
令和４年度使用教科用図書採択候補一覧（高等学校） 

〈〈全日制〉〉 

川崎高等学校         １頁 ～ １５頁 

幸高等学校         １６頁 ～ ３２頁 

川崎総合科学高等学校    ３３頁 ～ ４７頁 

橘高等学校         ４８頁 ～ ５９頁 

高津高等学校        ６０頁 ～ ７０頁 

〈〈定時制〉〉 

  川崎高等学校        ７１頁 ～ ７７頁 

  川崎総合科学高等学校    ７８頁 ～ ８６頁 

  橘高等学校         ８７頁 ～ ９３頁 

  高津高等学校        ９４頁 ～１０１頁 

議案第１８号



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 

川崎高等学校全日制の第２部 14 頁、15頁、川崎総合科学高等学校全日制の第２部 47 頁にあります 

太枠で囲った教科書については、学校教育法附則第９条に基づき、１年生であっても第２部の教科書を

採択候補としています。 



番号 略称 記号 番号

〇 国語 2 東書 現国 701 新編現代の国語 Ａ５
1

生福

日常生活に身近な話題から提起さ
れた文章が多く取られ、生徒が興
味を持てるような教材が多く、探
究的な学習へと深めることがしや
すい。調査・話し合いへの展開も
しやすい文章が精選されている。

清新な色づかいで、新たな気持ち
で学習に向き合うような編集が特
徴的である。例文などは、短めな
文章で多彩に構成されている。

見出しやレイアウトも印象に残り
やすい工夫がなされている。挿絵
や囲み事項も学習者の興味を喚起
し、洗練されている。

国語 2 東書 現国 702 精選現代の国語 Ａ５ 1

６つのテーマによって分かりやす
く教材の文章が採られており、話
す・書く・調べる学習への展開が
しやすいように編集されている。

落ち着いた色づかいで統一されて
いる。テーマを絞ったことによ
り、それぞれ多彩な文章で構成さ
れており、様々な授業展開をしや
すい。

文章の理解から発展的に学びを展
開するうえで、丁寧なガイドライ
ンが提示されている。トピックに
よる色分けも効果的である。

〇 国語 15 三省堂 現国 704 精選 現代の国語 Ａ５
1
普

様々な分野から多彩な視点で教材
が集められている。文章の理解か
ら学びを広げるためのガイドが充
実している。ワールドカフェなど
体験的な学びをするための教材も
独自である。

文章量は精選され吟味された編集
になっている。コンパクトな中
に、探究的な学習につながる手立
てが工夫された編集である。

色づかいはあえて控えめで、学習
者が落ち着いて取り組めるように
すっきりした表記になっている。

国語 50 大修館 現国 706 現代の国語 Ａ５ 1

掲載順に学習を進めていくこと
で、評論の理解を深め、トピック
によって話し合いや書くことへの
展開がスムースにできるように編
集が工夫されている。

12のテーマから多彩な文章が取ら
れており、学習者の状況に合わせ
て教材が選択できる。育てる力の
チャートがあり、学習者の意識も
喚起しやすい編集上の工夫があ
る。

アイコンや色によって、学習すべ
き重点が分かりやすいように工夫
されている。

国語 104 数研 現国 708 現代の国語 Ａ５ 1

テーマに沿った教材と、理解・読
解の着眼点を意識させやすい編集
になっている。表現に特化した巻
末の教材も、学習者が学びやすい
ように工夫されている。

それぞれの教材に読む・書く・話
すのチャートが示され、学びのね
らいが分かりやすい編集となって
いる。

文字のフォント・サイズ・行間隔
がすっきりと読みやすく工夫され
ている。色づかいもたいへん控え
めで、落ち着いて学ぶことができ
る。

〇 国語 2 東書 言文 701 新編言語文化 Ａ５
1

生福

近現代の文章から編集されてお
り、学習者にスムースに言語文化
の学びが促進されるようになって
いる。古典は、基本的な教材が精
選されている。

見返しの学習関連図、各章にある
時代の位置チャートなど細かいと
ころまで配慮され、色づかいも学
びに親しめるように工夫された編
集となっている。

大きめのフォントが採用されてい
る。トピックごとにやわらかい色
分けがなされるなど、学習者の状
況に配慮されている。

〇 国語 50 大修館 言文 705 言語文化 Ａ５
1
普

見返しや第一教材から、世界的な
視点から我が国の言語文化に向き
合おうとする編集となっている。
基本的な古典が精選され、近現代
の文章も幅広い学習の視点を形成
すべく編集されている。

教材を選択しやすい構成になって
おり、充実した教材が精選されて
いる。各教材のページ隅に時代の
チャートが示されるなど、工夫さ
れている。

若い学習者を意識した清新な色づ
かいでレイアウトされている。

国語 104 数研 言文 707 言語文化 Ａ５ 1

古典の教材は基本的で充実してい
る。トピックやコンテンツにつな
げる工夫がされており、情報機器
により学習者が学びを深めるため
の手立てが明確である。近現代の
教材は高度なものまで多彩な編集
である。

情報量は充実しているが、コンパ
クトですっきりした構成で編集さ
れている。教科書の使い方に慣れ
ることで、学びが深められるよう
にチャートが工夫されている。

やや小さめなフォントで、情報を
コンパクトにまとめている。

国語 117 明治 言文 711 精選　言語文化 Ａ５ 1

古典では基本的な教材が精選され
ており、トピックは各教材のあと
でこまめに配置されている。近現
代文はかなり精選されており、工
夫されている。

教材数は充実しており、選択して
学習するように編集されている。
各頁の情報量は多く、学びを深め
るための様々なチャートが用意さ
れている。

フォントは教材ごとに異なるが、
全体的にやや小さく、コンパクト
にまとめようとしている。

地理
歴史

7 実教 地総 702 地理総合 ＡＢ 1普

学習指導要領の内容が適切に網羅
されている。地理的なものの見方
に基づく思考力、判断力、表現力
等を養うための問いかけが豊富に
盛り込まれており、新しい学びに
対応している。

全編が見開き構成でまとめられて
おり、学習事項の分量も適切であ
る。図版資料が大きく効果的に配
置され、見やすく、分かりやす
い。本文と図版が全編を通して固
定化されているため、学習計画が
立てやすい。

教科書に散在する「問いかけ」が
口語体で記載されているなど、生
徒がスムーズに主体的な学びに
入っていけるよう工夫がなされて
いる。UDフォント、カラーユニ
バーサルデザインに配慮されてい
る。

〇
地理
歴史

46 帝国 地総 703 高等学校　新地理総合 ＡＢ 1普

学習指導要領に合わせて、重要事
項が適切かつ丁寧に解説されてい
る。また、発展的な内容も学習で
きるように側注欄の解説や資料、
特設コーナーが充実している。

原則、１時限１見開き構成となっ
ているので、分量が適量で学習計
画を立てやすい。写真や、地図・
グラフなどの資料が豊富に設けら
れており、バランスよく配置され
ている。

説明が丁寧で分かりやすく、側注
が多く掲載されており、理解を促
しやすい。関連図版・写真の図番
号など資料の活用を促す工夫がな
されている。UDフォント、カラー
ユニバーサルデザインに配慮され
ている。

地理
歴史

139 二宮 地総 704
地理総合　世界に学び地域
へつなぐ

Ｂ５ 1普

学習指導要領の項目に沿って基礎
から段階的に知識・技能を習得す
ることができるよう、配慮されて
いる。地理歴史科学習の基礎とな
る知識・技能を過不足なく学ぶこ
とができるよう、全体が編成され
ている。

１つの主題について、「イント
ロ」、「本文」、「まとめと探
究」の３段階の展開で、見開きご
とに完結する構成になっており、
基礎的な知識が精選して掲載され
ている。

本文は平易な表現で、また重要用
語を太字で示し、関連箇所への参
照ページを明記している。用語解
説も側注に設けられ理解を促しや
すい。UDフォント、カラーユニ
バーサルデザインに配慮されてい
る。

地理
歴史

2 東書 歴総 702 詳解歴史総合 Ｂ５ 1普

世界とその中における日本の近現
代の歴史の変化を、様々な資料を
活用し、多面的・多角的に考察で
きる内容が適切に取り上げられて
いる。基本的な事項が網羅され、
習得しやすいように配慮されてい
る。

全体としてバランスのとれた配
列・分量であり、歴史的な見方や
考え方を培ううえで効果的な構成
である。また、写真・図版が随所
に効果的に掲載されている。

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。
写真や図版などの資料の説明も記
載されており、生徒が学習時に理
解しやすい。UDフォント、カラー
ユニバーサルデザインに配慮され
ている。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

1
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構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

〇
地理
歴史

81 山川 歴総 707 歴史総合　近代から現代へ Ｂ５ 1普

学習指導要領の内容に沿いながら
も、時系列的な構成となってお
り、生徒が歴史の流れを理解しや
すい。「日本史探究」、「世界史
探究」の学習も見据え、基本的な
知識が十分に得られる内容になっ
ている。

史料や写真などの諸資料が豊富に
掲載されており、バランスもよ
い。節の途中や図版などで、「問
い」が設定されており、対話的な
活動が行えるように留意されてい
る。

高校生にとって理解しにくいと思
われる語句や、より詳細な解説が
必要であると考えられる箇所に
は、注が付されている。カラーユ
ニバーサルデザインに配慮されて
いる。

地理
歴史

81 山川 歴総 708
現代の歴史総合　みる・読
みとく・考える

ＡＢ 1普

学習指導要領に沿って内容が網羅
されている。展開過程が要領よく
整理され、基本的事項など、必要
かつ十分な内容が盛り込まれてい
る。

テーマ毎に構成されており、歴史
の構造が理解しやすく、導入から
まとめまで、単元ごとの学習の流
れが明確である。写真・地図・資
料が問いとともに豊富に用意さ
れ、主体的・対話的で深い学びの
ための工夫がなされている。

用語解説や年表など、知識の補足
や整理に有効な内容が充実してお
り、説明も分かりやすい。カラー
ユニバーサルデザインに則り紙面
が見やすく工夫されている。

〇
地理
歴史

46 帝国 地図 702 新詳高等地図 ＡＢ 1普

一般図，都市図，資料図が豊富に
掲載され、系統地理，地誌，GIS
などの様々な学習に対応できるよ
う編集されている。現代社会の現
状を理解するのに必要な拡大図が
豊富に掲載されている。

AB判のワイドな誌面を生かし，地
域間の結び付きが読み取りやすい
図取りの一般図が多数掲載されて
いる。地理歴史科・公民科の学習
上必要な一般図・資料図・統計資
料がバランスよく掲載されてい
る。

索引は，文字が大きくなっている
など，地名が探しやすいように配
慮されている。世界の地図には，
国名や都市名，自然地域名称に欧
文が並記されている。カラーユニ
バーサルデザインに配慮してい
る。

地理
歴史

46 帝国 地図 703 標準高等地図 Ａ４ 1普

地理歴史科・公民科の学習上必要
な地図・資料図・グラフ・統計が
バランスよく掲載されている。ま
た、世界地図、日本地図、資料
図、統計の各ページにおいて、国
や地域がバランスよく取り上げら
れている。

世界・日本の諸地域に関する幅広
い知識と教養が身に付くよう、大
判を生かしたダイナミックに編集
となっており、地図を前半に、資
料図を後半にまとめた二部構成に
なっている。

様々な地図表現が適宜効果的に用
いられ、必要な情報が読み取りや
すくなっている。統計ページもフ
ルカラーで印刷され、資料が読み
取りやすくなっている。カラーユ
ニバーサルデザインに配慮してい
る。

地理
歴史

130 二宮 地図 704 高等地図帳 Ｂ５ 1普

高等地図帳は、世界地図や日本地
図をはじめ、広域図、拡大図など
さまざまなスケールの地図が網羅
され、地図の見方・考え方を養う
ことができる。資料図も地歴公民
科の学習において十分な内容であ
る。

B５判のなかに、地図・資料図・
グラフ・統計がバランスよく掲載
されている。必要な資料が精選さ
れ、見やすく構成されている。

印刷が鮮明で、国名・首都名・都
道府県名などの地名が見やすい。
長期にわたり使用できる丈夫な製
本となっている。UDフォント、カ
ラーユニバーサルデザインに配慮
されている。

〇 公民 7 実教 公共 703 詳述公共 Ａ５ 1普

学習指導要領の内容に沿い、基礎
的・基本的事項から発展的な内容
まで詳しく記述されている。資料
読解力および思考力の育成のため
の工夫がみられる。

制度の解説図や資料、写真等が多
く盛りこまれ、見やすくレイアウ
トされている。分量は多く「倫
理」や「政治・経済」にむけた発
展的な学習が可能である。デジタ
ル教材との連携もなされている。

オールカラー印刷で写真やグラ
フ・概念図・年表が効果的に掲載
されている。重要語は太字を用い
るなど工夫されている。UDフォン
ト、カラーユニバーサルデザイン
に配慮されている。

公民 35 清水 公共 705 高等学校　公共 Ｂ５ 1普

学習指導要領の内容に沿って、自
立した主体としての意識を育むこ
とができるよう工夫されている。
基礎的・基本的事項は詳しく、ま
た深く記述されている。

本文は原則２ページ毎にまとまっ
ており、本文を中心に注や図版・
資料などとも合わせてレイアウト
されている。説明が詳しく記載さ
れており、適切な分量である。

オールカラー印刷で写真やグラ
フ・概念図・年表が効果的に掲載
されている。重要語はゴシック活
字を用いるなど工夫されている。
UDフォント、カラーユニバーサル
デザインに配慮されている。

公民 183 第一 公共 710 高等学校　公共 Ｂ５ 1生福

学習指導要領の学習項目が網羅さ
れ、基礎的・基本的事項から発展
的な学習まで対応できる内容が扱
われている。「問い」と「ふり返
り」を積み重ねることによって学
習内容の理解を深めることができ
る。

本文の分量や内容、図・写真の数
や配置などのバランスがとれてい
る。第１編で学んだことを基盤と
して、第２・３編の適切な箇所に
具体的な発問が示されるなど全体
として見通しをもちやすい構成で
ある。

本文は平易で分かりやすい記述と
なっている。重要用語はゴシック
体となっており、側注での解説が
的確で、かつ、分かりやすい。

公民 183 第一 公共 711 高等学校　新公共 ＡＢ 1生福

学習指導要領に示された学習項目
が網羅され、偏りなく扱われてい
る。高校生に身近な題材や興味・
関心を高める資料が豊富に掲載さ
れており、どの高校生にも取り組
みやすい教科書である。

見開き２ページでひとまとまりの
構成で指導計画が立てやすい。本
文の分量や内容、図・写真の数や
配置などのバランスがとれてい
る。２単位の科目の分量として適
切である。

本文は平易で分かりやすい記述と
なっている。重要用語はゴシック
体となっており、側注での解説も
簡潔で、分かりやすい。

〇 公民 190 東法 公共 712 公共 Ｂ５ 1生福

学習指導要領に示された学習項目
が網羅され、具体的な社会的事象
等と関連付けながら、偏りなく扱
われている。本文と特集ページと
もに、思考力・判断力・表現力の
育成に重点をおいて編集されてい
る。

各学習項目は見開きで構成されて
おり、分量も適切である。第１・
２編で学んだ見方・考え方を働か
せながら第３編に取り組むことが
できるよう配慮されている。写真
や図版・統計が効果的にレイアウ
トされている。

本文は平易で分かりやすい記述と
なっている。文字も大きく読みや
すい。写真・図版も大きく掲載さ
れている。UDフォント、カラーユ
ニバーサルデザインに配慮されて
いる。

数学 2 東書 数Ⅰ 701 数学Ⅰ　Advanced Ａ５

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
文に関連した内容を扱っており、
授業の進度に応じて取りあつかう
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。例、例題、応用例題も豊富で
ある。

数学 2 東書 数Ⅰ 702 数学Ⅰ　Standard Ａ５

例、例題、応用例題と基礎から標
準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
文に関連した内容を扱っている。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

カラーバリアフリーを含むユニ
バーサルデザインに配慮してあ
る。例、例題、応用例題も豊富で
ある。

数学 7 実教 数Ⅰ 706 数学Ⅰ　Progress Ａ５

色合いも豊富である。また例、例
題、練習問題ともに豊富で演習す
る際には十分ある。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

色使いが多く使われている。また
絵や図を用いているので、分かり
やすさに重点を置いた表現となっ
ている。

2
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【第１部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書
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購入
学年
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数学 7 実教 数Ⅰ 707 新編数学Ⅰ Ａ５

色合いも豊富である。また例、例
題、練習問題ともに豊富で演習す
る際には十分ある。課題学習の内
容も豊富で探求活動も行うことが
できる。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

色使いや多く、多彩な色で書かれ
ている。また絵や図を用いている
ので、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 708 高校数学Ⅰ Ｂ５ 1生

既習内容の復習を含んでおり、計
算や考え方の確認をしながら進め
ることができる。基礎・基本に徹
した内容であり、平易な表現で説
明されているため、理解しやす
い。

学習内容がまとめられているため
学習の見通しが立てやすくなって
いる。問題の構成・分量ともに適
切である。

色使いや多く、多彩な色で書かれ
ている。また絵や図を用いている
ので、視覚的な分かりやすさに重
点を置いた表現となっている。
ふりがなが振られておりユニバー
サルデザインに対応している。

数学 61 啓林館 数Ⅰ 709 数学Ⅰ Ａ５

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

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 61 啓林館 数Ⅰ 710 新編数学Ⅰ Ａ５

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

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
や絵なども豊富で効果的に使われ
ている。

数学 61 啓林館 数Ⅰ 711 深進数学Ⅰ Ａ５

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 712 数学Ⅰ Ａ５ 1普

基本的な問題が網羅されており、
簡潔な表現でまとめられている。
具体例も多く、解説が平易で丁寧
である。

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
や絵なども効果的に使われていて
理解しやすい。

数学 104 数研 数Ⅰ 713 高等学校　数学Ⅰ Ａ５

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。また課題学習やコラムの内容
も豊富である。

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
や絵なども効果的に使われていて
理解しやすい。

数学 104 数研 数Ⅰ 714 新編　数学Ⅰ Ａ５

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。また課題学習やコラムの内容
も豊富である。

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
や絵なども効果的に使われていて
理解しやすい。色の使用も多い。

数学 104 数研 数Ⅰ 716 新　高校の数学Ⅰ Ｂ５

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。また課題学習やコラムの内容
も豊富である。

問題が分量が豊富である。演習問
題の難易度も適切である。

適切な文章表現である。また、図
や絵なども効果的に使われていて
理解しやすい。

数学 104 数研 数Ⅰ 717 ＮＥＸＴ　数学Ⅰ Ａ５

基本的な問題が網羅されており、
簡潔表現でまとめられている。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。

適切な文章表現である。また、図
や絵なども効果的に使われていて
理解しやすい。色あいも落ち着い
たものを使用している。

数学 183 第一 数Ⅰ 718 新編数学Ⅰ
Ｂ５
変型

問題のタイプが充実している。
例、問題の問題も豊富である。ま
た課題学習の内容も授業で扱える
内容になっているため、探求活動
も可能である。

構成は理解しやすく工夫されてお
り、分量も適切である。

色合いが多彩で、さまざまな色で
描かれている。

数学 2 東書 数Ⅱ 701 数学Ⅱ　Advanced Ａ５

例、例題、応用例題と段階的に学
習することができる。探求、活用
といった内容が随所に配置され、
授業の進度・深度に応じて取り扱
うことができる。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

モノトーンを基調とした非常に落
ち着いた配色で表現されており、
フォントや余白についても適切で
ある。

数学 7 実教 数Ⅱ 703 数学Ⅱ　Progress Ａ５

例、例題の並びが一定で、授業の
構成・テンポが保たれる。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

明るすぎないやさしい配色で表現
されている。

数学 104 数研 数Ⅱ 709 数学Ⅱ Ａ５

例、例題、応用例題と段階的に学
習することができる。研究、発
展、コラムといった内容も充実し
ており、授業の進度・深度に応じ
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。各所にインターネットへのリ
ンクが配されており、ICTの利活
用に繋がりやすい。

比較的落ち着いた配色で表現され
ており、フォントや余白について
も適切である。読み間違えにく
く、指示した個所を見つけやす
い。
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数学 2 東書 数Ａ 701 数学Ａ　Advanced Ａ５

例、例題、練習問題と基礎から発
展まで段階的に学習することがで
き、授業の進度に応じて取りあつ
かうことができる。3章「数学と
人間の活動」では身近な事象の丁
寧な解説があるため、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
り、指導単元の参考が豊富であ
る。巻末にインターネットのリン
クが配置されており、習熟に応じ
た内容が受けられる。

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。適切な内容や解説のため、理
解しやすい文章表現になってい
る。

数学 2 東書 数Ａ 702 数学Ａ　Standard Ａ５

例、例題、練習問題と基礎から発
展まで段階的に学習することがで
き、授業の進度に応じて取りあつ
かうことができる。3章「数学と
人間の活動」では身近な事象を取
り上げられており、丁寧な説明や
練習問題が充実している。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。探求の量も適切であり、共通
テスト対策の内容も記載されてい
る。また，巻末にインターネット
のリンクが配置されており、習熟
に応じた内容が受けられる。

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。例、例題、応用例題も豊富で
ある。

数学 7 実教 数Ａ 706 数学A　Progress Ａ５

例、例題、応用例題と段階的に学
習することができる。探求、活用
といった内容が随所に配置され，
指導単元の内容に応じて取り扱う
ことができる。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。また、各所にインターネット
のリンクが配置されており、学習
の参考になる情報がある。

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 7 実教 数Ａ 707 新編数学Ａ Ａ５

色合いも豊富である。また例、例
題、練習問題ともに豊富で演習す
る際には十分ある。課題学習の内
容も豊富で探求活動も行うことが
できる。

例題に丁寧な解説がある。例、例
題、応用例題、思考力PLUSがス
モールステップで配置されてお
り、クラスに応じて適切な題材を
丁寧に学ばせることができる。ま
た、デジタルコンテンツが各所に
配置されており、学習の参考にす
ることができる。

色使いや多く、多彩な色で書かれ
ている。また絵や図を用いている
ので、分かりやすさに重点を置い
た表現となっている。

数学 61 啓林館 数Ａ 709 数学Ａ Ａ５

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、色合いも良くまとめら
れている。また，別解も簡潔にま
とめられていて分かりやすい。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。節末・章末にインターネット
のリンクが配置されており，学習
の参考になる情報がある。

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。落ち着いた色合いを使
用している。

数学 61 啓林館 数Ａ 711 深進数学Ａ Ａ５

例、例題、練習問題と段階的に学
習することができる。随所に探求
といった内容が配置され，授業の
進度・深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。また，各所にインターネット
のリンクが配置されており，補助
教材の内容として理解を助けるた
めの内容となっている。

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。探求での内容の解説も
理解しやすい。

○ 数学 104 数研 数Ａ 712 数学Ａ Ａ５ １普

例、例題、練習問題と基礎から発
展まで段階的に学習することがで
き、授業の進度に応じて取りあつ
かうことができる。3章「数学と
人間の活動」では具体的な例をも
とに丁寧な説明がある。内容も充
実している。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。また，各所にインターネット
のリンクが配置されており，参考
資料や理解を助けるためのアニ
メーションなど学習の参考になる
情報がある。

例、例題、練習問題の量は豊富で
あり、色使いも多彩であり視覚的
な理解が進められる。

数学 104 数研 数Ａ 713 高等学校　数学Ａ Ａ５

基本的な問題が網羅されており、
簡潔な表現でまとめられている。
具体例も多く、解説が平易で丁寧
である。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。また，インターネットのリン
クが配置されており，参考資料や
理解を助けるためのアニメーショ
ンなど学習の参考になる情報があ
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。解
説も簡潔な表現でまとめられてい
る。

数学 104 数研 数Ａ 714 新編　数学Ａ Ａ５

基本的な問題が網羅されており、
簡潔表現でまとめられている。平
易で丁寧な解説があるため，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。また，各所にインターネット
のリンクが配置されており，学習
の参考になる情報がある。

色使いが多く使われている。また
絵や図を用いているので、分かり
やすさに重点を置いた表現となっ
ている。

数学 104 数研 数Ａ 717 ＮＥＸＴ　数学Ａ Ａ５

指導単元の目標が記載されてお
り、それに応じた例、例題、練習
問題と基礎から発展までの内容が
充実している。また、随所に研究
といった内容が配置され、数学的
な視点を身につける教材が十分に
ある。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。また、各所にインターネット
のリンクが配置されており、参考
資料や理解を助けるためのアニ
メーションなど学習の参考になる
情報がある。

適切な文章表現である。色使いも
多彩で視覚的に理解が進められ
る。

理科 7 実教 科人 702 科学と人間生活 Ｂ５ 1生福

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。

〇 理科 104 数研 科人 704 科学と人間生活 ＡＢ 1生福

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 705 高等学校　科学と人間生活 Ｂ５ 1生福

各分野において身近な現象が取り
扱われており、わかりやすくまと
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
に入れ込まれている。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、
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理科 2 東書 物基 702 新編物理基礎 Ｂ５ 1普

学習指導要領の内容が充分に取り
扱われている。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 705 高等学校　物理基礎 Ａ５ 1普

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。現象を物
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されて
いる。

図版資料が豊富で、分かりやすい
表現がなされている。

〇 理科 104 数研 物基 707 物理基礎 Ａ５ 1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
体系的に学習するうえで必要な題
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 7 実教 化基 703 化学基礎　academia Ａ５ 1普

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」も充実
している。

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。図も
見やすい。

理科 61 啓林館 化基 706 高等学校　化学基礎 Ａ５ 1普

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。

〇 理科 104 数研 化基 709 高等学校　化学基礎
Ｂ５
変型

1普

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

構成も分量も適切である。知識が
しっかりと身につく構成になって
いる。

図や写真が豊富で表記も表現とも
適切である。

理科 2 東書 生基 701 生物基礎
Ｂ５
変型

１普

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 7 実教 生基 703 生物基礎 Ｂ５ １普

本文が簡潔で分かりやすい。発展
問題にも十分対応できように工夫
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。

〇 理科 104 数研 生基 708 高等学校　生物基礎
Ｂ５
変型

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。

バランス良く構成されており、分
量も適切である。

丁寧な表記・表現がされている。
写真や図も分かりやすく工夫され
ている。

○
保健
体育

50 大修館 保体 701 現代高等保健体育改訂版 Ｂ５ 1

保健および体育の基本的な知識や
教養が習得でき、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。極めて細やかな
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。

保健
体育

50 大修館 保体 702 新高等保健体育
Ｂ５
変型

1

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・基本が理解しやすく
なるような配慮がされている。

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 703
高等学校　保健体育 
Textbook

Ｂ５ 1

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 701 音楽Ⅰ　Tutti＋ Ａ４

情報量が多く、扱う題材の選択肢
が多く分野も幅広いところは利
点。題材ごとの学習内容や工夫は
少ない。時間をかけて扱うより
も、曲数等を多く学習する場合に
適している。

Ａ４版150ページ。カラーページ
が多い。一つの題材に対し１～２
ページに多くの情報が掲載されて
いる。器楽や音楽史もまんべんな
く丁寧に扱っているが、余白が少
なく情報量が多すぎる。

短い文で説明してある部分が多
く、題材の目標や言葉の意味も丁
寧で分かりやすい。まなびリンク
というデジタルコンテンツがある
が、量は少ない。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 702 高校生の音楽１
Ａ４
変型

様々な角度から音楽の本質にせま
ろうとしている。歌唱よりも鑑賞
に力を入れており、歌唱は後半に
楽譜集として多くの曲が掲載され
ている。教科書に則った指導や題
材を設定しやすい。

Ａ４版170ページ。カラーページ
が約半分。余白があり全体的に見
やすい。40ページほどモノクロで
楽譜が掲載されている部分は楽譜
集のようにできている。

重要な部分は端的な文章で、予備
知識のような部分は丁寧に説明が
されており、メリハリがあって良
い。デジタルコンテンツが豊富
で、扱いやすい。
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【第１部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
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教科
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発行者 教科書
教科書名 判型
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〇 芸術 27 教芸 音Ⅰ 703 ＭＯＵＳＡ１ Ａ４ 1

題材の選曲が幅広く選択肢が多
い。中学からの学習を引き継ぎな
がら、より詳しく深く掘り下げる
手がかりが記されている。音楽史
を時代で並べるだけでなく様々な
角度から扱っており実用的であ
る。

Ａ４版160ページ。ほぼカラー
ページ。余白があり、ポイント部
分にカラーやイラスト、写真が使
われているため、楽譜はシンプル
で、頁全体としては彩りがあり見
やすい。

重要な部分の字体や色が変えられ
ており、表記がわかりやすい。デ
ジタルコンテンツが豊富で、生徒
が自主的に学ぶこともできる。

芸術 89 友社 音Ⅰ 704 ＯＮ！１
Ａ４
変型

個人でも学習にとりくめるような
内容となっており、基礎から応用
まで網羅している。白黒の楽譜
ページとともに、カラーの解説
ページがあるため、生徒の興味・
関心を引き出せる。

Ａ４版160ページ。楽譜のページ
はほぼ全て白黒である。解説や鑑
賞、器楽や音楽史の部分はカラー
ページのため、楽譜集のような印
象を受ける

文字の大きさやカラーでメリハリ
をつけており、重要なポイントが
分かりやすい。ＩＣＴ活用を意識
したコンテンツは特になし。

芸術 38 光村 美Ⅰ 701 美術１
Ａ４
変型

導入部分に力点が置かれており、
生徒の制作意欲を引き出す内容と
なっている。発想や構想のヒント
が得られるよう工夫されており、
技術面においても様々な技法につ
いて動画で視聴することができ利
便性が高い。

題材は分野別に整理されバランス
よく配置されている。多彩なデジ
タルコードが豊富に掲載されてお
り、関連するデジタルコンテンツ
とリンクしており、授業で扱いや
すい構成となっている。

活字は鮮明で読みやすい大きさ、
フォントで読む負担感を感じさせ
ない。印刷にこだわり質の高い図
版となっている。

〇 芸術 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１ Ａ４ 1

多様な授業に対応した題材構成と
なっており、題材ごとに学習のね
らいや目標も明示されていて知識
技能の習得に役立つ内容となって
いる。デジタルコンテンツも多彩
で、教科書の内容を十分に補足で
きる。

豊富なページ数で情報量が多い。
特に基礎基本となる技法資料や美
術史についての資料が充実してい
る。

問いかける文体を多く取り入れて
おり、主体的・対話的な学びの推
進の工夫がなされている。カラー
ユニバーサルデザインにも配慮さ
れている。

芸術 116 日文 美Ⅰ 703 高校美術
Ａ４
変型

主体的・対話的で深い学びが推進
されるよう工夫された内容となっ
ている。現代社会や生活の中で美
術と関わっていくために、デザイ
ン的思考・SDGｓ・STEAM教育など
の視点を取り入れている。

各題材ページがメッセージを届け
る紙面構成となっており、生徒の
思考力・判断力・表現力を育てる
工夫がある。
学びを深めるための動画コンテン
ツも多く掲載されている。

紙面に様々な仕掛けがあり、作品
の大きさ、形、色などを実感でき
るような工夫がされている。ま
た、作品の良さを正しく伝えるよ
う鮮明で美しい印刷となってい
る。

〇 芸術 2 東書 書Ⅰ 701 書道Ⅰ Ａ４ 1

漢字仮名交じり書が冒頭に配置さ
れ、中学書写との連続性がある。
古典の美しさや多様性を紹介する
工夫が随所に見られ、書の楽しさ
が伝わる内容である。また学習の
プロセスが分かりやすく、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
く配置され、取り組みやすい。

美しいカラー版で、親しみやす
い。説明が分かりやすく丁寧であ
る。

芸術 6 教図 書Ⅰ 702 書Ⅰ Ａ４ 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。拡大図版な
どを織り込んだ多角的な構成も興
味関心に結び付く。また、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。

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

芸術 6 教図 書Ⅰ 703 書Ⅰプライマリーブック Ａ４ 1

臨書用の分冊手本として、使いや
すい工夫がされている。拡大図版
も美しく、書への興味が深まる内
容である。

２つに折って使える体裁は、実用
的で授業時に生徒が取り組みやす
い。

美しい精細な図版で、大変見やす
い。古典図版の下に、最小限の解
説が添えられている。

芸術 17 教出 書Ⅰ 704 書道Ⅰ Ａ４ 1

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。
臨書用の分冊は見やすく使いやす
い。

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 705 書Ⅰ Ａ４ 1

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。解説が簡潔で分か
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いる。イ
ラストなどを多用した解説は親し
みやすい。篆刻の別冊は分かりや
すく使いやすい。

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 ＣⅠ 702
Power On 
English Communication Ⅰ

Ｂ５ 1生福

SDGsと関連させた社会的な課題と
ポップカルチャーやスポーツなど
を扱う課のバランスが取れてい
る。多くの写真が随所に配置され
ており、想像を掻き立てながら読
み進めることができる。

多くの写真を使った見開きでの導
入が用意されている。また、各課
のパートごとでも語彙や背景知識
を補強できる構成となっている。
本文中の写真はリテリングにも活
用することができる。

色使いが豊かであり、写真だけで
なく、随所にイラストも付いてお
り、親しみやすくポップな印象を
受ける。

〇
外国
語

15 三省堂 ＣⅠ 707
CROWN 
English Communication Ⅰ

Ｂ５ 1普

内容が多岐に渡っている。ある人
物に焦点を当てたレッスンが多
く、その人物の活動や価値観を通
してその分野を深めることができ
るようになっている。基本構文の
確認から高度な言語活動も適度に
配置されている。

各レッスン末にレッスンの題材と
関連した読みものを配置してお
り、より多様な視点で内容を深め
ることができる。

写真・イラスト・図が教科書全体
を通して適所に配置されている。

外国
語

61 啓林館 ＣⅠ 712
ELEMENT English 
Communication Ⅰ

Ｂ５ 1普

扱われている題材は文系の内容が
やや多い。各レッスンの導入が充
実している。文法解説等を除く
と、すべて英語表記された教科書
である。

各レッスンの導入が充実してい
る。特に、新出語彙は活動の中で
自然と学ぶことができるように
なっており、円滑に本文に移るこ
とができる構成である。各レッス
ン末にはリテリング用の写真が用
意されている。

本文記載の見開きページには写真
等が載せられておらず、英文だけ
に集中することができる。
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〇
外国
語

61 啓林館 ＣⅠ 714
LANDMARK Fit English 
Communication Ⅰ

Ｂ５
変型

1生福

各課の題材が文化・環境・人物・
社会情勢など多岐に渡っており、
多様な観点から学習を進めること
ができる。SDGsに関するコラムも
設けられており、SDGsと各課の内
容を結び付けて考えることができ
る。

導入の際に聞く・話すことを通じ
て内容に関する背景知識を身に付
けることができる。各課末には見
開きページで本文全体が掲載され
ており、速読や概要把握ができる
構成となっている。

各課ごとにテーマカラーが設定さ
れており、親しみやすいデザイン
である。文法の解説は最小限に止
めてある。

外国
語

104 数研 ＣⅠ 717

COMET 

English Communication Ⅰ

ＡＢ 1生福

各課の題材は生徒にとって馴染み
のあるものや最先端の技術に関す
る時事的な内容など、興味関心を
引き出す内容となっている。導入
では新出語彙が写真と共に掲載さ
れており、記憶に残りやすい。

各課の本文は読み進めやすい分量
に調節されている。見開きページ
で各課それぞれの本文にに関する
概要を確認することができる構成
となっている。

新出語彙の発音は発音記号ととも
に、カタカナでの表記があること
で、幅広い到達度の生徒に活用す
ることができる。

外国
語

212 桐原 ＣⅠ 723
Heartening English 
Communication　Ⅰ

Ｂ５ 1普

各レッスンごとに扱われている題
材とSDGsとの関りが示されてお
り、目標を明確にした上で読むこ
とができる。題材自体も生徒の知
的好奇心に訴えかけるようなもの
ばかりである。英文量も充実して
いる。

導入の際に題材に関する背景知識
を効果的に意識させるような発問
や言語活動が用意されている。各
レッスンの終わりにはレッスン全
文が見開きで掲載されており、速
読指導に対応が可能である。

生徒の想像力を掻き立てるような
イラスト・写真が豊富である。

外国
語

15 三省堂 論Ⅰ 704
CROWN 
Logic and Expression Ⅰ

Ｂ５ １普

各課はある人物や出来事に焦点が
当ててあり、それらを中心に言語
活動を展開している。言語活動は
論理展開を意識して活動ができる
ように工夫されている。

各課の最後にまとめの言語活動と
してスピーチ・プレゼンテーショ
ン・ライティング・ディベート・
ディスカッションがそれぞれバラ
ンスよく配置されている。

各課見出しのイラストや写真は大
きく掲載されている。具体的な文
法用語を多く使用し、詳細に文法
解説がされている。

〇
外国
語

61 啓林館 論Ⅰ 708
Vision Quest English 
Logic and Expression Ⅰ
Advanced

Ｂ５ １普

各課の到達目標と扱う文法の機能
を記載しており、目標を意識しな
がら言語活動に取り組むことがで
きる。また、各課には似ている文
法事項を比較説明するコーナーが
設けられている。

各課は①導入②文法の詳解③学ん
だ文法を使った活動　という構成
になっている。また、各課の最後
に課で扱った題材に関連する語彙
を多数記載しており、表現の幅を
広げることができる。

イラストなどは最小限に抑えられ
ている。その分、例文や会話文な
ど言語活動を支える要素にスペー
スが割かれている。

外国
語

231 いいずな論Ⅰ 718
be English Logic and 
Expression Ⅰ Smart

Ｂ５ 1普

特定の場面設定においての文法の
機能や使用の仕方について学ぶこ
とができる。各文法項目の解説が
充実している。練習問題に対して
も場面設定がされており、文法機
能に焦点を当てた作りになってい
る。

基本的な構成として①文法導入②
練習問題などで文法定着③学習し
た文法を使用して活動　という3
段階構成となっている。

フレンドリーなイラストが適所に
配置されている。

家庭 7 実教 家基 705
家庭基礎　気づく力　築く
未来

ＡＢ

SDGsの内容が最初のページに書い
てあり、家庭科との関りについて
もわかりやすい。またキャリア教
育につながるようなコラムや身近
なものの課題が表記されているた
め、課題解決につなげやすい授業
展開ができる。

各小単元1ページごとになってお
り、授業のテーマにしやすい。ま
た調理実習のページにおいても、
一品ずつ1ページに内容がまとめ
られているため、説明がしやす
い。

内容に応じて写真または絵が使用
されており、とても見やすい。ま
た難しい語句についてはコラムや
図・表があるため補足しながら授
業を行うことができる。

家庭 9 開隆堂 家基 708
家庭基礎　明日の生活を築
く

ＡＢ

社会保障・家族・家族と法律な
ど、関連付けられる項目が平面的
にまとめられているので、指導し
やすい。思考を深めるもの・グ
ローバルな視点のものなどの資料
が豊富である。

目次のページでは、家庭科の内容
を４つに分けてあり、学習の目当
てを持たせやすい。単元ごとに導
入や思考を深めるページやショー
トブレイクのページなどがあり、
学習の導入や思考の発展につなげ
やすい。

目次の表記が、口語的な表現であ
り、学習意欲を引き出しやすい。
本文と図説・解説の位置などバラ
ンスが良く見やすい。

〇 家庭 50 大修館 家基 709
クリエイティブ・リビング
Creative　Living『家庭基
礎』で生活をつくろう

Ａ４ 1　福

共生・多様性についてを、家族の
分野でダイバーシティやソーシャ
ルインクルージョンの視点からま
とめてあり、法的制度や働き方の
資料につなげられており、授業展
開がしやすい。

教科書のサイズが大きいので文
字・図が見やすい。資料について
は、関連する内容も一緒にまとめ
られているので説明しやすい。本
文が二段組になっており、読みや
すい。

家庭科の単元と職業が結び付けら
れおり、キャリア教育の実践につ
なげやすい。SDGｓとの関連付け
もされているので、指導しやす
い。単元の見出しが理解しやす
い。

家庭 7 実教 家総 703 家庭総合 ＡＢ

SDGsの内容と絡めて記述してあ
り、分野との関りについて結びつ
きやすい。社会に目を向けたコラ
ムも充実しており、身近な課題が
表記されているため、課題解決能
力の向上に繋げやすい。

調理実習のページは、一品ずつ内
容がまとめられているため、説明
がしやすい。重要語句がえんじ色
表記のため、赤シートを使用して
隠して勉強しやすく、意欲を導き
出せる。

イラストや図表、写真が多く、事
象や内容が想像しやすい。文章は
明朝体で堅めに、コラムはゴシッ
ク体で入りやすく表現している。

〇 家庭 9 開隆堂 家総 704
家庭総合　明日の生活を築
く

ＡＢ 1生

教科横断教育的な見方で記載され
ており、家庭科の枠を越えて社会
的視点で物事を捉えて書かれてい
る。コラムには課題発見に繋がる
問いかけがあり、事象を自分事と
捉えやすくなっている。

文字だけのページはなく、各ペー
ジ必ず資料が添えられて内容がま
とめられている。

色使いや文字の大きさが適切で見
やすい。図表や解説を多用してお
り、文面だけでなくデータとして
の見方もできる。調理実習に関し
ては写真が大きく綺麗且つ、手順
ごとに写真が添えられているので
想像しやすい。

家庭 50 大修館 家総 705
クリエイティブ・リビング
Creative　Living『家庭総
合』で生活をつくろう

Ａ４

最初のページが身近な話題を生徒
への問いかける形式で書かれてお
り、学習の導入として分かりやす
い。各章末の仕事紹介があり、
キャリア教育につなげた指導を展
開することができる。

紙面が広く資料が随所に収録され
ており、見やすい構成と分量に
なっているため授業の全体像をつ
かみやすい。ページ端にSDGsの内
容が表記されているため、未来を
意識した指導がしやすい。

文章の理解を助けるような写真や
絵が使用されているので、補足し
ながら授業を進めることができ
る。また必要に応じてふりがなが
つけられており、分かりやすい表
記になっている。

情報 7 実教 情Ⅰ 706 図説情報Ⅰ ＡＢ 1生

専門用語を具体的な例を用いて説
明しており、わかりやすくなるよ
うに工夫されている。実習の導入
に漫画を用いており、生徒の興味
を引く内容になっている。

各単元が見開き２ページで構成さ
れており、文章と具体例もページ
分けされていて扱いやすい。図が
多く視覚的に分かりやすい構成と
なっており、文章量も適切であ
る。

豊富なイラストと図、具体例が各
ページにあり、読みやすくわかり
やすくなっている。用語の詳しい
説明も欄外に記載されており、内
容を深めやすいように工夫されて
いる。
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番号 略称 記号 番号
構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

○ 情報 104 数研 情Ⅰ 709 情報Ⅰ　Next Ｂ５ 1生

専門的な用語を図やイラストを用
いてわかりやすく説明している。
プログラム言語も複数の例が載せ
られており、学校の事情に合わせ
て使用できるようになっている。

各単元が見開き２ページで構成さ
れており、短い授業時間でも扱い
やすいように工夫されている。豊
富なイラストで視覚的に分かりや
すい。

各種の用語を文章だけでなく図や
イラストを用いて表現されてお
り、内容をイメージしやすいよう
な表現になっている。文章量も適
切で、読みやすく理解しやすい。

情報 183 第一 情Ⅰ 713 高等学校　情報Ⅰ ＡＢ 1生

内容の具体例が豊富な写真やイラ
ストを用いてわかりやすく記述さ
れている。実習についても生徒に
とって身近で取り組みやすい内容
を取り上げており、生徒の興味を
引く内容になっている。

それぞれの単元を数ページに渡っ
て具体的な例を交えながらわかり
やすく説明している。章末に実習
や問題が載せられており、学んだ
内容の理解を深められるように工
夫されている。

ほとんどのページに図や写真が盛
り込まれており、学習内容につい
てイメージがしやすくなるように
工夫されている。表記についても
よく色分けされており、わかりや
すい。

〇 福祉 7 実教 福祉 701 社会福祉基礎 Ｂ５ 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。学びをより一層サポートする
ためにデジタルコンテンツが充実
している。

〇 福祉 7 実教 福祉 702 介護福祉基礎
Ｂ５

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。学びをより一層サポート
させるためにデジタルコンテンツ
が充実している。

8



番号 略称 記号 番号

〇 国語 2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ Ａ５ 2普

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

分量は適当である。脚注が多い。
図や表、資料が豊富で、配置が見
やすいように工夫されている。

色使いや挿絵などが控えめになっ
ている。文字サイズはやや小さめ
で、他社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 Ａ５

物語や評論などのジャンルにおい
て、定番の作品のほかに比較的新
しい作品も入っている。教材数も
多い印象である。

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、生徒の興味や関心を引き、内
容理解を深めることにつながりや
すい。

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

〇 国語 117 明治 現Ｂ 336 新　高等学校現代文B Ａ５
2

生福

実用的な文章を書く能力を充実さ
せるための内容があり、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
すい内容である。

全体として単元の数は少なめだ
が、一つ一つに対して時間をかけ
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。

大きめの活字を使用している。印
刷は鮮明で、複数箇所にあるカ
ラー図版も生徒の学習意欲を高め
るものとなっている。

国語 17 教出 古Ａ 302 古典文学選　古典Ａ Ａ５
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、時代背景などをイ
メージしやすいものとなってい
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
されている印象である。

色使いが工夫されており、挿絵も
多く掲載されている。文字の書体
が本文と脚注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 Ａ５
2生
福

読解をするのが比較的容易な教材
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
も多い印象である。

分量はやや多めだと感じられる。
また、脚注も多く、内容理解を助
ける工夫が成されている。

写真や図版等、非常に多く採用さ
れていて、わかりやすい工夫が成
されている。

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

Ａ５
2

生福

物語や評論などの内容から様々な
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印象である。

分量は適当である。脚注が多く付
けられており、物語を読み進めや
すいように工夫されている。単元
の終わりに付いている「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印象であ
る。

色使いや挿絵などが控えめになっ
ている。単元のはじめに必ず執筆
さ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 Ａ５ 2普

幅広いジャンルをはじめ、定番教
材から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・漢文編の分冊構成であ
り、必要に応じて生徒の実状に合
わせた授業展開が可能な印象であ
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
ための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 Ａ５ 2普

漢文作品として定評がある作品を
多く収録しており、語釈・注釈も
わかりやすい。

古文編・漢文編の分冊構成であ
り、必要に応じて生徒の実状に合
わせて授業展開が可能な印象であ
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
ための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

Ａ５ 2普

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
いるものが多く、生徒の興味や関
心を引きやすい印象である。

分冊で第１部と第２部に分かれて
いるため、学年をまたいで使用す
ることが出来る印象である。

脚注、語釈、図が見やすく工夫さ
れている。「古典の扉」のコー
ナーがあって、生徒の興味や関心
を高める工夫がされている。

国語 15 三省堂 古Ｂ 334
高等学校古典Ｂ　漢文編
改訂版

Ａ５ 2普

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
いるものが多く、生徒の興味や関
心を引きやすい印象である。

分冊で第１部と第２部に分かれて
いるため、学年をまたいで使用す
ることが出来る印象である。

脚注、語釈、図が見やすく工夫さ
れている。「古典の扉」のコー
ナーがあって、生徒の興味や関心
を高める工夫がされている。

〇 国語 183 第一 古Ｂ 350
高等学校　改訂版　古典B
古文編

Ａ５ 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。
随所に「言語活動」のページがあ
り、時代背景の理解に役立てるこ
とが出来る印象である。

分冊構成で第１章と第２章に分か
れているため、学年を跨いで使用
することが出来る。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・挿絵などが豊富で、単元
のはじめに必ず成立時期が分かる
系図がある。

〇 国語 183 第一 古Ｂ 351
高等学校　改訂版　古典B
漢文編

Ａ５ 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。随所
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
出来る印象である。

分冊構成で第１章と第２章に分か
れているため、学年を跨いで使用
することが出来る。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・挿絵などが豊富な印象で
ある。軍記においては動きが分か
りやすい図が採用されている。

地理
歴史

2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ Ｂ５ 2

世界史の大まかな流れが理解でき
るよう、充実した内容となってい
る。側注やコラムが多く掲載され
ており、発展的な学習も可能であ
る。

学習内容が一目で分かりやすいレ
イアウトとなっている。巻頭には
時代ごとの世界の変遷の地図が掲
載されており、世界史の全体像を
把握することができる。

文章表現は適切であり、分かりや
すい説明となっている。重要事項
は太字となっている。また、人物
名はフォントを変えることで、地
名や事件名との区別が認識しやす
くなっている。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版 Ｂ５ 2

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。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容
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番号 略称 記号 番号
構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

〇
地理
歴史

81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版 Ｂ５ 2

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分かり
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 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史 Ｂ５ 2,3

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

Ｂ５ 2,3

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。１テーマが
２～３ページ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。

〇
地理
歴史

81 山川 日Ａ 314 現代の日本史　改訂版 Ｂ５ 2,3

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・関心を引くような工夫が
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良
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
視覚的に見やすい。

地理
歴史

81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版 Ａ５ 2,3

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。文字とバランスも良い。

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 Ｂ５ 2

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
Ｂ５
変型

2

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。

〇
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 Ａ５ 2

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
内容にも触れている。

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。

写真は視覚的に見やすく掲載され
ている。図版の配色に留意されて
おり、工夫がみられる。

公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 Ｂ５ 3

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
されている。また、学習内容を深
めることができるように注釈が充
実している。

１テーマが見開き２ページにまと
められており、分かりやすい構成
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。

〇 公民 35 清水 現社 316
高等学校　現代社会　新訂
版

Ｂ５ 3

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 Ａ５ 3

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。

公民 104 数研 現社 320
改訂版　高等学校　現代社
会

Ｂ５ 3

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。

公民 35 清水 政経 314
高等学校　現代政治・経済
新訂版

Ａ５ 2,3

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。

〇 公民 81 山川 政経 316 詳説　政治・経済  改訂版 Ａ５ 2,3

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。
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番号 略称 記号 番号
構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

