
平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

（高等学校）

○新学習指導要領の各学科に共通する教科

  国語           １頁 ～  ９頁

  地理歴史        １０頁 ～ １３頁

  公民          １４頁 ～ １６頁

  数学          １７頁 ～ ２５頁

  理科          ２６頁 ～ ３１頁

  保健体育        ３２頁

  音楽          ３３頁 ～ ３４頁

  美術          ３５頁

  書道          ３６頁

  外国語         ３７頁 ～ ４８頁

  家庭          ４９頁 ～ ５０頁

  情報          ５１頁 ～ ５３頁

○新学習指導要領の主として専門学科において解説される各教科

工業          ５４頁 ～ ５８頁

商業          ５９頁 ～ ６１頁

家庭（専門）      ６２頁

福祉          ６３頁



様式２

番号 略称 記号 番号

国語
総合

2 東書 国総 332 新編国語総合 平28

ジャンル別の単元構成となって
おり、実態にあわせて指導しや
すい内容になっている。現代文
編、古文編・漢文編とも、短く
親しみやすい教材になってい
る。

生徒が意欲的に取り組み、国語
の力が身に付くように工夫され
ている。分量も適切である。

用語・記号は統一されており、
記述の仕方も適切である。

国語
総合

2 東書 国総 333 精選国語総合 平28

教材は厳選されバランスよく配
列されている。「言語活動編」
が設けられており、「話す・聞
く」「書く」「読む」の指導を
行うための教材が用意されてい
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。

用語・記号は統一されており、
記述の仕方も適切である。

国語
総合

2 東書 国総 334 国語総合　現代文編 平28

現代文編の中に「言語活動編」
があり、「話す・聞く」「書
く」「読む」の指導を行うため
の教材が用意されている。

教材の配列は、生徒の発達段階
を考慮したものとなっている。
教材のバランス・分量は、総合
的な国語力の育成の面からみて
も適切である。

学習意欲が高まるように配慮さ
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。

国語
総合

2 東書 国総 335 国語総合　古典編 平28

古文・漢文の教材がバランスよ
く配置されており、倫理的思考
力を培うことができる教材に
なっている。

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
めるコラムが豊富に配置されて
いる。

国語
総合

15 三省堂 国総 336
高等学校国語総合　現代文
編　改訂版

平28

現代社会の諸問題を論じた文章
を豊富に収録した教材になって
いる。

生徒が意欲的に取り組み、国語
の力が身に付くように工夫され
ている。分量も適切である。

用語・記号は統一されており、
記述の仕方も適切である。

国語
総合

15 三省堂 国総 337
高等学校国語総合　古典編
改訂版

平28

古文は、中古・中世を中心に、
国語総合で学んでおきたい作品
を使用した教材になっている。

豊富なコラムを設け、古典の知
識や理解がより深められるよう
な構成となっている。

用語・記号は統一されており、
記述の仕方も適切である。

国語
総合

15 三省堂 国総 338 精選国語総合　改訂版 平28

注目されている著者の作品がバ
ランスよく配列されている。

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。

わかりやすく工夫した表現をし
ている。

国語
総合

15 三省堂 国総 339 明解国語総合　改訂版 平28

内容がバランスよく配置されて
いる。新課程用になり内容が以
前より充実している。様々な表
現活動やコラムが多く入ってい
るので興味がひかれやすい。

Ａ５判になって小さくなった
が、イラストや写真などで見や
すさを補っている。装丁の色調
が淡く目に優しい。

カラー写真やイラストが大きく
美しい。文字は小さくなった
が、見やすいようにレイアウト
などを工夫している。

国語
総合

17 教出 国総 340 精選国語総合　現代文編 平28

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

装丁は簡素で、分量もごく一般
的である。

字体、行間は一般的である。文
章は簡素で適切である。

国語
総合

17 教出 国総 341 精選国語総合　古典編 平28

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
総合

17 教出 国総 342 国語総合 平28

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
総合

17 教出 国総 343 新編国語総合 平28

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
総合

50 大修館 国総 344
国語総合　改訂版　現代文
編

平28

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
総合

50 大修館 国総 345 国語総合　改訂版　古典編 平28

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。
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教科名（国語科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現
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国語
総合

50 大修館 国総 346 精選国語総合　新訂版 平28

「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
すようになっている。巻末資料
も充実している。

評論10題、随想2題、小説7題、
古文22題、漢文10題から成る。
多色刷りをはじめ、見やすく機
能的なレイアウトによって学習
意欲を高面としている。

文字の大きさ、字間、行間、書
体などが適切である。用語。記
号等も統一されている。巻末、
巻頭、単元間に付録が豊富に用
意されている。

国語
総合

50 大修館 国総 347 新編国語総合　改訂版 平28

古典的名作がバランスよく配置
されている。現代文は興味深い
ものが多い。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。

分量は適切。装丁も落ち着いた
色になっている。

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
さが感じられる。

国語
総合

104 数研 国総 348
改訂版　国語総合　現代文
編

平28

小説の題材は幅広く、評論学習
にむけて序盤に随想が配置され
ている。文学史の理解を深める
付録が充実している。

装丁は簡素で、分量もごく一般
的である。

カラー写真やイラストが大きく
美しい。見やすいようにレイア
ウトなどを工夫している。

国語
総合

104 数研 国総 349 改訂版　国語総合　古典編 平28

冒頭の題材に書き下し文を入れ
る等、初学者への配慮がある。
段階的な文法学習に向けて付録
が充実している。

装丁は簡素で、分量もごく一般
的である。

カラー写真やイラストが大きく
美しい。見やすいようにレイア
ウトなどを工夫している。

国語
総合

104 数研 国総 350
改訂版　高等学校　国語総
合

平28

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。単元末の評
論テーマ・文学史の理解を深め
る工夫や巻末の資料編が充実し
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、巻頭、単元間に教材
の足がかりになる表記や付録が
用意されている。

国語
総合

104 数研 国総 351 新編　国語総合 平28

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
総合

117 明治 国総 352
新　精選国語総合　現代文
編

平28

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
が多く入っているので興味がひ
かれやすい。

装丁は簡素であるが、行間は適
切で読みやすい。分量は一般的
である。

字が大きく、読みやすい。また
色使いがやさしく感じる。

国語
総合

117 明治 国総 353 新　精選国語総合　古典編 平28

古文の基礎的文法事項を単元ご
とに取り上げていることが特徴
的である。

装丁は簡素であるが、行間は適
切で読みやすい。分量は一般的
である。

字が大きく、読みやすい。また
色使いがやさしく感じる。

国語
総合

117 明治 国総 354 新　高等学校国語総合 平28

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。

国語
総合

143 筑摩 国総 355
精選国語総合　現代文編
改訂版

平28

論理的思考力を身につけさせる
には適している教科書である。
また、内容もよく精選されてお
り発展的である。

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
ための配慮が感じられる。

国語
総合

143 筑摩 国総 356
精選国語総合　古典編　改
訂版

平28

論理的思考力を身につけさせる
には適している教科書である。
また、内容もよく精選されてお
り発展的である。

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
ための配慮が感じられる。

国語
総合

143 筑摩 国総 357 国語総合　改訂版 平28

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
スよく配置されていて、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
しいという印象である。

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
づらい感じである。

国語
総合

183 第一 国総 358
高等学校　改訂版　新訂国
語総合　現代文編

平28

現代文についても平易な内容の
ものが多く、イラストや文字の
大きさ等も適切と考える。

版が大きく、活字も大きくて見
やすい。またイラストによる資
料も多い。

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

国語
総合

183 第一 国総 359
高等学校　改訂版　新訂国
語総合　古典編

平28

初学者への配慮がある点が評価
できる。段階的な文法学習に向
けて付録が充実している。

装丁は簡素であるが、行間は適
切で読みやすい。分量は一般的
である。

字が大きく、読みやすい。また
色使いがやさしく感じる。
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国語
総合

183 第一 国総 360
高等学校　改訂版　国語総
合

平28

様々な教材があり、基礎・基本
の習得とともに、幅広い知識の
習得が可能。古文・漢文では導
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
総合

183 第一 国総 361
高等学校　改訂版　標準国
語総合

平28

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
よい。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
総合

183 第一 国総 362
高等学校　改訂版　新編国
語総合

平28

現代文は平易な内容のものが多
く、イラストや文字の大きさ等
も生徒の実情に合っている。古
典は現代語訳や書下し文等が併
記されており取り組みやすい。

イラスト付きで説明されてお
り、版も大きく取り組みやす
い。

表現力・想像力を伸ばすという
観点、また言語活動を充実させ
るという観点から適切だと考え
る。

国語
総合

212 桐原 国総 363
新　探求国語総合　現代
文・表現編

平28

小さな単元ごとに導入、課題、
学習内容が丁寧に説明され、発
展的学習を促す内容になってい
る。

単元の分量は適切であり、見や
すいレイアウトとなっている。

文字の大きさは適切であり、字
体の変化で読みやすく工夫され
ている。

国語
総合

212 桐原 国総 364 新　探求国語総合　古典編 平28

初学者への配慮がある点が評価
できる。段階的な文法学習に向
けて付録が充実している。

装丁は簡素であるが、行間は適
切で読みやすい。分量は一般的
である。

文字の大きさは適切であり、字
体の変化で読みやすく工夫され
ている。

国語
表現

2 東書 国表 304 国語表現 平26

スピーチや討論などをするため
の具体的な手順が追って示され
ており、わかりやすい。生徒の
主体的な学習を身につけるもの
としては適している。

構成が見開きとなっているので
見やすい。単元の分量は適切で
ある。

イラストなどで具体的な活動が
示されている。文字の大きさは
適切であり、字体の変化で読み
やすく工夫されている。

国語
表現

17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 平29

基礎から応用へと、段階的かつ
着実に、表現力、思考力、創造
力などが育まれる教材選定・教
材配列がなされている。

各章は、それぞれひとまとまり
の表現行為を扱っているが、段
階を追うステップ構成を基本に
しており、章ごとに無理なく構
成されている。

わかりやすい表現をしているた
め、生徒が活動する際に取り組
みやすい内容となっている。

国語
表現

50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版 平29

小論文の書き方、プレゼンテー
ションなどの本格的な表現活動
まで、表現する力を着実に身に
着ける内容となっている。

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。

わかりやすく工夫した表現をし
ている。

国語
表現

183 第一 国表 308
高等学校　改訂版　国語表
現

平29

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

単元の分量は適切であるが、図
解などの工夫が少ない。

文字の大きさは適切であり、字
体の変化で読みやすく工夫され
ている。

国語
表現

218 京書 国表 303 国語表現 平25

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
表現

17 教出 国表 301 国語表現 平25

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。

現代
文Ａ

2 東書 現Ａ 306 現代文Ａ 平29

さまざなジャンルでバランスよ
く教材を選んでいる。定評のあ
る作品をおいて、必要十分な内
容となっている。

構成・分量ともに生徒の実態か
ら適切である。装丁も明るく親
しみやすい。

文字のポイント行間、写真・挿
絵が工夫されて見やすい。

現代
文Ａ

15 三省堂 現Ａ 303 現代文Ａ 平26

各章で分野ごとに分けられ、学
習しやすくなっている。「日本
語エクササイズ」や「表現の実
践」など表現分野も充実してい
る。

表現分野は充実しているが、小
説作品が少なめ。装丁は落ち着
いた色になっている。

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

現代
文Ａ

17 教出 現Ａ 302
現代文Ａ　青春文学名作選
―歴史の中の青春

平25

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
の関心を高めるとともに、読解
力を養えるような内容となって
いる。

分量は適切。装丁も落ち着いた
色になっている。

文字は小さめ。カラー写真が多
く掲載されていてイメージしや
すい。
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現代
文Ａ

50 大修館 現Ａ 304 現代文Ａ 平26

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。

現代
文Ａ

183 第一 現Ａ 307
高等学校　改訂版　新編現
代文Ａ

平29

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、学びやす
い。

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。本文に即した写真・挿絵が
魅力的である。

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

現代
文Ｂ

2 東書 現Ｂ 321 新編現代文Ｂ 平29

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

分量は少なめである。余白が多
い。「こころ」では物語を読み
進めやすいように図の配置が工
夫されている。

色使い・挿絵などが豊かであ
る。文字サイズは大きめで、他
者の教科書と比べると情報量は
控えめな印象である。

現代
文Ｂ

2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ 平29

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。

現代文編がⅡ部構成でまとめら
れている。単元の終わりに、
「思考への扉」や「文学への
扉」といった、コラムでの補足
がある。画像での補注が豊かで
ある。

色使いがよく、説明等も見やす
いので関心をもちやすい。

現代
文Ｂ

15 三省堂 現Ｂ 323 高等学校現代文Ｂ　改訂版 平29

２部構成になっていて、小説の
定番教材が、不足無く入ってい
る。評論はやや難しめである。
後半の資料は使い方を工夫しな
いと活用できない。

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
ちょうどよい。

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
きさがやや小さい。

現代
文Ｂ

15 三省堂 現Ｂ 324 精選現代文Ｂ　改訂版 平29

２部構成になっていて、小説の
定番教材が、不足無く入ってい
る。評論の難易度は普通。後半
の資料は難しくないが、使い方
を工夫が必要。

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
ちょうどよい。

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。

現代
文Ｂ

15 三省堂 現Ｂ 325 明解現代文Ｂ　改訂版 平29

全体をとおして，「読むこと」
を中心として総合的な言語能力
を育成する適切な内容であり，
評論と随想の教材は，幅広い
テーマから，小説および詩，短
歌，俳句の教材は，オーソドッ
クスな作品と現在注目されてい
る作者による新しい教材と,いず
れも平易で読みやすく，かつ主
体的に考えを深めることができ
るものである。

Ⅰ部・Ⅱ部に分かれた本編と資
料編との２部構成になってお
り，多様かつ柔軟な指導，カリ
キュラムマネジメントが実現で
き，２か年での履修にも対応し
ている。教材の配列と分量は，
生徒の発達段階が配慮され，適
切なものとなっている。

各教材の冒頭に，学習の導入と
してリード文が示されており，
生徒の関心を喚起し，教材文の
内容に興味をもって学習を進め
ていけるように工夫されてい
る。各教材の意味や用法に注意
して身につけておきたい語句
は，脚注欄に抜き出して見開き
ごとに整理してある。

現代
文Ｂ

17 教出 現Ｂ 326 精選現代文Ｂ 平29

総合的な言語能力の定着と習熟
とに適した内容と分量である。
優れた近現代の小説と評論を読
むことを通し，生徒の主体的な
読解力と論理的思考力を向上さ
せられるよう，適切な教材選定
がなされている。

評論は生徒の知的探究心に訴え
る今日的な問題提起に富んだ話
題で，文章構成も論理性に優れ
ている。小説は，多彩な作品に
ふれることで読解力，想像力，
鑑賞力を磨くことや，他の小説
への読書意欲を喚起することが
期待できる。随想は，思考する
意義を確認する作品が収録され
ている。

紙質は白く，大きい活字を使用
している。印刷は鮮明で，適所
にあるカラー図版も生徒の学習
意欲を高める。表紙はコーティ
ングが施され，製本も堅牢であ
る。

現代
文Ｂ

17 教出 現Ｂ 327 現代文Ｂ 平29

著名な作家の作品が数多く収録
されており、読解力や思考力の
向上とともに、ものの見方や考
え方を深められる内容となって
いる。

随想、評論、小説がバランスよ
く学べる構成になっている。ま
た、詩歌も充実している。

文字は小さめだが、注も含めて
全体的に見やすい。

現代
文Ｂ

17 教出 現Ｂ 328 新編現代文Ｂ 平29

小説、評論を中心に作品が充実
している。脚問や学習の手引
き、コラムなど、生徒の意識づ
けに役立てられる内容になって
いる。

評論、小説の構成が高い。ま
た、表現分野の分量も多く、付
録などにもしっかりページを割
いている。

文字はやや大きめで、全ページ
にカラーを使っているが、ペー
ジによっては余白が少なく見づ
らい個所もある。

現代
文Ｂ

50 大修館 現Ｂ 329 現代文Ｂ　改訂版　上巻 平29

「評論編」「文学編」「表現
編」と章立てしており、学習し
やすい。上・下巻とも評論が中
心となっている。

上・下巻の２分冊構成で、２学
年継続履修に対応しやすくなっ
ている。

カラーの図や写真が多く、学習
内容が理解しやすくなってい
る。文字はやや小さめ。

現代
文Ｂ

50 大修館 現Ｂ 330 現代文Ｂ　改訂版　下巻 平29

「評論編」「文学編」「表現
編」と章立てしており、学習し
やすい。上・下巻とも評論が中
心となっている。

上・下巻の２分冊構成で、２学
年継続履修に対応しやすくなっ
ている。

カラーの図や写真が多く、学習
内容が理解しやすくなってい
る。文字はやや小さめ。

現代
文Ｂ

50 大修館 現Ｂ 331 精選現代文Ｂ　新訂版 平29

質の高い教材が精選されてお
り、特に評論教材は非常に充実
している。小説に関しても近代
文学の名作が収録されている。

「Ⅰ」と「Ⅱ」の２部構成と
なっており、２学年継続履修に
対応している。ジャンル別の単
元構成で、学習しやすい配列に
なっている。

文字はやや小さめで、写真や図
も多く、内容理解に効果的に感
じるが、ページ内での情報量が
多い印象も受ける。
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現代
文Ｂ

50 大修館 現Ｂ 332 新編現代文Ｂ　改訂版 平29

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。

現代
文Ｂ

104 数研 現Ｂ 333 改訂版　現代文Ｂ 平29

「ズームアップ」というページ
で各単元を理解するために必要
のある情報を丁寧に解説してお
り、わかりやすい。表現分野も
充実している。

表現分野は充実しているが、小
説作品が少なめである。「ミロ
のヴィーナス」という単元は
「手の変幻」としている。装丁
は落ち着いた色になっている。

大きい活字を使用している。印
刷は鮮明で、適所にあるカラー
図版も生徒の学習意欲を高め
る。

現代
文Ｂ

104 数研 現Ｂ 334 新編　現代文Ｂ 平29

近代以降のさまざまな文章が、
幅広いテーマ・ジャンルでバラ
ンスよく取り上げられている。
表現分野では具体的な活動が課
題として掲げられ、取り組みや
すい。

第一章と第二章の二部構成と
なっており、「随想」「評論」
「小説」といった文章ジャンル
ごとに単元が設けられている。

学習に適した文字の大きさや行
間になっている。脚注の解説や
設問の内容が理解しやすい表現
になっている。

現代
文Ｂ

117 明治 現Ｂ 335 新　精選現代文B 平29

定番の作品を中心に、特に評論
文では段階的に抽象度を高める
など、工夫がされている。

小説・評論・詩歌などのジャン
ルがバランスよく配列されてい
る。文量も適切である。

資料性のあるもの、考えを深め
るもの、表現に関するものと付
録が充実している。

現代
文Ｂ

117 明治 現Ｂ 336 新　高等学校現代文B 平29

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

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

大きい活字を使用している。印
刷は鮮明で、適所にあるカラー
図版も生徒の学習意欲を高め
る。

現代
文Ｂ

143 筑摩 現Ｂ 337 精選現代文B　改訂版 平29

現代的な視点を持ち、論理的な
思考を育む評論の教材が多く採
録されている。随想・小説で
は、古典的な教材と新鮮な教材
のバランスがよくとれている。

随想・評論を中心とした散文の
教材が多く採録されている。小
説では、長い・短い、定番作
品・それ以外の作品と組み合わ
せてバランスがとれている。

脚注や地図、図版など、必要に
応じ適宜載せられている。

現代
文Ｂ

143 筑摩 現Ｂ 338 現代文B　改訂版 平29

評論・小説ともに古典的なも
の、現代的なものがバランスよ
く配置されている。特に評論は
大幅に内容を差し替え、幅広い
テーマから作品が選ばれてい
る。

２年間の履修に対応した二部構
成で、随想・評論を中心とした
作品の収録本数が多く、選択の
幅を持たせている。小説では、
長いもの短いもの、定番、それ
以外と組み合わせて、選択しや
すい。

脚注や地図、図版など、必要に
応じ適宜載せられている。手引
きや、脚問によって、理解が深
められるよう工夫されている。

現代
文Ｂ

183 第一 現Ｂ 339
高等学校　改訂版　現代文
Ｂ

平29

問題意識をもって物事を捉えら
れる教材や入試に対応できるよ
うな教材が多く収録されてい
る。

二部構成になっており、第一章
は物事を捉える力、第二章は思
考力・読解力の養成になってい
る。

カラーで見やすく、「評論キー
ワード」も掲載されているた
め、生徒の語彙力向上にも繋げ
られる。

現代
文Ｂ

183 第一 現Ｂ 340
高等学校　改訂版　標準現
代文Ｂ

平29

定番教材をおさえつつ、評論で
は自己・社会などの短く親しみ
やすい教材も収録されている。

短く親しみやすい教材を収録し
つつ、物事を捉える視点が抵抗
なく学べるようになっている。

作品の理解を深められるような
カラーで見やすくまとまってい
る。

現代
文Ｂ

183 第一 現Ｂ 317 高等学校　現代文Ｂ 平25

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。

現代
文Ｂ

212 桐原 現Ｂ 341 新　探求現代文B 平29

幅広いジャンルから収録されて
おり、読解のための力を養成で
きるような教材が収録されてい
る。

二部構成＋表現編となってい
る。評論を読み解くためのポイ
ントも掲載されている。またポ
イント別に教材がまとまってい
る。

脚注部分にも挿絵や図があり、
イメージがしやすくなってい
る。

現代
文Ｂ

212 桐原 現Ｂ 319 探求現代文Ｂ 平25

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。

現代
文Ｂ

212 桐原 現Ｂ 320 現代文Ｂ 平25

各ジャンルをバランスよく配置
し、段階を踏んで理解を深めら
れるようにしている。評論は基
礎固めが出来る構成になってお
り、小説は定番の教材をおさえ
つつ、作家独自の世界観を味わ
うことができる構成となってい
る。

二部構成＋表現編となってい
る。定番の教材をおさえつつ、
学力の定着・向上がはかれるよ
うな構成になっている。

文字の大きさは、大きくはない
が、見やすいフォントを使用し
てる。挿絵などは少ない。

古典
Ａ

2 東書 古Ａ 301 古典Ａ 平25

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。
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古典
Ａ

15 三省堂 古Ａ 306 古典Ａ 平26

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。各単元の分量も適切で
ある。

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。

古典
Ａ

17 教出 古Ａ 302 古典文学選　古典Ａ 平25

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。

古典
Ａ

50 大修館 古Ａ 307 古典Ａ　物語選 平26

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。
また古文・漢文ともに、平易な
教材が揃っている。

構成が見開きとなっているので
見やすい。

わかりやすく工夫した表現をし
ている。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。

古典
Ａ

109 文英堂 古Ａ 309

物語（竹取物語　伊勢物語
大和物語　落窪物語　源氏
物語　堤中納言物語）　和
歌（古今和歌集　後撰和歌
集　拾遺和歌集） 随想・
日記（枕草子　和泉式部日
記　紫式部日記）

平26

「物語」「和歌」「随想・日
記」どのジャンルも定番の作品
をバランスよく選んである。

構成・分量ともに生徒の実態か
ら適切である。天地の空間がほ
どよくあいており、本文がよみ
やすく装丁されている。

文字のポイント行間が適切であ
る。ルビが多めで学習しやす
い。学習者によりそった学習の
配慮が、表記表現にあらわれて
いる。

古典
Ａ

109 文英堂 古Ａ 311

徒然草　説話（古今著聞集
十訓抄　宇治拾遺物語　古
事談　今昔物語集）　枕草
子

平26

「徒然草」「説話」「枕草子」
どの作品群も定番の作品をバラ
ンスよく選んである。学習のて
びきは内容理解にせまる基本的
な課題が用意されていて使いや
すい。

構成・分量ともに生徒の実態か
ら適切である。天地の空間がほ
どよくあいており、本文がよみ
やすく装丁されている。

文字のポイント行間が適切であ
る。ルビが多めで学習しやす
い。学習者によりそった学習の
配慮が、表記表現にあらわれて
いる。

古典
Ａ

109 文英堂 古Ａ 303

説話（古今著聞集・沙石
集・十訓抄・竹取物語）
随筆（徒然草・枕草子・方
丈記・常山紀談・花月草
紙・蘭東事始）　故事・小
話　漢詩　史話

平25

さまざまなジャンルの作品をバ
ランスよく選んである。親しみ
やすい学習材が選ばれおり、学
習に取り組みやすい。

さまざまなジャンルをバランス
よく構成している。分量は生徒
の実態からすると多いと思われ
る。装丁に工夫がある。そのた
め本文がよみやすい。

作品によって文字のポイント・
行間の工夫がしてあり使いやす
い。

古典
Ａ

109 文英堂 古Ａ 304 源氏物語・大鏡・評論 平25

内容が充実している。長めの解
説、など作品理解のための工夫
が随所にみられる。どの生徒に
も教材として扱うには、高度な
作品と思われる。

構成・分量ともに充実してい
る。上級者の学習材として、必
要十分なゆきとどいた分量があ
る。

脚注・囲みの文章などがわかり
やすい。学習の理解を助ける。
簡潔な表記は見事である。

古典
Ａ

143 筑摩 古Ａ 312
古典Ａ [古文・漢文] 物
語・史伝選

平26

「古文編」「漢文編」の作品を
バランスよく選んでいる。本文
理解のための長め解説が学習者
に寄り添って内容理解にせま
り、使いやすい。読解と表現の
課題が用意されていて学習充実
をはかれる。

構成・分量ともに適切で充実し
ている。本文中のカラー写真が
学習の興味関心を高める一助と
なって掲載されているのは、適
切である。

古文編・漢文編、それぞれふさ
わしい文字のポイント・行間の
工夫がしてあり使いやすい。

古典
Ａ

183 第一 古Ａ 314
高等学校　改訂版　標準古
典A　物語選

平29

古文編は物語を多く載せ、随
筆・和歌などジャンルをバラン
スよく編集している。漢文編も
定番の作品をおき、さまざまな
ジャンルを載せている。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。

構成、単元の末尾に「コラム」
があり学習の興味・関心を促す
工夫を感じる。古典に関する内
容の現代文を入れて、言語活動
させる点は新鮮である。

学習を助ける写真や図版資料が
研究されている。

古典
Ａ

183 第一 古Ａ 313
高等学校　古典Ａ　大鏡
源氏物語　諸家の文章

平26

作品の扉に簡潔な解説があり、
作品理解の一助となっている。
「大鏡」「源氏物語」が多くあ
基本的な学習を生徒が興味を
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。

構成、学習の興味・関心を促す
工夫がある。古典に関する内容
の現代文を入れて、言語活動さ
せる点は新鮮である。

原文の本文の冒頭に学習の興
味・関心を促す、カラー写真を
配置している工夫が古典を苦手
としている生徒に特に導入とし
てインパクトがあると考える。

古典
Ａ

183 第一 古Ａ 305
高等学校　標準古典Ａ　物
語選

平25

基本的で親しみやすい教材が多
い。また、作品についての記述
が多く、話の流れを細くする部
分も多いので、作品の全体像を
理解しやすい。

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。

写真やイラスト図表、カラー資
料などが随所に盛り込まれてお
り、見やすい。

古典
Ｂ

2 東書 古Ｂ 329 新編古典Ｂ 平29

内容はとても易しく、古典に苦
手意識を持った生徒にも、対応
できると思われる。大学入試の
ために使用するには物足りな
い。

分量は少なめである。親しみや
すい教材を精選して構成してい
ると思われる。

用語・記号は統一されており、
見やすさは十分なものがある。
カラーページも充実している。

古典
Ｂ

2 東書 古Ｂ 330 精選古典Ｂ　新版 平29

内容はかなり易しい。それで
も、Ⅰ・Ⅱ部にわたって『源氏
物語』を入れているなど、押さ
えどころがしっかりしている。

分量としては、多すぎず少なす
ぎずといったところである。教
材の配列構成も系統的である。

文字の大きさが適切で読みやす
い。巻末の古典常識は、カラー
で見やすく工夫されている。

古典
Ｂ

2 東書 古Ｂ 331 精選古典Ｂ　古文編 平29

各時代、ジャンルの代表的な教
材が収められている。難易度も
あまり高くないので、基本的な
力をつけるのに適当である。

分冊で、さらに二部構成となっ
ているので、学年別に使用し、
ステップアップに応じて使用で
きる。

「古文の窓」というコラムや、
写真・図版はかなり見やすく工
夫されており、全体的に充実し
ている。
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古典
Ｂ

