
平成３１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

教科 科目 発行者 教科書名 採択理由

国語総合
（現代文）

筑摩書房
精選国語総合
現代文編改訂版

新たに掲載された作品と定番作品のバランスがよく，評論のトピックや「言語活動」の資料も充実して
いる。読みやすくレイアウトにも工夫がされている。

国語総合
（古典）

筑摩書房
精選国語総合
古典編改訂版

一年次に読んでおきたい古文・漢文の定番作品がバランスよく配列されている。古典の常識に関する補足
や図・写真など資料も豊富で，読解する上で役立つ。

現代文Ｂ 大修館書店
現代文Ｂ改訂版
上巻

現代文Ｂ 大修館書店
現代文Ｂ改訂版
下巻

◆古典講読 筑摩書房
古典Ａ
[古文・漢文]物
語・史伝選

本校３年「古典講読」の古文の主力教材としている『源氏物語』の文章が，比較的数多く採用されてい
る。

◆古典Ｂ 数研出版
改訂版古典Ｂ  
古文編

本校生徒の学力に適合した教材がジャンル・数とも工夫されて採用されており，レイアウトおよびフォン
トも見やすく適切である。また，漢文と分冊になっていることは，本校の授業の実際の場面において必須
である。

◆古典Ｂ 数研出版
改訂版古典Ｂ  
漢文編

本校生徒に必ず学習させたい教材が掲載されており，教材のジャンルごとのバランスもよく，レイアウ
トおよびフォントも見やすく適切である。古文と漢文が分冊になっていることは，本校の授業の実際の場
面において必須である。

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が世界史A教科書として，本校生徒の実態に適しており，写真や地図などの図版が
充実し，現代社会とのつながりを重視して，日本史も一体としてとらえた内容となっており，考えながら
学ぶ配慮がなされている。

世界史Ｂ 山川出版社 詳説世界史
本文の内容および構成が世界史B教科書として，本校生徒の実態に適しており，脚注の内容もわかりやす
い。各時代の全体像をつかみやすく，主体的な学習にも十分対応できる。

日本史Ａ 実教出版
新日本史Ａ　新
訂版

従来の教科書とは若干異なる視点・構成から意欲的な叙述がなされている。中学校までに学んできたのと
は異なる歴史の観点を発見でき，高校で初めて歴史を学ぶ際の教科書にふさわしいと考えられる。

日本史Ｂ 山川出版社
詳説日本史　改
訂版

整理が行き届いた叙述で，細部の整合性もよく練られている。図版や資料の選択もおおむね妥当で，研究
の進展にも相応に対応している。歴史を通史的に学ぶ際の教科書としてのバランスに優れていると考えら
れる。

地理Ａ 第一学習社

高等学校新版地
理A
〜世界に目を向
け，地域を学ぶ

資料・景観写真が豊富であり，地理Ａで養うべき地理的技能が身につけやすく，生徒の興味・関心を引き
付ける工夫がなされている。また，地図・写真資料・書き込み式のワークや取り上げている現代世界の課
題の視点が優れており，高校１年生の教科書として適切である。

地理Ｂ 二宮書店
新編詳解地理B改
訂版

地理的技能・系統地理・地誌の３部構成の配分が良い。掲載している主題図や写真等の資料が生徒の興
味・関心・理解度を高めるものとなっており，解説や地理用語の説明などがわかりやすい。

地図 二宮書店 詳解現代地図
一般図や都市図の配色が良く，凡例も分かりやすいものが使用され，地名が見やすく，正確かつ詳細な情
報が掲載されている。主題図も必要な情報が網羅され，見やすくまとまっていて良い。

現代社会 数研出版 改訂版現代社会
他の教科書と比べ倫理，政治経済についての詳細に記述されている。写真や図を多用し，読みやすい。
The World Mapなど興味関心を深める工夫がされている。

◆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，バランス良く取り上げている。また，判例や年表などわか
りやすく示されている。

