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資料２－１ 

令和３年度使用教科用図書採択の観点 

（高等学校） 

〈〈全日制〉〉                  〈〈定時制〉〉 

川崎高等学校      １頁～２頁        川崎高等学校       １０頁～１０頁 

幸高等学校       ３頁～４頁 

川崎総合科学高等学校  ５頁～６頁        川崎総合科学高等学校   １１頁～１２頁 

橘高等学校       ７頁～７頁        橘高等学校        １３頁～１４頁 

高津高等学校      ８頁～９頁        高津高等学校       １５頁～１６頁 



【様式３】 

教 科 用 図 書 採 択 の 観 点

川崎市立川崎高等学校（全日制の課程） 

教育方針・学校目標 

『こころ豊かな人になろう』 

 ○自分の良さを伸ばし、将来の夢を見つめて、自分探しに取り組もう 

 ○自ら知識を求め、追究する過程を大切にし、新たな課題に取り組もう 

 ○他を認め、思いやる心をつちかい、人類共通の課題に取り組もう 

教科 教科の目標、育成したい資質能力など

国 語 ○日本語の言葉と文化への理解を深め、基礎力の定着を図り、自分の考えを発展させていく能力を育成する。 

地 歴 ○基礎・基本的事項の定着と、資料（史料）活用能力の向上ならびに社会的思考力の涵養に努める。 

公 民 ○基礎・基本的事項の定着と、資料活用能力の向上ならびに社会的思考力の涵養に努める。 

数 学 ○体系的な学習を通じて、基礎・基本の定着を行うとともに、数学的な概念を育て、論理的な思考力を身に付けさせる。 

○生徒の学力を的確に把握し、きめ細やかな指導に努める。 

○ICT 活用やオンラインサポート授業を充実させ、生徒の学力保障に努める。 

理 科 ○自然事物・現象に対する関心や探究心を高め、目的意識をもった実験・観察を行い、科学的に探求する能力と態度を育てる。

保健体育 ○個人及び社会生活における健康・安全について理解を深められるようにする。 

○生涯を通じて自らの健康を大切に考えて管理するとともに、より良く改善していくための資質や能力を身に付ける。 

音 楽 ○音楽の幅広い活動を通して、感性を高め、生涯にわたり音楽を愛好する心情を養う。 

○音楽文化についての理解を深め、表現するための基礎的な能力を身に付け、音楽を創造的に表現する。 

美 術 ○美術に親しむ活動を通して感性を豊かにし、生涯にわたり美術を愛好する心情を養う。 

○表現したいことを豊かに伝えるために必要な基礎技能について学習し、制作における課題発見や解決のための力を養い、主体的な表現

活動を目指す。 

書 道 ○書に親しむ活動を通して感性を豊かにし、書を愛好する精神を養う。 

○書の古典の学習を通して自己を主体的に表現するための書道の基礎的な能力を身に付け、個性を活かした表現を目指す。 
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【様式３】 

外国語 ○世界について広く知り、英語を使って世界に向けて自分の考えを発信する力を養う。 

○自らの課題を設定し、目標に向かって取り組む態度を育てる。 

家 庭 ○人間の発達と生活の営みを総合的に捉え、家族・家庭と社会の関わりについて理解させる。 

○生活に必要な知識と技術を習得させ、体験的な授業を通して主体的に家庭や地域の生活を創造する能力と生活に必要な実践力を身に

付けさせる。 

情 報 ○コンピュータや情報通信ネットワークなどの活用を通して、情報を適切に収集・処理・発信するための基礎的な知識と技能を習得し、

情報を主体的に活用する能力を身に付ける。 

○情報モラルを正しく理解し、新しい課題に対して情報を適切に取扱い、問題を解決しようとする姿勢を養う。 

専 門 家 庭 ○専門的な知識を習得させ、上級学校への進学を希望する生徒たちの意欲を高める授業展開を目指す。 

専 門 福 祉 ○福祉の各分野について体系的・系統的に理解できるとともに、知識及び技術を習得し、社会福祉の課題について理解を深める。 
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【様式３】 

教 科 用 図 書 採 択 の 観 点

川崎市立幸高等学校（全日制の課程） 

教育方針・学校目標 

教育基本法に明示された精神に則り、情操豊かな人間の育成につとめ、一般的な教養を高めるとともに、専門的な知識と技能を習熟させる。 

１ 広く豊かな心と教養を持ち、自主的精神と態度を身につけた誠実清楚な人間を育成する。 

２ 礼儀と秩序を尊重し、責任感と協調性を持ち、社会の変化に対応できる力を育成する。 

３ 確かな学力を身につけ、専門的かつ国際的な視野を持ち、自己の可能性を追求する力を育成する。 

教科 教科の目標、育成したい資質能力など

国 語 言葉の基本的な概念を習得し言葉の使い方に対する考えを深めさせる。思考力・表現力・想像力を伸ばし、言語感覚を磨き、様々な場面

で適切な表現ができるようにさせる。古典作品の読解・鑑賞を通し、伝統的な言語文化への関心を高めさせる。 

地 歴 基本的事項の定着を図る。生徒の進路実現のため資料を活用する、協働して調査・発表する、体験的な学習を取り組み、社会的思考力を

涵養する。 

公 民 基本的事項の定着を図る。生徒の進路実現のため資料を活用する、協働して調査・発表する、体験的な学習を取り組み、社会的思考力を

涵養する。 

数 学 高等学校数学における基本的な概念や原理・法則を体系的に理解させるとともに、生徒の身の回りの事柄・事象や図形を数学的に処理す

る力を伸ばし、論理的なものの考え方、筋道を立てて考える力を育てる。 

理 科 科学的な内容に対する関心・意欲を高め、基礎的な学力の向上を図り、科学的な思考力・判断力を育成する。 

保健体育 心と体を一体としてとらえ、健康・安全についての理解、健康の保持増進のための実践力の育成と体力の向上を図り、明るく豊かで活力

ある生活を営む態度を育てる。 

音 楽 歌唱や器楽などの演奏活動、基礎的な音楽理論や音楽史などの知識、作品の鑑賞を通して生涯に渡って音楽を愛好する心情を育てる。 

美 術 作品の鑑賞と、平面・立体作品の制作を通して知識、造形力、発想力を育成し、生涯に渡って美術・デザインを愛好する心を育てる。 

書 道 日本及び中国の古典・名筆の臨書を通じて技術の向上と鑑賞力を養い、自由な心象の表出としての創作の制作を楽しみ、生涯生活にも書

を愛好する心情を培って、書文化の歴史を尊重し、深めようとする姿勢・感性を育てる。 

外国語 コミュニカティヴな授業を通して、コミュニケーションの手段としての基礎的・基本的な英語の運用能力の向上を図る。生徒の生活実態

に即した題材を用い、英語を主体的に学ぼうとする意欲を引き出す。英語学習を通じて、自他の言語や文化について興味を持たせ、自分

を取り巻く世界について深く考えさせる。
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【様式３】 

家 庭 家庭生活の各分野を幅広く学び、将来の生活に生かせるよう、幅広い視点で生活を営める人材を育成する。 

情 報 高度情報化社会を生きるのに必要とされる、知識、技能、モラルなどを身に付け、情報化社会に主体的に向き合える人物を育成する。 

専 門 商 業 商業の各分野に関する幅広い知識と技術を習得させるとともに、論理的思考力、グローバル・コミュニケーション力を伸ばし、産業界で

求められる人材を育成する。 
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【様式３】 

教 科 用 図 書 採 択 の 観 点

川崎市立川崎総合科学高等学校（全日制の課程） 

教育方針・学校目標 

教育目標 ○真理を探究し、高邁な人格の育成に努める 

     ○教養を高め、豊かな創造力と健全な批判力の育成に努める 

     ○専門（工業・理数）の知識と技術を習得し、勤労を愛する精神の育成に努める 

     ○心身を鍛錬し、明朗にして良識ある社会人の育成に努める 

校  訓 『誠 実』『勤 勉』『強 健』 

教科 教科の目標、育成したい資質能力など

国 語 生徒が希望する進路実現のために意欲と学力の伸張を図るための指導の工夫と充実、これからの国語教育への理解を深める。 

１ 基礎学力の育成。全校的な意識の伸張と高校生として必要とされる語彙力の育成を目指す。 

２ 言語活動の充実 進路実現に向けて、自分の言葉で書く・話すことができるようになるための、きめ細やかな指導を行なう。 

地 歴・公 民 生徒が現代社会における様々な事象や課題に対し高い関心をもつよう指導するとともに、それらへの考察に必要な地理的、歴史的基礎

知識、及び、政治的、経済的、社会学的基礎知識を修得するべく指導する。 

数 学 数学における概念や原理・法則についての理解を深め、基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り、事象を数学的に考察し表現する能力を

養い、数学のよさが認識できるようになるとともに、それらを的確に活用する態度を身に付けさせる。 

理 科 生徒に考えさせるような授業を目指し、課題解決に向け主体的に学ぶ姿勢を養う。 

保健体育 新学習指導要領の内容に則し、生涯にわたって健やかな体を培うための身体能力と知識を定着させ、個人に応じた豊かなスポーツライフ

を実現する資質や能力を育成するとともに、個人生活及び社会生活における健康・安全に関する内容を総合的に理解できるようにし、生

涯を通じて自らの健康を適切に管理し改善していく資質や能力を育てる。 

音 楽 幅広い芸術活動を通して豊かな感性を育み、創造的な表現力と鑑賞能力を伸ばす。また、芸術の諸能力を高めるとともに、芸術文化に

ついての理解を深め、将来にわたり芸術を愛好する心情を育てる。 

２・３年においては、生徒の興味・関心に応じて発展的な指導ができるよう留意する。芸術関係の進路を希望している生徒や、卒業後

の進路で音楽の力を付けておく必要のある生徒については、さらに実力を伸ばすことを目標において指導していく。 

外国語 「聞く・読む・話す・書く」の４技能を意識した総合的な指導により、コミュニケーションを図ろうとする態度を育成し、コミュニケ

ーション能力を養う。 
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【様式３】 

基礎学力の定着を図るだけでなく、自発的に学習する態度を育成する指導法を工夫する。 

生徒一人一人の高度で発展的な課題にも対応できるように、英語力の向上に努める。 

家 庭 家族と家庭の役割，生活に必要な衣，食，住，保育，消費等に関わる知識や技術を習得するとともに，それらを活用して課題を解決する

ために物事を理論的に考える力と実践に向けて自分の持っている力を工夫できる力を身に付ける。生活上の知識や技術の習得を生涯の

生活設計やキャリアプランニングなどと関連付けて取り扱うことにより、生徒自身が現在及び将来の生活を自立的に営み、男女が共に協

力して家庭を築いていくという実践的な態度を育てる。 

情 報 社会との関わりの中で、情報や情報技術に関する事柄を理解し、社会のモラルに反することなく実践することを通じて、豊かな情報社会

の創造を実現できる学力を身に付けさせる。 

専 門 工  業

情報工学

社会における情報化の進化に即応し、その幅広い分野に対応できる応用力と創造力のある柔軟性を備えた情報技術者の育成を目指し、コ

ンピュータに関連する知識と技術を習得させるとともに、プログラム開発、システム開発・コンピュータ制御などにおいて実際に活用で

きる能力と態度を育てる。社会人としての豊かな人間性の育成を目指し、集団に溶け込み、明朗で責任感が強く、技術の多様化に順応で

きる研究心と勤労意欲の旺盛な人物の育成に努める。 

専 門 工 業

総合電気

電気・電子・情報に関する基礎的な知識と技術を目指し、生徒の興味関心に応じて、発電・送電などのエネルギー関係やコンピュータ・

電子機器などのエレクトロニクス関係を学習し、時代の先端をゆく専門的な知識と技術を習得させる。社会で活躍できる明朗で責任感の

ある人物の育成に努める。 

専 門 工 業

電子機械

メカトロニクス技術の進歩に適応できる電子機械技術の修得を目指している。ロボット化やメカトロニクス化された新しい技術に適応

できる人物を育成するために、広い範囲に応用できる基礎的知識を習得させるとともに、各種の実験や実習を通して専門的知識や技術を

体得させる。社会で活躍できる創造性豊かな人物の育成に努める。 

専 門 工 業

建設工学

建築の基礎教育や共生を重視した人間教育を目指す。２年次より専門教科を選択する事により、実験設備・測量機器や CAD ソフトを利用

して、土木構造物や住空間を視覚的に学習する。また、現場見学などに積極的に参加し、実践的な専門知識や技術を体得する。 

専 門 工 業

デザイン

デザインの基礎的な知識と造形的な技術を学び、創造的な発想力、構想力および実践的な態度の育成を目指している。基礎的な造形感覚

の養成、様々なデザイン表現の技術の習得、デザイン思考による問題解決能力やプレゼンテーション能力の育成など、創造性豊かで社会

貢献できる人材の育成に努める。 

専 門 理 数

科 学 

理科・数学における基本的な概念・原理・法則などについて、事象を探究する過程を通して系統的な理解を深める。併せて一般的な教養

を高め、理系難関大学への進学を目指している。指導方針として次の 4つを置いている。 

１ ３年間を計画的に活用し、真の実力を養成する。  

２ 進学に必要な情報を的確に提供する。 

３ 自己の将来像を明確化し、進学目標の具体化を促進する。 

４ 豊かな人間関係から、目標達成への推進力を育てる。 
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【様式３】 

教 科 用 図 書 採 択 の 観 点

川崎市立橘高等学校（全日制の課程） 

教育方針・学校目標 

真理と正義とを愛し、互いに敬愛の誠を尽くし勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な平和国家社会の形成者の育成。 

1.知性と品性を高め豊かな情操の育成に努める 2.協同友愛 3.自治の精神の確立 4.勤労愛好の習慣の体得 

教科 教科の目標、育成したい資質能力など

国 語 １． 基礎基本の定着と、生徒の自主性や協働性を養う。 

２． 確かな学力の向上。 

３． 問題解決力および自己学習力の育成。 

地 歴 地理・歴史・公民の各分野における基礎学力の定着を図る。～・歴史的過程と地理的条件の理解と認識を深めさせる。・現代社会の諸問 

公 民 題を認識させ、様々な観点から考察できる。・多角的な視野から物事を視る力を養う。～ 

数 学 １． 基礎・基本の充実 

２． 問題を「解くこと」の楽しさ、「考える喜び・出きる充実感」を得られる授業 

３． 自学・自習の習慣の定着 

４． 高度な問題への取り組み 

理 科 生徒が進路希望を実現するために必要な力を養うことができる。

保健体育 心と体を一体としてとらえる。健康や安全について考え、生涯にわたって豊かな生活ができるようにする。合理的で計画的な実践を通し

て、知識や技能を深める。仲間とともに高めあいながら運動を楽しむ。自己の健康状況に応じて、体力の向上を目指す。自ら選んだ選択

種目に責任をもって取り組み、生涯にわたって運動に親しむ態度や能力を身に付ける。 

音 楽 「実技に取り組むことは考えること、考えることは生きる力」を目標に、自ら考え・取り組み・技能知識を高めていく力を育てる。 

美 術 美術の幅広い創造活動を通して、生涯にわたり芸術を愛好する心情を育てるとともに、感性を高め豊かな情操を養う。 

書 道 図版の見やすさ・歴史・史料とのつながりがあること。書の伝統と文化に関心を持ち、感性を働かせながら、そのよさや美しさを味わう

こと。 

外国語 相手の意図を的確に理解するとともに、自らの意思や意見をしっかりと相手に伝えられるコミュニケーション能力を涵養する。 

家 庭 生徒が主体的に取り組める授業づくりと評価の研究。生徒自身の自立・自律できる力を身に付ける。 

情 報 自ら深く学ぶ姿勢、並びに自己学習力と応用力の育成を目指す。 
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【様式３】 

教 科 用 図 書 採 択 の 観 点

川崎市立高津高等学校（全日制の課程） 

教育方針・学校目標 

１． 個人としての尊厳を自覚し、自主的精神をもって、民主社会で責任ある行動を果たし得る人格を育成する。 

２． 学力を充実させ、合わせて、すべての物事に対し適正な判断が下せるように、客観的な思考能力を育成する。 

３． 教養を広め、情操を養い、豊かな文化的生活を営み得るよう、人間性の開発と高揚に努力する。 

４． 健康的な身体と基礎的な生活能力を養い、勤労意欲を高め、実社会において、着実有能な活動をなし得る人材を育成する。 

５． 広く国際社会に視野を広げ、人類共同の連帯感に目覚め、その福祉と発展のために参加し得る人間を育成する。 

教科 教科の目標、育成したい資質能力など

国 語 国語を適切に表現し的確に理解する能力を育成し、伝え合う力を高めるとともに、思考力や想像力を伸ばし、心情を豊かにし、言語感覚を磨

き、言語文化に対する関心を深め、国語を尊重してその向上を図る態度を育てる。 

地 歴 

公 民 

（１）自ら考え、学ぶ態度の育成に努めるとともに「生きる力」を養う。 

（２）基礎的・基本的な知識及び技能を習得させ、学力の定着を図り、個々の学習課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力を養う。

（３）選択発展科目の履修者に対し、幅広い知識とともに、大学入試に必要な学力及び応用力を身に付けさせる。 

（４）ＩＣＴ機材・視聴覚教材を効果的に用いる研究を行う。 

（５）「アクティブラーニング」や「反転学習」などを一部授業に盛り込み、生徒が主体的に学習に取り組めるように努める。

数 学 （１）生徒の数学に関する興味・関心を高めさせ、基礎学力の定着を図る。 

（２）生徒の数学的思考力を高め、応用力が深まるように指導する。 

（３）指導法をさらに工夫し、数学科全体の授業力をより高める。 

理 科 （１）教科指導の充実 

  ①自ら学ぶ・考える態度の育成を図る。 

   ・自分で考え、思考する時間を設けるようにする。 

  ②基礎学力の定着を図る。 

   ・問題演習と家庭学習を促す。 

  ③応用力の育成に努める。 

   ・学校・自宅で問題演習を取り組ませる。 

（２）豊かな心の育成 

  ①教養を広め、情操を養う。 

   ・現在の話題から科学への関心を高め、興味を持たせるようにする。 
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【様式３】 

（理 科） （３）安全教育の充実 

  ①安全への意識向上を図る。 

   ・危険物や薬品の取り扱い方を学ばせる。 

（４）今日的な教育諸課題への取り組み 

  ①環境教育の充実を図る。 

   ・現在の課題や社会問題と科学の環境への関わり方を学ばせる。 

保健体育 （１）心と体を一体として捉え、健康・安全や運動についての理解と運動の合理的な実践を通して、集団的な活動や表現活動、コミュニケーシ

ョン能力を高め、生涯にわたって豊かで、計画的にスポーツライフを継続し、運動に親しむ資質や能力を育てる。 

（２）健康の保持増進のための実践力の育成と体力の向上を図るとともに、公正、協力、責任などの態度を育て、明るく豊かで活力のある生活

を営む態度を育てる。 

芸術 

（音 楽） 

（美 術） 

（書 道） 

（１）芸術を通し教養を広め、伝統や文化を大切にする心を育成する。 

（２）幅広い芸術活動を通して、生徒の意欲的な創作活動を支援し、創造力・表現能力を伸ばし、個性の伸長を図る。 

（３）鑑賞や表現活動を通して客観的な思考力・判断力・言語活動能力・鑑賞能力を養い、自らの課題を解決するなど、主体的に取り組む態度

を身に付け、表現の幅を向上させる。 

（４）ＩＣＴを利用した授業について教科研究に取り組み、積極的に活用する。 

（５）第２９回川崎市立高等学校合同芸術祭に向け、企画運営にあたり市立五校各芸術教科・ＰＴＡと連携し、作品の出品や演奏発表する生徒

の表現力の向上を目指す。 

外国語 （１）基礎学力の定着を図る。 

（２）自ら積極的に学ぼうとする姿勢を育成する。 

（３）教材の充実に努める。 

家 庭 （１）安全・環境に配慮した生活に関する基礎的・基本的な知識を習得し、実践できる力を養う。 

（２）家庭や地域社会の中で生活課題を主体的に解決できる力を身につけるため課題解決学習を行い、主体的・対話的で深い学びができるよう

努める。 

（３）選択科目について、専門的学習が深まるような学習内容・教材の精選及びキャリア教育を進める。 

（４）タブレットを用いた学習活動の推進を図る。 

情 報 （１）情報活用の実践力の育成 

  ①課題や目的に応じて情報手段を適切に活用することを含めて、必要な情報を主体的に収集・判断・表現・処理・創造し、受け手の状況な

どを踏まえて発信・伝達できる能力の育成 

（２）情報の科学的な理解の育成 

  ①情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と、情報を適切に扱い、自らの情報活用を評価・改善するための基礎的な理論や方法の理解

の育成 

  ②情報と情報技術を問題の発見と解決に効果的に活用するための科学的な考え方を習得させ、情報社会の発展に主体的に寄与する能力と

態度の育成 

（３）情報社会に参画する態度の育成 

  ①社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響を理解し、情報モラルの必要性や情報に対する責任について考

え、望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度の育成 
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【様式３】 

教 科 用 図 書 採 択 の 観 点

川崎市立川崎高等学校（定時制の課程） 

教育方針・学校目標 

『こころ豊かな人になろう』 

○自分の良さを伸ばし、将来の夢を見つめて、自分探しに取り組もう 

○自ら知識を求め、追求する過程を大切にし、新たな課題に取り組もう 

○他を認め、思いやる心をつちかい、人類共通の課題に取り組もう 

教科 教科の目標、育成したい資質能力など

国 語 国語を適切に表現、理解する能力を育成し、伝え合う力を高めるとともに、思考力、想像力を伸ばし、心情を豊かにし、言語感覚を磨き、

言語文化に対する関心を深める。 

地 歴 全世界の歴史的過程や生活・文化などの地域的特色を踏まえ、専門的な知識、概念や技能を習得・定着させ、それらを活用できるよう理

解を深める。 

公 民 倫理・社会・文化・政治・法・経済にかかわる諸問題を取り上げ、学習や議論を通して考えをまとめ、説明できるよう理解を深める。 

数 学 ・数量、図形などに関する基礎的な概念や原理・法則に対する理解を深め、数学的な表現や処理の仕方などの技能を習得する。 

・事象を数理的に考察する能力を高め、数学的な活動の楽しさ、数学的な見方や考え方の良さを知る。 

理 科 自然現象の原理の理解を深める。また、科学的に自然現象を理解・習得する。 

保健体育 個人及び社会における健康・安全について理解を深め生涯を通じて自らの健康を適切に管理・改善していけるよう、自らの健康を適切に

管理し環境を改善していくことが重要であることを理解できるようにする。 

音 楽 音楽の幅広い活動を通して、生涯にわたり音楽を愛好する心情を育てるとともに、音楽文化についての理解を深める。 

美 術 美術の幅広い活動を通して、美的体験を豊かにし、生涯にわたり音楽を愛好する心情を育てるとともに、美術文化についての理解を深め

る。 

書 道 書道の幅広い活動を通して、生涯にわたり書を愛好する心情を育てるとともに、書の伝統文化についての理解を深める。 

外国語 英語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成する。異文化に対する理解を深める。 

家 庭 人の一生と家族・家庭及び福祉、衣食住、消費生活などに関する基礎的・基本的な知識と技術を習得する。 

情 報 情報化が社会に及ぼす影響を理解させ、情報機器などを適切に活用して情報を収集、処理、表現する能力を養う。 
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【様式３】 

教 科 用 図 書 採 択 の 観 点

川崎市立川崎総合科学高等学校（定時制の課程） 

教育方針・学校目標 

「ひとづくり」○真理を探究し、高邁な人格の育成を努める。 

「創   造」○教養を高め、豊かな創造力と健全な批判力の育成に努める。 

「知識・秘術」○工業・商業の知識と技術を習得し、勤労を愛する精神の育成に努める。 

「鍛錬・良識」○心身を鍛錬し、明朗にして良識のある社会人の育成に努める。 

校訓 

「 誠 実 」 「 勤 勉 」 「 強 健 」 

教科 教科の目標、育成したい資質能力など

国 語 生徒が基礎的な漢字や語句・慣用句に興味をもち、正確に使いこなせるように支援を行う。 

地 歴 地域や文化・歴史的な出来事の基本的な知識を身に付けられるように指導する。 

公 民 社会的な事象・出来事の基本的な知識を身に付けられるように指導する。 

数 学 基礎的な計算や図形の性質を確認し、数学的な思考力を高める。 

理 科 自然事象に対する生徒の関心が高まるようにする。 

保健体育 教材を精選し、基礎的な知識・技能を身に付けさせる。 

音 楽 幅広い音楽の活動を通じて、生徒が生涯にわたり音楽への愛好心育めるとともに、生徒の感性を高め、創造的な表現と鑑賞の能力を伸ばし、

我が国及び諸外国の音楽文化の理解を深める。

外国語 学習教材を精選し、基礎・基本を習得できるように指導する。 

家 庭 福祉、衣食住、消費生活など基礎的・基本的な知識と技術の習得し、青年期を起点とし自分の生き方を考えさせ、自立して生活できる

能力の育成。 

専 門 工 業  クリエイト工学科では、川崎市の産業界に必要とされる創造性豊かな人材の育成に努めており、「キャリア教育」の充実、「ものづくり」

のための技術向上を目指している。また、入学時より電気・電子コース、機械コースに分けて、「資格取得」のための専門教育と「もの

づくり」の学習に必要な技能習得の 2本の柱で学習を行う。 

専 門 商 業 商業が経済生活においてどのような機能を果たしているかを理解させる。 

商業に関する基礎的な知識・技能を習得させ、経済生活に合理的に営む態度・習慣を養う。 
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【様式３】 

商業に従事する者に必要な知識・技術を習得させ、商業活動を合理的・能率的に営む能力を養う。 

経済についての正しい心構えを養い、国民の経済生活の向上に貢献するように勤める態度を養う。 

経済社会の進展に適応し、さらに進んだ研究をするために必要な基礎的能力を養い、将来の発展に役立てる。 
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【様式３】 

教 科 用 図 書 採 択 の 観 点

川崎市立橘高等学校（定時制の課程） 

教育方針・学校目標 

真理と正義とを愛し互いに敬愛の誠を尽くし、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身共に健康な平和国家社会の形成者の育成をする。 

（１） 知性と品性を高め、豊かな上層の育成に努める。 

（２） 協同友愛 

（３） 自治の精神の確立 

（４） 勤労愛好の習慣の体得 

教科 教科の目標、育成したい資質能力など

国 語 基礎学力・基礎知識の定着に努める。 

聞く・読む・書く・話すの言語活動を通して、コミュニケーション能力の育成を図る。 

発展的な学習を通し、生徒の探究心を育成する。 

地 歴 基礎的・基本的知識の習得と定着を図るとともに、応用力の育成を目指す。 

学ぶ意欲の向上を図り、自主的に学習する姿勢を身に付けさせるように努める。 

公 民 基礎的・基本的知識の習得と定着を図るとともに、応用力の育成を目指す。 

学ぶ意欲の向上を図り、自主的に学習する姿勢を身に付けさせるように努める。 

数 学 基礎学力の定着と自主性や問題解決を引き出す授業展開を目指す。また、学んだ知識・技能を活用できるように努める。 

理 科 基礎的な知識を習得させるよう努め、生徒の自主性や課題解決力を引き出し、主体的な学習態度を養う。また、理科を学ぶことで日常生

活に応用できる力を育てる。 

保健体育 健康・安全について理解させ、生涯にわたり運動に親しむ基礎を養う。 

個々の能力に応じた各種運動技能を習得させる。 

授業を通して他人の意見や考えを理解できる心豊かな人間を育成する。 

音 楽 音楽の諸活動を通して、生涯にわたり音楽を愛好する心情を育てるとともに、感性を高め、個性豊かな表現の能力と主体的な鑑賞の能力

を伸ばし音楽文化についての理解を深める。 
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【様式３】 

美 術 ものを見て感じ、考え表現する力を育成する。 

手作業を通じてそれぞれの素材やその仕組みについて理解させる。 

ひとつのことをやり遂げる力を育成する。 

書 道 文字を美の対象として作品を創作したり、さまざまな「書」の美を鑑賞したりすることによって、芸術としての「書」を理解し、「書」

に親しむ心を養う。 

漢字・仮名の古典の鑑賞、臨書を度押して感性を磨き、個性豊かな所の表現能力を養う。 

外国語 基礎・基本を大切にし、基礎学力の定着を図るため、わかりやすい授業を展開する。効果的なＩＣＴの活用や主体的・対話的で深い学び

の手法を出来るだけ取り入れた授業展開を心がける。 

家 庭 衣・食・住生活についての基本的な知識を定着させ実技を身に付けるとともに、家族、保育、高齢者分野についても理解を深める。 

情 報 情報を適切に収集・処理・発信するための知識とモラルを習得する。 
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【様式３】 

教 科 用 図 書 採 択 の 観 点

川崎市立高津高等学校（定時制の課程）          

教育方針・学校目標 

１ 個人としての尊厳を自覚し、自主的精神をもって、民主社会で責任ある行動を果たし得る人格を育成する。 

２ 学力を充実させ、合わせて、すべての物事に対し適切な判断を下せるように、客観的な思考能力を養成する。 

３ 教養を深め、情操を養い、豊かな文化的な生活を営み得るよう、人間性の開発と高揚に努力する。 

４ 健康な身体と基礎的な生活能力を養い、勤労意欲を高め、実社会において着実有能な活動をなし得る人材を育成する。 

５ 広く国際社会に視野を広げ、人類共同の連帯感に目覚め、その福祉と発展のために参加し得る人間を育成する。 

教科 教科の目標、育成したい資質能力など

国 語 ・生徒たちの学ぶ姿勢を養い、読み書きを中心とした言語活動の基礎基本の定着を図る。 

・国語を適切に表現し的確に理解する能力を育成し、伝え合う力を高める。

地 歴 ・現実の生活に根ざした、生徒一人一人の疑問を大切にし、社会に対する興味・関心を高める。 

・教材の精選を工夫し、多角的な社会認識を育て、健全な批判力を養い、社会の発展を主体的に担う態度を養う。

公 民 ・現実の生活に根ざした、生徒一人一人の疑問を大切にし、社会に対する興味・関心を高める。 

・教材の精選を工夫し、多角的な社会認識を育て、健全な批判力を養い、社会の発展を主体的に担う態度を養う。

数 学 ・基礎的な計算の原理や法則・図形の基本的性質を再確認する。 

・個々の学力に対応し、基礎基本を重視しつつ向上を図る。 

・数理的な表現力を身につける。

理 科 ・教材・教具を工夫し、分かりやすい授業を展開し、基礎学力の定着を図る。 

・生徒の実情に即した実験・観察の授業の研究を進める。

保健体育 ・生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続する資質や能力を育て、健康の保持増進と体力の向上を図る。

・個人及び社会生活における健康・安全について理解を深め、自らの健康を管理し改善していく能力を育てる。

音 楽 ・一人で、また、友人と音楽を聴き、歌い、奏でることにより、豊かな生活を味わい送り得る市民を育てる。 

・日常生活の中で、音楽を通して豊かな情操を養う。 

美 術 ・日常の中にある芸術やデザインに対して、観る・味わう感性を養う。 

・デザインや作品制作により、表現力を探究し、自分の作品を活用して、日常生活を豊かにし得る力を養う。 
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【様式３】 

書 道 ・書を味わい鑑賞する力や文字を丁寧に書く習慣を身に付ける。 

・書で表現する力を養い、日常生活を豊かにする力を育てる。 

外国語 ・基礎・基本事項の定着を目指し、言語教材の精選を図りながら、学習効果が 促進されるように授業展開を創意工夫する。

家 庭 ・衣食住についての基本的な知識と実践力を学び、豊かな生活を送りうる市民を育てる。 

・日常生活をマネッジメントする力を養う。 

情 報 ・コンピュータソフト WORD,EXCEL,POWERPOINT の基本操作を自分のものに出来るよう育成する。 

・インターネット時代の情報セキュリティー力から、必要なルールとマナーまで養成する。 

16



資料２－２ 

令和３年度使用教科用図書採択候補一覧 

（高等学校） 

〈〈全日制〉〉 

川崎高等学校          １頁 ～ １２頁 

幸高等学校          １３頁 ～ ２５頁 

川崎総合科学高等学校     ２６頁 ～ ３７頁 

橘高等学校          ３８頁 ～ ４７頁 

高津高等学校         ４８頁 ～ ５８頁 

〈〈定時制〉〉 

  川崎高等学校         ５９頁 ～ ６４頁 

  川崎総合科学高等学校     ６５頁 ～ ７２頁 

  橘高等学校          ７３頁 ～ ７８頁 

  高津高等学校         ７９頁 ～ ８４頁 



購入学年欄補足 

川崎高等学校（全日制） 

普 → 普通科 

生 → 生活科学科 

福 → 福祉科 

文 → 文系 

理 → 理系 

幸高等学校（全日制） 

ビ → ビジネス教養科 

普 → 普通科 

川崎総合科学高等学校（全日制） 

工  → 工業科（科学科以外） 

科  → 科学科 

情  → 情報工学科 

電  → 総合電気科 

電子 → 総合電気科 電子コース 

電気 → 総合電気科 電気コース 

機  → 電子機械科 

建  → 建設工学科 

建築 → 建設工学科 建築デザインコース 

建都 → 建設工学科 都市システムコース 

デ  → デザイン科 

橘高等学校（全日制） 

普  → 普通科 

国  → 国際科 

ス  → スポーツ科 

理Ⅰ → 普通科理系Ⅰ系 

理Ⅱ → 普通科理系Ⅱ系 

選  → 選択 

高津高等学校（全日制） 

理  → 理系 

文  → 文系 

川崎総合科学高等学校（定時制） 

工 → クリエイト工学科 

電 → クリエイト工学科 電気・電子コース

機 → クリエイト工学科 機械コース 

商 → 商業科 



採択
候補 番号 略称 記号 番号

○ 国語 2 東書 国総 333 精選国語総合 1生福

どの分野も代表的な作品がバラン
スよく載っていて使いやすい。内
容も基礎的なものから高いレベル
まで段階的に収められている。古
典も文法などの説明が見やすくま
とまっている。

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

色使いが良く、説明等も見やすい
ので関心をもちやすい。

○ 国語 2 東書 国総 334 国語総合　現代文編 1普

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

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

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

○ 国語 2 東書 国総 335 国語総合　古典編 1普

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

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

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

国語 15 三省堂 国総 336
高等学校国語総合　現代文
編　改訂版

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

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

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

国語 15 三省堂 国総 337
高等学校国語総合　古典編
改訂版

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

古文、漢文とも様々なジャンルが
バランスよく収録されている。

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

○ 国語 2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ 2普

単元数が多く、物語や評論などの
ジャンルから様々な作品を抜粋し
ている。単元末に必ず表現と言語
活動の課題があり、指導に役立て
ることができる。

分量は適当である。脚注が多い。
図や表、資料が豊富で、配置が工
夫されている。

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

国語 50 大修館 現Ｂ 331 精選現代文Ｂ　新訂版

物語や評論などのジャンルにおい
て、定番の作品の他に比較的新し
い作品も入っている。教材数も多
い。

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

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

○ 国語 117 明治 現Ｂ 336 新　高等学校現代文B 2生福

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

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

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

国語 17 教出 古Ａ 302 古典文学選　古典Ａ

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。

色使いが工夫され、挿絵も多く掲
載されている。文字の書体が本文
と注釈等で使い分けがされてい
る。

国語 50 大修館 古Ａ 315 古典Ａ 物語選 改訂版

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

分量は多めだと感じられる。ま
た、脚注も多く、工夫されてい
る。

写真等、非常に多く採用されてい
て、分かりやすい工夫がなされて
いる。

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

2生福

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

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

色使い・挿絵などが控えめになっ
ている。単元のはじめに必ず書か
れた時期が分かる系図がある。

国語 2 東書 古Ｂ 331 精選古典Ｂ　古文編

幅広いジャンルから定番教材まで
入試に対応できる教材が収録され
ている。古典参考図録も豊富であ
る。

古文編・漢文編の２分冊構成であ
り、必要に応じて生徒の実状に合
わせて授業展開が可能である。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。

適切な行間が取られているため、
見やすい。また各単元を理解する
には適切な配置がなされ、付録部
分も充実している。

国語 2 東書 古Ｂ 332 精選古典Ｂ　漢文編

漢文作品として定評ある作品を多
く収録しており、注釈も分かりや
すい。

古文編・漢文編の２分冊構成であ
り、必要に応じて生徒の実状に合
わせて授業展開が可能である。幅
広い分野からの作品で構成されて
いるため、多様かつ柔軟な指導が
実現できる。

適切な行間が取られているため、
見やすい。また各単元を理解する
には適切な配置がなされ、付録部
分も充実している。

国語 15 三省堂 古Ｂ 333
高等学校古典Ｂ　古文編
改訂版

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

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

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

令和３年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現
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採択
候補 番号 略称 記号 番号

令和３年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現

国語 15 三省堂 古Ｂ 334
高等学校古典Ｂ　漢文編
改訂版

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

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

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

○ 国語 183 第一 古Ｂ 350
高等学校　改訂版　古典B
古文編

2普

物語や評論などのジャンルから有
名な作品・単元を抜粋している。
所々に「言語活動」のページがあ
り時代背景の理解に役立てること
ができる。

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

色使い・挿絵などが多く、単元の
はじめに必ず成立時期が分かる系
図がある。

○ 国語 183 第一 古Ｂ 351
高等学校　改訂版　古典B
漢文編

2普

物語や評論などのジャンルから
様々な作品を抜粋している。所々
に「言語活動」のページがあり時
代背景の理解に役立てることがで
きる。

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

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

地理
歴史

81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版

基本的な事項から応用的な事項ま
で詳細に扱っている。また雨温図
なども掲載されており、地理との
関連も意識されている。生徒の興
味・関心に応じた発展学習も可能
となっている。

豊富な資料が掲載されており、
オールカラーで見やすい。またレ
イアウトも工夫され、本文も読み
やすくなっている。

適切な文章表現であり、文字はや
や小さいものの紙面が詰まってい
ないので読みやすい。発展的な学
習にも向いている。

○
地理
歴史

81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版 2生福

偏りなく世界史Ａの内容が網羅さ
れている。基本的な事項が本文に
あり、応用的な事項がコラムに掲
載されているため、生徒の興味や
学力に応じて学習を進めることが
できる。

図のカラーが鮮明で見やすい。ま
た地図、資料なども豊富に掲載さ
れている。表紙にダヴィド作の有
名な絵画であるナポレオンの戴冠
式が使用され、見ごたえもある。

簡潔な文章表現となっており、重
要事項は太字になっていてわかり
やすい。また漢字の多くにルビが
振られており、漢字が不得意な生
徒でも学習しやすい。

○
地理
歴史

2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ １普

基本的な内容から発展的な内容ま
で網羅されている。また、地図や
写真も多く掲載されており、地理
の学習との関連付けがしやすいな
ど、充実した内容となっている。

写真や図版が豊富に掲載されてお
り、Ａ６版よりやや大きめのサイ
ズに詰まることなく見やすい構成
となっている。

明快な文章表現となっており、生
徒が自ら読み進めて内容が理解で
きるようになっている。また、漢
字や人物名の英語表記にもルビが
振られており丁寧である。

地理
歴史

81 山川 世Ｂ 313 新世界史　改訂版

基本的な事項から発展的な事項ま
で扱われている。各時代区分を２
つのテーマで概観したり、多角的
に解説がされたりするページがあ
るなど、発展的な学習にも向いて
いる。

本文の叙述中心の構成であり、Ａ
６版よりやや大きめのサイズに十
分な量の情報が詰まっている。

文字は小さめで行間に余裕があり
紙面が詰まっていない。重要語句
も太字となっており見やすい。

地理
歴史

81 山川 世Ｂ 314 高校世界史　改訂版

基本的な事項を各年代ごとに全体
像として把握することができるた
め、自ら学習を進めやすく、主体
的な学習にも対応できる。

各部の概観やまとめが本文中にあ
り、大きな流れを大観することが
できる。現代までの歴史的意義が
明確に記述されている。

資料や図版、グラフなど様々な視
覚的資料があり、末尾のまとめも
読みやすいため、主題学習も行い
やすい。

地理
歴史

2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史

基本的な事項は網羅されている。
また、多面的に日本の近現代史の
展開を考察できるよう内容が取り
上げられている。

見開き２ページでテーマがまとめ
られていて分かりやすい構成に
なっている。各単元の要点が「問
い」の形式で冒頭に掲載されてお
り、考えながら読み進めることで
理解を深めることができる。

簡潔な文章で分かりやすく、重要
語句は太字のゴシック体で書かれ
ている。漢字にもルビが振られて
いて読みやすい。

地理
歴史

35 清水 日Ａ 310
高等学校　日本史Ａ　新訂
版

基礎的・基本的な事項が偏ること
なく網羅され、歴史的事項の選択
も適切なものとなっている。ま
た、興味・関心を引くような内容
が多く、主体的な学習が行える。

近現代史が系統的に構成されてお
り、整合性をもって歴史的事象と
して配列されている。２～３ペー
ジに１テーマとなっており分量も
適切である。

写真や地図、資料、略年表がオー
ルカラーで効果的に掲載されてい
る。分量も豊富で、側注や補説な
ども十分である。

○
地理
歴史

81 山川 日Ａ 314 現代の日本史　改訂版 3生福

近代・現代が全８章に分けられて
おり、時代の特色や推移を国際環
境との関わりのなかで理解させや
すい内容になっている。

各見出しの導入部分に、関心を高
める写真が掲載されており、生徒
の興味・関心を引く工夫がなされ
ている。５００点以上の地図・写
真・図版が掲載されており、文章
との配置バランスもよい。

大きな地図・写真・図版が掲載さ
れており生徒の関心を引く工夫が
なされている。図の色使いなども
ビジュアルとして見やすい。

地理
歴史

81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版

基礎的な事項が、国際的な視野で
記述されているため、視野を広げ
て日本史の学習を進めることがで
きる。

写真が大きく掲載されており、興
味・関心を引く工夫がなされてい
る。文字とバランスもよい。

写真や図版は大きく掲載されてお
り、見やすい。図の色使いなどで
は、カラーユニバーサルデザイン
にも配慮されている。

地理
歴史

2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ

基礎的な事項が丁寧に盛り込まれ
ている。農民や庶民の生活に着目
した特集などがあり、通史の本筋
からは抜け落ちている人々につい
ても理解することができる。

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

簡潔な文章で分かりやすく、重要
語句は太字のゴシック体で書かれ
ている。漢字にもルビが振られて
いて読みやすい。

地理
歴史

81 山川 日Ｂ 315 新日本史　改訂版

基本的な事項を踏まえ、斬新な切
り口で出来事の因果関係を重視し
た論述的な叙述内容になってい
る。

試験に出題される資料が多く掲載
されている。また、コラムも充実
しており分量も適切である。

本文の内容を理解しやすい地図や
系図などの図版が多く掲載されて
いる。
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○
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 2普

基礎的な事項が充実している。脚
注には詳細な記述もあり、高度な
内容にもふれている。

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

写真はコンパクトに掲載されてい
る。図版の配色に留意されてお
り、工夫がみられる。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 312 高校生の地理Ａ 1生福

基礎的・基本的な事項が記述され
充実している。側注にも図が使用
され、理解しやすい内容となって
いる。

見開きの片面に本文があり、その
他は写真や地図などが多く掲載さ
れている。豊富な資料が興味・関
心を引く。

文章は分かりやすく、簡潔に掲載
されている。図版はオールカラー
で見やすく、具体的なイメージを
膨らませやすい表記になってい
る。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 2普

基礎的な事項が網羅され、充実し
た内容である。大きな図版や写
真、模式図等で、地形や気候の自
然環境の概念を分かりやすく説明
している。

豊富な写真とグラフ、地図などの
資料が充実している。２テーマが
見開きで、まとまりよく構成され
ている。分量や配列は適切であ
る。

見やすいフォントで、文章表現も
平易である。図版資料も豊富で見
やすい工夫がなされている。

地理
歴史

130 二宮 地Ａ 309 基本地理Ａ

基礎的・基本的な知識や技能を身
に付けることができ、日本と世界
の関係を体系的に記述し、興味を
引きやすいような内容になってい
る。

地理的な技能の習得のため、地形
図やGISを活用したハザードマッ
プなどが掲載されている。

最新の資料や具体的な例が明記さ
れ、写真も大きく見やすい。

地理
歴史

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

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

B４より大きめのサイズで、写真
やグラフ、図解が豊富に掲載され
ている。また、ワークが充実して
おり、白地図を作業に取り入れる
などの学習ができる工夫がなされ
ている。

平易で分かりやすい記述となって
いる。文字の書体やサイズが適切
であり見やすく、鮮明な写真と図
版も見やすい。

地理
歴史

2 東書 地Ｂ 306 地理Ｂ

基礎的な事項が網羅されている。
特に日本の取り扱いや既習事項
（中学社会科地理）へ確認の学習
がしやすい内容である。

基礎的な技能を修得しやすくする
ためにテーマを増やしたり、自分
の言葉で記述する問いが加えられ
たりしている。

用語の解説などを紙面の定位置に
もっていくことで、作業もしやす
く見やすい。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 3普文

基礎的な事項が分かりやすく解説
されており、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。

内容の分量も適切であり、紙面も
大きく見やすい。図表や写真を本
文内容に合わせて活用できるよう
工夫されている。

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い
る。また、文章表現も明瞭で理解
しやすい。

地理
歴史

130 二宮 地Ｂ 305 新編　詳解地理Ｂ改訂版

基礎的事項はもちろん、重要事項
ももれなく説明されているため、
知識を確実に定着させることがで
きる。また、系統地理でも地誌に
おいても記述が豊富である。

地図や資料が豊富で、本文の記述
に合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、十分な分量となっ
ている。

文章は分かりやすく、図版などは
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ように
なっている。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 309
標準高等地図-地図でよむ現
代社会-

1生福

豊富な詳細地図を基本に、様々な
用途で用いることができる。地形
や気候に関する図版も十分で、統
計資料も掲載されている。

豊富な資料がバランスよく各領域
の内容ごとに記載されている。Ａ
４サイズで見やすく、分量も適切
である。

各地域の特徴的な建造物などは写
真が掲載されており理解しやす
い。地図や図版の配色も見やす
い。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 1普

詳細地図を基本として、豊富な主
題地図が配置されている。そのた
め様々な用途に活用できる。地形
や気候に関する図版も適切で、十
分な統計資料を掲載している。

豊富な資料が掲載されており、各
領域ごとの内容のバランスがよ
い。端に地域ごとのインデックス
が付いており、利便性が高い。

見やすい配色が工夫され、地形の
概観を捉えやすくなっている。主
要図に世界地図が併記され、地球
上の位置関係の理解を促進してい
る。

地理
歴史

130 二宮 地図 311 詳解現代地図

地域の特性を理解しやすくするた
めに、地域図に豊富な資料が記載
されている。現代社会の特性や諸
問題を考察するにはふさわしい。

紙面が大きく、地図の詳細が見や
すい。端に地域ごとのインデック
スが付いており、利便性が高い。

主題がはっきり分かるような表記
になっており、見やすい。カラー
の発色もよく、地図の色分けも見
やすい。

公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版

基礎的・基本的事項が丁寧に記述
されている。興味・関心や動機づ
けを促して学習できるように工夫
してある。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。

全体にルビが多く、すっきりして
読みやすい。図版や写真が豊富に
掲載されており理解しやすい。

○ 公民 35 清水 現社 316
高等学校　現代社会　新訂
版

1生
3福
3普理

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

写真、グラフ、地図など資料が適
切に配列・記述されている。人物
の説明も充実している。

本文は分かりやすい表現となって
いる。重要語は太字表記で判別し
やすい。裏表紙には世界地図が掲
載されている。紙面はすっきりと
した構成となっている。

公民 104 数研 現社 319 改訂版　現代社会

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

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

本文は簡潔な説明となっている。
重要語が太字のゴシック体となっ
ており、判別しやすく見やすい。
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公民 35 清水 倫理 313
高等学校　現代倫理　新訂
版

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

原典資料や写真、絵画などの資料
が豊富に大きく掲載されている。
側注には用語の解説が数多く掲載
されている。

詳しく説明されているため、平易
な表現で説明されているので分か
りやすい。重要語は太字となって
いる。

○ 公民 35 清水 倫理 308 高等学校　新倫理　新訂版 1普

基礎的な事項が丁寧に記述され、
理解を深める工夫がなされてい
る。西洋思想と東洋思想の比較の
ページが設けられており、世界的
な視野で捉えることができる。

構成はシンプルで、人物の写真や
図解などは十分整っている。

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

公民 104 数研 倫理 314 改訂版　倫理

基礎的・基本的な事項が網羅され
ている。補足や発展的な内容まで
説明されており発展的な学習も可
能である。

写真、図版などの資料が充実し、
本文とのバランスも適切である。
表紙や各テーマごとの見出しに
は、著名な絵画や写真が掲載され
ており、倫理への理解を深めるこ
とができる。

単元ごとの「問い」から教科書の
説明が始まっており、問いを深め
ていくことで内容を理解できる表
記となっている。

公民 35 清水 政経 314
高等学校　現代政治・経済
新訂版

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

本文の割合が多く、文章が多い構
成となっている。資料は図解が多
く掲載されており、制度のしくみ
などが理解しやすい。

丁寧な文章表現で、読み物として
も十分読み応えのある内容となっ
ている。側注も詳細に記述されて
おり、発展的な学習も可能であ
る。

○ 公民 81 山川 政経 316 詳説　政治・経済  改訂版 3普

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

図解やグラフが豊富で、制度のし
くみなどが理解しやすい。紙面は
全体的にシンプルで、学習しやす
い構成となっている。

簡潔に説明されている。文字は小
さめで、紙面がすっきりとした構
成となっている。重要語は太字に
なっている。

公民 183 第一 政経 309
高等学校　改訂版　政治・
経済

基礎的な事項を中心にまとめられ
ている。また、具体例を中心に展
開されており、主題学習では最新
の内容を多面的に学習することが
できるよう工夫されている。

各単元のポイントが、冒頭に明確
に示されており、考えながら学習
を進めることができる。第２編で
選択式で、課題解決学習が可能と
なっている。

カラー資料が豊富で見やすい。本
文記述や資料の解説においても理
解しやすい表現となっている。

数学 2 東書 数Ⅰ 317 数学Ⅰ　Advanced

例、例題、応用例題と段階的に学
習できる。また参考として発展的
な内容を含んでおり、授業の進度
に合わせて取り扱うことができ
る。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

カラーバリアフリーを含むユニ
バーサルデザインに配慮してあ
る。

数学 2 東書 数Ⅰ 302 新編数学Ⅰ

基本的な問題が網羅されており、
理解するために色を多く用いて、
まとめられている。具体例も多
く、解説が平易で丁寧である。数
学が苦手な生徒も取り組みやす
い。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

カラーバリアフリーを含むユニ
バーサルデザインに配慮してあ
る。

数学 7 実教 数Ⅰ 321 新版数学Ⅰ　新訂版

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

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

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

○ 数学 7 実教 数Ⅰ 322 新数学Ⅰ 1生福

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

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

具体例の図が多く、色使いも多彩
で視覚的に理解が進められる。

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 327 改訂版　数学Ⅰ 1普

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

構成は理解しやすく工夫されてお
り、分量も適切である。

丁寧で適切にまとめられている。
色彩が落ち着いていて、見やす
い。

数学 104 数研 数Ⅰ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅰ

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

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

適切な文章表現である。また、図
なども効果的に使われていて理解
しやすい。

数学 2 東書 数Ⅱ 317 数学Ⅱ　Advanced

例、例題、応用例題と基礎から発
展まで段階的に学習することがで
きる。また、参考として内容や本
文に関連した題材を扱っており、
授業の進度に応じて取り扱うこと
ができる。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

カラーユニバーサルデザインに配
慮してある。例、例題、応用例題
が枠で囲まれており、本文の中か
ら見つけやすくなっている。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 325 数学Ⅱ改訂版

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

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

カラーユニバーサルデザインに対
応したデザイン・配色である。ま
た、例・例題の終わりが明記され
ており、本文の中から見つけやす
くなっている。
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○ 数学 104 数研 数Ⅱ 327 改訂版　数学Ⅱ 1普

例、例題、応用例題と段階的に学
習することができる。また、例・
例題・応用例題の補足内容を問、
研究として扱っており、授業の進
度に応じて取り扱うことができ
る。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

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

数学 2 東書 数Ⅲ 315 数学Ⅲ Advanced

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

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

カラーユニバーサルデザインに配
慮してある。例、例題、応用例題
が枠で囲まれており、本文の中か
ら見つけやすくなっている。

数学 2 東書 数Ⅲ 301 数学Ⅲ

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

問題の構成･分量とも適切であ
る。

図やイラストが豊富でイメージが
つかみやすい。

数学 61 啓林館 数Ⅲ 319 詳説 数学Ⅲ改訂版

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 104 数研 数Ⅲ 322 改訂版 数学Ⅲ 3普理

例、例題、応用例題と段階的に学
習することができる。また、例・
例題・応用例題の補足内容を問、
研究として扱っており、授業の進
度に応じて取り扱うことができ
る。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

カラーユニバーサルデザインに配
慮してある。また、フォントも見
やすく、読み間違えにくいものを
使用してある。

数学 7 実教 数Ａ 320 数学Ａ　新訂版

例、例題、応用例題と段階的に学
習できる。また参考として発展的
な内容を含んでおり、授業の進度
に合わせて取り扱うことができ
る。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

カラーユニバーサルデザインに配
慮してある。

○ 数学 7 実教 数Ａ 322 新数学Ａ 2生

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

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

具体例の図が多く、色使いも多彩
で視覚的に理解が進められる。

数学 61 啓林館 数Ａ 326 新編　数学A改訂版

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

構成は理解しやすく工夫されてお
り、分量も適切である。

図やイラストが豊富でイメージが
つかみやすい。

○ 数学 104 数研 数Ａ 327 改訂版　数学Ａ 1普

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

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

具体例の図が多く、色使いも多彩
で視覚的に理解が進められる。

数学 104 数研 数Ａ 329 改訂版　新編　数学Ａ

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 183 第一 数Ａ 332 数学Ａ

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

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 183 第一 数Ａ 334 新編数学Ａ

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

問題の構成･分量とも適切であ
る。

図やイラストが豊富でイメージが
つかみやすい。

数学 2 東書 数Ｂ 301 数学Ｂ

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
に合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。

カラーユニバーサルデザインに配
慮してある。

数学 7 実教 数Ｂ 319 数学Ｂ　新訂版

例、例題、応用例題と段階的に学
習できる。また参考として発展的
な内容を含んでおり、授業の進度
に合わせて取り扱うことができ
る。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

カラーユニバーサルデザインに配
慮してある。
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○ 数学 104 数研 数Ｂ 325 改訂版　数学Ｂ 2普

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

構成・分量とも適切である。 大変見やすいフォントである。と
ても簡潔な配色がなされている。

数学 183 第一 数Ｂ 330 数学Ｂ

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

構成・分量とも適切である。 大変見やすいフォントである。と
ても簡潔な配色がなされている。

理科 7 実教 科人 307 科学と人間生活　新訂版

４分野がバランスよく構成され、
本文とコラムとの関連がなされて
いる。生徒の興味・関心を湧かせ
ることが期待できる。

実習・実験・トピックに記載され
る内容と科学的知識との関連が分
かりやすく構成されている。図と
表、文章の量が適切である。

身近な事例などが多く記載され、
写真・イラストも豊富で丁寧であ
る。

○ 理科 104 数研 科人 308 新　科学と人間生活
1生
2普福

科学全領域に関する内容と身近な
分野と関連づけ、詳細かつ広範に
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。また、本文以外により詳
細な科学全領域の内容を記載して
いるため、さらに深い知識を習得
できると期待できる。

豊富な実験と観察がある。詳細な
写真と図・表でイメージがしやす
く丁寧である。

理科 183 第一 科人 309
高等学校　改訂　科学と人
間生活

各分野において身近な現象が取り
扱われており、分かりやすくまと
められている。苦手な生徒も興味
をもって取り組みたくなるような
最新の情報や、豊富な実験が盛り
込まれている。

日常との関連を示すコラムが適切
に取り入れられている。知識と日
常にある科学の有用性が実感でき
る構成になっている。

本文が簡潔にまとめられていて鮮
明な写真が多く使われている、

理科 2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎

学習指導要領の内容が充分に書か
れている。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。

授業を進めやすいように、項目ご
とに見開きで完結するように構成
されるなどの工夫がされている。
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。

図や写真も見やすく、的確な表
記・表現がされている。

理科 61 啓林館 物基 306 新編　物理基礎

図や表も見やすく生徒が学習しや
すい内容になっている。現象が物
理の視点で科学的に記載され、統
一感がありよく簡潔にまとまって
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、興
味・関心を引く表記の工夫がされ
ている。

図版資料が豊富で、わかりやすい
表現がなされている。

○ 理科 104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 2普

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

構成・分量も適切である。物理を
体系的に学習する上で必要な題材
がしっかりと扱われている。

公式名・物理量の説明やその単
位・図などが併記されており、理
解しやすい工夫と科学的根拠の両
立がなされている。

理科 2 東書 物理 308 改訂　物理

学習の要点がわかりやすく、生徒
がつまづきやすい内容もポイント
が一目でわかりやすい。練習問題
も充実している。

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

公式など分かりやすく表現されて
いる。図が見やすい。

理科 7 実教 物理 309 物理　新訂版

基本的な内容が丁寧に示されてい
る。計算における考え方が丁寧
で、問題が豊富に扱われている。

分量も適切である。構成も分量も
適切であり、丁寧に記述された文
章である。

図と説明文が見やすく工夫されて
いる。イラストも豊富で表記・表
現ともに適切である。工夫された
カラーの図が数多く記載されてい
る。

○ 理科 104 数研 物理 313 改訂版　物理 3普

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

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

公式など分かりやすく表現されて
いる。図が見やすい。

理科 7 実教 化基 315 化学基礎　新訂版

簡潔な文章で読みやすく生徒が理
解しやすい内容になっている。自
学自習を助ける「用語集」も良
い。

写真や図が豊富で大きく見やす
い。表記・表現とも適切である。

表記・表現とも適切である。図も
見やすい。

理科 61 啓林館 化基 318 化学基礎　改訂版

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。章
に対応した推薦図書などコラムが
大変充実している。

構成が分かりやすく、基礎の内容
から発展的内容まで充実してい
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、分かりやすい。本文の内容を
直感的かつ具体的に理解できるよ
うに工夫されている。

○ 理科 104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎
1普
2生

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

構成も分量も適切である。知識が
しっかりと身に付く構成になって
いる。

図や写真が豊富で表記も表現とも
適切である。
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理科 7 実教 化学 311 新版化学　新訂版