公民 183 第一 政経 309
高等学校　改訂版　政治・
経済

Ａ５ 2,3

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編は
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Ⅲ 302 新編数学Ⅲ Ａ５ 3

用語の説明や例題の解説が丁寧に
なされており、理解しやすい。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

適切な色遣いでとても分かりやす
い。

○ 数学 104 数研 数Ⅲ 322 改訂版 数学Ⅲ Ａ５ 3

例題が分かりやすく、練習問題に
取り組みやすい。また、応用問題
も分かりやすく解説されていて、
難しい問題にも取り組みやすい。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

色使いは抑えめで見やすくまとめ
られている。

数学 104 数研 数Ⅲ 325 改訂版 最新 数学Ⅲ Ａ５ 3

例題が分かりやすく、練習問題に
取り組みやすい。

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

色使いは抑えめで見やすくまとめ
られている。

○ 数学 7 実教 数Ａ 322 新数学Ａ Ａ５ 2

各節の課題に対して、小中学校の
知識の復習も盛り込んだ解説がさ
れていて、数学が苦手な生徒も理
解しやすい。

生徒が順番に読んでいけば理解で
きるように無理なく構成されてい
る。また節ごとにチェック問題が
用意されており、学習の理解度を
確認しやすい。

多くの図が複色を用いて作られて
おり、視覚からの理解が進む。全
体的に分野表題の装飾はグリーン
を基調としており、目に優しい。

数学 104 数研 数Ａ 329 改訂版　新編　数学Ａ Ａ５ 2

用語の説明や例題の解説が丁寧に
なされており、理解しやすい。ま
た図や表を適宜配置してあり、学
習の助けとなる。

練習問題や章末問題が多くあり、
補充問題やコラム、研究のページ
も多く、発展的な学習をしたい生
徒のニーズにも応えられる。

色使いは抑えめで見やすくまとめ
られている。

数学 104 数研 数Ａ 330 改訂版　最新　数学Ａ Ａ５ 2

例題がふんだんにあり、その解説
に図を多く用いて分かりやすく
なっている。練習問題は平易なも
のが多く用意され、苦手意識のあ
る生徒も理解しやすくなってい
る。

課題提示→解説→まとめ→練習、
あるいは例題→解説→練習と一貫
した構成になっており、適当であ
ると考える。

具体例の図やイラストが多く、色
使いも豊富で、見やすくまとめら
れている。

数学 2 東書 数Ｂ 301 数学Ｂ Ａ５ 2

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

問題の構成・分量ともに適切であ
る。

カラーバリアフリーを含むユニ
バーサルデザインに配慮してあ
る。

数学 7 実教 数Ｂ 319 数学Ｂ　新訂版 Ａ５ 2

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
にあわせて扱うことができる。

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 104 数研 数Ｂ 325 改訂版　数学Ｂ Ａ５ 2

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。

理科 7 実教 科人 307 科学と人間生活　新訂版 Ｂ５
２普
福

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・関心を高める
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。

〇 理科 104 数研 科人 308 新　科学と人間生活 Ｂ５
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
させることができる。

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

Ｂ５
２普
福

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
に記載されている。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 311 改訂　物理基礎 Ａ５ ２普

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。
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【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
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発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

理科 61 啓林館 物基 315 物理基礎　改訂版 Ａ５ ２普

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。現象を物
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されて
いる。

図版資料が豊富で、分かりやすい
表現がなされている。

〇 理科 104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 Ａ５ 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
体系的に学習するうえで必要な題
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 Ａ５ 3普

学習の要点が分かりやすく、生徒
がつまづきやすい内容もポイント
が一目で分かりやすい。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 Ａ５ 3普

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。

〇 理科 104 数研 物理 313 改訂版　物理 Ａ５ 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。

物理への興味をもたせる工夫がな
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 Ａ５ ２生

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 Ａ５ ２生

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。

〇 理科 104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎 Ａ５ 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。

理科 7 実教 化学 311 新版化学　新訂版
Ｂ５
変型

２普

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
の興味を引きやすい。

理科 61 啓林館 化学 312 化学　改訂版 Ａ５ ２普

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分か
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が記載
されている。

〇 理科 104 数研 化学 313 改訂版　化学 Ａ５ ２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。

生徒の興味を引きつける図や写真
が多数ある。

理科 183 第一 化学 315 高等学校　改訂　化学 Ａ５ ２普

日常生活と関わりの深い現象など
を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 312 改訂　新編生物基礎 Ｂ５
３生
福

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
して取り上げられている。

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 314 高校生物基礎　新訂版 Ｂ５
３生
福

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。

12



番号 略称 記号 番号
構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

〇 理科 104 数研 生基 317 改訂版　新編　生物基礎 Ｂ５
3生
福

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

分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
Ｂ５
変型

３普

体系的に理解できるように、課題
が分かりやすい。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 Ａ５ ３普

生物学の基本事項が、生徒に分か
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。

視覚的に分かりやすく、図も文字
も適切に表記・表現されている。

〇 理科 104 数研 生物 310 改訂版　生物 Ａ５ 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ることが
でき、学びやすくなっている。図
や写真の配置が配慮されている。

イラストや図があり見やすい。表
記・表現とも適切である。

外国
語

2 東書 コⅡ 327
Power On English
CommunicationⅡ

Ｂ５
2普
生,3
福

Ⅰに比べ、語彙数が増えたため生
徒が興味をもったり、生徒に考え
させたいと思うような内容のもの
が多い。

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。

〇
外国
語

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

Ｂ５
変型

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

Ｂ５ 2普

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。

〇
外国
語

61 啓林館 コⅡ 339
LANDMARK Fit
English CommunicationⅡ

Ｂ５
変型

2
生,3
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
が分かりやすく配列されている

生徒が親近感をもつようなイラス
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

Ｂ５
2普
生,3
福

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

Ｂ５ 3普

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

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。

〇
外国
語

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

Ｂ５ 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

Ｂ５ 3普

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

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

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

外国
語

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

Ｂ５ 2普

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

Ｂ５ 2普

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、
もう少し実用的な表記で示されて
いると分かりやすい。
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番号 略称 記号 番号
構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立川崎高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

〇
外国
語

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

Ｂ５ 2普

文法に関する解説は細かい部分に
まで触れられており、大変充実し
ている。また、各課で学んだ文法
を活用して行う演習問題や言語活
動が適切に盛り込まれている。

教科書全体が全部は①文法を学ぶ
②パラグラフライティングについ
て学ぶ③　①②で学んだ知識を応
用し、英語で発信する　という3
部構成になっており、総合的に英
語での発信力を育成することがで
きる。

写真やイラストの量は最低限に抑
えられており、整然とした印象を
受ける。巻末では各課で扱われた
語彙をまとめた索引がある。

外国
語

231 いいずな英Ⅱ 332 be English Expression Ⅱ Ｂ５ 2普

急速進展するグローバル社会で必
要なさらに高度なコミュニケー
ション力や英語力が身に付けられ
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。

情報 2 東書 情科 306 情報の科学 Ｂ５ 3普

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 Ｂ５ 3普

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 Ｂ５ 3普

高度な内容を写真やイラスト、図
や表を用いて分かりやすく説明し
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 6 教図 家庭 304
子どもの発達と保育　育つ
育てる　育ち合う

Ｂ５

子どもに関わる学習内容が十分盛
り込まれている。知識だけでな
く、応急処置や保育の現場での取
り組みが掲載しており、子どもの
特徴と保育者側としての対応を想
像することができる。

トライ、コラムの内容が充実して
おり、保育者として考えるべきこ
とを提示することができる。脚注
も丁寧に解説しておりわかりやす
い。

全体的に文章が多い。トライやコ
ラムは特に字が小さい。分野ごと
の色分けが少なく、イラスト、写
真も少ない。乳幼児の心身の成長
では１人の子の写真が掲載してお
り月齢ごとの変化を捉えられる。

〇 家庭 7 実教 家庭 311
子どもの発達と保育　新訂
版

Ｂ５ 3生

月齢ごとの成長の特徴が細かく表
にまとめられており、分かりやす
い。アクティビティが掲載されて
いるため、知識を学ぶとともに実
践的な授業展開ができる。

ワンポイント、トピックスが掲載
されており、社会とのつながりや
事例について紹介することができ
る。

単元ごとに色分けされており、視
認性が高い。カラーの図や写真と
キーワードの太字は誘目性が高
い。

〇 家庭 7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 Ｂ５ 1生

ファッション造形に必要な基礎・
基本の知識に関する内容が幅広く
載っている。また技能を高めるた
めの製作物においても様々な種類
のものが載っているため探求的な
学習や興味・関心を高める授業が
行うことができる。

それぞれの分野がバランスよく
載っており、文章量と図の割合が
適している。表も細かくなりすぎ
ず、基礎を押さえているため、幅
広い内容でも要点を押さえながら
教えることができる。

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。
図や写真も多く、細かい部分につ
いては簡潔に文字で表せられてい
るため、生徒への説明がしやす
い。

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

Ｂ５

食に関する最新のトピックやキー
ワードを多彩に用いており、食育
や災害時の食などの内容も丁寧に
取り扱っている。全体的に分野ご
との内容がバランスよく、詳細に
記されている。

全体的に淡い配色で、写真とイラ
ストで構成されており、実習内容
などは出来上がり図と説明の内容
と描き方に変化をつけていて分か
りやすい。１ぺージ内の文章量は
やや多いようにも感じるが、まと
まりがあるので読みやすい。

表の標記がやや文字が小さめであ
るが、その分内容が充実してい
る。表現も生徒が理解するのに適
切な表現がされている。注釈も適
宜記載されており、説明しやす
い。

〇 家庭 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 Ｂ５ 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・
関心を引いて学習につなげやす
い。

視覚的に様々な色合いで構成され
ており、表やイラストが分かりや
すい。１ページあたりの文章量も
構成バランスとして適切である。
写真とイラストのバランスでみる
と、イラストが多いが見やすい。

大事な語句は目立つように明記さ
れており、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。注釈も適度にあり、補
足の説明がしやすい。

福祉 7 実教 福祉 301 社会福祉基礎 Ｂ５ 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 Ｂ５ 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。

〇 福祉 7 実教 福祉 305 コミュニケーション技術 Ｂ５ 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。
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〇 福祉 7 実教 福祉 303 生活支援技術 Ｂ５ 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。

〇 福祉 7 実教 福祉 306 介護過程 Ｂ５ 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。

〇 福祉 7 実教 福祉 304 こころとからだの理解 Ｂ５ 1福

学習指導要領に照らし、基本的な
学習内容が網羅されている。必要
なものが、系統立てて適切に取り
上げられており、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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番号 略称 記号 番号

国語 2 東書 現国 702 精選現代の国語 Ａ５ 1

新聞記事や法令文などの実用的
な文章や、図表や写真を伴う作
品が掲載されており、現代の社
会生活に必要な読解力を身に付
けさせることができる。

評論教材と言語教材がバランス
よく配列されており、現場の指
導実態に合わせて扱えるよう配
慮がなされている。製本は、
ページを大きく開くことができ
ず、少し扱いづらい。

用語・記号は統一されており、
記述の仕方も適切である。行間
が十分にあけられているため、
視認しやすい。

国語 15 三省堂 現国 704 精選 現代の国語 Ａ５ 1

論理性のある評論文で、主旨が
理解しやすい。比較的新しい文
章が多く掲載されており、現代
で論じられている最新の切り口
が学習できるようになってい
る。

ユニバーサルデザインに配慮し
た編集がなされており、分量も
適量である。生徒の興味・関心
を高めるとともに、視野を広
げ、知識と読解力が身に付く構
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
夫もなされている。また、自発
的・発展的な学習を進めやすい
ものとなっている。

○ 国語 183 第一 現国 713 高等学校　現代の国語 Ａ５ 1

説明的文章、文学的文章とも単
元末に学習の言語活動が工夫さ
れている。教科書の内容に関連
したウェブコンテンツの存在を
示したコードが記載されてお
り、ＩＣＴを用いた学習を行う
のに有効である。

論理的な文章と実用的な文章が
バランスよく配列されている。
装丁は青を基調とした落ち着い
たものとなっている。

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。
脚注などの数字フォントは色分
けされており視認しやすい。

国語 2 東書 言文 702 精選言語文化 Ａ５ 1

各教材に言語活動が設けられて
おり、「書く」「読む」の指導
を行うことができる。巻末の附
録が充実しており、生徒の自学
自習の姿勢を育てる指導が行え
る。

現代文、古文、漢文の三部構成
となっている。いずれも教材は
定番であり、分量も適切であ
る。

印刷が鮮明である。特に巻末の
カラー図版は色鮮やかで見やす
い。

国語 15 三省堂 言文 703 精選　言語文化 Ａ５ 1

『羅生門』『夢十夜』などの定
番教材から「リービ英雄」「村
上春樹」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
喚起するような指導がおこなえ
る。

三つの章から構成されており、
それぞれの分量も十分保証され
ている。

古文・漢文編では、教材ごとに
年表が示されており、時代区分
を把握しやすい表現の工夫がな
されている。教科書内の二次元
コードから、ＩＣＴ機器で参考
資料が閲覧できるようになって
いる。

○ 国語 183 第一 言文 713 高等学校　言語文化 Ａ５ 1

近代以降の文章については、新
旧の教材がバランスよく採録さ
れている。古典においても定番
の教材が掲載されており、指導
しやすい。

日本文学・漢文学編は、ジャン
ル別の単元構成を基本としてい
る。学習指導要領の項目に準じ
た配列になっている。
教材の難易度や長短に違いがあ
り、発達段階に応じた指導が可
能である。

図説やカラーページが豊富であ
り、写真を含め、印刷が鮮明で
見やすい。

地理
歴史

2 東書 地総 701 地理総合 ＡＢ １普

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。簡明な本文記述とともに、
活動に結びつきやすい資料や教
材も豊富に掲載されており、幅
広い授業展開ができるように配
慮されている。

見開きでひとつのテーマがまと
められており、学習しやすい構
成となっている。また、各章の
冒頭や本文には、中学校での既
習事項が分かるような配慮がさ
れており、中高の接続を意識し
た学習を進めることができる。

見出しや問いで地理的事象への
興味・関心を引き、学習意欲を
高める工夫が見られる。また、
章末のまとめや確認テスト、用
語解説が充実しており、生徒の
自学自習を促すための配慮がな
されている。

○
地理
歴史

46 帝国 地総 703 高等学校　新地理総合 ＡＢ １普

写真や図版が数多く用いられて
おり、生徒の興味・関心を高め
る工夫がなされている。また、
最新の具体的事例が数多く取り
上げられており、現代の世界が
抱える課題について考察する態
度を養うことができる。

特設のコラムにより、地理学習
で必要となる地理的技能を適宜
習得する工夫がなされている。
また、テーマごとに学習の課題
や確認事項などが整理されてお
り、効果的に学習を進めること
ができる。

本文内容を補足する側注が数多
く配置されており、本文の理解
をより深めるための工夫がなさ
れている。豊富な資料は本文と
関連づけるための番号が示され
ており、資料の活用を促すため
の配慮がなされている。

地理
歴史

139 二宮 地総 704
地理総合　世界に学び地域
へつなぐ

Ｂ５ １普

基礎的・基本的な内容が網羅さ
れており、地理的事象について
多面的・多角的に理解できるよ
うに工夫された内容となってい
る。生徒の関心を引きつける
テーマのコラムも豊富に配置さ
れている。

中高接続に配慮がなされてお
り、既習事項から学習意欲を高
めることができる。テーマごと
にイントロ、本文、まとめと探
究という統一した流れが踏襲さ
れており、段階的に学習を深化
させる工夫がなされている。

見開きごとに学習の手助けとな
る情報源が掲載されており、生
徒の主体的な学習を促す工夫が
なされている。本文の内容は平
易であり、重要用語も精選され
たものが選ばれている。

地理
歴史

46 帝国 歴総 706 明解　歴史総合 ＡＢ 1

巻頭の「地域の歩み」により、
各地域の前近代史が簡明に紹介
されており、近現代史を理解す
る上で必要な知識を習得しやす
いように工夫されいる。また、
特設のコラムも充実しており
様々な学習方法に対応できる。

各章の導入とまとめにより、学
習の見通しと振り返りが容易な
構成となっている。また、分量
も見開きで１テーマとなってお
り学習の計画が立てやすく、効
果的に学習を進めることができ
る。

歴史事象の因果関係が平易な文
体で記述されている。側注欄の
解説も充実した内容となってお
り、学習内容をより深めること
に役立っている。写真やグラフ
も豊富であり、視覚的に歴史の
学習を進めることができる。

○
地理
歴史

81 山川 歴総 707 歴史総合　近代から現代へ Ｂ５ 1

世界史探究や日本史探究の学習
への接続を意識した本文となっ
ている。日本の歴史についての
記述は、世界の中の日本という
位置づけを意識したものとなっ
ており、中学校での既習事項も
活用することができる。

節ごとに導入の問いが設定され
ており、学習の目標が明確であ
る。また、本文を読む際の着眼
点として「Ｑ」が設けられてお
り、本文の考察を促すのに効果
的な役割を果たしている。

歴史的背景や因果関係を特に意
識した表現となっている。本文
の内容はやや難解ではあるが、
側注や豊富な資料が、本文の理
解を助け、深めるために効果的
に配置されている。

地理
歴史

81 山川 歴総 708
現代の歴史総合　みる・読
みとく・考える

ＡＢ 1

読み取り、考察するための資料
が豊富に配置されており、歴史
に対する疑問や課題意識を持た
せやすい内容となっている。
テーマごとに問いが設定されて
おり、グループワークによる考
察にも適した内容である。

テーマごとの分量は適当なもの
であり、計画性をもって学習を
進めることができる構成、分量
となっている。また、本文の周
囲に配置された資料から、視覚
的に歴史を考察することができ
る。

重要語句は精選されたものと
なっている。重要語句に対して
は充実した側注が配置されてお
り、理解を助けるものとなって
いる。歴史上の人物の言葉も適
宜取り上げられており、当時の
社会状況を読み取りやすい。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立幸高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容
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【第１部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立幸高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

地理
歴史

2 東書 地図 701 新高等地図 Ａ４ 1

地理総合で充実化された自然環
境と防災については特設ページ
が設けられている。また、各地
域の拡大図にはその土地固有の
情報が分かる絵記号が配置され
ており、生徒の興味・関心を引
く工夫がなされている。

一般図と主題図が系統的に配置
されており、体系的に地理的考
察を進めることができる構成と
なっている。また、主題図の選
択は、中高の学習内容の違いを
踏まえた内容のものが選ばれて
いる。

活字や写真、図版などが鮮明で
あり、読み取りが容易である。
また、地理的情報を多面的・多
角的に考察するための鳥観図や
断面図なども豊富に配置されて
おり、生徒の理解を助けるもの
となっている。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 702 新詳高等地図 ＡＢ 1

豊富な図表はいずれも資料性が
高く、多面的・多角的な地理的
考察に役立つものが数多く掲載
されている。世界と日本の諸地
域に関する幅広い知識と教養を
身につけるのに適した地図帳で
ある。

世界史や日本史の授業で扱われ
る重要な地名や、公共で扱われ
るＳＤＧｓに関する資料も掲載
されており、地理的分野以外の
活用にも配慮がなされた構成と
なっている。

読図のコーナーでは作業をとも
なう具体的な問いが設定されて
おり、地理的考察を深めるのに
役立っている。様々な図表や地
図表現は効果的に用いられてお
り、必要な情報の読み取りが容
易である。

地理
歴史

130 二宮 地図 704 高等地図帳 Ｂ５ 1

主題図は気候や人口、民族など
分野別に分かりやすく配置され
ている。一般図に多くのページ
を割り当てた、全体的にシンプ
ルで整ったレイアウトの地図帳
である。

豊富な都市部の地図は、土地の
利用方法や標高による色彩の使
い分けが明確であり、多面的・
多角的な地理的考察を進めるの
に役立つ内容となっている。

随所に盛り込まれた二次元コー
ドにより、さまざなデジタル素
材に触れることができる。色覚
特性にも配慮したフォントや文
字サイズが選ばれており、基礎
的・基本的な地名を容易に読み
取ることができる。

数学 2 東書 数Ⅰ 702 数学Ⅰ　Standard Ａ５ 1

本文の問や節末トレーニングで
確かな理解を問う問題や、理由
を説明させる問題があり思考力
や判断力を高めることができ
る。巻末に共通テスト対策の問
題があり教科書での対策が可能
となる。

構成がわかりやすく、発展的な
内容が充実している。デジタル
化に柔軟に対応できる多くのコ
ンテンツが収録されている。

考察マークが記載されており、
深く理解することを意識させる
ことができる。

○ 数学 7 実教 数Ⅰ 707 新編数学Ⅰ Ａ５ 1

基礎から発展的な内容まで扱っ
ており、希望するレベルに合わ
せて授業進行ができる内容と
なっている。また、プロジェク
ターや黒板にそのまま問題が投
影できスムーズな授業展開が可
能となる。

基礎から発展的な内容を理解で
きる構成となっている。理解が
困難な内容はデジタルコンテン
ツで視聴できて、理解を促せ
る。

色合いも見やすく、視覚的に理
解できるような工夫がされてい
る。図を用いて理解を深める工
夫が随所になされている。

数学 104 数研 数Ⅰ 714 新編　数学Ⅰ Ａ５ 1

既習事項との繋がりを大切にし
ており丁寧な説明がされてい
る。節末の総合問題には日常や
社会の事象を題材にした問題も
収録されており「読解力」の育
成に役立つ。また活動を効果的
に行うためのツールなどデジタ
ルコンテンツも豊富に収録され
ている。

適切な分量で、授業が進みやす
く、生徒が理解しやすいような
構成となっている。

デジタルコンテンツが利用でき
る目印が記載されており、活用
しやすい。説明の文章はできる
だけ短く、簡潔に記している。
また、視覚的に理解を促す図が
豊富である。

数学 104 数研 数Ⅰ 715 最新　数学Ⅰ Ａ５
1

基礎・基本の定着を重視する内
容である。丁寧な説明、適切な
問いでスムーズな授業展開がで
きる。また活動を効果的に行う
ためのツールなどデジタルコン
テンツも豊富に収録されてい
る。

見やすく、理解しやすい構成で
あり、基礎から標準レベルの充
実した問題量で基礎・基本を定
着させやすい。

デジタルコンテンツが利用でき
る目印が記載されており、活用
しやすい。

数学 104 数研 数Ⅰ 717 ＮＥＸＴ　数学Ⅰ Ａ５ 1

本質的な知識・技能を取得でき
るような構成となっている。思
考力・判断力・表現力の育成に
つなげるための新要素が教科書
本文の中にも設けられており、
普段の授業の中で取り組める。
教科書の二次元コードからデジ
タルコンテンツが利用できる。

これまで重要とされてきた内容
は変わらず、従来通りの内容と
新しい力を養える内容が入りバ
ランスが良い。

デジタルコンテンツが利用でき
る目印が記載されており、活用
しやすい。説明の文章はできる
だけ短く、簡潔に記している。

数学 2 東書 数Ａ 702 数学Ａ　Standard Ａ５ 1普

基礎から入試対策までを意識し
た内容となっている。考察とい
う問題を深く考える例題があ
り、思考力や判断力を高めるこ
とができる。章の導入が実生活
に関わるような内容となってお
り、授業展開をしやすい。

練習問題の分量が豊富で、既習
事項とのギャップが少ない構成
となっている。また、節末問題
やレベルアップ問題も充実して
いる。

レベルアップ問題では問題の難
易度や教科書のどの部分に対応
しているのかが分かるような表
記になっている。

○ 数学 7 実教 数Ａ 707 新編数学Ａ Ａ５ 1普

基礎・基本の定着を重視する内
容である。授業内容のスライド
や観点別の小テストなどがあ
り、授業を進めやすい内容と
なっている。また、デジタルコ
ンテンツが充実してる。

例題に丁寧な解説があり、わか
りやすい。例、例題、応用例
題、思考力ＰＵＬＳがスモール
ステップで配置されており、ク
ラスに応じて適切な題材を丁寧
に学んでいくことができる。問
題量も十分にある。

色合いも見やすく、視覚的に理
解できるような工夫がされてい
る。デジタルコンテンツが利用
できる目印が記載されており、
活用しやすい。

数学 104 数研 数Ａ 714 新編　数学Ａ Ａ５ 1普

基礎から標準までを網羅できる
内容となっている。補充問題や
研究、発展問題を利用すると、
理解が深まるように工夫してあ
る。

例題に対して練習問題が充実し
ており、基礎・基本を定着させ
やすい。また既習事項との
ギャップが少ない構成となって
いる。

デジタルコンテンツを利用でき
る目印が記載されており、活用
しやすい。またページ数が網掛
けになっており、教科書が開き
やすい。

理科 61 啓林館 化基 706 高等学校　化学基礎 Ａ５ １普

各単元ごとに「探究」ページが
組み込まれ、探究活動が行いや
すくなるように探究の進め方が
組み込まれている。そのため、
思考力を深めることにつながる
と考える。また発展的な内容も
多くあり、生徒の意欲につなが
ると考える。

公式や反応式の作り方など、丁
寧な説明が組み込まれており、
生徒の理解につながる。各章ご
とに章末問題があり、知識の確
認をすることができる。

公式や反応式が丁寧に表現さ
れ、重要な部分が目立つような
色使いがなされている。また写
真や図が多く入れられているこ
とや、溶液の色に合わせた色使
いで表記をしているため、理解
しやすい表記であると考える。

17



番号 略称 記号 番号
構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立幸高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年
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理科 104 数研 化基 708 化学基礎 Ａ５ １普

はじめに、探究について説明が
あり単元ごとの探究活動に入り
やすいような内容になってい
る。各単元ごとに思考学習とい
う項目が組み込まれており、思
考力が深められる内容となって
いる。

各単元のはじめに目的が理解し
やすいような構成になってい
る。また、各単元で習うべき式
の書き方が丁寧に記載されてい
る。写真や図を豊富に利用し適
切な分量となっている。

生活に関わる写真を多く利用
し、化学の現象と結びつきやす
いような表記、表現となってい
る。また、教科書の内容の最後
に、身近な生活に関わる化学の
紹介があり生徒の関心を高める
表現が多い。

○ 理科 183 第一 化基 711 高等学校　化学基礎
Ｂ５
変型

１普

「plusα」や「発展」という項
目が組み込まれており、生徒の
関心を高めることにつながると
考えられる。各章の初めに、質
問がなげかけられており生徒が
目的を意識することにつながる
と考えられる。

例題が多く組み込まれているた
め理解がしやすい内容となって
いる。また章末問題が各章ごと
に組み込まれているため、基本
事項を確認することができる。

化学の現象と生活が結び付きや
すい写真や図が多く含まれてい
る。また、実験の様子がわかる
図や写真が多い。重要用語の下
に英語で表記されている工夫が
されている。

理科 61 啓林館 生基 705 高等学校　生物基礎
Ｂ５
変型

1普

発展的な内容や実生活における
内容に至るまで参考という形で
掲載されている。情報量が多
い。

探究学習に必要な考え方、観察
に必要な技能等が教科書のはじ
めにまとめられている。探究が
必要な章に掲載されている。章
末問題で基本事項を確認するこ
とができる。

写真や図がたくさん用いられ、
読み物としても楽しめる要素が
ある。説明が細かく、丁寧であ
る。重要語句は太字になってお
り、目立つ工夫がされている。

理科 104 数研 生基 707 生物基礎 Ａ５ 1普

新学習指導要領の内容を網羅し
た上で、発展的な内容も多く含
まれる。探究の歴史が掲載さ
れ、生徒の関心を高めることに
つながると考えられる。

探究的に学習を進める上で必要
なことが初めに示されている。
教科書の終わりに重要語句がま
とめられており、知識の習得に
も役立つ。中学校までの既習内
容を単元ごとに確認できるよう
になっている。

重要語句はゴシックの太字で示
され、目立つように工夫されて
いる。文章が簡潔で読みやすく
書かれている。図や写真が効果
的に配置されている。

○ 理科 183 第一 生基 710 高等学校　生物基礎
Ｂ５
変型

1普

観察・実験や探究学習が豊富に
盛り込まれている。生物学と生
活の結びつきが参考として記載
されていて関心を高めることが
できる。基本的な内容は網羅さ
れ、かつ発展的な内容も十分掲
載されいている。

はじめに探究学習の進め方が
載っている。豊富な資料が掲載
されている。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。

学習内容ごとに何を学ぶのか疑
問形で示されている。本文と図
表の関連が色を使うことでより
明確になっている。重要な語句
がゴシックでふりがな・英語付
で書かれている。

○
保健
体育

50 大修館 保体 701 現代高等保健体育改訂版 Ｂ５ 1

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。近年起こった事例が多く
取り上げられており、生徒の興
味・関心をより引くような内容
となっている。

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。

写真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。

保健
体育

50 大修館 保体 702 新高等保健体育
Ｂ５
変型

1

より細かく説明がされており、
生徒の深い理解につながる。発
展的な課題について詳しい説明
がなされており、話合い活動等
に活用できるようになってい
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
とってあり見やすくなってい
る。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。

保健
体育

183 第一 保体 703
高等学校　保健体育
Textbook

Ｂ５ 1

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。

文章の量が多すぎず、イラスト
や写真等とのバランスが良い。
現在の社会問題となっている事
例も取り上げられている。

具体的なケースについて、教員
と生徒のイラストを使用し生徒
の疑問について分かりやすく解
説している。また吹き出しを利
用して見やすくしている。

芸術 17 教出 音Ⅰ 701 音楽Ⅰ　Tutti＋ Ａ４ 1

表現領域、鑑賞領域共に各音楽
分野から新旧バランス良く選曲
されている。巻末の楽典、作曲
家・音楽史年表、大きく見やす
いコード表は、表現や鑑賞活動
を行う上で資料性が高く、各解
説はわかりやすい。

学習指導要領に示された学習項
目を網羅し、歌唱・器楽・鑑
賞・総合芸術のブロックから構
成されていて教材を探しやす
い。教材の分量は十分である。
紙質、印刷とも上質で表紙は
コーティングが施されている。

楽譜は音符や歌詞が見やすい。
和楽器の写真が大きい。各教材
の下の解説部分に生徒の自主的
な活動を促す目的でキャラク
ターを使用している。目次の二
次元コードから外国語の歌詞朗
読や創作のワークシートが活用
可能である。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅰ 703 ＭＯＵＳＡ１ Ａ４ 1

表現、鑑賞の教材が相互に関連
を図りながら各音楽分野から新
旧バランスよく選曲されてい
て、アンサンブル課題は生徒の
関心・意欲を引き出すことが期
待できる。解説は全体的に文章
が多めで丁寧である。創作は多
めの分量である。

歌唱、器楽、創作、鑑賞のブ
ロックから構成されていて目次
のジャンル別マップが見やす
い。美しい写真・図版や色合い
は落ち着いたイラストを用いた
教材の分量は十分である。表紙
は話題性の高い作家の作品であ
る。

楽譜はやや細かいが見やすい。
各教材の解説の文章は読みやす
い。各ページ下の二次元コード
から演奏動画や奏法の説明を視
聴することが可能であり、コー
ド表は各コードの押さえ方が動
画で見られるので技能の習得に
役立つ。

芸術 89 友社 音Ⅰ 704 ＯＮ！１
Ａ４
変型

1

表現、鑑賞の教材が相互に関連
を図りながら各音楽分野から新
旧バランスよく選曲されてい
て、アンサンブル課題は生徒の
関心・意欲を引き出すことが期
待できる。解説は全体的に文章
が多めで丁寧である。創作は多
めの分量である。

テーマごとの１曲めがカラー印
刷で、２曲め以降は白黒であ
る。十分な分量の教材が配列さ
れているため、生徒の実態に
合った曲を選びやすい。装丁は
堅牢だが、紙質が柔らかいた
め、ページ数が多い割には持つ
と軽い。

文章はやや難しい。楽譜は大き
く見やすい。白黒のページはタ
イトルや解説部分が鮮やかな青
緑色で、コントラストが強く見
づらいページもある。コード表
はシンプルで見やすいが小さ
く、ギターのみで鍵盤は掲載さ
れていない。

芸術 38 光村 美Ⅰ 701 美術１
Ａ４
変型

1

題材が学習指導要領に沿って、
絵画、彫刻、デザイン、映像メ
ディア表現の分野別に整理さ
れ、バランスよく配置されてい
る。表現中心の題材には「作家
の手法」というページが設けら
れている。

分野、章ごとに分かりやすく構
成されている。図版は豊富であ
る。襖絵や絵巻物、浮世絵が和
紙風の用紙に印刷されており、
本物に近い風合いで鑑賞するこ
とができる。

各題材や巻末資料には適宜二次
元コードが掲載されており、動
画付きの音声ガイドとリンクし
ており、鑑賞を深めることがで
きる。全国の生徒作品を鑑賞す
るデジタルコンテンツもあり、
自身の学びを高めることができ
る。
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○ 芸術 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１ Ａ４ 1

これから未来に羽ばたいていく
高校生が、美術の楽しさに触
れ、新しい見方や考え方と出会
い、”自分だけの美術”を作り
出せるように、というテーマの
もとに、作られている。全154
ページと、情報も充実。

絵画、彫刻、デザイン、メディ
アなど多岐にわたって紹介。い
ずれも身近な取り組みになるよ
う、生徒作品や漫画、トリック
アートなど、親しみを持って課
題に興味を抱ける構成・内容に
なっており内容も豊富である。

鮮明で美しい印刷表現。さら
に、生徒のアレルギーに配慮し
た植物性インキを使用。加えて
再生紙使用など、環境へも配慮
されている。製本は折ごとにな
され、破れにくく、堅牢な造り
である。

芸術 116 日文 美Ⅰ 703 高校美術
Ａ４
変型

1

高校美術の入り口に、基礎・基
本となる題材を充実。制作のプ
ロセスを入れたり、資料写真・
図解を加えたりするなど、生徒
にとってなじみやすい教科書と
なるよう、編集が工夫されてい
る。

「対比による編集」が特徴。絵
画、彫刻等において、西洋と東
洋を同じページに配するなど、
表現や文化の違いについても考
察できる構成になっている。生
徒の発想、意欲を多角的に刺激
する構成になっている。

鑑賞や模写にも役立つ大判図版
を多数掲載している。美しく、
鮮明な印刷で、作品の魅力を余
すことなく伝えている。また、
生徒のアレルギーにも配慮して
植物性インキを使用、加えて再
生紙使用で環境にも配慮してい
る。

○ 芸術 2 東書 書Ⅰ 701 書道Ⅰ Ａ４ 1

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。説明文は完結に短
めである。

芸術 17 教出 書Ⅰ 704 書道Ⅰ Ａ４ 1

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 38 光村 書Ⅰ 705 書Ⅰ Ａ４ 1

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。発展的に書の伝統文化自体
に理解も深まる。

幅の狭い一般教室用サイズの装
丁である。書体ごとの分量配分
も偏りがなく、じっくりと時間
をかけて取り組める内容になっ
ている。

豊富に解説が施されており、見
開きで図版を配置するという構
成も増えて、見やすく理解しや
すい。

○
外国
語

104 数研 ＣⅠ 716
BIG　DIPPER
English Communication Ⅰ

Ｂ５ 1

国内や世界それぞれで話題と
なっているものが題材として取
り扱われている。各Partに用意
されている二次元コードでは、
新出単語や本文音声を聞くだけ
でなく、英単語や英文を各自で
読む練習をすることができる。

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。各Partの練習問題
の指示は英語であり、触られる
英語の量が適切である。

各見開きに、聞いたり話したり
する活動があり、４技能５領域
を無理なく学ぶことができる。
２Lessonごとに文法をまとめた
ページがあり、確実な定着が期
待できる。また、表現活動を取
り入れることもできる。

外国
語

117 増進堂 ＣⅠ 720
FLEX ENGLISH
COMMUNICATION Ⅰ

Ｂ５ 1

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
できると思われる。

各課の分量は適切で、速読やア
クティビティの材料なども豊富
である。各課の導入やまとめと
して活用できる、リテリングの
ための写真が掲載されており、
表現活動を取り入れやすいと思
われる。

英語での指示が基本で、触れる
英語の量が多い。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

183 第一 ＣⅠ 722
Vivid
English CommunicationⅠ

Ｂ５ 1

生徒が親しみやすい題材が多
い。各課、題材をより深く理解
するためのページがあり、英語
学習にとどまらず、視野を広げ
る効果が期待できる。

最初から最後までそれほど語数
が増えず、英語に対して苦手意
識のある生徒も取り組みやすい
と思われる。

各課ごとに色が使い分けられて
いる。１パートが見開き１ペー
ジで表記されているため、見や
すい。

○
外国
語

9 開隆堂 論Ⅰ 703
APPLAUSE ENGLISH LOGIC
AND EXPRESSION Ⅰ

Ｂ５ 1普

導入、文法、活動が見開きで完
結しているので見やすい。二次
元コードコンテンツでは、発音
を確認する音声があり、ネイ
ティブな発音練習が期待でき
る。音声パートが豊富でリスニ
ング力も身につく。

各レッスンのはじめにモデルダ
イアログがあり、対話式となっ
ているので読みやすい。また重
要表現が色付けされており、言
語活動で積極的に使える。

各レッスンの内容と関連したイ
ラストや写真が大きく、綺麗で
ある。

外国
語

61 啓林館 論Ⅰ 709
Vision Quest English
Logic and Expression Ⅰ
Standard

Ｂ５ １普

モデル文のバリエーションが豊
富なので、様々な場面を想定し
た言語活動ができる。デジタル
コンテンツでは、モデル文だけ
でなく文法の例文も再生できる
ので身に付きやすい。

イラストから判断して答える練
習や、言語活動では伝える力を
身に付けさせるために、理由や
根拠を問う問題が豊富。

日常でよくある場面をイラスト
にしているので、イメージしや
すい。

外国
語

104 数研 論Ⅰ 711
EARTHRISE
English Logic and
Expression ⅠStandard

Ｂ５ 1普

題材がユニークで興味を引き立
たせる内容となっている。二次
元コードコンテンツではプレゼ
ンの動画もあり、プレゼン方法
が学べる。音声再生も生徒の難
易度に合わせて速度調整ができ
る。

見開きごとに活動がしっかり分
けれており、分量も多くないの
で取り組みやすい。言語活動に
適した分量となっている。表現
と演習のバランスがよい。

画像やイラストの大きさの統一
により、ページが綺麗に整理さ
れている。

情報 9 開隆堂 情Ⅰ 707 実践　情報Ⅰ Ｂ５ 1普

小項目で60回分に小分けされた
構成はよくできている。説明が
シンプルでさらなる調べ学習に
展開できる。

130ページまでで第4章までをま
とめたうえで、巻末資料が約40
ページもあるという構成であ
る。どのように展開をしていく
か、想像力を働かせるような工
夫がある。

小項目ごとに見開きでまとめた
ことで、ページごとにおおまか
な表現と、細かすぎる表現に分
かれてしまっている気がする。

○ 情報 104 数研 情Ⅰ 709 情報Ⅰ　Next Ｂ５ 1普

多くを盛り込まず、必要な項目
に絞られている。さらに文字だ
けでなく図やグラフによる解説
を意図しているページが多く、
理解しやすい。

各編ごとに実習ページが配置さ
れており、教科書で説明をした
のち、実習で検証などをすると
いった展開がスムーズにでき
る。

文字よりもイラストや図が多い
印象を受ける。しかし適切な画
像が配置され配色なども統一感
があるため見やすく、印象に残
る説明に結びつけやすい。
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情報 183 第一 情Ⅰ 713 高等学校　情報Ⅰ ＡＢ 1普

どの単元も満遍なく触れられて
おり、不足を感じることがな
い。論理回路の説明が詳細に記
載されている。論理的なクイズ
から興味を持つきっかけにな
る。

横幅がA4サイズで縦がB5サイズ
と変則的だが、幅広の特徴を生
かして細かく様々な情報が盛り
込まれている。

イラストの脚注などは文字が小
さくなり情報過多に感じること
もあるが、中央部にテキスト、
左右に図やイラストなど、見や
すい配置になっている。

○ 商業 7 実教 商業 701 ビジネス基礎 Ｂ５ 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よう、事例
やコラムの内容をもとにした実
習課題が豊富に用意されてい
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。説明文の中にある用語に対
する事例やコラムの表示がわか
りやすく、説明文だけの学習に
ならないような工夫がある。

商業 190 東法 商業 702 ビジネス基礎 Ｂ５ １ビ

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おり、
ビジネスの基礎に必要な内容が
網羅されている。

説明文に対する補足説明が十分
な量で丁寧に説明されている。
また、章ごとに練習問題のペー
ジが２ページ以上確保されてお
り、教科書を使っての復習も十
分できる分量である。

文章による説明が多く、文字を
読み込むのに少々時間がかかる
かもしれないが、わかりやすい
表現で説明されている。表を行
ごとに色分けされており、見や
すくなっている。

商業 234 ＴＡＣ 商業 703 ビジネス基礎
Ｂ５

１ビ

「わたしとビジネス」という実
際に働いている人へのインタ
ビューページが各章に設定され
ており、教科書で学んだことが
実社会でどのように必要とされ
ているかどうかを知ることがで
きる内容になっている。

説明文と学習内容に関連した事
例など補足のバランスが適切で
ある。分量も多すぎず、十分な
学習ができるようになってい
る。

各節で学習することが明確に表
示されており、何の学習をする
のかがわかりやすくなってい
る。章ごとにページの色を変
え、重要用語とその説明が一目
でわかるように下線と太字表示
になっている。

商業 7 実教 商業 708 高校簿記 Ｂ５ 1ﾋﾞ

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。
サイクル学習方式で簿記の流れ
が一通り身につく配列になって
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。「学習内
容→例→類題プリント」ですぐ
に演習に取り組める構成であ
る。

会計ソフトウェアの学習が新し
く入るため記帳や決算の簡略化
などが図られている。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 7 実教 商業 709 新簿記 Ｂ５ 1ﾋﾞ

解説が平易でありとても読みや
すく理解しやすい。基礎項目か
ら応用項目へと段階を追って学
習する「ステップ学習方式」が
採用されており例題や各種問題
が段階的な構成のためスムーズ
に学習できる。

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、決算手続きの図解や、小切
手・手形のサンプルなど資料が
充実している。

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。インデックスが色分けされ
ており難易度が把握しやすい。

商業 190 東法 商業 710 簿記 Ｂ５ 1ﾋﾞ

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
が適切でり、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。各帳票の相
互関係が理解できる図版が登載
されており複式簿記に関する思
考力や判断力の育成に配慮され
ている。分量が一番多い。

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。「この章で学んだ仕訳」
のコラムで基礎的・基本的な知
識・技能の習得をはかるように
なっており、仕訳理解への比重
がやや少ない。

商業 190 東法 商業 711 現代簿記 Ｂ５ 1ﾋﾞ

取引・仕訳の説明は「なぜ借方
に記入するのか」「なぜ貸方に
記入するのか」の理由づけにつ
いて生徒が仕訳を覚えやすいよ
う工夫している。また、必ず算
式を明示し自主的に学習をおこ
なえるように配慮されている。

学習内容が見開きで完結するよ
うな構成で読みやすく使いやす
い。財務諸表の構成要素ごとに
イメージカラーを設定し、視覚
的にもイメージを持てる。分量
が少ない。

パソコンを模した表情豊かな
キャラクターによる解説が数多
く学習意欲を持続させる工夫が
ある。各編の最後に思考力や判
断力を育むような問題を設けて
られている。

商業 230 ネット 商業 712 新　はじめての簿記 Ｂ５ 1ﾋﾞ

「身のまわりの簿記」として、
「自分貸借対照表」「自分損益
計算書」の作成を通じて、簿記
を身近なものとしてとらえても
らえるように興味がもてるよう
工夫されている。

元丁・仕丁欄の「丁」の意味、
「券」の字の中が「刀」である
理由、売掛金と未収金を使い分
ける実務上の意味など暗記では
なく理解が進むように意味・理
由が網羅されている。分量がや
や多い。

仕訳のルール「取引が逆なら仕
訳も逆になる」付随費用は常に
原価に含まれる「取得原価主
義」、収益に貢献したものだけ
が費用になる「費用収益対応の
原則」など、簿記の本質をスト
レートに表現している。

商業 234 ＴＡＣ 商業 713 簿記 Ｂ５ 1ﾋﾞ

常に俯瞰して考えられるよう
に、簿記一巡を学習し、全体像
を把握できるようになってい
る。基礎的内容はピンク、期中
取引はオレンジなど、簿記一巡
のなかの位置づけを明確にする
工夫がされている。

反復学習が必要なため各章末に
ミニテストが用意され、その章
で学習した取引の仕訳をまとめ
られている。その部分だけコ
ピーを取って保管すれば簡単な
仕訳集にもできる作りになって
いる。分量が多い。

仕訳が苦手な生徒が思考プロセ
スをたどれるようにすべての仕
訳にプロセスを記載している。
B/S・P/Lを模したBOX図の中に、
学習した勘定科目を入れ込むこ
とによって、定位置を意識させ
ることになっている。

○ 商業 7 実教 商業 715
最新情報処理　Advanced
Computing

Ｂ５ 1ﾋﾞ

基礎・基本的な内容が網羅され
ており、用語解説の注釈も多
く、ビジネス社会でも通用する
実務性の高いものまで掲載され
ている。また、指導者用デジタ
ルコンテンツも豊富に用意され
ている。

内容の構成に工夫がみられ、分
量はやや多いが、進んだ学習を
するには適した構成となってい
る。

イラストや図を使用し、シンプ
ルでわかりやすい説明が多く
なっている。

商業 7 実教 商業 716
情報処理　Prologue　of
Computer

Ｂ５ 1ﾋﾞ

基礎・基本を重視しながらも、
幅広く内容は記載されている。
また、指導者用デジタルコンテ
ンツも豊富に用意されている。

基礎・基本を重視し、基本的な
学習をすぐに練習できるような
構成となっている。

実例をイラスト化し、視覚的に
理解しやすい。
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番号 略称 記号 番号
構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立幸高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

商業 190 東法 商業 717 情報処理 Ｂ５ 1ﾋﾞ

身のまわりで起こっている具体
的な事例を紹介したり、企業活
動を想定して説明や例題が記述
されているので、世の中が見え
るような内容になっている。

例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。

理解を促進するイラストを豊富
に使用している。
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番号 略称 記号 番号

〇 国語 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 Ｂ５ 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 Ｂ５
2ビ
3ビ

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。デジタル教科書など、ＩＣＴ
活用に役立つコンテンツが充実し
ている。

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

Ｂ５
2ビ
3ビ

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
解し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。

国語 2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ Ａ５ 2

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納められて
いる。オンラインコンテンツはあ
まり充実していない。

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 Ａ５ 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

Ａ５ 2

『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、現代作家の作品まで幅広
く掲載し、生徒の興味・関心を喚
起するような指導がおこなえる。

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 Ａ５
2普
3ビ

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。

全体的に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 Ａ５
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適切
な指導がおこなえる。

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、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 Ａ５
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、指導しやすい。

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

Ａ５
2普
3ビ

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

Ａ５
2普
3ビ

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。

地理
歴史

2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ Ｂ５ 2

歴史の流れが分かりやすく展開さ
れている。基礎的・基本的な事項
が理解しやすく記述された内容で
ある。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
解できる。

テーマごとに見開きで構成されて
おり、学びの見通しを立てやす
い。前近代の内容は近現代史を理
解するための事項に精選されてい
る。

本文の記述は平易・簡明であり、
ルビや太字も適切なものが精選さ
れている。地図や写真、図解など
も豊富に利用されており、視覚的
に歴史を理解することに役立って
いる。

地理
歴史

46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ ＡＢ 2

豊富なコラムでは、当時の生活や
文化などの観点が重視されてお
り、異文化理解の基礎となる知識
を育む工夫が見られる。生徒に身
近な視点が数多く盛り込まれてお
り、近現代史の流れを理解しやす
い内容である。

各地域の前近現史は丁寧に紹介さ
れており、近現代史との記述のバ
ランスがよい。見開きで１テーマ
という構成も、生徒にとって学び
やすいものとなっている。

平易な表記であり、分かりやすい
本文である。カラーユニバーサル
デザインにも留意されたグラフや
地図が大きく取り上げられてお
り、容易に情報を得ることができ
る。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立幸高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容
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番号 略称 記号 番号
構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立幸高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

○
地理
歴史

81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版 Ｂ５ 2

発展的な学習に適した内容であ
る。基本的な歴史の流れや事象が
網羅されており、図版やコラムに
ついても生徒の興味・関心を引く
工夫が見られる。

人類の課題を考察するための主題
学習が提示してあり、歴史を学ぶ
意義が伝わりやすい。前近代史は
コンパクトに、近現代史の展開は
重厚な構成と分量になっている。

巻末の基本用語解説や年表が充実
している。オールカラーの図版は
いずれも見やすいものであり、生
徒の興味・関心を引くものが精選
されている。

地理
歴史

2 東書 世Ｂ 311 新選世界史Ｂ Ｂ５ ３普

同時代史的観点や日本史との関連
が分かりやすく簡明な本文で記述
されている。内容については基礎
的・基本的な事項が精選されてい
る。興味・関心をひくような資料
や図説も豊富である。

２７８ページとコンパクトな内容
になっている。全体を無理なく学
べる分量であり、世界の歴史の概
観を、体系立てて学ぶことのでき
る構成となっている。地域や時代
のバランスもよい。

丁寧で平易な表現の文章である。
活字の大きさや行間も適切であ
る。充実したコラムが本文の理解
を助けており、写真や地図も豊富
に形成されている。

地理
歴史

46 帝国 世Ｂ 312 新詳　世界史Ｂ Ｂ５ ３普

コラムや特設ページが充実してい
る。本文では歴史の大きな流れ
が、経済を軸とした因果関係から
記述されており、深く歴史を学ぶ
ことができる内容である。

本文と知識を補う働きをする側注
の役割分担が明確であり、学習を
進めやすい構成となっている。資
料や図版もよく整理された配置と
なっている。

カラーユニバーサルデザインに配
慮された、大きな地図や図版が豊
富に掲載されている。歴史事象の
因果関係が明確な本文は平易で読
みやすい。

○
地理
歴史

81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版 Ａ５ ３普

基本的な事項が充実しており、詳
細な記述がされている。各部の概
観やまとめにも、地域や時代の全
体像を掴むための工夫が見られ
る。主体的な学習に対応でき、大
学受験にも適した内容である。

