
教科 科目 発行者 教科書名 採択理由
国語総合

（現代文） 第一学習社
高等学校
新訂国語総合　
現代文編

現代社会をテーマとする評論教材と定番教材とがバランスよく配列されている。「表現
活動」に関する項目も充実している。「読書案内」も豊富で、発展的な国語学習が期待
できる。

国語総合
（古典） 第一学習社

高等学校
新訂国語総合　
古典編

一年次に読ませたい定番教材がバランスよく配列されている。また、古典常識について
の補足や図などの資料が豊富であり、古典作品を読解する上で役立つ。

現代文Ｂ 大修館書店 現代文Ｂ　上巻

現代文Ｂ 大修館書店 現代文Ｂ　下巻

◆古典講読 筑摩書房
古典Ａ
 [古文・漢文] 
　物語・史伝選

「古典Ａ」の中で、本校３年の主力教材としている『源氏物語』の文章が、比較的数多
く採用されている。

古典Ｂ 教育出版 古典Ｂ　古文編 生徒のレベルにあった教材がバランスよく配されており、資料編もわかりやすく活用し
やすい。また、漢文と分冊になっているため、使いやすい。

古典Ｂ 教育出版 古典Ｂ　漢文編 本校で必ず学習する教材が掲載されていること、及び教材がバランスよく配されてお
り、資料編等も使いやすいように工夫されているため。

世界史Ａ 山川出版社
現代の世界史 本文の内容および構成が世界史A教科書として、本校生徒の学力に相応しいものである

ことや、写真や地図などの図版も多く取り入れられていること、コラムなどで様々な視
点を示すなどの配慮がなされている。

世界史Ｂ 山川出版社
詳説世界史 必要な事項を、バランス良く取り上げていることや、多くの学校で採択されている実績

があることを考慮した。教科書自体の内容も、事実関係に明らかな疑問を感じるものは
なく、教材としては適切であると判断している。

日本史Ａ 東京書籍

日本史Ａ
現代からの歴史

本文の内容が日本史Ａ教科書としては比較的詳しく、共通教材として多様な授業に対応
できる。「17歳の肖像」「地域の窓」「世界からの窓」といったコラムによって、国家
の枠組みとは異なる歴史への視点をさまざまな角度から示している点も評価できる。

日本史Ｂ 山川出版社
詳説日本史 必要な事項を、一通りバランスよく取り上げている。これまで多くの学校で採択されて

いる実績があることから、事実関係に関する明らかに疑問を感じるような記述は少な
く、教材としてそつなくまとめられている。

地理Ａ 第一学習社

高等学校　地理Ａ　
世界に目を向け，
地域を学ぶ

地理Ａで養うべき地理的技能に関する資料や記述が豊富であり、生徒の興味関心を引き
付ける工夫がなされている。また、地図・写真資料・取り上げている現代世界の課題の
視点が優れており、高校１年生が持つ教科書として適切である。

