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資料２－１ 

令和５年度使用教科用図書採択の観点（高等学校） 

〈〈全日制〉〉                   〈〈定時制〉〉 

川崎高等学校      １頁～ ２頁        川崎高等学校       １２頁 

幸高等学校       ３頁～ ４頁        川崎総合科学高等学校   １３頁 

川崎総合科学高等学校  ５頁～ ６頁        橘高等学校        １４頁～１５頁 

橘高等学校       ７頁～ ８頁        高津高等学校       １６頁～１７頁 

高津高等学校      ９頁～１１頁                



令和５年度使用教科用図書採択の観点

川崎市立川崎高等学校（全日制の課程） 

教育方針・学校目標 

『こころ豊かな人になろう』 

 ○自分の良さを伸ばし、将来の夢を見つめて、自分探しに取り組もう 

 ○自ら知識を求め、追究する過程を大切にし、新たな課題に取り組もう 

 ○他を認め、思いやる心をつちかい、人類共通の課題に取り組もう 

教科 教科の目標、育成したい資質能力など

国 語 ○日本の言葉と文化への理解を深め、基礎力の定着を図りつつ、自分の考えを発展させていく能力を育成し、表現力の向上に努める。

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

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

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

○生徒の学力を的確に把握し、きめ細やかな指導に努めて、適切な評価をする。

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

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

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

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

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

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

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

活動を目指す。 

書 道 ○書に親しむ活動を通して感性を豊かにし、書を愛好する精神を養う。 

○書の古典の学習を通して自己を主体的に表現するための書道の基礎的な能力を身に付け、個性を活かした表現を目指す。 
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外国語 ○世界について広く知り、英語を使って世界に向けて自分の考えを発信する力を養う。 

○自らの課題を設定し、目標に向かって取り組む態度を育てる。 

〇英語での言語活動を通じて、他者理解の精神を養う。 

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

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

付けさせる。

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

情報を主体的に活用する能力を身に付ける。 

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

専 門 家 庭 ○家庭に関する専門的な知識や技術を習得させ、職業人として必要な資質・能力を高め社会で自立する力を養う。 

専 門 福 祉 ○福祉の各分野について体系的・系統的に理解できるとともに、知識及び技術を習得し、社会福祉の課題について理解を深める。
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令和５年度使用教科用図書採択の観点

川崎市立幸高等学校（全日制の課程） 

教育方針・学校目標 

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

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

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

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

教科 教科の目標、育成したい資質能力など

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

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

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

涵養する。 

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

涵養する。 

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

る力を伸ばし、論理的なものの考え方、筋道を立てて考える力を育てる。 

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

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

ある生活を営む態度を育てる。 

音 楽 音楽の幅広い活動を通して、感性を高め、音楽文化に親しみ、生涯にわたり音楽を愛好する心情を育てる。 

美 術 美術の幅広い創作活動を通して、生涯にわたって美術・デザインを愛好する心を育てる。個性豊かで創造的に表すことができるようにす

る。自己の価値観を高めて美術や美術文化に対する見方や感じ方を深める。 
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書 道 日本及び中国の古典・名筆の臨書を通じて技術の向上と鑑賞力を養い、自由な心象の表出としての創作の制作を楽しみ、生涯生活にも書

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

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

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

を取り巻く世界について深く考えさせる。

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

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

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

求められる人材を育成する。 
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令和５年度使用教科用図書採択の観点

川崎市立川崎総合科学高等学校（全日制の課程） 

教育方針・学校目標 

教育目標 ○真理を探究し、高邁な人格の育成に努める 

     ○教養を高め、豊かな創造力と健全な批判力の育成に努める 

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

     ○心身を鍛錬し、明朗にして良識ある社会人の育成に努める 

校  訓 『誠 実』『勤 勉』『強 健』 

教科 教科の目標、育成したい資質能力など

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

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

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

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

知識、及び、政治的、経済的、社会学的基礎知識を修得するべく指導する。 

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

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

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

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

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

涯を通じて自らの健康を適切に管理し改善していく資質や能力を育てる。

芸 術 

（音楽） 

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

ついての理解を深め、将来にわたり芸術を愛好する心情を育てる。 

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

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

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

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

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

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

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

生活設計やキャリアプランニングなどと関連付けて取り扱うことにより、将来、自立した生活者として実践力を身につける。

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

の創造を実現できる学力を身に付けさせる。

専 門 工  業

情報工学

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

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

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

きる研究心と勤労意欲の旺盛な人物の育成に努める。 

専 門 工 業

総合電気

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

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

ある人物の育成に努める。

専 門 工 業

電子機械

工業の見方・考え方を学び、メカトロニクス技術の進歩に適応できる電子機械技術の修得を目指している。ロボット制御の進歩やメカト

ロニクス化された新しい技術に適応できる人物を育成するために、広い範囲に応用できる基礎的知識を習得させるとともに、各種の実験

を通して専門的知識や技術を体得させる。社会で活躍できる創造性豊かな人物の育成を目指す。

専 門 工 業

建設工学

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

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

専 門 工 業

デザイン

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

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

貢献できる人材の育成に努める。

専 門 理 数

科 学 

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

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

１ ３年間を計画的に活用し、真の実力を養成する。  

２ 進学に必要な情報を的確に提供する。 

３ 自己の将来像を明確化し、進学目標の具体化を促進する。 

４ 豊かな人間関係から、目標達成への推進力を育てる。
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令和５年度使用教科用図書採択の観点

川崎市立橘高等学校（全日制の課程）                    

教育方針・学校目標 

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

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

教科 教科の目標、育成したい資質能力など

国 語 １． 基礎基本の定着と、生徒の自主性や協働性を養う。 

２． 確かな学力の向上。 

３． 問題解決力および自己学習力の育成。 

地 歴 

公 民 

１．地理・歴史・公民の各分野における基礎学力の定着を図る。 

２．歴史的過程と地理的条件の理解と認識を深めさせる。 

３．現代社会の諸問題を認識させ、様々な観点から考察できる。 

４．多角的な視野から物事を視る力を養う。 

数 学 １． 基礎・基本の充実 

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

３． 自学・自習の習慣の定着 

４． 高度な問題への取り組み 

理 科 １．生徒が進路希望を実現するために必要な力を養うことができる。 

２．基礎基本の定着と確かな学力の向上 

３．科学的な見方・考え方の育成 

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

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

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

音 楽 生徒が感性を働かせ、音楽的な見方、考え方ができる授業、生涯にわたり音楽を愛好する豊かな感性や表現力を育てる。 

美 術 美術の幅広い創造活動を通して、生涯にわたり芸術を愛好する心情を育てるとともに、感性を高め豊かな情操を養う。 
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書 道 図版の見やすさ・歴史・史料とのつながりがあること。書の伝統と文化に関心を持ち、感性を働かせながら、そのよさや美しさを味わう

こと。 

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

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

情 報 自ら深く学ぶ姿勢、並びに自己学習力と応用力の育成を目指す。 
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令和５年度使用教科用図書採択の観点

川崎市立高津高等学校（全日制の課程） 

教育方針・学校目標 

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

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

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

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

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

教科 教科の目標、育成したい資質能力など

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

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

地 歴 

公 民 

（１）自ら考え、学ぶ態度の育成に努めるとともに「生きる力」を養う。 

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

を養う。 

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

（４）ＩＣＴ機材・視聴覚教材を効果的に用いる研究を行う。 

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

（６）大学共通テストにおいて各科目平均点以上を目指す。 

数 学 （１）文部科学省学習指導要領に基づく科目（数学Ⅰ、数学Ａ、数学Ⅱ、数学Ｂ、数学Ⅲ）について、各科目の指導目標を踏まえ

ながら教材研究を深め、指導方法については科内の研究協議を活発に行いつつ研究する。効果的なアクティブラーニングの

あり方についても研究する。 

（２）数学に関する興味・関心を高められるような授業を展開するとともに、副教材やその他の学習プリント、グラフ作成ソフト

などを用いて、生徒の学力伸長を図る。 

（３）提出課題の内容を充実させ、生徒に学習習慣を身に付けさせる。 

（４）小テストやプレテストを実施して、生徒の基礎学力の定着を図る。 

（５）補習授業（夏季講習等）により、受験に対応できる学力習得の機会を充実させる。 

（６）定期考査においては基本的部分から応用部分、入試レベルの内容まで幅広い難易度の問題を出題し、生徒の数学的思考が深

まるように指導する。 
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（数学） 

（７）数学検定を実施し、意欲ある生徒を更に育てる。 

（８）観点別評価について、現状を精査してより良い方向を目指す。 

（９）模擬試験実施後の振り返り、定期考査での出題に努める。 

（10）川崎市数学部会研究授業に向けて指導方法の工夫や授業見学、情報交換を通し、科全体の授業力をより高める。 

理 科 （１）教科指導の充実 

  ①自ら学ぶ・考える態度の育成を図る。 

   ・自分で考え、思考する時間を設けるようにする。 

  ②基礎学力の定着を図る。 

   ・問題演習と家庭学習を促す。 

  ③応用力の育成に努める。 

   ・学校・自宅で問題演習を取り組ませる。 

（２）豊かな心の育成 

  ①教養を広め、情操を養う。 

   ・現在の話題から科学への関心を高め、興味を持たせるようにする。 

（３）安全教育の充実 

  ①安全への意識向上を図る。 

   ・危険物や薬品の取り扱い方を学ばせる。 

（４）今日的な教育諸課題への取り組み 

  ①環境教育の充実を図る。 

   ・現在の課題や社会問題と科学の環境への関わり方を学ばせる。

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

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

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

る生活を営む態度を育てる。

芸術 

（音 楽） 

（美 術） 

（書 道） 

（１）幅広い芸術活動を通して教養を広めるとともに、日本をはじめ世界各国の芸術文化や伝統芸能を大切にしようとする態度を

育む。指導に際しては、生徒一人ひとりの個性の伸長に主眼をおく中で創作活動を支援し、および表現の能力を高めてい

く。 

（２）鑑賞および表現活動を通して、鑑賞の能力をはじめ客観的思考力、判断力、言語活動能力を養い、課題の解決に向け主体的

に取り組もうとする姿勢を身に付けるとともに、表現に幅をもたせる能力を培う。 

（３）インターネットによる情報収集や ICT 機器を利用した表現に関して、機器の利用をさらに促進するため活用方法に関する

研究を続け、積極的に授業で使用する。生徒個人およびグループ活動の思考ツールとして、表現活動の一助となるよう位置

づける。 

外国語 （１）基礎学力の定着を図る。 

（２）自ら積極的に学ぼうとする姿勢を育成する。 

（３）教材の充実に努める。

家 庭 （１）安全・環境に配慮した生活に関する基礎的・基本的な知識を習得し、実践できる力を養う。 
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(家庭) （２）家庭や地域社会の中で生活課題を主体的に解決できる力を身につけるため課題解決学習を行い、主体的・対話的で深い学びができ

るよう努める。 

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

（４）新学習指導要領における学習内容の検討及び評価の研究を行う。

情 報 （１）情報活用の実践力の育成 

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

状況などを踏まえて発信・伝達できる能力の育成 

（２）情報の科学的な理解の育成 

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

の理解の育成 

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

能力と態度の育成 

（３）情報社会に参画する態度の育成 

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

いて考え、望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度の育成
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令和５年度使用教科用図書採択の観点

川崎市立川崎高等学校（定時制の課程） 

教育方針・学校目標 

『こころ豊かな人になろう』 

○自分の良さを伸ばし、将来の夢を見つめて、自分探しに取り組もう 

○自ら知識を求め、追求する過程を大切にし、新たな課題に取り組もう 

○他を認め、思いやる心をつちかい、人類共通の課題に取り組もう 

教科 教科の目標、育成したい資質能力など

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

言語文化に対する関心を深める。

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

よう理解を深める。

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

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

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

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

保健体育 個人及び社会における健康・安全について理解を深め、生涯を通じて自らの健康を適切に管理・改善していくことが重要であることを理解

できるようにする。 

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

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

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

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

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

情 報 効果的なコミュニケーションの実現、コンピューターやデータの活用について理解を深め技能を習得するとともに、情報社会と人との関わ

りについて理解を深めるようにする。 
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令和５年度使用教科用図書採択の観点

川崎市立川崎総合科学高等学校（定時制の課程） 

教育方針・学校目標 

「ひとづくり」○真理を探究し、高邁な人格の育成を努める 

「創   造」○教養を高め、豊かな創造力と健全な批判力の育成に努める 

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

「鍛錬・良識」○心身を鍛錬し、明朗にして良識のある社会人の育成に努める 

校訓 「 誠 実 」 「 勤 勉 」 「 強 健 」 

教科 教科の目標、育成したい資質能力など

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

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

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

数 学 基礎的な計算や図形の基本的な性質を再確認し、基礎基本を重視して学力の定着を図る。 

理 科 自然事象に対する生徒の関心が高まるようにする。 

保健体育 教材を精選し、基礎的な知識・技能を身に付けさせる。 

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

我が国及び諸外国の音楽文化の理解を深める。

外国語 学習教材を精選し、基礎・基本を習得できるように指導する。 

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

能力の育成。 

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

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

づくり」の学習に必要な技能習得の 2本の柱で学習を行う。 

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

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

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

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

経済社会の進展に適応し、さらに進んだ研究をするために必要な基礎的能力を養い、将来の発展に役立てる。 
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令和５年度教科用図書採択の観点

川崎市立橘高等学校（定時制の課程） 

教育方針・学校目標 

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

（１） 知性と品性を高め、豊かな情操の育成に努める。 

（２） 協同友愛 

（３） 自治の精神の確立 

（４） 勤労愛好の習慣の体得 

教科 教科の目標、育成したい資質能力など

国 語 基礎学力・基礎知識の定着に努める。 

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

発展的な学習を通し、生徒の探究心を育成する。 

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

学ぶ意欲の向上を図り、自主的に学習する姿勢を身に付けさせるように努める。 

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

学ぶ意欲の向上を図り、自主的に学習する姿勢を身に付けさせるように努める。 

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

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

活に応用できる力を育てる。 

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

個々の能力に応じた各種運動技能を習得させる。 

授業を通して他人の意見や考えを理解できる心豊かな人間を育成する。 

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

を伸ばし音楽文化についての理解を深める。 
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美 術 ものを見て感じ、考え表現する力を育成する。 

手作業を通じてそれぞれの素材やその仕組みについて理解させる。 

ひとつのことをやり遂げる力を育成する。 

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

に親しむ心を養う。 

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

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

の手法を出来るだけ取り入れた授業展開を心がける。 

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

情 報 情報を適切に収集・処理・発信するための知識とモラルを習得する。 
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令和５年度使用教科用図書採択の観点

川崎市立高津高等学校（定時制の課程）          

教育方針・学校目標 

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

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

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

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

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

教科 教科の目標、育成したい資質能力など

国 語 ・生徒たちの学ぶ姿勢を養い、「読む」「書く」「話す」「聞く」を軸とした言語活動の中で、 

 基礎基本の定着を図る。 

・実用的な文章に触れ、実社会で必要な国語能力を養う。 

・国語を適切に表現し、的確に理解する能力を育成し、伝え合う力を養う。 

・各教科の基礎となる言語能力を養い、思考力・表現力・判断力を高める。 

・文字だけではなく、画像などの資料を用い、ＩＣＴ活用することで、生徒の探究を促す。

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

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

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

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

数 学 ・基礎的な計算の原理や法則・図形の基本的性質を再確認する。 

・個々の学力に対応し、基礎基本を重視しつつ向上を図る。 

・数理的な表現力を身につける。 

・問題解決するために様々なデータを収集・整理・分析し、その結果をもとに判断・表現できる力を育てる。 

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

・生徒の実情に即した実験・観察の授業の研究を進める。 
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・新学習要領に即した評価の実践を通し、生徒の学習意欲の向上を目指す。

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

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

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

・日常生活の中で、音楽を通して豊かな情操を養う。 

美 術 ・日常の中にある芸術やデザインに対して、観る・味わう感性を養う。 

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

書 道 ・書を味わい鑑賞する力や文字を丁寧に書く習慣を身に付ける。 

・書で表現する力を養い、日常生活を豊かにする力を育てる。 

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

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

・日常生活をマネッジメントする力を養う。 

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

・インターネット時代の情報セキュリティー力から、必要なルールとマナーまで養成する。 
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資料２－２ 

令和５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 ～ ３１頁 

川崎総合科学高等学校    ３２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 ～ ８８頁 

  橘高等学校         ８９頁 ～ ９５頁 

  高津高等学校        ９６頁 ～ １０３頁 



購入学年欄補足 

川崎高等学校（全日制） 

普 → 普通科 

生 → 生活科学科 

福 → 福祉科 

理 → 理系 

  選 → 選択 

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 

全  → 全科 

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 



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
への展開がスムーズにできるよ
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。

国語 2 東書 論国 701 新編論理国語 Ａ５
2

生福

身近な話題やさまざまな視点で
書かれた文章で、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。実社会に生かせるトピッ
クもあるなど工夫されている。

多彩なテーマの教材が収録され
ている。複数の文章の比較がで
きるようになっている。教材数
もちょうどよく、どれも読みや
すい分量である。

文字のフォントや行間隔がすっ
きりと読みやすく工夫されてい
る。色づかいも控えめで、落ち
着いて学ぶことができる。

〇 国語 50 大修館 論国 705 論理国語 Ａ５ 2普

多彩なテーマの教材を複数収録
している。複数の資料の比較を
行うトピックや教材間を横断し
て知識を活用するための資料を
配置するなど工夫がされてい
る。

多彩なテーマを収録しながら、
教材間で横断的な学習ができる
構成になっている。教材数も４
２本配置されている。

アイコンによって、学習すべき
重点が分かりやすいように工夫
されている。落ち着いた色合い
である。付録は色合い鮮やかで
わかりやすくまとまっている。

〇 国語 50 大修館 論国 706 新編　論理国語 Ａ５
2

生福

論理的な文章を「読む」「書
く」ため、読みやすい基本的文
章から発展的な文章が収録され
ている。各単元ごとにポイント
も掲載されているため、学習し
やすい。資料も多く収録されて
いる。

本文を読むために必要な知識を
コラムで扱っているため導入し
やすい。「読む」「書く」に必
要な知識が丁寧に扱われてい
る。基本的内容の教材は見開き
１ページで完結するなど工夫が
されている。

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。学習ポイントは目
立つ色が使用されている。

国語 104 数研 論国 708 論理国語 Ａ５
2
普

幅広いジャンル教材を収録し、
論理的な思考をさせる内容であ
る。各教材のあとにコラムや資
料が置かれ読解を深めることが
できる。

図や資料とともに読解する文章
や比較読解ができる文章が収録
されている。巻末の教材は具体
的で、学習者が学びやすいよう
に工夫されている。

文字のフォントや行間隔がすっ
きりと読みやすく工夫されてい
る。文章量は少し多めである。

国語 183 第一 論国 711 高等学校　論理国語 Ａ５ 2普

現代社会における諸問題を扱っ
た評論も収録されており幅広い
視野と問題意識を養うことがで
きる。教材の難易や長短に違い
があり、段階的な指導が行える
よう工夫されている。

視野を広げ、論理的な思考力・
判断力・表現力を育むように多
彩なテーマの評論教材を段階的
に配列している。トピックが豊
富で、教材理解や読解を深める
ことができる。

語注や脚注、カラー写真やカ
ラー図表が豊富に用いられてい
る。フォントは見やすいものを
使用している。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和５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



番号 略称 記号 番号
構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和５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

国語 15 三省堂 文国 703 新　文学国語 Ａ５
2
生

定番教材や一度は見たことのあ
る著者の作品が多く収録されて
いる。前半が基本的内容で後半
は発展的内容となっている。巻
末の資料がわかりやすいものに
なっている。

選び抜かれた教材が収録されて
おり、その教材に関連する情報
は豊富である。各教材のページ
隅に時代のチャートが示されて
いる。

目次のフォントははっきりして
いて見やすいが、本文のフォン
トはやや小さめである。

〇 国語 50 大修館 文国 705 新編　文学国語 Ａ５
2
生

さまざまな難易度・長短の小
説、基本的な古典など、豊富な
教材で内容が充実している。古
典に触れられる評論も収録され
ている。

文学を読むための基礎知識が巻
頭資料としてわかりやすく図解
されている。定番教材だけでな
く、現代の小説など新教材をバ
ランスよく収録している。

フォントや行間隔に工夫がなさ
れており、読みやすい。挿画や
写真が豊富でイメージがつかみ
やすくなっている。

国語 2 東書 古探 702 精選古典探究　古文編 Ａ５
2
普

定番教材が豊富に収録されてい
る。読み比べもできるような教
材配置になっている。図版や関
係図が掲載されているため、内
容がつかみやすい工夫がなされ
ている。

基礎から応用まで対応できる構
成になっている。巻末の資料も
豊富に収録されている。

フォントや大きさ、行間に工夫
がなされており読みやすい。脚
注や注釈もわかりやすい。

国語 古探 703 精選古典探究　漢文編 Ａ５
2
普

多彩なジャンルの教材や豊富な
参考が収録されている。単元に
即したコラムもあり、より深い
学びができる。

生徒が使用できるデジタルコン
テンツも用意されており、より
深い学びができる構成になって
いる。

教材に関連する写真や年表が単
元ごとにあり、内容をより効果
的に把握しやすくしている。

〇 国語 50 大修館 古探 706 古典探究　古文編 Ａ５
2
普

古文の定番作品だけでなく、関
連する現代の作品も掲載されて
おり、生徒の興味関心を引き出
す内容になっている。各教材に
時代スケールが設けられてお
り、文学史を一目で把握するこ
とが可能になっている。

豊富な教材数が収録されてお
り、生徒の理解度に合わせて教
材を選択、組み合わせが可能な
構成になっている。

フォントや大きさが工夫されて
おり、読みやすい。脚注が豊富
なだけではなく、学習のポイン
トにはマークを用い、わかりや
すく区別している。

〇 国語 古探 707 古典探究　漢文編 Ａ５
2
普

漢文のみではなく、関連する古
文や現代文を収録し、読み比べ
たり、身近に感じられたりする
ような内容になっている。各教
材に時代スケールが設けられて
おり、文学史を一目で把握する
ことが可能になっている。

読み比べができる教材を収録し
ている。身近に感じるような漢
文に関するコラムが充実してい
る。

人物相関図など、資料が豊富
で、導入しやすい。写真も多く
使用されているため、教材に親
しみやすい。

国語 183 第一 古探 717
高等学校　古典探究　古文
編

Ａ５
2
普

主要なジャンルの代表作品を網
羅している。関東巻末にカラー
の口絵や資料が豊富。時代ス
ケールが掲載されているため、
成立年代をすぐに把握できる。

単元のはじめに、その単元で学
習するジャンルや作品、作者に
ついての解説ページがあり、導
入しやすく、内容や時代背景等
もつかみやすい構成になってい
る。

語注が豊富で、読み解くための
ヒントになる。写真や関係図も
多く掲載している。

国語 古探 718
高等学校　古典探究　漢文
編

Ａ５
2
普

主要なジャンルの代表作品を幅
広く網羅している。論理的な文
章も収録されている。単元で学
ぶ句型も掲載されている。

単元のはじめに、その単元で学
習するジャンルや作品、作者に
ついての解説ページがあり、導
入しやすく、内容や時代背景等
もつかみやすい構成になってい
る。

語注が豊富で、解釈するための
ポイントを示している。

地理
歴史

2 東書 地総 701 地理総合 ＡＢ
2生
福

学習指導要領の内容が網羅さ
れ、基礎的な事項から発展的な
事項まで幅広く取り扱われてい
る。また、内容ごとに「Q」が設
けられており、それを解決しな
がら学習内容の理解を深めるこ
とができる。

学習項目が見開きで構成されて
いるため、学習計画が立てやす
い。また、図版が大きく掲載さ
れており、かつ文章は簡潔に要
点がまとめられているため、内
容を理解しやすい。

見開きごとに設けられているタ
イトルが大きく書かれているた
め、学習内容が一目で分かるよ
うになっている。また、重要語
句は太字で強調されており、分
かりやすいものとなっている。

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な工夫
がなされている。

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、「SKILL」といった特設
コーナーが充実している。

基本的には、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。

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普
2生
福

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。また、「豆知識」
を随所に散りばめ、興味関心を
惹く内容となっている。

１つの主題について、基本的に
３段階の「学習の流れ」が示さ
れており、学習計画が立てやす
い。また、図版も豊富で、かつ
大きくて見やすいものがバラン
スよく配置されている。

本文は平易な表現で、また重要
用語を太字で示し、関連個所へ
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てお
り、理解を促しやすい。

〇
地理
歴史

183 第一 地総 706
高等学校　地理総合　世界
を学び、地域をつくる

ＡＢ
2生
福

学習指導要領の内容が適切に網
羅されており、重要事項が丁寧
に解説されている。また、
「GEOCOLUMN」といった生徒の興
味関心を惹き付ける内容も充実
している。

大きな問いから問いの探求、ふ
りかえりという構成で、学習の
流れがつかみやすい。また、事
象の背景や語句の説明が非常に
丁寧に記されており、分かりや
すい。

本文は平易で分かりやすい記述
となっている。また、文字が大
きく読みやすい。図版の説明も
詳細に記されており、その図版
が何を表しているのかを理解し
やすい。

地理
歴史

2 東書 地探 701 地理探究 ＡＢ 2普

学習指導要領の内容が隅々まで
網羅され、地理的な見方・考え
方を養うための問いかけが設け
られている。また、重要語句や
難しい語句などは欄外に詳細に
説明がなされている。

1見開きごとにタイトルが「問い
かけ」になっているため、「主
題」や「問い」を中心に構成す
る学習の展開がしやすいものと
なっている。また、グラフと
いったデータ資料が豊富に掲載
されている。

本文は平易な表現で、かつ重要
語句は青文字で区別されている
ため、要点をつかみやすい。ま
た、自然現象などの背景も詳細
に記されており、その現象が起
こる背景をつかみやすいものと
なっている。

2
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【第１部】　令和５年度使用教科用図書調査結果報告書
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採択
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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

〇
地理
歴史

46 帝国 地探 702 新詳地理探究 Ｂ５ 2普

学習指導要領に合わせて、重要
事項が丁寧に解説されている。
また、「SKILL」や「探求TRY」
といった学習事項を生かして発
展的な学習に取り組むことので
きる特設コーナーも充実してい
る。

各内容で、「学習課題」や「確
認」が設けられており、学習計
画が立てやすい。また、カラー
の写真が豊富に掲載されてお
り、自然現象や景観を理解しや
すい。地図帳やWebの活用を促す
コラムも充実している。

本文は平易な表現で、重要語句
は黒太字になっているため、見
やすくわかりやすい。また、難
しい語句の解説が本文の横の
「用語」の欄にまとめて書かれ
ているため、用語の意味をすぐ
に理解することができる。

地理
歴史

139 二宮 地探 703 地理探究 Ｂ５ 2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な内
容となっている。「新しい視
点」というコラムを生かして、
発展的かつ探求的な活動を行う
ことも可能である。

各内容で、最初には課題が示さ
れた「イントロ」が、最後には
「まとめと探求」が掲載されて
おり、発展的な学習にも対応し
た構成となっている。また、大
きくて分かりやすいイラストが
豊富である。

本文は平易な表現で、重要語句
は黒太字となっているため、要
点が抑えやすい。また、側注の
用語解説も充実しており、似た
用語の違いなども理解すること
ができるようになっている。

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。

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。

地理
歴史

7 実教 日探 702 日本史探究
Ｂ５
変型

2普

歴史的事実を詳細に取り扱って
いる上、新しい研究成果を生か
したコラムが豊富に設けられ、
多面的多角的な学習に適してい
る。

各章で、学習する時代の概観が
まとめられており、問いからま
とめまで授業に配慮した構成と
なっている。

深く踏み込んだ説明が多く、高
校生が理解力に比してやや高度
な表現がみられる。

〇
地理
歴史

81 山川 日探 705 詳説日本史
Ｂ５
変型

2普

歴史的事実が過不足なく取り扱
われ、適切な「問い」と豊富な
資料により、探究的な学習に取
り組みやすい内容となってい
る。

流れがつかみやすい構成となっ
ている。B5変形の幅広い判型
に、図版や史料を多く掲載して
いる。

背景や因果関係が理解しやすい
論理的な表記表現となってい
る。

地理
歴史

81 山川 日探 706 高校日本史 Ｂ５ 2普

要点をおさえた内容となってお
り、生徒が自分で読んでも理解
しやすく工夫されている。

B5版の大きな判型によって、見
開きの範囲内で必要な情報が見
て取れる構成となっている。

ふりがなが丁寧にふられてお
り、注も少なく、読みやすい表
記表現となっている。

地理
歴史

183 第一 日探 707 高等学校　日本史探究 Ｂ５ 2普

生徒に興味を持たせやすい工夫
がなされている。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させること
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、生徒にすぐに
分かるように構成されている。

比較的平易な表記も多いためと
くに抵抗なく読みとることが出
来る。本文の記述がとても詳し
く、丁寧で分かりやすくなって
いる。

地理
歴史

2 東書 世探 701 世界史探究 Ｂ５ 2普

各時代の特色や変遷について多
面的・多角的に考察することが
できる内容が取り上げられてい
る。

歴史総合で身につけた技能を活
用し、資料を基に探究していく
構成となっている。

表記表現に統一感があり、全時
代を通じて生徒が流れを理解し
やすく工夫されている。

地理
歴史

7 実教 世探 702 世界史探究
Ｂ５
変型

2普

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、生徒はすぐ分かる。
主題学習が設定され生徒が主体
的に学べる。

各項目の配分は全体的にシンプ
ルな構成でまとめられているた
め、取り扱いしやすい。豊富な
記載で入試に十分対応する分量
となっている。測注は少ないが
詳しく記述されている。

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、生徒は読み取ることができ
る。各資料のコメントは充実し
ていて、それぞれ分かりやすく
表現されている。

〇
地理
歴史

81 山川 世探 704 詳説世界史探究
Ｂ５
変型

2普

地図や写真、コラムなどが豊富
で分かりやすく、生徒の理解を
深める内容のものが多い。記述
も平易で、生徒にとって分かり
やすいものとなっている。

本文、資料や補足説明が全体的
に簡潔によくまとめられて配分
された構成となってい。入試に
対して対応できる分量である。

本文の内容は精選されており、
文字の大きさや字体は適切であ
る。重要語句などは書体を変え
て分かりやすく記述されてい
る。

地理
歴史

2 東書 地図 701 新高等地図 Ａ４
2生
福

世界地図や日本地図だけではな
く、自然環境図、領域図、様々
な主題図がそれぞれの地域に豊
富に掲載されている。また、後
半に掲載されている統計資料も
充実したものであり、世界各国
の比較もしやすい。

地域ごとに、自然環境図、領域
図、広域図や拡大図、様々な主
題図が並ぶという構成になって
いるため、その地域の特色につ
いて理解しやすいものとなって
いる。

A4判を生かした、大きくて分か
りやすい表記や色づかいがなさ
れている。また、有名な建築物
などはイラストで掲載されてお
り、位置を容易に読み取ること
が可能である。

3
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学年

内容

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。

地域間の結びつきが読み取りや
すい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、国名や首都が赤文字に
なっているなど、地名が探しや
すいように配慮している。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。

〇
地理
歴史

46 帝国 地図 703 標準高等地図 Ａ４
２生
福

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つくよ
う、大判を生かしたダイナミッ
クな編集となっており、地図を
前半に、資料図を後半にまとめ
た二部構成となっている。

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。

地理
歴史

130 二宮 地図 704 高等地図帳 Ｂ５
1普
2生
福

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
など様々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
理歴史科、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。

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。

公民 2 東書 倫理 701 倫理
Ｂ５
変型

2普

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

構成はシンプルで、人物の写真
や図解などは十分整っている。

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

〇 公民 7 実教 倫理 702 詳述倫理 Ａ５ 2普

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

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

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

公民 35 清水 倫理 703 高等学校　新倫理 Ａ５ 2普

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

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

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

公民 2 東書 政経 701 政治・経済
Ｂ５
変型

2普

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

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

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

〇 公民 7 実教 政経 702 詳述政治・経済 Ａ５ 2普

基本的な事項から発展的な事項
まで充実している。特に重要項
目が太線で多く引かれている。

図やグラフが豊富に挿入されて
おり、難しい内容でも各単元で
視覚的にイメージしやすい構成
になっている。

コンパクトにまとめられてお
り、カラーの資料多く見やす
い。
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公民 35 清水 政経 704 高等学校　政治・経済 Ａ５ 2普

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 7 実教 数Ⅰ 707 新編数学Ⅰ Ａ５
１生
２福

例題，練習問題と段階的に学習
することができる。随所に思考
力・発展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QRコンテン
ツが配置されており，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。

〇 数学 7 実教 数Ⅰ 708 高校数学Ⅰ Ｂ５ ２福

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。学習内容が丁寧にまとめ
られていて学習の見通しが立て
やすくなっている。
また，各所にQRコンテンツが配
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、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。

〇 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 １普

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 １普

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。

〇 数学 183 第一 数Ⅰ 718 新編数学Ⅰ
Ｂ５
変型

１生

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
に発展・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，動画で問題の解説を視聴で
きるため，習熟度の確認に活用
できる。

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。

〇 数学 数Ⅰ 719 新編数学Ⅰサポートブック
Ｂ５
変型

１生

身近な題材を取り上げているた
め、授業前に取り組むと頭に入
りやすい題材となっている。ま
た、単元によっては既習内容に
も丁寧に触れているので、復習
もしやすい内容となっている。

問題の構成・分量ともに適切で
ある。また，各所にＱＲコード
が配置されており，動画で問題
の解説を視聴できるため，習熟
度の確認に活用できる。

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。見開きで単
元の内容がまとまっているた
め、学習に取り組みやすい。

数学 2 東書 数Ⅱ 701 数学Ⅱ　Advanced Ａ５ ２普

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 ２普

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。

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。

〇 数学 104 数研 数Ⅱ 709 数学Ⅱ Ａ５ ２普

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。

数学 2 東書 数Ａ 701 数学Ａ　Advanced Ａ５ １普

例，例題，練習問題と段階的に
学習することができ，授業の進
度に応じて取り扱うことができ
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、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 7 実教 数Ａ 707 新編数学Ａ Ａ５ ２生

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。

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。

〇 数学 7 実教 数Ａ 708 高校数学A Ｂ５ ２生

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。

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

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。
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数学 61 啓林館 数Ａ 709 数学Ａ Ａ５ １普

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。

〇 数学 104 数研 数Ａ 712 数学Ａ Ａ５ １普

例，例題，練習問題と段階的に
学習することができ、授業の進
度に応じて取り扱うことができ
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 183 第一 数Ａ 718 新編数学Ａ
Ｂ５
変型

２生

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。

丁寧で優しい文章表現である。
色使いも多彩で視覚的に理解が
進められる。

数学 183 第一 数Ａ 719 新編数学Ａサポートブック
Ｂ５
変型

２生

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。

丁寧で優しい文章表現である。
色使いも多彩で視覚的に理解が
進められる。

理科 61 啓林館 科人 703 高等学校　科学と人間生活 Ｂ５
1生
福

理科への興味を引き出す紙面と
なっており、わかりやすくまと
められている。無理なく科学的
に探究することが期待できる。

理解度を深めるコンテンツが充
実している。図と表、文章の量
も適切である。

注釈が端的で分かりやすい表現
になっている。図やイラストが
多く、見やすい。

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、詳細かつ親
切な解説のため高度な理科の知
識を習得することが期待でき
る。

写真を豊富に取り入れており、
詳細な解説が付記されている構
成である。生徒が興味・関心を
持ちやすい内容が記載してある
ため、深い知識の習得に期待が
できる。

図や写真が大きく生徒が見やす
いように配慮されている。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

苦手な生徒にとって興味を持ち
取り組みたくなるような情報や
実験が多く扱われている。それ
ぞれの各分野での身近な現象が
取り扱われている。

学習が進めやすいように良くま
とめられている。知識と日常に
ある科学の有用性が実感できる
構成である。コラムも数多く盛
り込まれている。

カラフルな表記で楽しく、的確
な表記・表現がされている。

理科 2 東書 物基 701 物理基礎
Ｂ５
変型

1普

基礎基本の徹底と自ら探究する
力を育てることが期待できる内
容になっている。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。

学習の要点がわかりやすくまと
められている。充実した問題量
で基礎基本がしっかりと盛り込
まれている構成である。

物理学の大切さがしっかりと伝
わり、表記・表現とも適切であ
る。

理科 61 啓林館 物基 705 高等学校　物理基礎 Ａ５ 1普

探究コーナーと本文を合わせて
読むことによって生徒が自ら考
える力を養えることが期待でき
る内容になっている。新しい傾
向の問題も多く扱われている。

豊富な情報量と読みやすさで
すっきりしている。物理を楽し
みながら学び理解を深める事が
できるコンテンツも豊富であ
る。

図資料が豊富で、わかりやすい
表記・表現になっている。

〇 理科 104 数研 物基 707 物理基礎 Ａ５ 1普

思考力・判断力・表現力がしっ
かりと養える工夫がされてい
る。生徒が理解しにくい公式も
わかりやすくまとめられてい
る。十分な演習量で学習するこ
とができる。

本文中に図の一部を挿入してわ
かりやすく構成されいる。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。

物理独特の用語がしっかりと
フォローされている。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 物理 702 物理 Ｂ５
2理
選

情報量が豊富な内容で、探究的
な学びと受験対応の両立が可能
な内容になっている。

丁寧に解説されており、物理を
学習する上で理解を深めること
ができる。構成・分量ともに適
切である。

大きな図版と写真が多く内容も
豊富で表記・表現ともに適切で
ある。

理科 61 啓林館 物理 703 高等学校　物理 Ａ５
2理
選

豊富な情報量で確かな学力がみ
につくであろう内容になってい
る。生徒の関心意欲がわくよう
な内容になっている。

物理への興味を持たせ、写真や
図が豊富で大きく見やすい。構
成・分量ともに適切である。

実際の物理現象の写真も現象が
分かりやすく見やすい。表記・
表現ともに適切である。

〇 理科 104 数研 物理 706 物理 Ａ５
2理
選

端的にまとまっており、学習目
的が明確にできる内容になって
いる。関心意欲が高まる内容に
なっている。

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
な題材がしっかり扱われてい
る。

図や説明文が見やすく、表記・
表現とも適切である。

理科 7 実教 化基 705 高校化学基礎 Ｂ５

1普
2生
2福
選択

基本的な事柄を無理なく学習で
きる内容になっている。生徒が
興味をひきつける内容になって
いる。豊富な図と写真を用いて
おり、よくまとまっている。

構成がわかりやすく、基礎の内
容から発展的内容まで充実して
いる。本文の記述に適切な配慮
がされている。発展的な内容が
精選されているので、より深く
理解させることができる。

表記・表現とも適切である。図
も写真も見やすい。
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理科 61 啓林館 化基 706 高等学校　化学基礎 Ａ５

1普
2生
2福
選択

生徒の自学自習がしやすい内容
になっている。豊富なイラスト
や写真が扱われていて、まとま
りが良い。コラムも充実してい
る。

構成も分量も適切である。基礎
から発展的な内容が盛り込まれ
ていて、扱いやすい。

図や写真の配置が良い。分かり
やすい表記・表現をしていて見
やすい。

〇 理科 104 数研 化基 709 高等学校　化学基礎
Ｂ５
変型

1普
2生
2福
選択

生徒の主体的な学びをしっかり
とサポートしてくれている。生
徒の理解しにく箇所を丁寧に解
説されている。

２単位でも無理なく学習できる
構成になっている。実験動画・
アニメーション・確認ドリルな
どのコンテンツが豊富である。
構成も分量も適切である。

図や写真が大きく生徒が見やす
いように配慮されている。本文
の内容も具体的に表現されてい
て、工夫もされている。

理科 7 実教 化学 704 化学 Ｂ５ 2理

思考力・判断力・表現力の育成
に対応できる内容になってい
る。学習のポイントもしっかり
と盛り込まれている。

学習レベルに応じて使用できる
発展も扱われており、構成・分
量ともに適している。

ダイナミックな大きくて見やす
い図や写真が使われていてより
詳しく表現されている。

〇 理科 104 数研 化学 706 化学 Ａ５ 2理

主体的・対話的で深い学びがで
き豊富な題材で広く深く学べて
入試にも対応できる内容となっ
ている。生徒がつまずきやすい
ところの工夫もされている。

図表のバランスも良く配置され
ている。学習内容の定着が図れ
る構成である。分量も適切であ
る。

立式の仕方や途中計算も掲載
し、生徒の自学自習にも対応で
き、表記・表現ともに適切であ
る。

理科 183 第一 化学 708 高等学校　化学
Ｂ５
変型

2理

高度な内容も丁寧に説明され、
大学入試にも対応している内容
である。理解を定着されるよう
に注意と復習が盛り込まれてお
り、学習内容もよくまとまって
いる。

分野ごとに丁寧に解説されてい
て、写真も資料も豊富に取り
扱っている。

色分けで工夫されていて、視覚
的に理解が得られる。表記・表
現ともに適している。

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
ンスが良い。

バランスが良く構成されてお
り、分量も適切で申し文なしで
ある。

写真も図も多く調べ学習に適し
ていて、丁寧な表記・表現がさ
れている。

理科 104 数研 生基 709 新編　生物基礎 Ｂ５ 1普

工夫された図で見やすく視覚的
に理解しやすい内容になってい
る。身近な話題を扱った読みや
すいコラムも豊富である。

各節の目標が記載されており、
目標に向かって学習が進められ
る。全体的なバランスも良く構
成されている。

QRコードより実験動画なども見
れ、分かりやすい。表記も適切
である。

理科 183 第一 生基 710 高等学校　生物基礎
Ｂ５
変型

1普

探究的学びを重視した内容に
なっている。観察や考察をレ
ポート風に示しており、表現力
の育成にも役立つように工夫さ
れている。

自学自習に配慮した構成になっ
ていて、分量ともに適切であ
る。

イラストも鮮やかで大きく、写
真も図も分かりやすい。表現も
適切である。

理科 2 東書 生物 701 生物
Ｂ５
変型

2理
選

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。

内容が精選されており、発展も
設けられており、構成・分量と
も適している。

文章は簡潔で重要用語を中心に
フリガナがふってあり、生徒が
読みやすい配慮がされている。

理科 7 実教 生物 702 生物 Ｂ５
2理
選

基本的となる生物学をしっかり
記述した、まとまりのある内容
になっている。生徒が生物を
もっと学びたいと思える工夫が
されている。

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。

大きな図版や写真で、視覚的に
理解しやすい。文字も見やすく
表記・表現も適している。

〇 理科 数研 生基 生物 704 生物
Ｂ５
変型

2理
選

主体的・対話的で深い学びがで
きる内容になっている。生徒の
興味・関心を湧かせることが期
待できる。

QGコンテンツも充実しており、
実験手順も映像で確認ができ便
利である。その他学習内容の理
解を助けるコンテンツも多数あ
る。構成・分量ともに適してい
る。

イラストや図がとても見やすく
豊富である。表記・表現ともに
問題ない。

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
生
普

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
生
普

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

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

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

保健
体育

183 第一 保体 703
高等学校　保健体育
Textbook

Ｂ５
１
生
普

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。
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【第１部】　令和５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