４２６ページの分量は大学入試に
も対応できる十分なものである。
各部のまとめで設定されている主
題学習により、多面的・多角的な
学習活動にも対応できる構成であ
る。

難解な表現は少なく、比較的抵抗
感なく読み進めることのできる本
文となっている。側注の記述は詳
細なものであり、学習を深めるこ
とに役立っている。また、掲載さ
れた資料のコメントが充実してい
る。

地理
歴史

2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史 Ｂ５ ３ビ

国際的な視野から近現代の日本の
展開を考察できる内容となってい
る。基本的事項に忠実な内容であ
り、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。

見開き１ページでまとまってお
り、学習がしやすい。歴史的な見
方や考え方を培う、効果的な構成
となっている。分量も適当であ
る。

コラムや特設のページが豊富であ
る。表記は分かりやすく、ルビも
適切に付されている。資料性の高
い図版や写真の掲載量も豊富であ
り、学習意欲や思考力を高める工
夫がなされている。

地理
歴史

7 実教 日Ａ 313 新日本史Ａ　新訂版 ＡＢ ３ビ

基礎・基本を重視したコンパクト
な内容である。図版や写真を用い
た問いかけが充実しており、主体
的な学びを促す工夫が見られる。

１９７ページと学習に負担の少な
い分量である。単元は５９に分割
されており、計画的に授業を進め
ることができる構成となってい
る。

コンパクトな内容と構成である
が、写真や図版は充実しており、
生徒の興味・関心を引くような工
夫が随所にみられる。

○
地理
歴史

81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版 Ａ５ ３ビ

基本的な歴史事象が網羅されてお
り、特に経済・社会の分野に優れ
ている。広い視野で日本史の学習
を進めることができる内容となっ
ている。

２５４ページという分量の中で、
十分な量の歴史的事象がバランス
よく網羅されている。

カラーユニバーサルデザインに配
慮された色使いであり、見やす
い。写真や図版は大きく掲載され
ており、生徒の興味・関心を引く
工夫がされている。

地理
歴史

2 東書 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ Ｂ５ 3

基礎的な歴史的事象が網羅されて
いる。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
ることのできる内容となってい
る。

見開き１テーマで構成されてお
り、学習がしやすい。各時代の特
色を学び取りながら、次の学習に
つなげることができる。分量も程
よいものとなっている。

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、資料性の高い
写真や図版が豊富に掲載されてい
る。

地理
歴史

35 清水 日Ｂ 313
高等学校　日本史Ｂ　新訂
版

Ｂ５ 3

近現代史に重きを置いた内容であ
り、歴史的事象については基礎的
な内容が網羅されている。資料も
豊富であり、生徒の興味・関心を
高め、主体的な学習活動にも適し
たものが配してある。

テーマごとの学習目標が明確であ
る。見開き１テーマで構成されて
おり、計画的に学習を進めること
ができる。

側注が効果的に配置してあり、本
文の理解を深めることに役立って
いる。図版や写真も本文と関連づ
けられた形で効果的に配置されて
いる。

○
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 Ａ５ 3

本文中で基本的な事項について、
脚注において詳細な事項を記述し
ており、全体として豊富な歴史的
事象が記述された内容となってい
る。各時代の記述のバランスもよ
い。

原始・古代、中世、近世、近現代
の４部構成で、各時代の特徴の概
観がしやすい。分量は４５４ペー
ジと豊富である。

本文の分量にあわせた、豊富な写
真や図版が掲載されている。図版
の配色にも工夫が見られ、読み取
りが容易である。

地理
歴史

2 東書 地Ｂ 306 地理Ｂ Ｂ５ ３普

現代世界の地理的認識を深めるこ
とができる内容である。中高接続
への配慮もなされており、基礎
的・基本的な地理的事象が幅広く
押さえられている。

重要語句は見開きごとにまとめら
れており、学習の手助けとなって
いる。コラムも充実しており、弾
力的な取り扱いに対する配慮もな
されている。

平易な記述であり、重要語句も適
切に太字で示されている。用語や
記号についても統一された表記が
なされている。地図資料や図版・
写真も豊富に活用されている。

○
地理
歴史

46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ Ｂ５ ３普

重要事項は適切に取り上げられて
おり、確実に知識を定着できる内
容となっている。世界と日本の動
向が、因果関係を踏まえて記述さ
れており、各地の地誌に対する理
解が深まりやすい。

コラムや側注が充実しており、幅
広い学習が可能である。本文と図
版や写真が適切に関連しあう工夫
も見られる。世界の諸地域につい
ても偏りのない分量となってい
る。

写真やイラストなどの視覚資料が
豊富に掲載されている。統計資料
やグラフは最新のデータのものが
使用されており、解説や参照ペー
ジの記載も充実している。

地理
歴史

130 二宮 地Ｂ 305 新編　詳解地理Ｂ改訂版 Ｂ５ ３普

系統地理的な分野は幅広く網羅さ
れており、十分な内容となってい
る。現代世界の特徴や課題につい
ては最新の事例から具体的に考察
できる内容となっている。

基本的な読図技能について段階的
に学習を深める工夫がなされてい
る。欄外のコラムや用語の解説に
ついても充実しており、発展的な
学習にも適している。

欄外の解説により理解が深まる工
夫がなされている。図表や写真に
ついても過去から現在に至る推移
や、地理的概念を的確に示した内
容のものが、数多く掲載されてい
る。

公民 2 東書 倫理 311 倫理 Ａ５ ２普

コラムが充実しており、多様な学
習に対応できる内容となってい
る。第５章では倫理的課題を主体
的に学ぶことができる内容となっ
ている。

各章のバランスがよく、分量も適
当である。中高接続に対する配慮
もなされており、学びやすい構成
となっている。

本文の記述は平易であり、太字で
示された重要語句を軸として、内
容を読み進めることができる。図
版や地図も適切に配置されてい
る。

23



番号 略称 記号 番号
構成・分量・装丁 表記・表現
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購入
学年

内容

○ 公民 7 実教 倫理 312 高校倫理　新訂版 Ａ５ ２普

具体例は身近なものが選ばれてお
り、分かりやすく丁寧な記述内容
となっている。コラムも学習内容
をより深めることができるものが
選ばれている。発展的な学習にも
対応できる。

章の間には各地域や時代の思想の
全体像を把握できる工夫がされて
いる。重要用語や専門用語の脚注
も、詳細なものとなっている。

図解や写真については、学習効果
が高いものが選ばれている。点数
も豊富であり、本文の理解を助け
ている。

公民 183 第一 倫理 310 高等学校　改訂版　倫理 Ａ５ ２普

大学受験を目的とした学習に適し
ている。先哲の思想は全体として
分かりやすく説明されており、重
要語句についても十分な分量が記
述されている。

生徒の学習段階に応じた、弾力的
な展開がしやすい構成となってい
る。脚注などでは学習を深める補
足的な工夫も見られる。

コラムや特集が数多く掲載されて
おり、学習を進めやすい。本文の
学習内容を深める図表やイラスト
も豊富に掲載されている。

○ 公民 7 実教 政経 312 高校政治・経済　新訂版 Ａ５ 3

就職、進学いずれの進路にも対応
できる内容であり、本校の生徒に
適している。詳細で丁寧な記述で
あり、政治分野では国際政治や主
権者教育の内容が特に充実してい
る。

課題探究型の学習や、小論文対策
のコラムも充実している。最新の
社会情勢を的確に反映した、系統
的な学習ができる構成となってい
る。

全体的に分かりやすい表現となっ
ている。掲載された資料はいずれ
も見やすいものであり、本文の理
解を助けるものとなっている。

公民 35 清水 政経 315
高等学校　新政治・経済
新訂版

ＡＢ 3

基礎的・基本的な事項が分かりや
すく記述されている。生徒の学習
段階に応じた、発展的な学習にも
対応できる内容となっている。

８０に区分されたテーマが見開き
で構成されており、学習を進めや
すい構成となっている。

オールカラーの図版や写真が効果
的に配置されており、視覚的に政
治経済について学ぶことができ
る。側注やコラムも充実してい
る。

公民 183 第一 政経 309
高等学校　改訂版　政治・
経済

Ａ５ 3

学習が深まるような特集ページが
充実している。歴史的側面を重視
しつつ、基礎的・基本的な事項を
網羅した記述内容となっている。

全２６２ページの中で、課題探究
学習にも対応できる構成となって
いる。

難解な表現を避け、分かりやすい
表現となっている。重要語句や内
容の解説は脚注や中間文で扱って
おり、本文の理解を助けている。
図版や資料も豊富に掲載されてい
る。

数学 2 東書 数Ⅱ 318 数学Ⅱ　Standard Ａ５
2普
3ビ

テーマに対してシンプルに説明が
書かれている。その上で具体的な
内容が書かれている。

デジタルコンテンツ等が充実して
いる。Level upでは難易度が書か
れているため取り掛かりやすい構
成となっている。

とてもシンプルなため、やや理解
しにくい印象を受ける。

数学 7 実教 数Ⅱ 321 新版数学Ⅱ　新訂版 Ａ５
2普
3ビ

一つ一つの内容を丁寧に問われて
いるため、少しずつ確実に理解で
きる流れである。

練習問題がスモールステップで学
べる構成である。そのため分量は
やや多めである。

シンプルな色合いなので見やす
い。

数学 7 実教 数Ⅱ 322 新数学Ⅱ Ａ５
2普
3ビ

上記のものより難易度が下がるた
め、 より理解しやすい内容が扱
われている。

上記とほぼ同様だが、 難易度を
少し下げているため、 その分理
解がしやすい構成となっている。

やや色が多い為、見づらい部分が
ある。図解があり、 理解がしや
すい工夫がされている。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 326 新編　数学Ⅱ改訂版 Ａ５
2普
3ビ

読みやすい内容となっていること
に加え、例と問の流れがスムーズ
になっているので取り組ませやす
い。基礎・基本は固まるが、 発
展問題が乏しい印象である。

習熟度によって取捨選択ができる
内容を研究に入れてあるため、進
度に合わせた学習ができる構成と
なっている。

使っている色がかなり多いので、
色覚に問題がある生徒や、長時間
取り組んだ時の疲労が気になる。

数学 104 数研 数Ⅱ 327 改訂版　数学Ⅱ Ａ５
2普
3ビ

難易度は高いが、深い学びを求め
る問題としては適切である。

構成としてはシンプルであり、分
量も適量である。

あまり色がないので、イメージが
掴みにくい印象である。

○ 数学 104 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ Ａ５
2普

見出しがあり、学習を進めやす
い。導入がある為、既習事項から
の流れが作りやすい。学習者用デ
ジタル教科書もある。

図解があるので、理解が深まる構
成となっている。分量も適切であ
る。

適切な色分けがされている為、考
え方が見やすい。

○ 数学 104 数研 数Ⅱ 330 改訂版　最新　数学Ⅱ Ａ５
3ビ

上記の内容より難易度は落ちる
が、 その分より丁寧な内容と
なっている。

難易度を少し下げているため、
その分理解がしやすい構成となっ
ている。

上記の内容に加え、約分なども丁
寧に加えられており、流れが見や
すい工夫がされている。

数学 7 実教 数Ⅲ 318 新版数Ⅲ 新訂版 Ａ５ 3普

基本問題が多く、丁寧に学ぶこと
ができる。また、レベルがはっき
りしており、ステップアップでき
る工夫がされている。

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。解説
文があり、自学自習しやすい構成
となっている。

補助的な解説図などを使い、わか
りやすく表記されている。

○ 数学 104 数研 数Ⅲ 324 改訂版 新編 数学Ⅲ Ａ５ 3普

基礎から標準まで網羅できてい
る。補充問題や研究、発展問題を
利用すると、理解が深められるよ
うに内容が工夫してある。

練習問題の分量が豊富で、既習事
項とのギャップが少ない構成と
なっている。また、例題の説明も
丁寧であり、授業が進めやすく
なっている。

図を多く用いて視覚的に理解でき
るようになっている。また、補助
的な説明があり、生徒が疑問に思
う箇所に分かりやすいように表現
してある。
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数学 183 第一 数Ⅲ 328 新編数学Ⅲ Ａ５ 3普

基礎・基本が反復練習を通して定
着できるような内容を選んでい
る。不必要な箇所で学習が停滞せ
ず授業が行いやすくなっている。

段階を追った無理のない構成に
なっていて、生徒の理解度に応じ
て学習が進みやすいように構成さ
れている。

具体例を用いて表現されているの
で理解しやすくなっている。ま
た、解説図が丁寧に表現されてい
る。

数学 2 東書 数Ａ 318 数学Ａ　Standard Ａ５ 2ビ

5段階にレベル分けした例題があ
り、基礎から応用まで幅広く学習
することができる。また、ＡＲ機
能を使って学習することができる
デジタルコンテンツがある。

既習事項の習熟度を統一できるよ
うな問題があり、授業を行いやす
いような構成となっている。

例題にタイトルがあり、復習時に
検索しやすいようになっている。

数学 7 実教 数Ａ 321 新版数学Ａ　新訂版 Ａ５ 2ビ

標準から応用まで幅広く学習でき
る内容となっている。例や例題が
多く、スモールステップで学べる
ようになっている。

例や例題が多く、段階的に丁寧に
指導することができるようになっ
ている。また、例題が2つのレベ
ルに分かれており、学習段階に応
じて対応できる。

丁寧な本文解説や補助的な解説図
で、生徒が自学自習しやすくなっ
ている。

○ 数学 104 数研 数Ａ 330 改訂版　最新　数学Ａ Ａ５ 2ビ

基礎から標準までを網羅できる内
容となっている。丁寧な説明があ
り、スムーズな授業展開が可能で
ある。

例、例題がスモールステップで配
置されており授業が行いやすい内
容となっている。また、問題のタ
イプもある程度充実している。

色合いも見やすく、視覚的に理解
できるような工夫がされている。

数学 2 東書 数Ｂ 316 数学Ｂ　Advanced Ａ５ 2普

単元ごとにポイントがしっかりし
ており、演習量が多いため、定着
を目指すことができる。

構成はしっかりしているが、分量
が多いため詰め込み過ぎると感じ
る。

色の配列が暗い印象。視覚的に重
要な部分がどこか分かりにくい。

数学 2 東書 数Ｂ 317 数学Ｂ　Standard Ａ５ ２普

章をはじめ既習事項を復習できる
ように、例と問題が用意されてい
る。図が豊富で、直観的に理解で
きやすい。公式などは、基本的な
ものが精選されていて理解させや
すい。

基本的な問題と例と、それに関連
した問を順に学習するなど、自学
しやすい構成である。

必要に応じて色を使い、視覚的な
内容理解ができるよう配慮されて
いる。図はユニバーサルデザイン
となっており見やすい。

数学 7 実教 数Ｂ 320 新版数学Ｂ　新訂版 Ａ５ 2普

例、例題、応用問題と段階的に学
べるように工夫されている。ま
た、身近な例を数多く取り上げ、
興味を持たせるような内容で編集
されている。

例、例題が多く配列されていて、
問題と合わせて全体的に適量であ
る。また、図も豊富で理解しやす
い。

図や式の変形において、塗分けが
工夫されている。また公式など着
目すべき箇所が強調されており、
見やすい。

数学 61 啓林館 数Ｂ 322 詳説　数学Ｂ改訂版 Ａ５ ２普

例題、例の提示が多く、解説も分
かりやすい。無理なくスムーズに
授業展開ができる内容となってい
る。

問題提起から解決までの流れが
しっかりしていて、前から順に読
んでいくことで理解できる内容と
なっている。

重要語句は太字やカラーで強調さ
れており分かりやすい。

○ 数学 104 数研 数Ｂ 327 改訂版　新編　数学Ｂ Ａ５ 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。

構成・分量ともに適切である。例
題もしっかり説明されている。

図や数式中の重要な部分が太字や
カラーで協調して表示されていた
り、随所に写真やイラストを使用
し工夫されている。

数学 104 数研 数Ｂ 328 改訂版　最新　数学Ｂ Ａ５ 2普

教材の配列や解説が簡潔でよくま
とまっており、学習のポイントが
理解できるように配慮されてい
る。説明も具体的であり、学習し
やすい。

例題、練習問題は良問で基礎的・
標準的なレベルであり、基礎学力
の定着には十分な分量である。

図解の色合いや図示の仕方が工夫
されており、生徒が重要事項の理
解を深めやすい。全体的な色合い
も穏やかで見やすい。

理科 2 東書 科人 306 改訂　科学と人間生活 Ｂ５ 3ビ

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・関心を引くような内容に
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っ
たりするなど、視覚的にくらしと
科学をつなげる工夫がある。

○ 理科 7 実教 科人 307 科学と人間生活　新訂版 Ｂ５ 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
がつけられていて、さらに分かり
やすく説明されている。さらに文
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 Ｂ５ 3ビ

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 Ａ５ 3ビ

「私たちのくらしと化学基礎」や
「探究」という項目が組まれてお
り、思考・判断・表現の力を身に
付けることができる構成となって
いる。復習コラムが多く組み込ま
れているため、これからの学習に
つなげやすい内容となっている。

各章ごとに、まとめがあり学習の
ポイントが一目でわかるように
なっていて理解を助ける。分量も
適当である。

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。また、実
験や現象の様子を写真・イラスト
等で豊富に表現されている。
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理科 183 第一 化基 321 高等学校　改訂　化学基礎 Ａ５ 3ビ

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教科
書である。

○ 理科 183 第一 化基 322
高等学校　改訂　新化学基
礎

Ｂ５ 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
も興味を引きやすい内容になって
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 Ａ５ 3普

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。

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

図が大きく、見やすいが、文章の
量が他の教科書に比べて少ない。

理科 104 数研 化学 314 新編　化学 Ｂ５ 3普

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、
ページ数が多く重く、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。

○ 理科 183 第一 化学 315 高等学校　改訂　化学 Ａ５ 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 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版 Ｂ５
2ビ
2普

各章に探究活動や特集が組まれて
おり、思考・判断・表現の力を身
に付ける一助となる構成となって
いる。顕微鏡の使用方法等、これ
からの学習に必要な既習事項も組
み込まれている。

学習の区切りが良い。学習のポイ
ントが一目でわかるようになって
いて理解を助ける。分量も適当で
ある。

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。レイアウ
ト、本文と関連図が一目で見やす
くなっている。大きな教科書を生
かし、写真・イラスト等も豊富で
ある。

○ 理科 183 第一 生基 318 高等学校　改訂　生物基礎 Ａ５
2ビ
2普

学習指導要領に示された学習項目
がバランスよく扱われている。ま
た、関心のある生徒が自ら学べる
よう発展的な内容も掲載されてい
る。実験・観察・探究が盛りこま
れ、探究的に学習を進めることに
適している。

本文の記述がわかりやすく簡潔に
まとめられている。各章末に練習
問題が設けられていることで、理
解の確認が生徒自身でできる。

重要な学習内容や事項を表すゴ
シックの表示が目立ち、わかりや
すい。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・関心を引き出すことが
できる。

理科 2 東書 生物 306 改訂　生物
Ｂ５
変型

3普

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 Ａ５ 3普

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。

○ 理科 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物 Ａ５ 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、単元ごとに振り替える
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。

芸術 17 教出 音Ⅱ 307 音楽Ⅱ 改訂版 Tutti Ａ４ 2

新旧のよく知られた楽曲を中心に
曲数が多い。巻末の楽典、コード
表は奏法を繰り返し確かめたりさ
せやすい。音楽史は資料性が高い
が、現在から音楽の軌跡を遡って
いく編集である。創作は整理され
ている。

各領域ごとにジャンルでまとめて
あり、教材を探しやすい。舞台芸
術については独立してまとめてあ
り、表現と鑑賞の両領域から学習
活動させやすい。分量は十分であ
る。装丁は美しく、世界の広さや
多様性を想像させる。

全ページ美しく色づかいはユニ
バーサルデザインに配慮されたも
のである。文字と楽譜はゆったり
と大きくて見やすい。図版や写真
は鮮明で資料性が高い。文章は読
みやすい。

芸術 17 教出 音Ⅱ 308
高校音楽Ⅱ 改訂版 Music
View

Ａ４ 2

バランスがよい選曲である。音楽
と他の芸術や歴史との関係から幅
広い視野で音楽を捉えた学習活動
に適している。巻末の楽典、音楽
史資料・年表、コード表は奏法を
繰り返し確かめたり、探究的な学
習を行うのに適している。

テーマを設けて学習内容が焦点化
されている。音楽を形づくってい
る要素など音楽の特徴を意識さ
せ、文化や歴史、他の芸術と結び
付ける学習に適している。分量は
探究的な学習が多い展開であれば
適切である。装丁は美しい。

全ページ美しい色づかいはユニ
バーサルデザインに配慮されたも
のである。文字と楽譜はゆったり
と大きくて見やすい。図版や写真
は鮮明で資料性が高く、芸術を幅
広く学習するのに適している。文
章は読みやすい。
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○ 芸術 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２
Ａ４
変型

2

MOUSA１から継続して使用すると
生徒の心を動かす情緒的な選曲で
ある。MOUSA１からの発展として
の位置付けで生徒の主体的な学習
が期待できる。音楽を形づくって
いる要素については1ページにま
とめてあり、使いやすい。

歌唱・器楽、創作、鑑賞のブロッ
クから構成されていて目次のジャ
ンル別MAPが見やすい。教材の分
量は十分で,生徒の実態に合った
教材を選びやすい。表紙からも音
楽に対する思いを感じ取ることが
できる。

全ページがカラー印刷で、楽譜・
文字・写真は鮮明である。イラス
トの色合いは全体的に柔らかい
が、区別しやすい配色を用いてい
る。文章は読みやすい。

芸術 17 教出 音Ⅲ 304 音楽Ⅲ 改訂版 Ａ４ ３ビ

新旧幅広い楽曲を選曲している。
器楽では生徒の実態に合った合奏
曲を選びやすい。子どもの歌や巻
末のコード表の高度なものは、卒
業後の進路や生涯にわたり音楽を
愛好する心情を育てる学習に適し
ている。

各領域ごとにジャンルでまとめて
あり教材を探しやすい。舞台芸術
についての段落は表現と鑑賞の両
領域から学習活動させやすい。分
量は十分である。装丁は現代的な
デザインであるとともに人と音楽
との関わりを想像させる。

全ページ美しいが色づかいはユニ
バーサルデザインに配慮されたも
のである。文字と楽譜はゆったり
と大きくて見やすい。図版や写真
は鮮明で資料性が高い。文章は読
みやすい。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅲ 305 Joy of Music
Ａ４
変型

３ビ

表現領域、鑑賞領域に多様なジャ
ンルから新旧の楽曲が選曲されて
いる。子どもの歌や日本歌曲が掲
載されていて世代を越えた音楽と
の関わりを意識付け、卒業後の進
路や生涯にわたり音楽を愛好する
心情を育てる学習に適している。

歌唱・器楽、創作、鑑賞のブロッ
クから構成されている。分量は豊
富である。表紙は楽しい雰囲気で
個性的な図柄、色合いである。

楽譜は見やすい。各教材の解説の
文章は読みやすい。全体的に抑え
た色合いの写真・図版とイラスト
は穏やかであるが確実に識別でき
るよう配慮されている。コード表
は詳しく、技能の習得に役立つ。

芸術 89 友社 音Ⅲ 306 改訂版 高校生の音楽3 Ｂ５ ３ビ

多種多様な時代や地域、ジャンル
の音楽を歌唱曲を中心に幅広く取
り上げていることから、個性豊か
な音楽の能力を高める学習に適し
ている。生涯音楽学習を見据え
て、多数の言語で各国の歌に触れ
ている。

領域ごとに少人数から多人数まで
幅広い形態の学習に対応できるよ
うな配列である。分量は歌唱につ
いては豊富である。表紙は美しい
色彩が印象的である。

色合いはユニバーサルデザインに
配慮されている。楽譜は見やすい
が、スコアの読み方のページは活
字の色が薄く小さい文字がやや見
づらい。鑑賞や音楽史などの資料
は鮮やかな色である。

芸術 38 光村 美Ⅱ 303 美術２
Ａ４
変型

2

日本や西洋の美術だけにとどまら
ず、幅広い地域や時代の作品や、
今、現在、広く社会に活躍する作
家の生き方、考え方なども紹介さ
れ、生徒の美術への興味・関心を
喚起させ、職業についても意識さ
せる。

絵画、彫刻、デザイン、映像メ
ディア表現それぞれにおいて取り
上げるバランスと分量が配慮され
ている。また鑑賞では、作品の時
代背景や宗教、社会との関わりに
も触れられており美術文化につい
ての理解が深まる。

写真・図版は鮮明で効果的であ
る。Ａ4ワイド版の紙面を生か
し、2ページ大以上での作品掲載
が取り入れられている。作品を細
部まで鑑賞することができる。

○ 芸術 116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２ Ａ４ 2

「美術Ⅰ」での学習を踏まえ、表
現や鑑賞の『鍵』が提示され、美
術での学びから、自分に即した自
己表現を探る学びへと、深めるこ
とができる。

学習指導要領における四つの分
野、絵画・彫刻、デザイン、映像
メディア表現、鑑賞に分けて整理
され、体系的で使いやすい構成に
なっている。また文化や技術、表
現のバリエーションについても紹
介され、考察することができる。

鮮明で美しい印刷表現、さらに、
生徒のアレルギーに配慮した植物
性インキを使用、加えて再生紙使
用など、環境へも配慮されてい
る。製本は折ごとになされ、破れ
にくく、堅牢な造りである。

芸術 116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２
Ａ４
変型

2

生徒の好奇心と意欲を引き出すよ
う、古いものから新しいものま
で、古今東西の作品を精選し、大
小のバランスをとって紙面構成が
されている。指導事項が明確な
「授業がしやすい」作品で題材設
定されている。

デカルコマニー、フロッター
ジュ、コラージュなど、専門的な
技法や言葉についても学び、表現
の幅を広げることができる。制作
プロセスや解説は上下に分けるな
ど、紙面構成が工夫され生徒の学
習を促している。

大図版を掲載、細部の描写まで鑑
賞することができ、さらに作家イ
ンタビュー動画も収録されて作品
取り組みの意識や意図についても
学びを広げることができる。国宝
や周知の絵本掲載などもあり、興
味を高めさせる。

芸術 38 光村 美Ⅲ 303 美術３
Ａ４
変型

３ビ

各題材の中で、作品を作る時の手
がかりや制作に役立つ資料が示さ
れており、表現に生かすことがで
きる。また、現代社会や美術にか
かわる仕事をテーマにしたページ
を設け、社会や文化に視野を広げ
る工夫がある。

美術に関わる職業が紹介され、美
術への興味・関心にとどまらず、
職業についても意識させる内容で
ある。キャリア教育を意図し、
「美術を学んで広がる未来」とい
う資料が設けられている。

制作課題とともに、巻末の表現手
法の紹介へのインデックスもなさ
れ、学習が自発的に進みやすい。
学習指導要領「美術Ⅲ」の目標の
ひとつである「生涯にわたり美術
を愛好する心情を育てる」側面に
適している。

○ 芸術 116 日文 美Ⅲ 304 高校生の美術３ Ａ４ ３ビ

高校で学ぶ美術の集大成として、
自分らしい美術を追求することを
目指す。今まで培った美術の学び
を生かしながら、美術の見方、考
え方を深めることのできる題材設
定がされている。

西洋のまなざしや画家の思いの学
習など、自己を見つめ、文化の学
習等により、より自分を研磨され
た表現の世界へ導く内容である。
報道メディアの在り方など、社会
人として旅立つ学年にふさわしい
学習活動が設定されている。

鮮明で美しい印刷表現、さらに、
生徒のアレルギーに配慮した植物
性インキを使用、加えて再生紙使
用など、環境へも配慮されてい
る。製本は折ごとになされ、破れ
にくく、堅牢な造りである。

芸術 116 日文 美Ⅲ 302 高校美術３
Ａ４
変型

３ビ

美術に関わる職業を幅広く紹介、
美術が生活や社会、将来の仕事の
上で役立つことを、高校生が実例
から学び、心豊かな生活に結びつ
けられるように編集されている。

美術に関わる職業について、絵
画、彫刻、デザイン、映像メディ
アなどの分野で活躍中の作家を紹
介するのみならず、修復家、美術
史家、ギャラリストなど、美術を
支える職業も紹介、将来について
も導いている。

美術が具体的に、どのように生活
や社会と関わっているかを学べる
ように、解説、写真、制作プロセ
スなどを詳細に掲載、生徒に具体
的にわかるよう、紙面構成してい
る。

○ 芸術 6 教図 書Ⅱ 306 書Ⅱ
Ａ４
変型

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。

27



番号 略称 記号 番号
構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立幸高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

芸術 17 教出 書Ⅱ 307 新編　書道Ⅱ Ａ４ 2

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。基礎・
基本を徹底しており、発展的に書
の伝統文化自体に理解も深まる。

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、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。

装丁が扱いやすく、古典図版の使
いやすい。さらに、内容も充実し
ていて、書体ごとの分量配分も偏
りがない。

芸術 38 光村 書Ⅱ 308 書Ⅱ
Ａ４
変型

2

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。篆刻や刻字に於いて、
写真入りフローチャートを採用し
分かりやすくなっている。

芸術 2 東書 書Ⅲ 301 書道Ⅲ Ａ４ 3ビ

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
Ａ４
変型

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
Ａ４
変型

3ビ

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。軸装の作品写真を織
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。

○
外国
語

2 東書 コⅡ 327
Power On English
CommunicationⅡ

Ｂ５ 2

題材の扱い方がユニークで、生徒
の興味を引きつけやすい。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、取り組ま
せやすい。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。

英問英答形式で、英語での授業に
対応している。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

Ｂ５
変型

2

特に、最新の技術・科学に焦点を
当てたトピックを用い、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。

イラストを使った練習問題で、文
法を使用する場面・機能を意識さ
せるように工夫されている。

外国
語

177 増進堂 コⅡ 345
NEW FLAG
English CommunicationⅡ

Ｂ５
変型

2

生徒の興味を引く身近な題材が、
比較的短い100～140語の英文で平
易にまとめられている。苦手意識
の強い生徒にも取り組みやすい内
容となっている。

課末のReviewやGrammar &
Expression、Activityが豊富に用
意され、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。

重要語には色をつけたり、手書き
風な文法解説を掲載したりするな
ど、親しみやすい表記・表現とな
るよう工夫されている。

外国
語

183 第一 コⅡ 349
Vivid
English CommunicationⅡ
NEW EDITION

Ｂ５
変型

2

話題が多様で生徒の興味を引く内
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、取り組みやす
いと思われる。

外国
語

183 第一 コⅡ 350
Viva!
English CommunicationⅡ

Ｂ５ 2

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。

○
外国
語

2 東書 コⅢ 326
Power On
English Communication Ⅲ

Ｂ５ 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、適切な分量で鮮やかな写真や
図が発話を引き出すように構成さ
れいる。

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、生徒の意欲が引き出さ
れるよう工夫されている。

外国
語

183 第一 コⅢ 346
Viva！
English Communication Ⅲ

Ｂ５ ３普

話題が多様で生徒の興味を引く内
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、取り組みやす
いと思われる。

外国
語

212 桐原 コⅢ 347
PRO-VISION
English Communication Ⅲ
New Edition

Ｂ５
変型

３普

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
考えさせるように導いている。

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
勢を育成するよう導いている。
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○
外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 329
Revised Vision Quest
English Expression Ⅰ
Standard

Ｂ５ ２普

身近な話題を通して、文法事項が
Activityを通して学習できるよう
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い
て、ロールプレイングの練習を通
して表現力の強化が図れる。基本
構文で文法を確認した後、適切な
量の練習問題で定着を図ることが
できる。

単語や語句が頻度の順に配列され
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。表現活動のた
めのトピックがレッスンごとに挟
み込まれてコミュニケーション活
動の活性化が図れる。

〇
外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 330
Vision Quest English
Expression Ⅰ Core

Ｂ５ 3ビ

身の回りで起こりうる題材で、基
礎文法から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。

具体例で重要事項が整理されてお
り、文法の解説が左ページ、演習
が右ページと見やすく、レベルも
適切に配置されている。

イラストや写真、図が彩りよく適
切に配置し、視覚的に見やすく配
列されている。また、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

Ｂ５ ２普

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。使用頻度の高いフ
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。リスニングからの導入も適切
である。

生徒の活動に活用できる題材が適
切に配置され、視覚的に鮮やかな
配色で見やすい構成となっている
ので生徒の興味を引き、理解をさ
せやすい。

○
外国
語

61 啓林館 英Ⅱ 323
Vision Quest English
Expression Ⅱ Hope

Ｂ５ 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。

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。巻末に発音体系
（一覧）が詳しく記載されてい
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。

外国
語

177 増進堂 英Ⅱ 327
MAINSTREAM English
Expression ⅡSecond
Edition

Ｂ５
変型

３普

高校生が興味をもって、表現して
みようという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、生徒の好奇心を引き出し
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技能を活用して表現活動
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、生徒が容易
に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

Ｂ５
変型

３普

高校生にとって身近な話題から、
国内外の話題やアカデミックな話
題へと視野が広がるような豊富か
つ興味深い内容となっている。

前半は「聴くこと」「話すこと」
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
の理解と生徒自身が考えをまとめ
るような構成で、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表現
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

61 啓林館 英会 303
Sailing English
Conversation

Ｂ５ ２ビ

生徒にとって身近な題材を取り上
げている。ユニット３では、生徒
が自分の意見をもち、自己表現を
促すのに適切な題材を用意してい
る。

リスニングを中心とした導入か
ら、簡単な会話練習、自己表現活
動へと、スモールステップで無理
なく進められるように配列されて
いる。

難解な表現を避け、基礎的な語彙
と表現を使っている。

外国
語

226 チアーズ英会 305
ATLANTIS English
Conversation

Ｂ５ ２ビ

扱う言語材料とからめて、新鮮な
題材が取り上げられている。各
課、題材の内容からではなく、言
語材料の使い方からの導入が独特
だ。

対話文を読み理解する活動や、リ
スニングの比重が小さく、口頭で
発話させながら理解を促し、自由
な表現活動に発展させていく構成
になっている。

教科書的な英語表現を極力排し、
自然な口語英語を使うよう工夫さ
れている。

○ 家庭 2 東書 家基 311
家庭基礎　自立・共生・創
造

ＡＢ 2普

基礎的・基本的な学習内容を確
実に習得するために、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
されている。そのため、見通しを
もって学習することができる。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

Ｂ５ 2普

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

ＡＢ 2普

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、
漢字全てにルビが振られているた
め、高校生が一目見て大切な語句
だと理解することができる。

○ 家庭 2 東書 家総 307
家庭総合　自立・共生・創
造

ＡＢ 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
を高められる。

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

Ｂ５ 2ビ

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。
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家庭 9 開隆堂 家総 310
家庭総合　明日の生活を築
く

ＡＢ 2ビ

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 情科 307 最新情報の科学　新訂版 Ｂ５ 3普

アルゴリズムやデータベースなど
社会と情報で触れられなかった点
にについて詳しく説明があり、社
会と情報で学んだ内容に上乗せし
ながらより深く学べるようになっ
ている。

画像は少ないが、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適
切である。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。教科書に余白もあるので、
メモもしやすい。また、補足説明
も十分にあり、理解しやすいよう
に表示されている。

情報 7 実教 情科 308 情報の科学　新訂版 Ｂ５ 3普

基礎的なポイントをしっかりと押
さえており、さまざまな課題を通
して知識・技能の習得ができる。
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。

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
画像や図も大きめにレイアウトさ
れており見やすい。説明や内容を
適量に抑えており、適切にわかり
やすい表記がされている。

情報 104 数研 情科 304 高等学校　情報の科学 Ｂ５ 3普

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。
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。

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。

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。

○ 商業 7 実教 商業 336 マーケティング　新訂版 Ｂ５ 2ビ

本文記述の具体的事例は「事
例」、本文記述に関する興味深い
話は「参考」と示してあり分かり
やすい。共に、近年のビジネスの
動向を踏まえたテーマが選ばれて
おり、発展的な学習に適してい
る。

従来のマーケティング理論に基づ
いた構成で、単元ごとの分量も標
準的であり、授業計画が立てやす
い。

本文に関連する図表・写真・グラ
フが豊富に用意されており、レイ
アウトなどが視覚に訴える分かり
やすいデザインになっている。

商業 190 東法 商業 337 マーケティング　新訂版 Ｂ５ 2ビ

最新かつ本来のマーケティングに
必要な項目をわかりやすく記載し
ており、プロセスと理論を企業行
動の変化の「仕組み」として理解
できる内容となっている。

現状分析に重点を置き、消費者・
企業の置かれている状況を踏まえ
た構成になっている。分量も標準
的であり、学習に適している。

多彩な色使いでとても見やすいデ
ザイン・レイアウトになってい
る。図表もその単元のポイントを
理解しやすく表示している。

○ 商業 7 実教 商業 315 商品開発 Ｂ５ 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。巻末にプレゼンに関する資料
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が想定し
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。

○ 商業 7 実教 商業 325 広告と販売促進 Ｂ５ 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
が丁寧である。様々な事例を通し
て興味・関心を引くことができ
る。

単元ごとに解説があり、進めやす
さがある。巻末資料は知識を生か
す上で参考になる。構成や分量も
適当である。

絵や図、写真も豊富で調べ学習に
適している。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る。

○ 商業 7 実教 商業 316 ビジネス経済 Ｂ５ 3ビ

日常生活にかかわる経済の仕組み
等、身近な観点から経済を学び、
国の政策にかかわる内容に順々に
理解を含めていくことができる。
経済の学習の入り口としてふさわ
しい。

単元が細かく区切られており、授
業の展開を構築しやすい。コラム
で具体的な事例を挿絵とともに分
かりやすく説明されており、生徒
理解をより深めることができる。

日常生活での例をあげて経済用語
の解説がなされており、具体的な
イメージをもって理解を深めるこ
とができる。

○ 商業 7 実教 商業 354 経済活動と法 新訂版 Ｂ５ 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
等が適切である。そのため考察問
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、事例も多くあり、生徒
が考えやすい身近なものがまとめ
られている。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、理解しやすい表現になって
いるため、自主学習にも取り組み
やすい。
また、写真やグラフ等の視覚資料
も分かりやすい。

商業 190 東法 商業 355 経済活動と法 新訂版 Ｂ５ 3ビ

法律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、学習を深めることが
できる内容となっている。

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
は適切である。章末の練習問題が
多いため、反復練習にも適してい
る。

文章の表記・表現については、多
少難しい部分もあるが、内容が深
いため、興味や関心をもつ生徒に
とって良い。各章のページで使わ
れる配色が異なっているなどの工
夫がある。

○ 商業 7 実教 商業 347 新財務会計Ⅰ　新訂版 Ｂ５ 3ビ

会計の基本から体系的によくまと
められている。基本科目の「簿
記」の学習後の継続性として、単
元の区切りが適切であり、取り扱
いやすい内容となっている。

全体を通じて構成・分量・装丁は
適切である。事例も生徒が考えや
すく構成されている。

カラーを多種用いて、単元ごとの
色合いを変えるなどの細かな工夫
をしている。また、各種取引につ
いても適した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 7 実教 商業 348 高校財務会計Ⅰ　新訂版 Ｂ５ 3ビ

簿記会計全般を通じて基礎基本的
な取引内容をしっかりと網羅して
いる。また、補足や説明も多く取
り入れ、初学者でも取り扱いやす
い。

単元ごとの構成がまとまってお
り、学習を進めやすい。文面がや
や多い感じがあるが、平易なまと
めがされている。

説明のためのイラストや図などが
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
バランスで若干読みにくいところ
がある。
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商業 190 東法 商業 349 財務会計Ⅰ　新訂版 Ｂ５ 3ビ

簿記の初心者が効率よく学習でき
る内容となっている。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。

単元ごとに解説が充実しており、
進めやすさがある。巻末資料も知
識を積み上げるうえで参考にな
る。

各単元の初めに、ポイントやテー
マを表示し、学習目的をしっかり
と明記することで分かりやすい表
記となっている。

商業 230 ネット 商業 714 使える財務会計Ⅰ Ｂ５ 3ビ

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。ただ、従来
の「財務会計Ⅰ」の学習内容を超
えている単元が複数あり、扱いに
難しい内容である。

単元項目が多いため、ページ数が
多い構成であるが、１つ1つの事
象に対する説明が簡潔であり、参
考となる例題も充実している。

図やイラストを使用し、シンプル
で初学者にもわかりやすい説明が
多くなっている。色合いについて
は、やや単調な色合いである。

〇 商業 7 実教 商業 350 原価計算　新訂版 Ｂ５ 2ビ

基礎・基本から体系的によくまと
められており、各単元の内容につ
いても簡潔に内容が整理されてい
るため、理解を深めやすい。ま
た、各用語の解説も細かく丁寧で
ある。

全体を通じて構成・分量・装丁は
適切で、事例も生徒が考えやすい
身近なものが多く、授業を進める
中で発意を促しやすい。

文章・解説・イラスト・仕訳例な
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
みやすい。

商業 190 東法 商業 351 原価計算　新訂版 Ｂ５ 2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く
充実している。実務における事柄
も取り上げており、工業簿記全般
としての学習内容も網羅してい
る。

単元ごとに解説が充実している。
やや文面が長い場面も見られる
が、読みやすさがあるため大きな
問題はない。巻末資料も知識を積
み上げるうえで参考になる。

イラストや図、写真も豊富で分か
りやすい。特にイラストは考え方
を補助するために分かりやすい表
現が多い。

商業 7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版 Ｂ５
2ビ
3ビ

各分野の用語が詳しく説明されて
おり、ビジネス情報に関する幅広
い知識を身に付けることができ
る。特に、ソフトウェアの開発手
法の内容が充実している。

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。実習例題の分量、装丁も適
切である。

図表が多く、学習者の理解がしや
すい表現がされている。各頁の外
側余白の扱いがあいまいで、雑然
としたレイアウトになっている。

○ 商業 190 東法 商業 353 ビジネス情報　新訂版 Ｂ５
2ビ
3ビ

各分野の用語が詳しく説明されて
おり、ビジネス情報に関する幅広
い知識を身に付けることができ
る。特にデータベースの単元が充
実している。

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。

コンピュータの操作手順が見やす
くレイアウトされている。解説の
図解も多く、学習者の理解がしや
すい表現がされている。

○ 商業 7 実教 商業 358 電子商取引 新訂版 Ｂ５ 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 Ｂ５ 3ビ

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 Ｂ５ 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習を
行うのに適切である。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
適切である。

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 Ｂ５ 2ビ

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
を把握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。

○ 商業 7 実教 商業 333 ビジネス情報管理 Ｂ５ 3ビ

情報システム構築に必要な分野が
バランスよく盛り込まれていて、
わかりやすい。ＩＴパスポート試
験にかかわる分野も一部網羅され
ており、より深く学習で来るもの
になっている。

専門用語の解説が適切な表記に
なっている。コンピュータ操作の
手順に偏りがなく、正しい操作方
法の指導ができる。分量・装丁も
適切である。

図やイラストがとても分かりやす
く、スムーズに授業で説明でき
る。日常的に疑問に思うことや思
い出しにくい操作手順がわかりや
すく表現されている。

家庭 6 教図 家庭 304
子どもの発達と保育　育つ
育てる　育ち合う

Ｂ５ 3

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。

○ 家庭 7 実教 家庭 311
子どもの発達と保育　新訂
版

Ｂ５ 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、生徒
が興味・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

Ｂ５ 3ビ

食生活の現状について、具体的な
データや例を取り上げており、幅
広い視野で学習できる内容であ
る。専門的な内容が分かりやすい
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。
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○ 家庭 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 Ｂ５ 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。

○ 家庭 6 教図 家庭 310 服飾文化 Ｂ５ 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・関
心に対する配慮がなされている。
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番号 略称 記号 番号

〇 国語 2 東書 現国 702 精選現代の国語 Ａ５ 1

文化・社会・言語など、さまざま
な分野の評論教材が収録されてお
り、読解力を養うとともに、思考
力・判断力を高めるのに必要な社
会的な知識も身に付けられる。ま
た、表現活動に関わる教材も充実
しており、生徒にとってバランス
のよい内容となっている。

前半では読む力、情報収集の方法
など、読むこと・聞くことに重点
が置かれ、後半は書くこと・話す
ことが中心となっており、指導の
流れに応じた配列となっている。
行間は適度に空けられ、字も重要
度に応じて大きさが工夫されてお
り、見やすい装丁である。

評論教材は「水の東西」のような
硬派な文化論から、人工知能や情
報化社会など、現代的なテーマの
ものまで幅広く収録されており、
生徒が関心を持つように工夫され
ている。コラムや付録なども充実
しており、生徒の自学自習にも効
果的である。

国語 50 大修館 現国 706 現代の国語 Ａ５ 1

環境問題や情報化、メディア論な
ど、現代的なテーマを扱った評論
がたいへん充実しており、今を生
きるうえで必要な知識が身に付け
られる。また、思考・判断の基礎
となる統計資料や、表現を助ける
コラムなどの充実度も群を抜いて
いる。

12のテーマに沿って随筆や評論が
導入の役割を果たしており、それ
らの学習を通して次の段階に進め
るようになっている。キーワード
索引やキーワード解説など、評論
の読解に重要な語彙力を高めるた
めの工夫もなされている。

写真や図版が見やすく、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工夫
がなされている。行間は適度に空
けられ、ユニバーサルフォントの
使用や重要度に応じた字の大きさ
の工夫など、見やすさへのさまざ
まな配慮がなされている。

国語 104 数研 現国 709 高等学校　現代の国語 Ａ５ 1

「対比の構造」や「具体と抽象」
など、文章の構造に着目してテー
マを設定している点が特徴。環境
や情報化といった現代的なテーマ
に偏らず、オーソドックスな内容
となっている。後半の「表現の実
践」では話すこと・書くことに重
点を置いた内容となっている。

分量はやや少なめ。文章の構造に
着目させ、実用の文章も学習しな
がら、書くことを中心とした表現
力の育成に重点を置いている。ま
た、二次元コードを読み取ると各
単元ごとの確認ドリルに遷移で
き、語彙の確認など、自学自習で
きるように工夫されている。

写真や図表などは必要最小限に抑
えられている。字は全体的に小さ
め。生徒の文章理解を促進させる
という観点からは、改善の余地が
あるように感じる。二次元コード
ほ読み取ることで遷移が可能なデ
ジタルコンテンツに関しては、他
社よりも充実している。

〇 国語 2 東書 言文 702 精選言語文化 Ａ５ 1

現代文は「羅生門」のような定評
教材から現代の随筆まで幅広い内
容となっている。古文では文法の
基礎が簡潔、かつ的確に説明され
ており、後半にはコラムが設けら
れ、生徒の関心を惹く内容となっ
ている。古文・漢文も内容は定評
教材が中心である。

現代文編、古文編、漢文編の三部
構成で、指導しやすい構成と言え
る。古文では段階に応じた文法の
説明により、本文の理解を助ける
役割を果たしている。また、古典
と現代の作品との比較を通じて、
文化としてのつながりを意識させ
る構成となっている。

現代文は幅広い作品が収められて
おり、生徒の関心を惹く工夫がな
されている。古文・漢文は定評教
材が中心であるが、文法に関する
説明や句法に関する説明など、生
徒の理解を助ける工夫がなされて
いる。行間は適度に空けられ、字
も大きく見やすい表記である。

国語 50 大修館 言文 705 言語文化 Ａ５ 1

現代文は比較的現代の作品が多く
収められ、生徒の関心を惹く内容
となっている。詩、短歌の学習の
導入に高階秀爾の評論を置くな
ど、心憎い工夫がなされている。
古文・漢文は定評教材が多いが、
現代の私たちとのつながりを意識
させる内容となっている。

分量は多めだが、幅広い内容が収
められており、生徒の関心や習熟
度に合わせた指導が可能な構成と
なっている。古典文法は巻末にま
とめられ、字は小さいものの簡潔
で分かりやすい説明となってい
る。また、理解を助けるための資
料等も充実している。

写真や図録の多さ、見やすさ、色
使いの豊かさなど、他社と比較し
て群を抜いている。単に多いわけ
ではなく、それらが理解の助けに
なるよう、十分に考えられてい
る。ユニバーサルフォントと重要
度に応じた字の大きさの工夫も見
やすさの一助となっている。

国語 104 数研 言文 708 高等学校　言語文化 Ａ５ 1

現代文で「羅生門」「山月記」と
いった定評教材が収録されている
が、どちらも古文・漢文との関わ
りが強調されている点が特徴。古
文・漢文は定評教材が中心となっ
ており、文法や句法に関する説明
も比較的充実している。コラムな
どは少なめ。

現代文と漢文は必要最小限といっ
た印象。現代文では過去との、古
文・漢文では現代とのつながりを
意識させる構成となっている。二
次元コードを読み取ると各単元ご
との確認ドリルに遷移でき、語彙
の確認など、自学自習できるよう
に工夫されている。

同社の「現代の国語」と比べると
写真や図表が多く、色使いも豊か
ではあるが、他社と比較すると少
ない印象を受ける。字は全体的に
小さめ。二次元コードを読み取る
ことで遷移が可能なデジタルコン
テンツに関しては、他社よりも充
実している。

地理
歴史

2 東書 地総 701 地理総合 ＡＢ 1

各単元ごとの目標が最初に書かれ
ており、最後のまとめの部分に
チェック項目があるわかりやす
い。良く精選されており、基礎的
内容に重点が置かれ、写真、地図
など、図版資料が豊富である。