2 東書 古Ｂ 332 精選古典Ｂ　漢文編 平29

定番教材が多く、生徒がストー
リーに興味を持ちやすい内容に
なっている。難しすぎる教材は
ほとんどない。

二部構成となっているので、学
年別に使用し、ステップアップ
に応じて使用できる。

「漢文の窓」というコラムや、
写真・図版は資料生が高く、工
夫されており、全体的に充実し
ている。

古典
Ｂ

15 三省堂 古Ｂ 333
高等学校古典Ｂ　古文編
改訂版

平29

分冊なので実感しにくいが、教
材の数が多く、古典評論などや
や難解で読みにくいものが目立
つ。近世文学が少ない。

全体で９２の教材と、ものすご
い分量なので、授業をよほど効
率的に進めなければ使いこなせ
ない。

カラーページ等はあまり充実し
ていない。写真・図版も数が少
なめである。

古典
Ｂ

15 三省堂 古Ｂ 334
高等学校古典Ｂ　漢文編
改訂版

平29

小話から始まり，漢詩・文章・
思想・小説と，各ジャンルの作
品を幅広く配列している。日本
文学とのつながりを考えること
ができる作品も多い。

全体で７４の教材と、ものすご
い分量なので、授業をよほど効
率的に進めなければ使いこなせ
ない。

カラーページ等はあまり充実し
ていない。写真・図版も数が少
なめである。

古典
Ｂ

15 三省堂 古Ｂ 335 精選古典Ｂ　改訂版 平29

古文は生徒にとって興味深い内
容の教材が多い。漢文はかなり
難しい作品が多く、大学入試レ
ベルである。

古文・漢文ともにかなり多い。
これだけの分量をこなすのは現
実的に厳しい。

古文編は、カラーの絵や資料が
あり見やすいが、漢文編は、漢
字の多さが目についてしまう。

古典
Ｂ

17 教出 古Ｂ 336 精選古典Ｂ　古文編 平29

分冊なので実感しにくいが、教
材の数が多く、古典評論などや
や難解で読みにくいものが目立
つ。

全体で９０以上の教材と、もの
すごい分量なので、授業をよほ
ど効率的に進めなければ使いこ
なせない。

文字はやや小さい。系図・年
表・写真などが随所に配置さ
れ、充実している。

古典
Ｂ

17 教出 古Ｂ 337 精選古典Ｂ　漢文編 平29

短編で比較的扱いやすい教材が
多い。新規の『売鬼』などの小
説も生徒の興味を引くものと思
われる。

教材数は７６と、大変に多く、
バランスよく授業計画を立てな
ければ使いこなせない。

地図・写真・年表等は、よい位
置配置されていて、使いやす
い。特に写真はクオリティの高
いものが使われている。

古典
Ｂ

17 教出 古Ｂ 338 古典Ｂ 平29

定番教材が多く、生徒がストー
リーに興味を持ちやすい内容に
なっている。『大鏡』と『蜻蛉
日記』の教材選択が面白い。

教材数は古文・漢文とも、それ
ほど大量ではなく、授業計画を
立てるには困らない。

年表・系図等の資料や、漢文編
の大きめの写真など、使いやす
く見やすい。

古典
Ｂ

17 教出 古Ｂ 309
新編　古典Ｂ　言葉の世界
へ

平25

全体に偏りがなく、長短のバラ
ンスがよく、教材の様々なジャ
ンルが網羅されている。

古文・漢文ともに見開きを基本
として構成され、指導・学習が
しやすい。

資料製の高い図版が短い解説と
ともに適宜掲載されている。脚
注語句は辞書を引かずに文意が
つかめるよう配慮されている。

古典
Ｂ

50 大修館 古Ｂ 339 古典Ｂ　改訂版 古文編 平29

高校生が身に付けるべき教養と
して必要な古典作品が幅広く収
録されており、わが国の伝統と
文化を尊重する態度を養うこと
ができる。

古文編・漢文編のジャンル別２
分冊構成となっており、柔軟な
指導計画編成が可能となってい
る。それぞれがさらに「第Ⅰ
部」と「第Ⅱ部」に分かれてお
り、２学年継続履修に対応して
いる。

学習内容に即した写真や図をカ
ラー印刷とし、適宜色文字を用
いるなどして、いっそう学習効
果を高めることができるよう配
慮されている。

古典
Ｂ

50 大修館 古Ｂ 340 古典Ｂ　改訂版 漢文編 平29

高校生が身に付けるべき教養と
して必要な古典作品が幅広く収
録されており、わが国の伝統と
文化を尊重する態度を養うこと
ができる。

古文編・漢文編のジャンル別２
分冊構成となっており、柔軟な
指導計画編成が可能となってい
る。それぞれがさらに「第Ⅰ
部」と「第Ⅱ部」に分かれてお
り、２学年継続履修に対応して
いる。

学習内容に即した写真や図をカ
ラー印刷とし、適宜色文字を用
いるなどして、いっそう学習効
果を高めることができるよう配
慮されている。

古典
Ｂ

50 大修館 古Ｂ 341 精選古典B　改訂版 平29

古典を読む能力を養うととも
に、ものの見方、感じ方、考え
方を広くし、古典についての理
解や関心を深めることによって
人生を豊かにする態度をはぐく
むことができる。

古文編・漢文編のジャンル別構
成となっており、柔軟な指導計
画編成が可能となっている。ま
た、各ジャンルの内容・難易
度・分量が生徒の実態に即した
バランスのよい構成となってい
る。

資料や図版がテーマごとに口絵
にまとめられており、生徒が古
典の世界を視覚的かつ具体的に
イメージすることができるよう
配慮してある。

古典
Ｂ

50 大修館 古Ｂ 342 新編古典Ｂ　改訂版 平29

古典をもとにした文学作品等が
掲載されており、古典と現代と
のつながりや、わが国の文化と
中国の文化との関係について理
解を深められるよう配慮されて
いる。

古文編・漢文編のジャンル別構
成となっており、柔軟な指導計
画編成が可能となっている。ま
た、テーマ別の単元構成となっ
ており、内容・難易度・分量が
生徒の実態に即したバランスの
よい構成となっている。

単元の冒頭の「～への招待」
で、作品の基本的な知識がビ
ジュアルにわかりやすくまとめ
られており、生徒の意欲や関心
を喚起することができる。「百
人一首」が全文ルビ付きで掲載
され、朗読や暗唱等の学習に役
立つよう工夫されている。

古典
Ｂ

104 数研 古Ｂ 343 改訂版　古典Ｂ　古文編 平29

基本的な文章から、難しめの作
品まできちんと採用されてい
る。ズームアップというコラム
や、古典文法の整理が随所に
載っていて、生徒の理解を助け
てくれることと思われる。

二章に分かれてはいるが、人物
や話題が関連する、つながりを
意識した題材配列により、古文
の世界を重層的に理解すること
が可能である。大きくはないが
見やすい活字を採用してあり、
読みやすい。

写真が随所に採用されている点
や、コラムや古典文法の整理の
箇所がわかりやすい。また、時
代背景の理解や文学史の理解が
深めやすい表記となっている。

古典
Ｂ

104 数研 古Ｂ 344 改訂版　古典Ｂ　漢文編 平29

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
ることと思われる。

二章に分かれてはいるが、人物
や話題が関連する、つながりを
意識した題材配列により、古文
の世界を重層的に理解すること
が可能である。大きくはないが
見やすい活字を採用してあり、
読みやすい。

写真が随所に採用されている点
や、コラムや古典文法の整理の
箇所がわかりやすい。また、時
代背景の理解や文学史の理解が
深めやすい表記となっている。
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古典
Ｂ

109 文英堂 古Ｂ 319 新編古典 平25

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
が難しすぎず、易しすぎずの点
はいい。

古文編六十三編、漢文編四十五
編と圧倒的な教材量。さまざま
な授業のヴァリエーションが可
能である。

教材間の連関をもたせることに
も配慮をしている。さらに漢文
では各種の句形を理解するのに
適した、数多くの短文を含ませ
るなどして基礎的な文法知識を
得ることができるようにしてい
る。

古典
Ｂ

117 明治 古Ｂ 345 新　精選古典B　古文編 平29

基礎学力を充実させ、さらに高
い段階へと発展させることに重
点を置いた古典学習のための教
材が厳選されている。古文は平
安時代を中心に、奈良時代から
江戸時代まで、古文の定番の作
品から教材が幅広く選ばれてい
る。

各ジャンルに目配りが利いた教
材配置で、学習の進展や生徒の
理解度に応じて取捨選択が可能
な分量となっている。古典に関
する評論文が採られているの
で、これを活用して、古典作品
の価値について考察することが
可能となる。

基本語句の指摘、読解上注意す
べき語句の訳注、発問ポイント
など、３種類の注が適切に配し
てあり、学習効果を高め、理解
を深める助けとなる。

古典
Ｂ

117 明治 古Ｂ 346 新　精選古典B　漢文編 平29

漢文は、故事、史伝、詩、寓
話、文、小説、思想の各ジャン
ルに加え、日本の漢詩文も採ら
れていて、漢文世界の広がりを
学ぶことができる。「古文の
窓」「漢文の窓」は、設定され
た課題を行うことで、調査・発
表・話し合いなどの言語活動が
行えるよう記述されており、自
発的・発展的な学習ができる。

比較的学びやすい教材から難易
度の高い教材へと配置にも学習
効果を高める工夫が見られる。
前編後編に大きく分かれる構成
で、２学年単年でも、２、３学
年の継続使用でもカリキュラム
が組み立て可能で、履修形態に
応じた効果的な学習が可能とな
る。

教材末尾に内容理解や鑑賞を深
めるための「研究」と語句の知
識を整理する「言葉の学習」を
配してあり、学習効果を高めて
いる。教材の内容や語句の注釈
に関連して、カラーの図版や写
真が効果的に挿入され、生徒の
理解を助ける働きをしている。

古典
Ｂ

117 明治 古Ｂ 347 新　高等学校古典B 平29

基礎学力の充実に重点を置いた
古典学習のための教材が選ばれ
ている。古文・漢文ともに、主
要作品では複数の章段から教材
が選ばれていて、まとまりのあ
る作品世界を学ぶことができ
る。

ジャンルごとに配列された単元
構成で、単元内には適宜複数の
作品が選ばれているため、系統
的にさまざまな教材を学習する
ことが可能となる。

基本語句の指摘、読解上注意す
べき語句の訳注、発問ポイント
など、３種類の注が適切に配し
てあり、学習効果を高め、理解
を深める助けとなる。

古典
Ｂ

117 明治 古Ｂ 316 精選古典Ｂ　古文編 平25

基礎学力の充実から発展まで
が、幅広い定番の教材で学ぶこ
とができる。

漢文編と分冊になっていて、学
習の実態に適し、扱いやすい。

カラーの図版や写真が挿入され
ていて、語句の注釈や、訳注な
どが適切に配置されている。

古典
Ｂ

117 明治 古Ｂ 317 精選古典Ｂ　漢文編 平25

基礎から発展へと様々なジャン
ルの作品が選ばれている。日本
の漢詩文も載っていて、漢文の
広がりを学ぶことができる。

学びやすい教材から、難易度の
高い教材までが、学習進度や生
徒の理解度に応じて選択するこ
とができる。

カラーの図版や写真が効果的に
配置され、生徒の理解を助ける
働きを持たせている。

古典
Ｂ

117 明治 古Ｂ 318 高等学校古典Ｂ 平25

基礎学力の充実に重点が置か
れ、定番の様々なジャンルの作
品から、教材が選ばれている。

ジャンルごとに配列された単元
構成で、系統的に学習すること
が可能である。

カラーの図版や写真が挿入され
ている。行間が広くゆったりと
して詠みやすい。

古典
Ｂ

143 筑摩 古Ｂ 348 古典Ｂ　古文編　改訂版 平29

定番の作品を中心として、大幅
に教材数を増やしている。難易
度を配慮した配置になってい
る。

教材数が増えた分、作品の長短
や難易度に配慮して構成されて
いる。

脚注・系図・地図、絵巻物など
のカラー図版が、学習の助けと
なるように配置されている。

古典
Ｂ

143 筑摩 古Ｂ 349 古典Ｂ　漢文編　改訂版 平29

基本的な作品を中心に、故事か
ら日本漢文まで、教材を大幅に
増やしている。難易度を配慮し
た配置になっている。

教材の長短や難易度のバランス
を配慮して配置されている。

脚注・系図・地図、絵巻物など
のカラー図版、漢文句法一覧や
中国文学史などが、学習の助け
となるよう配置されている。

古典
Ｂ

183 第一 古Ｂ 350
高等学校　改訂版　古典B
古文編

平29

古文の定番の作品から入試に頻
出している作品までを、幅広く
豊富に採録している。アクティ
ブラーニングに活用できる「言
語活動」を多く設定している。

単元ごとにジャンルや文学史の
解説を置いている。また作品ご
とには文学史上の成立時期がわ
かるよう配慮している。

巻頭に有職故実、巻末には皇室
等の系図を載せ、高度な読解に
対応できるよう配慮している。

古典
Ｂ

183 第一 古Ｂ 351
高等学校　改訂版　古典B
漢文編

平29

故事成語から明清の文章までを
幅広く豊富に採録している。
「言語活動」を多く設定してい
る。

学習のしやすさや作品の選択の
しやすさに配慮して、類似した
ジャンルを近づけて配置してい
る。

巻頭・巻末に中国の参考地図や
中国の分化の年表などを配し、
学習の便に配慮している。

古典
Ｂ

183 第一 古Ｂ 352 高等学校　改訂版　古典B 平29

定番の作品から、入試の頻出作
品まで幅広く採用している。
「言語活動」を多く設定してい
る。

各単元ごとにジャンルや文学史
的な解説を配置している。

巻頭・巻末・折込など、資料や
参考図録を配置し、高度な読解
に対応するよう配慮がある。

古典
Ｂ

183 第一 古Ｂ 353
高等学校　改訂版　標準古
典B

平29

幅広いジャンルや定番教材を収
録している。

古典編二章、漢文編二章で、段
階を追った学習が可能で、学力
の定着がはかれる構成になって
いる。

巻頭・巻末のカラー口絵や折込
系図などの資料が豊富なため、
イメージがしやすく、わかりや
すくなっている。
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様式２

番号 略称 記号 番号

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（国語科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現

古典
Ｂ

183 第一 古Ｂ 322 高等学校　古典Ｂ　古文編 平25

幅広いジャンルから定番教材や
入試に対応できるような教材が
収録されている。読み比べの為
の資料が収録されていたり、文
法の要点をおさえる為のコラム
が掲載されていたりと、内容が
充実してる。

二部構成になっているため、段
階を追った学習が可能である。
脚注も充実しているが、間隔が
狭く読みづらさも感じられる。

古文常識を学ぶための口絵や写
真が掲載されており、イメージ
しやすくなっている。

古典
Ｂ

183 第一 古Ｂ 323 高等学校　古典Ｂ　漢文編 平25

幅広いジャンルから定番教材や
入試に対応できるような教材が
収録されている。作品ごとに基
本句形を抽出し、脚注に整理し
てあるため、基礎学力の定着が
目指せる内容となっている。

二部構成になっているため、段
階を追った学習が可能である。
本文中にルビが多く振られてい
るため、生徒自身の自主的な学
習が可能である。

ルビが多く振られているため、
見づらく感じられる。教材に関
係する説明文は充実している。

古典
Ｂ

212 桐原 古Ｂ 354 新　探求古典B　古文編 平29

幅広いジャンルから収録されて
おり、定番教材を取り入れつ
つ、文法の要点も掲載されてい
るため、基礎基本的な学力の定
着がはかれるようになってい
る。

古文編・漢文編と分冊であり、
またそれぞれが二部構成になっ
ているため、２・３年での使用
がしやすい。

説話集の系譜なども掲載されて
おり、関連して学習することが
出来る。

古典
Ｂ

212 桐原 古Ｂ 355 新　探求古典B　漢文編 平29

定番教材を取り入れつつ、入試
頻出の句形がおさえられるよう
になっている。

古文編・漢文編と分冊であり、
またそれぞれが二部構成になっ
ているため、２・３年での使用
がしやすい。

字が見やすく、本文と一緒に句
形についても載っているため、
本文理解がしやすい。

古典
Ｂ

212 桐原 古Ｂ 325 探求古典Ｂ　古文編 平25

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。

古文編・漢文編と分冊であり、
またそれぞれが二部構成になっ
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。

古典
Ｂ

212 桐原 古Ｂ 326 探求古典Ｂ　漢文編 平25

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。

古文編・漢文編と分冊であり、
またそれぞれが二部構成になっ
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。

古典
Ｂ

212 桐原 古Ｂ 327 古典Ｂ 平25

定番教材や入試に対応できるよ
うに幅広いジャンルを収録して
いる。

本文が見開き２ページではな
く、表裏で掲載されており、読
みにくい教材もある。語句の説
明は充実している。

カラーの口絵や漢文の重要句形
一覧が載っているなど資料は充
実している。説明文の間隔が狭
いように感じられた。
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様式２

番号 略称 記号 番号

世界
史Ａ

2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ 平28

各ページの見開きの項目は最大
でも５項目という事で、わかり
やすく読みやすいように構成さ
れ工夫されている。世界史年表
が見やすい内容となっている。

小見出しを各ページの左側にお
き、その下に関連した人物や写
真を並べてあり、一目で学習課
題が把握できるように工夫され
ている。分量は適切である。

表現はコンパクトにまとめら
れ、比較的短い記述でわかりや
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。コラム欄を使って重要事項
を解説している。

世界
史Ａ

7 実教 世Ａ 311 世界史Ａ　新訂版 平28

本文の記述がわかりやすい。項
目の分け方がはっきりしていて
事実をつかみやすい。側注や図
版が随所に配置されていて見や
すく、本文の理解を助けるもの
となっている。

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わかりや
すい。

世界
史Ａ

7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版 平28

導入部分に工夫が見られる。本
文の記述がわかりやすい。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。

世界
史Ａ

35 清水 世Ａ 313
高等学校　世界史Ａ　新訂
版

平28

時代区分が明瞭で学習しやす
い。「コラム」が充実している
ため、学習の手助けになってい
る。地図や資料が豊富で見やす
い。自ら調べる意欲を促すこと
ができる。

見開きで一時間扱いが可能な構
成となっているため扱いやす
い。分量は適切である。小見出
しの中は三項目程度でシンプル
にまとまっていて、とても見や
すく構成されている。

「世界の歴史と日本」や本文の
記述はわ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。

世界
史Ａ

46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 平28

図版や資料・写真が充実してい
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
平易でわかりやすい構成となっ
ていて、地図資料が多く、地域
と時代が結びつきやすい。

分量が適当である。史料と資料
が見やすく配置されている。各
見開きに日本史との対応の印が
付いていて、時代がわかりやす
い。各ページに「コラム」があ
り、学習の参考になる。

文字のサイズや書体が適切であ
る。表記が簡潔でとてもわかり
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。

世界
史Ａ

81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版 平29

わかりやすい記述と平易な文章
で図版や史料を用いて歴史の流
れを理解しやすいようにまとめ
られている。近代や現代に重点
をおいて編集されている。

歴史的知識を習得するだけでな
く、生徒自身が主体的な意見や
見解をもてるよう、２１世紀の
課題を考える主題学習が設定さ
れている。

学習の目的を明確にする叙述
や、図版・史料など、歴史を深
く掘り下げる工夫が数多く記載
されている。

世界
史Ａ

81 山川 世Ａ 315 現代の世界史　改訂版 平28

基礎的・基本的事項は理解しや
すく記述されている。巻頭や本
文中に地理や日本史との関連を
扱った項目が設けられ、歴史学
習の基本的技能の習得や他科目
との関連が図られている。

２部９章で構成されている。歴
史の展開・流れに沿って配置さ
れており、分量も適切である。
各部のはじめに年表を記載して
おり、簡潔に各時代の流れが把
握しやすい。

わかりやすい表記になってい
る。地図・写真・コラムなどの
資料が豊富で内容と配置も工夫
されている。

世界
史Ａ

81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版 平28

地図帳並みの地形図で世界をつ
かみやすくなっている。時代の
変遷を略地図で表すなどの工夫
がなされている。各ページに小
見出しが付いていて、学習の目
標がわかりやすくなっている。

資料や図版がとても多く、大き
くて見やすい。解説も丁寧でわ
かりやすい。各ページでの略地
図が、理解を容易にしていて、
出来事がどこで起こったものな
のかがつかみやすい。

シンプルな表記でありながら、
図や表・写真と合わせることに
より、出来事がどこで、どう
なったのかをつかみやすく表現
している。時代の変化を理解し
やすい。

世界
史Ａ

183 第一 世Ａ 317
高等学校　改訂版　世界史
Ａ

平28

「テーマ」をいくつか設定して
関連する情報を提供している。
「モノから学ぶ世界史」では興
味ある資料と内容で、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。

世界
史Ｂ

2 東書 世Ｂ 311 新選世界史Ｂ 平29

「世界史の窓」は歴史の背景が
わかりやすく記述され、「日本
とのつながり」では世界の中の
日本を理解する手助けとなる。
「Ｐerson」では歴史を作った
人々の姿を紹介している。

側注欄には資料や写真を置いて
あり、理解を視覚的に進めよう
と工夫されている。分量は若干
少なめで取り扱いしやすい。巻
末の歴史年表は、歴史の流れを
掴みやすい。

比較的濃いめな記述となってい
るが表現はあっさりとしていて
理解しやすく、読みやすい。資
料が大きめに配置されていて、
とてもみやすい。側注欄はメモ
を書き込むことができる。

世界
史Ｂ

2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ 平28

難解な記述が少なく、興味を持
ちやすく歴史を連続して概観す
ることができる。地図が多く掲
載されていて、地理的な分野と
併せて理解することが可能であ
る。

分量は適当であり、すっきりと
した構成となっている。写真や
図版の配置が適切でとても見や
すい。側注が多めで、関連して
知りたいことがすぐに分かる用
に構成されている。

各章や各編の最初のページは時
代を象徴する出来事を写真で掲
載してあるため、一目で概観で
きるように表現が工夫されてい
る。表記は平易でわかりやすい
ものとなっている。

世界
史Ｂ

7 実教 世Ｂ 309 世界史Ｂ　新訂版 平28

入試の出題傾向にも対応してい
る。各種コラムが設定されてい
て、理解を深めることが可能で
ある。日本史に関わる記述も比
較的多い。記述は丁寧で要点を
しっかりつかんでいる。

シンプルな構成となっているた
め、授業展開がしやすい。戦後
史は国際関係を概観してからの
内容となり、全体的な歴史の流
れがつかみやすくなっているた
め、興味を持ちやすい。

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。

世界
史Ｂ

46 帝国 世Ｂ 312 新詳　世界史Ｂ 平29

「KeyWord」で用語の解説を行
い、理解を助けている。「節の
ポイント」や「章のポイント」
があり簡単に概略が述べられて
いる。「社会を見る」「視点を
かえて」のように生徒の関心を
引き出す工夫がなされている。

各ページの小見出し全てには、
それぞれコメントが付けられ、
概略をつかませる工夫がされて
いる。「Skill」を高めるでは、
興味を広げるきっかけとなる。
測注は詳しく解説されている。

資料の地図はとても大きくて見
やすい。色分けされ凡例は最小
限の表示となっているため、見
やすい。難解な部分は優しい言
葉で説明されているので、扱い
やすい内容となっている。

世界
史Ｂ

81 山川 世Ｂ 313 新世界史　改訂版 平29

各単元ははじめにテーマが置か
れている。終わりにまとめと主
題学習が置かれて、考えをさら
に発展させることが出来る。重
要事項や概念については、数
ページ毎にかなり詳しい解説が
なされている。

一回り小さいサイズで、持ち運
びやすい。必要最小限の資料や
写真のみを掲載している。五部
構成を取り、各部の始まりに年
表で時代の変遷が一目で分かる
ように工夫されている。

詳しく記述されているが、決し
て難解ではない。センター試験
対策には向いている記述であ
る。興味・関心を広げるのには
都合がよく、生徒の探求心を満
足させることが出来る。

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（地理歴史科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現
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世界
史Ｂ

81 山川 世Ｂ 314 高校世界史　改訂版 平29

「Ｃolumn」で詳しい解説があり
理解しやすい。随所で歴史的な
重要人物のコメントがあった
り、「統治システムと宗教」で
統治と信教との関係が説明され
ていたりと、工夫がみられる。

四部１６章構成で自然環境や地
理的条件、地域間の人や物の動
きが、コンパクトにまとめられ
ている。分量は適切で扱いやす
い。資料や写真が多く興味を誘
う構成である。

平易な記述が多く、難解な事柄
を易しく解説している。生徒に
とってはかなり読みやすいと思
われる。写真が大きくとても見
やすい工夫がなされている。測
注も簡単にわかりやすく説明さ
れている。

世界
史Ｂ

81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版 平28

基本的な事柄が充実していて詳
細でわかりやすい記述となって
いる。地図が多めに掲載されて
いるため、出来事がどこで起き
たのかがすぐ分かる。

シンプルな構成でまとめられて
いる為、取り扱いしやすい。各
部のまとめとして主題学習が設
定され、多面的な学習活動が可
能である。入試に十分対応する
分量となっている。

難しい表記は少なく、平易な表
記が多いため、比較的抵抗感な
く読み取ることができる。側注
は少ないが、詳しく記述され、
各資料のコメントも充実してい
る。

日本
史Ａ

2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史 平28

基本的な歴史事象を習得しやす
いよう配慮されている。世界史
的な視野に立ち、国際環境など
と関連づけて、日本近現代史の
展開を考察できるよう内容が取
り上げられている。

１テーマ見開きで内容がまとめ
られており、学習しやすく工夫
されている。学習の要点が明確
化されており、学習を振り返
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。活字の大きさや配
置、用紙の色など読みやすく配
列されており、写真･図版も大き
く鮮明で効果的である。

日本
史Ａ

7 実教 日Ａ 313 新日本史Ａ　新訂版 平29

基礎的・基本的な内容から、歴
史的事象を元に歴史的思考力を
育成するために必要な内容まで
がまとめられている。また、生
徒の興味関心を喚起する最新の
研究成果を取り入れるなど、
様々な工夫がなされている。

生徒の常識を揺さぶるような問
いかけを記載し、教えられるの
ではなく、生徒が自ら調べ考え
ることを促し、疑問を解決でき
るような構成となっている。分
量も適切で、AB版で図版が多く
掲載されている。

わかりやすい表記が用いられ、
生徒が自分で読んでも理解でき
るわかりやすい表現が使われて
いる。図版もどこをみればよい
のかわかりやすい取り上げ方が
されていて、扱いやすい。

日本
史Ａ

7 実教 日Ａ 309 高校日本史Ａ　新訂版 平28

各章にその時代の世界を概観す
る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。具体的なエピソードを
紹介し導入として利用できる。

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。

日本
史Ａ

35 清水 日Ａ 310
高等学校　日本史Ａ　新訂
版

平28

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

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

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

日本
史Ａ

81 山川 日Ａ 314 現代の日本史　改訂版 平29

基礎的な内容を網羅し、時代の
特色や推移を国際関係の中で理
解することができるように叙述
されている。テーマの設定も生
徒が興味関心を持ちやすいよう
に工夫されている。

時代の特色や流れが分かるよう
に工夫された構成となってい
る。各時代において十分な分量
の内容をバランスよく配してい
る。

適切な表記表現が用いられてい
る。詳細な内容については注記
を多く付すことで十分に補わ
れ、理解しやすい。

日本
史Ａ

81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版 平28

基礎的な歴史事象が網羅されて
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。

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

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

日本
史Ａ

183 第一 日Ａ 312
高等学校　改訂版　日本史
Ａ　人・くらし・未来

平28

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。

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
意味を理解しやすくする工夫が
なされいる。

日本
史Ｂ

2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ 平29

各章末に学習内容を振り返ると
ともに、歴史の流れを主体的に
考えたり、話し合ったり、論述
したりする学習が展開できるよ
うなぺージが置いてある。

各所に設けられたコラムでは、
様々な歴史の見方を紹介する
テーマが取り上げられており、
歴史に対する興味や関心が広が
る。

精選された内容を平易な文章で
表しているため、学習内容を理
解しやすく、各時代の特色を
しっかりとおさえることができ
る。

日本
史Ｂ

7 実教 日Ｂ 311 高校日本史Ｂ　新訂版 平29

本文の記述は、基本的な事項を
しっかり押さえてある。さらに
学習内容の理解を助ける地図・
図版・写真などの視覚資料が豊
富に掲載してある。

生徒自身がもっている常識や経
験をもとに生徒が自ら調べ、考
えることにより歴史に真実を自
分なりに描き出せるような内
容・構成になっている。

歴史的事象を多角的にとらえ、
歴史的思考力の育成をめざした
項目が新たに加わった。また、
具体的な資料が豊富に掲載され
ている。

日本
史Ｂ

7 実教 日Ｂ 312 日本史Ｂ　新訂版 平29

豊富で詳細な記述･内容となって
いる。本文の記述のほかに脚注
で丁寧な解説がなされ、理解し
やすい工夫がされている。
大学受験に適した豊富な内容と
なっている。

Ｂ５変形判という大きさを活か
し、写真・図判・資料・年表な
どを数多く、しかも大きく載せ
てある。また、注釈も細かく説
明されており、より理解を深め
ることができる。

記述内容が精選され、無駄を省
いた簡潔明瞭な文章となってい
る。また、アクティブラーニン
グに活用できる項目も新たに設
置している。

日本
史Ｂ

35 清水 日Ｂ 313
高等学校　日本史Ｂ　新訂
版

平29

1テーマ見開き1時間で構成され
ている。丁寧な文章表記で、歴
史を探求するための方法が詳し
く、易しく記述されている。

具体的な歴史資料に基づきなが
ら資料の読み取り方などが詳し
く説明されている。

具体性のある記述で明確に歴史
のの実像をつかむことができ
る。また、出来事の因果関係・
影響や歴史的意義がきちんと記
述されている。

日本
史Ｂ

81 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版 平29

写真・地図・グラフ・系図など
が豊富で、カラーユニバーサル
デザインに配慮するなど、視覚
的な理解が深まるよう工夫され
ている。

原始・古代、中世、近世、近
代・現代の4部構成になっている
が、特に近代・現代の経済分野
の内容が充実している。また、
主体的な学習を促す内容も取り
入れている。

やさしい文章で、基本的な歴史
の流れが把握しやすい。また、
ふりがなも丁寧にふってあるの
で読みやすい。資料にも読み下
し文が多い。

-11-



様式２

番号 略称 記号 番号

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（地理歴史科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現

日本
史Ｂ

81 山川 日Ｂ 315 新日本史　改訂版 平29

各部の扉のページには、日本と
世界における大きな時代の流れ
が書いてあり、総合的な歴史を
把握するのに適している。

本文も読みやすく、すっきりと
したレイアウトになっている。
また、地図や図版も大きく見や
すい。本文を補うコラムも充実
している。

出来事の因果関係を重視した内
容を理論的に記述してある。内
容が詳細であるため、脚注も必
要最小限度にとどめてある。

日本
史Ｂ

81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 平28

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

原始・古代、中世、近世、近現
代の4部構成になっており、各時
代の特徴を捉えやすくなってい
る。各部のはじめに年表を記載
し、その時代に何が起きたのか
分かるようになっている。

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

日本
史Ｂ

221 明成社 日Ｂ 302 最新日本史 平24

歴史理解のため、豊富にコラム
が設けられている。人物を多く
紹介し、生き方を通じて歴史の
全体像をつかむよう工夫されて
いる。

Ｂ５判サイズ316ページから構成
されている。記述内容が精選さ
れ、無駄を省いた簡潔明瞭な文
章となっている。

記述内容は精選され、本文は縦
書きで表記されている。

地理
Ａ

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ 平28

基本的事項が理解しやすい。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。地理で学
習する内容を写真資料で体感で
きる工夫されている。