◆政治経済・倫理 実教出版
高校倫理　新訂
版

現代の諸課題とリンクしており，先哲の思想をもとに考えさせる活動に適している。現代思想に対する記
述も多く，より考えさせる活動に適していると判断した。

数学Ⅰ 実教出版 数学I 新訂版
数学Ⅰの内容（数と式，図形の計量，二次関数，データの分析）について，基本事項から応用的な内容ま
で幅広く採用されている。また，図や解説の記載が丁寧であることや多彩なコラムが掲載してあるため，
数学に対する理解・興味・関心を深める学習ができる。

数学Ⅱ 第一学習社 数学Ⅱ
数学Ⅱの内容（いろいろな式，図形と方程式，指数関数・対数関数，三角関数，微分・積分）につい 
て，やや凝った例題も採用されており，記述内容（証明の方針など）に独自性が見られ，深く学習するに
ふさわしい。

数学Ⅲ 第一学習社 数学Ⅲ
数学Ⅲの内容（平面上の曲線，複素数平面，極限，微分法，積分法）について，やや凝った例題も採用さ
れており，記述内容（証明の方針など）に独自性が見られ，深く学習するにふさわしい。

数学Ａ 実教出版 数学A 新訂版
数学Aの内容（場合の数と確率，整数の性質，図形の性質）について，基本事項から応用的な内容まで幅
広く採用されている。また，図や解説の記載が丁寧であることや多彩なコラムが掲載してあるため，数学
に対する理解・興味・関心を深める学習ができる。

数学Ｂ 第一学習社 数学Ｂ
数学Bの内容（数列，ベクトル）について，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
ど）に独自性が見られ，深く学習するにふさわしい。

物理基礎 第一学習社 改訂　物理基礎
物理基礎で学ぶべき学習項目が適切に網羅されている。図版が多く，式変形などの説明が丁寧でわかりや
すい。物理（４単位）への学習の接続も工夫され，興味を深めながら物理基礎の学習意欲を高める話題を
取り上げている。

物理 第一学習社 改訂  物理
物理で学ぶべき学習項目が適切に網羅されている。図版が多く，式変形などの説明が丁寧でわかりやす
い。要点の「整理」，興味深い「参考」など，興味を深めながら物理基礎から物理の学習へ，違和感無く
学ぶことが出来るように工夫されている。

化学基礎 実教出版
化学基礎  新訂
版

化学基礎で学習する内容を多くの写真や図表を使いなが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 東京書籍 改訂  新編化学
学習指導要領で示された学習内容が明確に示され，写真や図表を使いながら大変分かりやすく解説され
ている。各ページの欄外に，重要な用語の英訳が示されている上，巻末に英字索引もあり，グローバルな
学習にもよく対応している。

生物基礎 東京書籍 改訂  生物基礎
生物基礎の内容を生物の共通性と多様性の観点からまとめられており，系統的に学習できるような工夫が
なされている。図版等も生徒の理解を深められる内容になっている。紹介されている実験も工夫がされて
いるものが多く，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 改訂  生物

近年の研究によって新しい知見が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
のものまでバランス良く掲載されており，生徒に必要な情報がもれなく掲載されている。「改訂 生物基
礎」との関連性も明確で，多くの学習内容を系統的に整理して学習できる。特に，動物行動学の分野は他
の教科書と比較して特筆的に詳細に掲載されており，生物に関心の高い本校の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 改訂　地学基礎
知識の断片的な羅列ではなく，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，生徒が読んで理解しやすく記述されている。

地学 数研出版 地学
最新の学説に基づいて記述されていること，生徒にとってわかりにくい項目の説明が丁寧であること，生
徒が読んで理解しやすく記述されている。

保健
体育科 保健 大修館書店

最新高等保健体
育改訂版

生徒の日々の生活や将来に役立つ内容が扱われている。資料の面でも海外の情報（写真等）や密接に関連
する新聞記事の抜粋など最新情報が組み込まれており非常に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が記述され，生徒が自ら考え表現する活動に活用しやす
い。多様なジャンルについて網羅的に記述されている。音楽史に関する記述が簡潔にまとめられており，
教材との関連が図りやすい。