図版の比重が高く、資料も大き
い。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。

わかりやすい文章表現となってお
り、文字の大きさも見やすい。情
緒的表現が少なく、平板な書き方
になっておりわかりやすく、ふり
がなのつけ方も丁寧である。

〇
地理
歴史

46 帝国 地総 703 高等学校　新地理総合 ＡＢ 1

大判の地図に資料が添えられてお
り、現代の社会や産業の様子が分
かりやすく解説している。また、
年表、写真等の資料などが多く、
地図への関心を高めやすい内容と
なっている。

AB版の装丁は机上で使いやすい。
欄外に注釈が多く、言葉の説明が
柔らかである。紙質もよく、ペー
ジごとに開きやすい。資料や主題
地図の分量が大きく、地図帳との
関連で使いやすい構成となってい
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、資料の色
付けがきれいで見やすい。写真の
大きさもわかりやすい形になって
いる。

地理
歴史

139 二宮 地総 704
地理総合　世界に学び地域
へつなぐ

Ｂ５ 1

基礎的事項が体系的に整理され充
実している。各単元ごとの最初の
ページがわかりやすく、導入とし
て使いやすい内容となっている。
また、大きな図版や写真、模式図
等で、地形や機構の自然環境の概
念をわかりやすく説明している。

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。資料の占める面積部分が
大きく、興味をひきやすい構成に
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、興味をひきやすい文章
となっている。注釈もコンパクト
にまとまれており、読みやすい。

地理
歴史

2 東書 歴総 701 新選歴史総合 ＡＢ
1デ
科

テーマ設定が分かりやすく、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。

図版や資料が各ページの上と左右
に分けられており、見やすいペー
ジ設定になっている。各項目がパ
ターン化され見やすい。注釈の分
量も豊富である。

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。書体も見やすく重要事項は
ゴチック体になっており、わかり
やすい。資料の色分けも見やすい
構成になっている。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第1部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立川崎総合科学高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

33



番号 略称 記号 番号
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【第1部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立川崎総合科学高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

地理
歴史

46 帝国 歴総 706 明解　歴史総合 ＡＢ
1デ
科

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。脚注を簡略化
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。

各ページ下部に「中学校との関
連」項目があり、わかりやすく内
容に触れることができる。また、
文字の構成も見やすい。ふりがな
も大きく見やすい。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。

〇
地理
歴史

81 山川 歴総 707 歴史総合　近代から現代へ Ｂ５
1デ
科

わかりやすい記述と平易な文章を
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。世界の歴史と日本の歴史
が交互に編集されており、時代の
流れを組みやすい。

細かい内容まで網羅しており、歴
史的知識を習得するだけでなく、
歴史資料や写真など生徒自信に参
考になるような構成になってい
る。また、注釈もわかりやすい。

各単元ごとに「なぜこうなった
か」というテーマが学習の目的を
明確にする表現がなされており、
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 地図 701 新高等地図 Ａ４ 1

地域図に写真、鳥瞰図、断面図な
どが添えられ、地域の概観を多面
から理解できる内容となってい
る。主題地図もよく整理されてお
り、興味、関心をひくものとなっ
ている。

豊富な写真、図版、統計資料がよ
くコンパクトにまとまられてい
る。地形図と主題図、統計資料が
バランスよく配置されており、使
いやすい構成になっている。

色使いが丁寧で、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。

〇
地理
歴史

46 帝国 地図 703 標準高等地図 Ａ４ 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。

A4版の装丁は机上で使いやすい。
産業等の比重が小さいが、歴史関
連の資料や主題地図の分量が大き
く、世界史、日本史の資料として
充分に耐えうる構成となってい
る。

配色やデザインが工夫されてお
り、見やすい。地図上の事項を把
握しやすいだけでなく、「読図の
ヒント」がわかりやすく書かれて
いる。

地理
歴史

130 二宮 地図 706 基本地図帳 Ａ４ 1

大判の地図が豊富に配置された内
容となっている。詳細な内容の地
図が標準的な構成で配置されてお
り、写真や図版が添えられ、地図
理解に利便性の高い内容になって
いる。

紙質が良く、ページがめくりやす
い。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。

表記されている文字が見やすく、
世界図、地域図はオーソドックス
な表記で描かれている。地形や地
名や国境などがわかりやすい。写
真が多用されており、視覚的効果
を高めている。

数学 2 東書 数Ⅰ 702 数学Ⅰ　Standard Ａ５ 1

基礎的・基本的な事項がコンパク
トに網羅されている。また、例・
例題と問のギャップをなくし、ス
ムーズに授業が展開できるように
工夫して編集されている。

学習指導要領に示された「内容」
と「内容の取扱い」に準拠してい
て、生徒の実態に即した必要かつ
十分な内容が適切に組織・配列さ
れている。

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。

〇 数学 7 実教 数Ⅰ 707 新編数学Ⅰ Ａ５ 1工

基礎の定着と一歩上の応用力を同
時に見据えた内容である。また、
思考力を高めるための題材が豊富
である。

知識・技能の定着のために、厳選
された例・例題がスモールステッ
プで配置されている。定着のため
の反復問題も充実している。

見やすい紙面レイアウト、読解を
サポートする図解やイラストが随
所に配置されている。

数学 61 啓林館 数Ⅰ 709 数学Ⅰ Ａ５ 1

個々の習熟度に応じた幅広い指導
ができる。また、「思考力・判断
力・表現力」が身につく内容であ
る。

スムーズに理解できるように、段
階を踏まえて応用的な問題まで到
達するように構成されている。

多様な考え方を学ぶことができる
「視点」を効果的に掲載してい
る。

数学 61 啓林館 数Ⅰ 711 深進数学Ⅰ Ａ５ 1

個々の習熟度に応じた幅広い指導
ができる。また、「思考力・判断
力・表現力」が身につく内容であ
る。

高校数学の核となる部分をまとめ
たコア編と、コア編の考え方をさ
らに深め、数学的な思考を養う探
求編で構成されている。

理解が難しい部分には、適宜、図
やイラスト等で補われている。

〇 数学 104 数研 数Ⅰ 712 数学Ⅰ Ａ５ 1科

生徒が目標をもって学習に取り組
むための工夫、生徒の自学を助け
る工夫がある。また、数学の奥深
さ、よさに触れられる題材も豊富
に扱っている。

思考力・判断力・表現力の育成に
つなげるための新要素が豊富にあ
る。新要素は、取捨選択しやすい
構成になっている。

記述の厳密さを大切にしている。
定理の証明などはきちんと扱って
いる。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 706 数学Ⅱ Ａ５ 1

個々の習熟度に応じた幅広い指導
ができる。また、「思考力・判断
力・表現力」が身につく内容であ
る。

スムーズに理解できるように、段
階を踏まえて応用的な問題まで到
達するように構成されている。

多様な考え方を学ぶことができる
「視点」を効果的に掲載してい
る。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 708 深進数学Ⅱ Ａ５ 1

個々の習熟度に応じた幅広い指導
ができる。また、「思考力・判断
力・表現力」が身につく内容であ
る。

高校数学の核となる部分をまとめ
たコア編と、コア編の考え方をさ
らに深め、数学的な思考を養う探
求編で構成されている。

理解が難しい部分には、適宜、図
やイラスト等で補われている。

〇 数学 104 数研 数Ⅱ 709 数学Ⅱ Ａ５ 1科

生徒が目標をもって学習に取り組
むための工夫、生徒の自学を助け
る工夫がある。また、数学の奥深
さ、よさに触れられる題材も豊富
に扱っている。

思考力・判断力・表現力の育成に
つなげるための新要素が豊富にあ
る。新要素は、取捨選択しやすい
構成になっている。

記述の厳密さを大切にしている。
定理の証明などはきちんと扱って
いる。

数学 2 東書 数Ａ 702 数学Ａ　Standard Ａ５ 1

基礎的・基本的な事項がコンパク
トに網羅されている。また、例・
例題と問のギャップをなくし、ス
ムーズに授業が展開できるように
工夫して編集されている。

学習指導要領に示された「内容」
と「内容の取扱い」に準拠してい
て、生徒の実態に即した必要かつ
十分な内容が適切に組織・配列さ
れている。

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。
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【第1部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立川崎総合科学高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

〇 数学 7 実教 数Ａ 707 新編数学Ａ Ａ５
1情
電機
建

基礎の定着と一歩上の応用力を同
時に見据えた内容である。また、
思考力を高めるための題材が豊富
である。

知識・技能の定着のために、厳選
された例・例題がスモールステッ
プで配置されている。定着のため
の反復問題も充実している。

見やすい紙面レイアウト、読解を
サポートする図解やイラストが随
所に配置されている。

数学 61 啓林館 数Ａ 709 数学Ａ Ａ５ 1

個々の習熟度に応じた幅広い指導
ができる。また、「思考力・判断
力・表現力」が身につく内容であ
る。

スムーズに理解できるように、段
階を踏まえて応用的な問題まで到
達するように構成されている。

多様な考え方を学ぶことができる
「視点」を効果的に掲載してい
る。

数学 61 啓林館 数Ａ 711 深進数学Ａ Ａ５ 1

個々の習熟度に応じた幅広い指導
ができる。また、「思考力・判断
力・表現力」が身につく内容であ
る。

高校数学の核となる部分をまとめ
たコア編と、コア編の考え方をさ
らに深め、数学的な思考を養う探
求編で構成されている。

理解が難しい部分には、適宜、図
やイラスト等で補われている。

〇 数学 104 数研 数Ａ 712 数学Ａ Ａ５ 1科

生徒が目標をもって学習に取り組
むための工夫、生徒の自学を助け
る工夫がある。また、数学の奥深
さ、よさに触れられる題材も豊富
に扱っている。

思考力・判断力・表現力の育成に
つなげるための新要素が豊富にあ
る。新要素は、取捨選択しやすい
構成になっている。

記述の厳密さを大切にしている。
定理の証明などはきちんと扱って
いる。

理科 2 東書 科人 701 科学と人間生活
Ｂ５
変型

1工

適所に「レッツスタート！」「考
えよう」「レッツチャレンジ」が
配置されており、生徒どうしの対
話的、協同的な学びを通して理解
を深められるような工夫があり、
工業科の生徒も無理なく学習でき
る内容であると考える。

節の構成が、「レッツスター
ト！」→「？」（学習の課題）→
本文→「観察・実験、実習」→本
文→「まとめ」で構成されてお
り、工業科の生徒が主体的に課題
を見いだして学習を進められるよ
うな内容であると考える。

中学校での既習の内容や教科書の
図版だけでは理解しにくい内容な
どについて、二次元コードで情報
を収集したり、動画で確認したり
して理解を深めたりできるように
工夫していて、学習を整理しやす
い。

理科 61 啓林館 科人 703 高等学校　科学と人間生活 Ｂ５ 1工

工業科の生徒が無理なく科学的に
探究する態度を養うために、探究
マークがついた実験などの取り組
みが多く掲載されている。各章の
最後に、本文と関連する探究的な
問いが用意されており、探究的な
学習を行うのに適切である。

全４部で、各章を選択して学習す
る構成になっている。高等学校理
科学習指導要領の「目標」「内
容」および「内容の取扱い」に示
された事項のすべてについて不足
なく取り上げている。

各節ごとに、節課題が用意されて
おり、QRコードからの導入アニメ
―ションにより、工業科の生徒が
理科に興味を持つきっかけとな
る。また、ポイントとなるまとめ
や公式は、パレットで目立たせる
工夫がされている。

〇 理科 183 第一 科人 705 高等学校　科学と人間生活 Ｂ５ 1工

人間生活に不可欠な科学技術が、
具体例とともに親しみやすく解説
されており、工業科の生徒がムリ
なく負担なく学習できるように
なっている。

１つの学習テーマは、見開き2
ページでまとめられており、1時
間に2ページのペースで着実な授
業展開が可能で、工業科の生徒自
らが見通しをもって学習すること
ができる構成である。

全学習テーマ冒頭に掲載した二次
元コードから予習を促す１分イン
トロや、実験動画・アニメーショ
ンを視聴ができる工夫されてお
り、表現もわかりやすく、理解を
深められる工夫が秀でている。

理科 2 東書 物基 701 物理基礎
Ｂ５
変型

1科

すべての節の冒頭に「Let's
Start!」が配置されており、節の
最後の「ポイント」で全体を振り
返れるような工夫で、科学科の生
徒が知識を定着しやすい。また、
二次元コードで実験操作の補足説
明などを視聴できる。

節の構成が、「Let's Start!」→
「？」（学習の問い）→（「実
習」）→本文→「！」（この節の
ポイント）で構成されており、科
学科の生徒が主体的に課題を見い
だして学習が進められるような工
夫ある。

用語、記号は統一されており、記
述のしかたも適切である、また、
二次元コードコンテンツが豊富
で、二次元コードで情報を収集し
たり、アニメーションや実験映像
などで理解を深めたりすることが
できる。

理科 61 啓林館 物基 705 高等学校　物理基礎 Ａ５ 1科

科学科の生徒が探究的に学べ、大
学入学共通テストに対応できる内
容になっている。また、生徒自身
が理科への興味を抱く内容が豊富
に用意されており、理解を深めさ
せるQRコンテンツを充実させてい
る。

A5判でコンパクトである。各節の
冒頭に該当する節の学習内容に関
連するQRコンテンツが用意されて
いる。学習内容の補足や既習事項
の復習をcheckとして本文そばに
掲載しており、学習の定着を促す
工夫がされている。

式や法則は、すっきりと見やすく
まとめられており、式やグラフな
どに関する問いかけも適宜設け
て、生徒をさらに深い学びへと促
す工夫がされている。例題では、
解法のポイントを「指針」として
表現し、自学自習でも使いやす
い。

〇 理科 104 数研 物基 707 物理基礎 Ａ５ 1科

科学科の生徒にとって使いやす
く、知識を活用して「深い学び」
につなげられるポイントを掲載し
ている。また、SDGsや放射線など
の興味・関心を高めるコラムを適
所に掲載している。

適所に問があり、例題では、「指
針」が、類題では「ヒント」を追
加し、生徒に使いやすい構成に
なっている。また、反復練習が必
要な単元には、「ドリル」を掲載
し、生徒の知識の定着を促してい
る。

「考えてみよう！」が章末にあ
り、日常学習などに関連した発問
により、より深い学びに繋げられ
る。また、節末の「学んだことを
説明しよう」では、学習内容を自
分の言葉で説明することで、表現
力を養える工夫がされている。

理科 7 実教 化基 703 化学基礎　academia Ａ５ 1科

思考力・判断力・表現力が無理な
く育成されるよう、「化学基礎」
の学習内容を完全に網羅してお
り、科学科の生徒でも理解しやす
い。また、化学の面白さや将来に
つながる題材を豊富に掲載してい
る。

各項の学習と導入には、
「Beginning」という問いかけを
用意し、「Key concept」で重要
事項を意識させて、「From
Beginning」で科学科の生徒に、
振り返り学習を促せる構成であ
る。

「Thinking Point」等、生徒に考
えさせ、表現させる個所を各単元
に設けている。また、主要な原
理・概念などの重要項目を「Key
concept」で取り上げ、他教科・
他科目との関連をアイコンで表現
している。

〇 理科 61 啓林館 化基 706 高等学校　化学基礎 Ａ５ 1科

化学への興味を引き出し、科学科
の生徒が主体的に「探究」できる
ような工夫がされている。また、
共通テストに必要な力を養う工夫
もされており、QRコンテンツも充
実している。

章の冒頭には、各節に関連する”
問いかけ”を掲載し、科学科の生
徒自ら興味を持ち単元に取り組め
る構成となっている。また、節の
冒頭にあるQRコードから220点以
上のデジタルコンテンツを視聴で
きる。

科学科の生徒が図を読み取ると
き、何に注目すべきかわかりやす
く表現されており、重要ポイント
が強調されているので、整理しや
すい。復習マークで中学校の学習
内容と関連した内容が一目でわか
る工夫がされている。
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理科 104 数研 化基 708 化学基礎 Ａ５ 1科

科学科の生徒にとって使いやす
く、知識を活用して「深い学び」
につなげられるようなポイントを
掲載している。また、化学が拓く
世界や探究実験から興味・関心を
高める工夫が用意されている

単元冒頭に「目標」を掲載し、
「問いかけ＋学習目標」で学習の
到達点を明示し、科学科の生徒が
見通しをもって学習を進められる
ようにしている。単元末には何を
理解できたのかを振り返る構成が
用意されている。

例題に「指針」が用意されてお
り、科学科の生徒自身が予習・復
習の際のヒントとして活用でき
る。また、「Zoom」による解説に
より、生徒が理解しにくい部分を
対話形式で丁寧に説明する工夫が
なされている。

理科 2 東書 生基 701 生物基礎
Ｂ５
変型

1科

すべての節の冒頭に「Let's
Start!」が配置されており、日常
生活や社会とのつながりを実感で
きる内容から導入し、節の最後の
「ポイント」で全体を振り返り、
科学科の生徒が見通しをもって学
習することができる工夫がある。

節の構成が、「Let's Start!」→
「？」（学習の問い）→（「実
習」）→本文→「！」（この節の
ポイント）で構成されており、科
学科の生徒が主体的に課題を見い
だして学習が進められるような工
夫がある。

「生物基礎」の学習に関連する中
学校の既習事項の内容や教科書の
図版だけでは理解しにくい内容に
ついて、二次元コードコンテンツ
で情報を収集したり、アニメー
ションなどで理解を深めたりする
ことができる。

〇 理科 61 啓林館 生基 705 高等学校　生物基礎
Ｂ５
変型

1科

適所に「探究」が掲載されてお
り、探究の中から深い学びを実現
させようとする工夫がされてい
る。随所に、「TOPIC」が掲載さ
れており、科学科の生徒たちが日
常生活や医療に関心を持たせる工
夫がある。

各単元の始めに課題が用意されて
おり、その答えを最後のまとめに
掲載し、学習の振り返りを促す工
夫がされている。また、理解を深
めるためのQRコンテンツが163個
と充実しており、科学科の生徒が
自学自習をする際に利用できる。

生徒が比較しながら学べる図な
ど、図や写真の配置の強烈な印象
を与えて、科学科の生徒の自学自
習を支援する工夫がされている。

理科 104 数研 生基 707 生物基礎 Ａ５ 1科

章の始めに、既習事項や目標を確
認し、学習を進められるような工
夫がされている。科学科の生徒の
思考力を養うための「思考学習」
などは、データやグラフを読み
取って、考える力を養いやすい。

各節には、目標が定められてお
り、節末チェックで振り返りを行
い、科学科の生徒が表現力を養う
工夫がされている。「Quest」で
は問を投げかけ、学習事項を生徒
に考えさせることを意識した構成
である。

QRコードを適所に配置し、130点
のデジタルコンテンツへアクセス
が可能である。A5判のコンパクト
さで、教科書の持ち運びが多い科
学科の生徒が携帯しやすい。

保健
体育

50 大修館 保体 701 現代高等保健体育改訂版 Ｂ５ 1

各項目内容を示した質問文がある
ことにより何を学ばなければいけ
ないか理解しやすい。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。学習の広がりを持たせる側
注により、生徒の興味・関心を引
くことができる。

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。

重要な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いことに
より、生徒の興味・関心を喚起で
きるようになっている。

〇
保健
体育

50 大修館 保体 702 新高等保健体育
Ｂ５
変型

1

基本的な内容が厳選され丁寧に説
明されている。基礎的な内容もわ
かりやすく生徒に課題意識をもた
せやすい。構成内容もバランスよ
く配置されている。１単元２項で
構成されていることによりまとめ
やすい。また資料が豊富で生徒の
興味関心をもたせやすい。

構成内容がバランスよく配置され
ている。１単元が２項で構成され
ており、まとめやすい。

資料が豊富であることにより、生
徒の興味・関心を引く表記であ
り、理解がしやすい。

保健
体育

183 第一 保体 703
高等学校　保健体育
Textbook

Ｂ５ 1

テーマ学習が設定してあり、現代
の社会的、健康的な問題について
考える内容が多くある。各セッ
ションでグループワークやトライ
といった主体的に学習を促す課題
が設定されており、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
元毎にケーススタディーなどが設
定され、課題解決的な学習ができ
るように工夫されている。

ピクチャースタディでは写真イラ
ストが豊富でイメージしやすく、
題材の内容理解を助けてくれる。

保健
体育

183 第一 保体 704
高等学校　保健体育
Activity

Ｂ５ 1

課題解決型の内容になっており、
習得した知識の確認や思考判断・
表現力を養うことで学習に興味関
心をもたせやすい。

４ページ構成になっており、内容
バランスもよく、Textbookと併用
することで、より深い学習へ導く
工夫がみられる。

様々なカラー資料が掲載されてお
り、その資料から自ら考えて学習
を進めいていくようになってい
る。

芸術 17 教出 音Ⅰ 701 音楽Ⅰ　Tutti＋ Ａ４ 1

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 702 高校生の音楽１
Ａ４
変型

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 703 ＭＯＵＳＡ１ Ａ４ 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
れていてわかりやすい。

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。

外国
語

2 東書 ＣⅠ 702
Power On
English Communication Ⅰ

Ｂ５ 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。
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外国
語

2 東書 ＣⅠ 703
ENRICH　LEARNING
ENGLISH　COMMUNICATION
Ⅰ

ＡＢ 1科

実際に使用されている現代的な英
語をテキストにしており、生徒の
好奇心を刺激し活動に結び付きや
すい題材が取り上げられている。

各ユニットで、４技能５領域をバ
ランスよく活用し、ユニットの最
後ではまとめのアウトプット活動
ができる構成になっている。

ユニットの冒頭の写真で学習の動
機づけが図られ、リテリングを行
うための写真・図版も豊富に掲載
されている。

外国
語

15 三省堂 ＣⅠ 707
CROWN
English Communication Ⅰ

Ｂ５ 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

50 大修館 ＣⅠ 710
Crossroads English
Communication Ⅰ

Ｂ５ 1科

SDGsで掲げられた目標を理解する
ためのトピックが選定され、身近
な話題を中心にテーマの概要を理
解してから、社会的な話題を中心
にテーマについて深い理解を目指
すよう工夫されている。

各ユニットの導入からまとめの活
動まで、それぞれのまとまりで４
技能の活動ができるように構成さ
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 ＣⅠ 711
PANORAMA English
Communication Ⅰ

Ｂ５ 1工

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
ことが出来る。

見開きのパート構成となってお
り、リーディング教材を読んだ
後、その内容についてのリスニン
グ、スピーキング、ライティング
がバランスよく行えるよう工夫が
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て、効
果的に英語を学習するためのヒン
トになるコラムも掲載されてい
る。

〇
外国
語

109 文英堂 ＣⅠ 719
Grove English
Communication Ⅰ

Ｂ５ 1工

身近な話題を入り口に視点を広
げ、思考力を深めることができる
ような題材が精選されている。学
習内容の中高接続にも配慮が見ら
れる。

本文は各パート見開き構成。パー
トごとに４技能の活動を行い、ま
とめの活動ではリテリングやペア
で話す活動ができるよう工夫され
ている。

写真やイラストは適切に配置され
ている。見出しや文法の説明部分
がカラーになって、理解を促すよ
うな視覚的工夫がされている。

〇
外国
語

183 第一 ＣⅠ 721
CREATIVE
English CommunicationⅠ

Ｂ５ 1科

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
バランスよく鍛える工夫がされて
いる。また、各パート冒頭の英問
により、英語で行うことを基本と
した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 論Ⅰ 701
NEW FAVORITE
English Logic and
Expression Ⅰ

Ｂ５ 1科

Unit 1では英語でのやりとりを
ベースに、発信力を育成する内容
になっている。Unit 2ではディ
ベート、発表、論理的な文章を書
く内容になっている。

Unit 1の前半は中学校で学んだ文
法事項で活動できるよう工夫され
ている。多様な場面、状況が設定
されており、３領域のバランスの
取れた言語活動を行うことができ
る。

イラストや図表は適切に配置され
ている。豊富なモデル動画、音声
等へアクセスできる工夫がされて
いる。

外国
語

61 啓林館 論Ⅰ 708
Vision Quest English
Logic and Expression Ⅰ
Advanced

Ｂ５ 1科

身近な話題、社会問題や国際問題
をトピックに体系的な文法事項を
活用し、様々な場面・状況で繰り
返し発信することで、文法力と発
信力をバランスよく育成する内容
になっている。

各課に到達目標が記載されていて
目標を意識しながら言語活動に取
り組むことができる。文法事項の
定着のためにイラストが多用され
ている。

各課に表現活動に必要な語彙のリ
ストが掲載されている。カラー写
真は小さめだが、適切に配置され
ている。

外国
語

231 いいずな論Ⅰ 717
be English Logic and
Expression Ⅰ Clear

Ｂ５ 1科

自分の事や身近な人の事を話すこ
とから、社会問題についての考え
を発表するまで段階的に表現力を
育成する内容になっている。全20
課。

導入で、会話を通して文法・機能
表現にふれた後、文法・表現の理
解と定着を図り、発話・作文タス
クで自己発信する流れで構成され
ている。各課の達成評価（セルフ
チェックリスト）ができる。

イラストが中心だが、適切に配置
されている。表現活動のヒントに
なる語彙も脚注に掲載されてい
る。

〇
外国
語

231 いいずな論Ⅰ 718
be English Logic and
Expression Ⅰ Smart

Ｂ５ 1科

自分の事や身近な人の事を話すこ
とから、社会問題についての考え
を発表するまで段階的に表現力を
育成する内容になっている。全23
課。

導入で、会話を通して文法・機能
表現にふれた後、文法・表現の理
解と定着を図り、発話・作文タス
クで自己発信する流れで構成され
ている。各課の達成評価（セルフ
チェックリスト）ができる。

イラスト・写真は小さめだが、適
切に配置されている。表現活動の
ヒントになる語彙も英語のみ脚注
に掲載されている。

〇 理数 61 啓林館 理数 701
理数探究基礎　未来に向
かって

Ａ４ 1科

探究の意義や、探究によって育成
される力を初めに触れ、科学科の
生徒が見通しをもって、探究を学
習することができる内容になって
いる。探究の流れの中で、技能や
知識を学習することに重点を置い
ている。

第1章で探究の流れを学習し、2章
の探究の事例を追実験することに
より、探究のPDCAサイクルを回す
ことができる。そして、第3章の
課題例から「理数探究」に向けて
の探究課題設定の練習を行うこと
ができる構成である。

A4判で、大きく余裕のある表記で
ある。第2章の先生からのアドバ
イスの表記は科学科の生徒が理数
探究を行うために必要となるポイ
ントを適切に指摘しており、より
深い学びを行うことができる。

理数 61 啓林館 理数 702 理数探究基礎 Ｂ５ 1科

探究に用いる技能や、探究に必要
なその他の知識などの資料が第2
編と第3編に豊富に整理されて掲
載されており、実際に探究を行っ
たときに、科学科の生徒が技能や
知識を身に付けられる。

各大きな項目の最後にPointがあ
り、科学科の生徒が振り返り学習
を行うのに適切である。分量は
151ページと1単位としては、多い
が、第2,3編が資料であれば、適
切である。

第1編では、探究におけるどの段
階の内容が書かれているかわかり
やすく表記されており、全体の見
通しをもって、学習しやすい。表
計算ソフトの関数式を記してお
り、実際の学習に適した表現方法
である。

〇 工業 7 実教 工業 701 工業技術基礎 Ｂ５ 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いる。基礎的
な知識が記述されている。

内容、分量ともに簡素である。多
くの分野が記述されている。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。
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川崎市立川崎総合科学高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

〇 工業 7 実教 工業 702 機械製図
Ｂ５

1機

豊富な製図例があり、基本的事項
と専門的な製図則に関する記述が
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 707 製図 Ａ４ 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
業全般に対応できる基本の内容で
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 718 工業情報数理 Ｂ５
1情
電機
デ

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、データ
処理など含め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。

〇 工業 7 実教 工業 719 精選工業情報数理 Ｂ５ 1建

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。

基礎的な事柄が十分説明されてお
り、理解しやすい構成である。

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 720 電気回路１ Ｂ５ 1電

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。

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。

〇 工業 7 実教 工業 721 電気回路２ Ｂ５ 1電

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。

例題・問題等は丁寧に記載されて
いる。

色分けなどを使いわかりやすい。

工業 7 実教 工業 722 精選電気回路 Ｂ５ 1電

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。

図解により分かりやすく説明して
いる。

工業 154 オーム 工業 723 工業情報数理 Ｂ５ 1工

情報端末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
記載があるため情報リテラシーの
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 154 オーム 工業 724 電気回路１ Ｂ５ 1電

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。

例題・問題等は丁寧に記載されて
いる。

色分けなどを使いわかりやすい。

工業 154 オーム 工業 725 電気回路２ Ｂ５ 1電

専門的な回路についても、自ら解
く力を育成するために、原理から
丁寧に記述されている。

演習が充実していて、問題が豊富
である。

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 174 コロナ 工業 726 わかりやすい電気回路 Ｂ５ 1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。

演習を重視し、問題が豊富であ
る。

図や写真などが適所に配置されて
いる。

工業 174 コロナ 工業 727 電気回路（上） Ｂ５ 1電

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。

実験などを通して理解しやすい説
明が多い。

重要なポイントが見やすく工夫さ
れている。

工業 174 コロナ 工業 728 電気回路（下） Ｂ５ 1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。

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 735 デザイン実践
Ｂ５

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。
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国語 15 三省堂 現Ｂ 324 精選現代文Ｂ　改訂版 Ａ５ 2

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

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

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

国語 17 教出 現Ｂ 327 現代文Ｂ Ａ５ 2

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。

〇 国語 50 大修館 現Ｂ 331 精選現代文Ｂ　新訂版 Ａ５ 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 Ａ５ 2

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 Ａ５ 2

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。

〇 国語 104 数研 古Ｂ 343 改訂版　古典Ｂ　古文編 Ａ５
2デ
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せられて
おり、生徒の理解を促す。

二章に分かれてはいるが、人物や
話題が関連している、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。

〇 国語 104 数研 古Ｂ 344 改訂版　古典Ｂ　漢文編 Ａ５
2デ
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せられてお
り、生徒の理解を促す。

二章に分かれてはいるが、人物や
話題が関連している、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 Ａ５ 2

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。

国語 117 明治 古Ｂ 346 新　精選古典B　漢文編 Ａ５ 2

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。

〇
地理
歴史

2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ Ｂ５

2情
電機
建デ
3科

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 311 世界史Ａ　新訂版 Ｂ５
2
3

単元全体的な把握が容易になって
おり、写真・グラフなどの資料を
適切に配置していて分かりやす
い。年表が見やすくに取り上げ、
細かい内容も見やすくなってい
る。

まとまった構成であり、用語の解
説が細やかに扱われている。歴史
的事件や人物を扱ったコラムも生
徒に分かりやすい構成になってい
る。B5版で持ちやすく分量も適切
である。

表記は読みやすく工夫されてい
る。内容もコンパクトにまとめら
れ、言葉遣いも生徒に分かりやす
い記述になっている。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立川崎総合科学高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容
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【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立川崎総合科学高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

地理
歴史

81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版 Ｂ５
2
3

わかりやすい記述と平易な文章
で、図版や史料を用い、歴史の流
れが理解しやすいようにまとめら
れている。歴史的事象について丁
寧にかつ細かく解説しており、わ
かりやすい。

歴史的知識を習得するだけでな
く、生徒自信が主体的な意見や見
解をもてるように、様々な課題を
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ような図
版・史料を用いており、歴史を深
く掘り下げる工夫が数多く記載さ
れている。

〇
地理
歴史

2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ
Ｂ５
変型

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。分量も豊富だが、内容は精選
されている。

難しい表記は少なく、平易なた
め、比較的抵抗感なく読み取るこ
とができる。脚注は少ないが、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
Ｂ５
変型

2
3

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。

分量は適切であり、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。
脚注が多めで、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
Ｂ５
変型

2
3

用語の解説が丁寧で、理解を助け
ている。節のポイントや章のポイ
ントがわかりやすく述べられてい
る。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、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。脚注は隙間なく
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、難解な部分はやさしい言葉で
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 ＡＢ
３工
選択

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、歴史的事象がどこで起きた
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。分量も適切である。

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 Ｂ５
３工
選択

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

歴史的知識を習得するだけでな
く、生徒自身が主体的な意見や見
解をもてる様に２１世紀の課題を
考える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。

〇
地理
歴史

81 山川 日Ａ 314 現代の日本史　改訂版 Ｂ５
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。

公民 2 東書 現社 313 現代社会 Ｂ５
2
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。丁寧な文章で説
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。

〇 公民 7 実教 現社 314 高校現代社会　新訂版 Ａ５
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。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」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。

難しい内容もわかりやすく詳細に
記述されており、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

Ａ５
2
3

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。各ページも見
開きで見やすい。

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。時事問題
にも触れており、生徒が活用しや
すい。

公民 2 東書 倫理 311 倫理 Ａ５
３工
選択

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
面的理解ができる内容である。課
題探究学習も独自のテーマ設定が
なされている。より深い内容にも
触れている。

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。細
かい内容にも触れており、脚注が
充実している。

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。書体も見
やすい。

〇 公民 7 実教 倫理 312 高校倫理　新訂版 Ａ５
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・関心を持て
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
にまとまれており、読みやすい。

公民 35 清水 倫理 313
高等学校　現代倫理　新訂
版

Ｂ５
３工
選択

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、より深
い学習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、飽きさせないつくり
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。

高度な内容も詳細に記述されてお
り、丁寧で分かりやすい表現であ
る。図版や資料が効果的に盛り込
まれている。

〇 公民 7 実教 政経 312 高校政治・経済　新訂版 Ａ５
３工
選

詳細で丁寧な記述がなされてあ
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
体的でわかりやすい。将来の進路
に向けた学習にも対応できる内容
である。

Ａ５判で分量も豊富である。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。全体的にわかりやす
く丁寧に表現され、表記も適切で
ある。
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【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書
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採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型
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内容

公民 35 清水 政経 314
高等学校　現代政治・経済
新訂版

Ａ５ ３工

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
面的理解ができる内容である。課
題探究学習も独自のテーマ設定が
なされている。より深い内容も適
切に取り扱っている。

Ａ５判で見やすい形になってい
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、多くの写真
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

Ａ５ ３工

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。今日的
な写真、資料が豊富に掲載されて
いる。より深い学習にも対応でき
る内容である。

分量は適切である。また、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。

カラー図版や資料が豊富で、重要
な語句や内容の解説は脚注や中間
文で扱っている。難解な表現もわ
かりやすく書かれており、生徒が
理解しやすい。

〇 数学 7 実教 数Ⅱ 321 新版数学Ⅱ　新訂版 Ａ５
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 Ａ５ 2

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 Ａ５ 2

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

Ｂ５判で文字も大きく、簡潔にま
とまっている。丈夫かつ見開きし
やすい。

公式要点がはっきりしていて見や
すい。文章・式・図の配列がゆっ
たりしている。

〇 数学 104 数研 数Ⅱ 327 改訂版　数学Ⅱ Ａ５ 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。

配色は多くても２色程度に留めて
おり、本質に迫るような表現が多
い。

数学 2 東書 数Ⅲ 316 数学Ⅲ Standard Ａ５ 3

基本的な問題が網羅されており、
理解するための要点について図表
を豊富に用いて示されている。標
準レベルの問題も漏れなく記載さ
れている。

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。

〇 数学 7 実教 数Ⅲ 318 新版数Ⅲ 新訂版 Ａ５
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。

〇 数学 104 数研 数Ⅲ 322 改訂版 数学Ⅲ Ａ５
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 Ａ５ 3

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である。例
題の説明が丁寧に大きく表されて
いるので見やすい。

色使いが豊富で余白も適切にあ
り、非常に見やすい。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 Ａ５ 2,3

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。

〇 数学 7 実教 数Ａ 321 新版数学Ａ　新訂版 Ａ５

2デ
3情
電機
建

基本的内容を丁寧に説明してい
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
を引くような工夫がなされてい
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 Ａ５ 2,3

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 2 東書 数Ｂ 317 数学Ｂ　Standard Ａ５ 2

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。
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〇 数学 7 実教 数Ｂ 320 新版数学Ｂ　新訂版 Ａ５
2工
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。

〇 数学 104 数研 数Ｂ 325 改訂版　数学Ｂ Ａ５ 2科

問題の種類が充実していて、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 Ａ５ 2

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、非常に見やすい。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 Ａ５ 2工

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。

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。

〇 理科 104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎 Ｂ５ 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 321
高等学校　改訂　新物理基
礎

Ｂ５ 2工

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
工業科生徒に良いと考える。

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 Ａ５
3工
選

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。

〇 理科 7 実教 物理 309 物理　新訂版 Ａ５
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 Ａ５
2科
選

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。

〇 理科 104 数研 物理 313 改訂版　物理 Ａ５
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「Ｚ
ｏｏｍ」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 化学 308 改訂　化学 Ａ５
2科
選

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
ている。

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。

〇 理科 7 実教 化学 310 化学　新訂版 Ａ５
2科
選

学習内容の取り扱いが丁寧で、科
学科のような理系大学進学者が学
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 Ａ５
2科
選

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
習意欲を引き出すような「参考」
「発展」が豊富に取り扱われてお
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。
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理科 2 東書 生基 311 改訂　生物基礎
Ｂ５
変型

3工

各節ごとにNAVIとして、各章の流
れが確認でき、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
になっている。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 Ｂ５ 3工

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、指導の時に利用出来る。

〇 理科 7 実教 生基 313 生物基礎　新訂版 Ａ５ 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。

〇 理科 2 東書 生物 306 改訂　生物
Ｂ５
変型

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、探究的な学習
が進められるよう工夫されてい
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 Ａ５
2科
選

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 Ａ５
2科
選

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用い
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
外国
語

2 東書 コⅡ 327
Power On English
CommunicationⅡ

Ｂ５ 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

Ｂ５ 2科

「Essay」「Interview」
「Presentation」「Speech」
「Discussion」の活動別での構成
になっており、それぞれの活動向
けの題材が揃えてある。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。

〇
外国
語

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

Ｂ５
変型

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
出来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
出来る。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

Ｂ５
変型

2工

「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
出来る。

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
出来る。

外国
語

50 大修館 コⅡ 335
Compass English
CommunicationⅡ Revised

Ｂ５
変型

2工

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、生徒の関
心・興味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

Ｂ５
変型

2科

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。

〇
外国
語

2 東書 コⅢ 327
PROMINENCE
English Communication Ⅲ

Ｂ５ 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良い。

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

フルカラーでメリハリのある紙面
である。ほぼ英語による記述であ
るが、必要に応じて日本語による
記述もあるなど、配慮がされてい
る。
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教科書名 判型
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外国
語

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

Ｂ５ 3科

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

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

写真や図版が豊富に配置され題材
に対する興味を喚起している。

〇
外国
語

2 東書 英Ⅰ 322
NEW FAVORITE English
Expression Ⅰ

Ｂ５ 2デ

学習意欲を高める工夫が随所に見
られる。文法項目も図解やキャラ
クターが用いられ、親しみを持っ
て取り組ませることができる。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

Ｂ５
変型

2デ

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

Ｂ５ 2デ

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 2 東書 家基 311
家庭基礎　自立・共生・創
造

ＡＢ 2科

小・中学校からの学習のつながり
が明記されており、高校生の学習
課題がわかりやすく書かれてい
る。

グラフ・表・イラストがわかりや
すく示されている。

各章に関連する社会人からのメッ
セージは今後の職業観を醸成でき
る。

〇 家庭 7 実教 家基 316 新図説家庭基礎 ＡＢ 2科

基礎基本の内容が充実しており、
実習の手順がわかりやすく書かれ
ており、日常生活と結び付けて考
えられる内容となっている。

1つの単元が見開き2ページとなっ
ている。同じジャンルの資料が同
ページにまとめられており丁寧な
説明があり、授業でデータを使い
やすい。

専門用語など難しい言葉も枠外に
表記されていて、文章も簡潔に表
現される工夫が見られる。ユニ
バーサルデザインの色とフォント
である。

家庭 183 第一 家基 320
高等学校　新版　家庭基礎
ともに生きる・持続可能な
未来をつくる

ＡＢ 2科

学習指導要領に示された学習項目
が網羅され、偏りなく扱われてい
る。「ホームプロジェクト」など
の実践テーマ例が豊富で、自らの
課題を見いだすきっかけとするこ
とができる。

1テーマ見開き2ページ構成で、資
料が豊富でイラスト・図版・表な
どで本文の説明が具体化・可視化
されており、視覚的に理解しやす
い。

イラスト・図版・表などで本文の
説明が具体化・可視化されてお
り、視覚的に理解しやすい。
また、カラーバリアフリーにも配
慮した配色となっている。

情報 9 開隆堂 社情 313 社会と情報 Ｂ５ 2

学習内容を9つのユニットに分
け、明確なまとまりごとに学べる
ようになっている。各ユニット末
には、学習内容を実践的・体験的
に身につけられるように実習や課
題を設けている。

9つのユニットからなり、豊富な
教材がそろっている。

図解や写真・表を多用しており、
事例を2コマのイラストで解説し
ている。

情報 104 数研 社情 314
改訂版　高等学校　社会と
情報

Ｂ５ 2

情報モラルの指導に配慮してい
る。プレゼンテーションの流れや
注意点を詳しく説明している。電
子メールの注意点がまとまってお
り、新しいコミュニケーション
ツールにも対応している。

用語集、法律の条文、グラフなど
の豊富な資料が用意されている。

図や表、具体的な写真などを豊富
に入れることで、難しい原理や概
念をわかりやすく説明している。

〇 情報 104 数研 社情 315 社会と情報　Next Ｂ５ 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。

工業 7 実教 工業 303 電気製図 Ｂ５ 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 Ａ４
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 Ａ４
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 313 生産システム技術 Ｂ５
2機
選

機械に関する技術や、生産管理、
メカトロニクスに関する解説も適
切に図解されており、生徒の強ｍ
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。
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工業 7 実教 工業 315 機械工作１ Ａ５ 2機

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 Ａ５ 2機

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 Ｂ５
2機
選

実生活に密接に関係した例が用い
られており、導入がしやすい。機
械工作を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 Ｂ５ 2機

機械とは何か、機構とは何か、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、課程の手順までわ
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 Ａ５ 2機

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、わかりやす
く工夫されている。

工業 7 実教 工業 320 機械設計２ Ａ５ 2機

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く記載されて
いる。

〇 工業 7 実教 工業 345 原動機 Ｂ５
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、わ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 389 電気基礎２　新訂版 Ａ５

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、生徒が理
解しやすいように工夫されてい
る。

図や公式などが別色になっており
学習しやすい。

工業 7 実教 工業 390 精選電気基礎　新訂版 Ｂ５
2情

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
を用いて学習の定着が図れるよう
になっている。

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 328 電気基礎２ Ｂ５

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。

〇 工業 174 コロナ 工業 329 わかりやすい電気基礎 Ｂ５
2情
選

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。

工業 174 コロナ 工業 331 電気基礎（下） Ｂ５

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 Ｂ５ 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 Ｂ５ 2電

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。
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〇 工業 7 実教 工業 392 電力技術１　新訂版 Ｂ５
3電
気

具体的な事例を多く用いており、
生徒が理解しやすいように構成さ
れている。

内容が展開的に構成されていて適
切である。

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 Ｂ５
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、生徒が理解しや
すいように構成されている。

内容が展開的に構成されていて適
切である。

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 Ｂ５ 3電

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 Ｂ５ 3電

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 Ｂ５ 2電

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 Ｂ５ 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 Ｂ５
3電
子

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 Ｂ５
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 Ｂ５ 2電

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 Ｂ５ 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、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 Ｂ５ 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て見
やすいデザインとなっており、具
体的イメージがつかみやすい、分
かりやすい表現で書かれている。

〇 工業 7 実教 工業 334 建築構造 Ｂ５
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。

〇 工業 7 実教 工業 362 建築計画 Ｂ５
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。

〇 工業 7 実教 工業 363 建築構造設計 Ｂ５
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。
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〇 工業 7 実教 工業 376 建築施工 Ｂ５
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。

〇 工業 7 実教 工業 377 建築法規 Ｂ５
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。

〇 工業 7 実教 工業 335 測量 Ｂ５
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。

〇 工業 7 実教 工業 364 土木基礎力学１ Ｂ５
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。

〇 工業 7 実教 工業 365 土木基礎力学２ Ｂ５
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。

〇 工業 7 実教 工業 366 土木施工 Ｂ５
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。

〇 工業 7 実教 工業 379 社会基盤工学 Ｂ５
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。

〇 工業 179 電機大 工業 384 デザイン史 Ａ４ 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。

分量として適切である。写真資料
が充実しているので、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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〇 国語 2 東書 現国 702 精選現代の国語 Ａ５ 1

収録されている教材は比較的少な
いが、易しいものから難しいもの
へと段階的に配列されており、近
代的価値観を中心としたバラエ
ティーに富んだ教材が収録されて
いる。

評論と、実社会で構成されてお
り、難易度順に配置され、学習目
標が設定しやすい。分量も適切で
ある。

<知>の深化として、評論での学習
を通じて得た知見を生かし、[参
考]の文章を読み解くことでテー
マへの内容理解を深める事ができ
るよう工夫されている。

国語 50 大修館 現国 706 現代の国語 Ａ５ 1

「話す・聞く」「書く」「読む」
の３領域がバランスよく豊富に用
意されている。またウォーミング
アップで、学習への動機づけがし
やすいように工夫がされている。

「学習意欲を高める導入単元」か
ら、「実社会で活きる実践的な学
び」へと、段階的に教材が配列さ
れており、１年を通して継続的な
指導がしやすいよう工夫されてい
る。分量も適切である。

テーマ型、資料読み取り型、文章
読み取り型の３タイプの意見文が
掲載され、生徒の学習到達度に
よって教材を選べるよう工夫され
ている。文章と写真を合わせて考
えを深められるよう工夫されてい
る。

国語 104 数研 現国 708 現代の国語 Ａ５ 1

全ての単元に「話す・聞く」「書
く」「読む」の３領域のアクティ
ブラーニング例が掲載されてい
る。グラフの読み取りなど「現在
の国語」を学ぶ上で欠かせない知
識がコラムで収録されている。

「話すこと・聞くこと」「書くこ
と」「読むこと」のアイコンが掲
載され、どの領域の「資質・能
力」を養うのに適した教材が一目
瞭然で分かりやすく、学習目標が
設定しやすい。分量も適切であ
る。

グラフの読み取りや、教材理解を
深めるための図版や写真が多く掲
載されている。そのため、本文と
照らし合わせながら、図版を読み
取れるよう工夫されている。

〇 国語 2 東書 言文 702 精選言語文化 Ａ５ 1

古文では定番の作品が多く掲載さ
れ、読む力を養えるとともに、古
典の理解を深めるアクティブラー
ニング例としての「実践」やコラ
ム、読み比べに最適な[参考]が掲
載されている。

古典編・漢文編・現代文編で構成
され、どのジャンルともバランス
よく、定番教材も豊富である。作
品の書かれた時代などを年表で分
かりやすく示され、作品の背景ま
で学習できる工夫がされている。

[実践]やコラムが多く掲載されて
おり、テーマへの内容理解を深め
る事ができるよう工夫されてい
る。また、カラー図版のミニ便覧
が掲載され、必要な情報が多くな
るよう工夫されている。

国語 50 大修館 言文 705 言語文化 Ａ５ 1

「タテ」(ことばと文化の歴史的
な連なり)と「ヨコ」(さまざまな
地域・国とのつながり)の２つの
軸で探究できるよう豊富な教材が
収録されており、広い視野で学べ
るよう工夫されている。

「現代文編」「古文編」「漢文
編」で構成されている。自ら調
べ、自ら深める探究できるよう、
考えを深めるコーナーが設置さ
れ、多彩な資料をもとに、探求的
な学びができるようになってい
る。

巻頭・巻末の図版で「タテ」(日
本の歴史や伝統芸能)と「ヨコ」
(世界と日本の言葉)を幅広くカ
ラーで記載されている。また、豊
富な図版・資料で理解を助けられ
るよう工夫されている。

国語 104 数研 言文 707 言語文化 Ａ５ 1

古文では、定番の作品が収録さ
れ、古典文法の学習に沿った教材
が段階的に配列されている。漢文
では、段階を踏んで基礎固めがで
きるよう定番教材から「文章」ま
で、豊富な教材が収録されてい
る。

古典編と漢文編、近代以降の文章
編で構成されており、どのジャン
ルともバランスが良く、定番教材
も豊富なため、１年間で学ぶには
十分な分量である。

脚注や、語句の解説など適切に配
列されており、学習の助けとなる
ものが多い。二次元コードを利用
した教材に関する資料の閲覧があ
り学習を視覚的に深化させるよう
工夫されている。

地理
歴史

7 実教 歴総 703 詳述歴史総合 Ｂ５ 1

基本的な事項が充実している。日
本史と世界史の内容区分が明瞭
で、時代の流れをつかみやすく学
習しやすい。また、本文の記述が
丁寧で、図版・写真資料が豊富で
ある。

見開きでまとまった構成で、内容
の把握がしやすいように工夫され
ている。文章と図版資料のバラン
スも適切に配置されており、全体
的にまとまっている。巻頭などに
設けられているコラムが生徒の関
心を高める。

文字の大きさや書体が適切であ
る。文章の表現も分かりやすい。
重要事項が太字で記載されるだけ
でなく、補足説明も平易な表現で
適切に記載されている。

〇
地理
歴史

81 山川 歴総 707 歴史総合　近代から現代へ Ｂ５ 1

本文の内容が比較的高度であり、
基礎・基本の確実な定着を図るた
めに適切な内容な精選されてい
る。多面的・多角的に歴史を学ぶ
工夫がなされており、国際的な視
野に立った記述が見られる。

各資料が分かりやすく配置されて
いる。本文の記述はポイントをお
さえて、簡潔に記載されている。
分量も適切で、補足説明も豊富に
なされている。

やや詳細な内容ながら、本文の記
述は平易で分かりやすく表現され
ている。とくに歴史的事象の因果
関係が理論的かつ詳細に表現され
ている。

地理
歴史

81 山川 歴総 708
現代の歴史総合　みる・読
みとく・考える

ＡＢ 1

社会的な見方・考え方をはたらか
せ、生徒が主体的に学習を進めて
いくことができる内容になってい
る。歴史学習への関心を高める導
入が大きく提示され、歴史の流れ
や構造を理解しながら学習でき
る。