保健
体育

保体 704
高等学校　保健体育
Activity

Ｂ５
１
生
普

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 1

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、曲数を多く扱ったり、
自主的に音楽を楽しむには有
効。

Ａ４版150頁。カラー頁が多い。
取り上げている一つの題材に対
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
丁寧でわかりやすい。まなびリ
ンクというＱＲ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

1

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
鑑賞に力を入れているが、授業
ではあまり時間をかけられない
分野である。歌唱は後半に楽譜
集として多くの曲が掲載されて
いる。

Ａ４版170頁。カラー頁が約半
分。余白があり全体的に見やす
い。40頁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。ＱＲコンテンツが
豊富で、扱いやすい。

〇 芸術 27 教芸 音Ⅰ 703 ＭＯＵＳＡ１ Ａ４ 1

扱っている題材の選曲が幅広
く、選択肢が多い。中学での学
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。音楽史の扱いは実
用的である。

Ａ４版160頁。ほぼカラー頁。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。生徒の興味を引くこ
とができる。

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。ＱＲコンテンツが豊富で、
自主的な学習が可能。

芸術 89 友社 音Ⅰ 704 ＯＮ！１
Ａ４
変型

1

自主的に学習にとりくめるよう
な内容であり、基礎から応用ま
で網羅している。楽譜頁が白黒
なため楽譜集のような印象を受
けるが、間の解説頁がカラーな
ため、解説頁への興味関心は引
き出せる。

Ａ４版160頁。楽譜の頁はほぼ全
て白黒である。解説や鑑賞、器
楽や音楽史の部分はカラーであ
る点に、やや違和感を覚える。

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
トがわかりやすい。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

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ＱＲ
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
ＱＲコンテンツもあり、自身の
学びを高めることができる。

〇 芸術 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１ Ａ４ 1

美術という表現世界に触れ、新
しい見方や考え方と出会い、自
ら考える力を育めるように、と
いうテーマのもとに作られてい
る。教科書全体にわたってペー
ジがリンクしており、個々の学
習活動を促進する内容である。

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あり。

〇 芸術 2 東書 書Ⅰ 701 書道Ⅰ Ａ４ 1

冒頭の構成に中学書写との連続
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。

どの単元も図版が見やすく、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。

鮮やかで美しいカラー版で、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

主要な古典とともに、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 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

各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。

随所にこまやかな配慮がされて
おり、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

導入部分に工夫があり、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。
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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

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。

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

2 東書 ＣⅡ 702
Power On
English Communication Ⅱ

Ｂ５
2生
福

Lessonの冒頭に興味を集めるよ
うな写真を使用し、さらに関連
動画を使用することで、導入前
の内容理解を深めることができ
る。

Lessonの末尾のReviewやAction
で再度本文内容や語句に触れ、
理解を深めることができる。

各パートの左ページは活動、右
ページは本文が記載され、見開
きで完結できるようになってい
る。１パートにつき１つの文法
事項を扱うことで、焦点を当て
て学ぶことができる。

外国
語

2 東書 ＣⅡ 703
ENRICH　LEARNING
ENGLISH　COMMUNICATION
Ⅱ

ＡＢ 2普

Unit内にListeningとReadingが
２つずつあり、同じトピックに
ついて異なるジャンルの英語を
聞いたり、読んだりすることが
できる。Unit Activityが豊富
で、話す、書く活動を振り返り
時に活用することができる。

各Unitの冒頭でUnitを通して考
え、探究するための問いが示さ
れており、思考力を高めながら
進めることができる構成になっ
ている。

レッスンの冒頭に生徒の興味関
心を集めるような写真が豊富で
ある。カラフルなマークや記
号、図が多く、親しみをもつこ
とができる。

〇
外国
語

15 三省堂 ＣⅡ 707
CROWN
English Communication Ⅱ

Ｂ５ 2普

SDGsを始め、歴史やスポーし
ツ、宇宙など、多様なテーマを
取り扱い、生徒の視野を広げる
ことができる。思考力を問う
Questionsや、Wrap It Up!は、
入試対策にも活用することがで
きる。

対話文やスピーチ、記事、エッ
セイなど、様々なジャンルに触
れることができる。インプット
からアウトプットの自然な流れ
で学ぶことができる構成になっ
ている。

各セクションの左ページは本
文、右ページは文法や言語活動
が記載され、見開きで完結でき
るようになっている。写真や図
表が適所に配置され、学習に取
り組みやすいものになってい
る。

外国
語

61 啓林館 ＣⅡ 712
ELEMENT English
Communication Ⅱ

Ｂ５ 2普

扱われている題材はⅠに比べ理
系・文系の内容のバランスが均
一になった印象。各レッスンの
導入が充実しており、題材特有
の英語表現、単語などを自然に
身に付けることができる。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。活動の
見通しがもちやすい構成であ
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。
ただし、そのほかのページでは
生徒の理解を促す画像などの資
料が豊富である。

〇
外国
語

61 啓林館 ＣⅡ 714
LANDMARK Fit English
Communication Ⅱ

Ｂ５
変型

2生
福

ジャンルは多岐に渡り、社会や
環境の変化が、生徒にとって身
近な問題、課題として取り上げ
られており、多様な生徒に興味
を持たせやすく工夫されてい
る。適宜、ペア、グループ表現
活動がしやすく、またSDGｓとも
関連付けられており、生徒に
とって時宜にかなった深みのあ
る教科書となっている。

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、全体構成を分析できる内容
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
限に止めてあり、ペア、グルー
プ活動がしやすくなっている。

外国
語

104 数研 ＣⅡ 717
COMET
English Communication Ⅱ

ＡＢ
2生
福

題材は生徒にとって馴染みのも
のや最先端の技術などの時事的
な内容をその歴史とともに扱う
などして、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、後半ではワークシート
に写真や絵が記載されており、
馴染みやすく、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
関する概要を確認し、要点を整
理しやすくなっている。

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。また、
日本語で内容は悪の発問がなさ
れており、パラグラフごとの、
軸となるセンテンスが見つけや
すくなっている。
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番号 略称 記号 番号
構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和５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

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段階構成である。

親しみやすいイラストが適所に
配置されている。

外国
語

15 三省堂 論Ⅱ 704
CROWN
Logic and Expression Ⅱ

Ｂ５ 2普

１課の中でREADY、GET、USEの３
つの段階を踏みながら、言語活
動を行えるものになっている。
様々なテーマを扱うことで、視
野を広げて意見を出すことがで
きるようになっている。

Grammar Focusや表現のための文
法、まとめの欄に、活動時に活
用できる文法項目や語彙が十分
に記載され、表現の幅を広げる
ことができる。

議論につながりやすい写真や
データを適所に使用している。
表現のポイントが例文を使用し
ながら、詳細に記載されてい
る。

〇
外国
語

61 啓林館 論Ⅱ 708
Vision Quest English
Logic and Expression Ⅱ
Ace

Ｂ５ 2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おり、さ
らにペアやグループでの明確な
発信がしやすくなるように工夫
されている。

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、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、ペア、グ
ループでの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、要点を押さ
え、要約する訓練がしやすく
なっている。

外国
語

231 いいずな論Ⅱ 717
be English Logic and
Expression Ⅱ Smart

Ｂ５ 2普

特定の場面設定においての文法
の機能・使用の仕方・発話の際
の注意点について学ぶことがで
きる。どのレッスンも最終的に
は当該文法を使用したやり取り
活動につなげている。

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段階構成である。教科書全体
を通してSDGsを意識したような5
つの大テーマが設けられてお
り、それに関連したレッスンが
付随しているという構成であ
る。

親しみやすいイラストが適所に
配置されている。写真などの視
覚情報がやや少ない印象。

家庭 2 東書 家基 701
家庭基礎　自立・共生・創
造

ＡＢ
1福
2普

高齢期の特徴を成熟の面から捉
えており、前向きに生きるため
の意欲を育みやすく、学習の意
図を実践しやすい。課題解決学
習のためのテーマ設定があり、
学習に取り組みやすい。

小学校・中学校の学習のつなが
りが明記されており、現在の学
習のポイントを明確にしやす
い。

図説の表にわかりやすいイラス
トが多く、学習意欲を引き出し
やすい。ポイントの語句がブ
ルーであり、見やすい。

家庭 6 教図 家基 704
Survive!!　高等学校　家
庭基礎

ＡＢ
1福
2普

成人年齢の引き下げに伴った契
約の内容が消費者教育とリンク
するようになっている。例と
チャレンジが写真で紹介されて
おり、学んだことを生活のどこ
で活かせるのか発展的な学びが
できる。グローバルと伝統文化
の紹介が少ないのが課題であ
る。

目次に赤文字でテーマが書いて
あり、何を学ぶのかというのが
明確にされている。イラストと
写真、説明のバランスも妥当で
ある。

４コマ漫画にHow toが紹介され
ており、その現場の状況がイ
メージすることができる。

家庭 7 実教 家基 705
家庭基礎　気づく力　築く
未来

ＡＢ
1福
2普

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
1福
2普

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。

他の教科書と比べ、いわゆる本
文の分量が少なく、図を用いた
解説のほうほうであり、学習に
興味をもたせやすい。

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
2普

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 183 第一 家基 710
高等学校　家庭基礎　持続
可能な未来をつくる

ＡＢ
1福
2普

高齢化社会・高齢期を人生の中
でも、また社会の中でも前向き
に捉え得ており、実社会で学び
を実践しやすい。本文が詳し
く、学びを深めるために効果的
である。

口絵のページに、家庭科を学ぶ
目的・SDGsとの関連・ホームプ
ロジェクトについてがまとめて
記載されており、学習を大局的
に捉えやすい。行間が適切であ
り、読みやすい。

イラスト・写真の表記に工夫が
あり、実生活で活用するための
意欲を培いやすい。
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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５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

家庭 2 東書 家総 701
家庭総合　自立・共生・創
造

ＡＢ １生

各章の端まりにチェック項目が
あり、主体的に学ぶ姿勢を育み
やすい。栄養の分野では、従来
の学習内容を、新しい視点で解
説されている。現在の社会情勢
に沿った内容を取り込んでい
る。

小学校・中学校の学習のつなが
りが明記されており、現在の学
習のポイントを明確にしやす
い。

見やすい写真、イラストであ
り、学習を深めやすい。

家庭 6 教図 家総 702
未来へつなぐ　家庭総合
365

ＡＢ １生

どの単元も、本文の内容が詳し
くわかりやすい。現在の社会状
況にそった視点が多く見られ、
家族と法律・社会保障制度・自
助・互助・共助など卒業後に実
社会で必要な知識がわかりやす
く解説されている。

本文の横にイラスト・解説が書
かれており、本文の理解が深ま
りやすい。本文横の部分のス
ペースが広いので、文字が見や
すい。質の高い理解を図りやす
い。

イラストが多く、興味を持ちや
すい。表・データーが多く数量
や図形などから学びに向かう力
を培いやすい。

家庭 7 実教 家総 703 家庭総合 ＡＢ １生

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
んじ色が付いているため、赤
シートを使用して隠して勉強し
やすい。生徒の意欲を湧かすこ
とができる。

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

教科等横断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丁度良
く見やすい。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 １生

各章のまとまりが見やすく、生
徒にとって身近な話題を問いか
ける形式で書かれいて見やす
い。また、巻頭の見開きページ
で、家庭科全体の学びのつなが
りがわかりやすい。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。

教科書として見やすい構成で、
ページあたりの分量も適切であ
る。紙面が広いので、図や写
真、グラフなどの資料も読みや
すい。ページ端にSDGsの内容が
表記されているため、社会との
つながりを意識した学習指導が
しやすい。

文章の理解を助けるような写真
や絵が使用されており、ページ
下欄には家庭科に関する英単語
など、他教科との教科等横断的
な学びができる工夫が施されて
いる。また必要に応じて専門的
な用語などにはふりがながつけ
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 703 高校情報Ⅰ　Python Ｂ５ ２普

高度な内容を具体例やイラス
ト、図等を用いて分かりやすく
説明している。またより専門的
な内容は章の中で別ページを割
いて説明しており、授業の際に
どの部分を取り上げるのか扱い
やすい。

基本的な内容から最近の高度な
技術まで、幅広い内容を網羅し
ており、十分なボリュームと
なっている。また入試を意識し
た詳細な説明が書かれており、
章末問題で復習もしやすい構成
になっている。

難しい内容については数ページ
に渡って説明が記載されてお
り、欄外に補足説明も豊富に加
える等表現の仕方が工夫されて
いる。図やイラストも数多く掲
載されており、視覚的に分かり
やすい。

〇 情報 7 実教 情Ⅰ 705 最新情報Ⅰ
Ｂ５

２普

幅広い内容が章ごとにまとめら
れており、難しい内容について
も紙面を割いて理解しやすいよ
うに記述されている。章の冒頭
には関連技術や出来事が紹介さ
れており、興味を引くような内
容になっている。

難しい内容を含んだ章について
は紙面を多めに使用して、理解
しやすいように工夫されてい
る。章末問題も付属しており、
学んだ内容を自学自習できるよ
うな内容になっている。

関連用語についての補足説明が
欄外に数多く記述されており、
十分なボリュームとなってい
る。写真やイラストも豊富に記
述されており、関連する具体例
も載っていて読んで理解しやす
い表現になっている。

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
徒が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。

〇 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 116 日文 情Ⅰ 710 情報Ⅰ
Ｂ５
変型

２普

中学校で学んだことの確認から
最新技術の紹介まで、写真やイ
ラストを豊富に用いて見ごたえ
のある内容になっている。章末
には関連技術についての資料
ページもあり、高校生が学ぶ上
で十分な内容である。

各単元がほぼ見開き２ページで
構成されており、授業で扱いや
すい構成になっている。具体例
についても写真や図、イラスト
やキャラクターのやり取りを用
いて、理解しやすい構成になっ
ている。

関連技術は欄外に表記されてお
り、豊富な例が図やイラストを
用いて理解しやすいような表現
がなされている。各章の冒頭に
は関連性の深い写真が見開きで
紹介されており、生徒が興味を
引くようになっている。

情報 183 第一 情Ⅰ 713 高等学校　情報Ⅰ ＡＢ １生

内容の具体例を豊富な写真やイ
ラストを用いてわかりやすく記
述している。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 家庭 7 実教 家庭 705 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
ため探究的な学習や興味・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、素材感がわか
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。
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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５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 家庭 6 教図 家庭 702
フードデザイン
Food　Changes　LIFE

ＡＢ １生

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。
教科書のサイズが大きいので文
字・図が見やすい。

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。教科書のサイズが大
きいので文字・図が見やすい。

表の標記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
も適宜しようされており、説明
しやすい。

家庭 7 実教 家庭 703 フードデザイン ＡＢ １生

全体的に資料が多く、幅広く情
報が掲載されているので、生徒
の興味・関心を惹いて学習につ
なげやすいと同時に、粘り強く
取り組む姿勢を身に付けること
に適している。また調理技術向
上に繋がる様々な種類の献立が
載っているため探究的な学習や
興味・関心を高める授業が行う
ことができる。

視覚的に様々な色合いで構成さ
れており、表やイラストが学習
を行うのに適している。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。教科
書のサイズが大きいので文字・
図が見やすい。

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。
調理実習に関しては写真が大き
く綺麗且つ、手順ごとのイラス
トが添えられているので想像し
やすい工夫がされている。

○ 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。

○ 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。

○ 福祉 7 実教 福祉 703 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。

○ 福祉 7 実教 福祉 704 こころとからだの理解
Ｂ５

１福

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

系統的・発展的に構成されてお
り、イラストや図が的確に配置
され工夫がある。

人体のイラストや図を多く活用
しており、それに対する表記等
も工夫されている。

12



番号 略称 記号 番号

地理
歴史

2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史 Ｂ５
3生
福

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
3生
福

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
3生
福

近代・現代を全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・関心が引かれるよ
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ひく工
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
3生
福

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。

〇
地理
歴史

46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ Ｂ５ 3普

基礎的な事項が網羅され、充実
した内容である。大きな図版や
写真、模式図等で、地形や気候
といった自然環境の概念を分か
りやすく表現している。

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

見やすいフォントで、文章の表
現も平易である。図版資料も豊
富で見やすい工夫がなされてい
る。

地理
歴史

130 二宮 地Ａ 309 基本地理Ａ Ｂ５ 3普

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

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

最新の資料や具体的な例が明記
され、写真も大きく見やすい。

地理
歴史

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

ＡＢ 3普

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

写真やグラフ、図解が豊富に掲
載されている。また、ワークが
充実しており、白地図を作業に
取り入れるなどの学習ができる
ように工夫されている。

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

地理
歴史

46 帝国 地図 309
標準高等地図-地図でよむ
現代社会-

Ａ４ 3普

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

豊富な資料がバランスよく各領
域の内容ごとに記載されてい
る。Ａ４サイズで見やすく、分
量も適切である。

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

〇
地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 ＡＢ 3普

詳細地図を基本として、豊富な
主題地図が配置されている。そ
のため様々な用途に活用でき
る。地形や気候に関する図版も
適切で、十分な統計資料を掲載
している。

豊富な資料が掲載されており、
各領域ごとの内容のバランスが
いい。端に地域ごとのインデッ
クスがついており、利便性も高
い。

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

地理
歴史

130 二宮 地図 311 詳解現代地図 ＡＢ 3普

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

紙面が大きく、地図の詳細が見
やすい。端に地域ごとのイン
デックスがついており、利便性
を高めている。

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

公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 Ｂ５ 3福

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福

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福

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。

数学 2 東書 数Ⅲ 302 新編数学Ⅲ Ａ５
３普
理

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。

適切な色使いでとても分かりや
すい。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和５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５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 数学 104 数研 数Ⅲ 322 改訂版 数学Ⅲ Ａ５
３普
理

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普
理

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。

理科 2 東書 物理 308 改訂　物理 Ａ５
3理
選

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
習問題も十分である。

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

図が綺麗で見やすく分かりやす
い。公式なども分かりやすく表
現されている。

理科 7 実教 物理 309 物理　新訂版 Ａ５
3理
選

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。

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て工夫さ
れている。イラストも豊富で表
記・表現ともに適切である。

〇 理科 104 数研 物理 313 改訂版　物理 Ａ５
3理
選

受験を意識した充実の内容に
なっている。理解しにくい箇所
も詳しく説明されている。

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。

図も写真も見やすく、公式など
分かりやすく表記されている。

理科 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版 Ｂ５
3生
福

本文と関連図版が一目で見渡
せ、基礎を理解しやすい工夫が
されている。各ページの各部に
学習に役立つ工夫もされてい
る。

生徒が自学自習などする上で、
重要なポイントがしっかりとお
さえられており、構成も分量と
もに適切である。

写真やイラストも見やすい、表
記・表現ともに適切である。

理科 61 啓林館 生基 305 新編　生物基礎 Ｂ５
3生
福

生物は覚えることが多いが、楽
しみながら身につく工夫がされ
ている。生徒たちの探究活動に
も対応できるような内容になっ
ている。

学習する上で、重要なポイント
を確認できるような構成になっ
ている。

鮮やかな写真が多く扱われてい
る。表記・表現ともに適切であ
る。

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

生徒が興味をもって学習に取り
組めるような工夫と、理解を深
められるような内容になってい
る。さまざまな特集記事も多
い。

図と写真を組み合わせて視覚的
に理解しやすいように工夫され
ている。

本文と図の表現を分かりやすく
表現している。一目で分かるビ
ジュアルで工夫されている。

理科 2 東書 生物 306 改訂　生物
Ｂ５
変型

3理
選

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、しっかりとした内
容になっている。

実験・観察のデータの分量が適
切で、科学的思考力を育む工夫
がされていて、構成・分量もに
適している。

写真や図も分かりやすく工夫さ
れている。丁寧な表記・表現が
されている。

〇 理科 104 数研 生物 310 改訂版　生物 Ａ５
3理
選

生物学的な思考力が高まる工夫
がされている。端的にまとまっ
ていおり、生徒に分かりやすく
解説されている。

参照をみながら関連付けられ学
びやすくなっており、図や写真
も豊富で、見やすく配置されて
いる。

イラストや図も多くあり、表
記・表現ともに適している。

理科 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物 Ａ５
3理
選

実験・観察や探究活動が適切に
盛り込まれている。学習内容も
バランスよく盛り込まれてい
る。

学習指導要領の項目に準じた配
列になっている。本文は平易な
記述で簡潔にまとめられてい
る。

鮮明で学習効果の高い写真を多
数掲載されており、生徒に興味
関心を持たせる表現になってい
る。

外国
語

2 東書 コⅡ 327
Power On English
CommunicationⅡ

Ｂ５ 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

61 啓林館 コⅡ 339
LANDMARK Fit
English CommunicationⅡ

Ｂ５
変型

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
ストや写真かせ多数掲載されて
いて、本文の内容が理解しやす
いようになっている。

外国
語

104 数研 コⅡ 342
Revised COMET
English Communication Ⅱ

Ｂ５ 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。
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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５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

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。

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、
図や表を用いてわかりやすく説
明している。理論の具体例も記
述されており、読みやすく理解
しやすい工夫がされている。

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

各単元に関係する内容が漫画で
記述されており、生徒の興味を
ひく表現・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 ３生

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。

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。児童福祉の分野が詳しく
解説されている。

ワンポイント、トピックスが掲
載しており、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 6 教図 家庭 310 服飾文化 Ｂ５ ３生

西洋と日本の服飾文化の流れが
時代ごとになっているので、分
かりやすい。また、服飾の歴史
と時代背景や社会情勢が盛り込
まれた内容になっているため、
ファッションが生まれた経緯に
ついて理解することができる。

写真やイラストなどが適度に盛
り込まれ、理解しやすい構成に
なっている。コラムは、その時
代の流行や時代背景が捉えられ
おり、興味をひく内容となって
いる。

図や写真も多くわかりやすい。
欄外には専門的な用語が示して
ある。詳しい説明があって理解
しやすい工夫がされている。

〇 家庭 7 実教 家庭 302 ファッションデザイン Ｂ５ ３生

デザインの本質からファッショ
ンの時代の変遷やシルエットま
で幅広く学ぶことができる。衣
服のパーツの名称はイラストが
豊富でイメージがわきやすい。
コラムなどは写真でその時代を
発想しやすい内容である。

イラストや写真が掲載されてい
て視覚的に見やすい。口絵ペー
ジのカラー写真は具体的なデザ
インが示されており、指導しや
すい。

コラムは写真が掲載され、その
時代の流行を感じ取ることがで
きる。種類豊富なイラストと図
があり、発想しやすくなってい
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。

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。
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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
品が採録されており、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
深めるとともに、視野を広げ、
知識と読解力が身につく構成と
なっている。

図説やカラーページが豊富であ
り、教材理解を深めるための工
夫もなされている。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 714 高等学校　精選現代の国語 Ａ５ 1

説明的文章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。

評論文、随想文がバランスよく
配列されている。短歌・詩につ
いても定番を押さえており、分
量も申し分ない。装丁は青を基
調とした落ち着いたものとなっ
ている。

活字は鮮明で美しく、文字の大
きさ、行間が適切で読みやす
い。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
を行うのに便利である。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お
こなえる。

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、スマートフォンで
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 714 高等学校　精選言語文化 Ａ５ 1

小説については、新旧の教材が
バランスよく採録されている。
古典においても多くの教材が採
録されており、言語活動が豊富
に用意されている。古典に苦手
意識をもつ生徒に対しても指導
しやすい。

古文・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、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。
単元のはじめにねらいが表記さ
れており、目標を確認しやす
い。

国語 2 東書 論国 702 精選論理国語 Ａ５ 2

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
採録されている。また「論理の
力」として、論理的思考力を養
うための教材が適切に用意され
ている。新聞記事などの実用的
な文章や、図表や写真を伴う文
章が採録されており、現代の社
会生活に必要な読解力を養うこ
とができる。

教材の分量は，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
められる構成になっている。ま
た、「論理の力」「探究編」
「言葉のトレーニング」はそれ
ぞれまとまって示されているた
め、学習指導の際に適宜それら
の教材を取り入れることができ
る。

評論教材は、定番教材を軸に、
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。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 論国 705 論理国語 Ａ５ 2

現代における多様な話題・題材
を提起して生徒の興味・関心を
喚起し、言語活動を通して生徒
が主体的に学習に取り組めるよ
うに配慮されている。

二部構成であり、テーマの異な
る８単元ずつが配置されてい
る。評論などを読み解く際に大
切な語句が「キーワード」とし
て示され、語彙力の育成に資す
るよう配慮されている。

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用いてい
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 論国 711 高等学校　論理国語 Ａ５ 2

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。「言葉の手引き」にお
いて常用漢字や実社会に必要な
語句・語彙を学べるようになっ
ている。

教材数が充実しており、単位時
数内で様々な授業展開が可能で
ある。表現編では言語活動が適
切な分量で配列されている。

写真を含め、印刷が鮮明であ
る。用紙、インクは環境に配慮
した素材が使われている。脚
注・脚問番号や図版内の数字
フォントに、視認性が高く誤認
しにくいユニバーサルデザイン
フォントが使われている。

国語 2 東書 文国 701 文学国語 Ａ５ 2

小説・詩歌・随筆は、深く共感
したり豊かに創造したりする力
や、書き手の意図、人物、情
景、心情の描写などを的確に捉
える力を育成するために適した
ものが選ばれている。また、戯
曲や近代以降の文語文も採録さ
れており、より幅広く効果的な
指導を行うのに適している。

２か年にわたる履修にも対応で
きるように全体が二部構成に
なっている。また、単元はジャ
ンル別に構成されており、各単
元が概ね2教材でまとめられてい
るため、多様な実態に応じた弾
力的な扱いが可能である。

資料性の高い写真や図版が効果
的かつ適切に示されており、生
徒の興味を喚起し、教材の理解
を促す点でよく配慮されてい
る。巻末附録の「読書案内」
は、生徒に読書への興味を持た
せるのに効果的である。

○ 国語 50 大修館 文国 704 文学国語 Ａ５ 2

単元の内容やテーマについての
理解を深めるコラムが多く設置
されており、文学に関する様々
な知識が身につけられるととも
に、読書に親しむ態度を育成で
きるように配慮されている。

小説、随想、詩、短歌、俳句、
戯曲、翻訳など多様な表現形式
の教材が選定されている。定番
教材はもちろん、朝井リョウ
「一八歳の選択」など比較的新
しい文章が掲載されている。

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
フォントを用いている。写真や
図版が豊富であり、生徒の学習
意欲を喚起し、内容の理解を助
けるために効果的である。

国語 第一 論国 文国 709 高等学校　文学国語 Ａ５ 2

単元ごとに言語活動の内容が吟
味されている。学習指導要領に
示された、深く共感したり、豊
かに想像したりする力や、創造
的に考える力を伸ばすことをね
らいとして編集されている。

教科書全体を二部構成とし、小
説、詩、随想のジャンルを立て
て教材を配置している。「学習
のねらい」が教材の内容に即し
て端的に示されており、見通し
を持って学習を行うことができ
る。

緑、青、薄橙をベースとした目
に優しい色合いとなっている。
行間が適切で見やすい。言語活
動のページは薄橙になってお
り、区別しやすい。

地理
歴史

2 東書 地総 701 地理総合 ＡＢ 普１

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。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。

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。

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。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。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和５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１部】　令和５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

〇
地理
歴史

46 帝国 地総 703 高等学校　新地理総合 ＡＢ 普１

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。写真や
図版も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。

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。特設のコラムも充実してお
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。

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。本文内容を補足す
る側注も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。

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 普１

生徒の関心をひきつけるテーマ
のコラムが豊富に配置されてい
る。基礎的・基本的な内容は網
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。

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。中高接続に配慮もなさ
れており、既習事項から学習意
欲を高めることができる。

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。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。

地理
歴史

46 帝国 歴総 706 明解　歴史総合 ＡＢ 1

特設のコラムが充実しており
様々な学習方法に対応できる。
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。

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。また、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。

側注欄の解説が充実した内容と
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。歴史事象の因果関係は平
易な文体で記述されている。

〇
地理
歴史

81 山川 歴総 707 歴史総合　近代から現代へ Ｂ５ 1

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。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。

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。また、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。

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。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。

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

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。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。

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。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。

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。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。

〇
地理
歴史

81 山川 日探 705 詳説日本史
Ｂ５
変型

普２

充実した本文の記述から、歴史
的事象を網羅的に、バランスよ
く学ぶことができる内容となっ
ている。資料も数多く掲載され
ており、生徒が多角的に考察で
きるような工夫が見られる。

随所に配置された問いが、生徒
の主体的な学習を促す構成と
なっている。本文、資料ともに
豊富な分量であり、大学受験に
も対応できるものとなってい
る、

歴史の因果関係を重視した、論
理的な記述、表現となってい
る。資料や図版は探究活動に取
り組みやすい、大型のものが数
多く掲載されている。

地理
歴史

81 山川 日探 706 高校日本史 Ｂ５ 普２

要点をおさえた、分かりやすさ
を重視した内容となっている。
また、日本史探究で重視されて
いる、時代の転換点についての
記述については、各章を学ぶに
あたって、歴史を概観するため
の手助けとなっている。

歴史のエピソードを紹介したコ
ラムが随所に配置されており、
本文に対する理解や関心を持た
せる工夫となっている。

図版は大きくレイアウトされて
いる。学習効果の高い資料や図
版が、本文の理解を助けるもの
となっている。本文に対する注
は必要最低限の簡潔なものだけ
が選ばれている。

地理
歴史

183 第一 日探 707 高等学校　日本史探究 Ｂ５ 普２

身近な地域の事例との関わりを
探究する能力が見につくような
工夫が見られる。生徒の歴史的
事象に対する当事者意識を育む
のに、適した内容となってい
る。

本文と図版との関係が明確であ
り、ビジュアル的に歴史的事象
を考察することができる構成と
なっている。本文は基本的事象
を中心に精選されている。

日常生活との関連を意識した記
述により、生徒の興味・関心を
ひく工夫が見られる。全体的に
平易で理解しやすい表現であ
る。

〇
地理
歴史

81 山川 世探 704 詳説世界史探究
Ｂ５
変型

普２

様々な分野や時代、地域につい
ての歴史的事象がバランスよく
記述されており、網羅的に世界
史を学ぶことができる内容と
なっている。また、歴史の因果
関係が丁寧に記述されており、
自学にも適している。

随所の問いが、本文の内容理解
を助け、学習目標を明確にして
いる。また、各章の最後のまと
めにより、構造的に歴史的事象
を振り返ることができる工夫が
見られる。

探究活動に適した大型の図版は
豊富な資料が適切に配置されて
おり、視覚的に歴史的事象を学
ぶことができる。

地理
歴史

81 山川 世探 705 高校世界史 Ｂ５ 普２

本文では歴史の大きな流れが因
果関係を軸に記述されており、
深く歴史を学ぶことができる内
容である。コラムや特設ページ
も充実しており、主体的に歴史
を学ぶための工夫が見られる。

全体を無理なく学べるコンパク
トな内容となっている。資料や
図版もよく整理された配置と
なっている。構成も学習指導要
領に準拠したものとなってい
る。

簡潔な文体で読みやすい表現と
なっている。図版の配色にも工
夫が見られ、読み取りが容易で
あり、資料の読み取りのスキル
を身につけやすいものとなって
いる。

地理
歴史

183 第一 世探 707 高等学校　世界史探究 Ｂ５ 普２

基本事項を中心として、精選さ
れた内容となっている。歴史総
合で学んだ内容を軸に展開され
ているため、既習事項を活用し
た学習を進めることができる。

無理なく学ぶことのできる分量
である。また、テーマごとに設
けられた問いにより、生徒の主
体的な学習を促すことのできる
構成となっている。

平易な文体で理解しやすい表現
であると同時に、難解な用語に
ついては側注で解説が加えられ
ており、本文の理解を助けるも
のが選択されている。

地理
歴史

2 東書 地図 701 新高等地図 Ａ４ 1

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。ま
た、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。

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。また、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。

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。また、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。

〇
地理
歴史

46 帝国 地図 702 新詳高等地図 ＡＢ 1

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。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。

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。
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、活用性が高い。

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。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。
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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５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

130 二宮 地図 704 高等地図帳 Ｂ５ 1

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。
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。

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。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なものが選
択されている。

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。また、
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。

公民 6 教図 公共 702 公共 Ｂ５ 2

図表をふんだんに用いており、
生徒が主体的に読み進めること
のできる内容となっている。本
文はコンパクトにまとまってお
り、テーマごとの学ぶ内容が精
選されている。

章立てに工夫が見られる。テー
マごとの構成と、学び進める内
容が読み取りやすい構成となっ
ている。分量も無理なく学ぶこ
とができるものとなっている。

全体として読みやすい表現で記
述がされている。色使いにも工
夫がされており、内容を視覚的
に読み取ることができる。マン
ガを用いたコラムは、生徒が主
体的に学ぶきっかけとして適し
ている。

公民 7 実教 公共 703 詳述公共 Ａ５ 2

倫理や政治・経済との接続を意
識した分量、内容となってい
る。また、随所に設けられたコ
ラムには、生徒の思考力や判断
力を高めるための工夫が見られ
る。

各章の冒頭では全体の学習課題
を見通す記述があり、明確な主
題のもとに学習を進めることが
できる構成となっている。分量
は倫理や政治・経済を効率よく
学ぶことができるものとなって
いる。

思考力・判断力・表現力を養う
ための豊富な図やグラフが掲載
されており、視覚的な情報から
公共を学んでいくことができ
る。また、豊富な注釈により、
本文の理解をより深めることが
できる内容となっている。

〇 公民 183 第一 公共 710 高等学校　公共 Ｂ５ 2

大学入試にも対応できる内容が
網羅されている。最新の動向に
基づいた本本記述、最新のデー
タを用いた統計資料などが掲載
されており、現代の事象を軸
に、公共を学ぶことができる。

各節の最初に「課題」が設けら
れており、学習上の課題が明確
になっている。図表も豊富に記
載されており、本文の分量との
バランスが取れたものとなって
いる。

平易でわかりやすい記述となっ
ている。図表や写真、資料には
適宜、問いが設定されており、
生徒の主体的な学びを促すこと
ができる。

〇 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
ている。課題学習・研究・数学
史に関する内容など、より数学
の学習を深められる内容となっ
ている。

問題の質と量が適切であり、章
末問題も充実していて、プラス
の学習もさせやすい。途中計算
が丁寧に記載されており、指導
しやすい。

紙面のレイアウトが見やすく、
読解をサポートする図解やイラ
ストが分かりやすい。QRコンテ
ンツを使いビジュアル指導も可
能である。

数学 61 啓林館 数Ⅰ 710 新編数学Ⅰ Ａ５ 1

基礎基本が確実に定着できるよ
うに、生徒の思考を助ける側注
と本文説明が分かりやすい。ま
た思考力・判断力・表現力を養
うための問題も豊富である。

既習事項を復習しやすく、生徒
の学力に応じた指導がしやすい
構成となっている。

図を用いてスムーズな理解がで
きるような工夫がある。

数学 104 数研 数Ⅰ 714 新編　数学Ⅰ Ａ５ 1

大学入試を見据え、重要な内容
は本文でしっかりと学ばせるこ
とができる。本文を超える内容
も「研究」や「発展」でカバー
されている。

思考力・判断力・表現力の育成
につなげる問題が多い。また、
問題の内容も取捨選択しやすい
構成になっているので、これま
での授業や課題にもスムーズに
取り入れられる。

理解を促す図が豊富で授業が進
めやすい。

数学 2 東書 数Ⅱ 701 数学Ⅱ　Advanced Ａ５ 普２

単元ごとにポイント，段階別が
しっかりしており、演習量も多
いため、定着を目指した授業に
向いている。

構成はしっかりしている。分量
は教科書が小さいため詰め込み
過ぎと感じる。

色の配色が暗い印象。視覚的に
重要な部分がどこかが不明確で
ある。

〇 数学 7 実教 数Ⅱ 704 新編数学Ⅱ Ａ５ 普２

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

理解しやすい構成になっていて
問題量も適切である。

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

数学 104 数研 数Ⅱ 709 数学Ⅱ Ａ５ 普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。難易度を少し落とした部分
が多いので商業科向きである。

理解しやすい構成になっていて
問題量は少ないが、分かりやす
い構成である。

多くの色やイラストで生徒の理
解を促している。

〇 数学 7 実教 数Ａ 707 新編数学Ａ Ａ５
ビ２
普１

例題・問題数も多く、解説等が
親切にわかりやすくまとまって
いる。また基礎的・基本的事項
の理解や習得に役立つように配
置されているため、内容も生徒
の実態に即している。

B5判で文字も大きく、分量も薄
くコンパクトにまとまってい
る。

図や色印刷が適度で、かつメリ
ハリがあり見やすくなってい
る。

数学 61 啓林館 数Ａ 710 新編数学Ａ Ａ５
ビ２
普１

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・コラムと探究するきっか
けをきめ細かく準備されてい
る。

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

数学 104 数研 数Ａ 714 新編　数学Ａ Ａ５
ビ２
普１

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・コラムと探究するきっか
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。

〇 数学 7 実教 数Ｂ 705 新編数学Ｂ Ａ５ 普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。

各ページの頭の項目を統一する
ことで、学習に際し、より見や
すくしている。

色の配色は色数を抑え、色の濃
淡で表現されている。
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数学 61 啓林館 数Ｂ 708 新編数学Ｂ Ａ５ 普２

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

構成・分量共に適切である
例題もしっかり説明されている

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

数学 104 数研 数Ｂ 712 新編　数学Ｂ Ａ５ 普２

基本の問題が多々ある。受験を
視野にいれると物足りなさがあ
る。

構成・分量共に適切である。
例題もしっかり説明されてい
る。

適切で理解しやすい文章表現を
用いてまとめられている。

理科 2 東書 科人 701 科学と人間生活
Ｂ５
変型

2普

各節の導入に「レッツスター
ト！」を設定しており、身近な
自然や日常生活を題材にして、
生徒の学ぶ意欲を高められるよ
う工夫されている。また「まと
め」の欄があり、各項目の振り
返りを容易に行える。

見開き構造となっており、授業
の展開の計画が立てやすい。ま
た、文章による説明と図との分
量のバランスが良く、生徒に自
ら学習させるよう工夫がされて
いる。

紙面の二次元コードを読み込む
だけで、手軽にデジタルコンテ
ンツが利用できるように工夫さ
れている。またダイナミックな
写真が掲載され、生徒の興味関
心を喚起するよう工夫がされて
いる。

理科 7 実教 科人 702 科学と人間生活 Ｂ５ 2普

説明文が丁寧で、基本的な概念
をきちんと説明するのに適して
いる。また、項目の先頭をはじ
め、随所に「問いかけ」を設け
てあるため、生徒に自ら考えさ
せる授業を展開しやすい。

説明文は丁寧であるが、やや文
章が多めで写真や図が少ない
分、やや平坦でメリハリに乏し
い印象を受ける。

教科書ＱRコンテンツを設けてあ
るので、生徒が主体的に学ぶこ
とができるよう工夫されてい
る。

〇 理科 183 第一 科人 705 高等学校　科学と人間生活 Ｂ５ 2普

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、生徒に負担
なく学習させられる。また、コ
ラムが豊富で生徒の興味を引く
内容となっており、指導しやす
い。

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ある。各単
元ごとに振り返り問題があり、
こまめな学習内容の確認に役立
つ。

全学習テーマの冒頭に掲載した
二次元コードから、Webを用いた
学習を進めやすい。またフォト
ギャラリーの写真が美しく秀逸
で、生徒の興味を引かせるのに
非常に有効である。

〇 理科 104 数研 物基 707 物理基礎 Ａ５ 2普

単元冒頭には「目標」が掲げら
れており、生徒に目的意識を持
たせやすい。また、生徒の興
味・関心を高めるSDGsや放射線
などのコラムが掲載されてお
り、生徒の興味をひき付けやす
い内容となっている。

例題や類題に、「指針」や「ヒ
ント」があり、生徒の主体的な
学びを促す構成になっている。
また、反復練習が必要な単元に
は、「ドリル」が掲載されてお
り、生徒の知識の定着を促して
いる。

大切な公式や「Ｐｏｉｎｔ」な
どが、見やすく囲いになってお
り、生徒に注意喚起を促しやす
い。また、単元末の「学んだこ
とを説明してみよう」では、学
んだことを自分の言葉で説明
し、表現力を 養う工夫がされて
いる。

理科 104 数研 物基 708 新編　物理基礎 Ｂ５ 2普

日常生活に関連した身近な写真
を多用しており、生徒に物理へ
の興味を持たせるのに効果的で
ある。また、特集「Zoom」で、
生徒がつまづきやすい内容を直
感的に理解させられるような工
夫がみられる。

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。
また、つまずきやすい内容は、
イラストを豊富に取り入れ、直
観的に理解できるよう工夫がさ
れている。

図やグラフ等が豊富に配置され
ている。また、理解を深めるた
めに適所にイラストが記載され
ている。二次元コードから参照
できるデジタルコンテンツは141
点と、豊富である。

理科 183 第一 物基 709 高等学校　物理基礎
Ｂ５
変型

2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させやす
い。

Ｂ５変形となり、写真や図がと
ても見やすくなっている。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
直感的に理解させやすい。

「注意」、「Plus」、「要」な
どの囲み記事が随所に設けられ
ており、生徒に学習させやす
い。また、ユニバーサルフォン
トで誤読しにくくなっている。

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。

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。

〇 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
関心が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 7 実教 化学 703 化学　academia Ａ５ 2普

各単元の冒頭に、学習の導入と
なるような問いかけのBeginning
が、また、重要な項目の直後に
はThinking Pointが掲載されて
おり、生徒の思考を促すような
工夫がされている。

図や写真が見やすく美しいた
め、視覚的にも生徒の興味や関
心を引き出す工夫がされてい
る。

ＱＲコンテンツが充実してい
る。生徒に主体的な学びを行わ
せる際に、助けとなるような工
夫がみられる。ユニバーサルデ
ザインフォントを採用してお
り、すべての生徒に見やすい紙
面となっている。

理科 61 啓林館 化学 705 高等学校　化学 Ａ５ 2普

化学の本質を身につけるために
工夫された内容となっている。
探究実験に取り組みやすい「探
究」や、実験結果を問題として
扱った「問題」が掲載され、探
究の要点をつかむ指導がしやす
い。

実験写真やイラストなどが豊富
に掲載され、生徒の化学への興
味を引き出す工夫がされてい
る。また、実験での注意ポイン
トや図中の着目ポイントが一目
でわかるレイアウトとなってい
る。

ＱＲコンテンツが充実してい
る。実験操作の動画や解説動画
を収録してあるため、教師に
とっても教えやすい。
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〇 理科 183 第一 化学 708 高等学校　化学
Ｂ５
変型

2普

新教育課程で扱いの変わる学習
内容を丁寧に解説しており、生
徒に円滑に学習させやすいよう
な工夫がみられる。また、無機
物質の概要を示した説を設けて
あり、体系的に無機化学を学べ
るような内容となっている。