地理Ｂ 二宮書店
新編　詳解地理Ｂ 地理的技能・系統地理・地誌の３部構成になっている点が評価できる。掲載している主

題図、写真、解説、地理用語の説明などがわかりやすく、高校３年生が地理Ｂを習得す
ることに最適な教科書である。

地理Ａ 二宮書店
高等地図帳 地図の地名が見やすいことや掲載している主題図が見やすくまとまっていて非常に良

い。さらに、地図ページの配色が良く、凡例も分かりやすく、正確かつ詳細な情報が掲
載されている点が評価できる。

現代社会 第一学習社 高等学校　
現代社会

基礎基本的な政治分野・経済分野の内容が、図表や写真などを用いて、わかりやすく示
されている。

◆政治経済
・倫理

実教出版
高校倫理 政治経済・倫理選択者にとって必要な事項を、バランス良く取り上げていることを考慮

した。また写真をたくさん取り上げているため、思想の内容と思想家の顔を連動させて
覚えさせる指導ができることも評価した。

◆政治経済
・倫理

東京書籍
政治・経済 政治経済・倫理選択者にとって必要な事項を、バランス良く取り上げていることを考慮

した。また、現代社会の諸課題を考えるための必要なトピックを多く取り入れている点
も評価した。

数学Ⅰ 第一学習社 高等学校　数学Ⅰ やや凝った例題も採用されており，記述内容（証明の方針など）に独自性が見られ，深
く学習するにふさわしいと判断した。

数学Ⅱ 実教出版
数学Ⅱ 学ぶべき項目について，具体的かつ適切に記述されているため，生徒の理解が深まるこ

とが期待できると判断した。

数学Ⅲ 実教出版 数学Ⅲ 学ぶべき項目について，具体的かつ適切に記述されているため，生徒の理解が深まるこ
とが期待できると判断した。

数学Ａ 第一学習社 高等学校　数学Ａ やや凝った例題も採用されており，記述内容（証明の方針など）に独自性が見られ，深
く学習するにふさわしいと判断した。

数学Ｂ 実教出版 数学Ｂ 学ぶべき項目について，具体的かつ適切に記述されているため，生徒の理解が深まるこ
とが期待できると判断した。

物理基礎 啓林館

物理基礎 物理基礎の学習内容について、学ぶべき学習項目が網羅され、探究活動の記載も豊富で
ある。また、難解になり過ぎないように本文を適切に扱い、学習指導要領解説に示され
ている具体的な事例もあり、生徒の興味関心や学習意欲を高める工夫がされている。

物理 啓林館

物理 物理の学習内容について、学ぶべき学習項目が網羅され、探究活動の記載も豊富であ
る。また、難解になり過ぎないように本文を適切に扱い、学習指導要領解説に示されて
いる具体的な事例もあり、物理リテラシーを身につけ意欲を高める工夫がされている。

化学基礎 実教出版 化学基礎 化学基礎で学習する内容を多くの写真や図表を使いながらわかりやすく解説し，さらに
発展的に学習したいときのために詳細な関連事項を掲載している。

化学 啓林館
化学 適切な表現を用いた詳細な解説があり、図表などの説明もわかりやすい。理系の化学選

択者がより発展的に学習する際にも十分対応してより詳しく丁寧な解説がみられる。

生物基礎 東京書籍

生物基礎 指導内容が他分野にわたる生物基礎の分野において、内容が精選されており生物基礎の
体系的な理解に適している。また、近年進歩が早い免疫学の分野に関しても最先端の知
見を、詳細に記述していることから、生徒の興味関心を広げるのに適している。また、
実験も工夫がされているものが多く、実験や実習の多い本校の生物教育に適している。

生物 東京書籍

生物 近年の研究によって新しい知見が多く発見されている生物学の分野において、古典的な
生物学から最先端のものまでバランス良く掲載されており、生徒に必要な情報がもれな
く掲載されている。特に、動物行動学の分野は分子レベルでみた神経のはたらきまで丁
寧に解説されており、生徒の興味関心を広げるのに適している。

地学基礎 東京書籍

地学基礎 地学基礎の内容のうち、「地球の環境」についての記述が、図や資料を含めて詳細で、
わかりやすいこと、知識の断片的な羅列ではなく、地球や地球を取り巻く環境につい
て、ストーリー性を持って記述されていること、単なる事柄の暗記にならないような用
語の選択をしていること、本校の生徒が読んで理解できるように記述されていること、
以上の条件をすべて満たすことから、採択した。

地学 数研出版

地学 地学の内容のうち、地球の活動と歴史、宇宙の構造についての記述が、最新の学説に基
づいて記述されていること、ジオイドなど生徒にとってわかりにくい項目の説明が丁寧
であること、学習した内容に関連した内容を記述した参考の部分が、生徒にとってより
わかりやすいであろうと考えられること、以上の条件をすべて満たし、かつ、本校の生
徒が読んでより理解できるように記述されている。