テーマごとの見出し部分には導入
として、生徒の興味・関心を引く
写真や問いかけが多くなされてい
る。生徒が主体的に学習する構成
となっており、分量も適切であ
る。

写真資料が大きくて見やすい。本
文の大きさ、字体も適切である。
問いかけや補足説明も充実してお
り、全体的に分かりやすく表現さ
れている。

公民 7 実教 公共 703 詳述公共 Ａ５ 1

多くの事項について詳細な記述が
されている。項目ごとの内容は良
くまとめられており、体系化され
ている。各項目が表題と合致した
内容となっており、わかりやす
い。

量的に豊富な掲載内容となってい
るが、項目全体が的確に分類さ
れ、構成されている。様々な添付
的な頁が挿入されているが、本文
の割合が大きいため違和感がな
い。

文章中心の構成となっており、や
や堅い印象は受けるが、文章は比
較的平易で読み進めばわかりやす
い表記となっている。

〇 公民 7 実教 公共 704 公共 Ｂ５ 1

短く簡潔な本文の中に、多くの分
野の知識がまとめられた内容と
なっている。項目構成が体系的で
オーソドックスな内容となってい
る。

本文を取り囲む形式で補足資料が
配置されており、詳細な部分につ
いて補足的に用いる構成になって
いる。全体に文章資料や表・グラ
フに主体をおいた構成になってい
る。

写真やトピックス的な表記が少な
く、マガジン的な表現となってい
ない。文章が主体だが平易で読み
やすい表記となっている。

公民 183 第一 公共 711 高等学校　新公共 ＡＢ 1

本文は全体に短い内容となってお
り、よく精選された事項にまとま
られている。本文に添付された部
分に詳細な事項が記述されてお
り、両者の組み合わせで知識量の
調整が可能になっている。

多くの図版や写真が用いられてお
り、多様な頁構成となっている。
本文の構成とは別に様々な趣旨の
頁が挿入されており、多彩な構成
となっている。

各頁の問題提起が本文から独立し
たものとなっており、また、各頁
に設問形式のノート部分が記載さ
れるなどパンフレット的な表現が
多く、視覚的に工夫された表記に
なっている。

数学 61 啓林館 数Ⅰ 709 数学Ⅰ Ａ５ 1

基礎・基本をしっかりと押さえて
いる。学習事項のまとめがよく整
理されていている。例題以外にも
応用例題を設けて多くの例題に触
れる工夫をしている。

基礎・基本をしっかりと抑えた構
成になっている。応用例題も設け
ているが、分量は適切である。装
丁は落ち着いた色を使い見やすく
なっている。

図やグラフが多く挿入されてお
り、思考の手助けとなるように
なっている。色使いがシンプルで
ある。行間が若干狭いようにも感
じる。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第1部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立橘高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容
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構成・分量・装丁 表記・表現

【第1部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立橘高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

〇 数学 104 数研 数Ⅰ 713 高等学校　数学Ⅰ Ａ５
1普
1国

基本的内容を例題で丁寧に扱い基
礎･基本をしっかりと学べる。発
展的内容を応用例題として扱って
おり、基礎基本から発展まで無理
なく学習することができる。

基礎的・基本的な問題を中心に構
成されている。節末問題、章末問
題の量も適量で復習できる構成に
なっており、短時間での基礎基本
の習得に適し、分量も適切であ
る。

色使いがシンプルである。例題
(赤)と問い(青)の区別がし易い。
図やグラフが適宜あり思考の手助
けとなっている。行間隔は適切で
見やすい。

〇 数学 104 数研 数Ⅰ 714 新編　数学Ⅰ Ａ５ 1ス

基本的内容を中心に丁寧に扱って
いる。公式の扱い方についての注
意事項をまとめており、基礎・基
本を無理なく学習することができ
る。またポイントという欄を設
け、復習の手助けになる。

基礎・基本を中心に説明がなさ
れ、簡潔に書かれている。ポイン
トという欄があり、知識が整理さ
れるような構成になっており扱う
生徒への配慮があり、構成・分量
など適切である。

色使いは基本的にシンプルである
が、強調するべきところでは多色
で表し、苦手とする生徒への配慮
が見られる。ポイントというまと
めの欄が知識の整理に役立つ。

数学 104 数研 数Ⅰ 717 ＮＥＸＴ　数学Ⅰ Ａ５ 1

各節の最初に、既習事項との繋が
りを意識した説明があり、その節
での学ぶ内容が分かる。基本的な
内容から発展的内容へ無理なく学
ぶことができる。

各節の最初に内容の説明・目標な
どがあり、無理なく学習に入って
いける工夫がある。練習問題の分
量や装丁は適切である。

色使いはシンプルである。練習問
題の表示に工夫があり、基礎基本
の問題と、考えを深める発展の問
題の区別ができる。行間が若干狭
く感じる部分がある。

数学 61 啓林館 数Ａ 711 深進数学Ａ Ａ５ １普

具体的な内容の問題を扱っていて
理解させやすい。既習事項がよく
整理されており新出事項との関連
がわかりやすい。身近な場面の数
学を扱っているので理解を深める
助けとなっている。

最初にコア編で基本となる知識・
技能的な内容、巻末の探究編で発
展的な内容になっている。分量は
適切である。装丁は適宜色を使い
見やすい。

図が多く、思考過程がわかりやす
く表記されている。教科書のＱＲ
コードをICT機器などのアプリで
読み取ることによって学習内容の
参考になる図やグラフを見ること
ができる。

〇 数学 104 数研 数Ａ 713 高等学校　数学Ａ Ａ５ １普

基本的内容、発展的内容ともに丁
寧に扱われている。例題が豊富で
段階的に学習を進められる。生徒
が実際答案を書く場面を想定し、
重要な点をよく整理してある.問
題の難易度が適切である。

準備学習が項目立てされ、無理な
く学習に取り組めるよう工夫され
ている。復習、数学的な見方・考
え方を働かせる問題、発展問題な
ど自学自習を促す構成となってい
る。分量も装丁も適切である。

巻頭に各単元に関連した写真が掲
載され、数学の内容の解説が丁寧
に記載されている。図のどこに着
目すればよいかや考え方の方針が
詳しく説明されている。記述の仕
方や表現が分かりやすい。

数学 104 数研 数Ａ 714 新編　数学Ａ Ａ５ １普

基本的内容が充実している。数学
のことばの補助説明が多く記載さ
れている。説明が丁寧で理解しや
すい。問題の難易度、量も適切で
ある。問題を解くための着目点が
分かりやすい。

例・例題が多く、理解を助ける図
や写真が多用されている。特に写
真は色鮮やかである。各章の始め
に準備問題が掲載されている。分
量・装丁ともに適切である。

たいへん平易な表現を使ってい
る。明るい色を多く用いて分かり
やすくまとめられている。日常生
活ではあまり用いられない数学特
有の表現が記載されており興味深
い。理解しやすく表記されてい
る。

数学 104 数研 数Ａ 717 ＮＥＸＴ　数学Ａ Ａ５ １普

数学Ⅰとの関連が考慮された内容
になっている。既習内容とのつな
がり、相違点がわかりやすい。問
題の解説が丁寧である。コラムに
は興味深い場面設定のものがあ
り、理解を深めやすい。

例題に取り組む前に、単元の学習
内容の紹介や応用場面などが紹介
されていて、理解を深めやすい構
成になっている。分量は適切であ
る。装丁は鮮明な写真が印象深く
適切である。

問題内容と関連のある写真が多用
されており、興味を引く。平易な
文章表現であり、丁寧な解説があ
る。数学用語とそれを用いた例、
また注意点なども詳しく記載され
ている。

理科 7 実教 科人 702 科学と人間生活 Ｂ５
1国
1ス

全分野の内容が詳しく、中学校の
復習から基礎科目につながる項目
が多い。コラムが充実しており、
興味を引くものとなっている。

分量は適切なものとなっている。
凡例による構成がとても見やす
く、分かりやすい。

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。

〇 理科 104 数研 科人 704 科学と人間生活 ＡＢ
1国
1ス

全分野を網羅した内容である。学
習テーマや中学校での学習事項の
復習、確認テスト等にデジタルコ
ンテンツが用いられており、生徒
の興味を引き、分かりやすい。身
近な材料で簡単に取り組める観察
等も充実している。

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。１つ
の学習テーマが見開き２ページで
完結するように構成されている。

AB判で、写真や図が豊富である。
フォントやフォントサイズなどに
工夫があるとともに、色合いが落
ち着いており、とても見やすい。

理科 183 第一 科人 705 高等学校　科学と人間生活 Ｂ５
1国
1ス

全分野を網羅した内容であり、中
学校からの学習内容に基づいたも
のとなっている。全学習テーマに
二次元コードがあり、生徒の興味
を引き、分かりやすい。さらに、
トピックや人物紹介が充実してい
る。

１つの学習テーマが見開き２ペー
ジで完結するように構成されてい
る。取り組みやすい学習内容と
なっており、分量も妥当である。

平易な記述で簡潔にまとめられて
いる。また、図や写真が多く掲載
されており、各分野にフォトギャ
ラリーを設けるなど生徒の興味を
引く工夫も見られる。

理科 7 実教 物基 704 高校物理　基礎 Ｂ５ 1普

基本的な内容で、コンパクトにま
とめられており、取り組みやす
い。生徒の理解を深めるための問
題が多い。

見開きで項目が完結するように構
成されている。

図やイラストが多く、分かりやす
い。用語等、強調している部分が
少し読みにくい。

〇 理科 104 数研 物基 708 新編　物理基礎 Ｂ５ 1普

日常生活と結びつく内容で生徒の
興味を引きやすい。また、生徒が
つまずきやすい部分への補足とコ
ラムが充実している。練習問題も
豊富で理解しやすい。

単元末に学びを振り返ることがで
きるよう工夫がされている。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。

図やグラフ等が豊富に配置されて
おり、分かりやすい。

理科 183 第一 物基 710 高等学校　新物理基礎 Ｂ５ 1普

全単元に二次元コードがついてお
り、学習内容を補充するようなコ
ンテンツが多く含まれている。

見開きで項目が完結するように構
成されており、分かりやすい。内
容量も適切である。

図や写真が多く、分かりやすい。
フォントサイズがやや小さめであ
り、行間が狭い。
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〇 理科 2 東書 化基 701 化学基礎
Ｂ５
変型

1普

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 104 数研 化基 708 化学基礎 Ａ５ 1普

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

項目ごとに要点をまとめたページ
があり、生徒が理解を深めやすい
構成となっている。

文章を短くしたり、項目を小分け
にしたりするなど、生徒が取り組
みやすいように配慮がなされてい
る。カラー写真がユニバーサルデ
ザインとなっている。

理科 183 第一 化基 711 高等学校　化学基礎
Ｂ５
変型

1普

基本的な内容が十分に理解できる
ようになっている。重要な学習事
項はもれなく取り上げ、わかりや
すく説明されている。生徒の興味
を喚起する素材や話題を取り扱っ
ており、興味・関心を引くものと
なっている。

生徒が興味を引くような写真を中
心とした構成になっている。本文
が冗長になることなく、適切な分
量と構成である。

視覚的な資料が多く、分かりやす
い。また、適切な表現が使われて
おり、分かりやすい。

〇
保健
体育

50 大修館 保体 701 現代高等保健体育改訂版 Ｂ５ 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
もとても見やすい。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。

保健
体育

50 大修館 保体 702 新高等保健体育
Ｂ５
変型

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。

各内容の分量が適切で文字も見や
すい。項目以外の付録が充実して
いてよく構成されている。

図表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・表現も概ね適切で
ある。

保健
体育

183 第一 保体 703
高等学校　保健体育
Textbook

Ｂ５ 1

学習指導要領に沿って、各単元の
中で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。

各内容の分量が適切である。文字
も見やすい。項目以外の付録が充
実している。

図表を多用していて、生徒の理解
を助けるとともに学習意欲を高め
る。表記・表現も概ね適切であ
る。

保健
体育

183 第一 保体 704
高等学校　保健体育
Activity

Ｂ５ 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、重点的内容が簡
潔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る。文字
も見やすい。項目以外の付録が充
実していてよく構成されている。

図表を多用しているので、生徒の
理解を助け、学習しやすい。表
記・表現も概ね適切である。

芸術 17 教出 音Ⅰ 701 音楽Ⅰ　Tutti＋ Ａ４ 1選

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扱われ生
徒の習熟度や実態に応じた授業が
出来る。随所に音楽を形作る要素
についての解説があり、音楽的な
見方・考え方を働かせながら学習
できる。

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 702 高校生の音楽１
Ａ４
変型

1選

多岐に渡る音楽ジャンルの題材が
精選され、より高度なもののも多
く、高校生の応用的な学習ができ
る。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。

分量も１年生が無理なく取り組め
る配分でよい。音楽を自ら選択し
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。

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。

〇 芸術 27 教芸 音Ⅰ 703 ＭＯＵＳＡ１ Ａ４ 1選

基本の定着やさらに深い学習がで
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、豊か
な表現を学ぶことができる。楽器
の構造などの解説や創作の解説も
丁寧で活動に取り組みやすい。

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。

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。

〇 芸術 38 光村 美Ⅰ 701 美術１
Ａ４
変型

1選

美術の目標及び内容を踏まえ、生
徒の造形的な見方・考え方を働か
せ、美的体験を重ね、生活の中の
美術や美術文化と幅広く関わる資
質・能力を育成できるような題材
が配列されている。

美術の教科書にふさわしく、作品
のよさが正しく伝わるように、鮮
明で、美しく印刷されている。作
品の大きさの体感や、作者の表現
の工夫が読み取れるように、作品
の写真や図版が大きく掲載されて
いる。

各題材のテーマや学びのねらいに
沿った内容で、生徒が主体的に取
り組めるよう工夫されている。分
野ごとの表現と鑑賞のどちらにも
共通する見方・考え方を学び、思
考力・表現力等を育てる内容と
なっている。

芸術 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１ Ａ４ 1選

学習指導要領に示す「芸術科」の
目標及び内容を踏まえ、生徒の
「芸術や芸術文化と豊かに関わる
資質・能力」を育成できるよう、
幅広い視点から題材が設定されて
いる。

構成については、中学校美術の基
礎の上に立ち、高校生の造形的な
発達に応じた取り扱いがなされて
いる。Ａ４判で折ごとに糸でかが
り表紙を付ける形式で、破れにく
く堅牢な造本になっている。

技法や制作過程などは巻末にまと
められ、知識・技能の習得に役立
つように工夫されている。両観音
で開くページや絵巻を蛇腹の折り
込みで掲載するなど、作品を鑑賞
する上での工夫がなされている。

〇 芸術 2 東書 書Ⅰ 701 書道Ⅰ Ａ４ 1選

各単元・教材で何を学ぶのか、特
徴はどこに出ているかなど、要点
を明確にしている。作品制作と現
代への取り込み方など自学用、読
み物としても興味を引きやすい。

見開きで書の楽しみ方を、次にこ
れまで書写で学んだ内容の確認を
示していて導入がスムーズであ
る。ページ内の構成が疑問に答え
やすく一目で概要が分かる。

古典掲載の紙質の光止めは最も優
れていて拡大投影に向く。二次元
コードやURLにアクセスできるD
マークを配し、ICTの効果的活用
に便利である。
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芸術 6 教図 書Ⅰ 702 書Ⅰ Ａ４ 1選

鑑賞教材として多くの写真コラム
が充実しており、臨場感がある。
漢字の書の楷書は虞世南から入る
形。漢字かな交じりの書では、言
葉を書く観点で充実している。巻
末の付録は、より実用的な内容を
多く掲載している。

書の伝統と文化の意味や価値を考
え、書の美を味わえる構成となっ
ている。分量としては、中に入る
別冊も入れるとこれまでで最も多
く詳しい物となる。

古典の掲載では、紙質の光止めが
優れていて投影に向く。領域や書
体ごとのインデックス、大きめ細
ゴシック体のタイトルは大変見や
すく、史実を別にするならイラス
トやキャラクターを使い、理解を
させやすい。

芸術 6 教図 書Ⅰ 703 書Ⅰプライマリーブック Ａ４ 1選

別冊基本編で半紙に２文字が主流
となり、本編の詳細解説への誘い
となっている。

文字成立の順に篆書から入る構成
が斬新である。最初のページにプ
ライマリーブックは、折り上げ使
いに便利な二つ折り装丁である。

基本点画の特徴が見やすい。

芸術 38 光村 書Ⅰ 705 書Ⅰ Ａ４ 1選

漢字の書は「唐の四大家」として
楷書から入る。要点を網羅して基
本の理解がしやすい。どの古典に
も筆順・解説が施され自学自習も
できる。

定番の二つ折りで最も薄い。見て
書くのに折り返しやすい。古典の
折り込み・資料は巻末にまとめて
ある。別冊の篆刻・刻字ブックが
二つ折り装丁の真ん中に組み込ま
れており勝手が良い。

見開きの印象が学習の始まりとし
ての姿勢を方向づけられる。筆者
の容姿がカラーで漫画化(根拠は
ないが)されている。タイトルは
太ゴシック、古典名は明朝体。文
の概要がすぐ下に書かれ興味を引
きやすい。

外国
語

2 東書 ＣⅠ 702
Power On
English Communication Ⅰ

Ｂ５ 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。SDGsに対応した新鮮な題材を
用いているため、生徒の興味を喚
起しやすい構成である。

見開き構成で学習内容が一目で分
かるように組まれていて、授業や
学習の計画が立てやすい見開きの
構成になっている。

イラストが豊富であり、写真は各
段落の内容に沿った配置になって
いる。各パートの新出単語と熟語
が分けて掲載されていて見やす
い。

外国
語

2 東書 ＣⅠ 703
ENRICH　LEARNING
ENGLISH　COMMUNICATION
Ⅰ

ＡＢ
1普
1国

インプットした内容をスピーキン
グやライティングでアウトプット
するタスクが豊富にあり、活動を
させやすい内容である。

新聞記事やパンフレット、電子
メール、ウェブページなど、多様
なジャンルを扱った構成になって
いる。

学習内容の指示はすべて英語で表
記されている。豊富な写真やイラ
ストの配置も適切であり、生徒の
興味を引かせやすい。

〇
外国
語

50 大修館 ＣⅠ 710
Crossroads English
Communication Ⅰ

Ｂ５
1普
1国

人権、環境問題、平和など、SDGs
で掲げられた目標を理解するため
のトピックが設定されている。英
文内容がしっかりとまとまってい
るため、文の構造をとらえさせる
ことが容易にできる。

聞いたことや読んだことを基に生
徒が表現活動をできるタスクが豊
富に設定されていて、生徒の表現
を引き出しやすい。

各ユニットが２つのパートに分か
れていて、明確で深い理解につな
げている。写真やイラストの配置
も適切である。

外国
語

50 大修館 ＣⅠ 711
PANORAMA English
Communication Ⅰ

Ｂ５ 1ス

本文内容だけでなく、内容理解の
復習までしっかりできるように編
集されている。また、本文のテー
マについてペアで考えを伝え合う
活動も設定されている。

レッスン毎に到達目標と言語材料
を明記してあるため、どのような
力をつけたいのかを生徒に自覚さ
せることができる。

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。また、言語活動に５
領域を示すアイコンが使われてい
て分かりやすい。

〇
外国
語

183 第一 ＣⅠ 722
Vivid
English CommunicationⅠ

Ｂ５ 1ス

生徒の興味・関心を引く題材が選
ばれていて、様々な活動へ段階的
な応用が可能である。各課の語数
は２６０～５００語が中心で、英
語が苦手な生徒に自然に言語活動
を行わせるような内容である。

５領域を無理なく扱える内容であ
る。見開きの各レッスンが３・４
パートで見開き構成になってい
る。新出語句は各パートのページ
下部にまとめてあり、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、学びの種類に応じてアイコン
で明示されているため見やすい。

外国
語

212 桐原 ＣⅠ 723
Heartening English
Communication　Ⅰ

Ｂ５
1普
1国

授業の展開を進めやすい内容であ
る。生徒の考えを引き出しながら
幅広い活動を行うことが可能であ
る。

聞き手や読み手を意識した、場面
に適した伝え方や自身の考えを上
手に伝えるための対話力を身につ
けさせることができる内容であ
る。

各レッスンのテーマを写真やタイ
トルなどの情報から推測できるよ
うになっている。

外国
語

50 大修館 論Ⅰ 707
Genius English Logic and
Expression Ⅰ

Ｂ５
1普
1国

自然な文脈の中で文法事項が提示
されている。ターゲット文法が使
いやすいユニットトピックが設定
されていて、生徒の文法への深い
理解が期待できる。

目標の確認、ウォーミングアッ
プ、ペアトーク、演習問題など、
全体的な授業の流れがわかりやす
くなっている。

写真、イラストの配置や量は適切
である。テキスト内容のほとんど
が英語で書かれているため、実用
的である。

外国
語

104 数研 論Ⅰ 710
EARTHRISE
English Logic and
Expression ⅠAdvanced

Ｂ５
1普
1国

「話す（やりとり）」、「話す
（発表）」、「書く」の３領域を
バランスよく学習ができる。ま
た、資格・検定試験や大学入試を
見据えた内容も含んでいる。

学んだ文法や表現を使ってスムー
ズにアウトプット活動に入れるよ
うな構成になっている。

複数の情報を含んだ写真や図表が
豊富に掲載されている。見開きで
モデルダイアログや重要表現の確
認をしやすい工夫がある。

〇
外国
語

212 桐原 論Ⅰ 714
FACTBOOK
English Logic and
Expression Ⅰ

Ｂ５
1普
1国

生徒にとって比較的身近な場面や
状況が設定してあり、生徒自身の
生活の延長線上で考え、表現する
ことができる内容である。

テーマごとに５つのパートで構成
されている。また、論理的な意見
文についても多く学べる。

写真・イラスト・図表は大きさ、
配置ともに適切であり、適切な意
見文を書くための理解を深めやす
い。

情報 2 東書 情Ⅰ 702 情報Ⅰ　Step　Forward！ Ｂ５ 1

特に基礎的な内容を中心に扱って
いるが、きちんと深い内容にも触
れている。社会において必要な用
語や概念についてしっかりと記載
されている。

理論編と実習編に分かれた構成と
なっており、適宜実習を取り込む
ことができる。各学習項目が通し
番号になっており、学習の進捗が
管理しやすい。

教科書の随所にQRコードが配置さ
れており、自学自習としても役立
てることができる。また、巻末の
資料も充実しており、理解を深め
ることができる。

〇 情報 7 実教 情Ⅰ 705 最新情報Ⅰ
Ｂ５

1

情報の科学的な分野にも触れてお
り、基礎的な用語からやや踏み込
んだ用語まで網羅されている。多
くのカテゴリーの内容について適
度に深く触れられている。

それぞれの単元について適切に章
立てされている。理解しやすい構
成である。分量についてはやや深
く触れられており、しっかりと学
ぶために適切である。

１つ１つの用語についての説明が
適切である。図やイラストによっ
て理解も深まる。適宜注釈もはさ
んでおり、きちんと表現されてい
る。
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構成・分量・装丁 表記・表現

【第1部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立橘高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

情報 104 数研 情Ⅰ 708 高等学校　情報Ⅰ Ｂ５ 1

情報科学について深く触れられて
おり、幅広い分野の用語について
網羅している。深い部分まで記述
されており、理解を深めることが
できる。

大きく章分けされているが、その
中で丁寧に節と項を区切っている
ので学習に取り込みやすい。ま
た、巻末に実習が集まっているの
で適宜取り入れることができる。

やや深い内容まで扱っているが、
その分解説が丁寧である。写真や
イラストを使ってイメージしやす
くなっており、理解しやすくなっ
ている。
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番号 略称 記号 番号

国語 2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ Ａ５ 2

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 Ａ５ 2

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 Ａ５ 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 Ｂ５ 3

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、現代と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 Ａ５ 3

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

Ａ５ 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
その成立時期が分かるように構成
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 Ａ５ 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 Ａ５ 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 Ａ５ 2

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 Ａ５ 2

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 Ａ５ 2

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。

国語 117 明治 古Ｂ 346 新　精選古典B　漢文編 Ａ５ 2

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。

〇
地理
歴史

7 実教 世Ａ 311 世界史Ａ　新訂版 Ｂ５
2普
2ス
3国

図版・写真資料が豊富で生徒の興
味・関心を引きやすい。また本文
の記述も分かりやすい。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見やすく分
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 Ｂ５
2普
2ス
3国

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。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。装丁も良く、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。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立橘高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容
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構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立橘高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

地理
歴史

183 第一 世Ａ 317
高等学校　改訂版　世界史
Ａ

Ｂ５
2普
2ス
3国

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 Ｂ５

2普
選
2国
選

地図資料・図版資料が精選され
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
や地域の区切りが分かりやすいよ
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、
流れをつかみやすいように構成し
てあり、分量は適切である。

文字の大きさや字体は適切であ
る。表記も分かりやすい。文章の
表現も全体的に分かりやすい。

地理
歴史

2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ
Ｂ５
変型

2普
選
2国
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。

〇
地理
歴史

81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版 Ａ５

2普
選
2国
選

詳細で基本事項が充実して分かり
やすい内容になっている。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
を引く内容である。

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配置で構
成されている。入試に対して十分
対応するだけの分量である。地味
な装丁であるが小型で持ち運びや
すい。

比較的平易な表記も多いため抵抗
なく読み取ることができる。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おり、
理解しやすいように工夫されてい
る。

〇
地理
歴史

2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史 Ｂ５
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・
関心を引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分かりやす
い。

図版・地図資料が分かりやすいと
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、分かりやすく表記
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 ＡＢ
3普
3ス

図版・写真資料が豊富である。特
に生徒の興味を引き、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分かりや
すい文章表現となっている。

地理
歴史

81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版 Ａ５
3普
3ス

図版資料が豊富で、生徒の興味・
関心を引くための工夫が随所にみ
られる。大きい地図は、日本史を
地理的に理解させやすく、生徒の
学習意欲を高めるのに役立つ。

年表・地図・図版資料をまとめた
ページと本文の周囲に図版を配置
したページなど構成にも多くの工
夫がみられる。全体の分量は適切
である。

本文・補足説明ともに文字の大き
さと字体は適切である。文章表現
も分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 Ｂ５

2普
選
2国
選

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。

各資料とともにコラムを大きく挿
入して、ページの構成をよく工夫
している。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、読み
がなも多くよ見やすい。

地理
歴史

35 清水 日Ｂ 313
高等学校　日本史Ｂ　新訂
版

Ｂ５

2普
選
2国
選

図版資料が豊富であり、生徒の興
味・関心を引くものをしっかり取
り入れている。必要とされる史料
もそろっていて、基礎・基本的な
内容が分かりやすくなっている。

見開き2ページの本文の周囲に図
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
で見やすい。また補足の説明も見
やすい。全体的に分かりやすく表
現している。

〇
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 Ａ５

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・史料は見
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。

公民 7 実教 現社 314 高校現代社会　新訂版 Ａ５ 3

記述内容は詳細で、丁寧に説明さ
れているので生徒の理解を進めや
すいものとなっている。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。

欄外の資料や注釈、コラム欄やコ
ラムページなどの設定により、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、丁寧で分かりやすい表現
である。図版や資料が効果的に盛
り込まれている。

〇 公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 Ｂ５ 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
良く工夫されている。

１テーマが見開き２ページの構成
で分かりやすい。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 183 第一 現社 322
高等学校　改訂版　新現代
社会

Ｂ５ 3

学習内容を定着させやすいよう
に、よく精選された内容となって
いる。内容の理解が関連付けられ
るように図版や写真が豊富に用い
られている。

各章の導入部には、生徒が興味・
関心を持てるように「テーマ学
習」が設定されており、主体的に
取り組みができるよう工夫されて
いる。

丁寧で分かりやすい表現であり、
資料・グラフ・地図も適切に配置
されている。

公民 2 東書 倫理 311 倫理 Ａ５

2普
選
2ス
選

豊富な内容が詳細に記述されてい
る。歴史的事項や人物像なども記
述されており、総括的な内容と具
体的事項が良く組み合わされた内
容となっている。

本文を中心とした構成になってい
るが、事項のトピックス的解説や
人物紹介を随所に示されており、
視覚的効果を高めている。分野ご
とのバランスがよい。

講義録的な文章記述が用いられて
おり、読み進めていくことが容易
な表現となっている。文字は小さ
いが行間がとられており、見やす
い表記となっている。
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〇 公民 35 清水 倫理 308 高等学校　新倫理　新訂版 Ａ５

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
取り上げられており、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、分かりやすい
表現が用いられており、高度な内
容が分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 Ａ５

2普
選
2ス
選

それぞれの思想や主題の重点を明
確にし、分かりやすく詳細に解説
する内容と、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。

〇 公民 7 実教 政経 312 高校政治・経済　新訂版 Ａ５

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させやすい内
容である。

課題探究型学習や小論文対策が充
実しているが、分量はいずれも適
切である。各項目の配置が工夫さ
れ、系統的に構成されている。

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 35 清水 政経 314
高等学校　現代政治・経済
新訂版

Ａ５

2普
選
2国
選

課題探究型の学習では独自の課題
が設定されている。基礎的・基本
的な事項が詳しく記述されてお
り、工夫がなされている。

系統的な記述を重視した構成に
なっている。脚注やコラムがテー
マ毎に配置されており、本文の理
解が深まる工夫がなされている。

写真やグラフ等が全てカラーで、
しかも多く掲載されている。全体
的に見やすく、かつ理解しやすい
ように表記がなされている。

公民 183 第一 政経 309
高等学校　改訂版　政治・
経済

Ａ５

2普
選
2国
選

学習の項目は網羅されている。難
しい語句についても、生徒が本文
中で理解しやすいように記述され
ている。写真や図表等は利用価値
が高いものが豊富である。

第３編では、現代社会の課題につ
いて対立的な考え方を比較して記
述した構成になっているので、課
題を多面的・多角的に学習させる
事ができる。

全てカラーで印刷されている。写
真やグラフ、重要語句や脚注も豊
富である。本文は難解な表現を避
けて記述されている。

数学 2 東書 数Ⅱ 318 数学Ⅱ　Standard Ａ５ 2普

基本的内容が丁寧に扱われており
段階的に教えやすい。練習問題も
基礎的なものから発展的なものま
で幅広く扱われている。

例題に関する練習問題から発展的
な問題まであり、分量も適切であ
る。

タイトルの表記が分かりやすく、
内容の切り替わりがはっきりして
いる。式の展開についても丁寧に
説明している。

〇 数学 104 数研 数Ⅱ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ Ａ５ 2普

基本的内容が丁寧に扱われており
段階的に教えやすい。練習もさら
に発展的な問題につながる問題が
出題されており、学習を深めやす
い。

練習問題に入る前に例、例題、応
用例題と３種類に分けて説明が行
われており、内容の重さの違いが
分かりやすい。発展的な問題もあ
り入試問題につなげやすい。

重点項目のまとめ方が適切で授業
のポイントをおさえやすい。図や
グラフも適宜挿入されており問題
を正確に捉えやすい。

数学 104 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ Ａ５ 2普

基本的内容が丁寧に扱われており
段階的に教えやすい。練習は前述
の例題がしっかり理解されている
か確認できる基礎的な問題があり
定着を図りやすい。

練習問題に入る前に例，例題，応
用例題と３種類に分けて説明が行
われており、内容の重さの違いが
分かりやすい。基礎的な問題に重
点を置いており段階的に教えやす
い。

理解しやすい文章表現である。図
やグラフも適宜挿入されており問
題を正確に捉えやすい。

数学 7 実教 数Ⅲ 317
数Ⅲ 新訂版

Ａ５
3普
選

基本から発展まで内容が丁寧に扱
われており理解させながら教える
ことに適している。練習問題も基
礎から発展まで幅広く扱われてい
る。

例題から練習問題、発展問題まで
バランスよく掲載されており、分
量も適切である。

タイトルの表記や色使いなどが分
かりやすく、内容の重要性が視覚
的に理解しやすい。式の展開につ
いても丁寧に説明されている。

〇 数学 104 数研 数Ⅲ 323 改訂版 高等学校 数学Ⅲ Ａ５
3普
選

基本から発展まで内容が丁寧に扱
われており段階的に理解させなが
ら教えることに適している。練習
問題も基礎から発展まで幅広く扱
われており、深い学びにつなげや
すい。

例題から練習問題、発展問題まで
バランスよく掲載されており、分
量も適切である。

タイトルの表記や色使いなどは必
要最低限に抑えられており、内容
の理解につながりやすい。式の展
開についても丁寧に説明されてい
る。

数学 104 数研 数Ⅲ 324 改訂版 新編 数学Ⅲ Ａ５
3普
選

基本から発展まで内容が丁寧に扱
われており理解させながら教える
ことに適している。練習問題も基
礎から発展まで幅広く扱われてい
る。

例題から練習問題、発展問題まで
バランスよく掲載されており、分
量は取り組見やすいよう設定され
ている。

タイトルの表記が分かりやすく、
内容の重要性が理解しやすい。式
の展開についても丁寧に説明され
ている。

数学 7 実教 数Ａ 321 新版数学Ａ　新訂版 Ａ５ 2国

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
かりやす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、理解しやすい工夫がなされて
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、う
るさい印象はなく、使いやすいと
思われる。

〇 数学 104 数研 数Ａ 328 改訂版　高等学校　数学Ａ Ａ５ 2国

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

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
の位置が分かりやすくなってい
る。また、図や写真が適切に配置
されている。

〇 数学 104 数研 数Ａ 329 改訂版　新編　数学Ａ Ａ５ 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を
きめ細かく準備されている。

文章表現の意味の説明に、適切な
図を丁寧に掲載して数学的表現の
理解を促す工夫がある。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。
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数学 2 東書 数Ｂ 301 数学Ｂ Ａ５ 2

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

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 Ａ５ 2

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
が示してある。章末問題では学ん
だ内容を総合的に復習できる。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
やすくまとめてある。図など大き
く、見やすくし、また、色分けを
するなど、丁寧に表現されてい
る。

〇 数学 104 数研 数Ｂ 326 改訂版　高等学校　数学Ｂ Ａ５ 2

基本的な内容から発展的な内容ま
で整理されていて理解しやすい。
数学Ⅱと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持て
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。

適切で理解しやすい文章表現を用
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 7 実教 物理 309 物理　新訂版 Ａ５
2普
理Ⅰ

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

Ａ５
2普
理Ⅰ

力学の内容について物理基礎の内
容も含まれており、復習の部分を
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

Ａ５
2普
理Ⅰ

波・電磁気の内容について物理基
礎の内容も含まれており、復習の
部分を網羅している。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。

理科 183 第一 物理 316 高等学校　改訂　物理 Ａ５
2普
理Ⅰ

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。

法則や原理が囲みの中にあり、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、分かりやすい。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 Ａ５ 2ス

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 Ｂ５ 2ス

基礎・基本を中心とした内容が多
く、分かりやすさを重視した内容
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
に文字も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 Ａ５ 2ス

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
の知識を示していて、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、分かりやすい。

○ 理科 2 東書 化学 308 改訂　化学 Ａ５
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
明も分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 Ａ５
2普
理Ⅰ
Ⅱ

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 Ａ５
2普
理Ⅰ
Ⅱ

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
で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
Ｂ５
変型

2普
国ス

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変型判なので見やすい。

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。
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理科 7 実教 生基 313 生物基礎　新訂版 Ａ５
2普
国ス

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 Ａ５
2普
国ス

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、基礎から発展まで対応で
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
多く分かりやすい。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
Ｂ５
変型

3普
理Ⅱ

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、分かりやすい。

B5変型判になっており、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 Ａ５
3普
理Ⅱ

高度な内容や新しい内容が分かり
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
な写真で理解しやすくなってい
る。

○ 理科 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物 Ａ５
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。構成も分かり
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、解説も分
かりやすいため理解しやすい。

外国
語

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

Ｂ５
変型

2普
2国

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

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

写真やイラスト、図などが適所に
配置されていて見やすい。

○
外国
語

50 大修館 コⅡ 335
Compass English
CommunicationⅡ Revised

Ｂ５
変型

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

Ｂ５
変型

2普
2国

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
材の内容となっている。英語の読
み物としても優れている。

分量は多く、英語が得意な生徒向
けの編集となっているが、文法や
内容理解のための説明等はよく工
夫されている。

文字とイラスト、カット、写真等
を比較すると文字が小さく、多
く、難度が高い表現である。

外国
語

104 数研 コⅡ 341
Revised BIG DIPPER
English Communication Ⅱ

Ｂ５
変型

2ス

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。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、文法や例文が分かりや
すく配列されている。

写真やイラストの配置も適切であ
る。発音、アクセントに注意すべ
き新出語に赤、青の下線が引かれ
ている。発音記号は米語表記の
み。

○
外国
語

183 第一 コⅡ 348
Perspective
English CommunicationⅡ
NEW EDITION

Ｂ５
変型

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ことも
できる。

教材の難易度、取り扱いの言語材
料の配列が段階的、体系的であ
り、学習に適している。課数、
ページ数が年間単位数での履修に
適している。

文字の大きさ、書体が適当であ
り、学習させやすい。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

Ｂ５
変型

2ス

生徒の興味・関心を引く題材が選
ばれている。各課の語数は３００
～５４０語が中心で、英語が苦手
な生徒に自信がもてる内容になっ
ている。

各課３～４パートで見開き構成。
新出語句は見開き右ページ上部に
まとめてあり、熟語は日本語も併
記されている。

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

外国
語

2 東書 コⅢ 303
PROMINENCE
Communication English Ⅲ

Ｂ５
変型

3普
3国

題材内容が多様で、特に最近話題
になったような事象や、生徒が興
味・関心をもつようなものが多く
取り入れられている。

質問や答え方の表記等も全て英語
で書かれているので、英語での授
業展開がしやすいと考える。ま
た、コミュ二ケーションに関連し
た簡潔なコラムもあり、生徒の知
的好奇心を促すことができる。

高校生にとって読み応えのある分
量である。題材に関連する写真も
多く取り入れられているので、英
語の得意な生徒から苦手な生徒ま
で、幅広く学習に取り組ませるこ
とができると考える。

外国
語

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

Ｂ５
3普
3国

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。

高校生にとって読み応えのある分
量である。本文を読む前に、大事
なことについて、大まかなことを
知ることができるコーナーもある
ので、より多くの英文に触れるこ
とが期待できる。

○
外国
語

50 大修館 コⅢ 332
Compass English
Communication Ⅲ Revised

Ｂ５ 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。
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外国
語

104 数研 コⅢ 338
Revised BIG DIPPER
English Communication Ⅲ

Ｂ５ 3ス

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
スキルのページが分かりやすく配
列されている。

適切な分量、かつ適所に写真や図
版が用いられており、生徒の学習
内容の理解をより深めるものと
なっている。

○
外国
語

183 第一 コⅢ 344
Perspective
English Communication Ⅲ
NEW EDITION

Ｂ５ 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の例文も概ね分かりや
すい。

外国
語

183 第一 コⅢ 345
Vivid
English Communication Ⅲ
NEW EDITION

Ｂ５
変型

3ス

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
高くないので読見やすく、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分かりや
い。

新出単語や重要語句が本文右ペー
ジに２段に分けて分かりやすく配
置されており、生徒にとって学習
しやすいレイアウトとなってい
る。

外国
語

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

Ｂ５

自己紹介やスポーツなど身近な話
題から社会問題まで題材が扱わ
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

Ｂ５

自己紹介やスポーツなど身近な話
題から社会問題まで題材が扱わ
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

Ｂ５

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

Ｂ５
3普
文

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
も取り組みやすく入り、学習しや
すい。

主要な文法を１０課、機能表現１
０課、スピーキング編は７課あり
Speech, Presentation,
Discussion, Debateまでを学習で
きるように構成されている。英
文、練習問題も適切に入ってい
る。

写真・イラスト・図表は大きさ、
配置ともに適切である。巻末に付
録として各課の文法や語彙、表
現、参考資料がまとめて載せてあ
る。

○
外国
語

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

Ｂ５
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、自由英作文
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

Ｂ５
3普
文

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
由英作文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

ＡＢ
２普
　ス

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
章に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。分量は
やや多い。

写真・図・グラフ・イラストなど
の資料が豊富で分かりやすく配置
してある。ページの配色もバリア
フリーに対応しており全体的に取
り組みやすい。

〇 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

Ｂ５
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分かりや
すく表記されている。

最初の章が自立・自律を目指すた
めの自分を見つめるところから入
り、章を追っていくごとに自立・
自律に向けての課題解決に繋がっ
ていく。

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

ＡＢ
２普
　ス

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 Ｂ５ 3

身近で具体的な例を用いて説明さ
れており、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
ている部分が多い。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
説明している。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いる。適切な
表現である。
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情報 7 実教 社情 312 高校社会と情報　新訂版 Ｂ５ 3

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られている。

構成により、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おり、配置
も工夫されている。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

Ｂ５ 3

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。現実的な注意
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。

随所に注釈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、パソコンの基本的な操作
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。
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番号 略称 記号 番号

国語 2 東書 現国 702 精選現代の国語 Ａ５ 1

実社会において必要とされる総合
的な国語の資質・能力が育成でき
るように、教材は厳選され、バラ
ンスよく配列されている。文化・
社会・言語など、さまざまな分野
の質の高い評論教材が採録されて
おり、論理的思考力を培うことが
できる。

学習指導を有効に行うことができ
るよう、評論教材は現代社会を生
きる生徒に必須のテーマがバラン
スよく取り上げられており、言語
活動教材は社会生活を送るうえで
行うことの多い活動が過不足なく
取り上げられている。活字は鮮明
で美しく、文字の大きさ、行間も
適切で読みやすい。

評論教材は、定評教材を軸に、幅
広いテーマ、ジャンルの教材が積
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。
教科書を支援する指導書や周辺教
材、デジタルコンテンツなどが充
実しており、指導しやすい教科書
である。

○ 国語 104 数研 現国 708 現代の国語 Ａ５ 1

「読み深める」「考えを表す」
「表現編」「資料編」の四編で構
成され、どの編においても、現代
の社会生活に関するテーマについ
て述べた文章、図表や資料を用い
た文章など、さまざまな形式の文
章が収録されている。

「話すこと・聞くこと」「書くこ
と」「読むこと」の能力を偏りな
く養成するのに必要な量の教材が
掲載されている。また、二次元
コードを通じて、教材の理解を深
めることができる「学習用コンテ
ンツ」が多数用意されている。

論理的文章、実用文それぞれの学
習に適した文字の大きさ、行間に
なっている。専門性の高い用語や
解釈が難しい箇所には脚注が設け
られ、探究的学習がしやすい内容
になっている。文章テーマに関す
る資料や、図版資料が豊富であ
る。

国語 104 数研 現国 709 高等学校　現代の国語 Ａ５ 1

「読解と論述」「表現の実践」
「資料編」の三編で構成され、ど
の編においても、現代の社会生活
に関するテーマについて述べた文
章、図表や資料を用いた文章な
ど、さまざまな形式の文章が収録
されている。

教材の読解から発展させて、教材
に関連したテーマの理解を深めた
り、現代社会のさまざまな話題や
問題を多角的な視点から考察した
り、読書活動につなげたりできる
ようなコラムが充実している。

論理的文章、実用文それぞれの学
習に適した文字の大きさ、行間に
なっている。文章テーマに関する
資料や、図版資料が豊富であり、
授業での参照や学習の整理をさせ
やすくなっている。

国語 2 東書 言文 702 精選言語文化 Ａ５ 1

言語文化への理解を深め、総合的
な国語力が育成できるように、現
代文編は、小説・随筆・詩歌の学
習がバランスよく組み込まれてお
り、また、古文編・漢文編では古
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。

現代文編、古文編、漢文編の3部
構成で、現場の指導実態に合わせ
て扱えるように配慮されている。
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。活字は鮮明で
美しく，文字の大きさ、行間も適
切で読みやすい。写真、挿し絵も
鮮明で効果的である。

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、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。用語・記号は統一
されており，記述の仕方も適切で
ある。

〇 国語 104 数研 言文 707 言語文化 Ａ５ 1

「言語文化と古文」「言語文化と
漢文」「言語文化と近現代」コー
ナーが各編の冒頭に収録され、言
語文化の変遷を踏まえて学習を進
められるよう配慮されている。情
報科との関連を意識したICT機器
を用いた調べ学習ができるよう工
夫されている。

古文編、漢文編には、文語の決ま
りや訓読の決まりを体系的に学習
できるよう、重要事項の解説をま
とめたコラムが設けられている。
二次元コードを通じて、教材の理
解を深めることができる「学習用
コンテンツ」が多数用意されてい
る。

専門性の高い用語や解釈が難しい
箇所には脚注が設けられ、生徒が
学習しやすい内容になっている。
古典文法に関する資料や、図版資
料が豊富であり、授業での参照や
学習の整理がさせやすくなってい
る。

国語 104 数研 言文 708 高等学校　言語文化 Ａ５ 1

古文、漢文、現代文の教材とし
て、言語文化を理解し、親しむこ
とに適したものが収録されてい
る。古文の冒頭教材の難解な箇所
には傍訳が施されるなど、高等学
校での学習を円滑に導入できるよ
う配慮されている。

「書くこと」「読むこと」の能力
を偏りなく養成するのに必要な量
の教材が掲載されている。国語的
教養に関する「解説」や読書活動
につなげる「作者解説」、比較読
解用の「探究の扉」など、参考と
なる資料が随所に掲載されてい
る。

現代文、古文、漢文それぞれの学
習に適した文字の大きさ、行間に
なっている。古典文法に関する資
料や、図版資料が豊富であり、授
業で参照させたり学習を整理させ
やすい教科書である。

地理
歴史

7 実教 地総 702 地理総合 ＡＢ 1

基礎的事項が体系的に整理され充
実している。目次は色分け、テー
マ分けされ学習内容もわかりやす
い。大きな図版や写真、模式図等
で、わかりやすく、ICTを活用し
たコンテンツも充実している。

ICTを活用してのコンテンツや、
現代社会の課題解決に対してグ
ループワークで行い取り組んでい
く内容など多く設けられている。
探究的な学習を行うのに適切であ
る。分量や配列は適切である。

目次のテーマ色に合わせ、該当
ページも色分けされていたり、図
表や地図・写真などが豊富に使用
されており視覚的にわかりやすい
ものとなっている。

〇
地理
歴史

46 帝国 地総 703 高等学校　新地理総合 ＡＢ 1

地理学習の基礎から発展まで学べ
る内容である。世界の諸地域の事
例をもとに国際理解、地球的課題
の考えることができる。アクティ
ビティを通じて災害の発生から対
策までを学ぶことができ、GISを
活用し地理的技能を身に付けるこ
とができる。

写真は大きく現地の人々の様子が
伺えるものが多くあり、臨場感を
感じる。諸地域の生活文化に関す
る事例をあげ、地誌的な学習にも
対応できる。また、日本の事例も
掲載されており、世界との比較も
できる。

地理的事象の因果関係や背景がわ
かりやすい本文の記述、また視覚
的にイメージできる模式図など地
理学習の基礎となる知識がわかり
やすく表現されている。

地理
歴史

139 二宮 地総 705
わたしたちの地理総合　世
界から日本へ

ＡＢ 1

教科書全体が66のテーマに設定さ
れており、それぞれに導入部分、
解説部分、まとめ部分と展開され
ている。まず身近な事例で興味・
関心を持たせ、世界を大観し、具
体的事例から参加型の探究学習が
できる内容になっている。

各節の学習は、導入ページ、授業
ページ、実践ページと段階を踏ん
で学習が取り組めるように構成さ
れている。実践ページでは個人で
できるものからグループで行うも
のまであり、SDGｓの内容にも即
して幅広く学習を進めることがで
きる。

毎時間の学習の流れが単元ごとに
生徒にもわかりやすく示されてい
る。豆知識や生徒の興味・関心を
引き出すようなコラムの掲載も多
い。写真も大きいものが多く、現
地の様子がわかりやすく掲載され
ている。

地理
歴史

2 東書 地図 701 新高等地図 Ａ４ 1

新学習指導要領の内容をふまえ地
図帳の活用度を高める工夫と配慮
がなされている。自然環境と防災
については特設ページを設け編集
されている。地理的な見方、考え
方の基礎を培う内容となってい
る。

最初に世界関係の一般図と主題
図、そのあとに日本に関係する一
般図と主題図、巻末資料と系統的
に配列され、学習指導が有効に進
められるように工夫されている。
また、世界の地形、独立国、気
候、植生帯の地図が巻頭に配置さ
れ関心を高める工夫もされてい
る。

拡大図には、その土地固有の情報
がわかる絵記号を記すなど、興
味・関心を持って地図帳を活用す
るための配慮がなされている。デ
ジタルコンテンツではクイズ形式
や映像資料など自学、自習ができ
るよう配慮されている。

〇
地理
歴史

46 帝国 地図 702 新詳高等地図 ＡＢ 1

基礎から発展まで対応できる地域
地図と資料が掲載されている。基
本図、拡大図、詳細拡大図の他、
資料図も基礎的情報、発展的情報
と段階的にわかりやすく掲載され
ている。

地図や資料から考察できるように
読み取る作業を掲載したり、比
較・関連させて考察できるような
資料掲載がされている。

地形やその地域の生活がイメージ
できるよう世界鳥瞰図が掲載され
立体表現で地形がわかりやすい工
夫がされている。防災学習にも役
立つよう登高段彩図や断面図も視
覚的にわかりやすい工夫がされて
いる。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立高津高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容
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番号 略称 記号 番号
構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立高津高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

地理
歴史

130 二宮 地図 705 詳解現代地図　最新版 ＡＢ 1

地図を通して分布や空間を正しく
認識でき、幅広い知識と教養が身
に付けられるように工夫がされて
いる。世界地図や日本地図だけで
なく、資料図にもページを多く割
り当てている。また、歴史の授業
でも活用できるよう世界遺産や史
跡・遺跡も掲載されている。