上下巻に分かれており，他の教科書と比べ扱う教材の量が多い。また，評論・小説・詩歌などの教材選択
も適切であり，質的にも問題ない。さらに，キーワード解説等のコラムも入って，内容的にも一層充実し
た。

地理
歴史科

公民科

数学科

理科

芸術科

国語科



音楽Ⅱ 教育芸術社 MOUSA 2
多様なジャンルの楽曲が取り上げられ，表現の工夫に関するポイントや成立背景が記述されている。それ
らを，音楽表現の工夫にいかす活動が展開できる。音楽史に関する記述が簡潔にまとめられており，教材
との関連が図りやすい。

音楽Ⅲ 教育芸術社 Joy of Music 表現や鑑賞の活動を通して，現代の多様な音楽文化に対する総合的な理解を深めることができる。

美術Ⅰ 日本文教出版 高校生の美術１
「美術Ⅰ」で学ぶべき基礎的，基本的事項を学習できるよう，作家の作品や高校生の作品とともに，内容
ごとにわかりやすくまとめられている。また，美術史や材料・技法などに関する資料が豊富である。

美術Ⅱ 日本文教出版 高校生の美術２
「美術Ⅰ」での学習を踏まえ，「美術Ⅱ」で発展的に学ぶことができるような構成になっている。作家の
作品や高校生の作品とともに，内容ごとにわかりやすくまとめられている。また，美術史や材料・技法な
どに関する資料が豊富である。

美術Ⅲ 日本文教出版 高校生の美術３
多様な作家の作品を取り上げているとともに，「美術Ⅰ」「美術Ⅱ」の学習したことを踏まえて，より深
く自己と美術の関わりを考えることができる内容である。

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」で学ぶべき基礎的，基本的内容を学べるよう
な配置である。

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」で学ぶべき基礎的，基本的内容を学べるよう
な配置である。

工芸Ⅲ 日本文教出版 工芸Ⅱ
「工芸Ⅲ」向けに発行されている教科書がないため「工芸Ⅱ」で使用している教科書を使用。自己と工芸
の関わりを深めることができる内容である。

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が施され
ており，表現と鑑賞を往還的に学ぶことができる。

書道Ⅱ 教育図書 書  Ⅱ
原寸大を基本とする図版は鮮明で美しく，表現と鑑賞のいずれを学ぶ際にも効果的に学習できるように配
慮されていて，書の伝統文化を体感することができる。

コミュニケーショ
ン

英語Ⅰ
三省堂

CROWN English 
Communication 
Ⅰ New Edition

言語と民族，比較文化，平和，地球環境，国際協力，科学技術など，高校生に考えてほしいテーマを中心
に扱っている。プレゼンテーションやスピーチ等が行いやすいような身近な話題が豊富である。使用語彙
や表現についても適切な難易度である。

コミュニケーショ
ン

英語Ⅱ
三省堂

CROWN English 
Communication 
Ⅱ New Edition

エッセイ，インタビュー，国際医療，言語と民族，日本文化，科学技術，国際平和など，1年次に学んだ
ことをさらに発展させ，確かな読解力を養うのに適しているとともに，英語を用いたプレゼンテーション
が展開しやすい構成となっている。

コミュニケーショ
ン

英語Ⅲ
啓林館

Revised ELEMENT 
English 
Communication 
Ⅲ

英文のジャンルが豊富であり，偏りがない。文章量が前半のLessonが少なめで，後半が多めであり，時間
的制約がある場合に臨機応変に対応しやすい。各Lessonの最後には，英語を総合的に学習するよう工夫さ
れた確認問題がある，特に大学入試で要求される内容把握問題がシンプルであるが総括的であるところが
とても良い。