観察実験で探求的に学習が進めら
れるように工夫されている。つま
づきやすいところにも配慮されて
いる内容になっている。

探求は章末にまとめられており、
工夫されている。写真資料も豊富
に取り扱っている。

読みにくい漢字や重要用語、物質
名に振り仮名が振ってあって良
い。また英訳をいれるなど、生徒
の興味を引かせている。

理科 61 啓林館 化学 312 化学　改訂版

身近に感じることができる内容が
コラムに盛り込まれている。学習
のポイントとなる基礎事項や重要
事項を図でまとめていて見やす
い。

化学に親しみを持てる内容で、日
常生活と社会の関わりがよくわか
り、生徒の関心や意欲をかきたて
る。分量と構成も適切である。

色分けの工夫がされており、視覚
的に理解できる図表や写真内容に
なっている。

○ 理科 104 数研 化学 313 改訂版　化学
2普
3普

実験や観察に配慮したバランスの
良い内容になっている。基礎から
応用まで問題演習できる内容であ
る。

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

生徒の興味を引き付ける図や写真
が多数ある。

理科 183 第一 化学 315 高等学校　改訂　化学

日常生活と関わりの深い現象など
多く取り扱っており、生徒が興
味・関心をもって学習できる。

図表がバランスよく配置されてい
て理解しやすい。問題演習を通じ
て学習内容の定着が図れる工夫が
されている。

押さえておきたい注意事項を「整
理」として設けてあったり、間違
いやすい内容を「注意」としてい
て、生徒が学習しやすい工夫がさ
れている。

理科 2 東書 生基 311 改訂　生物基礎

課題意識をもって学習に取り組む
ことができる内容になっている。
発展問題など、入試に向けた補助
内容が豊富である。

分かりやすい図解形式の紙面で構
成・分量ともに適切である。

表記も細かくされていて、見やす
い。表現も適切である。

理科 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎

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

構成・分量も十分である。学習内
容のポイントもしっかり押さえら
れている。

豊富な写真と工夫した図である。
表記、表現とも工夫されている。

理科 7 実教 生基 313 生物基礎　新訂版

本文が簡潔でわかりやすい。発展
問題にも十分対応できるように工
夫されている。

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

文中に出てくる生物や人物の写真
がカテゴリー別に記載されていて
見やすい。イラストが充実してい
る。

理科 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版

学習内容が豊富で、基礎を理解し
やすく、より詳しい知識を得るこ
とができる内容になっている。

学習をする上で、大切なポイント
がしっかりと押さえられており、
構成・分量ともに適切である。

ダイナミックな写真やイラストで
見やすい。表記・表現ともに適切
である。

○ 理科 104 数研 生基 316 改訂版　生物基礎 1普

高度な内容と生物への興味・関心
や思考力が高まる内容のバランス
がよい。

バランスよく構成されており、分
量も適切である。

丁寧な表記・表現がされている。
写真や図も分かりやすく工夫され
ている。

○ 理科 104 数研 生基 317 改訂版　新編　生物基礎 3生福

内容が端的でわかりやすく、身近
な事象と内容の関連付けがなされ
ている。生徒が疑問に持ちやすい
補助的な内容が工夫されている。

わかりやすい構成となっている。
図と写真を組み合わせる工夫で、
図の重要なポイントを視覚的に確
認することができる。

丁寧な表記・表現がされている。
文章をイラストに置き換えていた
り、写真や図も分かりやすく工夫
されている。

理科 2 東書 生物 306 改訂　生物

体系的に理解できるように、課題
がわかりやすい。日常生活や社会
との関連を意識した内容となって
おり、新入試にむけた構成となっ
ている。

実験・観察のデータの分量が適切
であり、科学的思考力を育む工夫
がされている。

丁寧な表記・表現がされている。
写真や図も分かりやすく工夫され
ている。

理科 7 実教 生物 308 生物　新訂版

生物学の基本事項が、生徒にわか
りやすく平易に書かれている。ア
ニメーションや３Dモデルがあ
り、生徒が可視化して理解しやす
い内容となっている。

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分かりやす
い構成がされている。

視覚的にわかりやすく、図も文字
も適切に表記・表現されている。

○ 理科 104 数研 生物 310 改訂版　生物
2普
3普

端的にまとまっており、学習目的
が明確で生物への興味・関心や生
物学的な思考力が高まる工夫がさ
れている。

参照を見ながら関連付けられ学び
やすくなっている。図や写真の配
置に配慮がなされている。

イラストや図があり見やすい。表
記・表現とも適切である。

○
保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1

保健および体育の基本的な知識や
教養が修得でき、豊かな人間性、
創造性や健康で豊かな心身を養う
ための、資質と能力を育成できる
内容となっている。事例や資料等
が多く生徒の興味・関心を引きや
すい。

１つの項目が見開き２ページで構
成されているので、学習展開がし
やすい。また、学習内容も１時間
で完結できるので、生徒が学習範
囲を意識できる。きめ細やかな配
慮がなされている。

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

7
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保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版

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

通常、１項目は２ページで割り当
てているが、重要な項目は４ペー
ジにしてあるので、ポイントを理
解しやすい。

本文の説明がやさしく、丁寧に書
いてあるので分かりやすい。図表
部分のスペースが大きく、圧迫感
が少ない。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

基礎・基本の学習に重点がおかれ
生徒が理解しやすいように工夫が
されている。事例や資料等が多く
生徒の興味・関心を引きやすい。

１つの項目が見開き２ページで構
成されているので、学習展開がし
やすい。構成・分量ともに生徒に
とって適している。

平易ながら的確な表現でまとめら
れており、太字での強調等で工夫
されている。図やイラストがカ
ラーで見やすく表記・表現ともに
適している。

芸術 17 教出 音Ⅰ 308
高校音楽Ⅰ改訂版　Music
View

全体を５つのセクションに分けて
構成されている。世界の音楽文化
を文化的歴史的背景から学ぶこと
ができる。本校では歌唱、器楽、
鑑賞、創作にわけて授業を行って
いるため、やや授業計画がたてづ
らく感じる。

国や地域、あるいは時代ごとに分
類された構成である。分量も適切
である。

音楽に関する歴史的出来事を視覚
的に学習できる。美しい写真や図
版が掲載され、その時代や地域の
芸術の特徴を捉えることができ
る。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１ 1

小学校、中学校で扱われている題
材から、イタリア歌曲や楽器の詳
しい演奏方法など、幅広く扱って
いる。専門学科、普通科と、さら
に附属中学校から進級した生徒そ
れぞれの実態に合わせ使用でき
る。

川崎市立の中学校で使用している
教科書と同じ出版社なため、多く
の生徒が馴染みやすく、既習の曲
も扱いやすい。生徒の実態に合わ
せ柔軟な対応ができるよう配慮さ
れている。

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

芸術 89 友社 音Ⅰ 311 改訂版　高校生の音楽１

世界各国の音楽を題材にし、特に
世界の民謡・ミュージカルナン
バーなど歌唱教材が充実してい
る。掲載されている楽曲数が多
く、教科書というよりも楽譜集の
ように感じる。

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

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

芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１

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

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

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

○ 芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 1

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

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

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

芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

直感的に題材をとらえる工夫がさ
れていて、導入として使いやすい
内容となっている。また、基礎基
本に重点が置かれており、制作過
程においても参考となる。

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

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

芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ

これまで学んできた中学書写との
自然な接続として、漢字仮名交じ
り書が冒頭に配置され、理解しや
すい。生活書も豊富で、書の楽し
さが伝わる内容である。また学習
のプロセスがわかりやすく、学び
やすい。

図版が見やすく、漢字の各書体、
仮名、実用書の分量がバランスよ
く配され、取り組みやすい。

美しいカラー版で、親しみやす
い。説明がわかりやすく丁寧であ
る。

○ 芸術 6 教図 書Ⅰ 302 書Ⅰ 1

典型的な古典とともに、幅広く多
様な古典が掲載され、書の世界の
奥深さがよく伝わる。文字の起源
から時代順に単元が進み、文字の
変遷がよく分かる。仮名では、コ
ンパクトな図版で説明が詳しく分
かりやすい。

わかりやすい漢字・仮名・漢字仮
名交じりの三部構成で、書Ⅰの発
展にふさわしいボリュームと内容
である。

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

芸術 17 教出 書Ⅰ 307 新編　書道Ⅰ

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

こまやかな配慮がされ、日本の伝
統文化のイメージ装丁が美しい。
高尚で解りにくい芸術ではなく、
見慣れた形から入れる工夫があ
る。

用筆・運筆を朱で図示、及び筆
順・字形の骨書があり理解しやす
い。

芸術 38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ

導入に工夫があり、中学校の書写
からの接続が円滑に図れる構成が
なされている。解説が簡潔でわか
りやすく、骨書きや筆順等、学習
の手助けになる工夫がなされてい
る。

ベースとなる基礎・基本を押さえ
た上で臨書・鑑賞を行い、創作活
動ができる構成になっており、写
真も他に比べて鮮明である。

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

外国
語

2 東書 コⅠ 329
Power On English
Communication Ⅰ

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
演習教材のような重量を保ってい
る。

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

○
外国
語

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

1普

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

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

写真やイラスト、図などが適所に
配置されている。
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採択
候補 番号 略称 記号 番号

令和３年度使用教科用図書採択候補一覧
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教科
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発行者 教科書
教科書名
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学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現

外国
語

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

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

練習問題が整理されていて、その
量も豊富である。

ポイントのまとめが視覚的であ
り、理解しやすい。

外国
語

50 大修館 コⅠ 337
Compass English
Communication Ⅰ Revised

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

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

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

外国
語

61 啓林館 コⅠ 339
Revised ELEMENT English
Communication Ⅰ

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

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

ページ数の割には本文の語数が多
い。

○
外国
語

61 啓林館 コⅠ 341
LANDMARK Fit English
Communication Ⅰ

1生福

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

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

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

外国
語

104 数研 コⅠ 343
Revised BIG DIPPER
English Communication Ⅰ

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
ラーで視覚的に使用して見やすく
まとめられている。

外国
語

104 数研 コⅠ 344
Revised COMET English
Communication Ⅰ

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。

外国
語

2 東書 コⅡ 327
Power On English
CommunicationⅡ

Ⅰに比べ、語彙数が増えるため生
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。

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

文字が読みやすく、図表も内容理
解の手助けとなるものが多い。

○
外国
語

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

2普

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

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

写真やイラスト、図などが適所に
配置されている。

外国
語

61 啓林館 コⅡ 337
Revised ELEMENT
English CommunicationⅡ

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

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

ページ数の割には本文の語数が多
い。

○
外国
語

61 啓林館 コⅡ 339
LANDMARK Fit
English CommunicationⅡ

2生
3生福

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

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

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

外国
語

104 数研 コⅡ 342
Revised COMET
English Communication Ⅱ

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。

外国
語

2 東書 コⅢ 326
Power On
English Communication Ⅲ

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

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

文字が読みやすく、図表も内容理
解の手助けとなるものが多い。

○
外国
語

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

3普

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

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

写真や図版が豊富に配置され題材
に対する興味を喚起している。

外国
語

61 啓林館 コⅢ 334
Revised ELEMENT
English Communication Ⅲ

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。

9



採択
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教科
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学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現

外国
語

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

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

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

イラスト、写真等が少ない。索引
が充実し、自学しやすいように
なっている。

○
外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 328
Revised Vision Quest
English Expression Ⅰ
Advanced

1普

大学入試に対応する表現力と文法
力を養うことができる難易度の高
い内容であるが一方では生徒に
とって親しみやすいものが多く、
無理なく学習ができるように工夫
されている。

全体的には分量は多く問題文も多
いため、発展的な授業を展開する
ことができる。

写真やイラスト等が適所に適切な
分量で用いられており、生徒の学
習の理解を促すものとなってい
る。

外国
語

226 チアーズ 英Ⅰ 321
ATLANTIS English
Expression Ⅰ

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

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

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

外国
語

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

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

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

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

外国
語

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

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

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

イラスト、写真等が少ない。索引
が充実し、自学しやすいように
なっている。

外国
語

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

文章もあり、文法事項もまとまっ
ており表現活動もしやすい。

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

アクティビティの活動があるが、
もう少し内容が実用的だといい。

○
外国
語

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

2普

幅広いトピックについて、自らの
考えを持ち、それを発信できるよ
う、バランスのとれた多種多様な
題材を扱っている。

各パートとも表現活動に必要な語
彙・表現・論理展開について学ん
だあとに表現活動を行うという構
成であり、段階的に無理なく学習
できる。

字の大きさや見出しの色の使い分
けなど視覚的な工夫が十分になさ
れている。

外国
語

231 いいずな 英Ⅱ 332 be English Expression Ⅱ

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

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

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

家庭 2 東書 家基 311
家庭基礎　自立・共生・創
造

ホームプロジェクトの取り組み方
が分かりやすい。消費者をめぐる
問題と、生活情報と情報リテラ
シーが同じページに記述されてお
り取り組みやすい。

教科書のサイズが大判なので、表
や図が見やすい。本文が二段組な
ので、読みやすい。

フローチャート形式の表があり、
概念での理解がしやすい。

家庭 7 実教 家基 315 新家庭基礎２１

住生活分野では、内容が細分化さ
れており、学習を深めることがで
きる。持続可能な社会・グローバ
ルな視点が各単元にあり視野を広
げられる。

余白部分があり、構成がすっきり
としている。書き込みできる。

図と絵のバランスがよい。図は、
わかりやすい工夫がされており写
真よりも理解が深まるものが多
い。

○ 家庭 50 大修館 家基 318
新家庭基礎　主体的に人生
をつくる

1普福

家庭経済では各ライフステージの
課題を的確にとらえている。家
族・家庭、家庭と法律について広
い視野でとらえている

本文を理解するための図・絵がバ
ランスよく配置されている。分量
は丁度よい。

衣生活・食生活の分野の写真の
テーマがよく、本文の理解を深め
やすい。

家庭 6 教図 家総 308
新 家庭総合　今を学び 未
来を描き 暮らしをつくる

身の回りの生活においての実践的
な課題が多く提示されており、授
業内で実生活に即した題材を取り
上げることができる。社会や生活
の仕組みが分かりやすく説明され
ている。

見開きの口絵や、イラスト・写真
が随所に盛り込まれており、視覚
的に興味を引くように構成されて
いる。注釈スペースが充実してお
り、図表や写真が見やすく記載さ
れている。

文章と図表のがバランスがよく、
分かりやすく表記されている。ユ
ニバーサルに対応した字体で表記
されているおり、視覚的に見やす
いレイアウトになっている。

○ 家庭 7 実教 家総 309
新家庭総合　パートナー
シップでつくる未来

１生

調理・被服・介助実習が豊富に取
り上げられており、授業に応じた
選択が可能である。章末には、日
本だけでなく世界と結びつけた内
容が取り上げられており、課題解
決や発展学習に有効な内容であ
る。

写真やイラストが豊富に盛り込ま
れており、理解しやすい構成と
なっている。単元の分量が適切
で、授業計画がたてやすい構成に
なっている。

コラムなどでの表現に、生徒が主
体的に考えられるような言い回し
が用いられており、発展的な学習
につながるような工夫がされてい
る。

家庭 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

各章の導入に身近な話題が取り上
げられているため、知識・理解へ
と結びつけやすい工夫がされてい
る。消費者教育に関わる内容が充
実しており、事例が分かりやすく
説明されている。

紙面がワイドになっているため、
資料の情報量が豊富である。コラ
ムでは写真や資料、説明が見やす
く構成されており、重要な用語を
囲み資料で提示するなどの工夫が
されている。

重要な用語について、語句の注釈
と関係資料との記号を区別するこ
とで、分かりやすい表記がされて
いる。写真や図とその説明が分か
りやすく表記されており、視覚的
な工夫がされている。
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採択
候補 番号 略称 記号 番号

令和３年度使用教科用図書採択候補一覧
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教科
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内容 構成・分量・装丁 表記・表現

○ 情報 2 東書 社情 310 社会と情報 1

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

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

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

情報 7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版

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

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

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

情報 7 実教 社情 312 高校社会と情報　新訂版

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

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

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

情報 2 東書 情科 306 情報の科学

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

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

図や表を豊富に盛り込んで説明し
ており、イラストも工夫して配置
している。

○ 情報 7 実教 情科 307 最新情報の科学　新訂版 3

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

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

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

情報 183 第一 情科 311 高等学校　情報の科学

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

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

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

家庭 7 実教 家庭 303 生活産業情報

家庭科と関連の深い分野について
も内容やソフトが充実しており、
説明も詳しい。情報に関する単語
について詳しい解説が書かれてお
り分かりやすく丁寧に書かれてい
る。

生活に関わる部分での写真や図な
どの資料が豊富であり、実生活を
意識しながら学習ができる。また
多すぎない情報量と、基礎的な部
分も最初に載っている。

頭で想像しづらいところもわかり
やすく図での説明書きがある。文
章も簡潔で生徒にとっても受け入
れ易い。写真も鮮明で見やすい。

家庭 6 教図 家庭 304
子どもの発達と保育　育つ
育てる　育ち合う

発達の特性、発達過程、子どもの
生活と特徴を踏まえて全体的によ
くまとめられている。特に子ども
の福祉と子育て支援については、
丁寧にまとめられているため、内
容を補足するのにも十分である。

適度な写真やイラストが盛り込ま
れているので、視覚的に理解しや
すい構成となっている。分量とし
ては、分野によっては注釈が多い
ようにも感じる。

専門的な名称や説明の部分が多い
ように感じる。表の内容について
は、詳細に書かれている部分もあ
るため、やや字が細かいようにも
感じる。

○ 家庭 7 実教 家庭 311
子どもの発達と保育　新訂
版

3生

子どもの発達の特性、発達の過
程、生活、保育、福祉について５
つの分野を網羅してまとめられて
いる。どの分野においても適切か
つポイントを絞ってまとめられて
いる。

写真やイラスト、図解などが多
く、文章量としても適量である。
アクティビティーなど注釈が適切
に盛り込まれており、生徒の興味
をひきやすい内容が書かれてい
る。

適切な表現でまとめられており、
これからの保育現場を考えさせら
れるような内容も盛り込まれてい
るため、生徒の思考を深める資料
なども十分に表記されている。

○ 家庭 7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 1生

ファッションで必要な幅広い基礎
知識が分かりやすく載っている。
布の種類についてはカラーページ
になっており、素材感が分かるよ
うに背景が色で分けられている。
素材・布の扱いの説明が丁寧に
載っており、説明に利用しやす
い。

ファッション造形の基礎やさまざ
まなものの作り方を見ることがで
きるため、興味・関心を広げるこ
とができる。レベルに合わせた順
番で説明がある。

図や写真が多く、わかりやすい。
それに合わせて簡潔な文章で、読
み込みやすい教科書となってい
る。図も難しいところはアップし
た図が使われている。また興味を
引くようなコラムもあり、授業内
で活用できる。

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

座学の部分は全体的に情報量が多
く専門性も高い。PFCバランスの
内容や調理に関する専門性の高い
内容など、生徒自身が専門性の追
及につなげやすい。調理の部分
は、内容が多岐に渡っており、興
味・関心が湧きやすい内容になっ
ている。

写真が多く使用されており、臨場
感がある。図や表には淡い色が使
われており視覚的バランスがよ
い。

文字・図・表・イラストともに淡
い色でまとまっている。

○ 家庭 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 1生

幅広く情報が掲載されている。全
体的な資料が多く、生徒の興味・
関心を惹いて学習につなげやす
い。

イラストや表、データの集約がさ
れており、視覚的に分かりやすく
構成されている。彩りも鮮やか。
コンパクトに集約されていてポイ
ントをつかみやすい。

文章と図表のバランスがよく、理
解がしやすい表記がされている。
全体的な文字の濃度が濃く、ポイ
ントは太字になっており一目で確
認しやすい。

○ 家庭 6 教図 家庭 310 服飾文化 3生

時代背景と衣服の変化が一目で分
かる内容になっている。なぜその
衣服になったのか解説も明記され
ている。後半には伝統工芸の技法
や作法が細かく紹介されており現
代人が忘れかけている生活文化に
関心を持たせる内容になってい
る。

専門的な言葉には解説があり説明
しやすい。日本文化、西洋文化が
集約されているので時代ごとに文
化の違いを比較できる。現代と過
去の異なる文化に関心を持たせる
ことができる。単元ごとに研究問
題があり、授業のねらいや目的を
提示することができる。

専門的な言葉にはフリガナがあり
読みやすい。図やイラストには年
代が記載されておりどの時代か伝
えることができる。衣生活の変
遷、伝統的な衣装や民族衣装はカ
ラーの写真が掲載されており興味
を引かせることができる。
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家庭 7 実教 家庭 302 ファッションデザイン

デザインの定義から表現の仕方に
つながる歴史、産業と幅広い分野
で明記されている。コラムは経歴
やデザインの特徴が掲載されてお
りデザイナーの求めていたことを
教えることができる。現代ファッ
ション以降はファッション産業、
商品企画など将来のキャリア教育
に繋げることができる。

内容と解説と図が適度に配置され
ている。ストーリー性もあり読み
飽きない工夫がされている。各図
の例が豊富で比較ができる。段
落、項目ごとに太字、空白があり
視認性もよい。

デザインの種類において図やイラ
ストで形が一目で把握でき提示し
やすい。文中に図の数字が明記さ
れており、リンク先の図へ指示が
できる。コラムはその時代のデザ
イナーの経歴が紹介され服飾文化
など歴史に関連して深い学びに結
び付けることができる。

○ 福祉 7 実教 福祉 301 社会福祉基礎 1福

学習指導要領に照らし、基本的な
学習内容が適切に網羅されてい
る。社会福祉の全体像や理念、諸
制度などの基本的事項が分かりや
く掲載されているほか、巻末資料
も豊富で反復学習の手助けとな
る。

各単元ごとに適当な分量、質でま
とめられている。

写真やイラスト、統計類が多数あ
り、分かりやすく表現されてい
る。

○ 福祉 7 実教 福祉 302 介護福祉基礎 1福

学習指導要領に照らし、基本的な
学習内容が項目毎にまとまってお
り、体系的・系統的に学ぶ事がで
きる。介護の知識が広範囲に渡っ
て充実しており、知識の習得が期
待できる。

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

表現が具体的であり、専門用語な
ども理解しやすいように説明され
ている。

○ 福祉 7 実教 福祉 305 コミュニケーション技術 1福

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
寧に網羅されている。事例を取り
上げているので、介護場面のイ
メージがしやすく、諸課題につい
ても深く理解できる内容である。

基礎的・系統的に配列され、適切
である。

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

○ 福祉 7 実教 福祉 303 生活支援技術 1福

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

単元ごとにまとまっており、分量
も適切である。

図やイラストがバランスよく用い
られ、専門用語の解説も工夫され
ている。

○ 福祉 7 実教 福祉 306 介護過程 2福

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

基礎的・系統的に配列され、適切
である。形態別の支援に沿った事
例数が増えるとさらに良い。

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

○ 福祉 7 実教 福祉 304 こころとからだの理解 1福

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

系統的・発展的に構成されてお
り、イラストや図が的確に配置さ
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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採択
候補 番号 略称 記号 番号

国語 17 教出 国総 342 国語総合

現代文も古典も教材は定番では
ある。小説・評論とも単元末に
学習の理解を深める工夫をして
いるが、基礎学力の向上と自主
的な学習の推進において、さら
なる工夫を求めたい。

量的には現代文・古典とも適量
である。装丁は落ち着いてい
る。

図説やカラーページの充実度が
多少足りないように思われる。
脚注などは従来通りではある
が、視覚的な印象としては他社
のものより印象が薄い。

国語 104 数研 国総 350
改訂版　高等学校　国語総
合

現代文の教材は定番である。評
論は理解しやすい内容であり、
現代社会の課題に対する論理的
思考や基礎学力を伸ばすものと
なっている。古典も定番の教材
で、古典の基礎学力を養うこと
ができる。

教材は現代文・古典とも適量で
ある。特に古典の巻末の資料は
詳しく、理解しやすい。現代文
は各単元ごとに興味・関心を深
め、自学自習を促すための工夫
が見える。

図説やカラーページが美しく、
充実している。単元末にある
ズームアップでは、その単元で
の学びを深め、探求心を育てる
工夫もなされており、知識理解
を深めることができる。

〇 国語 183 第一 国総 360
高等学校　改訂版　国語総
合

1

現代文では論理性のある評論文
で主旨が理解しやすく、小説も
近現代の定番のもので、生徒の
興味関心を深める工夫がある。
古典は定番の作品で基礎的な知
識と学力を育成するのに適して
いる。

現代文・古典とも適量である。
生徒の興味関心を深めるととも
に、視野を広げ、知識と読解力
が身につく構成となっている。

図説やカラーページが豊富であ
り、教材理解を深めるための工
夫も現代文・古典ともになされ
ており、自発的・発展的な学習
を進めやすいものとなってい
る。

〇 国語 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版
2ビ
3ビ

段階的に言葉による表現方法を
学ばせることができる内容であ
る。書くことだけに偏らず、読
むこと、聞くこと、話すことに
ついてもそれぞれの力を育成す
る実践例が豊富である。

構成・分量ともに適当である。
基礎を段階的に押さえていく構
成のため、学びやすい。書くこ
と、話すこと、聞くことについ
て、しっかりと単元が設定され
ている。

フォントの切り替えやイラスト
が多く、雑然とした印象を受け
る。見出しの表記が分かりやす
く見やすい。

国語 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版

文章教材も単元ごとに、学習内
容に合わせたものが入っている
ため、発展的な学習につなげや
すい。教科書の上段と下段で内
容が重複している箇所がある。

基礎の定着から発展的な学習に
つなげる構成になっている。装
丁は落ち着いている。分量も丁
度良い。

まとめ方はすっきりとしてい
る。行間が十分にあるため、見
やすい。

国語 183 第一 国表 308
高等学校　改訂版　国語表
現

文章教材の数が多く、読み物と
しての要素が強い。表現の仕方
についての説明も詳しい。段階
的に理解・実践できる内容に
なっている。

分量においては、通年で使用す
るには物足りない。段階を踏ん
だ構成、落ち着いた装丁であ
る。

読みやすく見やすいフォントで
ある。図などによる解説が少な
い印象である。

国語 2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ

現代文定番教材から現代作家ま
で幅広い教材が採用されてい
る。古典的な作品で、ぜひ高校
生に学ばせたい作品も効率よく
収められている。

全体が二部構成になっている。
一部、二部のそれぞれが生徒の
理解力や興味関心に合わせた構
成になっている。二年間かけて
学ぶには適切な分量が確保され
ている。

奇をてらわない一般的な、教科
書体の活字が使われており好感
が持てる。より作品理解に役立
つよう表記された脚注や参考資
料の表現方法も工夫されていて
適当である。

〇 国語 50 大修館 現Ｂ 331 精選現代文Ｂ　新訂版 2

古典的名作から現代作家まで幅
広い作品が並ぶ。高校現代文で
押さえたい作品がほとんど収録
されており、二年間で扱うには
ちょうど良い分量かと思われ
る。

460ページと大部であるが、二部
構成になっているので、読み応
えがある。装丁もしっかりして
いてほぼ毎日使う教科書として
適切である。脚注や写真も適度
にあり、作品の理解が進むよう
工夫されている。

フォントは一般的なものであ
る。行間も適度と思われる。作
品末の「学習のポイント」や巻
末の「キーワード解説」などの
表記や表現が工夫されている。

国語 183 第一 現Ｂ 339
高等学校　改訂版　現代文
Ｂ

『山月記』『こころ』などの定
番教材から「隈研吾」「重松
清」といった、まさに今活躍し
ている作家の作品まで幅広く掲
載し、生徒の興味関心を喚起す
るような内容になっている。

二つの章から構成されており、
学年をまたいで学習するための
分量は十分確保されている。装
丁は従来からの無線綴じである
が、二年間の使用に十分耐えう
るものである。

文学作品や評論については、そ
の表記や表現を変更することは
不可能であり、出版社の独自性
を発揮することは難しいが「言
語活動」や巻末付録など多くの
部分に、表記や表現の工夫がさ
れている。

国語 2 東書 古Ｂ 330 精選古典Ｂ　新版

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

生徒にとって読みやすく構成さ
れており、各単元の分量も適切
である。

写真や図が充実しており、古典
作品の内容理解に役立つ。

〇 国語 2 東書 古Ｂ 331 精選古典Ｂ　古文編
2普
3ビ

古典作品として定評のある作品
を幅広く採録しており、単元ご
との古典文法や古語について確
認する問いについても適切な内
容で、生徒が古文学習を進める
うえで役に立つ。

注が多く、重要古語が抽出され
ており編集の工夫がみられ、生
徒の自学自習にも役立ち、複数
年での履修にも対応できる。

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

〇 国語 2 東書 古Ｂ 332 精選古典Ｂ　漢文編
2普
3ビ

漢文作品として定番の作品を多
く収録しており、注も分かりや
すい。また、各単元で句法の説
明があるので、自学自習にも適
している。

幅広い分野からの作品で構成さ
れており、複数年での履修にも
対応できる。

図版は多くはないが、ポイント
毎に適切に配置されており作品
の内容理解に役立つ。

国語 183 第一 古Ｂ 350
高等学校　改訂版　古典B
古文編

古典編・漢文編と分冊になって
いる。古文の作品として定番の
ものから、これまであまり取り
上げられることのなかった作品
まで幅広く収録されている。

充実した内容の教材が多く、複
数年での履修にも対応できる。

写真や図が充実しており、古典
作品の内容理解に役立つ。

国語 183 第一 古Ｂ 351
高等学校　改訂版　古典B
漢文編

古典編・漢文編と分冊になって
いる。漢文の作品として定番の
ものが数多く幅広く収録されて
いる。

分野別に作品が収録されてお
り、それぞれの分量も適切であ
る。

図版は多くはないが、適切に配
置がなされている。

令和３年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立幸高等学校（全日制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現
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採択
候補 番号 略称 記号 番号

令和３年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立幸高等学校（全日制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現

地理
歴史

2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ

世界と日本との関係についての
コラムが適宜配置されており、
世界における日本の状況も理解
しやすい。要点をおさえた記述
がされており、歴史の流れが分
かりやすく展開されている。

前近代の内容は近現代以降を理
解するための必要な事項が精選
されている。Ｂ５判２４６ペー
ジで、テーマごとに見開きで構
成されおり、学びやすい配列・
構成となっている。

生徒が理解しやすい簡易な記述
がされており、ルビや太字など
も適切に使用されている。地図
や写真、図解なども豊富に使用
され、視覚的に歴史を理解する
ことができる。

地理
歴史

46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ

生徒に身近な視点や日本史との
関わり、近現代史の流れを把握
できる内容が充実している。世
界の思想・宗教に関するコラム
が設置され、異文化理解の基礎
となる知識を育む工夫が見られ
る。

ＡＢ判２３８ページで構成され
ている。各地の前近代史が詳し
く紹介されており、近代史との
バランスが良い。１時間で１見
開きの構成となっており、文量
が適量で学習計画を立てやすい
ものとなっている。

写真やグラフ、地図などの資料
が大きく取り上げられ、カラー
ユニバーサルデザインにも留意
されている。本文は生徒に分か
りやすい平易な表記である。

○
地理
歴史

81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版 2

発展的な学習につながる内容
で、本校の生徒の学習に適した
ものである。近現代史を中心に
構成され、現代世界の成り立ち
が理解しやすくなる配慮がなさ
れている。

Ｂ５判２３０ページで構成され
ている。人類の課題を考察する
ための主題学習も示してあり、
歴史を学ぶ意義が伝わりやす
い。世界史の中の日本を理解で
きるようなテーマが設定されて
いる。

巻末の基本用語解説や年表があ
り、生徒が自ら学習するための
工夫がされている。図版やコラ
ムについての興味が湧くような
工夫がされており、オールカ
ラー印刷で見やすい。

地理
歴史

2 東書 世Ｂ 311 新選世界史Ｂ

興味・関心をひくような資料や
図説が豊富である。内容は基礎
的・基本的な事項が精選され、
歴史の大きな流れが理解しやす
い。同時代史観点や日本史との
関連も分かりやすく簡明な本文
で叙述されている。

Ｂ５判２７８ページ４部１５章
で構成されている。世界の各地
域の地勢図が提示されており、
学習が有効に進められる。全体
を無理なく学べる分量であり、
世界の歴史について体系立てて
学べる構成となっている。

さまざまな時代・地域の人物コ
ラムが理解を助けている。丁寧
で平易な表現の文章であり、漢
字のルビも適切に付されてい
る。写真や地図は鮮明で、豊富
に掲載されている。

地理
歴史

46 帝国 世Ｂ 312 新詳　世界史Ｂ

同時代の繋がりがわかる記述や
多様な見方を養える記述であ
り、深く歴史を学ぶことができ
る。経済的視点を軸に、歴史の
因果関係が捉えられる記述と
なっている。コラムや特設ペー
ジも充実している。

Ｂ５判３３６ページの構成であ
る。本文と知識を補う側注の役
割分担が明確であり、歴史の大
枠から詳細な事項まで整理して
学習できる構成となっている。

カラーユニバーサルデザインに
配慮され、大きな地図や図版が
豊富に掲載されている。歴史事
象の因果関係の記述が充実し、
読んで分かりやすい平易な本文
である。

○
地理
歴史

81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版 3普

各部の概観やまとめにも、地域
や時代の全体像をつかむための
工夫が見られる。基礎的な内容
が充実しており、詳細な記述が
されている。主体的な学習に対
応でき、大学受験に適した内容
となっている。

Ａ５判で４６２ページ、５部１
６章で構成されている。分量は
入試に対応できる十分なもので
ある。また、近年の歴史学の成
果を踏まえた正確性・客観性を
重視した内容になっている。

側注の記述は詳しく記述されて
いる。各資料のコメントや巻末
の年表が充実している。難しい
表記は少なく、比較的抵抗感な
く読み進めることができる。

地理
歴史

2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史

国際的な視野から日本の近現代
史の展開を考察できる内容と
なっている。基礎基本に忠実な
内容である。取り上げられた歴
史的事象について、簡明に記述
されており、学習しやすい内容
となっている。

Ｂ５判２３０ページの構成であ
る。歴史的な思考力・判断力を
培う効果的な構成となってい
る。見開き１テーマのまとまっ
た内容で、学習がしやすい。

資料として活用しやすい図版や
写真が豊富に掲載されており、
学習意欲や思考力を養う工夫が
されている。表記は分かりやす
く、ルビも適切に付されてい
る。コラムや特設ページも豊富
である。

地理
歴史

7 実教 日Ａ 313 新日本史Ａ　新訂版

基礎基本を重視したコンパクト
な内容である。随所に置かれた
特集ページは近現代について理
解が深められるものとなってい
る。主体的な学びを促す、図版
や写真を用いた問いかけが充実
している。

ＡＢ判１９２ページと、学習に
負担の少ない分量である。単元
は５９に分かれており、指導計
画を立てやすく、生徒にとって
も学習がしやすい構成となって
いる。

平易な文章表現がなされてい
る。生徒の興味関心を引き出す
ような工夫が随所に見られ、コ
ンパクトな内容・構成ながら写
真や図表は充実している。

○
地理
歴史

81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版
1普
3ビ

近現代の学習に不可欠な歴史事
象が網羅されており、特に経
済・社会分野の内容に優れてい
る。国際的視点で日本史の学習
を進めることができる内容であ
る。多様な進路希望のある本校
生徒の学習に適している。

Ａ５判２５４ページで構成され
ている。テーマ・分野ごとにま
とめられているため、理解しや
すい構成となっている。十分な
分量の歴史的事象がバランスよ
く網羅されている。

全体としてカラーユニバーサル
デザインにも配慮された色使い
にも工夫が見られる。生徒の興
味関心を引く工夫がされてお
り、資料は適度な大きさで見や
すく掲載されている。

地理
歴史

2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ

地理的条件や世界の歴史との関
連を多面的・多角的に考察する
ための内容が取り上げられてい
る。基本的な事項を習得しやす
い工夫がなされており、歴史的
事象は基礎的なものが多く取り
上げられている。

Ｂ５判３１６ページで構成され
ている。各テーマは見開きで内
容がまとめられており、学習し
やすい。各章の終わりにまとめ
のコーナーが設けられており、
学習内容が定着しやすい構成と
なっている。

本文は平易な表現で記述されて
おり、読み進めやすい。精選さ
れた歴史的事象に対し、写真や
図版が豊富に掲載され、生徒の
理解を促すものとなっている。

地理
歴史

35 清水 日Ｂ 313
高等学校　日本史Ｂ　新訂
版

近現代史を重視した内容であ
る。歴史的事象は基礎的な内容
がバランスよくおさえられてい
る。写真や地図などの資料は豊
富であり、生徒の興味関心を高
め、能動的な学習活動にも適し
たものが配置されている。

Ｂ５判３０２ページで構成され
ている。見開き１ページの構成
の中で、テーマごとの学習目標
が提示されているほか、コラム
も適切に配置され、学習しやす
い構成となっている。

オールカラー印刷で、図版や写
真は本文に合わせて効果的に配
列されている。本文やルビの
フォントには工夫が見られる。

○
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 3

本文の基本事項から、脚注の詳
細な事項に至るまで豊富な歴史
的事象が正確かつ客観的に記述
されている。最新の学術研究の
成果も反映されている。多様な
進路希望が多い本校生徒の実情
にあった内容となっている。

Ａ５判４５４ページの構成であ
る。原始・古代、中世、近世、
近現代の４部構成となってい
る。必要な情報が十分に盛り込
まれ、各時代の特徴がとらえや
すい。

写真や図版も豊富に掲載され、
図版は配色に工夫が凝らされた
ものが多く掲載されている。

地理
歴史

35 清水 地Ａ 311
高等学校　現代地理Ａ
新訂版

地理的技能や地理的な見方・考
え方が身につけられる内容と
なっている。基礎的・基本的な
地理的事象が多く取り上げら
れ、現代世界の地理的認識を深
められる内容となっている。

Ｂ５判２０６ページで構成され
ている。それぞれの項目で着目
すべき点がわかるような工夫が
なされている。１テーマ見開き
の学びやすい構成と分量になっ
ている。

色使いはユニバーサルデザイン
となっており、資料は見やす
い。多面的・多角的に活用でき
る資料や図説が豊富に掲載され
ている。本文の記述は簡易で読
みやすく、学習しやすいように
適切なルビも付されている。
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○
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 1普

統計資料や写真、図表を用いて
効率的に学習を進められるよう
に工夫されている。基礎的事項
が体系的に整理され、内容が充
実しており、本校生徒の学習に
適している。

Ｂ５判２１８ページの構成であ
る。単元は見開きでまとまりが
よく、計画的な学習を進めるこ
とができる。見開きごとに学習
課題が提示され、地理を学習す
る意義が伝わりやすくなってい
る。分量や配列も適切である。

カラーユニバーサルデザインに
配慮されている。本文も簡易な
表現で読みやすくなっている。
見やすい模式図や図版資料が豊
富であり、学習しやすい工夫が
なされている。

地理
歴史

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

基礎的・基本的な地理的事象が
バランスよく取り上げられてい
る。現代世界の特色を理解でき
るように、写真や図版などが多
く配置されている。

ＡＢ判２０８ページの構成と
なっている。学習のポイントが
理解しやすくなる工夫がされて
いる。地理的な見方が身につき
やすくなるように系統地理、世
界地誌、地図学習などがバラン
スよく配列されている。

本文は簡易な記述で、適切な分
量でまとめられている。地理的
技能を育成するための発問が工
夫されている。巻末のフィルム
シートを用いた新旧地形図の比
較など、読図の技能習得のため
の工夫がされている。

地理
歴史

2 東書 地Ｂ 306 地理Ｂ

地理的技能を深める内容が適切
に取り上げられている。中高接
続への配慮がなされた内容であ
る。現代世界の地理的認識を深
めるために必要な、基礎的・基
本的な地理的事象が適切に取り
上げられている。

Ｂ５判３４２ページで構成され
ている。学習の見通しが立てや
すくなる工夫が見られる。重要
語句は見開きごとにまとめられ
ており、学習の手助けとなる。

用語や記号については統一され
た表記がなされている。簡明な
記述であり、重要語句も太字で
示されている。地図資料や図
版・写真も豊富に活用され、主
体的な学習を行うための工夫が
されている。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 3普

重要項目は網羅されており、確
実に知識を定着できる内容と
なっている。世界と日本の地理
的事象を比較することで理解が
一層深まる内容となっており、
本校普通科の学習に適してい
る。

Ｂ５判３４６ページで構成され
ている。本文とコラムや側注の
役割が明確になっており、幅広
い学習が可能である。資料が巻
末に配置されているため、学習
を進める中で活用しやすくなっ
ている。

最新の統計資料やデータが使用
されており、解説は詳細に記述
されている。豊富な写真や図
版・イラストなどはカラーユニ
バーサルデザインに配慮され見
やすいものとなっている。

地理
歴史

130 二宮 地Ｂ 305 新編　詳解地理Ｂ改訂版

最新の事例から現代世界の特徴
や課題について具体的に考察で
きる内容となっている。地誌的
な分野、系統地理的な分野とも
に全ての事項が幅広く扱われて
おり、質量ともに充分な内容と
なっている。

Ｂ５判３２６ページで構成され
ている。基本的な読図技能を段
階的に定着できるよう工夫がな
されている。資料や欄外のコラ
ム、用語の解説が豊富で、発展
的な学習も可能となっている。

欄外での解説により理解が深ま
りやすいほか、重要語句は太字
で表記され学習しやすいものと
なっている。概念や現状、推移
などを的確に示した図表や写真
は内容のものが豊富に掲載され
ている。

地理
歴史

2 東書 地図 301 新高等地図

地理的な見方や考え方の基礎を
培う内容を取り扱っている。地
理Ａ、地理Ｂの目標に即して学
習指導要領の趣旨を踏まえた内
容となっている。

Ｂ５判１５４ページで構成され
ている。資料の配置は系統的な
配列がなされている。地理的事
象の振り返りなど、高校の地理
学習への興味関心をひく工夫も
見られる。

鳥瞰断面図や衛星画像など、生
徒の関心を高め、理解を助ける
教材が適切に掲載されている。

地理
歴史

46 帝国 地図 313
地歴高等地図　-現代世界
とその歴史的背景-

現代世界を理解し、歴史的背景
が確認できるような内容となっ
ており、地歴・公民科の学習に
必要な統計や資料が掲載されて
いる。

ＡＢ判１７４ページで構成され
ている。歴史地名や事項が掲載
されており、歴史学習でも活用
できる。政治経済の重要地域だ
けではなく、国家の枠を超えた
文化圏などが読み取れる工夫が
なされている。

カラーユニバーサルデザインに
配慮された色彩づくりとなって
いる。地名などは現地の表記と
通称が併記されており、地理・
歴史の学習の手助けとなる。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 1普

地形や気候に関する図版も適切
で、充分な統計資料が掲載され
ている。詳細な地図を基本に豊
富な主題図が配置されており、
様々な用途に対応できるため、
多様な進路希望の多い本校生徒
に適している。

ＡＢ判１７４ページで構成され
ている。統計資料や主題図、各
領域内容がバランスよく掲載さ
れている。インデックスにより
利便性も高い。

主題図や領土に関する地図・資
料が豊富に掲載されている。伝
統的な等高段彩表現が用いられ
ており、配色も見やすいため判
読しやすく、地形の概念を理解
しやすい。

公民 2 東書 現社 313 現代社会

基礎的・基本的な内容が偏るこ
となく提示され、生徒の興味関
心に応じて学習を深めることが
できる。資料が豊富で内容もバ
ランスがよく、中高接続にも配
慮がなされている。

Ｂ５判２３０ページで構成され
ている。課題探究活動に主体的
に取り組むための課題例も示さ
れている。学習指導要領に応じ
た系統的な配列がされている。

写真・図版は理解しやすいよう
に表現され、記述も簡易でわか
りやすい。ユニバーサルデザイ
ンにも留意されている。

公民 46 帝国 現社 318 高等学校　新現代社会

各分野はバランスよく配置さ
れ、記述は簡明で分かりやす
い。現代社会の重要事項が丁寧
に解説されているほか本文各所
には生徒が主体的に考え、表現
できる課題学習の項目が設けら
れている。

Ｂ５判２３０ページで構成され
ている。本文と資料のバランス
が良い。見開きで１時限を進め
る構成になっているので、学習
の見通しが立てやすい。

ユニバーサルデザインに配慮さ
れた色調や文字表現となってい
る。内容が理解しやすいよう
に、基礎・基本を重視した平易
で丁寧な表現が用いられてい
る。

○ 公民 104 数研 現社 319 改訂版　現代社会 1ビ

現代の諸問題の歴史的背景につ
いて、分かりやすく学習しやす
い内容となっている。政治経済
の分野が特に充実しており、就
職や公務員試験にも対応できる
ため、多様な進路希望のビジネ
ス科に適している。

Ａ５判３２０ページで構成され
ている。学習指導要領のポイン
トである「習得・活用・探究」
や「言語活動の充実」も深まる
側注やコラムが豊富であり、能
動的な学習にも対応できる構
成・分量である。

豊富な資料や図版はオールカ
ラーで掲載され、学習しやすい
表記である。読みやすさに重き
が置かれ、丁寧な表現で記述さ
れている。

公民 104 数研 現社 320
改訂版　高等学校　現代社
会

基本的事項を中心に読みやすい
記述がされており、学習しやす
い内容である。各分野に生徒の
興味関心を引く内容が盛り込ま
れている。

Ｂ５判２２４ページで構成され
ている。１テーマが見開きで構
成され、分量も適切であり学習
がしやすい工夫がなされてい
る。

オールカラーの図版や写真が豊
富であり、視覚的に現代社会を
学ぶ工夫がされている。

公民 2 東書 倫理 311 倫理

コラムが充実しており多様な学
習に対応できる。学習指導要領
に準じた内容となっており、偏
りのない記述となっている。必
要に応じて資料が適切に提示さ
れ、知識を習得しやすい内容と
なっている。

Ａ５判２３８ページで構成され
ている。中高接続に対する配慮
がなされ、学習しやすい構成と
なっている。各章のバランスも
良く、分量も適当である。

本文記述は平易で簡明、重要語
句は太字で表現されている。必
要に応じた地図や写真、図版が
掲載され、理解を助ける。
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○ 公民 7 実教 倫理 312 高校倫理　新訂版 2普

コラムは学習内容をより深化さ
せるものであり、発展的な学習
にも対応できる。具体例が身近
であり、簡易で丁寧な本文記述
である。進学を視野に入れた本
校普通科の生徒に適した内容と
なっている。

Ａ５判２４８ページで構成され
ている。重要語句や専門用語の
脚注は詳細な記述がなされてい
る。章の間には各地域や時代の
思想の全体像を把握できる構成
となっている。

図表や図解、写真については学
習効果の高いものが豊富に掲載
されている。本文の表現につい
ても簡明で分かりやすいもので
ある。

公民 183 第一 倫理 310 高等学校　改訂版　倫理

先哲の思想が平易に解説されて
おり、重要語句については充分
に掲載されている。大学受験を
目的とした学習に適している。

Ａ５判２２４ページで構成され
ている。各節の冒頭に問いかけ
があり、目的を持って学習しや
すい構成となっている。生徒の
学習段階に応じた弾力的な展開
がしやすい。

ユニバーサルデザインに配慮さ
れている。図表やイラストが数
多く掲載され、本文の学習内容
をより深化させてることができ
る。コラムや特集も多く、学習
が進めやすい。

○ 公民 7 実教 政経 312 高校政治・経済　新訂版 3

政治分野では政治参加の意義や
目的についてのコラムがあり、
主権者意識を育てやすいものと
なっている。経済分野も具体的
で簡易な内容となっており、多
様な進路を希望する本校の生徒
に適している。

Ａ５判２４８ページで構成され
ている。最新の情勢を的確に反
映した、系統的な構成となって
いる。学習内容に応じた問いか
けが設定されており、目的意識
を持った学習ができる構成であ
る。

学習効果の高いオールカラーの
図版や資料が掲載されており、
生徒の興味関心を高めるものと
なっている。本文記述も全体的
にわかりやすい表現となってい
る。

公民 35 清水 政経 315
高等学校　新政治・経済
新訂版

基礎的・基本的な事項が分かり
やすく記述されている。第３編
では課題探究学習も配置され、
生徒の学習段階に応じた学習を
進めるための資料やデータが豊
富に掲載されている。

ＡＢ判２００ページ、全８０の
テーマで構成されている。見開
き２ページで展開されており、
学習しやすい構成となってい
る。

写真や図表はオールカラー印刷
であり、効果的に配置されてい
る。側注やコラムが充分に配置
され、表記・表現も生徒に分か
りやすいものとなっている。

公民 183 第一 政経 309
高等学校　改訂版　政治・
経済

基礎的内容に重点を置いた分か
りやすい内容となっている。歴
史的側面を重視し、学習が深化
するような特集ページも設けら
れている。

Ａ５判２５６ページで構成され
ている。課題探究学習にも対応
できる構成となっており、二項
対立的な展開となっているため
多面的・多角的な学習が可能で
ある。

オールカラーの図版や資料が数
多く掲載されて重要語句や内容
の解説は脚注や中間文で扱って
いる。比較的難解な表現を避
け、簡易な表現がなされてい
る。

数学 2 東書 数Ⅰ 317 数学Ⅰ　Advanced

定理の解説が充実している。ま
た、発展的な内容も補ってあ
り、受験に適した問題演習によ
り、深い学びができるように
なっている。

応用的な部分まで盛り込んだ構
成になっている。分量としては
やや多めになっている。

シンプルな色使いで、細かく表
記がされている。

数学 2 東書 数Ⅰ 318 数学Ⅰ　Standard

基本的な内容を復習しながら学
習できるようになっている。

習熟度に合わせた授業ができる
ように分け隔てられた構成と
なっている。練習問題の分量も
丁度良い。

視覚的に分かりやすい表現をし
ている。

数学 7 実教 数Ⅰ 322 新数学Ⅰ

基礎的な問題が充実している。
難易度の高い問題は選定してあ
る。

段階的に学べるように構成され
ている。練習問題の量が充実し
ている。

簡単なところを詳しく説明して
いる。やや多色刷りなところが
ある。

〇 数学 104 数研 数Ⅰ 329 改訂版　新編　数学Ⅰ 1普

発展的な内容まで網羅されてお
り、不足な点がないように選定
されている。

基礎的な知識を習得しやすいよ
うに構成されている。程よい分
量で、演習しやすくなってい
る。

重要な部分を視覚的に理解しや
すくしてある。

〇 数学 104 数研 数Ⅰ 330 改訂版　最新　数学Ⅰ 1ビ

基本的な知識の定着がメインと
なっており、例題解説から演習
問題まで、分かりやすい内容と
なっている。

重要な点が整理されており、練
習問題に取り組みやすい構成と
なっている。

色の使い方が分かりやすく、理
解しやすいように表記してあ
る。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 325 数学Ⅱ改訂版

総合的な力を養えるように応用
的な問題で学習した項目の理解
と定着が図れる内容が入ってい
る。

例題などを多く取り上げ、学習
内容を理解できるように構成さ
れている。

説明が簡潔に表現されている。
生徒自身が読むものとしては、
取り組みにくい点がある。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 326 新編　数学Ⅱ改訂版

生徒が理解しやすい配列・流れ
になっており、説明は簡潔でイ
メージがつかみやすい。節末問
題、章末問題を本文に挟み込ん
でも扱えるようにリンクがつい
ていて進めやすい。

既習の内容を振り返ることがで
きるようになっている。言葉に
よる振り返りの部分が多い構成
となっている。

多色刷りで表記されており、視
覚を通して内容を直観的に理解
できるように表現されている。

〇 数学 104 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ 2普

既習事項とのギャップがないよ
うに導入が丁寧な内容となって
いる。複雑な内容を説明する上
で、生徒の実態に即した指導が
出来る内容である。

理解が深まるような構成になっ
ている。分量もほどよい。

シンプルで見やすい色使いであ
る。重要な点だけが明示されて
いるので、考えやすくなってい
る。

〇 数学 104 数研 数Ⅱ 330 改訂版　最新　数学Ⅱ 3ビ

具体的な例で、指導しやすい内
容が入っている。また、１つの
問題に対して１つの学習内容の
みを扱っているので、無理なく
学習することができる。

展開が一目でわかる構成となっ
ている。分量も取り組みやす
い。

理解が足りなくなる部分に、補
足の言葉が入っている。多色使
いで視覚的にも理解が深められ
るように表現されている。

数学 7 実教 数Ⅲ 318 新版数学Ⅲ 新訂版

具体例からの導入が多く、内容
記述も丁寧で、教材として説明
しやすい。

公式→例→問→補充問題で、基
礎基本をおさえることができ
る。例題が2段階に分かれてお
り、学習段階に応じて対応でき
る。デジタルコンテンツがあり
板書の時間を短縮できる。

大判の大きな紙面や補足説明図
や補助説明などが分かりやすく
配置されている。
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〇 数学 104 数研 数Ⅲ 324 改訂版 新編 数学Ⅲ 3普

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

例題の説明も丁寧であり、練習
問題の量も豊富で、既習事項と
のギャップが少なく授業が進め
やすい構成となっている。

補助的な説明も適切である。図
を多く用いて視覚的に理解でき
るようになっている。

数学 183 第一 数Ⅲ 328 新編数学Ⅲ

本質部分の理解に集中できるよ
う計算の負担が軽減されている
ほか、題材面においても身近な
内容が扱われており、不必要な
箇所で学習が停滞せず授業が行
いやすい。

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

具体例を用いて一般化すること
が徹底されている。また，図版
が豊富に掲載されている。

数学 7 実教 数Ａ 320 数学Ａ　新訂版

基礎から発展まで幅広いレベル
の例題があり、節末・章末問題
では、入試を意識した問題が掲
載されている。

スモールステップで段階的な指
導ができるようになっているな
ど構成・分量・装丁とも丁度良
い。

細やかな表記、内容で理解しや
すい。

数学 7 実教 数Ａ 321 新版数学Ａ　新訂版

例や例題が多く、段階的に丁寧
な内容である。例題の本文解説
が細やかで、補助的な解説図も
あり自学自習がしやすくなって
いる。

シミュレーションコンテンツが
充実しており視覚的にも理解し
やすいものとなっている。

細やかな表記、内容で理解しや
すい。

〇 数学 104 数研 数Ａ 329 改訂版　新編　数学Ａ 1普

応用例題、研究、節末の補充問
題、コラムなどを利用するとさ
らに学習を深めることができる
内容となっている。

基礎から発展まで幅広く学習で
きる構成となっており、構成・
分量・装丁とも丁度良い。

中学既習事項とギャップがない
ような表記や分かりやすい図を
多く用いて視覚的に理解できる
ようになっている。

〇 数学 104 数研 数Ａ 330 改訂版　最新　数学Ａ 2ビ

1つの例題には1つの学習内容の
みを扱っているので、無理なく
段階的に学習できる。また、具
体例から一般論にまとめられて
おり理解しやすいものとなって
いる。

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

色網掛けやイラストを効果的に
使用しており見やすくなってい
る。

数学 7 実教 数Ｂ 320 新版数学Ｂ　新訂版

例や例題が多く、段階的で丁寧
な内容になっている。応用例
題、トライ例題、研究、発展を
利用するとさらに学習を深める
ことができる。

シミュレーションコンテンツが
充実しており、グラフや立体な
どを自由に動かして学ぶことが
でき、視覚的に理解しやすいも
のとなっている。

途中式が丁寧に細かく表記され
ており、分かりやすく、自学自
習がしやすくなっている。

数学 61 啓林館 数Ｂ 324 新編　数学Ｂ改訂版

基本的な内容から標準的な内容
まで幅広く学習できるように
なっている。問題に関連した身
近な題材を写真とともに掲載
し，身の回りの内容が数学に関
連していることを意識できるよ
うになっている。

振り返り、本文、確認問題、章
末問題Ａ、章末問題Ｂと段階を
おって応用性や難易度を上げる
ことで，基本から応用まで系統
的に学習できる構成になってい
る。

本文と側注の図式化したイメー
ジ図に関連した色使いをしてお
り、視覚的に分かりやすい表記
になっている。

〇 数学 104 数研 数Ｂ 327 改訂版　新編　数学Ｂ 2普

基礎から標準にかけての練習問
題があり、節末の補充問題や研
究、発展問題を利用するとさら
にレベルアップできる内容と
なっている。大学入学共通テス
トを意識した問題が掲載されて
いる。

問題量や難易度のバランスがよ
い。1つの例題に1つの学習内容
のみ扱っており、段階的に指導
できる構成となっている。

中学既習事項とのギャップがな
いような表記や、図を用いて視
覚的に理解できるようになって
おり分かりやすい。

理科 2 東書 科人 306 改訂　科学と人間生活

科学と人間生活との関係につい
て、実験・観察などを通して科
学的な見方や考え方を養う内容
になっている。科学と実生活の
関係に興味関心をもつ内容に
なっている。

発展的な学習内容は少なく、基
礎基本に重点をおいた学習内容
を中心に構成されている。観
察・実験に重点が置かれてい
る。

章の最初など導入のページに写
真を大きく使い生徒の興味を引
き、本文中の写真も身近な製品
を使うなど、視覚的にくらしと
科学をつなげる工夫がある。

〇 理科 7 実教 科人 307 科学と人間生活　新訂版
1普
3ビ

物理・化学・生物・地学それぞ
れの分野で基本的な概念を生活
と結び付けて理解でき、生徒に
実生活とのつながりを意識させ
興味関心を高める内容になって
いる。

各内容の分量と配分が適切であ
る。説明に必要な写真や図が多
くある。生活に関する特集が組
み込まれている。

大切な専門用語が太字でふりが
ながつけられ、分かりやすく説
明されている。また、文章が簡
潔であるため、要点をつかみや
すい。

理科 61 啓林館 科人 302 科学と人間生活

科学技術が人間生活に果たして
きた役割や自然と人間生活の関
連について、実験や観察を通し
て理解を深めることができる内
容になっている。

図や写真を多く用いている。ま
た、各内容の分量と配分が適切
であり、全体としてまとまった
構成となっている。

写真、図、表が多用され、説明
を助けている。これらが生徒に
興味関心を抱かせるものになっ
ている。

理科 2 東書 化基 313 改訂　化学基礎

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

教科書内の全問題に解答と解説
がついていて良い。構成も分量
も適切である。

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

理科 2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎

化学が身近な製品に密接に関わ
り、生活を豊かにしていること
がわかる内容になっている。基
礎的・基本的なことに重点をお
いている。

大判で非常に見やすい。章末テ
ストとまとめがあり、生徒自身
での学習の助けとなる。分量や
ページ数が適切である。

大判の利点である側注を利用し
て、解説や図表など生徒が理解
しやすいように掲載している。
特徴のある読みにはふりがなが
あり、生徒の理解を助ける。

理科 7 実教 化基 315 化学基礎　新訂版

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

構成も分量も適切である。知識
がしっかりと身につく構成に
なっている。

平易な表現で分かりやすく表現
されている。写真が見やすくイ
ラストも豊富で丁寧である。
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理科 7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版

