
 

1 
 

編 修 趣 意 書 

（教育基本法との対照表） 
 

受理番号 学 校 教 科 種 目 学 年  

27-76 高等学校 理科 物理基礎  

発行者の 
番号・略称 

教科書の 
記号・番号 教 科 書 名 

61 啓林館 物基 315 物理基礎 改訂版 

 

１．編修の趣旨及び留意点 

 21 世紀は，学習指導要領にも謳われているように，新しい知識・情報・技術が社会全体の重要な柱となっ

ている「知識基盤社会」である。それに加え，社会のグローバル化が急速に進んだ今日，技術革新や人材育

成などをめぐる国際競争の一方で，異なる文化や文明と共存を図ることにより，平和を維持し，国際社会の

抱える環境問題やエネルギー問題などを解決することが急務の課題となっている。一方，我が国の高校生の

現状を見るに，国際的な調査では諸外国との比較において，物事を自分自身で考えて判断し，それを表現す

る能力が十分でないという指摘がなされている。 

このような状況を鑑みるに，高校現場において，基礎的な学力，思考力・判断力・表現力などを備えたグ

ローバル化時代の人材を育むことが喫緊の課題となっている。とりわけ，自然科学の分野において，そこを

支配する法則の多くは，力学，電磁気学，波動論など，高等学校の「物理基礎」で学習する内容と密接に関

連している。そのため，日常生活や社会との関連をもとに，物体の運動などの身近な物理現象やエネルギー

についての生徒の関心を高め，物理に対する学習意欲の向上を図ること，また物理学が活用されている具体

的な事例を扱うことにより，物理学が現代社会において果たす役割を理解させることが重要である。さらに

一歩進んで，習得した法則や概念などの基礎知識を活用し，身の回りで起こる物理現象を主体的に，目的意

識をもって観察，実験し，それらを自らの力で解明して，自分自身の言葉で説明できるようになれば，物理

に大きな魅力を感じ，より深い興味をもつようになる。また同時に，この社会で生きていく自信がつき，喜

びをもつことにもなる。これが物理的なものの見方や考え方を身につけることの重要性である。 

これからの社会の多種多様な展開や変遷に十分に対応し，適切に対処できる人材を世に送る，これこそ「生

きる力」の理念の実現であり，これを育むことの真の意義であろう。日本および世界の秩序ある発展に貢献

できる若い世代を育成することが，高校の物理教育が担うべき最大の使命であると考える。 

以上のような趣旨と留意点とを念頭に置いて，本書『物理基礎』の編修を進めた。 

２．編修の基本方針 

○物理の基礎・基本が確実に定着し，自ら学ぶ意欲が高まる教科書を目指す。 

本書は，学習指導要領「物理基礎」に示されている事項を徹底して扱い，その目標を達成できるようにし

た。また「物理基礎」の履修後に「物理」を履修することも視野に入れて，より高度な発展的内容も積極的

に取り込んでいる。さらに，ニュースや雑誌などで取り上げられる物理の内容も話題にし，生徒の興味を刺

激して進んで学ぶ意欲を喚起するように心がけた。 
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○観察・実験，探究活動の重視 

 探究活動や観察・実験を通じて科学の方法を習得させ，科学的な自然観を育てることは，物理教育の重要

な目標のひとつであると考え，学習の流れに密着した観察・実験を，「実験」や「やってみよう」として本文

中の関連箇所で扱った。 

○生徒が学びやすく，先生が教えやすい教科書を目指す。 

 全国の教育現場の意見を積極的に取り入れ，教育現場の実態を十分に考慮し，学びやすく教えやすい教科

書になるように心がけた。 

以上の基本方針の具体的な内容については，下記の「４．上記の記載事項以外に特に意を用いた点や特色」

において触れる。 

３．対照表 

 