英語表現Ⅰ 増進堂

MAINSTREAM 
English 
Expression Ⅰ 
Second Edition

授業の中で英語の４技能をバランスよく扱うことができる構成になっている。トピックも現代に合わせた
社会問題や高校生を取り巻く問題が掲載されており，自己表現やアウトプット活動がしやすくなってい
る。

英語表現Ⅱ 増進堂

MAINSTREAM 
English 
Expression Ⅱ 
Second Edition

日常生活，学校生活，地域・社会や世界の問題を幅広く扱われ，必要な言語材料が十分な量が適切に掲載
され，生徒の学習の資すると考えられる。また，アウトプットのための活動もしやすい構成となってい
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
生活を豊かに向上させる実践力の育成が図られるよう，理論と実践例が分かりやすく盛り込まれており，
学習の深まりが期待できる構成となっている。

情報科

社会と情報 日本文教出版 新・社会と情報
SNS関連の記述が豊富で，高校生にとっての身近な環境を踏まえた指導に適し，またビッグデータ等の新
しい題材も取り上げられ，情報の技術的・科学的な理解を促す授業構成にも適している。更に，イラスト
や図解が充実しており，要点をしぼった解説がされているため，生徒が無理なく学習ができる。

家庭科

英語科



平成３１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）

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　改訂
版　新訂国語総
合　現代文編

ある程度評価の定まった定番教材から鮮度の高い教材までバランスよく取り上げられている。学習の
手引きやコラムが親切すぎず，適度な情報量で生徒自身に考えさせるような示し方になっている点が
よい。また，「言語活動」や「表現」，付録のページもコンパクトに要点がまとめられていて，活用
しやすい。

国語総合
（古典）

第一学習社
高等学校　改訂
版　新訂国語総
合　古典編

4年生で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ができると判断した。
また，ジャンルごとのコラムの掲載や作品ごとに「学習」における問いがよく練られていることは，
作品内容や時代背景の理解を深めることにつながると判断した。今回新たに加えられた年代識別の目
盛りもわずかな工夫だが，生徒にとっては効果的である。

国語表現 大修館書店
国語表現　改訂
版

方法論の説明が整理されている。討論の方法や種類についての解説も充実しており，言語活動の充実
に寄与するものになっている。「表現への扉」と題された短いエッセイや評論などは，思考のきっか
けを探らせるためのよい参考になる教材となっている。

現代文Ｂ 筑摩書房
精選現代文B　改
訂版

環境・身体・リスク・交換といった現代社会の諸課題を扱った教材でバランス良く単元構成されてい
る。また，漱石・鷗外を始めとする明治期の文章が複数採られており，日本の近代に対する洞察を得
ることができる。さらに，翻訳文学が採用されている点や言語の活用について実践的な言及がある点
も，国際社会でよりよく生きる力につながる内容である。

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がバランスよく配されており，個々の教材も難易度に配慮して配されているた
め，学習者の古典への関心を高めることが期待できると判断した。また，高度な読解力を養成するた
めに，さまざまなテーマを扱った文章を多数収録した本教科書が，本校の６年生の使用する教科書と
して適切であると判断した。

古典Ｂ 第一学習社

高等学校 改訂版 
古典B 古文編
高等学校 改訂版 
古典B 漢文編

古文編は説話・物語・随筆・日記・和歌・評論，漢文編は史書・詩・文章・小説・思想と，高校生段
階で扱うべきジャンルが網羅されており，様々な内容を扱った教材が豊富に収録されていることか
ら，本校生徒の学習目標を到達させるために必要な教材を選ぶのに適した教科書であると判断した。
また，年代識別の目盛りやコラムの内容など，生徒にとって活用しやすい工夫が施されており，使用
にふさわしい教科書であると判断した。