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。

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
Ａ

35 清水 地Ａ 311
高等学校　現代地理Ａ
新訂版

平29

内容が体系的に整理され、学習
事項がわかりやすい。図版や脚
注の補完により豊富な内容と
なっているが、階層的記載によ
りその選択が容易で、基礎から
専門知識まで幅広く利用できる
内容となっている。

系統地理的な整理の部分が多
く、基礎知識の学習に使いやす
い構成となっている。文字の占
める部分が多いが、図版が適切
に配置されており、違和感はな
い。分量は適切である。

全体にやや硬い文章表現が目立
つが、記述内容を正しく理解す
るという意味から見れば逆にわ
かりやすい表記であり、適切な
表現となっていると考えられ
る。

地理
Ａ

46 帝国 地Ａ 312 高校生の地理Ａ 平29

少ない本文の中に多くの内容が
凝縮されており、具体的事項を
取り上げた中に系統的内容を織
り込むなどよく工夫された内容
となっている。内容を独特の視
点から大胆に精選しており、わ
かりやすい。

見開き２頁の本文は1/4程度にす
ぎず、写真、図版、トピックス
が多く用いられた構成となって
おり、視覚的に興味をひきやす
い。Ｂ５変形版の装丁は放置し
ても閉じない利点を持つ。

頁ごとに具体的な話題から入る
文章は、多くの写真と相まっ
て、雑誌のように読み進めやす
い表現となっている。語彙の説
明を大胆に省いた文章は読みや
すいものとなっている。

地理
Ａ

46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 平28

基礎的事項が体系的に整理され
充実している。大きな図版や写
真、模式図等で、地形や機構の
自然環境の概念をわかりやすく
説明している。

一つの単元が見開きで、まとま
りを良くしてあり、学習計画を
立てやすい。世界すべての地域
をカバーしているが、分量や配
列は適切である。

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

地理
Ａ

130 二宮 地Ａ 309 基本地理Ａ 平28

導入部は工夫されており生徒に
親しみやすい内容である。各単
元を通し日本と世界のつながり
が体系的に記述されると共に、
随所に生徒の興味をひくコラム
が設けられている。

図表や地図・写真などが豊富に
使用されている。また必要に応
じて活動しながら学習するペー
ジも設けられ生徒の理解を深め
られやすい。

文章表現がわかりやすく生徒が
理解しやい。注記表現も工夫さ
れ見やすい。色使いも配慮され
ている。

地理
Ａ

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

平28

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、
グループで話し合う活動を入れ
るなど、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。活動を取り入れた学習も
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
Ｂ

2 東書 地Ｂ 306 地理Ｂ 平29

基礎的な事項が丁寧に説明され
ており、内容もまんべんなく網
羅されている。重要用語の解説
やコラムも豊富で、発展的学習
まで可能な内容となっている。

地図、統計、写真などの資料が
豊富に掲載されていながらも、
見開きの紙面がすっきりと構成
されており、とても見やすく、
学習者に理解しやすい構成と
なっている。

文章表現が簡潔で、わかりやす
い。注釈も豊富で、また重要用
語の解説や、関連事項のコラム
においても詳しい説明がなされ
ており理解しやすい。

地理
Ｂ

46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 平28

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

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

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

地理
Ｂ

130 二宮 地Ｂ 305 新編　詳解地理Ｂ改訂版 平28

基本的な事項、重要項目がもれ
なく丁寧に説明されており、知
識を確実に定着させることがで
きる。系統地理単元でも地誌単
元でも、日本についての記述が
豊富である。

本文の記述にあわせて図表や写
真がレイアウトされている。世
界の諸地域をカバーしており、
充分な分量となっている。

カラーユニバーサルデザインが
配慮されており、色覚に特性の
ある生徒にも読み取りやすい。
印刷の発色がよく、写真や図表
が美しい。

地図 2 東書 地図 301 新高等地図 平24

地域図に写真、鳥瞰図、断面図
などが添えられ、地域の概観を
多面から理解できる内容となっ
ている。主題地図もよく整理さ
れており、興味、関心をひくも
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まられて
いる。地形図と主題図、統計資
料がバランスよく配置されてお
り、使いやすい構成になってい
る。

落ち着いた色彩で図版が見やす
い。位置図は地球上での位置理
解を意識させる。統計資料にも
色彩を施すなど視覚的配慮がさ
れている。インデックスの添付
は利便性が高い。

地図 46 帝国 地図 313
地歴高等地図　-現代世界
とその歴史的背景-

平29

地形図のほか、主題図、写真、
資料など豊富な情報量で、世界
と日本について詳しく理解する
ことができる。「歴史をみる手
がかり」が随所に設けられ、歴
史学習に役立つ内容である。

AB判のワイドな判型となってお
り、地図が見やすい。地歴公民
科の学習に必要な地図・資料・
統計が豊富に掲載されているが
構成はすっきりとしている。

地理・歴史双方での活用を考慮
し、現地語表記と通称が併記さ
れている。カラーユニバーサル
デザインに配慮されていて、色
覚に特性をもつ生徒でも識別し
やすい。
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地図 46 帝国 地図 309
標準高等地図-地図でよむ
現代社会-

平28

詳細な地図と豊富な統計資料を
持つ内容となっている。地形や
気候と現代の諸問題を別項目と
し、現代社会の資料としても充
分な内容を備えた地図帳となっ
ている。

二部構成となっている。前半は
大きく見やすい詳細な地図が、
後半はテーマごとの解説と図
版、主題地図が配置されてお
り、地図帳としても資料集とし
ても使用できる。

地図は詳細ながら、大判で見や
すい表記になっている。テーマ
解説部分は地図を中心に図版や
解説が用いられており、文章表
現や彩色、ページ構成がよく工
夫されている。

地図 46 帝国 地図 310 新詳高等地図 平28

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

オーソドックスな構成で資料も
豊富に掲載されており、各領域
内容がバランスのとれた配置と
なっている。インデックスが設
置されており、利便性を高めて
いる。

伝統的な等高段彩表現が用いら
れており、見やすい配色で、地
形の概観を理解しやすい。主要
図に位置図が併記され、地球上
の位置理解を促進している。

地図 130 二宮 地図 314 高等地図帳　改訂版 平29

地域図に歴史資料が配置されて
いる。世界史の資料としても有
用なだけでなく、歴史的背景を
ふまえた地域認識が、より現実
的に、より印象深く、地域理解
を進める内容となっている。

歴史的資料や歴史地図の比重が
高いが、自然や政治、経済、時
事問題に関する図版や資料も適
切に配置されている。変形版の
装丁は机上で開き続けるのに利
便性が高い。

変形判の採用にともない、横長
の地域図、世界図が多用されて
おり、併置資料も横置きになっ
ている。コンピュータ画面に慣
れたものには見やすい表記と
なっている。

地図 130 二宮 地図 315
新コンパクト地図帳　改訂
版

平29

一般図が豊富で、広範囲を見渡
せる地図から、要所を拡大して
見せる地図まで、さまざまな地
図が学習できるよう構成されて
いる。

国際化の情勢を受け、世界地図
を充実させた上で、世界地図・
日本地図・資料図・統計がバラ
ンスよくコンパクトに配置され
ている。

身近な地域の学習を想定して大
縮尺の都市図が掲載されてお
り、興味が持てるよう工夫され
ている。巻頭の世界の国々の基
本データも使いやすい。

地図 130 二宮 地図 311 詳解現代地図 平28

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

変形判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、
見やすい。

地図 130 二宮 地図 312 基本地図帳　改訂版 平28

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。
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様式２

番号 略称 記号 番号

現代
社会

2 東書 現社 313 現代社会 平28

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。

現代
社会

7 実教 現社 314 高校現代社会　新訂版 平28

本文の記述は詳しく丁寧に表現
されており理解しやすい内容に
なっている。時事問題が豊富に
扱われていて、生徒が興味関心
を持てるように工夫されてい
る。

「Q＆A」や「Seminar」などが設
定されており、詳しい理論や制
度、最新の話題や動向について
生徒が学習をより深められる構
成となっている。

より高度な内容が詳細に記述さ
れており、丁寧でわかりやすい
表現である。図版や資料が効果
的に盛り込まれている。

現代
社会

7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 平28

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

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

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

現代
社会

17 教出 現社 304 最新　現代社会 平24

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。

現代
社会

35 清水 現社 316
高等学校　現代社会　新訂
版

平28

学習指導要領の内容に適してお
り、授業を進める上で適切であ
る。高度な内容で質・量ともに
充実している。史料・図説・写
真が豊富で、歴史の理解・応用
まで十分な内容になっている。

質・量が豊富であり、内容が体
系的、発展的に配列・記述され
ている。

豊富な史料・写真・図説が十分
な理解に役立つ。

現代
社会

35 清水 現社 317
高等学校　新現代社会　新
訂版

平28

各単元ごとに内容がわかりやす
く記述されており、理解を深め
られるように資料やグラフが効
果的に配置されている。

学習内容が定着しやすいように
構成されており、政治経済分野
では「判例」が数多くあり生徒
が興味を持てるように工夫され
ている。

表やグラフ・図版を多く取り入
れ理解を助けるための工夫がさ
れている。

現代
社会

46 帝国 現社 318 高等学校　新現代社会 平28

基礎的な内容でわかりやすく記
述されている。本文各所に生徒
が主体的に考え表現できるよう
作業学習の項目が設けられてい
る。

本文・資料・図版・写真の配置
はバランスがよく、理解しやす
い構成になっている。

基礎・基本を重視した適切な表
現であり、理解しやすいよう丁
寧に表記されている。

現代
社会

81 山川 現社 323 現代社会　改訂版 平29

基礎的・基本的な学習ができる
ように、内容がわかりやすく、
また、バランスよく配置されて
いる。太字による表記や具体性
のある豊富な資料などは、内容
の理解や習得が図りやすく工夫
されている。

学習内容は、発展的な学習と基
礎・基本ができるように構成さ
れている。全体を通してわかり
やすく記述されている。また、
重要な単元などでは「アプロー
チ」として現代社会で問題と
なっているものをピックアップ
して、わかりやすく学べるよう
に工夫されている。

記述は容易であり、扱いやすい
ように工夫されている。用語・
記号は統一されており、記述の
仕方も適切である。また、写真
や図でわかりやすくしている。

現代
社会

104 数研 現社 319 改訂版　現代社会 平28

基本事項から発展的な内容ま
で、読みやすく丁寧に記述され
ており理解が深まるよう工夫さ
れている。

学習指導要領のポイントである
「習得・活用・探究」や「言語
活動の充実」が深まるように構
成されている。

読みやすさやわかりやすさを重
視し、丁寧な記述で理解が深ま
るように表現されている。

現代
社会

104 数研 現社 320
改訂版　高等学校　現代社
会

平28

現代社会の重要項目が丁寧に掲
載され、確実に知識が定着でき
る内容となっている。

見やすい。様々な問題をカバー
してあり、多様な学習ができ
る。

現代社会の動向が多数の掲載写
真で把握できるようになってい
る。

現代
社会

183 第一 現社 321
高等学校　改訂版　現代社
会

平28

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。

適正な構成と分量である。図版
と文章の配分が適切で、全体の
構成がまとまっている。

適切な表現で記述され、わかり
やすい。写真・図版が理解しや
すいように表現されている。

現代
社会

183 第一 現社 322
高等学校　改訂版　新現代
社会

平28

学習内容が定着し易いように詳
細な内容である。内容の理解が
関連付けられるように図版や写
真が豊富である。

各章の導入部には、生徒が興
味・関心を持てるように「テー
マ学習」が設定されている。

丁寧でわかり易い表現であり、
資料・グラフ・地図も適切に配
置されている。

倫理 2 東書 倫理 311 倫理 平29

思想、時代背景、人物の説明な
ど、丁寧に詳しく叙述されてい
る。原典や資料も豊富であり十
分な内容が網羅されている。

本文・資料・図版・コラム・解
説など、情報量が多く、内容豊
富であるため、文字は小さめで
ある。

文章表現は丁寧で読みやすい。
重要箇所には赤で波線が引かれ
ており、要点がわかりやすい。

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（公民科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現
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様式２

番号 略称 記号 番号

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（公民科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現

倫理 7 実教 倫理 312 高校倫理　新訂版 平29

思想の説明、ポイント、テーマ
学習など、豊富な内容が取り扱
われており、基本的事項が理解
できる内容となっている。

写真や図表と本文が見やすくレ
イアウトされている。表紙はシ
ンプルにレイアウトされ、哲学
の世界観を表現している。

章や説の冒頭などに、カラーで
図表や絵画が掲載されており、
生徒の興味や理解をひきだしや
すい工夫がされている。

倫理 35 清水 倫理 313
高等学校　現代倫理　新訂
版

平29

思想が生まれた時代背景や、思
想の内容が具体的に記述されて
いる。思想が現代の社会にもつ
ながっていることを意識できる
ような内容となっている。

原典資料や写真、絵画など、時
代背景を理解するための資料が
豊富に掲載されている。側注に
は用語の解説が数多く掲載され
ている。

詳しい説明となっているため、
やや長い文章表現となっている
箇所もあるが、平易な表現で説
明されているのでわかりやす
い。

倫理 35 清水 倫理 308 高等学校　新倫理　新訂版 平28

基礎的な学習事項が丁寧に記述
され、知識を補い理解を深める
工夫がなされている。また、言
語活動の展開など、生徒の主体
的に考察･学習していく内容にも
なっている。

Ａ５判サイズ216ページで系統的
に構成されている。各編･章ごと
のページ配分や分量も適切で扱
いやすい。

オールカラー印刷で写真や地
図、概念図などが豊富に掲載さ
れ、学習に際して効果的であ
る。適切な分量･範囲で見出しを
設けるなど工夫されている。

倫理 81 山川 倫理 309 現代の倫理　改訂版 平28

用語を多く取り上げ丁寧に記述
して詳細な内容となっている。
先哲の思想や現代の課題を的確
に盛り込み、生徒が理解しやす
い内容である。

Ａ５判サイズ218ページで構成さ
れている。各節の冒頭には、先
哲の言葉や資料も掲載して工夫
している。

コラムに工夫があり生徒の関心
を引きやすい。また、資料や写
真も充実している。

倫理 104 数研 倫理 314 改訂版　倫理 平29

コラム形式で補足や発展的な内
容が説明されており学習を深め
ることができる。また、各章末
にはコラムページがあり、興味
を誘うテーマとなっている。

写真、原典資料、図解などの資
料と文章のバランスがとれてい
る。表紙や各編ごとの見出しの
絵には著名な絵画や写真が掲載
されており、倫理への理解を深
める手助けとなる。

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

倫理 183 第一 倫理 310 高等学校　改訂版　倫理 平28

学習内容の確実な定着を図れる
よう、わかりやすく記述してい
る。また、具体的な倫理的課題
を取り上げ、主体的に課題探求
学習ができよう工夫されてい
る。

思想の流れが理解しやすいよう
に配慮された構成･分量となって
いる。課題探求学習の章では見
開き構成で扱いやすく、実際の
授業展開が考慮されている。

難解な思想を平易な言葉でわか
りやすく記述している。ルビが
十分にふられており生没年やス
ペルなど、細かい配慮もなされ
ている。

政治
・
経済

2 東書 政経 311 政治・経済 平29

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。中学校での学習を踏ま
えた内容であり、生徒の理解が
よりスムーズになる配慮がなさ
れている。

Ａ５判サイズ254ページで構成さ
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、
前章との相互関連がはかられて
おり、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
やすいようにルビ、ゴチックが
つけられている。資料にはグラ
フ・チャート図など具体性のあ
る資料が豊富に提示されてい
る。

政治
・
経済

7 実教 政経 312 高校政治・経済　新訂版 平29

豊富で詳細な記述･内容となって
いる。本文の記述のほかに脚注
で丁寧な解説がなされ、理解し
やすい工夫がされている。より
本格的な政治・経済の学習を希
望する生徒に適した教科書であ
る。

Ａ５判サイズ240ページで構成さ
れている。学習内容は、第1･2編
で学習できる構成である。第3編
では、諸問題についての論点が
提示され課題学習が行われるよ
うな構成である。

カラー図版・写真が見やすく豊
富である。コラムや巻末資料も
豊富で授業でも利用できるよう
工夫されている。

政治
・
経済

7 実教 政経 313 最新政治・経済　新訂版 平29

基本的な事項を中心に、具体的
で生徒にとって身近な題材を豊
富に取り上げコンパクトな内容
となっている。また、補足的･発
展的な内容も注釈や小本文など
の形で取り上げられ学習内容を
深める工夫がなされている。

Ｂ５判サイズ160ページで構成さ
れている。見開く構成でまとめ
れていてわかりやすく、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お
り、「ヴィジュアル特集」や
「Introduction」など、視覚的
に生徒の興味を引く工夫があ
る。また、巻末には憲法や重要
法令の資料が掲載されており学
習しやすい工夫がなされてい
る。

政治
・
経済

35 清水 政経 314
高等学校　現代政治・経済
新訂版

平29

基礎的・基本的な必須事項が写
真・グラフとともに詳しく記述
されている。また、課題探究学
習を配置し、独自の問題意識を
持ったテーマ設定がなされてい
る。全体的に高度で詳細な内容
となっている。

Ａ５判270ページで構成されてい
る。系統的な記述を重視して構
成されており、第3編は課題を抽
出する形になっている。本文は
デーマごとに脚注やコラム･図
表･グラフなどで詳しく示されて
いる。

オールカラー印刷で写真やグラ
フ･図表･年表が効果的に豊富に
掲載され、本文理解を補完する
編集となっている。写真や図版
の枚数約２００、索引数約１５
００項目となっている。

政治
・
経済

35 清水 政経 315
高等学校　新政治・経済
新訂版

平29

基礎的・基本的な資料が豊富な
写真・グラフなどの資料ととも
に理解しやすく記述され、展開
されている。課題探究学習を配
置し、生徒の学習段階に応じて
活用できる工夫がされている。
全体的に理解しやすい工夫がな
されいる。

ＡＢ判200ページで構成されてい
る。原則見開き２ページで展開
され、系統的に構成されてい
る。本文は、簡潔にしてわかり
やすく述べられており，分量的
にも扱いやすい構成となってい
る。

オールカラー印刷で写真やグラ
フ･図表･年表が効果的に豊富に
掲載され、理解しやすい内容と
なっている。写真や図版の枚数
約４７０、索引数約１３００項
目となっている。

政治
・
経済

81 山川 政経 316 詳説　政治・経済  改訂版 平29

国内問題と国際問題との関連に
ついて詳細な記述になってい
る。大学受験に必要な用語や語
句が豊富に盛り込まれている。
第３部では現代日本と世界の諸
課題を具体的に探究する構成と
なっている。

Ａ５判262ページから構成されて
いる。事実に基づき多様な考察
が進められるような資料やイラ
ストを多数掲載しており理解が
進むよう工夫されている。ま
た、解説やコラムも豊富であ
る。

全ページオールカラー化されて
いる。グラフなどの色も統一す
るなど配色にも役割を持たせ、
理解できるよう工夫されてい
る。イメージしやすい写真や資
料が多数掲載されている。

政治
・
経済

104 数研 政経 317 改訂版　政治・経済 平29

知識習得に必要な事柄はもちろ
んのこと、学習を深める記述や
コーナーが豊富である。昨今の
社会情勢に応じた記述や資料が
多い。センター入試など受験に
適した内容となっている。

Ａ５判２４０ページから構成さ
れている。第１編と第２編で必
要な事項を学習し、第３編で習
得した知識・概念を活用して、
現代社会の諸課題を探究させ
る。

写真や図表などの資料が効果的
に利用され、見やすい教科書に
なっている。
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様式２

番号 略称 記号 番号

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（公民科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現

政治
・
経済

183 第一 政経 309
高等学校　改訂版　政治・
経済

平28

基本的な内容を中心にまとめら
れている。具体的な事例を中心
に展開されている。課題探求学
習では、多角的･多面的に学ぶこ
とができるよう工夫されてい
る。

第１・２編で学習における着眼
点が明確に示されており理解し
やすい工夫がなされている。第
３編では例を設けて課題探求学
習を行いやすくなっている。

すべてカラーページとし理解し
やすい。本文記述や図表におい
て歴史的な面が重視されており
理解しやすい。

政治
・
経済

183 第一 政経 310 高等学校　新政治・経済 平28

基礎基本を重視した的確な内容
で事例も適切である。第３編で
は「スキルアップ」を設け、課
題探求学習の方法を詳細に説明
し生徒の学習が深まる工夫がさ
れている。

Ｂ５判サイズ160ページで構成さ
れている。見開き２ページで１
テーマとコンパクトにまとめら
れていてわかりやすい構成であ
る。

平易でわかりやすい記述であ
り、図や表・グラフも豊富に配
置され生徒の理解の助けとな
る。

政治
・
経済

7 実教 政経 303 高校政治・経済 平25

豊富で詳細な記述･内容となって
いる。本文の記述のほかに脚注
で丁寧な解説がなされ、理解し
やすい工夫がされている。大学
受験に適した豊富な内容となっ
ている。

Ａ５判サイズ240ページで構成さ
れている。学習内容は、第1･2編
で学習できる構成である。第3編
では、諸問題についての論点が
提示され課題学習が行われるよ
うな構成である。

全ページカラー図版・写真で見
やすい表記となっている。コラ
ムや巻末資料も豊富で授業でも
利用できるよう工夫されてい
る。
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様式２

番号 略称 記号 番号

数学
Ⅰ

2 東書 数Ⅰ 317 数学Ⅰ　Advanced 平28

本文の説明が丁寧で理解しやす
い。例や例題は基本から応用ま
で掲載されており、章末には充
実した練習問題がある。

各説明の後の問いの量は適切で
あり、章末の問題や練習問題は
量、難易度等充実している。

多色刷りではあるがカラフルな
色はほとんど使用しておらず、
全体的に落ち着いた内容になっ
ている。

数学
Ⅰ

2 東書 数Ⅰ 318 数学Ⅰ　Standard 平28

例・例題の解説が丁寧で、問、
節末問題、章末問題と段階的な
内容となっている。問は基礎・
基本の知識定着に役立つ。参
考・発展の内容も充実してい
る。

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。

各文章表現や文字の大きさ、記
号の使用等、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
Ⅰ

2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 平28

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判で見やすく使いやすい大
きさである。見開きで説明がま
とめてあり、例題や問いの量も
適切である。

本文の理解を助けるように、
図、イラスト、写真が多用され
ている。色を適切に使い、視覚
的に内容理解をサポートするよ
うに配慮されている。

数学
Ⅰ

2 東書 数Ⅰ 301 数学Ⅰ 平23

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。色の配色は色
数を抑え、色の濃淡で表現され
ている。

数学
Ⅰ

2 東書 数Ⅰ 302 新編数学Ⅰ 平23

身近な例から学習内容に興味を
もたせようとしている。扉の例
示は、多岐にわたっている。学
習内容も基礎にとどまらず、標
準的なものまで扱っている。

構成は理解しやすく工夫されて
おり、分量も適切である。

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。
多色刷りで、平易な言葉を用
い、読みやすく工夫されてい
る。

数学
Ⅰ

7 実教 数Ⅰ 321 新版数学Ⅰ　新訂版 平28

基本的な問題が網羅されてお
り、理解するための要点が図表
を豊富に用いる。応用や発展な
どの問題では、程度の高いもの
も採用され、多様な生徒への対
応が可能である。

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

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

数学
Ⅰ

7 実教 数Ⅰ 322 新数学Ⅰ 平28

基本的な内容を多く含み、簡潔
にまとめられている。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、
躓きやすい箇所への配慮が見ら
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
Ⅰ

7 実教 数Ⅰ 323 高校数学Ⅰ　新訂版 平28

基本的な内容を丁寧に扱ってい
て、１つの内容を、数式、図、
言葉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、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、かつわかり
やすくてよい。

数学
Ⅰ

61 啓林館 数Ⅰ 324 詳説　数学Ⅰ改訂版 平28

基本的な内容から発展的内容ま
で豊富な内容を含んでいる。論
理式では「全ての～」や「ある
～」の否定など、専門的な解説
も多い。

発展的内容・課題学習を多く含
み、盛りだくさんである。さま
ざまな所で他出版社との差別化
が見受けられる。

グラフやイラストはあるが小さ
く簡潔である。

数学
Ⅰ

61 啓林館 数Ⅰ 326 新編　数学Ⅰ改訂版 平28

身近な例から学習内容に興味を
持たせようと工夫をしている。
学習内容は基本的なものが多い
が、やや発展の内容も含む。

分量が少なく、基本的内容を簡
潔にまとめてある。

多色刷りで、平易な言葉を用
い、読みやすく工夫されてい
る。

数学
Ⅰ

61 啓林館 数Ⅰ 307 詳説　数学Ⅰ 平23

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
理式の分野では否定など、専門
的な解説も多い。

構成は適切である。分量は発展
的内容・課題学習を多く含み、
盛りだくさんである。

グラフやイラストが小さく簡潔
にまとめてある。

数学
Ⅰ

104 数研 数Ⅰ 327 改訂版　数学Ⅰ 平28

図を用いた解説が丁寧であり、
基礎から入試レベル問題まで対
応されている。授業の流れを考
慮し、応用問題までスムーズに
到達できるよう配慮されてい
る。

構成は理解しやすく工夫されて
おり、分量も適切である。

丁寧で適切にまとめられてい
る。色彩が落ち着いていて、見
やすい。

数学
Ⅰ

104 数研 数Ⅰ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅰ 平28

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。

問題のレベルに応じて例、例
題、応用例題と、段階を追って
学習できるよう構成されてい
る。内容、分量ともに適切であ
る。

理解しやすい文章表現であり丁
寧にまとめられている。図やイ
ラストが豊富。色も多く使われ
ており見やすい。

数学
Ⅰ

104 数研 数Ⅰ 329 改訂版　新編　数学Ⅰ 平28

基本問題から発展まで多くの種
類を扱っており、様々な生徒に
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。

理解しやすいようなヒントなど
が表記されている。図やイラス
トが以前より多く使われており
見やすい。

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（数学科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現
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様式２

番号 略称 記号 番号

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（数学科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現

数学
Ⅰ

104 数研 数Ⅰ 330 改訂版　最新　数学Ⅰ 平28

基本問題を多くの種類を扱って
おり、色々と対応しやすい。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。

理解しやすいようなヒントなど
が表記されている。図やイラス
トが以前より多く使われており
見やすい。

数学
Ⅰ

104 数研 数Ⅰ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅰ 平28

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
をおさえていてわかりやすい。

数学
Ⅰ

104 数研 数Ⅰ 310 数学Ⅰ 平23

問題が充実していて、研究と発
展でさらに高度な問題も扱って
いる。例、練習、応用例題、研
究、問題、章末問題と段階的に
扱うことで理解を深めることが
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
Ⅰ

104 数研 数Ⅰ 311 高等学校　数学Ⅰ 平23

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
ための要点が大変よくまとめら
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
Ⅰ

104 数研 数Ⅰ 312 新編　数学Ⅰ 平23

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。

問題のレベルに応じて例、例
題、応用例題と表記され、構
成・分量ともに適切である。

理解しやすい文章表現であり丁
寧にまとめられている。図やイ
ラストが豊富。色も多く使われ
ており見やすい。

数学
Ⅰ

104 数研 数Ⅰ 313 最新　数学Ⅰ 平23

例・問・問題が豊富にあり、基
礎・基本を確実に押さえなが
ら、反復練習をして、内容の定
着に結びつけやすくなってい
る。

理解しやすい構成になってお
り、問題量・質ともに適当であ
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。
公式などもわかりやすく表現さ
れている。

数学
Ⅰ

104 数研 数Ⅰ 314 新　高校の数学Ⅰ 平23

基本的な内容を丁寧に扱ってい
て、１つの内容を、数式、図、
言葉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
Ⅰ

183 第一 数Ⅰ 332 数学Ⅰ 平28

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

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

カラーバリアフリーを含むユニ
バーサルデザインに配慮してい
る。

数学
Ⅰ

183 第一 数Ⅰ 333 高等学校　数学Ⅰ 平28

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

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

カラーバリアフリーを含むユニ
バーサルデザインに配慮してい
る。

数学
Ⅰ

183 第一 数Ⅰ 334 新編数学Ⅰ 平28

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
Ⅱ

2 東書 数Ⅱ 317 数学Ⅱ　Advanced 平29

単元ごとにポイントがしっかり
しており、演習量も多いため、
定着を目指した授業に向いてい
る。

構成はしっかりしている。分量
は教科書が小さいため詰め込み
過ぎと感じる。

色の配色が暗い印象。視覚的に
重要な部分がどこかが不明確で
ある。

数学
Ⅱ

2 東書 数Ⅱ 318 数学Ⅱ　Standard 平29

単元ごとにポイントがしっかり
しており、演習量も多く進学に
向けての授業展開がしやすい。

構成はしっかりしている。分量
は教科書が小さいため詰め込み
過ぎと感じる。

色の配色が暗い印象。視覚的に
重要な部分がどこかが不明確で
ある。

数学
Ⅱ

2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ 平29

例題などがとても親切である印
象。全体的に下位層向けの教材
である。

構成・分量ともに物足りない印
象である。進学を意識させるの
であれば不十分。単元確認程度
ならば使い勝手がよい。

表記・表現ともに適切である。

数学
Ⅱ

2 東書 数Ⅱ 301 数学Ⅱ 平23

例・例題、問、節末問題、章末
問題と段階的に学習できる。問
は例・例題と同程度の問題を扱
い、基礎的・基本的な知識が定
着するのに役立つ。参考・発展
も充実している。

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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様式２

番号 略称 記号 番号

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（数学科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現

数学
Ⅱ

2 東書 数Ⅱ 302 新編数学Ⅱ 平23

例・例題と問の間に難易の差が
少なく、授業が円滑に行えるよ
う工夫がされている。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
も配慮れている。