図書の 
構成・内容 

特に意を用いた点や特色 該当箇所 

教科書全体 ○基本的な知識がしっかり身につくように，記述を丁寧にし，必

要な部分には図や写真を入れた。（第 1 号） 

○自然科学の美しい法則や定理を知ることにより，自然の仕組みや

精妙さに気づかせるとともに，論理的な思考力の基盤となる基礎

的・基本的な知識・技能の確実な定着を心がけた。（第 1 号） 

記述全般 

 ○観察・実験などを通して科学的な見方や考え方が身につくよう

に，「実験」や「やってみよう」を随所に入れた。（第 1 号） 

教科書全般の「実験」

「やってみよう」 

 ○学習したことや身の回りの事象への疑問などを探究する手法

を紹介することを通して，真理を求める態度を育成するように

した。（第 1 号） 

探究活動（p.106～

108，134，172，204，

226） 

 ○発展的な学習も数多く紹介し，個に応じた学習にも対応した。

（第 2 号） 

教科書全般の「発展」

 ○主に前見返しや「参考」，「解体新書」，第 5 部第 2 章で，身の

回りの生活に関連した話題などを紹介した。（第 2 号） 

前見返し， p.93 ，

p.218～225 他 

 ○個々が責任感をもって観察や実験を進められるように手順を

丁寧に示した。安全上の留意点には十分に配慮した。 

教科書全般の「実験」

「探究活動」 

 ○男女の役割を固定せず，学習を進めていくことができるように

配慮した。（第 3 号） 

記述全般 

 ○デザインや配色にあたっては，色覚の個人差を問わず，より多

くの人に必要な情報が伝わるように心がけた。（第 3 号） 

図版全般 

 ○日本および世界の，物理の発展に寄与した人物を紹介して興味

をもたせ，これからの科学の発展に寄与する態度が養われるよ

うにした。（第 5 号） 

p.55，p.81，p.124，

p.181，p.198，p.199，

p.219，後見返し他 
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見返し 〇スポーツとその周辺の物理を題材に，これから学習する内容と

身近なスポーツが関わっていることを示した。 

前見返し 

第 1 部 〇生活との関連を重視し，次のような題材で学習を展開するよう

にした。（第 2 号） 

・物体の運動を例示する際，できるだけ自動車や舟，人など，身

の回りに関連する物体を描くようにした。 

・ジャッキにおける仕事の原理を紹介した。 

・棒高跳における力学的エネルギーの保存の法則を紹介した。 

〇伝統文化を尊重する態度を養えるよう，祭りの山車を引く力の

はたらきを示す写真から導入した。（第 5 号） 

 

 

p.7 他 

 

p.79 

p.93 

p.38 

第 2 部 〇生活との関連を重視し，次のような題材で学習を展開するよう

にした。（第 2 号） 

・打ち水を紹介し，生活との関連を図った。 

・エネルギーの変換について，イラストを用いて具体的に示し，

生徒の生活との関連を図った。 

 

 

p.119 

p.129 

第 3 部 ○生活との関連を重視し，次のような身近な題材で学習を展開す

るようにした。（第 2 号） 

・地震波を紹介し，波動を学習することの有用性が実感できるよ

うにした。 

・身近な楽器から音が出るしくみを紹介した。 

 

 

p.145 

 

p.169 

第 4 部 〇生活との関連を重視し，次のような題材で学習を展開するよう

にした。（第 2 号） 

・コピー機のしくみを紹介し，帯電について考えるようにした。 

・電磁波がどのように利用されているかを紹介し，生活との関連

を図った。 

○科学の発展に大きく貢献した科学者を多数紹介し，伝統と文

化，他国を尊重する態度を養えるようにした。（第 4 号） 

 

 

p.175 

p.200 

 

p.181，190，191，

198，199 

第 5 部 ○エネルギー問題や環境問題，放射線の適正な利用などから，持

続可能な社会の創造へ向けて，環境を保全する態度を養うよう

にした。（第 3 号，第 4 号，第 5 号） 

○医療や電磁波，橋，地震に関する話題を例に，これまで学習し

てきた内容と生活とが密接に関連していることを示すように

した。（第 2 号） 

p.206～215 

 

 

p.218～225 

資料 

巻末資料 

自主的および自律的に学習を広げられるように，学習に関連した

豊富な資料を準備した。（第 2 号） 

p.238～255 
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４．上記の記載事項以外に特に意を用いた点や特色 