発展的な内容が精選されて、基
本に重点がおかれている。問題
編があることで生徒の学習の助
けとなる。また、生徒が調べな
がら学習できる工夫がされてい
る。

本文中に関連する問題があり、
学習しやすい構成となってい
る。発展的な内容も抑えられ分
量も適切である。Ｂ５版で見や
すい。

本文は簡潔で図版に多くの情報
がある。重要な点が囲まれてい
て、大切なことがすぐにわかる
ように示されている。

〇 理科 183 第一 化基 321 高等学校　改訂　化学基礎
1普

日常生活と関わりの深い事物・
現象を学習の導入として扱って
おり、生徒が興味・関心をもっ
て学習できる。「実験」、「探
究活動」が適切に配されてお
り、生徒が主体的かつ意欲的に
観察・実験に取り組むことがで
きる。

各節の冒頭に「中学校の学習内
容」が示されており、中学校理
科との関連を図りながら学習す
ることができる。本文記述と図
表がバランスよく配置されてお
り、重要なポイントを直感的に
理解することができる。

多数の図表が効果的に配置さ
れ、興味・関心を喚起する多く
の工夫も凝らされており、化学
を得意としない生徒にも理解し
やすい表記である。

〇 理科 183 第一 化基 322
高等学校　改訂　新化学基
礎

3ビ

要点を絞り込んでいる。生活と
関わりの深い物質の利用例が写
真とともに数多く取り上げられ
ており、初めて化学に取り組む
生徒に興味を引く内容になって
いる。

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

図や写真が良質で学習内容のつ
ながりを意識させる工夫がなさ
れている。本文は平易な記述で
簡潔であり、文章と図・写真か
ら重要事項を理解しやすい。

理科 7 実教 化学 310 化学　新訂版

化学基礎で学習した内容に
チェックがあり、他科目との連
携がなされているため項目ごと
に確認しながら授業を進めるこ
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。本文が、簡潔
に書かれている。

図が大きく、見やすいが、文章
量が、他の教科書に比べて少な
い部分が多い。

理科 104 数研 化学 314 新編　化学

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

Ｂ５改版で、説明が多く取り上
げられている。内容も適切であ
るが、ページ数が多く重いた
め、扱いづらい。

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。

〇 理科 183 第一 化学 315 高等学校　改訂　化学 3普

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

各学習内容がページをまたがる
ことがなく、とても見やすい構
成である。

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

理科 2 東書 生基 311 改訂　生物基礎

探究的に学習を進めるため、適
切な箇所に観察実験が取り入れ
られている。本文の内容を深め
るため、日常生活や科学史など
幅広い話題を取り上げ興味関心
を引く内容である。

中学校の既習用語をまとめて掲
載している。また、本文中には
復習マークによって効率的な学
習が行えるよう配慮されてい
る。探究活動は編末にまとめて
あり、適宜行うことができる。

節ごとに課題とポイントが設け
られており、課題意識をもって
学習を進めることができる。カ
ラーの写真や図が必要箇所に盛
り込まれている。図版の色がユ
ニバーサルデザインに配慮され
ている。

理科 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版

各章に探究活動や特集が組まれ
ており、思考力・判断力・表現
力を身に付けられる構成となっ
ている。簡易な文章によって簡
潔に必要語句がまとめられてい
る。

学習の区切りがよく、学習のポ
イントが一目でわかるように
なっている。分量としては適当
である。

本文と関連図が一目で見やすい
レイアウトである。大きな教科
書を生かし、写真・イラスト等
も豊富である。

〇 理科 183 第一 生基 318 高等学校　改訂　生物基礎 2

学習指導要領に示された学習項
目が偏りなく扱われている。実
験・観察や探究活動が適切に盛
りこまれており、探究的に学習
を進めることができる。

本文がわかりやすい記述で簡潔
にまとめられている。各章末に
練習問題が設けられており、基
本事項を理解しているか確認で
きる。

重要な学習内容や事項を表すゴ
シック体の表示が適切である。
また、コラムが設けられてお
り、各章に関連した発展的な内
容により、興味関心をもたせる
ことができる。

理科 2 東書 生物 306 改訂　生物

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

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

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

理科 7 実教 生物 308 生物　新訂版

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

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

重要単語に英語が付記されてお
り、国際化にも対応可能な内容
となっている。

〇 理科 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物 3普

学習指導要領の主旨のとおりに
つくられている。複雑な生命現
象の単元前に、「ガイド」とい
う項目を設け、大まかな流れを
把握してから学習に取り組める
ようになっている。

図や絵、写真を多くすることで
視覚的にとらえ、理解しやすい
内容になっている。また章末問
題がついており、単元ごとに振
り返ることができるようになっ
ている。

重要単語が、太字になっており
単語の英語表記がされている。
そのため国際的に対応可能な内
容となっている。重要単語が理
解しやすい。

保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版

学びの要素、思考への問いかけ
があり、論理的な視点で学ぶこ
とができ、生徒の学習の導入に
適しており、豊富なイラスト・
写真や学習の広がりをもたせる
注釈により生徒の学習意欲が高
まる。

見開き２ページ１項目完結型の
教科書であり、生徒の学ぶ意欲
が高まる。また、単元の精選の
面で、効率よく年間の教科指導
に生かすことができる。

カラー印刷で美しく、見やす
い。挿絵や図表が豊富であり、
生徒に視覚から理解を促してい
る。また補足説明についても丁
寧で充実しており、理解が深ま
る。

〇
保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 1

わかりやすい表記・表現であり
生徒が学習の内容をイメージし
やすい。また豊富なイラスト・
写真があり、視覚的な認知を図
ることができ、生徒の興味関心
が高まりやすく、学習効果が期
待できる。

見開き２ページ１項目完結型に
加え、重点項目が４ページ構成
で生徒は学びやすい。項目ごと
の分量も生徒に適している。

図表部分のスペースが大きく
とってあるので、圧迫感が少な
い。図表と文字のバランスが良
い。カラー印刷であり、さらに
文章も整理されており、丁寧で
見やすい。
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保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

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

１単元毎に、見開き完結で構成
されている。項目における学習
ポイントが絞られて明確に記載
されており、生徒は学びやす
い。

見開きでのカラー印刷やグラフ
等を数多く使用している。学習
内容における要点が、的確な表
現でまとめられており、太字で
の強調等で工夫されている。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１

歌唱・器楽・鑑賞の各分野から
教材として長年にわたり使用さ
れてきた楽曲を中心に編集され
ている。

歌唱を中心に構成されている。
美しい表紙でＢ５サイズであ
る。

落ち着いた文章で読みやすい。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 1

歌唱教材は親しみやすく、楽器
の解説が豊富なことが特色であ
る。生徒が自主的に演奏に取り
組めるような内容で分かりやす
い。

授業の実態に沿った教材を選び
やすい構成である。分量は適切
である。色合いがやわらかく美
しい装丁である。

丁寧な解説の文章は読みやす
く、図や写真を用いて主体的な
学びを促している。楽譜も見や
すい。

芸術 89 友社 音Ⅰ 312 改訂版　ON! 1

歌唱の内容が充実していて、
様々なジャンルの楽曲を斉唱・
合唱の形で掲載している。全体
を通して、親しみやすさが大き
な特徴となっている。

歌唱・器楽・音楽史・鑑賞・創
作の順で構成されているので使
いやすい。

バランスがとれた落ち着いた表
現と文章で読みやすい。

芸術 17 教出 音Ⅱ 308
高校音楽Ⅱ 改訂版 Music
View

楽譜がサイズが大きく読みやす
い。歌唱、器楽、鑑賞、創作と
も題材がバランスよく配されて
いる。生徒が理解しやすく親し
みやすい内容となっている。

特徴ある構成である。分量は多
めである。装丁は現代的で美し
い。

全ページカラー印刷である。写
真が多く配されており，視覚に
訴えてくる効果が高い。また，
解説が随所にあるため理解しや
すい。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２ 2

MOUSA1からの発展としての位置
づけで、さらに深く学べる選曲
であり、器楽について工夫され
ていて分かりやすい。

生徒の実態に合った教材を選び
やすい構成となっており、分量
的にも適切である。

イラストを多用した丁寧な解説
や図、写真が資料として効果的
である。

芸術 89 友社 音Ⅱ 311 改訂版　高校生の音楽2

色々なジャンルの名曲を教材と
して取り上げてあり、１学年時
に学んだ内容を拡張して学ぶこ
とができる。

歌唱が中心の構成である。器楽
アンサンブルは見やすい。装丁
は落ち着いた色合いである。

バランスのとれた落ち着いた表
現と文章で読みやすい。

芸術 17 教出 音Ⅲ 304 音楽Ⅲ 改訂版

歌唱中心の内容で、多様なジャ
ンルの曲を独唱や合唱を通して
学ぶことができる。アンサンブ
ル曲にはワークシートの欄があ
り工夫されている。音楽の視野
を広げることができる。

歌唱・器楽・鑑賞の順に構成さ
れていて使いやすい。柔らかい
色合いの紙面で、装丁は現代的
である。

楽譜は大きく読みやすい。文章
は落ち着いた表現で分かりやす
い。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅲ 305 Joy of Music 3ビ

３年間の集大成として、歌唱、
器楽、鑑賞それぞれ高度な内容
の充実、更に、音楽理論につい
ても触れられている。譜面に細
かく指示がされているため、生
徒が自主的に活動できる。

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。

芸術 89 友社 音Ⅲ 306 改訂版 高校生の音楽3

歌唱、特にオペラの曲に重点が
置かれている。西洋の音楽にも
多く触れることができる。選曲
や編集も工夫されている。また
合唱曲は編成別の楽曲が掲載さ
れている。

美しい装丁である。分量は年間
で学習する内容として丁度良
い。楽譜も見やすく構成されて
いる。

楽譜が見やすい。音符や歌詞、
歌詞のカタカナ表記の印刷が
はっきりしている。

芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１

生徒の創造意欲を引き出すよう
な問いかけを掲載することで、
作品制作のためのきっかけにな
る工夫が多くなされている。

分野、章ごとにわかりやくす構
成されている。図版は豊富で、
装丁は堅牢である。

生徒に分かりやすい表記であ
り、書体や色なども工夫されて
いる。

〇 芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 1

各分野において豊富な資料と参
考図版が掲載されており、様々
な分野、技法を知ることができ
る。

各章は理解しやすく、図版など
の資料が数多く掲載されてお
り、分かりやすい構成となって
いる。装丁は堅牢である。

生徒が分かりやすい表記・表現
になっている。資料集的役割も
果たせる。

芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

説明文と図版を効果的に組み合
わせ、基本的な内容が理解しや
すいように工夫されている。

基礎的な内容から発展的な内容
まで連続的に理解できるような
構成となっている。分量も豊富
である。

表現は平易で、分かりやすい文
章表現である。

芸術 116 日文 美Ⅰ 303 Art and You 創造の世界へ

美術、デザイン、工芸に関わり
図版が多く掲載されている。生
徒が作品を考えるに当たり、良
い参考となっている。

堅牢な装丁であり、携帯に便利
な大きさである。分量は豊富で
ある。

読みにくい漢字にはフリガナを
ふるなど、分かりやすい表現と
なっている。

芸術 38 光村 美Ⅱ 303 美術２

作品に関して、より深く考察で
きるような内容となっている。
社会的な問題も意識させるよう
考えられている。

見開きの大判で掲載されている
画像もあり、作品制作の手助け
となるよう構成されている。

表現は分かりやすく、文字も読
みやすい。
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〇 芸術 116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２ 2

古典的な表現から、現代的な表
現まで、幅広く取り扱われてい
る。より専門的な内容になって
いる。

参考資料としても有効に利用で
きるよう色分けなどを行い、豊
富な分量で理解を深められるよ
う構成されている。

生徒にとって分かりやすい表現
で、読みやすい表記である。資
料集的役割も果たせる。

芸術 116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２

掲載作品に関して、全体から細
部にわたって鑑賞できるように
計画されており、作品制作のた
めに参考になっている。

装丁は堅牢で、見開きで掲載さ
れている図版も、問題なく見る
ことができる。分量も豊富であ
る。

文章は平易で、生徒にとって読
みやすい表現である。

芸術 38 光村 美Ⅲ 303 美術３

社会と美術・デザインの関わり
を考えさせるような内容であ
り、また時代の変遷も理解でき
るように工夫されている。

堅牢な装丁で、図版と文章の分
量は適切である。

分かりやすく、印象に残りやす
い表現である。

〇 芸術 116 日文 美Ⅲ 304 高校生の美術３ 3ビ

美術・デザインに関わる職業が
多く取り扱われており、社会と
の関わりをより深く理解できる
ような内容である。

社会で活躍する人物の紹介が見
開きで構成されており、見やす
く理解しやすい。

文章は平易で、適切な表記と
なっており、説明文も理解しや
すい。

芸術 116 日文 美Ⅲ 302 高校美術３

生徒にとって身近なデザイン作
品など、より生徒自身と美術・
デザインの関わりを意識する内
容である。

主要な図版は大きく掲載されて
おり、強く印象に残る構成と
なっている。

分かりやすい表現で、文章も簡
潔で、適切な表記である。

芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ

古典臨書の際、各字の特徴の要
素をどう捉えるかの観点が大き
く図式化して明確に示されてい
る。法帖を観て書く時のポイン
トとして理解しやすい。

書写から書道への導入が自然で
丁寧に確認されており違和感無
く移行できる。漢字五体に仮名
と全ての書体を掲載し、導入時
に書体の変遷を示した後すぐに
見られるようにしている。

写真図版は大きく、筆路が追い
やすいように骨書きや筆順まで
示してある。説明文は簡潔で短
めである。

○ 芸術 6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 1

書活動しやすい展開になってい
る。仮名は料紙に興味がもてる
作業を織り込み、漢字仮名交じ
りの創作も学びを深めることが
できる。

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

生徒の鑑賞風景や考察中などの
写真が使われ、臨書活動に現実
味が出ている。人物やエピソー
ドのコラムの配置が効果的で興
味をそそる。説明は簡潔に書か
れている。

芸術 17 教出 書Ⅰ 307 新編　書道Ⅰ

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

教室の机上で扱いやすい細長い
サイズから書道室対応の幅であ
る。書体ごとの分量配分も偏り
がない。

自ら学ぶコンセプトそのまま
に、筆遣い・線の中の穂先の位
置の示し方について最も解りや
すい示し方である。作業手順に
ついては行程の図版の配置が優
れている。

芸術 2 東書 書Ⅱ 305 書道Ⅱ

鑑賞の解説や人物の活用によ
り、国語や歴史との関連を図っ
ており、学習の深まりを促す。
発展的に書の伝統文化自体に理
解も深まる。

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

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

○ 芸術 6 教図 書Ⅱ 306 書Ⅱ 2

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

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

解説の文章は簡潔に解り易く
なっている。見開きで図版を配
置するという構成も増え、ふり
がなやフォント替えによる重要
語の引き立てなど、見やすく理
解しやすい。

芸術 38 光村 書Ⅱ 308 書Ⅱ

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

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

活字の書体・行間などの配置は
適切である。篆刻や刻字におい
て、写真入りフローチャートを
採用し分かりやすくできてい
る。

芸術 2 東書 書Ⅲ 301 書道Ⅲ

探究的な学びに適した書論・コ
ラムなどが充実している。古典
や活動項目は、主体的な活動を
通して身につけられるように精
選されている。

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

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

○ 芸術 6 教図 書Ⅲ 302 書Ⅲ 3ビ

漢字の深まりと漢字仮名交じり
文の充実が明確である。Ⅰ・Ⅱ
での基礎の定着から進められた
形、書体ごとの特徴・技法の理
解が深まる工夫が見られる。

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

中国古典から日本の古典への進
展移行が表紙に現れている。

芸術 17 教出 書Ⅲ 303 書道Ⅲ

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

幅の狭い一般教室用サイズの装
丁である。多くなった行・草
書、篆刻古典そのものだけでな
く書論・解説文の分量も増え、
深い学びを助けている。掛け軸
の作品写真を織り込み、良い鑑
賞教材になっている。

古典図版は用紙の余白を排除し
て内容を大きくとって配置さ
れ、幅の狭さを感じさせない。
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〇
外国
語

2 東書 コⅠ 329
Power On English
Communication Ⅰ

1

話題が文化・スポーツ・科学な
ど、バランスが取れており、高
校生の興味を引きやすい。
Lesson5までは中学校の既習文法
事項の復習を取り入れ、高校で
の学習に無理なく移行できるよ
う工夫されている。

各パートにおいて４技能をバラ
ンス良く養成する構成となって
いる。生徒が取り組む活動内容
が段階的になっており、充実し
ている。

色使いや写真も豊富。巻末には
英語活用力Upコーナー文法のま
とめのコーナーがあり、扱いや
すい。日本語の質問で、生徒が
取り組みやすい工夫がされてい
る。

外国
語

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

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

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

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

外国
語

50 大修館 コⅠ 337
Compass English
Communication Ⅰ Revised

説明文、エッセイ、物語文、対
話文などバラエティに富み、生
徒の興味・関心に合わせた身近
な題材や伝統文化を扱ったもの
が選ばれ、充実した内容になっ
ている。

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

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

〇
外国
語

2 東書 コⅡ 327
Power On English
CommunicationⅡ

2

題材の扱い方がユニークで、通
り一辺倒ではない、深く考えさ
せ、意見交換が活発になるよう
な内容である。

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

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

外国
語

50 大修館 コⅡ 335
Compass English
CommunicationⅡ Revised

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

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

徐々に語彙数が増えるが、写真
や図版を多用し、理解を促すよ
うに工夫している。

外国
語

177 増進堂 コⅡ 345
NEW FLAG
English CommunicationⅡ

生徒の好奇心を引く身近な題材
が、平易で比較的短い英文で書
かれている。苦手意識の強い生
徒にも取り組みやすい題材と
なっている。

課末のReviewやGrammar &
Expression、Activityが豊富に
用意されている。演習やコミュ
ニケーション活動が充実するよ
うに作られている。

手書き風な文法解説など、親し
みやすい表記・表現が工夫され
ている。

〇
外国
語

2 東書 コⅢ 326
Power On
English Communication Ⅲ

3普

人文科学・社会科学・自然科学
と題材の分野が豊富でバランス
がよい。生徒の身近な話題か
ら、未知の内容まで、彼らの好
奇心をかきたてる興味ある内容
となっている。

３部構成で、第一部で200語程度
の英文を読むためのテクニッ
ク、それ以降は実践的な長文読
解に対応できる構成となってい
る。また、適切な分量の写真や
図が発話を引き出すように考え
られている。

様々な学力の生徒に対応できる
よう、文字は適切な大きさで、
写真や図の色使いにも配慮がさ
れている。設問の表現について
も、統一感があり、生徒の意欲
を掻き立てるよう工夫されてい
る。

外国
語

183 第一 コⅢ 345
Vivid
English Communication Ⅲ
NEW EDITION

話題が多様で生徒が興味をひく
内容となっている。文法事項は
高校で習得する内容が網羅され
ている。

写真やイラストなど、視覚から
も英文の内容が把握できるよう
な構成となっており、語数も少
なめである。

1行の語数が少なく、見やすいデ
ザインとなっている。指示やま
とめの部分には日本語の標記で
英語が苦手な生徒にも、取り組
みいやすいと思われる。

外国
語

183 第一 コⅢ 346
Viva！
English Communication Ⅲ

取り扱う内容が多岐にわたって
いるだけでなく、専門的に深化
されている。生徒自身に深く
じっくり考えさせるような内容
となっている。

およそ3ページで、一つの話題が
完結する構成となっている。話
題に対する問も多く、語数やそ
の内容から応用力を養うことを
主眼においていると考えられ
る。色味も抑えてあり、「読
む」ことに集中できる。

指示や質問についても、全て英
語表記となっており、日本語を
介さずに英語で思考し、表現す
る姿勢を指導するにふさわし
い。

〇
外国
語

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

2普

身近な話題を通して、文法事項
が学習できるように配列されて
いる。社会問題の題材も豊富に
扱われており、基本から応用へ
と語彙力や表現力も網羅してい
る。

モデル会話が各課に配列されて
おり、リスニング強化が突出し
ている。解説のわかり易さや練
習問題の量も適切である。

適切な表記で、単語や語句が頻
度の順に配列されていている。
イラストや写真、図をうまく配
置して、視覚的にも見やすく構
成されている。

〇
外国
語

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

3ビ

身近な題材で、文法が学習でき
るように工夫されている。基本
的な文法事項や表現を多用しな
がら繰り返し学習できる。

具体例をあげて重要事項が整理
されているので、文法の解説や
演習のレベルも適切に配置され
ている。

イラストや写真、図を適切に配
置し、視覚的に見やすく配列さ
れている。生徒の活動の際、適
切に活用できるよう工夫が施さ
れている。

外国
語

183 第一 英Ⅰ 337
Vivid English
Expression ⅠNEW EDITION

学校生活や行事、クラブ活動な
ど身近な題材が取り組みやすく
配列されている。クラスルーム
イングリッシュ［生徒への指示
等の定型文〕やフレーズなども
豊富に取り入れられている。

見開きで完結する構成になって
いて、演習問題等の量も適切で
ある。。リスニングでの導入も
特徴的である。

生徒の活動に活用できる題材が
適切に配置され、視覚的に見や
すい構成となっているので理解
がしやすい。

外国
語

212 桐原 英Ⅰ 342
Empower English
Expression Ⅰ Mastery
Course

自国文化と異文化を比較しなが
ら題材が扱われているので、表
現力に加えて文法も習得し進め
ていける構成になっている。

見開きになっているので、進め
やすく、段階的に理解度が深ま
るように工夫されている。

イラストや写真、図が適切に配
置されているので、系統的に理
解できるよう構成されている。

〇
外国
語

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

3普

生徒にとって身近な話題におい
ても国際的な視点を持つ大切さ
を、親近感を覚えるようなポッ
プさをもって提示している。前
半文法事項の復習を、後半は応
用編として、プレゼンテーショ
ンやディスカッションへ導く展
開となっており、生徒の表現活
動をスムーズに指導できる。

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

写真やイラスト、グラフなどの
視覚的資料が適切に配置されて
いる。後半部分ではパラグラフ
ライティングやメール文章の見
本と解説もあり、実践的な指導
をする際のモデルとして活用で
きる。
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外国
語

177 増進堂 英Ⅱ 327
MAINSTREAM English
Expression ⅡSecond
Edition

高校生が興味をもって、表現し
てみようと思える題材が豊富で
ある。身近な話題から社会的な
ものまで、生徒の意見を引き出
しやすい内容である。

スピーチからデスカッション、
ディベート、エッセイライティ
ングまで4技能を駆使して表現活
動ができるよう工夫されてい
る。

写真やイラストやグラフなど、
視覚的資料は最小に抑えられて
いる。指示やまとめについては
日本語表記となっており、生徒
が理解しやすいよう配慮されて
いる。

外国
語

183 第一 英Ⅱ 328
Perspective English
Expression Ⅱ NEW
EDITION

高校生にとって身近な話題か
ら、国内外の話題や学術的な話
題へと視点が広がるような豊富
かつ適切な内容となっている。

前半は「聴く」「話す」事によ
る導入、文法事項の確認の後
に、自己表現をする構成となっ
ている。後半は「読む」ことで
話題の理解と自身の考えをまと
めるような構成である。語数も
適切である。

それぞれの指示やまとめについ
てはわかりやすく実践に向けた
ものとなっており、生徒が理解
しやすいよう配慮されている。

外国
語

2 東書 英会 301
Hello there! English
Conversation

生活場面を中心とした内容では
なく、高校生の興味を引く社会
的な話題を選んでいるところが
ユニークである。

ペアワークやグループワークに
よる練習が豊富に用意されてい
て、重要表現の定着のために十
分な分量が用意されている。

書き込み式のワークシートが多
く、言語活動に無理なく取り組
める作りになっている。

外国
語

15 三省堂 英会 302
SELECT English
Conversation

高校生にとって日常的で身近な
話題を選び、段階的に重要な表
現が身に付くように構成されて
いる。また、海外留学の場面が
扱われており、有用だと思われ
る。

写真と図版を豊富に用い、取り
組みやすい構成になっている。

選択して答える部分と、書き込
む表現活動の部分が適度に配列
されており、メリハリのある授
業展開ができる構成になってい
る。

〇
外国
語

61 啓林館 英会 303
Sailing English
Conversation

2ビ

高校生にとって日常的で身近な
話題を選び、場面ごとに導入か
ら部分的な表現の導入、まと
まった対話、表現活動とステッ
プを踏んだ構成になっている。

興味を引く導入部、選択問題を
中心としたリスニング部分、
ディクテーション、対話練習、
自己表現と取組み易い構成に
なっている。

英語による指示と日本語による
指示の部分が混在していて、英
語を読むことが苦手な生徒も無
理なく取り組めそうだ。

外国
語

109 文英堂 英会 304
My Passport English
Conversation

生活場面を中心とした内容では
なく、高校生の興味を引く社会
的な話題を選んでいるところが
ユニークである。

ペアワークやグループワークに
よる練習が豊富に用意されてお
り、重要表現の定着のために十
分な演習量が用意されている。

書き込み式のワークシートが多
く、言語活動に無理なく取り組
める作りになっている。

外国
語

226 チアーズ 英会 305
ATLANTIS English
Conversation

高校生にとって日常的で身近な
話題を選び、段階的に重要な表
現が身に付くように構成されて
いる。また、海外留学の場面が
扱われており、有用だと思われ
る。

写真と図版を豊富に用い、取り
組みやすい構成になっている。

選択して答える部分と、書き込
む表現活動の部分が適度に配列
されており、メリハリのある授
業展開ができる構成になってい
る。

〇 家庭 2 東書 家基 311
家庭基礎　自立・共生・創
造

2普

基礎的・基本的な学習内容の確
実な習得のために、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、見通しをもっ
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 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

主体的に行動する力や、自分ら
しさを見つめる力を育てる点を
重視して内容が工夫されてい
る。衣食住から、高齢者や消費
生活など経済的に自立するとこ
ろまで、全体的に扱われてい
る。

家庭や生活に関わる基礎的・基
本的な知識と技術を、分野に偏
りなく掲載し、ステップアップ
させた内容へと展開できるよう
工夫している。

資料の写真や、イラスト、グラ
フや図などが鮮明で見やすく
なっている。丁寧で理解しやす
い表記であり、言葉の表現も簡
潔で分かりやすい。

家庭 9 開隆堂 家基 317
家庭基礎　明日の生活を築
く

生徒に身近な事例やどの世代に
も関わる課題を取り上げ、興味
関心をもって学習に主体的に取
り組める場面や導入を工夫して
いる。

それぞれの学習項目の特性や必
要に応じて、図や写真、資料、
コラムなどを取り上げていて、
学習が円滑に行えるように、分
量や配分がバランスよく配列さ
れている。

重要な語句は緑色の太字で表
し、漢字全てにルビがふられて
いるため、高校生が一目みて大
切な語句だと理解することがで
きる。

〇 家庭 2 東書 家総 307
家庭総合　自立・共生・創
造

2ビ

「TRY」として、高校生の実践例
や実習、実験を取り上げている
のでより実践的、体験的に学ぶ
ことができる。

各章のはじめに章の学習内容を
概観する文章があり、各節のは
じめには「学習のポイント」が
示されているので、学習内容の
見通しをもつことができる。

判型がAB判と大きいことを生か
し、図やグラフ資料が豊富に掲
載されているため、生徒の学習
意欲を高め、楽しく学習を進め
ることができる。

家庭 7 実教 家総 309
新家庭総合　パートナー
シップでつくる未来

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

生きていくうえで必要な基礎的
な知識・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
にしている。

生徒が読みやすく、分かりやす
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 9 開隆堂 家総 310
家庭総合　明日の生活を築
く

社会の変化を取り上げ、青年期
の自立や職業選択、男女の平等
と相互の協力などにつながるよ
うに、実在の人のメッセージを
取り上げるなどの配慮をしてい
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
んでほしいかを自主的に考えさ
せることができる。

印刷のカラーの濃淡がはっきり
としており、図や資料が分かり
やすい。

情報 7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版

情報に関する知識・理解がしや
すい内容である。また、表計算
ソフトやプレゼンテーションソ
フトなどの実技の解説が豊富に
載っていて、理解しやすい内容
である。

広範囲の内容にわたって解説が
されており、軽く授業で触れる
程度の内容でも、しっかり学習
ができる分量になっている。配
色がよく、読みやすい。

各ページに余白が多く、すっき
りした印象と、データは細かな
文字で書かれたものもあり、集
中して読みとる必要があるが、
深い学習ができる。
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○ 情報 104 数研 社情 314
改訂版　高等学校　社会と
情報

1普

内容が万遍なく網羅されてお
り、情報モラルについての補足
が豊富である。実習の教材が章
ごとに多く用意されており、体
験しながら知識技能を身につけ
ることができる。

説明と図解など合わせて適切な
分量である。章ごとにまとめが
あり、学習内容の確認ができる
ようになっている。

ルビも多く振られていて、説明
文は分かりやすい。図説やコラ
ムなどで細かいことまで触れる
形である。簡単に説明する時は
文章で、さらに深く説明する時
は図絵やコラムも活用すること
ができる。

情報 183 第一 社情 318
高等学校　改訂版　社会と
情報

基礎的な内容が網羅されてお
り、問題解決の章は内容が多岐
にわたっている。情報モラルの
育成に配慮がされており、さま
ざまなケースの事例を通して学
べるようになっている。

内容も細かい点にまで及んでい
る。ひとつの学習項目が見開き
ページでまとめられている。図
や写真などが程よく掲載されて
いるので、退屈さは感じない。

ページごとにマンガによる問題
提起をしており、親しみやす
く、情報について身近に感じら
れる。比較的やさしい表現が多
い。

○ 情報 7 実教 情科 307 最新情報の科学　新訂版 3普

コンピュータの仕組みからコン
ピュータの活用方法などを幅広
く網羅している。特に、アルゴ
リズムについて詳しく説明があ
り、社会と情報で学んだ基礎を
元に深く学べるようになってい
る。

写真は少ないが、図などが多
く、学習内容のイメージはしや
すい。文字の量は少なすぎず多
すぎずちょうど良い。配色も適
切に使われている。

全体的にすっきりしたイメージ
である。教科書にスペースもあ
るので、メモもしやすい。ま
た、補足説明も十分にあり、細
かく表示されている。

情報 7 実教 情科 308 情報の科学　新訂版

習熟度別に実践できる課題が豊
富に用意されており、生徒一人
一人に対応できるようになって
いる。さまざまな課題を通して
知識・技能の習得ができ、内容
は広く浅く学習できる。

実習課題のページが他の教科書
よりも多く、生徒が主体的に活
動する内容が盛り込まれてい
る。

全体的にすっきりしたイメージ
で見やすい。説明や内容を盛り
込みすぎず、適切にわかりやす
い表記がされている。

情報 183 第一 情科 311 高等学校　情報の科学

各節で導入部分での漫画による
説明があり、身近な話題から情
報について学習できるように
なっている。情報の科学という
ことでもう少し深い話題に触る
と良い。

全体的にイラストが入ってお
り、漫画感覚で読めるが、イラ
ストが入っている分だけ説明文
が省略されている。視覚的効果
はありそうだが、文章による説
明が少なく、もう少し具体的な
説明があると良い。

実習課題はページいっぱいに説
明文が書かれており、内容が豊
富である。吹き出しによって注
目しやすい工夫がされている。

〇 商業 7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版 1ビ

簡潔に内容が整理されており、
理解を深めやすい。枝葉の内容
に左右されず、言語活動の時間
を十分に確保できる。

細かく章立てされており、単元
に区切って授業構成を行いやす
い。ビジネスを連想させる写真
も多く、図を示しながら理解を
深めやすい。

色使いが鮮やかで、字が大き
く、読みやすく、親しみやす
い。イラストや写真が豊富であ
る。

商業 144 暁 商業 302 新ビジネス基礎

情報量が多く、より理解を深め
ることができる。用語の解説が
細かく丁寧である。

章ごとの分量が多い。十分な量
で丁寧に説明されている。文章
が多い。

文字の分量が多い。イラストや
写真より、文字での説明が多
く、読み込めれば、理解を深め
ることができる。イラストや写
真が少なめである。

商業 190 東法 商業 335 ビジネス基礎　新訂版

細かく丁寧に用語の解説がされ
ている。情報量が多く、より知
識を深める内容になっている。

ビジネスに関する写真が理解を
深めやすい。第２章でコミュニ
ケーションについて取り扱って
いる。十分な量で丁寧に説明さ
れている。

字の量は適量である。文章の量
は豊富であるが、イラスト・図
などが少なめである。

〇 商業 7 実教 商業 336 マーケティング　新訂版 2ビ

事例が豊富で、授業を進める上
で参考に出来る。また、基本的
な知識を学習させた後に応用的
な発展問題が充実しており、生
徒に内容を考えさせる事が出来
るようになっている。

各単元の分量が適切で、授業計
画を立てる上で計画を立てやす
く生徒が学習内容を展望しやす
い。授業を進める上においても
配慮された構成・分量となって
いる。

学習内容を文章で学び、それを
確認する上で図表やグラフが
しっかりしている。また、画像
（写真）等も適切であり、バラ
ンスがよく見やすくなってい
る。

商業 190 東法 商業 337 マーケティング　新訂版

マーケティングの学習内容とし
ては標準的であり適切といえ
る。ケーススタディ・事例の掲
載が乏しく学習を発展させずら
い。

単元の構成・分量は適切であ
る。全体的にカラーのページで
装丁されており読みやすく、左
頁に各章・各節が記載されてお
り検索しやすい。

表記は標準的である。余白も広
く読みやすい。その半面、より
発展的な学習がし難い。

〇 商業 7 実教 商業 315 商品開発 3ビ

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、関
連する事例などが提示され、学
習過程を把握しやすい構成・内
容となっている。

商品開発で必要な内容に限定せ
ず、マーケティングや経済活動
と法など他科目の内容と横断的
な学びに関連づけしやすい構成
である。プレゼンに関する末巻
資料がまとめられており、表現
力向上に活用しやすい。

協力企業が多いため生徒に想定
しやすい事例が数多く紹介され
ている。デザイン分野は視覚的
に学習できる表記である。第6章
では産業界で求められる人材に
必要な基本的な知識を学びやす
い表現である。

〇 商業 7 実教 商業 325 広告と販売促進 3ビ

販売促進の基礎を固め、広告と
は何か、広告の根幹についての
説明が丁寧で、生徒の興味や関
心を惹くものとなっている。

単元ごとに解説があり、進めや
すさがある。巻末資料も知識を
積み上げる上で参考になる。構
成や分量も適当である。

絵や図、写真も豊富で分かりや
すい。特にグラフは内容の説明
を補うものとなっており、デー
タ分析の手がかりとなってい
る。

〇 商業 7 実教 商業 316 ビジネス経済 3ビ

経済に関する事柄を裏付ける理
論は双方のリンクとして大いに
充実した内容になっている。基
礎基本に忠実な内容になり、経
済を学習させやすい写真やグラ
フが使われている。

単元毎に考察させる問題の配置
は単元終了時の確認をさせる上
でも有効である。また、それぞ
れの学習量についても適当であ
る。

興味を惹きやすい、学習者へ問
いかける表現や考えさせようと
する表記は、生徒を科目に引き
込ませる仕掛けとなっていて良
い。

○ 商業 7 実教 商業 354 経済活動と法 新訂版 3ビ

法の必要性や順守等、高校生が
学ぶべき内容として表現や研究
事例等が適切であり、考察問題
も優しい内容になっている。

構成・分量・装丁は特段大きな
問題は無く、事例が生徒が考え
やすい身近なものが多く、適量
であり、授業を進める中で発意
を促しやすい。

難しい法律用語も高校生の視点
に立ち、柔らかい表記になって
いて、理解しやすくなってい
る。また、視覚に入る写真やグ
ラフ等も分かりやすい。
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商業 190 東法 商業 355 経済活動と法 新訂版

法を学ぶ上で高校生にも分かり
やすい内容になっている。補足
が豊富であり、深い学習ができ
る内容になっている。

各単元が２ページに収まってお
り、見やすい。構成や各章の分
量は特段問題が無い。章末の練
習問題が多く、反復練習にもよ
い。

文章の表記・表現については、
多少難しい部分もあるが、内容
が濃いため、興味関心をもつ生
徒にとって良い。各章のページ
で使われる配色が違ったりと、
工夫がある。

〇 商業 7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 1ビ

解説が平易でありとても読みや
すく理解しやすい。簿記を初め
て学ぶにあたって基礎から発展
まで段階的に学習することがで
きる内容となっている。簿記中
級までの学習が単元ごとに整理
されている。

単元ごとの本文の解説や例題が
適切かつ平易である。多くのイ
ラストを用いた解説もあること
や、帳簿については他の帳簿と
の関連性も理解しやすい構成と
なっている。初学者にとって使
いやすい構成である。

文章だけでなく、イラストによ
る解説が豊富にあり、視覚的に
も理解できる内容になってい
る。帳簿に関する例題も適切に
色を使用しており、教科書全体
がとても明るい。

商業 7 実教 商業 339 高校簿記　新訂版

簿記の初心者にとってしっかり
学習できる内容となっている。
適切に単元が割り振られ、分か
りやすい解説で理解しやすい。
例題なども適切であり全体的に
よくまとまっている。

各単元の解説が適切な量である
ため理解しやすい。特に図や
表・帳簿記入例などは多くの色
を使用しているため、とても見
やすく理解しやすい。

文章による解説が主となってい
る。そのため、もう少しイラス
トによる解説があるとより理解
しやすい。配色についてはよく
工夫されていて全体的に明るく
読みやすい。

商業 190 東法 商業 340 簿記　新訂版

簿記の基礎から体系的によくま
とめられている。単元の区切り
が適切で、記述も平易で理解し
やすいため、簿記の初学者に
とって分かりやすい内容となっ
ている。

各単元にイラストや帳簿の記入
例などが適切に挿入されてお
り、理解しやすい。若干ページ
数が多いため、その分重くなっ
ているため、もう少しコンパク
トにまとまっているとより使い
やすい。

文章・イラスト・帳簿の記入例
などがバランスよく記載されて
いる。配色についても単元ごと
に工夫されており、全体的に明
るく読みやすく、理解しやすく
作られている。

○ 商業 7 実教 商業 347 新財務会計Ⅰ　新訂版 3ビ

１つ1つの事象に対する説明が丁
寧であり、参考となる例題も多
い。実務における事柄も取り上
げており、簿記会計の上級とし
ての学習内容を網羅している。

簿記会計の基礎を学習した後に
継続しての学習に適している構
成である。文字のサイズの割に
は分量は多めである。

説明のためのイラストなどが入
り、色合いも分かりやすく作成
されている。文字の表記は一般
的なサイズで見やすいが、文字
数のバランスでやや読みにくい
ところがある。

商業 7 実教 商業 348 高校財務会計Ⅰ　新訂版

法令に基づいた処理方法の内容
が網羅されており、初期の学習
をするには適当である。また、
現状の内容だけでなく、歴史に
も触れており深い学びも可能で
ある。

簿記会計の基礎を学習した後に
継続しての学習に適している構
成である。やや説明が長く、文
字の分量が多い。

説明が細部にまで触れている
が、文字の量が多く、読みにく
い。

商業 190 東法 商業 349 財務会計Ⅰ　新訂版

単元・項目に内容がしっかりま
とめられており、想定される事
例を紹介するなど丁寧な説明が
されている。

株式会社の学習から構成されて
おり、初めて学習する場合にと
ては良い構成である。

イラストがカラー刷りで表現さ
れており分かりやすい。文字は
やや小さめであるが、見やすい
バランスである。

○ 商業 7 実教 商業 350 原価計算　新訂版 2ビ

原価計算に偏らず、工業簿記全
般の範囲を取り上げている。各
種計算、処理方法を取り上げて
いる。

基礎基本から、各単元の詳細に
続いており、学習を進めやすい
構成である。

それぞれの取引にイラストを用
いており、イメージを作りやす
い表記がされている。

商業 190 東法 商業 351 原価計算　新訂版

工業簿記全般を通じて基礎基本
から実際の作業工程の内容など
も網羅している。また、補足説
明も多く取り入れ、初学者でも
取り扱いやすい。

全体のイメージ像を最初に示
し、細部から応用パターンなど
の多岐にわたる解説がされてお
り、理解が深まる構成である。

多種のカラーを用いて、単元ご
とに色合いを変えるなどの細か
な表記をしている。

商業 7 実教 商業 342 情報処理　新訂版

情報処理に関する基礎的・基本
的な内容が網羅されている。ビ
ジネス文書やプレゼンテーショ
ンについてもポイントが分かり
やすく説明されている。

本文と例題が色分けされてい
て、見やすい装丁となってい
る。

写真やイラストを多く使用し
て、生徒が親しみやすいように
工夫されている。

○ 商業 7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版 1ビ

基礎的・基本的な内容が網羅さ
れている。用語解説の注釈も多
い。学習する意欲の高い生徒に
も分かりやすく解説されてい
る。さらに、実用性の高い関数
等も取り上げ、ビジネス社会で
も通用する実務性の高いものま
で掲載してある。

内容の構成に工夫がみられる。
ポイントとなる部分は統一して
色分けされている。分量は多め
だが、進んだ学習をするには適
した構成となっている。

図やイラストを使用し、シンプ
ルでわかりやすい説明が多く
なっている。

商業 190 東法 商業 344 情報処理　新訂版

ポイントとなる関数を中心に、
丁寧に説明がある。株式会社を
ケーススタディにして、ビジネ
スの諸活動に必要な情報処理に
関する知識が学習できる内容で
ある。

それそれのソフトで作成した
データを加工して、次の実習へ
とつなげるなど，連続性・関連
性のある学習ができる構成と
なっている。

イラストや図を多用した解説が
多くなっている。

商業 7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版

ハードの知識から基本的な表計
算やアルゴリズムなどビジネス
情報に必要な基礎知識を身につ
けることができる内容である。

システムの必要性から開発まで
順を追って学習できる構成に
なっている。分量や装丁も適切
である。

実習例題が多く掲載されてお
り、機能等も併記されているた
め、学習者の理解がしやすい表
記・表現になっている。

○ 商業 190 東法 商業 353 ビジネス情報　新訂版
2ビ
3ビ

用語が過不足なく説明されてい
て、ビジネス情報に関する幅広
い知識を身につけることができ
る。複雑なデータベースやアル
ゴリズムについて無理なく学ぶ
ことがきる。

システムの必要性から開発まで
順を追って学習できる構成に
なっている。例題と実践問題の
分量が適切であり、章ごとに色
分けしてあり扱いやすい。

用語解説・コンピュータの操作
画面が多数掲載されまとまって
いる。図表やフローチャートの
配置が見やすいレイアウトで表
現されており分かりやすい。
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〇 商業 7 実教 商業 358 電子商取引 新訂版 3ビ

実践的・実務的な課題が多く、
実用的な知識技能を身につける
のに適している。項目の分け方
が明瞭であり、脚注が効果的に
使われており、理解しやすい内
容になっている。

各分野に理論から応用と順を
追って学べる構成である。授業
時間に対応した学習活動の展開
を工夫できる。例題や練習問題
の分量もバランスが取れており
調整がとりやすい。

実際のパソコン画面を用いて例
題が説明されているので、生徒
にとり視覚的に理解しやすい。
特に、コンテンツ制作の分量が
適切で生徒の理解を確認しなが
ら授業を進めることができる。

商業 190 東法 商業 359 電子商取引 新訂版

関連知識や最新情報が詳しく解
説されている。授業計画に対
し、コンテンツ制作とウェブ
ページ制作の解説がやや専門的
である。応用的・高度な技術が
身につくようまとめられてい
る。

各項目のレイアウトが統一され
ており読みやすい。導入部分の
対話例がやや物足りない。全体
的なボリュームが多いため第５
章の内容が相対的にやや少な
い。

全体的に、落ち着いた色でカ
ラー化されているため読みやす
い。各実習には例題が設定され
ており生徒が実習作業に取り組
みやすい表現になっている。

○ 商業 7 実教 商業 324 最新プログラミング 2ビ

基本的なアルゴリズムから応用
までJava言語を用いて幅広く学
ぶことができる。SDKとして
Eclipse使用を想定した内容に
なっている。

Java言語の基本から押さえてあ
り、オブジェクト指向の説明も
豊富である。分量、装丁につい
ても適切でよくまとまってい
る。

若干画像の荒いエディタ画面が
キャプチャされておりコードが
読みにくいが、全体的に落ち着
いた配色で見やすく整理されて
いる。

商業 7 実教 商業 312 プログラミング

今では珍しいCOBOL言語について
解説がされており、アルゴリズ
ムを効果的に学習できる。

ソースリストの前に流れ図があ
るため、プログラムの流れと全
体像がイメージしやすい構成に
なっている。

学習内容とコードの場所がわか
りやすく表現されている。解説
のためのイラストが少ない。

○ 商業 7 実教 商業 333 ビジネス情報管理 3ビ

経営戦略から運用管理まで、情
報システム構築に必要な知識が
分かりやすくまとめられてい
る。幅広く深い知識をおさえた
ＩＴパスポート試験を意識した
内容になっている。

情報共有の重要性からシステム
開発、運用後の課題と理解しや
すい構成になっている。また分
量、装丁ともに適切でよくまと
まっている。演習問題がやや少
ない。

図やイラストがバランスよく配
置されていて、生徒がイメージ
しやすい表現がされている。配
色も落ち着いていて見やすい。

家庭 6 教図 家庭 304
子どもの発達と保育　育つ
育てる　育ち合う

将来どのような生き方をしてい
くかに関わらず、保育は重要で
あることに言及し、これからの
保育について考えることができ
るよう工夫している。

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
いい。

等身大の新生児の写真など、写
真やカラーイラストが豊富で文
字も大きく視覚的に理解しやす
い。

〇 家庭 7 実教 家庭 311
子どもの発達と保育　新訂
版

3

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。「囲み」や体験的なテーマ
学習を設け、学習要素について
の理解が深められるよう工夫し
ている。

実践させる内容が分かりやすく
表記されている。図や写真、イ
ラストなどの資料が豊富にあ
り、興味・関心をもって授業に
取り組める。

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

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、
幅広い視野で学習できる内容で
ある。専門的な内容が分かりや
すい文章や資料である。

余白を多くとり、見やすい構成
である。学習を深めるための内
容 も豊富に取り入れてある。興
味や関心をもちやすい構成に
なっている。

図や写真・イラストも多く丁寧
に説明されており、わかりやす
い 表現となっている。実生活に
活用できる学習を重視し、具体
的な例や生活に密着した資料が
豊富である。

〇 家庭 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 3ビ

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取り入れ、
まとめている。

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。

〇 家庭 6 教図 家庭 310 服飾文化 2

服飾の歴史について、専門的で
具体的な内容である。写真資料
やコラムを多用し、興味をもた
せる工夫がされている。

被服全般に関する内容が取りげ
られているため、個別のテーマ
学習などにも対応できる。

図表や写真が多く、生徒の興
味・関心に対する配慮がなされ
ている。
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○ 国語 2 東書 国総 333 精選国語総合 1

「総合的な国語力」が育成でき
るように、教材は厳選され、バ
ランスよく配列されている。現
代文編は、評論・小説を中心
に、随想・詩歌の学習がバラン
スよく組み込まれており、ま
た、古典編では古文・漢文の教
材がバランスよく配置され、主
要ジャンルの重点学習が徹底で
きるように配慮されている。

評論9題、随想2題、小説6題、古
文24題、漢文12題から成る。現
代文編、古文編、漢文編ともに
読解力の育成・定着をはかるこ
とができるように配慮されてお
り、分量も適切である。参考教
材が適宜設けられており、生徒
が学習を深めるための配慮がな
されている。

現代文編は、定評教材を軸に、
現代の作者や筆者の教材も積極
的に採録されており、学習意欲
が高まるように配慮されてい
る。古文編・漢文編には、学習
内容と関連づけて古典への理解
を深めるコラム「古文の窓」
「漢文の窓」などが豊富に配置
されている。また、ヒラギノ
PRONフォントはとても見やす
い。

国語 50 大修館 国総 346 精選国語総合　新訂版

「活動して学ぶ」「基礎力を養
う」「知識を広げる」の3本の軸
で確かな国語力の育成を目指
す。論理的思考力と知的好奇心
の育成、入試頻出テーマとキー
ワードを網羅する頁など充実し
ている。巻末資料も50頁以上あ
り、充実している。

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

文字の大きさ、字間、行間、書
体などが適切である。用語、記
号等も統一されている。巻末だ
けではなく、巻頭、単元間に教
材の足がかりになる付録が豊富
に用意されている。

国語 104 数研 国総 350
改訂版　高等学校　国語総
合

精選された良質な題材で、基礎
から応用まで幅広い国語力の育
成を目指している。単元末の
「ズームアップ」での評論テー
マ・文学史の理解を深める工夫
や巻末の資料編約４０頁が充実
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」など読解の過程に
おける細やかなフォローやしっ
かりとしたまとめがされてい
る。

文字の大きさ、字間、行間、書
体などが適切で、シンプルなが
ら見やすい色使いを採用してい
る。巻末だけではなく、巻頭、
単元間に教材の足がかりになる
表記や付録が豊富に用意されて
いる。

国語 15 三省堂 現Ｂ 324 精選現代文Ｂ　改訂版

全体を通して、「読むこと」を
中心として総合的な言語能力を
育成する適切な内容であり、評
論と随想の教材は幅広いテーマ
から、小説および詩、短歌、俳
句の教材はオーソドックスな作
品と現在注目されている作者に
よる新しい教材と、いずれも平
易で読みやすく、かつ主体的に
考えを深めることができるもの
である。

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

各教材の冒頭に、学習の導入と
してリード文が示されており、
生徒の関心を喚起し教材文の内
容に興味をもって学習を進めて
いけるように工夫されている。
各教材の意味や用法に注意して
身に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。

国語 17 教出 現Ｂ 327 現代文Ｂ

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

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

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

○ 国語 50 大修館 現Ｂ 331 精選現代文Ｂ　新訂版 2

思考力や想像力、認識力を伸ば
し、感性や情緒をはぐくむこと
を重視し、進んで読書し、自ら
の読書生活を豊かにしていく態
度を養うことができる。また、
質の高い教材が精選されてお
り、きめ細かく教材化されてい
る。

全体が「Ⅰ」と「Ⅱ」の２部構
成となっており、２学年継続履
修に対応している。単元構成は
ジャンル別で、内容や難易度に
ついて、学習進度に配慮したバ
ランスのよい配列となってい
る。

写真や地図が豊富に収録されて
おり、生徒の学習意欲を喚起
し、内容の理解を助けるために
効果的である。また、カラーを
効果的に用いており、印刷も鮮
明である。

国語 50 大修館 古Ｂ 339 古典Ｂ　改訂版 古文編

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

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

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

国語 50 大修館 古Ｂ 340 古典Ｂ　改訂版 漢文編

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

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

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

○ 国語 104 数研 古Ｂ 343 改訂版　古典Ｂ　古文編
2デ
2科

基本的な文章から、難しめの作
品まできちんと採用されてい
る。ズームアップというコラム
や、古典文法の整理が随所に
載っていて、生徒の理解を深め
る助けとなるであろう。

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。

○ 国語 104 数研 古Ｂ 344 改訂版　古典Ｂ　漢文編
2デ
2科

基本的な文章から、難しめの作
品まできちんと採用されてい
る。ズームアップというコラム
や、句法の整理が随所に載って
いて、生徒の理解を深める助け
となるであろう。

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。

国語 117 明治 古Ｂ 345 新　精選古典B　古文編

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

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

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

令和３年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎総合科学高等学校（全日制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現
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候補 番号 略称 記号 番号

令和３年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎総合科学高等学校（全日制課程）
教科
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発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現

国語 117 明治 古Ｂ 346 新　精選古典B　漢文編

漢文は、故事、史伝、詩、寓
話、文、小説、思想の各ジャン
ルに加え、日本の漢詩文も採ら
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。

○
地理
歴史

2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ
2工
3科
選

項目数を絞って単元の全体的な
把握が容易になっている。資料
や写真・グラフを適切に配置し
ていて分かりやすい。世界史年
表に取り上げている内容が見や
すくなっている。

見開きでのまとまった構成であ
り、用語の解説が豊富で、歴史
的事件や人物を扱ったコラムも
適切に取り上げている。分量も
多すぎず適切で、装丁は大きす
ぎず取り扱いやすい。

平易な内容・表記で読みやすく
工夫されている。表現はコンパ
クトにまとめられ、比較的短い
記述で分かりやすくなってい
る。

地理
歴史

7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版

導入部分に工夫が見られる。本
文の記述が分かりやすい。写真
やコラム・資料が適切に配置さ
れている。見やすさや理解のし
やすさに重点を置いている。側
注を簡略化している。

見開きで一時間とし、内容の把
握がしやすいように工夫されて
いる。構成が明確で、何を学習
するかがはっきり分かる。分量
も適切である。

「考えてみよう」や「みつけて
みよう」などで、生徒が主体的
に学習に取り組めるように工夫
されている。カラーページが多
く、地図も掲載されていて適切
な配置である。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版

分かりやすい記述と平易な文章
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
見解をもてるように２１世紀の
課題を考える主題学習が設定さ
れている。

学習の目的を明確にする読み解
き図版・史料を用いて歴史を深
く掘り下げる工夫が数多く記載
されている。

○
地理
歴史

2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ
2科
選

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

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

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

地理
歴史

7 実教 世Ｂ 309 世界史Ｂ　新訂版

難解な記述が少なく、興味を持
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よ
うに構成されている。

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

地理
歴史

81 山川 世Ｂ 313 新世界史　改訂版

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

各ページの小見出しに全てに
は、それぞれコメントが付けら
れ、簡単に概略が分かるように
工夫されている。「Skill」を高
めるでは、研究的要素があり、
興味を広げるきっかけとなる。
測注は隙間なく解説されてい
る。

資料の地図はとても大きくて見
やすい。色分けされ凡例は最小
限の表示となっているため、見
やすい。比較的詳しく表記され
ているが、難解な部分は易しい
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。

地理
歴史

7 実教 日Ａ 313 新日本史Ａ　新訂版

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

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

平易な内容・表記で読みやすく
工夫されている。表現はコンパ
クトにまとめられ、比較的短い
記述で分かりやすくなってい
る。

地理
歴史

7 実教 日Ａ 309 高校日本史Ａ　新訂版

分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
見解をもてるように主題学習が
設定されている。

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

○
地理
歴史

81 山川 日Ａ 314 現代の日本史　改訂版
3工
選

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よ
うに構成されている。

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

地理
歴史

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ

良く精選されており、広範囲に
わたる事項がコンパクトにまと
められている。基礎的内容に重
点が置かれており、写真、地図
など、図版資料が豊富である。

図版の比重が高い分、本文の記
述は少ないが、配置の工夫と副
文で補っている。各項目がパ
ターン化されたページ構成の中
に収められており見やすい。

短い文章表現となっており、端
的な文章が平易な表現で述べら
れている。情緒的表現が少なく
分かりやすい。

○
地理
歴史

130 二宮 地Ａ 309 基本地理Ａ 1

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

量、種類ともに豊富な写真・図
表・地図を中心とした構成に
なっている。本文の占める割合
部分が小さく、興味を引きやす
い構成になっている。

短い文章とシンプルな表現で構
成されており、論述的な表現が
少ないために、興味を引きやす
い文章となっている。副文もコ
ンパクトにまとまっており、読
みやすい。

地理
歴史

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

広い領域から標準的な事項を丁
寧にまとめた内容となってい
る。基礎的事項から高度な事項
までバランスよく配置されてお
り、様々な使用法が可能な内容
となっている。

ページごとに異なった構成が用
いられており、生徒を飽きさせ
ない内容となっている。各ペー
ジにトピックスが添付されてお
り、興味を引きやすい構成に
なっている。

理解しやすく平易で分かりやす
い記述となっている。文字の書
体や大きさが適切であり見やす
い。鮮明な写真と図版も視覚的
に分かりやすい。

地理
歴史

2 東書 地図 301 新高等地図

地域図に写真、鳥瞰図、断面図
などが豊富であり、地域の概観
を多面から理解できる内容と
なっている。主題地図もよく整
理されており、興味・関心を引
くものとなっている。

豊富な写真、図版、統計資料が
よくコンパクトにまとまられて
いる。地形図と主題図、統計資
料がバランスよく配置されてお
り、使いやすい構成になってい
る。

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

46 帝国 地図 313
地歴高等地図　-現代世界
とその歴史的背景-

1

大判の地図に歴史資料が添えら
れている。中心となる現代地図
上に歴史学習に関連する地名や
歴史的名称が明記されているだ
けでなく、年表、写真、歴史地
図などが併記されており、地図
への関心を高めやすい内容と
なっている。

Ｂ５判の装丁は机上で使いやす
い。産業等の割合は少ないが、
歴史関連の資料や主題地図の割
合が多い。世界史、日本史の資
料として充分に耐えうる構成と
なっている。

配色やデザインが工夫されてお
り、見やすい。地図上の事項を
把握しやすいだけでなく、歴史
的な重要都市や過去の支配領域
が分かりやすく記載されてい
る。

地理
歴史

130 二宮 地図 312 基本地図帳　改訂版

大判の地図が豊富に配置された
内容となっている。詳細な内容
の地図が標準的な構成で配置さ
れており、地図理解に利便性の
高い内容になっている。

地域図の割合が多く、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、地域図は平易な表現で
描かれており、地形や地名や国
境などが分かりやすい。写真が
多用されており、視覚的効果を
高めている。

公民 2 東書 現社 313 現代社会

基礎的内容から発展的内容まで
バランスよく配列され、理解し
やすい。写真・図版・資料が精
選され、適切である。詳細な文
章で説明されており、分かりや
すい内容になっている。

全体的に適正な構成と分量であ
る。図版と文章の配分が適切
で、全体の構成がまとまってい
る。

適切な表現で、詳細に記述され
分かりやすい。写真・図版が理
解しやすいように配置されてい
る。

○ 公民 7 実教 現社 314 高校現代社会　新訂版
2科
3工

本文の記述は詳しく丁寧に表現
されており理解しやすい内容に
なっている。時事問題が豊富に
扱われていて、生徒が興味・関
心を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、丁寧で分かり易い表
現である。図版や資料が効果的
に盛り込まれている。

公民 183 第一 現社 321
高等学校　改訂版　現代社
会

基礎的内容がバランスよく配列
され、理解しやすい。写真・図
版・資料が精選され、適切であ
る。詳細な文章で説明されてお
り、分かりやすい内容になって
いる。

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

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

公民 2 東書 倫理 311 倫理

基礎的・基本的事項が写真やグ
ラフ等とともに詳しく記述さ
れ、多面的理解が深まる内容で
ある。課題探求学習も独自の
テーマ設定がなされており、生
徒の興味・関心を引く内容と
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。