化学基礎と同様に、例題が多く
組み込まれているため、その都
度生徒に理解させやすい工夫が
みられる。また、従来より判型
が大きくなったことで、図版や
写真も見やすく、視覚的にも学
習させやすい装丁である。

どんな生徒にも視認性の高いユ
ニバーサルフォントが用いられ
ている。また、実験動画や３Dモ
デルが配信されて、デジタルコ
ンテンツにも対応しており、生
徒の興味や関心を喚起すること
に役立つ。

理科 61 啓林館 生基 705 高等学校　生物基礎
Ｂ５
変型

1普
2ビ

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
必要な書に掲載されている。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
2ビ

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、暗記にも役立
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。

〇 理科 183 第一 生基 710 高等学校　生物基礎
Ｂ５
変型

1普
2ビ

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。

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

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。

保健
体育

保体 704
高等学校　保健体育
Activity

Ｂ５ 1

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。 また、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

各章にはCaseStudyや学習内容の
まとめなどが含まれており、主
体 的・協働的な学習活動ができ
る工 夫がされており、クエス
チョンか らリフレクションまで
流れがうま く構成されている。
側注や図、ト ピックやリフレク
ションなども豊 富である。

教員と生徒のイラストを用いる
な ど、図表や写真を多用してい
るの で、生徒の学習意欲を高め
る。表 記・表現は適切であり、
吹き出し 等を利用して見やすく
表現してい る場所も多くある。

芸術 17 教出 音Ⅰ 701 音楽Ⅰ　Tutti＋ Ａ４ 1

楽譜は見やすい。新旧バランス
良く楽曲が選曲されていて、扱
いやすい。器楽は導入書として
やさしく、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 702 高校生の音楽１
Ａ４
変型

1

楽譜、文字ともやや細かい。た
くさん記載されている伴奏音源
や解説のQRードを活用すること
で、生徒が主体的に学習に取り
組む活動や効率的に技能を習得
する可能性が期待できる。

領域や分野ごとに扱いやすい曲
が選曲されており、分量は十分
である。装丁は親しみやすい。
教科書自体の大きさは小さめで
ある。

文字の分量が多く、やや文字が
小さい。文章は多い。音符が小
さくやや見づらい。モノクロの
ページはイラストが美しい。

○ 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、生徒の関心・意欲を引き出
すことが期待できる。解説は全
体的に文章が丁寧である。特に
コード表のQRコンテンツが使い
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。

ユニバーサルフォントの使用に
より、文章や楽譜の音符が見や
すい。全ページが柔らかいカ
ラー印刷である。イラストの色
合いは全体的に柔らかい。

芸術 17 教出 音Ⅱ 701 音楽Ⅱ　Tutti＋ Ａ４ 2

扱いやすい楽曲が多く選曲され
ている。コラムやカラー印刷の
効果的な使用で全体的な指導の
際に使いやすい。特に鑑賞は見
開き以内の分量でまとめてあり
授業を進めやすい。

領域ごとにまとめられていて、
教材を探しやすい。分量は適
量。装丁は美しく、製本は堅牢
である。

白い紙に美しい写真を多く使っ
ていて、楽曲が表すものをイ
メージしやすい。音符、文字と
もに大きく、特に楽譜が見やす
い。

○ 芸術 27 教芸 音Ⅱ 702 高校生の音楽２
Ａ４
変型

2

選曲の幅が広く、様々に参考と
なる資料やコラムが掲載されて
おり、発展的で変化に富んだ学
習が期待できる。QRコンテンツ
が充実しているので、主体的な
学習の際に使いやすい。

領域ごとに様々なジャンルの楽
曲を教材として採用し、コラム
などの参考資料を配置してい
る。分量は十分。装丁は親しみ
やすい。

文字の分量が多く、やや文字が
小さい。文章は多い。カラー印
刷ページのマーカー的使用は効
果的であるが音符が小さくやや
見づらい。モノクロのページは
イラストが美しい。
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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５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 27 教芸 音Ⅱ 703 ＭＯＵＳＡ２ Ａ４ 2

MOUSA1から継続すると、使いや
すい。楽曲が多く授業内容に合
わせて選びやすい。共通事項を
手がかりに授業を組み立てやす
い。QRコンテンツが使いやすく
生徒の主体的に学習に役立つ。

歌唱・器楽・創作・鑑賞のブ
ロックで構成されている。目次
下部のジャンル別ジャンル別
マップは見やすく、教材を探し
やすい。分量は十分である。装
丁は音楽の楽しみを表してい
る。

ユニバーサルフォントの使用に
より、文章や楽譜の音符が見や
すい。全ページが柔らかいカ
ラー印刷である。イラストの色
合いは全体的に柔らかい。

〇 芸術 38 光村 美Ⅰ 701 美術１
Ａ４
変型

1

題材が絵画、彫刻、デザイン、
映像メディア表現と分野別に整
理され年間計画に合わせて使い
やすい。作品や作家の紹介が見
開きで完結している。手法、構
想段階からのプロセスを追える
ので主題を生み出す手掛かりと
なる。

観音開きの美術史年表で日本及
び諸外国の美術を歴史の流れや
文化的政治的背景とともに理解
することができる。色彩に関す
る資料が切り離しでき、混色の
ヒントや色彩図鑑を着彩、配色
に活用できる。

資料のQRはchromebookを使って
作品の詳細を確認することがで
き、これによって鑑賞を深めた
り制作や表現に生かすことがで
きる。A4変形ワイド判が作品掲
載に大きく影響し、紙面が大き
く大変わかりやすい。

芸術 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１ Ａ４ 1

中学美術の基礎の上に立ち高校
生の造形的な発達に応じた内容
となっている。既習事項の復習
も容易にでき、技術面、発想・
構想面でもヒントとなる考え方
の紹介がありアイディアのコン
テンツが充実している。

色について理解を深められるよ
う、色相環のページを広げてど
の題材からでも参照しながら学
習できる。透明フィルムでの錯
視、観音開きで絵巻物、蛇腹の
折り込みページで作品を掲載す
るなど鑑賞の工夫が多くある。

QRコードによる詳しい作品の紹
介や情報、制作プロセスを
chromebookにて確認することが
でき、知識理解を深めることが
できる。A4版でページ数の多い
わりに破れにくく堅牢である。
印刷も鮮明であるといえる。

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あり。

〇 芸術 38 光村 美Ⅱ 701 美術２
Ａ４
変型

2

日本や西洋の美術のほか幅広く
生活や社会の中で活躍する作家
が取り上げられ、身近に美術を
感じられる点が良い。基礎的な
こと、技法や道具等、具体的に
示されているので制作活動に生
かせる。

表現と鑑賞のバランスが良い。
相互に関連を図りながら適切に
構成されている。A4の変形ワイ
ドで大きい紙面が特徴、掲載作
品も大きく見やすい、また細か
な描写もわかり細部まで鑑賞す
ることができる。

目標マークの効果、各題材で身
に付けたい力が示されており、
目標に沿って活動することがで
きる。用語表記の統一感と写
真・図版の鮮明さが資料として
効果的である。

芸術 116 日文 美Ⅱ 702 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。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。

〇 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。

〇 芸術 2 東書 書Ⅱ 701 書道Ⅱ Ａ４ 2

書道Ⅰの学習を受けて、鑑賞力
を高め、想像力を伸ばす教材が
多く用意されており、生徒の感
性を豊かにし表現力を高めるこ
とが可能である。また、全般を
通して生徒が自発的に学習に取
り組めるような工夫がされてい
る。

多様な教材を配置してあり、生
徒の実態や興味関心によって臨
書と鑑賞のそれぞれに使い分け
ることができるよう、工夫がさ
れている。そのため、臨書、鑑
賞ともに生徒にじっくり取り組
ませることができる。

写真や図版を大きく鮮明に見せ
たり、創作作品の題材として高
校生が親しんでいる歌の歌詞を
用いるなど、生徒の学習意欲を
高める工夫が随所にみられ、授
業がやりやすくなっている。

芸術 17 教出 書Ⅱ 703 書道Ⅱ Ａ４ 2

漢字の書では、漢字語書体を取
り上げ、歴史的評価の定まった
古典を基本教材として取り上げ
ており、生徒に基礎的、基本的
字王の理解や習得をさせやすい
内容となっている。

漢字の学習は、古典の図版が見
やすく、鮮明な部分を選んでい
る。また、古典ごとに藩士で学
習するのに適した集字教材を示
してあり、授業で扱いやすい構
成となっている。

全ページカラー印刷で、古典教
材の再現性が高く、教材として
も鑑賞資料としても利用しやす
い。教科書巻末には書道史年表
や地図などの資料写真が掲載さ
れ、授業で活用しやすい。

芸術 38 光村 書Ⅱ 704 書Ⅱ Ａ４ 2

書道の幅広い活動を通して、書
に関する見方・考え方を働か
せ、生活や社会の中の文字や所
の伝統と文化に関する資質や能
力を育成できるような内容と
なっている。

「漢字の書」では、導入として
「個性豊かな感じの姿」が設置
され、各書体の変遷を扱ってい
る。全体像を把握したうえで各
書体の習得に向かう配列は、生
徒の理解を深め、学習意欲を促
進させるのに役立つ。

古典や古筆、名筆の図版はフル
カラーで迫真性があり、印刷も
鮮明で生徒の興味・関心を高め
るのに役立つ。QRコードから、
デジタルコンテンツを利用し、
運筆動画や臨書手本など、豊富
な資料を利用することができ
る。

〇
外国
語

104 数研 ＣⅠ 716
BIG　DIPPER
English Communication Ⅰ

Ｂ５ 1

国内外にて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QR
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
英文を各自で読んだり、聴いた
りして学習することができる。

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、生徒の理解に
応じた英語の量となっている。

見開きで、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。２
Lesson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、幅広い学
習展開が期待できる。
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【第１部】　令和５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
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購入
学年

内容

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。

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

2 東書 ＣⅡ 702
Power On
English Communication Ⅱ

Ｂ５ 2

国内外の社会問題を身近な話題
から、学術的な内容まで、高校
生が取り組みやすい形で提示さ
れている。英語理解と共に、自
ら考える力を引き出す内容と
なっている。

各単元の最初のページに写真だ
けのページがあり、生徒の関心
を引き付けるだけでなく、発話
やリスニングの指導がしやす
い。また、本文の語数も適切
で、リテリングﾞの活動にも向い
ている。

授業の流れやタスクがアイコン
で表示され、ひとめで分かるよ
うになっている。また、イラス
トや写真と英文のバランスもよ
い。

外国
語

15 三省堂 ＣⅡ 709
VISTA
English Communication Ⅱ

Ｂ５ 2

グローカルな視野からの話題が
提供されており、身近な話題か
ら世界へと生徒の興味をひきつ
つ、問題意識をもたせる内容と
なっている。

見開きで、左に大きな写真と右
にリスニングや会話のための写
真が配されている。本文の語数
がやや少なめであるが、各レッ
スンの復習としてまとまった読
み物があり、読解に適してい
る。

英文の表記が大きく見やすい。
日本語表記の指示文は完結で英
語を苦手に感じる生徒にもなじ
みやすい。

〇
外国
語

104 数研 ＣⅡ 716
BIG　DIPPER
English Communication Ⅱ

Ｂ５ 2

身近な話題であっても生徒の好
奇心を高める題材が網羅されて
いる。各Partに用意されている
QR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
や英文を各自で聴いたり、読ん
だりする学習ができる。

導入を経て、リスニングと会話
から学習を始め、本文の内容理
解へスムーズに進めることがで
きる構成となっている。リテリ
ングﾞ文法事項の復習のためのま
とめもあり、理解を深める工夫
がみられる。

生徒の活動のための指示は英文
表記となっている。日本語を介
さないことによって、英語によ
る思考や表現活動がスムーズに
なることが期待できる。

〇
外国
語

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

Ｂ５
1普
2ビ

導入、文法、活動が見開きで完
結しているので見やすい。QR
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
も身に付けられる。

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
ラストが生徒にとって親しみや
すく、写真の配置も美しく適切
である。

外国
語

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

Ｂ５
1普
2ビ

モデル文のバリエーションが豊
富で、様々な場面を想定した言
語活動が期待できる。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である。

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
2ビ

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、取り組みやす
い工夫がされている。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。

〇
外国
語

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

Ｂ５ 2普

主な高校生の登場人物が世界に
通じる社会問題について語る形
を取っており、生徒の興味を引
く内容となっている。また会話
の文の数や語数も適切である。

写真やイラストが豊富で親しみ
やすい。言語材料の導入・定着
発信と段階的に学習が進められ
るよう、また反復練習により定
着が期待できる。

レッスンごとに色分けされてい
て、統一感が感じられる。学習
内容の指示は日本文で、生徒が
理解しやすく、取り組みやす
い。重要表現は目立つよう印刷
されており、わかりやすい。

外国
語

15 三省堂 論Ⅱ 705
MY WAY
Logic and Expression Ⅱ

Ｂ５ 2普

高校生活で想定される多彩な
キャラクターが身近なテーマや
場面にて会話をする設定となっ
ている。基礎的な表現の体得か
ら、発展的な活動まで幅広い指
導の可能性がある。

ターゲットとなる表現の提示か
ら、「話す」「書く」活動をス
ムーズに行える構成となってい
る。会話文の長さも適切で、生
徒が再現する際取り組みやすい
分量となっている。

キャラクターのイラストが高校
生に親しみやすく、写真より温
かみのある印象を与える。会話
の部分のトリミングや配色のバ
ランスなど、整然として読みや
すい。

外国
語

61 啓林館 論Ⅱ 709
Vision Quest English
Logic and Expression Ⅱ
Hope

Ｂ５ 2普

高校生にとって身近なテーマか
ら、世界的課題まで、論理的な
表現活動が身に付く話題が紹介
されている。「知る」だけにと
どまらず、「深く考える」たう
えで発信力を育成するよう、ま
た定着が期待できる。

各レッスンは話題に関するモデ
ル文の提示から始まり、目標と
する表現を習得した上で、「書
く」「話す」活動へつなげてい
く構成となっている。右ページ
の学習によって、自然と身に付
くよう工夫されている。

写真やイラストが最低限に抑え
られており、落ち着いた配色で
ある。表現活動と文法事項の区
別がわかりやすく表記されてい
る。

〇 家庭 2 東書 家基 701
家庭基礎　自立・共生・創
造

ＡＢ 2

身近な生活課題は勿論、世界的
な課題であるSDGｓと家庭科の関
連性を深く追求している。また
新課程である消費者権利と義務
の内容を充実させ、私達の生き
方について考えさせられる内容
となっている。

生活趣味レーションやワークを
多く取り入れている為、思考・
判断・表現力を伸ばすことがで
きる。学習後に教科書を見た際
に自分の将来の目標が明確に書
かれるよう構成が工夫されてい
る。

SDGｓと家庭科との関連性が全て
のページに表記されており、単
元ごとの持続可能な開発目標と
生活課題が明確に表記されてい
る。

家庭 7 実教 家基 705
家庭基礎　気づく力　築く
未来

ＡＢ 2

座学と実習のバランスが良く
「気づく力・築く未来」をテー
マに、日常生活を問い直すこと
で課題を発見する導入が工夫さ
れており、時事的・社会的話題
や資料が豊富に取り揃えられて
いる。

各単元を「生活課題の気づき→
学び（知識・実習・体験）→確
認や振り返り」の流れで構成
し、家庭科の基本から発展的な
内容まで取り入れている。

多彩な資料・Columnで幅広い授
業に対応し、ひと目で学習課題
を発見できるように表記が工夫
されている。
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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 2

毎時間の学習内容を自分の生活
や人生に結び付ける工夫がされ
ている。生活の一場面を導入に
取り入れ、自らの将来や生活を
創造し続けていける力を身に着
けられるような内容となってい
る。

学習の終わりに「導入課題」に
再度取り組みつつ、振り返りと
評価を行うことで新たに習得し
た知識・技能の定着度や学習の
深まりが見える構成になってい
る。多くの資料も収録しつつ、
本文量もしっかりと確保されて
いる。

Ａ４判で資料や図が見やすく、
文章と図を分けたレイアウトで
習得が必要な課題が明確示され
ており、本文を読み図で確認す
るすることで理解がより深まる
表記が工夫されている。

情報 2 東書 情Ⅰ 702 情報Ⅰ　Step　Forward！ Ｂ５ １普

説明文の中身がしっかりとお
り、知っているとためになる内
容や、問題が適宜盛り込まれて
いる。細かく説明されいる分、
全体のイメージを捉えにくい可
能性があるので補足をしていき
たい。

理論編(約130ページ)、実習編
(約30ページ)、資料(約50ペー
ジ)からなり、知識に重きを置い
た構成となっている。各ページ
に余白が少なく、じっくりと読
みこむ必要がある。

言葉での説明がしっかりとなさ
れている。また、動画の仕組み
を理解するための仕掛けや、教
科書のページ数を10進法と2進法
で記述する、といった工夫がな
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
構成であり、授業の進捗、生徒
の理解に応じて取り上げるペー
ジや、その中身の話題を調整の
しやすい特徴がある。

本編の他、巻末にはトピックの
詳細資料やキーワードの説明が
あり、参考書的な使い方も可能
となっている。一方で、実習と
いう点では表記が少なく、こち
らで補足して取り組む必要があ
る。

小項目毎に見開きでまとめてお
り、ページ毎に適宜、図やイラ
ストを織り交ぜられている。全
体としてヴィジュアル的にイ
メージを生徒につかませたい意
思を感じる。

○ 情報 104 数研 情Ⅰ 709 情報Ⅰ　Next Ｂ５ １普

見開き2ページで上段では言葉に
よる説明、下段では上段の説明
を補充する図やグラフがあり、
具体的に理解のしやすい内容と
なっている。

各編毎に実習ページが設けら
れ、その作業上でのポイントが
挙げられておりスムーズに実習
が行える内容となっている。

文字の他、イラストや図を組み
合わせた説明を用いることで生
徒の理解度の向上を図ってい
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ちょう
どよい。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 718 マーケティング Ｂ５ 2ビ

各章のはじめに内容とマーケ
ティングの概念を対応させたフ
ロー図を掲載し、体系の把握が
理解できる。身近な事例が豊富
に掲載されている。メーカー主
体の理論を取り入れている。

現代的なマーケティングの概念
を取り入れつつ、従前の流通論
も残した構成である。単元ごと
の分量も標準的といえる。

本文に関連する図表・写真・グ
ラフが豊富に用意されている。
レイアウトなどが視覚に訴え分
かりやすいデザイン構成になっ
ている。

○ 商業 190 東法 商業 719 マーケティング Ｂ５ 2ビ

企業が実際に取り組んでいる概
念や理論を踏まえた内容であ
る。マーケティングの定義や生
活に身近なマーケティングの例
などを掲載している。

学習内容がページをまたがない
ので、見やすく、使いやすい。
見開きページの分量が丁度良い
構成である。

写真やイラスト、図表や統計
データなどを示しながら丁寧に
解説している。多彩な色使いで
とても見やすい。デザイン・レ
イアウトも印象深い構成になっ
ている。

〇 商業 7 実教 商業 734 グローバル経済 Ｂ５ 2ﾋﾞ

グローバル化の問題点を事例を
交えて解説しており、理解を深
めやすい。グローバル経営での
課題を丁寧に解説しており、授
業展開も主体的な対話を軸に構
成しやすい。

図、データ、写真が多く、豊富
な情報を視覚的に吸収し、理解
を深めることができる。

漢字に振り仮名がふってあり、
外国籍の生徒にも読みやすい。
カラーの挿絵や表現が多く、興
味をひきやすい。

商業 190 東法 商業 735 グローバル経済 Ｂ５ 2ﾋﾞ

用語の解説が丁寧になされてい
る。

事例が少なく、挿絵や図も少な
い。文字での説明が多い。

表現がかしこまっており少し硬
い表現である。

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。そのた
め、もう少し詳細な解説がある
とよりよい。配色についてはよ
く工夫されていて全体的に明る
く読みやすい。

○ 商業 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。
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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」の理由付け生徒
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 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 727 高校財務会計Ⅰ Ｂ５ 2ﾋﾞ

初学習者が段階を踏んで学習で
きる内容となっている。適切に
単元が割り振られ、サイクル学
習方式で簿記会計の流れが一通
り身に付けられるような工夫が
ある。

説明を平易に短めにし、例題な
どで取引のイメージを図るよう
な構成である。反復学習に適し
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
のかが分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
で分かるように下線と太字表示
になっている。視覚的にも分か
りやすい表現である。

○ 商業 7 実教 商業 728 新財務会計Ⅰ Ｂ５ 2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がし
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。

単元ごとの構成が適切である。
説明の分量が充実しており学習
に適している。巻末資料の構成
は会計学の学習を行うのに適切
である。

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 729 財務会計Ⅰ Ｂ５ 2ﾋﾞ

財務会計の基礎から応用まで体
系的にまとめられている。単元
の区切りが適切で記述も平易で
ある。学習者が理解しやすく分
かりやすい内容となっている。

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
構成となっている。

パソコンを模したキャラクター
によるワンポイントアドバイス
が数多く学習意欲を持続させる
工夫がある。

商業 234 ＴＡＣ 商業 731 財務会計Ⅰ Ｂ５ 2ﾋﾞ

簡潔に内容が整理されている。
その中でも、用語の解説が細か
く丁寧であり、情報量が多く、
より知識を深められる内容に
なっている。

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。ビジネスの内容を連想させ
る図を適切に配置し、理解を深
めやすい構成になっている。や
や分量が多い。

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
のかが分かりやすくなってい
る。重要用語や仕訳取引に対し
て、説明が一目で分かるように
太字や色を用いて表示されてお
り。視覚的にも分かりやすい表
現である。

○ 商業 7 実教 商業 720 原価計算 Ｂ５ 2ﾋﾞ

工業簿記全体を俯瞰して考えら
れるように、一巡の学習から全
体像を把握できるようになって
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活用しや
すい。単元ごとにイメージカ
ラーを設定し、学習者が視覚的
なイメージを持てる。

図やイラストの表記は初学者に
わかりやすい工夫がある。平易
な表現から論点の学習に取り組
むのに適している。

商業 190 東法 商業 721 原価計算 Ｂ５ 2ﾋﾞ

商業簿記・工業簿記の概念から
各勘定科目の説明まで、丁寧な
説明がされており、理解しやす
い内容である。

各単元にイラストが適切に配置
されており、慣れない取引の理
解がしやすい。各帳簿などの相
互関係も図版が登載されており
思考力や判断力の育成に活用で
きる。

実例をイラスト化し、視覚的に
理解しやすい表現となってい
る。

商業 234 ＴＡＣ 商業 723 原価計算 Ｂ５ 2ﾋﾞ

基礎・基本を重視しながらも、
それぞれの製造活動について丁
寧に説明されている。また、発
展した内容などにも触れてお
り、幅広い学習に取り組める。

反復学習も役に立つミニテスト
が各章ごとに用意され、単元で
学習した内容がまとめられてい
る。まとめのノートとてしも活
用できる。やや全体の分量が多
い。

取引理解が苦手な生徒が思考プ
ロセスをたどれるようにイラス
ト内容と記載場所に工夫がなさ
れている。

○ 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。

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
しているので、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
構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和５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 7 実教 商業 736 ソフトウェア活用 Ｂ５ 2ﾋﾞ

主体的な学習の手助けとなるよ
うな考察事例などがあり、具体
的なテーマを扱い生徒の興味を
引くようになっている。

基本操作の学習から高度な活用
まで、各章で主体的な学習の手
助けとなるような構成となって
いる。

高度な内容もイラストや小書き
を用いてわかりやすく表現して
いる。

商業 190 東法 商業 737 ソフトウェア活用 Ｂ５ 2ﾋﾞ

全編を通して架空の飲食店を舞
台にしていて、具体的な問題場
面に即して学習することができ
るようになっている。

架空の飲食店の抱える課題を
様々なソフトウェアによって解
決することを目指す，という場
面設定の下で学習者は学習を進
めていく構成となっている。

絵は学習者の興味を引き出すと
ともに，本文の補足的な内容に
なるよう配慮し，実務に即して
体系的・系統的に理解できるよ
うな表現となっている。

〇 家庭 7 実教 家庭 710 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

○ 国語 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 Ｂ５ 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 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、Ｉ
ＣＴ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 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・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 古Ｂ 330 精選古典Ｂ　新版 Ａ５ 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 3ビ

古典作品として定評のある作品
を幅広く採録している。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 古Ｂ 332 精選古典Ｂ　漢文編 Ａ５ 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 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 古Ｂ 351
高等学校　改訂版　古典B
漢文編

Ａ５ 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Ｂ 311 新選世界史Ｂ Ｂ５ 普３

内容は基礎的・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。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
本文で叙述されている。

コンパクトにまとまった構成・
分量である。全体を無理なく学
べる分量であり、世界の歴史の
概観を、系統立てて学ぶことの
できる構成となっている。地域
や時代のバランスもよい。

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。丁寧で平易
な表現の文章であり、活字の大
きさや行間も適切である。

地理
歴史

46 帝国 世Ｂ 312 新詳　世界史Ｂ Ｂ５ 普３

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。コラ
ムや特設ページも充実した内容
となっている。

資料や図版がよく整理された配
置となっている。本文と知識を
補う働きをする側注の役割が明
確であり、学習を進めやすい構
成となっている。

歴史事象の因果関係が明確な本
文は平易で読みやすい。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。

〇
地理
歴史

81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版 Ａ５ 普３

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。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。

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。

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 普３

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。国際的な視
野から近現代における日本の展
開を考察できる内容となってい
る。

学習がしやすい見開き１ページ
の構成となっている。。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。

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。コラムや特設のページも豊
富である。表記は分かりやす
く、ルビも適切である。

地理
歴史

7 実教 日Ａ 313 新日本史Ａ　新訂版 ＡＢ ビ３

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。基礎・基
本を重視したコンパクトな内容
である。

学習に負担の少ない分量であ
る。単元は細かく分割されてお
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。

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
夫が随所に見られる。コンパク
トな内容と構成であるが、表記
が易しく、読み進めやすい。

〇
地理
歴史

81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版 Ａ５ ビ３

特に経済・社会の分野に優れて
いる。基本的な歴史事象が網羅
されており、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。

十分な量の歴史的事象がバラン
スよく網羅されている。構成も
歴史の流れに沿ったものとなっ
ており、読み進めることで歴史
の理解が深まる。

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。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、全体的に見やす
い。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和５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５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 日Ｂ 310 新選日本史Ｂ Ｂ５ 3

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。基礎的な歴史的事象は幅広
く網羅されている。

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。見開き１テーマで
構成されており、学習もしやす
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。本文は平易
な表現で記述されており、読み
進めやすい。

地理
歴史

35 清水 日Ｂ 313
高等学校　日本史Ｂ　新訂
版

Ｂ５ 3

資料が豊富であり、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。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。

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。テーマごとの学習目
標も明確である。

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。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。

〇
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 Ａ５ 3

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。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
を記述してあり、学習の進め方
の計画も立てやすい。

豊富な分量の記述で、歴史を概
観することができる。また、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。

図版の配色にも工夫が見られ、
読み取りが容易である。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。

地理
歴史

2 東書 地Ｂ 306 地理Ｂ Ｂ５ 普３

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。
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。

コラムが充実しており、弾力的
な取り扱いに対する配慮もなさ
れている。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。

用語や記号については統一され
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。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。

〇
地理
歴史

46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ Ｂ５ 普３

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。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。

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

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。写真やイラストなどの
視覚資料も豊富に掲載されてい
る。

地理
歴史

130 二宮 地Ｂ 305 新編　詳解地理Ｂ改訂版 Ｂ５ 普３

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。系統
地理的な分野は幅広く網羅され
ており、十分な内容である。

欄外のコラムや用語の解説が充
実しており、発展的な学習にも
適している。基本的な読図技能
についても段階的に学習を深め
る工夫がなされている。

図表や写真については過去から
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。欄外の解
説により理解が深まる工夫もな
されている。

〇 公民 7 実教 政経 312 高校政治・経済　新訂版 Ａ５ 3

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。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
の実態に適している。

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。課題探求型の学
習や、小論文対策のコラムも充
実している。

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。表現
も全体を通して分かりやすい。

公民 35 清水 政経 315
高等学校　新政治・経済
新訂版

ＡＢ 3

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。基礎的・基本的な
事項も分かりやすく記述されて
いる。

詳細に区分されたテーマが見開
きで構成されており、主体的に
学習を進めやすい構成となって
いる。

側注やコラムが充実している。
オールカラーの図版や写真が効
果的かつ適切に配置されてお
り、視覚的に政治経済について
学ぶことができる。

公民 183 第一 政経 309
高等学校　改訂版　政治・
経済

Ａ５ 3

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。学習が深
まるような特集ページも充実し
ている。

課題探求学習にも対応できる構
成となっている。分量も充実し
た内容となっており、自学にも
適している。

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。難解な表現を
避け、分かりやすい表現となっ
ている。図版や資料も豊富に掲
載されている。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 326 新編　数学Ⅱ改訂版 Ａ５
3ビ

内容が読みやすく、また例と問
の流れがスムーズになっている
ので取り組みやすい。基本的な
力がつくような内容となってい
るが、やや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」の項目に入れ
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。

色遣いが大変豊富でわかりやす
いが、色覚に問題がある生徒に
は読み取りにくい色使いとなっ
ているので、指導に工夫が必要
である。

数学 104 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ Ａ５ 3ビ

見出しがあり学習しやすい。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、
考え方を視覚的に整理しやす
い。また内容をわかりやすく表
現してあるため、授業で説明が
しやすい。

〇 数学 104 数研 数Ⅱ 330 改訂版　最新　数学Ⅱ Ａ５
3ビ

平易な問題を扱っており、例題
の反復問題なども豊富で、基礎
を身につけさせやすい。

導入、例、例題の順に配列され
ているため、理解させやすい構
成となっている。

説明文が簡潔でる。また副文が
青字なので、本文や 例・例題の
解答と区別しやすい。

数学 7 実教 数Ⅲ 318 新版数学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、レベルが示
され、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。

〇 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
問に思う箇所にわかりやすく表
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。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。

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
関係に興味関心をもつ内容に
なっている。

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

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

〇 理科 7 実教 科人 307 科学と人間生活　新訂版 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。

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。

〇 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。しかし、本
校では、同時に選択できないた
め、不向きである。

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

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
い部分が多い。

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改判で、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。

〇 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年生でも
復習できる。

学習内容がページをまたがるこ
とがなく、とても見やすい構成
である。

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

理科 2 東書 生物 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。

〇 理科 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物 Ａ５ ３普

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
視覚的に捉え、理解しやすい内
容になっている。また章末問題
がついており、単元ごとに振り
返ることができるようになって
いる。

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

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。

全ページの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。
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〇 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超
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。

〇 芸術 38 光村 美Ⅲ 303 美術３
Ａ４
変型

3ビ

各題材の中で、作品を作るとき
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
や美術に関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に導く。

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、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 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
通して身に付けられるように精
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。

〇 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。

様々な要素をもつ書の美を文化
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。

〇
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
うに考えられている。

様々な学力の生徒に対応できる
よう、文字は適切な大きさで、
写真や図の色使いにも配慮がさ
れている。設問の表現について
も、統一感があり、生徒の意欲
を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

話題が多様で生徒が興味を引く
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
題に対する問いも多く、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。

〇
外国
語

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

Ｂ５ ビ３

身の回りで起こり得る題材で、
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

177 増進堂 英Ⅰ 334
MAINSTREAM English
Expression Ⅰ Second
Edition

Ｂ５
変型

３ビ

自国文化と異文化を比較しなが
ら、題材が扱われているので、
表現力に加えて文法も習得し進
められる構成になっている。

見開きになっているので、進め
やすく、段階的に理解が深まる
ように工夫されている。

イラストや写真、図が適切に配
置されているので、系統的に理
解できるよう構成されている。
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外国
語

183 第一 英Ⅰ 337
Vivid English
Expression ⅠNEW EDITION

Ｂ５ ３ビ

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。授業内で活用
される英語のフレーズなども豊
富に取り入れられている。

見開きで完結する構成になって
いて、演習問題等の量も適切で
ある。。リスニングでの導入も
特徴的である。

生徒の活動に活用できる題材が
適切に配置され、視覚的に見や
すい構成となっている。

〇
外国
語

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

Ｂ５ 普３

身近な話題についても国際的な
視点をもつ大切さを、生徒に親
近感を与えるような平易な表現
を使って提示している。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よう構
成されている。

例文が豊富に記載されている。
見開き構成の中に音声指導、書
き方指導、語彙、コラムまで幅
広く網羅されている。巻末に発
音体系（一覧）が記載されい
る。他のものより詳しい記載が
ある。

写真やイラスト、グラフなどの
視覚的資料が適切に配置されて
いる。後半部分ではパラグラフ
ライティングやメール文章の見
本と解説もあり、実践的な指導
をする際のモデルとして活用で
きる。

外国
語

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

Ｂ５
変型

普３

高校生が興味をもって、表現し
てみようと思える題材が豊富で
ある。身近な話題から社会的な
ものまで、生徒の好奇心を引き
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

普３

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。

○ 情報 7 実教 情科 307 最新情報の科学　新訂版 Ｂ５ ３普

具体的にVBAのコードが表記され
ており、アルゴリズムだけでな
くプログラミング実習に取り組
みやすい。データベースについ
ても実習につなげることができ
る。全体的に生徒の理解度をよ
り深い内容に導くことが出来
る。

画像は適量に配置され、図など
が多く、学習内容のイメージは
しやすい。文字の量も適切にま
とめられている。また、配色も
生徒の理解を促すよう、適切に
使われている。

余白が多く確保されており、関
連事項等の書き込みがしやす
い。また、補足説明が適宜盛り
込まれており、生徒の理解を促
す内容となっている。

情報 7 実教 情科 308 情報の科学　新訂版 Ｂ５ ３普

ポイントをしっかりと抑えてあ
り、さまざまな課題を通して基
礎的な知識・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。

実習課題に多くのページが割か
れており、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
に分かりやすい表記がされてい
る。

情報 183 第一 情科 311 高等学校　情報の科学 Ｂ５ ３普

各節において漫画による導入が
あり、親しみをもって学習でき
るようになっている。生徒の興
味や理解をより深い次元にする
ために、工夫された内容となっ
ている。

全体的にイラストが入っている
がそこに紙面がさかれ、その分
説明文が少なくなっている。視
覚的効果として生徒の興味は引
きやすいが、もう少し具体的な
説明があると良い。

実習課題はページいっぱいに説
明文が書かれており、内容が豊
富である。吹き出しによって注
目しやすい工夫がされている。

○ 商業 7 実教 商業 315 商品開発 Ｂ５ ビ３

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
連する事例などが例示され、学
習過程を生徒が把握しやすい構
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
な学びに関連付けしやすい構成
である。プレゼンに関する末巻
資料がまとめられており、表現
力向上のための活動に活用しや
すい。

協力企業が多く生徒が想定しや
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多面的に学
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 ビ３

販売促進の基礎を固めることが
でき、広告とは何かなど、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。

単元ごとに用語などの解説があ
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。特にグラフは学
習内容の説明を補うものとなっ
ており、データ分析においては
手がかりとなる。

○ 商業 7 実教 商業 316 ビジネス経済 Ｂ５ ビ３

経済の仕組みを身近な例を挙げ
て分かりやすく解説している。
経済の学習の入り口としてふさ
わしい内容である。

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、生徒が理解を深めやす
い。単元が細かく区切られてお
り、授業を展開しやすい構成で
ある。

日常生活での例を挙げて経済用
語の解説がなされており、具体
的なイメージをもって経済の仕
組みを理解することができる。

○ 商業 7 実教 商業 354 経済活動と法 新訂版 Ｂ５ ビ３

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。帳簿の幅
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。
構成がそれぞれの項目について
均一化されていてバランスのよ
い学習ができる。

単元ごとにまとめられた表記に
より積み重ねの学習を行うのに
適切である。平易な文書で表現
されており探究的な学習を行う
のに適切である。

商業 190 東法 商業 355 経済活動と法 新訂版 Ｂ５ ビ３

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。注
釈や補足が豊富であり、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
量は適当である。章末の練習問
題が多いため、まとめや復習に
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、しっ
かりした内容のため、興味や関
心をもつ生徒にとってよい。各
章のページで使用する配色が異
なっているなどの工夫があるた
め内容の整理がしやすい。

○ 商業 7 実教 商業 347 新財務会計Ⅰ　新訂版 Ｂ５ ビ３

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」の後継書として、単元
の構成が適切であり、学習しや
すい内容になっている。

構成・分量・装丁は適切であ
り、事例等も指導しやすい。各
論点の構成もバランスがよい。

カラー構成が単元ごとに工夫さ
れており学習しやすい。また、
各種取引について適切なイラス
トから、会計学のイメージを作
りやすい表記がなされている。

商業 7 実教 商業 348 高校財務会計Ⅰ　新訂版 Ｂ５ ビ３

会計学の基礎基本的な取引内容
をしっかりと網羅している。ま
た、単元の補足や説明も多く取
り入れ、指導しやすい内容に
なっている。

単元ごとの構成がまとまってお
り、探究的な学習を進めやす
い。平易な文章から理解しやす
い構成になっている。分かりや
すいまとめがあり、分量も適切
である。

イラストや図などが入り、色合
いも分かりやすく表記されてい
る。文字は一般的なサイズで見
やすい。文章のバランスも適切
で学習に適している。
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商業 190 東法 商業 349 財務会計Ⅰ　新訂版 Ｂ５ ビ３

簿記の初学者が学習しやすい内
容になっている。解説も分かり
やすく学習に適している。例題
なども適切であり全体的によく
まとまっている。

単元ごとの構成が適切である。
説明の分量が充実しており学習
に適している。巻末資料の構成
は会計学の学習を行うのに適切
である。

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適切
な表記となっている。

商業 7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版 Ｂ５ ビ３

学習のポイントとなる主要な関
数を丁寧に説明している。例に
あげる題材も身近なものばかり
で学習を行うのに適切である。

各単元の分量は均一で適切であ
る。内容の構成は次第に発展的
な学習になる工夫がある。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。

全体的なデザインが印象的で興
味関心を深める学習に適してい
る。平易な文章の表現から調べ
学習に適している。

○ 商業 190 東法 商業 353 ビジネス情報　新訂版 Ｂ５ ビ３

それぞれの分野の用語が万遍な
く掲載されている。実習の練習
問題も豊富に用意されている。
現状分析やオペレーションズリ
サーチの内容が充実している。

情報通信ネットワークの活用か
らシステム開発まで学習できる
構成になっており、分量も多く
装丁も適切である。

図表が多いので分かりやすい
が、余白の扱いが曖昧なためレ
イアウトとして見にくいところ
がある。

○ 商業 7 実教 商業 358 電子商取引 新訂版 Ｂ５
ﾋﾞ3
ﾋﾞ2

実践的・実務的な課題が多く、
実用的な知識技能を習得しやす
い。項目・単元の区分が明瞭で
あり、脚注が学習理解に効果的
に使われており、学習しやすい
内容になっている。

各分野に基礎から応用と、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
の分量も適切で授業展開の調整
がとりやすい。

実際のパソコン画面の画像を用
いて例題が説明されているの
で、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
ﾋﾞ3
ﾋﾞ2

関連知識や最新情報が例示され
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。応用的かつ高度な技術
が身に付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
対話例が若干簡単である。全体
的なボリュームが多く第５章の
内容が相対的にやや少ない。

全体的に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 333 ビジネス情報管理 Ｂ５ ビ３

情報システムを構築するために
必要な知識がバランスよく掲載
されている。ＩＴパスポート試
験にも対応できないようになっ
ている。

情報共有の必要性から始まり、
ネットワーク、現状分析、プロ
ジェクトマネジメントと順を
追って学習できる構成になって
いる。分量・装丁も適切であ
る。

図やイラストが分かりやすく、
生徒が理解しやすい表現になっ
ている。

家庭 6 教図 家庭 304
子どもの発達と保育　育つ
育てる　育ち合う

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
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

乳幼児の発達や生活等の基礎的
な保育に関する知識に加え、福
祉等の専門的内容が分かりやす
くまとめてあり、興味をもって
学べるので進路に結び付けやす
い。

テーマ別に学習を各所に設定し
ており、「囲み」や体験的な
テーマ学習を設け、学習要素に
ついての理解をより深められる
ような工夫がされている。

図や写真、イラストなどの資料
が豊富にある為、実践させる内
容が分かりやすく興味・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、分かりやす
い 表現となっている。実生活に
活用できる学習を重視し、具体
的な例や生活に密着した資料が
豊富である。

〇 家庭 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 Ｂ５ 3ビ

現代における課題に触れ、デー
タ資料を提示した上でそれぞれ
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。

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。
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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
デザイン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、QR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。QR
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。ユニバーサルデザ
イン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。QR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。QR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。

国語 2 東書 論国 702 精選論理国語 Ａ５ 2

環境や情報など、今日的な課題
を扱った評論が多く収録されて
おり、読む力だけでなく、思考
の土台となる知識が身に付けら
れる内容となっている。また、
単元ごとのコラムも充実してお
り、思考力・表現力の育成に配
慮がなされている。

読み比べを意識した構成になっ
ており、大学入試で問われる力
を段階的に身に付けられるよう
になっている。「論理とは何
か」の単元では、論理的である
ことがどういうことか、詳しく
順序だてて説明されており、生
徒の論理的思考力の育成に役立
つ作りとなっている。

読む力だけでなく、思考力・表
現力の育成にも力を入れた内容
となっている。そのため、読む
教材は少なめかもしれないが、
その分、字は大きめで見やすい
作りとなっている。色使いも優
しい印象を受ける作りで、見や
すさの面では高く評価できる。

〇 国語 50 大修館 論国 705 論理国語 Ａ５ 2

環境や情報など、今日的な課題
を扱った評論を多く収録しなが
ら、小林秀雄、加藤周一、山崎
正和といったオーソドックスな
評論も収められており、硬軟或
いは新旧のバランスがよくとれ
た教科書である。また、各単元
において「問い」が設けられ、
生徒の思考力を刺激する内容と
なっている。

全単元において読み比べが意識
された構成となっており、努力
と工夫の跡が見られる。分量と
しては、硬軟或いは新旧織り交
ぜた内容となっているため、多
めの印象を受ける。各単元にお
いて、テーマに関連した他の評
論も紹介されており、読書を促
す工夫もなされている。

情報量が多いためか、字はやや
小さめであるが見にくいという
ほどではない。写真や図録も決
して多いとは言えないが、抑え
された色使いで非常に見やすく
感じられる。

国語 117 明治 論国 709 精選　論理国語 Ａ５ 2

環境や情報などの今日的なテー
マと、文化、芸術、哲学といっ
たオーソドックスなテーマと、
バランスよく収録されている。
単元ごとに言語活動のコーナー
が設けられ、考える力、書く力
の育成に力を入れた内容となっ
ている。

多くの単元で読み比べが可能な
構成となっている。特徴的なの
は本居宣長や柳宗元といった
「古典」で学習する文章と現代
の文章との読み比べが試みられ
ている点で、時代による価値観
の相違と共通点が理解できるよ
うに工夫されている。

