い、基礎
的・基本的な知識が定着するの
に役立つ。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。

数学 2 東書 数Ⅰ 302 新編数学Ⅰ 1

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。

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 311 高等学校　数学Ⅰ 1

基礎的・基本的な内容につい
て、理解しやすいようにわかり
やすく扱っている。

問題量・構成ともに適切であ
る。

理解しやすい文章表現であり丁
寧にまとめられている。

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 312 新編　数学Ⅰ 1

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

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

適切な文章表現である。また、
図なども効果的に使われていて
理解しやすい。

数学 2 東書 数Ⅱ 301 数学Ⅱ 2

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。

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 104 数研 数Ⅱ 310 高等学校　数学Ⅱ 2

基礎的な内容から発展的な内容
まで、説明や、解答が分かりや
すく、簡潔でが工夫されてい
る。

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。

数学 2 東書 数Ⅲ 301 数学Ⅲ 3

例・例題、問、節末問題、章末
問題と段階的に無理なくレベル
アップできる。問は例・例題と
同レベルの問題を扱い、基礎
的・基本的な知識が定着するの
に役立つ。参考・発展の内容も
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。

○ 数学 104 数研 数Ⅲ 309 高等学校　数学Ⅲ 3

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

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。
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数学 2 東書 数Ａ 301 数学Ａ 12

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。

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 2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ 2

基本的内容が簡潔にまとめられ
ており、例題の解説が丁寧であ
る。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。

構成・分量が適切である。 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。

○ 数学 104 数研 数Ａ 311 高等学校　数学Ａ 12

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。

問題量・構成ともに適切であ
る。

わかりやすい表現でまとめられ
ていて理解しやすい。

○ 数学 104 数研 数Ａ 312 新編　数学Ａ 2

基礎・基本の内容について、説
明が丁寧で理解しやすい。

問題量・構成ともに適切であ
る。

わかりやすい文章表現でまとめ
られている。

数学 2 東書 数Ｂ 301 数学Ｂ 2

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。

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 104 数研 数Ｂ 310 高等学校　数学Ｂ 2

基本的な内容から発展的な内容
まで整理されていて理解しやす
い。また、練習問題なども内容
および分量ともに適切である。

問題量・構成ともに適切であ
る。

適切で理解しやすい文章表現を
用いてまとめられている。

理科 2 東書 科人 306
改訂　科学と人間
生活

1

生活に密着した科学の内容が広
範囲にわたってよく網羅されて
おり、理科が苦手な生徒にも親
しみやすい内容になっている。

要所要所に資料として価値の高
い図表が配置された構成である
ため理解しやすい。

多岐にわたる科学の内容を平易
な文章で的確に表現している。

○ 理科 7 実教 科人 307
科学と人間生活
新訂版

1

生活に密着した科学の内容を中
心に広範囲にわたってよく網羅
されており、生徒の理解が深ま
りやすい。

要所要所に資料として価値の高
い図表が配置された構成である
ため理解が深まりやすい。

多岐にわたる科学の内容を平易
な文章で的確に表現している。

理科 7 実教 物基 313 物理基礎　新訂版 1

発展の扱いが詳しく、内容の取
り扱いが適切である。また、例
題の解答が簡潔で、生徒自身に
考えさせる内容になっている。

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。

「発展」が効果的に配置されて
いて、「物理」の学習に無理な
くつながる。

○ 理科 104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 1

内容が系統的に配列され、説明
も簡潔である。また、良質の問
題が豊富で、易から難へ段階的
に学習が進められる。三角比、
ベクトルが未習の場合に対応が
なされ、生徒に過度の負担がか
からないようになった。

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。

簡潔な表現でわかりやすく表記
がされている。図表の配置も適
切である。

理科 7 実教 物理 302 物理 23

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。

物理現象をより理解しやすくす
るため、実験に写真を入れた
り、図が見やすく工夫されてい
る。

○ 理科 104 数研 物理 306
総合物理１　力と
運動・熱

23

力学の系統的な学習ができるの
で、適切である。物理基礎の復
習が収録され、学習内容を振り
返りながら理解を深めることが
できる。また、数学の知識が収
録され、物理学習の手助けにな
る。

構成・分量ともに適当である。
２分冊になっており、携帯に便
利である。

平易かつ簡潔な表現でわかりや
すく表記してある。図表の配置
も適切である。

○ 理科 104 数研 物理 307
総合物理２　波・
電気と磁気・原子

23

波動・電磁気の系統的な学習が
できるので、適切である。物理
基礎の復習が収録され、学習内
容を振り返りながら理解を深め
ることができる。また、数学の
知識が収録され、物理学習の手
助けになる。

構成・分量ともに適当である。
２分冊になっており、携帯に便
利である。

平易かつ簡潔な表現でわかりや
すく表記してある。図表の配置
も適切である。
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理科 7 実教 化基 315 化学基礎　新訂版 12

全体的に、ページの文字数が多
めで詳しい。　図式、模式図に
も工夫がされている。

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
て良い。　詳しくなった反面、
分量が多くて授業でこなすこと
が困難になる可能性がある。

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
ビがふってあり将来性を感じ
る。

理科 104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎 12

各単元で項目のまとめが充実し
ている。図が以前より豊富に
なった。内容表現が基礎から充
実している。

色刷り写真が豊富になり、授業
での説明がしやすくなった。分
量は少し多めで２単位ではやや
時間が少なくなる可能性があ
る。

ブックマークの役割をもつ印が
つけられ、学習の関連づけがで
きた教科書である。

○ 理科 183 第一 化基 321
高等学校　改訂
化学基礎

12

基礎学力から応用力まで身につ
くように、配慮している。写真
や図や表が効果的に使われてい
る。指導内容が、精選され使い
やすくなった。

生徒に興味・関心を持たせる工
夫をしている。改定によりペー
ジ数が減ったが内容は充分であ
る。

４色刷りを効果的に使って理解
しやすい工夫をしている。キー
ワードに英文字のルビがふって
あり将来性を感じる。図も以前
より大きく見やすくなった。

理科 7 実教 化学 303 化学 2

説明が簡潔で、例題や練習問題
も適切で理解しやすい。

図がカラーで効果的に使われて
おり、簡潔で理解しやすい構成
となっている。

本文とグラフなどの配置が見や
すく、内容をイメージしやす
い。

○ 理科 183 第一 化学 307 高等学校　化学 2

資料のカラーページが充実して
おり、実験の説明なども生徒が
考え易い内容である。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、量的には多めではあるが、
授業と家庭学習の両方で十分使
用できる。

文章もわかりやすく図や表が効
果的に扱われ、詳しい解説がな
されている。

理科 2 東書 生基 311 改訂　生物基礎 2

説明文の量が豊富で、かつ詳細
に解説してあるため、生命活動
に対してより深い理解がはかれ
る。

文章の量が多く、図が少ない
が、分量としては適当である。

文章量が多く、表現も詳細であ
る。

理科 61 啓林館 生基 315 生物基礎　改訂版 2

動物の恒常性や刺激と反応の分
野を中心に図が多く用いられて
おり、視覚的にわかりやすいた
め指導がしやすい。基本的な内
容から応用まで広く掲載されて
いる。

図やグラフの量が多く視覚的に
わかりやすい。分量としても適
当である。

生物の恒常性や刺激と反応に関
する図が多く、解説もわかりや
すい。

○ 理科 183 第一 生基 318
高等学校　改訂
生物基礎

2

精緻な図が多いので指導がしや
すい。文章表現も平易でわかり
やすい。特に細胞小器官につい
ての表記が理解しやすい。

文章の量と図やグラフの量のバ
ランスがよい。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。

理科 2 東書 生物 301 生物 3

説明文の量が豊富で、かつ詳細
に解説してあるため、生命活動
に対してより深い理解がはかれ
る。

文章の量が多く、図が少ない
が、平易な文章を用いており分
量としては適当である。

平易ではあるが文章量が多く、
表現も詳細である。

理科 61 啓林館 生物 302 生物 3

実験に関する表記が多い。特に
発生の分野は解説も平易でわか
りやすく、写真や図が多いため
理解しやすい。

図や写真を多用していて理解し
やすい。文章の量も適当であ
り、文章と図表のバランスもよ
い。

遺伝に関する表記がわかりやす
いく、基本から応用まで理解し
やすい。

○ 理科 183 第一 生物 304 高等学校　生物 3

明確な写真や図が多く掲載され
ている。生物の配偶子形成や生
物の行動についての図がわかり
やすい。文章表現も平易でわか
りやすい。

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

発生に関する図が多く、解説も
わかりやすいため理解しやす
い。

保健
体育

50 大修館 保体 304
現代高等保健体育
改訂版

12

基礎・基本が厳選された内容で
ある。基礎的な内容や重点的内
容がわかりやすく、生徒に課題
意識をもたせやすい。

内容がバランスよく配置されて
いる。まとめやすく、系統が
しっかりしているので指導しや
すい。

イラストや写真が多く使用され
ており生徒の理解を助けること
で、学習意欲を高めている。

○
保健
体育

50 大修館 保体 305
最新高等保健体育
改訂版

12

各単元ごとのめあてが理解しや
すく学習のポイントが明記され
ており生徒が学習しやすい。

単元ごとに適切な分量になって
いる。学習範囲が明確に提示さ
れており、まとめやすく、指導
しやすい。

カラー・図版も豊富で生徒の興
味関心をひきすく、内容も理解
しやすい。的確な表現でまとめ
られており、表記の仕方も強調
され工夫されている。

芸術 17 教出 音Ⅰ 308
高校音楽Ⅰ改訂版
Music　View

1

音楽を様々な視点から学べる工
夫がされている。創作に関して
も、丁寧なあつかいをしてい
る。

Ａ４サイズの楽譜で見やすい。
カラー写真を豊富に使用してい
る。

音楽史年表やコード表などの資
料が豊富。
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○ 芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 1

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

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

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

○ 芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 1

題材がバランスよく、しかも相
互に関連をはかりながら適切に
配置されている。また自然や環
境に対する関心へと視野が広が
るよう、教科書が一つの流れに
なるようにまとめられている。

図版の大きさは見易く、分量も
豊富なので、読む、見る両方の
楽しさがある。装丁は丈夫であ
る。装丁は堅牢で、再生紙使用
など環境への配慮もされてい
る。

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

芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 1

題材ごとの詳細な説明と参考作
品が示されていて、鑑賞活動に
役立つ工夫がなされている。

構成、分量は適切で作品の持つ
雰囲気が伝わりやすく、装丁も
丁寧である。

伝統文化の理解を深めるととも
に、他の芸術分野や歴史の授業
にもつながる多様な表現が示さ
れている。

○ 芸術 6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 1

中学校書写からの導入部分は、
「書へのいざない」と題して、
丁寧に学べるよう工夫がなされ
ている。自学自習も可能なよう
古典に訓読等がついている。

カラーユニバーサルデザインに
も配慮し、作品の持つ雰囲気が
伝わりやすい。構成・分量は適
切である。

書の伝統と文化を理解しやすく
するため、他教科の内容を関連
させながら学習するコラムが随
所に設けられている。

芸術 38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ 1

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

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

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

○
外国
語

50 大修館 コⅠ 337
Compass English
Communication Ⅰ
Revised

1

中学の復習から無理なく高校英
語に移行できる基礎的な内容で
ある。題材も生徒の興味を引く
内容で身近で前向きなものに
なっている。

見開き構成で学習内容が一目で
わかるように組まれている。

本文や傍注、脚注の他、写真や
イラストなどが適切に見やすく
配置されている。

外国
語

61 啓林館 コⅠ 340
Revised LANDMARK
English
Communication Ⅰ

1

題材は、血液型、制服、カレー
等、生徒の興味関心を引きやす
いものが多く採り上げられてい
る。４技能をバランスよく伸ば
す工夫が見られる。

全課４パート構成で導入部だけ
でなく写真図表が豊富に掲載さ
れている。

新出語の中で入試問題頻出のも
のが青字で表記されている。ま
た、キーワードや英単語に関す
るトリビアは生徒の関心を引き
やすい。

外国
語

61 啓林館 コⅠ 341
LANDMARK Fit
English
Communication Ⅰ

1

LANDMARKの題材はそのままに、
より楽しく学習ができて、英語
が好きになるような内容になっ
ている。

本文と練習問題がパート毎に見
開きで構成され、１コマでやり
きれる構成になっている。

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

○
外国
語

183 第一 コⅠ 350

Perspective
English
Communication Ⅰ
NEW EDITION

1

大学受験に対応できる力の育成
を目指し、知的好奇心を刺激す
る多様な題材が多い。Listen &
AnswserやSummaryで「使える英
語」を意識している。

InputからOutputへ、４技能をバ
ランスよく鍛える工夫がみられ
る。「文法」「言語の働き」の2
ステージ構成で、多様な授業形
態に対応している。

イラストと写真が豊富で見やす
い。本文と内容理解のための質
問文の色分け表記や新出単語が
音節分けしてある等、工夫が見
られる。

外国
語

2 東書 コⅡ 302
Power On
Communication
English Ⅱ

2

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。

外国
語

15 三省堂 コⅡ 306
CROWN English
Communication Ⅱ

2

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

冒頭で教科書で扱われる主な登
場人物を紹介し、後のレッスン
で詳しくわかる構成である。

写真やイラスト、図などが適所
に配置されている。

○
外国
語

50 大修館 コⅡ 311
Compass English
Communication Ⅱ

2

説明文やエッセイ、物語文が扱
われており、バラエティに富ん
だ教材になっている。取り扱わ
れているテーマは環境、自然、
文化、歴史などにわたってお
り、生徒が触れておくべき題材
となっている。

３つのUnitから成り、最初の
Unitでは読解のスキルが確認で
き、次のUnitではそれらを意識
しながら進めることができる。
最後のUnitには写真や絵が配置
されている。

個々の表記・表現は標準的なア
メリカ英語のものが基調となっ
ている。写真やイラストは大き
さも配置も適切である。

○
外国
語

183 第一 コⅡ 322
Perspective
English
Communication Ⅱ

2

学ぶ・知ることの重要性や今日
的な問題について考えさせる教
材が収録されているだけでな
く、科学的なものなど、教材の
選定に偏りがなくバランスが取
れている。物語文への興味を喚
起させることもできる。

教材の難易度、取り扱いの言語
材料の配列が段階的、体系的で
あり、学習に適している。課
数、ページ数が年間単位数での
履修に適している。

文字の大きさ、書体が適当であ
り、学習しやすい。本文内容に
関連した写真・図版が適切に配
置され、視覚的な学習を助ける
配慮が見られる。

外国
語

2 東書 コⅢ 302
Power On
Communication
English Ⅲ

3

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。

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。
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外国
語

15 三省堂 コⅢ 305
CROWN English
Communication Ⅲ

3

生徒の興味・関心を喚起するも
のを精選し、多様な内容が採り
あげられている。場面や登場人
物は、英語が広く使用されてい
る現況と国際理解の課題との関
係から、日本を中心に幅広い国
及び人物を配置している。

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

写真や図版が豊富に配置され題
材に対する興味を喚起してい
る。

○
外国
語

50 大修館 コⅢ 309
Compass English
Communication Ⅲ

3

説明文やエッセイ、物語文が扱
われており、バラエティに富ん
だ教材になっている。取り扱わ
れているテーマは環境、自然、
文化、歴史などにわたってお
り、生徒が触れておくべき題材
となっている。

３つのUnitから成り、最初の
Unitでは読解のスキルが確認で
き、次のUnitではそれらを意識
しながら進めることができる。
最後のUnitには写真や絵が配置
されている。

個々の表記・表現は標準的なア
メリカ英語のものが基調となっ
ている。写真やイラストは大き
さも配置も適切である。

○
外国
語

183 第一 コⅢ 320
Perspective
English
Communication Ⅲ

3

扉のページに、そのレッスンに
関係のある写真が大きく載せら
れており、ブレインストーミン
グを行うことができる。本文は
見開きで２ページに収められ読
みやすく、扱われている題材も
読解に適している。章末の
Activity Plusで更に深いコミュ
ニケーション活動が可能となる
内容になっている。

見開きで本文が完結する構成に
なっており、次ページで本文の
まとめと文法事項の確認ができ
るように構成されている。

英語での指示文が多用されてい
るが、取り組むべきことは十分
に理解できるため適切である。
Key Expessionsの例文も概ねわ
かりやすい。

外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 328

Revised Vision
Quest English
Expression Ⅰ
Advanced

1

自己紹介やスポーツなど身近な
話題から社会問題などの題材が
扱われ、入試にも対応できる文
法力と表現力を養えるように
なっている。

各課とも、文法を含むモデル会
話+文法解説+演習+発信活動の構
成になっていて、文法力と表現
力を育めるようになっている。

写真・イラスト・図表は大き
さ、配置ともに適切である。辞
書として使える実用的なページ
があり、英語の基本ルールを確
認するのに便利である。

○
外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 329

Revised Vision
Quest English
Expression Ⅰ
Standard

1

自己紹介やスポーツなど身近な
話題から社会問題などの題材が
扱われ、基本からの文法力と表
現力を養える内容になってい
る。

各課とも、文法を含むモデル会
話+文法解説+演習+発信活動の構
成になっていて、文法力と表現
力を育めるようになっている。

写真・イラスト・図表は大き
さ、配置ともに適切である。辞
書として使える実用的なページ
があり、英語の基本ルールを確
認するのに便利である。

外国
語

50 大修館 英Ⅱ 306
Departure English
Expression Ⅱ

3

身近なテーマから徐々に世界を
広げていけるよう、課が配列さ
れている。

Part１～２は聞き取りによる導
入、Part３以降はブレーンス
トーミングから展開する構成に
なっている。文法事項、書く・
話す活動、ともに学習が進むに
つれて難易度が高くなるように
配慮されている。

本文や語句のヒント・コラムの
ほか、写真・イラストなどが適
切かつ見やすく配置されてい
る。

○
外国
語

61 啓林館 英Ⅱ 307
Vision Quest
English
Expression Ⅱ

3

英語表現Ⅰでの学習内容を発展
させて、表現活動ができるよう
になっている。日本語発想をよ
り自然な英語表現にできるよう
な配慮がなされており、自由英
作文まで段階的に取り組めるよ
うな構成となっている。

パートが３つに分かれており、
文法項目の復習、パラグラフラ
イティング、プレゼンテーショ
ン活動と段階的に学習すること
ができる。

各ページにある設問やExercise
の指示文が的確であり、各項目
でどのようなTaskに取り組むべ
きなのかが明確である。

○ 家庭 7 実教 家基 314
新家庭基礎　パー
トナーシップでつ
くる未来

12

章の中の項目の始まりで現状分
析できるので課題を見つけ、解
決し、実践しやすい流れになっ
ている。章の終わりには世界の
状況も分かりやすい表現で理解
しやすい。コラムの内容も興
味・関心を持たせることが出来
る。

資料が豊富で配置が見やすく、
理解しやすい。
写真やイラストと文章の構成も
バランスが良い。97、98ページ
はＡ３版で広げて見る事ができ
るのでわかりやすい装丁になっ
ている。

丁寧で理解しやすい表記であ
る。イラスト、グラフ、写真も
鮮明でとても見やすい。言葉の
表現も高校生が理解しやすく
なっている。

家庭 183 第一 家基 320

高等学校　新版
家庭基礎　ともに
生きる・持続可能
な未来をつくる

12

それぞれの単元の内容が分かり
やすく、図やイラストで流れを
丁寧に説明しているので実践し
やすい。言葉の説明も具体的で
ある。

グラフや図表など構成がわかり
やい。装丁もＢ５以上なので文
章がもう少し多いとさらに充実
する。

流れを説明することや時間の流
れを表現するのにイラストや図
表が的確に使用されていて学び
やすい表記である。

情報 2 東書 社情 310 社会と情報 3

理論編は標準的な用語などにつ
いて網羅しており、実習編は多
岐にわたる内容で授業で取り上
げやすくなっている。

実習編と理論編に分かれてお
り、理解しやすい構成になって
いる。また、理論編が先に来る
ことで授業で活用しやすくなっ
た。

注釈が多く差し込まれており、
生徒の実態に合わせて授業で広
げられるようになっている。

○ 情報 7 実教 社情 311
最新社会と情報
新訂版

3

標準的な用語などについて網羅
されており、基礎的な内容に加
えてやや深みのある学習もでき
る内容となっている。

全５章で構成されており、すべ
ての範囲において同程度に記載
されているため、偏りなく学習
することができる。全体の分量
としても良い。

文章による説明が中心となって
いるが、適切に図解も挿入され
ており、理解を手助けしてい
る。また、注釈もふんだんに記
載されており、理解を深めるこ
ともできる。

情報 2 東書 情科 306 情報の科学 1

標準的な用語などについては網
羅されている。挿絵が多く、理
解を手助けする内容となってい
る。

実習編と理論編に分かれてお
り、理解しやすい構成になって
いる。また、理論編が先に来る
ことで授業で活用しやすくなっ
た。

文章による説明もあるが、図解
が多く、理解しやすくなってい
る。



様式１－２
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表記・表現

平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立橘高等学校（全日制課程）
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候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名
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学年

内容 構成・分量・装丁

○ 情報 7 実教 情科 307
最新情報の科学
新訂版

1

標準的な用語などについて網羅
されており、特に問題解決の章
については、やや深い部分まで
記載されている。

基礎的な内容から導入し、徐々
に発展した学習ができる構成に
なっている。専門的な用語など
については適宜注釈がついてお
り、理解を深めることができ
る。

文章による説明が中心となって
いるが、やや難しい部分につい
ては必要に応じて図解が挿入さ
れており、スムーズな理解を促
している。



様式１－２

番号 略称 記号 番号

国語 2 東書 国総 332 新編国語総合 1

全体に易しすぎる。現代文・古
文・漢文のすべての単元自体が
少ない。

ボリュームがなく、ページも少
ない。教材全体の選択の幅が狭
い。

あっさりした印象。カラーペー
ジが充実していない。活字の大
きさは適切。

○ 国語 50 大修館 国総 344
国語総合　改訂版
現代文編

1

小説は近現代文学の珠玉の作品
を厳選し、安心して授業できる
名作が多い。

適量である。古文・漢文編では
基礎力を高められるよう解説が
充実している。

漢字や語句など基礎基本が身に
つく基本設計。学習意欲を高め
る、見やすく機能的なレイアウ
トである。

○ 国語 50 大修館 国総 345
国語総合　改訂版
古典編

1

教材は古文・漢文とも高校一年
生に相応しい教材をバリエー
ション豊かに網羅。

適量である。古文・漢文編では
基礎力を高められるよう解説が
充実している。

漢字や語句など基礎基本が身に
つく基本設計。学習意欲を高め
る、見やすく機能的なレイアウ
トである。

国語 50 大修館 国総 347
新編国語総合　改
訂版

1

どの分野も代表的な作品が載っ
ていて系統だっており、使いや
すい。注などが細かく、使いや
すい。

分量は適切。装丁も落ち着いた
色になっている。

文字は小さめだが、すっきりし
ていて見やすい。

国語 2 東書 現Ａ 301 現代文Ａ 3

平易な文章が取り扱われてお
り、また定評のある重厚な作品
もあるが、全体的に現代文に苦
手意識を抱いている生徒も取り
組みやすいものとなっている。

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。

とても見やすく、また、挿絵・
写真など親しみやすい作りに
なっているので、読みやすい。

○ 国語 17 教出 現Ａ 302
現代文Ａ　青春文
学名作選　―歴史
の中の青春

3

定番のものから時代にあわせた
新しい作品も載っている。生徒
の関心をひくとともに、読解力
を養えるような内容となってい
る。

２部構成になっており、２・３
年を通して使いやすい。

色使いがよく、字も読みやす
い。

国語 17 教出 現Ｂ 306 現代文Ｂ 2

『舞姫』の本文脇に現代語訳が
ついている。使い勝手は悪くな
いが、全体的に、すこし易しめ
の単元。

教材全体の分量はやや少ない。
この中から精選するほど選択肢
がない。

特別に、工夫がされている印象
はない。カラー頁・写真などの
資料が物足りない。

○ 国語 50 大修館 現Ｂ 308 現代文Ｂ　上巻 2

入試頻出の著者による評論が多
く、文章内で出てきた重要語句
（「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。

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。

○ 国語 50 大修館 現Ｂ 309 現代文Ｂ　下巻 3

入試頻出の著者による評論が多
く、文章内で出てきた重要語句
（「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。

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。

国語 143 筑摩 現Ｂ 315 精選現代文B 23

オーソドックスながら、難解な
ものが多く、難しすぎる。

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。

国語 2 東書 古Ａ 301 古典Ａ 2

さまざまな時代やジャンルの教
材をバランスよく豊富に選定し
ており，生徒の感性を高めるこ
とにより、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。

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。また見開きで収
まるように構成されているため
見やすい。