地域により農業や工業の内容に特
化した産業地図も掲載されてい
る。日本については海洋国家であ
ることを実感できるよう災害、防
災の観点も含めて工夫されてい
る。二次元コードが設けられてお
り、様々なデジタル素材に触れる
ことができる。

国名・首都名・都道府県名などの
地名は白いフチをつけて文字サイ
ズを大きくするなど、色覚特性の
ある生徒も含め多くの生徒が見や
すいように工夫されている。

〇 数学 2 東書 数Ⅰ 701 数学Ⅰ　Advanced Ａ５ 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。探究・活用の内容も充実
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」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 709 数学Ⅰ Ａ５ 1

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、
研究欄で発展的な内容を紹介して
おり、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。

章末に「思考力を養う」のページ
があり、幅広い教養が身に付くよ
うに工夫されている。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Ⅰ 712 数学Ⅰ Ａ５ 1

図を用いた解説が丁寧であり、基
礎から入試レベルの問題まで幅広
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
できるように工夫されている。

授業進度に対応しやすいように編
集されている。「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。

〇 数学 2 東書 数Ａ 701 数学Ａ　Advanced Ａ５ 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。探究・活用の内容も充実
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」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 709 数学Ａ Ａ５ 1

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、
研究欄に発展的な内容が紹介され
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「思考力を養う」のページ
があり、幅広い教養が身に付くよ
うに工夫されている。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 712 数学Ａ Ａ５ 1

図を用いた解説が丁寧であり、基
礎から入試レベルの問題まで幅広
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
できるように工夫されている。

授業進度に対応しやすいように編
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。

〇 理科 2 東書 物基 701 物理基礎
Ｂ５
変型

1

基本概念や法則など物理の系統性
が重視されていること、また、必
要な用語、内容、項目がもれなく
掲載されていて、扱いやすい。本
文内には問が設定され、学習内容
の定着が図れるように工夫されて
いる。

学習内容を厳選し、「発展」を含
め、取捨選択をしながら指導が行
えるよう内容を配置している。

学習上大切な式については、文字
式だけでなくその式や文字の意味
も併記されており、また，色つき
の囲みで示されているので、一目
でわかるようになっている。

理科 7 実教 物基 703 物理基礎 Ｂ５ 1

学習指導要領の内容が過不足なく
まとめられ、「発展」を取捨選択
しながら授業展開もできるので、
適切な分量・レベルである。ま
た、学習効果の高い工夫された図
や写真が多く、生徒の物理への理
解が深まるよう記述されている。

例題や問題が適切な箇所にあり、
理解の確認を行いながら授業を進
めることができる。節末にはまと
めと節末問題があり、学習内容の
総まとめができる。

大きくてわかりやすい図が豊富に
あり、本文もより丁寧に説明され
ている。

理科 183 第一 物基 709 高等学校　物理基礎
Ｂ５
変型

1

身近な例を導入として物理現象が
解説されており、物理学と日常生
活や社会との結びつきがわかりや
すく、興味・関心をもって学習す
るのに適している。

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
直観的に理解することができる。

数多くの図表が効果的に配置さ
れ、興味・関心を喚起する工夫も
凝らされており、物理を得意とし
ない生徒にも理解しやすい教科書
である。

〇 理科 2 東書 化基 701 化学基礎
Ｂ５
変型

1

本文中に随所に「問」「例題」が
設けられており、学習事項の確実
な定着が図られるように工夫され
ている。巻末には「総合問題」が
設けられている。複数領域にまた
がり、知識をつなげて考える問題
や記述式問題などが掲載されてお
り、知識を活用する力や表現力を
養うことができるように工夫され
ている。

本文は簡潔で、内容が精選されて
いる。節の構成が生徒が主体的に
課題を見いだして学習を進められ
るように工夫されている。

文章は簡潔でわかりやすい表現に
なっている。また、鮮明でわかり
やすい図や写真が、本文の記述と
関連する箇所にふんだんに盛り込
まれている。

理科 7 実教 化基 703 化学基礎　academia Ａ５ 1

発展的内容も織り交ぜながら系統
的に詳細かつ丁寧に解説されてい
て、学習内容を正確に理解するこ
とができる。｢参考｣は学習内容を
補足・補充する題材を取り上げて
いるだけでなく、生活に直結した
化学についても紹介している。

見出しが細かく示されていて，ま
た、個々の解説がページ内で完結
しているため，学習内容を把握し
やすく、授業の区切りをつけやす
い。

生徒が理解しやすいように、色刷
りを効果的に使用した図版が多
い。立体的な図・直感的に理解し
やすい統一配色など、生徒の学習
意欲を高め、理解を深めるのに役
立つ。
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構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立高津高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

理科 183 第一 化基 711 高等学校　化学基礎
Ｂ５
変型

1

日常生活と関わりの深い化学の事
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。数多くの囲み記事
で学習を深める内容や補足的な内
容が示されており、生徒の学習段
階に応じた弾力的な指導展開がし
やすい。

各テーマ冒頭の「Approach」で課
題や概要を示し、末尾の
「Check」で生徒の理解度をはか
ることができ、授業を構成しやす
い。

アイコンが付された実験の動画や
アニメーション、3Dモデルが配信
されており、生徒の興味・関心を
喚起することができる。

〇
保健
体育

50 大修館 保体 701 現代高等保健体育改訂版 Ｂ５ 1

内容構成が適切で、資料等も充実
している。特にグラフ等が多く、
比較しやすい。また、新しくがん
について記載されているが細かく
説明し、最前線の医療についても
記載されており、生徒に課題意識
や興味・関心をもたせやすい。

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、文字数
が多い。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。

端にある補足の部分は細かく書か
れており分かりやすい。また、ポ
イントがわかるよう強調文字など
が使用されている。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 702 新高等保健体育
Ｂ５
変型

1

グラフやイラスト等が多く記載さ
れ、基本的な学習内容がしっかり
とおさえられており、親しみやす
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３～４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
が一目でわかるようにになってい
る。

保健
体育

183 第一 保体 703
高等学校　保健体育
Textbook

Ｂ５ 1

とてもシンプルで分かりやすい。
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。

細かすぎず、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、重要
な部分が分かりやすく指導しやす
い。

写真や図が多く、分かりやすい。
カラー・図版も豊富で生徒の興味
関心をひき、内容も理解させやす
い。

芸術 17 教出 音Ⅰ 701 音楽Ⅰ　Tutti＋ Ａ４ 1

楽曲の作られた当時の時代背景や
文化等についても細かく解説され
ており、生徒が理解しやすく、か
つ興味をもって学習に取り組める
よう工夫されている。

全体の構成がしっかりしており、
また、項目ごとの配分も適切であ
る。

記述表記が理解しやすい。また、
挿絵なども豊富である。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 702 高校生の音楽１
Ａ４
変型

1

表現・鑑賞それぞれの分野につい
て、幅広い領域から教材を自由に
選択できる内容になっている。ま
た、様々なジャンルの音楽をバラ
ンス良く配置してある。

全体的なバランスがよい。また、
作品および資料の掲載が豊富であ
り、探究的な学習を行ううえで有
効である。

楽譜上にコードネームが細かく
ふってあり、生徒が理解しやすい
表記となっている。

〇 芸術 27 教芸 音Ⅰ 703 ＭＯＵＳＡ１ Ａ４ 1

歌唱・器楽・創作・鑑賞それぞれ
の内容の充実が図られており、か
つ楽器の歴史や音楽史についての
解説も素晴らしい。世界各国の音
楽文化を網羅しており、また、写
真も多く、調べ学習にも適切な内
容となっている。

構成が時代の流れに則って無理の
ないよう工夫されており、かつ世
界の音楽についても細かく解説さ
れている。また、全体の分量も適
切で装丁も美しい。

写真やイラストなどが効果的に配
置されており、生徒が興味をもっ
て学習に取り組める表現となって
いる。

〇 芸術 38 光村 美Ⅰ 701 美術１
Ａ４
変型

1

美術・デザインに関して様々な内
容を網羅しており、また画像は一
部を拡大して掲載することで、よ
り強く印象に残る内容になってい
る。

図版は豊富で、見ることで理解が
深まる。資料編では、作品制作の
初めから完成までを見ることがで
き、実制作に役立つ。

分かりやすい表現で、過不足はな
い。

芸術 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１ Ａ４ 1

身近なものを描くことから始め、
次第に美術・デザインに関する
様々な表現へと深化する内容に
なっており、国内・国外の作品に
触れることができる。

豊富な図版と詳細な解説で生徒に
理解させやすい。装丁は堅牢で、
資料編も含めると分量は豊富であ
る。

分かりやすい表現で、章立ても工
夫されている。

芸術 116 日文 美Ⅰ 703 高校美術
Ａ４
変型

1

各テーマに沿ってメッセージと解
説が掲載されており、学びのねら
いが的確に伝わるような内容であ
る。

美術・デザイン・映像など豊富な
項目で構成されている。装丁は堅
牢で、資料集としても使用でき
る。

理解しやすい文章で、分かりやす
い表現である。

芸術 2 東書 書Ⅰ 701 書道Ⅰ Ａ４ 1

書の良さ美しさを感受し、書の幅
広い活動に取り組むことになって
いる。楷書と行書中心にしながら
各時代を代表する基本的な古典を
書風や技法に偏りなく幅広く取り
上げている。

書写能力向上を図り、書の伝統に
基づく表現の基本的な技能を身に
付け、意図に基づいて構想し表現
を工夫することができる構成と
なっている。一字、一行・紙面全
体へと目線を移しながら理解でき
るような配列になっている。

難解な語句や覚えたい用語にはふ
りがなを付したり、巻末に「書道
用語集」をつけるなど自学自習に
も適している。ICTを活用するた
めの二次元コードを見開きページ
の左上に統一していることで生徒
や指導者の利用の便宜を図ってい
る。

〇 芸術 6 教図 書Ⅰ 702 書Ⅰ Ａ４ 1

書の良さ美しさを感受し、書の幅
広い活動に取り組むことになって
いる。楷書と行書中心にしながら
各時代を代表する基本的な古典を
書風や技法に偏りなく幅広く取り
上げている。

書写能力向上を図り、書の伝統に
基づく表現の基本的な技能を身に
付け、意図に基づいて構想し表現
を工夫することができる構成と
なっている。一字、一行、紙面全
体へと目線を移しながら理解でき
るような配列になっている。

難解な語句や覚えたい用語にはふ
りがなを付したり、巻末に「書道
用語集」をつけるなど自学自習に
も適している。ICTを活用するた
めの二次元コードを見開きページ
の左上に統一していることで生徒
や指導者の利用の便宜を図ってい
る。
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教科書名 判型

購入
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内容

〇 芸術 6 教図 書Ⅰ 703 書Ⅰプライマリーブック Ａ４ 1

中学書写の内容の確認、表現を中
心としに書の基礎基本的事項の理
解や習得を図ることができる内容
となっている。

ページ数は少ないが書写能力の向
上を図り書の伝統に基づく表現の
基礎的な技能を身に付け、意図に
基づいて構想し表現を工夫してい
る。

理解しやすい表現となっている。
例なども大きく取り上げられてお
り作業をする際にも参考となる記
載となっている。

外国
語

2 東書 ＣⅠ 702
Power On
English Communication Ⅰ

Ｂ５ 1

シンプルでわかりやすい活動を通
して4技能5領域が身に付くように
構成されている。

各課の内容を見開き２ページで学
習できるのでわかりやすい。分量
も本校の生徒に適している。

イラストや写真に加え、グラフ等
も使って本文の理解ができる。QR
コードもついている。

〇
外国
語

104 数研 ＣⅠ 716
BIG　DIPPER
English Communication Ⅰ

Ｂ５ 1

多彩な題材で、多面的なものの見
方に気づかせ主体的な学びにつな
がる内容になっている。

「導入」→「本文」→「課末」→
「Power Up Section」という構成
になっており、各見開きに，聞い
たり、話したりする活動が用意さ
れているため、4技能5領域を無理
なく学べる構成になっている。

二次元コードが付いているため、
音声を容易に聞くことができる。
また、イラストや写真が適切に配
置されている。

外国
語

117 増進堂 ＣⅠ 720
FLEX ENGLISH
COMMUNICATION Ⅰ

Ｂ５ 1

生徒の好奇心を刺激する旬のト
ピックが厳選されている。また、
題材も幅広い分野のものなので、
教科横断的な指導をしやすい。

分量は少し多いが章末に問題がま
とまっていて、文法事項も丁寧に
まとまっているので指導しやすい
構成である。

二次元コードが付いているため、
音声を容易に聞くことができる。
また、イラストや写真が適切に配
置されていて、リテリングに向い
ている。新出単語で重要なものが
太字で表記されるためわかりやす
い。

外国
語

15 三省堂 論Ⅰ 705
MY WAY
Logic and Expression Ⅰ

Ｂ５ 1

生徒の身近な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。3領域の活動と文法の学習指
導がしやすい。

Part1で「やりとり」を扱いPart2
では「発信」と「書くこと」を交
互にできる。

二次元コードが付いているため、
動画を使って反転学習も行うこと
ができる。また、イラストが適切
に配置されている。

外国
語

15 三省堂 論Ⅰ 706
VISTA
Logic and Expression Ⅰ

Ｂ５ 1

さまざまな場面・状況・目的が設
定されているため、さまざまな場
面・状況・目的に応じて英語を使
えるようになる。

「small talk」「listen」
「speak」「write」「grammar」
の構成になっていて指導しやすい
構成である。

二次元コードが付いているため、
動画を使って反転学習も行うこと
ができる。また、イラストが適切
に配置されている。

〇
外国
語

104 数研 論Ⅰ 711
EARTHRISE
English Logic and
Expression ⅠStandard

Ｂ５ 1

発信のための3領域をバランスよ
く学習できる。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。

「モデル文の確認」→「文法表現
の学習」→「活動」をスムーズに
行える構成。

二次元コードが付いているため、
動画を使って反転学習も行うこと
ができる。また、イラストや写真
が適切に配置されている。

〇 情報 2 東書 情Ⅰ 702 情報Ⅰ　Step　Forward！ Ｂ５ 1

短い時間でできる実習が多数用意
されており、情報活用能力を確
認・定着させるために活用でき
る。座学と実習のバランスが良
い。

中学校の振り返りや他教科との連
携ができるコンテンツが用意され
ており、横断的な学習（授業）を
行うのに適切である。

用語、記号は統一されており、記
述の仕方も適切である。
巻末資料が充実しており、基本的
な用語等に関して指導しやすい。

情報 7 実教 情Ⅰ 704 高校情報Ⅰ　JavaScript Ｂ５ 1

身近な事例が多く挙げられてお
り、理論に対して説明がしやす
い。Webページに利用されている
スクリプト言語JavaScriptが使わ
れており、特別なシステム環境が
必要ないので、授業展開しやす
い。

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、学習要素が基本35テーマ＋α
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 116 日文 情Ⅰ 710 情報Ⅰ
Ｂ５
変型

1

各章の「章末実習」に各単元の実
習があり、また、章末にある「技
法」に参考になる内容が掲載され
ており、探究的な学習を行うのに
適切である。

「本文＋図＋側欄」の構成となっ
ており、側欄には、「考えてみよ
う」といった学習のポイントが記
載されており、学習内容の理解を
促すことができる。

「章とびら」や「関連資料」が写
真やイラストを用いてわかりやす
く表現されており、生徒に関心を
持たせることができるとともに、
疑問を解決させるためにも活用で
きる。
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国語 2 東書 現Ｂ 322 精選現代文Ｂ Ａ５ 2

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 Ａ５ 2

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。

〇 国語 50 大修館 現Ｂ 329 現代文Ｂ　改訂版　上巻 Ａ５ 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。

〇 国語 50 大修館 現Ｂ 330 現代文Ｂ　改訂版　下巻 Ａ５ 2

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 Ａ５ 2

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 Ａ５ 2

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 Ｂ５
2
文

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 Ａ５
2
文

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。

〇 国語 50 大修館 古Ａ 315 古典Ａ 物語選 改訂版 Ａ５
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。

〇 国語 2 東書 古Ｂ 331 精選古典Ｂ　古文編 Ａ５
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。

〇 国語 2 東書 古Ｂ 332 精選古典Ｂ　漢文編 Ａ５
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 Ａ５
3
文

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 Ａ５
3
文

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

Ａ５
3
文

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。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立高津高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容
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【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立高津高等学校（全日制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

国語 183 第一 古Ｂ 351
高等学校　改訂版　古典B
漢文編

Ａ５
3
文

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 Ａ５
3
文

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 Ｂ５ 2

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・関心を引く工夫がされ
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。

単元ごとに、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

81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版 Ｂ５ 2

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

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

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

〇
地理
歴史

81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版 Ｂ５ 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、関心を
引くような内容構成となってい
る。

資料や図版がとても多く、大きく
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の多く記
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。時代の変化を理解させや
すい。

地理
歴史

2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ
Ｂ５
変型

2,3

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

7 実教 世Ｂ 309 世界史Ｂ　新訂版
Ｂ５
変型

2,3

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。要点を把握させやすい。

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押さえる
ことができる。シンプルな構成と
なっているため、授業展開がしや
すく、生徒に興味をもたせやす
い。

文章は平易な記述で、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。

〇
地理
歴史

81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版 Ａ５ 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
が関連して学習を進めることがで
きる。

シンプルな構成でまとめられてい
る為、取り扱いしやすい。各部の
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 日Ｂ 312 日本史Ｂ　新訂版
Ｂ５
変型

2,3

文献資料を豊富に掲載すること
で、本文をより深く理解できるも
のとなっている。記述が詳しく、
写真や、図版も大きいので、見や
すいものとなっている。

B５版変型判を活かし、写真や図
版が大きく掲載され、理解しやす
いものとなっている。時代区分ご
とに色分けされているのも，非常
に見やすいものとなっている。

文章は平易な記述で、読みやす
い。「主題学習」で、その事象の
特徴が掲載されていて、より深い
学びができる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 Ａ５ 2,3

学習指導要領の内容に適してお
り、指導を進める上で適切であ
る。資料も豊富であり、基本が分
かりやすく、まとまっている。

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
流れが把握しやすい。また、ふり
がなも丁寧にふってあるので読み
やすい。資料にも読み下し文が多
い。

〇
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 Ａ５ 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
ていて見やすく、分かりやすいも
のとなっている。写真がコンパク
トに提示されている。

〇
地理
歴史

46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ Ｂ５ 3

基礎的な事項が分かりやすく解説
されている。基礎から応用まで幅
広く学習できる内容になってい
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
しやすい工夫がされている。

地理
歴史

130 二宮 地Ｂ 305 新編　詳解地理Ｂ改訂版 Ｂ５ 3

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

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

カラーユニバーサルデザインに配
慮されており、色覚に特性のある
生徒にも読み取りやすい。印刷の
発色がよく、写真や図表が美し
い。
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【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書
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〇 公民 2 東書 現社 313 現代社会 Ｂ５ 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、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学
習しやすく、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。現地の様子の写真
や、世界の様々な比較を表した資
料やデータなどが理解しやすいよ
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 Ａ５ 3

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。

「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、丁寧で分かりやすい表現
である。図版や資料が効果的に盛
り込まれている。

公民 81 山川 現社 323 現代社会　改訂版 Ｂ５ 3

基本的事項から発展的事項まで記
述内容が豊富で、充実している。
学習に必要な統計・資料が適切に
配列され、詳細に記述されてお
り、内容が分かりやすい。

全体的に適正な構成と分量であ
る。写真やグラフなども豊富で、
詳細で理解しやすい構成になって
いる。

現代社会の諸問題を分かりやすい
表現で記述されている。図版や表
の表現にも工夫が見られる。

〇 公民 2 東書 倫理 311 倫理 Ａ５ 2

基礎・基本を中心にコンパクトに
まとまった内容になっている。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
ていて、学習しやすい構成になっ
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おり、工夫
されている。

導入部分で漫画や写真が多く用い
られていて、興味、関心が持てる
ように表現されている。また、コ
ラムなどの資料も新しいものを扱
うなど表現に工夫されている。

公民 35 清水 倫理 308 高等学校　新倫理　新訂版 Ａ５ 2

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･学習しやすい内容にもなって
いる。

Ａ５判サイズ230ページで系統的
に構成されている。各編･章ごと
のページ配分や分量も適切で扱い
やすい構成になっている。

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
見やすい工夫がされている。

公民 81 山川 倫理 309 現代の倫理　改訂版 Ａ５ 2

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

Ａ５判サイズ218ページで構成さ
れていて、写真や資料も適切であ
る。各節の冒頭には、先哲の言葉
なども掲載しており、工夫された
構成になっている。

コラムに工夫があり、生徒の興
味、関心を引くような工夫がなさ
れている。また、資料や写真も充
実していて、分かりやすく表現さ
れている。

〇 公民 7 実教 政経 313 最新政治・経済　新訂版 Ｂ５ 2,3

基本的事項から発展的事項まで記
述内容が豊富で、充実している。
学習に必要な統計・資料が適切に
配列され、詳細に記述されてお
り、内容が分かりやすい。

全体的に適正な構成と分量であ
る。写真や資料も豊富であり、か
つ詳細で理解しやすい構成になっ
ている。

政治・経済の諸問題を分かりやす
い表現で記述されている。写真、
図版や表の表現にも工夫が見られ
る。

公民 81 山川 政経 316 詳説　政治・経済  改訂版 Ａ５ 2,3

基本的事項から発展的事項まで記
述内容が豊富で、充実している。
学習に必要なグラフ・資料が適切
に配列され、詳細に記述されてお
り、内容が分かりやすい。

全体的に適正な構成と分量であ
る。身近で具体的な事例や時事問
題が豊富に扱われおり、理解しや
すい構成になっている。

政治・経済の諸問題を適切な表現
で記述されている。写真や資料も
豊富で視覚的に見やすい工夫がさ
れている。

公民 183 第一 政経 310 高等学校　新政治・経済 Ｂ５ 2,3

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
究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
ていて分かりやすい構成である。

ユニバーサルフォントが使用され
ており、平易で分かりやすい記述
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。

〇 数学 2 東書 数Ⅱ 301 数学Ⅱ Ａ５
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に工夫さ
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」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。

〇 数学 2 東書 数Ⅱ 302 新編数学Ⅱ Ａ５
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に工夫さ
れている。また、基礎基本が定着
しやすいように内容が簡潔であ
る。数学Ⅰとのつながりも配慮さ
れており、生徒が取り組みやすい
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。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 325 数学Ⅱ改訂版 Ａ５
2
理

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
やすいように工夫がなされてい
る。例のあとにすぐ問があり、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 61 啓林館 数Ⅱ 326 新編　数学Ⅱ改訂版 Ａ５
2
文

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
ように工夫されている。例の後に
すぐ練習があり、取り組ませやす
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。
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〇 数学 2 東書 数Ⅲ 301 数学Ⅲ Ａ５
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に工夫さ
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」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 Ａ５
3
理

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
に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 Ａ５
3
理

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
るように工夫されている。

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に適
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。

〇 数学 2 東書 数Ｂ 301 数学Ｂ Ａ５
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に工夫さ
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」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。

〇 数学 2 東書 数Ｂ 302 新編数学Ｂ Ａ５
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
に工夫がされている。また、基礎
基本が定着しやすいように内容が
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 Ａ５
2
文

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 Ａ５
2
理

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
理解度に合わせて対応しやすい。

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。

〇 理科 2 東書 物基 311 改訂　物理基礎 Ａ５
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。

理科 7 実教 物基 313 物理基礎　新訂版 Ａ５
2
理

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るな
ど、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。

〇 理科 61 啓林館 物基 306 新編　物理基礎 Ｂ５
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 Ａ５
2
文

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

Ｂ５
2
文

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。

〇 理科 2 東書 物理 308 改訂　物理 Ａ５
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 Ａ５
3
理

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。
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理科 183 第一 物理 316 高等学校　改訂　物理 Ａ５
3
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。そのため自学自
習しやすく、個人の学習意欲の上
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 化学 308 改訂　化学 Ａ５ 2理

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、どのような物質なの
か考えやすい。

問題の解説も充実しており、自発
的な学習の手助けになる。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 Ａ５ 2理

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。生徒が多くの論
述問題にふれる機会を設けられ
る。

〇 理科 183 第一 化学 315 高等学校　改訂　化学 Ａ５ 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。

生徒の興味を引くような実生活や
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。

〇 理科 7 実教 生物 308 生物　新訂版 Ａ５ 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
Ｂ５
変型

3理

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
い構成となっている。

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 Ａ５ 3理

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。

芸術 17 教出 音Ⅱ 308
高校音楽Ⅱ 改訂版 Music
View

Ａ４ 2

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Ⅱ 309 高校生の音楽２
Ａ４
変型

2

中学校での学習をベースにした
「高校生の音楽１」からさらに深
い学びにつながる「高校生の音楽
２」へ、歌唱、器楽、創作、鑑賞
と内容の幅も広がり、充実してい
る。

目次及び本文中に示した学習の目
標をもとにして、系統的に教材が
配置されており、確実に学習を進
め、発展的内容にも触れられるよ
う配慮されている。

表紙や扉からも高校生に向けた
メッセージが感じられるよう工夫
されており、音楽に親しみやすい
体裁となっている。

〇 芸術 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２
Ａ４
変型

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分かりやす
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。

〇 芸術 38 光村 美Ⅱ 303 美術２
Ａ４
変型

2

作品の解説では、作品や作者の精
神性に関わる文章になっており、
観察することの大切さを感じられ
る内容である。デザインでは、社
会の問題に目を向ける内容となっ
ている。

作品紹介と資料編のバランスが良
く、分量も適切である。

理解しやすい表現になっており、
全体の表記は適切である。

芸術 116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２ Ａ４ 2

表現や鑑賞させる時の視点をより
明確に示し、深く思考するきっか
けになっている。歴史的な技法な
どにも焦点を当て、広く美術に興
味をもたせる内容となっている。

作品紹介、鑑賞の資料、制作のた
めの資料など豊富な分量で、構成
も分かりやすい。

平易な言葉と文章で表現されてお
り、分かりやすい。

〇 芸術 6 教図 書Ⅱ 306 書Ⅱ
Ａ４
変型

2

書道の創造的な諸活動を通して、
生涯にわたり書を愛好する心情を
育て、個性豊かな表現と鑑賞の能
力を高めるため、表現と鑑賞の関
連を図りながら各領域が適切に構
成されている。

「漢字仮名交じりの書」は、自己
の意図に基づいて構想を具体化
し、創造性豊かな表現を展開する
ことができるような構成になって
いる。書の伝統と文化を理解しや
すくするため、他教科の内容と関
連させながら学習するコラムを随
所に設けている。

解説の表現は、生徒にとって分か
りやすく簡潔であり、難解な語句
や覚えたい用語にはふりがなを付
したり、巻末に「書道用語集」を
設けるなどして学習効果を上げる
配慮がされている。各領域冒頭の
とびらやフルカラーの作品図版
は、高精細で臨場感にあふれ、書
の魅力や古典の美しさを伝えるた
めの配慮がされている。
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芸術 17 教出 書Ⅱ 307 新編　書道Ⅱ Ａ４ 2

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。漢字、仮名の書の古典教材
は、基礎・基本的なものを取り上
げていて、書道Ⅰにふさわしいも
のとなっている。

学習の導入で、中学校書写から高
等学校芸術科書道への展開が関連
して学習できるように配慮されて
いる。漢字の書では、楷書の基本
教材である、唐の四大家の古典を
基本教材として取り上げている。
仮名の書では、上代様の蓬萊切、
高野切第三種を基本教材として取
り上げており書道Ⅰにふさわしい
ものとなっている。

学習の観点を示すことにより、生
徒自ら考え主体的に学習できるよ
うに配慮されている。本文活字は
読みやすく、レイアウトにも視覚
的な配慮がされている。書道用語
集は、基礎・基本的なものが掲載
されており、授業でその都度、書
道用語を確認しながら進められる
など活用に配慮がみられる。

外国
語

15 三省堂 コⅡ 333
VISTA
English Communication Ⅱ
New Edition

Ｂ５ 2

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、文法や例文が分かりや
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 337
Revised ELEMENT
English CommunicationⅡ

Ｂ５ 2

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

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。

〇
外国
語

212 桐原 コⅡ 354
WORLD TREK
English CommunicationⅡ
New Edition

Ｂ５
変型

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 329
CROWN
English Communication Ⅲ
New Edition

Ｂ５ 3

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
記のみである。

外国
語

15 三省堂 コⅢ 330
MY WAY
English Communication Ⅲ
New Edition

Ｂ５ 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 334
Revised ELEMENT
English Communication Ⅲ

Ｂ５ 3

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。

〇
外国
語

212 桐原 コⅢ 348
WORLD TREK
English Communication Ⅲ
New Edition

Ｂ５ 3

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、Readingに特に力をいれ
た構成になっている。

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、
各課冒頭ページには導入時に使用
可能な題材に関するアウトライン
がある。

〇
外国
語

104 数研 英Ⅱ 325
DUALSCOPE English
Expression Ⅱ

Ｂ５ 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

177 増進堂 英Ⅱ 327
MAINSTREAM English
Expression ⅡSecond
Edition

Ｂ５
変型

3

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 328
Perspective English
Expression Ⅱ NEW EDITION

Ｂ５
変型

3

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。

〇
外国
語

61 啓林館 英会 303
Sailing English
Conversation

Ｂ５ 3

カラフルで楽しい紙面構成になっ
ていて生徒が興味を持って学習に
取り組めそうである。さらに話題
も豊富で、[話す][聞く]活動が充
実している。

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

同じ学習項目を段階的に、スパイ
ラルに取り込んでいる。

家庭 7 実教 家基 314
新家庭基礎　パートナー
シップでつくる未来

Ｂ５ 2

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

各分野ごとに、現代社会を表す資
料などが盛りこまれており、視野
を広げることができる。学習を定
着・発展させやすい構成である。

イラスト、グラフ、写真も鮮明で
とても見やすい。丁寧で理解しや
すい表記であり、言葉の表現も高
校生が理解しやすくなっている。
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〇 家庭 50 大修館 家基 318
新家庭基礎　主体的に人生
をつくる

Ｂ５ 2

共生社会について、様々な視点か
ら考えさせる内容となっている。
各領域ともに、内容の深い資料が
掲載されており、生徒に身近な問
題として考えるきっかけになる。

見開き完結型で、授業計画が立案
しやすく、内容・分量に偏りのな
いバランスのよい記載となってい
る。

オールカラーで図表等が多い。特
に写真が鮮明で小さなものもはっ
きりしていて分かりやすい。

家庭 50 大修館 家基 319
未来をつくる　新高校家庭
基礎

ＡＢ 2

豊かな生活を主体的に築くために
必要な知識・技術を総合的・体系
的に学習できるよう構成されてい
る。身近な話題から学習を展開で
きるよう工夫されている。

見開き１項目ごとに、学習のねら
いが示されており課題意識を持っ
て学習できる。Questionが学習の
まとめとして使用しやすい。

本文の文章だけでなく、写真やグ
ラフなどが、簡潔に掲載されてい
る。

情報 2 東書 情科 306 情報の科学 Ｂ５ 3

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
で非常に分かりやすく、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。

〇 情報 7 実教 情科 307 最新情報の科学　新訂版 Ｂ５ 3

図やイラストを使い、分かりやす
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、視覚的に分かりやすい。

情報 183 第一 情科 311 高等学校　情報の科学 Ｂ５ 3

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、見開きにおさ
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
するのに適切な分量となってい
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、分かりやすい。

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

Ｂ５ 3

育つ・育てる・育ち合うという観
点から乳幼児の発達や福祉につい
て分かりやすい内容となってい
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。

〇 家庭 7 実教 家庭 311
子どもの発達と保育　新訂
版

Ｂ５ 3

各節の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、実践的な活動を展開
しやすい。

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。

〇 家庭 7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 Ｂ５ 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。

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

Ｂ５ 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
知識も興味を引きやすい。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
を持たせ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、わ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 Ｂ５ 3

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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番号 略称 記号 番号

国語 2 東書 現国 701 新編現代の国語 Ａ５ 1

文化・社会・科学など、さまざ
まな分野の評論教材がある。新
聞記事や報告書などの実用的な
文章や、図表や写真を伴う文章
からは現代の社会生活に必要な
読解力を養うことができる。評
論教材の学習の手引きには「言
語活動」の項目が設けられてい
る。各単元の適切な箇所に言語
活動教材が配されている。

評論教材と言語活動教材がバラ
ンスよく配列されていて、生徒
の実態に合わせて扱える。評論
教材は現代社会を生きる生徒に
効果的なテーマが取り上げられ
ており、言語活動教材は社会生
活を送るうえで行うことの多い
活動が過不足なく取り上げられ
ている。コラムにより、評論教
材や言語活動教材の学習内容を
広げ、深めることができる。

巻末には「思考ツール・発想の
方法」「原稿用紙の使い方」
「パソコンを用いたレポートの
書き方」「手紙・メールの書き
方」「履歴書の書き方」「面接
の受け方」「この教科書で学ぶ
こと」などの附録が用意されて
おり、生徒の自学自習に役立
つ。デジタル板書などデジタル
コンテンツによるICTの活用も可
能である。

国語 50 大修館 現国 707 新編　現代の国語 Ｂ５ 1

評論やエッセイ、料理レシピや
アニメーション映画の企画書な
どの実用的な文章など、幅広く
多様な学習教材が採録されてお
り、生徒の興味・関心を引き出
すことができると考えられる。
また、「話すこと・聞くこと」
「書くこと」「読むこと」の３
領域や言葉に関する知識・技能
がバランスよく取り扱われてい
る。

教科書の上段に学習活動を記載
し、下段に活動におけるポイン
ト欄を配置していることから、
生徒は学習活動の流れを理解し
ながら取り組むことができる。
生徒の実態に合わせ、無理なく
段階的に学習を進められるよう
な構成になっている。

B5判で大きく、見やすくわかり
やすいレイアウトである。図表
や写真も豊富である。ほか、デ
ジタル教科書も広い動作環境で
使用でき、PDFやPPの貼り付けな
ども可能で機能性が高いと考え
られる。

○ 国語 183 第一 現国 716
高等学校　新編現代の国
語

Ａ５ 1

「理解編」と「表現編」の2部構
成になっている。理解編では、
親しみやすく主体的に取り組む
ことができる教材が扱われてお
り、「論理分析」として情報と
情報との関係について学ぶため
の教材が適切に採録されてい
る。表現編では、話すこと・聞
くこと、書くことに関する多様
な言語活動が取り上げられ、表
現技法や接続の方法、情報の収
集や吟味の方法、引用の方法な
どの基本的な事項を学べるよう
になっている。

理解編は論理的な文章と実用的
な文章が、表現編は話す・聞く
言語活動と書く言語活動がバラ
ンスよく配分されている。分量
は適度に抑えられており、生徒
の実態に合わせて無理なく学習
活動が行えるようになってい
る。

Ｂ５判であり、文字や写真が見
やすい。また脚問について解答
欄が準備してあり、教科書に直
接書き込みながら学習を進める
ことができる。資料編・口絵に
収録された資料が豊富で写真や
図版も見やすい。ウェブコンテ
ンツによるICTの利用が可能であ
り、デジタル教科書はブラウザ
からの閲覧を主とし、多くの環
境で利用可能である。

○ 公民 7 実教 公共 704 公共 Ｂ５ 1

幅広い知識と教養を身に付ける
ことができる内容で、最新の話
題や動向を扱う各種のコラムも
設けてある。グラフや図なども
豊富であり、生徒が興味・関心
を持って考察できるよう工夫さ
れている。

教科書裏表紙の二次元コードを
読み取ると、解説動画や一問一
答アプリで復習ができる構成と
なっている。

全体的にオールカラーで学習意
欲を高めるような表記・表現と
なっている。社会に出てからも
役立てることができる表記・表
現が多い。

公民 46 帝国 公共 707 高等学校　公共 ＡＢ 1

各単元で現代の諸課題について
考えたり、社会を生き抜く力を
育んだりできる内容となってい
る。また、抽象的な内容を図版
等で分かりやすく表している。

生徒がグループで現代の諸課題
やテーマについて話し合った
り、共有したりできる構成と
なっている。また、導入事例や
具体例が多く、生徒の理解向上
に期待ができる。

図や表が見やすく各単元を具体
的に学習できる表記となってい
る。また色彩で生徒の興味や関
心の引き寄せに期待できる。

公民 183 第一 公共 710 高等学校　公共 Ｂ５ 1

公共の見方・考え方や選択・判
断に繋がるような具体例が丁寧
に書かれてあり理解しやすい。
また、生徒が主体的に学べるた
めの資料が豊富となっている。

現代の諸課題の解決に向けて事
実をもとに協働して考察・構想
できる構成になっている。生徒
が理解できたことを、自らの力
でまとめられる構成となってい
る。

文字が大きくて読みやすい。説
明も簡潔でわかりやすい。ま
た、具体例を用いて丁寧にまと
められているため、生徒の理解
度の向上に期待できる。

〇 数学 2 東書 数Ⅰ 704 新数学Ⅰ Ｂ５ 1

基礎的・基本的な事項を過不足
なく取り上げ、例・例題を参考
にすれば問題が解けるものに
なっている。問題を解くことに
よって数学的な思考力・表現力
が育成されるなど、学習者の意
欲を喚起するような内容となっ
ている。また、正答だけでなく
典型的な誤答の例と解説も併記
されていて正しい理解に至るよ
うな工夫がなされている。

学習指導要領に示された「内
容」と「内容の取扱い」に準拠
していて、必要かつ十分な内容
が適切に組織・配列されてい
る。また、各項の冒頭に「ねら
い」が設けられており、目的意
識をもって学習に取り組めるよ
うに配慮されている。序章や導
入で小・中学校の復習を取り上
げるなど、中学校までの学習が
未消化な生徒も高校数学にス
ムーズに移行できるような構成
となっている。

全編を通して本文の理解を助け
るように、図やイラスト、写真
が多用されていて、かつ、色を
適切に使い、視覚的に理解をサ
ポートするように配慮されてい
る。本文は、文節の区切りで改
行され、漢字にはふりがなが付
されている箇所が多く、文章が
読み取りやすくなっている。
「章のまとめ」や「側注」で公
式や用語などを取り上げ、基礎
的・基本的な知識や技能が定着
するように工夫されている。

〇 数学 2 東書 数Ⅰ 705 新数学Ⅰ　解答編 Ｂ５ 1

基礎的・基本的な事項を過不足
なく取り上げ、例・例題を参考
にすれば問題が解けるものに
なっている。問題を解くことに
よって数学的な思考力・表現力
が育成されるなど、学習者の意
欲を喚起するような内容となっ
ている。また、正答だけでなく
典型的な誤答の例と解説も併記
されていて正しい理解に至るよ
うな工夫がなされている。

学習指導要領に示された「内
容」と「内容の取扱い」に準拠
していて、必要かつ十分な内容
が適切に組織・配列されてい
る。また、各項の冒頭に「ねら
い」が設けられており、目的意
識をもって学習に取り組めるよ
うに配慮されている。序章や導
入で小・中学校の復習を取り上
げるなど、中学校までの学習が
未消化な生徒も高校数学にス
ムーズに移行できるような構成
となっている。

全編を通して本文の理解を助け
るように、図やイラスト、写真
が多用されていて、かつ、色を
適切に使い、視覚的に理解をサ
ポートするように配慮されてい
る。本文は、文節の区切りで改
行され、漢字にはふりがなが付
されている箇所が多く、文章が
読み取りやすくなっている。
「章のまとめ」や「側注」で公
式や用語などを取り上げ、基礎
的・基本的な知識や技能が定着
するように工夫されている。

数学 7 実教 数Ⅰ 708 高校数学Ⅰ Ｂ５ 1

基礎・基本に徹した内容であ
り、例題の解説が丁寧に記載さ
れているため、生徒が学習内容
を理解しやすくなっている。ま
た、章の始めのとびらでは、生
徒の関心を引くコラムが掲載さ
れている。

節のはじめに、その節では何を
学ぶかが記載されており、学習
の見通しが立てやすくなってい
る。また、補充問題や視覚コン
テンツ用の二次元コードが用意
されており、家庭での学習にも
適している。

題材を写真で示したり、絵や図
で表現したりと、生徒が内容を
視覚的に理解できるようにして
いる。また、解説の色遣いが工
夫されており、重要事項の理解
がしやすくなっている。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第1部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立川崎高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科区
分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容
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【第1部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立川崎高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科区
分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

数学 61 啓林館 数Ⅰ 710 新編数学Ⅰ Ａ５ 1

単元の導入では各単元で学ぶこ
とで何ができるのかを明確化す
るとともに日常生活や社会と数
学の関連を示すことにより学習
意欲を高める工夫がなされてい
る。基本的な問題から発展的な
内容まで幅広く取り扱ってお
り、習熟度に合わせて指導を行
うことができる。また、既習事
項が章の初めに記されているた
め、復習や授業の導入に活用す
ることができる。

重要な部分を具体的にイメージ
できるよう考え方を図式的に表
す工夫がなされている。「例」
と「問」、「例題」と「練習」
は問題番号、係数や符号も対応
していて生徒自ら取り組みやす
くなっている。また、デジタル
コンテンツが豊富であり、グラ
フや図形をアニメーションで確
認することができる。

問題番号が一対一で対応してい
るため、問題の解法の確認が行
いやすくなっている。また、全
体的に落ち着いた色使いであ
り、ポイントとなる箇所が分か
りやすくなっていて、かつ、適
切に図や絵が用いられていて見
やすい工夫がなされている。

理科 61 啓林館 科人 703
高等学校　科学と人間生
活

Ｂ５ 1

身近なものや現象を取り上げる
ことで、科学と暮らしが密接に
かかわっていることを理解しや
すい内容になっている。

各内容について結論が明確に述
べられており、写真やイラスト
が大きくはっきりと掲載されて
いる。

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

理科 104 数研 科人 704 科学と人間生活 ＡＢ 1

科学的な見方や考え方が興味・
関心をもって自然と身につく題
材が扱われており、より発展的
な内容に取り組みやすくなって
いる。

初めに振り返りの項目が設けら
れている。大きな図が多く用い
られているため興味関心を引き
やすい構成になっている。

重要な図が大きく掲載されてお
り、情報を読み取りやすくなっ
ている。

〇 理科 183 第一 科人 705
高等学校　科学と人間生
活

Ｂ５ 1

物理・化学・生物・地学のすべ
てにわたり、わかりやすい言葉
でまとめられている。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。

豊富な図表とイラストが的確に
配置された構成になっており、
理解しやすく、まとめられてい
る。

図やイラストが豊富に掲載され
ており、わかりやすい表現であ
る。

〇
保健体
育

50 大修館 保体 701 現代高等保健体育改訂版 Ｂ５ 1

学習指導要領に沿って、各単元
の内容が精選されており、重点
とすべき内容が簡潔でわかりや
すく説明されている。また、身
近な内容が多く掲載されてお
り、学習内容を日常生活に関連
付けて理解しやすい。

見開きでひとつの項目となって
おり、学習に取り組みやすい。
また、学習目標やキーワードが
明示されているため指導しやす
く、生徒の興味・関心が高めら
れるようコラムや特設ページな
どにも工夫がみられる。

写真やイラストが多用されてお
り生徒が興味・関心をもちやす
い。また、説明の表現が「です
ます調」で理解しやすく漢字の
ルビふりも多いので、生徒自身
が学習に取り組みやすい工夫が
なされている。

保健体
育

50 大修館 保体 702 新高等保健体育
Ｂ５
変型

各単元の説明が豊富な情報に基
づいてなされていて専門性の高
い内容も網羅されていることか
ら、生徒自らの興味・関心に対
応しやすい。また、豊富なデー
タから深い学びに繋げることが
できるような工夫がなされてい
る。

見開きでひとつの項目となって
おり、学習に取り組みやすく、
側注も適切に記載されており理
解を深めやすい。発展的な学習
が進められるよう特設のページ
も設けられており、主体的で対
話的な学習にも取り組ませやす
い。

カラー図表やイラストなどが多
く掲載されており、生徒の興
味・関心が喚起されやすく、理
解しやすいよう工夫されてい
る。説明の表現は「である調」
で統一されており、専門的な内
容が読み取りやすくなってい
る。

保健体
育

183 第一 保体 703
高等学校　保健体育
Textbook

Ｂ５

各単元の説明が日常生活に基づ
いてなされており、新たな内容
も充実しており、がんや精神疾
患についても理解させやすい。
重点とすべき内容が簡潔に説明
されているため学習にも取り組
みやすい。

各章と節で構成されており、ま
とまりとしての学習がしやす
い。また、見開きでひとつの節
となっており分量も適切で授業
が進めやすい。側注や図、ト
ピックやリフレクションなども
豊富で主体的で対話的な学習に
も取り組ませやすい。

図表やイラスト、写真などが多
く掲載されており、生徒の興
味・関心が喚起され理解しやす
いよう工夫されている。説明の
表現は「ですます調」で統一さ
れていて読みやすく、生徒自身
が学習に取り組みやすい工夫が
なされている。

外国語 2 東書 ＣⅠ 701
All Aboard!
English Communication
Ⅰ

Ｂ５ 1

レッスン２では、可愛らしい動
物がたくさん登場し、生徒の興
味を引きながらbe動詞と一般動
詞、それらの否定文と疑問文、
過去形、進行形まで学べる内容
となっていて中学で学んだこと
を振り返ることが出来る。

レッスン１～１０まであり、
レッスン５とレッスン１０の後
に読み物が入っている構成で、
分量が適切。読み物によって趣
の変化を感じ取ることが出来
る。表紙と裏表紙の裏に世界の
大自然の写真があり、美しい装
丁である。

ウォームアップではホームパー
ティーでピザをつくる設定と
なっており、空欄に英単語やそ
れに相当する日本語を入れる活
動のための指示文の表記がわか
りやすい。教室で使う表現が実
用的である。

〇 外国語 15 三省堂 ＣⅠ 709
VISTA
English Communication
Ⅰ

Ｂ５ 1

中学校で習った英文法を復習で
きる内容となっている。身近な
動物である猫を撮り続けている
写真家を取り上げるなど、生徒
にとって親しみやすい内容であ
る。

教科書各所に二次元コードが配
置され、デジタルな学びが可能
な構成である。レッスン１から
１０まであり、２つのパートに
分けられていて学びやすい分量
である。世界地図に各国の名所
が一目でわかる装丁が見やす
い。

ＳＤＧｓについて取り上げてお
り、世界的な視野を持つことの
大切さに気付かせる表記となっ
ている。疑問詞のそれぞれの持
つ意味が簡潔に説明されてお
り、表現が適切である。

外国語 183 第一 ＣⅠ 721
CREATIVE
English CommunicationⅠ

Ｂ５ 1

レッスン１で大谷翔平選手を取
り上げるなど、高校生の興味を
引く内容となっている。レッス
ン８では仮定法過去等の重要な
英文法を学べるとともに、オバ
マ大統領広島演説が取り入れら
れている。

不定詞と動名詞を同じレッスン
内で説明できる構成となってい
て学びやすい。レッスン９まで
あり、分量が適切。表紙をめく
るとカラー写真で各レッスンの
内容がつかみやすい装丁となっ
ている。

欄外にサウンド・フォーカスや
ワード・フォーカスがあって、
日本語と英語の発音の違いや意
味合いの違いについて表記され
ており、理解しやすい。

〇 情報 104 数研 情Ⅰ 709 情報Ⅰ　Next Ｂ５ 1

実社会・実生活に関連する事
物・時象を通して、情報との関
連について学習でき、現在の人
間生活には、コンピュータが不
可欠であることを再確認できる
内容になっている。

１ページの半分以上が大きなイ
ラストや図で構成され大変見や
すい。また関連したコンテンツ
にアクセスするためのリンクが
載っているため、学習の効果を
より高められる。

視覚的に分かりやすいように写
真を多く使用している。適切で
やわらかい文章表現であり、大
変理解しやすい。

情報 183 第一 情Ⅰ 713 高等学校　情報Ⅰ ＡＢ 1

すべての単元がバランスよくわ
かりやすくまとまっており、図
や表も日常のことを例に見やす
く表記されている。生徒が学習
しやすい内容である。

カラー画像が多く取り入られて
おりそれぞれの領域に的確に配
置された構成である為、理解が
深まりやすい。また、関連する
サイトへのリンクや二次元コー
ドが記載されているため、学習
をより効果的に行うことができ
る。

やわらかい色合いで興味・関心
を引く。イラストも大きく見や
すく丁寧な表現である。
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国語 2 東書 国表 304 国語表現 Ｂ５ 3

「課題」や「練習」が充実してお
り、教材本文に即して基礎的・基
本的事項をおさえながら主体的に
学習できるようになっている。表
現に関する知識技能のほかに、同
音異義語や四字熟語、故事成語な
どの資料も豊富に用意されてお
り、生徒の語彙力や語句の運用力
を豊かにする配慮もなされてい
る。

本文の上段に学習方法や内容に関
する重要事項がキーワードとして
示されており、学習の流れが端的
に理解できるように工夫されてい
る。3つのステップでスムーズな
学習展開ができるよう構成されて
いる。「課題」「練習」について
は選択的、重点的に学習を進める
ことができ、生徒の実態に合わせ
て学習を進めることができる。

本文は脚注が丁寧に施されており
生徒が自力で読む助けになる。巻
末附録に掲載されている表現に関
する知識や技能の解説は資料性が
高く、表現学習に効果的である。
また、本文と附録とが関連してお
り生徒の自学自習にも役立つ。

○ 国語 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 Ｂ５ 3

各章の初めに学習目標を提示する
リード文が置かれており、学習活
動を明確に動機付けできるように
なっている。また、課題例や文例
に社会的なテーマも複数取り上げ
られており、生徒が一般常識を深
め、自分の意見を形成するために
活用できる。

基礎から応用へとステップを踏ん
で学習できるように構成されてお
り、生徒の実態に合わせて力を伸
ばすことができる。また、学んだ
諸分野の知識や技能を組み合わ
せ、自己の人生や社会生活の充実
へと接続できるように発展的な構
成になっている。