図表が効果的に用いられてお
り、やや難解な評論でも理解の
助けとなるように工夫がされて
いる。また、実用的な文章の理
解や言語活動に係る部分でも、
イラストやグラフが効果的に使
われている。字の大きさ、抑え
た色使いも、見やすさを感じさ
せる。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和５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１部】　令和５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

国語 2 東書 古探 702 精選古典探究　古文編 Ａ５
2科
選

採録されている作品や単元など
の終わりに、言語活動への誘い
も工夫されている。また、現代
の言語文化とも関連あるコラム
や古典芸能への関心を高める解
説など、内容も充実している。

分冊となっており作品も様々な
ジャンルからまんべんなく収録
されている。単元ごとの文学史
年表も見やすい工夫がなされて
いる。

古典参考図録など資料が豊富で
ある。言語活動の構成にも工夫
がみられる。

国語 古探 703 精選古典探究　漢文編 Ａ５
2科
選

多様な作品が採録されている。
配列も授業展開に配慮したもの
と言える。句形の問題がまとめ
られており授業の一助となり得
る。

各ジャンルごとに構成されてお
り扱いやすい。作品内容の理解
を助けるための挿し絵や地図な
どの掲載も配慮されている。

読解力を高めさせるためにも必
要な句法を整理したうえで、実
践的な活動へつなげる配列がみ
られる。

〇 国語 104 数研 古探 711 高等学校　古典探究 Ａ５
2科
選

古典作品として長く評価されて
いる作品を幅広く採録してお
り、注も詳細でわかりやすく編
集されている。また、単元ごと
に設定されている問いについて
も適切な内容で振り返り学習を
行うのに適切である。

古文編、漢文編の二部構成で指
導しやすい構成と言える。本編
の後に載る資料編や、古文・漢
文それぞれの図録も工夫されて
おり、本文の理解を助ける役割
を果たしている。

適切な図版が作品内容を把握さ
せる一翼を担っている。また、
現代の文化と古典世界とのつな
がりを考えさせる解説なども、
読みやすいよう工夫されてい
る。

国語 212 桐原 古探 721 探求　古典探究　古文編 Ａ５
2科
選

定番の作品が採録されているが
比較的短いものが多い。作品数
などは適切である。また、掲載
されている作品に関連したコラ
ムなどにも工夫がみられる。

他社と比べると文字サイズが大
きく字体も明瞭なものが用いら
れている。イラストや写真も鮮
明で効果的である。

国語 古探 722 探求　古典探究　漢文編 Ａ５
2科
選

分冊になっているため、採録作
品も多岐に渡り、充実した構成
となっている。また巻頭には
ジャンルごとの解説がまとめら
れており充実している。

文字サイズが大きく字体も明瞭
なものが用いられている。地図
や写真などにQRコードで添付さ
れており、調べ学習に適してい
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。

○
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

130 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
事項はゴシック体になってお
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。

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。

○
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 日探 701 日本史探究 Ｂ５
２科
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、生徒自信が主体的な意見や
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。

地理
歴史

7 実教 日探 703
精選日本史探究　今につな
ぐ　未来をえがく

ＡＢ
２科
選択

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。

幅広いジャンルの古文教材が採
録されている。学習の手引きや
文法の確認も充実しており、多
岐にわたる学習にも対応できる
工夫がみられる。漢文作品とし
て定評ある作品を多く採録して
おり、脚注も分かりやすい。ま
た、各単元ごとに出現する句法
の説明も適切である。
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【第１部】　令和５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 日探 705 詳説日本史
Ｂ５
変型

２科
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

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。

○
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。

○ 公民 7 実教 公共 703 詳述公共 Ａ５ 2

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 7 実教 公共 704 公共 Ｂ５ 2

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。

公民 104 数研 公共 708 公共 Ｂ５ 2

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。

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。

〇 数学 7 実教 数Ⅱ 704 新編数学Ⅱ Ａ５

2
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Ⅱ 706 数学Ⅱ Ａ５

1科
2
情
電
機
建

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」が身に付く内
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科
2
情
電
機
建

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」が身に付く内
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。
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【第１部】　令和５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 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
情
電
機
建
科
2デ

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Ａ 707 新編数学Ａ Ａ５

1
情
電
機
建

2デ

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
情
電
機
建
科
2デ

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」が身に付く内
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。

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。

数学 2 東書 数Ｂ 702 数学Ｂ　Standard Ａ５
1科

2

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Ｂ 705 新編数学Ｂ Ａ５

2情

２
電
機
建
選

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Ｂ 707 数学Ｂ Ａ５
1科

2

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。

〇 数学 104 数研 数Ｂ 710 数学Ｂ Ａ５
1科

2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 7 実教 数Ｃ 704 新編数学Ｃ Ａ５ 2科

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Ｃ 705 数学Ｃ Ａ５ 2科

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。

〇 数学 104 数研 数Ｃ 708 数学Ｃ Ａ５ 2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、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。
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【第１部】　令和５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）
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教科
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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 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 7 実教 物基 703 物理基礎 Ｂ５
2情
電機
建

「予想してみよう」を各項目冒
頭に記載されており生徒の主体
性を引き出す工夫がされてい
る。公式にはイメージ図が付記
されているため、工業科の生徒
が理解しやすい内容になってい
る。

各項目の最後に振り返りが用意
されており、学習項目に対して
わかったこと、わからないこと
が整理可能な構成となっている
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。

本文の随所に吹き出しが配置さ
れており、生徒の疑問を引き出
すような工夫がされている。人
物の会話表現が記載されてい
て、理解を助け、自学自習でも
使いやすい。

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。

〇 理科 104 数研 物基 708 新編　物理基礎 Ｂ５
2情
電機
建

工業科の生徒にとって使いやす
く、必要な知識をコンパクトに
記載されている。また、日常生
活との関連付けについても言及
されている。

適所に問があり、例題では丁寧
な解法が記載されている。工業
科の生徒が使いやすい構成に
なっている。

身の回りにある物理現象に関連
した事象を扱うことにより、日
常生活における物理現象と学び
を結び付けることができるよう
な表現がされている。

理科 183 第一 物基 710 高等学校　新物理基礎 Ｂ５
2情
電機
建

学習内容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「ま
とめ」や「節末問題」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あ
る。工業科の生徒の興味を引き
やすい内容となっている。

イラストが豊富で、分かりやす
く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 7 実教 物理 702 物理 Ｂ５
2科
選

学習目標を各項目冒頭に記載す
ることで見通しを立てやすい構
成になっている。公式にはイ
メージ図が付記されているた
め、理解しやすい内容となって
いる。生徒たちも理解しやすい
内容になっている。

各項目の最後に振り返りが用意
されており、学習項目に対する
認知能力を身につけるために効
果的な構成となっているので、
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
るために図やイラストが多く掲
載されており、図が見やすいよ
うに工夫されている。生徒役の
人物の会話表現が記載されてい
て、理解を助け、自学自習でも
使いやすい。

理科 61 啓林館 物理 703 高等学校　物理 Ａ５
2科
選

大学入学共通テストに対応でき
る内容になっているだけでな
く、生徒が探究的に学べる内容
になっている。生徒たちの理解
を深めさせるQRコンテンツが充
実しており、学習しやすいもの
になっている。

A5判でコンパクトである。分量
も適切で、学習の配列も分かり
やすい。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、学習の理解
を促す工夫がされている。

式や法則は、すっきりと見やす
くまとまっており、図やイラス
トを効果的に使用して生徒の理
解を助ける工夫がされている。
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 物理 706 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
「Ｚｏｏｍ」が理解しやすいた
め、科学科に良いと考える。映
像コンテンツも豊富に用意され
ており、物理現象を理解するこ
とに役立つものになっている。

A5判でコンパクトである。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。思考力を働かせ
ながら考察する問題を扱う「思
考学習」が用意され、入試対策
としても十分な内容である。

公式や法則などが分かりやすく
表現されており、大学入試を意
識した科学科での使用が期待さ
れる。また、図が見やすく物理
現象のイメージがしやすいもの
になっており理解しやすい。
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理科 183 第一 物理 709 高等学校物理
Ｂ５
変型

2科
選

内容を理解するために各項目ご
との課題や疑問を把握するため
の工夫がされているので、理解
しやすいため、生徒に良いと考
える。映像コンテンツも豊富に
用意されており、物理現象を理
解することに役立つものになっ
ている。

B5判で図表が豊富で、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。学習で得られた知
識を活用し考察する「TRY」が用
意され、より深く学ぶための構
成となっている。

公式や法則などが分かりやすく
表現されており、生徒に良いと
考えられる。また、図が見やす
く物理現象のイメージがしやす
いものになっており理解しやす
い。

理科 7 実教 化基 703 化学基礎　academia Ａ５ 1科

思考力・判断力・表現力を無理
なく育成させ、大学入試「化学
基礎」の学習内容を完全に網羅
し、科学科の生徒でも理解しや
すく取り上げている。また、科
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。

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 7 実教 化学 703 化学　academia 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。化学反応式のそれ
ぞれに酸と塩基の反応か、酸化
還元反応なのか明記され学習し
やすい内容になっている。

５章と終章に分かれており、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。図や写真が充実し
ており、イメージがつかみやす
い。奇数ページの右端に、学習
内容のつながりを示す印があ
り、単元の内容のつながりをわ
かりやすく表示している。

〇 理科 61 啓林館 化学 705 高等学校　化学 Ａ５
2科
選

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、思考力・判断力を養う項
目を用意するなど工夫もされて
おり、QRコンテンツも充実して
いる。

理解の難しい章には生徒と教師
のやりとりの”はじめに”が掲
載されており、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、注目すべきポイントが明示
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。

理科 104 数研 化学 706 化学 Ａ５
2科
選

化学基礎との関連や各項目のポ
イントが良くまとめられてい
る。生徒の興味･関心と学習意欲
が湧くような「参考」「発展」
が豊富に記載されており、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。

内容が整理されており、使いや
すい構成になっている。分量も
適切である。まとめもわかりや
すく表現されており、理解しや
すい。

化学現象が明瞭に表現されてお
り、入試を意識した科学科での
使用が期待される。また、写真
やイラストが見やすく理解しや
すい。

理科 2 東書 生基 701 生物基礎
Ｂ５
変型

1科
2デ

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、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、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 7 実教 生基 703 生物基礎 Ｂ５ 2デ

大きい図版を用いるなど表記方
法が工夫されている。各章のま
とめが充実しており、工業科の
生徒でも自主学習を行うことが
できる工夫がされている。

構成も分量も適切である。問題
の解答が巻末にあり、見やすく
生徒が自学自習できるような工
夫がされている。

B5判なので大きな図表が用いら
れている。イラストやカラー写
真豊富で、生徒が視覚的に理解
できるように工夫がされてい
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、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、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、生徒の自学自習を
支援する工夫がされている。
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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。

理科 2 東書 生物 701 生物
Ｂ５
変型

2科
選

本文の内容をより深めるため
に、各項目の冒頭に「Let's
start!」→「学習の問い」→
「この節のポイント」と統一的
に記載されており、生徒に考え
させる授業展開ができるように
工夫されている。

生物基礎の学習事項が各章の冒
頭にQRコードで紹介され、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変型判になっており、詳細な
イラストや鮮明な写真が豊富に
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 702 生物 Ｂ５
2科
選

側注欄が工夫されており、生徒
たちが主体的・対話的で深い学
びができるような記載になって
おり、課題解決に向けた主体的
に学ぶ姿勢を養うことに活用で
きると考えられる。

本文の内容を最小限に抑え、最
短で履修を終えられるような工
夫がされている。科学科の生徒
は大学入試を意識しながらも、
より発展的な学習をすることが
可能になる。

B5判になっており、詳細なイラ
ストや鮮明な写真が豊富に掲載
され、情報量が充実している。
平易な文章で生徒の理解に寄り
添い、読みやすい表記になって
いる。

〇 理科 61 啓林館 生物 703 高等学校　生物
Ｂ５
変型

2科
選

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、図や写真は印象に強く残る
ような配置をしており、科学科
の生徒の自学自習を支援する工
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

本文が簡潔にまとめられてお
り、生徒が読みやすく理解しや
すい。基礎的な知識から応用的
な知識まで幅広く記載されてお
り、知識のレベルも高校生が学
びやすいレベルに設定されてい
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い。
また、本文中に資料などへの誘
導も見やすく、理解が深まりや
すい。目標から始まり、本文で
理解を深め、調べてみようで主
体的な学習を促すような構成に
なっており、生徒自身も学習に
取り組みやすい内容である。

端にある補足も細かく書かれて
いる。また、ポイントが分かる
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を高める
ように工夫されている。

〇
保健
体育

50 大修館 保体 702 新高等保健体育
Ｂ５
変型

1

各単元について、注釈や用語解
説なども豊富で基礎的な知識の
内容が網羅されている。また、
コラムやアドバンスなどより深
めた内容も記載されており、学
習に役立つ内容が多く記載され
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
ている。単元ごとに、学習のね
らいから始まり、簡潔に本文が
まとめられており、生徒が学習
しやすい構成になっている。

カラー図表やイラストなどが多
く掲載されており、種類も豊富
である。写真も多く掲載されて
いるのも生徒の興味関心を高め
やすく、理解しやすいように工
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 1

本文が的確にまとめられてお
り、その他の部分でも豊富なイ
ラストや注釈で生徒が理解しや
すい内容になっている。また、
ケーススタディなどより深い学
習に取り組めるようまとめられ
ている。各ページにはQRコード
によるより詳しい情報を調べる
こともできる。

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
になっており、クエスチョンか
らリフレクションまで流れがう
まく構成されている。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
学習にも取り組みやすい。

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。図や表、写真も多
く非常に見やすく、理解しやす
くなっている。また、ルビも丁
寧に振られており、様々な生徒
に対応することができる。

保健
体育

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。

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。生徒自
身が思考しながら、考えを記述
していくようなノート形式であ
る。

１つのテーマに対して、丁寧に
まとめられ非常に理解しやす
い。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
らまとめ方まで分かりやすく書
かれていて、学習させやすい。

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、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、
表現活動が苦手でも音楽に親し
みやすくできている。

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
体での演奏や学習がし易いよう
に工夫されている。鑑賞活動を
充実させられるよう作曲の背景
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、構成もしっかりとさ
れている。分量も1年間で無理な
く学習できる内容になってい
る。装丁も楽しく学習ができる
よう工夫されている。

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
うに工夫されている。
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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

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。

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 ＣⅡ 702
Power On
English Communication Ⅱ

Ｂ５ 2工

生徒が興味・関心を持ちやすい
よう、SDGs関連を含む幅広い
ジャンルから、バランス良く題
材の選択がされている。

各課の導入部分で、写真を見て
話し合い、到達目標が確認でき
る。各パートは見開き２ページ
で本文が右側、文法事項のまと
めと演習が見開きの左右に配置
されている。290語～557語の全
10課。

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。QR
コードを使って、本文や新出語
句等の音声を聞くことができ
る。

外国
語

15 三省堂 ＣⅡ 707
CROWN
English Communication Ⅱ

Ｂ５ 2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、写真に関する問
い、本文に関する問いや自己表
現活動を通して、思考力・探求
心を育成する内容になってい
る。追加の英文も豊富に収録さ
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。752語から1014
語の全10課。

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。QR
コードから新出語、本文の音声
や関連動画にアクセスできる。

外国
語

50 大修館 ＣⅡ 710
Crossroads English
Communication Ⅱ

Ｂ５ 2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。568語から750
語の全7課。

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。QRコードから
追加データにアクセスすること
ができる。

外国
語

50 大修館 ＣⅡ 711
PANORAMA English
Communication Ⅱ

Ｂ５ 2工

生徒にとって身近でありなが
ら、世界の課題につながるト
ピックが収められている。読後
に、自分の生活とつなげて意見
を書いたり発表したりできる
テーマが選ばれている。

5領域の力を伸ばす活動を行いな
がら、テキスト本文の理解を深
め、レッスン目標が達成できる
ように構成されている。全10
課、571語から725語。

レッスン毎に聞く・読む・書
く・話す（やりとりと発表）の5
領域の目標が明示されている。
文法事項の説明は最小限に抑え
られている。ポストリーディン
グの活動が充実している。

〇
外国
語

109 文英堂 ＣⅡ 718
Grove English
Communication Ⅱ

Ｂ５ 2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。各レッスンに5領域の到達目
標が明示されている。

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。全１０課。

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。QRコードから、各レッス
ンの新出語・本文を聞くことが
できる。
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〇
外国
語

183 第一 ＣⅡ 720
CREATIVE　 English
CommunicationⅡ

Ｂ５ 2科

SDGsに対応した、多様な題材が
扱われている。5領域をバランス
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。

各課、各パートの到達目標が明
示されていて、「知識・技能」
「思考力・判断力・表現力」
「学びに向かう力」をバランス
よく伸ばす構成と分量（全9課）
となっている。また、各課の最
後に学習の振り返り（自己評
価）ができる。

イラストと写真が豊富で見やす
い。本文の内容理解のための質
問が枠取りされていたり、表現
活動で必要な表現が色分けされ
ているなどの工夫が見られる。
QRコードから本文に関連した動
画や音声を視聴できる。

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。QRコード等に
より、基本例文などの音声を視
聴可能である。

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。指示文はすべ
て英語で、モデル文の日本語訳
は巻末に収録されている。

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。

外国
語

61 啓林館 論Ⅱ 708
Vision Quest English
Logic and Expression Ⅱ
Ace

Ｂ５ 2科

論理・表現Ⅰで学んだ発信力を
生かし、より論理的な文章を書
き、発表することを目指す。各
レッスンのトピックについて、
クラスやペアで話し合い、まと
まった文章を書いて発表するま
で段階的に学習できる内容であ
る。

導入（Warm-up）から、演習
（Try it out!）、実践
（Expressing/Logic Focus）の
流れの中で、文法・機能表現を
学び、場面・状況を踏まえた活
動をし、論理的に表現すること
ができる。

イラストや図表は小さい。各
レッスンのトピックに応じた活
動の目標や指示文はすべて英
語。QRコードから、トピック文
等が音声で確認できる工夫がさ
れている。

外国
語

177 増進堂 論Ⅱ 713
MAINSTREAM
English Logic and
Expression Ⅱ

Ｂ５ 2科

論理・表現Ⅰで身に付けた発信
力を基礎に、より高度で本格的
な活動に取り組めるように、自
己紹介かエッセイライティング
に至る様々なアウトプット活動
ができる内容になっている。

各レッスンにトピックに応じた
効果的な表現方法をインプット
できるヒントが掲載されてい
る。また、トピックは日常的な
ものから社会的なトピックまで
バランス良く収録されている。
全17レッスン。

イラストや図表は適切に配置さ
れている。QRコードから、単語
やモデル文、発音のポイントが
音声で確認できる工夫がされて
いる。指示文は全て英語。

〇
外国
語

231 いいずな論Ⅱ 717
be English Logic and
Expression Ⅱ Smart

Ｂ５ 2科

論理・表現Ⅰで学んだ文法の理
解をさらに深め、より積極的に
発信する力を養成する内容に
なっている。また、導入として
論理的に考えるためのヒントが
提示されている。

文法事項を軸とした全15レッス
ン構成になっていて、学習を進
めていくうちに英語らしい表現
の仕方が身につくように工夫さ
れている。各課の達成評価（セ
ルフチェック）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。ヒント
になる語彙も英語のみ脚注に掲
載されている。指示文は英語で
表記されている。QRコードを
使って、モデル会話、例文、発
音の音声や動画を視聴できる。

家庭 6 教図 家基 702 未来へつなぐ　家庭基礎365 ＡＢ 2

全編を通して、SDGsの視点にた
ち、持続可能な生活作りの基盤
を身につける内容となってい
る。深い学びにつながるコラム
が充実している。

課題発見から解決にいたプロセ
スを導きやすい資料提示がされ
ている。写真が多く使われてお
り、実習が視覚的に理解しやす
くなっている。

データやグラフなどで視覚的に
理解しやすい工夫がなされてい
る。重要語句にはふり仮名もふ
られており、生徒が読みやすい
記述がなされている。

家庭 7 実教 家基 706 Agenda家庭基礎 Ｂ５ 2

主体的・対話的で深い学びを実
践活動が中心の内容となってい
る。統計資料が多く、用いられ
ており、読み取る力を養う内容
となっている。

社会的話題の資料が豊富である
が、基本的な事柄はある程度理
解した上での学習を進めない
と、学びを深めるまで至らない
ところもあると思られる。

QRコードで読み取る動画で、体
験や実習内容が理解しやすく
なっている。

〇 家庭 7 実教 家基 707 図説家庭基礎 ＡＢ 2

教科書と資料集が一体化してい
る。日常生活の課題について、
他者と協働して考察を深められ
る内容となっている。章末には
技術や知識の定着を図る課題も
あり、日常生活に生かせる内容
が充実している。

各章が見開き2ページで完結され
ており、本文は簡潔な文章で書
かれいており、図は資料が豊富
で見やすく用いられている。
分量も適性である。

生徒の視野を広げるトピックが
各ページに配置されており、イ
ラストや写真で視覚的な工夫も
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 数研 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、技能や知識を科
学科の生徒が見つけやすい。

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。
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【第１部】　令和５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 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。

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 705 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 706 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 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。

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。

〇 工業 7 実教 工業 708 機械工作１ Ｂ５
2機
選

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。

系統的に構成されており、図版
も多く分量も適当である。

図や写真が豊富で、文章とのバ
ランスがよい。

工業 7 709 機械工作２ Ｂ５
2機
選

基本的な知識や技術から発展ま
で、明解な記述になっている。

基礎から応用まで系統的な構成
がされている。

文字の大きさ、字間・行間・書
体などが適切である。図や写真
が大きく、見やすい。

〇 工業 7 実教 工業 710 機械設計１ Ｂ５ 2機

具体的な設計例が教材になって
おり、基本的な設計技術につい
て学べる。

系統的な構成にしてあり、図版
も多く分量も適当である。

設計の手順と図や例を多く取り
入れ、分かりやすく工夫されて
いる。

工業 7 711 機械設計２ Ｂ５ 2機

仕様･総合･解析･評価･設計解の
順で構成され、発展的・応用的
な技術が学べるように工夫され
ている。

系統的な構成にしてあり、図版
も多く分量も適当である。

設計の手順と図や例を多く取り
入れ、分かりやすく工夫されて
いる。
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〇 工業 7 実教 工業 755 生産技術 Ｂ５
2機
選

電気・電子、メカトロニクス、
機械技術、生産管理の基礎が充
実している。図や写真が多く配
置されており、理解しやすい工
夫がなされている。

生産全体の流れが適切に構成さ
れている。

図表については、視覚的に理解
しやすくなっている。

〇 工業 7 実教 工業 720 電気回路１ Ｂ５ １電

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 工業 721 電気回路２ Ｂ５ １電

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。

工業 7 実教 工業 722 精選電気回路 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。

工業 154 オーム 工業 724 電気回路１ 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 工業 725 電気回路２ 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 174 コロナ 工業 726 わかりやすい電気回路 Ｂ５ １電

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 174 コロナ 工業 727 電気回路（上） 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 工業 728 電気回路（下） 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。

〇 工業 7 実教 工業 738 電気機器 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 739 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。

〇 工業 7 実教 工業 745 電子回路 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 7 実教 工業 746 プログラミング技術 Ｂ５
2情
電

C言語によるプログラミング技法
を学ぶ上で、基本から応用まで
幅広く書かれている。座学から
実習まで幅広く対応している。

プログラミングの例題や問題が
多く、いろいろなプログラムを
試しながら学習の定着を図るこ
とができる。章末には課題解決
型の問題が掲載されていて、生
徒が主体的に学ぶことができ
る。

2色刷りで入力画面や出力画面を
色分けしわかりやすい。わかり
にくいポイントについても丁寧
に書かれていて、理解が深まり
やすい。

〇 工業 7 実教 工業 747 ハードウェア技術 Ｂ５ 1情

2進数や論理回路など基本的な内
容からコンピュータによる制御
技術まで多岐にわたって書かれ
ていて、コンピュータの動作原
理について深く学ぶことができ
る。

例題や問いは基本的な問題が豊
富で、学習の定着を図ることが
できる。章末問題は高度な内容
となっており、資格取得にも対
応した構成となっている。

図や実際に用いられる製品・装
置の写真を多く掲載し、原理や
構造が理解しやすい。
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〇 工業 7 実教 工業 714 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 749 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 748 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。

〇 工業 7 実教 工業 715 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 751 土木構造設計１ Ｂ５
2建
都

土木構造設計の流れについて理
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。

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
を理解できるような表現で書か
れている。

工業 工業 752 土木構造設計２ Ｂ５
2建
都

土木構造設計の流れについて理
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。

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
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 750 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
成されていて、分量配分も適切
である。

土木の専門的な用語や工法が理
解できるような記述である。

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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番号 略称 記号 番号

○
地理
歴史

2 東書 世Ａ 310 世界史Ａ Ｂ５
3科
選択

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
3科
選択

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
解説が細やかに扱っている。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
分量も多すぎず適切である。

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。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版 Ｂ５ 3科

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
流れを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。

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

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

歴史的知識を習得するだけでな
く、生徒自身が主体的な意見や
見解をもてる様に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。

○
地理
歴史

81 山川 日Ａ 314 現代の日本史　改訂版 Ｂ５
３工
選択

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 3工

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、分かりや
すい内容になっている。

全体的に適正な構成と分量であ
る。図版と文章の配分が適切
で、全体の構成がまとまってい
る。

適切な表現で、詳細に記述さ
れ、分かりやすい。写真・図版
が理解しやすいように表現され
ている。

〇 公民 7 実教 現社 314 高校現代社会　新訂版 Ａ５
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。

難しい内容も分かりやすく詳細
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 ３工

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。課題探求学習も独自の
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
選択

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。本文の占める割合が小さ
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。副文もコ
ンパクトにまとめられており、
読みやすい。

公民 35 清水 倫理 308 高等学校　新倫理　新訂版 Ａ５
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
味をひきやすい。

高度な内容も詳細に記述されて
おり、丁寧で分かり易い表現で
ある。図版や資料が効果的に盛
り込まれている。

〇 公民 7 実教 政経 312 高校政治・経済　新訂版 Ａ５
３工
選択

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
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。全体的に分
かりやすく丁寧に表現され、表
記も適切である。

公民 35 清水 政経 314
高等学校　現代政治・経済
新訂版

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。課題探求学習も独自の
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。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和５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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構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和５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

公民 183 第一 政経 310 高等学校　新政治・経済 Ｂ５
３工
選択

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。

適切な分量である。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
現も分かりやすく書かれてお
り、生徒が理解しやすい。

数学 2 東書 数Ⅲ 316 数学Ⅲ Standard Ａ５

3
情
電
機
建
科

基本的な問題が網羅されてお
り、理解するための要点に図表
を豊富に用いている。標準レベ
ルの問題も漏れなく入ってい
る。

問題の構成・分量ともに適切で
ある。

丁寧で適切にまとめられてい
る。色彩が落ち着いていて、見
やすい。

〇 数学 7 実教 数Ⅲ 318 新版数学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、教員が工夫し
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
情
電
機
建
科

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され
ていて見やすい。

色使いが豊富で余白も適切にあ
り、非常に見易い。総合演習の
ヒントも理解の助けになる。

数学 2 東書 数Ａ 318 数学Ａ　Standard Ａ５

3
情
電
機
建

復習的な内容からの導入になっ
ているので、基本的な内容が分
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

3
情
電
機
建

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

章末の問題は３段階用意されて
おり、幅広い取り組み方ができ
る。

章末の図形の一覧は非常に見や
すい。全体的に配慮されてい
る。

数学 7 実教 数Ａ 322 新数学Ａ Ａ５

3
情
電
機
建

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。

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
の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
3工
選

易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、
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、表記も生徒が理解しやすい
ものになっていると考える。

理科 104 数研 物理 313 改訂版　物理 Ａ５
3工
選

入試を意識した演習問題や理解
しにくい所について「Ｚｏｏ
ｍ」が理解しやすいため、科学
科に良いと考える。工業科の生
徒も理解できるように必要に応
じて物理基礎の内容を補いなが
ら学習が進むようになってい
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、
工業科であっても丁寧に解説さ
れており理解しやすい内容に
なっている。また、図が見やす
く理解しやすい。

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
流れが確認できる。必ず質問か
ら入るような作りになってお
り、各ページの帯には流れが確
認できるようにされている。ま
た、生徒が主体的に考えられる
ような工夫がされている。

学修内容が見開き２ページ内に
収まるように構成されている。
本文は簡潔で内容が精選されて
おり、難易度・分量ともに適切
である。

カラーの図や写真が必要な箇所
にふんだんに盛り込まれてい
る。図や写真の質が高く、生徒
のより深い理解に利用できる。
また、学習内容のつながりを意
識させる工夫がなされている。
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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
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、
様々な英文が収録されている。
速読や精読の材料が用意されて
いるだけではなく、リスニング
やコミュニカティブな題材もあ
りバランスがよい。

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

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

外国
語

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

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。

外国
語

183 第一 コⅢ 344
Perspective
English Communication Ⅲ
NEW EDITION

Ｂ５ 3科

教材の分量、難易度の配列が段
階的である。また、内容につい
ては、文化的なもの、社会的な
もの、科学的なものなど、バラ
ンスがとれている。

様々な分野・形式の英文を読ま
せることができる。自分の考え
や意見を発表するといった多様
な活動を行うことができる。

本文内容に関連した写真、図版
が適切に配置されており、視覚
的に学習を助ける配慮がなされ
ている。

〇 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 345 原動機 Ｂ５
2機
選

流体力学、熱力学の基礎を踏ま
え、原動機の構造や、機能が分
かりやすく適切に配列されてい
る。自動車の歴史など生徒の関
心を高める工夫をしている。

学習内容に応じて項目が細分化
され、理解しやすい構成であ
る。

図や写真が多く取り入れられ、
理解しやすいよう工夫されてい
る。

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、理解しやすく構成されてい
て使用しやすい。

内容が展開的に構成されていて
適切である。

写真や図、表などが適切に配置
されている。

〇 工業 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、理解しやす
く構成されていて使用しやす
い。

内容が展開的に構成されていて
適切である。

写真や図、表などが適切に配置
されている。

工業 154 オーム 工業 352 電力技術１ Ｂ５
3電
気

電力技術に関する基礎的事項に
ついて、図や表を多く取り入れ
て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 工業 353 電力技術２ Ｂ５
3電
気

電力技術に関する基礎的事項に
ついて、図や表を多く取り入れ
て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。

〇 工業 7 実教 工業 358 電子計測制御 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 374 通信技術 Ｂ５
3電
子

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 361 ソフトウェア技術 Ｂ５ 2情

ソフトウェア、オペレーティン
グシステム、ソフトウェアの管
理、情報セキュリティなど幅広
い分野の内容となっている。

各単元の中でイラストを多用し
た説明があり、解説も分かりや
すくなっている。用語の説明も
多く、資格取得に対応した構成
である。

２色刷りによる図やイラストが
多く、ソフトウェアやオペレー
ティングシステムの働きが理解
しやすい表現となっている。

46



番号 略称 記号 番号
構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和５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 工業 7 実教 工業 375 コンピュータシステム技術 Ｂ５ 2情

マルチメディア、ネットワー
ク、データベースなど、コン
ピュータシステムの知識と技術
が学べる内容となっている。

身近に活用されている技術や新
しい技術が多く紹介し、生徒の
興味をひきやすい構成である。

２色刷りによる図や画面イメー
ジが多く用いられていて、具体
的なイメージをつかみやすく分
かりやすい表現で書かれてい
る。、

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 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
２デ
３デ

デザインの歴史が時系列で整理
されており、デザインの変遷を
読み解くのに理解しやすい構成
内容となっている。

分量としては適量であると感じ
る。写真資料については量も多
く充実しているので、視覚的に
理解する上で、効果的である。

視覚的な資料とともに説明の表
記がなされているので、生徒に
理解しやすい表現となってい
る。
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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普
1国
1ス

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普
1国
1ス

「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普
1国
1ス

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。

○ 国語 2 東書 言文 702 精選言語文化 Ａ５
1普
1国
1ス

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普
1国
1ス

「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
で学べられ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普
1国
1ス

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。

国語 2 東書 論国 701 新編論理国語 Ａ５
2普
2国
2ス

単元目標が明瞭で、各教材の学
習の動機づけがしやすい。また
「持続可能な開発目標」と関連
の深い教材には、マークが付け
られており、より深い学びに結
びつけやすいように工夫されて
いる。

「資料を整理し、テーマを吟味
しよう」などの言語活動教材
は、「学習の流れ」「活動のポ
イント」「課題」「振り返りの
ポイント」の各項目で構成され
ており、指導がしやすいように
工夫されている。

「つなげる力」「論証する力」
などの「論理の力」の教材は、
「例」や「問」を交えて論理的
な思考力や表現力を養えるよう
に工夫されている。

○ 国語 15 三省堂 論国 703 精選　論理国語 Ａ５
2普
2国
2ス

収録されている教材は比較的多
い。また、現代社会に合わせた
「情報社会」「ＡＩ」「国際社
会」などの近代的価値観を中心
とし、より内容が身近に感じる
ことのできるものが収録されて
いる。

書く、読む力をつける第一部か
ら第二部まで、全体で十六の単
元と、さまざまな言語活動で活
用するための「資料編」で構成
されている。

各単元には、書く、読む、それ
ぞれの単元の目標に対応し、言
葉の学びを協働的、主体的に深
め、広げる言語活動が設けら
れ、より深い内容理解ができる
よう工夫されている。

国語 50 大修館 論国 705 論理国語 Ａ５
2普
2国
2ス

現代を考えるために重要な、
様々なテーマの単元が設置され
ている。豊富な教材文を読み比
べながら、自分ならその問いに
どう答えるか、を段階的に学習
への動機づけがしやすいように
設定されている。

第一部、第二部それぞれにおい
て豊富なテーマと、そのテーマ
に関する教材が、それぞれ２・
３掲載されている。時代を越え
て様々な作者の作品が載ってお
り、分量も適切である。

本文の内容を正確に読み取る
【内容把握】のほか、より論理
的に文章を考察したり、発展的
に自分の考えを述べたりする
【考察・発展】があり、自分の
考えを深められるよう工夫され
ている。

国語 2 東書 文国 701 文学国語 Ａ５ 2普

近代から現代にかけての日本文
学について、主な作品や作者、
出来事などについて取り上げら
れており、さまざまな視点から
教材にアプローチができるよう
に工夫されている。

導入、読解、まとめの順に各教
材を的確に理解するための設問
が示され、段階的に内容を深め
る事ができるように工夫がされ
ている。学習目標が設定しやす
い。分量も適切である。

思考力、判断力、表現力を高め
ることに資する「言語活動」を
示し、「参考」を設け、作者へ
の理解を深め、「文学への扉」
で各単元での学習を深めたり広
げたりできるよう工夫されてい
る。

○ 国語 15 三省堂 文国 702 精選　文学国語 Ａ５ 2普

収録されている作品は、比較的
多く、読みやすいものから、読
解が難しいものまで配列されて
いる。また、「書く」、「読
む」と学びを広げていけるよう
に工夫されている。

近現代の文学作品、文学評論が
精選され、二部立て、各部八つ
の単元に構成されている。１年
を通して継続的に指導できるよ
う、さまざまなジャンルの文章
が配置されている。

各単元に、書く、読む、の単元
目標に対応して、言葉の学びを
協働的、主体的に深め、広がる
言語活動が設定されており、
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。

国語 50 大修館 文国 704 文学国語 Ａ５ 2普

小説を中心に、第一部、第二部
とテーマわけがされており、
「読む」「書く」を中心に構成
されている。最終的に、自分の
ものの見方、感じ方、考え方を
深められるように工夫がされて
いる。

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
いものまで「書く」の学習内容
が配列されている。自分の体験
から始まり、視点を変えて書く
ところまで、段階的に構成され
ている。

教材理解を深めるための図版や
写真が多く掲載されており、文
学についての知識を深めること
ができる。本文と巻末の写真を
照らし合わせながら読み取れる
ように工夫がされている。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和５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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番号 略称 記号 番号
構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和５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

国語 2 東書 古探 702 精選古典探究　古文編 Ａ５
2普
2国

内容的に難易度はそれほど高く
はない。一つのジャンルに対し
て一つの物語が設定されてお
り、収録作品が豊富であるた
め、一作品において連続的な学
習が進められるように工夫がさ
れている。

「Ｄマーク」が示されていると
ころでは、インターネットを通
して、学習に関連する映像や
シュミレーションの資料を活用
することができ、より深く内容
理解ができるよう工夫がされて
いる。

教材理解を深めるための図版や
写真が多く掲載されており、文
学についての知識を深めること
ができる。本文と巻末の写真や
資料を照らし合わせながら読み
取れるように工夫がされてい
る。

国語 古探 703 精選古典探究　漢文編 Ａ５
2普
2国

第一部、第二部を通して「小
説」「詩」「史記」などのジャ
ンルが豊富に掲載されている。
難易度がそれほど高くはないも
のから段階的に配置され、系統
的な学習ができるよう工夫がさ
れている。

ジャンルも多く、ジャンル内に
作品が多く掲載されている。
ジャンル別で掲載されているた
め、同じジャンルでもさまざま
な作品や作家が搭載され、読み
比べるなど、興味を引く工夫が
されている。

「漢文の窓」では、教材とジャ
ンル、テーマ等に関連した内容
が設けられている。漢文だけに
とらわれず、主体的・探求的に
学習を進め、学びを深める事の
出来る工夫がされている。

○ 国語 50 大修館 古探 706 古典探究　古文編 Ａ５
2普
2国

「説話」「物語」など八つの
ジャンルが豊富に掲載されてい
る。「視点」では、教材に関連
した、後世の人の考察や随想が
載っており、現代から見た古典
という点で興味を引く工夫がさ
れている。

豆知識や巻頭、巻末図録、付録
の中にも、古典を探求するため
の課題が設定されており、調べ
る等、主体的・発展的に取り組
み、本文を確実に理解するため
の工夫がされている。

教材理解を深めるための図版や
写真が多く掲載されており、文
学についての知識を深めること
ができる。本文と巻末の写真を
照らし合わせながら読み取れる
ように工夫がされている。

○ 国語 古探 707 古典探究　漢文編 Ａ５
2普
2国

第一部、第二部を通して「故
事・逸話」「思想」などのジャ
ンルが豊富に掲載されている。
内容的に難易度はそれほど高く
はないため、関心をもって取り
組めるように工夫がされてい
る。

一学年ではあまり深いところま
で学ぶことのないであろう漢文
において、漢文ジャンルの分類
と、概要の説明、主な作品や作
家について巻頭で説明され興味
を引く工夫がされている。

「政治と人間」の単元では同じ
テーマに関する複数の教材が配
置されている。単元の末尾に
は、テーマについての考察を深
めるために「深める手がかり」
が掲げられ、読みを深める工夫
がされている。

国語 212 桐原 古探 721 探求　古典探究　古文編 Ａ５
2普
2国

「説話」「物語」「歴史物語」
「軍記」など八つのジャンルが
豊富に掲載されている。「古典
世界ビュー」を設け、本文から
見えてくる当時の世界観を解説
する等の興味を引く工夫がされ
ている。

一学年で学習した助動詞を各教
材で確認・復習しながら学びを
進めることができる。掲載され
ている説話や物語等の分量も適
切であり、継続的に指導がしや
すいよう工夫がされている。

「古典世界の夜」の単元では同
じテーマに関する複数の教材が
配置されている。単元の末尾に
は、テーマについての考察を深
めるために「深める手がかり」
が掲げられ、読みを深める工夫
がされている。

国語 古探 722 探求　古典探究　漢文編 Ａ５
2普
2国

「思想」「史伝」「詩」「文
章」の四つのジャンルが豊富に
掲載されている。「史記」につ
いては「構成と概観」を設け、
作品全体の構成や成立の背景が
開設され興味を引く工夫がされ
ている。

一学年ではあまり深いところま
で学ぶことのないであろう漢文
において、漢文ジャンルの分類
と、概要の説明、主な作品や作
家について巻頭で説明され興味
を引く工夫がされている。

「政治と人間」の単元では同じ
テーマに関する複数の教材が配
置されている。単元の末尾に
は、テーマについての考察を深
めるために「深める手がかり」
が掲げられ、読みを深める工夫
がされている。

地理
歴史

2 東書 地総 701 地理総合 ＡＢ 2全

社会的事象の地理的な見方・考
え方を働かせ、課題解決活動を
通じて、グローバル化する国際
社会で主体的に生きる資質・能
力を育成する内容が適切に取り
上げている。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。

１テーマ１見開きを基本に５０
見開きに内容がまとめられ、精
選されている。地域のトピック
や地理的技能などに関するコラ
ム・補充教材が充実しており幅
広く展開できる配慮がある。ま
た、中学までの復習もできるよ
う中高接続の工夫もある。

本文記述は平易で簡明であり、
読みやすくルビが付され、重要
事項は太字で示されている。見
出しの工夫や、問いやコラムも
豊富で学習意欲が高まるよう工
夫されている。また、図や色使
いなどユニバーサルデザインと
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 2全

豊富な写真・図表と因果関係が
わかる本文を通じて、地理的な
見方・考え方・技能を身に着け
る学習ができる。最新の具体事
例が扱われ、理解を深める工夫
がなされている。また現代世界
の諸問題も取り上げ異文化理解
にもつながる内容となってお
り、発展的学習にも取り組め
る。

原則、１時限１見開きとなって
いる。学習課題から導入資料、
展開、確認と深い学びができる
構成となっている。側注欄の解
説や資料、特設コーナーが充実
し発展的学習につながるように
なっている。また、地理的技能
の習得の工夫もなされている。

地理的事象の背景や因果関係ま
でわかる、丁寧な本文表記と
なっている。ふりがなや重要語
句への太文字も効果的になされ
ている。新しいデータが豊富に
活用され、関連図版・写真の図
番号が示され、資料活用の工夫
を促す工夫がされている。はっ
きり読み取れるユニバーサるデ
ザインが使用されている。

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 2全

基礎的な知識・技能が過不足な
く身につくと共に、多様な世界
の生活文化を多面的・多角的に
学習できるよう配列に工夫され
ている。日本の領土問題、自然
環境の特色や自然災害などにつ
いて体系的に学習し、地域の課
題について発展できるよう工夫
されている。

一つの主題が、｢イントロ｣｢本
文｣｢まとめ｣という統一された流
れで、見開きごとに完結する構
成になっている。中学までの学
習を知識・技能の面で発展・深
化させた構成になっている。ま
た、多様性のある世界の生活文
化について幅広い観点から学べ
る工夫がなされている。

生徒の関心意欲高めるため、ア
ニメやスマホを学習の題材とし
ている。平易な表現で本文は記
載され、重要用語は太字で示し
ている。生徒の自学自習に対応
するため二次元コードで動画や
資料、関連ウェブサイトへのリ
ンクも紹介している。

〇
地理
歴史

81 山川 歴総 707 歴史総合　近代から現代へ Ｂ５ 1全

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。生徒にとって分
かりやすい工夫がなされてい
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ものと
なっている。