イラストや脚注が多いので理解
が深まりやすい。また巻末の付
録が詳しく豊富に用意されてい
る。

国語 15 三省堂 古Ａ 306 古典Ａ 2

本文中には現代語訳が入ってい
て、古典に抵抗感をもっている
者には学びやすい作品が多い構
成で、初心者にも取り組みやす
い内容となっている。

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。

版が大きく活字の文字も大きく
読みやすい。本文を補うイラス
トが魅力的で古典学習を進める
うえで扱いやすい。

○ 国語 50 大修館 古Ａ 307 古典Ａ　物語選 2

教材が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。
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。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
見やすくい。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
など、わかりやすく工夫した表
現をしている。

○ 国語 2 東書 古Ｂ 302
精選古典Ｂ　古文
編

3

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

古文編・漢文編の２分冊構成で
あり、多様かつ柔軟な指導が実
現できる。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。

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。

表記・表現

平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立高津高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

使用
学年

内容 構成・分量・装丁
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番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立高津高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

使用
学年

内容 構成・分量・装丁

○ 国語 2 東書 古Ｂ 303
精選古典Ｂ　漢文
編

3

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

古文編・漢文編の２分冊構成で
あり、多様かつ柔軟な指導が実
現できる。幅広い分野からの作
品で構成されており、複数年で
の履修にも対応できる。

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

国語 183 第一 古Ｂ 328 高等学校　古典Ｂ 3

同社の標準古典Ｂと同じ教材を
多く収録しながら、さらに多く
の教材を収めている。

選択で学習するには分量が多す
ぎる。かなりやり残してしまう
教材の分量がある。

同社の標準古典Ｂと同じであ
る。漢文の基本句形などの確認
がわかりやすい。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 306 要説世界史 2

学習指導要領の内容に適してお
り、授業を進める上で適切であ
る。高度な内容で質・量ともに
充実している。史料・図説・写
真が豊富で、歴史の理解・応用
まで十分な内容になっている。

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。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 307 現代の世界史 2

基本的な内容の取り扱いが適切
である。資料や図版の構成や配
置が見やすくできている。注釈
が詳しく、分かりやすく、前後
のつながりがつかみやすい。記
述が平易である。

レイアウトが見やすく構成され
ているため比較的分かりやす
い。ビジュアルな図版や写真が
豊富でサイズも大きめである。
そのため、生徒の理解の助けと
なりうる。

表現が分かりやすく、いたると
ころで、小さな工夫がされてい
る。表記が簡潔である。写真や
資料が随所に見られ、興味や関
心を失うことなく学習が継続で
きる工夫がされている。

○
地理
歴史

81 山川 世Ａ 308 世界の歴史 2

学習指導要領の内容に適してお
り、授業を進める上で適切であ
る。史料・図説写真が豊富で、
世界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、世界の近
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。記述もわかりやす
く表現されている。

地理
歴史

81 山川 日Ａ 307 日本史Ａ 3

学習指導要領の内容に適してお
り、指導を進める上で適切であ
る。基本が分かりやすく、まと
まっている。

構成は分かりやすいが、発展的
な学習をするには、不十分であ
る。

資料や写真が豊富で見やすい。
丁寧に表記され、分かりやす
い。

○
地理
歴史

81 山川 日Ａ 303 現代の日本史 3

学習指導要領の内容に適してお
り、授業を進める上で適切であ
る。高度な内容で、史料・図説
写真が豊富で、基本から発展的
内容まで日本の近現代史がわか
りやすくまとまっている。

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。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308
高等学校　新地理
Ａ

1

地理の重要項目が丁寧に掲載さ
れ、確実に知識が定着できる内
容となっている。全編を通じ、
世界と日本の国際関係及び新し
い国際的動向が追究できるよう
になっている。

見やすい。世界全体をカバーし
てあり、多様な地域を選択して
学習できる。

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

地理
歴史

46 帝国 地Ａ 306 高校生の地理Ａ 1

学習指導要領の内容に適してお
り、指導を進める上で適切であ
る。基本が分かりやすく、まと
まっている。

構成は分かりやすいが、発展的
な学習をするには、不十分であ
る。

資料や写真が豊富で見やすい。
丁寧に表記され、分かりやす
い。

地理
歴史

46 帝国 地図 309
標準高等地図
－地図で読む現代
社会－

1

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

地図と資料の関連性が十分にあ
り、世界地図・日本地図、資料
統計図や表が十分配分されてい
る。

図版が大きく見やすい。地名表
記も的確に表現されている。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 1

地理歴史科・公民科の諸科目を
学習する上で、一般図・資料
図・都市図・統計資料がもっと
も適切に掲載されている。

地図と資料の関連性が十分にあ
り、世界地図・日本地図、資料
統計図や表が十分配分されてい
る。

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

○ 公民 2 東書 現社 313 現代社会 3

基礎的内容から発展的内容まで
バランスよく配列され、理解し
やすい。写真・図版・資料が精
選され、適切である。詳細な文
章で説明されており、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。

公民 81 山川 現社 308 現代社会 3

基本的事項から発展的事項まで
記述内容が豊富で、充実してい
る。学習に必要な統計・資料が
適切に配列され、詳細に記述さ
れており、内容が分かりやす
い。

全体的に適正な構成と分量であ
る。内容が豊富・詳細で理解し
やすい。

現代社会の諸問題を分かりやす
い表現で記述されている。図版
や表の表現にも工夫が見られ
る。

○ 公民 2 東書 倫理 306 倫理 23

倫理を学習する上で、説明・記
述が詳細にされており、分かり
やすい。図版・資料が適切で見
やすく、理解しやすい。

系統的に配列されており、分量
も十分で適切である。

資料や写真が豊富で見やすい。
丁寧に表記され、分かりやす
い。
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公民 81 山川 倫理 303 現代の倫理 23

倫理を学習する上で、説明・記
述がていねいにされており、分
かりやすい。図版・資料が適切
で見やすい。

系統的に配列されており、分量
も十分で適切である。

資料や写真が豊富で見やすい。
丁寧に表記され、分かりやす
い。

○ 公民 7 実教 政経 304 最新政治・経済 23

基本的事項から発展的事項まで
記述内容が豊富で、充実してい
る。学習に必要な統計・資料が
適切に配列され、詳細に記述さ
れており、内容が分かりやす
い。

全体的に適正な構成と分量であ
る。内容が豊富・詳細で理解し
やすい。

政治・経済の諸問題を分かりや
すい表現で記述されている。図
版や表の表現にも工夫が見られ
る。

公民 81 山川 政経 307 詳説　政治・経済 23

基本的事項から発展的事項まで
記述内容が豊富で、充実してい
る。学習に必要なグラフ・資料
が適切に配列され、詳細に記述
されており、内容が分かりやす
い。

全体的に適正な構成と分量であ
る。内容が豊富・詳細で理解し
やすい。

政治・経済の諸問題を適切な表
現で記述されている。

○ 数学 2 東書 数Ⅰ 301 数学Ⅰ 1

例・例題の解説が丁寧で、問、
節末問題、章末問題と段階的に
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・基本の知識定着に役立
つ。参考・発展の内容も充実し
ており、基礎から応用まで網羅
されている。

構成・分量ともに適切である。 色の配色は色数を抑え、色の濃
淡で表現されている。

数学 61 啓林館 数Ⅰ 308 数学Ⅰ 1

導入部分や例題の解説部分が丁
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、コラム欄には更に発展的な
考え方が紹介してあり、興味・
関心を持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。

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 104 数研 数Ⅰ 327 改訂版　数学Ⅰ 1

図を用いた解説が丁寧であり、
基礎から入試レベル問題まで幅
広く対応した編集がなされてい
る。また、授業の流れを考慮
し、応用問題までスムーズに到
達できるよう配慮されている。

適切な問題が充実している。 丁寧で適切にまとめられてい
る。色彩が落ち着いていて、見
やすい。

○ 数学 2 東書 数Ⅱ 301 数学Ⅱ 2

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・
基本の知識定着に役立つ。ま
た、生徒の理解度に合わせ弾力
的な取り扱いができるように編
集されている。

構成・分量ともに適切である。 色の配色は色数を抑え、色の濃
淡で表現されている。

○ 数学 2 東書 数Ⅱ 302 新編数学Ⅱ 2

例・例題と問の間に難易の
ギャップが少なく、授業が円滑
に行えるよう工夫がされてい
る。また、基礎・基本が定着し
やすいよう、内容が簡潔であ
る。数Ⅰとのつながりも配慮れ
ており、生徒が取り組み易いよ
うまとめられている。

構成・分量ともに適切である。 メリハリのある配色で重要箇所
が分かりやすい。

数学 104 数研 数Ⅱ 309 数学Ⅱ 2

図を用いた解説が丁寧であり、
基礎から入試レベル問題まで幅
広く対応した編集がなされてい
る。また、授業の流れを考慮
し、応用問題までスムーズに到
達できるよう配慮されている。

適切な問題が充実している。 丁寧で適切にまとめられてい
る。色彩が落ち着いていて、見
やすい。

○ 数学 2 東書 数Ⅲ 301 数学Ⅲ 3

例・例題、問、節末問題、章末
問題と段階的に無理なくレベル
アップできる。問は例・例題と
同レベルの問題を扱い、基礎・
基本の知識定着に役立つ。ま
た、理解の進んだ生徒への配慮
もされた編集となっている。

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。

数学 104 数研 数Ⅲ 309 高等学校　数学Ⅲ 3

問題のタイプが充実しており、
研究と発展で更にハイレベルな
問題も扱っている。例、練習、
応用、研究、問題、章末問題と
段階的に扱うことで無理なくレ
ベルアップできるように構成さ
れている。

適切な問題が充実している。 丁寧で適切にまとめられてい
る。色彩が落ち着いていて、見
やすい。

○ 数学 2 東書 数Ａ 301 数学Ａ 1

例・例題の解説が丁寧で、問、
節末問題、章末問題と段階的に
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・基本の知識定着に役立
つ。また、数学Ⅰとの関連を配
慮した編集となっており扱いや
すい。

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。
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数学 61 啓林館 数Ａ 308 数学Ａ 1

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
の定着に役立つ。例・例題・問
いの種類が充実している。

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。

色彩が多すぎず、ページ全体と
して見やすい。

数学 104 数研 数Ａ 327 改訂版　数学Ａ 1

図を用いた解説が丁寧であり、
基礎から入試レベル問題まで幅
広く対応した編集がなされてい
る。また、授業の流れを考慮
し、応用問題までスムーズに到
達できるよう配慮されている。

適切な問題が充実している。 丁寧で適切にまとめられてい
る。色彩が落ち着いていて、見
やすい。

○ 数学 2 東書 数Ｂ 301 数学Ｂ 23

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・
基本の知識定着に役立つ。ま
た、生徒の理解度に合わせ弾力
的な取り扱いができるように編
集されている。

各ページの頭の項目を統一する
ことで、学習に際し、より見や
すくなっている。

色の配色は色数を抑え、色の濃
淡で表現されている。

○ 数学 2 東書 数Ｂ 302 新編数学Ｂ 2

例・例題と問の間に難易の
ギャップが少なく、授業が円滑
に行えるよう工夫がされてい
る。また、基礎・基本が定着し
やすいよう、内容が簡潔であ
る。定着度が分かるよう基礎的
な問いから応用まで適度にまと
められている。

構成・分量ともに適切である。 メリハリのある配色で重要箇所
が分かりやすい。

数学 104 数研 数Ｂ 309 数学Ｂ 23

図を用いた解説が丁寧であり、
基礎から入試レベル問題まで幅
広く対応した編集がなされてい
る。また、授業の流れを考慮
し、応用問題までスムーズに到
達できるよう配慮されている。

適切な問題が充実している。 丁寧で適切にまとめられてい
る。色彩が落ち着いていて、見
やすい。

○ 理科 2 東書 物基 311 改訂　物理基礎 2

基本概念や法則など物理の系統
性を重視し内容がきめ細かく積
み上げられているので、基本事
項の正確な理解が得られる内容
になっている。さらに、生徒が
つまずきやすい点を丁寧に補足
説明するなど工夫がされてい
る。

必修の学習内容は厳選されてい
る。また、取捨選択した指導が
行えるように、明確に区分けさ
れた発展的学習内容も配置され
ていて、構成・分量ともに適切
である。

図版の中の説明が詳しく、重要
な図ではポイントをカラーで示
すなど、理解を深める工夫がさ
れている。

理科 2 東書 物基 312
改訂　新編物理基
礎

2

身のまわりの物理的現象を総合
的にとらえられるように内容を
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。

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。

図や写真の配置が適切で表現も
わかりやすい。

○ 理科 61 啓林館 物基 306 新編　物理基礎 2

物理的な現象がバランスよく簡
潔にまとまっており、図や表も
見やすく表記されている。生徒
が学習し易い内容である。

図や写真の配置に工夫がされて
いて、生徒に印象が残りやすく
工夫されている。

図版資料が豊富で、わかりやす
い説明がなされている。

理科 104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 2

基本概念や法則など物理の系統
性が重視されていて、必要な用
語などももれなく掲載されてい
るので、基本事項の正確な理解
が得られる内容になっている。
さらに、段階を追って発展的な
学習内容に進める工夫がされて
いる。

物理基礎での既習事項が一目で
わかるように工夫されている。
各編は内容のまとまりや順序性
によりいくつかの章に分けられ
ており、構成・分量ともに適切
である。

図版の中の説明が詳しく理解を
深める工夫がされている。物理
学への興味・関心を惹く内容が
豊富に盛り込まれ、生徒の学習
意欲を高める工夫がされてい
る。

○ 理科 2 東書 物理 301 物理 3

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。

物理基礎での既習事項が一目で
わかるように工夫されている。
各編は内容のまとまりや順序性
によりいくつかの章に分けられ
ており、構成・分量ともに適切
である。

記号や計算単位などの使用が適
切である。図や表が効果的に使
われ、簡潔な表現になってい
る。

理科 7 実教 物理 302 物理 3

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。

物理現象をより理解しやすくす
るため、実験に写真を入れた
り、図が見やすく工夫されてい
る。

○ 理科 2 東書 化基 313 改訂　化学基礎 1

平易に取り組むことができる基
礎的内容から、さらにそれを深
く理解するための発展的内容ま
で、幅広く学習できるように構
成されている。また、短時間で
実施できる観察実験が適切な個
所に取り上げられている。

教科書内の全問題に解答と開設
がついていて良い。構成も分量
も適切である。

記号や計算単位などの使用が適
切である。また図表なども効果
的に使われている。
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理科 61 啓林館 化基 306 化学基礎 1

取捨選択が可能なように上位科
目である「化学」の内容も盛り
込みながら、豊富な内容をきっ
ちりとまとめている。章末問題
の解答・解説が非常に詳しく、
生徒の自学自習が可能な内容に
なっている。

構成がわかりやすくなり、発展
的内容が充実している。

鮮やかなカラー写真や工夫され
た図表や例題により、本文の内
容を直感的・具体的に理解でき
るようになっている。

○ 理科 2 東書 化学 301 化学 23

基本的項目を網羅しながらも、
内容が豊かで生徒が学ぶ楽しみ
が得られるように工夫されてい
る。観察実験が多数盛り込まれ
ていて良い。豊富な内容で、生
徒の興味･関心がわきやすい。

生徒に興味を持たせやすいよう
に写真を中心に構成されてお
り、いたずらに本文が冗長にな
ることがなく、適切な分量と構
成になっている。

文章もわかりやすく、写真やイ
ラストが多く、表記・表現も適
切である。

理科 7 実教 化学 303 化学 23

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。説明が簡潔で、例題や練習
問題も適切で理解しやすい。

図がカラーで効果的に使われて
おり、簡潔で理解しやすい構成
となっている。分量も適切であ
る。

平易な表現でわかりやすく表現
されている。図や写真がバラン
スよく用いられ、イメージがつ
かみやすい。

○ 理科 7 実教 生基 313 生物基礎　新訂版 1

本文は簡潔な内容になっている
が、発展的な学習内容の項目が
大変充実しており、多様な授業
展開が可能となっている。ま
た、文章だけでなく、図や写真
からも学習できるようになって
いる。

構成も分量も適切である。問い
の解答が巻末にあり見やすく工
夫されている。

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

理科 61 啓林館 生基 304 生物基礎 1

記述が簡潔で原理や法則が無駄
なく理解できるよう工夫されて
いる。また、発展は上位科目で
ある「生物」との接続を意識し
た内容となっている。

重要内容を見開き構成にしてい
る。グラフや図・表を読み解く
問題を各所に配置するなど、構
成も細かいところまで活用でき
る資料になっている。

重要内容については図を大きく
配置するなど、視覚的に理解で
きるように工夫している。

○ 理科 2 東書 生物 301 生物 3

学習した項目が互いに結びつ
き、生物学の全体像が見通せる
内容。思考や興味関心が、記述
されている内容の理解にとどま
らずに、学習内容を実生活に結
びつけることができる内容に
なっている。

内容が見開き２ページ内に収ま
るように構成されている。必修
の学習内容と十分な関連を図っ
たさらに深化して学習内容も記
載されている。程度・分量とも
に充分である。

Ｂ５ 変形判になっており、詳細
な図版や鮮明な写真がダイナ
ミックに掲載され、情報量が充
実している。

理科 7 実教 生物 305 生物 3

本文の内容は最小限で抑え、短
時間での履修が可能となってい
る。演習問題が充実しており、
解答も丁寧に詳細に解説されて
いる。重要項目が各章末にコン
パクトにまとめられている。

本文に「問」を、章末に「まと
め」を設置するなど、生徒自ら
学習項目を予習・復習できるよ
うな構成になっている。程度・
分量も適切である。

紙面のレイアウトはすっきり見
やすく、図の中で連続的変化を
示すものは色を統一するなど、
カラーが有効に使われている。

保健
体育

50 大修館 保体 304
現代高等保健体育
改訂版

12

項目の最初に、学びを考える内
容を示したリード文があること
により何を学ぶかを考えなくて
はいけないかが理解しやすく
なった。生徒の実生活に即した
内容で興味関心を引きやすい。

１つの学習単元項目が見開きの
２ページで構成されているの
で、学習指導の見通しがたちや
すい。また、構成・分量とも適
切で理解しやすくまとめられて
いる。

ポイントが分かるよう強調文字
などが使用されており、カラー
や図表、イラストが多く生徒の
興味関心が起こりやすいように
工夫されている。

○
保健
体育

50 大修館 保体 305
最新高等保健体育
改訂版

12

基礎・基本に適切に厳選された
内容が丁寧に説明されており、
基本的な内容や重点的内容がわ
かりやすく、生徒に課題意識を
もたせやすい。構成内容がバラ
ンスよく配置されており、理解
しやすい。

構成内容がバランスよく配置さ
れている。１つの学習単元項目
が２ページ、特に重要な項目で
は３ページで構成されており、
まとめやすく系統がしっかりし
ているので指導しやすい。

イラストや写真が多く使用され
ており、生徒の理解を助けると
ともに学習意欲を高めている。
学習のねらいが各項目ごとに示
されていることで、学習する内
容がとてもわかりやすい。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版
保健体育

12

テーマ学習が設定されており、
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
解しやすく学習のポイントが明
記されており生徒が学習しやす
い。

構成・分量ともに適切である。
単元ごとに平均的な分量になっ
ていて使いやすい。学習範囲が
明確に提示されており、まとめ
やすく指導しやすい。

カラー・図版も豊富で生徒の興
味関心をひき、内容も理解しや
すい。的確な表現でまとめられ
ており、太字などで強調され工
夫されている。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 1

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

構成面での工夫がなされ、発展
的に学習できるよう配列されて
いる。

楽譜や表記分類など見やすく、
工夫されている。

芸術 17 教出 音Ⅰ 307
音楽Ⅰ改訂版
Tutti

1

多様なジャンルから精選された
教材によって必要な内容が十分
に扱われており、生徒のさまざ
まな習熟度や学校の実態に応じ
た内容が取り上げられている。

ページ間に張られたリンクに
よって、理解を深められたり、
関連付けられたりできるよう。
随所に工夫がなされている。

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

○ 芸術 27 教芸 音Ⅱ 303 MOUSA２ 2

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

楽譜、図、写真の配列に工夫が
なされ、見やすく扱いやすい。

Ａ４サイズの大きさで、レイア
ウトに工夫がなされ、見やすく
なっている。
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芸術 17 教出 音Ⅱ 301 音楽Ⅱ　Tutti 2

多様なジャンルの曲が扱われて
いる。歌唱・鑑賞だけではな
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。

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。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅲ 302 Joy of Music 3

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

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

楽譜が見やすく生徒が取り組み
やすい表現を工夫している。

芸術 89 友社 音Ⅲ 303 高校生の音楽３ 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。

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よい。
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。

芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 1

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

構成やレイアウトが工夫され、
装丁もよくまとめられている。

図版が豊富で美しくその配分も
適切である。

○ 芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 1

さまざまな分野を幅広く取り
扱っている。巻末の美術史解
説、技法資料集が大変充実して
おり、あらゆる題材に対応する
ことが出来る。

参考資料が豊富であり、また関
連作品のページが紹介されてい
るため、多角的な視点から作品
を鑑賞することができる。

文章量が適切で、解説等も読み
やすく構成されている。

○ 芸術 116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２ 2

有名作家だけでなく生徒作品を
参考作品として多く採用してお
り、生徒たちの興味関心を引く
ことができる。

題材のページの他、オリエン
テーションと呼ばれる紙面では
作家やデザイナーの言葉が多く
掲載されており、授業のなかで
紹介しやすい。

原寸大の絵画を見開きで配置す
るなどわかりやすくページ構成
が工夫されている。

芸術 38 光村 美Ⅱ 301 美術２ 2

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

印象に残るように構成の仕方に
工夫が見られている。

図版や写真に載せられている表
現が読みやすい。

○ 芸術 116 日文 美Ⅲ 302 高校美術３ 3

絵画・彫刻・デザイン・伝統工
芸・映像メディアなど、さまざ
まな分野を深く取り扱ってい
る。それぞれの歴史的背景や特
徴を魅力的に紹介している。

作品制作の参考としてだけでな
く、美術史等の知識を扱う部分
も豊富である。

参考作品、資料などが見やすく
構成されている。印刷が美し
く、拡大画像を多用するなどの
工夫がされている。

芸術 38 光村 美Ⅲ 301 美術３ 3

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。

○ 芸術 38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ 1

漢字の書の基本古典の線の筆使
いが、それぞれ図版とともに掲
載され理解しやすい。また、臨
書のめあて・目標が示され学習
のねらいが理解しやすい。行書
は蘭亭叙がとても詳しく掲載さ
れ良いが、他の行書古典が縮小
になったのは残念である。仮名
や漢字仮名交じり書の紙面（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。資料の篆刻刻字や文房四
宝が充実している。

主要古典の図版が見開きで充実
し、解説も充実し理解しやす
い。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。ルビ、骨書き、臨書のポ
イントが示され理解しやすい。

芸術 6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 1

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

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。

書道専門用語、難読語にルビが
ふられており、古典資料にも大
意があるので理解しやすい。

○ 芸術 6 教図 書Ⅱ 302 書Ⅱ 2

書と周辺文化の歴史等が年表、
写真資料と共に掲載されていて
書道史全般が理解しやすい。篆
書（甲骨・金文・大篆・小篆）
隷書（八分・古隷・木簡）から
草書、行書、楷書と書体の変遷
を順に配列され古典の内容、図
版も美しく原寸大で掲載されて
いてよい。

漢字の書は時代変遷順に構成さ
れ仮名の書漢字の書として扱い
やすい。資料も豊富で印刷、装
丁も非常によい。

書道専門用語、難読語にルビが
ふられており、古典資料にも大
意があるので理解しやすい。
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芸術 2 東書 書Ⅱ 301 書Ⅱ 2

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。

分かりやすい言葉で簡潔に説明
されている。

○ 芸術 6 教図 書Ⅲ 302 書Ⅲ 3

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

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。

芸術 2 東書 書Ⅲ 301 書Ⅲ 3

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。

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。

外国
語

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

1

生徒の知的好奇心を刺激する現
代社会をとらえた題材を扱って
いる。各課に４技能を総合的・
有機的に関連づけた活動が行え
るような配慮が見られる。

各セクションは見開き構成に
なっていて、新出の文型・文法
事項の導入には既習事項を前の
セクションに配列する等、生徒
の自学自習のしやすさに配慮し
ている。

写真や図版を豊富に配列し、内
容理解の一助になっている。ま
た、各課冒頭ページの写真下に
は導入時に題材に関する背景的
知識が身につくよう工夫されて
いる。

○
外国
語

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

1

多彩な題材を扱っており、生徒
が興味・関心を持って取り組め
る。学習内容も精選されていて
学びやすい。各課に会話練習や
英作文の活動もあり、表現力を
身に付けられるよう工夫されて
いる。

見開き構成でシンプルにまとめ
られていて、文法や例文がわか
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。