平成２８年度　使用教科用図書の採択結果と採択理由
東京学芸大学附属高等学校

上下巻に分かれており、他の教科書と比べ扱う教材の量が多い。また、評論・小説・詩
歌などの教材選択も適切であり、質的にも問題ない。

国語科

地理
歴史科

公民科

数学科

理科



保健
体育科

保健 第一学習社
高等学校
保健体育

扱われている話題が身近で興味深く，生徒の興味・関心が高まることが大いに期待でき
る。また、図表や写真も見やすく活用しやすい。

音楽Ⅰ 教育芸術社
MOUSA１ 各楽曲に表現の工夫に関するポイントや成立背景が記述され、生徒が自ら考え表現する

活動に活用しやすい。また、多様なジャンルについて網羅的に記述されている。

音楽Ⅱ 教育芸術社 高校生の音楽２ 多様なジャンルの楽曲が取り上げられ、表現の工夫に関するポイントや成立背景が記述
されている。それらを、音楽表現の工夫にいかす活動が展開できる。

美術Ⅰ 光村図書出版
美術１ 「美術Ⅰ」で学ぶべき基礎的、基本的事項をしっかり学習できるような多様な作品に加

え、制作過程や説明図などの資料がわかりやすく豊富に記載されている。

美術Ⅱ 光村図書出版
美術２ 「美術Ⅰ」での学習を踏まえた、基礎的、基本的事項を学習できるような多様な作品と

資料がわかりやすく記載されている。

美術Ⅲ 日本文教出版
高校美術３ 多様な作家の作品を取り上げるているとともに、「美術Ⅰ」「美術Ⅱ」の学習を踏ま

え、「美術Ⅲ」で必要な基礎的、基本的能力が深まるような内容である。

工芸Ⅰ 日本文教出版
工芸Ⅰ 「身近な生活と工芸」と「社会と工芸」について「工芸Ⅰ」で学ぶべき基礎的、基本的

内容を学べるような配置である。

工芸Ⅱ 日本文教出版
工芸Ⅱ 「身近な生活と工芸」と「社会と工芸」について「工芸Ⅱ」で学ぶべき基礎的、基本的

内容を学べるような配置である。

書道Ⅰ 教育図書 書　Ⅰ 基礎・基本を大切にした、古典に親しみ学習を進めていく態度を育成するにふさわしい
内容構成が施されており、表現と鑑賞を往還的に学ぶことができる。

書道Ⅱ 教育図書 書　Ⅱ 原寸大を基本とする図版は鮮明で美しく、表現と鑑賞のいずれを学ぶ際にも効果的に学
習できるように配慮されていて、書の伝統文化を体感することができる。

コミュニ
ケーション
英語Ⅰ

三省堂

CROWN English 
CommunicationⅠ

英文が豊富にあり、題材にも偏りがない。英語自体も自然であり、レイアウトも見や
すい。各レッスンの最後に深く読ませる問いがあり、踏み込んだ指導がしやすい。マ
ニュアル及び周辺教材も大変充実している。teacher-friendlyでありstudent-
friendlyである。

コミュニ
ケーション
英語Ⅱ

文英堂

UNICORN English 
Communication ２

使用されている語彙が非常に豊富であり、バラエティに富んだ英文が採用されている。
また思考力を身につけさせる英文が多く含まれている。構成も教師によるオーラルイン
トロダクションから生徒による活動がバランスよく配置されている。それにより教師が
一方的に英語を使用するのではなく、生徒にも英語を使用させる工夫がなされている。

コミュニ
ケーション
英語Ⅲ

大修館書店

Genius English 
Communication Ⅲ

扱っている内容において、生徒たちに考えさせるテーマが多数含まれており、より深く
学習内容を掘り下げることが出来る。

英語表現Ⅰ 第一学習社

Perspective 
English 
Expression Ⅰ

文法シラバスと機能シラバスの両方で１レッスンが構成されており、文法も機能的表現
もしっかり指導できる。特に機能的表現が豊富で、１年時に様々な表現を明示的に身に
つけることができる。参考書（文法書）もわかりやすく書かれており、併せて採用しや
すい。