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。

地理
歴史

183 第一 歴総 711
高等学校　新歴史総合　過
去との対話、つなぐ未来

ＡＢ 1全

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。歴史的な史料も多く掲
載され、視覚的に歴史の流れを
理解できる工夫もなされてい
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。
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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５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

221 明成社 歴総 712 私たちの歴史総合 Ｂ５ 1全

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
を高める導入が可能となる史料
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
る工夫がなされている。

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。

地理
歴史

2 東書 日探 701 日本史探究 Ｂ５ 2選

地理的条件や世界の歴史との関
連付けを意識して、各時代の特
色や変遷について多面的・多角
的に考察するができる内容と
なっている。

全体的にバランスよく配列され
分量も適切で、歴史的な見方・
考え方を効果的に培える構成と
なっている。

「歴史を探る」「歴史に学ぶ」
など多彩なコラムなどが設けら
れ、生徒の意欲を高める工夫が
なされている。

地理
歴史

35 清水 日探 704 高等学校　日本史探究 Ｂ５ 2選

各単元ごとに歴史的事象を考察
するためのテーマが設定されて
おり、主体的・対話的な学びを
促すように工夫されている。ま
た、基礎・基本をおさえ、理解
しやすい構成となっている。

見開き２ページで１テーマが構
成されており、各テーマごとに
学習目標が設定され、各編の内
容の配列や分量は適切であり、
学習しやすい構成となってい
る。

写真やグラフ、図版などが豊富
に掲載されており、資料を用い
た探究活動が円滑に進められ
る。また、本文の文字の大きさ
と字体は適切で、全体的にわか
りやすく表現している。

〇
地理
歴史

81 山川 日探 705 詳説日本史
Ｂ５
変型

2選

基本的事項の内容が充実されて
おり、かつ豊富に記述されてい
る。充実した内容で思考力判断
力表現力を働かせ、より深い学
習ができる。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と
なっている。

原始・古代・中世・近世。近現
代の複数構成となっており、各
時代の特徴を据えやすくなって
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
かが分かるようになっている。

写真や図版は配色に留意してお
り、随所に工夫がみられる。ま
た、歴史を探究するための史資
料が数多く掲載されており、深
く学習できるようになってい
る。

地理
歴史

7 実教 世探 702 世界史探究
Ｂ５
変型

2選

世界史の大きな枠組みと展開に
ついて様々な資料を活用して学
べる内容となっている。大学入
試を意識したコラムや課題の記
述が多くなっている。

必要事項を網羅しつつ、簡明化
も図られている。全体的にバラ
ンスよい構成となっている。本
文だけでなく、様々なコラムや
特設ページが用意されており、
弾力ある取り扱いのために配慮
されている。

編や章の冒頭をはじめとして、
本文の記述と関連する多種多様
な写真や図版が掲載されてお
り、生徒の興味・関心を引く工
夫がされている。

地理
歴史

46 帝国 世探 703 新詳世界史探究 Ｂ５ 2選

因果関係が重視され、諸地域の
相互関係や社会構造の変化がわ
かりやすくまとめられている。
また、さまざまな史料が掲載さ
れており、そこから探究活動を
展開しやすい内容となってい
る。

多くの充実した史料・資料の活
用を通して思考力・判断力の育
成がしやすい。また、内容を理
解するためのデジタルコンテン
ツも充実しており、演習問題や
動画など種類豊富である。

重要事項が丁寧に解説されてお
り、資料番号やQRコンテンツの
表示もあり、資料の活用を促す
工夫がされている。

〇
地理
歴史

81 山川 世探 704 詳説世界史探究
Ｂ５
変型

2選

世界史の枠組みを体系的に学べ
る内容となっている。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。分かりやすい記述となっ
ている。

時代の特色をつかむ多様な問い
かけや探究活動に取り組みやす
い。二次元コードから図版・史
資料をより詳しく見ることが出
来、多面的な学習活動が可能で
ある。

バランスよくわかりやすい丁寧
な記述で難しい表記は少なく、
比較的抵抗感なく読み取ること
ができる。各資料のコメントも
充実している。

地理
歴史

2 東書 地図 701 新高等地図 Ａ４ 2全

｢地理総合｣｢地理探求｣の指導内
容が選択され、基礎・基本を重
視した内容となっている。自然
環境と防災について特設に扱っ
ている。

世界関係の図、日本関係の図、
巻末資料と統計的に配列されて
いる。中学社会の詩集事項を振
り返りながら高校の地理への関
心を高める工夫がなされいる。

大判の紙面で、独自の絵記号を
使用するなど生徒が興味・関心
を持って活用するための配慮が
なされている。自学自習ができ
るようデジタルコンテンツも工
夫されている。

〇
地理
歴史

46 帝国 地図 702 新詳高等地図 ＡＢ 2全

世界・日本の諸地域を多面的・
多角的な視点で学習できるよ
う、一般図や資料図を中心に
様々な地図が掲載している。資
料性の高い資料が多く、地理的
見方・考え方を養い考察でき
る。基礎から発展的学習に対応
できる内容となっている。

基本図、資料図、統計資料が豊
富でバランスよく掲載されてい
る。扱っている地図の国や地域
もバランスよく取り上げてい
る。重要や地名や史跡・戦場跡
など記載され、ＳＤＧｓに関す
る資料も豊富である。

様々な地図表現が、適宜、効果
的で、情報が読み取りやすい。
基本図は等高段彩表現で統一さ
れている。土地利用や植生がわ
かる地図表現や鳥観図が導入さ
れている。また、さくいんでは
文字が大きくなっている。ユニ
バーサルデザインフォントが使
用され見やすい。

地理
歴史

130 二宮 地図 704 高等地図帳 Ｂ５ 2全

基礎・基本的な学習に活用でき
るよう世界地図、日本地図共に
豊富な資料を取り揃えている。
また、歴史学習でも役立つ｢世界
遺産｣｢史跡・遺跡｣｢戦跡｣なども
多く取り上げている。

世界地図や日本地図は、多様な
スケール図を取り揃えている。
海洋国家日本を実感できる構成
で、防災についても扱ってい
る。資料図は精選されシンプル
で見やすいレイアウトななって
いる、

文字にはユニバーサルデザイン
フォントを使用し、文字サイズ
を工夫するなど基礎・基本の地
名が見やすい。自学自習ができ
るようデジタルコンテンツも工
夫されている。

公民 7 実教 公共 703 詳述公共 Ａ５ 1全

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全

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全

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。
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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５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 公民 2 東書 倫理 701 倫理
Ｂ５
変型

2選

豊富な内容が詳細に記述されて
いる。歴史的事象や人物像など
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記載され
ており視覚的効果を高めてい
る。各単元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。

公民 35 清水 倫理 703 高等学校　新倫理 Ａ５ 2選

基礎・基本の内容から専門的で
高度な内容まで幅広く取り扱っ
ている。用語の記載に拘泥する
ことなく学習内容のがまとめら
れており、分かりやすい。

古代思想と西洋思想史が連続し
て取り上げられており、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、かみ砕い
た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 704 倫理 Ａ５ 2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 702 詳述政治・経済 Ａ５ 2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 7 実教 政経 703 最新政治・経済 Ｂ５ 2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
充実しており、分量は適切であ
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 704 高等学校　政治・経済 Ａ５ 2選

課題探求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、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 706 高等学校　政治・経済 Ｂ５ 2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 7 実教 数Ⅰ 706 数学Ⅰ　Progress Ａ５

1普
1国
1ス

基礎的・基本的な内容が記載さ
れている。「応用例題」や「研
究」では発展的な内容まで扱え
ている。また、基礎から発展ま
での学習の流れも丁寧であり、
問題に取り組みやすいものに
なっている。

既習の内容から学習が始まり、
取り組みやすい構成である。節
末・章末の問題の量も豊富で演
習量が確保できる。

配色や図が工夫されており、強
調させたい部分が明確である。
文章の中に数式が含まれている
箇所があり僅かだが見にくさを
感じる。

数学 61 啓林館 数Ⅰ 709 数学Ⅰ Ａ５

1普
1国
1ス

基礎・基本の内容が充実してい
る。また、「視点」や
「Column」において数学的な見
方・考え方を養うしかけがなさ
れている。さらに、例題の解説
では「考え方」として問題の見
通しが示されており、問題に着
手しやすくなっている。

単元の流れとして標準的な構成
と分量になっている。また、節
末や章末の問題では賞内では扱
いきれない問題と演習量が確保
できる。

例題の解法において解法のヒン
トや考え方などの表記が適切で
ある。図や表、式と言葉の結び
つきが理解しやすい表現になっ
ている。また、配色や行間の表
記も適切なものである。

〇 数学 104 数研 数Ⅰ 713 高等学校　数学Ⅰ Ａ５
1普
1国

基礎的・基本的な内容から応用
的な内容まで充実している。だ
が、例題に取り掛かる足掛かり
が不十分に感じる箇所も多々あ
る。

単元の流れとして標準的な構成
である。例題から章末問題まで
の分量に関しても適切である。
数学的な見方・考え方を養うた
めの記述は少ないように感じ
る。

全体を通して、簡潔・明瞭・明
確な表現・表記になっている。
配色に関しては黒字の量が多く
読みやすいが、一目で見た際に
重要な事項が分かりにくいよう
に感じる。

〇 数学 104 数研 数Ⅰ 714 新編　数学Ⅰ Ａ５ 1ス

基礎的・基本的な内容が丁寧に
記載されているが、応用的な内
容はやや少ないように感じる。
また、例題に取り掛かる足掛か
りが不十分に感じる箇所も多々
ある。

標準的な構成であり単元の流れ
を掴みやすい。例題から章末問
題までの分量に関しても適切で
ある。

豊富な種類の色を用いることで
強調される部分やまとまりが見
やすい表記となっている。表現
に関しても数学的に適切なもの
になっている。

数学 2 東書 数Ⅱ 702 数学Ⅱ　Standard Ａ５ 2普

最初に問題解決のプロセスを説
明してあり、指導しやすい。
例、例題、チャレンジ例題と多
様な問題が掲載されている。コ
ンピュータのグラフ表示ソフト
に関連した内容があり、ICT活用
授業がしやすくなっている。

「課題学習」に対応した
Investigationの欄があり、章で
学習したことをさらに深く学習
させるための課題として指導が
しやすい。問題の分量は適切で
ある。装丁は落ち着いた色を
使っている。

三角関数などグラフが多く掲載
されている。多くの色は使われ
ていないが、重要なところには
色を使って強調しているので見
やすく指導しやすい。

数学 7 実教 数Ⅱ 704 新編数学Ⅱ Ａ５ 2普

基礎・基本の内容をしっかり抑
えている。公式や学習内容のま
とめがきちんと整理されてい
る。例、例題、応用例題という
ように段階を追って無理なく学
習指導が進められる。

基礎的・基本的な問題を中心に
構成されている。章末に「つな
がる数学」が設定されている。
分量は適切である。装丁は各章
の表紙に内容に関連した写真を
使っているので指導しやすい。

「Intro」の欄を設けて表記を工
夫しているため、導入がしやす
くなっている。グラフのところ
に色を多く使用しており、グラ
フの着目すべきポイントが指導
しやすい。

〇 数学 104 数研 数Ⅱ 710 高等学校　数学Ⅱ Ａ５ 2普

例、例題で基本的内容を丁寧に
扱っており、基礎・基本をしっ
かりと指導できる。また、応用
例題、問題、章末問題A・Bなど
多様な難易度の問題を掲載して
いるので指導がしやすい。

軌跡や微分などの箇所では、理
解を助けるICT活用がしやすい構
成となっている。課題学習や総
合問題の指導がしやすい構成で
ある。分量は適切である。装丁
は写真が適切に使われ指導しや
すい。

簡潔な表現でまとめられてい
る。解説が丁寧である。題材を
写真で示したり、、図やイラス
トで表現したりして理解させや
すい。各章の表紙に内容に関連
した学者や写真が掲載されてお
り、導入しやすい。
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教科書名 判型

購入
学年

内容

数学 61 啓林館 数Ａ 711 深進数学Ａ Ａ５

1普
2国
2ス

具体的な内容の問題を扱ってい
て理解させやすい。計算方法だ
けではなく考え方の過程も書か
れており分かりやすい。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・技能的な内容を学習し，段
階的に探究編で発展的な内容を
学習できるようになっている。
分量は適切である。装丁は適宜
色を使い見やすい。

色分けと説明が対応しており分
かりやすい。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
2国

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。数学的用語も丁寧に説明さ
れており解説しやすい。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。基本的な問題から
発展的な問題まで段階的に構成
されており，自学自習がしやす
い。分量も装丁も適切である。

応用例題では解説の前に考え方
の方針が書かれており，問題を
解決するきっかけを掴む力をつ
けやすい。インターネットを利
用して説明，解説を見ることも
できる。

〇 数学 104 数研 数Ａ 714 新編　数学Ａ Ａ５
2ス

数学的用語の補助説明が多く記
載されている。基本的内容が充
実している。説明が丁寧で理解
しやすい。問題の難易度が適切
である。

各章の始めに準備問題が掲載さ
れており，動機づけしやすい。
例，例題が多く，理解を助ける
図が多用されており分かりやす
い。分量・装丁ともに適切であ
る。

例，例題では図を多用して，分
かりやすく解説している。また
インターネットを利用して説
明，解説を見ることもできる。
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
2国
2ス

既習内容とのつながり，相違点
が分かりやすい。問題の解説が
とても丁寧で自学自習を可能に
している。問題の難易度が適切
である。

各単元の始めに，「ここで学ぶ
こと」「目標」が表記されてお
り動機づけしやすい。分量は適
切である。装丁はカラーの絵や
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。イ
ンターネットを利用して説明，
解説を見ることもできる。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。

数学 2 東書 数Ｂ 702 数学Ｂ　Standard Ａ５
２普
選

会話文を交えた導入例を入れ
て、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。節末問題・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・考える手順となる部
分に色を付けをして、理解の手
助けとしている。図・グラフも
適量で文字も見やすい。

数学 7 実教 数Ｂ 705 新編数学Ｂ Ａ５
２普
選

基本的な内容が丁寧に扱われて
いる。解・証明には、簡潔に解
答が示してある。節末問題・章
末問題では学んだ内容を総合的
に復習できる内容である。

問題のレベルに応じて例・練
習、例題・練習など段階を追っ
て学習できるように構成され、
適切に節末問題があり、内容・
分量ともに適切である。

配色は青・黄色２色に抑え、各
色を濃淡で使い分けし、表記・
表現など見やすく分かりやすく
まとめてある。文字の大きさ・
行間も適切で、グラフ・表が見
やすく表現されている。

〇 数学 104 数研 数Ｂ 711 高等学校　数学Ｂ Ａ５
２普
選

基本的な内容をしっかりと抑
え、発展的な内容まで整理され
ていて理解しやすい。研究・発
展のページによって大学入試を
見据えた内容になっている。コ
ラムにより、知識を活用するこ
とに興味が持てよう工夫されて
いる。

問題のレベルに応じて例・練
習、例題・練習、応用例題・練
習と、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。

基本的な配色を３色に抑え、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。簡潔な
記述で見やすく理解しやすい。

数学 2 東書 数Ｃ 702 数学Ｃ　Standard Ａ５ ２選

学習の意欲が高まるような、興
味・関心がもてる題材が豊富に
扱われているほか、「何のため
に学ぶのか」という目的意識を
持ちやすく作られている。

例、問、の他にも章で学習した
ことをさらに深く学習する（探
究する）ための課題が用意され
ているなど生徒の理解度に合わ
せられる構成となっており内
容・分量ともに適切である。

新しいものを学ぶ際には何につ
いて考えていくのかを文字の色
を変えて指示されている。図の
配色なども目立つ色と淡い色で
意味を持たせるなど工夫されて
いる。

数学 7 実教 数Ｃ 703 数学Ｃ　Progress Ａ５ ２選

学習に対して一歩一歩を確かな
ものにし、筋道をしっかり理解
できるよう、また問題が解けた
というだけでなく以前と比べて
どれだけ数学が見えるように
なったかを目標とできるように
作られている。

すでに学んだことの復習や、新
しく学ぶ内容に繋がる身近な題
材の導入例などが用意されてい
るほか、本文中、それまでに学
習した内容の部分が分かりやす
く示されており内容・分量とも
に適切である。

配色は少数に抑えられ、文字の
大きさや行間は適切に表記され
ている。また、グラフや表も分
かりやすくまとめられ、見やす
く表現されている。

〇 数学 104 数研 数Ｃ 709 高等学校　数学Ｃ Ａ５ ２選

基本的な内容から発展までの内
容をくまなく捉えている。また
コラムでは発見・考える・身近
な現象・数学史の４つで構成さ
れ日常の事象に関連する内容に
より数学のよさがわかる内容と
なっている。

練習問題や章末問題などがどの
ようなねらいがありどのような
能力を高めることを目的として
いるかが明確に示されており、
生徒の到達度に応じて指導しや
すい分量・内容となっている。

適切な配色数と、図・式の色分
け、太文字の使い分けが工夫さ
れみやすくまとめられている。
また、インターネットを活用し
自学自習できるよう内容が工夫
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。

○ 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。
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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

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。

○ 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。

理科 7 実教 物理 702 物理 Ｂ５ 2普

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 707
総合物理１
力と運動・熱

Ａ５ 2普

力学の内容について物理基礎の
内容も含まれ、復習の部分で網
羅している。復習の項目には計
算に必要な数学の知識について
も解説がある。例題も随所に
入っており、学習とつなげて演
習に取り組める。ICTの活用やオ
ンライン学習にも向いている。

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 物理 708
総合物理２
波・電気と磁気・原子

Ａ５ 2普

波・電磁気の内容について物理
基礎の内容も含まれ、復習の部
分で網羅している。例題を通し
て内容の理解が深まるように、
例題が随所に入っている。問題
数は多い。ICTの活用やオンライ
ン学習にも向いている。

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 709 高等学校物理
Ｂ５
変型

2普

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。全ページに二次元コードが
ついている。

法則や原理が囲まれとても分か
りやすい。物理の内容に円滑に
進むよう、物理基礎からの内容
も取り扱われている。

図が多く用いられており、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 701 化学基礎
Ｂ５
変型

1普
2ス
2国

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。２次元コー
ドがあり、わかりやすく動画等
でもまとまっているため、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 61 啓林館 化基 706 高等学校　化学基礎 Ａ５
1普
2ス
2国

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
ジや動画、アニメーション等が
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
2ス
2国

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、動画やアニメーショ
ンも活用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。

○ 理科 2 東書 化学 701 化学　Ｖｏｌ.１　理論編
Ｂ５
変型

2普

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。絵や図、２次元コー
ドを活用した動画での説明も豊
富で、生徒が理解しやすい工夫
がされている。

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 化学 702 化学　Ｖｏｌ.２　物質編
Ｂ５
変型

2普

各分野でのVol.1と繋がる部分の
説明もあり、２冊に分かれてい
るデメリットはない。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。

物質編では実験が多く出てくる
が、難しい実験についても２次
元コードを活用して動画で説明
がされており、深く理解でき
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 706 化学 Ａ５ 2普

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。２次元コードも活用してお
り、理解しやすい工夫がされて
いる。

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 708 高等学校　化学
Ｂ５
変型

2普

基礎の内容から発展まで、より
多くの知識を学ぶことができ
る。本文中には例題もあり、解
説が入っているため、自学しや
すい。発展には専門性の高い内
容も扱っている。

本文中に例題、コラムなど関連
のある内容が入っているので、
付随した項目の学習ができる。
説明が難しい実験についても動
画で説明がされており、深く理
解できる。

化学式等が適切に配置され、文
章中でも見やすくなるよう工夫
がされている。
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構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和５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

理科 2 東書 生基 701 生物基礎
Ｂ５
変型

2普
2国
2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。学習
内容に関連する書籍や学びを生
かして働いている方の紹介があ
り、学習の意欲を引き出す工夫
がみられる。

２次元コードによる動画や資料
などを活用し、理解を深めるこ
とができる。B5変型判なので見
やすい。

資料や写真、図が豊富で理解し
やすくなっている。巻末にある
「重要用語一覧」は、用語・英
訳・意味が記載されており、工
夫がされている。

理科 7 実教 生基 703 生物基礎 Ｂ５
2普
2国
2ス

随所に設けられている問いかけ
によって、主体的・対話的で深
い学びができるような工夫がさ
れている。また、学びが深まる
よう、章末に特種ページが設け
られている。

目次にある２次元コードから動
画を活用することができる。
Keywordや中学の復習などに側注
を利用したつくりになってい
る。

図版が大きく、写真が豊富に掲
載されている。また、図や写真
を丁寧に解説している。

○ 理科 183 第一 生基 710 高等学校　生物基礎
Ｂ５
変型

2普
2国
2ス

「課題の把握－追究－解決」と
探究的な学びに沿った授業を展
開することができる。理解を深
めるとともに、「生物」にス
ムーズに移行できるような発展
的内容が取り扱われている。

分量に対して図やグラフの量が
多く分かりやすい。２次元コー
ドがあり、実写動画やアニメー
ションを活用することができ
る。分量としても適当である。
B5変型判なので見やすい。

写真や図が豊富で、見やすい配
色になっている。また、文中に
出てくる生物用語のすべてに英
訳がなされている。

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全

学習指導要領に沿って、各単元
で適切に精選された学習内容が
記述されており、重点内容や項
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、イラストやカット
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。

保健
体育

50 大修館 保体 702 新高等保健体育
Ｂ５
変型

1全

学習指導要領に沿って、各単元
で精選された学習内容が記述さ
れており、重点内容や項目が簡
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。項目以外の付録や口
絵があり、よく構成されてい
る。

図表や写真を多用しているの
で、生徒の理解を助けるととも
に、学習意欲を高める。表記・
表現は概ね適切である。

保健
体育

183 第一 保体 703
高等学校　保健体育
Textbook

Ｂ５ 1全

学習指導要領に沿って、各単元
で精選された学習内容が記述さ
れており、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。項目以外の付録や口
絵があり、見やすく、よく構成
されている。

図表や写真を多用しているの
で、生徒の学習意欲を高める。
表記・表現は適切である。

保健
体育

保体 704
高等学校　保健体育
Activity

Ｂ５ １全

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普
1国
1ス

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、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普
1国
1ス

多岐に渡る音楽ジャンルの題材
が精選され、より高度な表現活
動ができる作品も多く、応用的
な学習ができる。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、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、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、鑑賞に取り
組みやすい。

〇 芸術 27 教芸 音Ⅰ 703 ＭＯＵＳＡ１ Ａ４
1普
1国
1ス

基本からさらに深い学習ができ
るよう工夫された内容である。
歌曲の解説が丁寧で、豊かな表
現を学ぶことができる。音楽の
要素との関連が詳しく解説さ
れ、目的を明確にし、深い学び
ができる。

各分野の曲数が豊富で、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、多様な器楽表現が行える充
実している内容である。

全ページカラー印刷で、楽譜・
表記分類などが見やすく、工夫
されている。楽器の写真や奏法
に関するイラストが生徒に親し
みやすいものが使われており、
主体的に学習しやすい。

芸術 38 光村 美Ⅰ 701 美術１
Ａ４
変型

1普
国ス

学習指導要領に示す「芸術科」
の目標及び内容に沿って、各題
材のバランスもよく、相互の関
連を図りながら適切に配置され
ている。生徒の実態にあわせて
内容が選択でき、効果的な学習
指導ができるよう工夫されてい
る。

作品の良さや特徴が伝わるよう
に、細部まで美しく鮮明な印刷
である。表現した作者の工夫が
読み取れるように、作品の写真
や図版が大きく掲載され、解説
文も分かりやすい。

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
取り組めるように工夫されてい
る。分野ごとの表現と鑑賞のど
ちらにも共通する見方や考え方
を学び、表現力を育てる内容と
なっている。

〇 芸術 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１ Ａ４
1普
1国
1ス

芸術や芸術文化と豊かに関わる
資質や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。作品の解説が的確で、
表現のねらいや、制作方法が分
かりやすく説明されている。

中学校美術の基本・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て
分量も適当である。装丁も丁寧
で美しく、生徒が美術に親しみ
やすい工夫がなされている。

知識や技能の習得に役立つよう
に表記が工夫されており、各題
材のねらいが掴みやすい。活字
は鮮明で読みやすい書体・大き
さでまとめられている。

芸術 116 日文 美Ⅰ 703 高校美術
Ａ４
変型

1普
1国
1ス

芸術に関する各科目の特質につ
いて分かりやすくまとめられて
いる。対象や事象をとらえる造
形的な視点について理解が深め
られるよう工夫されている。

表現の意図と創造的な工夫、美
術の働きなどについて、考えが
深められるよう構成されてい
る。作品解説の分量も適切で、
装丁もしっかりしている。

主体的に表現及び鑑賞の創造活
動に取り組めるよう工夫されて
いる。読む側に立った分かりや
すい表記で、美術の見方や感じ
方が深められるような構成であ
る。

芸術 2 東書 書Ⅰ 701 書道Ⅰ Ａ４
1普
1国
1ス

Ⅰで扱わないであろう書体も参
考になるように掲載し、楷・
行・草・隷・篆のそれぞれの書
体の変遷や書体内の特徴が明確
に観られる。コラムは興味深い
読み物として全体に８か所もあ
り、深い学びへ誘っている。

横から見た際に単元ごとに全て
色を付けて開き易い。古典の写
真(30字前後)を先に置き、後の
ページで抜粋拡大と解説が入
る。分量は詳しいわりに配置が
スッキリと厚すぎない。紙は光
止めを施し比較的見やすい。

筆順の他、古典ごとに二次元
コードが設けられ、臨書動画を
左側から撮影をしている為、真
上からの拡大投影機より格段に
筆遣いを理解しやすい。古典の
名称の上にしっかりと色分けと
同時に書体名をつけてあり、認
識を促している。
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【第１部】　令和５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

購入
学年

内容

○ 芸術 17 教出 書Ⅰ 704 書道Ⅰ Ａ４
1普
1国
1ス

実際の碑の大きさがわかる写真
や拓本の取り方の手順がわかり
やすく身近に感じられる。単元
ごとのテーマに則し、全体がど
こも品よく落ち着いた印象に仕
上げている。

紙の素材が柔らかく、テカリ防
止を施され開き易く見やすい。
分量も厚すぎず適量である。古
典の写真が見開き２ページの大
容量で、自ら選んで好きに臨書
をできるため、高レベルな活動
に適している。

引用や釈文の字は小さめで、情
報量を豊かしている。親切に筆
順をつけている。コラムではタ
イトルを大きく興味を引きやす
い半紙練習に書き込みしながら
手本になる別冊が付き、導入に
使い勝手が良い。

芸術 38 光村 書Ⅰ 705 書Ⅰ Ａ４
1普
1国
1ス

書体の変遷について大きく図解
しているため理解しやすい。唐
の四大家の書風理解に見開きに
ページを割いたのは斬新で引き
付ける。全体的に半紙二字書き
を想定している。

折り返して使える綴葉装となっ
ているのは便利である。分量は
少なめである。篆刻ブックが別
冊として付いていて、作業する
際に使いやすい。全体を鑑賞し
たい古典(蘭亭序)が、年表と同
じ巻末にあるのは便利である。

「唐の四大家」の肖像がカラー
漫画根拠なく掲載されているが
目立つ印象で理解しやすい。学
習の進め方のステップを明記し
ていて作業の手順を理解しやす
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

授業の展開がやりやすい内容で
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。

利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

2 東書 ＣⅡ 702
Power On
English Communication Ⅱ

Ｂ５ 2ス

基本的事項の理解や習得のため
適切な配慮がなされている。
「スポーツ」「環境」「異文化
理解」SDGｓ等に対応した多様な
題材がバランスよく選択され、
興味関心を持って取り組める。

写真資料等から導入、理解、演
習、整理、発展へと進み、本文
はパート分けされ学習効果が上
がるように工夫されている。

メリハリのきいた紙面構成で写
真、資料が入り、学習意欲が高
められるような配慮がみられ
る。

外国
語

2 東書 ＣⅡ 703
ENRICH　LEARNING
ENGLISH　COMMUNICATION
Ⅱ

ＡＢ
2普
2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。題材がバランスよく選択さ
れている。

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。リスニングとリー
ディングの活動を通してイン
プットできる。

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。補
充の練習問題もあり生徒の自学
自習に配慮されている。

〇
外国
語

50 大修館 ＣⅡ 710
Crossroads English
Communication Ⅱ

Ｂ５
2普
2国

未来への視点を持ったテーマ
で、生徒の興味関心を持たせや
すい。英文内容がまとまってい
るため、文の構造をとらえさせ
ることが容易にでき、課題探求
へとつなげていくことができ
る。

リスニング、リーディングの後
に、生徒の表現を引き出す活動
があり、表現活動を通じ内容理
解を深めていくことができる。
分量も適切である。

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 ＣⅡ 711
PANORAMA English
Communication Ⅱ

Ｂ５ 2ス

自分で考え、意見が言いやすい
題材である身近なテーマが選ば
れている。身近な話題が世界に
つながるように展開され、視野
が広がるような内容である。

見開きパート構成で、リーディ
ング、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。到達目標と言語材料
がレッスンの冒頭に明記され、
生徒にもわかりやすい。

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 ＣⅡ 721
Vivid  English
CommunicationⅡ

Ｂ５ 2ス

生徒に身近で興味深い内容が厳
選されている。教材の難易度、
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。英
語で行うことを基本とした授業
での生徒の本文理解度測定がし
やすい。

冒頭のページで語句や表現関係
の活動、対話形式による場面の
提示が行われ、本文内容への円
滑な導入ができる。課末に様々
な形式で本文の内容がまとめら
れ、コミュニケーション活動が
しやすい。

本文内容に関連した写真、イラ
ストが豊富に配置され視覚的に
学習を助ける配慮がある。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 ＣⅡ 722
Heartening English
Communication　Ⅱ

Ｂ５
2普
2国

生徒の意見を引き出す話題で心
と頭を刺激する題材である。論
証文や賛否両論を並列した意見
文等目的に応じて情報を読み取
る力を養える。自分の言葉で伝
える力を築くことができる。

利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
を上手に自分の言葉で伝えるた
めの対話力を身につけさせるこ
とができる内容である。

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。イラストとキーワード
をヒントにリテリングできるよ
うになっている。ビジュアルを
使って本文内容が分かりやすく
なっている。
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【第１部】　令和５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

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

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

Ｂ５
1普
1国

文法を用いた様々な状況におい
て「話す」「書く」の言語活動
を積極的に展開することができ
る。やや難しい語句や文法が
入った会話文も含んでいる。

大問１で言語活動を行い、モデ
ル文とイラストを参考に「やり
取り」をし、文法のニュアンス
の違いを認識させることができ
るようになっている。

写真、イラストの配置や量は適
切で、トピックに関する語句の
紹介や中心語とどのような語句
が結びつきやすいかの表記等、
工夫がみられる。

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。

外国
語

50 大修館 論Ⅱ 707
Genius English Logic and
Expression Ⅱ

Ｂ５
2普

生徒が考えや意見を言いやすい
ものから、社会問題、環境問題
へと視野が広がっていき、段階
的な活動の設定で、書く、話す
力を着実に伸ばす事ができる。

言語活動に自信の活動を振り返
るステップが自律的な学風を支
援できる。領域ごとに活動の達
成度を確認することができる。

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

61 啓林館 論Ⅱ 708
Vision Quest English
Logic and Expression Ⅱ
Ace

Ｂ５
2普

論理的な文章を書くために、生
徒が参考にしやすい事例と解説
が充実している。まとまった文
章を「書く」「話す」ために必
要な文法機能や構成を着実に学
ぶことができる。

１レッスン４ページで構成さ
れ、短い文章を書く、話すから
まとまった文章を書く、話す活
動までを小さなステップで行う
ことができる。

写真、イラストの配置や量は適
切で、トピックに関する語句の
紹介や生徒が使いやすい表現を
場面ごとにまとめられていて工
夫がみられる。

〇
外国
語

212 桐原 論Ⅱ 714
FACTBOOK
English Logic and
Expression Ⅱ

Ｂ５
2普

日常的な話題も扱いながら、よ
り社会的・国際的な視点から考
える話題が取り入れらている。
まとまりのある内容を伝える活
動を設けて、発表の技能へとつ
なげている。

場面や状況を設定しながら、話
題やテーマについて議論をした
り意見を書いたりするテーマ型
の活動が多く取り入れらてい
る。文法事項を横断的に、自由
に組み合わせて活用することが
できる。

写真・イラスト・図表は大き
さ、配置ともに適切であり、図
や表で整理した考えをもとに構
成を組み立てることができるよ
うな表記に工夫がみられる。

○ 家庭 2 東書 家基 701
家庭基礎　自立・共生・創
造

ＡＢ
2普
2国
2ス

教科書の最初に高校家庭科と
小・中学校での家庭科の学びと
の繋がりが示されており、学習
に取り組みやすい教材といえ
る。生徒が自身の生活を振り返
り、今後に生かすための取り組
みを主体的に考えやすいといえ
る。

最初と最後に取り扱う題材が生
活設計の分野であるため、家庭
科の履修開始時と終了時の生徒
の成長を見取りやすいといえ
る。高齢者や消費生活、環境の
分野もそれぞれ十分な内容量は
あり、教科書全体の情報量も多
い。

教科書全体的に内容が濃く、イ
ラストや図、表、写真も多用さ
れている。家庭科の各分野を具
体的に理解しやすいといえる。
また、小論文の書き方の記載が
あり、家庭科以外の学習にも活
用できる。

家庭 7 実教 家基 705
家庭基礎　気づく力　築く
未来

ＡＢ
2普
2国
2ス

教科書の最初に各分野を学習す
るにおいての着眼点や到達の目
標等が明確に示されており、学
習の意図を明確化しやすいとい
える。また巻末にはひとり立ち
に必要な知識に絞ったコラムが
掲載されているため、授業外で
も役立つといえる。

ホームプロジェクト等生徒が実
践的に考える、取り組む機会が
多く設けられている。各分野に
関連した様々な知識を増やすこ
とが可能であるといえる。

図、表、イラストが多用されて
いるのはもちろん、補足資料や
コラム等情報が多い。衣生活分
野の冒頭には衣服選択における
TPOについて記載があり、生徒の
興味を引くのに適しているとい
える。

家庭 183 第一 家基 710
高等学校　家庭基礎　持続
可能な未来をつくる

ＡＢ
2普
2国
2ス

内容の構成が人生設計の順に記
されており、生徒が今後の人生
を主体的に捉えるきっかけにな
りやすく、扱いやすいといえ
る。

文章量が多いが、見開きの両サ
イドに図や表、写真が多用され
ており、一部見開きを使用した
解説もあるため、理解しやすく
なっている。

日本の服飾文化や食文化が丁寧
に取り扱われており、伝統食の
レシピや和服の着付けの方法が
記載されており、興味・関心を
引きやすい構成になっている。

情報 2 東書 情Ⅰ 702 情報Ⅰ　Step　Forward！ Ｂ５
1普
1国
1ス

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。

教科書の随所に二次元コードが
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。

情報 7 実教 情Ⅰ 705 最新情報Ⅰ
Ｂ５

1普
1国
1ス

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。

○ 情報 7 実教 情Ⅰ 706 図説情報Ⅰ ＡＢ
1普
1国
1ス

専門用語を具体的な例や図など
を用いて説明しており、理解し
易くなるように工夫されてい
る。実習の導入にイラストを用
いており、生徒が興味を引く内
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、説明部分と確認問
題の部分が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。

イラストと図、具体例が随所に
あり、読みやすく分かりやすく
なっている。用語の詳しい説明
も欄外に記載されており、さら
に深い内容を理解できるように
工夫されている。

情報 104 数研 情Ⅰ 708 高等学校　情報Ⅰ Ｂ５
1普
1国
1ス

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
構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和５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 2 東書 情Ⅱ 701 情報Ⅱ Ｂ５ ２普

全体的に基本の用語を網羅して
おり、情報社会を生きていくの
に必要な知識が得られる。

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。それぞれが
項目としてきちんと分かれてい
るので、必要に応じた授業展開
ができる。

イラストが多く使われており、
理論編と実習編の両方でスムー
ズに理解できるように表現され
ている。

〇 情報 7 実教 情Ⅱ 702 情報Ⅱ Ｂ５ ２普

基本的な用語だけでなく、少し
発展した用語にも触れており、
発展した内容を学ぶのに適して
いる。

プロジェクト部分が最後に集ま
るように構成されており、適宜
分量の調整が可能な構成であ
る。全体の分量も適切であり、
教科書をすべて触れていくこと
も可能な分量である。

基本的な内容についての表記や
解説が適度にあり、発展的な用
語の解説も丁寧でスムーズに理
解できるように表現されてい
る。

情報 116 日文 情Ⅱ 703 情報Ⅱ
Ｂ５
変型

２普

基本的な用語を中心に記載され
ており、内容として十分であ
る。やや発展的な内容にも一部
触れている。

形状がB5変型であり、その分、
多くの情報が記載されている。
分量も適切で、情報Ⅱの内容を
理解するのに十分な分量であ
る。

情報Ⅱの内容について網羅され
ており、用語などの表現や説明
も適切である。
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番号 略称 記号 番号

〇
地理
歴史

7 実教 世Ａ 311 世界史Ａ　新訂版 Ｂ５ 3国

図版・写真資料が豊富で生徒の
興味・関心をひきやすく、本文
の記述もわかりやすい構成と
なっている。内容が詳細で、入
試に必要な項目も網羅されてい
る。

全体的に整合性のある構成と
なっており、歴史的事象を把握
しやすく、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。

文字の大きさや書体も適切であ
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わか
りやすい表現となっている。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版 Ｂ５ 3国

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工夫さ
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
されており、各内容の分量も適
切である。体裁が良く、生徒が
使いやすいよう内容になってい
る。

全体的に文字の大きさ・字間・
行間・書体が適切である。文章
表現・漢字・仮名遣いの使用は
それぞれ適切である。

地理
歴史

183 第一 世Ａ 317
高等学校　改訂版　世界史
Ａ

Ｂ５ 3国

地図資料が豊富であり、また写
真・図版資料も充実している。
写真・図版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
文に適した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
的大きくはっきりと見やすいつ
くりになっている。

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
や特集が充実しており、生徒の
興味・関心をひきやすい内容に
なっている。また補足説明がと
ても丁寧に記述されていてわか
りやすい。

図版・地図資料がわかりやすい
ところに配置され、本文の記述
は歴史的事象をよくおさえてお
りまとめられている。各内容お
よび全体的な分量は適切であ
る。

平易な記述で、わかりやすく表
記されている。文字の大きさや
書体も適切である。図版資料や
補足説明は短いが要点をおさえ
表現も適切でえある。

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。
特に生徒の興味をひき、歴史学
習への関心を高めるように精選
された内容になっている。歴史
の流れや構造を理解させながら
学習できる工夫がなされてい
る。

見開きごとにテーマがまとめら
れており、各資料の配置がよく
工夫された構成となっている。
各内容と全体的な分量は適切で
ある。

各資料が比較的大きく見やす
く、文字の大きさや書体も適切
である。各内容とも全体的にわ
かりやすく文章表現が丁寧であ
る。

地理
歴史

81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版 Ａ５
3普
3ス

図版や資料が豊富で、生徒の興
味関心を引きための工夫が各所
に見られる。大きい地図は、日
本史を地理的に理解させやす
く、人物コラムのエピソードも
生徒の学習意欲を高めるのに役
立つ内容となっている。

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
表現もわかりやすく適切であ
る。

公民 7 実教 現社 314 高校現代社会　新訂版 Ａ５ 3全

記述内容は詳細で、丁寧に説明
されていることが生徒の理解を
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、丁寧で分かり易い表
現である。図版や資料が効果的
に盛り込まれている。

〇 公民 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 Ｂ５ 3全

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非常
に読みやすい構成となってい
る。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全

学習内容が定着させ易いように
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。

丁寧で分かり易い表現がされて
おり、資料・図版・グラフ・地
図も適切に配置されている。

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。

理科 2 東書 生物 306 改訂　生物
Ｂ５
変型

3普

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

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。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和５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５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

○ 理科 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物 Ａ５ 3普

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

2 東書 コⅢ 327
PROMINENCE
English Communication Ⅲ

Ｂ５ 3普

題材内容が多様で、特に最近話
題になったような話題や、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ス

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。

〇
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。

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。

〇
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
見やすく、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

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
ング編と別れていて確認のため
の問題も取り組見やすく入り、
学習しやすい。

主要な文法を１０課、機能表現
１０課、スピーキング編は７課
ありSpeech, Presentation,
Discussion, Debateまでを学習
できるように構成されている。
英文、練習問題も適切に入って
いる。

写真・イラスト・図表は大き
さ、配置ともに適切である。巻
末に付録として各課の文法や語
彙、表現、参考資料がまとめて
載せてある。

〇
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
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が
できる内容となっている。

パートが２つに分かれており、
前半ではモデル対話に始まり、
基本例文、簡単な文法演習を経
て、自己表現ができる流れに
なっている。その上で後半では
より長い自由英作ができるよう
な構成になっている。

モデル対話文や例文が平易で大
変分かりやすい。絵や写真を使
用した説明も豊富で分かりやす
い。

○ 情報 7 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版 Ｂ５

３
普・
国・
ス

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。

情報 7 実教 社情 312 高校社会と情報　新訂版 Ｂ５

３
普・
国・
ス

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
普・
国・
ス

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。

〇 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。

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。二次元コードを通し
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説が難し
い箇所には脚注がつけられ、生
徒が学習しやすい編集がなされ
ている。古典文法に関する資料
や、図版資料が豊富で、暗誦や
学習の整理がしやすくなってい
る。表記を工夫し、情報をコン
パクトにまとめている。

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。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。

国語 2 東書 文国 701 文学国語 Ａ５ 2

言語文化への理解を深めること
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。 小説・詩歌教材，随
筆教材は，深く共感したり豊か
に創造したりする力や，書き手
の意図や，人物，情景，心情の
描写などを的確に捉える力を育
成するために適したものが選ば
れている。

教材の配列，分量には，生徒の
発達段階が配慮されている。ま
た，各ジャンルの作品と言語活
動教材がバランスよく配置され
ており，巻末附録にある創作の
言語活動のポイントを示した
「創作へのアプローチ」を使っ
て，学習指導を効果的に行うこ
とができる。

 教材は，定評教材を軸に幅広
いテーマ，ジャンルから採録さ
れており，生徒の学習意欲を高
める内容となっている。 巻末
附録の「読書案内」は，生徒に
読書への興味を持たせるのに効
果的である。資料性の高い写真
や図版が効果的かつ適切に示さ
れており，生徒の興味を喚起
し，教材の理解を促す点でよく
配慮されている。

〇 国語 50 大修館 文国 705 新編　文学国語 Ａ５ 2

文学的な文章に親しみ、深く共
感したり豊かに想像したりする
力を伸ばし、創造的に考える力
を養うことができる。言葉がも
つ価値への認識を深め、言葉を
通して他者や社会に関わろうと
する態度を養うことができる。
言語活動をとおして生徒が主体
的に学習に取り組めるよう配慮
されている。