外国
語

61 啓林館 コⅠ 341
LANDMARK Fit
English
Communication Ⅰ

1

題材は血液型、メール、カレー
等、LANDMARKの内容と同じであ
るが、比較的平易な本文や文法
事項でまとめられている。

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

ポイントの部分が視覚的にわか
りやすくまとめられている。

外国
語

109 文英堂 コⅠ 346
New Edition Grove
English
Communication Ⅰ

1

生徒の身近な暮らしや社会に関
わる題材が多く選ばれている。
文法事項は中学校での既習内容
から始まり、後半にかけて難易
度が少しずつ高くなっている。

各パート見開き構成。各課末に
トピックに関連した様々な形式
の英文を配置し、自己表現のた
めのタスクを課している。

写真、イラストは適所に配置さ
れている。新出語の発音記号は
米音表記のみ。巻末に単語・イ
ディオムを掲載している。

外国
語

177 増進堂 コⅠ 349
FLEX English
Communication Ⅰ

1

生徒の興味・関心に合わせた題
材である。各レッスンの終わり
に表現活動ができるように構成
されている。

見開き構成で各パートの本文が
まとめられている。全体の内容
理解や文法事項はレッスンの終
わりに簡潔にまとめられてい
る。

写真やイラスト、図表等配置も
適切である。英文も読みやす
い。

外国
語

15 三省堂 コⅡ 307
MY WAY English
Communication Ⅱ

2

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。

ポイントのまとめが視覚的であ
り、理解しやすい。

○
外国
語

17 教出 コⅡ 309
New ONE WORLD
Communication Ⅱ

2

生徒の興味・関心に合わせた題
材が扱われている。本文の難易
度も高くないので読みやすく、
学習内容も精選されており学び
やすい。

見開き構成でシンプルにまとめ
られていて、文法や例文がわか
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。

外国
語

212 桐原 コⅡ 325
WORLD TREK
English
Communication Ⅱ

2

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。

見開き構成で、洗練された配置
である。各課が程良い学習量で
まとめられている。

写真やイラストが随所に取り込
まれ、適切に配置されている。

○
外国
語

17 教出 コⅢ 307
New ONE WORLD
Communication Ⅲ

3

生徒の興味・関心に合わせた題
材が扱われている。長文読解の
力が身に付けられるよう構成さ
れている。

長文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
簡潔にまとめられている。

写真やイラスト、図表等の配置
も適切で、英文も読みやすい。

外国
語

183 第一 コⅢ 320
Perspective
English
Communication Ⅲ

3

学ぶ・知ることの重要性や今日
的な問題について考えさせる教
材が収録されているだけでな
く、科学的なものなど、教材の
選定に偏りがなくバランスが取
れている。物語文への興味を喚
起させることもできる。

教材の難易度、取り扱いの言語
材料の配列が段階的、体系的で
あり、学習に適している。課
数、ページ数が年間単位数での
履修に適している。

文字の大きさ、書体が適当であ
り、学習しやすい。本文内容に
関連した写真・図版が適切に配
置され、視覚的な学習を助ける
配慮が見られる。

外国
語

212 桐原 コⅢ 323
WORLD TREK
English
Communication Ⅲ

3

生徒の興味・関心に合わせた題
材が扱われている。長文読解の
力が身に付けられるよう構成さ
れている。

リーディングスキルを中心に学
ぶPreparation Unit と Main
Unitに分かれていて、見開き左
ページが本文、右ページに各種
タスクと語句のリストが配置さ
れている。

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。新出語
の発音記号は米音表記のみ。
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○
外国
語

104 数研 英Ⅰ 332
DUALSCOPE English
Expression Ⅰ

1

各課冒頭にINTRO ACTIVITYがあ
り、学習する文法がどのような
場面・状況で使うのかを具体的
に学ぶことができる。タスクが
豊富で様々な活動を通して学習
が進められる。

各課が「触れる」→「理解す
る」→「表現する」の内容で構
成されている。文法の解説も簡
潔でわかりやすくまとめられて
いる。

イラストや写真などの配置が適
切である。文法事項の例文末尾
に巻末例文一覧の通し番号を記
している。

外国
語

183 第一 英Ⅰ 337
Vivid English
Expression ⅠNEW
EDITION

1

日常生活に身近なテーマで文法
事項が導入されている。基本的
な文法事項の定着を図り、平易
な英文で自己表現ができるよう
構成されている。

各課の文法事項を見開き２ペー
ジで学習できるのでわかりやす
い。

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

外国
語

104 数研 英Ⅱ 309
BIG DIPPER
English
Expression Ⅱ

3

前半で文法を復習して表現力を
学び、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。

３パートに分かれていて、Part
２では習得すべき機能的な英語
表現を、Part３では発表、討論
等総合的なコミュニケーション
活動を学習する構成になってい
る。

写真やイラストの配置は適切で
ある。巻末に単語熟語リストと
各課の主要例文集が掲載されて
いる。

○
外国
語

183 第一 英Ⅱ 313
Perspective
English
Expression Ⅱ

3

生徒にとって身近な題材が採り
上げられている。前半で文法や
言語の働きを学び、後半ではパ
ラグラフライティング、プレゼ
ンテーション、ディスカッショ
ンやディベートまで学べるよう
編集されている。

全33課が３つのUnitに分かれて
いる。インプットからアウト
プットにつながるように活動が
配列されている。４～６ページ
毎に復習問題のページがある。

写真・イラスト・図表はやや小
さめだが、適切に配置されてい
る。Unit１の最後に各課の関連
語句が掲載されている。

外国
語

183 第一 英Ⅱ 314
Vivid English
Expression Ⅱ

3

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。

外国
語

15 三省堂 英会 302
SELECT English
Conversation

3

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。

○
外国
語

61 啓林館 英会 303
Sailing English
Conversation

3

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
学習に取り組めそうである。さ
らに話題も豊富で、[話す][聞
く]活動が充実している。

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。

○ 家庭 7 実教 家基 314
新家庭基礎　パー
トナーシップでつ
くる未来

2

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

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

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

家庭 50 大修館 家基 318
新家庭基礎　主体
的に人生をつくる

2

共生社会について、様々な視点
から考えさせる内容となってい
る。各領域ともに、内容の深い
資料が掲載されており、生徒に
身近な問題として考えるきっか
けを与えてくれる。

各章にtry&hintが掲載され、主
体的に学びを促す記載が充実し
ている。

カラー写真やイラストが多く、
基本的な部分が極めて丁寧に扱
われている。

情報 2 東書 社情 309 新編　社会と情報 1

紙面の大きさが大きく、導入で
漫画を用いることにより、わか
りやすい内容になっている。実
習と座学がバランスよく配置さ
れている。

５章構成になっている。中学校
の振り返りのページやソフト
ウェアの基本操作も掲載されて
おり、生徒自身が主体的に学ぶ
ことができるようになってい
る。

文字が大きく、大変見やすい。
本文のリンクマークが章末資料
とリンクしており生徒が理解し
やすくなっている。用語や記号
が統一されており見やすい。

情報 2 東書 社情 310 社会と情報 1

各章が理論と実習に分かれてお
り、系統的に学んだ後、豊富な
実習例より選んで実習を行うこ
とができるようになっている。

４章構成になっている。資料に
中学校での復習といった要素が
含まれており、基礎基本を生徒
自身が主体的に学ぶことができ
るようになっている。

図や文字の配色が読みやすく統
一されている。ページ数を二進
法で表記するなど生徒が興味を
持つような工夫がされている。

情報 7 実教 社情 311
最新社会と情報
新訂版

1

本文の内容を実例により学習を
行うことができ、理論と実践が
うまく連動している。生徒に身
近な題材を中心に取り上げられ
ており、わかりやすい。

５章構成で、各章も約３項目ず
つに構成されており、それぞれ
に分かりやすくまとめられてい
る。構成・分量ともに十分であ
る。

図解や写真、表などを多用して
おり、ビジュアル面からも理解
を促すような工夫がされてい
る。

○ 情報 7 実教 社情 312
高校社会と情報
新訂版

1

学習指導要領の内容を整理分類
し、50のテーマに再構築されて
いる。暗号化の仕組みや音声の
ディジタル化など、「情報の科
学」で扱われる内容にも一部触
れている。

５章構成で、それぞれに分かり
やすくまとめられており、構
成・分量ともに十分である。

普遍的で正確な表記がされてお
り、わかりやすく表現されてい
る。

情報 9 開隆堂 社情 313 社会と情報 1

学習内容を９つのユニットに分
け、各ユニットごとに明確な目
的があり、効率よく学べるよう
になっている。各ユニット末に
は、学習内容を実践的・体験的
に身につけられるように実習や
課題を設けている。

９つのユニットからなり、ユ
ニットを自由に組み合わせるこ
とにより、様々な視点から学ば
せることができる構成になって
いる。

図解や写真・表を多用してお
り、事例を２コマのイラストで
わかりやすく示している。
「Linkマーク」等を用いて、関
連した情報がわかるように表記
されている。
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情報 104 数研 社情 314
改訂版　高等学校
社会と情報

1

情報モラルに関する内容が豊富
に掲載されている。編の最初に
トビラや、豊富な図表、イラス
トを用いることにより生徒が楽
しめる工夫がされている。

序編を含めると５編構成となっ
ている。各編が３～４章構成に
なっており、随所に実習や
Exerciseの欄があり、様々な実
習に対応できるようになってい
る。分量も多すぎず適切な量で
ある。

巻末に、ワープロや表計算の操
作方法がわかりやすく表記され
ている。また、資料も充実して
いるので生徒が主体的に学ぶこ
とができるように工夫されてい
る。

情報 104 数研 社情 315 社会と情報　Next 1

情報モラルに関する内容や、実
習が豊富に掲載されている。各
編末には見開きでまとめのペー
ジがあるので、学習内容を詳し
く確認することができる。

序編を含めると５編構成となっ
ている。各編が２～３章構成に
なっており、側注欄やコラム、
TOPICなどが豊富にある。分量も
多すぎず適切な量である。

図やイラストをふんだんに用
い、親しみやすく表現されてい
る。口絵や見返し等にコン
ピュータの基礎基本が掲載され
ており、便利。

情報 104 数研 社情 305
高等学校　社会と
情報

1

情報の科学的理解、情報モラル
等が重視されており、実践的な
知識と能力をつけることができ
る。コミュニケーション力にも
重点を置き、プレゼンテーショ
ンに関する記述も充実してい
る。

情報モラルを重点的に扱ってお
り、豊富な資料がそろってい
る。巻末には実践的な実習が見
開きであり、授業等で扱いやす
くなっている。コラム等で、実
際に起こった実例等を紹介して
おり、わかりやすい。

イラストを交えて説明をする部
分等が多くあり、わかりやす
い。図や表、写真などが豊富に
扱われており難しい内容でもわ
かりやすく説明されている。

情報 116 日文 社情 316 新・社会と情報 1

「基本」と「資料」に分かれて
おり、バランスよい内容であ
る。「アカデミック・スキル」
という色の違うページが設けら
れており、問題解決学習を行う
際の具体的な手順が示されてい
る。

１章～３章で構成されている。
各章とも初めにその章で学ぶ
キーワード等がまとめられてい
る。装丁もわかりやすさが重視
されており、高校生でも見やす
く工夫されている。

見開きで資料のページが設けら
れており、非常にわかりやすく
まとめられている。イラスト等
もふんだんに用い、理解しやす
く工夫されている。

情報 116 日文 社情 317
新・見てわかる社
会と情報

1

ページ数には２進数を、右ペー
ジ隅にはパラパラ漫画をという
ように、教科書の隅々まで工夫
がされている。コラム等のペー
ジも充実しており、生徒が主体
的に学ぶことができる。

５章構成で、巻頭と巻末に実習
をサポートするページが設けら
れている。説明と実習のページ
がバランスよく設けられてお
り、授業のイメージが作りやす
い。

「見てわかる」というタイトル
通り、図やイラストをふんだん
に使用しており、生徒が主体的
に学べるような工夫がされてい
る。

情報 116 日文 社情 306 社会と情報 1

基礎基本を確実に取り扱うとと
もに、情報モラル等の学習を豊
富に扱っている。新しい技術や
考え方に関しても多く取り扱っ
ており、資料性の高い内容と
なっている。

１章～３章で構成されている。
各章とも３～４項目で構成され
ており、各章の扉でのやり取り
を通じて、章全体の学習内容を
表している。装丁もわかりやす
さが重視されており、高校生で
も見やすく工夫されている。

キャラクターのセリフ等を活用
し、難しいこともわかりやすく
表現されている。他ページへの
リンクが青字に下線で示されて
おり、わかりやすい。

情報 116 日文 社情 307
見てわかる社会と
情報

1

見てわかるというタイトル通
り、イラストでの解説がメイン
となっている。中学校段階での
復習となる学習内容も取り扱っ
ており、基礎的な知識や技能を
身に付けることができる内容と
なっている。

文章が簡潔にまとめられてお
り、見てわかりやすい構成と
なっている。分量も多すぎず、
用語の意味などの解説は章末や
巻末にまとめられており、生徒
が主体的に学習を行えるように
なっている。

イラストが非常に多く、キャラ
クターのセリフ等を使うことに
より生徒が理解しやすい。ソフ
トウェアによる実習を「練習問
題」に示しており、操作手順等
を丁寧に表記している。

情報 183 第一 社情 318
高等学校　改訂版
社会と情報

1

開くと目に入るのが大きなイラ
スト。見開きで学ばせたい内容
を理解できるようになってい
る。「まとめ」は単元のまとめ
を１ページにまとめられていて
わかりやすい。全体的に非常よ
くまとめられている。

５章＋発展といった構成になっ
ている。発展では、「情報の科
学」で扱う内容も掲載されてお
り、幅広く学習を行うことがで
きるようになっている。

各項目が見開き構成になってお
り、大きなイラストにより学習
内容がわかりやすくなってい
る。生徒が見やすく、読みやす
い紙面となっている。

家庭 6 教図 家庭 304
子どもの発達と保
育　育つ　育てる
育ち合う

3

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

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

等身大の新生児の写真など、写
真やカラーイラストが豊富で文
字も大きく視覚的に理解しやす
い。

○ 家庭 7 実教 家庭 305
子どもの発達と保
育

3

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

乳幼児期の発達に関心をひきや
すく、コラムなど発展的な学習
も多い構成である。

写真やカラーイラストが豊富で
視覚的に学習しやすくポイント
をまとめてある。

○ 家庭 7 実教 家庭 306
ファッション造形
基礎

3

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

実習例が多く、着装まで含め基
本的なことが学習しやすい構成
である。

イラストがわかりやすく、用語
もわかりやすく表記されてい
る。

○ 家庭 6 教図 家庭 307
フードデザイン
cooking&arrangeme
nt

3

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
内容である。また食文化につい
ても多岐に渡り、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きやすい
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。

家庭 7 実教 家庭 301 フードデザイン 3

栄養・調理科学について深く学
ぶことができる内容となってい
る。食文化についても興味を
もって取り組める内容になって
いる。

調理実験などの例も豊富に載せ
てあり、科学的に理解できるよ
うな構成になっている。

豊富な資料と図や写真が鮮明で
わかりやすい。
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○ 情報 7 実教 情報 306 情報メディア 3

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

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。



様式１－２

番号 略称 記号 番号

国語 2 東書 国総 332 新編国語総合 12

現代文は興味深いものが多いも
のの、比較的難易度の高いもの
が多く、本校生徒の実情と照ら
し合わせると若干難がある。古
典も同様。

カラーのイラスト付きで説明さ
れていて取り組みやすい。

言語活動に適した教材であると
いえる。

国語 15 三省堂 国総 339
明解国語総合　改
訂版

12

内容がバランスよく配置されて
いる。様々な表現活動やコラム
が入っているので生徒の興味を
引きやすい。

装丁の色調が目に優しい。イラ
ストや写真などが充実してい
る。

写真やレイアウトを工夫してい
る。

○ 国語 183 第一 国総 360
高等学校　改訂版
国語総合

12

現代文は生徒が取り組みやすい
内容となっている。写真や文字
の大きさ等も生徒の活動状況に
適している。古典は現代語訳や
書下し文等が記載されており、
苦手な生徒でも親しみやすい。

イラストや写真付で説明されて
いて、版も大きくふりがな等も
書き込みやすい。

表現力・想像力を伸ばすという
観点、また言語活動を充実させ
るという観点からも、本校の生
徒に適している。

国語 2 東書 国表 304 国語表現 3

単元ごとに、導入、課題、学習
内容が丁寧に説明されている。
大単元がないため継続性はな
い。

構成は見開きで見やすい。図解
の工夫は少ない。

文字は大きく見やすい。余白や
構成などは工夫されている。

○ 国語 17 教出 国表 301 国語表現 3

例文や学習上のポイントが具体
的に書かれていて、表現の工夫
がしやすい内容となっているた
め取り組みやすい。

カラーのイラストは生徒の興味
をひく。版も大きく取り組みや
すい。

解説がわかりやすく生徒も取り
組みやすい内容となっている。

国語 50 大修館 国表 305 国語表現 3

言葉による様々な表現方法を身
に付けさせるレッスン型式の内
容になっている。また多くの著
名人の文章の挿入もあり生徒の
興味をひく内容となっている。

構成・分量ともに適切である。
装丁も明るくてよい。

多くの具体例が図表等で挿入さ
れている。文字の大きさも適切
である。

国語 2 東書 現Ａ 301 現代文Ａ 4

全体的に現代文に苦手意識を抱
いている生徒も問い組みやすい
内容。

無理なく学習できる分量の教材
が用意されている。

見やすく、挿絵・写真など親し
みやすい作りになっているの
で、読みやすい。

国語 15 三省堂 現Ａ 303 現代文Ａ 4

各章で分野ごとに分けられ、学
習しやすくなっている。

分量は適切。 大きい活字を使っていて、見や
すい。印刷は鮮明で適所にある
カラー図版も生徒の学習意欲を
高める。

○ 国語 50 大修館 現Ａ 304 現代文Ａ 4

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。

分量は適切であり生徒も取り組
みやすい。装丁も落ち着いた色
になっている。

文字の大きさは標準で見やす
い。

国語 2 東書 古Ａ 301 古典Ａ 34

様々な時代やジャンルの教材を
バランスよく豊富に選定されて
いる。生徒の感性を高めるよう
な教材となっている。

分量は適切であり生徒も取り組
みやすい。また見開きで収まる
ように構成されている。

イラストが多いので理解が深ま
りやすい。巻頭の付録が詳し
い。

○ 国語 15 三省堂 古Ａ 306 古典Ａ 34

現代語訳や書下し文の表記な
ど、古典初心者にとって取り組
みやすく生徒の実態にあってい
る。

構成が見開きとなっているので
見やすい。版も大きく使いやす
い。

わかりやすく工夫をした表現を
している。脚注が易しく書かれ
ているため、理解しやすい。

○
地理
歴史

46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 3

年表やグラフ・写真などが豊富
で時代の事象がイメージしやす
くまとめられている。また、特
集ページでは多様な視点から発
展学習ができる。

学習のポイントがわかりやすく
整理されており、コンパクトに
まとめられた流れ図で歴史の大
きな流れが把握できる。

コラムや図解説の説明が丁寧で
本文を補完している。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 315
現代の世界史　改
訂版

3

写真と絵画・地図が豊富に掲載
されており、地理的な理解も深
めることができる。特に地勢図
が効果的に配置されているの
で、各時代と世界全体の動きを
把握しやすい。

中学社会（地理・歴史）の内容
を振り返りながら世界史の導入
ができるよう工夫されている。

歴史用語の羅列ではなく、事象
の原因や背景などについて、丁
寧に説明されている。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 316
世界の歴史　改訂
版

3

歴史の流れを把握しやすく構成
されている。大きな写真や地図
が豊富に掲載され興味を持って
学習することができる。

前近代・近現代・戦後史はまと
めのページで理解しやすく工夫
されている。

豊富な写真と重要用語のわかり
やすい解説が興味を喚起する。

表記・表現

平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

使用
学年

内容 構成・分量・装丁
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○
地理
歴史

81 山川 日Ａ 303 現代の日本史 4

本文の詳細な記述に加え、本文
理解に役立つ写真・図版・年
表・側注などが豊富に掲載され
ており、充実した内容で構成さ
れている。

発展的な学習に適した項目や、
各章の初めの部分には具体的な
歴史事象を扱った項目などもあ
り、歴史学習の導入に適した構
成となっている。

各時代の文化を扱う節の近辺に
は、写真ページが配置されてお
り、文化財などがわかりやすく
掲載されている。

地理
歴史

183 第一 日Ａ 312
高等学校　改訂版
日本史Ａ　人・く
らし・未来

4

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。各頁に図版
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。

サイズと紙面が大きくなり、盛
り込まれる学習要素が増大し
た。写真・図版も大きく、また
多く掲載している。脚注を側注
に変えることで、見やすい紙面
となっている。

本文記述との関連を重視した写
真や地図・図表などが豊富に掲
載されていることも、理解を助
けている。内容・配置ともそれ
ぞれに工夫されている。

○
地理
歴史

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ 2

学習内容に入る前に作業的な課
題などがあり、興味関心を持ち
やすくなっている。また、学習
内容に関連した今日的な課題や
話題などが豊富に記載されてい
る。

構成や分量も適切で図説や写真
なども豊富で理解しやすく提示
されている。

書き込みや学習内容の振り返り
ができるようになっている。

地理
歴史

35 清水 地Ａ 302
高等学校　現代地
理Ａ　最新版

2

生徒の興味関心をひく写真や話
題を扱った巻頭部があり、ま
た、各項目の最初に自然環境・
民族・宗教・歴史などの概観を
眺める箇所があり、地域全体を
把握しやすく記載されている。

学習の狙いや基本事項もしっか
り抑えており、本文記載も詳し
く丁寧に記述されている。

歴史的背景も丁寧に記述されて
おり、原則見開きで１つのテー
マを設定し、内容が完結されて
いる。

地理
歴史

2 東書 地図 301 新高等地図 23

豊富な図版や写真が提示されて
おり、見て理解するとともに、
丁寧な解説がなされている。自
然災害を地理の視点からわかり
やすく解説している。

模式図・写真・本文が連動しわ
かりやすく体系的に整理されて
いる。

世界の最新動向がわかるような
話題が豊富に掲載されている。

地理
歴史

46 帝国 地図 309
標準高等地図-地図
でよむ現代社会-

23

公民科でも地図が活用できるよ
うに、公民科で学習する現代社
会の諸課題を、見やすい地図・
グラフ・写真・統計などを用い
て表現されている。

世界と日本の地域ごとの図は，
地理Ａ、地理Ｂの内容とその配
分に即して、指導しやすく適切
に配分されている。

国名表記は、可能な限り正式国
名で表示され、地名表記は、現
地文化の尊重の意味から現地で
の発音に近い表記になってい
る。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 23

｢地理Ａ｣「地理Ｂ」を中心にし
て、指導内容が適切である。ま
た、地理Ａに新設された内容で
ある日本の自然環境と防災につ
いても、学習指導要領の趣旨を
ふまえて編集されている。

世界地図・日本地図、資料図、
統計がバランスよく配分され、
各図の比較・関連、学習内容の
深化が図れるよう工夫されてい
る。

世界の拡大図に周辺地域の頁数
が明記されるなど、生徒が興味
や関心をもって地図帳を活用す
るための工夫がなされている。

地理
歴史

46 帝国 地図 307
地歴高等地図　－
現代世界とその歴
史的背景－

23

学習上必要不可欠な、一般図・
資料図・都市図・統計を適切に
掲載されており、一般図では、
現代世界の現状、今後の動向を
理解するのに必要な図取りが豊
富である。

国際化の情勢を受け、世界地図
を充実させた上で、世界地図・
日本地図・資料図・統計をバラ
ンスよく配置されている。

国際理解教育に資するよう、国
名表記は、可能な限り正式国名
となっており、地名表記は、現
地文化の尊重の意味から現地で
の発音に近い表記になってい
る。

公民 2 東書 現社 313 現代社会 1

現代社会の課題を扱うなかで、
公正・正義・幸福などを理解さ
せる工程で、理解しやすい工夫
がなされている。内容も偏るこ
となく記載されている。

全体に統計的に構成されてお
り、本文・側注・図版資料など
が理解しやすく配置され、分量
的にも充分である。

用語や記号が統一されており、
記述の仕方も適切である。表現
も平易であり、生徒が読みやす
く工夫されている。

公民 7 実教 現社 314
高校現代社会　新
訂版

1

基本的な学習事項は網羅されて
おり、詳細な記述も充分な内容
を持って記載されている。巻末
には日本国憲法や教育基本法国
連憲章などもあり授業時に利用
できる。

配列を政治・経済に揃え、課題
追求的な学習にも対応してい
る。また、政治・経済の内容を
わかりやすく解説した特集ペー
ジを適切な箇所に配置してあ
る。

写真や図が豊富で見やすい。各
章の冒頭には具体例の記述があ
り導入として利用しやすい。

○ 公民 7 実教 現社 315
最新現代社会　新
訂版

1

基礎的・基本的事項は豊富な資
料と図版などとともに詳しく、
また深く記述されている。課題
学習はその趣旨が精選・集約さ
れて授業展開に考慮した構成と
なっている。