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
Ⅱ

7 実教 数Ⅱ 320 数学Ⅱ　新訂版 平29

基礎から応用まで，豊富な例題
と問題が配置されている。解説
が丁寧で理解しやすい。

構成，分量，配分ともに適切で
ある。

対応する数を同色にするなど，
式や図の中で注目すべきところ
がわかりやすい。

数学
Ⅱ

7 実教 数Ⅱ 321 新版数学Ⅱ　新訂版 平29

例や例題が豊富にあり，途中式
や考え方が丁寧に書かれてい
る。章末には難易度の高い問題
も配置されている。

構成，分量，配分ともに適切で
ある。

対応する数を同色にするなど，
式や図の中で注目すべきところ
がわかりやすい。

数学
Ⅱ

7 実教 数Ⅱ 322 新数学Ⅱ 平29

基礎的・基本的事項の理解や習
得に役立つように例題が精選さ
れている。図や考えるヒントが
豊富でわかりやすい。

構成，分量，配分ともに適切で
ある。

行間にゆとりがあり，読みやす
い。対応する数を同色にするな
ど，式や図の中で注目すべきと
ころがわかりやすい。

数学
Ⅱ

7 実教 数Ⅱ 323 高校数学Ⅱ　新訂版 平29

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。

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
Ⅱ

7 実教 数Ⅱ 304 数学Ⅱ 平23

基本問題から発展まで多くの種
類を扱っており、様々な状況に
対応しやすい。解説も丁寧で理
解しやすい。

構成及び、分量・配分ともに適
切である。

表現が簡潔であり、わかりやす
い。指導する際、教員の工夫が
しやすい。

数学
Ⅱ

7 実教 数Ⅱ 305 新版数学Ⅱ 平23

基本的内容を丁寧に説明をして
いる。章末問題はやや難易度を
上げた問題まで扱っている。図
表も多く、理解しやすい。

構成・問題量ともに適切であ
る。

図、数式の重要な文字に色をつ
けて表示して工夫がなされてい
る。

数学
Ⅱ

61 啓林館 数Ⅱ 324 詳説　数学Ⅱ改訂版 平29

内容が具体的でわかりやすく興
味を持ってじっくり学ぶことが
できる。例や練習が豊富で生徒
の興味や関心を引くことができ
る。

Ｂ５判で文字も大きく、簡潔に
まとまっている。丈夫かつ見開
きしやすい。

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
Ⅱ

61 啓林館 数Ⅱ 325 数学Ⅱ改訂版 平29

基礎的な内容から応用までの設
問がコンパクトにまとめられて
おり、学力差に応じた授業を展
開しやすいよう工夫がなされて
いる。例のあとにすぐ問いがあ
り、取り組みやすい。

構成・分量ともに適切である。 色の配色は色数を抑え、色の濃淡
で表現されている。

数学
Ⅱ

61 啓林館 数Ⅱ 326 新編　数学Ⅱ改訂版 平29

基礎・基本が充実している。ま
た、各章末に「ふり返り」の頁
があり、公式や既習事項の確認
がしやすいよう工夫がなされて
いる。例のあとにすぐ練習があ
り、取り組みやすい。

構成・分量ともに適切である。 メリハリのある配色で公式、例、
例題、練習がわかりやすい。ま
た、図が見やすい。

数学
Ⅱ

61 啓林館 数Ⅱ 316 新編　数学Ⅱ 平24

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
Ⅱ

61 啓林館 数Ⅱ 307 詳説　数学Ⅱ 平23

基礎から発展まで豊富な内容を
丁寧に解説している。ところど
ころに「数学探訪」というコラ
ムを載せ、興味関心を引き出そ
うとしている。

発展的内容が多く、分量は盛り
だくさんであるが、課題学習は
やや少なめである。

色数を押さえ、落ち着いた紙面
づくりをしている。図も最低限
にしている。

数学
Ⅱ

61 啓林館 数Ⅱ 308 数学Ⅱ 平23

例、練習、応用例題、研究、問
題、章末問題と段階的に扱うこ
とで無理なく学習することがで
きる。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。 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
て、見やすい。

数学
Ⅱ

104 数研 数Ⅱ 327 改訂版　数学Ⅱ 平29

研究や発展といった入試問題ま
で幅広く対応した編集がなされ
ている。また、授業の流れを考
慮し、発展的な問題まで到達で
きるよう配慮されている。

構成は理解しやすく工夫されて
いる。分量は発展的内容が多
く、問題数が多い。

多くても２色程度に表現を留め
ており、本質に迫るような表現
が多い。
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番号 略称 記号 番号

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（数学科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現

数学
Ⅱ

104 数研 数Ⅱ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ 平29

図を用いた解説が丁寧であり、
基礎から入試問題まで幅広く対
応した編集がなされている。ま
た、途中式や考え方がていねい
に記述されている。

例題の内容および練習問題の分
量ともに適切である。

領域や補助線が色分けされてお
り、理解を促すように表現され
ている。

数学
Ⅱ

104 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ 平29

基本的例題から応用例題まで幅
広く編集され、生徒の実態に即
した指導が出来る内容である。

理解しやすい構成になっていて
問題量も適切である。

多くの色やイラストを用い、親
しみやすい紙面づくりをしてい
る。公式や要点がはっきりして
いて見やすい。

数学
Ⅱ

104 数研 数Ⅱ 330 改訂版　最新　数学Ⅱ 平29

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。

理解しやすい構成になっていて
問題量は少ないが、わかりやす
い構成である。

多くの色やイラストで生徒の理
解を促している。

数学
Ⅱ

104 数研 数Ⅱ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅱ 平29

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。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。

見開きで一つの項目をまとめて
いる。思考過程に沿った図表を
複数準備している。間違い例も
提示している。分量も適切でよ
い。

全ページ多色刷りとなってい
る。また、図やイラストが多く
用いてある。字がやや小さい。
公式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。

数学
Ⅱ

104 数研 数Ⅱ 309 数学Ⅱ 平23

図を用いた解説が丁寧であり、
基礎から入試問題まで幅広く対
応した編集がなされている。ま
た、授業の流れを考慮し、発展
的な問題まで到達できるよう配
慮されている。

構成は理解しやすく工夫されて
いる。分量は発展的内容が多
く、分量は盛りだくさんであ
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
Ⅱ

104 数研 数Ⅱ 310 高等学校　数学Ⅱ 平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。
基本事項を丁寧に取り扱ってお
り、理解しやすい。

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
Ⅱ

104 数研 数Ⅱ 311 新編　数学Ⅱ 平23

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。

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
Ⅱ

104 数研 数Ⅱ 312 最新　数学Ⅱ 平23

基礎・基本を丁寧に扱い、生徒
が理解しにくい内容については
スペースを割いて説明してい
る。基礎的な問題を多く取り
扱っている。反復練習で内容の
定着に結びつけやすい。

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
Ⅱ

104 数研 数Ⅱ 313 新　高校の数学Ⅱ 平23

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。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。

見開きで一つの項目をまとめて
いる。思考過程に沿った図表を
複数準備している。間違い例も
提示している。分量も適切でよ
い。

全ページ多色刷りとなってい
る。また、図やイラストが多く
用いてある。字がやや小さい。
公式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。

数学
Ⅱ

183 第一 数Ⅱ 332 数学Ⅱ 平29

例，例題，探求例題と学習内容
が段階的であり，取り組みやす
い。また，生徒が取り組む問は
解答に工夫が必要なものがあ
り，発展的な学習に活用しやす
い。

構成・分量がともに適切であ
る。
生徒が取り組む問は，解答に工
夫が必要なものに印がついてい
るなど，工夫がある。

ユニバーサルデザイン（カラー
バリアフリーを含む）等の工夫
があり，見やすくなっている。

数学
Ⅱ

183 第一 数Ⅱ 333 高等学校　数学Ⅱ 平29

例，例題，探求例題と学習内容
が段階的であり，取り組みやす
い。また，研究の位置づけで本
文に関連した学習内容を扱って
おり，授業の進度に合わせて取
り組むことができる。

構成・分量がともに適切であ
る。
例，例題，探求例題が枠で囲ま
れており見やすくなっている。

ユニバーサルデザイン（カラー
バリアフリーを含む）等の工夫
があり，見やすくなっている。

数学
Ⅱ

183 第一 数Ⅱ 334 新編数学Ⅱ 平29

例，例題と学習内容が段階的で
あり，取り組みやすい。既習内
容を適宜取り扱っており，既習
内容を振り返りながら学習する
ことができる。

構成・分量がともに適切であ
る。学習内容を応用したり組み
合わせたりして解く総合問題を
総合演習で位置づけてあり，授
業の進度に合わせて取り組むこ
とができる。

ユニバーサルデザイン（カラー
バリアフリーを含む）等の工夫
があり，見やすくなっている。

数学
Ⅱ

183 第一 数Ⅱ 315 高等学校　新編数学Ⅱ 平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。
基本事項を丁寧に取り扱ってお
り、理解しやすい。「ステップ
アップ」として発展的内容を
扱っている。

理解しやすい構成になっていて
問題量も適切である。

多くの色やイラストを用い、親
しみやすい紙面づくりをしてい
る。公式や要点がはっきりして
いて見やすい。

数学
Ⅲ

2 東書 数Ⅲ 301 数学Ⅲ 平24

例・例題、問、節末問題、章末
問題と段階的に学習を進めるこ
とができる。問は例・例題と同
レベルの問題を扱っている。参
考・発展の内容も充実してい
る。

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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教科名（数学科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現

数学
Ⅲ

2 東書 数Ⅲ 302 新編数学Ⅲ 平24

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。

構成は理解しやすく工夫されて
おり、分量も適切である。

図やイラストは少なめだが、章
の扉に工夫をこらしている。

数学
Ⅲ

7 実教 数Ⅲ 303 数学Ⅲ 平24

基本問題から発展まで多くの種
類の例題を扱っており、様々な
状況に対応しやすい。解説も丁
寧で理解しやすい。

分量・配分はともに適切であ
る。

配色を抑え、青色の濃淡で表現
している。表現が簡潔であり、
わかりやすい。

数学
Ⅲ

7 実教 数Ⅲ 304 新版数学Ⅲ 平24

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。

構成・問題量ともに適切であ
る。

図説、数式中の重要な文字に色
をつけて表示して工夫がなされ
ている。

数学
Ⅲ

61 啓林館 数Ⅲ 305 詳説　数学Ⅲ 平24

複素数平面を第2章とし、第1章
を曲線からはじめ、丁寧に解説
している。複素平面では発展を
充実させ、豊富な内容を扱って
いる。

基礎から発展まで幅広く扱い、
分量は豊富である。

イラストやグラフを豊富に使
い、見やすい紙面づくりをして
いる。

数学
Ⅲ

61 啓林館 数Ⅲ 306 数学Ⅲ 平24

例、練習、応用例題、研究、問
題、章末問題と段階的に扱うこ
とで学習に取り組むことができ
る。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。 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
Ⅲ

61 啓林館 数Ⅲ 307 新編　数学Ⅲ 平24

本文の説明や例題なども丁寧で
わかりやい。また、練習問題の
内容も適切である。

見やすい構成であり、理解しや
すい。練習問題の分量も適切で
ある。

わかりやすい文章でまとめられ
ている。

数学
Ⅲ

104 数研 数Ⅲ 308 数学Ⅲ 平24

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。

構成は理解しやすく工夫されて
いる。豊富な練習問題を取り扱
い、分量は多めである。

丁寧かつ簡潔にまとめられてい
る。イラストは極力おさえ、論
理的思考力を高めている。

数学
Ⅲ

104 数研 数Ⅲ 309 高等学校　数学Ⅲ 平24

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。色
の配色は色数を抑え、定理等が
目立つよう工夫されている。

数学
Ⅲ

104 数研 数Ⅲ 310 新編　数学Ⅲ 平24

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、解答の示し方がわかりやす
い記述である。研究の問題も丁
寧な解説がなされている。

構成、分量・配分はともに適切
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
Ⅲ

183 第一 数Ⅲ 312 高等学校　数学Ⅲ 平24

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。

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
Ⅲ

183 第一 数Ⅲ 313 高等学校　新編数学Ⅲ 平24

基本的内容を重点的に扱い、基
礎力の定着をはかっている。
例・例題の解説が丁寧であり、
わかりやすい。発展的な問題も
生徒の実態に応じて指導しやす
いよう工夫されている。

分量は少なめであるが、巻末に
「補充問題」を入れ、問題数を
増やしている。

２色刷りの落ち着いた紙面であ
る。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
Ａ

2 東書 数Ａ 317 数学Ａ　Advanced 平28

本文の説明が丁寧で理解しやす
い記述である。説明や例、例題
の後の問いの量は少ないが、そ
の分を章末の練習問題等で補っ
ている。

　文章での説明が多くなってい
るが、もう少しそこに関連した
図、または写真等を挿入した方
がより理解度が増すと思う。

　多色刷りではあるがカラフル
な色はほとんど使用しておら
ず、全体的に落ち着いた内容に
なっている。

数学
Ａ

2 東書 数Ａ 318 数学Ａ　Standard 平28

例・例題の解説が丁寧で、問、
節末問題、章末問題と段階的に
学習を進めることができる。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。

数学
Ａ

2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 平28

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。学習者
の意欲を喚起するように編集が
工夫されている。

必要事項が簡潔にまとめられて
おり、Ｂ５判のよさを効果的に
活用した構成であり解説が丁寧
でわかりやすい。

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
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数学
Ａ

2 東書 数Ａ 301 数学Ａ 平23

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

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
Ａ

2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ 平23

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。

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
Ａ

7 実教 数Ａ 320 数学Ａ　新訂版 平28

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
の理解や習得に役立つように配
置されているため、内容も生徒
の実態に即している。

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
Ａ

7 実教 数Ａ 321 新版数学Ａ　新訂版 平28

基本的内容を丁寧に説明をして
いる。章末問題はやや程度を上
げた問題まで扱っている。興味
関心をもつ工夫がなされてい
る。

章末の問題は３段階用意されて
おり、幅広い取り組み方ができ
る。

章末の図形の一覧は非常に見や
すい。全体的に配慮されてい
る。

数学
Ａ

7 実教 数Ａ 322 新数学Ａ 平28

基本的な問題を多く扱いながら
も。オイラーの多面体定理など
内容が充実している。

章末問題など分量の少なさを感
じるがコンパクトである。

色を豊富に使い、見やすい紙面
づくりをしている。

数学
Ａ

7 実教 数Ａ 323 高校数学Ａ　新訂版 平28

基礎・基本に徹した内容で、わ
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。

見開きで見やすい構成、紙面で
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。

数学
Ａ

61 啓林館 数Ａ 324 詳説　数学A改訂版 平28

例題が充実している。研究、章
末問題を段階的に取り扱うこと
で発展的な内容に取り組めるよ
うになっている。

問題の構成･分量とも適切であ
る。

丁寧で適切にまとめられてい
る。配色がよく、見やすい。

数学
Ａ

61 啓林館 数Ａ 326 新編　数学A改訂版 平28

樹形図の良さを実感する問題を
例題に扱うなど、数学的な知識
や技能を用いて考える力を育て
る内容である。

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、目を通し易い。やや問
題文が読みづらい。

数学
Ａ

61 啓林館 数Ａ 307 詳説　数学Ａ 平23

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
Ａ

104 数研 数Ａ 327 改訂版　数学Ａ 平28

解説が丁寧であり、基礎から入
試問題まで幅広く対応した編集
がなされている。授業の流れを
考慮し、発展的な問題まで無理
なく到達できるよう配慮されて
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
Ａ

104 数研 数Ａ 328 改訂版　高等学校　数学Ａ 平28

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

問題のレベルに応じて例、例
題、応用例題と、段階を追って
学習できるよう構成されてい
る。内容，分量ともに適切であ
る。

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

数学
Ａ

104 数研 数Ａ 329 改訂版　新編　数学Ａ 平28

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

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

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

数学
Ａ

104 数研 数Ａ 330 改訂版　最新　数学Ａ 平28

丁寧に説明されている部分が多
い。例題を親切に感じる。生徒
の意見に対する働きかけも読み
取れ、これまでにない新しい例
題が載せてある。

段階ごと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。

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
Ａ

104 数研 数Ａ 331 改訂版　新　高校の数学Ａ 平28

例・問・問題が豊富にあり、基
礎・基本を確実に押さえなが
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
やすい。ポイントとなる箇所に
色や写真を使い、表記・表現し
ている。
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数学
Ａ

104 数研 数Ａ 310 数学Ａ 平23

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
を段階的に扱うように構成され
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
Ａ

104 数研 数Ａ 311 高等学校　数学Ａ 平23

基礎的な内容から応用的な内容
まで、理解しやすいようにまと
められている。練習問題が例題
に準じた問題から発展的な内容
に触れていて段階的に学ぶこと
ができる。

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。また図や写真が適切に配置
されている。

数学
Ａ

104 数研 数Ａ 312 新編　数学Ａ 平23

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、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
Ａ

104 数研 数Ａ 313 最新　数学Ａ 平23

例・問・問題が豊富にあり、基
礎・基本を確実に押さえなが
ら、反復練習をして、内容の定
着に結びつけやすい。

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。公式・定理などは
吹き出しで強調されていて見や
すい。ポイントとなる箇所に色
や写真を使い、わかりやすく表
記している。

数学
Ａ

104 数研 数Ａ 314 新　高校の数学Ａ 平23

例題や例も多く、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、使いやすい構
成である。解説文も簡潔にまと
めている。

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
Ａ

183 第一 数Ａ 332 数学Ａ 平28

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

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

カラーバリアフリーを含むユニ
バーサルデザインに配慮してあ
る。

数学
Ａ

183 第一 数Ａ 333 高等学校　数学Ａ 平28

重要な例題を押さえた標準的内
容であり、無理なく展開できる
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。

数学
Ａ

183 第一 数Ａ 316 高等学校　新編数学Ａ 平23

基礎的内容を多く扱っている
が、必要に応じて「研究」と題
して発展的内容を扱い、学習の
深化をはかっている。また、作
図について詳細に説明してい
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。

数学
Ｂ

2 東書 数Ｂ 316 数学Ｂ　Advanced 平29

単元ごとにポイントがしっかり
しており、演習量も多いため、
定着を目指した授業に向いてい
る。

構成はしっかりしている。分量
は教科書が小さいため詰め込み
過ぎと感じる。

色の配色が暗い印象であり、視
覚的に重要な部分がどこかが不
明確である。

数学
Ｂ

2 東書 数Ｂ 317 数学Ｂ　Standard 平29

単元ごとにポイントがしっかり
しており、演習量も多いため、
定着を目指した授業に向いてい
る。

構成はしっかりしている。分量
は教科書が小さいため詰め込み
過ぎと感じる。

色の配色が暗い印象。視覚的に
重要な部分がどこかが不明確で
ある。

数学
Ｂ

2 東書 数Ｂ 318 新数学Ｂ 平29

段階的に無理なく学習を進める
ことができる。問は例・例題と
同程度の問題を扱い、基礎的・
基本的な知識が定着するのに役
立つ。参考・発展の内容も充実
している。

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
すくしている。

色の配色は色数を抑え、色の濃
淡で表現されている。

数学
Ｂ

2 東書 数Ｂ 301 数学Ｂ 平24

段階的に無理なく学習を進める
ことができる。問は例・例題と
同程度の問題を扱い、基礎的・
基本的な知識が定着するのに役
立つ。参考・発展の内容も充実
している。

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
すくしている。

色の配色は色数を抑え、色の濃
淡で表現されている。

数学
Ｂ

2 東書 数Ｂ 302 新編数学Ｂ 平24

基礎的・基本的な事項が過不足
なく網羅されている。また、
例・例題と問の差をなくし無理
なく授業が展開できるように工
夫して編集されている。

例・例題→問→節末問題→章末
問題の順に、段階を追って一定
程度の問題が過不足なく取り上
げられており、その分量も適切
である。

全編を通して本文の理解を助け
るように、イラスト、写真、図
が適切に用いられている。章扉
は写真やイラストが多用されて
おり、学習意欲が高められるよ
うに工夫されている。

数学
Ｂ

7 実教 数Ｂ 319 数学Ｂ　新訂版 平29

基礎から応用まで，豊富な例題
と問題が配置されている。解説
が丁寧で理解しやすい。

構成、分量・配分ともに適切で
ある。

代入する数と代入された数を同
色にし，色を使って着目すべき
ところを強調するなど，見やす
く工夫されている。
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数学
Ｂ

7 実教 数Ｂ 320 新版数学Ｂ　新訂版 平29

例，例題，応用例題と段階的に
難易度を上げ，スムーズに理解
できるよう工夫さてている。

構成、分量・配分ともに適切で
ある。

図や式の中に，色をうまく取り
入れて，着目すべきところを強
調している。

数学
Ｂ

7 実教 数Ｂ 321 高校数学Ｂ　新訂版 平29

各単元の導入部分は，生徒が興
味関心をもつよう工夫されてい
る。基礎の定着が図れるよう例
や問題が精選されている。

Ｂ５判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。

図が大きく配置され見やすい。
写真やイラストが豊富で自然に
内容に興味が持てるよう工夫さ
れている。

数学
Ｂ

7 実教 数Ｂ 303 数学Ｂ 平24

基本問題から発展まで多くの種
類を扱っており、様々な状況に
対応しやすい。解説も丁寧で理
解しやすい。

構成、分量・配分ともに適切で
ある。

表現が簡潔であり、わかりやす
い。指導する際、教員の工夫が
しやすい。

数学
Ｂ

7 実教 数Ｂ 304 新版数学Ｂ 平24

基本問題から発展まで多くの種
類を扱っている。また、具体例
からの導入が多く、生徒にとっ
て理解しやすい内容である。解
説も丁寧で理解しやすい。

練習、チェック問題、章末問題
など、基礎・基本の定着に十分
な分量である。

図説、数式中の重要な文字，問
の答えなどが太字等で強調さ
れ、随所に写真やイラストが用
いられるといった工夫が見受け
られる。

数学
Ｂ

61 啓林館 数Ｂ 322 詳説　数学Ｂ改訂版 平29

基礎・基本に徹した内容で、わ
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。

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
Ｂ

61 啓林館 数Ｂ 323 数学Ｂ改訂版 平29

例、例題、問、研究、節末問
題、章末問題と段階的に扱うこ
とで無理なくレベルアップでき
る。日常生活での関連事項など
を紹介した数学万華鏡や巻末広
場も充実している。

節末問題、章末問題の内容が充
実している。章末問題は２段階
に分かれていて、構成配分も適
切である。

色彩が多すぎず、ページ全体と
して見やすい。

数学
Ｂ

61 啓林館 数Ｂ 324 新編　数学Ｂ改訂版 平29

各章の初めにふり返りのページ
をおいている。例、問、例題、
練習、研究、確認問題、章末問
題と段階的に扱うことで無理な
くレベルアップできる。

確認問題、章末問題の内容が精
選されているので解きやすい。
章末問題は２段階に分かれてい
て、構成配分も適切である。

色彩が多すぎず、ページ全体と
して見やすい。例題では問題、
考え方、解が色分けしてあるの
でわかりやすい。

数学
Ｂ

61 啓林館 数Ｂ 306 詳説　数学Ｂ 平24

基本的内容を多く含み、学力の
定着をはかっているが、節末、
章末問題で発展的内容を扱い、
学力向上をはかれる内容になっ
ている。

章末などの練習問題が豊富に
載っている。

色数を抑え、落ち着いた紙面づ
くりをしている。

数学
Ｂ

61 啓林館 数Ｂ 307 数学Ｂ 平24

例、練習、応用例題、研究、問
題、章末問題と段階的に扱って
いる。例・例題と同程度の問題
を扱い、基礎的・基本的な知識
が定着するのに役立つ。

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
Ｂ

61 啓林館 数Ｂ 308 新編　数学Ｂ 平24

基礎から標準まで記載してあ
る。説明も丁寧である。

問題の量、構成ともに理解しや
すくまとめられている。

色が効果的に使われており、見
やすい。

数学
Ｂ

104 数研 数Ｂ 325 改訂版　数学Ｂ 平29

問題の種類がともに充実してい
て、研究と発展でさらに高い程
度の内容や例題も扱っている。
段階的に指導を行いやすく、充
実した内容である。

構成は理解しやすく工夫されて
おり、分量も適切である。

本質にせまる表現が多く、大学
数学へのつながりを意識した表
現となっている。

数学
Ｂ

104 数研 数Ｂ 326 改訂版　高等学校　数学Ｂ 平29

図を用いた解説が丁寧であり、
基礎から入試問題まで幅広く対
応した編集がなされている。ま
た、途中式や考え方がていねい
に記述されている。

構成は理解しやすく工夫されて
おり、分量も適切である。

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
Ｂ

104 数研 数Ｂ 327 改訂版　新編　数学Ｂ 平29

基本問題から発展まで多くの種
類を扱っており、様々な状況に
対応しやすい。解説も丁寧で理
解しやすい。

構成・分量共に適切である
例題もしっかり説明されている

図説、数式中の重要な文字，問
の答えなどが太字等で強調さ
れ、随所に写真やイラストが用
いられるといった工夫が見受け
られる。

数学
Ｂ

104 数研 数Ｂ 328 改訂版　最新　数学Ｂ 平29

基本の問題が多々ある。受験を
視野にいれると物足りなさがあ
る。

構成・分量共に適切である
例題もしっかり説明されてい
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。
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様式２

番号 略称 記号 番号

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（数学科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現

数学
Ｂ

104 数研 数Ｂ 329 改訂版　新　高校の数学Ｂ 平29

基礎基本の問題が多い。問題の
難易度も比較的解きやすい。

構成・分量共に適切である。
例題もしっかり説明されてい
る。

丁寧な説明と考えさせる問いが
多様されている。

数学
Ｂ

104 数研 数Ｂ 309 数学Ｂ 平24

問題の種類がともに充実してい
て、研究と発展でさらに高い程
度の内容や例題も扱っている。
段階的に指導を行いやすく、充
実した内容である。

構成は理解しやすく工夫されて
おり、分量も適切である。

丁寧かつ簡潔にまとめられてい
る。色やイラストを抑え、落ち
着いた紙面づくりをしている。

数学
Ｂ

104 数研 数Ｂ 310 高等学校　数学Ｂ 平24

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。図と
式の色分けや太文字との使い分
けが工夫されている。

数学
Ｂ

104 数研 数Ｂ 311 新編　数学Ｂ 平24

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。

構成、分量・配分ともに適切で
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
Ｂ

104 数研 数Ｂ 313 新　高校の数学Ｂ 平24

動機づけのため、各項目のはじ
めに簡単な導入問題を設けるな
ど、目標などについてもわかる
ようになっている。また基本概
念の理解がしやすいように、随
時練習問題を設定してある。

Ｂ５判で構成・分量ともに適切
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。

数学
Ｂ

183 第一 数Ｂ 330 数学Ｂ 平29

例，例題，探求例題と学習内容
が段階的であり，取り組みやす
い。また，生徒が取り組む問は
解答に工夫が必要なものがあ
り，発展的な学習に活用しやす
い。

構成・分量がともに適切であ
る。
生徒が取り組む問は，解答に工
夫が必要なものに印がついてい
るなど，工夫がある。

ユニバーサルデザイン（カラー
バリアフリーを含む）等の工夫
があり，見やすくなっている。

数学
Ｂ

183 第一 数Ｂ 331 高等学校　数学Ｂ 平29

例，例題，探求例題と学習内容
が段階的であり，取り組みやす
い。また，研究の位置づけで本
文に関連した学習内容を扱って
おり，授業の進度に合わせて取
り組むことができる。

構成・分量がともに適切であ
る。
例，例題，探求例題が枠で囲ま
れており見やすくなっている。

ユニバーサルデザイン（カラー
バリアフリーを含む）等の工夫
があり，見やすくなっている。

数学
Ｂ

183 第一 数Ｂ 332 新編数学Ｂ 平29

例，例題と学習内容が段階的で
あり，取り組みやすい。既習内
容を適宜取り扱っており，既習
内容を振り返りながら学習する
ことができる。

構成・分量がともに適切であ
る。学習内容を応用したり組み
合わせたりして解く総合問題を
総合演習で位置づけてあり，授
業の進度に合わせて取り組むこ
とができる。

ユニバーサルデザイン（カラー
バリアフリーを含む）等の工夫
があり，見やすくなっている。

数学
Ｂ

183 第一 数Ｂ 315 高等学校　新編数学Ｂ 平24

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

構成、分量・配分ともに適切で
ある。

色数を増やし、理解しやすい紙
面構成を行っている。

数学
活用

7 実教 数活 301 数学活用 平24

数学の問題に関連している資料
が用意されている。また、資料
をふんだんに用いて、生徒の理
解が進む工夫がなされている。
巻末に切り抜き教材がある。

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
活用

61 啓林館 数活 302 数学活用 平24

数学の問題に関連している資料
が用意されている。また、資料
を多く準備され、生徒の理解が
進む工夫がなされている。

構成・分量が適切である。 わかりやすく適切な表現で示さ
れている。
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様式２

番号 略称 記号 番号

科学
と人
間生
活

2 東書 科人 306 改訂　科学と人間生活 平28

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

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

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

科学
と人
間生
活

7 実教 科人 307 科学と人間生活　新訂版 平28

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
徒に興味を持たせながら授業を
進められる内容になっている。

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

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

科学
と人
間生
活

61 啓林館 科人 302 科学と人間生活 平23

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

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

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

科学
と人
間生
活

104 数研 科人 308 新　科学と人間生活 平28

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

豊富な図表に詳細な解説が付記
されている構成のため深い理解
が得られる。

やわらかい色使いで取り組みや
すい。イラストも豊富で丁寧で
ある。

科学
と人
間生
活

104 数研 科人 303
科学と人間生活　くらしの
中のサイエンス

平23

基礎的・基本的および発展的な
内容の取扱いが詳細で適切であ
る。身近な物質の例や写真が数
多く載っており、実生活の中に
科学に関わるものがあふれてい
ると感じることができる。

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

文字の書体及び図版の印刷が適
切である。表記も重要な言葉は
太字で書かれており、文章の表
現も理解しやすい。

科学
と人
間生
活

183 第一 科人 309
高等学校　改訂　科学と人
間生活

平28

物理・化学・生物・地学のすべ
ての領域にわたり、平易な文章
ながら的確な文章で表現されて
いる。

豊富な図表とイラストが的確に
配置された構成が理解の一助と
なっている

平易ながら的確な表現がされて
いる。

科学
と人
間生
活

183 第一 科人 304 高等学校　科学と人間生活 平23

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、自ら学習し
ようとする精神を養えるように
なっている。