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

○ 公民 7 実教 倫理 312 高校倫理　新訂版
3工
選

本文の記述は詳しく丁寧に表現
されており、理解しやすい内容
になっている。時事問題が豊富
に扱われていて、生徒が興味・
関心をもてるように工夫されて
いる。

量、種類ともに豊富な写真・図
表を中心とした構成になってい
る。本文の占める面積部分が小
さく、興味を引きやすい構成に
なっている。

短い文章とシンプルな表現で構
成されており、論述的な表現が
少ないために、興味を引きやす
い文章となっている。副文もコ
ンパクトにまとまっており、読
みやすい。

公民 35 清水 倫理 313
高等学校　現代倫理　新訂
版

広い領域から標準的な事項を丁
寧にまとめた内容となってい
る。基礎的事項から高度な事項
までバランスよく配置されてお
り、様々な使用法が可能な内容
となっている。

ページごとに異なった構成が用
いられており、飽きさせない内
容となっている。各ページにト
ピックスが添付されており、興
味を引きやすい構成になってい
る。

より高度な内容が詳細に記述さ
れており、丁寧で分かり易い表
現である。図版や資料が効果的
に盛り込まれている。

○ 公民 7 実教 政経 312 高校政治・経済　新訂版
3工
選

詳細で丁寧な記述がなされてお
り、国際政治分野や主権者教育
内容が充実している。経済分野
も具体的で分かりやすい。就
職、公務員、大学進学いずれの
進路にも対応できる内容であ
る。

Ａ５判２４８ページと分量が豊
富である。従来からある知識を
系統的に配しながらも、新しい
考えを的確に取り上げ、バラン
スのよい構成になっている。

オールカラーで印刷されてお
り、学習効果の高い図版や資料
が掲載されている。全体的に分
かりやすく丁寧に表現され、表
記も適切である。

公民 35 清水 政経 314
高等学校　現代政治・経済
新訂版

基礎的・基本的事項が写真やグ
ラフ等とともに詳しく記述さ
れ、多面的理解が深まる内容で
ある。課題探求学習も独自の
テーマ設定がなされており、生
徒の興味・関心を引く内容と
なっている。

Ａ５判２７０ぺージと分量が豊
富である。系統的な記述を重視
して構成されている。テーマご
とに脚注や判例解説・コラムが
適切に配されている。さらに、
図表やグラフ、写真等も適切に
配されている。

オールカラー印刷で、２００以
上の写真や図版が見やすく配さ
れている。本文や脚注も丁寧で
詳しく表現されている。

公民 183 第一 政経 309
高等学校　改訂版　政治・
経済

各学習項目が詳細に網羅され、
偏りなく取り扱われている。利
用価値の高い図や写真、資料が
豊富に掲載されている。大学受
験に十分対応できる内容であ
る。

Ａ５判２５６ページで分量とし
て適切である。また、第３編で
は各課題において、二つの対立
する考え方を示して展開してい
るので、課題を多角的・多面的
に学習できるよう構成されてい
る。

オールカラーで図版や資料が多
く掲載されている。重要な語句
や内容の解説は脚注や中間文で
扱っている。比較的、難解な表
現を用いずに分かりやすく表記
されている。

数学 2 東書 数Ⅰ 318 数学Ⅰ　Standard

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。標準レベルの
問題も漏れなく入っている。

問題の構成・分量ともに適切で
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 7 実教 数Ⅰ 321 新版数学Ⅰ　新訂版 1工

基本的な問題が網羅されてお
り、理解するための要点が図表
を豊富に用いる。章末問題は、
ハイレベルなものも採用され、
多様な生徒への対応が可能であ
る。

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

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

数学 7 実教 数Ⅰ 322 新数学Ⅰ

中学校の復習や、基礎的・基本
的事項の理解や習得に役立つよ
うに配置されている。また、取
り扱っている内容も生徒の実態
に即した平易な内容になってい
る。

Ｂ５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。
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採択
候補 番号 略称 記号 番号

令和３年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎総合科学高等学校（全日制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現

数学 61 啓林館 数Ⅰ 324 詳説　数学Ⅰ改訂版

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

発展的内容・課題学習を多く含
み、盛りだくさんである。さま
ざまな所で他出版社との差別化
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 104 数研 数Ⅰ 327 改訂版　数学Ⅰ 1科

図を用いた解説が丁寧であり、
基礎から入試レベル問題まで対
応した編集である。授業の流れ
を考慮し、応用問題までスムー
ズに到達できるよう配慮されて
いる。

構成は理解しやすく工夫されて
おり、分量も適切である。

丁寧で適切にまとめられてい
る。色彩が落ち着いていて、見
やすい。

○ 数学 7 実教 数Ⅱ 321 新版数学Ⅱ　新訂版

2情
電
機
建

基礎的・基本的事項の理解や習
得に役立つように配置されてい
る。基礎から応用まで幅広く対
応している。

整理されていて分かりやすい。
分量も生徒の実態に合わせて指
導できる。

表現が簡潔であり、分かりやす
い。指導する際、教員の工夫が
しやすい。

数学 7 実教 数Ⅱ 322 新数学Ⅱ

基礎的・基本的事項の理解や習
得に役立つように配置されてい
る。また、平易な内容になって
いる。

問題量が少なく、数学が苦手な
生徒に即している。

分かりやすく、簡潔な表現が多
い。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 324 詳説　数学Ⅱ改訂版

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

Ｂ５判で文字も大きく、簡潔に
まとまっている。丈夫かつ見開
きしやすい。

公式要点がはっきりしていて見
やすい。文章・式・図の配列が
ゆったりしている。

○ 数学 104 数研 数Ⅱ 327 改訂版　数学Ⅱ 2科

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

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

多くても２色程度に表現を留め
ており、本質に迫るような表現
が多い。

○ 数学 7 実教 数Ⅲ 318 新版数学Ⅲ 新訂版

3情
電
機
建
選

基礎的・基本的事項の理解や習
得に役立つように配置されてい
る。基礎から応用まで幅広く対
応している。

整理されていて分かりやすい。
分量も生徒の実態に合わせて指
導できる。

表現が簡潔であり、分かりやす
い。指導する際、教員の工夫が
しやすい。

○ 数学 104 数研 数Ⅲ 322 改訂版 数学Ⅲ
3科
選

基本事項から応用まで内容が豊
富である。公式の成り立ち、解
説が丁寧である。また、研究、
コラムの内容も充実している。

練習、問題、演習問題と難易度
を考慮した構成になっている。
さらに問題の分量も豊富であ
り、学力の定着に適している。

単色に近い表現であるため、重
要事項が浮き彫りになり理解し
やすい。

数学 183 第一 数Ⅲ 328 新編数学Ⅲ

基本的な内容が網羅しており、
分かりやすく説明されている。

練習問題が非常に豊富。例題の
説明がていねいに大きくされて
いて見やすい。

色使いが豊富で余白も適切にあ
り、非常に見易い。総合演習の
ヒントも理解の助けになる。

数学 2 東書 数Ａ 318 数学Ａ　Standard

復習的な内容からの導入になっ
ているので、基本的な内容がわ
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 7 実教 数Ａ 321 新版数学Ａ　新訂版

2デ

3情
電
機
建

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

章末の問題は３段階用意されて
おり、幅広い取り組み方ができ
る。

章末の図形の一覧は非常に見や
すい。全体的に配慮されてい
る。

数学 7 実教 数Ａ 322 新数学Ａ

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

章末問題など分量の少なさを感
じるがコンパクトである。

色を豊富に使い、見やすい紙面
づくりをしている。

○ 数学 104 数研 数Ａ 327 改訂版　数学Ａ 1科

基礎から応用まで幅広い内容を
扱っている。発展的な例題も多
く扱い、入試レベルに対応する
実力を付けられるようになって
いる。

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

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

数学 2 東書 数Ｂ 317 数学Ｂ　Standard

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

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

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

○ 数学 7 実教 数Ｂ 320 新版数学Ｂ　新訂版

2情
電
機
建
選

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。
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○ 数学 104 数研 数Ｂ 325 改訂版　数学Ｂ 2科

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

構成は理解しやすく工夫されて
おり、分量も適切である。

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

数学 183 第一 数Ｂ 332 新編数学Ｂ

基本的な内容が網羅しており、
分かりやすく説明されている。

練習問題が非常に豊富。例題の
説明が丁寧に大きくされていて
見やすい。

色使いが豊富で余白も適切にあ
り、非常に見易い。総合演習の
ヒントも理解の助けになる。

○ 理科 104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 1科

学習内容が系統的に配列され、
説明も簡潔である。また、問題
が豊富で、解説等も簡潔にかつ
理解しやすく書かれている。一
般受験を目指す科学科に、適切
な難易度であると考える。

物理基礎での既習事項が一目で
分かるように工夫されており、
入試の際に、参考にできると考
えられる。各編は内容のまとま
りや順序性によりいくつかの章
に分けられており、構成・分量
ともに適切である。

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

○ 理科 104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎 2工

身近で親しみやすい話題を扱
い、生徒の物理への関心を高め
るように工夫されている。ま
た、内容の難易度の設定が、工
業科の生徒に最適であると思わ
れる。

Ｂ５判で側注があり、写真が豊
富に配置されているため、工業
科の生徒たちの興味・関心を引
きやすいと考える。例題を多く
配置し、分量や構成も適切であ
る。

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

理科 183 第一 物基 320 高等学校　改訂　物理基礎

学習内容が具体的で、文章が分
かりやすい。身近な事柄も多く
取り上げられており、生徒の学
習意欲を高める工夫がなされて
いる。探求も工夫されており、
科学科の入試対策にもよいと考
える。

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

語句が平易で、またカラーの図
が多く使われていて分かりやす
い。紙面学習に加えて映像学習
があり入試の際にも対応できる
と考えられる。

理科 183 第一 物基 321
高等学校　改訂　新物理基
礎

物理学の基礎・基本が簡潔にま
とまっており、生徒が学習しや
すい内容である。理解を深める
ための「ドリル」の配置は計算
が苦手な工業科生徒によいと考
える。

分量も適切であり、章ごとのつ
ながりが分かりやすい構成で、
工業科の生徒も興味を引きやす
いと考える。

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

理科 2 東書 物理 308 改訂　物理

物理現象と日常生活との関連を
意識し、生徒の学習意欲を高め
る工夫がなされている。また、
自学自習でも効果的に学習が進
められるよう内容に工夫がされ
ている。

物理基礎での既習事項が一目で
分かるように工夫されていて、
一般入試に挑戦をする生徒には
分かりやすい。各編は内容のま
とまりや順序性によりいくつか
の章に分けられており、構成・
分量ともに適切である。

記号や計算単位などの使用が適
切である。図や表が効果的に使
われ、簡潔な表現になってい
る。

○ 理科 7 実教 物理 309 物理　新訂版
3工
選

生徒がつまずきやすい内容をkey
とすることで丁寧に解説してい
る。練習問題が答えと一緒に表
記されているため、直感的に物
事の理解ができる内容となって
いる。このことは、工業科の生
徒たちの手助けとなってくれる
と考える。

各節の最後にまとめと節末問題
があり、節ごとに学習の理解度
を確かめる事ができるように
なっているので、工業科の生徒
が段階的な理解の手助けになる
と考える。また、分量も適切で
ある。

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

理科 61 啓林館 物理 310 物理　改訂版

やさしいものから発展的な内容
に段階を追って物理を系統的に
学べる展開になっている。ま
た、物理学の成果が日常生活に
応用されている例を紹介してお
り、科学科の生徒の興味・関心
を引き出すことにつなげること
ができる。

各内容の分量は適切であり、学
習の配列も分かりやすい。

図表が非常に効果的に使用さ
れ、表記も科学科の生徒も理解
しやすいものになっていると考
える。

○ 理科 104 数研 物理 313 改訂版　物理
2科
選

入試を意識した演習問題や理解
しにくい所を徹底的に説明する
「Ｚｏｏｍ」が理解しやすいた
め、科学科に良いと考える。必
要に応じて物理基礎の内容を補
い学習がスムーズに行くような
内容になっている。

丁寧に解説されており、生徒た
ちの理解を深めることができる
構成になっている。

公式など分かりやすく表現され
ており、入試を意識した科学科
での使用が期待される。また、
図が見やすく理解しやすい。

理科 2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎

基本的な概念、原理・法則の正
確な理解と、それらの応用が身
に付く内容になっている。化学
が産業や製品に密接に関わり、
工業科の生徒にも興味をもって
もらえるような、まとめになっ
ていると考える。

大判の装丁がなされ、非常に見
やすい。章末にまとめと確認テ
ストがあり、教科書一冊で基礎
を築けると考える。また、分量
やページ数も適切である。

大判の利点を生かし、側注を利
用して、解説や図表などで工業
科の生徒たちにも理解しやすい
ように、適切な位置に配置され
ていると考える。目次に教科書
で注目すべき記号などもまとめ
られている。

○ 理科 7 実教 化基 315 化学基礎　新訂版 1科

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

構成も分量も適切である。知識
がしっかりと身に付く構成に
なっている。

平易な表現で分かりやすく表現
されている。写真が見やすくイ
ラストも豊富で工業科の生徒で
も興味を引かれる内容であると
考えられる。

○ 理科 7 実教 化基 316 新版化学基礎　新訂版 1工

学習内容が丁寧にまとめられて
いる。「発展的な内容」は精選
されていて、「問題編」を収録
しており、工業科の生徒などの
計算を苦手とする生徒の反復学
習の手助けとなる。

Ｂ５改判で、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
れており、定期考査等のおさら
いにも良い。

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

理科 7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版

化学の基本概念を丁寧に解説
し、中学理科からスムーズに移
行できること、学習の定着が図
れること、日常生活との関連を
感じながら学習できる内容に
なっており、工業科の生徒も興
味をもってくれる内容であると
考える。

構成も分量も適切である。知識
がしっかりと身に付く構成に
なっている。

工夫された図で見やすく理解し
やすい。表記･表現ともに適切で
ある。文章が平易・簡潔にまと
められ、長文や論理の飛躍を避
け、工業科の生徒にも読みやす
い内容になっている。
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理科 2 東書 化学 308 改訂　化学

基本となる項目を網羅しながら
も、内容が豊かで、生徒の学ぶ
楽しみが得られるように工夫さ
れている。観察実験が多く盛り
込まれていて良い。

生徒に学ぶことへの興味を持た
せやすいような写真を中心に構
成されており、適切な分量と構
成になっている。

文章も分かりやすく、写真やイ
ラストが多く、表記・表現も適
切である。

○ 理科 7 実教 化学 310 化学　新訂版
2科
選

学習内容の取り扱いが丁寧で、
科学科のような理系進学者が学
ぶべき内容が十分に盛り込まれ
ている。生徒が学習する上で随
所に工夫が見られ、chemical
eyesという付録も魅力的であ
る。

５章に分かれており、それぞれ
流れを考えて、丁寧に解説され
ており、段階的に理解を深める
ことができる構成になってい
る。また、課題解決に向け主体
的に学ぶ姿勢を促せるような構
成でもある。

平易な文章で分かりやすく表現
されている。図や写真がバラン
スよく用いられ、イメージがつ
かみやすい。奇数のページの右
端に、学習内容のつながりがあ
り、単元の内容を体系化してい
る。

理科 104 数研 化学 313 改訂版　化学

各項目のポイントが良くまとめ
られている。生徒の興味･関心と
学習意欲が湧くような「参考」
「発展」が豊富取り扱われてお
り、科学科の生徒も主体的に学
ぶ姿勢を養うことができると考
える。

整理された使いやすい構成に
なっており分量も適切である。

写真や図も見やすく表記･表現も
適切である。

○ 理科 2 東書 生基 311 改訂　生物基礎 1科

各節ごとにNAVIとして、各章の
流れが確認できる。必ず質問か
ら入るような作りになってお
り、各ページの帯には流れが確
認できるようにされている。ま
た、生徒が主体的に考えられる
ような工夫がされている。

学修内容が見開き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、難易度・分量ともに適切
である。

カラーの図や写真が必要な箇所
にふんだんに盛り込まれてい
る。図や写真の質が高く、生徒
のより深い理解に利用できる。
また、学習内容のつながりを意
識させる工夫がなされている。

理科 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎

学習した項目が互いに結びつ
き、生物学の全体像が見通せる
内容である。工業科の生徒でも
興味をもって取り組み、学習内
容に結びつけることができる。

イラストや写真が豊富で分かり
やすい構成になっており、印象
が残りやすい工夫がされてい
る。各内容の分量とその配分が
適切であり、工業科の生徒で
も、集中できるような分量であ
ると考える。。

写真やイラストが豊富で、親し
みやすく、視覚的に捉えやすく
なっており、興味をもたせるこ
とができる。観察実験の具体的
な写真が多く、指導の時に利用
できる。

○ 理科 7 実教 生基 313 生物基礎　新訂版 3工

学習した内容が互いに結びつい
ていることを意識させるため
に、表記方法を工夫されてい
る。各章のまとめでは、工業科
の生徒でも自主学習を行うこと
ができる工夫がある。

構成も分量も適切である。問題
の解答が巻末にあり、見やすい
工夫されている。

イラストやカラー写真を用い
て、視覚的に理解できるように
工夫されている。また、本文中
の行間に青字で写真掲載ページ
が記載されており、生徒が課題
解決に向け主体的に学ぶ手助け
となる。

理科 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版

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

大判で構成も分量も適切であ
る。側注の解説が充実しており
工業科の生徒の自主学習に利用
できる内容となっている。

原理やしくみを分かりやすくす
るために、模式図が多く、工業
科の生徒でも、視覚的に覚えや
すいような工夫が見られる。ま
た、生命現象を具体的に感じと
らせるため、本文や図と関連の
ある写真が多数掲載させれてい
る。

○ 理科 2 東書 生物 306 改訂　生物
2科
選

本文の内容をより深めるため
に、必要な箇所に「観察・実
験」が豊富に取り上げられてお
り、探求的に学習が進められる
ように工夫されている。また、
必ず質問から入るような作りに
なっており、生徒に考えさせる
ような授業展開しやすい。

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

B5 変形判になっており、詳細な
図版や鮮明な写真がダイナミッ
クに掲載され、情報量が充実し
ており、科学科での自学自習の
手助けとなる。

理科 7 実教 生物 308 生物　新訂版

簡潔に記述されており、各章も
コンパクトにまとまっている。
また、最新の話題も取り上げら
れていて、科学科の生徒が興
味・関心を持つ内容となってい
る。

５章に分かれており、各章末に
問題が用意されており、自学自
習にを促せる。分量も適切であ
る。

紙面のレイアウトが見やすく、
イラストや写真も多い。動きの
あるものの連続写真はとても綺
麗にできている。また、奇数の
ページの右端に、学習内容のつ
ながりがあり、単元の内容を体
系化している。

理科 104 数研 生物 310 改訂版　生物

生物への興味・関心や生物学的
思考力が高まる工夫がなされて
いる。これまで扱われていな
かった高度な内容も分かりやす
く扱っているため、課題解決に
向けた主体的な学ぶ姿勢を養う
ことに活用できると考える。

やさしい解説とともに見やすい
構成になっており、科学科の生
徒が自学自習の際の手助けとな
ると考えられる。また、分量も
適切である。

文章量は多いが平易な文章を持
ちいており、読みやすい表記の
ため理解しやすい。また、巻末
に付録としてオペロンのモデル
があり、発現調節の理解を深め
る工夫がある。

〇
保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1

はじめに、学び考える内容を示
したリード文があることにより
何を学び考えなくてはいけない
かが理解しやすくなった図やイ
ラストがカラーであることによ
り視覚での理解がしやすく、基
礎・基本が丁寧にわかりやすく
説明されている。学習を助け広
がりを持たせる側注により、生
徒の興味・関心を引きやすい。

１単元が２ページの見開きで構
成されておりわかりやすい。ま
た、学習範囲が明確に把握でき
る。

ポイントがわかるように協調文
字などが使用されており、カ
ラー図表やイラストも多く生徒
の興味・関心が自然と喚起でき
るようになっている。

保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版

基礎・基本に厳選された内容が
丁寧に説明されており、基礎的
な事項もわかりやすく生徒に課
題意識をもたせやすい。構成内
容内容がバランスよく配置され
ている。１単元２項で構成され
ており、まとめやすい資料が豊
富であり、生徒の興味・関心を
引き起こす表記であり理解しや
すい。

構成内容がバランスよく配置さ
れている。１単元が２項で構成
されており、まとめやすい。

資料が豊富であり、生徒の興
味・関心を引き起こす表記であ
り、理解しやすい。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

テーマ学習が設定してあり、現
代の社会的、健康的な問題につ
いて考える内容が多くある。
セッションごとのめあてが理解
しやすい。学習のポイントが明
記されており生徒が目的意識を
もって授業に取り組める。

構成・分量ともに適切である。
単元毎に平均的な分量になって
いて、使いやすい。

ピクチャースタディでは写真イ
ラストが豊富で題材の内容理解
を助けてくれる。
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芸術 17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti

多様なジャンルからの教材に
よって必要な内容が扱われてい
る。生徒の習熟度に応じた内容
である。

単元ごとに分類された構成で、
とてもわかりやすくまとめられ
ている。

楽譜が見やすく、全ページにわ
たってレイアウトが統一されて
いてわかりやすい。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１

様々なジャンルの楽曲が扱われ
ており、クラスによって男女バ
ランスに差がある本校の実態に
合わせやすい。丁寧な解説があ
り、生徒がポイントを理解しな
がら取り組むことができる。

多様な楽曲が豊富に掲載されて
おり、生徒の実態に合わせた対
応がしやすい。装丁も美しく、
表現活動が苦手な本校の生徒で
も音楽に親しみやすい。

題材が見開きで取り扱われてい
て、楽譜などが見やすく生徒主
体で演奏や学習ができる工夫が
されている。鑑賞活動を充実さ
せることができるよう、作曲の
背景や解説が豊富に載ってい
る。

〇 芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 1

すべての領域において、中学校
で学習した内容をより深く学習
できるようになっている。また
歌唱や器楽については、解説が
細かくされていて分かりやす
い。

写真や絵がバランスよく配置さ
れていて、構成もしっかりとし
ている。分量も１年間で無理な
く学習できる内容になってい
る。装丁も楽しく学習できるよ
うになっている。

楽譜や年表などが見やすいよう
に工夫されている。楽譜にも注
意すべき点などが書かれてお
り、生徒の気づきを刺激するよ
うになっている。

芸術 17 教出 音Ⅱ 307 音楽Ⅱ 改訂版 Tutti

精選された題材について様々な
楽曲が掲載されている。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。

歌唱、器楽、鑑賞、創作など各
分野の配分がよく、実技を中心
にしたい上級生の授業に効果的
である。またグループ活動を充
実させたい本校にあっている。

見開きで楽譜が見やすく演奏や
学習がしやすい。また表現活動
を充実させたい本校上級生が取
り組みやすい楽譜となってい
る。

芸術 27 教芸 音Ⅱ 309 高校生の音楽２

親しみやすい楽曲が豊富で、生
徒の興味をもって学習できる。
解説が丁寧で分かりやすく、生
徒が関心をもって活動すること
ができる。鑑賞に関しては生徒
が楽曲の背景をイメージしやす
いよう工夫されている。

系統的に各分野が配列されてお
り、自発的に学習ができるよう
に工夫されている。

題材が見開きで取り扱われてお
り、楽譜やイラストなどが見や
すく、演奏や学習がしやすいよ
う工夫されている。鑑賞につい
てもイメージしやすいよう工夫
されており、親しみをもって取
り組めるようになっている。

〇 芸術 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２
2工
選

親しみやすい楽曲が多く、生徒
が興味を持って取り組める。各
題材に目標が明記され生徒が目
的意識をもって学習できる。よ
り高度な表現活動を充実させる
ことができる内容となってい
る。

各分野がそれぞれ関連付けられ
ている構成になっており、音楽
学習を定着させる工夫がされて
いる。音楽に意欲的な上級生に
とって、充分に学ぶことができ
る分量である。

イラストや写真が豊富で、生徒
の興味・関心を引くとともに、
理解を深める工夫がされてい
る。表現活動を充実させたい上
級生にとって、自主的に取り組
みやすい表現内容となってい
る。

○
外国
語

2 東書 コⅠ 329
Power On English
Communication Ⅰ

1工

生徒が興味・関心を持ちやすい
よう、幅広いジャンルからバラ
ンス良く題材の選択がされてい
る。

各パートが見開き２ページで１
レッスンとなっており、授業が
進めやすい構成である。本文の
内容を復習し、文法事項にも触
れ、新しい語彙の確認もでき
る。

カラーのイラストや写真、ま
た、文法の説明部分でも色が使
われており、理解を促すような
視覚的工夫がされている。

外国
語

2 東書 コⅠ 330
PROMINENCE English
Communication Ⅰ

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

中学校での既習事項の復習から
なだらかに難易度を上昇させる
ことにより、中高の接続に適切
な配慮がなされており、無理な
く学習できる。

基本的には英語での表記になっ
ているが、必要に応じて日本語
での記述がなされており、生徒
が学習しやすいように配慮がな
されている。

○
外国
語

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

1科

生徒の知的好奇心を高めること
ができる多様なテーマを扱って
いる。また、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
の高いものまでバランスよく網
羅されている。

各課冒頭にPre-Reading活動があ
り、英語でスムーズに導入でき
るよう構成されている。本文に
関する追加の読み物も有効に使
うことができる。

写真やイラストも豊富で内容理
解を助けている。英語で考え、
コミュニケーションを図ること
を促す工夫がされている。

外国
語

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

多彩な題材を扱っており、生徒
が興味・関心を持って取り組め
るよう工夫されている。各課に
会話練習や英作文の活動もあ
り、表現する力を身に付けられ
るよう構成されている。

見開き構成でシンプルにまとめ
られていて、文法や例文が分か
りやすく配列されている。

写真やイラスト等の視覚的工夫
がされており、また、図表等配
置も適切である。

外国
語

50 大修館 コⅠ 337
Compass English
Communication Ⅰ Revised

中学の復習から無理なく高校英
語の学習に移行できる基礎的な
内容である。題材も生徒の興味
を引く内容のものとなってお
り、生徒の学習意欲を高めなが
ら授業を行うことができる。

見開きの構成となっており、学
習内容が一目で分かり、学習内
容の理解を促すことができるよ
う工夫がされている。

本文や傍注、脚注の他、写真や
イラストなどの視覚材料が適切
に見やすくレイアウトされてい
る。

外国
語

183 第一 コⅠ 350
Perspective English
Communication Ⅰ NEW
EDITION

生徒の知的好奇心を刺激する多
様な題材が扱われている。４技
能をバランスよく育むことがで
きる工夫がされている。また、
各パート冒頭の英問により、英
語での授業を展開しやすいよう
工夫されている。

基礎を固め、さらに実力をつけ
る構成と分量となっている。ま
た、生徒自身が自分の意見を英
語を使って発信する力を養うた
めの工夫がされている。

イラストと写真が豊富で見やす
い。本文と内容理解のための質
問文の色分け表記や新出単語が
音節分けしてあるなど工夫され
ている。

○
外国
語

2 東書 コⅡ 327
Power On English
CommunicationⅡ

2工

生徒の興味・関心を引く身近な
題材を取り上げ、英問英答式で
の理解を促し、Partごとの日本
語によるまとめから英語の
Summary作成へとつながり、学習
した文法事項を用いた自己表現
活動ができる。

効率的に学習できるよう配慮さ
れ、写真資料などから導入、理
解、演習、整理、発展の順に編
集されている。各課はパート分
けされていて使いやすく、学習
効果が上がるように工夫されて
いる。

写真やイラストの色使いなど全
ページにわたって配色が工夫さ
れ学習意欲が高められるような
視覚的な配慮されている。用
語・記号は統一されて記述の仕
方も適切である。

外国
語

2 東書 コⅡ 328
PROMINENCE English
CommunicationⅡ

「Essay」「Interview」
「Presentation」「Speech」
「Discussion」の構成になって
おり、それぞれの活動向けの題
材を揃えている。また、それぞ
れの活動には、手順が丁寧に示
されている。

各課は、写真資料などからの導
入、理解・演習、整理・発展の
順に編集されており、効率的に
学習できるよう配慮されてい
る。

全ページフルカラーであり、生
徒の学習意欲を高められるよう
な視覚的な配慮がなされてい
る。
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○
外国
語

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

2科

生徒の知的好奇心を刺激し、ま
た、生徒の思考力を高めること
ができるテーマを多く取り扱っ
ている。

本文はセクションごとに見開き
で構成されているため、見やす
く、また学習内容の理解を促す
ことができる。4技能のバランス
のとれた活動ができるように構
成されている。

教科書の内容理解の補助や補足
情報を提供するための写真や図
版、イラスト等の視覚的工夫が
されている。インタラクション
やリテリング活動などの素材と
して利用ができ、授業の活性化
に繋げることができる。

外国
語

17 教出 コⅡ 334
NEW ONE WORLD
CommunicationⅡ Revised
Edition

「コミュニケーション英語Ⅰ」
で既習の文構造・文法事項の復
習を中心に構成されており、基
礎的事項の習得に適切に配慮さ
れており、無理なく学習を進め
ることができる。

各課は、写真による学習内容へ
の導入、本文の読解を通した理
解・習熟、文構造・文法・語彙
の演習、コミュニケーション活
動という順に構成されており、
効果的に授業が進められるよう
工夫されている。

写真・イラスト等の視覚的な工
夫がされている。各課の内容に
関連したコラムや、目的とする
情報を探しながら読む活動のた
めの教材が配置されており、生
徒の学習内容への興味・関心を
高めることができる。

外国
語

50 大修館 コⅡ 335
Compass English
CommunicationⅡ Revised

生徒の興味・関心を引き付ける
テーマが取り扱われている。生
徒のコミュニケーション能力の
総合的な育成に繋げられる工夫
がなされている。

全10課の他、発展的な読み物教
材3課が用意されており、生徒の
興味・関心に応じた授業が展開
できるようになっている。

写真・イラストなどが適切にか
つ見やすくレイアウトされてお
り、生徒の興味・関心をひきつ
け、学習意欲を高められるよう
に配慮されている。

外国
語

183 第一 コⅡ 348
Perspective
English CommunicationⅡ
NEW EDITION

生徒の興味・関心を引き付け、
また、思考力を高めるため、偏
りのないバランスの良い題材の
選定がなされている。

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、無理なく学習できるよう
な工夫がなされている。

文字の大きさ、書体が適当であ
り、見やすく、学習しやすい。
本文内容に関連した写真・図版
などの視覚的な工夫により、生
徒の学習を助ける配慮が見られ
る。

○
外国
語

2 東書 コⅢ 303
PROMINENCE
Communication English Ⅲ

3科

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

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。

外国
語

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

生徒の興味・関心を喚起するも
のを精選し、多様な内容が取り
上げられている。登場人物は、
幅広い国及び人物を配置してい
る。

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

写真や図版が豊富に配置され題
材に対する興味を喚起してい
る。

外国
語

183 第一 コⅢ 344
Perspective
English Communication Ⅲ
NEW EDITION

教材の分量、難易度の配列が段
階的である。また、内容につい
ては、文化的なもの・社会的な
もの・科学的なものなど、バラ
ンスがとれている。

多様な分野・形式の英文を読ま
せることができる。自分の考え
や意見を発表するなどさまざま
な活動を行うための工夫がなさ
れている。

本文内容に関連した写真、図版
が適切に配置されており、視覚
的に学習を助ける配慮がなされ
ている。

○
外国
語

2 東書 英Ⅰ 322
NEW FAVORITE English
Expression Ⅰ

2デ

学習意欲を高める工夫が随所に
みられる。文法項目も図解や
キャラクターを用いることで親
しみを持って取り組める。表現
の幅を広げられるようスパイラ
ルに展開されている。

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

活字・写真・イラストは、鮮明
で効果的に配列されており、生
徒の学習を助ける工夫がされて
いる。

外国
語

9 開隆堂 英Ⅰ 319
EXPRESSWAYS English
Expression Ⅰ

生徒の興味・関心に即した題材
が場面中心に精選されている。
自分が伝えたいことを的確かつ
簡潔に表現するために必要な文
構造や慣用表現が効果的に配置
されている。

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
ストで示され視覚から入れるよ
う工夫されている。目にやさし
く、読みやすい活字が採用され
ている。

外国
語

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

生徒の興味・関心に即した題材
が場面中心に精選されている。
文法事項の学習が中心の構成と
なっている。

会話文、文法、練習が組み合わ
されている。

写真・イラスト・図表は大き
さ、配置ともに適切である。

家庭 7 実教 家基 315 新家庭基礎２１

「個人の自立の確立」を重視し
ており、消費生活や労働の問題
を消費者や労働者の視点から考
える内容となっている。

２ページまたは、４ページの見
開き展開の構成である。各テー
マの終わりに「確認」を設けて
その節で学んだことの確認と視
野を広げるためのテーマ学習を
設けている。

時事問題を扱った資料について
は、「現代の窓」や「コラム」
として、分かりやすく表記して
いる。

〇 家庭 7 実教 家基 316 新図説家庭基礎
1工
2科

生活者として自立して生きてい
くために必要な基本的事項を、
知識や技術を体験的に習得する
ことを重視している。

１つの単元を２ページ見開き展
開の構成である。その節で学ん
だことの確認と視野を広げるこ
とを目的とした「実践コー
ナー」が設けられている。

同じジャンルの資料はまとめて
掲載しており、参照しやすい。
本文に関連する資料や写真、側
注の用語解説が分かりやすく表
記している。

家庭 50 大修館 家基 318
新家庭基礎　主体的に人生
をつくる

社会的自己実現力を育てること
を重視した内容である。実践
的・体験的活動を多く取り入れ
てあり、問題解決力を身に付け
ることを重視している。

見開き2ページの構成になってい
る。イラストやグラフが適切に
配置されていて、生徒の興味を
引く構成になっている。

ユニバーサルデザインが文字だ
けでなく、グラフの作りにも生
かされている。

家庭 183 第一 家基 320
高等学校　新版　家庭基礎
ともに生きる・持続可能な
未来をつくる

小・中学からの学びの継続性を
意識した内容の展開である。新
学習指導要領を見据えて、契約
の重要性なども取り入れてお
り、小論文サポートも充実して
いる。

データが豊富に掲載されてお
り、学習内容が分かりやすく表
形式で整理されている。

ユニバーサルデザインのフォン
トとカラーバリアフリーに配慮
した表記となっている。
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情報 7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版

例題を中心に学習事項が展開さ
れている。生徒に身近な題材を
中心に学習要素が展開されてい
る。また、表計算ソフトウェア
を丁寧に説明している。

全５章からなり、豊富な教材が
そろっている。

図解や写真・表を多用してい
る。

情報 9 開隆堂 社情 313 社会と情報

学習内容を９つのユニットに分
け、明確なまとまりごとに学べ
るようになっている。各ユニッ
ト末には、学習内容を実践的・
体験的に身に付けられるように
実習や課題を設けている。

９つのユニットからなり、豊富
な教材がそろっている。

図解や写真・表を多用してお
り、事例を２コマのイラストで
解説している。

情報 104 数研 社情 314
改訂版　高等学校　社会と
情報

情報モラルの指導に配慮してい
る。プレゼンテーションの流れ
や注意点を詳しく説明してい
る。電子メールの注意点がまと
まっており、新しいコミュニ
ケーションツールにも対応して
いる。

用語集、法律の条文、グラフな
どの豊富な資料が用意されてい
る。

図や表、具体的な写真などを豊
富に入れることで、難しい原理
や概念をわかりやすく説明して
いる。

○ 情報 104 数研 社情 315 社会と情報　Next
2科

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。

序編と４編からなる項目に分か
れており、豊富な数の実習を取
り上げている。

視覚的に理解できるよう、図や
イラストを中心とした親しみや
すい紙面となっている。

〇 工業 7 実教 工業 301 工業技術基礎
1工

工業各分野の基礎的な技術につ
いて丁寧に整理されており、基
礎的な知識を理解しやすく記述
されている。

内容、分量とも適切である。実
技と並行して確認することで理
解しやすく工夫されている。

文章表現が明確であり、図版の
解説が十分で、表現が適切であ
る。

〇 工業 7 実教 工業 302 機械製図 1機

豊富な製図例があり、基本的事
項に関する記述が充実してい
る。
機械に関する部品図やCADについ
てなど、様々な学習に対応でき
る内容である。

系統的に構成されていて、学習
内容を理解しやすい構成が成さ
れている。

明確な図版の説明があり、基本
的内容の事項が適切である。

〇 工業 7 実教 工業 303 電気製図 3電

電気分野における製図の目標設
定が適切であり、内容が理解し
やすい。

項目が系統的に構成されてい
る。

文章表現や用語、基本的内容の
記号・単位が適切である。

〇 工業 7 実教 工業 305 建築設計製図
2建
築

製図の基礎から学べ、建築構造
物の製図例が豊富で、多様な学
習に対応できるよう配慮されて
いる。

建築設計製図の基礎を系統的に
配列し、理解しやすい構成と
なっている。

建築物における文章表現や用語
が簡潔に書かれ、基本的内容の
記号・単位が理解しやすいよう
になっている。

〇 工業 7 実教 工業 306 土木製図
2建
都

製図の基礎から学べ、土木構造
物の製図例が豊富で、多様な学
習に対応できるよう配慮されて
いる。

土木製図の基礎を系統的に配列
し、理解しやすい構成となって
いる。

構造物における文章表現や用語
が簡潔に書かれ、基本的内容の
記号・単位が理解しやすいよう
になっている。

〇 工業 7 実教 工業 307 製図 1建

文章表現、用語などの使用が適
切であり、製図例が豊富であ
る。工業全科に対応できる基本
から発展に至るまでの内容であ
る。

系統的に構成されている。 図版の表記が適切である。

〇 工業 7 実教 工業 308 工業数理基礎
1建
機

問題の解法から丁寧に説明され
ている。広い範囲の内容が分野
ごとに整理され、理解しやすい
ように配慮されている。

例題をもとに図解され、理解し
やすい。章末には多くの問題が
取り入れられている。理解の定
着に活用できる。

文章表現が理解しやすい言葉で
簡潔にまとめられた表記になっ
ている。

〇 工業 7 実教 工業 385 情報技術基礎　新訂版 1工

PCを扱う上で基本的な知識や使
い方が網羅されている。SNSやプ
ライバシーの問題についても記
載があるので情報リテラシーの
分野でも活用できる。

各単元ごとに適切な分量でまと
められている。装丁や分かりや
すい図版もあり視覚的にも理解
しやすい。

適切な表現を用いている。太字
などで表記も工夫されており理
解しやすいような表現になって
いる。

工業 7 実教 工業 386 精選情報技術基礎　新訂版

情報技術の基礎について、具体
的な事例が用いられており、理
解しやすく構成されている。

短時間で効率よく学べるように
工夫されている。

多くの図を掲載していて理解を
助けるように工夫されている。

工業 154 オーム 工業 311 情報技術基礎

情報モラルに関しての記載があ
る。例題を通して学ぶことがで
きるよう配慮されている。プロ
グラミング言語はBASICとCが用
いられている。

系統性に配慮がされており、理
解しやすい構成である。

言葉は分かりやすい表現が用い
られ、多くの図がカラー刷りで
見やすく理解しやすく工夫され
ている。

工業 174 コロナ 工業 387 新 情報技術基礎

情報技術の基礎について、具体
例が多く、全体的に理解しやす
く構成されている。プログラミ
ング言語はCが用いられている。

図などを多く用い、章末問題に
より理解の定着に努めている。
パソコンの操作や利用方法まで
解説がされている。

やさしい言葉で簡潔に表現され
ており、写真や図で視覚的に理
解できるような配慮がされてい
る。
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工業 174 コロナ 工業 312 情報技術基礎

情報技術の基礎について、具体
的な事例が多く用いられてお
り、理解しやすく構成されてい
る。

身近な話題も取り入れながら基
礎的な事柄が説明されている。

写真や図が多く関心や意欲がも
ちやすいようになっている。

〇 工業 7 実教 工業 313 生産システム技術 2機

機械に関する技術や、生産管
理、メカトロニクスに関して解
説も適切で図解されており、生
徒の興味を得ることができる。

例題、練習問題の分量が適切で
ある。

図や文章の表現が丁寧で適切で
ある。

工業 7 実教 工業 315 機械工作１

工作技術・機械を実例とし、加
工技術を専門的で発展的な内容
まで記述されている。

図版の分量が適切で、系統的に
構成されている。

解説が適切であり、写真だけで
なく模式図を多く用いており、
見やすく工夫されている。

工業 7 実教 工業 316 機械工作２

加工技術、材料の性質に関して
発展的な内容まで記述されてい
る。実例を基に、理解が容易な
記述になっている。

図版が充実しており、構成は系
統的である。

図や写真が多く、対応する解説
の分量が適切である。

〇 工業 7 実教 工業 317 新機械工作 2機

実生活に密接に関係した例が用
いられており、導入が非常に入
りやすい。機械工作が身近に感
じやすい内容である。

基礎が丁寧に解説されており、
発展的な内容まで系統的に構成
されている。

図や写真の大きさ、配置が工夫
されており、文字の大きさ、書
体が適切である。

〇 工業 7 実教 工業 318 新機械設計 2機

機械とはなにか、機構とはなに
か。を考えさせる工夫がなされ
ている。例題が充実している。

設計例が多く、課程の手順まで
分かりやすく構成されている。
系統的な仕様で、理解しやす
い。

図や写真の大きさ、配置が工夫
されており、設計に関する手順
が丁寧に記載されていて、理解
しやすい表現がなされている。

工業 7 実教 工業 319 機械設計１

基本的な設計技術について学ぶ
ことができ、具体的な設計例に
ついて教材を用いて学習でき
る。

図版が充実しており、分量が適
切である。系統的な仕様で、理
解しやすい。

図や例を多く用いて、分かりや
すく工夫されている。

工業 7 実教 工業 320 機械設計２

設計とはなにかを起点とし、必
要な基礎を学ぶことができる。
発展的な内容まで記述されてい
る。

発展的な内容に対して多くの例
題が用いられていて、構成が工
夫されている。

設計の手順が多く取り入れら
れ、例を元に理解しやすい記載
である。

〇 工業 7 実教 工業 345 原動機
2機
選

自動車の歴史など生徒の関心を
得る工夫が為されており、原動
機の構造、機能がわかりやすく
説明されている。流体力学、熱
力学の導入内容としても活用で
きる。

系統的で学習内容に対応して項
目が細分化されており、理解し
やすい構成である。

適切に配慮された図や写真が多
く、分かりやすく工夫されてい
る。エネルギー関連の表現が多
く適切である。

工業 7 実教 工業 388 電気基礎１　新訂版

基礎的な内容から応用まで取り
入れたものになっている。

随所に図があり理解しやすい。 立体的な図の表現や重要ポイン
トが見やすい。

工業 7 実教 工業 389 電気基礎２　新訂版

　例題や問題が多く、電気の基
礎となる数学の基本公式もまと
まっている。また、図も多く分
かりやすく配置されている。

図が多く取り入れられ理解しや
すく工夫されている。

図や公式などが別色になってお
り学習しやすい。

〇 工業 7 実教 工業 390 精選電気基礎　新訂版
2情
選

直流回路や電流と磁気、静電
気、交流回路、電気計測など基
礎・基本を重視し、確実に学ぶ
ことができるよう配慮されてい
る。

基礎・基本を中心とし、図や写
真を用い、学習の定着が図れる
よう分かりやすい。

カラーページが多く、図やイラ
ストを用いて図解的に解説して
おり、やさしく分かりやすい表
現で書かれている。

工業 154 オーム 工業 327 電気基礎１

基礎・基本を重視し、自ら解く
力を育成するために、丁寧に記
述されている。

実験などを通して理解しやすい
説明が多い。

色分けなどを使いわかりやす
い。

工業 154 オーム 工業 328 電気基礎２

電気の基礎的内容が配置され、
例題や問題も適度に示されてい
る。

実験結果のグラフなどを通して
理解しやすい説明が多い。

図や重要公式が別色になってい
るため、ポイントをとらえやす
い。

工業 174 コロナ 工業 329 わかりやすい電気基礎

基礎的事項を理解できるように
し、学習のポイントを確かめら
れる工夫がされている。

演習を重視し、問題が豊富であ
る。

図解により分かりやすく説明し
ている。
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〇 工業 174 コロナ 工業 330 電気基礎（上） 1電

理論にともない例題や問題が多
く示され、単元ごとのポイント
も適切に配置されている。

従前の教科書に比べサイズも大
きくなったことで見やすくな
り、学習しやすい系統になって
いる。

明確で分かりやすい図や写真が
多く、内容がとらえやすい。

〇 工業 174 コロナ 工業 331 電気基礎（下） 1電

難解な説明を避け、学習しやす
い系統になっており、学習効果
を高められるように要点がまと
められている。

演習を重視し、例題を丁寧に説
明し、問いにより習得できるよ
うになっている。

学習のポイントをまとめて理解
度を確かめられるようになって
いる。

〇 工業 7 実教 工業 391 電気機器　新訂版 2電

基礎分野との関連を持たせた導
入により、目的意識を持って取
り組めるようになっている。

例題・問題等は丁寧に記載され
ている。

重要なポイントが見やすく工夫
されている。

工業 154 オーム 工業 349 電気機器

原理や特性について分かりやす
い表現が使われている。

自主的・自発的な学習ができる
流れで学習の定着ができる。

図がカラーで取り扱われている
ので見やすい。

〇 工業 7 実教 工業 392 電力技術１　新訂版
3電
気

具体的な事例を多く用いてお
り、理解しやすく構成されてい
て使用しやすい。

内容が展開的に構成されていて
適切である。

写真や図、表などが適切に配置
されている。

〇 工業 7 実教 工業 393 電力技術２　新訂版
3電
気

精選された内容や具体的な事例
を多く用いており、理解しやす
く構成されていて使用しやす
い。

内容が展開的に構成されていて
適切である。

写真や図、表などが適切に配置
されている。

工業 154 オーム 工業 352 電力技術１

電力技術に関する基礎的事項が
図や表を多く取り入れ分かりや
すく解説されている。

図版が大きく視覚的に分かりや
すい。

写真や図、表などが適切に配置
されている。

工業 154 オーム 工業 353 電力技術２

電力技術に関する基礎的事項が
図や表を多く取り入れ分かりや
すく解説されている。

図版が大きく視覚的に分かりや
すい。

写真や図、表などが適切に配置
されている。

工業 7 実教 工業 395 電子回路　新訂版

基本的な回路について丁寧に記
述され、適所に例題や問が設け
られている。

各種の回路についてまんべんな
く学習できる構成となってい
る。

図や写真などが適所に配置され
ている。

〇 工業 174 コロナ 工業 357 電子回路 2電

原理や動作が理解しやすい回路
が取り上げられ、内容が必要か
つ十分に記述されている。

内容が系統的に構成されてい
る。

図や写真が適切に配置され、要
点が理解しやすい。

〇 工業 7 実教 工業 358 電子計測制御
3電
子選

計測と制御の関係について体系
として理解しやすく、計測技術
の基本について丁寧に述べてい
る。

単元によって取捨選択しやす
い。

概要の説明が図や写真とともに
示され、工夫してある。

〇 工業 7 実教 工業 374 通信技術
3電
子

通信技術の内容が、具体的事例
を用いて解説されている。

分量、体裁も良く、内容の配分
がよい。

文字や図の割付が良く、文章表
現が適切である。

〇 工業 7 実教 工業 359 電子情報技術
2電
選

電子情報技術の内容について、
具体的事例が多く、まとまりを
考慮し、解説されている。

分野別に片寄りが無く構成され
ている。

図や写真など適切に配置されて
いる。

〇 工業 7 実教 工業 333 プログラミング技術 2情

C言語によるプログラミングを学
ぶ上で、基本から応用まで幅広
く書かれている。また、豊富な
例題と問題が用意されており、
全体的に理解しやすい内容と
なっている。

プログラムの例題や問題が多
く、解説も丁寧に書かれてい
て、学習の定着を図れる構成と
なっている。

プログラムや流れ図などを２色
刷を効果的に用いて見やすいデ
ザインとなっており、分かりや
すい表現で書かれている。

〇 工業 7 実教 工業 360 ハードウェア技術 1情

コンピュータに関する数値表現
や論理回路、コンピュータの基
本機能と構成、制御技術など多
岐にわたって学習することがで
きる。また、基本情報技術者試
験にも配慮している。

図や写真が多く使われていて解
説も分かりやすく書かれてい
る。演習問題や章末問題が多
く、学習の定着を図れる構成と
なっている。

２色刷りによる図を多く用いら
れていて見やすいデザインと
なっており、具体的イメージを
つかみやすく、分かりやすい表
現で書かれている。
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〇 工業 7 実教 工業 361 ソフトウェア技術 1情

コンピュータに関するソフト
ウェアの基礎や管理、オペレー
ティングシステム、情報セキュ
リティなど多岐にわたって学習
することができる。また、基本
情報技術者試験にも配慮してい
る。

図やイラストが多く使われてい
て解説も分かりやすく書かれて
いる。またセキュリティ技術分
野の記述も多く、学習の定着を
図れる構成となっている。

２色刷りによる図を多く用いら
れていて見やすいデザインと
なっている。具体的イメージを
つかみやすく、分かりやすい表
現で書かれている。

○ 工業 7 実教 工業 334 建築構造
2建
築

建築物の構造形式及び建築材料
が詳細な図や写真で理解しやす
く書かれている。

具体的な解説で学びやすくして
ある。分量配分が適当である。

初めて学ぶにあたり、建築用語
や表現が分かりやすい。

○ 工業 7 実教 工業 362 建築計画
2建
築

建築計画の基本的な考え方か
ら、住宅から事務所建築まで、
分かりやすく解説されている。

内容が系統的に構成されてい
る。

建築計画の用語・記号・単位な
ど適切に使用されている。

○ 工業 7 実教 工業 363 建築構造設計
2建
築選

力学的にみた構造物や建築物の
骨組みに関する基礎的な部分が
理解しやすい。

各章で例題の解説が適当であ
る。

図を用いて公式等が分かりやす
い表記になっている。

○ 工業 7 実教 工業 376 建築施工
3建
築

建築工事の内容が体系的に整理
されており、各工程ごとに分か
りやすく解説されている。

建築施工全体の流れが適切に構
成されている。

建築の専門的な用語や工法が理
解できるような記述である。

○ 工業 7 実教 工業 377 建築法規
3建
築

建築法規の内容が体系的に整理
されており、各章ごとに分かり
やすく解説されている。

内容が系統的に構成されてい
る。

図版が多く、説明も分かりやす
い。

○ 工業 7 実教 工業 335 測量
2建
都

測量に関する説明において、図
や写真を多く用いており、理解
しやすく解説されている。実習
においても使用できる。

構成、分量、配分が適正で使い
やすい。

計算においても丁寧な文章表現
である。

○ 工業 7 実教 工業 364 土木基礎力学１
2建
都

全体的に理解しやすいように配
慮されている。特に重要となる
内容は、具体的に説明を加えて
いる。水理･土質力学の学習につ
いても分かりやすく解説してい
る。

各章の分量配分や例題が適当で
ある。

例題における図を使った表記や
力学的な単位の取り扱い方が良
い。図や写真等を使い専門用語
や公式を理解できるような表現
で書かれている。

○ 工業 7 実教 工業 365 土木基礎力学２
3建
都

全体的に理解しやすいように配
慮されている。特に重要となる
内容は、具体的に説明を加えて
いる。水理･土質力学の学習につ
いても分かりやすく解説してい
る。

各章の分量配分や例題が適当で
ある。

例題における図を使った表記や
力学的な単位の取り扱い方が良
い。図や写真等を使い専門用語
や公式を理解できるような表現
で書かれている。

○ 工業 7 実教 工業 366 土木施工
2建
都選

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

土木施工全体の流れが適切に構
成されている。

土木の専門的な用語や工法が理
解できるような記述である。

○ 工業 7 実教 工業 379 社会基盤工学
3建
都

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

社会基盤工学全体の流れが適切
に構成してある。

図版が多く用いられているの
で、専門的な内容も分かりやす
い。

○ 工業 7 実教 工業 370 デザイン製図 1デ

製図をする上で基本的な知識や
用具の使い方などを網羅してい
る。演習問題などもあり、実制
作を伴いながら進めていける内
容である。

単元ごとの分量は適切である。
構成や装丁もわかりやすくなっ
ており、スムーズに進めること
ができるように構成されてい
る。

適切な表現を用いている。見本
なども分かりやすい図を載せて
いる。

○ 工業 201 海文堂 工業 344 デザイン技術 1デ

基本的な知識や技法、さらには
工芸分野の立体デザインや都市
計画に至るまで、多くのデザイ
ンに関した情報が網羅されてお
り、生徒に多角的な見方を示唆
することのできる内容である。

分量としては多めで、授業のみ
ならず資料集としても活用でき
る。図版や写真も多く掲載され
ているため、視覚的にも理解し
やすい。

文言が今の生徒にとっては少し
捉えにくい印象をうける。図版
資料が豊富なので、より生徒の
理解が深まるように感じる。

○ 工業 179 電機大 工業 384 デザイン史 3デ

デザインの歴史を時系列で整理
されており、デザインの変遷を
読み解くのに理解しやすい構成
内容となっている。

分量としては適量であると感じ
る。写真資料については量も多
く充実しているので、視覚的に
理解する上で、効果的である。

視覚的な資料とともに説明の表
記がなされているので、生徒に
理解しやすい表現となってい
る。
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○ 国語 2 東書 国総 333 精選国語総合 1

現代文では、評論・小説を中心
に随想・詩歌の学習までバラン
スよく組み込まれている。古典
編では主要なジャンルが網羅さ
れていてそれぞれ重点的に学習
できるよう配慮されている。

現代文編・古文編・漢文編・言
語活動編で構成されており、指
導の実態に合わせられるように
なっている。分量も適切であ
る。

コラム・参考教材等で、それぞ
れの学習が深められるように
なっている。資料性の高い写真
や図版が豊富である。

国語 15 三省堂 国総 338 精選国語総合　改訂版

現代文では、定評のある教材と
現在注目されている著者の作品
がバランスよく配列されてい
る。古典編では、主要なジャン
ルが網羅され配置してある。

幅広くコラムを配置し、教材と
関連付けて学習できるよう配列
されている。分量も適切であ
る。

図版等が適切に配置され、学習
が深められるように配置されて
いる。

国語 50 大修館 国総 347 新編国語総合　改訂版

現代文では定番の作品の他に新
鮮なテーマのものが配置されて
いる。古文・漢文編では、教養
として必要な作品が精選され、
配置されている。

現代文編・古文編・漢文編から
構成されており、難易度順に配
列され、学習目標が設定しやす
い。分量も適切である。

写真や図版、地図などが見やす
く配列されており、学習の助け
となっている。巻末の資料も豊
富である。

国語 2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ

近代以降の様々な文章を的確に
理解する能力が高められるよ
う，バランスよく教材が配列さ
れている。巻末に言語活動編が
設けられていて、読解学習と関
連付けられるようになってい
る。

全体が二部構成になっていて、
単元はジャンルごとに構成され
ている。各ジャンルともバラン
スがよく、分量も適切である。

定評のある教材を軸に幅広い
テーマジャンルから成ってお
り、コラムでは、読解の内容を
深められるよう工夫されてい
る。

国語 15 三省堂 現Ｂ 324 精選現代文Ｂ　改訂版

定番の教材を中心に、主体的に
考えられるものが配列されてい
る。記述式のある小教材など、
読み取ることや表現することな
どに力を入れている。

近代以降の文章がバランスよく
取り上げられている。分量も適
切である。

小教材やコラムにおいて、適切
に表現する力、伝え合う力を高
められるよう工夫されている。

○ 国語 117 明治 現Ｂ 335 新　精選現代文B 2

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

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

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

国語 15 三省堂 古Ａ 306 古典Ａ

古文では説話の代表的な作品
で、短く簡潔なものを配置して
ある。漢文では、思想・漢詩・
史伝を配列し、現代のつながり
を考えられる作品を配置してあ
る。

古典の魅力や現代とのつながり
について解説したコラムを随所
に配置し、理解しやすく、発展
的に考えられる構成となってい
る。

巻頭・巻末等に参考になる地図
や系図等の資料を配置し、学習
の補助となるように考えられて
いる。

国語 50 大修館 古Ａ 315 古典Ａ 物語選 改訂版

古文では、中古から近世の物語
を中心とし、随筆・日記など幅
広い作品を配置している。漢文
では、故事・漢詩・史伝・思想
の中から偏りなく作品を配置し
ている。

古典の読み方や現代とのつなが
りについて解説したコラムを随
所に配置し、理解しやすく、ま
た文学史を多く取り上げた構成
となっている。

巻頭・巻末等に参考になる地図
や系図等の資料を配置し、学習
の補助となるように考えられて
いる。

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

3

古文では、中古・中世の物語を
中心としつつも、幅広く、なお
かつ短めな作品を配置してい
る。漢文では、故事・漢詩・史
伝の中からなじみのある作品を
配置している。

多くの配置してある作品の中か
ら、指導者が流れを考えて作品
を選べるようになっている。タ
イトルの上に年表が配置され、
おおよその成立時期がわかるよ
うに構成されている。

巻頭に参考地図、巻末には参考
図録、折込に系図等を配し、学
習の助けとなるように配置され
ている。

○ 国語 50 大修館 古Ｂ 339 古典Ｂ　改訂版 古文編 2

古典を読む上で、読む能力を養
うとともに、ものの見方、感じ
方、考え方を広くできるよう
に、各ジャンルの内容、難易度
等がバランスよく配列されてい
る。

古文編・漢文編の分冊となって
おり、Ⅰ部・Ⅱ部から構成され
ていて、２年間継続して学べ
る、適切な分量となっている。

学習内容の理解を深めるための
助けとして、図版・写真が配置
されている。必要に応じて色文
字を使うなど工夫されている。

○ 国語 50 大修館 古Ｂ 340 古典Ｂ　改訂版 漢文編 2

高校生として学んでおくべき漢
文の作品が、幅広く配列されて
おり、柔軟な指導ができるよう
に、ジャンルの内容、難易度が
バランスよく配列されている。

古文編・漢文編の分冊となって
おり、Ⅰ部・Ⅱ部から構成され
ていて、２年間継続して学べ
る、適切な分量となっている。

資料や図版がテーマごとにまと
められており、視覚的、多角的
にイメージを膨らませながら学
習することができる。

国語 104 数研 古Ｂ 343 改訂版　古典Ｂ　古文編

人物や話題が関連する題材を取
り上げ、つながりを意識した配
列となっており、重層的に理解
をすることが可能になってい
る。

古文編・漢文編と分冊になって
おり、第一章・第二章の構成で
２年間の学びに耐えうるものと
なっている。分量も適切であ
る。

文学史も含め時代背景を理解し
やすい注釈や年表、地図などが
効果的に配置されている。参考
図書なども紹介されている。

国語 104 数研 古Ｂ 344 改訂版　古典Ｂ　漢文編

宋代以降の随筆的文章を増やす
など、入試に対応した題材を多
く収録している。漢文の世界の
つながりを重層的に理解させる
ための題材配列になっている。

古文編・漢文編と分冊になって
おり、第一章・第二章の構成で
２年間の学びに耐えうるものと
なっている。分量も適切であ
る。

時代背景、文学史などの理解を
深めるための、地図や年表、系
図等の参考資料が豊富である。

国語 117 明治 古Ｂ 345 新　精選古典B　古文編

説話・歴史物語から近世小説ま
で多彩な古典作品を選定し、基
礎から応用へと段階を追って学
習できる編成になっている。

古文編・漢文編と分冊になって
おり、それぞれが前編・後編の
構成で２年間の学びに耐えうる
ものとなっている。分量も適切
である。

脚注や脚問、語句の解説など適
切に配置され、学習の助けとな
るものが多い。

令和３年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立橘高等学校（全日制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現
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内容 構成・分量・装丁 表記・表現