基礎的・基本的な内容に加え課
題点も記載されており、生徒の
関心も喚起でき、現代社会を十
分理解することができる構成と
なっている。

平易でわかりやすい記述で、重
要語句の太字とルビ振りも多く
読みやすさに配慮している。

○ 数学 2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 12

基礎的・基本的な事項を過不足
なく取り上げ、例・例題を参考
にすれば問題が解ける。問題を
解くことによって数学的な思考
力・表現力が育成されるなど、
学習者の意欲を喚起するように
編集が工夫されている。

各節や項の導入で中学校の復習
を取り上げるなど、中学校まで
の学習が未消化な生徒に配慮さ
れている。

全編を通して本文の理解を助け
るように、図、イラスト、写真
が多用されている。
色を適切に使い、視覚的に内容
理解をサポートするように配慮
されている。

数学 2 東書 数Ⅰ 302 新編数学Ⅰ 12

基礎的・基本的な事項を過不足
なく取り上げ、例・例題を参考
にすれば問題が解ける。問題を
解くことによって数学的な思考
力・表現力が育成されるなど、
学習者の意欲を喚起するように
編集が工夫されている。

各節や項の導入で中学校の復習
を取り上げるなど、中学校まで
の学習が未消化な生徒に配慮さ
れている。

全編を通して本文の理解を助け
るように、図、イラスト、写真
が多用されている。
色を適切に使い、視覚的に内容
理解をサポートするように配慮
されている。

数学 7 実教 数Ⅰ 323
高校数学Ⅰ　新訂
版

12

基礎・基本に徹した内容で、分
かりやすく内容が精選されてい
る。身近な具体例を主にした導
入が多く、生徒にとって理解し
やすい内容である。

各章は中学の復習から導入され
ており、中学までの数学が未消
化な生徒に配慮されている。
問・節末問題等、基礎・基本の
定着に充分な分量である。

重要語句は太字、本文のポイン
トには色、また要所に写真や図
をとり入れて生徒の理解を促す
ように配慮されており表記・表
現に工夫が見られる。
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○ 数学 2 東書 数Ⅱ 303 新数学Ⅱ 4

基礎的・基本的事項の理解や習
得のため適切な配慮がなされて
いる。発展的な学習内容の取り
扱いに対する配慮がなされてい
る。

生徒の実態に即した必要かつ十
分な内容が適切に組織・配列さ
れている。導入は数学的活動を
取り入れた具体例から入り一般
化されており、数学学習の意義
や有用性を重視した構成になっ
ている。

学習意欲を高めるための配慮が
なされている。生徒の自学学習
への配慮や工夫がなされてい
る。

数学 7 実教 数Ⅱ 306 高校数学Ⅱ 4

各項の冒頭に「ねらい」例の前
には何のための問題なのかを明
記する一文を設け、目的意識を
もって学習に取りくめるように
配慮されている。

生徒や学校の実態に応じて臨機
応変な取り扱いができるよう編
集されている。

指導書や周辺教材での工夫や配
慮がなされている。用語・記号
の取り上げ方や記述の仕方は適
切である。

○ 数学 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 3

基礎的・基本的な事項を過不足
なく取り上げ、例・例題を参考
にすれば問題が解ける。問題を
解くことによって数学的な思考
力・表現力が育成されるなど、
学習者の意欲を喚起するように
編集が工夫されている。

導入は数学的活動を取り入れた
具体例から入り一般化されてお
り、数学学習の意義や有用性を
重視した構成になっている。ま
た、学習のねらいが明確に示さ
れている。

全編を通して本文の理解を助け
るように、図、イラスト、写真
が多用されている。色を適切に
使い、視覚的に内容理解をサ
ポートするように配慮されてい
る。

数学 2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ 3

基礎的・基本的な事項を過不足
なく取り上げ、例・例題を参考
にすれば問題が解ける。問題を
解くことによって数学的な思考
力・表現力が育成されるなど、
学習者の意欲を喚起するように
編集が工夫されている。

導入は数学的活動を取り入れた
具体例から入り一般化されてお
り、数学学習の意義や有用性を
重視した構成になっている。ま
た、学習のねらいが明確に示さ
れている。

全編を通して本文の理解を助け
るように、図、イラスト、写真
が多用されている。色を適切に
使い、視覚的に内容理解をサ
ポートするように配慮されてい
る。

数学 7 実教 数Ａ 323
高校数学Ａ　新訂
版

3

基礎・基本に徹した内容で、分
かりやすく内容が精選されてい
る。身近な具体例を主にした導
入が多く、生徒にとって理解し
やすい内容である。

数学Ⅰに移行された集合を重複
して１章１節に配置しており、
数学Ａの内容である集合と要素
の個数や、順列・組合せ、確率
の学習がスムーズにできるよう
に工夫されている。

重要語句は太字、本文のポイン
トには色、また要所に写真や図
をとり入れて生徒の理解を促す
ように配慮されており表記・表
現に工夫が見られる。

○ 数学 7 実教 数Ｂ 305 高校数学Ｂ 3

基礎・基本に徹した内容で、分
かりやすく精選されている。具
体例を主にした導入が多く、生
徒にとって理解しやすい内容で
ある。章の始めのとびらや章末
には生徒の関心を喚起するコラ
ム（ひろば）が掲載されてい
る。

履修の頻度の高い「数列」、
「ベクトル」が第１章、第２章
に配置されており、配列に工夫
が見られる。

重要語句は太字、本文のポイン
トには色、また要所に写真や図
をとり入れて生徒の理解を促す
ように配慮されており表記・表
現に工夫が見られる。

数学 104 数研 数Ｂ 313 新　高校の数学Ｂ 3

例や例題、練習を通じて、ス
ムーズな展開がなされている。
既習内容の復習にあたる部分に
は左に印がつけてあり、振り返
りの意識がつけやすくなってい
る。

提起された問題はその章の中で
例題等として扱われており、
「学んだ結果、問題が解決でき
た」と実感できる構成である。

具体的な例やイラストで、教科
書に親しみをもってもらえるよ
うな工夫がなされている。

理科 2 東書 科人 306
改訂　科学と人間
生活

1

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

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

全頁カラーで、資料性が高い図
版や写真を多用したビジュアル
な紙面構成になっている。

理科 7 実教 科人 307
科学と人間生活
新訂版

1

日常生活や私たち自身の体、身
近な自然景観と関係する題材を
多く取り上げ、科学と人間生活
との関わりを理解できる内容に
なっている。

全章を通して地球環境への問題
意識を底流に置き、科学の果た
す環境問題への役割を理解でき
るようになっている。

１項目を概ね見開き２ページと
し、授業の区切りをつけやすく
なっている。図・写真を豊富に
掲載し、本文と図表とで総合的
に理解できるような構成になっ
ている。

理科 61 啓林館 科人 302 科学と人間生活 1

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

学習内容と関連した身の回りの
物質や現象を取り上げるコラム
があり、生徒の興味を喚起する
ようになっている。

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

○ 理科 183 第一 科人 304
高等学校　科学と
人間生活

1

実社会・実生活に関連する事
物・事象を通して、自然と人間
生活との関係について学習で
き、現在の人間生活には科学技
術が不可欠であることを理解で
きる内容になっている。

基礎的・基本的な学習事項の確
実な定着がはかれるようになっ
ている。１テーマを見開き２
ページでまとめ、生徒が見やす
い紙面構成になっている。

身近な題材や実生活に密着した
事象を利用した実験・観察を設
け、創造性を培い、自らの学習
しようとする精神を養えるよう
になっている。

理科 2 東書 化基 302
改訂　新編化学基
礎

3

基本的な化学の概念、原理・法
則の正確な理解と、それらの応
用が身につくようになってい
る。化学が、産業や製品を通じ
て、人間生活を豊かにしている
ことなどの理解を深められるよ
うになっている。

基本的な概念は丁寧に、整理し
ながら扱い、必要に応じて学習
指導要領に示されていない発展
的な内容も多く学べる。

学習内容に合わせて、中学校の
復習等を分類しているので、整
理しながら学習を進めることが
できる。

理科 7 実教 化基 317
高校化学基礎　新
訂版

3

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

すべての項目が見開き２ページ
完結型となっているため授業の
区切りをつけやすい。学校の実
情に合わせた項目の取捨選択や
再配列が可能になっている。

文章が平易・簡潔にまとめら
れ、長文や論理の飛躍を避け、
小項目に分けてあり生徒も読み
やすくなっている。
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理科 61 啓林館 化基 307 新編　化学基礎 3

化学に親しみやすい内容であ
り、化学の内容が日常生活と関
連させるようになっている。基
礎・基本的な事項が多く記載さ
れている。

色鮮やかな図・表・写真など多
数あり、視覚的にも理解できる
ようになっている。複雑な計算
が伴う記述や問題は少なく、例
題を設けて丁寧に説明されてい
る。

平易な文章であるが、内容は過
不足なくわかりやすい。実験の
図や写真が多数効果的に記載さ
れている。

○ 理科 183 第一 化基 312
高等学校　新化学
基礎

3

基礎・基本的な内容が十分に理
解できるようになっている。高
校化学として重要な学習事項が
取り上げられわかりやすく説明
されている。

簡潔な文章で記述されている。
化学反応式中のすべての化学式
に物質名を添えてあるので、化
学を苦手とする生徒でも、読み
やすくなっている。

すべての項目を２ページの見開
き構成で取り上げられており、
見やすく取り組みやすくなって
いる。

理科 2 東書 生基 312
改訂　新編生物基
礎

2

学習した項目が互いに結びつ
き、生物学の全体像が見通せる
内容。生徒の思考や興味関心
が、記述されている学習内容と
実生活に結びつけやすい内容に
なっている。

中学校との接続を意識した本文
記述で、読みやすく、理解しや
すく、まとめやすい。資料性の
高い写真やイラストが多く、生
徒が楽しく無理なく学力を身に
つけることができる。

見開きごとに内容がまとまって
おり、コラムや見開き頁・１頁
図版が多数掲載されており、資
料性の高い内容となっている。

○ 理科 7 実教 生基 314
高校生物基礎　新
訂版

2

高度な知識を羅列することが避
けられている。中学校理科との
連結に留意されており、一般的
教養として必要最低限な知識が
修得できるようになっている。

各節の冒頭にかかげた導入文に
は、できるだけ身近な事象の例
があげられており、関心を持ち
ながら本文内容へ入れるように
なっている。

原理やしくみをわかりやすくす
るために、模式図が多用されて
いる。生命現象をリアルに感じ
とらせるため、本文や図と関連
のある写真が多用されている。

理科 61 啓林館 生基 305 新編　生物基礎 2

生物の共通性と多様性から始ま
り、細胞、遺伝、生物体内の調
節、生態系という、細胞、分
子、個体、生態系の学習から構
成されている。内容も無理なく
理解しやすくなっている。

必要な概念や知識を精選すると
ともに、視覚的にとらえさせる
などの工夫がされ、理解しやす
い内容になっている。

図版のスペースが大きく、見開
き２ページを単位に構成されて
いる。各ページにいくつもの図
版があり、本文との対照がしや
すく、理解しやすくなってい
る。

理科 2 東書 地基 306 改訂　地学基礎 4

基本的な概念・事項が十分に取
り上げられており、地学につい
ての理解を深め、学習内容が確
実に定着するよう工夫されてい
る。

時系列を軸とした配列になって
おり、程度・分量ともに適切で
ある。

イラスト資料が豊富で視覚的に
理解できるように工夫されてい
る。

理科 7 実教 地基 307 地学基礎　新訂版 4

基本事項がわかりやすく記述さ
れており、理解しやすく、発展
事項も充実している。時代の流
れなどもわかりやすくまとめら
れている。

基本がバランスよく配置されて
いて、参考や発展が多彩に構成
されている。

図・写真の量が豊富に配置され
ており、視覚的に捕らえやすく
なっている。

理科 104 数研 地基 304 地学基礎 4

地学基礎の分野をくわしくわか
りやすく解説している。また地
学的理解が深まる内容として発
展に詳しく内容が盛り込まれて
いる。

Ａ５版の中に図や写真の配置を
コンパクトに配置し、本文には
各所に注釈もあり、資料との関
連に工夫がされている。

写真・図版資料を簡潔にまと
め、印象的に捉えられるように
工夫されている。

○ 理科 183 第一 地基 310
高等学校　改訂
地学基礎

4

地学基礎の学習内容が簡潔によ
くまとめられている。また範囲
外の内容であっても指導の展開
上必要な事項が発展として盛り
込まれている。

学習しやすい見開き構成になっ
ている。各内容の配列や分量が
適切である。

写真・イラストが豊富でみやす
く、系統的に配置されているの
で視覚的に理解しやすい。

保健
体育

50 大修館 保体 304
現代高等保健体育
改訂版

12

生徒の実生活に沿った内容で、
興味や関心をひきやすい。自ら
の健康について考え、判断する
能力や態度が身につけられるよ
うに配慮されている。

ひとつの学習項目が見開きのた
め、学習指導の見通しがたてや
すい。構成・分量ともに適切で
理解がしやすい。

ポイントがわかるように強調文
字などが使用されており、カ
ラー図表やイラストも多く、生
徒の興味・関心が喚起できるよ
うになっている。

○
保健
体育

50 大修館 保体 305
最新高等保健体育
改訂版

12

学習指導要領に沿って各単元の
中で適切に精選された内容が記
述されており、重点的内容が簡
潔・適切に説明されているので
理解しやすい。

構成内容がバランスよく配置さ
れている。ひとつの単元が２
ページで構成されており、まと
めやすい。

写真やイラストを多用し、理解
を助けるとともに学習意欲を高
めている。学習のねらいが示さ
れているので、学習する内容が
わかりやすい。

芸術 17 教出 音Ⅰ 307
音楽Ⅰ改訂版
Tutti

14

生徒の様々な習熟度や学校の実
態に応じた内容が取り上げられ
ており、年表もわかりやすく掲
載されている。

単元ごとに分類された構成でわ
かりやすくまとめられている。

譜面が見やすく、紙面のレイア
ウトに統一感があり、わかりや
すい。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１ 14

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

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

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

芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 14

題材がバランスよく、しかも相
互に関連をはかりながら適切に
配置されている。また自然や環
境に対する関心へと視野が広が
るよう、教科書が一つの流れに
なるようにまとめられている。

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

活字は鮮明で読みやすい大き
さ・書体である。写真・図版も
鮮明で効果的である。
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芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 14

表現題材は、「発想や構想」の
手がかりとなるように参考作品
を多く示され、制作過程を示し
て「創造的な技能」も併せて学
べるように構成されている。

図版を１ページ大で示すなどし
て、対比することによって生徒
自身が考え、作品や作家、背景
となっている美術文化への理解
を深められるように工夫されて
いる。

ファッション、ぱらぱら漫画な
ど今日の高校生が身近に感じら
れるもの、興味・関心が持てる
内容を積極的に取り上げてい
る。

○ 芸術 116 日文 美Ⅰ 303
Art and You 創造
の世界へ

14

生徒の「美的体験を豊かにし、
生涯にわたり美術を愛好する心
情を育てる」とともに「美術文
化についての理解」を深めるこ
とができるように、適切に題材
を選択し、配列されている。

生徒が持ち歩き、いつでも開い
て見ることができるようなＢ５
ワイド判。またページ数も多く
題材も充実しており、良質の原
稿を使用した美しい作品が多数
掲載されている。

作品と作家のデータは、作品の
理解に役立つように正確にわか
りやすい表記である。掲載作品
は、美術の教科書として必要な
情報が正しく伝わるよう、忠実
な印刷となっている。

芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 14

教材、資料、学習活動全般に、
書を愛好する心情を育て、感性
を豊かにするための工夫がされ
ている。また、古典教材として
の書への興味・関心を喚起し、
書の伝統と文化への理解を深め
ることができる。

豊富に例示された近現代の創作
作品や、カラー図版を多様した
書道史略年表などにより、自ず
と書表現への親しみと意欲を増
すことができる構成となってい
る。

判型を大きくすることで写真や
図版を大きく見せたり、漫画の
キャラクターを登場させたりす
るなど、学習意欲を高める工夫
が随所に施されている。

○ 芸術 6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 14

書道の幅広い活動を通して、書
を愛好する心情を育て、書道の
基礎的な能力を伸ばすよう、表
現と鑑賞相互の関連を図りなが
ら各領域が適切に構成されてい
る。

「漢字の書」「仮名の書」で
は、基本的な古典が系統的に配
列され、表現と鑑賞の学習が相
互に関連を図りながら展開でき
るよう工夫されている。

領域冒頭の扉、領域ごとに色分
けされたタイトル、読みやすい
書体と文字の大きさに配慮する
など、視覚的にも理解しやすく
する工夫がされている。

○
外国
語

15 三省堂 コⅠ 335
VISTA English
Communication Ⅰ
New Edition

12

高校生の興味を引くよう題材が
工夫されている。文法事項等、
平易なものから難易度の高いも
のへとステップアップする仕方
にも工夫の跡が見られ、使用し
やすい。

写真、イラストが多く図版も豊
富で見やすい。内容構成に親近
感が持て、装丁もきれいであ
る。

写真、イラストが多く図版も豊
富で見やすい。内容構成に親近
感が持て、装丁もきれいであ
る。

外国
語

50 大修館 コⅠ 337
Compass English
Communication Ⅰ
Revised

12

コンパクトな大きさで、基礎基
本を重視した内容である。文法
事項のまとめよりも英文に多く
触れさせようという意図が見ら
れる。

写真やイラストを上手く配置し
ている。文法事項のまとめは少
なめである。装丁がきれいであ
る。

色彩豊かで見やすく、余白を上
手く活かしている。

○
外国
語

15 三省堂 コⅡ 308
VISTA English
Communication Ⅱ

34

VISTA English CommunicationⅠ
からの内容を引き継ぎ、高校生
の興味を引くよう工夫されてい
る。また、難易度の高い文法事
項等を生徒が分かりやすいよう
精選して取り扱っている。

図版が豊富で見やすく、写真、
表も多い。内容構成に親近感が
持て、難しい内容を分かりやす
くしようという意図がうかがえ
る。

難しい内容の文にも生徒が学習
しやすいよう写真やイラストを
使い、表記・表現を工夫してい
る。

外国
語

50 大修館 コⅡ 311
Compass English
Communication Ⅱ

34

Compass English Communication
Ⅰを引継ぎ、コンパクトな大き
さである。レッスンが進むにつ
れ、英文が難しくなり、英文の
量もかなり多くなっている。

文法事項のまとめは少なく、
レッスンが進むにつれ、英文の
量が大変多くなる。写真やイラ
ストを上手く配置しており、装
丁がきれいである。

色彩豊かで見やすい。Compass
English Communication Ⅰに比
べ、余白は少ない。

○
外国
語

17 教出 英Ⅰ 326
NEW ONE WORLD
Expressions Ⅰ
Revised Edition

3

場面設定が適切で、生徒の英文
理解に応じて学力が身に付くよ
う工夫されている。テーマに
沿って英語表現力が深まるよう
な工夫も見られる。

図や写真、イラストの使用が豊
富である。コンパクトにまと
まっており、英文量が適切であ
る。

活動用語語彙集の色使いに工夫
の跡が見られ、全体的に薄めの
色使いで、見やすい。

外国
語

50 大修館 英Ⅰ 327
Departure English
Expression Ⅰ
Revised

3

練習問題に工夫の跡が見られ、
英語表現に関する日本語の解説
が丁寧で分かりやすい。レッス
ンが進むにつれ、英文の難易度
が上がり、量もかなり多くな
る。

英語表現の場面に応じ、イラス
トの配置に工夫の跡が見られ
る。写真は多くないが、イラス
トと同様、配置に工夫の跡が見
られる。

字体に工夫の跡が見られ、見出
し等の色使いを工夫している。

○ 家庭 2 東書 家基 311
家庭基礎　自立・
共生・創造

3

基礎的・基本的な学習内容の確
実な習得の為に、必要かつ充分
な内容を適切に扱っている。食
品成分表も付記されており資料
としても活用しやすい。

各章のはじめに学習内容の概観
の文章があり、学習のポイント
が示されており、見通しを持っ
て学習できる。主体的な学習を
促すのに適切な情報量が盛り込
まれている。

写真や図・グラフなどの資料が
極めて充実しており、教科書だ
けでも調理実習等の学習も効果
的に進められる。

家庭 6 教図 家基 302
家庭基礎　ともに
生きる　明日をつ
くる

3

家庭科学習の模式図や乳児の等
身大の写真をはじめ豊富な図版
が、学習の導入に役立つよう工
夫されている。

各章に学びの地図を配置し、そ
の章で何を学ぶかを一見してわ
かるようなつくりと構成になっ
ている。

高校生のキャラクターを設定
し、家族などの領域が学習でき
るよう工夫されている。

家庭 6 教図 家基 303
最新　家庭基礎
生活を科学する

3

学習への主体的な態度を養うた
め、各節は生徒が自分の価値観
や考え方を見つめ直すことがで
きるチャート図からスタートし
ている。

各節の最後には、生徒自身が自
分の考え方を整理し、意思決定
を促すための資料が掲載され、
思考構築力を養う工夫がなされ
ている。

理解しやすいように、脚注で説
明を補ったり、重要な語句を目
立たせる工夫がなされている。

家庭 7 実教 家基 314
新家庭基礎　パー
トナーシップでつ
くる未来

3

基礎的・基本的な学習事項が丁
寧かつ平易に記述されており、
具体例も豊富である。

各分野ごとの構成や配列がわか
りやすく工夫されていて、授業
がしやすい。調理実習の分量な
ども適切である。

学習に効果的なカラーの写真や
イラストが豊富で表やグラフも
見やすく工夫され生徒が興味を
持って学習できる。
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家庭 7 実教 家基 315 新家庭基礎２１ 3

環境や福祉などの生活にかかわ
る営みの維持・存続のための視
点が投げかけられている。時事
的な内容や実践的な課題が豊富
に掲載されている。

各章がコンパクトにまとめら
れ、各分野をまとまりよく構成
されており、各分野ごとの配列
についても工夫されている。

カラーの写真やグラフ・図解な
ど視覚的に理解できるように
なっている。問いかけ投げかけ
などが多く、学習活動が身近に
感じられるよう工夫されてい
る。

家庭 7 実教 家基 316 新図説家庭基礎 3

基礎的・基本的な学習事項が丁
寧かつ平易に記述されており、
基礎的な知識を定着させる内容
となっている。調理実習や実践
学習も基礎・基本を定着させる
工夫がされている。

見開き展開で授業内容を明確に
して授業が展開できる。各分野
の構成・流れがよく、次の単元
への授業への移行がしやすい。

上段が図表などの資料、下段が
本文で非常に読み取りやすい工
夫がなされている。

家庭 50 大修館 家基 318
新家庭基礎　主体
的に人生をつくる

3

教科の目標を踏まえ、豊かな生
活を主体的に築くために必要な
知識・技術を総合的・体系的に
学習できるように、バランスの
よい内容構成となっている。

見開き完結型で、授業計画が立
案しやすく、内容・分量に偏り
のないバランスのよい記載と
なっている。

見やすいレイアウトと配色で生
徒の興味・関心を高め、楽しく
学習できるように記載されてい
る。

家庭 50 大修館 家基 319
未来をつくる　新
高校家庭基礎

3

教科の目標を踏まえ、豊かな生
活を主体的に築くために必要な
知識・技術を総合的・体系的に
学習できるように、構成されて
いる。また、身近な話題から学
習を展開できるよう工夫されて
いる。