〇内容の配列と系統化 

・「第 1 部」で，物体の運動を扱う力学から学習を始め，その基本的概念と法則を修得する。それを基礎にし

て，「第 2 部」～「第 4 部」で，熱，波動，電気という様々なエネルギーの形態を学び，最後に「第 5 部」

でこれまで学習してきたエネルギーとその利用，および物理と社会との関わりについて学習するという構

成をとった。これにより，中学校理科で学習した内容からの継続性や上位科目との継続性にも注意を払い

つつ，生徒にとっては学びやすく，教師にとっては教えやすい系統化された学習が可能なように心がけた。

〇見開き構成を意識 

授業中等に，見落としがないように，また，ページを参照する回数を減らすことができるように設計した。 

・見開き構成を意識し，どこまでがひとつの学習内容であるのかをわかりやすくした。 

・三角比やベクトルなど，巻末資料の内容でも必要に応じて本文にも掲載するようにした。 

〇実験・探究活動などの重視 

本書は，ともすれば教科書に書かれた内容を読んで学ぶだけに陥ってしまう物理の学習を，自らの体験を

通して法則に近づくための例示的な「実験」「やってみよう」「探究活動」を通して学ぶことを重視している。

・本書の随所に配置した「実験」では，活動を通して学習内容を理解し，科学的な見方や考え方を養うこと

を狙いとしている。 

・本書の随所に配置した「やってみよう」では，身近な日常生活で見られる物理などを取り上げ，生徒が自

主的に試みることで，教科書の該当する箇所の理解を深め，物理は楽しく，役に立つことを理解させ，物

理に対する興味を喚起する効果を期待するものである。 

・目的意識をもって観察・実験などを行う「探究活動」では，物理学的に探究する能力と態度を育むのが目

的である。したがって，従来の生徒実験のように方法や手順などを細かく指示するものではなく，生徒の

創意工夫に期待している部分が多い。また，「探究活動」における報告書の重要性，報告書を書き終えて発

表することで初めて「探究活動」が終了することを強調するため，第 1 部の探究活動の前に「探究活動の

進め方」を設置し，探究活動でどのように学習していけばよいのかと，報告書の例を掲載した。 

○学習内容の充実 

・「参考」「解体新書」では，本文の学習内容に関連する，日常生活や社会と関連する話題や，本文の学習の

参考になる内容を取り上げた。これらにより，興味・関心が高まり，理解が深まることを期待している。 

・「発展」には，本文の学習内容に関連する，より高度な内容を取り上げた。生徒が興味・関心に応じて学習

を深めるよう，期待している。 

〇図表作成上の留意点 

・物理的な概念を把握するため，なるべく多くの図や表，写真などを掲載し，生徒の理解を深め，より興味

を抱かせるように構成した。 

・すべての読者に必要な情報が伝わるデザインを目指し，カラーユニバーサルデザイン（CUD）の考えを取

り入れた。 

・図表の作成にあたっては，細心の注意を払って誤解を与えないように矢印や色使いの統一性を心がけた。

例えば，「速さ（速度）を示すには，必ずこの色でこの矢印」というような規則性・統一性を図った。 



 