フォントや文字の大きさが工夫さ
れ、文字情報からも表現や思考の
刺激を受けることができる。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 183 第一 国表 308
高等学校　改訂版　国語表
現

Ｂ５ 3

表現活動として取り扱うジャンル
がバランスよく選び抜かれてい
る。内容の説明、解説のほかに動
機付けにもなる文章教材も多く採
録しており、生徒に主体的に取り
組ませることができる。また取り
上げられている例も、実用的な内
容である。

学習課題がバランスよく設けられ
ており内容の理解をふまえて、実
践に即した表現活動を進めること
ができる。実践課題については手
順・方法の解説から具体例の提示
が丁寧にされていて生徒がより理
解を深めやすい。

行間が広く、活字が大きいため見
やすく読みやすい。またカラー写
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 2 東書 現Ａ 306 現代文Ａ Ａ５ 4

文学では近代の小説のほか、詩歌
が取り上げてられている。随筆・
評論は，現代筆者による多様な
テーマの文章が取り上げられてい
る。また、実用文として辞書の例
が示されている。短く簡潔な文章
が多く掲載されており、無理のな
い学習が期待される。手引きや脚
問が充実しており、基礎的・基本
的事項を押さえながら学習でき
る。

大きく「小説・詩歌編」と「随
想・評論編」に分かれており、生
徒の実態に応じて学習が有効に進
められるようになっている。さら
に附録に評論２教材、小説２教材
が用意されており、弾力的な取り
扱いができるようになっている。

写真・図版が教材本文の該当箇所
に掲載され、生徒に興味をもたせ
ながら理解を深めることに効果的
と考えられる。脚注・脚問が丁寧
に施されており、生徒が自力で読
む助けになると考えられる。手引
きとして「漢字と語彙」の項目が
設けられており、言葉の力を伸ば
すために有効であると考えられ
る。

○ 国語 50 大修館 現Ａ 308 現代文Ａ 改訂版 Ａ５ 4

「随想・評論」、「小説・詩歌」
の2部構成になっており、文章の
形態を意識して学習することがで
きる。高校生が親しみやすい作品
や評価の定まっている代表的な作
品がそれぞれ数多く、そしてバラ
ンスよく取り上げられている。

テーマ別に単元が構成されてお
り、内容や難易度について生徒の
実態に即した内容を選択できるよ
うな配置になっている。教科書冒
頭に「この教科書で身につく国語
の力」、単元とびらに「単元の
テーマ」「単元のねらい」が掲載
され、生徒の主体的な学習の取り
組みを促せるようになっている。

写真やイラスト、地図が豊富に収
録されていて、生徒の興味を引
き、理解を助けるために有効であ
ると考えられる。またカラーも効
果的に使用されている。

国語 183 第一 現Ａ 307
高等学校　改訂版　新編現
代文Ａ

Ａ５ 4

小説を中心に現代的な親しみやす
い内容の作品と、古典的な作品と
を取り上げている。随想・評論で
は、生徒にとって身近な題材を
扱った親しみやすい作品を多く取
り上げている。生徒の創造性を伸
ばす創作的な「言語活動」として
「創作の楽しみ・短歌と俳句」が
設定されている。

比較的短めの教材がジャンルごと
に構成されており、生徒の実態に
合わせ弾力的に学習を展開できる
ようになっている。学習課題が設
けられ生徒の主体的な学習活動を
促すことができ、自発的・発展的
な学習を進める際に必要な、情報
の収集や報告のしかたについての
「言語活動」を後半にまとめてお
り、体系的に学習することもでき
る。

カラー写真・カラー図版が豊富
で、視覚的に生徒の学習意欲を高
められると考えられる。「注意す
る語句」がまとめられ脚注、脚問
の分量・内容も適切である。ま
た、デジタル黒板などICTツール
も活用できるようになっている。

地理
歴史

2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ Ｂ５ 3

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、図など
が提示されており、理解や表現の
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
の分量も適切である。

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、ルビの大きさも適切であ
る。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。

○ 
地理
歴史

7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版 Ｂ５ 3

本文の記述、展開や項目の分け方
が明瞭簡潔であり、本文の理解を
助ける図や写真・地図などが随所
に適切な大きさに配置され見やす
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
で内容が把握できるように配慮さ
れている。

生徒が主体的に学習できるような
表現に配慮がなされている。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て、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 Ｂ５ 3

日本との関係が密接な東アジアに
関する記述が多く、日本から見た
世界の状況という進展で世界史が
理解しやすい。さらに、本文に関
連する歴史コラムが新設され，生
徒が興味をもって読める内容と
なっている。

1時間の授業に適切な文章量と，
豊富な図版を盛り込み、生徒の理
解が容易な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、ルビも丁寧で大き
さも適切である。色使いもユニ
バーサルデザインに基づき、見や
すくまとめられている。

地理
歴史

2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史 Ｂ５ 4

世界史的視野に立ち日本を取り巻
く国際環境などと関連付けて、日
本の近現代史の展開を考察できる
内容が適切に取り上げられてい
る。

現代から歴史を学ぶという視点が
貫かれているとともに、歴史的な
見方や考え方を培う上で効果的な
構成・配列となっている。

資料性の高い写真・図版が随所に
掲載されており、生徒の興味・関
心を喚起し、歴史事象の理解を促
す点からも効果的である。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立川崎高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容
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【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立川崎高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

地理
歴史

35 清水 日Ａ 310
高等学校　日本史Ａ　新訂
版

Ｂ５ 4

基礎的・基本的事項は豊富な資料
とともに理解しやすいように記述
されている。内容の程度は，あく
まで学習の主体者としての高校生
の発達段階に適応しており、歴史
的事項の選択も適切である。

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。また、学習の興味を
深めるさまざまな視点からのコラ
ムが随所に設けられている。

表記・表現は生徒の発達段階に応
じて適切に表示され、側注や補
説、ふりがなや図表などが必要か
つ十分に配置されている。

〇
地理
歴史

81 山川 日Ａ 314 現代の日本史　改訂版 Ｂ５ 4

課題をもって学習に取り組めるよ
う、各見出しの導入として生徒の
関心を高める写真と問いかけを新
たに設けてある。また各時期を印
象深く理解できるようなテーマを
選んで、生徒の興味・関心を引く
エピソードを織り交ぜて詳しく解
説している。

生徒の視点で疑問を見出し、歴史
への関心を高め、歴史を学ぶ意義
について気付かせ、現代を問い直
す学習活動ができる主題学習を例
示してある。

図版は大きく掲載され、見やすく
してある。また、写真は生徒が興
味・関心をもてるようなものが多
く選択されていた。

地理
歴史

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ Ｂ５ 2

地理的な学習を進める上でポイン
トとなる語句について適切に表記
されており、課題や問題を考えさ
せる中で基礎・基本に立った内容
となっている。

各章やタイトルの説明文から考察
に引き込む工夫がされており、生
徒の学習意欲を喚起する構成に
なっている。また、分量も適当で
ある。

文章表記は読みやすい。各章の終
わりにある巻末課題やまとめは生
徒に問いかける表記になっていて
自ら考えるきっかけを作る表現に
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

Ｂ５ 2

それぞれの章頭でテーマが分かり
やすく説明されている。また、丁
寧な記述で世界と日本を考えさせ
る内容となっている。

分量も適切で、章ごとのページも
バランスが取れている。地理分野
を分かりやすく解説している。国
の内外で起こる諸問題を理解させ
やすい構成となっている。

画像や根拠となるグラフや各表も
多彩に配置され、視覚的に把握し
やすい表記となっている。興味や
関心を引く表現になっている。

〇
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 312 高校生の地理Ａ ＡＢ 2

全体の構成が基礎から発展形に学
べる構成となっており、各章ごと
に考察問題が取り入れられて、生
徒に発意を投げかけられるように
なっている。また、地域事例も充
実し、疑問から結論に進めやすい
形になっている。

写真やグラフを多用し、適切な色
合いを用いて構成されている。生
徒の興味・関心を引くような工夫
が見られる。また、分量も適切で
ある。

カラーの印刷で、画像やグラフ、
イラストも取り入れ、資料等も分
かりやすい表現になっている。視
覚的にも見やすいものとなってい
る。

〇
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-

ＡＢ 2

世界や日本の地域色が鮮明で、学
習を進める上で必要な資料(地図
や統計)が適度に掲載されてい
る。今の置かれた時代を認識しな
がら歴史背景を学習できるように
地図等にコンテンツがまとまって
いる。

歴史上の地名や事柄が多く掲出さ
れており、学習を進める上で活用
することで、国を超えて文化等を
見ることができる。それは教材や
政治を学ぶ中でも役に立ってい
る。また、分量も適切である。

色彩豊かで、ユニバーサルデザイ
ンに十分に配慮されたスタイルに
なっている。各種名称(地名等)も
通常のものと通称のものが併記さ
れているので学習の一助となって
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-

Ａ４ 2

現代社会の学習を考えさせる上で
参考になる資料が多数掲出されて
いて、国内外の諸問題を学習する
上で活用できる内容となってい
る。

１つの問題を提起し、それを考え
させる流れになっている。そこか
ら見える現代社会の課題について
考察させる構成になっており、分
量も問題ない。

標記や表現は分かりやすく、社会
を見る態度を育めるよう、生徒が
理解しやすい表現になっている。
参考になる資料等も適量である。

地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 ＡＢ 2

教科書と並行して学習を進めるこ
とができる内容になっている。１
つのことを多面的に捉え、考察で
きる内容は地理学習で課題を解決
に導く分かりやすい内容となって
いる。

テーマ毎に地理的資料と地球的な
課題、ヒントや発展問題を取り入
れた構成となり、分量も適切であ
る。

立体的イラストや色彩豊かな図や
グラフ、そしてカラー画像等イ
メージを掴みやすく表現されてい
る。地形や生活を視覚的に伝える
ことで興味を喚起させている。

〇 数学 2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ Ｂ５ 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
ポイントが青字で示されるなど、
ユニバーサルデザインに配慮され
ている。

数学 7 実教 数Ⅱ 320 数学Ⅱ　新訂版 Ａ５ 4

ページ数を抑えながらも基礎から
応用、発展まで効率よく学べる内
容となっている。また、数学者の
紹介などコラムも充実している。

豊富な問題数で、数多くの演習問
題に取り組めるようになってい
る。多彩なコラムを掲載し、日常
にある数学的な考えが理解できる
よう構成されている。

図や解説が細かく丁寧に表記され
ている。また、例題が見やすく、
理解がしやすい。

数学 104 数研 数Ⅱ 327 改訂版　数学Ⅱ Ａ５ 4

「研究」や「発展」など，より高
度な課題にも関心をもてる内容に
なっている。重要問題が充実して
おり、入試に万全な教科書内容と
なっている。

左右のページで題材が同じ例題を
配置するなど，配列、題材が工夫
されており、基礎的な内容からハ
イレベルの内容へスムーズに進め
る構成となっている。

シンプルな色使いで、読みやすい
表記である。

〇 数学 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ Ｂ５ 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
に配慮されている。また、題材を
できるだけ写真で示し、生徒が具
体的なイメージをもって学習に取
り組むことができるように配慮さ
れている。

数学 7 実教 数Ａ 323 高校数学Ａ　新訂版 Ｂ５ 3

図やポイントとなる計算式を用い
て、基本的な内容を丁寧に扱って
いる。「場合の数と確率」では、
身近で具体的な事例が豊富にあ
り、生徒が親しみやすい内容に
なっている。

公式→例→問→補充練習で、学習
の流れがスムーズである。また、
２つの内容を対比させるように載
せ、共通点・相違点が一目で分か
るような工夫がされている。

中学校で学んで内容は、ページの
端に鉛筆マークをつけている。ま
た、ページをまたいだ大きな図解
を載せることで、生徒の理解を深
めるような工夫がされている。
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【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立川崎高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

数学 61 啓林館 数Ａ 326 新編　数学A改訂版 Ａ５ 3

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、例題と練習の番号が一致
するように対応している。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。

〇 数学 2 東書 数Ｂ 318 新数学Ｂ Ｂ５ 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分か
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
されてる。

数学 7 実教 数Ｂ 321 高校数学Ｂ　新訂版 Ｂ５ 3

学習者が興味をもてるように、数
列では「時刻表」を用いるなど、
身近な例を取り上げている。新し
い内容の後の問は、最も基本的な
内容を扱う工夫もされている。ま
たΣ記号は定着しづらいため、基
本的な問題を豊富に扱っている。

公式→例→問→補充練習で、学習
の流れがスムーズである。また反
復・定着のために練習問題が多め
に載せられている。

ページをまたいだ大きな図解を載
せることで、生徒の理解を深める
ような工夫がされている。

数学 61 啓林館 数Ｂ 324 新編　数学Ｂ改訂版 Ａ５ 3

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
応し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。

理科 2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎 Ｂ５ 3

２編構成で、各編の最初に、疑問
が書かれており、学習前と学習後
で、自分の理解を確認できる内容
になっている。学習指導要領の内
容について、不足なく取り上げら
れている。

項目ごとに見開きで完結するよう
に構成されており、授業を進めや
すいように工夫されている。内容
のまとまりや順序性、生徒の関心
や興味を考慮した章構成となって
いる。

写真や図版を大きく見せるなど、
生徒の学習意欲を刺激する工夫が
なされている。用語、記号が統一
されており、記述の仕方も適切で
ある。

理科 7 実教 物基 313 物理基礎　新訂版 Ａ５ 3

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。

〇 理科 183 第一 物基 321
高等学校　改訂　新物理基
礎

Ｂ５ 3

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 104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎 Ｂ５ 3

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ことがで
きる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 309 高等学校　化学基礎 Ａ５ 3

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。

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。

〇 理科 183 第一 化基 322
高等学校　改訂　新化学基
礎

Ｂ５ 3

重要な学習事項はもれなく取り上
げ、発展的な内容も記載されてい
る。生徒の興味を喚起する素材や
話題を取り扱っており興味・関心
をもたせやすい。

大判で、非常に見やすいように配
置されている。すべての項目が見
開き２ページで完結しており、授
業の区切りをつけやすくしてい
る。

視覚的にわかりやすいように、写
真を多く使用している。適切でわ
かりやすい文章表現である。

理科 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎 Ｂ５ 2

学習した項目が互いに結びつき、
生物学の全体像が見通せる内容で
ある。生徒の思考や興味・関心が
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、印象に残
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。

〇 理科 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版 Ｂ５ 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。
側注の開設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

Ｂ５ 2

学習した項目が互いに結びつき、
生物学の全体像が見通せる内容で
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、印象に残
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。
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理科 61 啓林館 地基 308 地学基礎　改訂版
Ｂ５
変型

4

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 Ｂ５ 4

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。

〇 理科 183 第一 地基 310 高等学校　改訂　地学基礎 Ｂ５ 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。

〇 芸術 17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti Ａ４ 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
Ａ４
変型

4

系統的に資料が配置されており、
確実に学習を進めて、発展的な内
容に進めることができるように
なっている。

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に表記され
ている。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１
Ａ４
変型

4

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
Ａ４
変型

4

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。

〇 芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１
Ａ４
変型

4

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。

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が多
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。

芸術 2 東書 書Ⅰ 305 書道Ⅰ Ａ４ 4

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
Ａ４
変型

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。

〇 芸術 17 教出 書Ⅰ 307 新編　書道Ⅰ Ａ４ 4

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Ⅱ 327
Power On English
CommunicationⅡ

Ｂ５ 3

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学ぶ
ことのできる内容となっている。

ローカルからグローバルへという
流れで構成されていて高校生に
とって理解しやすい。レッスン１
～１０まであり最後に読み物もつ
いていて分量が適切である。各
レッスンに関する象徴的な写真が
あり、装丁が美しい。

新出単語の発音記号が書かれてお
り、その表記の仕方が適切であ
る。４技能を伸ばすために有効な
表現がなされている。その単元で
どのような英文法を学ぶのかがわ
かりやすい表現になっている。

〇
外国
語

15 三省堂 コⅡ 333
VISTA
English Communication Ⅱ
New Edition

Ｂ５ 3

VISTA English Communication Ⅱ
を踏襲したうえで改定され、さら
に高校生の興味を引くような内容
となっている。また、難易度の高
い文法事項等を生徒が分かりやす
いよう精選している。

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
く写真も多い構成が高校生にとっ
て理解しやすいものとなってい
る。

難しい内容の文にも生徒が学習し
やすいよう写真やイラストを使
い、それらに対する説明文の表
記・表現が平易で理解しやすい。

外国
語

17 教出 コⅡ 334
NEW ONE WORLD
CommunicationⅡ Revised
Edition

Ｂ５
変型

3

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
うに内容が工夫されている。

見開きで内容が一望できる構成の
ため、理解しやすい。配置と分量
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
徒の興味を引く装丁である。

イラストが多用されており、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。
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〇 家庭 2 東書 家基 311
家庭基礎　自立・共生・創
造

ＡＢ 2

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、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

Ｂ５ 2

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

ＡＢ 2

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。

情報 9 開隆堂 社情 313 社会と情報 Ｂ５ 3

基礎的・基本的な内容が充実して
おり、生徒の習熟度に合わせて難
易度を示している。それぞれの場
面で図や写真を説明に合わせて取
り入れている。

実習と座学の関連性がよくされて
いる。実習と座学どちらにも隔た
り無く授業展開ができる。

各表記の説明が色ごとに強調さ
れ、ゴシック体も多い。また。わ
かりやすいように、見やすさが工
夫されている。

情報 104 数研 社情 315 社会と情報　Next Ｂ５ 3

日常的な生活スタイルの例を中心
に学習内容を展開している。ま
た、実際に存在する題材につい
て、学習できる内容となってい
る。

学習指導要領にあった内容で進め
られるように考慮されていて、分
量も容量も適量である。

教科書（B5判）１枚の半分がイラ
ストであり、大変見やすい内容で
ある。登場人物のキャラクターに
は、それぞれの立場があり内容を
わかりやすくする効果がある。

〇 情報 183 第一 社情 318
高等学校　改訂版　社会と
情報

Ｂ５ 3

日頃経験している内容を例にと
り、実習内容を展開している。ま
た、実際に存在する題材につい
て、学習できる内容となってい
る。

各単元ごとに要点をまとめたペー
ジがあり、生徒が学習内容が深め
る内容で進められるように考慮さ
れていて、分量も適切である。

豊富な図表とイラストが的確に配
置された表現であり、大変見やす
い内容である。登場人物のキャラ
クターには、それぞれの役割分担
があり内容を理解しやすくする効
果がある。
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国語 2 東書 現国 701 新編現代の国語 Ａ５

国語の資質・能力が育成できるよ
うに、厳選された教材がバランス
よく配列されている。「注意すべ
き語句」「漢字と語彙」など語句
や常用漢字が身につけられるよう
工夫されている。

教材の内容、分量は生徒の発達段
階を踏まえたものとなっており、
段階的に国語の資質・能力を高め
られるための配慮がなされてい
る。

用語・記号は統一されており、記
述の仕方も適切である。

国語 50 大修館 現国 706 現代の国語 Ａ５

主体的・対話的で深い学びを実践
する学習活動と学習課題が充実し
ている。評論、随想、実用的な文
章がバランスよく、生徒の実態に
即したものになっている。

生徒の発達段階に配慮し、何を、
何故、どのように学ぶかを明確に
し、身に付けさせたい力を段階的
に養える構成となっている。

ユニバーサルデザインに配慮し、
読みやすくわかりやすいユニバー
サルフォントを使用している。

〇 国語 50 大修館 現国 707 新編　現代の国語 Ｂ５ 1

「話すこと・聞くこと」「書くこ
と」「読むこと」の３領域とも適
切な学習活動と課題が設定されて
おり、評論、エッセイ、実用的な
文章がバランスよく取り上げられ
ている。

生徒の学習段階を考慮し、何を、
何故、どのように学ぶかを明確に
し、身に着けさせたい力を段階的
に養える構成となっている。

ユニバーサルデザインに配慮し、
読みやすくわかりやすいユニバー
サルフォントを使用している。大
判を活かし、学習活動の流れが明
確になるよう配慮されている。

国語 117 明治 現国 711 精選　現代の国語 Ａ５

言葉の特徴や使い方について理解
を深めるための問題が豊富であ
る。論理的な文章の末尾に「漢字
の整理」、付録に「常用漢字表」
を設け、常用漢字の学習に資する
ようになっている。

「話すこと・聞くこと」「書くこ
と」「読むこと」の各領域を、生
徒の学習到達度を考慮して、発展
的、系統的に学習できるよう配列
されている。読解に困難を伴うも
の、語句・表現の理解に抵抗の多
い教材はできるだけ避けるよう配
慮されている。

言語活動のテーマ別構成表によっ
て学習目的を共有することができ
る。

国語 143 筑摩 現国 712 現代の国語 Ａ５

言葉の特徴や使い方、情報の扱い
方について理解を深めるのに適し
ており、そのための評論教材や言
語活動が充実している。

単元や教材ごとに目標が示されて
おり、学習の見通しをたてるのに
適している。

手引きや脚問によって理解を深め
るのに適している。

公民 7 実教 公共 704 公共 Ｂ５

基礎・基本がわかりやすくまとめ
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。

〇 公民 35 清水 公共 706 私たちの公共 ＡＢ 1

理解をたす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 183 第一 公共 711 高等学校　新公共 ＡＢ

ポイントとなる箇所にわかりやす
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。

分量は適切。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。

数学 2 東書 数Ⅰ 701 数学Ⅰ　Advanced Ａ５

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、Ｂ
５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。

色刷りの部分や図説が適度であ
り、用いる部分と抑える部分が適
度である。枠取りが明瞭で公式や
様々な要点がはっきり伝わってく
る。

〇 数学 2 東書 数Ⅰ 704 新数学Ⅰ Ｂ５ 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。

〇 数学 2 東書 数Ⅰ 705 新数学Ⅰ　解答編
Ｂ５

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。

数学 7 実教 数Ⅰ 707 新編数学Ⅰ Ａ５

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。

理科 2 東書 科人 701 科学と人間生活
Ｂ５
変型

各単元が、中学校の学習内容と関
連づけた導入から始まっており、
丁寧な説明でそれぞれの分野で基
本的概念が理解できるように記述
してある。

見開き２ぺ－ジになっており各小
単元ごとにまとめがあり学習し易
い構成である。また、コラムの内
容では科学が身近にあることが確
認できる。

観察・実験のコンテンツが取り込
まれ、授業の内容を十分に補充で
きる。

【第１部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立総合科学高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

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

理科 61 啓林館 科人 703 高等学校　科学と人間生活 Ｂ５

それぞれの分野で丁寧に説明があ
り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。コンテ
ンツが各単元にあり、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。

簡単な観察・実験などを扱ってい
る。また、トピックスとして本文
に関連した話題などを幅広く取り
上げている。

簡単な観察・実験などを扱ってい
る。また、トピックスとして本文
に関連した話題などを幅広く取り
上げている。

〇 理科 183 第一 科人 705 高等学校　科学と人間生活 Ｂ５ 1

単元の始まりに必ず導入の為のコ
ンテンツがあり、生徒の興味・関
心を引きながらスム－ズに授業に
入れる内容になっている。

学習を進めやすいように１テ－マ
が見開き２ぺ－ジでまとめられて
いる。また、各テ－マの内容を空
所補充形式で振り返ることができ
る。

写真も豊富に掲載されており、図
や絵がやわらかい色使いで描かれ
ている。

〇
保健
体育

50 大修館 保体 701 現代高等保健体育 Ｂ５ 1

内容の構成が適切で、資料の種類
が豊富なため、オンライン授業に
おいてパワーポイントなどに活用
でき説明しやすくなっている。

内容の分量が適切であり、特設
ページが多い。また、図版等も見
やすく、生徒の活用が期待され
る。

文章・図版などの割付が均等であ
り、難しい漢字にはルビが振られ
ている。そして、重要な語句は、
太文字の表記になっている。

保健
体育

50 大修館 保体 702 新高等保健体育
Ｂ５
変型

単元構成が工夫されており、基礎
的な事項が簡潔に記されている
が、質が高く、内容が専門的傾向
になっている。

項目によっては、著者の専門性が
顕著に見受けられる。見開きペー
ジを利用して、コンパクトにまと
めている。

図・表・グラフ・写真等が多く挿
入され、充実している。具体的に
理解しやすく、パワーポイントな
どにも活用できる。

保健
体育

183 第一 保体 703
高等学校　保健体育
Textbook

Ｂ５

基礎・基本の内容だけでなく最新
の要素が含まれているため、探究
的な学習を行うのに適切である。

すべての項目で学習のポイントが
2つで構成され、キーワードが設
けられている。また、単元ごとに
振り返りが盛り込まれている。

配色が豊かで、図・表・グラフ・
イラストなどが豊富で、内容を理
解しやすいように工夫されてい
る。

外国
語

2 東書 ＣⅠ 701
All Aboard!
English Communication Ⅰ

Ｂ５

基礎・基本を重視した内容で、学
びやすい内容の教科書である。現
代的な話題を取り上げ、興味・関
心を生徒に持たせようとする工夫
が見られる。

最初に登場人物の紹介があり、教
科書全体の構成がわかる。基礎・
基本を学ぼうとする生徒にとって
適切な分量で、カラフルな装丁で
ある。

イラストや写真を多く使用してお
り、英語が苦手な生徒でも、親し
みの持てる表記・表現をしてい
る。

〇
外国
語

9 開隆堂 ＣⅠ 704
Amity English
Communication Ⅰ

Ｂ５ 1

基礎・基本を重点的に取り上げ、
学びやすい内容の教科書である。
英文のトピックについても興味・
関心を生徒に持たせようとする工
夫が見られ、精選されている。

基礎・基本を学ぼうとする生徒に
とって、適切な分量である。行間
に余裕があり、シンプルな構成で
学びやすい。装丁も見やすくきれ
いである。

漫画や写真、イラストを上手く配
置し、生徒の興味・関心を引き付
ける配慮が見られる。見やすいユ
ニバーサルデザインフォントを採
用している。

外国
語

50 大修館 ＣⅠ 710
Crossroads English
Communication Ⅰ

Ｂ５

4技能5領域をバランスよく育成し
ようとする内容で、英文の題材が
多岐にわたっている。人権、環境
問題、平和など、未来への視点を
持ったテーマを扱っている。

多くの英文を生徒に学ばせること
で、生徒の英語力を高めようとす
る工夫が見られる。世界の文化を
多面的に紹介しよとする工夫もさ
れている。

写真やイラストは少なめで、英文
による説明が多い。比較的高度な
表現を用いて、豊かな表現活動が
できるようにしている。

〇 工業 7 実教 工業 701 工業技術基礎 Ｂ５ 1工

工業全般に係わる基礎・基本を重
視した内容で、導入編、基本作業
編、製作編と体験的に学べる。ま
た、生徒が実習を終えた際に、深
い学びや探究への取り組みができ
るように工夫されている。

最初に工業を学ぶための紹介があ
り、教科書全体の構成がわかる。
基礎・基本を学ぼうとする生徒に
とって適切な分量で、ユニバーサ
ルデザインな装丁である。

図や写真、イラストを上手く配置
し、生徒の興味・関心を引き付け
る配慮が見られる。文字は、見や
すいユニバーサルデザインフォン
トを採用している。

〇 工業 7 実教 工業 708 機械工作１ Ｂ５ 1機

機械工作の基礎・基本を重視した
内容で、計測、機械材料、鋳造、
溶接などを学べる。また、生徒が
主体的・対話的で深い学びへの取
り組みができるように工夫されて
いる。

最初に機械工作を学ぶための紹介
があり、教科書全体の構成がわか
る。また、機械工作の基礎・基本
を学ぼうとする生徒にとって適切
な分量で、ユニバーサルデザイン
な装丁である。

視覚的に捉えやすい図や写真、イ
ラストを上手く配置し、生徒の興
味・関心を引き付ける配慮が見ら
れる。文字は、見やすいユニバー
サルデザインフォントを採用して
いる。

〇 工業 7 実教 工業 709 機械工作２ Ｂ５ 1機

機械工作の基礎・基本を重視した
内容で、切削加工や最新の三次元
造形技術などを学べる。また、生
徒が主体的、対話的に深い学びへ
の取り組みができるように工夫さ
れている。

機械工作の基礎・基本を学ぼうと
する生徒にとって適切な分量で、
ユニバーサルデザインな装丁であ
る。

視覚的に捉えやすい図や写真、イ
ラストを上手く配置し、生徒の興
味・関心を引き付ける配慮が見ら
れる。文字は、見やすいユニバー
サルデザインフォントを採用して
いる。

工業 7 実教 工業 720 電気回路１ Ｂ５

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 721 電気回路２ Ｂ５

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 722 精選電気回路 Ｂ５

直流回路や電流と磁気、静電気、
交流回路、電気計測など広範囲に
わたり基礎・基本を確実に学ぶこ
とができるよう配慮されている。

基礎・基本を学び、学習の定着が
図れるよう図や写真を用いて構成
されており、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、分かりやすい表現で書かれて
いる。
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工業 154 オーム 工業 724 電気回路１ Ｂ５

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、章末演習を重視し、丁
寧に解説し、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。

少ない色構成で見やすく、学習効
果の向上を図っており分かりやす
い表現で書かれている。

工業 154 オーム 工業 725 電気回路２ Ｂ５

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、学習しやすい
系統になっている。

学習効果の向上を図って理解でき
る、わかりやすい表現で書かれて
いる。

〇 工業 174 コロナ 工業 726 わかりやすい電気回路 Ｂ５ 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 727 電気回路（上） Ｂ５

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、章末演習を重視し、丁
寧に解説し、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。

少ない色構成で見やすく、学習効
果の向上を図っており分かりやす
い表現で書かれている。

工業 174 コロナ 工業 728 電気回路（下） Ｂ５

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、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、分かりやすい表現で書かれて
いる。

〇 商業 7 実教 商業 701 ビジネス基礎 Ｂ５ 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。豊富な資料の
構成が工夫されている。

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 190 東法 商業 702 ビジネス基礎 Ｂ５

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
章による説明が分かりやすい。

分量としては問題はない。豊富な
資料がある。

文章表現、内容が分かりやすい。
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国語 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 Ｂ５

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 Ｂ５ 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つけ
ることができるよう配慮されてい
る。

写真やイラスト、図が豊富に収録
されており、生徒の学習意欲を喚
起し、内容の理解を助けるために
効果的である。また、カラーを効
果的に用いており、印刷も鮮明で
ある。

国語 183 第一 国表 308
高等学校　改訂版　国語表
現

Ｂ５

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 Ｂ５ 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。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

Ａ５

定番のものから時代にあわせた新
しい作品も載っている。生徒の関
心をひくとともに、読解力を養え
るような内容となっている。

分量は適切。装丁も落ち着いた色
になっている。

文字は小さめ。カラー写真が多く
掲載されていてイメージしやす
い。

国語 183 第一 現Ａ 307
高等学校　改訂版　新編現
代文Ａ

Ａ５

掲載作品が多く、特に小説作品が
充実している。定番小説だけでは
なく、言語学習ができる題材など
も収録されている。

分量は各分野で非常に充実してい
る。

作品に関する写真が多く掲載され
ている。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 Ａ５

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 Ａ５ 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 Ａ５

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 Ｂ５

世界史への生徒の興味・関心を喚
起するコラムが多数収録されてい
る。また、現代世界の課題を歴史
的に考察できるよう工夫された内
容となっている。

適切な分量であり、生徒が使いや
すい。装丁も丁寧で見やすくまと
められている。

歴史学習を深めるのに役立つ写
真・地図・図版が豊富に掲載され
ている。

地理
歴史

35 清水 世Ａ 313
高等学校　世界史Ａ　新訂
版

Ｂ５

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

183 第一 世Ａ 317
高等学校　改訂版　世界史
Ａ

Ｂ５ 3

世界史への生徒の興味・関心を喚
起するコラムが多数収録されてい
る。また、現代世界の課題を歴史
的に考察できるよう工夫された内
容となっている。

適切な分量であり、生徒が使いや
すい。装丁も丁寧で見やすくまと
められている。

歴史学習を深めるのに役立つ写
真・地図・図版が豊富に掲載され
ている。

地理
歴史

2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史 Ｂ５

基本的事項が分かりやすく説明さ
れている。学習理解を深める特集
ページが組まれており、興味・関
心がわく内容となっている。

分量も装丁も適切であり、生徒が
使いやすい構成となっている。

表現が丁寧で理解しやすい。詳し
い説明があり、図表が工夫されて
いる。

地理
歴史

7 実教 日Ａ 309 高校日本史Ａ　新訂版 Ｂ５

基礎・基本的内容を中心に、歴史
事象を因果関係にもとづき、丁寧
に説明しており、分かりやすい内
容となっている。歴史的背景もふ
まえて歴史的事実を広い視点に
立って客観的に述べている。

生徒へ発問を投げかけて、本文の
中にその答えが見いだせる構成と
なっている。テーマ学習や歴史的
トピックの内容もあり、生徒の興
味・関心を高めることができる。
分量や装丁も的確な内容である。

分かりやすい的確な表記である。
図表・写真・史料などの視覚的資
料が豊富である。「歴史のま
ど」・「ズームイン」・「歴史の
群像」などのテーマにもとづく学
習も充実しており、わかりやすい
表現となっている。

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

Ｂ５ 4

基本的な内容を中心に、節ごとに
特集が掲載されているとともに、
興味・関心を引きやすい内容と
なっている。

構成・分量・装丁ともに適切であ
る。単元ごとに「エピソード」を
設けている。

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。

表記・表現

【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

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 判型

購入
学年

内容 構成・分量・装丁
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表記・表現

【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

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 判型

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

地理
歴史

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ Ｂ５

基礎的な内容を中心に、人々の生
活に根付いた文化・民族・環境等
を大事にしており、分かりやすい
内容となっている。

資料性が高く、生活に活かした防
災の単元もあり、構成・分量・装
丁が的確な内容となっている。

中学校で学んだ内容を導入にして
おり、写真・図・表が豊富で色彩
豊かである。

地理
歴史

35 清水 地Ａ 311
高等学校　現代地理Ａ　 新
訂版

Ｂ５

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
会問題などを取り上げており、理
解を深め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・装丁
である。

地図について、詳細で丁寧な説明
が表記されている。地形図・図
表・写真の読み取りなどが丁寧に
扱われている。

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

ＡＢ 2

基本的な内容で分かりやすい説明
である。コラム欄やトピック欄が
豊富で興味・関心を高める工夫や
が施されている。

図表・写真・資料などが豊富で、
その地域の特徴を的確に表現して
いる。構成・分量・装丁ともに的
確である。

カラー写真や図版が大きく、興
味・関心のわく内容となってい
る。レイアウトなどを工夫してい
るので、全体的に見やすい表記で
ある。

〇
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-

ＡＢ 2

歴史的な背景も記載されているの
で、分かりやすい内容となってい
る。生徒の主体的な学習において
も使いやすく、重要な都市や地域
についての解説も豊富である。

構成・分量・装丁も的確である。
歴史的内容も盛り込まれているの
で、その地域が詳細に紹介されて
いる。次年度の世界史へとつなが
るので、理解しやすい構成となっ
ている。

資料が豊富で、視覚的にも色彩豊
富で見やすい表記である。イラス
トも網羅され、興味・関心を引く
ような表現方法をとっている。

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-

Ａ４

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。

構成・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 Ｂ５

全体的に見やすい工夫がこらされ
ている。資料や図が多数掲載され
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。

世界を各地域にわけた索引がつい
ているので、見やすい図版の表記
になっている。

数学 2 東書 数Ⅱ 302 新編数学Ⅱ Ａ５

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
である。

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、様々な関数や
式変形の多い数学Ⅱで、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。

〇 数学 2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ Ｂ５ 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、Ｂ
５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。理解しづらい計算は説明
が工夫され平易になっている。

色刷りの部分や図説が適度であ
り、用いる部分と抑える部分が適
度である。枠取りが明瞭で公式や
様々な要点がはっきり伝わってく
る。

数学 7 実教 数Ⅱ 321 新版数学Ⅱ　新訂版 Ａ５

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が明瞭で
ある。また、図解も丁寧で色の使
い方も適切である。

〇 数学 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ Ｂ５ 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 Ａ５

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
適度な分量である。

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 Ｂ５

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が要所ごとに
つかわれており、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。

〇 理科 2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎 Ｂ５ 3,4

説明が丁寧で図・表も適切に使
い、生徒の関心を高めることがで
きる。自然現象を物理的に考察で
きるように工夫した内容になって
いる。

基礎がしっかりと定着できるよう
になっており、分量も適切であ
る。

説明の中に分かりやすい例を使い
丁寧に解説してある。図や写真等
が豊富に掲載され、生徒の興味・
関心を引く構成となっている。

理科 7 実教 物基 313 物理基礎　新訂版 Ａ５

基本を重視し、興味を持って学習
できるような構成である。例題が
豊富に用意されており、段階を
追って物理を深めることができる
内容になっている。

物理現象がバランスよく簡潔にま
とまって説明されており、図や表
も見やすく表記されている。生徒
が学習し易い構成になっている。

物理現象がバランスよく簡潔にま
とまって説明されており、図や表
も見やすく表記されている。
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表記・表現

【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

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 判型

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

理科 7 実教 物基 314 高校物理基礎　新訂版 Ｂ５

一つ一つの物理現象がバランスよ
く簡潔にまとめて説明されてお
り、図や表も見やすく、基礎知識
がしっかりと身につくような構成
になっている。

5部構成になっており、各項目を
並列に扱っている。各章にはまと
めと章末問題があるが、解説はな
く、略解のみで生徒が自ら考える
ように構成されている。

主な物理量と単位や物理定数がま
とまって明示され、記号で生徒の
混乱が生じないように表現されて
いる。

理科 2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 Ｂ５

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、全体が視覚
に訴える構成になっている。

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、生徒が理解しやすなって
いる。

〇 理科 7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版 Ｂ５ 4商

発展的な学習内容の掲載は極力控
え、基礎・基本的な現象に絞り、
視覚的にも化学と生活をつなげる
内容になっている。また、章末に
多数章末問題が掲載されて学習直
後や単元の終わりに学習事項を確
認できる内容になっている。

図版に多くの情報が盛り込まれ、
重要な箇所には囲みをつけ、学習
しやすい構成になっている。

化学基礎の用語で答えるクロス
ワードパズルや写真で見る周期表
など、視覚的に生徒の興味を引く
表記である。

理科 61 啓林館 化基 318 化学基礎　改訂版 Ａ５

物質の成り立ちから、その変化ま
でを理解し易いように学習内容と
日常の物質の世界との関連性を意
識しながら化学の基礎を学習する
内容になっている。

二部構成になっており、各単元の
内容が豊富であるがまとめの段階
でしっかり整理されている。

発展的な学習展開に対する配慮が
あり、写真や図表を豊富に使い細
かいところまで解説してある。

芸術 17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti Ａ４

幅広く変化に富んでおり、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
だけではなく文化的側面からの内
容も充実している。

系統的な構成、表現・鑑賞領域の
学習、相互の関連付けに工夫がみ
られる。分量は過不足なく適切で
ある。

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・
写真が効果的に配置されている。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１
Ａ４
変型

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、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。変化に富んだ構成で、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、見やすく明るい鮮やか
な配色と豊富なイラスト・写真の
挿入など、工夫がなされている。

〇 芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１
Ａ４
変型

4

あらゆる地域の音楽を題材にし、
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。鑑賞教材では、解説が細かく
丁寧で探究学習に適している。

表現と鑑賞が密接に関連した構成
になっている。楽典の配分も充実
しており、様々な音楽より精選さ
れ過不足なく適切な分量になって
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さ
れている。譜例などが効果的に配
置された工夫がされている。

〇
外国
語

2 東書 コⅠ 328
All Aboard! English
Communication Ⅰ

Ｂ５ 3

丁寧に基礎的な内容を理解させよ
うとする工夫が見られる。多くの
国々の様々な文化を教材として採
りあげ、生徒に興味・関心を持た
せるよう配慮している。

本文構成は見開きで完結してお
り、生徒がスムーズに学習の流れ
を理解するのに適している。適切
な分量で、装丁が美しい。

イラストや写真がたくさん使って
おり、活字もきれいである。記号
および用語、記述の仕方に統一感
がある。

外国
語

2 東書 コⅠ 329
Power On English
Communication Ⅰ

Ｂ５

自学自習に役立つ内容で、参考に
できる資料が多い。学習の再現活
動まで想定して、まとめの単元を
設定している。生徒の主体的活動
を考慮した内容である。

構成はシンプルで、簡素な装丁で
ある。大学受験にも対応できる分
量がある。英文読解演習の教材と
して使用できるよう配慮がなされ
ている。

比較的落ち着いた表記で、豊富な
色使いである。生徒の興味・関心
を考慮に入れ、写真を効果的に
使っている。言語活動に関する
コーナーに力を入れている。

外国
語

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

Ｂ５

基礎・基本を理解させることを大
切にし、生徒の興味・関心に配慮
した内容である。英文の題材を工
夫し、多くの英文に丁寧な説明が
ある。

易から難へと容易に文法学習が進
むよう、構成に工夫の跡が見られ
る。分量が適切で、美しい装丁で
ある。

行間を多めにとり、余裕をもった
表記に特徴がある。イラストや写
真をたくさん使い、生徒の興味・
関心を引きつけようとしている。

外国
語

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

Ｂ５

英語表現、英文法ともに高校生と
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
が高まるよう工夫されている。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。

高校生の習う教科書としては設問
がたくさんあり、英文の分量が多
い。文法説明が細かく、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。

欄の多くが文字に占められてお
り、写真やイラストは多くない。
比較的高度な表現を使い、表記は
フレーズをたくさん使用してい
る。

外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 329
Revised Vision Quest
English Expression Ⅰ
Standard

Ｂ５

英語表現、英文法ともに高校生と
しては標準的な内容で、標準的な
コミュニケーション能力が身に付
けられる内容になっている。会話
文は徐々に高度な内容になってい
る。

高校生の習う教科書として、英文
の分量が標準的で、設問の分量も
標準的である。文法説明は比較的
少量で、構成は標準的な英語表現
を身に付けたい生徒に適してい
る。軽快感がある装丁で見やす
い。

写真やイラストが多めで、生徒の
理解を深まるよう工夫してある。
高校生レベルとしては標準的な表
現で、表記はスタンダードであ
る。

〇
外国
語

61 啓林館 英Ⅰ 330
Vision Quest English
Expression Ⅰ Core

Ｂ５ 3商

基礎・基本の英文法を習いつつ、
基礎・基本となる表現力を身に付
けさせることを重視した内容であ
る。短い会話文が多く、日常よく
使われる表現を着実に身に付け、
会話に生かしたい生徒に適してい
る。

基礎的な英語表現力を身に付けさ
せようとする構成で、全体的に少
なめの分量である。文法説明も多
くはなく、基礎・基本の英語表現
をしっかり身に付けたい生徒に適
している。見やすく、きれいで明
るい装丁である。

イラストと写真が豊富で、効果的
に使用している。高度な表記や表
現は控えめで、生徒が英語にでき
るだけ親しみを持てるよう、随所
に工夫の跡が見られる。
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教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容 構成・分量・装丁

家庭 6 教図 家基 302
家庭基礎　ともに生きる
明日をつくる

Ｂ５

家庭科学習の模式図や乳児の等身
大の写真をはじめ豊富な図版があ
り、学習しやすい導入・工夫がな
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。

〇 家庭 6 教図 家基 303
最新　家庭基礎　生活を科
学する

Ｂ５ 2

生活の中で考えていくことができ
る力をつけるため、資料や統計を
読み解く力が身に付く内容になっ
ている。また、生活の基本や人生
に対する価値観を身に付けること
ができる内容でもある。

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
を補っている。また、重要な語句
を目立たせる工夫がなされてい
る。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

Ｂ５

生活していくうえで必要な基礎的
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
記述がされている。イラストや写
真、グラフを使用し生徒の興味・
関心を引きだす工夫がされてい
る。

工業 7 実教 工業 302 機械製図 Ｂ５

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 Ｂ５

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、初心者に
も理解しやすく工夫されている。

製図の導入の基礎を十分に意識し
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。

〇 工業 7 実教 工業 307 製図 Ｂ５
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。

内容が系統的、発展的に構成され
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 Ｂ５

プログラミング言語はBASICとＣ
が用いられ、具体的な事例が多く
用いられており、理解しやすいよ
うに構成されている。

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、わかりやすい言葉で書
かれている。

工業 7 実教 工業 386 精選情報技術基礎　新訂版 Ｂ５

情報基礎に関する各分野の内容が
精選されており、生徒の理解段階
に応じて学習ができる内容となっ
ている。

興味を持って学習できる工夫や配
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、意欲がもちや
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。

〇 工業 154 オーム 工業 311 情報技術基礎 Ｂ５ 2工

情報技術基礎のプログラミング言
語はＣ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、理解しやすく構成されてい
る。

パソコン利用方法がよく解説して
あ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 Ｂ５

情報基礎に関する各分野の内容が
精選されており、生徒の理解段階
に応じて学習ができる内容となっ
ている。

興味を持って学習できる工夫がさ
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
すいようになっているので分かり
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 Ｂ５

情報技術基礎のプログラミング言
語はＣ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、理解しやすく構成されてい
る。

パソコン利用方法がよく解説して
あ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 7 実教 工業 315 機械工作１ Ａ５

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 Ａ５

切削加工の基本的な知識が丁寧に
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 Ｂ５ 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。
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購入
学年

内容 構成・分量・装丁

工業 7 実教 工業 318 新機械設計 Ｂ５

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。

〇 工業 7 実教 工業 319 機械設計１ Ａ５ 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内容となっ
ている。

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 Ａ５ 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掲載し
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 Ｂ５ 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。

〇 工業 174 コロナ 工業 329 わかりやすい電気基礎 Ｂ５ 2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。

〇 工業 7 実教 工業 391 電気機器　新訂版 Ｂ５ 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。

内容・事例等が具体的で分量も適
切である。

視覚的に理解できるように各章で
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 Ｂ５

学習者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
く取り上げている。

内容が具体的でこまかく、分量も
適切である。

分かりにくいところには図が取り
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 Ｂ５

基礎理論・基本計算事項を分かり
やすく説明してあり、容易に理解
できるよう工夫されている。

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、適切であ
る。

工業 7 実教 工業 393 電力技術２　新訂版 Ｂ５

電力、制御分野の基礎的事項が図
や表を多く取り入れわかりやすく
解説されている。

図板が大きく視覚的に分かりやす
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。

〇 工業 154 オーム 工業 352 電力技術１ Ｂ５ 4電

電力、制御分野の基礎的事項が図
や表を多く取り入れわかりやすく
解説されている。

図板が大きく視覚的に分かりやす
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。

〇 工業 154 オーム 工業 353 電力技術２ Ｂ５ 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。

やさしく丁寧な言葉で分かりやす
く書かれている。図や表など適切
に配置されている。

工業 7 実教 工業 395 電子回路　新訂版 Ｂ５

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。

各種の回路についてまんべんなく
分かりやすい構成になっている。

図や写真などが適所に配置されい
る。

〇 工業 174 コロナ 工業 357 電子回路 Ｂ５ 3電

学習者が初歩の段階で、原理や動
作が理解しやすい回路が取り上げ
られ、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。

〇 工業 7 実教 工業 359 電子情報技術 Ｂ５ 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、学習者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構成されて
いる。

各説明が細かく分かりやすい表現
がされている。

〇 工業 7 実教 工業 360 ハードウェア技術 Ｂ５ 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。

情報技術基礎を未修得の生徒に
も、容易にプログラミングを実
行・確認できる。

色使いが視覚効果的に用いてお
り、イラストや表記が見やすく、
理解し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 Ｂ５ 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、章末に問題もあり、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、色使いもよくわかりやすい表
現で書かれている。

〇 商業 7 実教 商業 354 経済活動と法 新訂版 Ｂ５ 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。豊富な図
解を利用しているため説明が分か
りやすい。

分量が適切である。豊富な図解や
資料の構成に工夫がなされてい
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 Ｂ５

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
料の活用でより学習が深められ
る。

分量は適切であり、図解や資料も
分かりやすい。

練習問題の内容が学習を深められ
るものになっている。

〇 商業 7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 Ｂ５ 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。

商業 7 実教 商業 339 高校簿記　新訂版 Ｂ５

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、自ら学習する際に
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。図解が分かりやすい。

商業 190 東法 商業 340 簿記　新訂版 Ｂ５

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
がまとめて列記してあり、理解し
やすくなっている。

例題の表記がわかりやすく、復習
の際に活用できる。

本文の内容は２色刷りで見やすく
分かりやすい。

商業 230 ネット 商業 341 はじめての簿記 Ｂ５

仕分は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。

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 Ｂ５

基礎・基本を重視しつつも、
Excel関数を多数扱うなど、内容
は幅広い対応が可能。全商情報処
理検定試験2級・全商ビジネス文
書実務検定試験1級の範囲に対応
している。

写真・イラストを豊富に使用し、
生徒が親しみやすい。印象に残る
ような色の使い方やイラストの用
い方で工夫されている。

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。

〇 商業 7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版 Ｂ５ 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
みやすさがある。

商業 190 東法 商業 344 情報処理　新訂版 Ｂ５

単元ごとのポイントとなる関数を
丁寧に説明されている。また、題
材も身近なものを取り上げている
ので分かり易い。

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。全体的に理解しやすい内容で
ある。

〇 商業 7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版 Ｂ５ 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。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 Ｂ５

「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て、イメージ
を持たせやすい。

アルゴリズム学習に重点を置く構
成である。思考力や判断力を身に
付け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、
理解を促進できる。
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国語 2 東書 現国 701 新編現代の国語 Ａ５ 1

資料が豊富であり、興味・関心を
持たせるのに適している。文章の
難易度も比較的平易であり読みや
すい。

単元ごとに、学習の動機付けとな
るような資料を補足しており、構
成も適切である。文章の分量も適
切である。

本文・資料ともに平易な言葉で書
かれているので、生徒の興味・関
心を持たせるのに適している。

○ 国語 104 数研 現国 710 新編　現代の国語 Ａ５ 1

良質な論理的文章が多く掲載され
ており、生徒の論理的思考力を鍛
えるのに適している。また、脚注
には、本文中に出てきた漢字の音
読みと訓読みが記載されており、
生徒の漢字力・語彙力を伸ばすの
に適切である。