見開き１項目ごとに、学習のね
らいが示されており課題意識を
持って学習できるよう配慮され
ている。

巻頭巻末の口絵や巻末の重要語
句が主体的に学習できるように
工夫されている。

情報 2 東書 社情 309 新編　社会と情報 2

情報教育の系統性を重視し、情
報社会において必要とされる知
識が無理なく身に付くよう、工
夫と配慮がなされている。

学習指導を有効に進められるよ
うに考慮され、精選されてい
る。

教科書内の関連する箇所にリン
クマークが付され、情報の科学
的な理解や情報社会に参画する
態度の育成に関する知識が系統
的に履修できる。

情報 2 東書 社情 310 社会と情報 2

基礎的・基本的な内容が充実し
ており、生徒の習熟度に合わせ
て難易度を調整できる。説明に
ふさわしい図や写真を多く使用
しており、理解を深められる。

実習と理論に大きく分かれてい
て内容もリンクしているため、
どちらかに偏ることなく授業展
開ができる。

各説明項目ごとの色分けや行間
が工夫されていて非常にみやす
い。

情報 7 実教 社情 311
最新社会と情報
新訂版

2

学習テーマを選んで使えるハイ
レベルな内容である。できるだ
け普遍的な知識を正確で詳細に
説明されている。

学習指導要領の内容を全部で50
のテーマに整理してある。授業
の計画にあう構成である。

丁寧な説明文に加え、図解や写
真が多数掲載されている。ま
た、ビジュアル面からも理解を
促す工夫がされている。

○ 情報 104 数研 社情 315 社会と情報　Next 2

生徒に身近な題材を中心に学習
要素を展開し、実例を題材に学
習することがきる内容になって
いる。

学習指導を有効に進められるよ
うに考慮され、精選されてい
る。

丁寧な説明文に加え、イラスト
が多く掲載されている。また、
ビジュアル面からも理解を促す
工夫がされている。



様式１－２

番号 略称 記号 番号

国語 2 東書 国総 332 新編国語総合 12

分野・ジャンルごとに分けられ
ていて学びやすい。言語活動な
ど、表現分野の教材としても十
分使える内容となっている。

分量は適切で、装丁もカラフル
で手に取りやすい。

文字は大きめで見やすく、カ
ラー写真やイラストを多く使っ
ている。

○ 国語 15 三省堂 国総 339
明解国語総合　改
訂版

12

内容がバランス良く配置されて
いる。新課程用になり内容が以
前より充実している。様々な表
現活動やコラムが多く入ってい
るので興味がひかれやすい。

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 50 大修館 国総 347
新編国語総合　改
訂版

12

どの分野も代表的な作品が載っ
ていて系統だっており、使いや
すい。注などが細かく、使いや
すい。

分量は適切。装丁も落ち着いた
色になっている。

文字は小さめだが、すっきりし
ていて見やすい。

国語 2 東書 国表 304 国語表現 34

スピーチや討論などをするため
の具体的な行動が順を追って示
されており、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。

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

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

国語 17 教出 国表 301 国語表現 34

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。

○ 国語 50 大修館 国表 305 国語表現 34

「小論文・レポート入門」「自
己ＰＲと面接」「メディアを駆
使する」など、実社会における
表現の力を育むことができるよ
う配慮されている。

表現への抵抗感を克服し、基礎
的な国語の知識を段階的に身に
つけることができるよう配慮さ
れている。

写真やイラスト、図が豊富に収
録されており、生徒の学習意欲
を喚起し、内容の理解を助ける
ために効果的である。また、カ
ラーを効果的に用いており、印
刷も鮮明である。

国語 2 東書 現Ｂ 301 新編現代文Ｂ 34

教材の時代・テーマが偏ること
なくバランスよく配列されてい
る。また、「こころ」「山月
記」などの定番作品や評論、小
説、随想を軸に、さまざまな
ジャンルの文章に触れることが
できるように配慮されている。

生徒が取り組みやすい。短く簡
潔な文章が多く掲載されてお
り、無理のない学習が期待され
る。

資料性の高いカラー写真・図版
が教材本文の該当箇所に適切に
掲載されており、生徒の興味を
喚起し、教材の理解を促す点か
らも効果的である。

国語 15 三省堂 現Ｂ 303 高等学校現代文Ｂ 34

代表的な作品を扱っている。評
論・小説はかなりの分量があ
り、充実している。随想などの
ジャンルが扱われていない。最
後に「言語学習」という単元が
あり、言語活動を重視していく
上で扱いやすい。

本文の字がはっきりしており、
読みやすい。評論・小説・詩歌
の分量のバランスが良い。

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

○ 国語 50 大修館 現Ｂ 311 新編現代文Ｂ 34

現代の高校生の感性に訴える新
鮮で親しみやすい作品や、評価
の定まっている基本的な作品が
バランスよく収録され、きめ細
かく教材化されている。

内容や難易度について、学習進
度に配慮した配列となってお
り、生徒の実態に即したバラン
スのよい構成となっている。

写真やイラスト、地図が豊富に
収録されており、生徒の学習意
欲を喚起し、内容の理解を助け
るために効果的である。

国語 183 第一 現Ｂ 318
高等学校　標準現
代文Ｂ

34

わかりやすくて定番の教材が多
く、親しみがもてる教材配列で
ある。

学習の手引きは、従前同様。 活字は見やすく写真も多い。

地理
歴史

7 実教 世Ａ 311 世界史Ａ　新訂版 3

ポイントとなる箇所にコラムが
掲示されていて、歴史に対する
興味・関心がたかめられる内容
となっている。

バランスのよい章立てとなって
おり、分量も適切である。

地図・写真・図版などが生徒の
理解を助けるものとなってい
る。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 316
世界の歴史　改訂
版

3

内容がバランス良く配置されて
いる。様々な歴史的事象やコラ
ムが多く入っているので興味が
ひかれやすい。

図版や写真などで見やすさを
補っている。構成も適切であ
る。

カラー写真やイラストが大きく
美しい。文字も見やすいように
レイアウトなどを工夫してい
る。

○
地理
歴史

183 第一 世Ａ 317
高等学校　改訂版
世界史Ａ

3

世界史への生徒の興味・関心を
喚起するコラムが多数収録され
ている。また、現代世界の課題
を歴史的に考察できるよう工夫
された内容となっている。

適切な分量であり、生徒が使い
やすい。装丁も丁寧で見やすく
まとめられている。

歴史学習を深めるのに役立つ写
真・地図・図版が豊富に掲載さ
れている。

地理
歴史

7 実教 日Ａ 309
高校日本史Ａ　新
訂版

4

簡明な記述で基本的な事項を習
得しやすい工夫が全体的にされ
ている。近現代史を適格に考察
できる内容となっている。

テーマが簡潔にまとめられてお
り、分量も適切である。

重要事項の写真・図版が随所に
掲載されており歴史の理解を促
す点からも効果的である。

表記・表現

平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立商業高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

使用
学年

内容 構成・分量・装丁



様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立商業高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

使用
学年

内容 構成・分量・装丁

地理
歴史

81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版 4

分野ごとに適切に分けられてい
て学びやすい。ポイントがつか
みやすく理解しやすい内容と
なっている。

分量は適切で、装丁もカラフル
で手に取りやすい。

ポイントとなる点に適切に写
真・図版が掲載されており工夫
された表記・表現となってい
る。

○
地理
歴史

183 第一 日Ａ 312
高等学校　改訂版
日本史Ａ　人・く
らし・未来

4

 基本的事項がわかりやすく説明
されている。学習理解を深める
特集ページや興味・関心を喚起
させるコラムなども随所に取り
入れられている。

分量は適切で生徒が使いやすい
構成となっている。装丁もよく
整えられている。

表現が丁寧で理解しやすい。全
体的に生徒が使用しやすい工夫
がされている。

地理
歴史

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ 2

基礎的事項が体系的に整理さ
れ、生徒が着実に習得できるよ
うに工夫されている。

各事項の配置のバランスがよ
く、全体として無理のない分量
である。

略地図の描画・地形図・写真の
読み取りなどが丁寧に扱われて
いる。

地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308
高等学校　新地理
Ａ

2

学習指導要領に準拠して、世界
地誌を大幅に充実させることに
より、各地の最新事情が適格に
捉えられる内容になっている。

図版・写真が豊富に示されてお
り、分量・装丁とも適切であ
る。

模式図・写真と本文が適切にリ
ンクし、わかりやすい表現と
なっている。

○
地理
歴史

183 第一 地Ａ 310

高等学校　新版
地理Ａ　世界に目
を向け，地域を学
ぶ

2

内容がバランス良く配置されて
いる。様々な民族のようすやコ
ラムが多く入っているので興味
がひかれやすい。

イラストや写真などで見やすさ
を補っている。分量・装丁とも
適切である。

カラー写真や図版が大きく美し
い。全体的に見やすいようにレ
イアウトなどを工夫している。

地理
歴史

2 東書 地図 301 新高等地図 2

学習指導要領の趣旨が適切に選
択された内容になっている。ま
た、地理的な見方や考え方の基
礎を学べられる内容が多々取り
上げられている。

系統的かつわかりやすい構成と
なっている。分量・装丁とも適
切である。

大判で見やすく、基本図、拡大
図とも適切に配置されている。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 309
標準高等地図-地図
でよむ現代社会-

2

全体的に見やすい工夫がこらさ
れている。政治・経済や環境問
題などの資料図が多数掲載され
ており、充実した内容となって
いる。

学習指導要領に準拠した、構成
であり、分量・装丁とも適切で
ある。

全体的に見やすく、表記・表現
ともに適切である。

公民 2 東書 現社 313 現代社会 1

どの分野も適切な内容である。
系統だてがわかりやすく、使い
やすい。理解しやすくさせる工
夫が多く見られる。

分量は適切。装丁も落ち着いた
色になっている。

すっきりしていて見やすい。適
切な表記・表現となっている。

○ 公民 7 実教 現社 315
最新現代社会　新
訂版

1

現代社会の現状や課題などを適
切に提示しており、生徒の興
味・関心を引くような工夫が随
所に見られる。

構成・分量・装丁とも適切であ
り、学習指導要領に準拠したも
のとなっている。

図版の色分けなどが丁寧で見や
すく、内容を適切に捉えること
ができるように工夫されてい
る。

公民 46 帝国 現社 318
高等学校　新現代
社会

1

基本的な事項を適格・丁寧にお
さえたうえで、学習内容をさら
に発展させることのできるよ
う、補足的な内容もコラム等で
記載されている。

学習指導要領に準拠した、適切
な構成である。分量・装丁とも
活用しやすいよう工夫されてい
る。

全体的に見やすい表記となって
おり、生徒の学習意欲を引き出
す工夫がされている。

○ 数学 2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 12

中学校の復習や、基礎的・基本
的事項の理解や習得に役立つよ
うに配置されている。また、取
り扱っている内容も生徒の実態
に即した平易な内容になってい
る。

Ｂ５判で文字も大きく、分量も
薄くコンパクトにまとまってい
る。例の計算式の導き方が簡潔
でかつ丁寧でよい。つまづきや
すい計算は工夫され考えやすく
なっている。

図や色印刷が適度で、かつメリ
ハリがあり見やすい。公式の枠
取り、要点の図示がはっきりし
ていて覚えやすい。

数学 7 実教 数Ⅰ 323
高校数学Ⅰ　新訂
版

12

各単元の配置が、生徒の理解し
やすいような配列になってい
る。扱っている内容も生徒の興
味や関心を高めるような教材
で、わかりやすい。

Ｂ５判で文字も大きく、簡潔に
まとまっている。丈夫かつ見開
きしやすい。

公式要点がはっきりしていて見
やすい。文章・式・図の配列が
ゆったりしている。色彩が豊富
に使用されており、かつ分かり
やすくてよい。

数学 104 数研 数Ⅰ 331
改訂版　新　高校
の数学Ⅰ

12

各単元ごとに学習のポイントが
示されており、筋道をたてて学
習することができる。また確認
問題や課題学習など、生徒が興
味を持つような内容になってい
る。

Ｂ５判で文字も大きく、コンパ
クトにまとまっている。分量も
適度でよい。

公式や要点がはっきりしてい
る。要点や図の配列も親しみや
すい。色を巧みに使いポイント
をおさえていて分かりやすい。

○ 数学 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 4

問が前述されている例題を踏ま
えた上で解きやすくされてお
り、問題の難易度も適切。また
基本的知識が定着させやすいス
モールステップ形式で扱いやす
い構成となっている。

構成・分量ともに適切である。 重要語句などの表記が明確であ
り、図や絵を入れることで、視
覚的にもとらえやすい工夫がさ
れている



様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立商業高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

使用
学年

内容 構成・分量・装丁

数学 2 東書 数Ａ 301 数学Ａ 4

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。

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 2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ 4

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・分量はともに適切であ
る。

表現が簡潔であり、ポイントと
なる箇所に色や写真を使ってい
るので、より分かりやすく表
記・表現されている。

数学 7 実教 数Ａ 320 数学Ａ　新訂版 4

例題・問題数も多く、解説等が
親切にわかりやすくまとまって
いる。また基礎的・基本的事項
の理解や修得に役立つように配
置されているため、取り扱って
いる内容も生徒の実態に即した
平易な内容になっている。

Ｂ５判で文字も大きく、分量も
薄くコンパクトにまとまってい
る。

図や色印刷が適度で、かつメリ
ハリがあり見やすい。

数学 61 啓林館 数Ａ 307 詳説　数学Ａ 4

基礎から発展まで幅広い内容を
扱っている。特に「整数の性
質」では、不定方程式、ユーク
リッドの互除法など深い内容ま
で載せている。

練習問題の量は適切で、よく練
られている。

「図形の性質」では、図をたく
さん用い、理解を助けている。

数学 61 啓林館 数Ａ 308 数学Ａ 4

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。

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。

数学 61 啓林館 数Ａ 309 新編　数学Ａ 4

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・分量ともに適切である。 ポイントとなる箇所に色や写真
を使っているので、よりわかり
やすく表記・表現されている。

数学 104 数研 数Ａ 310 数学Ａ 4

基礎から発展まで幅広い内容を
扱っているとともに、課題学習
を豊富に取り入れ、数学的理解
を深める努力をしている。問題
を段階的に扱うことで無理なく
レベルアップできるよう構成さ
れている。

構成は理解しやすく工夫されて
おり、分量も適切である。

丁寧で適切にまとめられてい
る。色彩が落ち着いていて、見
やすい。

数学 104 数研 数Ａ 311 高等学校　数学Ａ 4

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。

構成・問題量ともに適切であ
る。

表現が簡潔であり、図や写真が
適切に配置されている。

数学 104 数研 数Ａ 312 新編　数学Ａ 4

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。発展
的な課題への広がりを感じさせ
る題材を多く配置している。

問題量・構成ともに適切であ
る。

表題が簡潔でわかりやすく、図
や表がカラーで見やすくなって
いる。

数学 104 数研 数Ａ 313 最新　数学Ａ 4

例・問・問題が豊富にあり、基
礎・基本をしっかりと押さえな
がら、反復練習をして、内容の
定着に結びつけ易そうである。

問題量・構成ともに適切であ
る。

わかりやすい文章表現でまとめ
られている。公式・定理などは
吹き出しで、強調されていて見
やすく工夫されている。ポイン
トとなる箇所に色や写真を使
い、分かりやすく表記・表現し
ている。

数学 104 数研 数Ａ 314 新　高校の数学Ａ 4

例題や例も多く、説明に使われ
ている図や数式もわかりやすく
適切に表現されている。練習問
題は基礎からしっかり学べるよ
う工夫されている。また、課題
学習や応用的な内容もしっかり
している。

１つの単元を２ページで見開き
で編集していて、生徒にとって
使いやすい構成である。解説文
も簡潔にまとめている。数学的
な注釈を小さく記載している。

挿絵と図を使い、難解な問題と
意識させないように配慮してあ
る。

数学 183 第一 数Ａ 316
高等学校　新編数
学Ａ

4

基礎的内容を多く扱っている
が、ところどころで「研究」と
題して発展的内容を扱い、実力
アップをはかっている。また、
作図について深く説明してい
る。

可能な範囲で２ページ見開きで
使用できるように構成されてい
る。分量も適切である。

図や表が多く利用され、見やす
く、理解を助ける工夫をしてい
る。

○ 理科 7 実教 科人 307
科学と人間生活
新訂版

1

基礎的・基本的および発展的な
内容の取扱いが詳細で適切であ
る。

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。
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理科 61 啓林館 科人 302 科学と人間生活 1

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

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

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

○ 理科 7 実教 物基 314
高校物理基礎　新
訂版

3

内容がわかり易い。実験が豊富
で生徒の関心を高めることがで
きる。自然現象を物理的に考察
することを基本に、わかりやす
く解説されている。単元ごとに
要点がまとめられており、学習
しやすい配慮がされている。

イラストや写真を多用し、例題
やその解説など理解し易いよう
に努めている。

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

理科 61 啓林館 物基 315 物理基礎　改訂版 3

内容がわかり易く、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。図や写真等が豊富に掲載さ
れている。グラフや図などが豊
富で、生徒の興味・関心を引く
編集になっている。

○
保健
体育

50 大修館 保体 304
現代高等保健体育
改訂版

12

内容構成が適切で、資料等も充
実している。また、生涯を通じ
た健康やスポーツの基礎的な事
項が、わかりやすく記載されて
いる。生徒に多様な視点や課題
意識をもたせやすい。

内容の分量が適切である。ま
た、図版等も見やすく、生徒の
活用が期待される。

文章・図版などの割付が適切で
ある。生徒が関心を持ちやす
く、活用もしやすい。

保健
体育

50 大修館 保体 305
最新高等保健体育
改訂版

12

単元構成が工夫されており、ポ
イントがつかみやすく、また 基
礎的な事項が簡潔に記されてい
る。生徒に課題意識をもたせや
すい。

項目によっては、内容の分量が
不足気味のところが見受けられ
るが、コンパクトにまとめられ
ている。

図表・写真等が多く、充実して
いる。具体的に理解しやすく、
活用もしやすい。

芸術 17 教出 音Ⅰ 308
高校音楽Ⅰ改訂版
Music　View

4

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

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

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

○ 芸術 89 友社 音Ⅰ 311
改訂版　高校生の
音楽１

4

音楽が身近なものであり、興味
をもって学習できるように、選
曲が充実しバランスも良い。和
楽器の説明では、楽器と作品の
関連付けがわかりやすい。全体
的に生徒にとって充実した内容
となっている。

歌唱・器楽、学べる資料、和楽
器に親しむ、観賞など全体の構
成がよい。また、分量も無理な
く適切であり、生徒にとって親
しみ易くなっている。

色刷りが多く、写真、イラスト
を多用し、視覚的に工夫がなさ
れており、見易い。譜例などが
効果的に配置されており、理解
し易い。

外国
語

205 三友 コ基 302
JOYFUL English
Communication
Basic

1

英語を学ぶ楽しさが感じられる
ように工夫されている。題材は
好奇心を刺激するテーマを中心
に構成されている。英語の基礎
から学べるように構成されてい
る。

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

図が多くあり、生徒の学習に
とって良い効果をもたらしてい
る。

○
外国
語

226 チアーズ コ基 303
ATLANTIS English
Communication
Basic

1

生き生きとした自然な英語表現
を用いている。Warm Upで本文に
入る前に深く関わる問題が使わ
れている。

生徒にとって見やすいレイアウ
トを用いており、分量も適正で
ある。

図や写真がたくさん使われてお
り、イメージをつかみやすく、
教科書に対して親しみやすく
なっている。

○
外国
語

2 東書 コⅠ 328
All Aboard!
English
Communication Ⅰ

23

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

各課の活動の種類、量ともに適
当である。

写真、イラストが多く、見やす
い。文法についても上手く整理
されている。

外国
語

2 東書 コⅠ 329
Power On English
Communication Ⅰ

23

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。

外国
語

9 開隆堂 コⅠ 331
Revised ENGLISH
NOW English
Communication Ⅰ

23

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。

○
外国
語

15 三省堂 英Ⅰ 325
SELECT English
Expression Ⅰ New
Edition

34

簡単な文法事項を用い、多彩に
表現できるようにまとめてあ
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
構成されている。

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。新出語
の発音記号は米音表記のみ。

生徒の写真やイラストが豊富。
題材の内容理解の助けとなって
いる。
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外国
語

104 数研 英Ⅰ 333
Revised BIG
DIPPER English
Expression Ⅰ

34

英語の構成の基本からスタート
し、見開き２ページでまとめら
れており、リズムに乗って展開
できる。文法シラバスは整理し
やすい。

パラグラフ、ライティングとわ
けることができ、比較的高度な
応用もできるようになってお
り、分量とも適切である。

学習しやすく写真や図が理解を
助ける。

○ 家庭 6 教図 家基 303
最新　家庭基礎
生活を科学する

4

考える力をつけるため、資料や
統計を読み解く力がつくよう内
容に工夫が凝らされている。ま
た、生活の基本や自分の人生に
対する価値観を身につけること
ができるような内容となってい
る。

限られた時間の中でもしっかり
学べるよう、文章は簡潔で図や
資料を豊富に用いて、単位数に
見合った分量となっている。構
成も生徒に身近な内容でまとめ
られている。

理解しやすいように、脚注で説
明を補ったり、重要な語句を目
立たせる工夫がなされている。

家庭 7 実教 家基 315 新家庭基礎２１ 4

テーマ学習形式で、より深い学
習が可能。社会の維持・存続に
ついての課題や取り組みについ
て取り上げている。知識だけで
なく調べ学習などの方法も解説
して、課題学習できるように工
夫されている。

各章がコンパクトにまとめら
れ、各分野をまとまりよく構成
しており、時間数や指導計画に
応じた多様な授業の形態に対応
できる構成。

現在の生活や社会を理解するた
めのキーワードを用語解説の形
で説明し、図解など視覚的に理
解できるようになっている。文
章も読みやすい。

○ 商業 7 実教 商業 334
ビジネス基礎　新
訂版

1

デザインや挿絵に工夫があり親
しみやすい図書に感じる。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。豊富
な資料があるが構成が工夫され
ておりわかりやすい。

商業活動を広く取り上げてお
り、内容が理解できるよう工夫
されている。

商業 190 東法 商業 335
ビジネス基礎　新
訂版

1

基礎・基本の解説が平易な表現
で詳細である。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。

○ 商業 7 実教 商業 313 ビジネス実務 12

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。

商業 190 東法 商業 314 ビジネス実務 12

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

分量としては問題はない。学習
内容の構成に工夫がみられる。

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

○ 商業 7 実教 商業 327 経済活動と法 4

経済に関する説明が丁寧で、取
り上げる内容や順序に問題はな
い。用語の解説がわかりやす
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。

商業 190 東法 商業 328 経済活動と法 4

各ページ、イラスト入りであ
る。説明が丁寧で、各項目の内
容が理解しやすい。

分量や配列に問題はない。 わかりやすい文章表現を用いて
おり、適切である。

○ 商業 7 実教 商業 339 高校簿記　新訂版 234

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

分量としては問題はない。わか
りやすい資料があり構成が工夫
されている。

帳簿記入の内容が理解できるよ
う工夫されている。

商業 190 東法 商業 340 簿記　新訂版 234

簿記や企業会計に関する内容が
単元ごとにわかりやすい内容に
構成されている。用語の解説が
わかりやすい。学習を進めるう
えで適切な内容である。

分量としては問題はない。内容
の構成に工夫がみられる。

本文の内容は２色刷りでみやす
く学習しやすい。

○ 商業 7 実教 商業 343
最新情報処理　新
訂版

2

情報処理分野における学習内容
が網羅されている。表計算の箇
所は、実用性の高い関数を取り
上げ、検定試験のほかビジネス
社会でも通用する実務性の高い
ものまで掲載してある。

内容の構成に工夫がみられる。
やや分量は多いがわかりやすく
学習を進めるのに適している。

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
る。

商業 190 東法 商業 344 情報処理　新訂版 2

単元ごとのポイントとなる関数
を中心に、ていねいに説明がさ
れており、また、題材も身近な
ものを多数取り上げているので
適切である。

分量としては問題はない。内容
の構成に工夫がみられる。

文章表現がやや多く内容が適切
である。

○ 商業 7 実教 商業 322 ビジネス情報 3

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。
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商業 190 東法 商業 323 ビジネス情報 3

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

図解・イラストを多く取り入れ
ており、興味・関心が高められ
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。



様式１－２

番号 略称 記号 番号

国語 2 東書 国総 332 新編国語総合 12

分野・ジャンルごとに分けられ
ていて学びやすい。言語活動な
ど、表現分野の教材としても十
分使える内容となっている。

分量は適切で、装丁もカラフル
で手に取りやすい。

文字は大きめで見やすく、カ
ラー写真やイラストを多く使っ
ている。

○ 国語 15 三省堂 国総 339
明解国語総合　改
訂版

12

内容がバランス良く配置されて
いる。新課程用になり内容が以
前より充実している。様々な表
現活動やコラムが多く入ってい
るので興味がひかれやすい。

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 2 東書 国表 304 国語表現 34

スピーチや討論などをするため
の具体的な行動が順を追って示
されており、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。

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

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

国語 17 教出 国表 301 国語表現 34

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。

○ 国語 50 大修館 国表 305 国語表現 34

「小論文・レポート入門」「自
己ＰＲと面接」「メディアを駆
使する」など、実社会における
表現の力を育むことができるよ
う配慮されている。

表現への抵抗感を克服し、基礎
的な国語の知識を段階的に身に
つけることができるよう配慮さ
れている。

写真やイラスト、図が豊富に収
録されており、生徒の学習意欲
を喚起し、内容の理解を助ける
ために効果的である。また、カ
ラーを効果的に用いており、印
刷も鮮明である。