物理
基礎

2 東書 物基 311 改訂　物理基礎 平28

基本概念や法則など物理の系統
性を重視し、内容がきめ細かく
積み上げられて、基本事項の正
確な理解が得られる内容になっ
ている。また、重要用語には英
訳が付されている。

必修の学習内容は厳選されてい
る。また、取捨選択した指導が
行えるように、明確に区分けさ
れた発展的学習内容も配置され
ていて、構成・分量ともに適切
である。

図版の中の説明が詳しく、重要
な図などの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。

物理
基礎

2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎 平28

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。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、記述の仕
方も適切である。

物理
基礎

7 実教 物基 313 物理基礎　新訂版 平28

記述が簡潔で、原理や法則が無
駄なく理解できるよう工夫され
ている。また、生徒がつまずき
やすい内容は、Key flowとし
て、大切なポイントを順序よく
解説している。

構成・分量がともに適切であ
る。身近な事柄を多く取り上げ
て、工夫がなされている。

タイトルや重要用語、公式の文
字解説などに英語表記がされて
いる。

物理
基礎

7 実教 物基 314 高校物理基礎　新訂版 平28

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で
ある。

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。

説明が丁寧で、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。

物理
基礎

61 啓林館 物基 315 物理基礎　改訂版 平28

物理的な現象がバランスよく簡
潔にまとまっており、図や表も
見やすく表記されている。生徒
が学習しやすい内容である。

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
まとまっており、記号で生徒の
混乱が生じないよう工夫がなさ
れている。

物理
基礎

61 啓林館 物基 316 考える物理基礎 平28

物理現象と日常生活との関連に
着目し、生徒の学習意欲を高め
るよう工夫されている。また、
多くの実験が記載されており、
見方や考え方を深めることがで
きる内容である。

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。

わかりやすい説明文で、現象が
起こる日常生活の場面なども書
かれている。生徒の関心をひき
やすい表記になっている。

物理
基礎

61 啓林館 物基 317
考える物理基礎　マイノー
ト

平28

より深く物理現象を捉えるため
の説明と、その現象への自身の
考えを記入することができる。
考える力と探究心を養うことが
できるよう工夫されている。

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なって
いる。

書き込み式で、自主的な考察を
促すような表記がなされてい
る。

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（理科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現

-26-



様式２

番号 略称 記号 番号

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（理科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現

物理
基礎

61 啓林館 物基 306 新編　物理基礎 平23

物理的な現象がバランスよく簡
潔にまとまっており、図や表も
見やすく表記されている。生徒
が学習しやすい内容である。

図や写真の配置に工夫がされて
いて、生徒に印象が残るように
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。

物理
基礎

104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 平28

内容が系統的に配列され、説明
も簡潔である。また、問題が豊
富で、解説等も簡潔にかつ理解
しやすく書かれている。巻末に
は波の模型と公式の一覧があ
り、学習しやすい内容である。

物理基礎での既習事項が一目で
分かるように工夫されている。
各編は内容のまとまりや順序性
によりいくつかの章に分けられ
ており、構成・分量ともに適切
である。

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

物理
基礎

104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎 平28

身近で親しみやすい話題を扱
い、生徒の物理への関心を高め
るように工夫されている。学習
指導要領の内容について、不足
なく取り上げられている

Ｂ５判で側注があり、写真が豊
富に配置されている。例題を多
く配置し、分量や構成も適切で
ある。

図や写真の配置が適切で表現も
わかりやすい。重要項目には英
語のルビが書いてあり、図表の
配置も適切である。

物理
基礎

183 第一 物基 320 高等学校　改訂　物理基礎 平28

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。

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、探究に工夫がなされてい
る。

語句が平易で、またカラーの図
が多く使われていてわかりやす
い。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。

物理
基礎

183 第一 物基 321
高等学校　改訂　新物理基
礎

平28

物理学の基礎・基本が簡潔にま
とまっており、生徒が学習しや
すい内容である。理解を深める
ための「ドリル」を配置するな
ど、生徒が理解を深めるための
工夫がなされている。

分量も適切であり、章ごとのつ
ながりがわかりやすい構成であ
る。

視覚的な資料が多く、わかりや
すい適切な表現になっている。
見開き２ページで各単元が完結
しており、授業を進めやすくす
る工夫がなされている。

物理 2 東書 物理 308 改訂　物理 平29

NOTE、練習、例題、問題、章末
問題と、内容がきめ細かく積み
上げられて、基本事項の正確な
理解が得られるようになってい
る。

各編は内容のまとまりや順序
性、生徒の関心や興味を考慮
し、いくつかの章に分け、個々
の内容を押さえながら、段階を
追って学習が進められるように
なっている。

コラムに身近な自然現象、最新
の科学技術、歴史的な話題など
を取り上げ、物理学への興味・
関心を引く内容が豊富に盛り込
まれている。

物理 7 実教 物理 309 物理　新訂版 平29

生徒がつまづきやすい内容をkey
とすることで丁寧に解説してい
る。練習問題があり、答えと一
緒に表記されているため、直感
的に物事の理解を手助けする内
容となっている。

各節の最後にまとめと節末問題
があり、節ごとに学習の理解度
を確かめる事ができるように
なっている。分量も適切であ
る。

物理現象をより理解しやすくす
るために写真が多く入れてあ
り、図が見やすいように工夫さ
れている。また、重要な語句に
は英語が併記され理解を助けて
いる。

物理 7 実教 物理 302 物理 平24

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理解しや
すい内容で取り上げている。

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。

物理 61 啓林館 物理 310 物理　改訂版 平29

身近な物理現象が随所に紹介さ
れていて、物理法則の理解を助
けている。大学入試を意識した
演習問題が、例題や章末問題と
して豊富に配置されている。

見開き構成になっていて、学習
の区切りがわかりやすい。ま
た、公式のまとめが適宜配置さ
れていて、重要部分が確実に理
解できるように構成されてい
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。図や写真により、学習内容
がイメージしやすくなってい
る。

物理 61 啓林館 物理 311
総合物理１　様々な運動
熱　波

平29

自然界の物理法則に触れ、その
しくみや関連性について詳しく
解説している。発展内容もしっ
かりと掲載してある。

実験内容や「やってみよう」と
いった分野で自発的な学習を促
す分野が設けられている。

物理の発展に貢献した人物史が
あり、研究の概要やその経緯ま
で知ることができる。

物理 61 啓林館 物理 312
総合物理２　電気と磁気
原子・分子の世界

平29

電磁気と原子物理が１冊にまと
められ、物理基礎の復習から発
展的な内容まで、効率よく学習
できる内容である。公式のまと
めや演習問題が適切に配置され
ていて理解を助けている。

各内容の分量は適切であり、配
列もわかりやすい。演習問題の
量も適当である。

図表が効果的に使用され、表記
も生徒が理解しやすいものに
なっている。

物理 61 啓林館 物理 303 物理 平24

基本から発展的な内容に段階を
追って物理を系統的に学べる学
習展開になっている。物理学の
成果が日常生活に応用されてい
る例を紹介し、興味関心を引き
出す内容になっている。

各内容の分量は適切であり、配
列もわかりやすい。

図表が非常に効果的に使用さ
れ、表記も生徒が理解しやすい
ものになっている。

物理 104 数研 物理 313 改訂版　物理 平29

必要に応じて物理基礎の内容の
振り返りを扱っているほか、理
解の難しい部分を、対話形式で
図を交えてわかりやすく解説し
ている。

構成・分量ともに適切であり、
さらに受験を意識した演習問題
も豊富にそろえられている。

物理への興味を喚起するため
に、最先端のテーマについて写
真と図を豊富に用いたコラムが
用意されている。

物理 104 数研 物理 314
改訂版　総合物理１　力と
運動・熱

平29

厳選された内容で、各単元ごと
に要点を押さえたものになって
いる。設問も多くあり、重要語
句も豊富。発展内容もしっかり
と掲載してある。

グラフや表を活用した問題があ
り、多様な問題に慣れていくこ
とができる。

物理の発展に貢献した人物史が
あり、研究の概要やその経緯ま
で知ることができる。
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物理 104 数研 物理 315
改訂版　総合物理２　波・
電気と磁気・原子

平29

波・電気と磁気・原子について
分野ごとに効率的に学習が行え
るように振り返りを交えながら
まとめている。

物理基礎分野の内容を見直しな
がら発展的な物理の内容を学ん
でいけるように構成・分量とも
に適切に作られている。

図や写真がふんだんに使われて
いる。また、重要な語句には英
語が併記され理解を助けてい
る。

物理 183 第一 物理 316 高等学校　改訂　物理 平29

物理法則や現象の解説が簡潔で
わかりやすい。例題の解説も考
え方の基本から丁寧に説明され
ていてわかりやすい。チャレン
ジ特講があり、より深く理解で
きる工夫がなされている。

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。写真よ
りもイラストや図が多く適切に
配置されている。

物理 183 第一 物理 305 高等学校　物理 平24

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

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

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。

科学
基礎

2 東書 化基 313 改訂　化学基礎 平28

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

教科書内の全問題に解答と解説
がついていてよい。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。

科学
基礎

2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 平28

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

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

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

科学
基礎

7 実教 化基 315 化学基礎　新訂版 平28

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

構成も分量も適切である。知識
がしっかりと身につく構成に
なっている。

平易な表現でわかりやすく表現
されている。写真が見やすくイ
ラストも豊富で丁寧である。

科学
基礎

7 実教 化基 316 新版化学基礎　新訂版 平28

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

Ｂ５改判で、側注を入れられる
ようにしている。所々にトレー
ニングやまとめが適切に配置さ
れている。

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

科学
基礎

7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版 平28

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

構成も分量も適切である。知識
がしっかりと身につく構成に
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。文章が平易・簡潔にまと
められ、長文や論理の飛躍を避
け、生徒に読みやすくなってい
る。

科学
基礎

61 啓林館 化基 318 化学基礎　改訂版 平28

上位科目「化学」の内容も盛り
込みながら、豊富な内容を図や
写真を用いてまとめている。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。図やフ
ローチャートも見やすくなって
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。

科学
基礎

61 啓林館 化基 307 新編　化学基礎 平23

化学に親しませるような内容で
あり、日常生活と関連できるよ
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。
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。

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。

科学
基礎

104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎 平28

本文の内容は精選されており、
発展項目・探究活動の項目も充
実していて、より理解を深めや
すい。理解しにくい箇所がしっ
かりと解説されている。

構成・分量ともに適切で、巻末
にある物質図録は資料としても
十分参考になる。

簡潔に表現されており、わかり
やすい。図や写真が豊富に掲載
されている。

科学
基礎

104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎 平28

化学基礎で必要とされる内容と
ともに「復習」事項があり、違
和感なく学習できるよう工夫さ
れている。また高度な発展内容
も精選され、無理なく習得でき
るよう配慮されている。

各項目ごとに要点をまとめた
ページがあり、生徒の理解を深
める構成となっている。

一つ一つの文章を短くし、項目
を小分けにするなど生徒の集中
力維持への配慮もされている。
カラー写真が用いられているが
色弱者にも配慮されている。

科学
基礎

104 数研 化基 309 高等学校　化学基礎 平23

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
問題も十分な量が盛り込まれて
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。

科学
基礎

183 第一 化基 321 高等学校　改訂　化学基礎 平28

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

所々に英文特集があり、構成や
分量も適切で、丁寧に解説され
ている。

重要項目と各章のタイトルには
英語のルビが書いてあり、英文
特集と合わせて、英語で化学を
触れられるような工夫がなされ
ている。
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科学
基礎

183 第一 化基 322
高等学校　改訂　新化学基
礎

平28

高校化学として重要な学習事項
はもれなく取り上げ、発展的な
内容も記載されている。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。

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や
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。適切
でわかりやすい文章表現であ
る。

科学
基礎

183 第一 化基 312 高等学校　新化学基礎 平23

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。

分量も適切であり、編ごとのつ
ながりがわかりやすい。また全
ての項目を２ページの見開き構
成で取り上げており、取り組み
やすくなっている。

視覚的な資料も多く、わかりや
すく、適切な表現である。

化学 2 東書 化学 308 改訂　化学 平29

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
ていてよい。豊富な内容で、生
徒の興味･関心をひかせやすい。

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。

化学 2 東書 化学 309 改訂　新編化学 平29

適切な箇所に観察実験を置き、
探究的に学習が進められるよう
に工夫している。高校数学の進
度を考慮して、巻末資料に指数
計算や有効数字についてを収録
している。

見開き単位で構成されており、
学習計画が立てやすくなってい
る。また文章も簡潔で、内容が
精選されている。

すべての問題の解答が巻末につ
いている。特に難しい問題には
解説がついており、自学自習へ
の配慮がされている。

化学 7 実教 化学 310 化学　新訂版 平29

内容の取り扱いが丁寧で、理系
進学者が学ぶべき内容が十分に
盛り込まれている。生徒が学習
する上で随所に工夫が見られ、
chemical eyesという付録も豊富
で魅力である。

５章に分かれており、それぞれ
流れを考えて、丁寧に解説され
ており、理解を深めることがで
きる構成になっている。分量も
適切である。

平易な表現でわかりやすく表現
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。奇数のページの右
端に、学習内容のつながりがあ
り、単元の内容を体系化してい
る。

化学 7 実教 化学 311 新版化学　新訂版 平29

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、日常生活とのかかわ
りを感じながら学べる内容に
なっている。

色鮮やかな図・表・写真などが
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
図や写真が多く効果的に記載さ
れている。

化学 7 実教 化学 303 化学 平24

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

丁寧に解説されており、理解を
深めることができる構成になっ
ている。分量も適切である。

平易な表現でわかりやすく表現
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。

化学 7 実教 化学 304 新版化学 平24

基礎学力の定着に必要な内容を
精選して記載してある。解説も
丁寧である。

構成・分量ともに適切である。 平易な表現でわかりやすく表現
されている。

化学 61 啓林館 化学 312 化学　改訂版 平29

基礎的・基本的および発展的な
内容の取扱いが詳細で適切であ
る。身近な物質の例や写真が数
多く載っている。

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。

実際の写真や日常生活での活用
例が多く記載されており、親近
感を持ちやすい。

化学 61 啓林館 化学 305 化学 平24

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
身につ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。

化学 104 数研 化学 313 改訂版　化学 平29

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。

化学 104 数研 化学 314 新編　化学 平29

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
できるような記述である。生徒
に興味を持たせながら授業を進
められる内容になっている。

見開き構成で重要点が理解しや
すい。また、実生活やヒトに関
連した話題を多く取り上げてい
るため関心を持ちやすい。分量
も豊富である。

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。

化学 183 第一 化学 315 高等学校　改訂　化学 平29

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

生徒の興味をひくために、実生
活やヒトに関連した話題を多く
取り上げている。分量・資料も
豊富である。

紙面のレイアウトは見やすく、
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。

化学 183 第一 化学 307 高等学校　化学 平24

資料のカラーページが充実して
おり、実験の説明なども生徒が
考えやすい内容である。また、
発展的な内容も網羅されてお
り、幅広く学習できる。

各単元ごとに詳しい資料があ
り、量的には多めではある。

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。
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生物
基礎

2 東書 生基 311 改訂　生物基礎 平28

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。流れが確
認出来るように各ページの帯が
工夫されている。

内容が見開き２ページ内に収ま
るように構成されている。本文
は簡潔で内容が精選されてお
り、程度・分量ともに適切であ
る。

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

生物
基礎

2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎 平28

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

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

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

生物
基礎

7 実教 生基 313 生物基礎　新訂版 平28

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

構成も分量も適切である。問題
の解答が巻末にあり見やすく工
夫されている。

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

生物
基礎

7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版 平28

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

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

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

生物
基礎

61 啓林館 生基 315 生物基礎　改訂版 平28

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
容から発展まで広く掲載されて
いる。

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。

生物
基礎

61 啓林館 生基 305 新編　生物基礎 平23

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、生態系から構成されてい
る。内容も無理なく理解できる
ようになっている。

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。

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
のとなっている。

生物
基礎

104 数研 生基 316 改訂版　生物基礎 平28

「生物基礎」の分野を詳しく解
説するだけでなく、関連する
「生物分野」の内容も記載する
など、幅広く学習できるように
構成されている。

見開き構成で重要点が理解しや
すい。また、実生活やヒトに関
連した話題を多く取り上げてい
るため関心を持ちやすい。分量
も豊富である。

落ち着いた配色でカラー写真、
フローチャートも豊富に取り入
れてあり見やすい。

生物
基礎

104 数研 生基 317 改訂版　新編　生物基礎 平28

「生物基礎」の分野を詳しく解
説するだけでなく、関連する
「生物分野」の内容も記載する
など、幅広く学習できるように
構成されている。

見開き構成で使いやすい。ま
た、生徒の興味をわかすために
実生活やヒトに関連した話題を
多く取り上げている。分量も豊
富である。

印象の強いイラストや写真を多
く使っており見やすい。また表
記も工夫されていて、知識の定
着につながる図が多い。

生物
基礎

183 第一 生基 318 高等学校　改訂　生物基礎 平28

生物基礎の学習内容を最大限に
盛り込んでおり、上位科目であ
る「生物」に関連する内容も記
載されている。最新の研究も豊
富に掲載されていて、生徒が関
心を持ちやすい。

文章の量と図やグラフの量がよ
い。分量としても適当である。

写真や図が豊富で配色がよい。
表記の方法やレイアウトなども
工夫されている。

生物
基礎

183 第一 生基 319
高等学校　改訂　新生物基
礎

平28

生物学の基本事項が、簡潔かつ
丁寧にわかりやすく書かれてい
る。また、さらに高度な発展内
容まで網羅されており、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
わかりやすく、多様な授業展開
に対応できる構成になってい
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。配色
やレイアウトも簡潔で読みやす
い。

生物
基礎

183 第一 生基 308 高等学校　生物基礎 平23

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。

細胞小器官や生態系に関する図
が多く、解説もわかりやすい。
そのため、基本から応用までの
理解が深まりやすい。

生物
基礎

183 第一 生基 309 高等学校　新生物基礎 平23

生物学の基本事項が、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、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。

生物 2 東書 生物 306 改訂　生物 平29

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

内容が見開き２ページ内で収ま
るように構成されている。ま
た、本文は簡潔で、内容が精選
されている。さらに、深化して
学習したい生徒向けに、「発
展」が設けられている。

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

生物 2 東書 生物 307 スタンダード生物 平29

学習した項目が互いに結びつ
き、生物学の全体像が見通せる
内容である。記述されている学
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。

中学校との接続を意識した簡潔
な本文記述で、読みやすく、理
解しやすい。資料性の高い写真
やイラストが多用され、生徒が
楽しく無理なく学力を身につけ
ることができる。

図や表、写真などは、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。
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平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（理科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現

生物 7 実教 生物 308 生物　新訂版 平29

基本的な内容から非常に細かい
内容まで扱っており、生徒の深
い理解が期待できる。図やグラ
フに付加されている説明文も大
変詳細である。

文章と図が交互に配置された構
成になっており、生物の構造な
どのイラストを見ながら教科書
の説明を同時に読むことができ
る構成になっている。

図やイラストがコンパクトにま
とまっており、少ないスペース
を有効に活用して大変わかりや
すく表記されている。

生物 7 実教 生物 305 生物 平26

指導要領の内容が過不足なく簡
潔に記述されている。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。

本文に「問」、章末に「まと
め」を設置し、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。

生物 61 啓林館 生物 309 生物　改訂版 平29

新しい時代に合った内容が掲載
されており、入試の新傾向や時
事問題にも対応できるように
なっている。

教科書に掲載する用語が全面的
に精選されており、高校生に必
要な用語と入試に必要な用語が
もれなく掲載されている。

アクティブラーニングに役立つ
発問や、これまで学んだ知識を
活用して社会問題に取り組むこ
とができる発問などが掲載され
ている。

生物 61 啓林館 生物 302 生物 平24

「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
究が盛んな分野の話題なども掲
載されており充実した内容に
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。

生物 104 数研 生物 310 改訂版　生物 平29

学習指導要領に示された項目が
網羅されているほか、学習内容
が重複しないように掲載順を工
夫している。

文章量・図の配分ともに適切で
あり、さらに本文と図が対応さ
せやすい位置になっているなど
の工夫がなされている。

重要語句にはルビが振られてい
るほか、余白に補足が掲載され
ているので見開きを見るだけで
内容が系統立てて理解しやすく
なっている。

生物 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物 平29

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
活面に絡めた紹介により、生徒
に興味を持たせながら授業を進
められる内容になっている。

見開き構成で重要点が理解しや
すい。また、実生活やヒトに関
連した話題を多く取り上げてい
るため関心を持ちやすい。分量
も豊富である。

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。

生物 183 第一 生物 304 高等学校　生物 平24

「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。

地学
基礎

7 実教 地基 307 地学基礎　新訂版 平28

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。

地学
基礎

61 啓林館 地基 308 地学基礎　改訂版 平28

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。

地学
基礎

104 数研 地基 309 新編　地学基礎 平28

基本的な事柄や重要事項が、適
切に取り上げられている。平易
な内容から高度な内容まで網羅
されている。

構成は適切であり、分量も本校
の生徒に十分なものとなってい
る。

図や写真から視覚的に理解する
工夫が随所に見られる。

地学
基礎

104 数研 地基 304 地学基礎 平23

地学基礎の分野を詳しくわかり
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判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。

地学
基礎

183 第一 地基 310 高等学校　改訂　地学基礎 平28

自然界の現象が簡潔にまとまっ
ており、生徒が基礎から学習し
やすい内容に工夫されている。

分量も適切であり編ごとのつな
がりもわかりやすい。単元の構
成にも工夫がみられる。

視覚的な資料が豊富で、わかり
やすく配置されている。

地学 61 啓林館 地学 303 地学　改訂版 平29

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

構成も分量も適切である。知識
がしっかりと身につく構成に
なっている。

平易な表現でわかりやすく表現
されている。写真が見やすくイ
ラストも豊富で丁寧である。
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保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 平28

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。

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

ポイントがわかるよう強調文字
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
興味関心をひきやすいように工
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 平28

学習指導要領に沿って各単元の
中で適切に精選された内容が記
述されており、重点的内容が簡
潔・適切に説明されているので
理解しやすい。

構成内容がバランスよく配置さ
れている。一つの項目が基本的
には見開き２ぺージで完結する
構成になっており、重点的に学
習が展開できるように配慮がな
されており、まとめやすい。

カラー・図版も豊富で生徒の興
味関心をひきやすく、内容も理
解しやすい。的確な表現でまと
められており、表記の仕方も強
調され工夫されている。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

平28

テーマ学習が設定してあり、現
代の社会的、健康的な問題につ
いて考える内容が多くある。学
習のポイントが明記されており
生徒が目的意識をもって授業に
取り組める。

構成・分量ともに適切である。
単元毎に平均的な分量になって
いて使いやすい。学習範囲が明
確に提示されており、まとめや
すく指導しやすい。

カラー・図版も豊富で生徒の興
味関心をひき、内容も理解しや
すい。的確な表現でまとめられ
ており、太字などで強調され工
夫されている。

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（保健体育科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現
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音楽
Ⅰ

17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti 平28

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。

歌唱、器楽、創作、鑑賞と領域
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。

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。

音楽
Ⅰ

17 教出 音Ⅰ 308
高校音楽Ⅰ改訂版　Music
View

平28

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であ
る。鑑賞題材をわかりやすく理
解させる工夫がされていて、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。分量も適切である。

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。

音楽
Ⅰ

27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１ 平28

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。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。

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。

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。

音楽
Ⅰ

27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 平28

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
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
方法まで解説がある。

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
分でよい。

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。

音楽
Ⅰ

89 友社 音Ⅰ 311 改訂版　高校生の音楽１ 平28

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、
バランスもよい。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。

音楽
Ⅰ

89 友社 音Ⅰ 312 改訂版　ON! 1 平28

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。

全体の構成がしっかりしてい
る。変化に富んで飽きさせない
構成である。分量が丁度よい。
装丁が美しい。

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。

音楽
Ⅱ

17 教出 音Ⅱ 307 音楽Ⅱ 改訂版 Tutti 平29

多岐に渡るジャンルから精選さ
れた題材によって十分な学習内
容となっている。楽曲の特性に
偏りがなく、多彩な音楽を学ぶ
ことができる。理論の内容も充
実していて、音楽的知識を深め
ることができる。

各分野の配分はよいが、特に器
楽の楽譜が充実しており、専門
性を高めるのに効果的である。

楽譜が見やすく、演奏や学習が
しやすい。印刷も鮮明である。

音楽
Ⅱ

17 教出 音Ⅱ 308
高校音楽Ⅱ 改訂版 Music
View

平29

芸術的な楽曲が豊富に取り扱わ
れており、発展的な学習ができ
る。外国語の歌曲や音楽文化の
内容が充実していて、生徒の音
楽的視野を広げることができ
る。

テーマ別で構成されており、学
習内容が明確にされている。知
識と実践が関連付けられる構成
になっている。

楽譜が大きく見やすい。写真や
イラストが大きく豊富で、生徒
が曲想やシーンをイメージしな
がら鑑賞や演奏に取り組むこと
ができる。

音楽
Ⅱ

27 教芸 音Ⅱ 309 高校生の音楽２ 平29

親しみやすい楽曲が豊富で、生
徒の興味を引き出しやすい。ポ
イントや解説が丁寧でわかりや
すく、生徒が関心をもって、活
動することができる。特に鑑賞
教材の内容が充実していて、生
徒がイメージをもって学習でき
る。

各分野が系統的に配列されてい
て、確実に学習ができる。

ほとんどの題材が見開きで取り
扱われていて、楽譜やイラスト
などが見やすく生徒が演奏や学
習をしやすい工夫がされてい
る。特に鑑賞の図などイメージ
を沸かせやすい。表紙や扉も高
校生が親しみやすい。

音楽
Ⅱ

27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２ 平29

幅広いジャンルの曲が扱われて
いる。世界の諸民族の楽器につ
いてもかなり内容の深い説明が
されており、生徒が興味をもっ
て学習に取り組める。ミュージ
カルやバレエ音楽に関しても充
実した内容になっている。

鑑賞のポイントなどがわかりや
すく構成されている。また分量
も程よく、充実した内容の授業
を行うことができる。

外国語の曲に親しみやすいよう
に表記が工夫されている。また
写真がわかりやすいので楽器の
演奏にも取り組みやすい。

音楽
Ⅱ

89 友社 音Ⅱ 311 改訂版　高校生の音楽2 平29

芸術歌曲や唱歌、外国語歌曲な
ど歌唱教材が多く、歌唱の発展
的な活動が期待できる。鑑賞の
題材が豊富で多種多様な音楽文
化について学習することができ
る。

各分野とも基礎から発展までが
系統的に配列され深い学習をす
ることができる。

外国語の歌詞にルビがついてい
たり、日本歌曲も古語の意味な
どが丁寧に解説されていて、生
徒が取り組みやすい工夫がされ
ている。

音楽
Ⅱ

89 友社 音Ⅱ 312 改訂版　ON! 2 平29

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

歌唱・鑑賞の分量のバランスが
よく、片寄りなく学習すること
ができる。

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

音楽
Ⅲ

17 教出 音Ⅲ 301 音楽Ⅲ 平26

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

表現領域の歌唱においては、独
唱、斉唱から合唱まで様々な編
成の教材があり、歌詞もイタリ
ア語など、幅広く網羅されてい
る。

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。

音楽
Ⅲ

27 教芸 音Ⅲ 302 Joy of Music 平26

３年間の集大成として、歌唱、
器楽、創作、鑑賞それぞれ内容
が高度で充実している。更に、
音楽理論についても触れられて
いる。譜面に細かく説明がされ
ているため、生徒の自主的な活
動ができる。

美しい装丁で分量も適切であ
る。資料としての写真や図が程
よく配列されている。

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

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（音楽科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現
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様式２

番号 略称 記号 番号

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（音楽科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現

音楽
Ⅲ

89 友社 音Ⅲ 303 高校生の音楽3 平26

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。また
合唱曲は編成別の楽曲が掲載さ
れている。

美しい装丁で、分量も年間で学
習する内容としては丁度よい。
楽譜も見やすく構成されてい
る。

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、楽譜が読みやすく
構成されている。
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様式２

番号 略称 記号 番号

美術
Ⅰ

38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 平28

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。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。

美術
Ⅰ

116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 平28

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

図版を1ページ大で示すなどし
て、対比することによって生徒
自身が考え、作品や作家、背景
となっている美術文化への理解
を深められるように工夫されて
いる。

原寸大の絵画を見開きで配置す
るなどわかりやすいページ構成
がされている。文章量が適切で
解説が読みやすい。

美術
Ⅰ

116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 平24

西洋美術と日本美術を比較する
工夫がなされ、斬新な視点から
美術を理解できるよう工夫され
ている。現代建築や携帯電話の
デザインなども取り上げられ、
今日的な内容も学ぶことができ
る。

テーマが系統的にわかりやすく
まとめられており、色、形など
の造形要素から、表現技法まで
順序よく構成されている。装丁
も美しく、開きやすく丈夫であ
る。

文章表現はわかりやすく、丁寧
な解説である。振り仮名もつい
てよい。文字は鮮明で読みやす
く、生徒の理解を助ける。

美術
Ⅰ

116 日文 美Ⅰ 303 Art and You 創造の世界へ 平24

歴史的な作品から現代まで、美
術の多様さが分かるような設定
である。様々なテーマの解説だ
けでなく、作家、作品について
も述べられ、作家自身の言葉も
掲載されている。

図版が豊富で見やすく構成され
ている。解説が充実している。
テーマが系統的にわかりやすく
まとめられており、装丁も美し
い。

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。

美術
Ⅱ

38 光村 美Ⅱ 303 美術２ 平29

各テーマに添う作品について、
東洋・西洋、古典・現代の枠に
とらわれず扱うことにより、生
徒の視野がより拡がるよう工夫
されている。制作技法や作家の
紹介も詳しく丁寧に解説されて
いる。