構成は「評論」「随想」とバラン
スよく配置されている。また「言
葉を学ぶ」分野と「言葉を使う」
分野に分かれており、国語の総合
力を身に付けるのに適している。

身近なテーマを扱っている文章や
資料が豊富なため、生徒の興味・
関心を引き出すのに適している。

国語 143 筑摩 現国 712 現代の国語 Ａ５ 1

定時制の生徒にとっては取り扱っ
ている内容が難解で、全日制や進
学校に適した教科書である。

少々難解な文章の量が多い。大学
進学を考えている生徒にとっては
十分な分量である。

表記・表現に関してもやや難解な
部分がある。

○ 国語 104 数研 言文 709 新編　言語文化 Ａ５ 1

「近・現代文」、「古文」、「漢
文」とも定時制の生徒が学ぶのに
適した内容となっている。特に古
文は、暗唱に適した有名作品の冒
頭部のみが掲載されていて、学習
の導入として活用できる。また、
国語便覧のような資料が充実して
いて使いやすい。

「近・現代文」、「古文」、「漢
文」それぞれ、分量はバランスが
取れている。構成も「文章の読
解」「知識・技能の習得」「文章
の創作」とバランスがよい構成と
なっている。

単元ごとに詳細な作者の説明や関
連する資料が豊富に掲載されてい
る。

国語 117 明治 言文 711 精選　言語文化 Ａ５ 1

古典に重きを置いている内容と
なっているので、定時制の生徒に
取り組ませるのが難しい箇所があ
る。近代分野で、太宰治の『待
つ』を掲載しており、生徒の興
味・関心を引くことができる。

古文から始まっている構成は、定
時制の生徒にとって、興味・関心
を引くのには適していない。古典
分野の分量がやや多い。

表記・表現はオーソドックスなも
のが多い。参考となる資料・付録
がやや少ない。

国語 183 第一 言文 715 高等学校　標準言語文化 Ａ５ 1

従来の「国語総合」とあまり内容
が変わらない。言語文化に対する
理解を深めるような内容である。

「近・現代文」、「古文」、「漢
文」それぞれ、分量はバランスが
取れている。「伝統と文化」とい
う単元の分量がもっと増えると、
生徒の興味を引くことにつなが
る。

適度にイラストや写真が掲載され
ており、生徒に認識させやすい表
記となっている。

○ 公民 35 清水 公共 706 私たちの公共 ＡＢ 1

各章で学習する内容を具体的な事
例等を用いて、生徒の興味・関心
を引き出すような工夫がされてい
る。また、各章の「Activity」で
は発展的な学習ができ、より理解
を深めるような内容となってい
る。

本文は基本的な内容で構成されて
おり、写真や図版といった資料も
多く配置されている。各項目の
「考えてみよう」では主体的な学
習ができるように構成されてい
る。

写真や図版はが豊富に使われ、記
述は容易な表現を用いている。ま
た、「keyword」で難しい言葉も
理解できるように工夫されてい
る。

公民 46 帝国 公共 707 高等学校　公共 ＡＢ 1

現代社会の基礎・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。章ごとに「現代社会の諸
課題」が明確に記載されており、
「導入！」で現実社会との関連を
取り上げることができる。

課題追究の学習と基礎・基本が学
べる構成となっている。章ごとに
「現代社会の諸課題」で主題学習
ができるのも特徴である。分量も
適切である。

記述は容易であり、扱い安い内容
である。写真や図で分かりやすく
構成されているため、基礎・基本
を中心に学ぶことができる。

公民 190 東法 公共 712 公共 Ｂ５ 1

現代社会の諸課題を適切に学習す
ることができる構成である。ま
た、「思考のタネ」が各テーマご
とに設定してあり、様々な見方・
考え方ができるようになってい
る。

章ごとに「思考実験」や「特
集」、「経済ゼミ」などが導入さ
れ、その分量も適切であり、様々
な形で現代の社会を学習すること
ができる構成になっている。。

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、写真や図
版など大きく掲載されており見や
すくなっている。

○ 数学 2 東書 数Ⅰ 704 新数学Ⅰ Ｂ５ 1

巻頭に数の計算のページがあり、
計算式を書き込むことができる。
本文の説明内容が丁寧で、例も理
解しやすい。ポイントがカラーで
図式化されていて随所に生徒が学
習しやすいような工夫が見られ
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」の量も適切である。随所で
生徒が間違いやすい例を取り上
げ、説明している。Ｂ５版で見や
すく使いやすい大きさである。

本文はすべての漢字にふりがなが
付され、文章が読みやすい。色を
適切に使い、視覚的に内容理解を
サポートするよう配慮されてい
る。また、図、イラスト、写真が
多様され理解しやすい。

○ 数学 2 東書 数Ⅰ 705 新数学Ⅰ　解答編 Ｂ５ 1

巻頭に数の計算のページがあり、
計算式を書き込むことができる。
本文の説明内容が丁寧で、例も理
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てよ
い。

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」の量も適切である。随所で
生徒が間違いやすい例を取り上
げ、説明している。Ｂ５版で見や
すく使いやすい大きさである。

本文はすべての漢字にふりがなが
付され、文章が読みやすい。色を
適切に使い、視覚的に内容理解を
サポートするよう配慮されてい
る。また、図、イラスト、写真が
多様され理解しやすい。

数学 7 実教 数Ⅰ 708 高校数学Ⅰ Ｂ５ 1

巻頭にウォ－ムアップのページが
あり計算の復習ができる。本文の
説明内容が丁寧で、例も理解しや
すい。また、重要事項が平易な図
で表されていて、視覚的にも理解
できる。デジタルコンテンツが利
用できる。

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」の量も適切である。例・例
題の側注で、補足説明がなされて
いて分かりやすい。Ｂ５版で見や
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。また、手書き
文字による「KeyPoint」で重要ポ
イントが把握できる。

数学 104 数研 数Ⅰ 716 新　高校の数学Ⅰ Ｂ５ 1

本文の説明内容が平易で、分かり
やすい記述である。写真やイラス
トが豊富で興味を引く。数学が実
社会で役立つ例を取り上げるな
ど、学習に取り組ませやすい工夫
が見られる。デジタルコンテンツ
が利用できる。

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」の量も適切である。既出の
用語や公式が適宜ふりかえられる
よう工夫している。Ｂ５版で見や
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。また、基本事
項、公式等は枠組みで目立たせて
いる。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立橘高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容
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構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立橘高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

理科 2 東書 化基 702 新編化学基礎 Ｂ５ 1

必要な内容が精選されており、丁
寧な表記で学習させやすい。各頁
にいろいろな情報を詰め込み過ぎ
ずに、すっきりと収めており、生
徒に理解させやすい。

図や写真が大きく、視覚的に生徒
に理解させやすい構成となってい
る。

構成、分量ともに適切であり、生
徒に意欲をもたせやすい。

○ 理科 7 実教 化基 705 高校化学基礎 Ｂ５ 1

各項の先頭部分に、その項と関連
のある問いかけと答えが示してあ
り、導入として生徒に考えさせる
きっかけを作りやすい。また、章
末の一問一答では、生徒に自学自
習させやすい内容になっている。

各ページの左半分が説明文、右半
分が図版になっており、説明文と
資料を関連付けて授業を展開しや
すい構成となっている。

丁寧で分かりやすい表記になって
いる。

理科 183 第一 化基 712 高等学校　新化学基礎 Ｂ５ 1

授業で扱いやすい実験が多く紹介
されており、参考になる。また掲
載されている写真が美しく、資料
としてとても見やすい。生徒が化
学を身近に感じられるよう説明文
も丁寧で分かりやすい。

1つのテーマが見開き２ページで
まとめられており、また図版と説
明文の欄が明確に分けて記載され
ているため、計画的な授業展開が
可能な構成となっている。

視覚的に分かりやすいように写真
を多く使用している。文章表現も
丁寧で分かりやすい。

○
保健
体育

50 大修館 保体 701 現代高等保健体育改訂版 Ｂ５ 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。

丁寧で、やさしく、親しみやすい
紙面構成である。

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
徒の理解を補足できるようになっ
ている。

保健
体育

50 大修館 保体 702 新高等保健体育
Ｂ５
変型

1

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。

シンプルで、情報量の豊富な紙面
構成である。

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 703
高等学校　保健体育
Textbook

Ｂ５ 1

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。

外国
語

2 東書 ＣⅠ 701
All Aboard!
English Communication Ⅰ

Ｂ５ 1

世界のことだけではなく、日本の
ことも題材として取り上げられて
おり、バランスが良い。生徒の思
考を促すような興味深い内容が多
い。

本文が見開きで完結しており、学
習の流れが理解しやすい。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、イラスト、
写真も見やすい。

外国
語

9 開隆堂 ＣⅠ 704
Amity English
Communication Ⅰ

Ｂ５ 1

各課の目標、内容紹介、読むポイ
ントが簡潔に示されている。題材
に関係する対話音声と映像資料を
視聴するための二次元コードもつ
いている。

本文と活動が見開きで完結するた
め、指導しやすく学ばせやすい。
中学校までの文法で構成されてお
り、分かる喜びを実感できる。

扉や本文ページにに写真やイラス
トが多く使用され、視覚からの導
入がしやすくなっている。

○
外国
語

104 数研 ＣⅠ 717
COMET
English Communication Ⅰ

ＡＢ 1

日常的に身近な話題が多く、題材
をもとに探究的な学習を行うのに
適切である。

何をやるかが一目で分かる見開き
構成となっている。無理のない分
量で学習しやすい。

活動に役立つピクチャー・ディク
ショナリーなど、視覚的な理解が
しやすいよう工夫されている。
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○ 国語 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 Ｂ５ 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適切な教材で
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、生徒の学習
意欲を高めるような工夫が随所に
されている。小単元毎に見開きで
発展する構成はわかりやすい。

字が大きくはっきりしていて読み
やすい。見出しが色分けされ分か
りやすい。

国語 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版 Ｂ５ 3

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。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、生徒の学習
意欲を高めるような工夫がされて
いる。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、
表記に統一感がない。

国語 183 第一 国表 308
高等学校　改訂版　国語表
現

Ｂ５ 3

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、生徒の学習
意欲を高めるような工夫がされて
いる。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 Ａ５ 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 Ｂ５ 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。

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

Ａ５ 4

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 ＡＢ 2

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、生徒に理解しやす
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 Ｂ５ 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、単元ごとにしっ
かりと構成されており、分かりや
すい表記になっている。地図・写
真・コラムなどの資料が豊富で内
容と配置も工夫されている。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版 Ｂ５ 2

地図帳並みの地形図で世界をつか
みやすくなっている。時代の変遷
を略地図で表すなどの工夫がなさ
れている。各ページに小見出しが
付いていて、学習の目標が分かり
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がつか
みやすい。

シンプルな表記でありながら、図
や表・写真と合わせることによ
り、出来事がどこで、どうなった
のかをつかみやすいように表現し
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 Ｂ５ 4

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・関心を持
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
分かりやすく生徒に理解しやすい
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 Ａ５ 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・地図・資料を取り入
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」が掲載されており、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。表記が簡潔で生徒に分かりや
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 Ａ５ 4

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。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。

○ 公民 2 東書 現社 313 現代社会 Ｂ５ 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・基本と系統的に構成されてい
る。全体を通して中学校の内容を
ふまえて記述されている。また第
１部では分かりやすいテーマを取
り上げ、現代社会を学べる構成と
なっている。

記述は容易であり、扱い安いよう
に工夫されている。用語・記号は
統一されており、記述の仕方も適
切である。また、写真や図で生徒
の理解を深められる。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立橘高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容
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公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 Ｂ５ 3

現代社会の基礎的・基本的な学習
事項の内容がバランスよく配置さ
れている。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 Ｂ５ 3

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

本文・資料・図版・写真の配置は
バランスがよく、生徒が理解しや
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Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ Ｂ５ 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版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 Ｂ５ 4

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生徒にとって
分かりやすいものになっている。

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。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。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 324 詳説　数学Ⅱ改訂版 Ａ５ 4

本文の説明が丁寧で生徒に理解さ
せやすい。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。

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

数学 2 東書 数Ａ 318 数学Ａ　Standard Ａ５ 3

例・例題と問の問題が、同じタイ
プで数値の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。

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。Ａ５
版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。

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落
ち着いた色合いでよい。

○ 数学 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ Ｂ５ 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版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 Ａ５ 3

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。

図解も丁寧で色の使い方も適切で
ある。章末の図形の一覧は非常に
見やすい。

理科 2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎 Ｂ５ 4

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 Ｂ５ 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。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いる。

○ 理科 104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎 Ｂ５ 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、本校の生徒にとっ
て、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 生基 312 改訂　新編生物基礎 Ｂ５ 2

必要な内容が精選されているとと
もに、丁寧で学習しやすい。生徒
の関心を引く話題なども多く、学
習を進める上で適切である。

図や文章の分量が豊富で、構成が
適切である。

視覚的に親しみやすい配置で、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 Ｂ５ 2

必要な内容が精選されており、丁
寧で学習しやすい。生物の変遷や
流れが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。

分かりやすく、適切な文章表現に
なっている。

○ 理科 183 第一 生基 319
高等学校　改訂　新生物基
礎

Ｂ５ 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
かりやすく書かれている。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、分量が本校の生徒
にとって適切で、分かりやすく工
夫されている。

分かりやすい説明がなされてい
る。文字の大きさや図も適切であ
る。
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理科 7 実教 地基 307 地学基礎　新訂版 Ｂ５ 3

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、表現も
分かりやすい。

理科 104 数研 地基 309 新編　地学基礎 Ｂ５ 3

基本的な事柄や重要事項が、丁寧
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。

図や文章とも分量が適当で、構成
も工夫されている。

分かりやすい説明がなされてお
り、図や写真も豊富である。

○ 理科 183 第一 地基 310 高等学校　改訂　地学基礎 Ｂ５ 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。

構成や分量が本校の生徒に十分な
ものとなっている。

表現も分かりやすく、図や写真の
表記が適切である。

○ 芸術 17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti Ａ４ 3

西洋音楽史の年表、作曲家の写真
などの資料が豊富に掲載されてい
る。教材が様々なジャンルから精
選されており、バランスがよく扱
いやすい。

歌唱、器楽、鑑賞などの分野に
よって分かりやすく分類されてい
る。内容については基本から発展
まで幅広く充実している。

全ページがカラー印刷で生徒に
とっては見やすく親しみやすいも
のになっている。写真やイラスト
が効果的に使われており、楽曲の
背景や曲想などをつかみやすい表
記になっている。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１
Ａ４
変型

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、学習意欲を高め
るのに適している。

構成・分量・装丁ともに適切であ
り、授業展開にさまざまな工夫が
できる。

紙面のレイアウトは見やすく、カ
ラーも有効的に使われ、補足資料
として学習に適切である。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１
Ａ４
変型

3

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、学習に適している。

構成・分量・装丁ともに適切であ
り、授業展開にさまざまな工夫が
できる。

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

Ａ４ 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
Ａ４
変型

4

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、授業展開にさまざまな工夫が
できる。

イラストが多く、視覚的な工夫が
多く、学習に適している。

芸術 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２
Ａ４
変型

4

様々なジャンルから選曲されてお
り、探究的な学習に適している。

構成・分量・装丁ともに適切であ
り、授業展開にさまざまな工夫が
できる。

楽譜が大きく、分かりやすい表現
になっている。

芸術 38 光村 美Ⅰ 304 美術１
Ａ４
変型

3

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 Ａ４ 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、資料学習と
して扱いやすい。

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、探究的
な学習に適している。

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。文章量が適切であり読
みやすい。

芸術 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１
Ａ４
変型

3

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
Ａ４
変型

4

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。

詳細で分かりやすい表記で、ユニ
バーサルデザインを利用してい
る。

○ 芸術 116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術２ Ａ４ 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、授業展開にさまざまな工夫が
できる。

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。
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芸術 116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２
Ａ４
変型

4

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 Ａ４ 3

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 302 書Ⅰ
Ａ４
変型

3

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わ
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 Ａ４ 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 Ａ４ 4

書道Ⅰで習った事を生かす創作活
動をするためには、新出事項が多
いので、他社のものに比べて工夫
が必要。

同じ書体の中で、比較することで
異なる書風を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
Ａ４
変型

4

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 Ａ４ 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

2 東書 コⅠ 328
All Aboard! English
Communication Ⅰ

Ｂ５ 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。

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

活字は鮮明で美しく、写真、イラ
ストなども鮮明である。用語、記
号は統一されており、記述の仕方
も分かりやすく適切である。

外国
語

2 東書 コⅠ 330
PROMINENCE English
Communication Ⅰ

Ｂ５ 2

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。

中学校修了時から段階的に英文の
語数や難易度を上げていく構成
で、無理なく学習を進められる。

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

Ｂ５ 2

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

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、図表等配置も適
切である。英文も読みやすい。

○
外国
語

2 東書 英Ⅰ 322
NEW FAVORITE English
Expression Ⅰ

Ｂ５ 4

身近な話題が多く、生徒の興味・
関心を引く内容である。

レッスンの数が２０と多いが、各
レッスンが簡潔にまとめられてい
る。発音から文法までバランスも
適切である。

色使いも見やすく、表現も丁寧で
分かりやすい。

外国
語

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

Ｂ５ 4

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

61 啓林館 英Ⅰ 329
Revised Vision Quest
English Expression Ⅰ
Standard

Ｂ５ 4

自己紹介から社会問題まで幅広く
生徒の興味・関心を引くような話
題が集められている。

発音から文法の確認まで各レッス
ンごとにバランスよく構成されて
いる。分量も適切である。

色使いも適切であり、表現も分か
りやすい。

外国
語

2 東書 英会 301
Hello there! English
Conversation

Ｂ５ 3

「話す活動」と「聞く活動」がバ
ランス良く配置され、それぞれが
確実にスキルアップできるように
工夫されている。

やさ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
攻勢されている。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。
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番号 略称 記号 番号
構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立橘高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

○
外国
語

61 啓林館 英会 303
Sailing English
Conversation

Ｂ５ 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。

指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

Ｂ５ 3

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、生きた英語が身に付く内容に
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。

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

ＡＢ 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

Ｂ５ 2

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

ＡＢ 2

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 ＡＢ 3

各分野の内容がわかりやすくまと
まっており、解説も丁寧である。
写真やイラストが充実し、見やす
く構成されている。

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 Ｂ５ 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。

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
Ｂ５
変型

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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番号 略称 記号 番号

国語 50 大修館 現国 707 新編　現代の国語 Ｂ５ 1

生徒にとって身近な題材を扱った
文章が多い。表現について扱って
いる単元では、生徒の生活に結び
付く内容を多く取り上げている。

短く、簡潔な文章が多く、表現の
活動に取り組ませやすい構成と
なっている。新学習指導要領の改
訂ポイントを踏まえた上で編集さ
れている。

単元の内容ごとにカラーで色分け
されており、分かりやすい。写真
やイラストが随所に盛り込まれて
いる。

国語 104 数研 現国 710 新編　現代の国語 Ａ５ 1

生徒にとって身近な題材を扱った
文章が多い。語彙を増やしていく
という点にも重きを置いている。

分量が少なく、コンパクトにまと
まっている。語彙が巻末にまとめ
て掲載されているため扱いやす
い。

文字が大きく、色合いが落ち着い
ているため読みやすい。イラスト
や写真が随所に盛り込まれてい
る。

〇 国語 183 第一 現国 713 高等学校　現代の国語 Ａ５ 1

扱っている文章が多い。『羅生
門』などの小説も収められてお
り、定時制課程の現状にも合って
いる。表現編では実践的な内容が
盛り込まれている。

「理解編」「表現編」「資料編」
と身に付けさせたい力ごとに整理
されていてわかりやすい。分量は
やや多く感じるが、様々な種類の
文章に触れさせる機会を作ること
ができる。

写真や図版の数は少ないが、一つ
一つが大きく見やすい。文字は少
し小さいが、字間が適切であり、
読みやすい。

地理
歴史

7 実教 地総 702 地理総合 ＡＢ 1

基礎的・基本的な地理的事象が取
り上げられている。現代世界の地
理的認識を深められるとともに、
地理的技能を身に付けられ、内容
が適切に取り上げられている。

学習指導要領に沿って構成されて
おり、学びやすい組織・配列に
なっている。重要語句が見開きご
とにまとめられており、生徒の学
習の手助けとなる。また、コラム
なども充実し、弾力的な取扱いに
対する配慮がなされている。

地図資料や図版・写真が豊富で配
色も工夫されている。用語・記号
は統一されており、記述の仕方も
平易で簡明である。

○
地理
歴史

46 帝国 地総 703 高等学校　新地理総合 ＡＢ 1

基礎的事項が体系的に整理され充
実している。大きな図版や写真、
模式図等で、地形や機構の自然環
境の概念を分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。世界のすべての地域を取
り上げているが、記述の分量や配
列は適切である。

文章表現が分かりやすく、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。文章も平易で、生徒が理解し
やすい内容である。

地理
歴史

139 二宮 地総 704
地理総合　世界に学び地域
へつなぐ

Ｂ５ 1

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。随所に生徒の
興味を引くコラムが設けられてい
るので、楽しみながら読み進める
ことができる。

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
けられ生徒が理解を深めやすい構
成である。

注記表現も工夫され見やすい。色
使いも配慮されている。文章表現
も分かりやすい。生徒の理解を促
す内容である。

地理
歴史

2 東書 地図 701 新高等地図 Ａ４ 1

地域図に写真、鳥瞰図、断面図な
どが添えられ、生徒が地域の概観
を多方面から理解できる内容であ
る。主題地図もよく整理されてお
り、生徒の興味、関心を引くもの
となっている。

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、生徒が
使いやすい構成になっている。写
真、図版、統計資料がよくまとめ
られており、さまざまな学習に使
いやすい。

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。落ち着
いた色彩で図版が見やすい。文章
表記が工夫されており、文章のま
とまりがある。

○
地理
歴史

46 帝国 地図 702 新詳高等地図 ＡＢ 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。

資料が豊富に掲載されており、基
本から発展までの内容を網羅して
いる。各領域内容もバランスのと
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
概観を理解させやすい。主要図に
位置図が併記され、生徒に地球上
の位置理解をより深めさせること
ができる。

地理
歴史

130 二宮 地図 704 高等地図帳 Ｂ５ 1

豊富な統計資料と詳細な地図を持
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、充
分な内容を備えた地図帳となって
いる。生徒の自学自習にも使いや
すい。

大きく見やすい詳細な地図とテー
マごとの解説や図版、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。各領
域の分量もバランスが良い。

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
に工夫が施されており、生徒の学
習意欲を引き出すものとなってい
る。

数学 2 東書 数Ⅰ 704 新数学Ⅰ Ｂ５ 1

各項の冒頭にねらいが表記されて
おり、目的意識を持った学習活動
に適している。
課題学習は、学習内容と日常生活
との関連が十分あり、興味・関心
を引きやすい。

巻頭に小・中で学習する基本的な
計算が掲載されており、まだ定着
していない生徒への配慮がされて
いる。

図・イラスト・色使いが豊富で、
視覚的に内容理解をサポートする
ことに適している。
教科書の問題の詳しい解説が別冊
となっており、自学自習に適切で
ある。

数学 2 東書 数Ⅰ 705 新数学Ⅰ　解答編 Ｂ５

各項の冒頭にねらいが表記されて
おり、目的意識を持った学習活動
に適している。
課題学習は、学習内容と日常生活
との関連が十分あり、興味・関心
を引きやすい。

巻頭に小・中で学習する基本的な
計算が掲載されており、まだ定着
していない生徒への配慮がされて
いる。

図・イラスト・色使いが豊富で、
視覚的に内容理解をサポートする
ことに適している。
教科書の問題の詳しい解説が別冊
となっており、自学自習に適切で
ある。

数学 7 実教 数Ⅰ 708 高校数学Ⅰ Ｂ５ 1

丁寧な説明で、数学的な思考の学
習を行うのに適している。基礎・
基本から復習し、高校の内容を学
習できる。生活の中の出来事を数
学で解決する課題学習に適してい
る。

関心を深める導入が準備されてい
る。基礎・基本から標準的な問題
まで十分な分量である。オンライ
ン学習に対応できる構成になって
いる。グラフ用紙も本文と巻末に
十分に用意されている。

色分けや色の濃度にも配慮が見ら
れ、多様な個性に対応した表現に
なっている。補足説明と本文の違
いが分かりやすく、適切な配置に
なっている。

〇 数学 104 数研 数Ⅰ 716 新　高校の数学Ⅰ Ｂ５ 1

平易でわかりやすい記述が多く、
基礎を学ばせることができる。全
体を通して、学習内容に無理がな
いように作られていることで、学
習に取り組ませやすい。

章とびら、本文、コラムなど、多
くの場面で数学が実生活で役立っ
ていることを実感させやすい。復
習マークを付け、自学自習に適切
な構成になっている。

実生活に関連のある題材には、多
くの写真が添えられている。数式
やグラフに対して、親しみやすい
イラストが表記されていること
で、興味を引き立てることができ
る。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第1部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立高津高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容
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番号 略称 記号 番号
構成・分量・装丁 表記・表現

【第1部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立高津高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

理科 2 東書 科人 701 科学と人間生活
Ｂ５
変型

1

学習指導要領に示された事項のす
べてについて不足なく取り上げて
いる。身近な自然や日常生活との
つながりを実感しやすい内容から
導入し，学習への意欲を喚起でき
るように工夫されている。

本文は丁寧に記述され，興味・関
心をもたせやすいようになってい
る。「発展的な学習内容」を扱っ
ていないため，無理なく学習させ
られる内容・分量になっている。

文章は丁寧でわかりやすい表現に
なっている。また，簡潔でわかり
やすい図やイラストが随所に掲載
されている。重要用語や物質名，
読みにくい漢字には振り仮名がつ
けられていて調べ学習に適してい
る。

理科 7 実教 科人 702 科学と人間生活 Ｂ５ 1

各分野の内容について身近な事例
が多く扱われており、科学と日常
生活の関係を理解させやすい。ま
た全分野を通して、エネルギーや
環境保全の観点から説明されてい
るので、共通の視点で説明しやす
い。

身近な内容からやや高度な内容ま
で徐々に難易度を上げながら説明
する構成になっているため、生徒
の理解を深めさせやすい。また節
末問題には記述式の問題も出題さ
れており、科学的思考力を育成し
やすい。

平易で分かりやすい文章で書かれ
ているため、生徒の学習意欲を喚
起させやすい。また写真やイラス
トのスペースを大きくとっている
ため、生徒に図やグラフの意味を
理解させやすい。

〇 理科 183 第一 科人 705 高等学校　科学と人間生活 Ｂ５ 1

各分野の導入時に中学校での既習
内容の確認を行っており、高校の
学習内容とのつながりを理解させ
やすい。また、身近な科学的現象
を多く取り上げており、科学と日
常生活との関連を理解させやす
い。

各章の学習内容ごとに見開き構成
て表記されているため、本時の学
習内容を俯瞰的に理解させやすい
構成になっている。また分量につ
いても適切で、授業内で余裕を
もって教えられる量になってい
る。

平易な文章を用いており、わかり
やすい写真やイラストが多く用い
られている。また章末の「まとめ
てみよう」がよくまとまってお
り、生徒に学習の振り返りをさせ
やすい工夫がされている。

保健
体育

50 大修館 保体 701 現代高等保健体育改訂版 Ｂ５ 1

学習のねらいが上部に示されてい
て何を学び考えなくてはいけない
かが理解しやすい。基礎基本が丁
寧に分かりやすく説明されてい
る。余白に、用語についての説明
が丁寧になされており理解させや
すい。

１つの項目が２ページの見開きで
構成されており分かりやすい。ま
た、学習範囲が明確に把握でき
る。分量も授業で扱いやすい量で
適切である。

ポイントが分かるように強調する
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用いら
れており、種類も豊富である。ま
た、主なキーワードが上部にまと
められていてわかりやすい。

保健
体育

50 大修館 保体 702 新高等保健体育
Ｂ５
変型

1

学習のねらいが上部に示されてい
て各項目で課題を意識させやす
い。基礎基本が丁寧に説明されて
いて補足も豊富にあり、学習を深
めさせることができる。

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、
記述内容も基礎基本から課題解決
学習に至るまで質量ともに充実し
ている。

資料が豊富であり図表下に補足が
あり生徒に理解させやすい。「調
べてみよう」を使い調べ学習をす
るなど学びを深めるさせることが
できる。

〇
保健
体育

183 第一 保体 703
高等学校　保健体育
Textbook

Ｂ５ 1

学習のねらいが上部に示されてい
て最後にリフレクションとして学
習を振り返られるように工夫され
ていて学ばせやすい。欄外の設問
を使い探究的な学びをさせられ
る。身近な題材が多く基本的な学
習内容で理解させやすい。

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、学習の
展開がしやすい。分量も適量であ
る。

豊富なカラー図や表が多く、視覚
的に興味関心を持たせやすい。全
体的に平易な表記で理解させやす
い。

〇
保健
体育

183 第一 保体 704
高等学校　保健体育
Activity

Ｂ５ 1

Textbookの分冊で、各章ごとに学
習のテーマが設定されており、ア
クティブラーニングをおこなう上
で利用しやすい。また、多くの学
習方法が紹介されていて、課題の
発見や問題解決に主体的に取り組
ませることができる。

章ごとに学習テーマが設定されて
いて、何を調べるのかがわかりや
すく記載されている。分量も多す
ぎず扱いやすい量である。

学習方法のアドバイスや、学習に
必要な資料が配置されていて学び
やすい。学習の仕方からまとめ方
までわかりやすく書かれていて、
学習させやすい。

外国
語

2 東書 ＣⅠ 701
All Aboard!
English Communication Ⅰ

Ｂ５ 1

生徒の心情や知性にうったえかけ
るバラエティーに富んだ題材が扱
われている。写真や絵が多く使わ
れており、本文理解する際、イ
メージがわきやすい。新出文法も
ポイントがわかりやすくまとめら
れており、生徒に取り組ませやす
い。

１つの単元に１つのキーポイント
で、学習内容が絞られており、着
実に学習を進められる。全体的に
分量も適切である。

活字は鮮明で見やすく、写真やイ
ラストなども鮮明で効果的であ
る。全ページにわたってフルカ
ラーであり、生徒の学習意欲が高
められるように工夫されている。

〇
外国
語

9 開隆堂 ＣⅠ 704
Amity English
Communication Ⅰ

Ｂ５ 1

中学校既習の基礎的な単語や文法
が使われており、無理なく取り組
むことができる。色鮮やかで興味
の引く写真やイラストが配置され
ており、視覚で理解できる内容に
なっている。

英語での自己表現に無理なく取り
組めるよう、ペアワーク活動や自
己表現活動には例が示されてい
る。分量も適切である。

本文の新出単語と固有名詞には、
英語の発音を再現するための手が
かりとして、発音記号とカタカナ
表記が併記してある。

外国
語

15 三省堂 ＣⅠ 709
VISTA
English Communication Ⅰ

Ｂ５ 1

生徒の興味・関心や知的好奇心、
問題意識を喚起するテーマについ
て、高校生にもわかりやすい英語
で書かれている。中学校で習う文
法事項の復習から、丁寧に復習で
きるようになっている。

本文の理解が深められるように、
脚注や新出単語がわかりやすく表
示されている。語彙数、各単元の
ボリュームも豊富である。

イラストや図を効果的に用いて、
視覚的に理解しやすくなってい
る。

外国
語

104 数研 ＣⅠ 717
COMET
English Communication Ⅰ

ＡＢ 1

生徒が身近に感じ、考えさせられ
る内容が取り扱われている。文法
事項は基礎から応用へと段階的に
なっており、無理なく学習するこ
とができる。

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、文法事項についてイラスト付
きで分かりやすくまとめてある。
分量も適当である。

シンプルで見やすい。解説のペー
ジも、図や絵を効果的に用いて分
かりやすくまとめられている。

〇 情報 2 東書 情Ⅰ 701 新編情報Ⅰ Ｂ５ 1

理論編と実習編があり、図や写真
の掲載により学習内容が分かりや
すく進めやすい。プログラミング
の演習も身近な例の下で実践でき
る。情報モラルや問題となってい
る事柄の考察もできる。

多彩な授業に対応したページ構成
である。理論と実践、資料の活用
など使い勝手のよい構成になって
いる。実習が多めの構成である。

図解、図説が多く身近な事象でイ
メージがつきやすい。二次元コー
ドやピクトグラムで、より理解の
深められる表記である。
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教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

情報 104 数研 情Ⅰ 709 情報Ⅰ　Next Ｂ５ 1

全体に学習する内容が緻密で学習
の達成度を高く設定できる。情報
デザイン、プログラミング、情報
通信において、基礎から応用まで
まとまっている。

知識・技能、思考・判断・表現、
主体的な学びのプログラムになっ
ている。分量的には、やや多めで
ある。

各項目においての説明が豊富であ
る。図解、図説が多く理解しやす
い。

情報 116 日文 情Ⅰ 711 情報Ⅰ図解と実習―図解編
Ｂ５
変型

1

図解と身近な例を豊富に取り上げ
学びやすい構成である。コン
ピュータを使用して知識と技能の
実習と定着が図れる。

知識・技能、思考・判断・表現、
主体的な学びのプログラムになっ
ている。専門的な言葉もあるが、
ちょうどよい分量である。

平易な表現でわかりやすい。図
解、図説中心でイメージがつきや
すい。章、項目ごとにキーワード
のチェック蘭があり確認できる。
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国語 2 東書 現Ａ 306 現代文Ａ Ａ５ 4

韻文が少なめではあるが、小説・
随想・評論は親しみのもてる読み
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 Ａ５ 4

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。

〇 国語 183 第一 現Ａ 307
高等学校　改訂版　新編現
代文Ａ

Ａ５ 4

親しみやすく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 Ａ５ 3

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

Ａ５ 3

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。

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

Ａ５ 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
使いで、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 Ｂ５ 2

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・関心を喚起させる内容となっ
ている。

本文が１９２ページ、５８項目、
１１テーマでシンプルに構成され
ている。簡潔な内容で構成されて
いるので、計画的に学習させやす
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１２
０枚の地図、様々なコラムが掲載
されていて、図説なしでも世界史
を楽しく学習させる表記となって
いる。

地理
歴史

35 清水 世Ａ 313
高等学校　世界史Ａ　新訂
版

Ｂ５ 2

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、本編では日本史との同時代
把握できるような工夫がされてい
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、指針が示されていて扱いやす
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。

〇
地理
歴史

46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ ＡＢ 2

図表や資料・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。

分量が適切である。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れいるため、
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 Ｂ５ 3

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テーマが見開きで展開されてい
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。

〇
地理
歴史

7 実教 日Ａ 313 新日本史Ａ　新訂版 ＡＢ 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 Ａ５ 3

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。

〇
地理
歴史

2 東書 地Ａ 307 地理Ａ Ｂ５ 3,4

学習内容に入る前に作業的な課題
があり、興味・関心をもたせやす
くなっている。また、学習内容に
関連した今日的課題や話題などが
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挙げ
られていて、主体的な学習活動に
適している。

レイアウトが工夫され、見やすい
紙面構成になっている。重要語句
は太字で分かりやすく表記されて
いる。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和４年度使用教科用図書調査結果報告書

川崎市立高津高等学校（定時制課程）
採択
候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容
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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

Ｂ５ 3,4

写真が多く使用され、その国のイ
メージがつかみやすい。内容が体
系的に整理され、学習事項が分か
りやすい。

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
釈でついている。文字の書体やサ
イズも適切で、分かりやすい。

地理
歴史

46 帝国 地Ａ 312 高校生の地理Ａ ＡＢ 3,4

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。

〇 公民 7 実教 倫理 312 高校倫理　新訂版 Ａ５ 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も十分に取り
扱っており、生徒の興味・関心を
引く内容となっている。思想家の
系譜がよくまとめられていて、思
想史を理解させやすい。

写真・図表が豊富で、生徒の理解
を助ける構成となっている。視覚
的に訴えることで学習意欲を高め
ることも期待できる。

表記・表現は若干難しいが、詳し
い説明により、発展的な学習にも
対応している。

公民 35 清水 倫理 313
高等学校　現代倫理　新訂
版

Ｂ５ 3,4

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
内容となっている。

写真などの画像を多く使い、生徒
が興味をもてるような構成となっ
ている。抽象的な内容を図版等で
補うことで、理解しやすくなって
いる。

用語については比較的豊富で高度
な内容であるが、丁寧で理解しや
すい表記・表現となっている。

公民 81 山川 倫理 309 現代の倫理　改訂版 Ａ５ 3,4

主要な思想家や重要事項が網羅さ
れ、豊富な用語の掲載と丁寧な記
述がされている。写真や図版資料
が豊富であり、現代の話題にから
めた内容など生徒が興味・関心を
もちやすいものとなっている。

写真や図版が豊富であり、生徒の
興味・関心を喚起させる構成と
なっている。分量も適切である。

全体的に見やすい表記・表現と
なっている。基本が丁寧にまとめ
られており、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 Ｂ５ 4

基礎的な記述が丁寧になされてお
り、生徒にとって身近な題材が取
り上げられていて生徒の興味を引
く事項もある。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
できるようになっている。

各テーマが見開きでまとめられて
おり、見やすく分かりやすい構成
である。学習事項の分量も適切で
ある。また、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
などが適切に配置され、理解しや
すい表記・表現となっている。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を深める
工夫がなされている。

公民 35 清水 政経 315
高等学校　新政治・経済
新訂版

ＡＢ 4

基礎的・基本的な事項を中心とし
た内容であり、生徒が理解しやす
いものとなっている。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てお
り、生徒の学習段階に応じた活用
が可能となっている。

各章の構成・分量が適切であり、
生徒に身近なテーマも取り上げて
いる。原則見開き２ページで展開
しており、工夫された構成となっ
ている。

オールカラー印刷で写真やグラ
フ・図表・年表が豊富に掲載さ
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
体にするなどの工夫がされてい
る。

公民 81 山川 政経 316 詳説　政治・経済  改訂版 Ａ５ 4

国内問題と国際問題との関連を重
視した内容となっており、視野を
広げるとともに学習を深めること
ができる。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、生徒の興味に応じて深く知る
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
り下げた解説がなされており、よ
り深く理解させることができる構
成となっている。

グラフや統計などは客観的な資料
を多数載せており、データを読み
込むことでそれぞれの課題に対し
て深く理解できるようになってい
る。

数学 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ Ｂ５ 3

基礎的な内容から発展的な内容ま
で、問題のレベルが幅広く載って
いる。各章の最後にまとめがあ
り、復習に適した配慮がなされて
いる。

巻末には内容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ま
での学習を振り返させることがで
きる。

重要箇所に色や写真が使われてお
り、視覚的に内容の理解が出来る
ように配慮されている。文章も分
かりやすいように丁寧な表現がさ
れている。

数学 61 啓林館 数Ａ 326 新編　数学A改訂版 Ａ５ 3

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、自学させやすい配慮がなされ
ている。基本的な内容を理解させ
ることに適している。

各章の中に「研究」を配置し、巻
末に課題学習を載せており、自学
自習に適している。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、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。

〇 数学 104 数研 数Ａ 331 改訂版　新　高校の数学Ａ Ｂ５ 3

基本事項が定着できるような工夫
がなされている。例題、練習を通
じて、スムーズな授業展開ができ
る。既習内容の復習にあたる部分
や詳しい説明に印を付けており、
復習させやすく、理解させやす
い。

各章始めに、その章で解決できる
日常生活と結びついた課題があ
り、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。

所々に適したイラストが載ってお
り、生徒の興味・関心を引きやす
い。巻末にすべての練習・確認問
題・章末問題の答えが載ってお
り、自主学習に適している。

〇 数学 7 実教 数活 301 数学活用 Ｂ５ 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。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。
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数学 61 啓林館 数活 302 数学活用
Ｂ５
変型

3,4

内容に関連したコンピューターや
表計算ソフトの資料が多く用意さ
れ、生徒の興味・関心を引く内容
になっている。内容に関連するコ
ラムなどがあり、生徒の理解が進
む工夫がなされている。

数学Aや数学Iで学ばせる内容を別
の視点から取り上げ、取り組ませ
やすい構成になっている。分量が
適切で生徒に学ばせやすい。

図やグラフが様々な色で分けら
れ、見やすい表記である。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な表現
になっている。

理科 61 啓林館 物基 306 新編　物理基礎 Ｂ５ 4

現象に対して教科書本文に細か
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、基礎
学力の定着に適している。

図や写真を精選して、本文に目が
行きやすい。太字の重要用語を中
心に説明し、記憶に残りやすい工
夫がされている。

全体が同じ構成で表現されてい
る。統一感があるまとめ方によ
り、調べ学習に適している。

理科 104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎 Ｂ５ 4

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。身の回りにある科学に関す
る探究がしやすい工夫がある。

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
つの現象が細かく説明されてい
て、自主学習に適してる。

注釈が多く、単元がページごとに
さらに細分化されており、わかり
やすく表現されている。

〇 理科 183 第一 物基 321
高等学校　改訂　新物理基
礎

Ｂ５ 4

教科書本文が基礎・基本を短く簡
潔な文章にまとめていて、探求的
な学習をするのに適している。

見開き1ページで学習を進めるこ
とができ、章ごとにまとまり・繋
がりが分かりやすく構成されてい
る。

簡略化された単純な文章やイラス
ト、写真など視覚的な資料が多
く、調べ学習に適している。

理科 7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版 Ｂ５ 3

物質の特徴や性質などの説明が簡
潔にまとめられており、扱ってい
る例題等もわかりやすい。

内容が系統的に配列されており、
学習しやすい構成になっている。
分量も適切である。

随所で参考図等が効果的に使われ
ており、専門用語等の使用も適切
である。

理科 61 啓林館 化基 307 新編　化学基礎 Ｂ５ 3

図や写真は精選されており、生徒
に理解しやすい内容になってい
る。また、問題の量も適切であ
る。

写真や図などの分量が適切であ
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。

シンプルな表記でありながら、図
や写真等と合わせることにより、
反応や現象等が理解しやすく表現
されている。

〇 理科 183 第一 化基 322
高等学校　改訂　新化学基
礎

Ｂ５ 3

高校化学として重要な学習事項は
もれなく取り上げ、発展的な内容
も記載されている。生徒の興味を
喚起する素材や話題を取り扱って
おり、興味・関心をもたせやす
い。

大判で、非常に見やすいように配
置がなされている。すべての項目
が見開き２ページで完結してお
り、授業の区切りをつけやすくし
ている。

視覚的に分かりやすいように、写
真を多く使用している。適切で分
かりやすい文章表現である。

理科 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版 Ｂ５ 2

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、生徒に理
解させやすい編集がされている。
発展的な内容についても、興味・
関心を喚起させやすい工夫がされ
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、授業
中に学習内容や要点を伝えやすい
工夫がされている。

細かいイラストを多数用いること
で、生物組織の構造や仕組みにつ
いてより詳しく説明できるよう工
夫がされている。

理科 61 啓林館 生基 305 新編　生物基礎 Ｂ５ 2

学習のポイントが明確に示されて
おり、教科書の説明文を通して生
徒の興味を引き付けつつ理解させ
られ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
を用いた構成になっている。

写真やイラストが豊富かつ大きく
提示されており、授業で説明しや
すい工夫がされている。

〇 理科 183 第一 生基 319
高等学校　改訂　新生物基
礎

Ｂ５ 2

図や写真が多く掲載され、文字も
大きくかつ文と文の間も広いた
め、文章が読みやすい。また身近
な話題を多くの写真や図を用いて
説明しており、授業中に生徒の興
味を喚起させやすい。

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た
め、生徒に自学自習させやすい工
夫となっている。また、各学習内
容ごとに見開き構成になっている
ため、授業で説明しやすい。

平易な文章と大きなイラストが用
いられており、文章とイラストを
照らし合わせながら内容を理解さ
せやすい。また各章末の「学習の
まとめ」がよくまとまっていて、
授業内容の振り返りをさせやす
い。

○ 芸術 17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ改訂版　Tutti Ａ４ 3,4

世界各国の伝統ある古き良き音楽
が取り上げられている。特に歌唱
と鑑賞の内容が豊富である。馴染
みの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 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１
Ａ４
変型

3,4

様々なジャンルの楽曲が扱われて
いて、生徒の興味・関心に合わせ
た題材設定ができる。

精選された教材が適度な分量で掲
載されていて、生徒の実態に合わ
せ柔軟な対応ができる。

見出しの表記がよく考えられてい
て、分かりやすい。学習内容や着
眼点が具体的に表記してあり、生
徒がどのように学ぶのかを伝えや
すい。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 310 MOUSA１
Ａ４
変型

3,4

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
Ａ４
変型

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よい。
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。
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芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ Ａ４ 3,4

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
Ａ４
変型

3,4

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 Ａ４ 3,4

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
Ａ４
変型

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 Ａ４ 3,4

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。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さ
れている。

外国
語

2 東書 コⅠ 328
All Aboard! English 
Communication Ⅰ

Ｂ５ 2

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、興味関心が持てる
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
理なく学習することができる。

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

Ｂ５ 2

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
新出単語が分かりやすく表示され
ている。分量も適当である。

説明が簡潔で理解しやすい。文字
の大きさは適当である。

〇
外国
語

104 数研 コⅠ 344
Revised COMET English 
Communication Ⅰ

Ｂ５ 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分かり
やすい。

外国
語

9 開隆堂 英Ⅰ 319
EXPRESSWAYS English 
Expression Ⅰ

Ｂ５
変型

4

身の回りのことから社会生活ま
で、身近なトピックで表現の幅を
広げられる内容になっている。各
単元に出てくる重要な文法事項が
分かりやすく解説されている。

単元ごとに見開き構成になってお
り、取り組みやすい。分量も適切
である。

文字のフォントが美しく、大きさ
も適切で見やすい。

外国
語

15 三省堂 英Ⅰ 324
MY WAY English Expression 
Ⅰ New Edition

Ｂ５ 4

英文法を基礎から体系的に習得し
ながら、ライティングやスピーキ
ングに必要な表現方法を学習する
ことができる。トピックも高校生
が身近に感じられるものが多く扱
われており、親しみやすい。

基本的な文法から始まり、徐々に
難易度の高い文法へ進む配列に
なっている。短く容易なリスニン
グやアクティビティなどの活動も
豊富である。

文字の大きさが適切で見やすい。

〇
外国
語

15 三省堂 英Ⅰ 325
SELECT English Expression 
Ⅰ New Edition

Ｂ５ 4

「書く」「話す」活動を通じて、
自己表現するために必要な力を
様々な角度から学習できるように
なっている。楽しみながら学べる
トピックが豊富で、飽きずに取り
組むことができる内容である。

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。分量も十分である。

説明が簡潔で解説しやすい。解説
がイラストで図解されてあり、視
覚的に理解しやすく、分かりやす
い。

外国
語

104 数研 英Ⅰ 333
Revised BIG DIPPER 
English Expression Ⅰ

Ｂ５ 4

言語活動に必要な文法事項を基礎
から学ぶことができる。生徒の実
生活に即したバラエティーに富ん
だ言語材料が扱われており、興味
をもって取り組むことができる。

２つのパートに分かれており、基
礎からより応用的な内容へ、段階
的に学習できる構成である。

英語で表現するために必要な事項
が分かりやすくまとめられてい
る。

外国
語

2 東書 英会 301
Hello there! English 
Conversation

Ｂ５ 3

日常生活や地域社会、世界といっ
た幅広い話題を題材としたものが
扱われている。協同学習を意識し
た活動があり、楽しく取り組むこ
とができる。

単元ごとに、易しい言語材料から
始まり、段階的に難易度の高いも
のも扱えるよう、工夫されてい
る。全体的に中学校レベルも文法
事項が中心であり、無理なく学習
を進めることができるようになっ
ている。

用語・記号が美しく統一されてお
り、記述の仕方も見やすく、分か
りやすい。
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番号 略称 記号 番号
構成・分量・装丁 表記・表現
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候補

教科
区分

発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

外国
語

61 啓林館 英会 303
Sailing English 
Conversation

Ｂ５ 3

生徒に身近で、日常生活に即した
場面設定がなされており、実際の
コミュニケーションの場を想定し
て取り組むことができる。話す・
聞く・読む・書く活動が有機的に
関連づけられた演習が多くある。

導入・本題・発展の３部構成に分
かれており、段階的に進めること
ができる。リスニングとスピーキ
ングをバランスよく配置し、バラ
エティーに富んだ活動が多く盛り
込まれている。

イラストと解説がバランスよく表
記されており、見やすい。

〇
外国
語

109 文英堂 英会 304
My Passport English 
Conversation

Ｂ５ 3

日常生活や、海外での生活で役に
立つ基本的表現を、会話形式で反
復練習し、定着を図ることでき
る。

カラフルな色使いで、見やすい。
場面ごとに必要な単語や重要表現
を習得できる構成になっている。

活字は鮮明で見やすく、文字の大
きさも適切である。

家庭 7 実教 家基 314
新家庭基礎　パートナー
シップでつくる未来

Ｂ５ 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。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 316 新図説家庭基礎 ＡＢ 2

人と関わって生きる、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。

図に合わせた説明文が載っている
ので、用語解説が充実している。
単元ごとの分量も丁度よい。

図やグラフが多く、読み取りやす
く工夫されている。生徒が一目見
ても分かるように表現されてい
る。

○ 家庭 50 大修館 家基 319
未来をつくる　新高校家庭
基礎

ＡＢ 2

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・分量に偏りがなくバランス
の良い構成になっている。版が大
きく本文の周りに資料が豊富で1
テーマ見開き2ページ構成になっ
ていて、定時制の生徒にも理解し
やすい構成である。

学習内容が見開きで表記され、図
表などの資料も豊富で生活を主体
的に築くために必要な知識を総合
的、体系的にまた実践的、体系的
にに学べさせる工夫がされてい
る。
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