生徒の発達段階に配慮し、第Ⅰ
部6単元・第Ⅱ部7単元の二部構
成となっている。各部に「書
く」コーナーが設けられ、課題
に沿って文学的な文章を書く活
動に段階的に取り組めるよう工
夫されている。各部に「古典の
世界」が設けられ、主要な古典
作品に触れて我が国の伝統的な
言語文化に対する理解を深めら
れるよう配慮されている。

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用いてい
る。写真や図版が豊富に収録さ
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 104 数研 文国 706 文学国語 Ａ５ 2

古典的名作から最新の現代小説
まで、高校生の心に響く題材を
豊富に収録している。文学鑑賞
の幅を広げる戯曲・文学評論・
古典教材も収録している。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。
・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。

小説は時代別配列で、文学の変
遷が見通せる構成である。文学
の変遷を理解するための背景知
識を補強する資料も豊富に載せ
られ、教材の配列・分量は生徒
の能力を養成するのに必要な量
の教材が掲載されている。近代
文学だけでなく古典作品の教材
を現代語訳として掲載してお
り、、言語文化についての知識
や理解を深めることができる。

文学作品の読解方法を解説する
「チェックポイント」を5箇所
に掲載し、読み解く際に注意す
べきことを丁寧に解説してい
る。小説の読解法を解説する箇
所では、中勘助『銀の匙』を例
文に使用している。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、生徒が学習しやすい内
容になっている。

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
んでいく内容などが多く設けら
れている。探求的な学習を行う
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。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和５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１部】　令和５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

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
踏んで学習に取り組めるように
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。

〇
地理
歴史

81 山川 歴総 707 歴史総合　近代から現代へ Ｂ５ 2

節ごとの導入に問を設け学習の
目的を明確にする工夫がみられ
る。基礎的な内容にとどまら
ず、探求へとつながる詳しい記
述が掲載されている。日本と世
界のつながりを意識した深い内
容が明確にみられる。

本文に関連している資料が数多
く欄外に配置されており、理解
の手助けをしている。2次元
コードが設けられており、動画
コンテンツや文字資料を取り入
れた深い学びができるよう工夫
されている。

丁寧かつ分かりやすい表記だけ
でなく、歴史総合にとどまらず
探究へのつながりを意識した記
述がなされている。

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 2

写真555点、地図112点、図178
点、文字資料177点が用意され
ており、見て読み取り、考える
ことに重点が置かれている内容
となっている。歴史的な見方・
考え方を促す問も多く掲載して
いる。

各テーマごとに年表や地図が用
意されており、取り組みやす
い。本文の内容だけでなく、資
料を絡めて学べるよう工夫がな
されている。他教科との連携も
みられ、より深い学びの実現が
図られている。

テーマに沿った簡潔な文章、印
象に残る図版、世界と日本の動
きを関連付けた年表など、ビ
ジュアルに特化した興味・関心
を高める工夫がなされている。

地理
歴史

81 山川 歴総 709
わたしたちの歴史　日本か
ら世界へ

ＡＢ 2

教科書全体が見開き2ページの
47テーマに設定されており、抑
えるべきポイントがわかりやす
い。歴史的な事象から現代の課
題解決へと視野を向け、構想で
きるような内容になっている。

見開きごとにまとまった内容に
なっているため、学習に取り組
みやすい。適宜2次元コードが
配置されており、解説動画を取
り入れることでより深い学びを
展開できるよう工夫されてい
る。

楽しく学べる平易かつ簡潔な文
章で地図や写真も大きく配置さ
れている。グラフや地図にはカ
ラーユニバーサルデザインが取
り入れられており、多様な生徒
の特性に配慮がなされている。

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
に読み取る作業が掲載され、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。

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。

公民 6 教図 公共 702 公共 Ｂ５ 2

考える公民が意識されている内
容となっており、主権者教育や
消費者教育といった重要テーマ
の深堀がみられる。27のテーマ
学習における問では意見の食い
違いによる対話的な深い学びの
実現が狙いとなっている。

知識の習得と対話的な学びが往
復して行えるよう「知識教養」
と問いを考える「テーマ学習」
のページに分かれている。知識
面では基礎的な事項から発展的
な時事的な話題まで幅広く触れ
られている。

写真やグラフなどの資料が大き
く配置されており、本文と合わ
せてみることで深い理解が見込
める。マンガやイラストも用意
されており興味を引きたてる工
夫がなされている。

公民 46 帝国 公共 707 高等学校　公共 ＡＢ 2

基礎的な学習から人間と社会の
在り方についての見方・考え方
を働かせることができる。資料
読み取りも多く取り扱われてお
り、思考力を高める展開を作る
ことができる。

動画や一問一答などのQRコンテ
ンツが充実しており、ICT教育
に適している。基礎的な学習か
ら高校生の実生活に関するよう
な思考実験が多く取り入れられ
ている。

地図や写真が豊富で世界の出来
事を実際に身近に想像しやす
く、取り組みやすい。すっきり
とした文体で読みやすく、表で
のまとめも多く、理解しやすく
学べる工夫がされている。

〇 公民 104 数研 公共 709
高等学校　公共　これから
の社会について考える

ＡＢ 2

本文とクローズアップに分かれ
ており、教科書を進めていくと
本文で学んだ知識から思考力が
身につく内容となっている。異
なる立場で議論できるテーマも
多く掲載されている。

AB判で非常にワイドな装丁で文
字サイズも大きめのため、見や
すい教科書となっている。本文
に関連する統計資料も豊富。QR
コンテンツも145点とタブレッ
トの活用にも適している。

平易な文章で読みやすく、親し
みやすい。多様な色使いを用い
ており、色覚徳性のある生徒も
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。

61



番号 略称 記号 番号
構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和５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

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、研究欄に発展的な内容が
紹介してあり、興味・関心を
持って学習を行うことができ、
考えの幅を広げられる。

章末の「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Ⅱ 701 数学Ⅱ　Advanced Ａ５ 2

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Ⅱ 706 数学Ⅱ Ａ５ 2

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
紹介してあり、興味・関心を
持って学習を行うことができ、
考えの幅を広げられる。

章末の「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Ⅱ 709 数学Ⅱ Ａ５ 2

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
紹介してあり、興味・関心を
持って学習を行うことができ、
考えの幅を広げられる。

章末の「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 数学 2 東書 数Ｂ 701 数学Ｂ　Advanced Ａ５ 2

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Ｂ 707 数学Ｂ Ａ５ 2

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
紹介してあり、興味・関心を
持って学習を行うことができ、
考えの幅を広げられる。

章末の「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Ｂ 710 数学Ｂ Ａ５ 2

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。
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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

本文中の随所に「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。

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。

理科 2 東書 生基 701 生物基礎
Ｂ５
変型

2

各節の導入に生徒の主体性を高
める身近な問いが設置されてい
る。さらに、学習内容について
考えさせる問いを解決させるこ
とを目標に学習が展開されてい
る。説の最後には、学習内容を
振り返って整理するポイントが
書かれている。

「気付き」→「課題の設定」→
「実習の実施」→「結果」→
「考察・推論」というプロセス
での、学習となっており、最後
に「まとめ・振り返り」が設置
されている。

本文は平易な記述で簡潔にまと
められており、ダイナミックな
グラビア写真や図が配置されて
おり、学習内容が理解しやす
い。紙面に二次元コードが入
り、章末まとめにアクセスでき
る。

理科 7 実教 生基 703 生物基礎 Ｂ５ 2

コラムや特集ページで、生徒の
興味を引く題材を扱い、それを
もとに思考力を養えるような問
いかけを設置している。「生物
基礎」の理解を深め、「生物」
の先取り学習もできるような発
展的な内容も掲載されている。

各項目冒頭に「目標」を掲載す
ることにより、学習の意義や目
的を理解してから学習する構成
になっている。疑問文形式の項
目タイトルになっているので、
動機をもって学習を進めること
ができる。

図版が大きく写真も豊富なの
で、視覚的な学習で記憶に残す
ことができる。紙面にQRコード
が入り、各種のデジタルコンテ
ンツにアクセスできる。

〇 理科 183 第一 生基 710 高等学校　生物基礎
Ｂ５
変型

2

「生物基礎」の学習内容が偏り
なく扱われているだけでなく、
関連する「生物」の学習内容も
「発展」として記載されている
ので、生徒の学習段階に応じた
弾力的な指導展開がしやす
い。。

各項目について、「課題の把
握」→「課題の追求」→「課題
の解決」という、探求の３つの
段階に沿って構成されているの
で、科学的な思考力・判断力・
表現力を身に付ける指導がしや
すい。

本文は平易な記述で簡潔にまと
められており、鮮明で学習効果
が高い図や写真が適切な位置に
配置されており、学習内容が理
解しやすい。紙面に二次元コー
ドが入り、豊富なコンテンツに
アクセスできる。

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、細かい説明があり、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

グラフ等やイラストが多く記載
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工夫
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
ントが入れ込まれていて、一目
でわかるものになっている。

保健
体育

183 第一 保体 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
しやすい。

保健
体育

保体 704
高等学校　保健体育
Activity

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
しやすい。

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。
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発行者 教科書
教科書名 判型

購入
学年

内容

芸術 27 教芸 音Ⅰ 702 高校生の音楽１
Ａ４
変型

1

歌唱と器楽の表現・鑑賞それぞ
れの領域について、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。

○ 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。

芸術 89 友社 音Ⅰ 704 ＯＮ！１
Ａ４
変型

1

世界各国の伝統ある古き良き音
楽が取り上げられており、特に
歌唱と鑑賞の内容が豊富であ
る。

国や地域、あるいは時代ごとに
分類された構成で、わかりやす
くまとめられている。

全体的に落ち着いた配色と、写
真や挿絵が豊富で読み取りやす
い。

芸術 17 教出 音Ⅱ 701 音楽Ⅱ　Tutti＋ Ａ４ 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。

芸術 27 教芸 音Ⅱ 702 高校生の音楽２
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わかりや
すく構成されている。また分量
も程よく、充実した内容の授業
を行うことができる。

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

○ 芸術 27 教芸 音Ⅱ 703 ＭＯＵＳＡ２ Ａ４ 2

様々なジャンルの楽曲が扱われ
ており、生徒の興味や関心に
沿った題材の設定が可能であ
る。

構成が大変よく工夫されてお
り、なおかつ無理のない分量で
取り扱われている。また、美し
い装丁が生徒の興味・関心を惹
くと考えられる。

全体的に、表記が生徒にとって
理解しやすいよう工夫されてい
る。また、表現がどれも親しみ
やすい。

芸術 89 友社 音Ⅱ 704 ＯＮ！２
Ａ４
変型

2

日本音楽をはじめ世界中の音楽
が幅広く取り上げているととも
に、歌唱・器楽・鑑賞・創作と
も内容が豊富である。

生徒に理解しやすい構成、適度
な分量、美しい装丁である。

表記や表現が生徒にとって理解
しやすいよう工夫されていてよ
い。

〇 芸術 38 光村 美Ⅰ 701 美術１
Ａ４
変型

1

一つの作品に関して、題材名、
鑑賞の観点、表現のヒントなど
多角的な説明がなされており、
鑑賞や表現活動に活かすことが
できる。

題材が各分野ごとに整理され、
内容が人目で分かるようイン
デックスで色分けされている。
また学習のねらいを示した目標
が記されており，学習指導を効
果的に進めることができる。

用語や表記の使用は統一されて
おり，記述のしかたも分かりや
すい。写真・図版も鮮明で豊富
であり、効果的である。活字は
鮮明で読みやすい大きさであ
る。

芸術 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１ Ａ４ 1

　様々な国、時代の作品が紹介
されていると共に、生徒作品も
多く取り上げられているので、
表現活動のための参考としやす
い。

「ポイント」「リンク」「実物
大」「作家の言葉」「学びの目
標」をマークやイラストレー
ションで示すことで認識しやす
く、理解しやすい構成になって
いる。

日本人作家、撮影者、読みにく
い作品名、日常あまり使われな
い用語などには振り仮名を付け
るなど、学習に役立つよう配慮
されている。

芸術 116 日文 美Ⅰ 703 高校美術
Ａ４
変型

1

テーマ、メッセージ、鑑賞のヒ
ント、技法解説など多様な観点
から作品に触れることができ、
創造性が引き出される内容であ
る。

　全ての題材で表現と鑑賞を一
体的に学習できるよう配慮され
ており、問いを投げかける文体
が多く使用されている。

作品と作家の情報は、詳しく、
正確で、分かりやすい表記であ
る。それぞれの作品解説には見
出しを付けて、分かりやすい表
現となっている。

〇 芸術 38 光村 美Ⅱ 701 美術２
Ａ４
変型

2

環境問題やサステナビリティに
関する作品や作家を取り上げ、
社会とのつながりを意識させる
内容である。

作家の発想や制作過程が詳し
く示されており、作品を生み出
す過程がつかみやすい構成に
なっている。作品に関する二次
元コードが掲載されており，動
画が用意され，鑑賞を深めるこ
とができる。

用語や表記の使用は統一されて
おり，記述のしかたも分かりや
すい。写真・図版も鮮明で豊富
であり、効果的である。

芸術 116 日文 美Ⅱ 702 高校生の美術２ Ａ４ 2

表現題材では、ポイントや主文
の内容に、発想や構想と鑑賞の
双方で働く「中心となる考え」
を盛り込み、両方に生かされる
内容となっている。

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、
作品が大きく掲載されるように
レイアウトされている。

掲載作品には、解説文や作者の
言葉を付けて学習に役立つよう
工夫されている。日常あまり使
われない用語などには振り仮名
を付けられている。

〇 芸術 2 東書 書Ⅰ 701 書道Ⅰ Ａ４ 1

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施さ
れている。基本教材のほかに，
豊富に例示された近現代の創作
作品や、カラー図版を多用した
書道史略年表などにより、生徒
の書表現への親しみと意欲を増
すことができる。また、「漢字
の書」「仮名の書」の教材には
「人物と時代」項目を設け，世
界史や日本史、古典など他教科
と関連する内容なども掲載して
いる。これらを使うことで，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。

冒頭に「書写で学んできたこ
と」という教材を設けること
で、中学校書写で学習したこと
を復習してから高校書道の内容
に入れるように配慮している。
楷書や行書の基本だけではな
く、行間・字間・余白など配列
の基本も簡潔で具体的にまとめ
られているので、中学校書写の
学習内容が確認しやすい。

「漢字の書」「仮名の書」の
「概要」から「評価の要点」ま
での学習の流れが明示され、
「表現の特徴」では、書風を簡
潔な表現で言語化し、臨書のた
めの骨書きや注意点なども掲載
されているので、生徒が自学自
習するのに適している。
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芸術 6 教図 書Ⅰ 702 書Ⅰ Ａ４ 1

『書Ⅰ』と『書Ⅰプライマリー
ブック』の各単元をさまざまに
組み合わせることによって、書
のよさや美しさを感受し、書の
幅広い活動に取り組むことがで
きる構成になっている。

『書Ⅰプライマリーブック』
は、臨書の際の便宜を図った半
分に折りたたみやすい中綴じ製
本で、ページ数にも配慮し、蛍
光灯等の反射の少ない紙を使用
している。

表現の学習に重点を置いた『書
Ⅰプライマリーブック』と、鑑
賞の学習に重点を置いた『書
Ⅰ』それぞれが、知識と技能の
習得の意欲を喚起するような、
簡潔でわかりやすい構成になっ
ている。

芸術 書Ⅰ 703 書Ⅰプライマリーブック Ａ４ 1

『書Ⅰ』と『書Ⅰプライマリー
ブック』の各単元をさまざまに
組み合わせることによって、書
のよさや美しさを感受し、書の
幅広い活動に取り組むことがで
きる構成になっている。

『書Ⅰプライマリーブック』
は、臨書の際の便宜を図った半
分に折りたたみやすい中綴じ製
本で、ページ数にも配慮し、蛍
光灯等の反射の少ない紙を使用
している。

表現の学習に重点を置いた『書
Ⅰプライマリーブック』と、鑑
賞の学習に重点を置いた『書
Ⅰ』それぞれが、知識と技能の
習得の意欲を喚起するような、
簡潔でわかりやすい構成になっ
ている。

芸術 17 教出 書Ⅰ 704 書道Ⅰ Ａ４ 1

漢字，仮名の書の古典教材は、
基礎的なものを取り上げてお
り、書Ⅰに相応しい内容になっ
ている。

漢字の書では、唐の四大家の古
典を基本教材として、仮名の書
では、蓬莱切，高野切を基本教
材として取り上げている。

漢字の教材は、羅列的な編成で
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。

〇 芸術 2 東書 書Ⅱ 701 書道Ⅱ Ａ４ 2

書道Iの学習を受けて、鑑賞力
を高め、創造力を伸ばす教材が
多く用意されている。時代や書
風など、多様な観点から精選さ
れた書を教材として取り上げて
いるので、感性を豊かにし表現
力を高めることができる。ま
た、「鑑賞」教材などで近現代
の書家の作品に触れることがで
き、書に関する関心を高め、生
涯にわたり書を愛好する心情を
育てられるよう、配慮されてい
る。

各分野ともに，多様な教材が配
置され、生徒の実態や興味関心
により臨書や鑑賞に使い分けて
学習できるように配慮されてい
る。そのため、鑑賞と表現の両
面において、深く学習すること
ができる。

「漢字の書」「仮名の書」の
「概要」から「評価の要点」ま
での学習の流れが明示され、
「表現の特徴」では，書風を簡
潔な表現で言語化し、臨書のた
めの骨書きや注意点なども掲載
されているので、生徒が自学自
習するのに適している。

芸術 6 教図 書Ⅱ 702 書Ⅱ Ａ４ 2

『書Ⅰ』から発展した古典教材
をを用意されており、創造的な
活動が展開できるようになって
いる。

書の伝統に基づく基本的な技能
を身に付け意図に基づいて表現
を工夫できるようになってい
る。

表現と鑑賞の往還学習ができる
ように簡潔で分かりやすい表現
と構成になっている。

芸術 17 教出 書Ⅱ 703 書道Ⅱ Ａ４ 2

漢字の書では、漢字五書体を取
り上げ、歴史的評価の定まった
古典を基本教材として取り上げ
ている。

漢字の書は、篆書・隷書・草
書・行書・楷書の順に取り上げ
られていて、書体の歴史的成立
過程の理解につながる特色ある
編成になっている。

鮮明な印刷により古典教材の再
現性が高まり、教材性、鑑賞性
が豊かなものとなっている。

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。二次元コードもついてい
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

104 数研 ＣⅡ 715 BLUE　MARBLE
English Communication Ⅱ

Ｂ５ 2

環境問題やジェンダーについて
など幅広い題材を取り扱ってい
る。

同一の英文に何度も触れる。
導入→各OVERVIEW→本文→課末
となっており発信力の育成がで
きる構成になっている。

二次元コードが付いているた
め、音声を聞いたり読解速度の
確認が可能である。。また、イ
ラストや写真が適切に配置され
ている。

〇
外国
語

104 数研 ＣⅡ 716
BIG　DIPPER
English Communication Ⅱ

Ｂ５ 2

発展的なものや抽象的な内容に
より生徒に深く考えさせること
ができる。

各レッスンの最終パートには大
学入学共通テスト・英語民間試
験に頻出の実用的な英文を扱っ
ている。

写真やイラストに加えて、新聞
記事や広告など実用的な英文を
含んでいる。

外国
語

104 数研 ＣⅡ 717
COMET
English Communication Ⅱ

ＡＢ 2

「生活」に関するテーマのもの
が多くあり、身近な例と関連付
けやすい内容になっている。

無理のない分量とわかりやすい
手順で構成されている。
Lesson3までは２パートの構成
となっている。

イラストや写真が適切に配置さ
れている。新出単語には発音記
号に加えて、カタカナ表記もつ
いている。

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。
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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、それらに
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。

外国
語

15 三省堂 論Ⅱ 705
MY WAY
Logic and Expression Ⅱ

Ｂ５ 2

幅広い分野を取り扱っている。
身近なものもあり生徒に理解さ
せやすい内容である。

分量は比較的少なめで、指導し
やすい量となっている。各レッ
スン２パートで１０レッスンあ
るため見通しを持って授業する
ことができる。

主にイラストがついており、表
なども適切に配置されている。
QRコードもついていて音声や動
画にアクセスできる。

〇
外国
語

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

Ｂ５ 2

各資格・検定試験や大学入試を
見据えた内容になっており、
様々な題材を扱っている。

Part1、Part2の各レッスンは６
ページ構成で、スピーキングと
ライティングは各見開きで扱っ
ている。

カラフルで指導しやすい。表が
適切に配置されている。

外国
語

104 数研 論Ⅱ 712
BIG DIPPER
English Logic and
Expression Ⅱ

Ｂ５ 2

基礎的な文法から、構文・イ
ディオムを用いた機能表現まで
扱い、大学入学共通テストに対
応するための基礎力を身につけ
させることができる。

３パート見開き2ページ構成に
なっており、各レッスン内で
INPUT→INTAKE→OUTPUTができ
るような構成である。

二次元コードが付いていて発音
練習や補充問題を活用できる。
また、イラストや写真が適切に
配置されている。

〇 家庭 2 東書 家基 701
家庭基礎　自立・共生・創
造

ＡＢ 2

各単元において、課題設定がで
きるような問いかけになってお
り、生徒が主体的に学習に取り
組み、実践するのに適してい
る。また、多角的な視点で記述
されており、他教科との関連も
掲載され、探究的な学習の場面
においても指導しやすい。

単元のまとまりごとに、ホーム
プロジェクトとキャリアの内容
が紹介され、学習したことを将
来につなげるのに適切である。
すべての単元の根底に、生涯を
見通すという観点が貫かれ、単
元のまとまりが人生設計につな
がり、課題解決学習に適してい
る。

見開きのページに、関連するグ
ラフや写真、イラストがあり、
学習しやすい。資料の内容もイ
ラストや写真が効果的に使用さ
れ、鮮明である。本文も簡潔で
資料と合わせて、考えやすい表
記になっている。学習コンテン
ツが豊富で使いやすい。

家庭 6 教図 家基 702
未来へつなぐ　家庭基礎
365

ＡＢ 2

各単元において、Viewpointが
設定されて、生徒の学びが広げ
られ、学習を深めるのに適切で
ある。多角的な視点で記述され
ており、地域社会における取り
組みと関連して考えさせるのに
適している。

本文の量を簡潔にして、資料や
グラフから考えさせる構成に
なっており思考力を高めるのに
適している。小中学校との学習
のつながりを意識させたり、
SDGｓとの関連がすべての単元
のはじめに記述されていて、生
徒に意識づけさせやすい。

イラストやグラフなどの資料が
大きく、読み取りやすい。関連
する写真が多く使用され、社会
の取り組みが分かりやすい。教
科書全体として落ち着いた色合
で文字のフォントが読みやす
い。単元によって、学習コンテ
ンツが充実しており、さらに学
習を深めることができる。

家庭 9 開隆堂 家基 708
家庭基礎　明日の生活を築
く

ＡＢ 2

各単元において、ショートブレ
イクが設定され、関連する資料
の提示があり、生徒がさらに深
く学ぶきっかけになる。多角的
な視点で記述されており、内容
を補完する資料が適切であり、
思考力を高められる。

単元のまとまりごとに、キャリ
アの内容が紹介され、学習した
ことを将来につなげやすい構成
で、興味を引く構成である。本
文の内容にあわせた資料やグラ
フが充実しており、またSDGｓ
との関連が意識されており、調
理実習など具体的な実践に結び
つきやすい。

イラスト、グラフ、写真も豊富
で、科学的な視点で考えやす
い。本文も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。
学習コンテンツも適切に入って
おり、理解を深めることができ
る。

○ 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、授業を展
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、学習の要素が基本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、視覚的に分かりやす
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」に参考となる内容が掲
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分かり
やすく表現されており、生徒に
関心をも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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〇 国語 2 東書 古Ｂ 331 精選古典Ｂ　古文編 Ａ５ 3

「古典としての古文と漢文を読
む能力」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。主要ジャンル
の重点学習を徹底するととも
に、古典についての理解を深
め、関心を高めることができる
ように配慮されている。古文編
では、各時代・ジャンルの代表
的な教材が採録されており、古
典を読む能力の基礎を培うこと
ができる。

古文編・漢文編の２分冊構成で
あり、現場の多様な指導実態に
対応し、指導しやすく扱いやす
い。また、各分冊の構成は、二
か年履修に対応してⅠ部とⅡ部
に分かれており、生徒の発達段
階を考慮したものとなってい
る。教材の配列も系統的であ
る。重要古語、附録の「古文重
要語句索引」などもあり、生徒
が重要なポイントを適宜確認で
きるようになっている。

古文編・漢文編ともに、学習内
容と関連づけて古典への理解を
深められるコラム「古文の窓」
「漢文の窓」が置かれている。
また古文編には「古典芸能への
誘い」も採録されている。更
に、資料性の高い写真・図版が
適切に掲載されている。特に
「古典参考図録」は資料性が高
く、生徒の古典学習に対する意
欲が高められるように工夫され
ている。

〇 国語 2 東書 古Ｂ 332 精選古典Ｂ　漢文編 Ａ５ 3

「古典としての古文と漢文を読
む能力」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。主要ジャンル
の重点学習を徹底するととも
に、古典についての理解を深
め、関心を高めることができる
ように配慮されている。漢文編
では、史話・詩文・思想などを
中心に、定評教材が選ばれてお
り、適切である。

古文編・漢文編の２分冊構成で
あり、現場の多様な指導実態に
対応し、指導しやすく扱いやす
い。また、各分冊の構成は、二
か年履修に対応してⅠ部とⅡ部
に分かれており、生徒の発達段
階を考慮したものとなってい
る。教材の配列も系統的であ
る。重要句法、附録の「漢文句
法・重要語のまとめ」などもあ
り、生徒が重要なポイントを適
宜確認できるようになってい
る。

古文編・漢文編ともに、学習内
容と関連づけて古典への理解を
深められるコラム「古文の窓」
「漢文の窓」が置かれている。
また古文編には「古典芸能への
誘い」も採録されている。更
に、資料性の高い写真・図版が
適切に掲載されている。特に
「古典参考図録」は資料性が高
く、生徒の古典学習に対する意
欲が高められるように工夫され
ている。

国語 104 数研 古Ｂ 344 改訂版　古典Ｂ　漢文編 Ａ５ 3

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 109 文英堂 古Ｂ 356 古典B Ａ５ 3

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 183 第一 古Ｂ 350
高等学校　改訂版　古典B
古文編

Ａ５ 3

幅広いジャンルや時代にわたっ
て広く作品を採録しており、バ
ランスがよい。文法事項につい
ては、付録「文語文法要覧」
「品詞の識別一覧」に簡潔にま
とめられており、基礎知識の定
着に有効である。

「古文編」と「漢文編」とが分
冊となっており、学習の実態に
適している。第Ⅰ章と第Ⅱ章の
二部構成で、二～三年次の通年
使用に対応している。教材の難
易や長短に違いがあり、生徒の
発達段階に応じた使用の仕方が
可能である。

カラー写真・カラー図版が豊富
で、視覚的な学習効果を高める
とともに、生徒の学習意欲を喚
起するよう配慮されている。各
単元の扉ページに、作者・作品
や時代・ジャンルについて解説
があり、文学史的・歴史的知識
を補うことが可能である。

国語 183 第一 古Ｂ 351
高等学校　改訂版　古典B
漢文編

Ａ５ 3

古典として価値のある作品が精
選されており、基礎学力の定着
に適した内容である。各教材末
に学習課題が設けられていると
ともに、教材ごとに基本句形が
まとめられており、指導しやす
い。脚注、脚問の分量・内容が
適切である。

「古文編」と「漢文編」とが分
冊となっており、学習の実態に
適している。主要作品では、複
数の場面・章段が取り上げられ
ており、まとまった学習を通し
て作品世界を理解させることが
できる。全体の分量が適度で、
単位時数内でさまざまな使用が
可能である。

カラー写真・カラー図版が豊富
で、視覚的な学習効果を高める
とともに、生徒の学習意欲を喚
起するよう配慮されている。各
単元の扉ページに、作者・作品
や時代・ジャンルについて解説
があり、文学史的・歴史的知識
を補うことが可能である。

地理
歴史

2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ
Ｂ５
変型

3文

難解な記述が少なく、興味・関
心をもちやすく歴史を連続して
概観することができる。地図が
多く掲載されていて、地理的な
分野と併せて理解することが可
能である。

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

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

地理
歴史

7 実教 世Ｂ 309 世界史Ｂ　新訂版
Ｂ５
変型

3文

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。

単元元毎にリード文が記載され
ていて、歴史の大きな流れを抑
えることができる。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・関
心をもたせやすい。

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文

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

3文

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、理解しやす
いものとなっている。時代区分
事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 3文

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。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和５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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構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和５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

〇
地理
歴史

81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 Ａ５ 3文

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文

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文

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

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

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

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
分かりやすい。現地の様子の写
真や、世界の様々な比較を現し
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。内容が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 7 実教 政経 313 最新政治・経済　新訂版 Ｂ５ 3文

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 3文

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 3文

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

Ｂ５版サイズのオールカラーで
構成されている。見開き２ペー
ジで１テーマとコンパクトにま
とめられていて分かり易い構成
である。

ユニバーサルフォントが使用さ
れており、平易で分かり易い記
述である。図や表・グラフも豊
富に配置され生徒の理解の助け
となる。

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
よって解くべき問題を取捨選択
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 理科 2 東書 物理 308 改訂　物理 Ａ５ 3

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 7 実教 物理 309 物理　新訂版 Ａ５ 3

生徒がつまずきやすい内容や典
型的な問題を特集ページを組み
詳しく解説している。また、練
習問題も充実しており、理系の
二次入試まで対応できる内容に
なっている。物理を学ぶに必要
な数学公式もまとめられてい
る。

節・項のタイトルに導入文を入
れ学ぶ内容が一目で分かるよう
に工夫されている。また、例題
で扱った内容を類題や練習で再
確認できるようになっている。

物理現象をより理解しやすくす
るため、実験に写真を入れた
り、図が見やすく工夫されてい
る。
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【第２部】　令和５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 61 啓林館 物理 310 物理　改訂版 Ａ５ 3

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。

生徒に理解させるのが難しい現
象や公式の所に図解や注釈が多
く、自己学習に向けたバック
アップがある。

理科 183 第一 物理 316 高等学校　改訂　物理 Ａ５ 3

親しみやすい事象から基本的な
ところを学ぶことができ、ま
た、発展内容も多く含まれてい
る。

教科書内の全問題に解答と解説
がついていて良い。そのため自
己学習しやすく、個人の学習意
欲に上昇につなげることができ
る。構成も分量も適切である。

写真やイラストが豊富で、色合
いも適切である。

〇 理科 7 実教 生物 308 生物　新訂版 Ａ５ 3

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

生物学の基本事項が、分かりや
すく平易に書かれている。また
さらに高度な内容まで網羅され
ており、使いやすくまとめられ
ている。

文章・図とも分量が適切であ
り、基本的な内容を理解しやす
い。また編ごとのつながりが分
かりやすい構成がされている。

視覚的に分かりやすく、図も文
字も適切にかかれている。

理科 104 数研 生物 310 改訂版　生物 Ａ５ 3

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。

研究や発展的な内容が充実して
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。

理科 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物 Ａ５ 3

丁寧な説明で、それぞれの分野
で基本的な概念をきちんと理解
できるように記述してある。生
活面に関連する紹介から、生徒
に興味・関心を持たせながら授
業を進められる内容になってい
る。

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

写真・図版資料を簡潔にまと
め、印象的に捉えられるように
工夫されている。

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。

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を示したりする等、
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、後半では場面の設定さ
れている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
に付けられるような構成になっ
ている。

写真が各課のイメージを広げた
り、視覚的に文法を理解する助
けになっている。

外国
語

15 三省堂 英会 302
SELECT English
Conversation

Ｂ５ 3

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

活動ごとに生徒が取り組みやす
いよう構成されている。

イラストや写真が豊富で、適切
に配置されている。
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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・関心を
も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。

既習事項を繰り返し学習するこ
とで定着させることができる。

外国
語

109 文英堂 英会 304
My Passport English
Conversation

Ｂ５ 3

日常生活に身近なテーマで文法
事項の導入がなされている。基
本的な文法事項の定着を図り、
平易な英文で自己表現ができる
よう構成されている。

各課の文法事項を見開き２ペー
ジで学習できるので分かりやす
い。

各課の重要表現が大きく目立つ
ように書かれているので見やす
く、イラストや絵も適切に配置
されている。

情報 2 東書 情科 306 情報の科学 Ｂ５ 3理

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。

○ 情報 7 実教 情科 307 最新情報の科学　新訂版 Ｂ５ 3理

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理

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
もたせることができる。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であ
る。様々な乳幼児の課題を明ら
かにして、どのように対処すべ
きかが明記されている。

章ごとにそのポイントになるコ
ラムが記されており、生徒の興
味・関心を喚起しやすい。表・
図・イラストの量もバランスが
良い。

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
な活動を展開できやすい。

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
豊富であり理解させやすい内容
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
本的なことが学習させやすい構
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
明があって理解させやすい。

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
料に対して興味・関心をもたせ
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
く使い分かりやすい表現となっ
ている。調理用語など具体的な
説明もとりいれてある。

家庭 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 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。全体的に関心をも
たせやすく、理解を深めるのに
適した公正である。

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、科学等多様な分野
の評論教材がある。図表やグラ
フを伴う文章からは、現代の社
会生活に必要な読解力を養うこ
とができる。

評論教材と言語活動教材がバラ
ンスよく配列されており、生徒
の実態に合わせて段階的に学習
させることができる。

巻末には「原稿用紙の使い方」
や「パソコンを用いたレポート
の書き方」「履歴書の書き方」
等の付録が用意されており、生
徒の主体的な学習を深めること
ができる。

国語 50 大修館 現国 707 新編　現代の国語 Ｂ５ 1

評論、エッセイ、料理レシピや
アニメーション映画の企画書な
どの実用的な文章が収録されて
いる。チェック欄を設け、目標
が達成できたかどうかの確認が
できる。

生徒の実態に合わせ、基礎から
発展へ無理なく段階的に学習を
進められる構成になっている。

上段に学習活動、下段にポイン
ト欄を配置し、学習活動の流れ
がわかりやすい表記になってい
る。図表やグラフ、写真も豊富
である。

○ 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
現代社会における問題を具体的
に扱った教材が多く収録されて
いる。表現編では多様な言語活
動が取り入れられており、基本
的な事項を学べるようになって
いる。

実社会に必要な国語の知識を効
果的に身に付けるため、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学習
活動が行えるようになってい
る。

読みやすくわかりやすいユニ
バーサルデザインフォントを用
いている。写真や図版が豊富に
収録されており、視覚から内容
理解ができるように工夫されて
いる。

国語 50 大修館 言文 705 言語文化 Ａ５ 2

現古漢の詩歌を季節ごとにレイ
アウトされた「詩歌調べ」や単
元ごとに置かれた「言語文化の
窓」など、古典と現代のつなが
りを探究することができる。

「現代文編」「古文編」「漢文
編」の３部構成で、それぞれ基
礎から発展まで順に配列されて
いる。各教材の内容、分量のバ
ランスがよく、生徒の実態に合
わせて学習ができる。

大判で読みやすいデザインに
なっている。写真やイラストも
多く取り入れられており、視覚
からも楽しめるようになってい
る。

国語 183 第一 言文 715 高等学校　標準言語文化 Ａ５ 2

小説は近代に加え、若い世代が
登場する作品を収録しており、
生徒が興味をもって取り組みや
すいように工夫されている。古
文漢文では、平易でわかりやす
い説話教材から学習を始められ
る。

全体の分量が適度に抑えられて
おり、生徒の実態に合わせてバ
ランスよく学習ができる。

視認性が高く、誤認しにくいユ
ニバーサルデザインフォントが
使われている。「古文参考図
録」や「貴族の生活と一生」等
の資料編、口絵が豊富である。

○ 国語 183 第一 言文 716 高等学校　新編言語文化 Ｂ５ 2

若い世代が登場する現代作品を
中心に構成しつつ、近代作品も
数多く収録されている。各教材
に学習課題が設けられており、
指導しやすい。

本編のほかに、資料には、いろ
はかるたや故事成語等も収録さ
れており、基礎学習ができる。

脚問に解答欄が用意されてお
り、書き込みながら学習するこ
とができる。大判で文字や写真
が見やすい。

地理
歴史

46 帝国 歴総 706 明解　歴史総合 ＡＢ 2

世界と日本の結び付きがわかる
ように本文やページ構成が工夫
されており、日本と世界の相互
的な関係を多面的・多角的に捉
えることができる。

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
計画を立てやすくなっている。

AB判のワイドな判型を生かし
て、写真やグラフ、地図などの
資料が豊富に設けられており、
視覚的にも理解しやすくなって
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 2

日本と世界が相互に関連してい
ることをを認識できるような記
述がされており、導入からまと
めまでの流れが分かりやすくレ
イアウトされている。

テーマごとに構成されており、
歴史の構造が理解しやすい。ま
た主体的・対話的で深い学びに
適している。

写真・地図・資料が問いととも
に豊富に用意されている。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い
る。

〇
地理
歴史

81 山川 歴総 709
わたしたちの歴史　日本か
ら世界へ

ＡＢ 2

学習指導要領に沿って、学習内
容が精選されており、歴史の大
きな流れを把握しやすい内容に
なっている。また、取り上げら
れている内容のバランスもよ
い。

全体が３部・47テーマに構成さ
れ、１テーマの見開き２頁で統
一されており、標準単位数２単
位で無理なく学習できるよう構
成されている。

図版・地図・表などが大きく記
載されており、視覚的に理解で
きるよう留意されている。身近
な話題が豊富に記載されてお
り、平易で理解しやすい表現を
用いている。

〇 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、生徒に興味・関心
をもって考察させることができ
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。

オールカラーで、全体的に学習
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
考えさせたり、社会を生き抜く
力を育ませることができる内容
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し
ている。

生徒にグループ単位で現代の諸
課題やテーマについて話し合わ
せたり、共有させたりできる構
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
向上に繋ぐことができる。

図や表が見やすく各単元を具体
的に学習させられる表記となっ
ている。また生徒の興味や関心
を引く色彩が用いられている。

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させやす
い。また、生徒に主体的に学ば
せるための資料が豊富である。

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
させることができる構成になっ
ている。生徒が理解できたこと
を、自らの力でまとめさせられ
る構成となっている。

文字が大きく読みやすい。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、生徒の理解度を
より向上させられる。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和５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）
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教科
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【第１部】　令和５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 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。

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 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。

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、解説の色使いが工
夫されており、重要事項の理解
がしやすくなっている。

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
していて生徒が自ら取り組みや
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。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
関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

興味・関心をもって、科学的な
見方や考え方が自然と身に付け
られる題材が扱われており、よ
り発展的な内容に散り組みやす
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。

○ 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、
生徒が理解しやすいようにまと
められている。

図やイラストか豊富に掲載され
ており、わかりやすい表現であ
る。

理科 2 東書 生基 702 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。生徒の興味・関心
を学習内容に結び付け、思考を
促すことができる。

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。

○ 理科 7 実教 生基 704 高校生物基礎 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、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 711 高等学校　新生物基礎 Ｂ５ 2

「中学校の復習」の項目が設置
されており、既習事項を振り返
り、学習の連続性を意識して読
み進められるように工夫されて
いる。生物学に関する研究の歴
史や、身近で興味深い話題が多
く取り上げられている。

各節の冒頭に、「学習目標」が
示されており、学習の指針とな
る。また、大項目の末尾には学
習内容を振り返る「check」が設
けられ、自己評価ができるよう
に配慮されている。

協働学習や能動的に学習するこ
とを促す「TRY」や「知識を生か
す」が設けられており、主体的
な学びを行うための配慮がされ
ている。

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

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
に関連付けて理解させやすい。

見開きでひとつの項目となって
おり、学習に取り組ませやす
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。
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保健
体育

50 大修館 保体 702 新高等保健体育
Ｂ５
変型

1

豊富な情報に基づいて各単元の
説明がなされていて、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、学習に取り組ませやす
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み
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
容を読み取らせやすい。

保健
体育

183 第一 保体 703
高等学校　保健体育
Textbook

Ｂ５ 1

日常生活に基づいて各単元の説
明がなされており、新たな内容
となるがんや精神疾患について
も理解しやすく、内容が充実し
ている。各節のタイトルには興
味を喚起する言葉が掲載されて
おり、親しみやすい内容となっ
ている。

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。各章には
CaseStudyや学習内容のまとめな
どが含まれており、主体的・協
働的な学習活動ができる工夫が
されている。

図には見てわかりやすくするた
めにイラストが多く掲載されて
いる。表や写真も多く生徒の興
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、学習に取
り組ませやすい工夫がなされて
いる。

保健
体育

保体 704
高等学校　保健体育
Activity

Ｂ５

日常生活に基づいて各単元の説
明がなされており、新たな内容
となるがんや精神疾患について
も理解しやすく、内容が充実し
ている。各節のタイトルには興
味を喚起する言葉が掲載されて
おり、親しみやすい内容となっ
ている。

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。各章には
CaseStudyや学習内容のまとめな
どが含まれており、主体的・協
働的な学習活動ができる工夫が
されている。

図には見てわかりやすくするた
めにイラストが多く掲載されて
いる。表や写真も多く生徒の興
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、学習に取
り組ませ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

学習者の心情・知性に訴える内
容が盛り込まれている。「文法
のまとめ」で、押さえておくべ
き文法が復習できる内容となっ
ている。

シンプルですっきりした構成で
ある。教材バランス・全体的分
量が適切である。

用語・記号が統一されていて、
記述の仕方も適切である。

〇
外国
語

15 三省堂 ＣⅠ 709
VISTA
English Communication Ⅰ

Ｂ５ 1

身近な動物やキャラクター、ス
ポーツ、世界の文化や自然と
いった題材を取り上げており、
生徒の興味を引きつけることの
できる内容である。

本文が吹き出しの中に書かれて
いて、ユニークな構成である。
コンパクトにまとまっていて読
みやすい分量である。

仮定法過去など難しい文法事項
の説明が簡潔で分かりやすい表
現となっている。

外国
語

104 数研 ＣⅠ 717
COMET
English Communication Ⅰ

ＡＢ 1

身近な題材を取り入れているの
で、生徒の興味を引き付けるこ
とのできる内容である。

本課に入る前に、基本的な文法
事項を振り返らせる構成となっ
ているので学習に適している。

クイズに答える前にヒントがあ
り、その表記・表現が簡潔で分
かりやすい。理解しやすい表
記・表現がなされている。

家庭 2 東書 家基 701
家庭基礎　自立・共生・創
造

ＡＢ 2

全体的に内容が豊富である。自
立・創造、社会との共生につい
て、洗練された分かりやすい文
章で表しており、深く内容を掘
り下げている。また、相談窓口
なども記載されている。