○ 国語 15 三省堂 現Ａ 303 現代文Ａ 4

各章で分野ごとに分けられ、学
習しやすくなっている。「日本
語エクササイズ」や「表現の実
践」など表現分野も充実してい
る。

表現分野は充実しているが、小
説作品が少なめ。装丁は落ち着
いた色になっている。

文字は大きめ。Ｂ５版で見やす
い。

国語 17 教出 現Ａ 302
現代文Ａ　青春文
学名作選　―歴史
の中の青春

4

名作と呼ばれる作品が数多く採
録されている。難しい作品も注
釈などで丁寧に解説がなされて
いる。

分量は適切。装丁も落ち着いた
色になっている。

文字は小さめ。カラー写真が多
く掲載されていてイメージしや
すい。

国語 50 大修館 現Ａ 304 現代文Ａ 4

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。

分量は適切。装丁も落ち着いた
色になっている。

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。

国語 183 第一 現Ａ 305
高等学校　新編現
代文Ａ

4

掲載作品が多く、特に小説作品
が充実している。定番小説だけ
ではなく、言語学習ができる題
材なども収録されている。

分量は各分野で非常に充実して
いる。

作品に関する写真が多く掲載さ
れている。字も大きめで見やす
い。

国語 2 東書 現Ｂ 301 新編現代文Ｂ 34

教材の時代・テーマが偏ること
なくバランスよく配列されてい
る。また、「こころ」「山月
記」などの定番作品や評論、小
説、随想を軸に、さまざまな
ジャンルの文章に触れることが
できるように配慮されている。

生徒が取り組みやすい、短く簡
潔な文章が多く掲載されてお
り、無理のない学習が期待され
る。

資料性の高いカラー写真・図版
が教材本文の該当箇所に適切に
掲載されており、生徒の興味を
喚起し、教材の理解を促す点か
らも効果的である。

国語 15 三省堂 現Ｂ 303 高等学校現代文Ｂ 34

代表的な作品を扱っている。評
論・小説はかなりの分量があ
り、充実している。随想などの
ジャンルが扱われていない。最
後に「言語学習」という単元が
あり、言語活動を重視していく
上で扱いやすい。

本文の字がはっきりしており、
読みやすい。評論・小説・詩歌
の分量のバランスが良い。

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

○ 国語 50 大修館 現Ｂ 311 新編現代文Ｂ 34

現代の高校生の感性に訴える新
鮮で親しみやすい作品や、評価
の定まっている基本的な作品が
バランスよく収録され、きめ細
かく教材化されている。

内容や難易度について、学習進
度に配慮した配列となってお
り、生徒の実態に即したバラン
スのよい構成となっている。

写真やイラスト、地図が豊富に
収録されており、生徒の学習意
欲を喚起し、内容の理解を助け
るために効果的である。

国語 183 第一 現Ｂ 318
高等学校　標準現
代文Ｂ

34

わかりやすくて定番の教材が多
く、親しみがもてる教材配列で
ある。

学習の手引きは、従前同様。 活字は見やすく写真も多い。

地理
歴史

7 実教 世Ａ 311 世界史Ａ　新訂版 3

ポイントとなる箇所にコラムが
掲示されていて、歴史に対する
興味・関心が高められる内容と
なっている。

バランスのよい章立てとなって
おり、分量も適切である。

地図・写真・図版とも生徒の理
解を助けるものとなっている。

表記・表現

平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎総合科学高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

使用
学年

内容 構成・分量・装丁



様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎総合科学高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

使用
学年

内容 構成・分量・装丁

地理
歴史

81 山川 世Ａ 316
世界の歴史　改訂
版

3

内容がバランス良く配置されて
いる。様々な歴史的事象やコラ
ムが多く入っているので興味が
ひかれやすい。

図版や写真などで見やすさを
補っている。構成も適切であ
る。

カラー写真やイラストが大きく
美しい。文字も見やすいように
レイアウトなどを工夫してい
る。

○
地理
歴史

183 第一 世Ａ 317
高等学校　改訂版
世界史Ａ

3

世界史への生徒の興味・関心を
喚起するコラムが多数収録され
ている。また、現代世界の課題
を歴史的に考察できるよう工夫
された内容となっている。

適切な分量であり、生徒が使い
やすい。装丁も丁寧で見やすく
まとめられている。

歴史学習を深めるのに役立つ写
真・地図・図版が豊富に掲載さ
れている。

地理
歴史

7 実教 日Ａ 309
高校日本史Ａ　新
訂版

4

簡明な記述で基本的な事項を習
得しやすい工夫が全体的にされ
ている。近現代史を適格に考察
できる内容となっている。

テーマが簡潔にまとめられてお
り、分量も適切である。

重要事項の写真・図版が随所に
掲載されており歴史の理解を促
す点からも効果的である。

地理
歴史

81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版 4

分野ごとに適切に分けられてい
て学びやすい。ポイントがつか
みやすく理解しやすい内容と
なっている。

分量は適切で、装丁もカラフル
で手に取りやすい。

ポイントとなる点に適切に写
真・図版が掲載されており工夫
された表記・表現となってい
る。

○
地理
歴史

183 第一 日Ａ 312
高等学校　改訂版
日本史Ａ　人・く
らし・未来

4

基本的事項がわかりやすく説明
されている。学習理解を深める
特集ページや興味・関心を喚起
させるコラムなども随所に取り
入れられている。

分量は適切で生徒が使いやすい
構成となっている。装丁もよく
整えられている。

表現が丁寧で理解しやすい。全
体的に生徒が使用しやすい工夫
がされている。

地理
歴史

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ 2

基礎的事項が体系的に整理さ
れ、生徒が着実に習得できるよ
うに工夫されている。

各事項の配置のバランスがよ
く、全体として無理のない分量
である。

略地図の描画・地形図・写真の
読み取りなどが丁寧に扱われて
いる。

地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308
高等学校　新地理
Ａ

2

学習指導要領に準拠して、世界
地誌を大幅に充実させることに
より、各地の最新事情が適格に
捉えられる内容になっている。

図版・写真が豊富に示されてお
り、分量・装丁とも適切であ
る。

模式図・写真と本文が適切にリ
ンクし、わかりやすい表現と
なっている。

○
地理
歴史

183 第一 地Ａ 310

高等学校　新版
地理Ａ　世界に目
を向け，地域を学
ぶ

2

内容がバランス良く配置されて
いる。様々な民族のようすやコ
ラムが多く入っているので興味
がひかれやすい。

イラストや写真などで見やすさ
を補っている。分量・装丁とも
適切である。

カラー写真や図版が大きく美し
い。全体的に見やすいようにレ
イアウトなどを工夫している。

地理
歴史

2 東書 地図 301 新高等地図 2

学習指導要領の趣旨が適切に選
択された内容になっている。ま
た、地理的な見方や考え方の基
礎を学べられる内容が多々取り
上げられている。

系統的かつわかりやすい構成と
なっている。分量・装丁とも適
切である。

大判で見やすく、基本図、拡大
図とも適切に配置されている。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 309
標準高等地図-地図
でよむ現代社会-

2

全体的に見やすい工夫がこらさ
れている。政治・経済や環境問
題などの資料図が多数掲載され
ており、充実した内容となって
いる。

学習指導要領に準拠した構成で
あり、分量・装丁とも適切であ
る。

全体的に見やすく、表記・表現
ともに適切である。

公民 2 東書 現社 313 現代社会 1

どの分野も適切な内容である。
系統だてがわかりやすく、使い
やすい。理解しやすくさせる工
夫が多く見られる。

分量は適切。装丁も落ち着いた
色になっている。

すっきりしていて見やすい。適
切な表記・表現となっている。

○ 公民 7 実教 現社 315
最新現代社会　新
訂版

1

現代社会の現状や課題などを適
切に提示しており、生徒の興
味・関心を引くような工夫が随
所に見られる。

構成・分量・装丁とも適切であ
り、学習指導要領に準拠したも
のとなっている。

図版の色分けなどが丁寧で見や
すく、内容を適切に捉えること
ができるように工夫されてい
る。

公民 46 帝国 現社 318
高等学校　新現代
社会

1

基本的な事項を的確・丁寧にお
さえたうえで、学習内容をさら
に発展させることのできるよ
う、補足的な内容もコラム等で
記載されている。

学習指導要領に準拠した、適切
な構成である。分量・装丁とも
活用しやすいよう工夫されてい
る。

全体的に見やすい表記となって
おり、生徒の学習意欲を引き出
す工夫がされている。

○ 数学 2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 12

中学校の復習や、基礎的・基本
的事項の理解や習得に役立つよ
うに配置されている。また、取
り扱っている内容も生徒の実態
に即した平易な内容になってい
る。

Ｂ５判で文字も大きく、分量も
薄くコンパクトにまとまってい
る。例の計算式の導き方が簡潔
でかつ丁寧でよい。つまづきや
すい計算は工夫され考えやすく
なっている。

図や色印刷が適度で、かつメリ
ハリがあり見やすい。公式の枠
取り、要点の図示がはっきりし
ていて覚えやすい。



様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧
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内容 構成・分量・装丁

数学 7 実教 数Ⅰ 323
高校数学Ⅰ　新訂
版

12

各単元の配置が、生徒の理解し
やすいような配列になってい
る。扱っている内容も生徒の興
味や関心を高めるような教材
で、わかりやすい。

Ｂ５判で文字も大きく、簡潔に
まとまっている。丈夫かつ見開
きしやすい。

公式要点がはっきりしていて見
やすい。文章・式・図の配列が
ゆったりしている。色彩が豊富
に使用されており、かつ分かり
やすくてよい。

数学 104 数研 数Ⅰ 331
改訂版　新　高校
の数学Ⅰ

12

各単元ごとに学習のポイントが
示されており、筋道をたてて学
習することができる。また確認
問題や課題学習など、生徒が興
味を持つような内容になってい
る。

Ｂ５判で文字も大きく、コンパ
クトにまとまっている。分量も
適度でよい。

公式や要点がはっきりしてい
る。要点や図の配列も親しみや
すい。色を巧みに使いポイント
をおさえていて分かりやすい。

○ 数学 2 東書 数Ⅱ 303 新数学Ⅱ 34

基礎的・基本的事項の理解や習
得に役立つように配置されてい
る。取り扱っている内容も生徒
の実態に即した平易な内容に
なっている。

Ｂ５判で文字も大きく、分量も
薄くコンパクトにまとまってい
る。例の計算式の導き方が簡潔
でかつ丁寧でよい。つまづきや
すい計算は工夫され考えやすく
なっている。

図や色印刷が適度で、かつメリ
ハリがあり見やすい。公式の枠
取り、要点の図示がはっきりし
ていて覚えやすい。

数学 7 実教 数Ⅱ 306 高校数学Ⅱ 34

各単元の配置が、生徒の理解し
やすいような配列になってい
る。扱っている内容も生徒の興
味や関心を高めるような教材
で、わかりやすい。

Ｂ５判で文字も大きく、簡潔に
まとまっている。丈夫かつ見開
きしやすい。

公式要点がはっきりしていて見
やすい。文章・式・図の配列が
ゆったりしている。

数学 104 数研 数Ⅱ 313 新　高校の数学Ⅱ 34

各単元ごとに学習のポイントが
示されており、筋道をたてて学
習することができる。また確認
問題や課題学習など、生徒が興
味を持つような内容になってい
る。練習問題が吟味されていて
問題数も適度でよい。

Ｂ５判で文字も大きく、コンパ
クトにまとまっている。分量も
適度に配置されている。

公式や要点がはっきりしてい
る。要点や図の配列も親しみや
すい。色を巧みに使いポイント
をおさえていて分かりやすい。
右らんの解説が丁寧で分かりや
すくてよい。

○ 数学 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 4

問が前述されている例題を踏ま
えた上で解きやすくされてお
り、問題の難易度も適切。また
基本的知識が定着させやすいス
モールステップ形式で扱いやす
い構成となっている。

構成・分量ともに適切である。 重要語句などの表記が明確であ
り、図や絵を入れることで、視
覚的にもとらえやすい工夫がさ
れている。

数学 7 実教 数Ａ 320 数学Ａ　新訂版 4

例題・問題数も多く、解説等が
親切にわかりやすくまとまって
いる。また基礎的・基本的事項
の理解や修得に役立つように配
置されているため、取り扱って
いる内容も生徒の実態に即した
平易な内容になっている。

Ｂ５判で文字も大きく、分量も
薄くコンパクトにまとまってい
る。

図や色印刷が適度で、かつメリ
ハリがあり見やすい。

数学 104 数研 数Ａ 331
改訂版　新　高校
の数学Ａ

4

例・問・問題が豊富にあり、基
礎・基本をしっかりと押さえな
がら、反復練習をして、内容の
定着に結びつけ易そうである。

問題量・構成ともに適切であ
る。

わかりやすい文章表現でまとめ
られている。公式・定理などは
吹き出しで強調されていて、見
やすく工夫されている。ポイン
トとなる箇所に色や写真を使
い、分かりやすく表記・表現し
ている。

○ 理科 7 実教 科人 307
科学と人間生活
新訂版

14

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。

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。

理科 61 啓林館 科人 302 科学と人間生活 14

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

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

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

○ 理科 7 実教 物基 314
高校物理基礎　新
訂版

3

内容がわかり易い。実験が豊富
で生徒の関心を高めることがで
きる。自然現象を物理的に考察
することを基本に、わかりやす
く解説されている。単元ごとに
要点がまとめられており、学習
しやすい配慮がされている。

イラストや写真を多用し、例題
やその解説など理解し易いよう
に努めている。

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

理科 61 啓林館 物基 315 物理基礎　改訂版 3

内容がわかり易く、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。図や写真等が豊富に掲載さ
れている。グラフや図などが豊
富で、生徒の興味・関心を引く
編集になっている。

○
保健
体育

50 大修館 保体 304
現代高等保健体育
改訂版

12

内容構成が適切で、資料等も充
実している。また、生涯を通じ
た健康やスポーツの基礎的な事
項が、わかりやすく記載されて
いる。生徒に多様な視点や課題
意識をもたせやすい。

内容の分量が適切である。ま
た、図版等も見やすく、生徒の
活用が期待される。

文章・図版などの割付が適切で
ある。生徒が関心を持ちやす
く、活用もしやすい。
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保健
体育

50 大修館 保体 305
最新高等保健体育
改訂版

12

単元構成が工夫されており、ポ
イントがつかみやすく、また 基
礎的な事項が簡潔に記されてい
る。生徒に課題意識をもたせや
すい。

項目によっては、内容の分量が
不足気味のところが見受けられ
るが、コンパクトにまとめられ
ている。

図表・写真等が多く、充実して
いる。具体的に理解しやすく、
活用もしやすい。

芸術 17 教出 音Ⅰ 308
高校音楽Ⅰ改訂版
Music　View

4

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

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

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

○ 芸術 89 友社 音Ⅰ 311
改訂版　高校生の
音楽１

4

音楽が身近なものであり、興味
をもって学習できるように、選
曲が充実しバランスも良い。和
楽器の説明では、楽器と作品の
関連付けがわかりやすい。全体
的に生徒にとって充実した内容
となっている。

歌唱・器楽、学べる資料、和楽
器に親しむ、観賞など全体の構
成がよい。また、分量も無理な
く適切であり、生徒にとって親
しみ易くなっている。

色刷りが多く、写真、イラスト
を多用し、視覚的に工夫がなさ
れており、見易い。譜例などが
効果的に配置されており、理解
し易い。

外国
語

205 三友 コ基 302
JOYFUL English
Communicaition
Basic

1

英語を学ぶ楽しさを感じられる
ように工夫されている。題材は
好奇心を刺激するテーマを中心
に構成されている。英語の基礎
から学べるように構成されてい
る。

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

図が多くあり、生徒の学習に
とって良い効果をもたらしてい
る。

○
外国
語

226 チアーズ コ基 303
ATLANTIS English
Communication
Basic

1

生き生きとした自然な英語表現
を用いている。Warm Upで本文に
入る前に深く関わる問題が使わ
れている。

生徒にとって見やすいレイアウ
トを用いており、分量も適正で
ある。

図や写真がたくさん使われてお
り、イメージをつかみやすく、
教科書に対して親しみやすく
なっている。

○
外国
語

2 東書 コⅠ 328
All Aboard!
English
Communication Ⅰ

23

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

各課の活動の種類、量ともに適
当である。

写真、イラストが多く、見やす
い。文法についても上手く整理
されている。

外国
語

2 東書 コⅠ 329
Power On English
Communication Ⅰ

23

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。

外国
語

9 開隆堂 コⅠ 331
Revised ENGLISH
NOW English
Communication Ⅰ

23

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。

○
外国
語

15 三省堂 英Ⅰ 325
SELECT English
Expression Ⅰ New
Edition

34

簡単な文法事項を用い、多彩に
表現できるようにまとめてあ
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
構成されている。

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。新出語
の発音記号は米音表記のみ。

生徒の写真やイラストが豊富。
題材の内容理解の助けとなって
いる。

外国
語

104 数研 英Ⅰ 333
Revised BIG
DIPPER English
Expression Ⅰ

34

英語の構成の基本からスタート
し、見開き２ページでまとめら
れており、リズムに乗って展開
できる。文法シラバスは整理し
やすい。

パラグラフ、ライティングとわ
けることができ、比較的高度な
応用もできるようになってお
り、分量とも適切である。

学習しやすく写真や図が理解を
助ける。

○ 家庭 6 教図 家基 303
最新　家庭基礎
生活を科学する

4

考える力をつけるため、資料や
統計を読み解く力がつくよう内
容に工夫が凝らされている。ま
た、生活の基本や自分の人生に
対する価値観を身につけること
ができるような内容となってい
る。

限られた時間の中でもしっかり
学べるよう、文章は簡潔で図や
資料を豊富に用いて、単位数に
見合った分量となっている。構
成も生徒に身近な内容でまとめ
られている。

理解しやすいように、脚注で説
明を補ったり、重要な語句を目
立たせる工夫がなされている。

家庭 7 実教 家基 315 新家庭基礎２１ 4

テーマ学習形式で、より深い学
習が可能。社会の維持・存続に
ついての課題や取り組みについ
て取り上げている。知識だけで
なく調べ学習などの方法も解説
して、課題学習できるように工
夫されている。

各章がコンパクトにまとめら
れ、各分野もまとまりよく構成
されており、時間数や指導計画
に応じた多様な授業の形態に対
応できる構成になっている。

現在の生活や社会を理解するた
めのキーワードを用語解説の形
で説明し、図解など視覚的に理
解できるようになっている。文
章も読みやすい。

○ 工業 7 実教 工業 301 工業技術基礎 1

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。

文章表現、用語などの使用が適
切である。
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工業 7 実教 工業 302 機械製図 23

製図例が豊富で、様々な学習に
対応できるように配慮がなされ
ている。

機械製図の基礎を系統的に配列
し、理解しやすい構成となって
いる。

文章・図版の割り付けが適切で
ある。

工業 7 実教 工業 303 電気製図 23

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。

工業 7 実教 工業 304 電子製図 23

電子機器に関する基礎的事項が
取り上げられているとともに、
ＣＡＤに関する学習内容も充実
している。

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。

○ 工業 7 実教 工業 307 製図 23

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 7 実教 工業 385
情報技術基礎　新
訂版

2

情報技術基礎に関する学習内容
が精選されており、また関連教
科でも学習ができるよう配慮さ
れている。

分かりやすく構成されており、
分量や配分も適切である。

図や写真がカラーで見やすく、
親しみやすい。

工業 7 実教 工業 386
精選情報技術基礎
新訂版

2

工業の各分野における情報に関
する内容が精選されており、生
徒の発達段階に応じて学習がで
きる内容となっている。

学習がスムーズに進むように系
統性に配慮がなされており、理
解しやすい構成になっている。

図解が多く取り入れられ、分か
りやすく工夫している。

○ 工業 154 オーム 工業 311 情報技術基礎 2

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

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

やさしい言葉で簡潔に書かれて
いる。

工業 174 コロナ 工業 387 新 情報技術基礎 2

工業の各分野における情報に関
する内容が精選されており、生
徒の発達段階に応じて学習がで
きる内容となっている。

学習がスムーズに進むように系
統性に配慮がなされており、理
解しやすい構成になっている。

図解が多く取り入れられ、分か
りやすく工夫している。

○ 工業 7 実教 工業 315 機械工作１ 3

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。

○ 工業 7 実教 工業 316 機械工作２ 3

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。

工業 7 実教 工業 317 新機械工作 3

材料の性質など、内容が精選さ
れており、機械工作の基本的な
知識や技術について具体例を取
り入れ、理解しやすい記述に
なっている。

基礎的な部分から応用分野まで
系統立てわかりやすく編集して
ある。

文字の大きさ、字間・行間・書
体などが適切である。

工業 7 実教 工業 318 新機械設計 3

機械設計の内容が精選されてお
り、基本的事項をバランスよく
学ぶことができる内容になって
いる。

内容が系統的で、図版の分量も
適当で理解しやすい。

図・表が適切に配置され、機械
設計の方法がわかりやすく書か
れている。

○ 工業 7 実教 工業 319 機械設計１ 3

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。

○ 工業 7 実教 工業 320 機械設計２ 3

仕様･総合･解析･評価･設計解の
順で構成され、「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。
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○ 工業 7 実教 工業 345 原動機 4

流体力学、熱力学の基礎をふま
え、原動機の構造や、機能が分
かり易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。

工業 7 実教 工業 390
精選電気基礎　新
訂版

12

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。

工業 154 オーム 工業 327 電気基礎１ 12

単元ごとに要点がまとめられて
おり、学習しやすい配慮がされ
ている。また、発展的学習内容
も書かれており、学習意欲の高
い生徒には効果的である。

図や写真を多用し、例題やその
解説など理解し易いように努め
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。

工業 154 オーム 工業 328 電気基礎２ 12

単元ごとに要点がまとめられて
おり、学習しやすい配慮がされ
ている。また、発展的学習内容
も書かれており、学習意欲の高
い生徒には効果的である。

図や写真を多用し、例題やその
解説など理解し易いように努め
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。

○ 工業 174 コロナ 工業 329
わかりやすい電気
基礎

12

各章毎にまとめがあり例題も多
い。内容的にも基本的な部分が
理解しやすくなっている。

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。

○ 工業 7 実教 工業 348 電気機器 3

基礎的・基本的な事項に重点を
置いている。バランス良く学習
内容を取り上げている。

構成、分量とも適切で体裁もよ
い。

全体的に図や表などを適切に配
置している。

工業 154 オーム 工業 349 電気機器 3

学習内容に関する具体的な事例
を多く取り上げている。そのた
め学習者が理解しやすくなって
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。

工業 7 実教 工業 350
電力技術１　電力
の発生と輸送

4

広い範囲にわたり、全体的に理
解し易いように配慮されてい
る。重要なところについては、
図を用いてわかりやすい説明が
されている。

具体例を多く取り入れ、理解の
定着に努めている。

やさしくわかりやすい言葉で書
かれている。用語の説明も適切
である。

工業 7 実教 工業 351
電力技術２　電力
の利用と制御

4

広い範囲にわたり、全体的に理
解し易いように配慮されてい
る。重要なところについては、
図を用いてわかりやすい説明が
されている。

具体例を多く取り入れ、理解の
定着に努めている。

やさしくわかりやすい言葉で書
かれている。用語の説明も適切
である。

○ 工業 154 オーム 工業 352 電力技術１ 4

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分かりや
すい。

図や表など適切に配置されてい
る。

○ 工業 154 オーム 工業 353 電力技術２ 4

電力技術に関する応用的事項が
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分かりや
すい。

図や表など適切に配置されてい
る。

工業 7 実教 工業 356 電子回路 3

基礎的・基本的および発展的な
内容がバランスよく取り上げら
れている。また図や表が効果的
に配置され、学習者の理解を助
ける。

内容が系統的・発展的に構成・
配列されている。

文章表現、用語などの使用が適
切である。

○ 工業 174 コロナ 工業 357 電子回路 3

内容の取扱いが系統的であり、
バランスよく配置されている。
図や写真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。

○ 工業 7 実教 工業 359 電子情報技術 4

コンピュータによる制御技術が
ハード・ソフトの両方にまた
がって幅広く書かれており、理
解しやすい内容になっている。

図が多く、各単元の内容が学習
に適している。

２色刷りで、各説明が細かくわ
かりやすい表現がされている。



様式１－２

番号 略称 記号 番号
表記・表現

平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎総合科学高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

使用
学年

内容 構成・分量・装丁

○ 工業 7 実教 工業 360 ハードウェア技術 3

幅広い内容がバランスよく取り
上げられている。理解しやすい
ように表や図、写真などが効果
的に配置されている。

図や写真を多く取り入れ、節
末・章末の問題を加えることで
理解の定着に努めている。

わかりやすく、理解しやすい言
葉で書かれている。

○ 工業 7 実教 工業 361 ソフトウェア技術 4

コンピュータシステムの概要・
開発、ネットワーク、データ
ベース、セキュリティーなど広
範囲の内容を興味をもって学習
できるように工夫されている。

広範囲の内容でも学習項目を整
理・分類し、学習順序も配慮さ
れているので、難しい項目も理
解しやすいようになっている。

図が多く２色刷りで、欄外のプ
ログラム用語の説明も適切にさ
れている。



様式１－２

番号 略称 記号 番号

○ 国語 15 三省堂 国総 338
精選国語総合　改
訂版

12

現代文編、古文編、漢文編と構
成されている。古典的名作が多
く取りあげられ、なおかつバラ
ンスよく配置されている。また
読書を促すようなコラムも充実
していることが特徴的である。