英語表現Ⅱ 三省堂

CROWN English 
Expression Ⅱ

付録が充実している。〈Expressions〉は各例文に簡潔な文法説明が添えられてお
り、各課の練習問題を解く際や自己表現問題の英文を書く際に適宜参照できる。
〈Vocabulary〉は語彙力の増強に効果的である。〈表現集〉も各課でパラグラフを
まとめる際に適宜参照できる。

家庭基礎 開隆堂 家庭基礎　明日の
生活を築く

基礎基本を押さえ、将来の生活を運営するための技能と見通しをもった生活設計のあり
方について、生徒の実態を踏まえて分かりやすく構成されている。

◆家庭特講 実教出版
生活デザイン 基礎基本を押さえつつ、将来の生活を豊かで楽しく運営するための実践力を身につける

ため、生徒の実態を踏まえて分かりやすく構成されている。

社会と情報 日本文教出版

社会と情報 情報社会における教科「情報」の学習意義について理解しやすく、また興味を持つのが
難しくなりがちなコンピュータ・ネットワークなどの技術的な部分や、知的財産の保護
と活用、その他の専門用語などが挿絵などを用いて分かりやすく記載されており、一年
を通しての学習内容に沿った情報が十分に盛り込まれている。

社会と情報 実教出版

情報デザイン 情報学習内容や課題を検討していると、伝わるということの重要性から単なる技術的な
効率を超えて、ユーザインターフェースなどのようなデザイン的な部分に及ぶことがあ
り、そのような部分での例や説明における資料として、参考となる写真、イラストがた
くさん盛り込まれており、またしっかりとした解説もされている。

英語科

家庭科

情報科

芸術科



教科 科目 発行者 教科書名 採択理由

国語総合
（現代文）

第一学習社
高等学校　新訂国
語総合　現代文編

定番教材から比較的新しい教材までバランスよく取り上げられているオーソドックスな
構成である。要所に言語活動についてのコラムがあり、「ただ読むだけ」に陥らないよ
うに配慮されている。表現領域の情報もわかりやすくまとまっている点も親切である。

国語総合
（古典）

第一学習社
高等学校　新訂国
語総合　古典編

4年生で学ぶべきジャンルの作品を幅広く網羅し、段階的に力をつけさせることができ
ると判断した。また、ジャンルごとにコラムがあり、作品内容や時代背景の理解を深め
ることが期待できると判断した。

国語表現 東京書籍 国語表現

現代文Ｂ 筑摩書房 精選現代文B
現代社会の諸課題を扱った教材でバランス良く構成されている。また、明治期の文章が
複数採られており、日本の近代に対する洞察を得ることができる。更に、翻訳文学が採
用され言語の活用に実践的な言及があり、国際社会で生きる力につながる内容である。

古典Ａ 筑摩書房
古典A[古文・漢
文]物語・史伝選

古文および漢文教材がバランスよく配され、個々の教材も難易度に配慮されているた
め、学習者の古典への関心を高めることが期待できる。また、高度な読解力養成するた
めに、様々なテーマの文章を多数収録されている。

古典Ｂ 筑摩書房
古典B　古文編
古典B　漢文編

基本的な古典教材が難易度を配慮して扱いやすく配置されており、また、教材の本数も
多く、充実した構成となっていることから、本校の生徒の実態に即した教材を選ぶのに
適した教科書であると判断した。

世界史Ａ 東京書籍 世界史A
内容が充実している一冊である。章の小見出しにおける時代概観が適切で、各小項目の
すべてに中心的な問いが設けられており、生徒は歴史的意義や因果関係を意識しながら
近現代史を中心とした世界史の全体像を把握することができるように工夫されている。