世界史Ａ 東京書籍 世界史A

刊行されている世界史Aの教科書の中では，内容が充実している一冊である。章の小見出しにおける時
代の概観が適切で，見開き2ページで構成されている各小項目のすべてに中心的な問いが設けられてお
り，生徒は歴史的意義や因果関係を意識しながら近現代史を中心とした世界史の全体像を把握するこ
とがで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　改
訂版

6年次（高3相当）を対象とした授業で使用する教科書として，内容が充実している点が第一の採択理
由である。内容が詳しいだけでなく，章の構成（時代区分，地域区分）が分かりやすく，生徒が歴史
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にも有効な教科書である。

日本史Ａ 東京書籍
日本史A 現代か
らの歴史

内容を分かりやすく図解した資料が多く，「世界からのまなざし」「地域の窓」などのコラムから日
本の歴史を様々な視点から考える工夫がなされている。また，錦絵や写真が大きく掲載されており，
当時の状況を生徒が視覚的にも理解し易く，より深い歴史的思考を促すつくりとなっていることなど
から適切であると判断した。

日本史Ｂ 山川出版社
詳説日本史　改
訂版

生徒が時代の流れを把握し理解を深めるられるつくりとなっている。記述内容に関連する写真・図表
なども興味や関心をひく題材が多く，「歴史へのアプローチ」では，史料に基づく歴史叙述の重要性
やその活用によりなにがわかるか，など単なる事実の理解だけでなく，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 基本地理A

多彩な写真資料や多様な主題図が豊富に盛り込まれており，地域や事象の背景やシステムを学ぶ地理
の学習を進めていく上で興味・関心をひくものが多く収録されている。ローカルスケールからグロー
バルスケールへとつながっていく内容構成も高校で初めて地理を学ぶ生徒にとってより適切に理解へ
導く工夫がなされている。

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はさることながら，一つ一つの図版に生徒の理解を促す工夫
がみられる。また，めまぐるしく変化を遂げる地誌の学習を進める上で重要な最新事情や地誌的事象
の背景に迫ることのできる紙面構成は，より深い地理的思考を促すものである。

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で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である。

現代社会 清水書院
高等学校　現代
社会　新訂版

原則として見開き２ページで一つのテーマが構成されており，非常に幅広い内容を扱う「現代社会」
という科目の特性が十分に活かされた作りとなっている。また，今回の改訂にあたり情報量が増えて
いるが，平易な表現での記述は以前と変わらずに理解しやすい。さらに学習内容を深めるような資料
やコラムも充実し，様々なバックグラウンドを持つ生徒が在籍している本校にとって本教科書が適切
であると判断した。

政治・経済 清水書院
高等学校　現代
政治・経済　新
訂版

４年次（高１相当）で必履修科目として「現代社会」を学んだ生徒たちが６年次に選択科目として
「政治・経済」を履修するにあたり内容や編集方針の関連性から「現代社会」と同じ出版社である清
水書院の教科書を選択した。さらに同出版社において「政治・経済」の教科書は２種類あるが，多く
の内容が整理され，重要なトピックについては充実した記載量となっている本教科書が６年生で使用
する教科書として適切であると判断した。

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が適切に掲載されており，現代に至るまでの思想の流れ
が見えやすい。また現代の倫理的課題を考察するための章立てが意識されており，青年期から成人期
への移行過程にある生徒たちにとって適切な教科書であると判断した。

数学Ⅰ 東京書籍
数学Ⅰ　
Advanced

現実の世界の問題，数学の世界の問題ともに，生徒たちが興味をもって主体的に取り組むことができ
る題材を厳選している。また，知識・技能を土台にして思考力が養われるように，主体的・対話的で
深い学びが実現できるように工夫されており，本校使用教科書として適切であると判断した。