国語 117 明治 古Ｂ 346 新　精選古典B　漢文編

漢文編においては、故事から日
本漢詩文までジャンルは多岐に
渡り、基礎から応用へと段階を
追って学習できるような編成に
なっている。

古文編・漢文編と分冊になって
おり、それぞれが前編・後編の
構成であり、分量も適切であ
る。

脚注や脚問、語句の解説など適
切に配置されている。年表や句
形の基本の付録など、学習の助
けとなるものが多い。

○
地理
歴史

7 実教 世Ａ 311 世界史Ａ　新訂版

２普
ス
３国

図版・写真資料が豊富で生徒の
興味・関心をひきやすい。また
本文の記述もわかりやすい。内
容が詳細で、入試に必要な項目
も網羅されている。

全体的に調和のとれた構成と
なっている。そのため、歴史の
流れを把握しやすい。また各単
元のはじめの略年表もいつ頃の
出来事なのかを把握しやすいな
ど配置が適切である。

文字の大きさは適切で、書体も
適切である。写真や略地図の色
合いがよく工夫されていてみや
すくわかりやすい表現となって
いる。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版

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。世界の中の日本に
ついて考えさせられる内容で、
近代や現代に重点をおいて編集
されている。

内容は全体として系統的に構成
されている。各内容の分量も適
切である。体裁が良く、生徒が
使いやすいようにつくられてい
る。

全体的に文字の大きさ・字間・
行間・書体が適切である。文章
表現・漢字・仮名遣いの使用は
それぞれ適切である。

地理
歴史

183 第一 世Ａ 317
高等学校　改訂版　世界史
Ａ

地図資料が豊富である。また写
真・図版資料も充実している。
図版・写真資料から導入に入り
やすい内容になっており、よく
工夫されている。

授業が順序よく展開できるよう
構成に工夫がなされている。本
文を囲む資料の全体的な分量は
適切である。

大きな地図・写真資料ではじめ
に強く印象づけられるように
なっている。文字の表記は比較
的大きく見やすいつくりになっ
ている。

地理
歴史

2 東書 世Ｂ 311 新選世界史Ｂ

地図・図版資料が精選されてい
て、本文および欄外の補足説明
の内容が詳しい。章のはじめに
時代や地域の区切りがわかりや
すいように印象づける工夫がさ
れている。

図版資料が精選されて、見やす
く配置されている。本文は詳細
だが、流れもつかみやすく構成
してあり、分量は適切である。

文字の大きさや字体は適切で、
表記もわかりやすい。文章の表
現も全体的にわかりやすい。

地理
歴史

46 帝国 世Ｂ 312 新詳　世界史Ｂ

図版・地図資料が豊富で、コラ
ムも生徒の興味・関心をひくよ
うに工夫されていて、充実して
いる。欄外の補足説明もしっか
り記述されている。

図版・地図資料・コラム・補足
説明の配置がよくまとめられた
構成で全体としてわかりやす
い。分量も充実している。

本文の文字の大きさと字体が適
切で見やすくなっている。全体
的に見やすくわかりやすい表現
になっている。

○
地理
歴史

81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版

２普
選
２国
選

内容が詳細で基本事項が充実し
てわかりやすい。図版資料はよ
く精選されている。略地図は出
来事がどこで起きたかがつかみ
やすいようになっている。入試
にも対応しているが、生徒の興
味をひく内容である。

本文、資料や補足説明が全体的
に簡潔によくまとめられた構成
となってい。入試に対して十分
対応するだけの分量である。地
味な装丁であるが小型で持ち運
びやすい。

比較的平易な表記も多いためと
くに抵抗なく読みとることが出
来る。本文の記述がとても詳し
く、各資料や史料のコメントが
充実しているため理解しやす
い。

○
地理
歴史

2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史
３普
３ス

図版・写真・地図資料・コラム
や特集が充実していて生徒の興
味・関心をひきやすい内容に
なっている。また補足説明がと
てもていねいに記述されていて
わかりやすい。

図版・地図資料がわかりやすい
ところに配置され、本文の記述
はポイントをおさえてよくまと
められている。各内容および全
体的な分量は適切である。

平易な記述で、わかりやすく表
記されている。文字の大きさや
書体も適切である。図版資料や
補足説明は短いが要点をおさえ
表現も適切である。

地理
歴史

7 実教 日Ａ 313 新日本史Ａ　新訂版

図版・写真資料が豊富である。
特に生徒の興味をひき、歴史学
習への関心を高めるように精選
された内容になっている。歴史
の流れや構造を理解させながら
学習できる工夫がなされてい
る。

見開きごとにテーマがまとめら
れていて、各資料の配置がよく
工夫された構成となっている。
各内容と全体的な分量は適切で
ある。

各資料が比較的大きく見やす
く、文字の大きさや書体も適切
である。各内容とも全体的にわ
かりやすい文章表現でとなって
いる。

地理
歴史

183 第一 日Ａ 312
高等学校　改訂版　日本史
Ａ　人・くらし・未来

図版・写真資料が豊富である。
人物を特集コラム「歴史の目」
で生徒に興味を深めさせ、「同
時代の人と場所」でその人間関
係や地理的なイメージを把握さ
せる工夫がなされている。

本文を中心にコラム・図版資料
がバランスよく配置された構成
となっている。各内容および全
体としての分量も適切である。

各内容の文章表現は適切になさ
れている。文字の大きさ・字
間・書体などもわかりやすく適
切である。

地理
歴史

2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ

図版・写真資料が豊富である。
本文の内容も基礎・基本がしっ
かりおさえてある。特集コラム
としての『歴史を探る』のコー
ナーを数多く設定してあり生徒
の興味・関心を引きやすい。

各資料と合わせてコラムも大き
く挿入しており、ページの構成
がよく工夫されている。本文・
補足説明の分量は適切である。

写真資料が大きくて見やすい。
本文の字体や大きさが適切で、
よみがなも多く読みやすい。

地理
歴史

35 清水 日Ｂ 313
高等学校　日本史Ｂ　新訂
版

図版資料が豊富であり、生徒の
興味・関心をひくものをしっか
り取り入れている。必要とされ
る史料もそろっている。基礎・
基礎的がわかりやすい内容と
なっている。

見開き2ページ本文の周囲に図版
資料や補足説明がバランスよく
配置されている。全体的な内容
の配列や分量は適切である。

本文の文字の大きさと字体は適
切でみやすい。また補足説明も
みやすい。全体的にわかりやす
く表現している。

○
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版

２普
選
２国
選

図版資料がよく精選され、必要
とされる史料もそろっている。
記述内容はとても詳細で、大事
な事項がしっかりと網羅されて
いる。大学受験にも対応できる
内容となっている。

全体的に見開き2ページに詳しい
本文とともに図版資料・地図お
よび史料がバランスよく工夫さ
れ配置されている。分量も十分
である。

精選された図版・地図・史料は
みやすくなっている。本文の文
字の大きさや字体は適切であ
る。

○
地理
歴史

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ 1

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。
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地理
歴史

35 清水 地Ａ 311
高等学校　現代地理Ａ
新訂版

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かえっ
て分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
歴史

46 帝国 地Ａ 312 高校生の地理Ａ

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
り込むなど良く工夫された内容
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みやす
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
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 1

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

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

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

地理
歴史

130 二宮 地図 314 高等地図帳　改訂版

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

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

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

地理
歴史

130 二宮 地図 311 詳解現代地図

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

変形版の装丁は机上で開き続け
るのに利便性が高い。横長の地
図や横置きの資料配置が見やす
い構成となっている。主題の分
量が豊富で様々な学習の用途に
利便性が高い。

一般図の伝統的な地図表記と主
題図の斬新な表記の相違が視覚
効果を高めている。主題図は共
通の主題と異なる主題がはっき
りとわかる表記になっており、
見やすい。

公民 2 東書 現社 313 現代社会

基礎から発展まで、内容の水準
が均衡的に配置され、理解しや
すい。写真・図版・資料が適切
に精選され、詳細な文章説明に
より的確な理解が期待される内
容となっている。

全体的に適正な構成と分量であ
る。図版と文章の配分が適切
で、全体の構成がまとまってい
る。

適切な表現で、詳細に記述され
わかりやすい。写真・図版が理
解しやすいように表現されてい
る。

○ 公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版
３

本文は基礎・基本を中心とした
内容となっており、丁寧に記述
されている。逆に注釈部分は生
徒に興味・関心を促すもの、学
習を深めることができるものと
なっておりよく工夫されてい
る。

１テーマが見開き２ページの構
成でわかりやすい。写真・図版
資料、コラム・用語解説の配置
が工夫されており、分量も適切
である。

全体にふりがなが多く、短い文
章で丁寧に記述されており、読
みやすい。図版や写真が豊富に
掲載されており理解しやすい。

公民 46 帝国 現社 318 高等学校　新現代社会

基礎的な内容で分かり易く記述
されている。本文各所に生徒が
主体的に考え表現できるよう作
業学習の項目が設けられてい
る。

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

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

○ 公民 35 清水 倫理 308 高等学校　新倫理　新訂版

２普
選
２ス
選

基礎的内容から専門的で高度な
内容まで幅広く取り上げてい
る。用語の記載に拘泥すること
なく学習内容のがまとめられて
おり、分かりやすい。

古代思想と西洋思想史が連続し
て取り上げており思想の流れを
読み解きやすい。現代思想の比
重が高いが無理のない配置に
なっている。

論理的によくまとまられた表記
になっている一方で、かみ砕い
た表現が用いられており、高度
な内容がわかりやすい記述と
なっている。

公民 104 数研 倫理 314 改訂版　倫理

それぞれの思想や主題の重点を
明確にし、わかりやすく詳細に
解説内容と紹介にとどめる事項
のバランスを意識し工夫した内
容となっている。

各主題がバランスよく配置され
た構成となっている。詳細な解
説と簡便な記述の組み合わせが
巧みで全体としては適切な分量
となっている。

各段落が連続的につながる表現
がとられていて読み進めやす
い。本文中心の表記ながら写真
や資料を適切に配した表記と
なっている。

公民 183 第一 倫理 310 高等学校　改訂版　倫理

詳細な記述が多いもののそれぞ
れの思想や主題の内容が良く精
選されており、わかりやすい内
となっている。日本の思想が独
自の切り口で記述されており、
興味深い。

各主題がバランスよく配置され
た構成となっている。豊富な内
容ではあるがコンパクトにまと
められており、適切な分量と
なっている。

やや硬い表現の部分もみられる
が、歴史的記述の中に思想内容
を組みこんだ記述となってお
り、論旨の構成が明確で読みや
すい。

公民 2 東書 政経 311 政治・経済

冒頭でテーマの学習課題が明示
されており、生徒が主体的に学
ぶ為の工夫がなされている。重
要語句についても記載されてい
る。

コラムや脚注が豊富である。
「レクチャー」では重要事項に
ついて、詳細な解説が加えられ
ている。記述量も適切である。

色使いに工夫が見られる。内容
をイメージしやすい図表やグラ
フが多く掲載されているので、
本文が理解しやすい。

○ 公民 7 実教 政経 312 高校政治・経済　新訂版

２普
選
２国
選

政治分野では、国際政治と主権
者教育の内容が充実している。
経済分野も具体的で理解しやす
い内容である。

課題探究型学習や小論文対策が
充実している。全体を通して最
新の考え方や情勢を的確に反映
している。また、系統的に構成
されていて見やすい。

学習効果の高い図版や資料が全
てカラーで掲載されている。全
般に分かりやすい表記である。

公民 104 数研 政経 317 改訂版　政治・経済

テーマ毎に問題提起がされてい
て、生徒が主体的に社会的事象
を考える手助けになっている。
脚注を用いて本文の内容が理解
出来る様な工夫がなされてい
る。

Ａ５版で構成されている。現代
社会の諸課題として、持続可能
な発展性を軸にした考察がなさ
れている。

本文の流れを重視した表記がな
されている。脚注やコラム等は
本文の理解を促進するうえで適
切な場所に配置されていて見や
すい。
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数学 2 東書 数Ⅰ 301 数学Ⅰ

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

例や問題が平易な内容から難易
度の高い内容までスムーズに構
成されている。巻末には公式集
があり、自習のための助けとな
る。内容、分量ともに適切であ
る。

適切な文章表現であり、図など
も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 7 実教 数Ⅰ 320 数学Ⅰ　新訂版

各章の扉に数学者とその数学者
に由来する大学の写真を掲載し
たり、問題の中にカラー写真が
入るなど、生徒が興味関心を持
つような工夫がある。巻末に
データの分析公式集を設けてい
る。

「集合と論証」の章を「データ
の分析」の前に配置し、内容の
継続を図っている。理解しやす
い構成であり、分量・装丁とも
に適切である。

理解しやすい文章表現であり、
丁寧にまとめられている。図や
イラストが豊富である。ポイン
トを押さえた色使いで、重要な
箇所が分かりやすい。

数学 7 実教 数Ⅰ 321 新版数学Ⅰ　新訂版

基礎的な問題も段階的に分けて
例題が設定され、１つ１つ丁寧
に学べるようになっている。そ
れぞれの例題に対する練習問題
が多くあり、基礎的な学習内容
の定着に力を入れている。

少し難易度のある問題は発展や
研究として扱っており、図を多
く入れ、取り組みやすいように
工夫してある。各章に章末問題
の前にもチェック問題が設定さ
れ、基礎学力の定着を大切にし
ている。

図の数は適切であり、配置も見
やすく工夫されている。また、
グラフは色を使い過ぎることな
く、ポイントに絞った配色に
なっている。

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅰ
１普
１国

基本的内容が丁寧に扱われてい
る。応用的な例題も解説が丁寧
で、解答の仕方が分かりやすい
記述である。研究の問題も丁寧
な解説がなされている。

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

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

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 329 改訂版　新編　数学Ⅰ １ス

基本問題から発展まで多くの種
類を扱っており、色々と対応し
易い。応用的な例題も解説が丁
寧で、解答が分かりやすい記述
である。

丁寧な記述で構成されている。
例や練習問題は内容、分量とも
に適切である。行間が広いた
め、読み易い。

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

数学 2 東書 数Ⅱ 301 数学Ⅱ

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

例や問題が平易な内容から難易
度の高い内容までスムーズに構
成されている。巻末には公式集
があり、自習のための助けとな
る。内容・分量ともに適切であ
る。

色の配色は色数を抑え、色の濃
淡で表現されているため、事柄
のつながりや注目すべき場所が
分かりやすい。

数学 7 実教 数Ⅱ 320 数学Ⅱ　新訂版

現れる結果をすべて列記した上
で解説するなど、解説がとても
丁寧で分かりやすい。既出の結
果を使った応用例題など、限ら
れた単位数の中で授業がスムー
ズに進むような工夫がみられ
る。

恒等式の性質を、等式の証明の
ところで扱うなど、内容の継続
性を重視した構成になってい
る。例題の難易度を考慮した配
置や、問題の表現は適切であ
る。

式の変形の中で、特に着目すべ
きところを着色するなど、ポイ
ントとなる箇所が分かりやす
い。色は配色数を抑え、落ち着
いた印象である。図やカラー写
真が豊富である。

○ 数学 104 数研 数Ⅱ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ ２普

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

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

表記・表現等が見やすくまとめ
てある。各ページを一覧したと
きに、例、例題、練習問題、ま
とめの位置が分かり易くなって
いる。

数学 2 東書 数Ⅲ 301 数学Ⅲ

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

例や問題が平易な内容から難易
度の高い内容までスムーズに構
成されている。巻末には公式集
があり、自習のための助けとな
る。内容・分量ともに適切であ
る。

色の配色は色数を抑え、色の濃
淡で表現されているため、事柄
のつながりや注目すべき場所が
分かり易い。

数学 7 実教 数Ⅲ 317
数Ⅲ 新訂版

例から発展までを段階的に学べ
るように、学力向上のために細
かく積み重ねていくことができ
るように工夫されている。コラ
ムでは本文の内容に関連した興
味深い内容となっている。

定理などの証明に加え、用語の
由来や図解などを多く取り入れ
た構成となっており、問題数の
分量も適切である。

図の数は適切であり、配置も見
やすく工夫されている。また、
グラフは色を使い過ぎることな
く、ポイントに絞った配色に
なっている。

○ 数学 104 数研 数Ⅲ 323 改訂版 高等学校 数学Ⅲ
３普
選

公式などの証明が丁寧である。
また、補足説明や解説図が豊富
で理解し易く、自学し易い。
「研究」「Column」などによ
り、より発展的な内容に興味関
心がもてるような工夫がある。

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

ユニバーサルデザインに配慮
し、読み間違えにくいユニバー
サルデザインフォントを使用し
ている。適切な文章表現であ
り、定理等が目立つよう表現さ
れている。

数学 2 東書 数Ａ 301 数学Ａ

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
を深められる。基礎を押さえ、
入試に向けた内容が記載されて
いる。

例や問題が平易な内容から難易
度の高い内容までスムーズに構
成されている。巻末には公式集
があり、自習のための助けとな
る。内容・分量ともに適切であ
る。

色の配色は色数を抑え、色の濃
淡で表現されている。図が豊富
で、学習内容が一目で把握でき
るよう表現されている。

数学 7 実教 数Ａ 320 数学Ａ　新訂版

基本的な内容から発展的な内容
まで、段階的に配列されていて
授業が進め易く構成されてい
る。応用的問題に関して別の解
法も記載されており、数学的理
解が深まりやすい。研究的内容
も充実している。

具体的で平易な例があり、次に
練習問題・応用問題という流れ
で、構成が理解し易く工夫され
ている。各章に研究やコラムな
どの欄があり、興味深く学習で
きるようになっている。

図が分かり易くまとめられてお
り理解し易い。特に空間図形
は、色の濃淡により立体的に表
現されていて見やすくなってい
る。写真・イラストが適切に使
用されており、学習内容が把握
しやすい。

数学 7 実教 数Ａ 321 新版数学Ａ　新訂版

標準的な学習要素を含んでい
る。例や例題が多く段階的に学
ぶことができ、練習問題で自主
学習を行える。本文の解説や例
題では、分かり易い図やイラス
トが用いられ、視覚的にも理解
を助ける構成である。

「応用例題」や「トライ例
題」、「研究」、「発展」から
教材を選択できるメリットがあ
り、さまざまなレベルの生徒に
対応できる。補助的な解説図が
随所に掲載され、理解し易い工
夫がなされている。

全体的に明るくソフトな色調で
構成されている。また、公式等
の囲み表示も見やすく、目立つ
表記がされている。多色刷りで
あるが、抑え目な色を用いてい
るので、視覚的にやさしい印象
で、使いやすい。
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○ 数学 104 数研 数Ａ 328 改訂版　高等学校　数学Ａ
１
２国

基礎的な内容から応用的な内容
まで、理解し易いようにまとめ
られている。練習問題が例題に
準じた問題から発展的な内容に
触れていて段階的に学ぶことが
できる。

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

表記・表現等が見やすくまとめ
てある。各ページを一覧したと
きに、例、例題、練習問題、ま
とめの位置が分かり易くなって
いる。また、図や写真が適切に
配置されている。

○ 数学 104 数研 数Ａ 329 改訂版　新編　数学Ａ ２ス

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

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

文章表現の意味の説明に、適切
な図を丁寧に掲載して数学的表
現の理解を促す工夫がある。式
の計算等で着目すべき所を同色
にするなど色を効果的に使用し
ている。

数学 2 東書 数Ｂ 301 数学Ｂ

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・
基本的な知識を定着するのに役
立つ。参考・発展の内容も充実
している。

例や問題が平易な内容から難易
度の高い内容までスムーズに構
成されている。巻末には公式集
があり、自習のための助けとな
る。内容・分量ともに適切であ
る。

色の配色は色数を抑え、色の濃
淡で表現されている。考え方の
ポイントとなる式等に色を付
け、解説の理解を助ける働きを
している。

数学 7 実教 数Ｂ 319 数学Ｂ　新訂版

基本的な内容が丁寧に扱われて
いる。解・証明には、模範的な
解答を示してある。章末問題で
は学んだ内容を総合的に復習で
きる内容になっている。発展問
題では、興味・関心を深める教
材となっている。

問題のレベルに応じて例題、練
習、応用例題、練習、コラムな
ど、段階を追って学習できるよ
うに構成され、内容・分量とも
に適切である。

表記・表現など、見やすく分か
り易くまとめてある。図など大
きく、見やすくし、また、色分
けなどし、丁寧に表現されてい
る。

○ 数学 104 数研 数Ｂ 326 改訂版　高等学校　数学Ｂ
2普
選

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易
い。数学Ⅱとのつながりも考慮
された内容になっている。コラ
ムにより、さらに発展的な事柄
に興味がもてるよう工夫されて
いる。

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

適切で理解し易い文章表現を用
いてまとめられている。図や式
の色分けや太文字との使い分け
が工夫されている。

理科 2 東書 科人 306 改訂　科学と人間生活

全分野を網羅した内容で、基礎
科目につながる内容の取り扱い
も多い。欄外のコラムも興味を
引くものとなっている。

内容が多岐にわたるため、ペー
ジ数が多くボリュームがある。
章末テストや実験操作の項目も
まとまっていてわかりやすい。
紙の地の色が明るく見やすい。

図や写真が多く、コラムなどは
統一されたデザインになってお
り見やすい。

○ 理科 7 実教 科人 307 科学と人間生活　新訂版
1国
ス

全分野を網羅した内容で、中学
校からの学習内容に基づいたも
のとなっている。また、基礎科
目につながる項目も多い。

見開きで項目が完結するように
構成されており、わかりやす
い。内容量も適切である。

図が効果的に使われている。本
文と図や解説のバランスが良
く、見やすい。

理科 61 啓林館 科人 302 科学と人間生活

中学校での学習の延長としての
内容が多い。実験操作等、イラ
ストが多用されている。

1ページ2段組み構成で、1段は写
真、1段が本文になっている。本
文の文字が少し小さめである。

写真、図が手書きスケッチのよ
うなもので、実際の写真等が欲
しい。

理科 61 啓林館 物基 317
考える物理基礎　マイノー
ト

考える物理基礎の補助ワークと
して使用できる。教科書の問題
について、穴埋めやグラフ演習
で復習する。

教科書本編とワーク形式の2冊組
になっている。教科書と内容が
連動しているので、復習に使い
やすい。

グラフや図表の作成についても
演習でき、ポイントとなる項目
についても表記されている。

○ 理科 104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎 1普

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

構成・分量ともに適切である。 図や写真の配置が適切で表現も
わかりやすい。

理科 183 第一 物基 320 高等学校　改訂　物理基礎

単元の内容が系統的になってお
り、理解しやすい。実験の内容
は章末に探究活動としてまと
まっている。また、発展の内容
が物理の内容につながるような
構成になっている。

法則や原理が囲まれとても分か
りやすい。物理基礎だけでな
く、物理につながる項目も入っ
てる。

図が多用され、わかりやすい。
色合いも落ち着いていて見やす
い。

理科 7 実教 物理 309 物理　新訂版

物理基礎の内容が復習として
入っており、既習事項の確認が
しやすい。計算式の部分では図
とともに補足が入っている。

内容、例題・類題の流れで学習
したことの確認がすぐ行えるよ
うになっている。

図が効果的に使われ、理解を深
める助けとなっている。

○ 理科 104 数研 物理 314
改訂版　総合物理１　力と
運動・熱

2普
理Ⅰ

力学の内容について物理基礎の
内容も含まれ、復習の部分で網
羅している。復習の項目には計
算に必要な数学の知識について
も解説がある。例題も随所に
入っており、学習とつなげて演
習に取り組める。

上巻の扱いになっており、適切
な分量である。復習、関連、新
しい内容の構成でページにも表
記があり分かりやすい。

既習事項かどうかが一目でわか
る工夫がある。法則や計算につ
いては重要事項が大文字になる
など見やすい工夫がされてい
る。

○ 理科 104 数研 物理 315
改訂版　総合物理２　波・
電気と磁気・原子

2普
理Ⅰ

波・電磁気の内容について物理
基礎の内容も含まれ、復習の部
分で網羅している。例題を通し
て内容の理解が深まるように、
例題が随所に入っている。問題
数は多い。

下巻の扱いになっており、適切
な分量である。復習、関連、新
しい内容の構成でページにも表
記があり分かりやすい。

法則や計算については重要事項
が大文字になるなど、見やすい
工夫がされている。本文への補
足は巻末にもされている。
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理科 183 第一 物理 316 高等学校　改訂　物理

単元の内容が系統的になってお
り、理解しやすい。実験の内容
は章末に探究活動としてまと
まっている。例題が項目ごとに
入っており、学習がつなげやす
い。

法則や原理が囲まれとても分か
りやすい。物理の内容に円滑に
進むよう、物理基礎からの内容
も取り扱われている。

図が多用され、わかりやすい。
色合いも落ち着いていて見やす
い。

○ 理科 2 東書 化基 313 改訂　化学基礎
1普
２ス
選択

基礎的内容から、深く理解する
ための発展的内容まで、幅広く
学習できるように構成されてい
る。また、短時間で実施できる
観察実験が取り上げられてお
り、生徒の興味・関心を引く工
夫がされている。

教科書内の全問題に解答解説が
あり、生徒が自ら学習しやすい
構成となっている。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。

理科 7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版

基礎部分に重点を置き、分かり
やすさを重視した内容構成と
なっている。

1ページ2段組み構成で、1段は写
真、1段が本文になっているの
で、図が多く感じる。また、見
開きで内容が完結する構成であ
る。

本文よりも図や写真が多く、さ
らに大きめに書かれている。

理科 104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎

基礎から発展まで細かく内容が
取り扱われている。表や側注も
多くの知識を示されていて、理
解の助けとなっている。例題も
多く、解説も詳しく載っている
ので自学しやすい。

化学につながる発展の項目内に
も例題があり、基礎をしっかり
と身につけられる構成になって
いる。コラムの読み物も関心の
ある内容を取り上げている。

実験の結果については写真で反
応が分かりやすくなっている。
コラムは多少文字が小さくなっ
ているが、わかりやすい。

○ 理科 2 東書 化学 308 改訂　化学
2普
理Ⅰ
Ⅱ

本文の内容が大変精選されてい
るとともに、説明が丁寧で理解
しやすい。例題や問題も難易
度、量ともに適切であり、解説
も詳しく理解しやすいものと
なっている。

各章の最後に、その章を簡潔に
まとめたページがあり、その後
章末問題に移るため、復習しや
すく、問題も解きやすい構成に
なっている。分量も適切であ
る。

重要語句の強調が適切であり、
説明もわかりやすい表現になっ
ている。日常生活での応用につ
いても写真などで理解しやす
い。

理科 104 数研 化学 313 改訂版　化学

化学基礎の内容も復習の形で含
んでおり、既習事項を意識しな
がら学習を進めることができ
る。

本編、例題、探究活動、まとめ
とそれぞれまとまっていて、学
習内容を全体で把握しやすい構
成になっている。

実験の部分には簡易マークがつ
いており、注意事項が見やす
い。系統的なまとめのページが
あり、既習事項が一目でみられ
るようになっている。

理科 183 第一 化学 315 高等学校　改訂　化学

基礎の内容から発展まで、より
多くの知識を学ぶことができ
る。本文中には例題もあり、解
説が入っているため、自学しや
すい。発展には専門性の高い内
容も扱っている。

本文中に例題、コラムなど関連
のある内容が入っているので、
付随した項目の学習ができる。

化学式等が適切に配置され、文
章中でも見やすい工夫がされて
いる。

理科 2 東書 生基 311 改訂　生物基礎

必要な内容が精選されているの
で、丁寧で学習しやすい。生命
現象を視覚的に理解できるよう
に、図版や文章表現に工夫がみ
られる。

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。B５変則版なので見やす
い。

文章量が多く、表現も詳細であ
る。豊富な写真とイラストがあ
るため見やすくなっている。表
記等も工夫されている。

理科 7 実教 生基 313 生物基礎　新訂版

生物基礎だけでなく発展として
生物につながっていく内容をコ
ラムの形で取り扱っている。

図が大きくなっているため本文
がかなり厳選されたものとなっ
ている。

図がかなり大きめで、見開き全
部を使っている部分もある。写
真での説明のみのページもあ
る。

○ 理科 183 第一 生基 318 高等学校　改訂　生物基礎 2

平易な内容から高度な内容まで
網羅されている。生物に関連す
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。

文章量に対して図やグラフの量
が多い。分量としても適当であ
る。

写真や図が豊富で見やすい配色
となっている。表記なども工夫
されている。

理科 2 東書 生物 306 改訂　生物

学習した項目が互いに結びつ
き、生物学の全体像を把握しや
すくなるよう、工夫されてい
る。また、学習内容を実生活に
結びつけることができる内容に
なっている。

内容が簡潔に見やすく構成され
ている。大きな写真での解説が
あり、わかりやすい。

B5変形判になっており、詳細な
図版や鮮明な写真が掲載され、
情報量が充実している。

理科 104 数研 生物 310 改訂版　生物

高度な内容や新しい内容がわか
りやすく丁寧に解説されてお
り、生物学全般を体系的に学べ
る内容となっている。

見開き構成に加え、本文に関す
る図や写真の配置も工夫されて
いる。分量も適切である。

丁寧な記述と工夫した図版、豊
富な写真を用いている。

○ 理科 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物
３普
理Ⅱ

生物の豊富な学習内容が細かく
網羅されており、最新の視点か
ら説明・解説するなど、様々な
内容を盛り込みつつ簡潔にまと
まっている。

分量は豊富である。構成もわか
りやすく、発展的内容が充実し
ている。

発生に関する図が多く、解説も
わかりやすいため理解しやす
い。

保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版

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。

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

図表・写真も見やすく太字で
キーワードが示され、内容を把
握しやすい。

○
保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 1

学習指導要領に沿って、各単元
の中で適切に精選された学習内
容が記述されており、重点的内
容や項目が簡潔・適切に説明さ
れているので理解しやすい。

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

図表や写真、イラストを多用し
ているので、生徒の理解を助け
るとともに学習意欲を高める。
表記・表現も適切である。
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保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

学習指導要領に沿った内容で、
各単元で精選された内容が記述
されている。重点的項目が適切
に説明されているので理解しや
すい。

各内容の分量が適切であり、文
字等も見やすく、付録や口絵が
充実していてよく構成されてい
る。

図表や写真、イラストが多く、
生徒の理解の助けとなるととも
に学習意欲を高めることができ
る。

芸術 17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti

多様なジャンルから精選された
教材によって必要な内容が十分
に扱われており、生徒の習熟度
や本校の実態に応じた授業を行
うことが出来る。西洋音楽史の
年表や作曲家の写真が豊富に掲
載されている。

歌唱・器楽・鑑賞が分かりやす
く分類されており、授業でも取
り組みやすい構成となってい
る。それぞれの分量も基本的内
容から発展的内容までと幅広
く、大変充実している。

全ページにわたりカラー刷り
で、生徒が親しみやすい。楽譜
が大きくて見やすく、写真やイ
ラストが効果的に使われてお
り、読譜が苦手な生徒が多い本
校でも曲想をつかみやすい。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１ 1

多岐に渡る音楽ジャンルの楽曲
が多数扱われており、学科に
よって男女バランスに差がある
本校の実態に合わせやすい。楽
曲ごとに丁寧な解説があり、生
徒がポイントを理解しながら歌
唱や演奏に取り組むことができ
る。

分量が豊富で、生徒の実態に合
わせた対応ができる。特に器楽
合奏が豊富でグループ活動を充
実させたい本校にとって、充実
している内容である。装丁も美
しく、生徒が音楽に親しみやす
い工夫がされている。

題材が見開きで取り扱われてい
て、楽譜などが見やすく生徒主
体で演奏や学習ができる工夫が
されている。特に鑑賞において
その楽曲の特徴や情景をとらえ
やすい工夫がされており、鑑賞
活動を充実させることができ
る。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１

中学校からの流れを基本に、よ
り深く学習できるよう工夫され
た内容となっている。歌曲の解
説が丁寧で、より豊かな音楽表
現を学ぶことが出来る。楽器の
構造や特長などの解説もあり、
生徒の関心をひきやすい。

分量は１年生が無理なく取り組
める配分で良い。音楽を自ら選
択した意欲の高い生徒が、表
現・鑑賞分野ともに満遍なく学
べるような構成になっている。

楽譜・表記分類などが見やす
く、工夫されている。写真やイ
ラストが効果的に活用され生徒
が積極的に学習しやすい。

芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１

題材がバランスよく、しかも相
互に関連を図りながら適切に配
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
合わせて内容を選択することが
でき、効果的な学習指導ができ
るよう工夫されている。

活字は鮮明で読みやすい大き
さ・書体である。写真・図版も
鮮明で効果的である。また、製
本も堅牢である。

○ 芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 1

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

主要な画像を大きく掲載するこ
とで、学ぶべき内容が理解しや
すい構成である。分量も豊富で
ある。装丁は堅牢で、再生紙使
用など環境への配慮もされてい
る。

文章表現はわかりやすく、丁寧
な解説である。振り仮名もつい
ているので、用語に関しても問
題はない。文字は鮮明で読みや
すく、生徒の理解を助ける。

芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

各項目で様々な対比をし、具体
的な創造活動が示されている。
作業の手順が詳細に図解されて
いる。

大きなカラーの図版があり、迫
力ある紙面となっている。分量
も豊富なので、資料としても優
れている。装丁も汚れに強い加
工がなされている。

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い。
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
いるので、用語学習に役立つ。

芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ

「書写から書道へ」が丁寧で、
用具・用材の理解の為に製作風
景からカラー写真を入れて、扱
いに好影響が期待される。副教
材も充実してＩＣＴ活用の教育
効果が上がる。「仮名」の長い
連綿を二色分けの解字で読みや
すい。

構成は定番に則り、所々に生徒
の漫画カットが見られ、楽しく
学習する現代の生徒の視点から
馴染み易い。内容は精選され、
解説の分量は少なめになってい
て理論よりも活動重視の視点で
丁寧な手順展開をしている。

筆遣いや刻す場面の手元コマ送
りなど重視している。どうなれ
ば良いかなど状態の理解がしや
すい表現となっている。

芸術 6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ

悠久な中国古典を前基調とし、
漢字の書の世界が豊かにかつ理
解し易い。仮名の解説は簡潔
で、鑑賞に重点。教授者の力量
に委ねられる。漢字仮名交じり
の創作に至るまでの多くの段階
を丁寧に扱っていて親切であ
る。

生徒自身が書いているところや
活動している場面の写真が要所
に入り臨場感がある。内容量は
適当であるといえる。装丁は幅
を狭くして普通教室の机上での
使用を装丁されている。表紙は
中国古典の渋めの印象である。

解説はコマも小さく少なめで平
易で解りやすい印象である。説
明よりも解説図版指示が大きく
取り上げられている。

○ 芸術 17 教出 書Ⅰ 307 新編　書道Ⅰ 1

漢字は古典の図版を大きくと
り、解説は小さめである。全て
の書体を臨書できるような配置
で、書かなくても良い参考資料
になる。文字の比較も同じ字を
同サイズにして独習可能な説
明、分析的だが丁寧な解説であ
る。

中はゆったりした配置で、縁の
色を変えて単元毎の切り替えを
印象づけている。カラー図版も
多く習い易い。装丁は和の雅な
表紙に幅広で厚みがある。紙質
は最も光らず反射の無い仕様
で、細部まで見やすい。

幅広で紙面が広い為、説明も
しっかり紙面に納められてお
り、内容の変化も区切りも見や
すい。教室や机にゆとりのある
ところに適している。

外国
語

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

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

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

写真やイラストも豊富で内容理
解を助けている。

○
外国
語

50 大修館 コⅠ 337
Compass English
Communication Ⅰ Revised

１ス

中学の復習から無理なく高校英
語に移行できる基礎的な内容で
ある。題材も生徒の興味を引く
内容で身近で前向きなものに
なっている。

見開き構成で学習内容が一目で
わかるように組まれている。

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

外国
語

61 啓林館 コⅠ 340
Revised LANDMARK English
Communication Ⅰ

題材は、血液型、メール、カ
レー等、生徒の興味関心を引き
やすいものが多く採り上げられ
ている。４技能をバランスよく
伸ばす工夫が見られる。

全課４パート構成で導入部だけ
でなく写真や図表が豊富に掲載
されている。

新出語の中で入試問題頻出のも
のが青字で表記されている。ま
た、キーワードや英単語に関す
る雑学知識は生徒の関心を引き
やすい。
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外国
語

104 数研 コⅠ 343
Revised BIG DIPPER
English Communication Ⅰ

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

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

写真やイラストの配置も適切で
ある。発音記号は米語表記のみ
である。

○
外国
語

183 第一 コⅠ 350
Perspective English
Communication Ⅰ NEW
EDITION

１普
１国

大学受験に対応できる力の育成
を目指し、知的好奇心を刺激す
る多様な題材が多い。Listen &
AnswserやSummaryで「使える英
語」を意識している。

InputからOutputへ、４技能をバ
ランスよく育てる工夫がみられ
る。「文法」「言語の働き」の2
ステージ構成で、多様な授業形
態に対応している。

イラストと写真が豊富で見やす
い。本文と内容理解のための質
問文の色分け表記や新出単語が
音節分けしてある等、工夫が見
られる。

外国
語

183 第一 コⅠ 351
Vivid English
Communication Ⅰ NEW
EDITION

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２
８０～５００語が中心で、英語
が苦手な生徒に自信をつけさせ
る方針で編集されている。

各課３パートで見開き構成であ
る。新出語句は見開き右ページ
上部にまとめてあり、熟語は日
本語も併記してある。

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。

外国
語

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

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してあ
る。

写真やイラスト、図などが適所
に配置されている。

○
外国
語

50 大修館 コⅡ 335
Compass English
CommunicationⅡ Revised

２ス

題材は、CommunicationⅠ同様、
生徒の興味を引く身近で前向き
なものになっている。このため
高校生になってから学ぶ文法事
項も自然に組み入れられてお
り、無理なく学習できるように
工夫されている。

本文の理解、確認、文法事項の
練習、コミュニケーション活動
の設定が、各課の最後に配置さ
れている。

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

外国
語

61 啓林館 コⅡ 338
Revised LANDMARK
English CommunicationⅡ

スポーツ、動物、ファッショ
ン、絵画、環境、社会理解、日
本の習慣など、高校生にとって
必要な題材が入り、よく構成さ
れている。英語の読み物として
も優れている。

分量は多く、英語が得意な生徒
向けの編集となっているが、文
法や内容理解のための説明等は
よく工夫されている。

文字とイラスト、カット、写真
等を比較すると文字が小さめ
で、文字量も多く、高度であ
る。

外国
語

104 数研 コⅡ 341
Revised BIG DIPPER
English Communication Ⅱ

語数、表現ともに無理なく学習
できる内容になっている。生徒
の関心を引く題材が採り上げら
れている。比較的高度な言語活
動もできるよう各パートが構成
されている。

各パート見開き２ページで構成
されており、文法や例文がわか
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
表記のみである。

○
外国
語

183 第一 コⅡ 348
Perspective
English CommunicationⅡ
NEW EDITION

２普
２国

学ぶ・知ることの重要性や今日
的な問題について考えさせる教
材が収録されているだけでな
く、科学的なものなど、教材の
選定に偏りがなくバランスが取
れている。物語文への興味を喚
起させる内容になっている。

教材の難易度、取り扱いの言語
材料の配列が段階的、体系的で
あり、学習に適している。課
数、ページ数が年間単位数での
履修に適している。

文字の大きさ、書体が適当であ
り、学習しやすい。本文内容に
関連した写真・図版が適切に配
置され、視覚的な学習を助ける
配慮が見られる。

外国
語

183 第一 コⅡ 349
Vivid
English CommunicationⅡ
NEW EDITION

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３
００～５４０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
されている。新出語句は見開き
右ページ上部にまとめてあり、
熟語は日本語も併記されてい
る。

写真、イラストが豊富に配置さ
れ、生徒が興味を持ち続けるよ
うな配慮されている。発音記号
は米音表記のみである。

外国
語

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

生徒の興味・関心を喚起するも
のを精選し、多様な内容が採り
あげられている。場面や登場人
物は、英語が広く使用されてい
る現況と国際理解の課題との関
係から、日本を中心に幅広い国
及び人物を配置している。

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

写真や図版が豊富に配置され題
材に対する興味を喚起してい
る。

○
外国
語

50 大修館 コⅢ 332
Compass English
Communication Ⅲ Revised

３ス

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

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

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

外国
語

104 数研 コⅢ 338
Revised BIG DIPPER
English Communication Ⅲ

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

見開き２ページが１レッスンと
して構成されている。本文の
ページと内容理解やコミュニ
ケーションスキルのページがわ
かりやすく配列されている。

写真やイラストの配置も適切で
ある。発音記号は米語表記のみ
である。

○
外国
語

183 第一 コⅢ 344
Perspective
English Communication Ⅲ
NEW EDITION

３普

扉にレッスンに関係のある写真
が載せられており、ブレインス
トーミングを行うことができ
る。本文は見開きで収められ読
みやすく、扱われている題材も
読解に適している。Activity
Plusで更に深い活動が可能とな
る内容である。

見開きで本文が完結する構成に
なっており、次ページで本文の
まとめと文法事項の確認ができ
るように構成されている。

英語での指示文が多用されてい
るが、取り組むべきことは十分
に理解できるため適切である。
Key Expessionsの例文も概ねわ
かりやすい。

外国
語

183 第一 コⅢ 345
Vivid
English Communication Ⅲ
NEW EDITION

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
く表記している。
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外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 328
Revised Vision Quest
English Expression Ⅰ
Advanced

自己紹介やスポーツなど身近な
話題から社会問題などの題材が
扱われ、入試にも対応できる文
法力と表現力を養えるように
なっている。

各課とも、文法を含むモデル会
話+文法解説+演習+発信活動の構
成になっていて、文法力と表現
力を育めるようになっている。

写真・イラスト・図表は大き
さ、配置ともに適切である。辞
書として使える実用的なページ
があり、英語の基本ルールを確
認するのに便利である。

○
外国
語

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

１普

自己紹介やスポーツなど身近な
話題から社会問題などの題材が
扱われ、基本からの文法力と表
現力を養える内容になってい
る。

各課とも、文法を含むモデル会
話+文法解説+演習+発信活動の構
成になっていて、文法力と表現
力を育めるようになっている。

写真・イラスト・図表は大き
さ、配置ともに適切である。辞
書として使える実用的なページ
があり、英語の基本ルールを確
認するのに便利である。

外国
語

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

自己紹介やスポーツなど身近な
話題から社会問題などの題材が
扱われ、核となる基本の文法力
と表現力を養える内容になって
いる。

各課とも、文法を含むモデル会
話+文法解説+演習+発信活動の構
成になっていて、文法力と表現
力を育めるようになっている。

イラストや図が多く取り入れら
れていて、視覚的に理解できる
ようになっている。

外国
語

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

生徒の興味・関心に即した題材
が場面中心に精選されている。
文法編、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、練習問題も適切に設定さ
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。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。

○
外国
語

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

３普
文

和文英訳などのセンテンス・ラ
イティングから自由英作文対策
までを網羅した内容となってい
る。

パートが２つに分かれており、
前半では基本例文、簡単な文法
演習を経て、入試レベルの和文
英訳に取り組むことができる。
後半では英文エッセイを書く上
で必要なスキルを段階的に獲得
できる構成となっている。

文法演習や和文英訳、自由英作
と、自己表現活動をサポートす
る上で必要とされる表現や情報
が豊富である。

外国
語

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

対話文から始まり、丁寧に文法
を確認した上で、少しずつス
テップを踏みながら自由英作文
ができる内容となっている。

パートが２つに分かれており、
前半ではモデル対話に始まり、
基本例文、簡単な文法演習を経
て、自己表現ができる流れに
なっている。その上で後半では
より長い自由英作ができるよう
な構成になっている。

モデル対話文や例文が平易で大
変分かりやすい。絵や写真を使
用した説明も豊富で分かりやす
い。

家庭 2 東書 家基 311
家庭基礎　自立・共生・創
造

必要な内容がポイントをおさえ
て整理されている。自分の意見
を文章でまとめることに重きを
置き、小論文指導のページがあ
ることで家庭科以外の教科への
活用も期待できる。

学習を深める活動やひとくちメ
モを側注としておいているが、
量が多く本文内容に集中できな
い恐れもある。

写真・図・グラフ・イラストな
どの資料が豊富でわかりやすく
配置してある。ページの配色も
カラーユニバーサルデザインに
対応しており全体的に取り組み
やすい。

○ 家庭 7 実教 家基 314
新家庭基礎　パートナー
シップでつくる未来

1国
２普
ス

家庭基礎を学ぶにあたり「独り
立ち」の視点を巻頭にもってき
ており、年間を通してどのよう
な力を養って行くべきなのかが
わかりやすく表記されている。

本文をコンパクトにまとめ、そ
の分資料と側注で展開できる工
夫がなされており、生徒自らが
学習に関心を持って取り組める
ようになっている。

日本と世界の比較が各章に掲載
され、国内だけでなくグローバ
ルな視点をもって生活に活かせ
るような工夫がされている。

家庭 183 第一 家基 320
高等学校　新版　家庭基礎
ともに生きる・持続可能な
未来をつくる

小学校、中学校で学んできた基
礎的なものでなく、生徒が主体
者となり生活の仕方、実践を視
野に入れて学ぶことができるよ
うな内容になっている。

側注の内容も細かく書かれてお
り、本文とのバランスが良い。
授業外でも興味関心を持って教
科書に取り組めるような構成と
なっている。

写真・図・グラフ・イラストな
どの資料が豊富で効果的に構成
されている。浴衣の着付けなど
日本の文化に関心をもたせる表
記が多く使われている。

○ 情報 7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版 3選

身近で具体的な例を用いて説明
されている。また、理解を促す
ためにイラストやフローチャー
トで説明されている部分が多
く、内容をイメージしやすく
なっている。

各単元を数ページに渡って詳細
に説明しており、例題も豊富で
分かりやすい構成になってい
る。

理解し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、
適切な表現となっている。

情報 7 実教 社情 312 高校社会と情報　新訂版

暗号化の仕組みや音声のデジタ
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、それぞれに理解し
やすくまとめられており、構
成・分量ともに適切である。

図・表・イラスト等、視覚的に
分かりやすく表現されている。
配置も工夫されており、内容が
理解しやすくなっている。

情報 104 数研 社情 314
改訂版　高等学校　社会と
情報

情報モラルの指導に配慮してお
り、プレゼンの流れや注意点も
詳しく説明している。電子メー
ルの注意点がまとまっており、
SNSなどの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の欄が盛
り込んであり、様々な実習に対
応できる。分量も適切な量であ
る。

巻末に、ワープロや表計算の操
作方法が理解しやすく表記され
ている。また、資料も充実して
おり生徒が主体的に学ぶことが
できるように工夫されている。

情報 2 東書 情科 306 情報の科学

標準的な用語などについてある
程度網羅されているだけでな
く、挿絵も多く、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い。

文章による説明もあるが、図解
が多く、分かりやすい表記と
なっている。

○ 情報 7 実教 情科 307 最新情報の科学　新訂版 1

標準的な用語などについて網羅
されていて、特に問題解決の章
については、実習を交えたやや
深い部分まで記載されている。

基礎的な内容から導入し、徐々
に発展した学習ができる構成に
なっている。特に専門的な用語
などについては適宜注釈がつい
ており、主体的な学習を促すこ
とができる。

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、分かりやすい表記と
なっている。
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情報 104 数研 情科 309
改訂版　高等学校　情報の
科学

標準的な用語に加えて、専門的
な用語も押さえてある。説明も
しっかりと盛り込まれており、
専門的な内容まで分かりやすい
内容となっている。

各章で取り扱う内容を明確に分
けており、扱いやすい構成に
なっている。

文章・図解ともにバランス良く
使用されているが、比較的文章
による説明が多い。図解は適切
に盛り込まれ、分かりやすい表
記になっている。
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採択
候補 番号 略称 記号 番号

国語 17 教出 国総 342 国語総合

評論教材が大変充実している。
小説は定番の作品がもれなく選
定されている。読解から表現に
つなげる工夫が随所に見られ
る。

適量である。古文・漢文編では
基礎力を高められるよう解説が
充実している。

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 50 大修館 国総 344
国語総合　改訂版　現代文
編

1

小説は、近・現代の優れた作品
が厳選されており、授業で理解
を深めたうえで、鑑賞させるこ
とができる。

適量である。現代文編では基礎
力とともに思考力も高められる
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
つく基本設計がされている。学
習意欲を高め、見やすく機能的
なレイアウトである。

○ 国語 50 大修館 国総 345 国語総合　改訂版　古典編 1

教材は、古文・漢文ともに高校
１年生にふさわしい基礎的な教
材を取り揃えている。

適量である。古文・漢文編では
基礎力を高められるよう解説が
充実している。

漢字や語句など基礎基本が身に
つく基本設計がされている。学
習意欲を高め、見やすく機能的
なレイアウトである。

国語 143 筑摩 国総 355
精選国語総合　現代文編
改訂版

論理的な思考力を身につけさせ
るには適している。内容もよく
精選され、レベルが高い。

構成・分量ともに十分である。 図版が豊富であり、理解を助け
るのに優れている。

国語 143 筑摩 国総 356
精選国語総合　古典編　改
訂版

論理的な思考力を身につけさせ
るには適している。内容もよく
精選され、レベルが高い。

構成・分量ともに十分である。 図版が豊富であり、理解を助け
るのに優れている。

国語 2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ

小説は定番教材を押さえ、評論
は新しいテーマを取り入れるな
ど、高いレベルでバランスが取
れている。

文章のジャンルごとに複数のテ
ーマを配置し、学力・関心に応
じて取り組めるよう構成されて
いる。

全体として配色を抑え、脚注は
ポイントを絞るなど見やすい表
記となっている。

国語 15 三省堂 現Ｂ 324 精選現代文Ｂ　改訂版

小説・評論ともにオーソドック
スな文章で構成されている。テ
ーマや使われている語句などの
抽象度が高く、全体としてハイ
レベルである。

ジャンルごとに複数の文章が配
置されており、分量が多い。

図や写真の配置が適切で理解に
役立っている。

○ 国語 50 大修館 現Ｂ 329 現代文Ｂ　改訂版　上巻 2

幅広いジャンルから定番教材を
押さえつつ、新しいの評論教材
が収録されている。「表現編」
では「小論文対策」が充実して
いる。

上下分冊になっており、高校生
のうちに読んでおきたい小説が
収録されている。評論教材も数
多く収録され社会性を広げる一
助となっている。

写真やグラフ、注釈などが充実
しており、生徒の理解が深まる
ような工夫がされている。

○ 国語 50 大修館 現Ｂ 330 現代文Ｂ　改訂版　下巻
2
3

幅広いジャンルから定番教材を
押さえつつ、新しい評論教材が
収録されている。「評路」での
重要語句の解説がより深い理解
の一助となっている。

上下分冊になっており、高校生
のうちに読んでおきたい小説が
収録されている。評論教材も数
多く収録され社会性を広げる一
助となっている。

写真やグラフ、注釈などが充実
しており、生徒の理解が深まる
ような工夫がされている。

国語 117 明治 現Ｂ 335 新　精選現代文B

評論が２４編と充実しており、
前編では理論が明快で具体的な
題材を取り上げ、後編では抽象
度の高い文章を収録している。
また、現代の社会問題を取り上
げた評論も多く、入試出題傾向
にも配慮した作りとなってい
る。

定番の小説教材も収録しつつ、
大学入試を視野に入れた評論重
視の作りとなっている。前編・
後編と分かれてはいるが、上下
分冊とはなっていない。

評論、小説については文字が主
体のオーソドックスな作りとな
っている。詩、短歌、俳句など
の韻文を取り上げた教材では、
写真も多用され、イメージを広
げる一助となっている。

国語 117 明治 現Ｂ 336 新　高等学校現代文B

随想、小説教材が１６編と充実
しており、生徒にとっては親し
みやすい教材群となっている。
評論は、理論構造が明快で、生
徒を取り巻く社会状況を考えさ
せる教材が多く採用されてい
る。

随想、小説、評論、韻文の各ジ
ャンルがバランスよく収録され
ている。生徒にとっては、身近
で、具体的なテーマを扱った文
章が多い。前編・後編と分かれ
てはいるが上下分冊とはなって
いない。

教材の内容や語句の注釈に関し
て、図や写真が効果的に挿入さ
れており、生徒の理解を助ける
働きを果たしている。

国語 15 三省堂 古Ａ 306 古典Ａ

本文中には現代語訳が入ってい
て、古典に興味が持てるような
学びやすい作品が多い。基本的
な内容となっている。

現代語に加えて、脚注も丁寧に
書かれている。各単元の分量も
適切である。

文字が大きく読みやすい。本文
を補うイラストも見やすく、古
典の学習を深めるうえで扱いや
すい。

国語 17 教出 古Ａ 302 古典文学選　古典Ａ

物語や評論などのジャンルから
さまざまな作品を収録してい
る。時代背景などもわかりやす
く解説されている。

分量は適切である。脚注が多く
物語を読み進めやすいように工
夫されている。

色使い・挿絵などがやや少な
い。

○ 国語 50 大修館 古Ａ 315 古典Ａ 物語選 改訂版 2文

いろいろなジャンルから教材が
収録されていて、古文・漢文と
もに、平易な作品がそろってい
る。

脚注が丁寧で充実しており、本
文を理解しやすい。

全てのページがカラーで見やす
く、生徒の興味を引くような工
夫がされている。

令和３年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立高津高等学校（全日制課程）
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内容 構成・分量・装丁 表記・表現

48



採択
候補 番号 略称 記号 番号

令和３年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立高津高等学校（全日制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現

○ 国語 2 東書 古Ｂ 331 精選古典Ｂ　古文編 3文

幅広いジャンルから定番の教材
が収録されており、基礎にも応
用にも対応しやすい。参考図録
も充実している。

古文・漢文の２分割構成であ
り、生徒の実情に合わせた授業
展開が可能である。学習の段階
を追って学びやすい。

適切な図版が用いられ、現代の
文化と古典世界とのつながりを
理解するエッセイなども工夫さ
れている。

○ 国語 2 東書 古Ｂ 332 精選古典Ｂ　漢文編
3文

漢文作品として定評のある作品
が多く収録されている。注釈も
わかりやすく、句法の説明も丁
寧である。

古文・漢文の２分割構成であ
り、生徒の実情に合わせた授業
展開が可能である。学習の段階
を追って学びやすい。

適切な図版が用いられ、現代の
文化と古典世界とのつながりを
理解するエッセイなども工夫さ
れている。

国語 17 教出 古Ｂ 336 精選古典Ｂ　古文編

ストーリー性の高い教材や定番
教材を多く採録している。

教材数は９４と多いが、図や写
真の使用は少ない。

行間が狭く見やすさに欠ける。

国語 17 教出 古Ｂ 337 精選古典Ｂ　漢文編

短い故事や逸話、史話を豊富に
採録している。短編から長編ま
で柔軟に取り組めるようなもの
も多数ある。

教材数は７６とバリエーション
豊かにバランスよく採録されて
いる。見開きごとに句型の訳し
方や用法が掲載され理解に役立
つ。

本文や活字は見やすいが、脚注
や資料の文字は小さく、見やす
さに欠ける。

国語 183 第一 古Ｂ 350
高等学校　改訂版　古典B
古文編

古文と漢文が分冊である特徴と
して、定番の作品が数多く採録
されている。第Ⅰ章では基本的
な学習をし、第Ⅱ章ではより深
く広く古文の学習ができるよう
に工夫されている。

「言語活動」や付録・口絵が充
実していて、読み物としても興
味深く読むことができる。

カラー写真による植物や現在の
土地柄へのつながりについても
解説が多く、古文の理解を助け
る工夫がなされている。文字中
心のページが多めである。

国語 183 第一 古Ｂ 351
高等学校　改訂版　古典B
漢文編

古文と漢文が分冊である特徴と
して、定番の作品が数多く採録
されている。第Ⅰ章では基本的
な学習をし、第Ⅱ章ではより深
く広く漢文の学習ができるよう
に工夫されている。

「言語活動」や付録・口絵が充
実していて、読み物としても興
味深く読むことができる。中国
の歴史に触れた逸話が取り上げ
られ、漢文に対する親しみやす
さがもてるような工夫がされて
いる。

句法を一括して、解説している
点は、学習しやすく、生徒が独
自に予習復習できるような工夫
がされている。

国語 183 第一 古Ｂ 352 高等学校　改訂版　古典B

定番の作品から入試に頻出して
いる作品まで幅広く豊富に採録
している。内容理解には最適だ
が、文法事項の確認問題は少な
い。

本文だけでなく、巻頭巻末に豊
富な資料を配置し、各単元ごと
にジャンル解説や文学史解析な
どを置いている。

タイトル上部に年表スケールを
置き、作品の成立時期がわかる
工夫がなされている。

地理
歴史

7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版

豊富な写真と図版でイメージ豊
かに学習できるよう工夫されて
いる。地域毎に大きな地図を
使った特設ページで地理的な理
解も深めることができる。「考
えてみよう」など主体的に学び
考える問いかけの工夫もされて
いる。

様々な角度から世界史を捉える
ため多彩なコラムが掲載されて
おり、興味・関心をひく工夫が
されている。必要な内容が掲載
されていながら、地図や資料も
多く、分量は適切である。

各単元毎に、どこを学習するか
地図に色が塗られていたり、
ページの端に時代と年号が記載
されているなど、一目で、学習
している時代と場所が分かるよ
う工夫されている。

地理
歴史

35 清水 世Ａ 313
高等学校　世界史Ａ　新訂
版

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

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

「世界の歴史と日本」や本文の
記述は分かりやすい言葉を使用
して表現されている。あまり取
り上げない項目もあり新鮮な内
容となっている。

○
地理
歴史

81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版 2

地形図が大きく世界をつかみや
すくなっている。時代の変遷を
略地図で表すなどの工夫がなさ
れている。日本との関わりに関
するテーマが充実しており、興
味、関心が湧く内容構成となっ
ている。

資料や図版がとても多く、大き
くて見やすい。解説も丁寧で分
かりやすい。歴史のキーパーソ
ンやトピックスから、日本の歴
史や現代社会との関わりについ
て多く記載されている。

シンプルな表記でありながら、
多くの図や表・写真と合わせる
ことにより、出来事がどこで、
どうなったのかをわかりやすく
表現している。時代の変化を理
解しやすい。

地理
歴史

2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ

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。表記は平易で分かりやすい
ものとなっている。

地理
歴史

7 実教 世Ｂ 309 世界史Ｂ　新訂版

論述など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。日本を含め、朝
鮮半島、アジアに関わる記述も
比較的多い。要点をしっかりつ
かんでいる。