世界史Ｂ 山川出版社 詳説世界史B
内容が充実している点が採択理由である。章の構成（時代区分，地域区分）が分かりや
すく，生徒が歴史的思考力を高めるためにも整理されたものとなっている。関連した図
版も非常に吟味・精選されており，資料活用力を高めていくことができる。

日本史Ａ 東京書籍
日本史A 現代から
の歴史

分かりやすく図解した資料が多く、「世界からのまなざし」「地域の窓」などのコラム
から日本の歴史を様々な視点から考える工夫がなされている。また、錦絵や写真が大き
く、当時の状況を生徒が視覚的にも理解し易く、より深い歴史的思考を促す。

日本史Ｂ 山川出版社 詳説日本史B
時代の流れを把握し理解を深めるられる。記述内容に関連する写真・図表なども興味関
心をひく、「歴史へのアプローチ」では、史料に基づく歴史叙述の重要性やその活用に
より単なる事実の理解だけでなく、より深い歴史的思考を促すつくりとなっている。

地理Ａ 二宮書店 新編地理Ａ
多彩な写真資料や多様な主題図が豊富で地域や事象の背景やシステムを学ぶ上で興味・
関心をひくものが多い。ローカルスケールからグローバルスケールへとつながっていく
内容構成も、地理を学ぶ生徒にとって適切に理解へ導く工夫がなされている。

地理Ｂ 帝国書院 新詳地理Ｂ
多くの写真や主題図を収録していること，一つ一つの図版に生徒の理解を促す工夫がみ
られる。また，激しく変化を遂げる地誌の学習を進める上で重要な最新事情や地誌的事
象の背景に迫ることのできる紙面構成は，深い地理的思考を促すものである。

地図 帝国書院 新詳高等地図
地理学習において欠かすことのできない地図帳において，見やすく，使いやすい地域図
と地域を効果的に読み解く主題図の構成は生徒にとって，地理的思考力を高める教材と
して重要である。

現代社会 清水書院
高等学校　現代社
会　最新版

非常に幅広い内容を扱う「現代社会」という科目の特性が十分に活かされた作りとなっ
ている。また学習内容を深める資料やコラムも充実し、一方で平易な表現で記述されて
いる。

政治・経済 清水書院
高等学校　現代政
治・経済　最新版

「現代社会」を学んだ生徒たちが選択科目として「政治・経済」を履修するにあたり内
容や編集方針から選択した。さらに同出版社において「政治・経済」の教科書は２種類
あるが、多くの内容が整理され、重要なトピックについては充実している。

倫理 東京書籍 倫理
様々な思想を理解するための助けとなる資料が適切に掲載されており、現代に至るまで
の思想の流れが見えやすい。また現代の倫理的課題を考察するための章立てが意識され
ている。

数学Ⅰ 実教出版 数学Ⅰ
一つ一つの概念について，比較的具体的かつ詳細に述べられており，生徒の理解がより
深まることが期待できる。

数学Ⅱ 啓林館 詳説　数学Ⅱ
内容が丁寧に詳しく記述されており，読んでわかるような工夫がなされている。また例
や問題が系統的に扱われており分かりやすいと判断した。

数学Ⅲ 東京書籍 数学Ⅲ
豊富に例題や問題が掲載されており，例題と問との間に難易のギャップがあまりないの
で生徒が自ら学習を進める上でも有効であると判断した。

数学Ａ 実教出版 数学Ａ
一つ一つの概念について，比較的具体的かつ詳細に述べられており，生徒の理解がより
深まることが期待できる。

数学Ｂ 啓林館 詳説　数学B
内容が丁寧に詳しく記述されており，読んでわかるような工夫がなされている。また例
や問題が系統的に扱われており分かりやすいと判断した。