作品の紹介については、掲載サ
イズに大小の差をつけることに
より各テーマ内容を最もよく表
す作品が一目でわかる構成に
なっている。想定は美しく、分
量も適切である。

各テーマの解説と作品の紹介な
ど、文字の種類や大きさを変更
しているので、豊富な解説文で
あっても読む時に混乱すること
はない。表現はわかりやすく正
確で非常に読みやすい。

美術
Ⅱ

116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２ 平29

様々な表現において、何を表現
するかをより深く考えるよう生
徒を導く内容になっている。制
作技法に関しては、最新技術と
伝統技術の両方を載せることに
より、表現の幅が拡がるよう工
夫されている。

東洋西洋、古典現代の作品を数
多く掲載することにより、まず
読むことで豊富な知識を得るこ
とができるような構成である。
技法についても多く紹介されて
おり、制作過程が正しく確認で
きる。装丁は堅牢である。

各テーマが最初に目に入るよう
文字の大きさなどが工夫されて
おり、その後の解説が簡潔でわ
かりやすい。作品の紹介も読み
やすい分量、表記であり、表現
も適切である。

美術
Ⅱ

116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２ 平25

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。

作品を大きく掲載しているの
で、作品のよさがより実感でき
る構成である。分量も装丁も適
切である。

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。

美術
Ⅲ

38 光村 美Ⅲ 301 美術３ 平26

日本、西洋の美術だけでなく、
さらに幅広い地域、時代が扱わ
れている。世界遺産なども取り
上げられているので、広く社会
や文化の特徴や問題に目を向け
ることができる内容である。

各作家と作品の図版が同時に掲
載されており、個性的な構成と
なっている。

用語や表記が統一されており、
各題材のねらいが掴みやすく、
記述も適切である。丁寧でわか
りやすい表現となっており、文
字は鮮明で読みやすい。

美術
Ⅲ

116 日文 美Ⅲ 302 高校美術３ 平26

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

スケッチやデッサン、下絵など
を多く掲載しているので、作家
の発想や構想がより理解できる
構成である。技法と人物の解説
のバランスがよい。

わかりやすく、簡潔である。生
徒が自分自身を考えることを促
す表現である。

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（美術科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現
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様式２

番号 略称 記号 番号

書道
Ⅰ

2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ 平28

書に親しみ、感性を豊かにする
ための工夫が丁寧にされてい
る。また、古典教材としての書
への興味・関心を喚起し、書の
伝統と文化への理解を深めるこ
とができる。

近現代の創作作品や、カラー図
版を多用した書道史略年表など
により、自ずと書表現への親し
みと意欲を増すことができる構
成となっている。

単元ごとに落ち着いたカラー配
色で仕切られており切り替えが
理解しやすく、ページごとの説
明文の配置も一見して理解しや
すい。

書道
Ⅰ

6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 平28

書道の幅広い活動を通して、書
を愛好する心情を育て、書道の
基礎的な能力を伸ばすよう、表
現と鑑賞相互の関連を図りなが
ら各領域が適切に構成されてい
る。

カラーユニバーサルデザインに
も配慮し、作品の持つ雰囲気が
伝わりやすい。構成・分量は適
切である。

書道専門用語、難読語にルビが
ふられており、古典資料にも大
意があるので理解しやすい。

書道
Ⅰ

6 教図 書Ⅰ 302 書Ⅰ 平24

書写から書道への導入部分がス
ムーズで、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
掲載され取り組みやすい。

幅を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。

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。

書道
Ⅰ

17 教出 書Ⅰ 307 新編　書道Ⅰ 平28

導入部分に工夫が見られわかり
やすい。古典の拡大版の文字も
手本として活用しやすい。篆
刻・刻字、漢字・仮名作品の創
作の過程が丁寧に解説されてお
り理解しやすい。

和のイメージの装丁を前面に出
している。わかりにくい芸術に
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。

書道
Ⅰ

38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ 平28

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。

見開きから迫力の創作シーン・
古典図版をたくさん掲載し、造
形に力を入れている。仮名の分
量が多い。

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。

書道
Ⅱ

2 東書 書Ⅱ 305 書道Ⅱ 平29

典型的な古典が学びやすい構成
で扱われ、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。

さまざまな難易度の試作例が盛
り込まれ、比較や構想がしやす
い。漢字仮名交じり書は二部構
成になっており、書Ⅰを受ける
形に進展させている。

重要部分への配慮があり、解説
が丁寧でわかりやすい。字体・
色・フォントを適宜使い分け効
果的である。

書道
Ⅱ

6 教図 書Ⅱ 306 書Ⅱ 平29

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・隷・草・行・楷と書体の変
遷を順に配列し、古典の内容、
図版も美しく原寸大で掲載され
ていてわかり易い。

漢字の書は時代変遷順に構成さ
れ仮名の書漢字の書と扱いやす
い。資料も豊富で印刷、装丁も
非常によい。

イラストや囲みなどを用い、視
覚的にも理解しやすい工夫があ
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。

書道
Ⅱ

6 教図 書Ⅱ 302 書Ⅱ 平25

五書体、篆・隷・草・行・楷と
書体の変遷を順に配列していて
わかり易い。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。

漢字の書は時代変遷順に構成さ
れ仮名の書漢字の書と扱いやす
い。資料も豊富で印刷、装丁も
非常によい。

イラストや囲みなどを用い、視
覚的にも理解しやすい工夫があ
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。

書道
Ⅱ

17 教出 書Ⅱ 307 新編　書道Ⅱ 平29

主となる漢字では、五書体全て
を網羅。文字の起源から時代順
に単元が進む。篆書の字数は多
めで行草のウェイトも大きい。
仮名では、コンパクトな図版で
説明が詳しい。

漢字・仮名・漢字仮名交じりの
三部構成で、書Ⅰの進展に適度
な分量。普通教室机用の縦長装
丁。

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。重要語句は太字で
示されている。

書道
Ⅱ

38 光村 書Ⅱ 308 書Ⅱ 平29

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。

書道
Ⅲ

2 東書 書Ⅲ 301 書道Ⅲ 平26

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。

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。

書道
Ⅲ

6 教図 書Ⅲ 302 書Ⅲ 平26

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。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。

書道
Ⅲ

17 教出 書Ⅲ 303 書道Ⅲ 平26

漢字の書、仮名の書ともに学ぶ
にあたって発展的に学べる作品
が掲載されていて、資料的には
大変参考になる。仮名の専門的
な内容や、書論もコラムは充実
している。

図版が多く臨書例が数多く取り
上げられており、分量的にも適
している。

書論が充実していて、古典資料
にはルビ、大意、解説が添えら
れ理解しやすい。

書道
Ⅲ

38 光村 書Ⅲ 304 書Ⅲ 平26

創作意欲を刺激し、独創的な書
活動へ繋げられる図版となって
いる。臨書の独習が可能な美し
い新版の原典・拓本を掲載して
いる。巻末の書道史も、書道を
志す者用で理論的である。

書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。

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（書道科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現
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様式２

番号 略称 記号 番号
コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語基
礎

205 三友 コ基 302
JOYFUL English
Communication Basic

平28

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

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

写真やイラストが随所にあり、
楽しめるように工夫されてい
て、見やすい。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語基
礎

226 チアーズ コ基 303
ATLANTIS English
Communication Basic

平28

外国語を日常使用している人々
にとって自然な表現が用いられ
ており、生きた英語が身につく
内容になっている。多様な物の
考え方を養えるような題材を取
り扱っている。

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

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

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

2 東書 コⅠ 328
All Aboard! English
Communication Ⅰ

平28

世界の文化を取り上げている題
材が多く、生徒が英文を通して
世界に目を向けることのできる
教材である。

本文が見開きで完結しており、
学習の流れが理解しやすい。教
材バランス、全体的分量も適切
であり、装丁も丁寧である。

活字は鮮明で美しく、写真、イ
ラストなども鮮明である。用
語、記号は統一されており、記
述の仕方もわかりやすく適切で
ある。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

2 東書 コⅠ 329
Power On English
Communication Ⅰ

平28

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

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

色使いが豊富でありながら
フォーマルな印象を受ける。写
真も鮮明で生徒の関心を強く引
くような形である。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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

2 東書 コⅠ 330
PROMINENCE English
Communication Ⅰ

平28

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

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

平28

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

9 開隆堂 コⅠ 332
New Discovery English
Communication Ⅰ

平28

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。カタカナ表記による工夫が
されている。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

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

平28

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

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

平28

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

15 三省堂 コⅠ 335
VISTA English
Communication Ⅰ New
Edition

平28

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、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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

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

平28

世界の文化や風習、言語など現
在の世界を学べる興味深い題材
が多く扱われている。単語や構
文も標準的なものが多く扱われ
ている。

見開き構成でシンプルにまとめ
られていて、文法や例文がわか
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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

50 大修館 コⅠ 337
Compass English
Communication Ⅰ Revised

平28

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。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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

50 大修館 コⅠ 338
GeniusEnglish
Communication Ⅰ Revised

平28

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

61 啓林館 コⅠ 339
Revised ELEMENT English
Communication Ⅰ

平28

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

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

ページ数の割には本文の語数が
多い。

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（外国語科（英語））
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現

-37-



様式２

番号 略称 記号 番号

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（外国語科（英語））
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

61 啓林館 コⅠ 340
Revised LANDMARK English
Communication Ⅰ

平28

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。

本文の全てを見開きで掲載して
いる。各課後半に図・表を用い
て本文のまとめを完成させる問
題や、リスニングによる内容理
解の問題がある。

新出語句が色付きで表示されて
いる。写真やイラストが適切に
配置されている。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

61 啓林館 コⅠ 341
LANDMARK Fit English
Communication Ⅰ

平28

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

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

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

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

61 啓林館 コⅠ 314
ELEMENT English
Communication Ⅰ

平24

題材はやや文系の内容が多い。
本文のページの写真や図表は小
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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

104 数研 コⅠ 342
Revised POLESTAR English
Communication Ⅰ

平28

生徒の知的好奇心を刺激する題
材が精選されている。各課末に
読解力を深化させる読み物を、
偶数課末に４技能を有機的に学
べるタスクが配置されている。

各課４パートにわかれている。
各課後半部分に内容理解の問題
や文法事項のまとめがわかりや
すく書かれている。

写真、イラストは大きく、適所
に配置されている。新出語の発
音記号は英米併記。巻末に単
語・フレーズのリストと機能表
現集を掲載している。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

104 数研 コⅠ 343
Revised BIG DIPPER
English Communication Ⅰ

平28

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

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

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

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

104 数研 コⅠ 344
Revised COMET English
Communication Ⅰ

平28

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

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

発音記号には初学者が積極的に
発音するきっかけとなるカタカ
ナによる発音表記を併記してい
る。内容に即したイラストが多
く、魅力ある紙面構成となって
いる。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

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

平28

生徒の知的好奇心を刺激する題
材が精選されている。各課末に
読解力を深化させる読み物を、
偶数課末に４技能を有機的に学
べるタスクが配置されている。

各課本文は３～４パートに分か
れ、各課語数も700語前後が多
い。

写真、イラストは大きく、適所
に配置されている。新出語の発
音記号は英米併記。巻末に単
語・フレーズのリストと機能表
現集を掲載している。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

109 文英堂 コⅠ 346
New Edition Grove
English Communication Ⅰ

平28

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。
教科書前半は中学校での学習事
項の復習が中心になっている。

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

177 増進堂 コⅠ 347
NEW FLAG English
Communication Ⅰ

平28

基礎からじっくり力をつけられ
るように語数を抑え、英語が苦
手な生徒でも学習しやすいよう
に工夫されている。

１パートを１コマの授業で学習
できるように構成されている。

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

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

177 増進堂 コⅠ 348
MAINSTREAMEnglish
Communication ⅠSecond
Edition

平28

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
で語彙も長文読解に対応した程
度である。

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

177 増進堂 コⅠ 349
FLEX English
Communication Ⅰ

平28

活動中心の授業や精読中心の授
業など様々な授業スタイルに対
応できる内容になっている。
Reading Skill, Listening
Skillの活動も豊富に収録されて
いる。

導入、本文理解、文法、演習、
整理、音読、Skillsの順に編集
されていて様々なスタイルで授
業を進めやすい構成である。

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

177 増進堂 コⅠ 322
NEW STREAM English
Communication Ⅰ

平24

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
方針のようである。

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

183 第一 コⅠ 350
PerspectiveEnglish
Communication ⅠNEW
EDITION

平28

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 &
Answer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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

183 第一 コⅠ 351
VividEnglish
Communication ⅠNEW
EDITION

平28

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
併記されている。

写真、イラストが豊富に配置さ
れ、生徒に飽きさせないよう配
慮されている。発音記号は米音
表記のみである。
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コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

183 第一 コⅠ 352
Viva! English
Communication Ⅰ

平28

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。

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

205 三友 コⅠ 353
COSMOS English
Communication Ⅰ

平28

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
で語彙も長文読解に対応した程
度である。

英問英答、文法事項の説明、問
題演習、自己表現、総合演習と
いう構成になっていて、4技能の
言語活動がやりやすくなってい
る。

写真、イラスト、マンガなどが
教材内容の理解を助け、興味を
高めている。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

205 三友 コⅠ 354
JOYFUL English
Communication Ⅰ

平28

英語学習への意欲が育つように
「聞く」「話す」「読む」「書
く」の基本を具体的な作業を通
して身に付けることができる。

分量も適切で意欲的に学習に取
り組めるようになっている。装
丁も丈夫で、大きくて見やす
い。

単語を読めるようにという観点
から発音記号に加えて、カナ表
記を採用している。内容に適し
た写真やイラストが多く使われ
ている。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

212 桐原 コⅠ 355
PRO-VISION English
Communication Ⅰ New
Edition

平28

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
米音表記のみとなっている。巻
末に単語リストを掲載してい
る。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

212 桐原 コⅠ 356
WORLD TREK English
Communication Ⅰ New
Edition

平28

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

226 チアーズ コⅠ 357
ATLANTIS Hybrid English
Communication Ⅰ
Standard

平28

文法事項を先に学習することに
よって、リーディングへの負担
や抵抗感が軽減され、生徒が自
分自身の力で読み進められるよ
うになっている。

本文語数が徐々に増加し、段階
的に難易度が上がる構成になっ
ている。

巻頭には基本文法など、巻末に
は単語リストや熟語・表現リス
トが充実している。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

226 チアーズ コⅠ 358
ATLANTIS Hybrid English
Communication Ⅰ
Intermediate

平28

文法事項を先に学習することに
よって、リーディングへの負担
や抵抗感が軽減され、生徒がス
ムーズに本文を理解できるよう
になっている。

本文語数、新出単語・表現数が
徐々に増加し、段階的に難易度
が上がる構成になっている。

巻末には、本課の主題と連動し
た長文読解問題が10題用意さ
れ、発展的な内容にも対応して
いる。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅰ

226 チアーズ コⅠ 359
ATLANTIS Hybrid English
Communication Ⅰ
Advanced

平28

文法事項を先に学習することに
よって、リーディングへの負担
や抵抗感が軽減され、生徒がス
ムーズに本文を理解できるよう
になっている。

本文語数に対する新出単語・表
現の割合は一定に保たれ、バラ
ンスよくスムーズに文法事項や
内容を理解できる構成になって
いる。

巻末には、本課の主題と連動し
た長文読解問題が10題用意さ
れ、解答のヒントやテクニック
も紹介されている。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

2 東書 コⅡ 326
All Aboard! English
CommunicationⅡ

平29

短く簡単な文章が多く、生徒が
理解しやすい。読み応えがあ
る。

文章は短く理解しやすいが、単
元が少し長い。読むことに特化
するとバランス的によい。

巻頭、巻末に会話や興味関心を
引くような内容が多く面白い。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

2 東書 コⅡ 327
Power On English
CommunicationⅡ

平29

中学校の既習事項の復習を多く
取り入れ、高校での学習に無理
なく移行できるよう、工夫され
ている。

日本語から英語へと、段階的な
まとめ作業によって内容理解か
ら定着が促されるような構成で
ある。見開き構成で扱いやす
い。

色使いが豊富であり、写真も鮮
明で生徒の関心を強く引く。適
度な余白があり、視覚的な負担
感が少ない。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

2 東書 コⅡ 328
PROMINENCE English
CommunicationⅡ

平29

人文・自然科学とバランスよい
話題をジャンル毎に均等な題材
となっている。文法事項も発展
的な内容となっており、学習者
の知的関心をひくよう工夫され
ている。

Unitが５部構成で、１つのUnit
に2つのLesson が配されてい
る。それぞれテーマが設けら
れ、文章の特徴を捉えやすい。
見開きで1 Lessonが完了し、分
量も標準的である。写真の占め
る割合が少し大きく感じられ
る。

文法説明と演習部分を除いて、
日本語表記がなく、英語のみで
の授業が進められやすい。写真
が美しく、鮮明である。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

2 東書 コⅡ 301
All Aboard!
Communication English Ⅱ

平25

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。生徒の興味関心を
考慮した構成である。

文法事項の配置、コミュニケー
ション題材の配置もよく、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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

9 開隆堂 コⅡ 329
Revised ENGLISH NOW
English Communication Ⅱ

平29

学習者の身近な話題を中心に、
取り組みやすい内容となってい
る。語彙も簡素で平易なものを
中心とし、内容理解の質問も
Yes/Noを問う問題から始まり、
語彙数も比較的少な目である。

本文の内容理解から4技能を活発
にする工夫がされている。ま
た、各課ごとに目標が明示さ
れ、学習者が課題を自覚して学
習に取り組めるよう配慮されて
いる。

文字はっきりと適度な大きさ
で、写真やイラストの色彩も美
しい。学習者が意欲をもって取
り組めるよう、巻末には題材の
解説が配されている。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

9 開隆堂 コⅡ 330
New Discovery English
Communication Ⅱ

平29

前半では既習事項の復習が盛り
込まれ、スムーズに学習に取り
組めるような内容である。言語
活動を活発にしつつ、入試対応
の部分もあり多彩な生徒のニー
ズに応えるものである。

見開きで 1つのsection が完了
し、左ページに本文、右ページ
に内容理解・文法・ペアワーク
などの生徒の活動が配され、授
業のペースを作りやすい。語数
は少な目だが、実生活でよく見
られる語も取り入れられてい
る。

文字は見やすく、イラストや写
真の割合が比較的多い。質問や
指示も日本語で学習者への配慮
が感じられる。
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コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

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

平29

題材は生徒の知的好奇心に訴え
るものが多く、工夫されてい
る。文法事項の解説も簡潔でわ
かりやすい。

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
がある。

文字とイラスト、カット、写真
等を比較すると文字がやや小さ
め。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

15 三省堂 コⅡ 332
MY WAY English
Communication Ⅱ New
Edition

平29

題材選定に工夫が見られる。コ
Ⅰで学んだ文法を復習しながら
新規項目を学べるよう配慮され
ている。

練習問題が整理されていて、そ
の量も適切である。

写真やイラスト、図などが適所
に配置されている。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

15 三省堂 コⅡ 333
VISTA English
Communication Ⅱ New
Edition

平29

基礎基本を重視しており、親し
みやすい。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。難易度はや
や易。

文法事項の配置、コミュニケー
ション題材の配置等、問題は無
い。

写真やイラスト、図などが適所
に配置されている。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

15 三省堂 コⅡ 306
CROWN English
Communication Ⅱ

平25

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

15 三省堂 コⅡ 307
MY WAY English
Communication Ⅱ

平25

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

17 教出 コⅡ 334
NEW ONE WORLD
CommunicationⅡ Revised
Edition

平29

レッスンがさらに3つのパートに
分かれており、1時間分の学習内
容が見開きで２ページに収めら
れ、生徒が興味を持ちやすい内
容のものが多い。難易度は中。

分量はやや多い。文法や内容理
解のための説明等はよく工夫さ
れている。

写真やイラスト、図などが大き
くて見やすく、適所に配置され
ている。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

50 大修館 コⅡ 335
Compass English
CommunicationⅡ Revised

平29

レッスンがさらに3つのパートに
分かれており、1時間分の学習内
容が見開きで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。難易度
はやや高い。

分量はやや多い。文法や内容理
解のための説明等は簡潔で分量
を少なくする工夫がなされてい
る。

文字とイラスト、カット、写真
等を比較すると文字がやや小さ
め。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

50 大修館 コⅡ 336
Genius English
CommunicationⅡ Revised

平29

レッスンがさらに3つのパートに
分かれており、1時間分の学習内
容が見開きで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。難易度
は高い。

分量は多いが、文法や内容理解
のための説明等は簡潔で分量を
少なくする工夫がなされてい
る。

写真やイラスト、図などが過不
足なく適所に配置されている。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

61 啓林館 コⅡ 337
Revised ELEMENT English
CommunicationⅡ

平29

話題がバラエティーに富んでい
て、生徒の興味を引く内容に
なっている。言語活動の材料も
設定されているが、全体的には
文法事項と内容理解に重点が置
かれている。

単元により、本文と文法説明や
内容理解のページがはっきりと
分かれていて、本文の内容を振
り返るときに、ページを戻らね
ばならない部分がある。

内容がわかりやすくなるよう
に、写真などの資料がうまく配
置されている。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

61 啓林館 コⅡ 338
Revised LANDMARK English
CommunicationⅡ

平29

取り扱う内容が豊富で、時事的
に話題になったことも扱われて
いる。高校生にとっては興味深
い話題が多い。

本文のページはすべてのパート
を学習し終わってから、文法、
内容理解のページにいくように
なっている。各パートで学ぶべ
き学習事項が内容理解しか示さ
れていない。

練習問題などが多く、内容理解
のための資料も多い。生徒が学
習した内容を知識として定着さ
せるために十分な内容がある。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

61 啓林館 コⅡ 339
LANDMARK Fit English
CommunicationⅡ

平29

高校生が興味を持ちやすい内容
が取り扱われている。

基礎的な力をつけられるよう
に、パートごとに文法から内容
理解まで無理なく学習できるよ
うにできている。生徒が自己学
習しやすい構成となっている。

練習問題などが多い分、やや写
真が少なくなっているようであ
る。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

61 啓林館 コⅡ 313
ELEMENT English
Communication Ⅱ

平25

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

61 啓林館 コⅡ 314
LANDMARK English
Communication Ⅱ

平25

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

104 数研 コⅡ 340
Revised POLESTAR English
Communication Ⅱ

平29

文化、歴史などテーマは豊富で
あるが、内容的に高校生には高
度なものが多く感じる。

分量は各パートが適当な量で、
扱いやすいものとなっている。

練習問題などは十分な量がある
が、文法の表記は平易で、生徒
が自己学習するためにはやや説
明が足りない。
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コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

104 数研 コⅡ 341
Revised BIG DIPPER
English Communication Ⅱ

平29

世界の中での日本・および日本
文化という関係で構成されてお
り、国際的な視点で物事を見る
内容となっている。

難易度は低く、生徒が自己学習
するにもスムーズに取り組める
内容となっている。また、パー
トごとに文法、内容理解が完結
するようになっていて扱いやす
い。

基礎的な内容が定着することを
意識しているが、写真やイラス
トなど、感覚的なイメージがや
や少なく感じる。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

104 数研 コⅡ 342
Revised COMET English
Communication Ⅱ

平29

まとまった文脈の中で文法を練
習するように構成されており、
表現できる文法力を身に着けら
れるようになっている。身近な
題材で生徒にとっても親しみや
すい内容になっている。

トピックと文法の導入から文法
の練習、表現活動への３ステッ
プ構成になっており、文法の理
解を無理なく表現活動へと導い
てくれる。装丁も丈夫で、見や
すくなっている。

文字の大きさや書体が適切であ
り、学習しやすい。写真、イラ
ストの配置が見やすく、内容に
関連しているので、文法や内容
の理解を助ける使い方をしてい
る。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

109 文英堂 コⅡ 343
NEW EDITION UNICORN
English Communication 2

平29

コミュニケーション能力を無理
なく伸ばすことができるよう、
明確な目標（TARGET）を設定
し、有機的なつながりの中で練
習できるよう工夫されている。

本文は全パート見開き構成であ
る。各課末の活動を精選し、４
ページに収められている。

新出語や固有名詞の発音記号・
新出語のうち、ぜひ運用力まで
つけたい重要語は太字になって
いる。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

109 文英堂 コⅡ 344
New Edition Grove
English CommunicationⅡ

平29

生徒の興味関心に基づいた題材
設定になっている。必要な語
彙・表現の習得を踏まえ、実践
的な場面での具体的なコミュニ
ケーションの模擬体験ができる
ようになっている。

確実な語彙の習得、実用的な知
識の定着、音声による語彙の確
認、音で文を理解し、Taskを行
い、文法理解、Exercise、自由
英作文へと十分なインプットを
経て、アウトプットできるよう
に構成されている。A4サイズで
ある。

Unitごとに色分けされていた
り、視覚で単語を覚えられるよ
うな工夫がなされていたりと、
写真やイラストが適切に配置さ
れ、興味を引きやすい。文字の
大きさや書体も適切である。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

109 文英堂 コⅡ 318
UNICORN English
Communication ２

平25

生徒の知的好奇心を刺激する題
材が精選されている。各課末に
読解力を深化させる読み物が、
巻末には文法事項の一覧が記載
されている。

各課本文は３～４パートに分か
れ、各課語数も700～1,000語と
多い方である。

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
米音表記が基本で、巻末のリス
トには英米併記となっている。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

109 文英堂 コⅡ 319
Grove English
Communication Ⅱ

平25

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。
Ⅰで学んだ文法を復習しながら
新規項目を学べるよう配慮され
ている。

各パート見開き構成。各課末の
Reading Skillにより、目標を与
えて英文を読ませるオプション
がある。

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。欄外と巻末に単
語・イディオムを掲載してい
る。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

177 増進堂 コⅡ 345
NEW FLAG English
CommunicationⅡ

平29

トピックが生徒の実生活に関連
の深いもので、自分の意見を述
べ、自己表現の練習をする機会
が多く設けられている。文法説
明や練習問題が効果的な背景・
シチュエーションの中で行われ
る。

Lessonごとに短い会話やストー
リーで始まり、次に文法項目の
説明、理解を深めるための練習
問題、最後に学習した文法を使
い自己表現の練習ができる構成
になっている。難しい文法も自
然な表現で会話にとりれられ
る。

すべての写真がイメージを広げ
るだけでなく、文法の理解を視
覚的に助けるために適切に使わ
れている。簡単な指示文が全て
英語表記されている。新出単
語・熟語はアクセントを置く箇
所が太字斜体になっている。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

177 増進堂 コⅡ 346
MAINSTREAM English
CommunicationⅡ Second
Edition

平29

人文及び自然科学系のバランス
がよい話題で、生徒自身が問題
意識を持って考え、理解を深め
るような内容となっている。

音声・内容理解・文法の確認と
四分野を網羅する授業展開に対
応している。分量はやや多め
で、センター試験を始め、入試
など実戦力を養うことができ
る。

写真やイラストの配置が斬新
で、学習者の興味関心をひく。
極力日本語の表記を減じてお
り、英語を英語で理解させよう
とする工夫がみられる。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

177 増進堂 コⅡ 347
FLEX English
CommunicationⅡ

平29

入試にも頻出の旬のトピックが
厳選されている。

活動中心の授業や精読中心の授
業など様々な授業スタイルに対
応できる全く新しい教科書であ
る。

Wordsを左ページの右端に配置し
たので、教科書を半分に折りた
ためば、白文とQ&Aに集中でき
る。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

177 増進堂 コⅡ 321
NEW STREAM English
Communication Ⅱ

平25

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
構成である。

各課４パートあり、各パートは
見開き構成である。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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

183 第一 コⅡ 348
PerspectiveEnglish
CommunicationⅡ NEW
EDITION

平29

文化的なもの(Lesson 7，10)、
社会的なもの(Lesson 3，4，
8)、科学的なもの(Lesson 2，5)
など、教材の選定に偏りがな
く、バランスがとれている。

教材の難易度、取り扱いの言語
材料の配列が段階的、体系的で
あり、学習に適している。

本文脚注は３段に分けてあり、
新出単語、語句、文法事項の例
文が見やすく配置されている。
新出単語は音節で区切られてお
り、発音・アクセントの指導が
しやすい。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

183 第一 コⅡ 349
VividEnglish
CommunicationⅡ NEW
EDITION

平29

Listen & Speakが5課設けられて
おり、情報や考えを理解したり
伝えたりすることを実践するよ
うに、具体的な言語の使用場面
を想定して生徒に活動させるこ
とで、授業の活性化が図れる。

各課冒頭のページで語句や表現
関係の活動、対話形式による場
面の提示が行われ、本文内容へ
の円滑な導入がなされている。

新出単語、重要語句が本文の右
ページに２段に分けて見やすく
配置されている。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

183 第一 コⅡ 350
Viva! English
CommunicationⅡ

平29

学習者にとって身近な話題を取
り上げ、写真やイラストに学習
者のなぜ？を引き出しやすい内
容をバランス良く配している。
文法事項も基礎的な内容の復習
から実践的なものまで無理なく
学べる。

内容理解の質問は英語と日本語
を併記しており、幅広い学習者
に対応できる。英文の語数は少
なめである。

文字が大きく、書体が見やす
く、イラストや写真の分量が多
い。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

183 第一 コⅡ 322
Perspective English
Communication Ⅱ

平25

学ぶ・知ることの重要性や今日
的な問題について考えさせる教
材が収録されているだけでな
く、科学的なものなど、教材の
選定に偏りがなくバランスが取
れている。

教材の難易度、取り扱いの言語
材料の配列が段階的、体系的で
あり、学習に適している。課
数、ページ数が年間単位数での
履修に適している。

文字の大きさ、書体が適当であ
り、学習しやすい。本文内容に
関連した写真・図版が適切に配
置され、視覚的な学習を助ける
配慮が見られる。
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コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