軽量な紙を用いているため、分
量の割に重量が軽い。また各章
の最後にホームプロジェクトな
ど生徒自ら、取り組みができる
構成になっている。

全体的に淡い色彩であり色覚特
性に適応するデザインである。
またTRYとして生徒が主体的に取
り組む内容を表記している。

家庭 7 実教 家基 707 図説家庭基礎 ＡＢ 2

基礎・基本を重視し、さまざま
な資料から生徒に分かりやすい
内容になっている。

各ページのテーマ下に写真・表
が配置され、重要な内容が説明
されている。また、実践コー
ナーが各章巻末に配置されてい
て、生徒の興味を引く構成に
なっている。

「図説」と表記しているよう
に、図や写真が各ページの中心
となり、文章が下段に表されて
いる。

○ 家庭 9 開隆堂 家基 708
家庭基礎　明日の生活を築
く

ＡＢ 2

生徒が主体的に取り組みやすい
よう「考えてみよう」、「話し
合ってみよう」等示されてい
て、シンプルに分かりやすくま
とめてある内容である。

各章の初めに写真とグラフなど
を用いてその章の課題をわかり
やすく提示している。また、実
生活に即して、自分事となるよ
うに、ショートブレイクや先輩
の声を聞くなど、生徒の興味を
引く構成になっている

見開きページの左右・下段に
「参考」として説明文、グラ
フ・写真などが配置されてお
り、わかりやすい表記となって
いる。

情報 7 実教 情Ⅰ 706 図説情報Ⅰ ＡＢ 1

観点別を意識して作成された章
末問題や実習のページがあり、
探究的な学習を行いやすい。ま
た、それぞれのページにポイン
トとなるキーワードがまとめら
れているので、どのような学習
に取り組んでいるのか確認しや
すく、予習や復習にも適してい
る。

右ページは全体を使って図や表
で構成されているため、学習内
容をイメージしやすく、興味・
関心を高めることや理解の深ま
りに繋げやすい。また、簡潔で
平易な文章を用いてわかりやす
く解説されている。分量も適切
である。

表記されている文字や図が全体
的に大きく、読みやすい。
多くの教科書に掲載されてい
る、キャラクターが解説するよ
うな、余計な図がないため、見
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
取り組ませやすい文章表現であ
り、理解させやすい表記となっ
ている。

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。

視覚的にやさしい色合いで、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 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 Ｂ５ 3

コミュニケーション、メディ
ア、表現をはじめ面接や電子
メールの書き方等高校生にとっ
て実践的なテーマが多く取り上
げられている。

ウォーミングアップや言葉遊び
といった楽しみながら学べる内
容から始まり、段階を踏んで生
徒が学習に取り組める内容に
なっている。

章ごとの色分けがカラフルで、
目で見てわかりやすく、楽しみ
ながら学べる工夫がされてい
る。

国語 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版 Ｂ５ 3

各章についてのコラム、読み物
が多く掲載されている。生徒が
楽しみながら読み、自身の表現
活動の参考とすることができ
る。

巻頭に学習内容の索引がついて
おり、日常での表現活動で、ヒ
ントとして活用できる工夫がさ
れている。

色使い等はシンプルだが学習の
ポイントがはっきりとわかりや
すく表記されている。

国語 183 第一 国表 308
高等学校　改訂版　国語表
現

Ｂ５ 3

段階を踏んだ学習内容で、取り
組みやすい工夫がされている。
文章を書く上での基礎的な事項
も多く、生徒に小論文を書く力
を身に付けさせる上での一助と
なる。

実践課題が各章に設けられてお
り、学んだ事項の理解を深める
ことができる。

写真等挿絵が多く、生徒の興味
を引き付けられる。

国語 2 東書 現Ａ 306 現代文Ａ Ａ５ 4

文学では近代小説のほか詩歌が
取り上げられており、多様な
テーマの文章を学習することが
できる。随筆、評論では現代の
筆者による身近なテーマの文章
が取り上げられている。

大きく「小説・詩歌編」と「随
想・評論編」に分かれており、
生徒の実態に応じた学習が進め
られるようになっている。

高校生の生活感覚に近いテーマ
の文章が積極的に取り上げられ
ている。写真も見やすく、脚問
も丁寧に施されている。

○ 国語 50 大修館 現Ａ 308 現代文Ａ 改訂版 Ａ５ 4

文学史上重要度の高い著者か
ら、現代で人気の高い著者ま
で、生徒に一度は読ませたい作
品が多く収録されている。

随筆、評論編はテーマに沿って
さらに細分化されており、生徒
に学習テーマを意識させる上で
有効である。

作品に添えられた写真が大きく
閲覧しやすい。学習のポイント
がカラーで本文に添えられてお
り、生徒の注意を惹く。

国語 183 第一 現Ａ 307
高等学校　改訂版　新編現
代文Ａ

Ａ５ 4

評論、随筆作品は生徒にとって
身近で取り組みやすいものが多
い。「社会」や「コミュニケー
ション」といったテーマを主と
しており、高校生に読み考えさ
せたい内容となっている。

巻頭に小説作家の紹介、巻末に
現代文参考図録が付録され、読
書への関心を高めることができ
る。

巻末ページはフルカラーで、写
真やイラストが豊富に掲載され
ている。文章の世界を視覚から
楽しむ工夫がされている。

〇
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
方が明瞭簡潔である。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

46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ ＡＢ 3

生徒に身近な視点や日本史との
関連、近現代史の流れが理解で
きる内容が充実している。

1項目１見開き構成で、前近代史
と近現代史が充分かつバランス
よく掲載されている。また、各
章の冒頭に学習する時代の全体
像が載っているため、スムーズ
な世界史学習が期待できる。

写真や資料が大きく掲載されて
おり、視覚的に理解しやすく
なっている。また、歴史事象の
因果関係が平易な文で充分に記
述されている。

地理
歴史

81 山川 世Ａ 318 要説世界史　改訂版 Ｂ５ 3

全体の構成が近代・現代の歴史
に重点を置きながらも、それ以
前の内容も必要最低限記述され
ており、歴史的知識を得ながら
主体的に世界史学習に取り組め
る工夫が見られる。

学習の目的を明確にする問いか
けや、図版を手がかりに歴史を
掘り下げるコラムがあり、主題
学習といった生徒の興味・関心
を引くような工夫が見られる。

平易な文章で書かれており、図
版や写真を多用し、世界史の流
れが理解できるような工夫が見
られる。また、ふりがなや側注
などが必要かつ十分に配置され
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 4

日本と諸外国との国際問題や課
題に関連した内容が適切に取り
上げられ、興味を持って学習で
きる内容となっている。

歴史学習を進める上で、その見
方や考え方を引き出せる内容・
構成になっている。ポイントが
明確に示されている。

写真や図版、グラフや注釈など
が各所に配置、掲載されてい
て、生徒の学習喚起を引き出す
ことができる。

地理
歴史

35 清水 日Ａ 310
高等学校　日本史Ａ　新訂
版

Ｂ５ 4

本文内容は豊富な資料や画像と
関連付けられ、分かりやすく記
述されている。歴史の諸事項も
その選択内容は適切になってい
る。

章ごとに目標が定められてい
て、達成度を確認する上で良い
構成となっている。学習の深み
を考察させるコラム的な表記も
あり、関心の喚起につながって
いる。

理解度に応じた表記は生徒の興
味や関心を引きつけ、同時に写
真や画像も大きく見やすくなっ
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

生徒が課題を考え、それに基づ
いて学習に取り組むことができ
るような内容になっている。ま
た、注釈なども適切に配置され
ている。

生徒が感じる疑問点や課題を歴
史を学習する上で感じさせ、現
代にいたるまでの流れを見直さ
せる学習活動ができ、適切な構
成と分量になっている。

図示する画像やグラフも大きく
なっている。章の内容に即した
ものが適切に配置されている。

○ 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
取り上げており、図式化するこ
とで，理解しやすいものとなっ
ている。

節ごとに学習のねらいが平易な
内容で記載されており、学習の
見通しが立てやすい。練習問題
の量が多く、基本的な問題を反
復練習することができる。

例では，問題を解く際の留意す
べき点が確認できるように、解
法のポイントを青字
で示されるなど、ユニバーサル
デザインに配慮されている。

数学 61 啓林館 数Ⅱ 326 新編　数学Ⅱ改訂版 Ａ５ 4

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興味関心を
高めることができる。

例と問、例題と練習が一対一に
対応されている構成となってい
る。問・章末問題等，基礎・基
本の定着に充分な分量である。

本文と例、例題を見開きにまと
めるなどして学習しやすいよう
になっている。また、節のはじ
めなどの内容の導入ページでは
説明を簡潔な表現にまとめてい
る。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和５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５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 183 第一 数Ⅱ 334 新編数学Ⅱ Ａ５ 4

どの内容の説明も図による解説
が多く、視覚的に理解しやすく
なっている。また、弧度法やlog
に慣れるために練習問題の充実
などの配慮がなされている。

用いる技能に応じて、例題・練
習問題を分けるなど学習しやす
い構成になっている。練習量の
確保が必要な内容については、
巻末にも問題を補充するなどの
工夫がある。

問題の解法を平易な表現で示し
てある。全体的に落ち着いた色
合いで見やすい紙面となってい
る。

○ 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
を載せるなど理解を深める工夫
がされている。

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。

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、
具体的なイメージを持って学習
に取り組むことができるように
配慮されている。

数学 61 啓林館 数Ａ 326 新編　数学A改訂版 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、例題と練習が一対一に
対応されている。また、「図形
の性質」については求値問題を
中心に構成となっており、数学
が得意ではない生徒でも対応し
やすい。

解説の色遣いや図の位置を工夫
し、本文と図が一体となって理
解できるように配慮されてい
る。

数学 183 第一 数Ａ 334 新編数学Ａ Ａ５ 3

学習内容が細分化されている。
また、樹形図や素因数分解、作
図など中学校の既習事項の再確
認することで、その後の学習が
スムーズになるよう配慮されて
いる。

計算が平易なものを扱うことで
本質部分の理解に集中できるよ
うな構成になっている。練習問
題の量が多く、基本的な問題を
反復練習することができる。

計算方法の図解化などの工夫が
あり、理解しやすいようになっ
ている。全体的に落ち着いた色
合いで見やすい紙面となってい
る。

○ 数学 2 東書 数Ｂ 318 新数学Ｂ Ｂ５ 3

重要かつ基本的な内容を確実に
取り扱っている。理解が難しい
公式の取り扱いは参考のみにす
るなどの配慮も見られる。

節ごとに学習のねらいが平易な
内容で記載されており、学習の
見通しが立てやすい。練習問題
の量が多く、基本的な問題を反
復練習することができる。

数式部分は、大きめの書体を使
用したり、例や例題の区切りが
わかるようなデザインになって
いたりとユニバーサルデザイン
に配慮されている。

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
対応されている構成となってお
り、数学が苦手な生徒でも対応
しやすい。問、章末問題等、基
礎・基本の定着に充分な分量で
ある。

本文をイメージできる図式を用
いることで、内容を視覚的に理
解できるようにしている。

数学 183 第一 数Ｂ 332 新編数学Ｂ Ａ５ 3

学習内容が細分化されている。
解説も丁寧にされており、ベク
トルやΣの意味が無理なく理解
できるような内容になってい
る。

計算が平易なものを扱うことで
本質部分の理解に集中できるよ
うな構成になっている。練習問
題の量が多く、基本的な問題を
反復練習することができる。

例題には，問題を解くための要
点を示す「ガイド」があり、学
習させやすいような配慮がなさ
れている。全体的に落ち着いた
色合いで見やすい紙面となって
いる。

理科 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。

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。

○ 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、
ユニバーサルデザインに配慮さ
れている。

○ 理科 183 第一 化基 322
高等学校　改訂　新化学基
礎

Ｂ５ 3

重要な学習事項をもれなく取り
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
味関心をもたらせやすい。

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 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。
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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。

○ 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。

○ 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、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、一つの流れになるよう
にまとめられている。

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

活字は鮮明で読みやすい大き
さ・書体である。写真・図版も
鮮明で効果的である。

○ 芸術 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ Ａ４ 4

短時間や長時間の題材に対応し
ており、生徒の実態や年間指導
計画に合わせて多彩な授業展開
を行いやすい内容となってい
る。

題材のページでは、学びの視点
が明確に示されており、授業の
目的・ねらいが生徒に伝わりや
すい構成になっている。

作品の見方や感じ方、考え方と
いった学びの視点を簡潔な文章
で示されていたり、ねらいを分
かりやすく短い言葉で示すなど
工夫されている。

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 38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ
Ａ４
変型

4

中学校までに学習した内容が、
図版を用いて解説されており中
学校国語科書写からの円滑な接
続が図られるとともに、学習の
見通しが持てるようになってい
る。

「漢字の書」と「仮名の書」の
構成は、「文字の造形を学ぶ→
構成を学ぶ→創作する」とい
う、わかりやすく段階的な学習
展開で構成されている。

分かりにくい筆使いや字形につ
いて、写真で示したりや図解し
たりして、視覚的にも理解しや
すくなっている。

〇
外国
語

15 三省堂 コⅡ 333
VISTA
English Communication Ⅱ
New Edition

Ｂ５ 3

難易度の高い文法事項等がわか
りやすく示されており、探究的
な学習を行うのに適切である。

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
見やすく調べ学習に適してい
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・表現が平易である。

外国
語

104 数研 コⅡ 342
Revised COMET
English Communication Ⅱ

Ｂ５ 3

穴埋めをしたり質問に答えたり
自分の考えを発信したりするこ
とで、より深い理解をすすめる
のに適した内容である。

各レッスンが写真から始まる構
成となっており、見やすい。左
右のページを効果的に使ってい
る装丁である。

学習を進めるための手順が簡潔
に説明されており、表記・表現
の仕方が簡潔である。

外国
語

183 第一 コⅡ 349
Vivid
English CommunicationⅡ
NEW EDITION

Ｂ５
変型

3

誰もが知っている人物、食べ
物、動物、自然等が題材となっ
ており、身近で親しみをもって
学習するのに適した内容であ
る。

目標が掲げられており、何を目
標にすれば良いかがわかりやす
い構成である。写真やグラフを
効果的に配置した装丁となって
いる。

文章全体の展開を理解するには
どうしたらよいかと言った視点
など、説明の表現が的確であ
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。

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
り内容を分かりやすくする効果
がある。
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〇 情報 183 第一 社情 318
高等学校　改訂版　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。

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。

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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国語 2 東書 現国 701 新編現代の国語 Ａ５ 1

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付け
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 1

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
ニバーサルデザインフォントを
使用している。

○ 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、
実用的な文章をバランスよく取
り上げている。

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。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 1

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 1

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
材が多く採録され、言語活動の
内容も多様である。

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
のに適切である。

理解を深めるのに適切な手引き
や脚問となっている。

国語 2 東書 言文 701 新編言語文化 Ａ５ 2

教材は、幅広いテーマからバラ
ンスよく採録されており、かつ
精選されている。また、「言語
文化」にふさわしい基本的な教
材が採録されており、「総合的
な国語力」を培うのに適した教
科書である。

現代文編、古文編、漢文編と
も、短くて親しみやすい教材が
取り上げられており、生徒が意
欲的に取り組み、国語の力が確
実に身に付くように工夫されて
いる。また、分量も適切であ
る。

活字は鮮明で見やすく、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。

国語 50 大修館 言文 705 言語文化 Ａ５ 2

上代から近現代までの言語文化
の中から学習に適した教材を選
定し、適切な学習活動と学習課
題が設定されており、丁寧に教
材化されている。

「現代文編」「古文編」「漢文
編」の３部構成で、各教材の内
容・分量のバランスがよく、生
徒の実態に即したものになって
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
ニバーサルデザインフォントを
用いている。

○ 国語 50 大修館 言文 706 新編　言語文化 Ｂ５ 2

主体的・対話的で深い学びを通
して、生涯にわたる社会生活に
必要な国語の知識や技能を身に
付け、我が国の言語文化に対す
る理解を深める学習を行うのに
適している。

「現代文編」「古文編」「漢文
編」の３部構成で、それぞれ易
から難の順に教材が配列され、
無理なく、生徒の学習のステッ
プに沿った構成となっている。

写真や図版が豊富に収録されて
いて、生徒の学習意欲を高める
ための配慮がされており、内容
を理解させるために効果的であ
る。

国語 117 明治 言文 711 精選　言語文化 Ａ５ 2

各分野で基礎力を固めるのに最
適な教材が厳選されており、こ
れまで学習したことを振り返り
ながら、我が国の言語文化につ
いての学習を行うのに適してい
る。

古文編・漢文編・近現代文編で
は、比較的学びやすい教材から
難易度の高い教材へと配置さ
れ、教材同士の関連性にも工夫
がある。

脚注や系図・地図、手引きや時
代区分、脚問などが適宜掲げら
れていて効果的である。

国語 143 筑摩 言文 712 言語文化 Ａ５ 2

言葉の特徴や使い方や我が国の
言語文化に関する知識・技能や
言葉の特徴や使い方が身に付く
古文・漢文教材や近代以降の文
学的な文章と、言語活動が充実
している。

教材収録本数が多く、分野も多
岐にわたり、教材選択の幅が広
い。また、教材ごとに「視点」
が示され、生徒の学習の見通し
がたつように工夫されている。

脚注や系図・地図、手引きや時
代区分、脚問などが適宜掲げら
れていて効果的である。

国語 183 第一 言文 714 高等学校　精選言語文化 Ａ５ 2

古文・漢文については、多様な
ジャンルの教材として精選され
た古典作品が採録されており、
いずれも基礎学力の定着に適し
ている。また、「言語活動」と
して、現代文・古文・漢文それ
ぞれに取り組みやすい課題が適
宜設定されており、自発的・発
展的な学習を進めるのに適して
いる。

日本文学編・漢文学編は、ジャ
ンル別の単元構成を基本にして
いる。

脚注・脚問番号や図版内の数字
フォントに、視認性が高く、誤
認しにくいユニバーサルデザイ
ンフォントが使われている。

国語 183 第一 言文 715 高等学校　標準言語文化 Ａ５ 2

近代以降の小説・韻文について
は、親しみやすく主体的に取り
組むことができる教材が採録さ
れている。古典については文法
事項が「古文を読むために」
「漢文を読むために」でまとめ
られており、指導しやすい。

近現代の日本文学は小説・韻
文・伝統文化に関する文章、古
文は入門教材・説話・随筆・物
語・韻文、漢文は入門教材・漢
詩・史伝・思想がバランスよく
採録されている。

写真を含め、印刷が鮮明であ
る。また、カラー写真・カラー
図版が豊富で、学習意欲を喚起
することができる。

国語 183 第一 言文 716 高等学校　新編言語文化 Ｂ５ 2

現代文については、生徒にとっ
て親しみやすく、主体的に取り
組むことができる教材が多く採
録されている。古典について
は、主要なジャンルの教材が古
典として価値のあるものに精選
されて採録されており、いずれ
も基礎学力の定着に適してい
る。

教材の難易や長短に違いがあ
り、発達段階に応じた使用が可
能である。

Ｂ５判で文字や写真が見やす
い。また、カラー写真・カラー
図版が豊富で、学習意欲を喚起
することができる。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和５年度使用教科用図書調査結果報告書
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78



番号 略称 記号 番号
構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和５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）
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 地総 701 地理総合 ＡＢ 2

基礎・基本を重視し、地域の内
容を網羅して、ＳＤＧｓの観点
も導入されている。

主体的・対話的で深い学びの実
践ができる資料や、系統地理に
つながる内容構成となってい
る。

見開きページが１つのテーマと
して完結している。「GIS」の演
習も工夫されており、取り組ま
せやすい。

地理
歴史

7 実教 地総 702 地理総合 ＡＢ 2

主体的・対話的深い学び学習の
実践に適切である。系統地理を
意識しながら地誌の授業を展開
することができる。歴史的な根
拠に基づいて、地理の学習に確
実な知識を定着させることがで
きる内容となっている。

地誌分野における国際理解を
テーマにした構成が豊富であ
る。「透過シート」を使用する
ことにより、GISの分析機能を体
験でき、調べ学習に適してい
る。

思考力、判断力、表現力の養成
のために、多角的・多面的な考
察ができる表記となっている。
資料・写真が豊富である。

地理
歴史

130 二宮 地総 705
わたしたちの地理総合　世
界から日本へ

ＡＢ 2

主題にそって、探究的な学習を
行うのに適している。世界の異
文化との共生や地球規模で広が
る課題について、学習が展開で
きる。

世界的視野で大観する学習と代
表的な地域事例の学習のバラン
スを組合せて構成している。分
量・装丁も適切である。

学習テーマにそった写真を多数
網羅し、色彩豊かな表記となっ
ている。学習意欲を高める資料
が網羅されている。

○
地理
歴史

46 帝国 地総 707 高校生の地理総合 ＡＢ 2

生活文化・地球的課題・防災・
地図とGISの内容となっている。
基礎・基本をおさえながらも、
事例が充実しているので、アク
ティブラーニングにも適してい
る。

事例のイラストマップや写真資
料が豊富である。身近な話題か
ら地球的課題までを扱ってい
る。豊富な分量である。

テーマに対して、導入課題が設
定されているため、探究的学習
に適している。写真・資料が多
く、色彩が豊かである。

地理
歴史

2 東書 地図 701 新高等地図 Ａ４ 2

基礎・基本を重視した一般図と
主題図になっている。自然環境
図・領域図・一般図の「三連
図」で主体的な学習を可能とし
ている。

情報が精選され、ワイドな紙面
によって、記号も大きく、探究
学習に適している。災害をはじ
め、日本における過去の地形図
との比較を示し、防災教育にも
役立つ。

統計資料は、色彩豊かで精選さ
れているので、多面的な学習理
解へとつながる。自然環境図
は、自然の特徴を大観できる。

地理
歴史

130 二宮 地図 704 高等地図帳 Ｂ５ 2

地図の見方・考え方を養うた
め、一般図が豊富な内容となっ
ている。日本の国土に対する興
味・関心をもたせることがで
き、都市部での国土の利用や災
害について多面的に考察でき
る。

広域図や拡大図を用いて、さま
ざまな視点から世界および日本
を理解させることができる構成
となっている。資料図について
は、分野別の構成で資料が厳選
されている。

授業でテーマとなる項目が、地
図帳の中に網羅されており、探
究的な学習を行うのに適してい
る。写真や図版を用いて、地図
の基本を丁寧に解説している。

○
地理
歴史

130 二宮 地図 705 詳解現代地図　最新版 ＡＢ 2

基礎から発展までの統計地図や
分布図などの資料図が豊富であ
る。広域図や拡大図によって、
地域の特色がわかり国際理解に
つながる。

地域をとらえるために、世界地
図・産業地図・資料図と三段階
の構成になっている。テーマに
応じた豊富な分量となってい
る。

地図・グラフ・写真・模式図な
ど多彩な表現を用いている。話
題のある地域は、拡大図と資料
図で多角的・多面的な表記と
なっている。

地理
歴史

130 二宮 地図 706 基本地図帳 Ａ４ 2

ビジュアルを中心とした内容で
ある。資料図や統計が写真との
組合せになっており、基礎・基
本の定着に結びつく内容となっ
ている。

基礎知識・世界地図・日本地
図・資料図の４部構成になって
いる。地域のつながりを重要視
している。

色彩特性のある生徒も含め、基
礎・基本の地名が見やすい表記
となっている。宗教・衣食住な
どの国際理解や防災について、
理解しやすい表記となってい
る。

公民 7 実教 公共 704 公共 Ｂ５ 1

基礎基本が分かりやすくまとめ
られている。また、身近な話題
や社会問題などをトピック的に
取り上げており、理解を助ける
内容となっている。

各事項の配置のバランスがよ
く、全体として無理のない分量
である。

地図の描画・地形図・写真の読
み取りなどが丁寧に扱われてい
る。

○ 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 710 高等学校　公共 Ｂ５ 1

各テーマの導入から、内容の柱
が明記されており、その柱をわ
かりやすく多面的な資料ととも
に、丁寧な解説がある。思考力
を深める内容となっている。

基礎・基本を大切にしながら
も、さらに発展的な構成となっ
ている。豊富な分量のため多角
的な視点でとらえることができ
る。

図・表・写真など多岐にわたる
資料がわかりやすく表記されて
いる。テーマに即した特集ペー
ジもあり、さらに深めた表現と
なっている。

○ 数学 2 東書 数Ⅰ 704 新数学Ⅰ Ｂ５ 1

巻頭に中学までの計算の復習が
できるようになっており、生徒
の実態に応じた指導ができる点
が魅力的である。また、思考力
を育成する問いかけが用意され
ており、子どもが考えるきっか
けを作ることができる点もよ
い。

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。

重要事項や公式のまとめなどの
記述が明瞭に記述されているの
で理解しやすい。また、図形的
な分野や式変形の経過も適度に
色刷りを用いて説明されてお
り、要点の把握が容易になって
いる。

○ 数学 数Ⅰ 705 新数学Ⅰ　解答編 Ｂ５ 1

巻頭に中学までの計算の復習が
できるようになっており、生徒
の実態に応じた指導ができる点
が魅力的である。また、思考力
を育成する問いかけが用意され
ており、子どもが考えるきっか
けを作ることができる点もよ
い。

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。

重要事項や公式のまとめなどの
記述が明瞭に記述されているの
で理解しやすい。また、図形的
な分野や式変形の経過も適度に
色刷りを用いて説明されてお
り、要点の把握が容易になって
いる。

数学 7 実教 数Ⅰ 708 高校数学Ⅰ Ｂ５ 1

中学までに学ぶ問題が配置され
ており、高校で新たに学びやす
い内容となっている。また、ド
リルアプリが用意されており、
端末を使った学習にも適してい
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
瞭である。学習内容ごとの例題
や問も理解を深めるために適切
な分量が配置されている。

色刷りの部分や図説が適切であ
り、用いる部分と押さえる部分
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。

79



番号 略称 記号 番号
構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和５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）
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 104 数研 数Ⅰ 716 新　高校の数学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。

文字の大きさや分量について、
Ｂ５判の利点を生かして要点を
コンパクトにまとめられてい
る。例題の計算式の導き方も簡
潔かつ丁寧である。理解させに
くい計算は説明を工夫して平易
になっている。

公式や要点の部分の囲みも明瞭
である。また、図解も丁寧で色
の使い方も適切である。

理科 2 東書 科人 701 科学と人間生活
Ｂ５
変型

1

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
野で基本的概念が指導できるよ
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
しやすい構成である。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・実験の二次元コードコン
テンツがふんだんに取り込まれ
ているため、ICTを活用して授業
の内容を十分に補充できる。

理科 61 啓林館 科人 703 高等学校　科学と人間生活 Ｂ５ 1

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指
導できるように記述してある。
二次元コードのコンテンツが各
単元にあり、ICTを活用しながら
生徒の興味・関心を引く授業を
進められる内容になっている。

各テ－マに沿った簡単な観察・
実験などを扱っている。

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二次元コー
ド等で導入の為のコンテンツが
用意されており、ICTを活用して
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。

１テ－マが見開き２ぺ－ジでま
とめられており、学習を進めや
すいようになっている。また、
各テ－マの内容を空所補充形式
で反復学習させることができ
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。

○
保健
体育

50 大修館 保体 701 現代高等保健体育改訂版 Ｂ５ 1

内容の分量が適切であり、特設
ページが多い。また、図版等が
カラーであることにより、生徒
は視覚での理解がしやすい。

見開きでひとつの項目で、内容
の構成が適切である。資料の種
類が豊富で、キーワードが明示
されているため指導しやすい。

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。また、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

1

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 1

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。

全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。

保健
体育

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、生徒に主体的に取り組ませ
ることができる。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取り組ま
せることができる。

４ページ構成になっており、内
容とバランスもよく、より深い
学習へ導く工夫がみられる。

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
学ばせやすい。

外国
語

2 東書 ＣⅠ 701
All Aboard!
English Communication Ⅰ

Ｂ５ 1

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。国
内外の人権、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。

本文要約完成やイラストを使っ
たリスニング練習を重ねること
で生徒自らが考え、発信できる
ような工夫がなされている。イ
ラストや写真が鮮やかで、内容
と関連づけて考えやすい装丁と
なっている。

各レッスンで学ぶ文法事項が
はっきり理解できるように、
ターゲットが明確に表記されて
いる。初見の単語や表現にカタ
カナをつけ、生徒自身が即時に
発音、発話できるようにしてい
る。

○
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。生徒の主体的な学び
に重きをおいている。

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、発展的学習
にも適切である。装丁も見やす
くきれいである。発表や、やり
取り、オンライン学習時にも便
利な構成となっている。

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。ユニ
バーサルデザインフォントを採
用しているので一見して読みや
すい。二次元コードを利用し
て、探究的な学習が可能であ
る。

外国
語

50 大修館 ＣⅠ 711
PANORAMA English
Communication Ⅰ

Ｂ５ 1

生徒の日常生活に特化したト
ピックを様々な角度から切り込
んでいる。最終的には生徒自身
の問題として意見や考えを深化
させて発表とやり取りができる
よう配置されている。

フローチャートやイラストが効
果的に配置されている。スピー
チやディスカッションを行う際
に必要な論理的思考の整理がで
きる。また、二次元コードを利
用して自宅でも十分に単語の発
音練習ができる。

日本語での十分な説明の後は、
実際に使用される英語の表現や
文章が数多く取り上げられてい
る。比較的高度な表現を用いて
おり、豊かな表現活動ができる
ようにしている。

○ 家庭 6 教図 家基 702 未来へつなぐ　家庭基礎365 ＡＢ 2

定時制の家庭科学習の導入とし
て成長の基礎的な学習から学べ
るように、学習課程が編集され
ており、模式図や乳児の等身大
の写真をはじめ豊富な図版が大
きく、理解しやすい内容となっ
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明確に表現
されており、把握しやすく、語
句などの説明なども理解しやす
いつくりと構成になっている。

高校生のキャラクターを設定
し、家族などの領域がより学習
しやすく表現されていて文字の
大きさも比較的大きく見やすく
表現されている。

家庭 6 教図 家基 703
家庭基礎　つながる暮らし
共に創る未来

Ｂ５ 2

一人一人が日常生活の中で必要
とされる力を身に付けるための
内容が含まれており、資料や統
計を読み解いた内容になってい
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
も適正ではあるが、もう少し身
近なものが提示されているとよ
い。

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。
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【第１部】　令和５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）
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

家庭 7 実教 家基 705
家庭基礎　気づく力　築く
未来

ＡＢ 2

ＳＤＧｓに即した学習に特化し
ており、生活していく上で必要
な基礎的知識・技能の習得を基
本に、ステップアップさせた内
容で実践的・応用的に学べる内
容となっている。各領域共に発
展的な内容も含まれているた
め、より深く学習するための内
容も充実している。

簡潔な文章や図・資料を多く用
いて分かりやすく構成され、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
ため理解しやすい。

調理実習や実験学習の資料など
生徒が読みやすく、分かりやす
い記述がされており、イラスト
や写真、グラフを使用し生徒の
興味・関心を引きだす工夫がさ
れているため、生徒一人一人が
学ぼうとする意欲が湧くような
表現になっている。

○ 工業 7 実教 工業 701 工業技術基礎 Ｂ５ 1工

工業全般に関わる基礎・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分か
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を用いた装
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。

○ 工業 7 実教 工業 718 工業情報数理 Ｂ５ ２機

プログラミング言語がC言語と
BASICの両方に対応している。誤
差といった基本的な内容から、
モンテカルロ法等、高度な内容
まで、広範囲にわたって網羅さ
れている。

例題、問題、プログラム例が図
を使って示されている。字が小
さく、分量が多いため、基礎学
力がある生徒向けである。

カラーページが多く、図やイラ
ストを用いて、図解的に分かり
やすいように解説されている。

工業 7 実教 工業 719 精選工業情報数理 Ｂ５ ２機

プログラミング言語がBASICのみ
で初心者向けの内容となってい
る。高度な内容を省き、誤差
や、配列の使い方等、必要なこ
とに厳選されて絞られている。

図やイラスト等が多く使われて
いて、考える校正も例題、解
説、説明の図、問題の順で作ら
れており、分かりやすい。文字
サイズが大きく、分量は選りす
ぐられていて適切である。

カラーで色分けされていて、非
常に見やすい。紙に余白なく文
字が書かれているわけではない
ので、生徒が読み取りやすい紙
面となっている。

工業 154 オーム 工業 723 工業情報数理 Ｂ５ ２機

情報技術基礎について、具体的
な事例が多く用いられている。
理解しやすい構成になってい
る。プログラミング言語はCが用
いられている。

パソコン操作や利用方法が身に
つくように図などを多く取り入
れ解説され、ＩＣＴ活用にも対
応している。

写真や図が多く、視覚的に理解
できるように工夫してある。簡
潔に書かれていて分かりやす
い。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
分かる。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 7 709 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。

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を用
いた装丁である。

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 1電

直流回路や電流と磁気、静電気
の内容について基礎・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
解説が理解させやすい構成と
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 工業 721 電気回路２ Ｂ５ 1電

交流回路や三相交流、電気計測
の内容について基礎・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
解説が理解させやすい構成と
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させや
すい。

工業 7 実教 工業 722 精選電気回路 Ｂ５ 1電

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、生徒に分かりやすいように
構成されている。

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、生徒に分かりやすいよう
な表現で書かれている。

工業 154 オーム 工業 724 電気回路１ Ｂ５ 1電

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生徒に
分かりやすい表現で書かれてい
る。

工業 工業 725 電気回路２ Ｂ５ 1電

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、学習させ
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
きるよう、生徒に分かりやすい
表現で書かれている。

○ 工業 174 コロナ 工業 726 わかりやすい電気回路 Ｂ５ 1電

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
や写真を用いて生徒が分かりや
すいように構成されている。

図やイラストを多彩に用いて解
説しており、見やすく生徒に分
かりやすい表現で書かれてい
る。
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工業 174 コロナ 工業 727 電気回路（上） Ｂ５ 1電

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 工業 728 電気回路（下） Ｂ５ 1電

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
生徒に分かりやすい構成となっ
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、生徒に分かりやすい表現
で書かれている。

○ 商業 7 実教 商業 701 ビジネス基礎 Ｂ５ 1商

簡潔に内容が整理されている。
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
されており、生徒が飽きない工
夫がされている。

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。ビジネスの内容を連想させ
る写真も多く、図を示しながら
理解を深めやすい構成になって
いる。

色使いが鮮やかで、字が大き
く、読みやすい。また、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
コラムの表示が分かりやすいな
ど、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商

用語の解説が細かく丁寧であ
る。情報量が多く、より知識を
深める内容になっている。ビジ
ネス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い
る。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、分かりやすい
表現で説明されている。表は行
ごとに色分けされており、図な
ども見やすくなっている。

商業 234 ＴＡＣ 商業 703 ビジネス基礎
Ｂ５

1商

「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。より現
場に近い内容を知ることができ
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よい。
分量も適量で、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
のかが生徒に分かりやすいよう
に示されている。章ごとにペー
ジの色を変え、重要用語とその
説明が一目で分かるように下線
と太字表示になっている。

商業 7 実教 商業 708 高校簿記 Ｂ５ 2商

初学習者が段階を踏んで学習で
きる内容となっている。適切に
単元が割り振られ、生徒に理解
させやすいように分かりやすい
解説となっている。サイクル学
習方式で簿記の流れが一通り身
に付けられるような工夫があ
る。

各単元の解説が適切で、理解さ
せやすい。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、視覚的に理解しやす
い。「学習内容→例→類題プリ
ント」で演習に取り組める構成
も使い勝手がよい。

会計ソフトウェアの学習が新し
く追加され記帳や決算の簡略化
などが図られている。そのた
め、詳細な解説についての記載
が少ない。配色についてはよく
工夫されていて全体的に明るく
読みやすい。

○ 商業 7 実教 商業 709 新簿記 Ｂ５ 2商

解説が平易であり読みやすく初
学習者が理解しやすい。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確
認しながら学習できる。

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り、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く学
習時に便利である。

商業 190 東法 商業 710 簿記 Ｂ５ 2商

簿記の基礎から応用まで体系的
にまとめられている。単元の区
切りが適切で記述も平易であ
る。生徒に理解させるのに適切
な内容となっている。

各単元にイラストや帳簿の記入
例などが適切に配置されてお
り、生徒が理解しやすい。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活
用できる。分量は多い。

文章・イラスト・帳簿の記入例
などがバランスよく配置されて
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
なっており興味・関心を高めや
すい。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 2商

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」を考えさせ生徒
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
し自主的学習時に理解を補助す
る配慮がされている。

学習内容が見開きで完結するよ
うな構成で読みやすく活用しや
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、学
習者が視覚的なイメージを持て
る。分量は少ない。

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が設定さ
れており確認作業が容易であ
る。

商業 234 ＴＡＣ 商業 713 簿記 Ｂ５ 2商

簿記全体を俯瞰して考えられる
ように、簿記一巡の学習から全
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学習者が
明確に理解できる工夫がされて
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、単元で
学習した取引の仕訳がまとめら
れている。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全ての仕訳
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、財務諸表と勘定科
目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 2商

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がし
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
量は多目だが、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、説明が
シンプルで分かりやすい表現と
なっている。

商業 7 実教 商業 716
情報処理　Prologue　of
Computer

Ｂ５ 2商

基礎・基本を重視しながらも、
内容は幅広く記載されている。
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
理解しやすい表現となってい
る。
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構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和５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）
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 2商

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
動を想定しての説明や例題が多
いので、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
構成となっている。

理解を促進するイラストを豊富
に使用した表記である。
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番号 略称 記号 番号

国語 17 教出 国表 306 国語表現　改訂版 Ｂ５ 4商

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、読みやす
い。小単元毎に見開きで発展す
る構成は分かりやすい。

字が大きくはっきりしていて読
みやすい。見出しが色分けされ
分かりやすい。

○ 国語 50 大修館 国表 307 国語表現　改訂版 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。

表現について抵抗感のある生徒
に対し、基礎的な国語の知識を
段階的に身に付けることができ
るよう配慮されている。

写真やイラスト、図が豊富に収
録されており、生徒の学習意欲
を喚起し、内容の理解を助ける
ために効果的である。また、カ
ラーを効果的に用いており、印
刷も鮮明である。

国語 183 第一 国表 308
高等学校　改訂版　国語表
現

Ｂ５ 4商

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。

○ 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
習させやすくなっている。「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
説作品は多くない。装丁は落ち
着いた色になっており、版も大
きく実用度を考慮したものと
なっている。

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

国語 50 大修館 現Ａ 308 現代文Ａ 改訂版 Ａ５ ４工

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。

全体が「ことばと社会―随想・
評論」と「ことばと文学―小
説・詩歌」の2部構成となってお
り、文章の形態を意識して学習
することができる。

写真やイラスト、地図が豊富に
収録されており、生徒の学習意
欲を喚起し、内容の理解を助け
るために効果的である。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 現Ａ 307
高等学校　改訂版　新編現
代文Ａ

Ａ５ ４工

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。

分量は各分野ともに充実してい
る。

作品に関する写真が多く掲載さ
れている。活字が大きく行間が
広いため、生徒が学習を行うの
に適切である。

国語 15 三省堂 現Ｂ 323 高等学校現代文Ｂ　改訂版 Ａ５ ３商

全体を通して，「読むこと」を
中心として総合的な言語能力を
育成する適切な内容であり，学
習指導要領の教科の目標を達成
することができる。

１部・２部の二部構成となって
おり，評論・小説・随想・詩歌
のジャンルがバランスよく収録
されていて、多様かつ柔軟な指
導が実現でき，２か年での履修
にも対応している。

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

○ 国語 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 ３商

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いて、学習
させやすい。

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、
わかりやすい。

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
設問の内容が理解を深められる
よう配慮されている。

地理
歴史

7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版 Ｂ５ 3

内容がバランス良く配置されて
いる。興味を引くような様々な
歴史的事象やコラムが多く入っ
ている。

バランスのよい章立てとなって
おり、分量も適切である。

地図・写真・図版とも生徒の理
解を助けるものとなっている。

地理
歴史

35 清水 世Ａ 313
高等学校　世界史Ａ　新訂
版

Ｂ５ 3

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 4

歴史の因果関係を捉え、きめ細
やかな内容となっている。現代
の視点から過去を考察すること
により、未来を考える視点が盛
り込まれている。

世界からその時代の日本をみた
視点としての構成となってい
る。分量も豊富で、その時代の
社会事象を網羅し、探究的学習
ができる。

資料・写真が豊富である。アジ
ア・太平洋戦争に関する表記が
丁寧である。コラムも興味・関
心が深い。

地理
歴史

7 実教 日Ａ 309 高校日本史Ａ　新訂版 Ｂ５ 4

史実に基づき、多面的・多角的
な内容となっており、基礎・基
本を大事にしながら、探究的な
学習を行うことができる。「な
ぜか」というテーマ学習の中に
的確な説明があり、アクティブ
ラーニングに応用できる。

大きなテーマの中に細分化され
た項目があり、歴史の因果関係
を的確に述べた構成となってい
る。分量も適量であり、装丁も
しっかりしている。

図や写真が網羅され、歴史の中
で生きぬいた人物の紹介を工夫
している。史実の「歴史のま
ど」は、本文において導入の役
割になっており、思考力の向上
につながる。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和５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５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

国際化社会の中での歴史認識を
正確に捉えており、探究学習に
適している。歴史の因果関係を
とらえており、その時代に生き
た人物の考えを丁寧に説明して
いる。

近現代史以前の内容が導入とし
て網羅されている。コラムや歴
史のエピソードが豊富である。

その時代背景に即した、写真や
資料のが掲載されており、調べ
学習に適している。

○
地理
歴史

183 第一 日Ａ 312
高等学校　改訂版　日本史
Ａ　人・くらし・未来

Ｂ５ 4

詳細な史実の中から、人々のく
らしを通じて、その時代を浮き
彫りにしている。大きなテーマ
について項目を設け分析した内
容となっている。

近現代史以前の歴史の流れを掲
載しているので、時代の因果関
係を捉えやすい。また歴史事象
や人物のトピックが多いので、
歴史に親しみやすい構成であ
る。

資料・写真・地図が豊富なの
で、本文の内容を、より深く伝
えることができる。

○ 数学 2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ Ｂ５ 3工

例題が丁寧に示されており、演
習問題の際に解法を模倣しなが
ら解くことができる内容になっ
ていて、授業では扱いやすい。

文字の大きさや分量について、
Ｂ５判の利点を生かして要点を
コンパクトにまとめられてい
る。また例題や練習問題の分量
も適切である。

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。

数学 2 東書 数Ⅱ 302 新編数学Ⅱ Ａ５ 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、生徒の実態に合わせたア
プローチがしやすい内容になっ
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
よい分量が配置されている。

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 104 数研 数Ⅱ 331 改訂版　新　高校の数学Ⅱ Ｂ５ 3工

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
題では基礎から応用までの多様
な解法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。

例題の構成は難易度別に設定さ
れており、学習到達度を個別に
見ながら指導できる。各練習も
例題と関連性が重視され分量も
適切である。

公式や要点の部分の囲みも明瞭
である。また、図解も丁寧で色
の使い方も適切である。

○ 数学 2 東書 数Ａ 319 改訂　新数学Ａ 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、確率や図形の性質などの
説明が丁寧にされており、授業
で扱いやすいものとなってい
る。