数学活用 啓林館 数学活用
日常生活に直結する様々なトピックが散りばめられており，生徒の学習意欲を喚起する
ことが期待できる。

科学と人間生活 東京書籍 科学と人間生活
単元の要所に「観察実験」をが配置されており，生徒の探究的な活動に使用しやすい。
日常生活に関わりの深い事象を科学的にとりあげたり，導入のページでは身近な場面の
写真が取り上げられており，視覚的に生徒のくらしと科学をつなげる。

物理基礎 東京書籍 物理基礎
概念や法則性など物理学の系統性が重視された配置になっており，体系だてた授業デザ
イン活用しやすい。実験や実習のヒントが「分量やレベルでグレード分けされており，
授業展開の位置づけや軽重に応じて使い分けがしやすい。

物理 東京書籍 物理
基本概念や法則など物理の系統性が重視され，概念ベースの授業設計に活用しやすい。
物理基礎の内容との関連性や表記上もその関連が一目でわかる。コラムで最新の科学技
術，歴史的な話題などを取り上げ，自学においても知的好奇心を満足させれる。

化学基礎 実教出版 化学基礎
理論・概念の記述に対応する実験・観察の扱いがバランスよく、実験・観察を中心とし
て授業設計がしやすい。また、実験方法が図示化されており、生徒実験の際に、説明が
しやすい。発展的内容も記載されており、専門的内容へのアプローチがしやすい。

化学 実教出版 化学
理論・概念の記述に対応する実験・観察の扱いがバランスよく、実験・観察を中心とし
て授業設計がしやすい。また、実験方法が図示化されており、生徒実験の際に、実験方
法およびその注意事項に対する説明がしやすい。発展的内容も程よく記載されている。

生物基礎 実教出版 生物基礎
他社と比較してより詳細でわかりやすい内容構成になっている。また、本文以外の「発
展」「参考」「話題」などに関しても先端的内容が興味深い内容が取り上げられてい
る。

生物 数研出版 生物
非常に分量の多い内容をよく整理し、自然な流れで構成している。また、他社と比較
し、より深く分析的であり、特に探究の部分の記載は非常に優れている。「発展」「参
考」「話題」の部分も興味深い内容を扱っており、本教科書が適切であると判断した。

地学基礎 数研出版 地学基礎
写真や図表が充実しており、地球や宇宙でのさまざまな現象をイメージしやすい。「探
究活動」という項目もあり、実験や観察のスキル向上に役立つ。また、「発展」「参
考」「Column」として最新のトピックスが数多く掲載されていてる。

地学 数研出版 地学
写真や図表が充実しているだけでなく、「探究活動」が充実しており、実験や観察を通
じて生徒自身が考える力を身につけるのに役立つ。「発展」「参考」「Column」などの
形で掲載されている最新のトピックスも生徒の興味を引きやすい。

平成２８年度　使用教科用図書の採択結果と採択理由
東京学芸大学附属国際中等教育学校　後期課程

国語科

地理
歴史科

公民科

数学科

理科



保健
体育科 保健 大修館書店 現代高等保健体育

扱われている話題がいずれも大変身近で興味深く，生徒の興味・関心が高まることが大
いに期待できる。図表や写真も見やすく活用しやすい。高校生の時期に学習したことを
生涯にわたって生かす手立てとなっている。

音楽Ⅰ 教育芸術社 MOUSA1
多ジャンル、幅広い世代の曲が掲載されている。また、クラシックの鑑賞教材となる資
料も、図説がわかりやすく、生徒の興味関心を惹くものとなっている。

音楽Ⅱ 教育芸術社 MOUSA2
多ジャンル、幅広い世代の曲が掲載されている。また、クラシックの鑑賞教材となる資
料も、図説がわかりやすく、生徒の興味関心を惹くものとなっている。

音楽Ⅲ 音楽之友社 高校生の音楽3
掲載曲数が多く、リコーダーなどのアンサンブル曲を授業で活用している。幅広いジャ
ンルの音楽を知ることができ、鑑賞について楽曲分析として良い。