183 第一 コⅡ 323
Vivid English
Communication Ⅱ

平25

生徒の興味・関心を引く題材が
選ばれている。各課の語数は300
～540語が中心で、英語が苦手な
生徒でもついていく自信をつけ
させる方針のようである。

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

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

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

205 三友 コⅡ 351
JOYFUL English
CommunicationⅡ

平29

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

212 桐原 コⅡ 353
PRO-VISION English
CommunicationⅡ New
Edition

平29

学習者にとって身近な話題を取
り上げ、写真やイラストは学術
的な物が多く、深い学びを誘発
する内容となっている。

1 Lessonが4つのPartに分かれて
おり、見開きで１つのPartが完
了する。４分野をバランス良く
学べる構成となっており、まと
めとして文法の確認もできる。
分量は標準的である。

新出単語には発音記号が併記さ
れ、新出熟語の説明も簡単な英
語でされている。内容理解の質
問は際立つよう淡い色彩で工夫
され、シンプルながら、生徒の
理解がしやすいような工夫が見
られる。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

212 桐原 コⅡ 354
WORLD TREK English
CommunicationⅡ New
Edition

平29

生徒にとって身近な話題が多
く、興味を引きやすい内容に
なっている。また、その内容も
多岐に渡っており、様々な価値
観に触れられる。

本文と確認問題が見開き２ペー
ジに収められていてまとまって
いる。単元の最後には発表活動
もあり、段階的に活動させるこ
とができる。

写真や図が多く、また見やすい
配置になっている。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅱ

226 チアーズ コⅡ 355
ATLANTIS Hybrid English
Communication Ⅱ
Standard

平29

時代の最先端の話題を取り上
げ、生徒の興味関心をひく内容
となっている。文法を定着させ
た後にペアワーク・グループ
ワークへ繋げられ、実践的な取
り組みがしやすい内容となって
いる。

1ページの分量が100語～120語
で、生徒が取り組みやすい量で
ある。導入も写真が豊富であ
り、本文を読んだ後には、内容
理解の質問があることも定着の
一助となっている。

写真やリアルな挿絵により、英
文の内容を想像・推測しやすい
工夫が見られる。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅲ

2 東書 コⅢ 301
All Aboard!
Communication English Ⅲ

平26

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅲ

2 東書 コⅢ 302
Power On Communication
English Ⅲ

平26

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅲ

2 東書 コⅢ 303
PROMINENCE Communication
English Ⅲ

平26

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。題材もありバランスがよ
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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅲ

9 開隆堂 コⅢ 304
Discovery English
Communication　Ⅲ

平26

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。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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅲ

15 三省堂 コⅢ 305
CROWN English
Communication Ⅲ

平26

生徒の興味・関心を喚起するも
のを精選し、多様な内容が採り
あげられている。登場人物は、
幅広い国及び人物を配置してい
る。

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

写真や図版が豊富に配置され題
材に対する興味を喚起してい
る。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅲ

15 三省堂 コⅢ 306
MY WAY English
Communication Ⅲ

平26

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅲ

17 教出 コⅢ 307
New ONE WORLD
Communication Ⅲ

平26

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅲ

50 大修館 コⅢ 309
Compass English
Communication Ⅲ

平26

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。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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅲ

50 大修館 コⅢ 310
Genius English
Communication Ⅲ

平26

環境・教育・資源・ボランティ
アなどの入試頻出のトピックか
ら生徒の知的好奇心を刺激する
題材が選ばれている。多様な読
み方で、生徒の論理的思考力を
育成するよう工夫されている。

全10課だが、各課に多読用の長
文が付属している。各課の語数
は1,000語から1,200語で難易度
も高い。

フォントが小さめである。写
真・図版は小さめだが適所に配
置されている。新出語句は脚注
に配置、発音記号は米音表記の
みとなっている。
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コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅲ

61 啓林館 コⅢ 324
SKILLFUL English
Communication Ⅲ

平27

ディスコーススキルを読むこと
だけでなく、リスニングやライ
ティングに活用していく狙いで
編集されている。

教科書前半でディスコーススキ
ルを学習し、後半ではそのスキ
ルを活用して内容を理解し、自
分の意見をまとめたり、ディス
カッションに繋げている。

各課の語数は600語以内で短めだ
が、難易度がが高く18課ある。
写真・図表は控えめである。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅲ

61 啓林館 コⅢ 311
ELEMENT English
Communication Ⅲ

平26

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅲ

61 啓林館 コⅢ 313
LANDMARK English
Communication Ⅲ

平26

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅲ

104 数研 コⅢ 314
POLESTAR English
Communication Ⅲ

平26

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
読の両方をすることによりリー
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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅲ

104 数研 コⅢ 315
BIG DIPPER English
Communication Ⅲ

平26

語数、表現とも無理なく学習で
きる内容になっている。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
表記のみとなっている。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅲ

109 文英堂 コⅢ 316
UNICORN English
Communication 3

平26

知的好奇心を刺激する題材が精
選されている。１～２課毎に
リーディングスキルを学ぶ長文
問題、ビジュアル問題とリスニ
ング問題が配置されている。

各課本文は２ページまたは４
ページで見開き構成になってい
る。各課語数は600語前後の課
と、1,200語程度の課が交互に配
置されている。

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
英米併記されている。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅲ

109 文英堂 コⅢ 317
Grove English
Communication Ⅲ

平26

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。

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となっ
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。欄外と巻末に単
語・イディオムを掲載してい
る。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅲ

177 増進堂 コⅢ 318

MAINSTREAMEnglish
Communication Ⅲ
Strategic Reading Focus
Advanced

平26

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。題材は精
選されている。各課の語数は400
～850語程度である。

一般的なリーディングスキル、
文章タイプ別に特化したリー
ディングスキル、速読の３つの
セクションに分かれている。

新出語は各ページ側注、または
脚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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅲ

177 増進堂 コⅢ 319

NEW STREAMEnglish
Communication Ⅲ
Strategic Reading Focus
Standard

平26

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。題材は各分野からバ
ランスよく採り上げてられてい
る。

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅲ

183 第一 コⅢ 320
Perspective English
Communication Ⅲ

平26

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 Exprssionsの例文も概ねわ
かりやすい。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅲ

183 第一 コⅢ 321
Vivid English
Communication Ⅲ

平26

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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅲ

212 桐原 コⅢ 322
PRO-VISION　English
Communication Ⅲ

平26

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。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。

コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン英
語Ⅲ

212 桐原 コⅢ 323
WORLD TREK　English
Communication Ⅲ

平26

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。

英語
表現
Ⅰ

2 東書 英Ⅰ 322
NEW FAVORITE English
Expression Ⅰ

平28

学習意欲を高める工夫が随所に
みられる。文法項目も図解や
キャラクターを用いることで親
しみを持って取り組める。表現
の幅を広げられるようスパイラ
ルに展開されている。

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

活字・写真・イラストは、鮮明
で効果的に配列されている。
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英語
表現
Ⅰ

9 開隆堂 英Ⅰ 319
EXPRESSWAYS English
Expression Ⅰ

平25

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。

英語
表現
Ⅰ

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

平28

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。

英語
表現
Ⅰ

15 三省堂 英Ⅰ 324
MY WAY English
Expression Ⅰ New
Edition

平28

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。

英語
表現
Ⅰ

15 三省堂 英Ⅰ 325
SELECT English
Expression Ⅰ New
Edition

平28

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。

写真・イラスト・図表は大き
さ、配置ともに適切である。

英語
表現
Ⅰ

17 教出 英Ⅰ 326
NEW ONE WORLD
Expressions Ⅰ Revised
Edition

平28

・実際のコミュニケーションに
必要な運用度の高いものが精選
されており、系統的に配列され
ている。表現に必要な語、連
語、慣用表現などは無理なく学
習できる内容になっている。

日本語訳が付記されており、生
徒にとって内容理解が容易であ
る。装丁は頑丈である。また、
大きくて見やすい。

用語、記号は統一されており、
指示文や記述も簡潔である。随
所に写真、イラストが効果的に
使用されている。

英語
表現
Ⅰ

50 大修館 英Ⅰ 327
Departure English
Expression Ⅰ Revised

平28

全20課が生徒の身近な暮らしや
社会での暮らしに関わる場面が
取り上げられている。文法事項
は前半の学びやすいものから段
階的に難易度が高くなるよう配
慮されている。

モデル英文による導入から自己
表現活動まで、４技能のバラン
スに配慮したタスクが配置され
ている。

字体に工夫が見られ、見出し等
の色使いも工夫している。

英語
表現
Ⅰ

61 啓林館 英Ⅰ 328
Revised Vision Quest
English Expression Ⅰ
Advanced

平28

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。

英語
表現
Ⅰ

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

平28

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。

英語
表現
Ⅰ

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

平28

自己紹介やスポーツなど身近な
話題から社会問題などの題材が
扱われ、核となる基本の文法力
と表現力を養える内容になって
いる。

各課とも、文法を含むモデル会
話+文法解説+演習+発信活動の構
成になっていて、文法力と表現
力を育めるようになっている。

イラストや図が多く取り入れら
れていて、視覚的に理解できる
ようになっている。

英語
表現
Ⅰ

61 啓林館 英Ⅰ 307
Vision Quest English
Expression Ⅰ Advanced

平24

全12課すべてが対話文形式の題
材で始まっている。生徒に身近
な暮らしや社会での暮らしに関
する題材が扱われている。

各課６ページが基本構成になっ
ている。各課に発音、文法、機
能別表現についてのねらいがわ
かりやすく提示されている。

写真・イラスト・図版は小さめ
だが、適切に配置されている。
Lesson４と５の間にトピック別
の語句リストが、巻末に基本例
文とその日本語訳、付録・付表
が掲載されている。

英語
表現
Ⅰ

104 数研 英Ⅰ 331
Revised POLESTAR English
Expression Ⅰ

平28

グローバル社会を意識した題材
が選ばれている。４技能を自然
に学べ、受験に対応できる表現
力や発信力が養えるようになっ
ている。

導入、本文、Reading Skill、内
容理解、課末で構成され、段階
を踏んで学習できるようになっ
ている。

写真やイラストの配置は適切で
ある。

英語
表現
Ⅰ

104 数研 英Ⅰ 332
DUALSCOPE English
Expression Ⅰ

平28

英語表現に必要な学習事項を10
レッスンで学習できるように
なっている。

Introduction→Input→Intake→
Outputの流れで構成されてい
て、文法・表現の習得がスムー
ズにできるようになっている、

プレゼンテーションの手法や語
彙・表現リストが用意されてい
て、英語表現に必要な知識・ス
キルが習得できる。

英語
表現
Ⅰ

104 数研 英Ⅰ 333
Revised BIG DIPPER
English Expression Ⅰ

平28

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

前半で英語表現のための基本的
なルールを、後半で言語の働き
を意識してより効果的なコミュ
ニケーションを図る力を育成す
るように構成されている。各課
見開き２ページ構成。

写真やイラストの配置は適切で
ある。

英語
表現
Ⅰ

109 文英堂 英Ⅰ 311
UNICORN English
Expression １

平24

身近な暮らしや社会での暮らし
に関わる題材が選ばれている。
５～６文を書けることを目標に
編集されている。

各課見開き２、または４ページ
構成。３つのUnitに分かれてい
て、それぞれ基本的な文構造、
文法と機能表現、オプションと
して文章を組み立てるまで学習
できるようになっている。

写真やイラストの配置は適切で
ある。巻末に文法事項のまと
め、基本動詞を用いた表現等が
掲載されている。
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英語
表現
Ⅰ

109 文英堂 英Ⅰ 312
Grove English Expression
Ⅰ

平24

身近な暮らしや社会での暮らし
に関わる題材が扱われている。
やさしい問題の反復により表現
活動に生かすことを念頭に編集
されている。

基本編、応用編、発展編の３段
階構成になっていて、動詞中心
の基本的な文から、修飾語句を
含む複雑な文まで学習できるよ
うになっている。

写真やイラストの配置は適切で
ある。巻頭に英文のしくみ、巻
末に文法のまとめ等が掲載され
ている。

英語
表現
Ⅰ

177 増進堂 英Ⅰ 334
MAINSTREAM English
Expression Ⅰ Second
Edition

平28

身近な暮らしや社会での暮らし
に関わる題材が選ばれている。
１つの課で複数の題材が扱われ
ている。あらゆる局面で英語を
使って表現できることを主眼に
編集されている。

４パート、全18課で各課は見開
き４～６ページで構成されてい
る。各課に読むことを経てから
話すこと、書くことの活動が用
意されている。

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、巻末にモデル対話文の訳例
が掲載されている。

英語
表現
Ⅰ

183 第一 英Ⅰ 335
Perspective English
Expression ⅠNEW EDITION

平28

生徒の身近な暮らしや社会での
暮らしに関わる題材が多く選ば
れている。豊かな表現力が育成
できる内容になっている。

全24課で各課見開き４ページ構
成になっている。前半では基本
的な文法や文構造を学び、後半
では各種表現活動を通して定着
を図るようになっている。

写真、図版やイラストの配置は
適切である。巻頭にClassroom
English、巻末にトピック関連語
句等が掲載されている。

英語
表現
Ⅰ

183 第一 英Ⅰ 336
Attainable English
Expression Ⅰ

平28

生徒の身近な暮らしや社会での
暮らしに関わる題材が多く選ば
れている。豊かな表現力が育成
できる内容になっている。

Dialogue→Grammar→Practice→
Listen＆Activitiesの4部構成に
なっていて、4技能が有機的に統
合されている。

写真、図版やイラストの配置は
適切である。巻頭にClassroom
English、巻末にトピック関連語
句等が掲載されている。

英語
表現
Ⅰ

183 第一 英Ⅰ 337
Vivid English
Expression ⅠNEW EDITION

平28

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。中
学校で学習する言語材料を積極
的に取り上げている。

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。

英語
表現
Ⅰ

205 三友 英Ⅰ 338
ECHO English Expression
Ⅰ

平28

生徒の身近な生活から題材が採
り上げられている。題材の形式
は対話文形式が多く、対話文は
ほとんど映画のセリフである。

全16課を、８本の映画を楽しみ
ながら学習していく。基本的な
表現を、言語の働きを中心に学
習する構成になっている。映画
が言語の使用場面を具体的に提
示している。

映画の有名なセリフが写真付き
で紹介されている。巻末に重要
表現のリストが掲載されてい
る。

英語
表現
Ⅰ

212 桐原 英Ⅰ 342
Empower English
Expression Ⅰ Mastery
Course

平29

身近な話題から、国際的な視野
が必要なものまで多岐にわたる
素材で学習者の興味関心をひく
内容となっている。

基本的な文法事項を聞く・話
す・書くというプロセスを経
て、実践的な活動につなげられ
る構成となっている。

学習のポイントが統一された
マークで示され、重要表現は配
色を変えて工夫されている。日
本語表記を最小限にし、英語を
英語で理解させるようになって
いる。

英語
表現
Ⅰ

212 桐原 英Ⅰ 343
Empower English
Expression Ⅰ Essential
Course

平29

学習者の身近な話題を中心に、
取り組みやすい内容となってい
る。基本的な文法事項を使っ
て、実践的な活動ができるよう
工夫されている。

Part1では左ページに目標とする
文法事項のまとめ、右ページに
演習や話す活動が取り入れら
れ、無理なく学習を進められ
る。Part２では短くも、まと
まって話したり書いたりする活
動への取り組みも可能である。

写真・イラストの分量が多く、
文字も適切な大きさで読みやす
い。質問文は日本語表記で、英
語を苦手とする学習者にも理解
しやすいよう工夫されている。

英語
表現
Ⅰ

220 スクリ 英Ⅰ 344
PRODUCER English
Expression Ⅰ

平29

実生活で使う場面の多い表現を
多く取り入れ、映画とリンクさ
せた特異な内容となっている。
クロスワードパズルやマインド
マップなど自主的な活動がしや
すいような工夫がされている。

基礎的な文法の確認をして演習
に臨めるような構成である。話
す・書くという活動がしやす
く、A4サイズが新鮮である。

文字が大きく、書体が学習者が
親しみを感じるように表されて
いる。色彩も鮮やかで、写真や
イラストも多い。

英語
表現
Ⅰ

226 チアーズ 英Ⅰ 345
ATLANTIS Higher Learning
English Expression Ⅰ
Standard

平29

文法事項の理解とコミュニケー
ション活動により、自己表現を
スムーズに習得できる内容であ
る。学習者の立場に立った話題
で4技能をバランスよく伸ばす工
夫が見られる。

見開き2ページで新出語は少な目
に抑えられている。演習部分で
は直接教科書に記入できること
ができ、学習者の理解に配慮し
ている。

一部の文法事項の説明を除き、
英語で表記されている。写真や
イラストは少な目であるが、学
習者は集中して取り組むことが
できる。

英語
表現
Ⅰ

226 チアーズ 英Ⅰ 339
ATLANTIS Higher Learning
English Expression Ⅰ
Advanced

平28

生徒の実生活に関連の深い題材
が選ばれていて、４技能をバラ
ンスよく学習できる内容になっ
ている。

２ページ構成で、１ページ目で
各文法事項を、２ページ目でそ
の文法事項を自己表現やコミュ
ニケーションに生かすスキルが
学べるようになっている。

写真が各課のイメージを広げた
り、視覚的に文法を理解する助
けになっている。

英語
表現
Ⅰ

226 チアーズ 英Ⅰ 321
ATLANTIS English
Expression Ⅰ

平25

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

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

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

英語
表現
Ⅰ

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

平28

急速進展するグローバル社会で
必要なコミュニケーション力や
英語力が身につけられるように
なっている。

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

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

英語
表現
Ⅰ

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

平28

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

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

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

2 東書 英Ⅱ 317
NEW FAVORITE English
Expression Ⅱ

平29

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。

英語
表現
Ⅱ

2 東書 英Ⅱ 301
NEW FAVORITE English
Expression Ⅱ

平25

英語表現Ⅰから継続して学習で
きる内容となっている。パラグ
ラフ・ライティングに重点を置
いて、よりコミュニカティブな
表現力の育成を重視している。

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。

英語
表現
Ⅱ

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

平29

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。
文法編、機能表現編、スピーキ
ング編と分かれていて確認のた
めの問題も取り組みやすく、学
習しやすい。

主要な文法を１０課、機能表現
１０課、スピーキング編は７課
ありSpeech, Presentation,
Discussion, Debateまでを学習
できるように構成されている。
英文、練習問題も適切に入って
いる。

写真・イラスト・図表は大き
さ、配置ともに適切である。巻
末に付録として各課の文法や語
彙、表現、参考資料がまとめて
載せてある。

英語
表現
Ⅱ

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

平29

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。各ユニットごとに
英語表現Ⅰのまとまった復習を
してから各課での内容に入れる
ようになっている。

練習問題が整理されていて、そ
の量も豊富である。各課ポイン
トを２つに絞り理解しやすいよ
うに練習問題も配置されてい
る。

ポイントのまとめが視覚的であ
り、理解しやすい。イラストや
写真は多くはないが適切に配置
されていて内容理解に役立って
いる。

英語
表現
Ⅱ

15 三省堂 英Ⅱ 302
CROWN English Expression
Ⅱ

平25

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。

英語
表現
Ⅱ

15 三省堂 英Ⅱ 303
MY WAY English
Expression Ⅱ

平25

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。

英語
表現
Ⅱ

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

平29

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

文法項目がコンパクトに且つ、
わかりやすくまとめられてお
り、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。

英語
表現
Ⅱ

50 大修館 英Ⅱ 321
Departure English
Expression Ⅱ Revised

平29

身近なテーマを徐々に世界に広
げていけるよう、レッスンが配
列されている。

Part 1～Part 2はリスニング活
動による導入、Prat 3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・話す活動共に学習が進むに
つれて難易度が無理なく高くな
るように配慮されている。

本文や語句のヒント，コラムの
他、写真，イラストなどが適切
且つ見やすく配置されている。

英語
表現
Ⅱ

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

平29

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
文からディベートまで無理なく
段階的に取り組めるようになっ
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，ディベート活動と自然と段
階的に学習を進めていくことが
できる。

各ページにあるモデル文や設
問，Exerciseの指示文が適切で
あり、各項目でどのようなタス
クに取り組むべきなのかが明確
である。

英語
表現
Ⅱ

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

平29

全体的に生徒にとって身近で共
感の持てる題材が選ばれてい
る。文法問題も難しいものはな
く、取り組みやすい。パラグラ
フライティングやスピーチ，
ディベート等の内容は同社のAce
と変わらない。

文法の復習は簡単な短文が使わ
れている。それに呼応するよう
に見開き２ページで問題演習が
できるようになっている。問題
量も標準的である。パラグラフ
ライティングやスピーチ，ディ
ベート等の構成は同社のAceと変
わらない。

比較的スムーズに自己表現活動
ができるよう、例文や語句を多
く掲載している。英語も平易で
わかりやすいものが多い。

英語
表現
Ⅱ

61 啓林館 英Ⅱ 307
Vision Quest English
Expression Ⅱ

平25

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。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。

英語
表現
Ⅱ

104 数研 英Ⅱ 324
Revised POLESTAR English
Expression Ⅱ

平29

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。短い対話で基本表現
を焦点化して提示している。文
法的な説明を最小限にとどめ、
様々な活動，練習問題によって
定着を図っている。

４パート全35課で、各課は見開
き４ページまたは２ページで構
成されている。文法の復習から
パラグラフライティング、自由
英作文、さらにスピーチやディ
ベートまで学べるようになって
いる。

１ページあたりの情報量が多
く、文字のフォントも比較的小
さい。写真や図も少なく、小さ
い。

英語
表現
Ⅱ

104 数研 英Ⅱ 325
DUALSCOPE English
Expression Ⅱ

平29

英語表現に必要な学習事項を
Section 1～3に分けて、段階を
追って学習できるようになって
いる。

レッスンごとにTarget
Sentencesが提示されていて、文
法・表現の習得がスムーズにで
きるようになっている。

プレゼンテーションの手法や語
彙・表現リストが用意されてい
て、英語表現に必要な知識・ス
キルが習得できる。
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英語
表現
Ⅱ

104 数研 英Ⅱ 326
Revised BIG DIPPER
English Expression Ⅱ

平29

前半で文法と言語の働きを学
び、後半でパラグラフライティ
ングの手法を学べるような構成
になっている。

リスニング、文法の学習、練習
問題という流れを通して、自然
に文法表現を活用できるような
構成になっている。

様々な表現活動ができるよう
に、練習問題も豊富に用意され
ている。

英語
表現
Ⅱ

109 文英堂 英Ⅱ 310
UNICORN English
Expression ２

平25

身近な話題から題材が取り上げ
られている。100字程度のまとま
りのある文を書く事を目標にし
て編集されている。

３つのUnitに分かれていて、そ
れぞれパラグラフリーディン
グ、機能表現、パラグラフライ
ティングが学べるように構成さ
れている。

写真やイラストの配置は適切で
ある。巻末に表現リストが掲載
されている。

英語
表現
Ⅱ

109 文英堂 英Ⅱ 311
Grove English Expression
Ⅱ

平25

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。

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。

英語
表現
Ⅱ

177 増進堂 英Ⅱ 327
MAINSTREAM English
Expression ⅡSecond
Edition

平29

ウォーミングアップやモデル原
稿が準備され、最終的にプレゼ
ンテーションの原稿を書くまで
のスキルを身につけることがで
きる編集になっている。

ペアワークや文法事項の確認、
テーマ設定、ディスカッション
の進行の仕方など、様々な角度
から英語を表現する方法を学べ
るような構成となっている。

写真、図版やイラストの配置は
適切である。英文のしくみや対
話文の例が豊富に掲載されてい
る。

英語
表現
Ⅱ

183 第一 英Ⅱ 328
Perspective English
Expression Ⅱ NEW
EDITION

平29

生徒の身近な暮らしや社会での
暮らしに関わる題材が多く選ば
れている。豊かな表現力が育成
できる内容になっている。

前半では基本的な文法や文構造
を学び、後半では各種表現活動
を通して定着を図るようになっ
ている。

写真、図版やイラストの配置は
適切である。巻頭にClassroom
English、巻末にトピック関連語
句等が掲載されている。

英語
表現
Ⅱ

183 第一 英Ⅱ 329
Attainable English
Expression Ⅱ

平29

生徒の実生活に関連の深い題材
が選ばれ、様々な英語表現を
使って伝えられることを学ぶこ
とができる。

文法事項を短いパラグラフで示
し、ターゲットとなる表現を身
につけられるような構成になっ
ている。

写真が各課のイメージを広げた
り、視覚的に文法を理解する助
けになっている。

英語
表現
Ⅱ

183 第一 英Ⅱ 330
Vivid English Expression
Ⅱ NEW EDITION

平29

Unit 1で文法の復習、Unit 2で
様々な場面を想定しての会話、
Unit 3ではパラグラフライティ
ング、Unit 4ではスピーチ、
ディスカッション、ディベート
まで幅広い学習に対応した内容
である。

Unit3までは見開きでLesson が
完了するので、進度のペースも
取りやすい。左ページに文法の
まとめや会話例を、右ページに
て演習のスタイルは、学習者に
とって取り組みやすい構成であ
る。

Lesson の重要事項が際立つよう
に文字を大きく彩色に配慮がさ
れている。前半は文字も大き
く、イラストも多く、学習者の
興味をひくような工夫が見られ
る。

英語
表現
Ⅱ

183 第一 英Ⅱ 314
Vivid English Expression
Ⅱ

平25

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。

英語
表現
Ⅱ

220 スクリ 英Ⅱ 315
SCREENPLAY English
Expression Ⅱ

平26

全16課を、８本の映画を楽しみ
ながら学習していく。生徒の身
近な生活から題材が取り上げら
れている。題材の形式は対話文
形式が多く、対話文はほとんど
映画のセリフである。

基本的な表現を、文法に注意し
ながら言語の働きを中心に学習
する構成になっている。映画が
言語の使用場面を具体的に提示
している。

映画の有名なセリフが写真付き
で紹介されている。巻末に重要
表現のリストが掲載されてい
る。

英語
表現
Ⅱ

226 チアーズ 英Ⅱ 331
ATLANTIS Higher Learning
English Expression Ⅱ

平29

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

各課に目標が記されており、学
習内容が明確である。活動ごと
に生徒が取り組みやすいよう構
成されている。

イラストや写真が豊富で、適切
に配置されている。

英語
表現
Ⅱ

226 チアーズ 英Ⅱ 316
ATLANTIS English
ExpressionⅡ

平26

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。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。

英語
表現
Ⅱ

231 いいずな 英Ⅱ 332 be English Expression Ⅱ 平29

文法事項が詳しく、わかりやす
く説明されていて、生徒が事故
学習することが容易である。言
語活動に関しては、やや工夫が
少なく感じる。インタラクティ
ブな場面の設定はほとんどな
い。

21課で全ての文法が網羅できる
内容になっている。練習問題も
充実しており、文法事項がしっ
かりと見につく内容となってい
る。

文法理解のための表現としては
きちんとまとまっている。全体
的にはやや印象が浅い感じであ
る。

英語
会話

2 東書 英会 301
Hello there! English
Conversation

平24

「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。

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。

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。

英語
会話

15 三省堂 英会 302
SELECT English
Conversation

平24

「話す」「書く」活動を通し
て、ことばと人間との関係やこ
とばと社会との関係など広くこ
とばへの関心を高める内容に
なっている。

自分の考えを論理的に発信する
ことができ、他の国の人と積極
的にコミュニケーションを交わ
すことが出来る構成になってい
る。分量も負担なく学べるよう
配慮されている。

活字は鮮明で美しく、写真、イ
ラストなども鮮明である。色の
濃淡や罫線などの工夫がこらさ
れている。

-47-



様式２

番号 略称 記号 番号

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（外国語科（英語））
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現

英語
会話

61 啓林館 英会 303
Sailing English
Conversation

平24

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
コミュニケーション活動ができ
る構成である。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。

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。

英語
会話

109 文英堂 英会 304
My Passport English
Conversation

平24

「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。

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。
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番号 略称 記号 番号

家庭
基礎

2 東書 家基 311
家庭基礎　自立・共生・創
造

平28

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。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。

家庭
基礎

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

平28

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
基礎

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

平28

国際社会についての視点と、持
続可能な社会についての内容が
各所に掲載されている。広い視
野と多様な価値観についての内
容と工夫がされている。

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

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

家庭
基礎

6 教図 家基 302
家庭基礎　ともに生きる
明日をつくる

平24

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分
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
基礎

6 教図 家基 303
最新　家庭基礎　生活を科
学する

平24

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。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
る内容である。

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
基礎

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

平28

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。

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
基礎

7 実教 家基 315 新家庭基礎２１ 平28

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。

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
できる構成である。

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
基礎

7 実教 家基 316 新図説家庭基礎 平28

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
して授業を展開できる。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
基礎

9 開隆堂 家基 317
家庭基礎　明日の生活を築
く

平28

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
た印象である。

資料集との一体型大判であるた
め、見やすい印象である。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
基礎

50 大修館 家基 318
新家庭基礎　主体的に人生
をつくる

平28

共生社会について、様々な視点
から考えさせる内容となってい
る。各領域ともに、内容の深い
資料が掲載されており、生徒に
身近な問題として考えるきっか
けを与えてくれる。

見開き完結型で、授業計画が立
案しやすく、内容・分量に偏り
のないバランスのよい記載と
なっている。

オールカラーで図表等が多い。
特に写真が鮮明で小さなものも
はっきりしていてわかりやす
い。

家庭
基礎

50 大修館 家基 319
未来をつくる　新高校家庭
基礎

平28

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
学習できるよう構成されてい
る。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。

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
基礎

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

平28

それぞれの単元の内容がわかり
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。

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。

家庭
総合

2 東書 家総 307
家庭総合　自立・共生・創
造

平28

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
習を進ることができる。

家庭
総合

6 教図 家総 308
新 家庭総合　今を学び 未
来を描き 暮らしをつくる

平28

学習指導要領の主旨を踏まえ、
必要かつ十分な内容を適切に
扱っている。

写真や図、グラフなどの資料が
極めて充実し、生徒の主体的な
学習を促すのに適切かつ十分な
情報量が盛り込まれているた
め、教科書だけで効果的な学習
が進められる。

用語記号は適切に取り上げら
れ、問題なく学習を進められる
よう配慮されている。

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（家庭科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現
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番号 略称 記号 番号

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（家庭科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現