公式や定理などの説明が明確で
あり、それらを利用した例題や
設問が十分に用意されている。

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 2 東書 数Ａ 302 新編数学Ａ Ａ５ 4商

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
ども生徒が理解しやすいように
記述されている。またＩＣＴを
用いた授業にも適した図による
説明が丁寧である。

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
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 104 数研 数Ａ 331 改訂版　新　高校の数学Ａ Ｂ５ 4商

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、理解させや
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
れている。

身近なイラストなどを要所ごと
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」調で生徒が親しみやすい表
記となっている。

〇 理科 2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎 Ｂ５ 3

説明が丁寧で図や表も適切に
使っているほか、デジタル教材
も充実しており、ICTを活用した
授業にも対応している。自然現
象を物理的に考察させられるよ
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、興味・
関心を引く授業ができる構成と
なっている。

理科 7 実教 物基 313 物理基礎　新訂版 Ａ５ 3

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。デ
ジタルコンテンツも豊富であ
り、ICTを活用した授業作りを行
うことができる。

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。生徒に学習させやすい構成
になっている。

物理量を表す変数には斜体の記
号を用いるなど記号で生徒の混
乱が生じないように表記されて
いる。

理科 7 実教 物基 314 高校物理基礎　新訂版 Ｂ５ 3

様々な物理現象がバランスよく
掲載されており、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。デジタルコンテンツも豊富
であり、ICTを活用した授業作り
を行うことができる。

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 商4

指導のポイントが明確になるよ
うに、見開き単位で完結する内
容となっている。付属のDVD‐
ROMで実験動画などを見せること
ができ、ICTを活用した授業にも
対応している。

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。
また、見開き単位の構成のた
め、授業の展開がしやすい。

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、生徒は理解しやす
いと思われる。

〇 理科 7 実教 化基 317 高校化学基礎　新訂版 Ｂ５ 商4

掲載内容が基礎・基本的な現象
に絞られ、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、指導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
引く表記もある。授業用デジタ
ルコンテンツも充実しており、
ICTを活用した授業を展開でき
る。

理科 61 啓林館 化基 318 化学基礎　改訂版 Ａ５ 商4

物質の成り立ちからその変化ま
で、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学
習する内容になっている。教授
資料に授業用スライドや動画が
収録されており、ICTを活用した
授業にも対応している。

二部構成になっており、各単元
の内容が豊富であり、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。
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芸術 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１
Ａ４
変型

4

音楽を形づくっているリズム・
メロディー・ハーモニーといっ
た基本的要素を学べる内容と
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適切であ
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、生徒が理解し
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。

○ 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。

○
外国
語

2 東書 コⅠ 328
All Aboard! English
Communication Ⅰ

Ｂ５ 3

生徒にとって身近な話題から世
界に目を向けさせる内容となっ
ている。自学自習に役立つ内容
で、参考となる資料が多い。学
習の再現活動を想定してまとめ
の単元を設定してあるので、学
習の振り返りをするのに適切で
ある。

構成はシンプルかつ簡素な装丁
である。大学受験にも対応でき
る分量がある。英文読解演習に
活用できるよう配慮がなされて
いる。各レッスンともに４技能
がバランスよく学習できるよう
構成されている。

比較的落ち着いた表記・表現で
説明されている。それに伴い、
色使いも落ち着いたものとなっ
ている。また、フォントの大き
さや太さを変えて分かりやすく
している。

外国
語

2 東書 コⅠ 329
Power On English
Communication Ⅰ

Ｂ５ 3

日本と世界のつながりを意識し
た内容である。各レッスンで常
に問題提起がなされ、探究的に
学習を進めることができる。ま
た、それぞれに目標が設定され
ているので、要点を押さえなが
ら学習するのに適している。

英文の文章量は比較的多く読み
応えがある。また、その内容を
深く考えた上で練習問題に解答
する構成となっている。文法の
割合は比較的少ないが、本文や
資料を読み解いて探究すること
に重きを置いている。

丁寧な言い回しで一貫してい
る。写真やイラストは比較的少
ないが効果的に使用されてい
る。シンプルで見やすい表記・
表現で統一されている。

外国
語

104 数研 コⅠ 344
Revised COMET English
Communication Ⅰ

Ｂ５ 3

学校生活や世界で活躍する内外
の著名人を取り上げ、自分事と
して生徒が身近に感じる内容と
なっている。基礎・基本の英文
法と表現力を身に付けさせるこ
とを重視した内容である。

本文は短めであるが、続く英文
法や表現、問題は標準的な分量
であり、リスニングも連動して
行うことができる。写真やイラ
ストはレッスンのテーマごとに
違ったテイストになっている。

各レッスンの表記・表現は非常
に簡潔である。英文法や単語な
どを深く掘り下げて学習したい
時には、巻末に丁寧な解説が細
かく記載されている。こちらの
表記・表現も分かりやすい。

外国
語

15 三省堂 英Ⅰ 325
SELECT English Expression
Ⅰ New Edition

Ｂ５ 3商

歴史、文化、社会、と多くの
テーマを扱っている。多くの表
現や英文法を学ぶのに適切であ
る。生徒が自ら「明るく希望の
ある未来」について考えたり、
表現する上で役立つ情報が多い
内容となっている。

読むための英文量は多くはない
が、様々な英語表現や文法が紹
介されており、練習問題も豊富
である。英語と日本語の言語構
造の違いを意識して理論に基づ
いた学習をするのに適してい
る。

生徒が自学自習するための助け
となるヒントが一目で分かるよ
う、色、フォント、大きさを変
えてある。重要なポイントや豆
知識などはそれぞれ場面に応じ
て表記と表現を変えてあり、紙
面を最大限活用してある。

外国
語

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

Ｂ５ 3商

英語表現、英文法ともに、基本
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。

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
な英語表現の導入と練習問題が
バランスよく配置されている。
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
の理解が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。

○
外国
語

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

Ｂ５ 3商

基礎・基本の英文法と表現力を
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、会話に活用でき
るよう、話題も身近なものが多
い。

基礎的な英語表現力を身に付
け、生徒が自ら発信できるよう
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
語表現を着実に学習するのに適
している。見やすく、きれいで
明るい装丁となっている。

イラストと写真が豊富で、効果
的に使用されている。高度な表
記や表現は控えめであるが、生
徒が自らの力で発信できるよ
う、参考となる表記や表現が生
徒に分かりやすいよう工夫され
ている。

工業 7 実教 工業 303 電気製図 Ｂ５ 3電

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、初学
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
し記述されており、系統的に構
成されている。

文章表現や用語、基本的内容の
記号・単位が適切である。製図
の事例も豊富であり表現も的確
である。

○ 工業 7 実教 工業 307 製図 Ｂ５ 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 315 機械工作１ Ａ５ 3機

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 工業 316 機械工作２ Ａ５ 3機

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。

○ 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、分かりやすいよう
に編集されている。

文字の大きさや書体が適切であ
り、図や写真が大きく見やすく
工夫されている。

工業 7 実教 工業 318 新機械設計 Ｂ５ 3機

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
度よい。

グラフ・表・平面図や立体図を
多用し、生徒が理解しやすいよ
うに工夫されている。
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〇 工業 7 実教 工業 319 機械設計１ 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。

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、生徒が視覚的に分かりや
すいように工夫されている。

〇 工業 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
過不足なく丁度よい。

設計の順序と図や例を多く使用
し生徒の理解を深める工夫がな
されている。

〇 工業 7 実教 工業 345 原動機 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、系列的で理解させやすい構
成である。

多くの図や写真が取り入れら
れ、円滑に理解できるように工
夫されている。

○ 工業 7 実教 工業 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、生徒
に分かりやすい内容になってい
る。

新訂版前同様に内容・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
が見やすい図を多く掲載し、見
返しにも活用できるように工夫
している。

工業 154 オーム 工業 349 電気機器 Ｂ５ 3電

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
を多く取り上げ理解しやすい。

内容が具体的で細かく、分量も
適切である。

分かりにくいところは図が取り
入れられており、説明も適切な
ので、生徒にとって理解しやす
い表記である。

工業 7 実教 工業 392 電力技術１　新訂版 Ｂ５ 4電

基礎理論・基本計算事項をわか
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、わか
りやすく適切である。

工業 工業 393 電力技術２　新訂版 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。

○ 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。

○ 工業 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。分量も適当である。

やさしく丁寧な言葉で内容にな
るように書かれている。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 3電

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構成的に全
体的にわ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。

○ 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。

○ 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表現
がされている。

○ 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。

視覚効果的な色使いを用いてお
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。

○ 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
の定着に活用できる。

図やイラストを用いて、見やす
く、色使いもよく分かりやすい
表現で書かれている。
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○ 商業 7 実教 商業 354 経済活動と法 新訂版 Ｂ５ 4商

基礎・基本の解説が生徒に分か
りやすい表現で記載されてい
る。色使いや豊富な図解を利用
している。文章による説明が分
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 4商

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。

練習問題は学習を深められるも
のになっている。

○ 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。また、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 3商

「情報処理」の教科書との関連
からテーマやイメージに共通性
をもたせて記述されている。イ
メージがつけやすい。

アルゴリズム学習に重点を置く
構成である。思考力や判断力を
働かせ、流れ図からプログラミ
ングへ発展的な学習ができる。

図版・イラストを豊富に掲載
し、理解が促進されやすい。
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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なものが
多く、本校の生徒の実態には適
していない。

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。

〇 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」、それぞれの分量はバ
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。参考となる資料や
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。

国語 2 東書 文国 701 文学国語 Ａ５ 2

言語文化への理解を深めること
ができるように、教材が選定さ
れており、バランス良く配置さ
れている。

小説・詩歌教材では、近代から
現代までの文学史上重要なもの
がバランスよく取り上げられて
おり、本校の生徒には適切であ
る。

資料性の高い写真や図版が効果
的かつ適切に示されており、生
徒の興味を喚起し、教材の理解
を促す点でよく配置されており
適切である。

〇 国語 50 大修館 文国 705 新編　文学国語 Ａ５ 2

文学的な文章に親しみ、深く共
感したり豊かに想像したりする
力を伸ばすのに適している。ま
た、言語活動を通して生徒が主
体的に学習に取り組めるよう配
慮されており、適切である。

生徒の発達段階に配慮し、２部
構成となっている。現代の高校
生が読むに値するテーマを追求
した教材や評価の定まっている
基本的な教材がバランス良く配
置されている。

ユニバーサルデザインに配慮
し、読みやすく分かりやすいユ
ニバーサルデザインフォントを
用いている。

国語 第一 論国 文国 710 高等学校　標準文学国語 Ａ５ 2

親しみやすい現代の人気作家の
作品から、近代の定番的名作ま
で掲載されている。読み比べの
言語活動を複数用意しているの
もよい。

構成は「近・現代文」、「随
想」、「現代の詩」がバランス
良く配置されている。語注も多
く、分かりやすい。

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。

○
地理
歴史

2 東書 地総 701 地理総合 ＡＢ 2

生徒にとって身近に考えられる
話題や具体的な事象を取り上げ
ていることや冒頭に学習課題を
提示していることで、興味・関
心や問題意識をもって学習に取
り組めるようになってる。

分量は適切である。ページの下
に「チェックＡ」および
「チェックＢ」を設け、生徒が
自主的に学習を発展させること
ができるようになっている。ま
た、色使いも見やすいものに
なっている。

本文の記述は内容が精選され、
平易な表現が用いられでいる。
側注欄や巻末の「用語解説」
で、用語の意味を簡潔に分かり
やすく説明してある。

地理
歴史

183 第一 地総 706
高等学校　地理総合　世界
を学び、地域をつくる

ＡＢ 2

与えられた「問い」に対し，写
真や資料をもとに考察を深め，
結論を再度冒頭の「問い」に立
ち戻る「ふりかえろう」を設け
た構成で、学習の方向性や学び
方が自然と身に付くようになっ
ている。

豊富な図や写真に対し，作業や
考察を促す「TRY」に，位置や分
布，場所，人間と自然環境との
相互依存関係や空間的相互依存
作用，地域といった地理的な見
方・考え方の視点が表示してあ
る。

読みやすく平易な表現が用いら
れている。わかりやすい本文記
述に加え，ワイドな紙面を活か
した豊富な図や写真が掲載さ
れ、視覚に訴えている。

地理
歴史

46 帝国 地総 707 高校生の地理総合 ＡＢ 2

国や地域のイメージを膨らませ
ることができるイラストを用い
た地図をはじめ、写真や図表が
豊富に使われていている。各項
目で具体例が多く取り上げられ
ている。

分量は適量である。重要事項に
ついて、もれることなく丁寧な
説明がなされている。側注欄の
解説や資料、特設コーナーな
ど、学習内容を深める支援がな
されている。

本文については、地理的事象の
背景や因果関係がわかりやすく
表現されている。本文の内容を
補足する用語解説が設置されて
いて学習が進めやすくなってい
る。

地理
歴史

2 東書 地図 701 新高等地図 Ａ４ 2

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、わかりやすい表現が
多く、興味、関心を引くものと
なっている。

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

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

○
地理
歴史

46 帝国 地図 702 新詳高等地図 ＡＢ 2

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

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

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

構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和５年度使用教科用図書調査結果報告書
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地理
歴史

130 二宮 地図 704 高等地図帳 Ｂ５ 2

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。

オーソドックスな構成で資料も
豊富に掲載されており、各領域
内容がバランスのとれた配置と
なっている。

見やすく落ち着いた色彩で、図
版を見るだけで理解が深まりや
すい。

○ 公民 35 清水 公共 706 私たちの公共 ＡＢ 1

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、各章にある
「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
ている。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。

写真や図版が豊富に使われ、記
述は平易な表現を用いている。
また、難しい語句については
「keyword」で理解できるように
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。「現代社会の諸課
題」が章ごとに記載されてお
り、現実社会との関連を導入で
取り上げることができる。

課題追求学習と基礎・基本を学
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。

記述は平易であり、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、写真が多用され理解させや
すい。

○ 数学 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
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、写真が多用され理解させや
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。

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
開させ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。

〇 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。

理科 2 東書 生基 702 新編生物基礎 Ｂ５ 2

本文の内容を深めるために、適
切な箇所に「コラム」が設けら
れており、生徒の興味関心を喚
起させやすい内容になってい
る。

本文は簡潔で、内容が精選され
ており、程度、分量とも過度な
負担にならないように配慮され
ている。

文章は簡潔で、重要用語を中心
に、フリガナがふってあり、生
徒が読みやすいように配慮がさ
れている。

理科 7 実教 生基 704 高校生物基礎 Ｂ５ 2

本文の内容を深めるために、適
切な箇所に「特集」が組まれて
おり、生徒の興味・関心を喚起
させやすい内容になっている。

簡潔な本文をキャラクター、イ
ラスト、マンガをアクセントで
加え、生徒が読みたくなる教科
書となっている。

文章は簡潔で、生徒が読みやす
い配慮がされている。

〇 理科 183 第一 生基 711 高等学校　新生物基礎 Ｂ５ 2

各単元の最初に、これから学習
する全体にかかる問いがあり、
主体的に取り組ませやすい内容
となっている。

生徒が比較しながら学べる図を
掲載しており、深い学びにつな
がる構成となっている。

生徒が理解しにくい概念につい
ては、イメージがしやすい図を
掲載するなどの工夫がされてい
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

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。
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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。

保健
体育

保体 704
高等学校　保健体育
Activity

Ｂ５

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

日本のことだけでなく、世界の
出来事にも目を向けた題材を取
り上げ、バランスがよい。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読める
ようになっており、学習の流れ
が理解しやすい。分量も課ごと
に適切である。装丁も丁寧であ
る。

文字が大きく、普段使用してい
るブロック体で印字されている
ので、親しみやすい。新出語に
発音のルビがあるのがよい。

外国
語

9 開隆堂 ＣⅠ 704
Amity English
Communication Ⅰ

Ｂ５ 1

各課の目標、内容の紹介、読む
ポイントが短く示されている。
題材に関する対話音声などの二
次元コードが付随しており学習
に便利である。

内容と活動が見開きで完結して
いるので、指導しやすい。平易
な英文法が多用されており、理
解しやすい構成となっている。

写真とスラストが多く、興味や
関心を引きやすい作りとなって
いる。

〇
外国
語

104 数研 ＣⅠ 717
COMET
English Communication Ⅰ

ＡＢ 1

扱う材料が中学の基礎からの復
習から始まり、高校生に興味の
ありそうな題材を多く取り上げ
てある。

適度に文法のまとめと復習を混
ぜてある。自然と英語に親しめ
るような読み物と確認作業の
ワークシートで学習の流れをつ
かみやすい。

写真とイラストが多用されてお
り、視覚からの情報が入りやす
くなっている。説明文の色使い
も適切である。

〇 家庭 2 東書 家総 701
家庭総合　自立・共生・創
造

ＡＢ 2

生活を主体的に創造し、継続し
ていくために必要な知識・技術
を総合的・体系的に学習でき
る、バランスのよい構成になっ
ている。

各章のタイトルの下には導入課
題が配置されており、生徒が学
習内容を自分に引き寄せて考え
られるよう配慮されている。
ホームプロジェクトでは、ICTを
活用して発表するように促され
ている。

書体には、ユニバーサルデザイ
ンフォントが用いられており、
読みやすい。

家庭 6 教図 家総 702 未来へつなぐ　家庭総合365 ＡＢ 2

生徒の日常やその延長から学習
内容を展開し、学習への興味・
関心が高まる内容構成となって
いる。

柔軟な授業計画が立案しやす
く、内容・分量に偏りがないバ
ランスのよい構成となってい
る。「ニュースから課題を見つ
けてみよう」のページでは、ICT
活用について書かれている。

目にやさしい白色の裏写りのし
ない紙を使用し、耐久性のある
製本が施されている。

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 2

高校生の発達段階を踏まえ、基
礎的・基本的内容から発展的内
容まで、丁寧に記述されてい
る。

学びやすい見開き簡潔型教科書
である。調理・被服実習を扱っ
たページでは、二次元コードを
スマートフォンで読み込むこと
で、動画が見られるようになっ
ている。

教科書本文には、側注を使用せ
ず、本文を読めば理解できる表
現になるよう配慮されている。
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〇 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。

資料性の高い写真や図版が教材
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。

〇 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。

資料性の高い写真や図版が教材
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。

資料性の高い写真や図版が教材
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

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掲載さ
れていて、配置も見やすくなっ
ている。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。

〇
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。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「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いる
「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
で読みやすい。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

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
のかが掴みやすい。

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。

〇 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。

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た
記述がされている。第１部では
身近なテーマを取り上げ、現代
社会を学べる構成となってい
る。

記述は平易であり、扱いやすい
ように工夫されている。用語や
記号は統一されており、記述の
仕方も適切である。また、写真
や図で生徒の理解を深められ
る。

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
のバランスがよく、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
現が用いられていて理解しやす
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
のバランスがよく、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。

〇 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。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和５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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【第２部】　令和５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）
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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

例や例題と問の問題が同じタイ
プで数値が変わった問題に統一
してあるので学習進度を妨げな
くて良い。

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。

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。

〇 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
ページは多色刷りで見やすく
なっている。

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。

〇 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、何を学習するかが分
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
られている。

「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 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。

〇 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 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、使いやすい。

紙面のレイアウトは見やすく、
カラーも有効的に使われ、補足
資料として学習に適切である。

〇 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、使いやすい。

楽譜が大きく、分かりやすい表
現である。

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、使いやすい。

イラストが多く、視覚的な工夫
が多く、学習に適している。

〇 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、探求的な学習に適してい
る。

構成・分量共に適正であり、使
いやすい。

楽譜が大きく、分かりやすい票
田である。
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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。

〇 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、
探求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。

ユニバーサルデザインで、詳細
で分かりやすい表記である。

〇 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、美しく仕上がっている。

大変分かりやすい表現で、表記
されており、丁寧な表現方法が
とられている。

芸術 116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２
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。

〇 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。

〇 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。

同じ書体の中で、異なる書風を
比較の中で感じ取ることができ
る。図は比較的鮮明である。

書道用語の解説が丁寧にされて
いる。

〇
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
を引くことができる。各課の内
容に入る前にクラスで話し合う
ことかでき、文構造や文法の学
習もできる。

warm up, focus, exercise,
your turnの四段階構成で一連の
学習が効率よくできる。さらに
step upでイラストを活用した言
語活動ができる。

本書で使用される記号について
は、凡例がついており、記述が
統一されている。イラストの点
数はさほど多くはないが、よく
絞り込まれている。

外国
語

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

Ｂ５ 4

文法事項が丁寧にまとめられて
いる。内容は基礎から復習でき
るようになっており、扱う題材
が身近で興味をもって進められ
る。

各課ごと扱う文法事項が明確化
されており、何を学習するのか
明確でよい。

写真などは大きく、きれいに印
刷されている。配置も適切であ
る。

外国
語

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

Ｂ５ 4

文法力と発信力を育成するた
め、比較的平易な文を用いてい
る。文を書く活動を取り入れ、
中学までの学習から復習でき
る。

文法を中心に、モデル会話、文
法解説、練習と流れる学習パ
ターンとなっている。

イラストが多く、学習活動が興
味をもって進められるように工
夫がされている。

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
よく配置され、それぞれが確実
にスキルアップされるように工
夫されている。

平易な言語材料で身近なことか
らスタートし、だんだんと深ま
るように構成されている。製本
もよくできている。

活字は鮮明で美しく、写真、イ
ラストは鮮明である。記述の仕
方も適切である。

〇
外国
語

61 啓林館 英会 303
Sailing English
Conversation

Ｂ５ 3

世界の文化や伝統を取り上げ
て、わが国と比較し、興味のも
てる内容となるように工夫され
ている。

本編に入る前に、復習をかねた
導入部分があり、英語に親しみ
やすくなっている。本本の後半
部分にほどよく聞く内容、話す
内容をイラストを用いて構成し
ている。

指示分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
には自然な表現を教科書で取り
上げている。生きた英語を身に
付けるよう多様な題材を用いて
いる。

文法事項には基礎的な内容を
しっかりと学べるよう構成して
いる。分量も適切であると思わ
れる。図など適切な配置となり
生徒が関心を持つように工夫が
してある。

図や写真、イラストが適切に配
置されており、カラーが効果的
に使用されている。
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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５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

情報 2 東書 社情 309 新編　社会と情報 ＡＢ 3

各分野の内容が分かりやすくま
とまっており、解説も丁寧であ
る。写真やイラストが充実し、
見やすく構成されている。

全９章、３編で構成されてお
り、一つの単元の学習の深みを
調整しやすくなっている。

図解も挿入されているが、文章
による説明が中心となってい
る。

〇 情報 116 日文 社情 317 新・見てわかる社会と情報
Ｂ５
変型

3

イラストや図版を中心としてわ
かりやすい構成である。重要語
句がページごとに「キーワー
ド」としてまとまっており、学
習内容が確認しやすい構成と
なっている。

実務的な内容が中心となってい
るため、実習の説明が多い構成
となっている。

書名の通り図解が中心となって
おり、実践力を養うのに適切な
表現がされている。
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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。

国語 50 大修館 言文 705 言語文化 Ａ５ 2

近代以降の作品を多く扱ってい
る。資料が充実している。探究活
動が適度に盛り込まれている。

巻末に資料がまとめられており、
文化的な背景を理解させながら授
業を展開することができる。

写真や図版が適切に盛り込まれて
おり見やすい。文字の大きさは小
さいが、字間が適切であり、読み
やすい。

〇 国語 104 数研 言文 709 新編　言語文化 Ａ５ 2

『舟を編む』が収録されており、
言語そのものについて考える活動
を取り入れることができる。古典
分野については、生徒が親しみを
持ちやすいよう工夫されている。

単元ごとに身に付けさせたい力が
はっきりしている。分量も適切で
ある。一方で、古典文法について
扱っているページが少ない。

写真やイラストを多く使用してお
り、カラフルで親しみやすい。字
が大きく読みやすい。

国語 183 第一 言文 714 高等学校　精選言語文化 Ａ５ 2

古文を中心に様々な文章に触れさ
せることができる。言語活動を
扱っているページでは、参考にな
る文章が収録されており、生徒の
興味を引き出しながら活動を展開
しやすい。

古文を多く収録している。それぞ
れの単元で学習のねらいがはっき
りしている。

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。

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丁
寧にまとめられた内容である。地
理的知識を深められるとともに、
地理的技能も身に付けられるもの
となっている。

分量、配列は適切である。重要語
句が見開きごとにまとめられてお
り生徒の理解を助けている。ま
た、コラムなども充実している

地図資料や写真・図版が豊富で配
色も見やすく工夫されている。用
語、記号は統一性があり、記述も
明解で理解し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

基礎的事項が体系的に整理され充
実した内容となっている。大きな
写真や図版・模式図等で、気候や
地形等の自然環境を分かりやすく
説明している。

見開きで一つの単元が整理されて
おり、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、分量や配列は適切である。

表記・表現は分かりやすく、生徒
は理解しやすい。また、注記表現
も見やすく、色使いも工夫されて
いる。文章も平易で、生徒が理解
しやすいものである。

地理
歴史

130 二宮 地総 704
地理総合　世界に学び地域
へつなぐ

Ｂ５ 1

導入部が工夫されており生徒に親
しみやすい内容となっている。ま
た、随所に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。

地図、写真や図表などが豊富に使
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
けられており、生徒が理解を深め
やすい構成である。

注記表現も見やすく工夫されてお
り、色使いも配慮されている。文
章表現も分かりやすく、生徒の理
解を促す表記・表現である。

地理
歴史

2 東書 地図 701 新高等地図 Ａ４ 1

地域図に写真や鳥瞰図、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。

主題地図と地形図・統計資料等が
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・統計資料もよく
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
的工夫がされている。全体的に落
ち着いた色彩で図版が見やすい。
インデックス等の表記・表現が工
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

主題地図及び詳細な地図が豊富に
配置されており、様々な用途に対
応できる。気候や地形に関する図
版も適切で、充分な統計資料も掲
載しているので生徒の興味・関心
を引く内容である。

基本から発展までの内容を網羅し
ており、生徒の理解を助ける構成
となっている。分量も適切であ
る。また、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、地形の概観を理解させや
すい。主要図に位置図が適切に併
記され、生徒に地理上の位置理解
を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が適
切に配置されている内容となって
いる。現代の諸問題を別項目とし
て扱い、充分な内容を備えたもの
となっている。生徒の自学自習に
も使いやすい。

大きく見やすい地図とテーマごと
の詳細な解説や図版が配置されて
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等も用い
られており、生徒の意欲を引き出
す表記や表現になっている。

公民 2 東書 公共 701 公共 ＡＢ 2

基礎的・基本的な事項を中心とし
て、写真、グラフとともに理解し
やすい内容となっている。補足や
発展的な内容もあり、生徒が学習
内容を深めることができる。

構成や分量も適切で資料や写真な
ども多く理解させやすく提示され
ている。興味深い導入例があり、
生徒の主体的な学習活動に役立
つ。

重要な用語について解説してい
る。高校生でも十分に理解できる
ように本文の表現が工夫されてい
る。

〇 公民 7 実教 公共 704 公共 Ｂ５ 2

基礎的な記述がなされ、具体的で
生徒にとって分かりやすい題材が
取り上げられている。写真資料や
図版資料が豊富で生徒が興味・関
心をもちやすい内容である。

各テーマが分かりやすくまとめら
れており、学習事項の分量も適切
である。具体的な解説や導入事例
などが配置されている。

カラー図版・写真・地図・グラフ
などが多数掲載されいる。データ
を読み込むことで課題に対して深
く理解させられるようになってい
る。

公民 183 第一 公共 710 高等学校　公共 Ｂ５ 2

丁寧な記述で生徒に理解させやす
い。社会的諸問題に対し生徒に問
題意識を持たせられるよう工夫が
施されている。

基礎基本の定着に重点をおいた記
述である。テーマごとに記述内容
がまとめられており、生徒の主体
的な活動を促す内容となってい
る。

図版や写真が豊富に掲載されて生
徒に理解させやすい内容である。
表記が丁寧で理解しやすい。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和５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

96



番号 略称 記号 番号
構成・分量・装丁 表記・表現

【第１部】　令和５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

数学 2 東書 数Ⅰ 704 新数学Ⅰ Ｂ５ 1

問題を解く際に必要な重要事項が
ページ右に設けられており、基礎
的・基本的な知識や技能が確実に
定着するよう配慮されている。課
題学習は、学習内容と社会との関
連が十分にあり、興味・関心を引
きやすい。

各節や項の導入で、小・中学校の
復習などを取り上げており、学習
が未消化な生徒への配慮がされて
いる。

図、イラスト、写真が多用されて
おり、視覚的に理解をサポートす
ることに適している。本文の漢字
にはふりがなが付いており、漢字
が苦手な生徒への配慮がされてい
る。

数学 数Ⅰ 705 新数学Ⅰ　解答編 Ｂ５ 1

問題を解く際に必要な重要事項が
ページ右に設けられており、基礎
的・基本的な知識や技能が確実に
定着するよう配慮されている。課
題学習は、学習内容と社会との関
連が十分にあり、興味・関心を引
きやすい。

各節や項の導入で、小・中学校の
復習などを取り上げており、学習
が未消化な生徒への配慮がされて
いる。

図、イラスト、写真が多用されて
おり、視覚的に理解をサポートす
ることに適している。本文の漢字
にはふりがなが付いており、漢字
が苦手な生徒への配慮がされてい
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わかり
やすい。身近な具体例を主にした
導入が多く、生徒にとって理解し
やすく学ぶ意欲を喚起させる内容
になってる。

各章は復習から導入されており、
高校の内容にスムーズにつながる
ように構成されている。基礎・基
本から標準的な問題まで十分な分
量である。

写真や図が多く、生徒の理解を促
すように配慮されている。巻末に
は復習問題があり、生徒の理解度
が確認できるようになっている。

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に適してい
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、授業計画の見通しがつけや
す。

章とびら、本文、コラムなど、具
体的な例が挙げられており、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、自主学習に適切な
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、興味を引かせることができ
る。

理科 2 東書 科人 701 科学と人間生活
Ｂ５
変型

1

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お
り、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。節末問
題には記述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。

○ 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。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
いても適切である。

簡潔で丁寧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。

理科 2 東書 化基 701 化学基礎
Ｂ５
変型

2

中学校で学んだ既存事項も並記さ
れていて、詳しい内容になってい
る。家庭学習にも十分に役立てら
れる。

知的好奇心を刺激する気づきや課
題、実験を通して主体的に学ぶこ
とや課題を解決する力を育むこと
を意識した構成になっている。

図表、グラフを多く採用し、視覚
的と数量的の両面を重視した表記
である。

理科 7 実教 化基 705 高校化学基礎 Ｂ５ 2

豊富な写真と分かりやすいイラス
トで化学を楽しみながら学習でき
る内容になっている。自ら疑問を
もち解決する考え方を導く内容で
ある。

中学からの接続を意識したになっ
ているので、基礎固めに適してい
る。解説、説明も丁寧で、内容が
豊富である。

読みやすい表記で、化学が好きに
なれる工夫がたくさんある。自ら
学ぶ力を身に着けるための工夫が
なされている。

〇 理科 183 第一 化基 712 高等学校　新化学基礎 Ｂ５ 2

学習しやすい構成で、各節は、学
習の見通し、学習、学習の振り返
りで構成され、思考力、判断力、
表現力の育成に繋がる内容であ
る。

実験、観察の写真も多く見やす
く、分量も適切である。

丁寧でわかりやすい表現になって
いる。図やイラストが効果的にに
掲載されている。化学に必要なカ
ラー写真も豊富で学習に適してい
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
かを理解させやすい。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。

○
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。

○
保健
体育

保体 704
高等学校　保健体育
Activity

Ｂ５ 1

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。
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【第１部】　令和５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

○ 芸術 17 教出 音Ⅰ 701 音楽Ⅰ　Tutti＋ Ａ４ 2

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、各解説は分かりや
すい。

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。各
教材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点
がよい。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 702 高校生の音楽１
Ａ４
変型

2

様々な角度から音楽の本質に迫ろ
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。

Ａ４版170ページで、カラーペー
ジが約半分を占める。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、メリハリがあってよ
い。デジタルコンテンツが豊富
で、扱いやすい。

芸術 27 教芸 音Ⅰ 703 ＭＯＵＳＡ１ Ａ４ 2

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、細かい解説があ
り、理解させやすい。

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。

〇 芸術 38 光村 美Ⅰ 701 美術１
Ａ４
変型

2

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。

見ることで理解が深まる図版が豊
富である。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。また画像は鮮明で見やすい。

芸術 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１ Ａ４ 2

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。

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。

芸術 116 日文 美Ⅰ 703 高校美術
Ａ４
変型

2

基礎・基本となる題材が充実して
いる。制作のプロセスを入れた
り、資料や写真、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。

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。

大判図版を多数掲載している。鮮
明な印刷で、作品の魅力を余すこ
となく伝えている。

芸術 2 東書 書Ⅰ 701 書道Ⅰ Ａ４ 2

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
プロセスが生徒に分かりやすく示
され、学ばせやすい。

始めに書の楽しみ方を示し、次に
これまで書写で学んだ内容の確認
をさせる構成となっており、単元
の導入をスムーズに行うことがで
きる。ページ内の構成が疑問に答
えやすく一目で概要が示されてい
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。

〇 芸術 6 教図 書Ⅰ 702 書Ⅰ Ａ４ 2

鑑賞教材として多くの写真コラム
が充実して臨場感がある。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。分量は、別冊も含めると
多い。

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や大きめ細
ゴシック体のタイトルは見やす
い。また、イラストやキャラク
ターを使っていて、理解させやす
い。

〇 芸術 書Ⅰ 703 書Ⅰプライマリーブック Ａ４ 2

鑑賞教材として多くの写真コラム
が充実して臨場感がある。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。分量は、別冊も含めると
多い。

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や大きめ細
ゴシック体のタイトルは見やす
い。また、イラストやキャラク
ターを使っていて、理解させやす
い。

芸術 17 教出 書Ⅰ 704 書道Ⅰ Ａ４ 2

基礎・基本を徹底しており、古典
の写真も精選し、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おり、比較
させやすい。

臨書するのに扱いやすいサイズで
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、
筆遣いや線の中の穂先の位置の示
し方は、生徒に解りやすいものと
なっている。作業手順については
行程の図版の配置が適切である。

外国
語

2 東書 ＣⅠ 701
All Aboard!
English Communication Ⅰ

Ｂ５ 1

生徒の心情や知性に訴えかけるバ
ラエティーに富んだ教材が使われ
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
を持たせやすい。進出文法もポイ
ントがわかりやすくまとめられて
おり、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あり、着
実と学習が進められる。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
てあり、視覚で理解できる内容に
なっている。

英語で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を提示
し、理解させやすい内容となって
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、
視覚的に理解させやすい。

〇 家庭 2 東書 家基 701
家庭基礎　自立・共生・創
造

ＡＢ 2

各章のはじめに章の学習内容を概
観する文章があり、学習内容の見
通しを持たせやすい。生徒の生活
に引き付けて、問題解決的な学習
を行うように意識させやすい。

写真や図、グラフなどの資料が充
実し、生徒の主体的な学習を促す
のに適切かつ十分な情報量が盛り
込まれている。調理実習では、生
徒の生活に生かしやすい題材例を
取り上げている。

判型が大きいことを生かし、側注
にも図やグラフ資料が豊富に掲載
されている。見開きを開いた状態
に保つことができ、必要なページ
を見ながらノートを取るなどの自
学自習が進めやすい。
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家庭 9 開隆堂 家基 708
家庭基礎　明日の生活を築
く

ＡＢ 2

生活に密着した内容で、グローバ
ル化を意識した内容になってい
る。社会保障・家族・家族と法律
など、関連付けられる項目が簡潔
にまとめられているので、指導し
やすい。

家庭科の分野を４つに分けてあ
り、学習の目的を持たせやすい。
また導入に力を入れることのでき
る構成になっている。分量も適し
ている。

本文と図説・解説の位置などバラ
ンスが良く見やすい。また、文章
の部分においても工夫がなされて
いる。

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 2

様々な視点から内容をまとめてお
り、生徒が共感しやすい内容に
なっている。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。

本文が二段組になっており、読み
やすい。分量についても適してい
る。また話題にあげられている内
容がわかりやすい構成になってい
る。

文字や図が見やすい。資料につい
ては、関連する内容も一緒にまと
められていて活用しやすい。SDG
ｓとの関連付けもされているた
め、SDGsを身近なものに感じさせ
ることができる。

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。

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。

情報 116 日文 情Ⅰ 712 情報Ⅰ図解と実習―実習編
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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番号 略称 記号 番号

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

親しみのも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

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の記述
が充実しており、世界史的な視
点から国際環境と関連付けなが
ら理解させることができる

１テーマ見開きで内容が展開さ
れているため、生徒にとって学
習がしやすい構成となってい
る。学習の要点が分かりやすく
示されており、学習の振り返り
やまとめにも取り組ませやす
い。

資料性の高い写真・図版が大き
く鮮明に用いられており、生徒
の学習に効果的である。また、
活字の大きさや配置も見やすい
ものとなっている。

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。「ト
ピック」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
題などがあり、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な課
題や話題などがたくさん記載さ
れている。

構成や分量も適切で図説や写真
なども多く理解させやすく提示
されている。興味深い導入事例
があげられていて、主体的な学
習活動に取り組ませることがで
きる。

書き込みや学習内容の振り返り
ができるようになっている。レ
イアウトが工夫され、見やすい
紙面構成になっている。

地理
歴史

35 清水 地Ａ 311
高等学校　現代地理Ａ　 新
訂版

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。ま
た、色彩が鮮やかで生徒の目に
付きやすい。コラム欄の「旅先
でのエピソード」は、生徒の興
味を引く内容である。

二部構成となっており、ボ
リュームはあるが、どの内容も
詳しく掲載されている。また、
作業学習も豊富に盛り込まれて
いる。

用語については、詳しい解説が
注釈で付いている。また、高校
生でも十分に理解できるような
表現が用いられている。

地理
歴史

46 帝国 地Ａ 312 高校生の地理Ａ 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
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 3

地理だけでなく歴史にも対応し
ている。年表もあり、時代背景
が分かるようになっている。と
ころどころ写真もあり、イメー
ジがしやすいようになってい
る。

Ｂ５版より大きいため、地図以
外の情報を盛り込んでいる。歴
史的背景が加味されているが、
適度なボリュームである。

変形判の採用にともない、横長
の地域図、世界図が多用されて
おり、併置資料も横置きになっ
ている。

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 3

標準的な内容で地理学習の各領
域を網羅している。詳細な地図
を基本に豊富な主題地図が配置
されており、様々な用途に対応
できる。地形や気候に関する図
版が添えられ、地図理解に利便
性の高い内容になっている。

オーソドックスな構成で資料も
豊富に掲載されており、各領域
の内容がバランスのとれた配置
となっている。インデクスが配
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れ
ており、見やすい配色で、地形
の概観を理解しやすい。主要図
に位置図が併記され、地球上の
位置理解を促進している。

構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和５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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構成・分量・装丁 表記・表現

【第２部】　令和５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

地理
歴史

46 帝国 地図 310 新詳高等地図 ＡＢ 3

ＡＢ版の装丁に大判の地図が豊
富に配置された内容となってい
る。詳細な内容の地図が標準的
な構成で配置されており、写真
や図版が添えられ、地図理解に
利便性の高い内容となってい
る。

地域図の比重が高く、内容も豊
富で、地図資料として内容の濃
い構成となっている。大判の地
図は詳細だが見やすく、写真や
図版が随所に配置されている。

世界図、地域図はオーソドック
スな表記で描かれており、地形
や地名や国境などが分かりや
す。写真が多用されており、視
覚的効果を高めている。

〇 公民 7 実教 倫理 312 高校倫理　新訂版 Ａ５
３
４

古代ギリシアの思想から現代の
倫理まで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、適切に入
れられている。生徒の理解を助
けるうえで有効な構成となって
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・表現は若干難しい部分も
あるが、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

主要な思想や重要事項が網羅さ
れ、古代から現代までの思想に
ついて幅広く詳細に記述されて
いる。それぞれの時代の思想を
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用いて、
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、具体的な
イメージを形成しやすくなって
いる。

用語については比較的豊富で高
度な表記もあるが、丁寧にまと
められており、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

主要な思想家を中心に重要事項
が丁寧にまとめられている。現
代の話題にからめた内容など生
徒が興味・関心を持ちやすいも
のとなっている。

写真や図版が豊富であり、全体
的に生徒の興味・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。各項目が見やすく
まとめられており、興味・関心
を喚起する工夫がある。

〇 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

基本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、基礎的・基本的な知
識や技能が確実に定着するよう
に工夫されている。

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。巻頭で中学校まで
の学習内容を振り返させること
ができる。

全体を通して色や写真が使われ
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、新しく学習する内容にス
ムーズに移行することができ
る。基本的な内容を理解させる
ことに適している。

各章の「振り返り」では、中学
校の既習事項を高校数学の内容
と関連させながら学習させるこ
とに適している。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、演習
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
解させるのに適している

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、具
体的に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
ていて、数学Aを学習し終わって
いなくとも理解させやすい。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、数学が身近あふれ
ているということ感じられるよ
うな配慮がされている。

数学 61 啓林館 数活 302 数学活用
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など具体
的な課題が多く用意され、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、興味・関心を引きやすい表
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が細か
く・詳しく説明がされている。
章末にはまとめと問題が配置さ
れ、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。
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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
がされている。

ページごとにレイアウトが大き
く異なる構成がされている。1つ
1つの現象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られてい
る。興味関心を高める内容が豊
富で探究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
ている例題等も平易なため、生
徒に理解させやすい。

内容が系統的に配列されてお
り、生徒に探究的な学習をさせ
やすい構成になっている。また
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
適切であるため、生徒に理解さ
せやすい。

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
徒に理解させやすい内容になっ
ている。また、文章や例題の量
も適切である。

写真や図などの分量が豊富であ
る。また説明が順序立ててあ
り、生徒に探究的な学習をさせ
やすい構成になっている。

シンプルな表記を用いている
が、図や写真等が効果的に配置
されているため、反応や現象等
について生徒に理解させやす
い。

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られてお
り、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、非常に提示しやすい配
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
い構成になっている。

視覚的に分かりやすいように、
多くの写真や図・グラフを使用
している。また文章表現が適切
なため、生徒に探究的な学習を
行わせるのに適している。

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。

〇 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。

〇 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。

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、表現する力や鑑賞する
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。

〇 芸術 38 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ
Ａ４
変型

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

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
クも高校生に身近に感じられる
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
きずに取り組ませることができ
る。

本文の理解を深めるための脚注
や新出単語がわかりやすく表示
されている。分量も十分であ
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。
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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
４

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。協働学習
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の
文法事項が中心であり、無理な
く学習がすすめられるように
なっている。

用語や記号が統一されており、
記述の仕方も見やすく、わかり
やすい。

外国
語

61 啓林館 英会 303
Sailing English 
Conversation

Ｂ５
３
４

生徒に身近で、日常生活に即し
た場面設定がされており、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
有意義に関連付けられた演習が
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
４

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、定着を図ることが
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。
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