数学Ⅱ 東京書籍
数学Ⅱ　
Advanced

現実の世界の問題，数学の世界の問題ともに，生徒たちが興味をもって主体的に取り組むことができ
る題材を厳選している。また，知識・技能を土台にして思考力が養われるように，主体的・対話的で
深い学びが実現できるように工夫されており，本校使用教科書として適切であると判断した。

数学Ⅲ 東京書籍
数学Ⅲ　
Advanced

現実の世界の問題，数学の世界の問題ともに，生徒たちが興味をもって主体的に取り組むことができ
る題材を厳選している。また，知識・技能を土台にして思考力が養われるように，主体的・対話的で
深い学びが実現できるように工夫されており，本校使用教科書として適切であると判断した。

数学Ａ 東京書籍 数学A　Advanced
現実の世界の問題，数学の世界の問題ともに，生徒たちが興味をもって主体的に取り組むことができ
る題材を厳選している。また，知識・技能を土台にして思考力が養われるように，主体的・対話的で
深い学びが実現できるように工夫されており，本校使用教科書として適切であると判断した。

数学Ｂ 東京書籍 数学B　Advanced
現実の世界の問題，数学の世界の問題ともに，生徒たちが興味をもって主体的に取り組むことができ
る題材を厳選している。また，知識・技能を土台にして思考力が養われるように，主体的・対話的で
深い学びが実現できるように工夫されており，本校使用教科書として適切であると判断した。

科学と人間生活 東京書籍
改訂　科学と人
間生活

単元の要所に「観察実験」をが配置されており，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，導入のページでは身近な場面の写真が取り上げられてお
り，視覚的に生徒のくらしと科学をつなげることができるイメージを重視した作りになっている。
以上の理由により，一部の生徒が選択する科学と人間生活の教科書として適切であると判断した。

国語科

地理
歴史科

公民科

数学科

理科



物理基礎 実教
物理基礎　新訂
版

生徒の興味関心を喚起する問いかけと実験観察の資料や，理解を深めるためのポイントがまとめられ
ている「Key Note」など，少ないページ数で充実した内容となっており，授業で活用しやすい。ま
た，簡単に見えて実は間違いやすい基本的な概念の理解度を確認することのできる「Key Question」
も各章で充実しており，概念ベースの授業を展開しやすい。タイトル，重要用語，公式の文字解説な
どに英語が表記されていることも，本校生徒の学習を支援すると考えられる。以上の理由により，本
校5年生の生徒が履修する本科目の教科書として適切であると判断した。

物理 実教 物理　新訂版

生徒の興味関心を喚起する問いかけと実験観察の資料や，理解を深めるためのポイントがまとめられ
ている「Key Note」など，少ないページ数で充実した内容となっており，授業で活用しやすい。ま
た，簡単に見えて実は間違いやすい基本的な概念の理解度を確認することのできる「Key Question」
も各章で充実しており，概念ベースの授業を展開しやすい。タイトル，重要用語，公式の文字解説な
どに英語が表記されていることも，本校生徒の学習を支援すると考えられる。以上の理由により，本
校の理系進学希望者が履修する本科目の教科書ととして適切であると判断した。

化学基礎 実教出版
化学基礎　新訂
版

理論・概念の記述に対応する実験・観察の扱いがバランスよく，実験・観察を中心として授業設計が
しやすい。また，実験方法が図示化されており，生徒実験の際に，実験方法およびその注意事項に対
する説明がしやすい。発展的内容も程よく記載されており，理解度の早い生徒に対して専門的内容へ
のアプローチがしやすい。
以上の理由により，本校の生徒に適した教科書であると判断した。

化学 実教出版 化学　新訂版

理論・概念の記述に対応する実験・観察の扱いがバランスよく，実験・観察を中心として授業設計が
しやすい。また，実験方法が図示化されており，生徒実験の際に，実験方法およびその注意事項に対
する説明がしやすい。発展的内容も程よく記載されており，理解度の早い生徒に対して専門的内容へ
のアプローチがしやすい。
以上の理由により，本校の生徒に適した教科書であると判断した。