単元毎にリード文が記載されて
いて、歴史の大きな流れを抑え
られます。シンプルな構成と
なっているため、授業展開がし
やすく、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。

○
地理
歴史

81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版 3

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

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

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

81 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版

写真・地図・グラフ・系図など
も豊富で、視覚的な理解が深ま
るよう工夫されている。そのた
め、流れを捉えやすく、全体的
に内容が捉えやすい文章になっ
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
の流れを把握しやすい。また、
ふりがなも丁寧にふってあるの
で読みやすい。資料にも読み下
し文が多い。

地理
歴史

81 山川 日Ｂ 315 新日本史　改訂版

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

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

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

○
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 3

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

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

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

地理
歴史

46 帝国 地Ａ 312 高校生の地理Ａ

現代世界が抱える諸課題につい
て考察するにあたって、世界各
地の生活・文化などが理解でき
るよう構成をしてある。

コンパクトに構成されている。
現代の社会とのつながりや世界
と日本の関わりを主体的に学習
へと促すようにできている。

全体のデザインやグラフ・地図
などの資料において、様々な生
徒でも識別しやすい色を使い、
配慮が見える。一方で、配色の
みで色が区別できるようにした
ほか、表の線を従来よりも太く
するなどの工夫がみられる。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 1

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

130 二宮 地Ａ 309 基本地理Ａ

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
歴史

2 東書 地Ｂ 306 地理Ｂ

現代世界の地理的認識を深める
とともに，地理的技能や地理的
な見方・考え方を身につけられ
る内容が適切に取り上げられて
いる。

重要語句が見開きごとにまとめ
られており，押さえるべきポイ
ントが明確で，学習内容を振り
返る際の手助けになる。

地図やグラフの色使いなどは色
覚特性への配慮を含むユニバー
サルデザインとなっており，配
色が工夫され，見やすい紙面に
なっている。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 3

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

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

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

地理
歴史

130 二宮 地Ｂ 305 新編　詳解地理Ｂ改訂版

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。

ユニバーサルデザインに配慮し
ており、色覚に特性のある生徒
にも読み取りやすい。印刷の発
色がよく、写真や図表が美し
い。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 1

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

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

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

地理
歴史

130 二宮 地図 314 高等地図帳　改訂版

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

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

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

地理
歴史

130 二宮 地図 315
新コンパクト地図帳　改訂
版

A５判のサイズでありながらワイ
ドに見渡すことができる。様々
なスケールの地図学習ができる
内容になっている。

A５判のサイズで持ちやすく机上
でも扱いやすいサイズで、利便
性が高いものになっている。

配色・デザイン・文字が見やす
くなっており、読みやすい表記
になっていて理解しやすいもの
になっている。

○ 公民 2 東書 現社 313 現代社会 3

基礎的内容から発展的内容まで
バランスよく配列され、理解し
やすい。写真・図版・資料が精
選され、適切である。詳細な文
章で説明されており、わかりや
すい内容になっている。

全体的に適正な構成と分量であ
る。図版と文章の配分が適切
で、全体の構成がまとまってい
る。

適切な表現で、詳細に記述され
わかりやすい。写真・図版が理
解しやすいように表現されてい
る。

公民 7 実教 現社 314 高校現代社会　新訂版

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、丁寧で分かり易い表
現である。図版や資料が効果的
に盛り込まれている。
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公民 35 清水 現社 316
高等学校　現代社会　新訂
版

基礎的内容から発展的内容まで
バランスよく配列され、理解し
やすい。写真・図版・資料が精
選され、適切である。詳細な文
章で説明されており、わかりや
すい内容になっている。

全体的に適正な構成と分量であ
る。図版と文章の配分が適切
で、全体の構成がまとまってい
る。

適切な表現で、詳細に記述され
わかりやすい。写真・図版が理
解しやすいように表現されてい
る。

公民 35 清水 現社 317
高等学校　新現代社会　新
訂版

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、丁寧で分かり易い表
現である。図版や資料が効果的
に盛り込まれている。

○ 公民 2 東書 倫理 311 倫理 2

基礎・基本を中心にコンパクト
にまとまっている。また、生徒
の興味・関心を高めるような図
版や写真が数多く使用されてい
る。

生徒にとって身近な具体的事例
や時事問題が豊富に扱われてい
る。また、難解な内容はQ＆A方
式で分かりやすく解説されてい
る。

導入部分で漫画や写真が多く用
いられている。また、コラムな
どの資料も新しいものを扱うな
どの工夫がなされている。

公民 35 清水 倫理 308 高等学校　新倫理　新訂版

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、生徒が主体
的に考察･学習していく内容にも
なっている。

Ａ５判サイズで系統的に構成さ
れている。各編･章ごとのページ
配分や分量も適切で扱いやす
い。

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

公民 81 山川 倫理 309 現代の倫理　改訂版

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
葉や資料も掲載するなどの工夫
がみられる。

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

○ 公民 7 実教 政経 313 最新政治・経済　新訂版
2
3

各章の導入部分にある説明文が
分かりやすく、生徒の興味・関
心を高めるものになっている。
原典資料も多く、複雑な思想内
容も分かりやすい図解で整理さ
れている。

見やすさ、使いやすさを意図し
た構成になっている。本文で基
本事項をおさえ、脚注でさらに
理解を深める工夫がされてい
る。

各節の最初に置いてあるリード
文が平易な文章で書かれてお
り、学習内容が生徒に伝わりや
すい。

公民 183 第一 政経 309
高等学校　改訂版　政治・
経済

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

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

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

公民 183 第一 政経 310 高等学校　新政治・経済

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

Ｂ５版サイズオールカラーで構
成されている。見開き２ページ
で１テーマとコンパクトにまと
められていて分かり易い構成で
ある。

ユニバーサルフォントが使用さ
れており、平易で分かり易い記
述である。図や表・グラフも豊
富に配置され生徒の理解の助け
となる。

○ 数学 2 東書 数Ⅰ 301 数学Ⅰ 1

基礎的・基本的な事項がコンパ
クトにまとめられており、例題
と問題とのギャップが少なくス
ムーズに授業が展開できるよう
工夫されている。参考・発展の
内容も充実しており、基礎から
応用まで網羅されている。

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。

写真やイラストも鮮明で効果的
である。色の配色は色数を抑
え、色の濃淡で表現されてい
る。

数学 61 啓林館 数Ⅰ 325 数学Ⅰ改訂版

導入部分や例題の解説部分が丁
寧に細かく記載されており、基
礎学力の定着や理解に役立つ。
また、コラム欄に発展的考え方
が紹介してあり、興味・関心を
持って学習を行うことができ、
考えの幅を広げられる。

章末の「数学万華鏡」のページ
があり、幅広い教養が身に付く
よう工夫されている。また、構
成・分量ともに適切である。

カラーユニバーサルデザインに
対応したデザインとなってお
り、配色にも配慮している。

数学 104 数研 数Ⅰ 327 改訂版　数学Ⅰ

図を用いた解説が丁寧であり、
基礎から入試レベル問題まで幅
広く対応した編集がなされてい
る。また、授業の流れを考慮
し、発展・応用問題までスムー
ズに到達できるよう工夫されて
いる。

授業進度に対応しやすいよう編
集されている。「中学校の復
習」や「研究」「発展」のペー
ジもあり、問題が充実してい
る。

丁寧で適切にまとめられてい
る。色彩が落ち着いていて、見
やすい。

○ 数学 2 東書 数Ⅱ 301 数学Ⅱ 2理

基礎的・基本的な事項がコンパ
クトにまとめられており、例題
と問題とのギャップが少なくス
ムーズに授業が展開できるよう
工夫されている。参考・発展の
内容も充実しており、基礎から
応用まで網羅されている。

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。

写真やイラストも鮮明で効果的
である。色の配色は色数を抑
え、色の濃淡で表現されてい
る。

○ 数学 2 東書 数Ⅱ 302 新編数学Ⅱ 2文

例題と問題のギャップが少な
く、授業が円滑に行えるよう工
夫されている。また、基礎基本
が定着しやすいよう内容が簡潔
である。数学Ⅰとのつながりも
配慮れており、生徒が取り組み
易いように工夫されている。

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

メリハリのある配色で重要箇所
が分かりやすい。
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数学 61 啓林館 数Ⅱ 325 数学Ⅱ改訂版

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

構成は理解しやすく工夫されて
おり、分量も適切である。

カラーユニバーサルデザインに
対応したデザインとなってお
り、配色にも配慮している。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 326 新編　数学Ⅱ改訂版

基礎基本が充実している。ま
た、各章末に「ふり返り」の頁
があり公式や既習事項の確認が
しやすいよう工夫されている。
例の後にすぐ練習があり、取り
組みやすい。

各章末問題に「ふり返り先」が
明示されており復習がしやす
い。また、構成・分量ともに適
切である。

メリハリのある配色で、公式や
例、例題、練習が分かりやす
い。また、図が見やすい。

○ 数学 2 東書 数Ⅲ 301 数学Ⅲ 3理

基礎的・基本的な事項がコンパ
クトにまとめられており、例題
と問題とのギャップが少なくス
ムーズに授業が展開できるよう
工夫されている。参考・発展の
内容も充実しており、基礎から
応用まで網羅されている。

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。

写真やイラストも鮮明で効果的
である。色の配色は色数を抑
え、色の濃淡で表現されてい
る。

数学 61 啓林館 数Ⅲ 320 数学Ⅲ改訂版

系統的な学習ができるように配
列に工夫がみられる。また、各
節の最初に導入文が設けられて
おり、学習内容をイメージしや
すいよう工夫がなされている。

問題が充実している分、分量は
やや多めだが、生徒の理解度に
よって取捨選択しやすい。

カラーバリアフリーに対応した
デザインとなっており、配色に
も配慮している。

数学 104 数研 数Ⅲ 322 改訂版 数学Ⅲ

図を用いた解説が丁寧であり、
基礎から入試レベル問題まで幅
広く対応した編集がなされてい
る。また、授業の流れを考慮
し、発展・応用問題までスムー
ズに到達できるよう工夫されて
いる。

例、練習、応用、研究、問題、
章末問題と段階的に扱うことで
無理なくレベルアップできるよ
う適切な問題が充実している。

丁寧で適切にまとめられてい
る。色彩が落ち着いていて、見
やすい。

○ 数学 2 東書 数Ａ 301 数学Ａ 1

基礎的・基本的な事項がコンパ
クトにまとめられており、例題
と問題とのギャップが少なくス
ムーズに授業が展開できるよう
工夫されている。参考・発展の
内容も充実しており、基礎から
応用まで網羅されている。

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。

写真やイラストも鮮明で効果的
である。色の配色は色数を抑
え、色の濃淡で表現されてい
る。

数学 61 啓林館 数Ａ 325 数学A改訂版

導入部分や例題の解説部分が丁
寧に細かく記載されており、基
礎学力の定着や理解に役立つ。
また、コラム欄に発展的考え方
が紹介してあり、興味・関心を
持って学習を行うことができ、
考えの幅を広げられる。

章末の「数学万華鏡」のページ
があり、幅広い教養が身に付く
よう工夫されている。また、構
成・分量ともに適切である。

カラーバリアフリーに対応した
デザインとなっており、配色に
も配慮している。

数学 104 数研 数Ａ 327 改訂版　数学Ａ

図を用いた解説が丁寧であり、
基礎から入試レベル問題まで幅
広く対応した編集がなされてい
る。また、授業の流れを考慮
し、発展・応用問題までスムー
ズに到達できるよう工夫されて
いる。

授業進度に対応しやすいよう編
集されており、問題が充実して
いる。

丁寧で適切にまとめられてい
る。色彩が落ち着いていて、見
やすい。

○ 数学 2 東書 数Ｂ 301 数学Ｂ 2理

基礎的・基本的な事項がコンパ
クトにまとめられており、例題
と問題とのギャップが少なくス
ムーズに授業が展開できるよう
工夫されている。参考・発展の
内容も充実しており、基礎から
応用まで網羅されている。

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。

写真やイラストも鮮明で効果的
である。色の配色は色数を抑
え、色の濃淡で表現されてい
る。

○ 数学 2 東書 数Ｂ 302 新編数学Ｂ 2文

例や例題と問の間に難易度の差
が少なく、授業が円滑に行える
よう工夫がされている。また、
基礎基本が定着しやすいよう内
容が簡潔にまとめられている。

例・例題→問→節末問題→章末
問題の順に段階を追って一定レ
ベルの問題が順序良く取り上げ
られており、その分量も適切で
ある。

メリハリのある配色で重要箇所
が分かりやすい。

数学 61 啓林館 数Ｂ 324 新編　数学Ｂ改訂版

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

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

色彩が多すぎず、ページ全体と
して見やすい。例題では問題、
考え方、解き方が色分けしてあ
るので分かりやすい。

数学 104 数研 数Ｂ 325 改訂版　数学Ｂ

例題が豊富で、特に応用問題が
充実している。ハイレベルな問
題も数多く用意されており、基
本問題から入試問題レベルま
で、生徒の理解度に合わせ対応
しやすい。

問題が充実している分、分量は
やや多めだが、生徒の理解度に
よって取捨選択しやすい。

色彩が多すぎず、ページ全体と
して見やすい。

○ 理科 2 東書 物基 311 改訂　物理基礎 2理

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

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

図版の中の説明が詳しく、重要
な図ではポイントをカラーで示
すなど、理解を深める工夫がさ
れている。

52



採択
候補 番号 略称 記号 番号

令和３年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立高津高等学校（全日制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現

理科 7 実教 物基 313 物理基礎　新訂版

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

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

タイトルや重要用語、公式の文
字解説などに英語表記がされて
いる。

○ 理科 61 啓林館 物基 306 新編　物理基礎 2文

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

図や写真の配置に工夫がされて
いて、生徒に印象が残りやすく
工夫されている。分量や構成も
適切である。

図版資料が豊富で、分かりやす
い説明がなされている。

理科 104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎

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

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

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

理科 183 第一 物基 321
高等学校　改訂　新物理基
礎

物理学の基礎・基本が簡潔にま
とまっており、生徒が学習しや
すい内容である。理解を深める
ための「ドリル」の配置は初学
者に親切である。

分量も適切であり、章ごとのつ
ながりが分かりやすい構成であ
る。

視覚的な資料が多く、分かり易
い適切な表現になっている。見
開き２ページで各単元が集結し
ており、授業を進めやすくする
工夫がなされている。

○ 理科 2 東書 物理 308 改訂　物理 3理

基礎・基本と合わせて入試を意
識した内容も記載されている。
物理基礎の内容もしっかりと
載っているので復習もかねて理
解を深められる内容である。

分量・計算式などが簡潔にまと
まっており、見やすい。

図やイラストが細部にあり、現
象を想像しやすい。１ページご
との構成になっているので、見
やすくなっている。

理科 61 啓林館 物理 310 物理　改訂版

物理基礎からの関連をよく踏ま
え、基礎を含めた知識の定着に
適している。また探究心を深め
るにふさわしい設問もある。

実験に関する記載が充実してお
り、その手順や様子まで把握す
ることができる。

理解しにくい現象や公式の所に
図解や注釈が多く、自己学習に
向けたバックアップがある。

理科 183 第一 物理 316 高等学校　改訂　物理

親しみやすい事象から基本的な
ところを学ぶことができ、ま
た、発展内容も多く含まれてい
る。

教科書内の全問題に解答と解説
がついていて良い。そのため自
己学習しやすく、個人の学習意
欲に上昇につなげることができ
る。構成も分量も適切である。

写真やイラストが豊富で、色合
いも適切である。

○ 理科 2 東書 化基 313 改訂　化学基礎 1

取り組みやすい基礎的内容か
ら、さらに深く理解するための
発展的内容まで、幅広く学習で
きるように構成されている。興
味を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
がついていて良い。構成も分量
も適切である。

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

理科 7 実教 化基 315 化学基礎　新訂版

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

構成も分量も適切である。知識
がしっかりと身につく構成に
なっている。

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

理科 183 第一 化基 321 高等学校　改訂　化学基礎

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

所々に英文特集があり、構成や
分量も適切で、丁寧に解説され
ている。

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

理科 2 東書 化学 308 改訂　化学

中学校での学習内容にも触れて
いる面があり、広く化学分野を
解説している。用語の英語表記
も充実している。

写真が多く掲載されている。物
質紹介では、私生活の中での実
用例も挙げられそのような物質
なのか考えやすい。

問題の解説も充実しており、自
発的な学習の出助けになる。グ
ラフや図などが豊富で、生徒の
興味・関心を引く編集になって
いる。

理科 7 実教 化学 310 化学　新訂版

基礎から発展まで幅広く掲載し
てあるため、網羅的に学習して
いくことができる内容。入試を
意識した発展的な設問もある。

周期表に関しては写真が豊富に
掲載してあり、無機物を学習し
ていくうえで非常に理解しやす
い資料になっている。

論述問題があるゆえか、分量が
多いように感じる。しかし、論
述問題を扱う機会は多くないの
で良い。

○ 理科 183 第一 化学 315 高等学校　改訂　化学 2理

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。

生徒の興味を引くために実生活
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。

理科 2 東書 生基 311 改訂　生物基礎

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

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

カラーの図や写真が必要な箇所
にふんだんに盛り込まれてい
る。図や写真の質が高く、学習
内容のつながりを意識させる工
夫がなされている。
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○ 理科 7 実教 生基 313 生物基礎　新訂版 1

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

構成も分量も適切である。問題
の解答が巻末にあり見やすく工
夫されている。

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

理科 61 啓林館 生基 315 生物基礎　改訂版

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、視覚的に分かりやすいた
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。

○ 理科 7 実教 生物 308 生物　新訂版 3理

基本を押さえつつも文章を簡潔
にすることで要点を押さえやす
い構成になっている。重要な学
習事項が取り上げられ分かりや
すく説明されている。

章末問題が一問一答形式であ
り、自身の学習度を総合的に判
断する指標とすることができ
る。

見開きで掲載された図解やカ
ラー写真が豊富であり、実態を
連想しやすい。

理科 61 啓林館 生物 309 生物　改訂版

生物学の基本事項が、分かりや
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分
かりやすい構成がされている。

視覚的に分かりやすく、図も文
字も適切にかかれている。

理科 104 数研 生物 310 改訂版　生物

復習から応用・発展まで着実な
学習を行っていける構成になっ
ている。どこを押さえておくべ
きなのかが明確である。

研究や+αの部分が充実してお
り、幅広い学習を行うことがで
きる。

イラストやカラー写真を用い
て、視覚的に理解できるように
工夫されている。また、索引が
充実しており単語を調べなおす
のにも活用できる。

○
保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1

内容構成が適切で、資料等も充
実している。また、生涯を通じ
た健康やスポーツの基礎的な事
項が、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わか
りやすい。文章や側注の分量が
豊富であるため、より深い知識
を探求できる。

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
興味関心が起こりやすいように
工夫されている。

保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版

基本的な学習内容がしっかりと
押さえられており、親しみやす
く、わかりやすい教科書となっ
ている。学んだことを自らの生
活の中で、実践していけるよう
にされている。

基本的に１学習項目が２頁の見
開きで構成されているが、重点
項目については４頁となってお
り、生活に身近で特に実践力を
身につけさせたい項目がわかり
やすくなっている。

図表そのものがわかりやすい表
現となっており、見るべきポイ
ントが入れ込まれていて、一目
でわかるものになっている。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

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

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

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

芸術 17 教出 音Ⅰ 308
高校音楽Ⅰ改訂版　Music
View

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

構成もよく、分量も適当で、読
みやすい。

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

芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１

歌唱と器楽の表現領域や鑑賞領
域に関し、幅広く教材を選べる
ようになっている。様々のジャ
ンルからバランス良く扱われて
いる。親しみやすい曲や工夫し
た資料が多く興味を引くような
内容である。

内容バランスがよく配列されて
いる。曲や資料の分量が豊か
で、生徒が選択しやすい。

楽譜が大きく見やすく、生徒が
自主的に取り組みやすい表現に
なっている。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１ 1

歌唱・鑑賞の内容の充実と、更
に楽器や音楽史についての内容
も充実している。日本の楽器や
世界の楽器についても細かい説
明や、演奏法が書いてあるため
わかりやすい。

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

写真やイラストが効果的に活用
され生徒が積極的に学習しやす
い。

芸術 17 教出 音Ⅱ 308
高校音楽Ⅱ 改訂版 Music
View

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

構成もよく、分量も適当で、読
みやすい。

文章もわかりやすく、イラスト
なども適切に扱われていて生徒
の興味・関心を引くことができ
る。

芸術 27 教芸 音Ⅱ 309 高校生の音楽２

歌唱と器楽の表現領域や鑑賞領
域に関し、幅広く教材を選べる
ようになっている。様々のジャ
ンルからバランス良く扱われて
いる。親しみやすい曲や工夫し
た資料が多く興味のわく内容で
ある。

内容バランスがよく配列されて
いる。曲や資料の分量が豊か
で、生徒が選択しやすい。

楽譜が大きく見やすく、生徒が
自主的に取り組みやすい表現に
なっている。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２ 2

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

鑑賞のポイントなどがわかりや
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。
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芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１

表現、鑑賞の題材がバランスよ
く、相互に関連を図りながら適
切に配置されている。幅広い文
化や時代の作品が多角的に掲載
されている。巻末資料の中で、
作品作りに役立つ基礎的な技法
が具体的に示されている。

各題材で学習のねらいを示した
目標が記されており、学習指導
を効果的に進めることが出来
る。発想、制作する際に参考に
なる「制作ノート」が示されて
いる。巻末資料が豊富である。

Ａ４ワイド版の紙面を生かした
作品掲載などが取り入れられて
いる。ユニバーサルデザインに
配慮し、誰もが学習しやすい紙
面づくりになっている。用語や
表記が統一されており、記述の
仕方も適切である。

○ 芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 1

巻末の美術史解説、技法資料集
が大変充実しており、幅広い題
材に対応出来る。社会にある具
体的な参考作品が多く掲載して
おり、生徒たちの興味関心を引
くことができる。

参考資料が豊富であり、また関
連作品のページが紹介されてい
るため、多角的な視点から作品
を鑑賞することができる。

原寸大の絵画を見開きで配置す
るなど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。

芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

デザイン、美術の分野から幅広
くテーマを設定しており、東
洋、西洋、平面、立体など作品
選択が的確である。題材設定が
良く、生徒が興味・関心をひく
構成となっている。

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

図版の質、量、大きさはテーマ
に沿った理解を促すに十分であ
る。文章解説がわかりやすく適
切で、かつ写真が大変美しい。

芸術 38 光村 美Ⅱ 303 美術２

様々な芸術表現の特徴を取り上
げ、生徒自身の個性的表現に結
びつくような手助けとなってい
る。素材や機能についても深く
考慮されている。

豊富かつ適切な図版が掲載され
ているので、多くの知識を得る
ことができる。

解説のための表現が的確に作品
を表しているので、理解しやす
い。

○ 芸術 116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２ 2

解説の文章が理解しやすくまと
められている。図版が美しく、
構成に工夫が見られる。適所に
文章による詳しい説明があり、
美術作品の鑑賞に好適である。

生徒作品も多く掲載されてい
る。現代美術の作品も豊富に紹
介されていて、美術界の新しい
動向にも積極的に触れている。

テーマや構成に工夫があり、美
術作品の鑑賞に適している。

芸術 116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２

題材の理解が深まるとともに、
表現や鑑賞の参考となる。制作
プロセスの図解による解説が充
実している。

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

わかりやすい文章表記で、現代
的な魅力ある表現になってい
る。

芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ

題材の理解が深まるとともに、
表現や鑑賞の参考となる。制作
プロセスの図解による解説が充
実している。

主題に応じた適切な作例が占め
されていてわかりやすい。年表
などの構成にも配慮が見られ
る。

わかりやすい文章表記で、現代
的な魅力ある表現になってい
る。

○ 芸術 6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ 1

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

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

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

芸術 38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ

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。

芸術 2 東書 書Ⅱ 305 書道Ⅱ

基準となる古典を体系的に配し
つつ、多様な古典を扱ってい
る。漢字仮名交じり書のプロセ
スがわかりやすく示されてい
る。

版が大きく見やすい。古典の魅
力をよく伝えている。

分かりやすい言葉で簡潔に説明
されている。

○ 芸術 6 教図 書Ⅱ 306 書Ⅱ 2文

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

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

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

芸術 38 光村 書Ⅱ 308 書Ⅱ

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

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
応紙を使用している。

拓本や作品はフルカラーで高精
細。紙面構成が大胆に配置され
ている。

外国
語

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

多彩な題材を扱っており、生徒
が興味・関心を持って取り組め
る。学習内容も精選されていて
学びやすい。各課に会話練習や
英作文の活動もあり、表現力を
身に付けられるよう工夫されて
いる。

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

写真やイラスト、図表等配置も
適切である。英文も読みやす
い。

外国
語

61 啓林館 コⅠ 340
Revised LANDMARK English
Communication Ⅰ

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

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

ポイントの部分が視覚的にわか
りやすくまとめられている。
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○
外国
語

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

1

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

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

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

外国
語

17 教出 コⅡ 334
NEW ONE WORLD
CommunicationⅡ Revised
Edition

多彩な題材を扱っており、生徒
が興味・関心を持って取り組め
る。学習内容も精選されていて
学びやすい。各課に会話練習や
英作文の活動もあり、表現力を
身に付けられるよう工夫されて
いる。

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

写真やイラスト、図表等配置も
適切である。英文も読みやす
い。

外国
語

61 啓林館 コⅡ 338
Revised LANDMARK
English CommunicationⅡ

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

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
かせ多数掲載されていて、本文
の内容が理解しやすいように
なっている。

○
外国
語

212 桐原 コⅡ 354
WORLD TREK
English CommunicationⅡ
New Edition

2

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

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

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

外国
語

15 三省堂 コⅢ 330
MY WAY
English Communication Ⅲ
New Edition

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

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

写真や図版が効果的に用いられ
ている。新出語の発音記号は米
音表記のみ。

○
外国
語

17 教出 コⅢ 331
NEW ONE WORLD
Communication Ⅲ Revised
Edition

3

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

長文が短すぎず長すぎないので
よい。内容理解に関する問題も
簡潔にまとめられている。

写真やイラスト、図表等の配置
も適切で、英文も読みやすい。

外国
語

61 啓林館 コⅢ 335
Revised LANDMARK
English Communication Ⅲ

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

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

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

○
外国
語

104 数研 英Ⅰ 332
DUALSCOPE English
Expression Ⅰ

1

各課冒頭にINTRO ACTIVITYがあ
り、学習する文法がどのような
場面・状況で使うのかを具体的
に学ぶことができる。タスクが
豊富で様々な活動を通して学習
が進められる。

各課が「触れる」→「理解す
る」→「表現する」の内容で構
成されている。文法の解説も簡
潔でわかりやすくまとめられて
いる。

イラストや写真などの配置が適
切である。文法事項の例文末尾
に巻末例文一覧の通し番号を記
している。

外国
語

183 第一 英Ⅰ 337
Vivid English
Expression ⅠNEW EDITION

生徒の身近な暮らしや社会での
暮らしに関わる題材が多く選ば
れている。豊かな表現力が育成
できる内容になっている。

全24課で各課見開き４ページ構
成になっている。前半では基本
的な文法や文構造を学び、後半
では各種表現活動を通して定着
を図るようになっている。

写真、図版やイラストの配置は
適切である。巻頭にClassroom
English、巻末にトピック関連語
句等が掲載されている。

外国
語

212 桐原 英Ⅰ 342
Empower English
Expression Ⅰ Mastery
Course

日常生活に身近なテーマで文法
事項が導入されている。基本的
な文法事項の定着を図り、平易
な英文で自己表現ができるよう
構成されている。

各課の文法事項を見開き２ペー
ジで学習できるのでわかりやす
い。

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

○
外国
語

104 数研 英Ⅱ 325
DUALSCOPE English
Expression Ⅱ

3

英語表現に必要な学習事項が
Section 1～3に分かれており、
段階を追って学習できるように
なっている。

レッスンごとにTarget
Sentencesが提示されていて、文
法・表現の習得がスムーズにで
きるようになっている。

プレゼンテーションの手法や語
彙・表現リストが用意されてい
て、英語表現に必要な知識・ス
キルが習得できる。

外国
語

183 第一 英Ⅱ 328
Perspective English
Expression Ⅱ NEW
EDITION

生徒の身近な暮らしや社会での
暮らしに関わる題材が多く選ば
れている。豊かな表現力が育成
できる内容になっている。

前半では基本的な文法や文構造
を学び、後半では各種表現活動
を通して定着を図るようになっ
ている。

写真、図版やイラストの配置は
適切である。巻頭にClassroom
English、巻末にトピック関連語
句等が掲載されている。

外国
語

183 第一 英Ⅱ 329
Attainable English
Expression Ⅱ

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。

外国
語

15 三省堂 英会 302
SELECT English
Conversation

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

活動ごとに生徒が取り組みやす
いよう構成されている。

イラストや写真が豊富で、適切
に配置されている。
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○
外国
語

61 啓林館 英会 303
Sailing English
Conversation

3

カラフルで楽しい紙面構成に
なっていて生徒が興味を持って
学習に取り組めそうである。さ
らに話題も豊富で、[話す][聞
く]活動が充実している。

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

同じ学習項目を段階的に、スパ
イラルに取り込んでいる。

外国
語

109 文英堂 英会 304
My Passport English
Conversation

日常生活に身近なテーマで文法
事項の導入がなされている。基
本的な文法事項の定着を図り、
平易な英文で自己表現ができる
よう構成されている。

各課の文法事項を見開き２ペー
ジで学習できるのでわかりやす
い。

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

家庭 7 実教 家基 316 新図説家庭基礎

生活者として自立して生きてい
くために必要な基本的事項を重
視してある。
基礎・基本を身につけるための
教科書である。

読みやすい、ビジュアルな誌面
となっている。同じジャンルの
資料はまとめて掲載しており、
授業中に参照しやすいよう配慮
している。

巻頭資料「働くということ」、
巻末資料「調理の基本」「加熱
器具を安全に取り扱う」、手縫
い・ミシンの扱い方など、自立
した生活を送るための基礎的な
教材を豊富に取り上げている。

○ 家庭 50 大修館 家基 318
新家庭基礎　主体的に人生
をつくる

2

学習指導要領や教科の目標をふ
まえ、人間の生涯発達を理解す
るとともに、人生を見通して生
活を設計する力、生活観の確
立、男女共同参画社会の実現、
生活者・地球市民としての自立
や共生、生活課題を見出し解決
する能力等の育成をめざした、
時代の要請に合った教科書であ
る。

柔軟な授業計画が立案しやす
く、内容・分量に偏りがないバ
ランスのよい構成となってい
る。

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、また実践的・体験的に学べ
るよう工夫されている。

家庭 50 大修館 家基 319
未来をつくる　新高校家庭
基礎

高校生の発達段階をふまえ、基
礎的・基本的内容から発展的内
容まで、ていねいに記述されて
いる。

柔軟な授業計画が立案しやす
く、内容・分量に偏りがないバ
ランスのよい構成となってい
る。

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、また実践的・体験的に学べ
るよう工夫されている。

○ 情報 7 実教 社情 312 高校社会と情報　新訂版 1

身近な事例が多く挙げられてお
り、理論に対して自分の生活に
当てはめて考えることができ
る。

例題が随所に配置されており、
理論をより深めることができ
る。見開きで一つの学習が完結
しており、学習要素が50のテー
マに整理されているので、授業
がしやすい。

図やイラストが効果的に活用さ
れており、視覚的にわかりやす
い。英略語にルビやひらがなが
ついているので、理解しやす
い。

情報 9 開隆堂 社情 313 社会と情報

内容がユニットと呼ばれる9個の
単元に分かれており、自由に組
み替えて授業を行うことができ
る。

各単元（ユニット）で内容がま
とまっているので、生徒もわか
りやすい。また、見開きで1時間
という形で構成されているの
で、授業展開が行いやすい。

事例が、イラストを用いて紹介
されており、生徒が理解しやす
い。各種マーク「情報BOX」
「Linkマーク」等が効果的に配
置されており、学習内容の関連
性がわかりやすい。

情報 104 数研 社情 314
改訂版　高等学校　社会と
情報

実習に関する内容と知識に関す
る内容がバランスよく配置され
ており、生徒に取り組ませやす
い。

序編を含めると５編構成となっ
ており、様々な実習に対応でき
るようになっている。また、巻
末に各種ソフトウェアの操作方
法や法律等の資料がまとめられ
ており、便利である。

生徒の興味の沸く内容が、コラ
ムとして載っており、わかりや
すく、飽きのこない表記となっ
ている。図版や写真が豊富で、
生徒の興味・関心を促す工夫が
なされている。

情報 2 東書 情科 306 情報の科学

座学と実習のバランスが良く、
実習も座学の内容を理解させる
うえで非常にわかりやすく、簡
潔に行うことのできる内容と
なっている。

理論編と実習編に分かれてお
り、学習を効率よく進めるため
の工夫がされている。巻末にソ
フトウェアの基本操作等の資料
が豊富にあり、自分で学習を行
うことができるようになってい
る。

教科書内で関連する内容につい
て、リンクマークがついている
ので、内容の関連性を理解しや
すい。写真やイラストが効果的
に活用されており、見やすい。

○ 情報 7 実教 情科 307 最新情報の科学　新訂版 3

図やイラストを使い、わかりや
すく展開されており、理解しや
すい。他教科との連携を意識し
た内容も取り扱っている。

序章で情報モラルを扱っている
ので導入に最適である。例題が
バランスよく配置されており、
理論を学んだあとに、理解を深
めることができる。

図やイラストが多く使われてお
り、視覚的にわかりやすい。

情報 183 第一 情科 311 高等学校　情報の科学

実習の題材が多く扱われてお
り、実習体験を通して学習を行
うことができる。情報モラル教
育についても適切に扱ってい
る。

1つの学習内容が、見開きに収め
られており、生徒が理解しやす
い構成となっている。各章末に
まとめがあり、各章の内容を再
確認するのにちょうどよい量と
なっている。

導入にイラストが使われてお
り、内容に対して興味・関心を
持つことができる。図が多く使
用されており、わかりやすい。

家庭 6 教図 家庭 304
子どもの発達と保育　育つ
育てる　育ち合う

育つ・育てる・育ち合うという
観点から乳幼児の発達や福祉に
ついて分かりやすい内容であ
る。様々な乳幼児の課題を明ら
かにして、どのように対処すべ
きかが明記されている。

章ごとにそのポイントになるコ
ラムが記されており、生徒の興
味・関心を喚起しやすい。表・
図・イラストの量もバランスが
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 7 実教 家庭 311
子どもの発達と保育　新訂
版

3

各節はじめに学習のねらいが明
記されており、わかりやすい内
容となっている。欄外にも動機
づけとなる設問があり、興味・
関心をもって学べる。

コラムやアクティビティー、言
葉の解説など興味や関心が喚起
しやすい構成になっている。

グラフ・表や実際の写真などが
豊富であり理解しやすい内容に
なっている。

○ 家庭 7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 3

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

実習例が多く、着装まで含め基
本的なことが学習しやすい構成
である。

実践させる内容が分かりやすく
表現してあり、欄外に詳しく説
明があって理解しやすい。
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○ 家庭 6 教図 家庭 312
フードデザイン
cooking&arrangement

3

国際的視野で食文化の内容が取
り上げられている。栄養や食材
料の知識も興味を持ちやすい。
実習内容やコーディネートも分
かりやすく説明してある。

余白を多くとり見やすい構成で
ある。学習を深めるための内容
も豊富に取り入れてある。興味
や関心を持ちやすい構成になっ
ている。

食材や手順なども図や写真も多
く使い分かりやすい表現となっ
ている。調理用語など具体的な
説明もとりいれてある。

家庭 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版

食文化や食育にも重点を置き多
岐にわたる内容となっている。
それぞれの単元を細分化しより
深く学ぶことができる。

調理実習の献立は食文化だけで
なく、さまざまな食材を使った
献立や幅広い視点からの構成に
なっている。全体的に関心や理
解が深まりやすい構成である。

写真や図・グラフなどの資料が
充実している。色彩も濃淡を使
い、より見やすい表現となって
いる。
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国語 117 明治 国総 354 新　高等学校国語総合

評論は「なぜ」に答える内容が
多く、生徒の興味を引くことが
できる。小説は人気の著者の作
品が掲載され、生徒に興味を持
たせることができる。古文漢文
も人気作家が解説や訳を執筆し
ており、関心を抱かせることが
できる。

各ジャンルにおいて、比較的学
びやすい短編作品から読み応え
のある分量の作品までバランス
よく掲載されている。古文にお
いても聞きなじみのある有名な
作品が有名な部分から段階を踏
んで掲載されており、生徒に学
習させやすい。

カラーの図版や写真が効果的に
用いられ、生徒が作品世界をよ
り理解できる工夫がなされてい
る。また読解上の注意点や発問
ポイントが色付きで明確に示さ
れている。

国語 143 筑摩 国総 357 国語総合　改訂版

小説は古典的、現代的作品が適
宜配置されている。各作品に
「キーワード」「読解の窓」が
掲載され、より具体的に作品を
理解させることができる。古文
漢文は難易度に配慮して掲載さ
れているため学習させやすく
なっている。

随筆や評論が多く掲載されてお
り、生徒の実態や興味に合わせ
て作品を選択することができ
る。古文は物語と随筆がバラン
スよく配置されている。漢文は
唐詩が多く掲載されており、音
読や暗唱の活動に取り入れやす
くなっている。

脚注が詳細に書かれており、生
徒に作品への理解を深めさせる
ことができる。近現代文学史の
年表概説など、付録が充実して
いる。また古文漢文ではカラー
図版を用いたミニ便覧が、生徒
に作品の風景を想像させる一助
となる。

〇 国語 183 第一 国総 362
高等学校　改訂版　新編国
語総合

1

現代文編では、小説と随筆・評
論がまんべんなく掲載されてお
り、生徒の実態に合わせて選択
することができる。また古文・
漢文はぜひ生徒に読ませたい有
名な作品が掲載されている。

教材の難易度や長短の種類に違
いがあり、生徒の実態に応じて
選択することができる。また評
論は身近な題材を扱った作品か
ら広い範囲を扱う作品まで幅広
く取り扱っている。

図が大きく、カラー写真や図版
が充実していて読みやすい。特
に付録では「古文参考図録」や
「古典に現れる動植物」など古
文に関わる資料が掲載され、生
徒の興味・関心を引き理解を助
けると思われる。

国語 2 東書 国表 304 国語表現

単元のうち「情報収集とその整
理」が４単元と多く、これから
社会でICTを活用する生徒の実態
に即している。また単元末の
「課題」「練習」が充実してお
り、より実践的に生徒に学習さ
せることができると考える。

「導入」「本文」「課題」「練
習」と順序立てて構成されてお
り、生徒に取り組ませやすく着
実に力をつけさせることができ
る。また重要語句がまとめられ
ているため、より内容を理解さ
せることができる。

生徒の実態や感覚に近い話題が
積極的に取り上げられており、
生徒の興味・関心を引くものに
なっている。また写真や図版資
料なども充実しているため、生
徒にとってわかりやすく親しみ
やすい。

〇 国語 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 3

基礎から応用へと段階的に学習
させることができるような内容
である。上段に手順が、下段に
「学習のポイント」が掲載され
ていることで生徒に効率的に学
習に取り組ませることができ
る。

各章でそれぞれの表現行為を
扱っているが、ステップを踏ん
で学習できるように構成されて
おり、無理なく力を伸ばすこと
ができる。また見開き１、２時
間程度の分量で構成され、様々
な単元に効率よく触れさせるこ
とができる。

巻末の「ツールボックス」は簡
易的な便覧として学習に取り入
れることができる。課題例や生
徒の作品例などが豊富に掲載さ
れ、生徒に参考にさせることが
できる。

国語 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版

「自己PRと面接」「会話・議
題・発表」など単元名が具体的
で生徒の実態や社会生活に即し
た実践的な表現力を養わせるこ
とができる。また読み物が充実
しており、生徒に多彩な表現を
味わわせ、表現を学ばせること
ができる。

「表現力を培う」「表現を楽し
む」の二部構成になっており、
実生活で役立つ知識の取得と、
生徒の創作活動やディスカッ
ションといった活動の両方を生
徒の実態に合わせて満遍なく授
業に取り入れることができる。

教科書冒頭の「事項索引」「人
名索引」や付録の「敬語のまと
め」などを用いて、生徒に効率
よく学習をすすめさせることが
できる。また写真やイラストも
多く、生徒の学習意欲向上につ
ながると考える。

国語 17 教出 現Ａ 302
現代文Ａ　青春文学名作選
―歴史の中の青春

目標である「生涯にわたって読
書に親しみ、国語の向上や社会
生活の充実を図る態度を育て
る」を達成させるための教材が
選定されている。また精選され
た近現代小説を読み、読解力と
文学的教養を身につけさせるこ
とができる。

小説を主に編集されている。
「青春文学名作選」というコン
セプトどおり同年代の若者の姿
や心情を描いた作品が多く、生
徒の興味を惹き、学習意欲を向
上させることができると考え
る。

活字が大きく、適度にカラー図
版も用いられている。「舞姫」
には部分的に現代語訳が付随し
ており、生徒の学習を助ける。
また小説単元に「読書案内」が
設けられ、各時代の歴史や社会
状況の知識を補充させることが
できる。

〇 国語 50 大修館 現Ａ 308 現代文Ａ 改訂版 4

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、定番
とも言える古典的な作品がバラ
ンスよく収録されている。また
随筆・評論と小説作品どちらも
充実しており、生徒の実態をみ
て作品を選択することができ
る。

単元がテーマ別に構成されてお
り、内容や難易度を生徒の実態
に合わせて選択することができ
る。

A5版でありながら、カラーでの
写真やイラストが多く、生徒に
より深く作品世界を理解させる
ことができる。また単元ごとに
扉ページが設けられ、テーマや
ねらいが明確に書かれており生
徒に理解させる一助となる。

国語 183 第一 現Ａ 307
高等学校　改訂版　新編現
代文Ａ

小説教材を中心に収録され、現
代的で親しみやすい作品と、古
典的な作品とがバランスよく収
録されている。随筆・評論では
生徒にとって身近で親しみやす
い教材が収録され、生徒の興
味・関心を引くものとなってい
る。

教材が精選され、充実している
ため一冊で過不足なく指導する
ことができる。また全体的に短
編で構成されており、生徒があ
らゆる作品に触れ、よりよい読
書体験をさせることができるよ
うになっている。

活字が大きく行間が広いため、
生徒を学習に取り組ませやすく
なっている。カラー写真、カ
ラー図版も豊富で、生徒に理解
を深めさせる一助となってい
る。

地理
歴史

2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ

基礎的・基本的事項は本文中に
太字を使って示されている。ま
た，必要に応じて地図、写真、
図解などが提示され、理解や習
得のための配慮がなされてい
る。

本文は、見開き1テーマで構成さ
れており、単位数に対応した展
開ができるよう工夫され、学習
内容の分量も配慮されている。

本文記述は平易で簡明であり、
生徒が読みやすいようにルビが
多く付され、学習の重点が容易
につかめるよう太字が適切に示
されている。自学自習に対する
配慮がなされている。

○
地理
歴史

7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版 3

本文の記述、展開や項目の分け
方が明瞭であり、本文の理解を
助ける絵画や写真・地図・コラ
ムなどが随所に適切に配置され
見やすく理解しやすい。また、
導入部の工夫がよい。

構成（前近代、近代、帝国主義
以降）が明確に分けられてお
り、それぞれに記載されている
分量も適切である。また、見開
きのページで内容の把握できる
配慮がなされている。

生徒が主体的に学習できるよう
に配慮されている。また、カ
ラー写真や歴史地図が各ページ
に適切に編集されたうえで豊富
に掲載されており、内容と配置
もそれぞれ工夫されている。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版

日本との関係が密接な東アジア
に関する記述が増設された。ま
た日本史に関するコラムや，本
文に関連する歴史コラムが新設
され，生徒の興味を引く内容が
一層充実された。

1時間の授業に適切な文章量と，
豊富な図版、さらにキーパーソ
ンなどのコラムを盛り込み，生
徒の興味をひく紙面構成になっ
ている。各テーマには問いかけ
が付され学習のポイントが明確
になっている。

平易な文章や、丁寧な振り仮名
は今回も踏襲されており、わか
りやすくまとめられている。
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地理
歴史

2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史

近現代史の学習の前に前近代史
の振り返り学習ができ、特に古
代・中世・近世前半・近世後半
の歴史を各見開きで簡略にまと
めてあり、各時代の象徴とする
事柄を図版などを用いて構成し
ている。

見開き構成を基本とし、見やす
いレイアウトなので学習すべき
内容が一目でわかる。また、本
文では扱わないテーマのコラム
や人物なども「人物歴史館」で
歴史への興味・関心を喚起する
ような項目も記載されている。

簡明な本文記述とともに、利用
できる資料も豊富で、活字の大
きさや配置、用紙の色などは読
みやすく配慮されている。

地理
歴史

35 清水 日Ａ 310
高等学校　日本史Ａ　新訂
版

各テーマを時系列で整理し、
テーマを追って歴史の流れを把
握できるように構成されてい
る。特に中学校での歴史学習が
日本の通史であることを意識し
ており、その中でも東アジアと
の関連を取り出し前近代を学習
する内容を記載している。

本文は、２～３ページを１テー
マにあて、テーマ毎に学習目標
が設定されており、文章も平易
に記述されている。地図や写真
を豊富に掲載し生徒の理解を助
けている。生徒の興味・関心を
引くコラムで、歴史を身近に感
じるように工夫されている。

活字の大きさは適切で、ルビの
振り方や表現も工夫されてお
り、印刷も鮮明である。

○
地理
歴史

81 山川 日Ａ 314 現代の日本史　改訂版 4

時代区分を「近代・現代」で全
８章に分け、その時代の特色や
推移を国際環境との係りの中で
理解できるよう、時期別に構成
してある。また、近現代以前に
ついても原始・古代から開国ま
での資料が巻頭にあり中学の振
り返り学習に利用しやすい。

各時代を印象深く学習し理解で
きるようなテーマが設定されて
おり、生徒の興味・関心を引く
エピソードが詳細に記載され、
歴史への関心を高め、主題学習
ができるよう例示がされてい
る。

図版は大きく見やすい。また、
口絵や本文などに豊富な地図・
写真・図版が掲載されており、
見やすく興味関心が持てるよう
な構成になっている。

地理
歴史

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ

基礎的・基本的事項が適切に取
り上げられており、重要語句に
ついては太字で表記されてい
る。現代社会における地理的認
識を深めることができる内容と
なっている。

章や説の冒頭のリード文によ
り、生徒の主体的な学習を促す
工夫がなされている。

平易で簡明な記述で読みやすい
本文となっている。章末や編末
の「まとめ・活用」により、生
徒の自学自習が行いやすいよう
配慮されている。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 312 高校生の地理Ａ 2

写真が豊富であり、世界を旅し
ながら地理的考察を深めると
いったストーリー展開の中で学
ぶことができる。旅行体験を導
入とし、生徒の興味関心を高め
る工夫がされている。

１テーマが見開きで構成されて
いるので、分量も適当であり、
学習計画が立てやすい。導入部
の写真やコラムも工夫されてお
り、世界の諸地域に対するイ
メージが持ちやすい。

写真や図表がふんだんに掲載さ
れており、重要語句は太字と
なっているので、学習の際の手
がかりとして活用することがで
きる。カラーユニバーサルデザ
インにも配慮されている。

地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ

基礎的事項が体系的に整理され
充実している。資料が的確で地
形や気候の自然環境の概念を分
かりやすく説明している。ＧＩ
Ｓや電子地形図など最新の事例
を扱い理解を深める工夫がなさ
れている。

ひとつの単元が見開きで、まと
まりをよくしてあり、学習計画
を立てやすい。世界すべての地
域をカバーしているが、分量や
配列は適切である。

本文も平易な表記で見やすく読
みやすいフォントを使用するな
ど工夫してる。視覚的にも理解
しやすい模式図や図版資料、写
真などが豊富で、学習しやすい
工夫がなされいる。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 313
地歴高等地図　-現代世界
とその歴史的背景-

2

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

政治や経済の重要地域だけでな
く、国家の枠を超えた文化圏や
文化の中心が読み取れる工夫が
なされている。歴史地名、事項
が多数掲載されており歴史学習
で活用できる。

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

地理
歴史

46 帝国 地図 309
標準高等地図-地図でよむ
現代社会-

現代社会を考察する上で利用で
きる資料が掲載されており、国
際感覚を身につける学習におい
て、幅広く活用することができ
る内容である。

分量は適当である。現代社会を
考察する上で注目される地域に
迫る地図構成となっている。

現代社会に対するイメージを持
ちやすい表記・表現となってい
る。地理的分野に限らず、現代
社会の問題に関係する資料も豊
富である。

地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図

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

豊富な分量ながら、分かりやす
い構成で資料も豊富に掲載され
ている。各領域内容がバランス
のとれた配置となっている。イ
ンデックスが設置されており、
利便性を高めている。

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

公民 2 東書 現社 313 現代社会

基礎基本が充実しており、分か
りやすい内容となっている。
テーマごとに見開きで見やすい
内容になっている。政治分野で
は判例を設けている。主権者教
育やアクティブ・ラーニングに
対応できる内容である。

本文の内容を深めるために、
「ゼミナール」・「コラム」・
「アプローチ」などの特設ペー
ジを設けている。記述内容や資
料は最新の情勢を反映している
構成となっている。

ビジュアルな図版資料や写真を
豊富に網羅している。カラーユ
ニバーサルデザインによる表記
を行っているので、資料等は、
分かりやすい表記となってい
る。

○ 公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 1

各単元のテーマを定めて、その
テーマにそって、分かりやすく
論理的な説明が展開されてい
る。現代社会の問題やタイム
リーな話題も網羅して、深く掘
り下げた内容となっており、生
徒に考えさせることができる。

Ａ４見開きの装丁で、テーマを
理解するのに分かりやすい構成
となっている。実生活や社会で
役立つ内容や時事問題を網羅し
ている。生徒にＱ＆Ａ形式で疑
問を解決できる表現方法がとら
れており、分量も適量である。

「現代社会ナビ」・「なるほ
ど！Ｑ＆Ａ」・「時事コラム」
等の特集を組んで理解を深める
表現方法をとっており、写真・
グラフ・表を多く使用して、視
覚的にも生徒の興味・関心を引
く表記となっている。

公民 35 清水 現社 316
高等学校　現代社会　新訂
版

見開きのページでテーマが提示
されており、分かりやすい説明
になっている。民主政治や経済
の分野を基本として、国際社会
や倫理の面からも丁寧な記述に
なっている。

倫理の面から法教育を記述しコ
ラムを充実させることによっ
て、経済分野を分かりやすく解
説している。また国際社会にお
ける日本の課題や沖縄の問題に
ついても、理解しやすい構成と
なっており、分量も的確であ
る。

図や写真、表やグラフも多く網
羅されており、視覚的にも分か
りやすい。脚注が充実してお
り、その時々のタイムリーな話
題をとりあげているので、生徒
にとっても興味・関心を引く表
記がとられている。
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数学 2 東書 数Ⅰ 318 数学Ⅰ　Standard

基礎的な部分からはじまり、段
階的にステップを踏めるように
なっている。また、チャレンジ
問題なども設けられており、習
熟度によって学習内容の変更等
の応用が可能になっている。

章ごとに既習事項の確認が行え
るようになっている。また、節
ごとに例題やまとめが設置され
ているため、授業で扱いきれな
い場合等の自学自習で使用しや
すい様式になっている。

各問にレベルが記載されてお
り、生徒自身が自身の習熟度を
確認しながら学習することが出
来る。また、色使いなども見や
すくなっている。

〇 数学 2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 1

どの単元も中学校数学からの接
続を意識した基本的な内容を重
視しており、初学者でも取り組
みやすいものになっている。特
に数学的な技能に関しては、プ
レリュードにおいて中学校の内
容を十分に復習できるように
なっている。

節ごとに学習のねらいが平易な
内容で記載されており、学習の
見通しが立てやすい。練習問題
の量が多く、基本的な問題を反
復練習することができる。

ページの右端に関連する既習事
項が記載されており、復習しな
がら学習を進めることができ
る。色使いも見やすく、重要事
項の理解がしやすくなってい
る。

数学 183 第一 数Ⅰ 334 新編数学Ⅰ

学習内容が細分化されており、
中学校の既習事項を活かしやす
い。公式を導く過程も丁寧に
扱っており、理解しやすい内容
になっている。

用いる技能に応じて、例題・練
習問題を分けるなど学習しやす
い構成になっている。練習量の
確保が必要な内容については、
巻末にも問題を補充するなどの
工夫がある。

問題の解法を平易な表現で示し
てあり、数学が苦手な生徒にも
取り組みやすい。全体的に落ち
着いた色合いで見やすい紙面と
なっている。

数学 2 東書 数Ⅱ 318 数学Ⅱ　Standard

日常生活と社会の事象と数学の
結びつきについての問題を章末
に扱っている。図や実際の写真
が記載されていることで、より
身近に数学との関わりを学習し
やすくなっている。

基礎的な内容も押さえつつ、数
学的な問題解決の過程につい
て、章末問題で取り扱うなどの
工夫が見られる。また、難易度
の高い問題ではステップを段階
にわけて学習できるため、観点
ごとの学習にも適している。

章末のコラムにて、日常と数学
との結びつきを紹介している。
図や問題を解く際のポイントな
ども示されており、自学自習に
も適している。

〇 数学 2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ 4

数学が得意ではない生徒でも取
り組みやすくなるよう、重要か
つ基本的な内容を取り扱ってい
る。内容の説明も平易な例から
取り上げたり、図式化したりす
ることで、理解しやすいものと
なっている。

節ごとに学習のねらいが平易な
内容で記載されており、学習の
見通しが立てやすい。練習問題
の量が多く、基本的な問題を反
復練習することができる。

例では、問題を解く際の留意す
べき点が確認できるように，解
法のポイントを青字で示すな
ど，ユニバーサルデザインに配
慮している。

数学 7 実教 数Ⅱ 322 新数学Ⅱ

新しく導入する単元について
は、その学習内容に関連する既
習事項の確認や具体例などが記
載されている。また、章末問題
ではそれに対応する例や例題と
リンクできるようになってい
る。

問題ごとに解説、実習が分かれ
ている。1ページでの解説、実習
ではなく見開きで指導できるこ
とでスモールステップの学習が
可能になっている。

解説では図解を用いている点と
重要な部分の色を付けることで
場合分けを行っている。

〇 数学 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 3

どの単元も中学校数学からの接
続を意識した基本的な内容を重
視しており、初学者でも取り組
みやすいものになっている。場
合の数では全ての場合の樹形図
を載せるなど、生徒の理解を助
けるものとなっている。

節ごとに学習のねらいが平易な
内容で記載されており、学習の
見通しが立てやすい。練習問題
の量が多く、基本的な問題を反
復練習をさせることができる。

数式部分は、大きめの書体を使
用するなど、ユニバーサルデザ
インに配慮している。また、題
材をできるだけ写真で示し、生
徒が具体的なイメージを持って
学習に取り組むことができるよ
うに配慮されている。

数学 61 啓林館 数Ａ 326 新編　数学A改訂版

学習者が着実に理解を深められ
るように、例題と練習問題の符
号に配慮するなどの工夫が見ら
れる。また、「集合」を数Ⅰ・
数Ａのどちらでも扱えるような
単元の配列がされている。

例と問、例題と練習が一対一に
対応されている。また、「図形
の性質」については求値問題を
中心とした構成となっており、
数学が苦手な生徒でも対応しや
すい。

解説の色遣いや図の位置を工夫
し、本文と図が一体となって理
解できるように配慮されてい
る。

数学 183 第一 数Ａ 334 新編数学Ａ

学習内容が細分化されている。
また、樹形図や素因数分解、作
図など中学校の既習事項を再確
認することで、その後の学習が
スムーズになるよう配慮されて
いる。

計算が平易なものを扱うことで
本質部分の理解に集中できるよ
うな構成になっている。練習問
題の量が多く、基本的な問題を
反復練習することができる。

計算方法の図解化などの工夫が
あり、理解しやすいようになっ
ている。全体的に落ち着いた色
合いで見やすい紙面となってい
る。

〇 数学 2 東書 数Ｂ 318 新数学Ｂ 3

数学が得意ではない生徒でも取
り組みやすくなるよう、重要か
つ基本的な内容を取り扱ってい
る。理解が難しい公式の取り扱
いは参考のみにするなどの配慮
も見られる。

節ごとに学習のねらいが平易な
内容で記載されており、学習の
見通しが立てやすい。練習問題
の量が多く、基本的な問題を反
復練習することができる。

数式部分は、大きめの書体を使
用したり、例や例題の区切りが
わかるようなデザインになって
いたり、ユニバーサルデザイン
に配慮している。

数学 61 啓林館 数Ｂ 324 新編　数学Ｂ改訂版

学習者が着実に理解を深められ
るように、例題と練習問題の符
号に配慮するなどの工夫が見ら
れる。また、「研究」では基本
的な内容だけではなく、応用的
な内容を扱っており大学入試を
意識したものとなっている。

例と問、例題と練習が一対一に
対応されている構成となってお
り、数学が苦手な生徒でも対応
しやすい。問・章末問題等、基
礎・基本の定着に充分な分量で
ある。

本文をイメージできる図式を用
いることで、内容を視覚的に理
解できるようにしている。

数学 183 第一 数Ｂ 332 新編数学Ｂ

学習内容が細分化されている。
解説も丁寧にされており、ベク
トルやΣの意味が無理なく理解
できるような内容になってい
る。

計算が平易なものを扱うことで
本質部分の理解に集中できるよ
うな構成になっている。練習問
題の量が多く、基本的な問題を
反復練習することができる。

例題には、問題を解くための要
点を示す「ガイド」があり、学
習しやすいような配慮がなされ
ている。全体的に落ち着いた色
合いで見やすい紙面となってい
る。

理科 61 啓林館 科人 302 科学と人間生活

科学に関する内容を、広範囲に
わたって解説してあり、科学技
術が日常生活に利用されている
例などを取り上げている。

日常的な題材を利用した実験・
観察を設け、学習したことが定
着するようになっている。

写真や図を中心に見て分かるよ
うに工夫されている。
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理科 104 数研 科人 308 新　科学と人間生活