全編350ページ以上あり、やや厚
めである。装丁は簡素である
が、読みやすく整っている。

脚注は分量・内容とも適切であ
る。写真・図版が豊富である。

国語 50 大修館 国総 347
新編国語総合　改
訂版

12

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。

○ 国語 17 教出 国表 301 国語表現 3

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。

国語 50 大修館 国表 305 国語表現 3

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。

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 2 東書 現Ａ 301 現代文Ａ 4

「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。

国語 15 三省堂 現Ａ 303 現代文Ａ 4

各章で分野ごとに分けられ、学
習しやすくなっている。「日本
語エクササイズ」や「表現の実
践」など表現分野も充実してい
る。

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。

地理
歴史

35 清水 世Ａ 313
高等学校　世界史
Ａ　新訂版

2

基礎的・基本的事項は理解しや
すく、記述されている。巻頭や
本文中に地理や日本史との関連
を扱ったものが設けられ、歴史
学習の基本的技能の習得や他科
目との連関が図られている。

３部６章18項目で構成されてい
る。歴史の展開・流れに沿って
配置されており、分量も適切で
ある。また巻末にはテーマが設
けられており、現代の世界を見
直せるよう工夫されている。

地図・写真・コラムなどの資料
が豊富で内容と配置も工夫され
ている。

○
地理
歴史

81 山川 世Ａ 315
現代の世界史　改
訂版

2

基礎的・基本的事項は理解しや
すく、記述されている。巻頭や
本文中に地理や日本史との関連
を扱ったものが設けられ、歴史
学習の基本的技能の習得や他科
目との関連が図られている。

２部９章で構成されている。歴
史の展開・流れに沿って配置さ
れており、分量も適切である。
各章のはじめに年表を記載して
おり、一目でその時代に何が起
きたのかわかるようになってい
る。

地図・写真・コラムなどの資料
が豊富で内容と配置も工夫され
ている。

地理
歴史

2 東書 日Ｂ 303 新選日本史Ｂ 4

基本的内容の取扱が適切であ
る。地理的条件や世界の歴史と
の関連を意識しながら、各時代
の特色や変遷について考察する
ことができる内容が適切に取り
上げられている。

全５章構成になっており、各章
にはまとめやコラムなどが記載
されており、豊富な内容となっ
ている。

資料や図版も豊富に記載されて
おり、文字の大きさも適切であ
る。重要語句にはルビがふって
おり、表現も分かりやすい文章
となっている。

○
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 308 高校日本史 4

本文は基本的な叙述で、日本史
の流れを把握しやすい。また豊
富な写真・地図・資料を取り入
れ、理解しやすい内容となって
いる。

４部11章で構成されている。ま
た「周辺地域から学ぶ」などの
コラムも豊富に記載されてい
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。

地理
歴史

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ 1

基本的事項が簡明な本文で記述
され理解しやすい。一つのテー
マについて基本的に見開きでま
とめられていて分量も適切で学
習しやすい。巻頭に口絵のペー
ジが設けられ、地理で学習する
内容を写真資料で体感できるよ
うに工夫されている。

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。またワークやウォームアッ
プなど作業や問題を提示してお
り、学習しやすい内容になって
いる。

地図･グラフ・写真などの資料が
豊富で地理的事象を理解しやす
くする工夫がされている。重要
語句は太字でわかりやすく表記
されている。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308
高等学校　新地理
Ａ

1

基礎的事項が体系的に整理され
充実しており、表現の仕方がわ
かりやすい。大きな図版や写
真、模式図等で、地形や機構の
自然環境の概念をわかりやすく
説明している。

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。また「クロー
ズアップ」において学習を深め
るように工夫されている。

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。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 1

地球的諸課題の理解を深めるた
めの主題図が充実している。地
図を通じて主体的に社会の課題
を見つけられるようにした学習
課題コーナーが設けられてい
る。日本と関係の深い国の様子
にかかわる情報を地図上に幅広
く取り上げ、空間認識を育める
ようにしてある。

資料図中の難しい用語や事象に
ついて分かりやすくする「解
説」コーナ－や資料図を活用す
るための手がかりを示す「考
察」コーナーを設けられてい
る。

世界と日本の地図ページでは赤
文字の国名や都道府県名を黒色
で縁取りし、資料図ページで
は、似た色の識別がしやすくな
るよう、格子模様や地紋を入れ
てあり見やすく工夫されてい
る。

表記・表現

平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立橘高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

使用
学年

内容 構成・分量・装丁
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平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立橘高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名
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学年

内容 構成・分量・装丁

地理
歴史

130 二宮 地図 312
基本地図帳　改訂
版

1

Ａ４版で、広範囲の地理情報が
見やすく学習しやすい。一般的
な主題図とともに、スポーツな
どのニュースを通じて身近に感
じられる題材を用いた主題図が
掲載されるなどの工夫が見ら
れ、生徒の興味や関心を引くも
のになっている。

一般図・主題図・統計資料が適
切な分量で掲載されている上
で、世界、日本ともに一般図に
重点が置かれている。

配色やデザインが工夫され、
すっきりとした地図になり、見
やすい。

○ 公民 2 東書 現社 313 現代社会 3

現代社会の基礎的・基本的な学
習事項の内容がバランスよく配
置されている。太字による表記
や具体性のある豊富な資料など
は、内容の理解や習得が図りや
すい。

学習内容は、課題追求学習と基
礎・基本と系統的に構成されて
いる。全体を通して中学校の内
容をふまえて記述されている。
また第１部ではわかりやすい
テーマを取り上げ、現代社会を
学べる構成となっている。

記述は容易であり、扱い安いよ
うに工夫されている。用語・記
号は統一されており、記述の仕
方も適切である。また、写真や
図でわかりやすくしている。

公民 46 帝国 現社 318
高等学校　新現代
社会

3

現代社会の基礎的・基本的事項
や現代の課題を生徒が理解しや
すいように記述されている。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に工夫
されている。

１単元ごとのまとまりがよく、
分量的にも適切である。資料・
写真・図版などもバランスよく
配置されている。

表記・表現がわかりやすく適切
に表記されている。資料・写
真・図版が豊富である。

○ 数学 2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 12

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ように
随所で工夫がなされている。ま
た、巻頭に中学数学の要点演習
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。

数学 7 実教 数Ⅰ 323
高校数学Ⅰ　新訂
版

12

本文の説明の仕方がわかりやす
く、扱っている例、例題等の解
説も詳しく理解しやすい内容で
ある。また、練習、章末の問題
の量についても適している。

本文の説明が順序立ててあり、
理解しやすい構成になってい
る。

各文章の表現や記号の使用等、
また、図版の割り付け等も適切
である。

○ 数学 2 東書 数Ⅱ 303 新数学Ⅱ 4

本文の説明内容が丁寧で理解し
やすい。ポイントや説明に関す
る図や多くの公式等が多色刷り
で印刷されている為見やすく、
学習しやすい工夫がなされてい
る。

Ｂ５版で見やすく使いやすい大
きさである。見開きで説明がま
とめてあり「例題」や「問い」
の量も適切である。

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 7 実教 数Ⅱ 306 高校数学Ⅱ 4

本文の説明が丁寧で理解しやす
い記述である。イラストや図が
多色刷りで見やすく、ポイント
が図式化されている等学習しや
すい工夫が随所でなされてい
る。

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

多色刷りで見やすい内容であ
る。１ページについての文字の
量も適切であり読みやすい。

○ 数学 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 3

本文の説明が丁寧で理解しやす
い記述である。イラストや図が
多色刷りで見やすく、ポイント
が図式化されている等学習しや
すい工夫が随所でなされてい
る。

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

多色刷りで見やすい内容であ
る。１ページについての文字の
量も適切であり読みやすい。

数学 7 実教 数Ａ 323
高校数学Ａ　新訂
版

3

本文の説明が理解しやすい。ま
た、挿入されている図や写真等
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。

見開きで見やすい構成、紙面で
ある。

各文章の表現が適切であり、図
等が効果的に使われている。

理科 2 東書 物基 312
改訂　新編物理基
礎

4

親しみやすいイラストや図が豊
富につかわれており、生徒が理
解しやすいように工夫されてい
る。学習指導要領の内容につい
て、不足なく取り上げられてい
る。

項目ごとに見開きで完結するよ
うに構成されており、授業を進
めやすいように工夫されてい
る。内容のまとまりや順序性、
生徒の関心や興味を考慮した章
構成となっている。

写真や図版を大きく見せるな
ど、生徒の学習意欲を刺激する
工夫がなされている。用語、記
号が統一されており、記述のし
かたも適切である。

理科 7 実教 物基 314
高校物理基礎　新
訂版

4

物理現象のイラストや図が大き
く配列されており、生徒が理解
しやすいように工夫されてい
る。学習指導要領の内容につい
て、不足なく取り上げられてい
る。

見開きで内容が完結するように
構成されており、進度に合わせ
て自由に教材の取捨選択ができ
るように工夫されている。各項
目で学ぶ内容や要点が一目でわ
かるように工夫されている。

物理量の英語表記や学習の流れ
がわかりやすいように工夫され
ている。重要な図や写真を大き
く配列し、物理現象を視覚的に
理解しやすいように工夫されて
いる。

○ 理科 104 数研 物基 319
改訂版　新編　物
理基礎

4

身近で親しみやすい話題を扱
い、生徒が物理への関心を高め
るように工夫されている。学習
指導要領の内容について、不足
なく取り上げられている。

見やすい図解と、ていねいな補
足説明により、学習がわかりや
すい構成となっている。先取り
の内容は最小限にとどめてい
る。

「文字式」をていねいに導入
し、中学校の復習や数学的知識
の補足がされており、無理なく
学習を進められるように工夫さ
れている。

理科 2 東書 化基 314
改訂　新編化学基
礎

1

図や写真は精選され、生徒に理
解しやすいような編集になって
いる。研究や探究しやすいよう
に編集されている。

図や写真の配置に工夫がされて
いて、生徒に印象が残りやすく
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。
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理科 7 実教 化基 317
高校化学基礎　新
訂版

1

説明が簡潔で明解であり、扱っ
ている例題が生徒にわかりやす
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。

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。

○ 理科 183 第一 化基 322
高等学校　改訂
新化学基礎

1

必要な内容が大変精選されてい
るとともに、説明が丁寧で学習
しやすい。生徒の興味を引く話
題なども掲載し、学習指導を進
める上で適切である。

構成は適切である。分量も本校
の生徒にとって適切である。

適切でわかりやすい文章表現で
ある。

理科 2 東書 生基 312
改訂　新編生物基
礎

2

必要な内容が精選されていると
ともに、丁寧で学習しやすい。
生徒の関心を引く話題なども多
く、学習を進める上で適切であ
る。

図や文章とも分量が豊富で、構
成が適切である。

視覚的に親しみやすい配置で、
適切でわかりやすい表現になっ
ている。

理科 7 実教 生基 314
高校生物基礎　新
訂版

2

必要な内容が精選されており、
丁寧で学習しやすい。生物の変
遷や流れがわかりやすくまとめ
られている。

構成・分量ともに適切であり、
装丁も丁寧である。

わかりやすく、適切な文章表現
になっている。

○ 理科 183 第一 生基 319
高等学校　改訂
新生物基礎

2

基本的な事柄や重要事項が、わ
かりやく丁寧に書かれている。
平易な内容から高度な内容まで
網羅されている。

図や写真共に、分量が適切で、
わか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。図や文字も適切である。

理科 7 実教 地基 307 地学基礎　新訂版 3

単元構成がしっかり工夫され、
内容的にもわかりやすい記述に
なっている。編集も適切なもの
になっている。

文章や図の配置や構成に工夫が
あり、分量も適切である。

図や写真の配置が適切で、表現
もわかりやすい。

理科 104 数研 地基 309 新編　地学基礎 3

基本的な事柄や重要事項が、適
切に取り上げられている。平易
な内容から高度な内容まで網羅
されている。

構成は適切であり、分量も本校
の生徒に十分なものとなってい
る。

わかりやすい説明がなされてお
り、図や写真も豊富である。

○ 理科 183 第一 地基 310
高等学校　改訂
地学基礎

3

単元の構成や説明が簡潔で、学
びやすい構成になっている。基
本的な内容から発展までよくま
とめられている。

図や文章とも分量が豊富で、構
成が適切である。

図や写真の表記が適切で、表現
もわかりやすい。

○
保健
体育

50 大修館 保体 304
現代高等保健体育
改訂版

12

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

大判教科書で、１つの学習項目
を２頁で完結してあり学習しや
すい。

図表やイラストなどもあり、考
えやすく、想像力も高まる。

保健
体育

50 大修館 保体 305
最新高等保健体育
改訂版

12

学習の重要ポイントが太字で示
してあるので、わかりやすい。
キーワードを明示してあり学習
内容を理解しやすい。

大判教科書で、１つの学習項目
を２頁で完結してあり学習しや
すい。

図表やイラストも詳しく理解し
やすい。

芸術 17 教出 音Ⅰ 307
音楽Ⅰ改訂版
Tutti

3

多様なジャンルからバランスよ
く配置されており、選曲や編成
も工夫されていて、生徒が主体
的に活動しやすい形になってい
る。

各セクションの構成が工夫され
ており、装丁も丁寧で美しい。

楽器演奏の写真がたいへんわか
りやすく、資料としての写真も
優れている。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 3

生徒にとって親しみやすく、触
れる機会の多いポピュラーな曲
が多く入っており、歌唱キーが
低く、生徒に適している。

構成・分量が適正であり、使い
やすい。

楽譜が大きく、大変わかりやす
い表現である。

芸術 17 教出 音Ⅱ 301 音楽 Ⅱ Tutti 4

多様なジャンルからバランスよ
く配置されており、選曲や編成
も工夫されていて、生徒が主体
的に活動しやすい形になってい
る。

各セクションの構成が工夫され
ており、装丁も丁寧で美しい。

楽器演奏の写真がたいへんわか
りやすく、資料としての写真も
優れている。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅱ 303 MOUSA２ 4

様々なジャンルから選曲されて
おり、歌唱キーも生徒にとって
無理のない高さになっている。
色々な角度から音楽を勉強でき
るようになっている。

構成・分量が適正であり、使い
やすい。

楽譜が大きく、大変わかりやす
い表現である。
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平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立橘高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
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発行者 教科書
教科書名

使用
学年

内容 構成・分量・装丁

芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 3

技法や色彩など資料が充実して
いる。

分野別に整理された構成。分量
も装丁も適切。

わかりやすく、詳細。ユニバー
サルデザイン。

○ 芸術 116 日文 美Ⅰ 303
Art and You 創造
の世界へ

3

古典から現代、日本・東洋・西
洋と幅広く、鑑賞教育に役立つ
工夫がされている。

版型が小さく厚く、資料として
十分で、開きやすい装丁。

詳細でわかりやすい。

芸術 38 光村 美Ⅱ 301 美術２ 4

技法などの資料が充実してお
り、狙いや目標がはっきりして
いる。

分野別に整理された構成。分量
も装丁も適切。

わかりやすく詳細。ユニバーサ
ルデザイン。

○ 芸術 116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２ 4

親しみやすい作品選定がされ、
取り組みやすい題材設定であ
る。

簡潔な構成。分量も装丁も適
切。

見やすく簡潔な表現。

○ 芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 3

書写から書道への流れがスムー
ズ。全編で臨書・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
の書の量がバランスよく配され
ている。

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

芸術 38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ 3

書写から書道へのつながりが簡
潔に示されている。漢字・仮名
の書など古典の特徴がわかりや
すく解説されており、各領域が
バランス良く構成されている。

古典の各作品の特徴などが簡潔
に理解しやすいように構成され
ている。

臨書から創作にいたるまで、ポ
イントが簡潔に理解しやすく記
載されている。

○ 芸術 2 東書 書Ⅱ 301 書道Ⅱ 4

古典を生かした表現で、臨書の
大切さを意識させた上での古典
の臨書・創作へと発展させやす
い構成。手順も詳しく示されて
おり、学びやすい。

落ち着いた色調で親しみやす
い。各領域が適切な量・順序で
構成されている。

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

芸術 38 光村 書Ⅱ 304 書Ⅱ 4

古典の特色に応じたタイトルが
付けられ、簡潔な説明で臨書の
要点がわかりやすい。また、古
典を基にした創作作品が多く、
創作の参考になる。

古典の学習から創作へと、無理
なく進められる構成となってい
る。

臨書から創作にいたるまで、要
点がわかりやすく簡潔に記載さ
れている。

○
外国
語

205 三友 コ基 302
JOYFUL English
Communication
Basic

1

英語学習への意欲が育つよう聞
く・話す・読む・書くの基本を
身に付けられるよう配慮されて
いる。高校生の知的好奇心を刺
激するテーマを扱っている。

英語による実践的コミュニケー
ション能力を育成できるよう
様々な工夫と手立てで構成され
ている。分量も適切で意欲的に
英語学習に取り組めるよう工夫
されている。装丁も丁寧でわか
りやすい。

英語に興味、関心を失っている
生徒にも楽しく英語学習に取り
組めるような表記・表現を用い
ている。

外国
語

226 チアーズ コ基 303
ATLANTIS English
Communication
Basic

1

外国語を日常使用している人々
にとって自然な表現が用いられ
ており、生きた英語が身につく
内容になっている。多様な物の
考え方を養えるような題材を取
り扱っている。

自主的に学習に取り組み、外国
語に興味関心が強まるよう、外
国語を使用している人々の世界
観を味わうことができるよう構
成されいている。分量も適切で
生徒の各課ごとにまとまってい
る。装丁もカラフルで見やす
い。

字も大きく見やすくなってお
り、各単語にはカタカナ表記し
ており、意味ものっていてわか
りやすい。日常生活で使用しや
すい表現が載っている。

○
外国
語

2 東書 コⅠ 328
All Aboard!
English
Communication Ⅰ

23

言語材料、題材面の各面にわ
たって、既習事項を新たな学習
内容に関連させている。各課ご
とに導入、理解、演習、発展の
順で編集されている。

本文が見開きで簡潔しており、
学習の流れが理解しやすい。各
課で学習する文法事項が１つに
しぼられている。教材バラン
ス、全体的分量も適切であり、
装丁も丁寧で、頑丈で開きやす
くなっている。

活字は鮮明で美しく、写真、イ
ラストなども鮮明である。用
語、記号は統一されており、記
述の仕方もわかりやすく適切で
ある。

外国
語

15 三省堂 コⅠ 335
VISTA English
Communication Ⅰ
New Edition

23

言語や文化について興味を持た
せ、コミュニケーションに役立
つ教材を配している。今日的な
話題について生徒に考えさせる
きっかけとなる題材を扱ってい
る。

教材の難易度、取り扱っている
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。
練習問題は、形式・難易度のバ
ランスがとれており指導しやす
い。分量も適切であり、装丁も
丁寧で見やすく作られている。

文字の大きさ、書体が適切であ
り、学習しやすい。内容に関連
した写真、図が適切に配置され
ている。

○
外国
語

17 教出 英Ⅰ 326
NEW ONE WORLD
Expressions Ⅰ
Revised Edition

4

実際のコミュニケーションに必
要な運用度の高いものが精選さ
れており、系統的に配列されて
いる。表現に必要な語、連語、
慣用表現などは生徒にとって負
担が少なく、無理なく学習でき
る内容になっている。

年間の授業時数の中でゆとりを
持って指導できる。日本語訳が
付記されており、生徒にとって
内容理解が容易である。装丁は
頑丈な様式である。また、大き
くて見やすい。

用語、記号は統一されており、
指示文や記述も簡潔である。随
所に写真、イラストが効果的に
使用されている。
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外国
語

183 第一 英Ⅰ 337
Vivid English
Expression ⅠNEW
EDITION

4

生徒の興味や関心に合うよう
に、生徒の日常的な生活にふれ
るようなものを中心に書かれて
いる。英語による基礎的な英語
力とコミュニケーション能力を
養うために中学校で学習する言
語材料を積極的に取り上げてい
る。

「聞くこと」「書くこと」「話
すこと」「読むこと」を関連づ
け総合的に学習できるよう、
様々な活動を提供する構成に
なっている。分量も適切で、ゆ
とりを持って指導する内容に
なっている。装丁も丈夫で、見
やすくなっている。

文字の大きさ、書体が適切であ
り、学習しやすい。内容に関連
した写真、図が適切に配置され
ている。

外国
語

2 東書 英会 301
Hello there!
English
Conversation

3

「話す活動」と「聞く活動」が
バランス良く配置され、それぞ
れが確実にスキルアップできる
ように工夫されている。

易しい言語材料で自分の身の回
りのことから始まり、徐々にま
わりのことについて触れていく
よう構成されている。弾力的な
扱いができるよう配慮され、適
切である。製本も頑丈にできて
いる。

活字は鮮明で美しく、写真、イ
ラストなども鮮明である。用
語、記号は統一されており、記
述の仕方も適切である。

○
外国
語

61 啓林館 英会 303
Sailing English
Conversation

3

生徒が日常生活で接する身近な
話題、場面を集め、生徒のコ
ミュニケーションの目的や興
味・関心に合わせた内容になっ
ている。

中学英語を復習・整理しながら
さらにコミュニケーション活動
ができる構成になっている。リ
スニングとスピーキングがバラ
ンス良く配置され無理なく学習
ができる分量になっている。装
丁も頑丈で見やすい。

用語、記号は統一されており、
指示文や記述も簡潔である。随
所に写真、イラストが効果的に
使用されている。

○ 家庭 2 東書 家総 307
家庭総合　自立・
共生・創造

23

各章の初めに章の学習内容を概
観する文章があり、各節の始め
には「学習のポイント」が示さ
れているので、学習内容の見通
しを持つことができる。

各領域の配置は、学習指導要領
と一致していて、学習指導要領
の改訂の趣旨に合致している。

判型がAB判と大きいことを活か
し、側注にも図やグラフ資料が
豊富に掲載されているため、生
徒の学習意欲を高め、楽しく学
習を進められる。

家庭 9 開隆堂 家総 310
家庭総合　明日の
生活を築く

23

生活事象が総合的・多面的に捉
えられており、高等学校で学ぶ
他の教科と関連付けながら教え
ることができる。

各節の初めに「考えてみよう」
があり、生徒にその章で何を学
んでほしいかを考えさせること
によりアクティブ・ラーニング
をすることができる。

見開きのページでは、世界地図
が載っており、生徒の興味・関
心を引くことができる。また、
印刷のカラーの濃淡がはっきり
としており、図や資料が分かり
やすい。

情報 2 東書 社情 310 社会と情報 3

内容が豊富で実習と理論がバラ
ンスよく配分されており、その
連携が図られている。実習例は
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。

構成・分量ともに適切である。 平易な表記でわかりやすく書か
れている。

○ 情報 116 日文 社情 317
新・見てわかる社
会と情報

3

イラスト・図版を中心としてわ
かりやすい構成である。重要語
句がページごとに「キーワー
ド」としてまとまっており、学
習内容が確認しやすい構成と
なっている。

構成・分量ともに適切である。 難しい漢字にはルビがふってあ
り、わかりやすい。
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番号 略称 記号 番号

国語 2 東書 国総 332 新編国語総合 12

現代文編、古文編、漢文編、い
ずれも親しみやすく多様な文章
が配置され、バランスが取れて
いる。

構成・分量ともに適切である。
装丁も明るくて良い。

写真やイラスト、図表などが随
所に盛り込まれており、見やす
い。

国語 2 東書 国総 333 精選国語総合 12

現代文編は近代分野・現代分野
がバランス良く配置されてい
る。古文編も多様なジャンルの
文章が掲載されており、十分な
内容となっている。

構成・分量ともに適切である。
装丁も明るくて良い。

写真やイラスト、図表などが随
所に盛り込まれており、見やす
い。

○ 国語 15 三省堂 国総 338
精選国語総合　改
訂版

12

現代文編は近代分野・現代分野
がバランス良く配置されてい
る。古文編も多様なジャンルの
文章が掲載されており、十分な
内容となっている。

構成・分量ともに適切である。
装丁も明るくて良い。

写真やイラスト、図表などが随
所に盛り込まれており、見やす
い。

国語 143 筑摩 国総 355
精選国語総合　現
代文編　改訂版

12

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。
１ページ編集の「評論テーマ」
解説が秀逸。また、内容もよく
精選されレベルが高い。