家庭
総合

6 教図 家総 302
家庭総合　ともに生きる
明日をつくる

平24

基礎・基本をわかりやすく学習
できるようになっている。さま
ざまな社会問題や話題資料が掲
載され、時代の流れに沿った内
容である。

生徒の実生活から地域社会へと
段階を追った構成である。

現代に即した内容がわかりやす
く表現されている。

家庭
総合

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

平28

生きていくうえで必要な基礎的
知識・技術を身につけることを
基本におき、ステップアップさ
せた内容へと展開できるように
なっている。

一つの単元（節）が簡潔にまと
められており、授業プランが立
てやすい構成である。

生徒が読みやすく、わかりやす
い記述になっている。また、各
章のとびらも写真を中心とした
構成で、教材として活用でき
る。

家庭
総合

9 開隆堂 家総 310
家庭総合　明日の生活を築
く

平28

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、図や資料がわかり
やすい。

家庭
総合

50 大修館 家総 311
新家庭総合  主体的に人生
をつくる

平28

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。

家庭
総合

183 第一 家総 312
高等学校　新版　家庭総合
ともに生きる・持続可能な
未来をつくる

平28

各分野において、話題性のある
内容を扱っているため学習への
関心を高めることができる。具
体例を資料で示し、理解しやす
い。

見開きでテーマが完結できる構
成になっている。１ページの中
に解説・グラフ・写真など豊富
な構成である。

視覚的に理解しやすい写真やイ
ラスト、図表が用いられ興味・
関心を持ちやすい。
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番号 略称 記号 番号

社会
と情
報

2 東書 社情 309 新編　社会と情報 平28

基本的な用語などについて網羅
しており、各分野について基礎
的な事項を学べる内容になって
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、用語や記号が統
一されており大変見やすい。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。

社会
と情
報

2 東書 社情 309 新編　社会と情報 平28

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。

社会
と情
報

2 東書 社情 310 社会と情報 平28

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
連系が図られている。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。

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。

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。

社会
と情
報

2 東書 社情 310 社会と情報 平28

内容が豊富で実習と理論がバラ
ンスよく配分されていており、
その連携が図られている。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。

社会
と情
報

7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版 平28

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
題も豊富でわかりやすい構成に
なっている。

わ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。

社会
と情
報

7 実教 社情 312 高校社会と情報　新訂版 平28

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、それぞれにわかり
やすくまとめられており、構
成・分量ともに十分である。

図・表・イラスト等、視覚的に
わ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。

社会
と情
報

7 実教 社情 312 高校社会と情報　新訂版 平28

各分野の内容がわかりやすくま
とまっており、解説も丁寧であ
る。写真やイラストが充実し、
見やすく構成されている。

構成・分量ともに適切である。 平易な表記でわかりやすく書か
れている。

社会
と情
報

7 実教 社情 312 高校社会と情報　新訂版 平28

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、それぞれにわかりや
すくまとめられており、構成・
分量ともに十分である。

普遍的で正確な表記がされてお
り、わかりやすく表現されてい
る。

社会
と情
報

9 開隆堂 社情 313 社会と情報 平28

標準的な用語などについて網羅
されている。比較的、情報モラ
ルなどの社会的な分野の内容が
多く掲載されている。

全９章で構成されており、段階
的に専門性のある内容が学習で
きる構成になっている。

図解や写真・表を多用してお
り、事例を２コマのイラストで
わかりやすく示している。
「Linkマーク」等を用いて、関
連した情報が分かるように表記
されている。

社会
と情
報

9 開隆堂 社情 313 社会と情報 平28

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。

社会
と情
報

104 数研 社情 314
改訂版　高等学校　社会と
情報

平28

情報モラルの指導に配慮してい
る。プレゼ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。

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
おり生徒が主体的に学ぶことが
できるように工夫されている。

社会
と情
報

104 数研 社情 314
改訂版　高等学校　社会と
情報

平28

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。

社会
と情
報

104 数研 社情 315 社会と情報　Next 平28

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。

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。

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。

社会
と情
報

104 数研 社情 305 高等学校　社会と情報 平24

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。

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いる。

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。

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（情報科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現
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平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（情報科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現

社会
と情
報

116 日文 社情 316 新・社会と情報 平28

「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」
というページで、問題解決学習
を行う際の具体的な手順が示さ
れている。

各章末に実習が掲載されてお
り、知識を生かした実務を授業
に盛り込むことができる構成と
なっている。

文章・図解ともにバランスよく
使われているが、比較的、図解
が多い。実習に関する部分では
スクリーンショットが多く使わ
れており、理解しやすい表現に
なっている。

社会
と情
報

116 日文 社情 316 新・社会と情報 平28

「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。

社会
と情
報

116 日文 社情 317 新・見てわかる社会と情報 平28

イラスト・図版を中心としてわ
かりやすい構成である。重要語
句がページごとに「キーワー
ド」としてまとまっており、学
習内容が確認しやすい構成と
なっている。

実務的な内容が中心となってい
るため、実習の説明が多い構成
となっている。

書名の通り図解が中心となって
おり、実践力を養うのに適切な
表現がされている。

社会
と情
報

116 日文 社情 317 新・見てわかる社会と情報 平28

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。

社会
と情
報

116 日文 社情 306 社会と情報 平24

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。

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、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。

社会
と情
報

116 日文 社情 307 見てわかる社会と情報 平24

とてもわ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
持てると思われる。難解な言葉
にも理解しやすいコメントが
あってとてもよい。

文章が簡潔にまとめられてお
り、わかりやすい構成となって
いる。分量も適切で、用語の解
説は章末や巻末にまとめられて
おり、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。

社会
と情
報

183 第一 社情 318
高等学校　改訂版　社会と
情報

平28

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。

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。

社会
と情
報

183 第一 社情 318
高等学校　改訂版　社会と
情報

平28

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。

情報
の科
学

2 東書 情科 306 情報の科学 平28

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。

情報
の科
学

7 実教 情科 307 最新情報の科学　新訂版 平28

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。

情報
の科
学

7 実教 情科 307 最新情報の科学　新訂版 平28

例題にも詳細な解説がされてお
り、ポイントがわかりやすい。
内容的には難しい内容を扱って
いるが、考え方の解説が非常に
詳しいので、理解しやすい。

序章＋５章構成になっており、
目次のページもスッキリとして
いて見やすい。例題が随所に設
定されており、理解を深めるの
に大変よい。

イラストや写真がふんだんに使
われており、わかりやすい。巻
末に用語解説や著作権法等の資
料が豊富にあり、理解しやす
い。

情報
の科
学

7 実教 情科 308 情報の科学　新訂版 平28

数独など生徒が興味を満ちやす
い題材を扱っているので、理解
しやすい。イラストが豊富に使
われており、わかりやすい。

９章構成になっており、全ての
章にホップ・ステップ・ジャン
プという体験・理論・実践の内
容分けがされているので、学習
到達度の設定がしやすい。

ホップ編が見開き２ページで必
ず完結しているので、教科書が
使いやすい。巻末に用語解説や
著作権法等の資料が豊富にあ
り、理解しやすい。

情報
の科
学

7 実教 情科 308 情報の科学　新訂版 平28

標準的な用語などについて網羅
されているが、アルゴリズム・
問題解決については少し掘り下
げた内容で記載されている。

全９章、３編で構成されてお
り、一つの単元の学習の深みを
調整しやすくなっている。

文章による説明が中心となって
いるが、適宜図解も挿入されて
おり、理解するのを手助けして
いる。

情報
の科
学

104 数研 情科 309
改訂版　高等学校　情報の
科学

平28

標準的な用語に加えて、専門的
な用語も押さえてある。説明も
多く盛り込まれており、専門的
な内容まで理解しやすい内容と
なっている。

全４章で構成されているが、各
章で取り扱う内容を明確に分け
てあり、理解を深められる構成
になっている。

文章による説明が中心となって
いるが、図解も多く挿入されて
おり、理解するのを手助けして
いる。
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平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（情報科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現

情報
の科
学

104 数研 情科 304 高等学校　情報の科学 平24

情報を初めて学ぶ生徒でも、イ
ラストだけでなく、写真等もふ
んだんに使われており、わかり
やすい。

序章＋４章構成になっており、
さらに巻末実習や巻末資料等も
あり、充実した内容構成となっ
ている。序章も４章に分かれ、
各分野がわかりやすくまとめら
れている。

実習やコラム、Exercise等が多
く配置されており、より深く学
ぶことができるようになってい
る。動画の仕組みを学ぶための
パラパラ漫画があったりと、紙
面の隅々まで工夫がされてい
る。

情報
の科
学

116 日文 情科 310 新・情報の科学 平28

標準的な用語などについて網羅
されており、分野によっては専
門的な内容まで取り入れてあ
る。

全６章で構成されているが、
ネットワーク編と問題解決編で
分かれており、科学的な分野の
理解に入りやすくなっている。

文章・図解ともにバランスよく
使われている。また、注釈も多
く挿入されており、理解を深め
るのに役立てることができる。

情報
の科
学

116 日文 情科 310 新・情報の科学 平28

全ページカラーで非常に見やす
い。挿絵も多く、難しい内容も
イラスト等を工夫してわかりや
すく表現されている。章末問題
の部分に書き込めるスペースが
あり、教科書に直接記入できる
ようになっているのはよい。

序章＋６章構成になっており、
適度な分量である。途中にアカ
デミックスキルズが設けられて
おり、問題解決等を行うのにと
ても使えそうである。

ページ数の近くに二進数表記が
されていたり、動画の仕組みを
学ぶためのパラパラ漫画があっ
たりと、紙面の隅々まで工夫が
されている。

情報
の科
学

116 日文 情科 305 情報の科学 平24

情報を初めて学ぶ生徒でも説明
ごとにイラストで詳しく内容を
説明してあるのでわかりやす
い。ページにある注釈も細かく
書かれているのでわかりやす
い。

序章＋７章構成になっており、
細かく章分けされている。各
ページにある注釈がページ全体
の3分の1を占めており、そこで
本文に対する細かい内容が示さ
れている。

章末にコラムが大きく設けらて
おり、その章にまつわる興味の
わく内容が書かれている。動画
の仕組みを学ぶためのパラパラ
漫画があったりと、紙面の隅々
まで工夫がされている。

-53-



様式２

番号 略称 記号 番号

工業 7 実教 工業 301 工業技術基礎 平24

理解しやすい記述で基礎的な知
識や、工業各分野の基礎的な技
術について、よく整理されてい
る。

わかりやすく、それぞれの内
容、分量とも適切でよく考えら
れている。

文章表現、用語などの使用が適
切である。

工業 7 実教 工業 302 機械製図 平24

基本的事項、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。

明確な文章・図版の説明があり
適切な表記である。

工業 7 実教 工業 303 電気製図 平24

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。系統的に構成され
ている。

文章表現や用語、基本的内容の
記号・単位が適切である。製図
の事例も豊富であり表現も的確
である。

工業 7 実教 工業 304 電子製図 平24

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・仮名づかい・記号・計量
単位などの使用が適切である。

工業 7 実教 工業 305 建築設計製図 平24

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 平24

製図の基礎から学べ、土木構造
物の製図例が豊富で、多様な学
習に対応できるよう配慮されて
いる。

土木製図の基礎を系統的に配列
し、理解しやすい構成となって
いる。

構造物における文章表現や用語
が簡潔に書かれ、基本的内容の
記号・単位が理解しやすいよう
になっている。

工業 7 実教 工業 307 製図 平24

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 308 工業数理基礎 平24

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 平28

情報技術の基礎について、具体
的な事例が多く用いられてお
り、理解しやすく構成されてい
る。プログラミング言語はBASIC
とＣが用いられている。

無理のない構成で、具体的な解
説で学びやすく、多くの練習問
題を取り入れている。

４色刷りにして、見やすく、わ
かりやすい言葉で書かれてい
る。

工業 7 実教 工業 386 精選情報技術基礎　新訂版 平28

BASICやＣ言語を掲載しており、
例題を通して学習が進められる
よう配慮されている。また、情
報モラル等に関する記載もされ
ている。

学習がスムーズに進むように系
統性に配慮がなされており、理
解しやすい構成になっている。

多くの図を掲載していて理解を
助けるように工夫されている。
カラー刷りにして、見やすく、
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 平24

情報技術の基礎について、具体
的な事例が多く用いられてお
り、理解しやすく構成されてい
る。プログラミング言語はＣが
用いられている。

パソコンの操作や利用方法が身
につくように解説している。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。

写真や図を多く取り入れ、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 平28

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。

興味を持って学習でき、系統性
に配慮がなされており、生徒が
勉強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。ま
たわかりやすい言葉で書かれて
いる。

工業 174 コロナ 工業 312 情報技術基礎 平24

工業の各分野における情報に関
する内容が精選されており、生
徒の発達段階に応じて学習がで
きる内容となっている。

学習がスムーズに進むように系
統性に配慮がなされており、理
解しやすい構成になっている。

写真や図が多く関心や意欲が持
ちやすいようになっている。ま
たわかりやすい言葉で書かれて
いる。

工業 7 実教 工業 313 生産システム技術 平24

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。

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（工業科）
科目

発行者 教科書
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工業 7 実教 工業 315 機械工作１ 平24

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 平24

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。

系統的に構成されており、図版
も多く分量も適当である。

図や写真が豊富で、文章とのバ
ランスがよい。

工業 7 実教 工業 317 新機械工作 平24

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。図や写真
が大きく、見やすい。

工業 7 実教 工業 318 新機械設計 平24

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。

図版も多く設計例が多く、分量
もよい。

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 平24

説明は具体的な設計例が教材に
なっているので、基本的な設計
技術について学べる。

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 平24

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。

例題が多く構成が工夫されてい
て、分量も丁度よい。

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 平25

流体力学、熱力学の基礎をふま
え、原動機の構造や、機能がわ
かり易く適切に配列されてい
る。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。

学習内容に応じて項目が細分化
され、効率よく系列的で理解し
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 321 電子機械 平24

機械の構造、センサの種類と機
能、制御方法など、機械・電
気・情報の分野がバランスよく
解説されている。自動車やカメ
ラなど身近な例をあげており、
興味を引く内容である。

系統的な構成にしてあるが、学
習内容が多岐にわたるため、分
量が多く感じられる。

図や表が多く、理解しやすい工
夫がされている。

工業 7 実教 工業 346 電子機械応用 平25

モータやセンサ、自動化設備の
内容が主体である。今日の製造
業における自動化作業に特化し
た内容である。

モータ～センサ～ロボット～産
業界での応用事例の流れで順序
良く構成されている。演習問題
は少ない。

図や年表によって詳しく解説が
なされており、わかりやすい表
現である。

工業 7 実教 工業 322 自動車工学１ 平24

力学の基礎、自動車の構造、各
種機構に関する基礎的な知識か
ら、高度な知識まで幅広くを学
ぶことができる内容である。

基礎から丁寧に学ぶことのでき
る構成である。力学に関する範
囲は、機械設計と内容が重複す
る。

計算式の解説や図が多く掲載さ
れており、予備知識がなくとも
理解しやすい構成となってい
る。

工業 7 実教 工業 323 自動車工学２ 平24

自動車工学１の続きとなる内容
で、動力の伝達、かじ取り装
置、ブレーキ等、より専門的な
学習ができる内容である。

自動車の各機構ごとに章立てさ
れている。きめ細やかに解説が
なされており、充分な学習量で
ある。

図が多く、複雑な機構もわかり
やすく表現されている。

工業 7 実教 工業 388 電気基礎１　新訂版 平28

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。立体的な図の
表現や重要ポイントが見やす
い。

工業 7 実教 工業 389 電気基礎２　新訂版 平28

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。図や公式など
が別色になっており学習しやす
い。

工業 7 実教 工業 390 精選電気基礎　新訂版 平28

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、わかりやすい表現で書か
れている。
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工業 154 オーム 工業 327 電気基礎１ 平24

電気とは何かから始まり、単
位、法則、測定についてしっか
り説明がされ、日常の生活での
電気の役割など、生徒が電気に
興味を持つような工夫がある。

例題と練習問題は適切な問題に
なっており、問題を解くこと
で、基礎的な内容が身につくよ
うになっている。

表記・表現とも良くできてい
る。色分けなどを使いわかりや
すい。

工業 154 オーム 工業 328 電気基礎２ 平24

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。図や重要公式が別色になっ
ているため、ポイントをとらえ
やすい。

工業 174 コロナ 工業 329 わかりやすい電気基礎 平24

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・基本を学び、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、わ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） 平24

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。

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。

２色刷りで学習効果の向上を
図っており、わかりやすい表現
で書かれている。

工業 174 コロナ 工業 331 電気基礎（下） 平24

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。

３色刷りで学習効果の向上を
図っており、わかりやすい表現
で書かれている。

工業 7 実教 工業 391 電気機器　新訂版 平29

各種電気機器および電気材料の
基礎を網羅し、多用したわかり
やすい内容になっている。

新訂版前同様に内容・具体的分
量も適切である。

視覚的に理解できるように各章
が見やすい図を多く掲載し、見
返しにも活用できるように工夫
している。

工業 154 オーム 工業 349 電気機器 平25

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。

内容が具体的で分量も適切であ
る。

わかりにくいところは図が取り
入れられており、説明も適切な
ので、生徒にとって理解しやす
い表記である。

工業 7 実教 工業 392 電力技術１　新訂版 平29

基礎的・基本的な事項をわかり
やすく取り上げ、容易に理解で
きるよう工夫されていている。

構成・内容にも十分に配慮され
ており、学習量としても適切で
ある。

図表等がわかりやすく色分けさ
れており、表記方法も適切であ
る。

工業 7 実教 工業 393 電力技術２　新訂版 平29

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。

図板が大きく視覚的にわかりや
すい。

図や表など適切に配置されてい
る。

工業 154 オーム 工業 352 電力技術１ 平25

電力技術に関する基礎的事項が
具体例を多く取り入れイメージ
しやすいように解説されてい
る。

構成・内容にも十分に配慮され
ており、学習量としても適切で
ある。

図表等がわかりやすく色分けさ
れており、表記方法も適切であ
る。

工業 154 オーム 工業 353 電力技術２ 平25

電力技術の基礎的事項から発展
的事項まで図や表を多く取り入
れ説明も丁寧である。

やさしい文法事項から入ってい
る。量も適当である。

やさしくわかりやすい言葉で書
かれている。図や表など適切に
配置されている。

工業 7 実教 工業 395 電子回路　新訂版 平29

基本的な回路について丁寧に記
述され、適所に例題や問が設け
られている。

各種の回路についてまんべんな
く学習できる構成になってい
る。

図や写真などが適所に配置され
いる。

工業 174 コロナ 工業 357 電子回路 平25

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。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。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 平25

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。
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工業 7 実教 工業 374 通信技術 平26

通信技術の内容が、具体的事例
を用いて平易に解説されてい
る。

分量、体裁も良く、内容の配分
がよい。

文字や図の割付が良く、文章表
現が適切である。

工業 7 実教 工業 359 電子情報技術 平25

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。

分野別に片寄りが無く構成され
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。

工業 7 実教 工業 333 プログラミング技術 平24

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、学習の定着を図ることがで
き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 平25

コンピュータに関する知識と、
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 平25

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を取り
上げ、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 375 コンピュータシステム技術 平26

コンピュータシステムやマルチ
メディア技術、データベース技
術などの内容を学習できるよう
配慮されている。

具体的な事例を用いて、技術や
知識の解説があり、理解の定着
が図れるよう構成されている。

２色刷りを有効に利用してお
り、図や写真、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 平24

建築物の構造形式及び建築材料
が詳細な図や写真で理解しやす
く書かれている。

具体的な解説で学びやすくして
ある。分量配分が適当である。

初めて学ぶにあたり、建築用語
や表現がわかりやすい。

工業 7 実教 工業 362 建築計画 平25

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 平25

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 平26

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 平26

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 平24

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 平25

全体的に理解しやすいように配
慮されている。特に重要となる
内容は、具体的に説明を加えて
いる。水理･土質力学の学習につ
いても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よ
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 平25

全体的に理解しやすいように配
慮されている。特に重要となる
内容は、具体的に説明を加えて
いる。水理･土質力学の学習につ
いても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よ
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。
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工業 7 実教 工業 366 土木施工 平25

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
解しやすい記述である。

工業 7 実教 工業 379 社会基盤工学 平26

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。

工業 201 海文堂 工業 344 デザイン技術 平24

デザインの基本的な考え方が押
さえてあり、色彩や造形の分
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。

デザインに関する専門的な各分
野の解説が大変わかりやすい。

図版や資料が多いので専門的な
内容がよりわかりやすい。

工業 179 電機大 工業 384 デザイン史 平26

先史時代から現代までの造形文
化の流れを、西洋と日本との関
わりの中でわかりやすい。

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。装丁も堅牢でよい。

図版や資料の分量が適切であ
り、解説もわかりやすい。
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商業 7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版 平28

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

分量は適切である。豊富な資料
の構成が工夫されておりわかり
やすい。

グラフや図表が豊富に使われて
いる。挿絵等も生徒が興味を持
てるものとなっている。

商業 144 暁 商業 302 新ビジネス基礎 平24

章立てが、経済現況が教科書後
半になっているが、前半の方が
学習しやすい。

章ごとに設定された練習問題で
ある。構成は興味を持てる内容
である。

シンプルな配色はとてもよい
が、強調用語の部分が少しわか
りづらい。

商業 190 東法 商業 335 ビジネス基礎　新訂版 平28

基礎・基本の解説が平易な表現
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。
文章による説明が適切である。

分量としては問題はない。豊富
な資料である。

文章表現、内容が適切である。

商業 7 実教 商業 345 ビジネス実務　新訂版 平29

学習に必要なすべての要素が網
羅されており、それらが丁寧に
記述されているため理解しやす
い。

例題や基本問題、練習問題が豊
富にあり、バランスのとれた構
成になっている。

例題や実習問題が豊富に掲載さ
れている。

商業 190 東法 商業 346 ビジネス実務　　新訂版 平29

基礎的な知識及び技能を習得さ
せることに重点が置かれてい
る。

例題や実習問題が豊富に掲載さ
れている。

視聴覚的要素から理解を促すよ
う配慮されている。

商業 7 実教 商業 336 マーケティング　新訂版 平28

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。

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 平28

理論プロセス等が適切である。 表記において会社での差が出て
いると感じる。

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

商業 7 実教 商業 315 商品開発 平25

商品開発に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
なのかが確認しやすい。

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。学びやすい分量で
ある。またプレゼンについて巻
末資料としてまとめられており
活用しやすい。

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。

商業 7 実教 商業 325 広告と販売促進 平26

具体的な事例が多く配置されて
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良
く分量や装丁も適切である。

イラストやグラフ、写真資料等
が豊富で興味を惹くものとなっ
ている。文章もわかりやすい表
現である。

商業 7 実教 商業 316 ビジネス経済 平25

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、各章末毎の確
認問題が充実している。

学習の理解を助ける要素が充実
しており専門的な概念の理解に
役立つ要素を区分けして例示し
てあり読みやすい。

商業 7 実教 商業 326 ビジネス経済応用 平26

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。

注釈が充分にあり、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
じるが図や表で視覚的に理解を
深められる表現が多い。

商業 7 実教 商業 327 経済活動と法 平26

興味を惹きやすい内容となって
いる。法律用語の説明もわかり
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、
内容や量等も適切である。

イラストや挿絵が充実してい
る。また、発展学習をする際の
事例がわかりやすくまとめられ
ている。

商業 190 東法 商業 328 経済活動と法 平26

内容等は特段問題無いものと
なっている。わかりやすい内容
であるが少々難しい表記もあ
る。

調べ学習をさせるには、｢索引表
記｣が大いに利用出来ると感じ
た。

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。

商業 7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 平28

平易な表現で記述されており、
基礎項目から発展項目へと段階
を追って学習でき、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。

平成３０年度使用教科用図書調査研究報告書

教科名（商業科）
科目

発行者 教科書
教科書名 改定 内容 構成・分量・装丁 表記・表現
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商業 7 実教 商業 339 高校簿記　新訂版 平28

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。学習を進めるうえで適
切な内容である。

理論的に簿記を学習できる構成
となっている。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 190 東法 商業 340 簿記　新訂版 平28

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。

本文の内容は２色刷りで見やす
く学習しやすい。

商業 230 ネット 商業 341 はじめての簿記 平28

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。取引例をきっかけにし
て考えさせる内容となってい
る。

文章・取引例が多く、分量が多
く、例示・図解が少ない。

文章が多く、視覚からの理解が
得にくい。

商業 7 実教 商業 347 新財務会計Ⅰ　新訂版 平29

イラストを用いて事例を説明し
ており、学習内容をイメージし
やすい作りとなっている。

文章構成は太字や強調処理を用
いて、適切な分量で作られてい
る。また、表を用いて、類似の
項目などを整理しながら掲載さ
れている。

色合いは少ないものの、視覚的
に区別しやすい表記がされてお
り、やさしい作りとなってい
る。

商業 7 実教 商業 348 高校財務会計Ⅰ　新訂版 平29

どの単元においても、事例を挙
げながら説明されており、理解
を深めやすい。また、進んだ学
習も用意されており、発展学習
にも適している。

簿記会計としての株式会社の学
習を取り組める手順で構成され
ている。説明の文章がやや多
く、図解などが少ない。

多くの色合いを用いており、単
元ごとにカラーを変えるなどの
工夫がされており、視覚的に捉
えやすい。

商業 190 東法 商業 349 財務会計Ⅰ　新訂版 平29

イラストや挿絵、挿入部品など
を用いて詳細な説明がされてお
り、進んだ学習をしていくこと
も可能である。

基礎・基本から株式会社の仕組
みをふまえて構成されており、
学習していく手順としては取り
組みやすい。

多くの色合いを用いており、単
元ごとにカラーを変えるなどの
工夫がされており、視覚的に捉
えやすい。

商業 7 実教 商業 350 原価計算　新訂版 平29

基本的な記載方法を習得するた
めの説明が丁寧に解説されてお
り、発展学習の要素が取り入れ
られている。

原価の計算や記載方法の例題が
豊富に記載されており、解説の
内容がイメージしやすく構成さ
れている。

勘定図等の図解・イラストが充
実されており、理解しやすく、
見やすい表記となっている。

商業 190 東法 商業 351 原価計算　新訂版 平29

基本的な考え方と計算および記
載方法について、理解を深める
ための用語解説が詳しく、適切
である。

各単元における説明や図解、例
題などが適宜、記載されている
ことから理解しやすく工夫され
ている。

勘定科目ごとの関係や記入状況
がわかりやすく色分けされてい
る。写真、イラストが多く記載
されていることから、イメージ
することができ、全体的に理解
しやすい。

商業 7 実教 商業 342 情報処理　新訂版 平28

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。イラ
ストや色の使い方は、生徒が理
解しやすくなるよう工夫されて
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 平28

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見られる。
やや分量が多いがわかりやすく
学習を進めるのに適している。

資料が見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 平28

単元ごとのポイントとなる関数
を中心に、丁寧に説明がされて
ある。また、題材も身近なもの
を多数取り上げているのでわか
りやすい。

分量は適切である。内容の構成
に工夫がみられる。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。

イラストや図を多用した解説が
多く、全体的に理解しやすい内
容である。

商業 7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版 平29

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 353 ビジネス情報　新訂版 平29

「情報処理」を学習した生徒が
「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。シス
テム開発では表計算とデータ
ベースで自動化するための両者
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。

商業 7 実教 商業 331 電子商取引 平26

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、実用的な技能を身につける
のに適している。

章単位で完結されているので、
授業時間にあわせて展開を工夫
することができる。例題や練習
問題が適宜掲載されており、分
量的にもバランスのとれてい
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。
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商業 190 東法 商業 332 電子商取引 平26

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。全体的に、落ち着
いた色でカラー化されている。

商業 7 実教 商業 324 最新プログラミング 平25

ＪＡＶＡ言語の解説がされてい
る。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
色はよい。

商業 7 実教 商業 312 プログラミング 平24

ＣＯＢＯＬ言語の解説がされて
いる。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 平26

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。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
認問題が少なめである。

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。
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家庭
（専
門）

7 実教 家庭 303 生活産業情報 平25

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。

生活に関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。

家庭
（専
門）

6 教図 家庭 304
子どもの発達と保育　育つ
育てる　育ち合う

平25

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
ついてわかりやすい内容であ
る。様々な乳幼児の課題を明ら
かにして、どのように対処すべ
きかが明記されている。

章ごとにそのポイントになるコ
ラムが記されており、生徒の興
味・関心を喚起しやすい。表・
図・イラストの量もバランスが
よい。

等身大の新生児の写真など、写
真やカラーイラストが豊富で文
字も大きく視覚的に理解しやす
い。

家庭
（専
門）

7 実教 家庭 311
子どもの発達と保育　新訂
版

平29

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。

テーマ学習を各所に設定してい
る。図や写真、イラストも充実
しており見やすい。

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

家庭
（専
門）

7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 平25

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

実習例が多く、着装まで含め基
本的なことが学習しやすい構成
である。

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

家庭
（専
門）

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

平29

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。

余白を多くとり,見やすい構成で
ある。学習を深めるための内容
も豊富に取り入れてある。興味
や関心を持ちやすい構成になっ
ている。

図や写真・イラストも多く丁寧
に説明されており、わかり易い
表現となっている。調理用語な
ど具体的な解説も取り入れてあ
る。

家庭
（専
門）

7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 平29

それぞれの単元を細分化し、よ
り深く学ぶことができる内容と
なっている。食文化や食育など
現代における課題もとりいれま
とめられている。

実習内容についての記載が充実
している。全体的に幅広い視点
からの構成になっており、関心
や理解が深まりやすい。

写真や図・グラフなどの資料が
充実している。色彩も濃淡を使
い、より見やすい表現となって
いる。

家庭
（専
門）

6 教図 家庭 310 服飾文化 平25

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
（専
門）

7 実教 家庭 302 ファッションデザイン 平24

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
ものになり、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。
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様式２

番号 略称 記号 番号

福祉 7 実教 福祉 301 社会福祉基礎 平24

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 平24

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。イラストや図がわかりやす
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 平26

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。参考資料などを取り入れ視
覚的に工夫されているとなおよ
い。

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 平25

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 平26

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。形態別支援に沿った
事例数が増えるとさらによい。

基礎的・系統的に配列され、適
切である。事例数を増やし、分
量を増した方がよい。

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
てい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 平25

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。視覚的
に工夫されているとなおよい。

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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