生物基礎 数研出版
改訂版　生物基
礎

他社と比較してより詳細で系統だった内容構成になっている。また，本文以外の「発展」「参考」
「話題」などに関しても先端的内容が興味深い内容が取り上げられていおり，本教科書が適切である
と判断した。

生物 数研出版 改訂版　生物
非常に分量の多い内容をよく整理し，自然な流れで構成している。また，他社と比較し，より分析的
であり，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，本教科書が適切であると判断した。

地学基礎 数研出版 新編　地学基礎
写真や図表が充実しており，地球や宇宙で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」などの形で最
新のトピックスが数多く掲載されていて，生徒の興味を引きやすい。

地学 数研出版 地学
写真や図表が充実しているだけでなく，「探究活動」が充実しており，実験や観察を通じて生徒自身
が考える力を身につけるのに役立つ。「発展」「参考」「Column」などの形で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。

保健
体育科 保健 大修館書店

現代高等保健体
育改訂版

扱われている話題がいずれも大変身近で興味深く，生徒の興味・関心が高まることが大いに期待でき
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，幅広い世代の曲が掲載されており，本校の教育目標の一つである「多様な文化への寛容
性・耐性を持つ生徒を育てる」ための教材として適切と考える。また，クラシックの鑑賞教材となる
資料も，図説がわかりやすい。ヴォーカルアンサンブル曲もあり，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，幅広い世代の曲が掲載されており，本校の教育目標の一つである「多様な文化への寛容
性・耐性を持つ生徒を育てる」ための教材として適切と考える。また，クラシックの鑑賞教材となる
資料も，図説がわかりやすい。スキャット，ヴォーカルアンサンブル曲もあり，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
掲載曲数が多いということと，リコーダーなどのアンサンブル曲も充実している。音大志望の生徒に
とっても，幅広いジャンルの音楽を知ることができ，特に鑑賞の部分は楽曲分析として良い教材で，
作曲，編曲の授業にも応用ができる。以上のことから，本教科書が適切であると考える。

美術Ⅰ 光村図書 美術１
掲載作品など資料が鮮明に印刷されており，情報量も豊富で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がわかりやすく示されており，表現活動時に活用しやすい。
以上のことから，本校使用教科書として適切であると判断した。

美術Ⅱ 光村図書 美術２

掲載作品など資料が鮮明に印刷されており，情報量も豊富で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が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１を基礎として，より表現と鑑賞の幅が広がるよう構成されている。以上のことから，本校使用
教科書として適切であると判断した。

美術Ⅲ 光村図書 美術３

掲載作品など資料が鮮明に印刷されており，情報量も豊富で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が示されており，表現活動時に活用しやすい。美術１・
美術２を踏まえて，表現と鑑賞をさらに深めるよう構成されている。以上のことから，本校使用教科
書として適切であると判断した。

書道Ⅰ 光村図書 書Ⅰ
書の古典を図版とキャッチーな文章で紹介しており，理解しやすい内容となっている。東洋独特の美
的感覚によりつくられた書作品の理解を助けるための文化や歴史の紹介も豊富である。海外生活の経
験が多い本学の生徒の理解を補助し，さらなる興味を引くことが期待される。

書道Ⅱ 教育出版 新編　書道Ⅱ
木簡・竹簡，篆刻・刻字，布本など多岐にわたる作例が収録されること，文学や歴史といった他教科
との関連を図る図版やコラムが多く掲載されていることで，多方面から書への理解を深めることがで
き，生徒の知的好奇心に応えることができるものとなっている。

書道Ⅲ 教育出版 書道Ⅲ
多岐にわたる書文化を網羅した作品掲載と他教科との関連も見られる豊富な情報により構成されてい
る。生徒の持つ国際的，客観的に考察する力や，より広い視点から書を捉える力をさらに育成するの
に適していると考えられる。