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

豊富な図表に詳細な解説が付記
されている構成のため深い理解
が得られる。

やわらかい色遣いで取り組みや
すい。イラストも豊富で丁寧で
ある。

○ 理科 183 第一 科人 309
高等学校　改訂　科学と人
間生活

1

実社会・実生活に関する事物・
事象を通して、自然と人間生活
について学習でき、現在の人間
生活には科学技術が不可欠であ
ることを理解できる内容になっ
ている。

基礎的・基本的な学習事項の確
実な定着が図れるようになって
いる。１テーマを見開き２ペー
ジでまとめ、生徒が見やすい紙
面構成になっている。

身近な題材や実生活に密着した
事象を利用した実験・観察を設
け、創造性を培い、自らの学習
しようとする精神を養えるよう
になっている。

理科 104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎

化学基礎の要点を随時確認でき
る内容で、巻末には、問題の解
答・解説が丁寧に記載され生徒
が学習内容を理解しやすくなっ
ている。

生徒の興味や関心を引くような
写真やコラムが多数掲載されて
おり、化学をより身近に感じる
ことができるようになってい
る。

化学の理解を促す写真・図・表
が多く、日常生活の中の化学を
感じやすいようになっている。

理科 104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎

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

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

一つ一つの文章を短くし、項目
を小分けするなど生徒の集中力
維持へも配慮されている。カ
ラー写真が用いられているが色
弱者にも配慮されている。

○ 理科 183 第一 化基 322
高等学校　改訂　新化学基
礎

3

基礎・基本的な内容が十分に理
解できるようになっている。高
校化学として重要な学習事項が
取り上げられ、分かりやすく説
明されている。

分量も適切であり、編ごとのつ
ながりが分かりやすい。またす
べての項目を２ページの見開き
構成で取り上げられており、取
り組みやすくなっている。

視覚的な資料も多く、分かりや
すく、適切な表現である。

理科 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎

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

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

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

○ 理科 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版 2

生物や生物現象の基本的な概念
や原理・原則が把握できるよう
に、学習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行うた
めの発展内容も充実している。

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

原理や仕組みを分かりやすくす
るために、模式図が多用されて
いる生命現象を具体的に感じ取
らせるため、本文や図と関連の
ある写真が多用されている。

理科 183 第一 生基 319
高等学校　改訂　新生物基
礎

生物に関する項目が網羅され、
偏りなく扱われている。基礎・
基本事項を中心に構成されてお
り、学習段階に応じた弾力的な
指導がしやすい。

各テーマの冒頭にポイントがま
とめられた導入文があり、学習
の指針となっている。本文は、
内容が簡潔にまとめられ理解し
やすくなっている。

図や写真が大きくあしらわれて
いるため、重要な学習項目が直
感的に理解することができる。

理科 61 啓林館 地基 308 地学基礎　改訂版

本文と図が一体化されており、
見やすく整理・分類されている
ので、学習内容の理解を助ける
ものとなっている。

写真や図を用いることで、学習
内容の定着がしやすいように
なっている。

写真のクリオリティが高く、図
はリアルなタッチで描かれてお
り、見やすく分かりやすいよう
に工夫がされている。

理科 104 数研 地基 309 新編　地学基礎

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

構成は適切であり、分量も本校
の生徒に十分なものとなってい
る。

図や写真から視覚的に理解する
工夫が随所に見られる。

○ 理科 183 第一 地基 310 高等学校　改訂　地学基礎 4

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

分量も適切であり、編ごとのつ
ながりが分かりやすい。単元の
構成にも工夫がみられる。

視覚的な資料が豊富で、分かり
やすく配置されている。

保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版

学習指導要領の内容が、生徒の
実生活に即したものとしてバラ
ンスよく配置されており、興
味・関心をもちやすい。また、
自ら考え判断する能力や態度が
身に付けられるよう配慮されて
いる。

Ｂ５判の大きさで、ひとつの単
元が２ページで構成されていて
まとめやすい。また、専門性の
高い内容においても側注や図
説、用語解説などで詳細な説明
が成されている。

ポイントが分かるように強調文
字などが使用されている他、カ
ラー図表やイラストなども多
く、生徒の興味・関心が喚起で
きるだけでなく、理解しやすい
よう工夫されている。

○
保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 1

学習指導要領に沿って、各単元
の内容が精選されたものとなっ
ている。また、重点とすべき内
容が簡潔・適切に説明されてい
るので理解しやすいものになっ
ている。

Ｂ５判の大きさで、ひとつの項
目が見開きとなっており、学習
に取り組みやすいものになって
いる。また、必要な内容につい
ては見開きで４ページを使うな
ど、構成・分量ともに適切で理
解が深まりやすいものになって
いる。

写真やイラストを多用すること
で興味・関心をもって意欲的に
学習に取り組み、理解が深まる
よう工夫されている。また、説
明の表現が分かりやすい文章で
記載されており、理解しやすい
ものになっている。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

各編が学習指導要領の項目に即
した配列となっている。各テー
マに関する専門性の高い解説も
随所に含まれており、その理解
を助ける側注も豊富に記載され
ている。

Ｂ５判の大きさで、ひとつの学
習テーマが見開き２ページでま
とめられている。学習のポイン
ト、内容解説、図解で構成され
ており、１時間に２ページの
ペースで学習するのに適した分
量となっている。

大きな写真やイラストなどの図
解資料が随所に入っており、学
習内容をイメージしやすく、興
味や関心を持って学習に取り組
めるよう工夫されている。
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○ 芸術 17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti
1
4

生徒の様々な習熟度や学校の実
態に応じた内容が取り上げられ
ており、年表も分かりやすく掲
載されている。

単元ごとに分類された構成で分
かりやすくまとめられている。

譜面が見やすく、紙面のレイア
ウトに統一感がある。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１

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

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

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

芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１

幅広く変化に富んだ学習活動を
行うことのできる教材が用意さ
れており、生徒が興味・関心を
もって意欲的に学習を進めるこ
とができるよう配慮されてい
る。

表現教材と鑑賞教材の関連が図
られており、分野を通じた題材
設定がしやすいように配慮され
ている。

イラスト、写真の取り上げ方も
アイディアにあふれ、音楽的感
性を育成しながら知的理解を深
められるよう配慮されている。

芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１

題材がバランスよく、しかも相
互に関連をはかりながら適切に
配置されている。また自然や環
境に対する関心へと視野が広が
るよう、教科書が一つの流れに
なるようにまとめられている。

各分野から、バランスよく取り
上げられている。生徒の実態に
合わせて内容を選択することが
でき、効果的な学習指導ができ
るよう工夫されている。装丁も
堅牢である。

活字は鮮明で読みやすい大き
さ・書体である。写真・図版も
鮮明で効果的である。

芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

表現題材は、「発想や構想」の
手がかりとなるように参考作品
を多く示され、制作過程を示し
て「創造的な技能」も併せて学
べるように構成されている。

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

ファッション、パラパラ漫画な
ど今日の高校生が身近に感じら
れるもの、興味・関心がもてる
内容を積極的に取り上げてい
る。

○ 芸術 116 日文 美Ⅰ 303 Art and You 創造の世界へ
1
4

生徒の「美的体験を豊かにし、
生涯にわたり美術を愛好する心
情を育てる」とともに「美術文
化についての理解」を深めるこ
とができるように、適切に題材
を選択し、配列されている。

生徒が持ち歩き、いつでも開い
て見ることができるようなB５ワ
イド判である。またページ数も
多く題材も充実しており、良質
の原稿を使用した美しい作品が
多数掲載されている。

作品と作家のデータは、作品の
理解に役立つように正確で分か
りやすい表記である。掲載作品
は、美術の教科書として必要な
情報が正しく伝わるよう、忠実
な印刷となっている。

芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ

教材、資料、学習活動全般に、
書を愛好する心情を育て、感性
を豊かにするための工夫がされ
ている。また、古典教材として
の書への興味・関心を喚起し、
書の伝統と文化への理解を深め
ることができる。

豊富に例示された近現代の創作
作品や、カラー図版を多様した
書道史略年表などにより、自ず
と書表現への親しみと意欲を増
すことができる構成となってい
る。

判型を大きくすることで写真や
図版を大きく見せたり、漫画の
キャラクターを登場させたりす
るなど、学習意欲を高める工夫
が随所に施されている。

○ 芸術 6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ
1
4

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

「漢字の書」「仮名の書」で
は、基本的な古典が系統的に配
列され、表現と鑑賞の学習が相
互に関連を図りながら展開でき
るよう工夫されている。

領域冒頭の扉、領域ごとに色分
けされたタイトル、読みやすい
書体と文字の大きさに配慮する
など、視覚的にも理解しやすく
する工夫がされている。

芸術 17 教出 書Ⅰ 307 新編　書道Ⅰ

漢字仮名交じりの書、漢字の
書、仮名の書が指導要領の内容
にそって展開されている。実態
に応じて、篆書、隷書、草書、
篆刻、刻字も扱えるように配慮
されている。

学習の導入では、中学校書写か
ら高等学校芸術科書道への展開
を関連させて学習できるように
配慮されている。

漢字の教材は、羅列的な編成で
はなく、教材同士を対比構成に
しており、各教材の特徴が理解
しやすいものとなっている。

外国
語

2 東書 コⅠ 328
All Aboard! English
Communication Ⅰ

海外や日本での話など、幅広い
内容を扱っている。英語表現、
理解の基本事項の確認から、中
学校既習事項、高校新出事項へ
と段階的に配置されている。

内容構成が生徒にとって身近な
もので、装丁もきれいである。

写真の大きさがやや小さい。写
真、イラストが多く図版も豊富
で見やすい。新出単語の発音記
号が表記されており、丁寧であ
る。

○
外国
語

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

1

高校生の興味を引く題材が盛り
込まれている。文法事項等、平
易なものから難易度の高いもの
へと段階を踏襲した構成になっ
ており、使用しやすい。また見
開きのページに、新出英単語が
まとめられている。

内容構成が生徒にとって身近な
もので、装丁もきれいである。
見開きの構成が見やすい。分量
が適切である。

生徒にとって取り組みやすい構
成になっている。新出単語の発
音記号や、単語の読み方がカタ
カナで表記されており、生徒が
取り組みやすいものになってい
る。

外国
語

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

各レッスンの内容が、生徒の興
味を引くように工夫されてい
る。色々な分野にバランスよく
題材が取り上げられている。文
法事項が分かりやすくまとめら
れている。

写真や図版の構成が、理解の助
けになっている。大きさも配
置・構成・分量も適切である。

表現の仕方が簡潔でしかも丁寧
である。生徒が理解しやすい表
記がなされている。

外国
語

2 東書 コⅡ 327
Power On English
CommunicationⅡ

英文理解を高めるスキルの確
認、コミュニケーション英語Ⅰ
までの復習事項、コミュニケー
ション英語Ⅱの新出事項へと段
階的に配置されている。

写真、イラストが多く図版も豊
富で見やすい。内容構成が生徒
にとって身近なもので、装丁も
きれいである。

内容構成が生徒にとって身近な
もので、装丁もきれいである。
新出単語の発音記号が書かれて
おり、丁寧である。

○
外国
語

15 三省堂 コⅡ 333
VISTA
English Communication Ⅱ
New Edition

3

VISTA English Communication
Ⅰを引き継ぎ、高校生の興味を
引くよう工夫されている。ま
た、難易度の高い文法事項等を
生徒が分かりやすいよう精選し
て取り扱っている。

内容構成に親近感が持て、難し
い内容を分かりやすくしようと
いう意図が見られる。

図版が豊富で見やすく、写真も
多い。難しい内容の文にも生徒
が学習しやすいよう写真やイラ
ストを使い、表記・表現の工夫
がされている。
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令和３年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎高等学校（定時制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現

外国
語

17 教出 コⅡ 334
NEW ONE WORLD
CommunicationⅡ Revised
Edition

色々な分野にバランスよく題材
が取り上げられている。世界と
日本の結びつきという観点でコ
ミュニケーションを図ることが
できるように工夫されている。

見開きで内容が一望できるた
め、理解しやすい。配置が適切
で、関連性が分かりやすい。写
真やイラストが美しく、生徒の
興味を引くものである。

最初に見ただけで、生徒が「お
もしろそう」と感じることので
きる表現がなされている。

○ 家庭 2 東書 家基 311
家庭基礎　自立・共生・創
造

2
3

意思決定の考え方をもって章ご
とに考えられるようになってお
り、知識・技能に関して主体的
に学習できるように内容がまと
められている。

調理法の種類と特徴など、学習
後に確認したい箇所が分かりや
すくまとめられている。見開き
における情報量が比較的多く、
活字に慣れていない生徒に対し
ては読みづらい側面もあるかと
思われる。

写真や図、グラフが見やすく大
きく表示されており、色を効果
的に使うことで教科書に抵抗な
く読み進められるようになって
いる。

家庭 6 教図 家基 303
最新　家庭基礎　生活を科
学する

学習への主体的な態度を養うた
め、各節は生徒が自分の価値観
や考え方を見つめ直すことがで
きるチャート図からスタートし
ている。性的自立に関しての記
述がない点は検討すべき点とい
える。

各節の最後には、生徒自身が自
分の考え方を整理し、意思決定
を促すための資料が掲載され、
思考構築力を養う工夫がなされ
ている。見開きの分量も適量と
言える。

理解しやすいように、脚注で説
明を補ったり、重要な語句を目
立たせる工夫がなされている。

家庭 183 第一 家基 320
高等学校　新版　家庭基礎
ともに生きる・持続可能な
未来をつくる

浴衣の着付けなど、伝統的な分
野に関しての記述もあり、文化
理解教育についても十分に扱っ
ているといえる。家族の在り方
でLGBTの記載が全くない点が気
になる。

見開きの分量は適正でまとまっ
ている。ルビをふっている箇所
が少なく、生徒の能力によって
は読み取れない部分も出てくる
と考えられる。

見やすいレイアウトと配色で生
徒の興味・関心を高め、主体的
に学習できるように記載されて
いる。

64



採択
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国語 2 東書 国総 332 新編国語総合

分野・ジャンルごとに分けられ
ていて学びやすい。言語活動な
ど、表現分野の教材としても十
分使える内容となっている。

分量は適切で、装丁もカラフル
で手に取りやすい。各単元内の
教材の配列が、生徒の学習段階
や実用度を考慮したものとなっ
ている。

文字は大きさはちょうどよく、
カラー写真やイラストを多く
使っていて分かりやすい。

〇 国語 15 三省堂 国総 339 明解国語総合　改訂版 1

内容がバランス良く配置されて
いる。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。

生徒が想像しやすいようなカ
ラー写真やイラストが多い。文
字は小さくなったが、見やすい
ようにレイアウトなどを工夫し
ている。

国語 183 第一 国総 362
高等学校　改訂版　新編国
語総合

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である。

国語 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版

一単元ずつコンパクトに分かり
やすくまとまった内容である。
学習しやすい工夫が各所になさ
れている。

装丁は簡素であるが、大変読み
やすい。小単元毎に見開きで発
展する構成は分かりやすい。

字が大きくはっきりしていて読
みやすい。見出しが色分けされ
分かりやすい。

〇 国語 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版 4商

「小論文・レポート入門」「自
己ＰＲと面接」「メディアを駆
使する」など、実社会における
表現の力を育むことができるよ
う配慮されている。

表現への抵抗感を克服し、基礎
的な国語の知識を段階的に身に
付けることができるよう配慮さ
れている。

写真やイラスト、図が豊富に収
録されており、生徒の学習意欲
を喚起し、内容の理解を助ける
ために効果的である。また、カ
ラーを効果的に用いており、印
刷も鮮明である。

国語 183 第一 国表 308
高等学校　改訂版　国語表
現

表現活動として取り扱うジャン
ルが精選されており、基礎学力
の定着に適した内容である。適
切な内容の説明・解説のほか、
文章教材も多く採録されてい
る。

段階的、系統的に単元が構成さ
れている。各単元内の教材の配
列が、生徒の学習段階や実用度
を考慮したものとなっている。

写真や図の使用は少なく、文章
主体の教科書という印象を受け
る。

〇 国語 15 三省堂 現Ａ 303 現代文Ａ 4工

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

表現分野は充実しているが、小
説作品が少なめである。装丁は
落ち着いた色になっており、版
も大きく取り組みやすい。

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

国語 17 教出 現Ａ 302
現代文Ａ　青春文学名作選
―歴史の中の青春

定番のものから時代にあわせた
新しい作品も載っている。生徒
の関心を引くとともに、読解力
を養えるような内容となってい
る。

分量は適切。装丁も落ち着いた
色になっている。生徒の実態に
即したバランスのよい構成と
なっている。

文字は小さめである。カラー写
真が多く掲載されていてイメー
ジしやすい。

国語 183 第一 現Ａ 307
高等学校　改訂版　新編現
代文Ａ

掲載作品が多く、特に小説作品
が充実している。定番小説だけ
ではなく、言語学習ができる題
材なども収録されている。

分量は各分野で非常に充実して
いる。生徒の実態に即したバラ
ンスのよい構成となっている。

作品に関する写真が多く掲載さ
れている。文字の大きさもちょ
うどよく見やすい。

国語 17 教出 現Ｂ 327 現代文Ｂ

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。

〇 国語 50 大修館 現Ｂ 332 新編現代文Ｂ　改訂版 3商

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
るために効果的だと思われる。

国語 104 数研 現Ｂ 334 新編　現代文Ｂ

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
題として掲げられており、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て分
かりやすい。

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

地理
歴史

2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ

ポイントとなる箇所に「世界史
のまど」というトピックが掲示
されており興味・関心が高めら
れる内容となっている。

図版や写真などで見やすさを
補っている。構成・分量・装丁
とも適切である。

カラー写真や図が大きく美し
い。文字も見やすいようにレイ
アウトなどを工夫している。

地理
歴史

7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版

内容がバランス良く配置されて
いる。様々な歴史的事象やコラ
ムが多く入っているので興味が
引かれやすい。

バランスのよい章立てとなって
おり、分量も適切である。各単
元内の教材の配列が、生徒の学
習段階や実用度を考慮したもの
となっている。

地図・写真・図版とも生徒の理
解を助けるものとなっている。

〇
地理
歴史

183 第一 世Ａ 317
高等学校　改訂版　世界史
Ａ

3

世界史への生徒の興味・関心を
喚起するコラムが多数収録され
ている。また、現代世界の課題
を歴史的に考察できるよう工夫
された内容となっている。

適切な分量であり、生徒が使い
やすい。装丁も丁寧で見やすく
まとめられている。

歴史学習を深めるのに役立つ写
真・地図・図版が豊富に掲載さ
れている。

令和３年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎総合科学高等学校（定時制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現
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令和３年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎総合科学高等学校（定時制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現

地理
歴史

2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史

基本的事項が分かりやすく説明
されている。「地域の窓・時代
の窓・17歳の肖像」という学習
理解を深める特集ページが組ま
れており、興味・関心を喚起さ
せる内容となっている。

分量は適切で生徒が使いやすい
構成となっている。装丁もよく
整えられている。

表現が丁寧で理解しやすい。全
体的に生徒が使用しやすい工夫
がされている。

地理
歴史

81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版

簡明な記述で、基本的な事項を
習得しやすい工夫が全体的にさ
れている。近現代史を的確に考
察できる内容となっている。

教科書のサイズが小さくコンパ
クトで扱いやすくなっている。
また構成・分量・装丁ともに問
題はない。

重要事項の写真・図版が随所に
掲載されており歴史の理解を促
す点からも効果的である。

〇
地理
歴史

183 第一 日Ａ 312
高等学校　改訂版　日本史
Ａ　人・くらし・未来

4

節ごとに特集が掲載されている
とともに「エピソード」が豊富
に取り上げられており、生徒が
興味・関心を引きやすい内容と
なっている。

図版・グラフ・写真が豊富に示
されており、分量・装丁とも適
切である。

ポイントとなる点に適切に写
真・図版が掲載されており工夫
された表記・表現となってい
る。

地理
歴史

35 清水 地Ａ 311
高等学校　現代地理Ａ
新訂版

基礎基本が分かりやすくまとめ
られている。また、身近な話題
や社会問題などをトピック的に
取り上げており、理解を助ける
内容となっている。

各事項の配置のバランスがよ
く、全体として無理のない分量
である。

地図の描画・地形図・写真の読
み取りなどが丁寧に扱われてい
る。

地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ

「人々の生活」を多く取り上げ
ており、各地の最新事情が的確
に捉えられる内容になってい
る。

図版・グラフ・写真が豊富に示
されており、分量・装丁とも適
切である。

模式図・写真と本文が適切にリ
ンクし、分かりやすい表現と
なっている。

〇
地理
歴史

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

2

「GEO TOPIC」や「地域にズーム
イン」などのトピックによって
内容を深め、「ちょっと味見」
で興味・関心を高めるなど、随
所に工夫が施されている。

イラストや写真などで見やすさ
を補っている。構成・分量・装
丁とも適切である。

カラー写真や図版が大きく美し
い。全体的に見やすいようにレ
イアウトなどを工夫している。

地理
歴史

2 東書 地図 301 新高等地図

学習指導要領の趣旨を踏まえた
内容が適切に選択されている。
また、地理的な見方や考え方の
基礎を培うような内容が取り上
げられている。

系統的にかつ分かりやすく構成
されている。分量・装丁とも適
切である。

全体的に見やすく、表記・表現
ともに適切である。

〇
地理
歴史

46 帝国 地図 309
標準高等地図-地図でよむ
現代社会-

2

各国の中心都市の拡大図や各地
域の政経・環境・社会・歴史な
どが多数掲載されており、充実
した内容となっている。

学習指導要領に即した構成であ
り、分量・装丁とも適切であ
る。

大判で見やすく、基本図拡大図
とも適切な配置となっている。

地理
歴史

130 二宮 地図 314 高等地図帳　改訂版

全体的に見やすい工夫がこらさ
れている。社会問題などの資料
図が多数掲載されており、充実
した内容となっている。

補助地図の配置・構成および各
項目の分量が適切である。

落ち着いた色づかいで見やすい
図版の表記になっている。

公民 2 東書 現社 313 現代社会

ポイントとなる箇所に分かりや
すい図表やグラフを配置してお
り、理解しやすくさせる工夫が
多く見られる。

学習指導要領に準拠した、適切
な構成である。分量・装丁も適
切である。

すっきりしていて見やすい。適
切な表記・表現となっている。

〇 公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 1

理解を助けるための図表が多く
配置されている。また「なるほ
どＱ＆Ａ」などで理解を深める
工夫がされている。

構成・分量・装丁とも適切であ
り、学習指導要領に準拠したも
のとなっている。

図版の色分けなどが丁寧で見や
すく、内容を適切に捉えること
のできるように工夫されてい
る。

公民 17 教出 現社 304 最新　現代社会

各段落の見出しが分かりやすい
センテンスになっている。ま
た、各ページの欄外にキーワー
ドを置くなどポイントをつかみ
やすくなっている。

学習指導要領に準拠した、適切
な構成である。分量・装丁とも
活用しやすいよう工夫されてい
る。

全体的に見やすい表記となって
おり、生徒の学習意欲を引き出
す工夫がされている。

数学 2 東書 数Ⅰ 317 数学Ⅰ　Advanced

学習項目の配置が、中学校の復
習や基礎的・基本的事項の理解
に役立つように配置されてい
る。また、取り扱われている内
容も生徒の実態に配慮したアプ
ローチがしやすい内容になって
いる。

文字の大きさや分量について、
Ｂ５判の利点を生かして要点が
コンパクトにまとめられてい
る。例題の計算式の導き方も簡
潔かつ丁寧である。理解しづら
い計算は説明に工夫され平易に
なっている。

公式や要点の部分の囲みも明瞭
である。また、図解も丁寧で色
の使い方も適切である。

○ 数学 2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 1

各項目について、計算の経過が
丁寧に示されている。また、例
題ではいくつかのパターンが用
意されているので、生徒の理解
度を把握しながら指導できる。

中学校での既習事項から無理な
くアプローチされている。例題
の構成も難易度別に設定されて
おり、学習到達度を個別に見な
がら指導できる。各練習も例題
と関連性が重視され分量も適切
である。

公式や要点の部分の囲みも明瞭
である。また、図解も丁寧で色
の使い方も適切である。
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数学 2 東書 数Ⅰ 302 新編数学Ⅰ

学習内容の進捗に従って例題が
丁寧に説明されており、途中式
の経過についても飛躍がなく理
解しやすくなるように配慮して
記述されている。

導入の説明も簡潔ではあるが丁
寧になされており、公式など要
点も明瞭である。学習内容ごと
の例題や問も理解を深めるため
に適切な分量が配置されてい
る。

重要事項や公式のまとめなどの
記述が明瞭に記述されているの
で理解しやすい。また、図形的
な分野や式変形の経過も適度に
色刷りを用いて説明されてお
り、要点の把握が容易なってい
る。

数学 7 実教 数Ⅰ 321 新版数学Ⅰ　新訂版

各項目について、計算の経過が
丁寧に示されている。また、例
題ではいくつかのパターンが用
意されているので、生徒の理解
度を把握しながら指導できる。

中学校での既習事項から無理な
くアプローチされている。例題
の構成も難易度別に設定されて
おり、学習到達度を個別に見な
がら指導できる。各練習も例題
と関連性が重視され分量も適切
である。

公式や要点の部分の囲みも明瞭
である。また、図解も丁寧で色
の使い方も適切である。

○ 数学 2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ ３工

学習項目の配置が、中学校の復
習や基礎的・基本的事項の理解
に役立つように配置されてい
る。また、取り扱われている内
容も生徒の実態に配慮したアプ
ローチがしやすい内容になって
いる。

文字の大きさや分量について、
Ｂ５判の利点を生かして要点を
コンパクトにまとめられてい
る。例題の計算式の導き方も簡
潔かつ丁寧である。理解しずら
い計算は説明に工夫され平易に
なっている。

公式や要点の部分の囲みも明瞭
である。また、図解も丁寧で色
の使い方も適切である。

数学 2 東書 数Ⅱ 302 新編数学Ⅱ

各単元ごとの例題が丁寧に説明
されており、公式が多く出現す
る数学Ⅱにおいて、そこを配慮
しつつ途中式の経過なども理解
しやすくなるように記述されて
いる。

導入の説明も簡潔かつ丁寧にな
されており、公式などの要点も
明確である。学習内容ごとの例
題や問も理解を深めるために丁
度よい分量が配置されている。

公式や要点の部分の囲みも明瞭
である。また、図解も丁寧で色
の使い方も適切である。

数学 7 実教 数Ⅱ 321 新版数学Ⅱ　新訂版

各項目について、計算の経過が
丁寧に示されている。また、例
題ではいくつかのパターンが用
意されているので、生徒の理解
度を把握しながら指導できる。

中学校での既習事項から無理な
くアプローチされている。例題
の構成も難易度別に設定されて
おり、学習到達度を個別に見な
がら指導できる。各練習も例題
と関連性が重視され分量も適切
である。

公式や要点の部分の囲みも明瞭
である。また、図解も丁寧で色
の使い方も適切である。

○ 数学 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 4商

問と例題との連携性を重視して
説明されており、問も難解でな
く扱いやすく配置されている。
また、基本事項の理解の道筋と
して、遠回りでない説明構成と
なっている。

各学習項目毎の問や復習問題な
ど理解を深めるために必要な問
題数がコンパクトに収められて
いる。解説や公式のまとめなど
分量も適切である。

様々な解説で図解や挿絵などが
とらえやすく配置され、理解の
助けになっている。重要な用語
も明確に示されており、要点を
つかみやすい。

数学 2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ

学習内容ごとの例題が丁寧に説
明されており、途中式の経過な
ども理解しやすくなるように記
述されている。

導入の説明もコンパクトではあ
るが丁寧になされており、公式
など要点も明確である。学習内
容ごとの例題や問も理解を深め
るために適度な分量が配置され
ている。

重要事項や公式のまとめなどの
記述が明瞭に記述されているの
で理解しやすい。また、図形的
な分野や式変形の経過も適度に
色刷りを用いて説明されてお
り、要点を把握しやすくなって
いる。

数学 104 数研 数Ａ 331 改訂版　新　高校の数学Ａ

小中学校の復習も豊富に扱って
いるので、高校の内容に無理な
く入れる。基本的な内容を丁寧
に扱っているので、理解しやす
い。

数式や図解など様々な方向から
解説が構成されており、学習者
に要点が伝わりやすい。確認問
題など反復できるように設定さ
れており、定着しやすい。

身近なイラストなどを要所ごと
に使われており、理解の助けに
なる。また、表現も「ですま
す」調で柔らかい文体になって
おり、親しみやすい。

○ 理科 7 実教 科人 307 科学と人間生活　新訂版 1

身近な話題から科学の基本的な
概念を学べるように観察や実験
を通して身の回りの事物や現象
が理解しやすく、科学的な見方
や考え方を高められるような内
容になっている。

中学校での既習事項から物理、
化学、生物、地学と４分野がバ
ランスよく構成されており、各
項目が見開きで完結しているた
め、授業をスムーズに進められ
る。

興味・関心を喚起する美しい写
真を使い、また、写真も日常の
身近な製品を用いているところ
に生活と科学をつなげる工夫が
なされている。

理科 61 啓林館 科人 302 科学と人間生活

丁寧な説明で、それぞれの分野
で基本的な概念をきちんと理解
できるように記述してある。生
徒の興味・関心を引きながら授
業を進められる内容になってい
る。

各内容の分量と配分が適切であ
る。写真や図が多く、全体の構
成が視覚に訴える内容になって
いる。

文章が簡潔で読みやすい表現が
使われている。専門用語が明確
に定義され、文章が簡潔である
ため、生徒は理解しやすいと思
われる。

理科 104 数研 科人 308 新　科学と人間生活

最新の科学技術が紹介されてお
り、科学の基礎的・基本的事項
の理解や習得のため、適切な箇
所に観察実験を置き、これから
の科学の在り方を探究的に学習
が進められるようになってい
る。

文章が丁寧に記載されており、
読むだけでも理解できるように
なっている。また、中学校から
の既習内容から学習が進められ
るようになっている。

日常の現象を科学的に解説して
おり、本文中の写真も身の回り
の製品を扱うなど身近に科学を
実感できる。

理科 2 東書 化基 313 改訂　化学基礎

化学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、化
学的な見方や考え方を養い、化
学的な興味・関心を高められる
ようになっている。

全般的に、基本的・基礎的な学
習内容と現象に絞られ、観察・
実験に重点が置かれている。

序文や物質図鑑、暮らしの化学
基礎など生徒の暮らしと化学を
つなぐ工夫がなされている。ま
た、難しい問題には解説を付け
自学自習への配慮がされてい
る。

理科 2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎

丁寧な説明で、無機化学・有機
化学それぞれの分野で基本的な
概念をきちんと理解できるよう
に記述してある。生徒の興味・
関心を引きながら授業を進めら
れる内容になっている。

各内容の分量と配分が適切であ
る。写真や図が多く、全体の構
成が視覚に訴える内容になって
いる。

文章が簡潔で読みやすい表現が
使われている。専門用語が明確
に定義され、文章が簡潔である
ため、生徒は理解しやすいと思
われる。
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○ 理科 7 実教 化基 315 化学基礎　新訂版 4商

化学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、化
学的な見方や考え方を養い、化
学的な興味・関心を高められる
ようになっている。

発展的な学習内容の掲載は極力
控えられており、基本的・基礎
的な学習内容と現象に絞られ、
観察・実験に重点が置かれてい
る。

導入のページで興味・関心を喚
起する美しい写真を大きく使
い、本文中の写真も身近な製品
を使うなど、視覚的に生活と化
学をつなげる工夫がなされてい
る

〇
保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1

内容構成が適切で、資料等も充
実している。また、生涯を通じ
た健康やスポーツの基礎的な事
項が、分かりやすく記載されて
いる。生徒に多様な視点や課題
意識をもたせやすい。

内容の分量が適切である。ま
た、図版等も見やすく、生徒の
活用が期待される。

文章・図版などの割付が適切で
ある。生徒が関心を持ちやす
く、活用もしやすい。

保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版

単元構成が工夫されており、ポ
イントがつかみやすく、また 基
礎的な事項が簡潔に記されてい
る。生徒に課題意識をもたせや
すい。

項目によっては、内容の分量が
不足気味のところが見受けられ
るが、コンパクトにまとめられ
ている。

図表・写真等が多く、充実して
いる。具体的に理解しやすく、
活用もしやすい。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

基礎・基本の内容だけでなく最
新の要素が多く含まれている。
そのため習得できることが多
い。

すべての項目で学習のポイント
が２つになっているので学習目
標が明確である。

配色が豊かで図表・写真で内容
を理解できるようになってい
る。

芸術 17 教出 音Ⅰ 308
高校音楽Ⅰ改訂版　Music
View

幅広く変化に富み内容と関連付
けて、基本的・基礎的な内容を
学習できる。音楽的側面のみだ
けではな文化的側面からも伝統
音楽や音楽文化の内容も充実し
ている。

系統的な構成により、表現・鑑
賞領域の学習の相互の関連付け
がしやすく、生徒が理解しやす
いように工夫されている。分量
は過不足なく良い。

音楽に親しみやすいデザインと
なっている。カラーとモノクロ
にページを分け、楽譜やイラス
ト・写真を効果的に配置されて
いる。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１

古今東西の音楽を題材にし、特
に世界の民謡やミュージカルな
どの歌唱教材が充実し、表現と
鑑賞が相互に関連しバランスが
良い。鑑賞教材など解説が細か
く丁寧でより深く学ぶことがで
きる。

表現と鑑賞の教材が有機的な連
動をはかり、バランスよく構成
されている。楽典の配分も充実
し、様々な音楽より精選され過
不足なく高校生にとって適切の
分量となっている。

写真やイラストを多用し、色刷
りが多く色彩豊かで視覚的に工
夫がなされており、学習しやす
い。譜例などが効果的に配置さ
れており、生徒が理解しやすい
工夫がなされている。

◯ 芸術 89 友社 音Ⅰ 311 改訂版　高校生の音楽１ 4

音楽を形づくっているリズム・
メロディー・ハーモニーといっ
た基本的要素をはじめに学べる
内容となっている。段階を踏ん
で学習活動ができる工夫がなさ
れている。音楽文化の基礎的な
内容も充実している。

全体の構成バランスがしっかり
している。生徒を飽きさせない
ように変化に富んだ構成であ
る。分量が丁度良い。装丁が美
しい。

表現が硬くなく、理解しやすい
文章である。譜読みがしやすい
工夫がなされている。見やすく
明るい鮮やかな配色と豊富なイ
ラスト・写真を用意し、生徒の
学習意欲を引き出す工夫がなさ
れている。

外国
語

205 三友 コ基 302
JOYFUL English
Communication Basic

英語を学ぶ楽しさを生徒が理解
できるよう工夫している。中学
生とは異なり高校生ならではの
興味・関心を引く内容を精選し
ている。

英語の基礎を学びやすいよう、
構成を工夫している。分量面で
は、英語が苦手な生徒のことを
配慮し、精選の跡が見られる。

ふんだんにイラストや写真を使
用し、行間も余裕があり、英語
が苦手な生徒でも、表記・表現
に親しみがもてるものと思われ
る。

○
外国
語

226 チアーズ コ基 303
ATLANTIS English
Communication Basic

1

コミュニケーションに必要な英
語が自然に身に付くよう考慮さ
れており、母国語が英語である
人々にとってもナチュラルであ
ると思われる表現を使用しよう
とする傾向が見られる。

英語が苦手な生徒にとっても学
びやすいよう、基礎・基本から
応用まで、分量および構成、装
丁に配慮が見られ、簡潔にまと
められれている。レイアウトも
きれいで見やすい。

きれいなイラスト、図、写真
で、適切な配置がなされてい
る。カラー配色が効果的であ
る。

外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 328
Revised Vision Quest
English Expression Ⅰ
Advanced

英文法、英語表現ともに高校生
としては高度な内容で、学習が
進むにつれてコミュニケーショ
ン能力が高められようる工夫さ
れている。表現力を高めながら
英文の理解力も深めようとする
内容である。

高校生の学ぶ教科書としては、
英文の分量や設問が多い。文法
説明が詳細で、英語表現の応用
力を着実に身に付けたい生徒に
適している。装丁は簡素であ
る。

多くの欄が文字に占められてお
り、イラストや写真はあまり多
くない。比較的高度な表現を使
い、表記はフレーズを多く使用
している印象がある。

外国
語

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

英文法、英語表現ともに高校生
として標準的な内容で、標準的
なコミュニケーション能力が身
に付けられる内容となってい
る。会話文は少しずつ高度な内
容になっている。

高校生の学ぶ教科書としては英
文の分量・設問とかは標準的で
ある。文法説明が比較的少な
く、構成は標準的な英語表現を
身に付けたい生徒に合ってい
る。装丁に軽快感があり、見や
すい。

イラストや写真を多めに使っ
て、生徒の理解を高めようとい
う工夫が見られる。高校生レベ
ルとしては標準的な表現で、ス
タンダードといえる表記であ
る。

○
外国
語

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

4商

英文法の基礎基本を学べ、基礎
基本となる英語表現力を身に付
けることができるよう内容が工
夫されている。会話文は短いも
のが多く、日常よく使われる表
現をしっかり身に付け、会話に
生かしたい生徒に適している。

生徒に基礎的な英語表現力を身
に付けさせようとする構成で、
分量は全体的に少なめである。
文法説明も簡潔であり、基礎・
基本の英語表現を着実に身に付
けたい生徒に適している。明る
くきれいな装丁で、見やすい。

豊富で効果的に写真とイラスト
を使用している。高度な表記、
表現は控えめで、生徒ができる
だけ英語に親しみを持てること
ができるよう、随所に工夫が見
られる。

家庭 6 教図 家基 302
家庭基礎　ともに生きる
明日をつくる

模式図や乳児の等身大写真や、
豊富な図が、生徒が学習しやす
いよう導入に役立つ工夫がされ
ている。

各章に学びの地図を配置し、そ
の章で何を学ぶかを把握しやす
いつくりと構成となっている。

高校生のキャラクターを設定
し、家族などの領域がより学習
しやすくなるように工夫がなさ
れている。
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○ 家庭 6 教図 家基 303
最新　家庭基礎　生活を科
学する

2
3
4

自らの生活の中で考えていくこ
とができる力を付けるため、資
料や統計を読み解く力が付くよ
う内容に工夫を凝らされてい
る。生活の基本や自分の人生に
対する価値観を身に付けること
ができる内容である。

文章は簡潔で図や資料は見やす
く豊富に用いられており、生徒
が学習しやすいものとなってい
る。分量も適正で生徒に身近な
内容でまとめられている。

理解しやすいように、脚注で説
明を補ったり、重要な語句を目
立たせる工夫がなされている。
また、写真やイラストなどで視
覚的な工夫がなされている。

家庭 7 実教 家基 314
新家庭基礎　パートナー
シップでつくる未来

生活していく上で必要な基礎的
知識・技術の習得を基本に、ス
テップアップさせた内容を実践
的・応用的に学べる内容となっ
ている。

簡潔な文章や図・資料を用いて
分かりやすくまとめられてい
る。人との関わりから生活へ消
費者と段階を踏んで学習できる
構成となっている。

生徒が読みやすく、分かりやす
い記述がされており、イラスト
や写真、グラフを使用し生徒の
興味・関心を引き付ける工夫が
なされている。

○ 工業 7 実教 工業 301 工業技術基礎 1工

工業各分野の基礎的な知識や、
技術についてよく整理されてい
る。

生徒に理解しやすく、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

製図例が豊富で、様々な学習に
対応できるように配慮されてい
る。

基礎的なことを系統的に配列
し、理解しやすい構成となって
いる。

文章・図版の説明が適切な表記
である。

工業 7 実教 工業 303 電気製図

電気製図に関する基本的な事項
を分かりやすく取り上げ、生徒
にも理解しやすく工夫されてい
る。

電気製図の基礎が十分に意識し
て記述されており、系統的に構
成されている。

文章表現や用語、基本的内容の
記号・単位が適切である。製図
の事例も豊富であり表現も的確
である。

○ 工業 7 実教 工業 307 製図
2機
3電

文章表現、用語などの使用が適
切である。製図例なども豊富に
記載されている。

各章の内容が系統的かつ基礎的
内容から発展的な内容まで理解
しやすく構成されている。

解説文字、図版説明が、適切に
配慮されている。

工業 7 実教 工業 385 情報技術基礎　新訂版

プログラミングはBASICとＣ言語
が用いられ、具体的な事例が多
く用いられており、理解しやす
く構成されている。

具体的な解説で学びやすく、多
くの練習問題を取り入れてい
る。

見やすく、生徒に分かりやすい
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

BASICやＣ言語を掲載しており、
例題を通して学習が進められる
よう配慮されている。また、情
報モラル等に関する記載もされ
ている。

学習がスムーズに進むように系
統性に配慮がなされており、理
解しやすい構成になっている。

多くの図を掲載していて理解を
助けるように工夫されている。
カラー刷りにして、見やすく、
分かりやすい言葉で書かれてい
る。

○ 工業 154 オーム 工業 311 情報技術基礎 2工

情報技術基礎のプログラミング
はＣ言語のみが用いられている
が、具体的な事例が多く用いら
れており、生徒が理解しやすく
構成されている。

パソコン利用方法が良く解説さ
れているので分かりやすく、図
などを多く取り入れて章末に問
題を加えることで、理解の定着
に努めている。

視覚的に理解できるように図解
に工夫してある。また、やさし
い言葉で簡潔に書かれている。

工業 174 コロナ 工業 387 新 情報技術基礎

情報基礎に関する各分野の内容
が精選されており、生徒の理解
度に応じて学習ができる内容と
なっている。

興味をもって学習できる工夫が
配慮がなされており、勉強しや
すい構成になっている。

生徒の興味・関心や、意欲が持
ちやすいようになっており、分
かりやすい言葉で書かれてい
る。

工業 174 コロナ 工業 312 情報技術基礎

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
徒の発達度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
た分かりやすい言葉で書かれて
いる。

工業 7 実教 工業 315 機械工作１

各種材料の性質や鋳造、溶接な
ど内容が精選されており、機械
工作の基本的な知識や技術が理
解しやすい記述になっている。

各章において内容が系統的に構
成されており、図版も多く分量
も適当である。

平面図、立体図が多用されて見
やすく工夫され、解説も適当で
ある。

工業 7 実教 工業 316 機械工作２

切削加工の基本的な知識が丁寧
記述されており、具体例を取り
入れ、理解しやすく工夫されて
いる。

各章において内容が系統的に構
成されており、図版も多く分量
も適当である。

平面図、立体図が多用されて見
やすく工夫され、解説も適当で
ある。

〇 工業 7 実教 工業 317 新機械工作 3機

機械工作の内容が精選されてお
り、基本的な知識や技術が具体
例を取り入れ理解しやすい内容
となっている。

基礎的内容から、応用的内容ま
で系統立てわかりやすく編集さ
れている。

文字の大きさや書体が適切であ
り、図や写真が大きく見やすく
工夫されている。

工業 7 実教 工業 318 新機械設計

機械設計について理解しやすい
ように内容の整理がされてお
り、基本的な内容を主軸に学べ
るよう工夫されている。

機械設計の基礎を中心に段階を
踏んで理解できる構成である。
図版や設計例が多く、分量も丁
度良い。

グラフ・表・平面図や立体図を
多用し、理解しやすいように工
夫されている。
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〇 工業 7 実教 工業 319 機械設計１ 3機

説明は具体的な設計例を用いた
教材になっているので、基本的
な設計技術を中心に学べる。

系統的な構成にしてあり、段階
を踏み学習ができる。図版も多
く分量も適当である。

設計の手順と図や例を多く取り
入れ、視覚的に分かりやすいよ
うに工夫されている。

〇 工業 7 実教 工業 320 機械設計２ 3機

仕様･総合･解析･評価･設計解の
順で構成され、段階を踏みなが
ら「設計とは何か」「よい機械
とは何か」を考えさせ設計の基
礎が学べるように工夫されてい
る。

例題が多く生徒が理解しやすい
構成の工夫されていて、分量も
過不足なく丁度良い。

設計の順序と図や例を多く使用
し生徒の理解を深める工夫がな
されている。

〇 工業 7 実教 工業 345 原動機 4機

　流体力学、熱力学の基礎を丁
寧に記述されている。原動機に
ついて学びやすいように工夫さ
れている。

　学習内容が良く整理されてお
り、系列的で理解しやすい構成
である。

　多くの図や写真が取り入れら
れ、円滑に理解できるように工
夫されている。

工業 7 実教 工業 388 電気基礎１　新訂版

直流回路や電流と磁気、静電気
の内容を基礎・基本を確実に学
ぶことができるよう配慮されて
いる。

図や写真を用いて、例題やその
解説が理解しやすい構成となっ
ている。

説明が丁寧で分かりやすい表現
で書かれている。立体的な図の
表現や重要ポイントが見やす
い。

工業 7 実教 工業 389 電気基礎２　新訂版

交流回路や三相交流、電気計測
の内容を基礎・基本を確実に学
ぶことができるよう配慮されて
いる。

図や写真を用いて、例題やその
解説が理解しやすい構成となっ
ている。

説明が丁寧で分かりやすい表現
で書かれている。図や公式など
が別色になっており学習しやす
い。

工業 7 実教 工業 390 精選電気基礎　新訂版

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、生徒が分かり
やすい。

カラーページが多く、図やイラ
ストを用いて図解的に解説して
おり、生徒が分かりやすい表現
で書かれている。

工業 154 オーム 工業 327 電気基礎１

電気とは何かから始まり、日常
の生活での電気の役割など、生
徒が電気に興味が持てるような
工夫がある。

例題と練習問題は適切な量に
なっており、問題を解くこと
で、基礎的な内容が理解しやす
い。

表記・表現とも良くできてい
る。色分けなどを使い分かりや
すい。

工業 154 オーム 工業 328 電気基礎２

単元ごとに要点がまとめられて
おり、学習しやすい配慮がされ
ている。また、発展的学習内容
も書かれており、学習意欲の高
い生徒には効果的である。

図や写真を多用し、例題やその
解説など理解しやすい。

説明が丁寧で、説明の中に分か
りやすい例なども書かれてい
る。図や重要公式が別色になっ
ているため、ポイントをとらえ
やすい。

○ 工業 174 コロナ 工業 329 わかりやすい電気基礎 1電

直流回路の電流と磁気、静電
気、交流回路、電気計測など基
礎・基本計算を確実に学ぶこと
ができるよう配慮されている。

基礎・基本の学び方、学習の定
着が段階的に図れるように、図
や写真を用いて構成されてお
り、分かりやすい。

図やイラストを多彩に用いて解
説しており、見やすく分かりや
すい表現で書かれている。

工業 174 コロナ 工業 330 電気基礎（上）

初歩の直流回路や交流回路の基
礎・基本計算を確実に学ぶこと
ができるよう配慮されている。

例題問題、章末演習が重視さ
れ、問いにより問題解決方法を
習得できるようになっている。

生徒の学習効果の向上や理解で
きるよう、分かりやすい表現で
書かれている。

工業 174 コロナ 工業 331 電気基礎（下）

例題や問題が多く示され、単元
ごとのポイントも適切に配置さ
れている。

教科書のサイズも大きくなった
ことで見やすくなり、生徒が学
習しやすい系統になっている。

生徒の学習効果の向上や理解で
きるよう、分かりやすい表現で
書かれている。

○ 工業 7 実教 工業 391 電気機器　新訂版 3電

各種電気機器および電気材料の
基礎を網羅し、また、応用等の
例題も多用しているので分かり
やすい内容になっている。

電気機器について、内容・事例
等が具体的で分量も適切であ
る。

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

生徒が理解しやすいように、学
習内容に関する具体的な事例を
多く取り上げ理解しやすい。

内容が具体的で分かりやすく掲
載されており、分量も適切であ
る。

分かりにくいところは図が取り
入れられており、説明も適切な
ので、生徒にとって理解しやす
い表記である。

工業 7 実教 工業 392 電力技術１　新訂版

基礎理論・基本計算事項を分か
りやすく説明してあり、生徒が
容易に理解できるよう工夫され
ていている。

構成・内容にも十分に配慮され
ており、学習効果を上げる分量
としても適切である。

図表・解説等が分かりやすく、
各章も色分けされており、生徒
に分かりやすく適切である。

工業 7 実教 工業 393 電力技術２　新訂版

電力、制御分野の基礎的事項が
図や表を多く取り入れ分かりや
すく解説されている。

図板が大きく視覚的に分かりや
すく、構成も適切である。

図の表記や文章の表現が適切に
配置されている。
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○ 工業 154 オーム 工業 352 電力技術１ 4電

電力の制御に関する技術や電力
の用途に応じて利用する技術な
ど、電気エネルギー応用技術が
幅広く書かれてる。

構成・内容・解説・問題にも十
分に配慮されており、学習量と
しても適切である。

図表等が分かりやすく色分けさ
れており、表記・表現方法も適
切である。

○ 工業 154 オーム 工業 353 電力技術２ 4電

発電・送電・配電などの電力供
給技術を活用する内容が細かく
書かれている

やさしい文法事項から入ってい
る。量も適当である。

図表等が分かりやすく色分けさ
れており、表記・表現方法も適
切である。

工業 7 実教 工業 395 電子回路　新訂版

基本的な回路の考え方や、解説
等が丁寧に記述され、適所に例
題や問が設けられている。

各内容が系統的によく構成され
ている。また、装丁がよく適切
な構成になっている。

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 3電

基本的な原理や動作が理解しや
すい回路を取り上げており、内
容が十分に記述されている。

各内容が系統的によく構成され
ている。また、装丁がよく適切
な構成になっている。

説明の文章が簡潔で分かりやす
い。重要用語をよく強調してい
る。図や写真が適切に配置さ
れ、要点が理解しやすい。

○ 工業 7 実教 工業 359 電子情報技術 4電

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、生徒が理解しやすい内容
になっている。

分野別に片寄りが無く、分かり
やすい構成となっている。

各説明が分かりやすく表現がさ
れている。

○ 工業 7 実教 工業 360 ハードウェア技術 3電

論理回路や制御技術などハード
ウェアに関する内容を学習する
ことができる。また、基本情報
技術者試験への配慮もされてい
る。

情報技術基礎で未修得の生徒に
も、容易にプログラミングを実
行・確認できる。

図やイラストの色使いが視覚的
に工夫されており、生徒が理解
しやすいように表現されてい
る。

○ 工業 7 実教 工業 361 ソフトウェア技術 4電

オペレーティングシステムや情
報セキュリティなど基本情報技
術者試験への配慮もされてい
る。

写真や図を多く取り入れられて
おり、章末に問題もあるなど理
解の定着に努めている。

図やイラストを用いて、見やす
く、色使いもよく生徒に分かり
やすい表現で書かれている。

○ 商業 7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版 1商

挿絵に工夫があり親しみやす
い。用語の解説や資料が分かり
やすい。生徒が学習を進めるう
えで適切な内容である。

分量が適切である。豊富な資料
を活用した構成で工夫みられ
る。

グラフや図表が豊富に使われて
いる。挿絵等も生徒が興味・関
心を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

基礎・基本が理解しやすい表記
になっている。また、生徒が経
済状況を学習しやすい。

章ごとに設定された練習問題が
あり、構成は生徒が興味を持て
る内容である。

シンプルな配色はとても良く、
強調用語の部分が分かりやす
い。

商業 190 東法 商業 335 ビジネス基礎　新訂版

基礎・基本の解説が平易な表現
で記載されている。効果的な色
使いや豊富な図解を利用してい
る。文章による説明が生徒に理
解させやすい。

分量の問題はない。豊富な資料
がある。

文章表現、内容が生徒に分かり
やすい。

○ 商業 7 実教 商業 345 ビジネス実務　新訂版 1商

学習に必要なすべての要素が網
羅されており、それらが丁寧に
記述されている。

例題や基本問題、練習問題が豊
富に記載されており、バランス
のとれた構成になっている。

例題や実習問題が豊富に掲載さ
れ学習を深められる。

商業 190 東法 商業 346 ビジネス実務　　新訂版

基礎的な知識及び技能を学習さ
せることに重点が置かれてい
る。

例題や実習問題が豊富に掲載さ
れ課題学習の取り組みが容易で
ある。

図や写真などの、視聴覚的要素
から生徒に理解を促すように配
慮されている。

○ 商業 7 実教 商業 354 経済活動と法 新訂版 4商

基礎・基本の解説が分かりやす
い表現で記載されている。色使
いや豊富な図解を利用してい
る。文章による説明が生徒に分
かりやすい。

分量が適切である。豊富な図解
や資料の構成に工夫なされてい
る。

例題や練習問題が豊富に掲載さ
れ学習を深められる。

商業 190 東法 商業 355 経済活動と法 新訂版

生徒に分かりやすい内容で記載
されており、構成も学習しやす
い。図解や資料の活用により学
習が深められる。

分量は適切であり、図解や資料
も生徒に理解しやすい。

練習問題の内容が学習を深めら
れるものになっている。

○ 商業 7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 2商

平易な表現で記述されており、
基礎項目から発展項目へと段階
を追って学習できる。幅広い知
識や技術を習得できる。

各単元の分量が適切である。イ
ラスト・脚注が分かりやすい。

カラーユニバーサルデザインを
採用し使いやすいように構成さ
れている。図解が見やすい。
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採択
候補 番号 略称 記号 番号

令和３年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立川崎総合科学高等学校（定時制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現

商業 7 実教 商業 339 高校簿記　新訂版

デザインや挿絵に工夫があり、
企業会計に関する内容が理解で
きる。適切な学習内容である。

理論的に簿記を学習できる構成
となっている。単元ごとに重要
仕訳の表記があり、生徒が学習
する際に利用しやすい。

カラーユニバーサルデザインを
採用し、使いやすいように配慮
している。図解が生徒にとって
分かりやすい。

商業 190 東法 商業 340 簿記　新訂版

図・表・帳簿記入例の表記を中
心にしている。章ごとに学んだ
仕訳がまとめて列記し、生徒が
理解しやすいようにまとめられ
ている。

例題の表記が分かりやすく、復
習の際に活用しやすい。

本文の内容は２色刷りで見やす
く分かりやすい表現になってい
る。

商業 230 ネット 商業 341 はじめての簿記

仕訳の取引例を多く用いてイ
メージができるように工夫され
ている。取引の構造について考
えさせる構成になっている。

文章・取引例が多く、分量が適
切である。

図解などの分量が少ないので視
覚からの理解が得にくい。

商業 7 実教 商業 342 情報処理　新訂版

基礎・基本を重視しつつ、Excel
関数を多数扱うなど、内容は幅
広い対応が可能である。全商情
報処理検定試験2級・全商ビジネ
ス文書実務検定試験1級の範囲を
対応している。

写真・イラストを豊富に使用
し、生徒が親しみやすく、イラ
ストや色の使い方に印象が残る
ように工夫されている。

パソコン操作画面を分かりやす
い解説を伴って記載しており、
学習の理解が深めやすい。用語
解説が丁寧である。

○ 商業 7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版 2商

情報処理分野における学習内容
が適切である。表計算の箇所
は、実用性の高い関数を取り上
げ、検定試験のほかビジネス社
会でも通用する実務性の高いも
のまで掲載してある。

内容の構成に工夫がある。やや
分量が多いが分かりやすく学習
を進めるのに適している。

資料が見やすい。デザインに親
しみやすさを感じ、生徒が学び
やすい。

商業 190 東法 商業 344 情報処理　新訂版

単元ごとにポイントとなる関数
を丁寧に説明している。また、
題材も身近なものを取り上げて
おり、生徒に理解させやすい。

分量は適切である。内容の構成
に工夫がある。プレゼンテー
ションの解説、ビジネス文書の
例示が適切である。

イラストや図を多用した解説が
多い。全体的に生徒が理解しや
すい内容である。

○ 商業 7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版 3商

プログラムのコードを使用しな
い簡易なマクロ言語の利用法が
記述され、アルゴリズムの基礎
から、プログラムのコードを使
用したマクロ言語まで、丁寧に
説明されている。

VBAとAccessで同じ題材のシステ
ム作成の例題を扱いシステムを
構築する中で両者の長所を比較
できる構成である。教科書の範
囲でITパスポート試験に頻出す
る用語なども扱っている。

データベースの概念は、科目
「情報処理」で学習したExcelと
対比し、生徒が理解しやすい記
述である。また、例題を短く区
切り操作画面を多数掲載されて
いる。

商業 190 東法 商業 353 ビジネス情報　新訂版

「情報処理」の教科書との関連
からテーマやイメージに共通性
をもたせて記述されている。イ
メージが付けやすい。

アルゴリズム学習に重点を置く
構成である。思考力や判断力を
学び流れ図からプログラミング
へ発展的な学習ができる。

図版・イラストを豊富に掲載
し、理解が促進されやすい。
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採択
候補 番号 略称 記号 番号

国語 2 東書 国総 332 新編国語総合

古典的名作が多く取りあげら
れ、なおかつバランスよく配置
されており、生徒が興味・関心
をもてるように工夫されてい
る。

装丁は簡素であるが、大変読み
やすい。分量は適切である。

脚注は分量・内容とも適切であ
る。写真・図版が豊富である。

○ 国語 15 三省堂 国総 338 精選国語総合　改訂版 1

現代文編、古文編、漢文編と構
成されている。古典的名作が多
く取りあげられ、なおかつバラ
ンスよく配置されている。また
読書を促すようなコラムも充実
していることが特徴的である。

全編350ページ以上あり、やや厚
めである。装丁は簡素である
が、読みやすく整っている。

脚注は分量・内容とも適切であ
る。写真・図版が豊富である。

国語 50 大修館 国総 346 精選国語総合　新訂版

現代文編、古文編、漢文編と構
成されている。古典的名作が多
く取りあげられ、なおかつバラ
ンスよく配置されている。発展
学習に深みがあり、より高度な
学びに適している。

全編400ページ以上あり、かなり
厚めである。装丁は簡素である
が、読みやすく整っている。

脚注は分量・内容とも適切であ
る。常用外の漢字を使用するな
ど、多少難解ではある。

○ 国語 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 3

一単元ずつコンパクトにわかり
やすくまとまった内容である。
基礎を学ぶことにおいて最適の
教材である。学習しやすい工夫
が各所になされている。

装丁は簡素であるが、大変読み
やすい。小単元毎に見開きで発
展する構成は分かりやすい。

字が大きくはっきりしていて読
みやすい。見出しが色分けされ
分かりやすい。

国語 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版

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。
実践的な内容が多い。学習しや
すい工夫が各所になされてい
る。