構成・分量ともに十分である。 図版が豊富であり理解を助ける
のに便利である。

国語 17 教出 国表 301 国語表現 4

基礎編・実践編・総合編などそ
れぞれ小テーマごとに工夫され
た見開きの構成になっており、
文章が長い。

「本文」と「図式・写真・グラ
フ」のバランスで、文字情報の
分量が多い。

「見出し・リード文」と「本
文」のバランスで、行間がつ
まっている。

○ 国語 50 大修館 国表 305 国語表現 4

表現力を培うⅠ部では、文字言
語と音声言語とに分けてテーマ
別に工夫された教材が組み立て
られ、文章を書くための基本を
ステップで学べる。Ⅱ部の表現
を楽しむは具体的な実践で表現
する喜びを体得できる。

簡潔でインパクトのある見出
し、狙いの明確なリード文。親
しみやすい色使い。臨場感のあ
る写真。大判ですっきりした体
裁なので、紙面が読みやすい。

高校生を目の前にしたような語
り口でわかりやすい表現であ
る。

国語 2 東書 現Ａ 301 現代文Ａ 4

平易な文章が取り扱われてお
り、また定評のある重厚な作品
もあるが、全体的に現代文に苦
手意識を抱いている生徒も取り
組みやすいものとなっている。

分量に関しては、物足りない感
がある。構成・装丁に関しては
適切である。

とても見やすく、また、挿絵・
写真など親しみやすい作りに
なっているので、読みやすい。

○ 国語 183 第一 現Ａ 305
高等学校　新編現
代文Ａ

4

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。

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。

国語 2 東書 古Ａ 301 古典Ａ 3

古典の作品、ジャンルがバラン
スよく入っており、生徒が興味
をもって考えを広げたり深めた
りできるように配慮している。

古文編、漢文編ともに読解力の
育成・定着をはかることができ
るように配慮されており、分量
は適切である。

巻末の付録が詳しく豊富に用意
されている。

○ 国語 183 第一 古Ａ 305
高等学校　標準古
典Ａ　物語選

3

古文・漢文ともに標準的な内容
となっており、古典が苦手な生
徒にも取り組みやすいものと
なっている。

構成・分量ともに適切である。
装丁も明るくて良い。

写真やイラスト図表などが随所
に盛り込まれており、見やす
い。

地理
歴史

7 実教 世Ａ 312
新版世界史Ａ　新
訂版

2

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
が明瞭である。地図･写真･コラ
ムなどの資料が豊富で充実して
おり、図録としても活用でき
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。

３部５章で構成されている。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。

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。

○
地理
歴史

46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 2

図版や地図・資料が充実し図録
を兼ねるような内容である。ポ
イントごとに各時代の人々の生
活と文化を特集したページが用
意され、生徒の興味を引きやす
い。

AB版を使用し２部５章の構成で
ある。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。

図版や写真・地図が大きく適切
で見やすい。また色使いにも留
意して全体に明るい仕上げに
なっている。

地理
歴史

183 第一 世Ａ 317
高等学校　改訂版
世界史Ａ

2

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。

３編12章で構成されている。す
べての項目が２ページ構成で取
り上げられ、内容が完結してい
るので計画的に学習しやすい。

重要語句や人名は書体を変えた
太文字にするなどの工夫がされ
ている。本文の内容や分量はほ
どよく精選されている。図版資
料も豊富でよい。

表記・表現

平成２９年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立高津高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名

使用
学年

内容 構成・分量・装丁
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地理
歴史

7 実教 日Ａ 309
高校日本史Ａ　新
訂版

3

各章の導入部にその時代の世界
を概観する大きな世界地図と資
料が掲載され、学習内容の概観
が把握できるとともに日本と世
界のつながりも意識できる。ま
た52節すべてに具体的なエピ
ソードを紹介する「歴史のま
ど」があり、学習の導入として
利用できる。

「歴史を考えてみよう」などの
特集ページが充実し、様々な資
料をもとに生徒自らが考察し歴
史的思考力を培える構成となっ
ている。また多文化共生に関す
る視点も十分あり、川崎市の生
徒にとって歴史を身近に意識で
きる。

わかりやすい表記で理解しやす
い。文化に関しては見開き２
ページで大きく取り上げていて
図録的な使い方も出来る。資料
や図版・地図は落ち着いた色彩
で見やすい。

○
地理
歴史

7 実教 日Ａ 305 新日本史Ａ 3

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
いて、「地域」の視点からわが
国の近現代史を捉えることが出
来る。

ＡＢ版を使用し、大きく見やす
い写真や図版・コラムが多く掲
載されている。「ピックアッ
プ」として一口エピソードに触
れ、生徒が歴史を身近に感じら
れる工夫がある。

文体は「です・ます」で統一さ
れ平易な表現である。本文と脚
注のバランスにも配慮があり見
やすい紙面になっている。

地理
歴史

35 清水 日Ａ 310
高等学校　日本史
Ａ　新訂版

3

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。

全体を68のテーマで構成し歴史
の流れを把握しやすい工夫がさ
れている。また歴史上のエピ
ソードや人々のようすを取り上
げたコラムも適切に配置され、
生徒の理解を深めることが出来
る。

資料や図版・地図が工夫されて
いて学習しやすい。分かり易く
平易な文章で、振り仮名も適切
に使用されていて生徒が理解し
やすい。

地理
歴史

2 東書 日Ｂ 303 新選日本史Ｂ 4

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。

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。

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。

○
地理
歴史

7 実教 日Ｂ 304 高校日本史Ｂ 4

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。

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。

地理
歴史

35 清水 日Ｂ 306
高等学校　日本史
Ｂ　最新版

4

「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」は他社では扱って
いない特筆すべきコーナーであ
る。

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。

注記や図版も豊富で、文章表現
も適切である。

○
地理
歴史

35 清水 地Ａ 302
高等学校　現代地
理Ａ　最新版

34

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。

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

適切な表現に留意していて、質
の高い学習に取り組める。

地理
歴史

183 第一 地Ａ 310

高等学校　新版
地理Ａ　世界に目
を向け，地域を学
ぶ

34

生徒が考えたり作業したりする
工夫があり、自主的に学習に取
り組める。最新の情報を盛り込
み、世界の動きがつかみやす
い。

図版に工夫があり、視覚特性に
も配慮している。必要事項を適
切に取り上げている。

レイアウトが工夫され見やすい
紙面構成になっている。

○
地理
歴史

2 東書 地図 301 新高等地図 34

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。

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。

地理
歴史

130 二宮 地図 304 高等地図帳 34

一般図が充実していて、各地の
基本的な地理情報が理解しやす
い。図法の説明が記載されてい
る。地歴科用地図帳として多角
的に使用できる。

一般図と主題図が種類ごとにま
とめられていている。必要な地
図が適切に用意されている。

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。世界図には位置
図が併記されている。

○ 公民 7 実教 現社 315
最新現代社会　新
訂版

1

基礎・基本が丁寧に記述されて
いる。身近なところから学習す
る内容になっており、生徒に興
味・関心や動機づけを促して学
習できるように工夫している。
また、学習内容を深めることが
できるように注釈や補足資料が
準備されている。

見開き２ページで１テーマがま
とめられていてわかりやすい構
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。

公民 183 第一 現社 322
高等学校　改訂版
新現代社会

1

現代社会の重要な学習の項目を
網羅している。図表・写真・資
料などの図版資料が豊富で、生
徒が身近なところから多角的に
諸問題を考察できるよう工夫さ
れている。

学習項目を分野別に見開きで構
成されている。体系的に学習で
きるよう工夫されている。

平易で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。

○ 公民 7 実教 倫理 301 高校倫理 34

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。
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公民 35 清水 倫理 307
高等学校　現代倫
理　最新版

34

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。

公民 81 山川 倫理 303 現代の倫理 34

主要な思想家や重要事項を網羅
し、豊富な用語と丁寧な記述で
ある．写真資料や図版資料がと
ても豊富で現代の話題など生徒
が興味・関心をもちやすい内容
である。

写真や図版が豊富であり、生徒
の興味関心を引き出す内容であ
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。

○ 公民 7 実教 政経 304 最新政治・経済 4

大単元の導入としてアニメを利
用した特設ページが設定されて
いて生徒の興味・関心を引きや
すい。本文の記述もわかりやす
い。

重要事項の解説に多くページを
割いており、生徒の理解を助け
る工夫がある。

テーマに沿った図や表・グラフ
が配置され理解しやすい。

公民 35 清水 政経 305
高等学校　新政
治・経済　最新版

4

各単元の冒頭に学習テーマの導
入部が特設されていて生徒の興
味を引き出しやすい。

原則として見開き２ページで１
テーマを扱いわかりやすい。
「考えてみよう」というコー
ナーでは思考力を高める学習の
呼びかけがある。

図や表・グラフ・写真が適切に
配置されわかりやすい。

数学 2 東書 数Ⅰ 302 新編数学Ⅰ 12

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。 ポイントとなる箇所に色や写真
を使っているので、より分かり
やすく表記・表現されている。

数学 61 啓林館 数Ⅰ 309 新編　数学Ⅰ 12

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。

丁寧な記述で構成されている。
分量的にも適切である。行間が
広いため、読みやすい。

例毎に、内容の表記があり、生
徒にとっては取り組みやすい形
式になっている。また、問の冒
頭にチェック欄を設けるなど工
夫されている。ポイントとなる
箇所に色や写真を使いわかりや
すく表現されている。

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 314 新　高校の数学Ⅰ 12

例題や例が多く、解法がわかり
やすい。また、基本的な練習問
題が多いこともよい。図や表も
見やすく、使い方も適切であ
る。

構成・分量が適切である。 わかりやすく適切な表現で示さ
れている。

数学 2 東書 数Ⅱ 302 新編数学Ⅱ 34

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。 ポイントとなる箇所に色や写真
を使っているので、より分かり
やすく表記・表現されている。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 316 新編　数学Ⅱ 34

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。

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。

○ 数学 104 数研 数Ⅱ 313 新　高校の数学Ⅱ 34

例題や例が多く、わかりやす
い。また、基本的な練習問題が
多いこともよい。図や表の使い
方も適切である。また、
「column、課題学習」の項目を
設けて、話題性や興味・関心を
そそる内容となっている。

構成・分量が適切である。 わかりやすく適切な表現で示さ
れている。

数学 2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ 34

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。 ポイントとなる箇所に色や写真
を使っているので、より分かり
やすく表記・表現されている。

数学 61 啓林館 数Ａ 309 新編　数学Ａ 34

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・分量ともに適切である。 ポイントとなる箇所に色や写真
を使っているので、よりわかり
やすく表記・表現されている。

○ 数学 104 数研 数Ａ 314 新　高校の数学Ａ 34

例題や例も多く、説明に使われ
ている図や数式もわかりやすく
適切に表現されている。練習問
題は基礎からしっかり学べるよ
う工夫されている。また、課題
学習や応用的な内容もしっかり
している。

構成・分量が適切である。 わかりやすく適切な表現で示さ
れている。

○ 理科 61 啓林館 物基 316 考える物理基礎 4

図や写真を多く掲載し、視覚的
にわかりやすい。教科書のどの
あたりをやっているのかが一目
でわかるので、自己学習の際に
便利である。

内容も精選されていて、何を勉
強しているのか、どこに注目す
るのかがわかりやすい。後ろの
ノートも使いやすい。

色分けによって、とても見やす
く、同じ仲間（単元）がわかり
やすい。
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理科 61 啓林館 物基 306 新編　物理基礎 4

図や写真を精選し、生徒が理解
しやすいような工夫がされてい
る。練習問題も多く各自で学習
しやすいように編集されてい
る。

図や写真の配置に工夫がされて
いて、生徒に印象が残りやすく
工夫されている。

図版資料が豊富で、わかりやす
い説明がなされている。

理科 104 数研 物基 319
改訂版　新編　物
理基礎

4

とても、細かく説明してあり、
生徒が自分で学習する際に副教
材のように使える内容になって
いる。

ページごとに、文章や図のレイ
アウトが異なり、見づらい部分
は多いものの、内容としては
しっかりと説明してある。

注釈が多すぎて、ごちゃごちゃ
している。コラムと注釈と同一
ページで同じ色なので重要語句
がどれなのか、探しにくい。文
章中の式が日本語で書いてある
のは親切。

理科 183 第一 物基 321
高等学校　改訂
新物理基礎

4

物理学の基礎・基本が簡潔にま
とまっており、生徒が学習し易
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がさ
れている。

視覚的な資料も多く、分かりや
すく、適切な表現である。

理科 7 実教 化基 317
高校化学基礎　新
訂版

3

説明が簡潔で明解であり、扱っ
ている例題が生徒にわかりやす
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。

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。

理科 61 啓林館 化基 307 新編　化学基礎 3

図や写真は精選され、生徒に理
解しやすいような編集になって
いる。研究や探究しやすいよう
に編集されている。

図や写真の配置に工夫がされて
いて、生徒に印象が残りやすく
工夫されている。

図版資料が豊富で、わかりやす
い説明がなされている。

○ 理科 183 第一 化基 322
高等学校　改訂
新化学基礎

3

生徒の興味を喚起する素材や話
題を取り扱っており、興味関心
を持ちやすい。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と
なっている。

視覚的な資料も多く、本校の生
徒にとって分かりやすく、適切
な表現である。

理科 7 実教 生基 314
高校生物基礎　新
訂版

2

明解で簡潔な説明であり、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。

系統的に配列され、内容も、分
量も適切である。

わかりやすい説明がなされてい
る。

理科 61 啓林館 生基 305 新編　生物基礎 2

図や写真は精選され、生徒に理
解しやすいような編集になって
いる。研究や探究しやすいよう
に編集されている。

図や写真が豊富に配置され、分
かりやすく構成されている。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。

○ 理科 183 第一 生基 319
高等学校　改訂
新生物基礎

2

生徒の興味を喚起する素材や話
題を取り扱っており、興味関心
を持ちやすい。図や写真が多
く、興味を引きやすい。

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、分かりや
すく、適切な表現である。

理科 61 啓林館 地基 308 地学基礎　改訂版 1

説明が明解であり、扱っている
内容が精選されている。さらに
本文の理解を深める工夫も見ら
れる。

系統的・理論的に本文がまとめ
られ、詳しい解説なども工夫さ
れている。

写真・図版資料を簡潔にまと
め、生徒の理解を補足できるよ
うになっている。

理科 104 数研 地基 309 新編　地学基礎 1

写真やイラストがわかりやすく
工夫されて、配置されている。

最新の話題やニュースを取り上
げ、Ｑ＆Ａなどで用語の補足説
明をするなどの工夫が見られ
る。

図や写真から視覚的に理解する
工夫が随所に見られる。

○ 理科 183 第一 地基 310
高等学校　改訂
地学基礎

1

自然界の現象が簡潔にまとまっ
ており、生徒が基礎から学習し
易い内容に工夫されている。

分量も適切であり編ごとのつな
がりも分かりやすい。単元の構
成にも工夫がみられる。

視覚的な資料が豊富で、分かり
やすく配置されている。

保健
体育

50 大修館 保体 304
現代高等保健体育
改訂版

12

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。

１つの項目が２頁の見開きで構
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。
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○
保健
体育

50 大修館 保体 305
最新高等保健体育
改訂版

12

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。

構成内容がバランスよく配置さ
れている。一つの項目が基本的
には見開き２ぺージで完結する
構成になっており、重点的に学
習が展開できるように配慮がな
されており、まとめやすい。

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。難読漢字に
はふりがなが振られていること
で、学習時のつまずきや恥ずか
しくて聞けない生徒にとっては
学びやすい。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版
保健体育

12

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。

構成・分量ともに適切である。
単元毎に平均的な分量になって
いて、使いやすい。

ピクチャースタディでは写真イ
ラストが豊富で題材の内容理解
を助けてくれる。

芸術 17 教出 音Ⅰ 307
音楽Ⅰ改訂版
Tutti

34

世界各国の伝統ある古き良き音
楽が取り上げられており、特に
歌唱と鑑賞の内容が豊富であ
る。馴染み深い曲が取り上げら
れている。

歌唱、器楽、鑑賞と単元ごとに
分類された構成でわかりやすく
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。

○ 芸術 17 教出 音Ⅰ 308
高校音楽Ⅰ改訂版
Music　View

34

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。

芸術 89 友社 音Ⅰ 311
改訂版　高校生の
音楽１

34

日本や世界で古典・現代にわた
り親しまれている音楽を取り上
げており、歌唱・器楽の理解を
深めることのできる内容となっ
ている。

青春と音楽、芸術と音楽、民族
と音楽、人間と音楽、アンサン
ブル、器楽、といったバランス
の取れた構成になっている。

リズムの楽しさなど、何を狙い
としているかがわかりやすい表
記となっている。

○ 芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 34

幅広い分野の作品が掲載されて
おり、生徒が様々な表現に触れ
ることのできる内容となってい
る。

表現と鑑賞のバランスが良い。
テーマごとの分量が適切であ
る。

鑑賞する際の着眼点等、生徒が
理解しやすい表記となってい
る。

芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 34

美術に対するメッセージ性のあ
る内容となっている。幅広く取
り扱っている。西洋と日本の美
術史がわかりやすい。

表現と鑑賞がテーマになってい
てわかりやすい。ところどころ
紙の幅を変えてあり、より見や
すくなっている。

写真や文章から美術の素晴らし
さが伝わるように書かれてい
る。

芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 34

美術に対するメッセージ性のあ
る内容となっている。

表現と鑑賞がテーマになってい
てわかりやすい。

文章を読むことから美術の素晴
らしさが伝わるように書かれて
いる。

芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 34

理論と実技がバランスよく構成
されていて、わかりやすい。

構成・分量ともに適切である。 書き方の姿勢のイラストが使わ
れており、実践にも役立つ表記
がなされている。

○ 芸術 6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 34

書道の芸術的な表現が幅広く網
羅されている。表現・鑑賞・理
論が内容として適切に盛り込ま
れている。書道の歴史が豊富で
ある。

表現、鑑賞、理論のバランスが
良い構成になっている。より縦
長になり持ちやすい。

実際に表現活動をする際に、生
徒にとって理解しやすい表現が
されている。正しい姿勢等写真
が見やすい。

芸術 6 教図 書Ⅰ 302 書Ⅰ 34

書道の芸術的な表現が幅広く網
羅されている。表現・鑑賞・理
論が内容として適切に盛り込ま
れている。

表現、鑑賞、理論のバランスが
良い構成になっている。

実際に表現活動をする際に、生
徒にとって理解しやすい表現が
されている。

○
外国
語

205 三友 コ基 302
JOYFUL English
Communication
Basic

1

現代の高校生が興味や関心を持
つ題材が扱われている。英語の
基本から段階的に文法事項が学
べるよう、工夫して構成されて
いる。楽しく英語が学べる。

イラストや写真が豊富に掲載さ
れている。各単元のボリューム
も適当であり、生徒も飽きずに
学習できる分量である。文法の
説明も簡潔にまとめられてい
る。

わかりやすい表現で理解しやす
い。文字も大きく読みやすい。

外国
語

226 チアーズ コ基 303
ATLANTIS English
Communication
Basic

1

自然な表現が用いられており、
生きた英語が身につく内容に
なっている。生徒が楽しんで英
語学習を進められるよう構成さ
れている。

基礎的・基本的な知識・技能を
しっかりと身につけさせるため
導入から展開へつながりが持て
るようになっている。

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

2 東書 コⅠ 328
All Aboard!
English
Communication Ⅰ

2

世界各国の文化や自然がテーマ
として取り上げられていて、生
徒が英文を通して世界に目を向
けられるような内容である。

各単元の分量が適当である。４
技能をバランスよく学習できる
よう、問題練習やアクティビ
ティが豊富に取り入れられてい
る。イラストや写真が豊富であ
る。

文法事項などがわかりやすくま
とめられている。文字も大きく
読みやすい。

○
外国
語

15 三省堂 コⅠ 335
VISTA English
Communication Ⅰ
New Edition

2

非常に身近な題材が扱われてい
るため、生徒も大変取り組みや
すい内容である。

各単元の分量が適当である。練
習問題の形式も様々で工夫され
ている。イラストや写真が豊富
である。

文法事項が簡潔にわかりやすく
まとめられている。説明が丁寧
である。イラストや写真も多
く、楽しく学習できる。

外国
語

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

2

世界の文化や風習、言語など現
在の世界を学べる興味深い題材
が多く扱われている。単語や構
文も標準的なものが多く扱われ
ている。

４つの技能をバランスよく学習
できるよう、練習問題に工夫が
見られる。新出文法事項には例
文が示されているが、説明が不
足気味である。

わかりやすい表現で理解しやす
い。文字も大きく読みやすい。

外国
語

50 大修館 コⅠ 337
Compass English
Communication Ⅰ
Revised

2

様々なジャンルや題材がバラン
スよく配列されている。パラグ
ラフの構成や論旨の構成が理解
しやすいよう工夫されている。

目次に各レッスンの内容や題材
が明記されていて、学習に際し
ての指針となる。

語句や新出単語の提示に色が用
いられているので知覚しやす
い。写真やイラストの量も適切
である。

外国
語

2 東書 コⅡ 301
All Aboard!
Communication
English Ⅱ

34

英語を通して、音楽や古典芸能
などの文化を深く学べる内容で
ある。高校生が興味を持って学
習できる内容である。

各単元の分量が適当である。文
法の配置やコミュニケーション
を題材としたアクティビティも
工夫されているが、各単元での
情報量がやや多い。

文字は大きくて見やすい。写真
やイラストも生徒の理解に役立
つものが多い。

○
外国
語

15 三省堂 コⅡ 308
VISTA English
Communication Ⅱ

34

様々な分野の題材が扱われてい
るため、生徒も興味を持って学
習できる内容である。

各単元の分量が適当である。練
習問題の形式も様々で工夫され
ている。イラストや写真が豊富
である。「会話」「読むコツ」
などのコーナーも非常によくま
とまっている。

文法事項が簡潔にわかりやすく
まとめられている。説明が丁寧
である。イラストや写真も多
く、楽しく学習できる。

外国
語

17 教出 コⅡ 309
New ONE WORLD
Communication Ⅱ

34

世界の文化や自然、科学など多
く扱われている。比較的生徒が
普段目を向けないような内容が
目立つが、興味深いものが多
い。単語や構文も標準的なもの
が多い。

４つの技能をバランスよく学習
できるよう、練習問題に工夫が
見られる。巻末の例文集は文法
の確認に役立つ。

わかりやすい表現で理解しやす
い。文字も大きく読みやすい。

外国
語

50 大修館 コⅡ 311
Compass English
Communication Ⅱ

34

様々なジャンルや題材がバラン
スよく配列されている。英文の
読み物としても優れている。

目次に各レッスンの内容や題材
が明記されていて、学習に際し
ての指針となる。文法や内容理
解のための問題練習にも工夫が
見られる。

文字はやや小さい。写真やイラ
ストの量は適切である。

○ 家庭 7 実教 家基 314
新家庭基礎　パー
トナーシップでつ
くる未来

2

生きていく上で必要な基礎基本
を身につけることに重点が置か
れている。自分自身でどう生き
ていくか考えることができる。
具体例も豊富である。

各単元に導入ワークがあり、生
徒の動機づけに適している。ま
た１つの単元がコンパクトにま
とまっていてわかりやすい。

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

家庭 7 実教 家基 315 新家庭基礎２１ 2

テーマ学習形式でより深く学べ
るようになっている。「持続可
能性」に重点が置かれている。

見開きの構成になっていて、授
業の内容が把握しやすいように
なっている。

時事的な話題を扱った「現代の
窓」やコラムなどが数多くあ
り、資料が豊富である。

家庭 7 実教 家基 316 新図説家庭基礎 2

人とかかわって生きる、生活を
つくる、消費者として自立する
といった内容が、その職業の人
の体験談等も取り入れてあり、
メッセージ性がある。

図が多く取り入れてあり、それ
に対する説明も適切である。

読み手に質問するような表記が
してあり、読み手も一緒に考え
るような表現がされている。

情報 2 東書 社情 310 社会と情報 1

実習編と理論編の２部構成と
なっている。それぞれ工夫され
た内容であるが、やや散漫と
なっている。

構成・分量・装丁の全てにわた
り問題がない。

広範囲な内容から、必要最小限
に絞り込んで作られている。

情報 7 実教 社情 312
高校社会と情報
新訂版

1

とても几帳面な構成であるが、
イラスト・図版が少ない。じっ
くり読み込める生徒にとっては
とても良いと思われる。

構成・分量・装丁の全てにわた
り問題がない。

やや表現に硬いところがある
が、よくまとまっている。

○ 情報 116 日文 社情 307
見てわかる社会と
情報

1

とても分かりやすい表記であ
る。図版やイラストも多く、適
切に配置されて、生徒が好感を
持てる。難解な言葉にも理解し
やすいコメントがあってとても
良い。

構成・分量・装丁の全てにわた
り問題がない。

必要最小限に絞り込んで作られ
ていてわかりやすい。