コミュニケーショ
ン

英語Ⅰ
三省堂

Crown English 
Communicatinon 
ⅠNew Edition

言語材料の配置と語彙レベルが本校の生徒に適切である。章末には，関連単語・文法の集約などがあ
り，言語材料の復習にも効果的である。また，題材が時事問題（社会的なもの，理科的・科学的なも
のを含む）や芸術を含む多岐にわたるものであることから，生徒の知識や思考力を養うにあたり魅力
的である。章立てにおいては，基礎的なものから発展的なものまで，４技能バランスよく配置されて
おり，コミュニケーション活動やプロジェクト活動も可能である。以上のことを考慮し，本校使用教
科書として適切であると判断した。

コミュニケーショ
ン

英語Ⅱ
三省堂

Crown English 
Communicatinon 
Ⅱ
New Edition

言語材料の配置と語彙レベルが本校の生徒に適切である。章末には，関連単語・文法の集約などがあ
り，言語材料の復習にも効果的である。また，題材が時事問題（社会的なもの，理科的・科学的なも
のを含む）や伝統文化を含む多岐にわたるものであることから，生徒の知識や思考力を養うにあたり
魅力的である。章立てにおいては，基礎的なものから発展的なものまで，４技能バランスよく配置さ
れており，コミュニケーション活動やプロジェクト活動も可能である。以上のことを考慮し，本校使
用教科書として適切であると判断した。

コミュニケーショ
ン

英語Ⅲ
三省堂

Crown English 
Communicatinon 
Ⅲ              
             
New Edition

言語材料の配置と語彙レベルが本校の生徒に適切である。章末には，関連単語・文法の集約などがあ
り，言語材料の復習にも効果的である。また，題材が時事問題（社会的なもの，理科的・科学的なも
のを含む）や文学を含む多岐にわたるものであることから，生徒の知識や思考力を養うにあたり魅力
的であると判断した。章立てにおいては，基礎的なものから発展的なものまで，４技能バランスよく
配置されており，コミュニケーション活動やプロジェクト活動も可能である。以上のことを考慮し，
本校使用教科書として適切であると判断した。

英語表現Ⅰ 三省堂
Crown English 
Expression Ⅰ 
New Edition

文法材料がわかりやすく導入・説明されており，演習課程において，工夫したステップが設定されて
いる。例えば，基礎的内容のドリルから，コミュニケーション活動まで自然な流れで生徒の理解を導
いており，各単元にテーマが設定されている点が本教科書の大きな魅力である。言語材料を扱い・身
に付けながら，使用するコンテクストを意識したりできる点・発展としてエッセー等の指導も行いや
すい点から，本教科書が適切であると判断した。

英語科

芸術科



英語表現Ⅱ 三省堂
Crown English 
Expression Ⅱ 
New Edition

文法材料がわかりやすく導入・説明されており，演習課程において，工夫したステップが設定されて
いる。例えば，基礎的内容のドリルから，コミュニケーション活動まで自然な流れで生徒の理解を導
いており，各単元にテーマが設定されている点が本教科書の大きな魅力である。言語材料を扱い・身
に付けながら，使用するコンテクストを意識したりできる点・発展としてエッセー等の指導も行いや
すい点から，本教科書が適切であると判断した。

家庭科

家庭基礎 教育図書
最新家庭基礎　
生活を科学する

　図表や写真が充実しており，その内容も後期課程の生徒の興味･関心に沿っている。また科学的に解
説をしている内容が多く，生徒が生活と科学の結びつきについて深く考えることのできるものとなっ
ている。生徒が自立した生活をめざしていく上で，他教科も含む既習事項を結びつけながら学習内容
をより深めることができると判断した。

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が無理なく身につくよう，工夫と配
慮がなされている。情報化の進展に主体的に対応できる能力と態度を育成することのできる教科書で
ある

問い合わせ　　東京学芸大学総務部附属学校課　042-329-7808