装丁は簡素であるが、大変読み
やすい。分量は適切である。

字が大きくはっきりしていて読
みやすい。フォントの種類が多
く、多少紙面が読み取りにく
い。

国語 183 第一 国表 308
高等学校　改訂版　国語表
現

一単元ずつコンパクトに分かり
やすくまとまった内容である。
実践的な内容が多い。生徒が興
味・関心をもてるように工夫さ
れている。

装丁は簡素であるが、大変読み
やすい。分量は適切である。

資料性の高い写真・図版が教材
本文の該当箇所に適切に掲載さ
れ，生徒の興味を喚起し，教材
の理解を促す点からも効果的で
ある。

○ 国語 2 東書 現Ａ 306 現代文Ａ 4

文章の形態からみた「小説・詩
歌」と「随想・評論」が適切に
示されていて分かりやすい。

２単位用の「現代文」として，
無理なく学習できる分量の教材
が用意されている。

資料性の高い写真・図版が教材
本文の該当箇所に適切に掲載さ
れ，生徒の興味を喚起し，教材
の理解を促す点からも効果的で
ある。

国語 15 三省堂 現Ａ 303 現代文Ａ

文章の形態からみた「小説・詩
歌」と「随想・評論」が適切に
示されていて分かりやすい。

２単位用の「現代文」として，
無理なく学習できる分量の教材
が用意されている。

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

国語 183 第一 現Ａ 307
高等学校　改訂版　新編現
代文Ａ

小説とそれ以外が、ほぼ、2作品
ずつ交互に織り交ぜられ、目次
ではそれらが色分けされていて
分かりやすい。

２単位用の「現代文」として，
無理なく学習できる分量の教材
が用意されている。

資料性の高い写真・図版が教材
本文の該当箇所に適切に掲載さ
れ，生徒の興味を喚起し，教材
の理解を促す点からも効果的で
ある。

地理
歴史

46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ

本文は基本的事項の内容が充実
しており、かつ豊富に記述され
ている。図版や写真なども多く
記載されており、生徒が興味・
関心をもてるように工夫されて
いる。

資料や図版がとても多く、大き
くて見やすい。解説も丁寧で分
かりやすい。

図版は配色に留意し工夫を凝ら
している。写真がコンパクトに
提示されている。表記が簡潔で
とても分かりやすく理解しやす
いように工夫されている。

○
地理
歴史

81 山川 世Ａ 315 現代の世界史　改訂版 2

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

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

写真や地図など、単元での学習
内容が分かりやすいように構成
されている。地図・写真・コラ
ムなどの資料が豊富で内容と配
置も工夫されている。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版

地図帳並みの地形図で世界状況
を把握しやすい。時代の変遷を
略地図で表すなどの工夫がなさ
れている。各ページに小見出し
が付いていて、学習の目標が分
かりやすくなっている。

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

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

地理
歴史

2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ

本文は基本的事項の内容が充実
しており、かつ豊富に記述され
ている。図版や写真なども多く
記載されており、生徒が興味・
関心をもてるように工夫されて
いる。

資料や図版がとても多く、大き
くて見やすい。解説も丁寧で分
かりやすい。

図版は配色に留意し工夫を凝ら
している。写真がコンパクトに
提示されている。表記が簡潔で
とても分かりやすく理解しやす
いように工夫されている。

○
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版 4

本文は基本的な叙述が多く、日
本史の流れを把握しやすい。ま
た、豊富な写真・資料等を取り
入れ、理解しやすい内容となっ
ている。口絵には「空からみる
歴史遺産」が掲載され、生徒が
興味・関心をもてるように工夫
されている。

４部１１章で構成されている。
また「周辺地域から学ぶ」など
のコラムも豊富に記載されてお
り、また「歴史と資料」・「歴
史の解釈」・「歴史と論述」な
どで発展的な学習ができるよう
になっている。

図版や写真などが豊富に使わ
れ、文字のサイズや書体が適切
である。表記が簡潔でとても分
かりやすく理解しやすいように
工夫されている。

地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版

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、脚注では詳細
な記述があり、より高度な内容
に触れている。

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

図版は配色に留意し工夫を凝ら
している。写真がコンパクトに
提示されている。豊富な情報を
得られるような写真や図が掲載
されている。

令和３年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立橘高等学校（定時制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現
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採択
候補 番号 略称 記号 番号

令和３年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立橘高等学校（定時制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現

地理
歴史

35 清水 地Ａ 311
高等学校　現代地理Ａ
新訂版

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

オーソドックスな構成で資料も
豊富に掲載されており、各領域
内容がバランスのとれた配置と
なっている。

文章表現も平易で、見やすく読
みやすい。図版資料も豊富で見
やすく工夫がなされている。

地理
歴史

46 帝国 地Ａ 312 高校生の地理Ａ

地理の基礎知識がしっかり押さ
えられている。各見開きの導入
資料「レポート」では、学習
テーマに関連した、世界各地の
旅行記や体験談などが書かれて
おり、生徒の興味・関心をもた
せるのに十分である。

本文を補足する写真やグラフが
豊富で、配置も適切で大きくて
見やすい。各単元では「ニュー
ス」が設けられており、生徒の
興味・関心をもたせるような工
夫がなされている。

多色の色分け表現には、模様を
使って区分けしやすくしたり、
写真や図が多く配置し、見やす
いように工夫されている。表記
が簡潔で理解しやすい。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 1

基礎的事項が体系的に整理され
充実している。大きな図版や写
真、模式図等で、地形や気候の
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
ど工夫している。図版資料も豊
富で見やすく工夫がなされい
る。

地理
歴史

2 東書 地図 301 新高等地図

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。主題図もよく整理され
ており、わかりやすい表現が多
く、興味、関心をひくものと
なっている。

豊富な写真、図版、統計資料が
よくコンパクトにまとめられて
いる。地形図と主題図、統計資
料がバランスよく配置されてお
り、使いやすい構成になってい
る。

落ち着いた色彩で図版が見やす
い。位置図により地球上での位
置の理解が進む。統計資料にも
色彩を施すなど視覚的配慮がさ
れている。インデックスの添付
は利便性が高い。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 1

詳細な地図を基本に豊富な主題
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、見やすい配色なので
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
上の位置を理解しやすい。

地理
歴史

130 二宮 地図 314 高等地図帳　改訂版

詳細な地図を基本に豊富な主題
図が配置されており、様々な用
途に対応できる。

オーソドックスな構成で資料も
豊富に掲載されており、各領域
内容がバランスのとれた配置と
なっている

見やすく落ち着いた色彩で、図
版を見るだけで理解が深まりや
すい。

○ 公民 2 東書 現社 313 現代社会 3

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

学習内容は、課題追求学習と基
礎・基本が系統的に構成されて
いる。全体を通して中学校の内
容をふまえて記述されている。
また第１部ではわかりやすい
テーマを取り上げ、現代社会を
学べる構成となっている。

記述は容易であり、扱いやすい
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
や図によって理解を深めてい
る。

公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版

現代社会の基礎的・基本的な学
習事項の内容がバランスよく配
置されている。生徒の興味・関
心をもたせるのに十分である。

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

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

公民 46 帝国 現社 318 高等学校　新現代社会

基礎的な内容で分かり易く記述
されている。本文各所に生徒が
主体的に考え表現できるよう、
作業学習の項目が設けられてい
る。

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

基礎・基本を重視した適切な表
現であり、理解しやすいよう丁
寧に表記されている。また、図
版などが適切に配置されてお
り、分かりやすい配置となって
いる。

数学 2 東書 数Ⅰ 318 数学Ⅰ　Standard

生徒の学力に応じて５段階の
コーナーを設けてあり、レジネ
スチェックで既習事項を確認で
きるのでサポートしやすい。Ａ
５判サイズの中に説明内容が詳
しくまとまっており、どのペー
ジでも理解しやすい。

各章の前にその章を学習する為
に必要な既習事項の復習のペー
ジがあり、それに取り組むこと
によってスムーズにその章の学
習に入れるように工夫がされて
いる。

章末問題が見開きにまとめてあ
り、すぐに問題を探すことがで
きてよい。各文章表現や文字の
大きさ、記号の使用等、適切で
ある。

○ 数学 2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 1

巻頭に中学数学の要点復習の
ページがあり、分かりやすい説
明がなされている。本文の説明
内容が丁寧で理解しやすい。ポ
イントがカラーで図式化されて
いて学習しやすいように随所で
工夫がなされている。

見開きのページを基本として説
明がまとめてあり、「例題」や
「問い」の量も適切である。Ｂ
５判で見やすく使いやすい大き
さである。

各文章表現や文字の大きさ、記
号の使用等、適切である。多色
刷りで平易な言葉を用いてお
り、読みやすい内容である。

数学 61 啓林館 数Ⅰ 324 詳説　数学Ⅰ改訂版

練習問題の量も適している。ま
た、事柄の説明の仕方や例、例
題の解説の仕方等がわかりやす
い。

Ｂ５判で見やすく使いやすい大
きさである。本文の説明が順序
立ててあり、理解しやすい構成
になっている。

構成は適切である。分量も本校
の生徒にとって適切である。多
色刷りで平易な言葉を用いてお
り、読みやすい内容である。

○ 数学 2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ 4

本文の説明内容が丁寧で理解し
やすい。ポイントや説明に関す
る図や多くの公式等が多色刷り
で印刷されていて見やすく、学
習しやすい工夫が随所でなされ
ている。

各説明が見開きでまとめてあ
り、　Ｂ５判で見やすく使いや
すい大きさである。また、「例
題」や「問い」の量も適切であ
る。

各ページとも多色刷りで見やす
い内容である。文字の大きさも
適切であり読みやすい。

数学 7 実教 数Ⅱ 323 高校数学Ⅱ　新訂版

練習問題の量なども適してい
る。また、事柄の説明の仕方や
例、例題等の解説の仕方がわか
りやすい。

本文の説明が順序立ててあり、
理解しやすい構成になってい
る。また、「例題」や「問い」
の量も適切である。

随所で参考図が効果的に使われ
ており、記号、用語等の使用も
適切である。
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数学 61 啓林館 数Ⅱ 324 詳説　数学Ⅱ改訂版

本文の説明が丁寧で理解しやす
い。また、練習問題の量も適し
ている。学習しやすい工夫が随
所でなされている。

本文の説明が順序立ててあり、
理解しやすい構成になってい
る。

随所で図が効果的に使われてお
り、記号、用語等の使用も適切
である。

数学 2 東書 数Ａ 318 数学Ａ　Standard

例・例題と問の問題が同じタイ
プで数値が変わった問題に統一
してあるので学習進度を妨げな
くて良い。Ａ５判サイズの中に
理解しやすい説明が十分になさ
れているが、もう少し行間を含
め全体的に間隔を空けた方がよ
い。

各章の前にその章を学習する為
に必要な既習事項の復習のペー
ジがあり、それに取り組むこと
によってスムーズにその章の学
習に入れるように工夫がされて
いる。

全体的に落ち着いた内容で表記
されていて、多色刷りではある
がカラフルな色は使用されてい
ないのでよい。

○ 数学 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 3

イラストや図が多色刷りで見や
すく、ポイントが図式化されて
いる等、学習しやすい工夫がさ
れている。本文の説明が丁寧で
理解しやすい記述である。

「例題」や「問い」の量は適切
である。Ｂ５判で見開きの中に
説明内容がまとまっており見や
すい。

１ページについての文字の量も
適切であり大変読みやすい。各
ページとも多色刷りで見やすい
内容である。

数学 7 実教 数Ａ 321 新版数学Ａ　新訂版

生徒が理解しやすいように工夫
されている。
学習指導要領の内容について、
不足なく取り上げられている。

分量も本校の生徒にとって適切
である。構成も適切である。

随所で参考図が効果的に使われ
ており、記号、用語等の使用も
適切である。

理科 2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎

親しみやすい図やイラストが豊
富に使われており、生徒が理解
しやすいように工夫されてい
る。学習指導要領の内容につい
て、不足なく取り上げられてい
る。

項目ごとに見開きで完結するよ
うに構成されており、授業を進
めやすいように工夫されている
生徒の興味や関心を考慮した章
構成や内容のまとまり、順番と
なっている。

用語、記号が統一されており、
記述のしかたも適切である。写
真や図版を大きく見せるなど、
生徒の学習意欲を刺激する工夫
がなされている。

理科 7 実教 物基 314 高校物理基礎　新訂版

学習指導要領の内容について、
不足なく取り上げられている。
物理現象のイラストや図が大き
く配列されており、生徒が理解
しやすいように工夫されてい
る。

各項目で学ぶ内容や要点が一目
で分かるように工夫されてい
る。
見開きで内容が完結するように
構成されており、進度に合わせ
て自由に教材の取捨選択ができ
るように工夫されている。

重要な図や写真を大きく配列
し、物理現象を視覚的に理解し
やすいように工夫されている。
物理量の英語表記や学習の流れ
が分かりやすいように工夫され
ておる。

○ 理科 104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎 4

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

見やすい図解と、丁寧な補足説
明により、学習が分かりやすい
構成となっている。先取りの内
容は最小限にとどめている。

「文字式」を丁寧に導入してお
り、中学校の復習や数学的知識
の補足もあり、無理なく学習を
進められるように工夫されてい
る。

理科 2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎

図や写真は精選され、生徒に理
解しやすいような編集になって
いる。研究や探究しやすいよう
に編集されている。

図や写真の配置に工夫がされて
いて、生徒に印象が残りやすい
ように工夫されている。

図版資料が豊富で、分かりやす
い説明がなされている。

理科 7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版

説明が簡潔で明解であり、扱っ
ている例題が生徒に分かりやす
い。物質の特徴や性質などがわ
かりやすくまとめられている。

内容が系統的に配列され、分量
も適切である。

イラストや図を使った分かりや
すい説明がなされている。

○ 理科 183 第一 化基 322
高等学校　改訂　新化学基
礎

1

必要な内容が大変精選されてい
るとともに、説明が丁寧で学習
しやすい。生徒の興味を引く話
題なども掲載し、学習指導を進
める上で適切である。

構成は適切である。分量も本校
の生徒にとって適切である。

簡潔で具体的に説明されてい
て、文章表現が分かりやすい。

理科 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎

必要な内容が精選されていると
ともに、丁寧で学習しやすい。
生徒の関心を引く話題も多く、
学習を進める上で適切である。

図や文章がともに分量が豊富
で、構成が適切である。

視覚的に親しみやすい配置で、
適切で分かりやすい表現になっ
ている。

理科 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版

必要な内容が精選されており、
丁寧で学習しやすい。生物の変
遷や流れが分かりやすくまとめ
られている。

構成・分量ともに適切であり、
装丁も丁寧である。

語句の意味を把握しやすいよう
に、分かりやすく適切な文章表
現が使われている。

○ 理科 183 第一 生基 319
高等学校　改訂　新生物基
礎

2

生物や生命の現象に見られる多
様性や共通性が書かれている。
基本的な事柄や重要事項が、丁
寧に分かりやく書かれている。
平易な内容から高度な内容まで
網羅されている。

写真や図など、分量が適切で、
分かりやすく工夫されている。

文字の大きさや図の置き方も適
切で、分かりやすい説明がなさ
れている。

理科 7 実教 地基 307 地学基礎　新訂版

単元構成がしっかり工夫され、
内容的にも分かりやすい記述に
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
が分かりやすい。
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理科 104 数研 地基 309 新編　地学基礎

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

構成は適切であり、分量も本校
の生徒に十分なものとなってい
る。

図や写真が豊富に使われてお
り、分かりやすく説明されてい
る。

○ 理科 183 第一 地基 310 高等学校　改訂　地学基礎 3

地学現象の様々な具体的事例が
単元の構成や説明の中で、学び
やすいように工夫されている。
基本的な内容から発展までよく
まとめられている。

図や文章とも分量が適当で、構
成も適切である。

図や写真の表記が適切であり、
説明などの表現も分かりやす
い。

○
保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1

基本を押さえていて、分かりや
すい内容となっている。解説書
も簡潔に書かれている。

２部構成になっており、１部に
はグラフや統計などが載ってお
り、２部はその事実に基づき、
健康への価値観を考えさせるも
のになっている。

紙面のレイアウトは見やすく、
カラーも有効的に使われてい
て、生徒の理解を促せるように
なっている。

保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版

説明が分かりやすく明確であ
る。各項目のポイントがよくま
とめられている。

整理され、使いやすく構成され
ている。分量は項目ごとに適切
に配置されており、重要項目に
はまとめページがあり、より深
く学習できるようになってい
る。

イラストが多く、視覚的に理解
を深める工夫が随所に見られ
る。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

各項目毎の目標が明示されてい
て、分かりやすく図や表の資料
が活用されている。

構成は適切である。文章、図と
もに分量が適切であり、内容を
理解しやすい。

図やイラストも詳しく載ってお
り、理解しやすくなっている。

○ 芸術 17 教出 音Ⅰ 308
高校音楽Ⅰ改訂版　Music
View

3

歴史に残る名曲から最新のポッ
プスまで幅広く収録されてい
る。選曲が非常によく、生徒も
関心をもちやすい。

非常にカラフルに仕上がってお
り見やすい。楽曲形式などの説
明が分かりやすい。

イラストを多用し、非常に見や
すい。生徒の興味･関心を強く引
くことができる表記、表現と
なっている。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１

歴史に残る名曲から最新のポッ
プスまで幅広く収録されてい
る。選曲が非常によく、生徒も
関心をもちやすい。

構成・分量・装丁ともに適切で
あり、使いやすい。

紙面のレイアウトは見やすく、
カラーも有効的に使われ、生徒
の理解を促せるようになってい
る。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１

親しみやすく，ポピユラーな曲
が多く入っており、歌唱キーが
低く、生徒に適している。

構成・分量・装丁ともに適切で
あり、使いやすい。

楽譜が大きく、分かりやすい表
現である。

○ 芸術 17 教出 音Ⅱ 308
高校音楽Ⅱ 改訂版 Music
View

4

鑑賞教材が豊かに収録されてお
り、歌唱中心の構成となってい
る。

見やすく端的に表現された構成
になっており、整然としていて
見やすい。

端的で理解しやすい表記であ
り、シンプルなカラーを用いて
いて、見やすい。

芸術 27 教芸 音Ⅱ 309 高校生の音楽２

教材として親しみやすい曲が多
く扱われている。

構成・分量・装丁ともに適切で
あり、使いやすい。

イラストが多く、視覚的にも理
解する工夫が随所に見られる。

芸術 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２

様々なジャンルから選曲されて
おり、色々な角度から音楽を勉
強できるようになっている。

構成・分量共に適正であり、使
いやすい。

楽譜が大きく、大変分かりやす
い表現である。

芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１

技法や色彩など資料が充実して
いる。

分量・装丁も適切で、分野別に
整理された内容になっている。

ユニバーサルデザインで、分か
りやすく、詳細な表現である。

○ 芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 3

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

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

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

芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

題材が豊富で、各分野とも内容
が充実している。技法や色彩な
ど資料が充実している。

分量・装丁も適切で、分野別に
整理された内容になっている。

分かりやすいページ構成がされ
ている。文章量が適切で解説が
読みやすい。

芸術 38 光村 美Ⅱ 303 美術２

資料が充実しており、目標やね
らいがはっきりしている。

分野別にしっかり整理されてお
り、分量も装丁も適切である。

ユニバーサルデザインで迫力の
ある図版を用い、詳細で分かり
やすい表記となっている。
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採択
候補 番号 略称 記号 番号

令和３年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立橘高等学校（定時制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現

○ 芸術 116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２ 4

様々な題材がバランス良く設定
されており、豊富な資料や、丁
寧な説明がなされている。

構成・分量・装丁ともに適切で
あり、美しく仕上がっている。

大変分かりやすい表現で、表記
されており、丁寧な表現方法が
とられている。

芸術 116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２

資料が充実しており、目標やね
らいがはっきりしている。

分野別にしっかり整理されてお
り、構成、分量、装丁も適切で
ある。

詳細で分かりやすい表記で、丁
寧な表現方法がとられている。

芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ

各古典の説明が詳しく、図版も
多いため鑑賞もしやすい。創作
の手順も分かりやすい。

１ページ１古典で簡潔してお
り、使いやすい。図は他社のも
のに比べて鮮明である。

碑や帖の元の形がわかるように
なっている。

芸術 6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ

各古典の説明が詳しく、図版も
多いため鑑賞もしやすい。創作
の手順も分かりやすい。

図は他社のものに比べて鮮明で
分かりやすい。

図版が多く、分かりやすい表現
がなされている。

○ 芸術 17 教出 書Ⅰ 307 新編　書道Ⅰ 3

運筆の方法が分かりやすく説明
されており、特徴を比較しやす
くなっているため、学習しやす
い。

見開き２ページで比較する構成
となっており、特徴を捉えやす
い。

視覚的な資料が多く、表現の幅
を広げやすい。

芸術 2 東書 書Ⅱ 305 書道Ⅱ

書道Ⅰで習った事を生かす創作
活動をするための新出事項が多
いが、他社のものに比べて工夫
が少ない。

同じ書体の中で、異なる書風を
比較の中で感じ取ることができ
る。図は他社のものに比べて鮮
明である。

書道用語の解説が丁寧にされて
いる。

芸術 6 教図 書Ⅱ 306 書Ⅱ

書道Ⅰで習った事を生かすため
の連携がとりやすい内容であ
る。

図は他社のものに比べて鮮明で
分かりやすい。

視覚的な資料が多く、表現の幅
を広げやすい。

○ 芸術 17 教出 書Ⅱ 307 新編　書道Ⅱ 4

新出事項が他社のものに比べて
少ないので、Ⅰで習ったことを
スムーズに生かせるような臨書
活動・創作ができる。

臨書する古典の種類が豊富であ
る。

図版が多く、分かりやすい表現
がなされている。

○
外国
語

205 三友 コ基 302
JOYFUL English
Communication Basic

1

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

基礎の定着を目標に、英語が不
得意な生徒にも理解しやすいよ
う最小限の分量になっている。

写真やイラストが随所にあり、
楽しめるように工夫されてい
て、見やすい。

外国
語

226 チアーズ コ基 303
ATLANTIS English
Communication Basic

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

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

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

○
外国
語

2 東書 コⅠ 328
All Aboard! English
Communication Ⅰ

2

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

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

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

外国
語

2 東書 コⅠ 330
PROMINENCE English
Communication Ⅰ

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

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

各パートの新出語が目の動きに
合わせて各ページ側注に表示さ
れている。

外国
語

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

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。

外国
語

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

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

Lesson 16課とSpeaking８課が交
互に組み合わされている。

写真・イラスト・図表は大き
さ、配置ともに適切である。

○
外国
語

17 教出 英Ⅰ 326
NEW ONE WORLD
Expressions Ⅰ Revised
Edition

4

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。
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教科書名
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内容 構成・分量・装丁 表記・表現

外国
語

50 大修館 英Ⅰ 327
Departure English
Expression Ⅰ Revised

生徒が興味を持つような内容が
題材となっていて、基礎から応
用まで学習できるような構成に
なっている。

練習問題が整理されていて、そ
の量も豊富である。

ポイントのまとめが視覚的であ
り、理解しやすい。

外国
語

2 東書 英会 301
Hello there! English
Conversation

「話す活動」と「聞く活動」が
バランス良く配置され、それぞ
れが確実にスキルアップできる
ように工夫されている。

易しい言語材料で自分の身の回
りのことから始まり、徐々にま
わりのことについて触れていく
よう構成されている。弾力的な
扱いができるよう配慮され、適
切である。製本も頑丈にできて
いる。

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

○
外国
語

61 啓林館 英会 303
Sailing English
Conversation

3

生徒が日常生活で接する身近な
話題、場面を集め、生徒のコ
ミュニケーションの目的や興
味・関心に合わせた内容になっ
ている。

中学英語を復習・整理しながら
さらにコミュニケーション活動
ができる構成になっている。リ
スニングとスピーキングがバラ
ンス良く配置され無理なく学習
ができる分量になっている。装
丁も頑丈で見やすい。

示文や記述が簡潔である。随所
に写真、イラストが効果的に使
用されている。

外国
語

226 チアーズ 英会 305
ATLANTIS English
Conversation

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

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

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

○ 家庭 2 東書 家総 307
家庭総合　自立・共生・創
造

2

学習指導要領に沿った内容であ
ることは当然であるが、共生教
育、防災教育など時宜を得た内
容についても紙幅がさかれてい
る。

資料統計や図表やコラムが適宜
配置してあり、家庭科の資料集
を用いなくても教科書だけでも
理解を深められる構成である。

本文には、文字を見分けやすく
工夫したユニバーサルデザイン
のフォントが使用されており見
やすい。

家庭 6 教図 家総 308
新 家庭総合　今を学び 未
来を描き 暮らしをつくる

教科書全体で、ライフサイクル
アセスメント（LCA）の考え方が
徹底されており、身の回りにあ
るものの背景について学ぶだけ
でなく、持続可能性について考
えるきかっけとして使用でき
る。

口絵に家庭科学習を見通すため
の漫画と概観図があり、各節の
始めにその節で学ぶ「キーワー
ド」が掲載されている。また、
学習の進行に応じて活用できる
資料やコラムが掲載されてい
る。

カラーユニバーサルに配慮され
ており、フォントはゴシック体
のUDフォントである。また、視
覚的に見やすいイラストや写
真・図表が用いられている。

家庭 9 開隆堂 家総 310
家庭総合　明日の生活を築
く

生活事象が総合的・多面的に捉
えられており、高等学校で学ぶ
他の教科と関連付けながら教え
ることができる。

各節の始めに「考えてみよう」
があり、生徒にその章で何を学
んでほしいかを考えさせる事に
よりアクティブ・ラーニングを
することができる。

見開きのページでは、世界地図
が載っており、生徒の興味・関
心を引くことができる。また、
印刷のカラーの濃淡がはっきり
しており図や資料が読みやす
い。

情報 2 東書 社情 309 新編　社会と情報

各分野の内容が分かりやすくま
とまっており、解説も丁寧であ
る。写真やイラストが充実し、
見やすく構成されている。

全９章、３編で構成されてお
り、一つの単元の学習の深みを
調整しやすくなっている。

図解も挿入されているが、文章
による説明が中心となってい
る。

情報 9 開隆堂 社情 313 社会と情報

イラスト・図版を中心として分
かりやすい構成である。重要語
句がページごとに「キーワー
ド」としてまとまっており、学
習内容が確認しやすい構成と
なっている。

全９章で構成されており、段階
的に専門性のある内容が学習で
きる構成になっている。

図解や写真・表を多用してお
り、事例を２コマのイラストで
分かりやすく示している。
「Linkマーク」等を用いて、関
連した情報が分かるように表記
されている。

○ 情報 116 日文 社情 317 新・見てわかる社会と情報 3

イラスト・図版を中心として分
かりやすい構成である。重要語
句がページごとに「キーワー
ド」としてまとまっており、学
習内容が確認しやすい構成と
なっている。

実務的な内容が中心となってい
るため、実習の説明が多い構成
となっている。

書名の通り図解が中心となって
おり、実践力を養うのに適切な
表現がされている。
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候補 番号 略称 記号 番号

国語 2 東書 国総 332 新編国語総合

現代文編、古文編、漢文編、い
ずれも多様な文章が配置されて
おり、バランスが取れている。

読み書きなどの基礎基本の定着
をはかることができるような構
成であり、分量も適切である。

コラムの表現が簡潔で分かりや
すくまとめられており、生徒に
興味をもたせやすいように工夫
されている。また、文字の大き
さ、行間、字体も適切である。

○ 国語 15 三省堂 国総 338 精選国語総合　改訂版 1

現代文編は評論文・小説・韻文
がバランス良く配置されてい
る。古文編・漢文編も多様な
ジャンルの文章が掲載されてお
り、十分な内容となっている。

装丁が明るく、構成・分量も適
切である。

文字の大きさ、行間、字体が適
切である。コラムも多様なイラ
ストが随所に盛り込まれてお
り、簡潔で分かりやすく、生徒
に興味を持たせやすいように工
夫されている。

国語 17 教出 国総 342 国語総合

現代文編では親しみやすく、多
様な小説が多く配置されてい
る。古文編・漢文編も様々な
ジャンルがバランス良く配置さ
れている。

古文編では優しい教材から配置
されているため、取り組ませや
すい構成、分量となっている。
装丁も明るくて親しませやす
い。

文字が大きく読みやすい。ワー
クも多数配置されているおり、
活動がさせやすいように工夫さ
れている。

国語 2 東書 現Ａ 306 現代文Ａ

韻文が少なめではあるが、小
説・随想・評論は親しみの持て
る読みやすい作品が多数、収録
されている。

短く簡潔な文章が多く配置され
ており、取り組ませやすい構成
となっている。

写真や図版が随所に盛り込まれ
ている。また、字の大きさや字
体も適切である。

国語 50 大修館 現Ａ 308 現代文Ａ 改訂版

読み応えのある作品が多く収め
られている。特に『山月記』
『こころ』『高瀬舟』といった
名作が並んでおり、十分に学習
させられる内容となっている。

評論・小説・随筆・詩歌ともに
バランスよく構成されており、
分量も適切である。

写真やイラスト等が随所に大き
く盛り込まれており、見やすく
てよい。

○ 国語 183 第一 現Ａ 307
高等学校　改訂版　新編現
代文Ａ

4

親しみの持てる読みやすい作品
が多数、収録されている。『こ
ころ』や『山月記』など定番教
材も配置されている。

韻文の分量が少ないように感じ
るが、小説・評論に多様なジャ
ンルのものが配置されている。

文字の大きさ、行間、字体が適
切である。また、本文に即した
写真・挿絵が豊富である。

国語 2 東書 古Ａ 301 古典Ａ

様々な時代やジャンルの作品が
バランスよく収められており、
生徒に興味をもたせ、考えを広
げさせたり深めさせたりできる
ように配慮している。

文法の要点が教科書の用例をも
とに解説されており、学習させ
やすいように工夫されている。

巻末の付録が詳しく、カラフル
で見やすく工夫されている。

国語 109 文英堂 古Ａ 311

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

定番作品である『徒然草』と
『枕草子』の章段が豊富に配置
されている。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。

テーマごとに分かれており、見
やすく工夫されている。天地の
空間が適度に空いており、本文
が読みやすく装丁されている。

文字の大きさ、行間が適切であ
る。ルビが多めで学習しやす
く、学習者に寄り添った学習の
配慮が、表記・表現にあらわれ
ている。

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

3

古文・漢文ともに幅広いジャン
ルの作品が配置されている。ま
た、標準的な内容となってお
り、古典が苦手な生徒にも取り
組ませやすいものとなってい
る。

構成・分量ともに適切である。
装丁も明るく親しみやすい。

写真やイラスト図表などが適切
に盛り込まれており、見やす
い。また、全体を通してカラフ
ルな色使いのため、見やすく工
夫されている。

地理
歴史

7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版

写真や地図などを使用した問い
かけを設定しており、世界史へ
の興味・関心を喚起できる内容
となっている。

本文を１９２ページ、５８項
目、１１テーマでシンプルに構
成されている。内容が完結して
いるので計画的に学習しやす
い。

基礎的な語句が網羅されてお
り、平易な表現で生徒に理解さ
せやすい。６００枚以上の写真
と約１２０枚の地図、様々なコ
ラムや特設ページを掲載されて
おり、図説なしでも世界史を楽
しく勉強できる表記がされてい
る。

地理
歴史

35 清水 世Ａ 313
高等学校　世界史Ａ　新訂
版

基礎的・基本的事項は豊富な資
料とともに本文で理解させやす
い。また、本編中には日本史と
の同時代把握にも工夫がされて
いるため、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。

１つのテーマが見開き２～４
ページで展開され、記述内容に
は過不足がなく、テーマごとに
学習の要点、指針が示されて扱
いやすい構成となっている。

生徒の発達段階に応じて適切に
表示され、注やコラムも必要か
つ十分に配置されている。ま
た、ふりがなやゴシック活字の
扱いも適切である。

○
地理
歴史

46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 2

図版や資料・写真が豊富で充実
しているため、生徒の理解を深
めることができる。また、年表
や地図も豊富であるため、生徒
の興味を引き付けることができ
る内容である。

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。ま
た、クローズアップでは当時の
生活や文化が掲載されているた
め、当時を想像しながら勉強で
きる構成となっている。

文字のサイズや書体が適切であ
る。表記が簡潔で生徒に理解さ
せやすい。地図やイラストが多
く、本文と繋げながら理解でき
る表記となっている。

地理
歴史

2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史

基本的な事柄を内容の中心に据
えており、生徒にとって身近な
題材が豊富に取り上げられてい
る。日本近現代史の展開につい
ての記述が充実しており、世界
史的な視点をもって国際環境と
関連付けながら理解や考察させ
ることができる。

１テーマ見開きで内容が展開さ
れているため、生徒にとって学
習がしやすい構成となってい
る。学習の要点が分かりやすく
示されており、学習の振り返り
やまとめにも取り組ませやす
い。

資料性の高い写真・図版が大き
く鮮明に用いられており、生徒
の学習に効果的である。また、
活字の大きさや配置も見やすい
ものとなっている。

令和３年度使用教科用図書採択候補一覧

川崎市立高津高等学校（定時制課程）
教科
区分

発行者 教科書
教科書名

購入
学年

内容 構成・分量・装丁 表記・表現
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○
地理
歴史

7 実教 日Ａ 313 新日本史Ａ　新訂版 3

写真や図版が豊富に用いられて
おり、生徒の興味・関心を引く
ことができる。巻末の「地域か
らみた日本」において、「地
域」の視点から日本の近代史や
日本と近隣諸国との関係も理解
させやすい。

大きくて見やすい写真・図版が
豊富に用いられている。「ピッ
クアップ」における一口エピ
ソードでは、生徒が歴史を身近
に感じることのできる工夫がな
されている。

文章全体が分かりやすい表現に
なっている。また、本文と傍注
がバランスよく配置されてお
り、見やすい紙面になるよう工
夫が施されている。

地理
歴史

81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版

基礎的な歴史事象が広く網羅さ
れており、非常に充実した内容
となっている。国際的な視野で
日本近現代史が叙述されてお
り、生徒も広い視野をもって日
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
く配置しており、見やすいもの
となっている。また、掲載され
ている写真が大きく、生徒の興
味・関心を促す工夫がされてい
る。

写真や図版が大きく見やすいも
のとなっており、生徒も興味・
関心をもちやすいものとなって
いる。史料の配置にも工夫が施
されており、内容の理解をより
深めるものとなっている。

○
地理
歴史

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ
3
4

学習内容に入る前に作業的な課
題などがあり、興味・関心を持
たせやすくなっている。また、
学習内容に関連した今日的な課
題や話題などがたくさん記載さ
れている。

構成や分量も適切で図説や写真
なども多く理解させやすく提示
されている。興味深い導入事例
があげられていて、主体的な学
習活動に取り組めさられる。

書き込みや学習内容の振り返り
ができるようになっている。レ
イアウトが工夫され、見やすい
紙面構成になっている。

地理
歴史

35 清水 地Ａ 311
高等学校　現代地理Ａ
新訂版

写真が多く使用され、その国の
イメージがつかみやすい。ま
た、色彩が鮮やかで生徒の目に
付きやすい。コラム欄の「旅先
でのエピソード」は生徒の興味
を引く内容である。

二部構成となっており、ボ
リュームはあるが、どの内容も
詳しく掲載されている。また、
作業学習も豊富に盛り込まれて
いる。

用語については、詳しい解説が
注釈で付いている。また、高校
生でも十分に理解できるような
表現が用いられている。

地理
歴史

46 帝国 地Ａ 312 高校生の地理Ａ

写真やデータを反映した図版が
豊富に掲載されている。また、
地図やグラフを読み取る作業の
ほか、グループで話し合ったり
する作業を入れるなど、作業を
通して言語活動が取り組める工
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
つかみやすい。作業学習も豊富
に取り入れられている。

理解させやすい記述となってい
る。文字の書体やサイズが適切
で見やすく、鮮明な写真と図版
も用いられている。

○ 公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 1

基礎・基本が丁寧に記述されて
いる。身近なことから学習する
内容になっており、生徒に興
味・関心や動機づけを促して学
習できるように工夫している。
また、学習内容を深めることが
できるように注釈や補足資料が
付記されている。

見開き２ページで１テーマがま
とめられていて理解させやすい
構成になっている。写真・図版
資料・コラム・用語解説の配置
が工夫されている。

図版や写真が豊富に掲載されて
生徒に理解させやすい。生徒自
身による予習復習にも役立つ。

公民 81 山川 現社 323 現代社会　改訂版

丁寧な記述で生徒に理解させや
すい。諸問題に対し、問題意識
を持たせるよう工夫が施されて
いる。

基礎基本の定着に重点をおいた
記述である。テーマごとに見開
きで、主体的な活動を促す内容
となっている。

オールカラーで学習意欲を高め
るような問いが本文中に含まれ
ている。

公民 183 第一 現社 322
高等学校　改訂版　新現代
社会

現代社会の重要な学習の項目が
網羅されている。図表・写真・
資料などの図版資料が豊富で、
生徒が身近なところから多角的
に諸問題を考察できるように工
夫されている。

学習項目を分野別に見開きで構
成し、体系的に学習できるよう
に工夫されている。

生徒に理解させやすい表現で書
かれている。図表・写真・資料
などの図版が豊富である。

○ 公民 7 実教 倫理 312 高校倫理　新訂版
3
4

古代から現代までの思想と、思
想を反映した芸術作品を十分に
取り扱っている。近現代の思想
家の系譜がまとめられていて、
思想史を理解させやすい。

写真が豊富で、生徒が興味をも
てるよう資料や美術作品の写真
が充実している。視覚的に訴え
ることで学習意欲を高めること
が期待できる。

表現は若干難しいが、発展的な
学習にも対応している。

公民 35 清水 倫理 308 高等学校　新倫理　新訂版

主要な思想家や重要事項が網羅
され、古代から現代までの各思
想や思想家について幅広く詳細
に記述されている。思想の系譜
を理解させやすいように構成さ
れている。

生徒が興味をもてるような題材
となっている。抽象的な内容を
図版等で理解させやすい工夫が
されている。

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

公民 81 山川 倫理 309 現代の倫理　改訂版

主要な思想家や重要事項が網羅
され、豊富な用語と丁寧な記述
が認められる。写真資料や図版
資料がとても豊富で現代の話題
など生徒が興味・関心をもちや
すい内容である。

写真や図版が豊富であり、生徒
の興味・関心を喚起させる内容
である。

全体的に見やすい表記になって
いる。図版は興味・関心を喚起
する工夫がある。

○ 公民 7 実教 政経 313 最新政治・経済　新訂版 4

基礎的な記述がなされ、具体的
で生徒にとって身近な題材が取
り上げられている。また、補足
的・発展的内容も傍注やキー
ワードなどで生徒が学習内容を
深めることができる。

各テーマが見開きでまとめられ
ており、分かりやすく学習事項
の分量も適切である。時事問題
や経済用語の解説もあり、内容
が工夫されている。

カラー図版・写真・地図・グラ
フなどが多数掲載されている。
また、巻末の日本国憲法や重要
法令などの資料によって学習さ
せやすい工夫がなされている。
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公民 35 清水 政経 315
高等学校　新政治・経済
新訂版

基礎的・基本的な事項を中心と
して、写真・グラフとともに理
解しやすい内容となっている。
課題的学習では、政治・経済の
問題に対する見方や考え方の視
点が示され、生徒の学習段階に
応じた活用が可能となってい
る。

各章の分量が適切で生徒に身近
なテーマを取り上げている。原
則見開き２ページで展開し、系
統的に配置されている。

オールカラー印刷で写真やグラ
フ・図表・年表が効果的で豊富
に掲載され、理解しやすくなっ
ている。
表記・表現もふりがなをゴシッ
ク体にするなど、工夫が見られ
る。

公民 81 山川 政経 316 詳説　政治・経済  改訂版

国内問題と国際問題との関連を
重視しながら、詳しい記述がな
されている。受験に必要な用語
も十分に記載されている。

発展的な内容まで盛り込まれて
おり、テーマについて深く知る
ことができる。コラムは事実に
基づいた事例を取り上げ、それ
を掘り下げて解説がなされ、よ
り印象深く理解させることがで
きる。

グラフや統計などは客観的な資
料を多数載せ、データを読み込
むことで課題に対して深く理解
させられるようになっている。

数学 2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ

基礎基本から課題学習まで段階
を踏んで学習させやすいように
なっている。抑えさせたいねら
い、ポイントが明確で分かりや
すい。

基礎的な技能の定着に分量を割
いており、生徒に理解させやす
い。導入は身近な具体例から入
り、一般化され，数学学習の意
義や有用性を重視した構成に
なっている。

章ごとにヘッダを色分けし、見
やすく、学ばせやすいように編
集されている。途中式の解説が
書かれ、分かりやすく表記され
ている。

数学 7 実教 数Ⅰ 321 新版数学Ⅰ　新訂版

興味・関心をもつ題材が選ばれ
ていて導入に工夫がされてい
る。例題から、さらに発展や研
究を扱い、生徒の実態に応じた
問題のレベルが選択できる教科
書になっている。

例題が3段階(例、例題、発展)に
なって、内容を段階的に分けて
いる。随所に参考、研究、発展
があり、学習段階に対応した構
成になっている。チェック問題
と章末問題の分量がやや多めで
ある。

係数１のグラフの色がとても見
やすく、内容の部分と色を変え
るなどの工夫がみられる。表紙
の見返しや２次関数のグラフで
の色使いが特に見やすく、生徒
にイメージさせやすい。

○ 数学 104 数研 数Ⅰ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅰ 1

基本事項が丁寧に記述され、
しっかりと定着できるような工
夫がされている。導入に身近な
題材を使い、生徒に興味・関心
や動機づけを促している。既習
事項には印がつけられ、生徒に
振り返りをさせやすい。

章のはじめに、中学校の学習内
容を簡単に復習できるように
なっており、スムーズに学習さ
せることができる。練習・確認
問題・問題と段階を踏んで学ば
せることができる。

図に対する説明やグラフに適切
な矢印が表示されている。文字
につける表示も図形を用いて学
習しやすいように、細かい配慮
がなされている。

数学 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ

基礎的・基本的な事項を多く取
り上げている。発展的な内容も
含まれていて、問題のレベルが
幅広い。各章の最後にまとめが
あり、復習しやすい配慮がなさ
れている。

巻末に関連する重要事項がまと
められている構成になってい
る。各節や項の導入で中学校の
復習を取り上げるなど、中学校
までの学習を振り返えさせるこ
とができる。

ポイントとなる箇所に色や写真
を使っているので、視覚的に内
容理解が出来るようにサポート
されている。文章も分かりやす
いように表記・表現されてい
る。

数学 61 啓林館 数Ａ 326 新編　数学A改訂版

誤答例や、解答の過程を載せ、
導入に復習的な内容が含まれて
おり、生徒に自学させやすい配
慮がなされている。基本的な内
容を生徒に理解させやすい。

各章の中に「研究」を配置し、
巻末に課題学習を載せて、自学
させることの出来る構成になっ
ている。小見出しを適切に配置
して内容ごとのまとまりが明確
になるような工夫がされてい
る。

解説の部分に図式や色刷りを効
果的に用いて、視覚を通して直
観的に内容を理解させやすい表
現になっている。本文と相互に
同色の色付きの網掛けをして、
対応関係が明確になるような配
慮がされている。

○ 数学 104 数研 数Ａ 331 改訂版　新　高校の数学Ａ 3

基本事項が定着できるような工
夫がなされている。例や例題、
練習を通じて、スムーズな授業
展開できる。既習内容の復習に
あたる部分には左に印が付けて
あり、生徒に復習させやすい。

各章始めに、その章で解決でき
る課題がある。生徒がその章の
内容を学ぶよさを実感できる構
成になっている。

章末問題には「ヒント」が表記
され、取り組ませやすい。
巻末にすべての練習・確認問
題・章末問題の答が載ってお
り、ひとりでも学習できる。

○ 数学 7 実教 数活 301 数学活用
3
4

身の回りの数学を取り上げ、ど
のようなところで使われている
のかを実感させやすい。また、
社会に大きな貢献をしている金
利計算や測定コンピュータにつ
いても取り上げ興味関心をもた
せやすい。

数学Aの内容と重複する部分を上
手く互いに補うように配慮され
ている。見開きで１授業時間に
なるように構成してあり、適正
な分量である。

多色刷りで、生徒自身がポイン
トなどに気づきやすいよう工夫
されている。全体的に写真を多
く取り入れ、数学を身近に感じ
られるような配慮がされてい
る。

数学 61 啓林館 数活 302 数学活用

数学の問題に関連したコン
ピューターや表計算ソフトの資
料が用意されている。生徒の理
解が進む工夫がなされている。

数学Aや数学Iで学ぶ内容を別の
視点から取り上げるような構成
になっている。分量が適切で学
ばせることができる。

図やグラフが色分けされ、見や
すい。数学の論理的な問題を図
を活用することで視覚的に捉え
られるようになっている。

理科 61 啓林館 物基 306 新編　物理基礎

現象に対して教科書本文が長
く・細かく・詳しく説明がされ
ている。章末にはまとめと問題
が多く入っていてまとまってい
る。

図や写真を精選して、本文に目
がいきやすく太字の重要用語が
生徒の印象に残りやすい工夫が
なされている。

全体が同じ構成で表現されてい
て、生徒にとって見やすく分か
りやすくまとめられている。

理科 104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎

教科書本文にコラムや発展など
が多く入っていて、日々の生活
と物理基礎の関係が細かく説明
されている。

ページごとに、レイアウトが大
きく異なる構成がされている。1
つ1つの現象を細かく説明されて
いる。

注釈が多く、本文を読んでいく
順番がページごとに違う表現が
されている。

○ 理科 183 第一 物基 321
高等学校　改訂　新物理基
礎

4

教科書本文が基礎・基本を短く
簡潔にまとまっていて、生徒が
学習しやすく、重要な用語を抜
き出しやすいように表現されて
いる。

見開き２ページで学習を進める
ことができ、章ごとにまとまり
繋がりが生徒にとって理解しや
すく構成されている。章末には
まとめや例題があり、生徒が復
習しやすく編集されている。

図や写真が多く、生徒にとって
見やすく分かりやすい説明がさ
れている。
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理科 2 東書 化基 313 改訂　化学基礎

章や節の始めに学習の課題とし
て発問を投げかけ、授業のねら
いが分かりやすく書かれてい
る。また、まとめポイントを箇
条書きで用意しており、体系的
に理解できる工夫がされてい
る。

見開き2ページで章のまとめを用
意することで、重要事項の確認
だけでなく、思考力の育成にも
活用できる工夫がされている。
きれいな写真や大きく生徒が理
解しやすい図を用意すること
で、化学を身近に感じられるよ
うにしている。

教科書内容の中で大事な図表は
「まとめ」にも掲載し、理解の
定着を促す表現をしている。

理科 61 啓林館 化基 307 新編　化学基礎

図や写真は精選され、生徒に理
解しやすいような編集になって
いる。研究や探究しやすいよう
に編集されている。

図や写真の配置に工夫がされて
いて、生徒に印象が残りやすく
工夫されている。

図版資料が豊富で、生徒に理解
させやすい説明がなされてい
る。

○ 理科 183 第一 化基 322
高等学校　改訂　新化学基
礎

3

生徒の興味を喚起する素材や話
題を取り扱っており、興味関心
をもちやすい。図や写真が多く
文字も生徒が見やすいフォント
になっている。元素最新の周期
律表が掲載されている。

分量も適切であり、編ごとのつ
ながりも生徒に理解させやすい
構成がされている。

視覚的な資料も多く、本校の生
徒にとって理解しやすく、適切
な表現である。

理科 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版

１つの単元に対してさらに細か
い項目分けをすることで、生徒
が理解しやすい編集がされてい
る。発展的な内容についても、
興味関心を引く特集でまとめて
いる。

イラストや文章の中でもポイン
トや復習などに分けることで、
生徒がどこが重要か、何を学ん
でいるか分かりやすい工夫がさ
れている。

細かいイラストを用いることで
生徒により詳しい構造や仕組み
の理解を促せるようになってい
る。

理科 61 啓林館 生基 305 新編　生物基礎

学習のポイントが生徒に理解し
やすく示されており、文章の中
の細かい説明で生徒の興味を引
き付けつつ理解できるよう編集
されている。

内容、実験、発展がはっきりと
分かれており、それぞれの内容
に対して分かりやすい写真やイ
ラストを用いた生徒がイメージ
しやすい構成になっている。

写真やイラストが大きく豊富で
あり、生徒が分かるを実感でき
る工夫がされている。

○ 理科 183 第一 生基 319
高等学校　改訂　新生物基
礎

2

図や写真が多く文字も大きく、
文と文の間も広いため、生徒が
見やすいフォントになってい
る。生徒の興味を喚起する身近
な写真や話題を取り扱ってお
り、生徒が興味関心をもちやす
い。

１つの項目に対しての文章量を
少なくし、要点がまとまってい
ることで、生徒に負担感がなく
教科書を読める工夫がされてい
る。

簡略化された単純な文章やイラ
ストが用いられているため、生
徒が文章とイラストを照らし合
わせて内容を理解しやすいよう
になっている。

理科 7 実教 地基 307 地学基礎　新訂版

写真や図版が適切に配置され、
解説も簡潔で、生徒が理解しや
すく表現されている。

地球環境から宇宙までと、自然
災害についても章立てで、構成
されていて、理解しやすくまと
められている。それぞれの分量
も適切である。

各章の文章表現が簡潔・平易で
生徒にとって理解しやすい。

理科 61 啓林館 地基 308 地学基礎　改訂版

「実習」や「やってみよう」
で、実習等を通して理解が深め
られる内容となっている。ま
た、随所に最新の各種観測デー
タを盛り込み、推測したり、考
えさせるなど、思考力を高める
工夫が、様々なされている。

写真や図解等の分量・配置が適
切である。また、説明が平易
で、生徒に理解させやすい記述
がなされている。

解説は、平明で生徒に理解させ
やすい。また、「想像図」の挿
絵での提示が適切で、理解を促
進させるのに役立つ。

○ 理科 183 第一 地基 310 高等学校　改訂　地学基礎 1

宇宙開闢から現在の地球環境及
び自然災害へと時系列で、深い
学びが出来る内容となってい
る。

１３８億年前のビッグバンによ
る宇宙の始まりから地球の形成
まで時系列で、理解しやすい構
成となっている。それぞれの章
立ての分量等も適切である。ま
た、最新の写真や図版を多用
し、理解を促進している。

説明文が平易に表現され、また
簡潔であり、生徒に理解させや
すい。

保健
体育

50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版

リード文があることで何を学び
考えなくてはいけないかを理解
させやすい。基礎基本が丁寧に
わかりやすく説明されている。
側注を用いて、用語についても
丁寧に説明がなされていて、生
徒により理解させやすくなって
いる。

１つの項目が２ページの見開き
で構成されていて見やすい。ま
た、学習範囲が明確に把握でき
使いやすい。分量も授業で扱い
やすい量である。

ポイントがわかるように強調す
る文字などが使用されていて、
カラー図表やイラストも多く用
いられ、種類も豊富である。｢発
展｣のページでは探究的に学習で
きるように配慮されている。

○
保健
体育

50 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 1

学習のねらいがページ上部に示
されていて各項目で課題意識を
持たせやすい。基礎基本が丁寧
に説明されていて補足説明も豊
富にある。中学校の復習的な内
容や実生活での例などわかりや
すく親しみやすく学習させられ
る。

１つの項目につき基本的には見
開き２ページで使いやすい。ま
た、内容が多い場合でも特設
ページをはさんで、見開きで終
わるよう工夫されている。それ
ぞれの単元の分量も適量であ
る。

資料が豊富であり図表中にポイ
ントが書かれていて生徒に理解
させやすい。難読漢字にルビふ
りがあり、生徒への負担が少な
く授業展開がしやすい。

保健
体育

183 第一 保体 306
高等学校　改訂版　保健体
育

学習のねらいがページ上部に記
載されていて、生徒がどのよう
な内容を学ぶのか理解させやす
い。基礎基本が丁寧にまとめら
れていて、身近な題材も多く意
識して学習させることができ
る。

基本的に１つの項目が２ページ
の見開きで構成されていて、学
習展開しやすくなっている。分
量も多すぎず少なすぎず適量で
ある。

豊富なカラー図や表が大きく、
視覚的に生徒が興味関心を持た
せやすく、理解もさせやすい。
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芸術 17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti

世界各国の伝統ある古き良き音
楽が取り上げられていて、特に
歌唱と鑑賞の内容が豊富であ
る。馴染み深い曲も取り上げら
れている。

歌唱、器楽、鑑賞と単元ごとに
分類された構成で生徒に理解さ
せやすくまとめられている。

全体的に落ち着いた配色と写真
や挿絵が豊富で読み取りやす
い。

○ 芸術 17 教出 音Ⅰ 308
高校音楽Ⅰ改訂版　Music　
View

3
4

世界各国の伝統ある古き良き音
楽が取り上げられており、特に
歌唱と鑑賞の内容が豊富であ
る。

国や地域、あるいは時代ごとに
分類された構成で分かりやすく
まとめられている。

全体的に落ち着いた配色と写真
や挿絵が豊富で読み取りやす
い。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１

世界の伝統的な音楽から現代の
音楽まで幅広く取り上げられて
いて、歌うことや聴く楽曲まで
内容が豊富である。

歌い、奏で、聴くが幅広く配置
された構成となっていて、分か
りやすくまとめられている。

生徒の興味を引く配色であり、
写実や挿絵が豊富で読み取りや
すい。

○ 芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１
3
4

幅広い分野の作品が掲載されて
おり、生徒が様々な表現に触れ
ることのできる内容となってい
る。

表現と鑑賞のバランスが良い。
テーマごとの分量が適切であ
る。

鑑賞する際の着眼点が生徒の理
解しやすい表記となっている。

芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１

美術に対するメッセージ性のあ
る内容となっている。

表現と鑑賞がテーマになってい
て生徒に理解させやすい。

文章を読むことから美術の素晴
らしさが伝わるように書かれて
いる。

芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１

美術の変化を歴史の中に位置づ
けつつ、表現力や鑑賞する力が
養成できる内容となっている。

芸術作品の図版や写真が豊富に
取り上げられ、大判であり見や
すく構成されている。

解説も平易な文章で表現されて
いて、生徒に読解させやすく
なっている。

芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ

理論と実技がバランスよく構成
されていて、生徒に理解させや
すい。

構成・分量とも適切である。 書き方の姿勢のイラストが使わ
れており、実践にも役立つ表記
がなされている。

○ 芸術 6 教図 書Ⅰ 306 書Ⅰ
3
4

書道の芸術的な表現が幅広く網
羅されている。表現・鑑賞・理
論が内容として適切に盛り込ま
れている。書道の歴史も詳述さ
れている。

表現・鑑賞・理論のバランスが
良い構成になっている。大判で
見やすく構成されている。

実際に表現する際に、生徒に
とって理解させやすい表現がな
されている。

芸術 17 教出 書Ⅰ 307 新編　書道Ⅰ

書道の芸術的な表現（楷書、行
書、草書等）が幅広く網羅され
ている。理論・表現・鑑賞が内
容として偏りなく配置されてい
る。また、書道の歴史が生徒に
理解させやすくまとめられてい
る。

理論・表現・鑑賞のバランスが
程よい構成となっている。

実際に表現活動をする際に、生
徒にとって理解させやすい表現
がなされている。

○
外国
語

205 三友 コ基 302
JOYFUL English 
Communication Basic

1

文法事項は、基本的なものから
応用へと段階的に学習させるこ
とができるよう配列されてい
る。文化、音楽、スポーツ、自
然科学など、生徒に身近で親し
みを感じさせるテーマが扱われ
ている。

内容理解に役立つイラスト・写
真がたくさん掲載されている。
単元のボリュームが適量であ
り、生徒を飽きさせず学習させ
ることができる。

表現が平易でわかりやすいの
で、生徒に無理なく理解させる
ことができる。文字の大きさは
適当である。

外国
語

226 チアーズ コ基 303
ATLANTIS English 
Communication Basic

バラエティに富んだ題材が扱わ
れている。英語を通して様々な
事柄を学ばせることができる。
文法項目も系統立てて学習させ
られるよう工夫されている。

洋書のような雰囲気があり生徒
の興味を引く。ボリュームや語
彙数が多い。練習問題は様々な
形態で出題されていて工夫が見
られる。

説明はていねいでわかりやす
く、生徒に無理なく理解させる
ことができる。文字は適当な大
きさである。

外国
語

2 東書 コⅠ 328
All Aboard! English 
Communication Ⅰ

物語文、論文、会話形式、手
紙、電話など、英文のパターン
も多岐に渡っており、生徒に興
味関心を持たせる内容である。
文法事項は基礎から応用へと段
階的になっており、無理なく学
習させることができる。

内容に関したイラストが多く含
まれている。また、単元ごと
に、表現・文法事項の解説ペー
ジがある。

説明がとても簡潔にまとめられ
ている。英文のフォントがシン
プルで見やすい。

外国
語

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

高校生が身近に感じられるよう
な、日常生活に根付いた題材が
多く扱われている。文法事項は
１つの単元に２つずつ配列され
ており、それらの違いに留意す
ることでより理解を深めさせる
ことができる。

本文の理解を深めるための脚注
や新出単語がわかりやすく表示
されている。分量も適当であ
る。

説明が簡潔で解説しやすい。文
字の大きさは適当である。

○
外国
語

104 数研 コⅠ 344
Revised COMET English 
Communication Ⅰ

2

歴史や社会問題についてだけで
なく、身近な文化や生活に関す
る幅広い内容も扱われており、
生徒の興味を引きやすい。

導入、本文の内容、課末と構成
が分けられている。また、単元
末には、文法事項について分か
りやすくまとめてある。分量も
適当である。

シンプルで読みやすい。解説も
図や絵を適度に用いたものでわ
かりやすい。
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○ 家庭 7 実教 家基 314
新家庭基礎　パートナー
シップでつくる未来

2

生きていく上で必要な基礎基本
を身に付けさせることに重点が
置かれている。自分自身でどう
生きていくか考えさせることが
できる。具体例も豊富である。

各単元に導入ワークがあり、生
徒の動機づけに適している。ま
た１つの単元がコンパクトにま
とまっていて生徒に理解させや
すい。

基礎的な資料やイラストや写真
も豊富で生徒の興味・関心を引
きやすい。また、文章も読ませ
やすい。

家庭 7 実教 家基 315 新家庭基礎２１

テーマ学習形式でより深く学べ
るようになっている。「持続可
能性」に重点が置かれている。

見開きの構成になっていて、授
業の内容が把握しやすいように
なっている。

時事的な話題を扱った「現代の
窓」やコラムなどが数多くあ
り、資料が豊富である。

家庭 7 実教 家基 316 新図説家庭基礎

人とかかわって生きる、生活を
つくる、消費者として自立する
といった内容が、その職業人の
体験談等も取り入れてあり、
メッセージ性がある。

図が多く取り入れてあり、それ
に対する説明も適切である。

読み手に質問するような表記が
してあり、読み手が一緒に考え
るような表現がされている。

情報 2 東書 社情 310 社会と情報

実習編と理論編と２部構成に
なっている。それぞれに工夫さ
れた内容であるが、ややまとま
りがない。

構成・分量・装丁の全てにわた
り問題がない。

内容が必要最小限度に絞り込ん
で作られている。

情報 7 実教 社情 312 高校社会と情報　新訂版

例題や身近な事例が豊富に掲載
されており、解説が分かりやす
い。じっくり読み込める生徒に
とっては、とても興味を持たせ
る内容となっている。

イラストや写真が適切に配置さ
れ、重要語句には適切な解説が
されている。２単位として、適
切な分量となっている。

やや、表現に硬いところはある
が、よくまとまっている。

○ 情報 116 日文 社情 307 見てわかる社会と情報 1

生徒に理解させやすい表記であ
る。図版やイラストが多く、適
切に配置されて、生徒の興味を
引くものとなっている。難解な
言葉には理解しやすいコメント
がついている。

写真やイラストが工夫されてお
り、見やすく、理解しやすい構
成となっている。ページ数は適
切な分量となっている。

内容が必要最小限度に絞り込ん
で作られていて、生徒に理解さ
せやすい。
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