美術Ⅰ 光村図書 美術１
掲載作品など資料が鮮明に印刷されており、情報量も豊富で鑑賞活動に適している。巻
末には各種表現技法による制作の流れや用具の使い方がわかりやすく示されており、表
現活動時に活用しやすい。

美術Ⅱ 光村図書 美術２
掲載作品など資料が鮮明に印刷されており、情報量も豊富で鑑賞活動に適している。巻
末には各種表現技法による制作の流れや用具の使い方がわかりやすく示されており、表
現活動時に活用しやすい。より表現と鑑賞の幅が広がるよう構成されている。

美術Ⅲ 光村図書 美術３
掲載作品など資料が鮮明に印刷されており、情報量も豊富で鑑賞活動に適している。各
種画材の使い方を追求する内容や、表現方法の工夫と応用が示されており、表現活動時
に活用しやすい。表現と鑑賞をさらに深めるよう構成されている。

書道Ⅰ 東京書籍 書道Ⅰ
書道に関する知識がバランスよく掲載されている。図版が大きく豊富である点が学習者
の理解を手助けすると考えられる。実生活とのつながりも意識されている点が良い。

書道Ⅱ 東京書籍 書道Ⅱ
書道に関する知識がバランスよく掲載されている。図版が大きく豊富である点が学習者
の理解を手助けすると考えられる。様々な名筆・古典を紹介している点も良い。

書道Ⅲ 東京書籍 書道Ⅲ
書道に関する知識がバランスよく掲載されている。図版が大きく豊富である点が学習者
の理解を手助けすると考えられる。様々な名筆・古典を紹介している点も良い。

コミュニ
ケーション
英語Ⅰ

三省堂
Crown English 
Communicatinon 
Ⅰ

言語材料の配置と語彙レベルが適切である。関連単語・文法の集約等、復習に効果的
である。また、題材が多岐にわたり知識や思考力を養う。基礎から発展まで、４技能
のバランスが良く、コミュニケーション活動等も可能である。

コミュニ
ケーション
英語Ⅱ

三省堂
Crown English 
Communicatinon 
Ⅱ

言語材料の配置と語彙レベルが適切である。関連単語・文法の集約等、復習に効果的
である。また、題材が多岐にわたり知識や思考力を養う。基礎から発展まで、４技能
のバランスが良く、コミュニケーション活動等も可能である。

コミュニ
ケーション
英語Ⅲ

三省堂
Crown English 
Communicatinon 
Ⅲ

言語材料の配置と語彙レベルが適切である。関連単語・文法の集約等、復習に効果的
である。また、題材が多岐にわたり知識や思考力を養う。基礎から発展まで、４技能
のバランスが良く、コミュニケーション活動等も可能である。

英語表現Ⅰ 三省堂
Crown English 
Expression Ⅰ

文法材料がわかりやすく演習課程で工夫したステップが設定されている。。言語材料を
扱い・身に付けながら、使用するコンテクストを意識したりできる点・発展としてエッ
セー等の指導も行いやすい。

英語表現Ⅱ 三省堂
Crown English 
Expression Ⅱ

文法材料がわかりやすく演習課程で工夫したステップが設定されている。。言語材料を
扱い・身に付けながら、使用するコンテクストを意識したりできる点・発展としてエッ
セー等の指導も行いやすい。

家庭科
家庭基礎 開隆堂

家庭基礎　明日の
生活を築く

　図表や写真が充実しており、生徒の興味･関心に沿っている。また、「なぜそうなる
のか」「何を基準にそのように行動するのか」を考えさせるものが多い。生徒が身近な
ものからの気づきによって学習内容をより深めることができる。

情報科
情報の科学 東京書籍 情報の科学

情報教育の系統性を重視し，情報社会において必要とされる知識が無理なく身につくよ
う，工夫と配慮がなされている。情報化の進展に主体的に対応できる能力と態度を育成
することのできる。

問い合わせ　　東京学芸大学総務部附属学校課　042-329-7808

英語科

芸術科