5 
 

〇学習内容の定着 

・本文中の随所に問いや例題を設け，また学習内容を確認できるように各末には「章のまとめ」と，より応

用的な「章末問題」を設け，段階を踏む形で学習内容が定着するように配慮した。その際，物理量の単位

や有効数字にも十分に注意し，初学者に無用の混乱の生じないように配慮した。 

・本書では，生徒が間違いやすいところ・誤解しやすいところをフォローする囲み欄「Q&A」を設けた。こ

こでは本文での重要なポイントについて述べ，内容の修得の徹底を図った。 

〇日常生活との関連を意識 

・【前見返し】日常生活と物理が関連することを視覚的にとらえ，学習意欲を喚起するように，スポーツを例

に取り上げた。また，学習する内容とどのように関係しているのかを問いかけ，関連ページを示した。 

・【第１部第２章】「路面状態と摩擦係数」「大気圧」「雨滴の速度の変化」など，具体的な事柄を紹介するよ

うにした。 

・【第２部第１章】熱の利用について，仕事と熱運動のエネルギーとの変換の学習をもとにして，熱機関，熱

効率，廃熱の利用，エネルギーの変換と保存など，エネルギー教育にも関係付けて記述し，日常生活や社

会との関連づけを図った。 

・【第３部第２章】鐘の音，楽器の調律，ビルの固有振動，楽器のしくみなどを「参考」や「解体新書」とし

て取り扱うことで，音波に対する理解を深めることができるように配慮した。 

・【第５部第１章】放射線について，その単位や人体への影響，利用について図を用いて扱った。また，外部

被曝の低減三原則についても取り上げた。 

・【第５部第２章】日常生活や社会で利用されている科学技術について，「医療」，「電磁波」，「橋」，「地震」，

の４つのテーマを取り上げ，いずれのテーマも，物理基礎で学習した内容と関連づけられるように記述し

た。また，その際には写真を多く用いて，生徒がこれらの技術をより身近なものとして実感しやすいよう

に配慮した。 

〇その他 

・文章では，できるだけ漢字を使用するようにした。これにより平仮名では曖昧になることもある語句の意

味を明確に理解できるようにするとともに，国語との学習の関連を図った。 

・本文の記述は丁寧にし，重要語句は太字で強調した。また，重要語句や日常会話レベルの英語，英語の略

語については，英語表記をした。これにより物理量を文字で表すときの文字の出所がわかるように配慮し

た。例えば，速度は“velocity”なので“v”で表すことがわかる，といった具合である。 

・物理を学習する上で，数学は切っても切り離せない。巻末資料には「物理で使う数学的知識」を掲載した

ほか，各部・各章で適宜数学的な知識が必要な場合は解説を入れ，数学との学習の関連を図った。 

・教科書全般を通して登場する物理量や定数をいつでも参照することができるように「物理量と単位」「物理

定数」を巻頭に掲載した。 

・電流計と電圧計の使い方について，実際に実験をする際にも役立つように資料として取り上げた。 

・三角関数やベクトルについて，数学との学習の進度や対応できるように，練習問題を設けた。 
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編 修 趣 意 書 

（学習指導要領との対照表，配当授業時数表） 
 

受理番号 学 校 教 科 種 目 学 年  

27-76 高等学校 理科 物理基礎  

発行者の 
番号・略称 

教科書の 
記号・番号 教 科 書 名 

61 啓林館 物基 315 物理基礎 改訂版 

 

１．編修上特に意を用いた点や特色 

(1)全体の構成 

身近に見られる物理的な事物・現象に関する基本的な概念や原理・法則を理解させるという考え方に立って内

容を配列し，学習の展開ができるだけ必然性をもってつながるように配慮した。また，上位科目との接続や分野

ごとのまとまりをより意識し，力学，熱，波動，電磁気，エネルギーの 5 分野に大別した。 

●第 1 部 物体の運動とエネルギー 

●第 2 部 熱 

●第 3 部 波動 

●第 4 部 電気と磁気 

●第 5 部 物理と私たちの生活 

(2)主体的な学習の支援 

・基礎・基本を大切にし，読んでわかる詳しく丁寧な記述を心がけた。 

・各章末には「章のまとめ」「章末問題」を設定し，学習したことをもう一度振り返り，身につけることができ

るように配慮した。 

・本文中では基礎的かつ基本的な事柄の徹底を図る一方で，物理学と日常生活や社会との関わりを考えることが

できるように，学習内容と関連した話題を広げることに留意した。 

・個に応じた学習にも十分に対応できるように，必要に応じて学習指導要領の範囲を超えた発展的な学習内容を

取り入れた。 

(3)観察・実験・探究活動の充実 

・実験など活動を通して基礎・基本を理解できるようにし，また物理学的に探究する能力と態度を育てるととも

に，科学的な見方や考え方を養うことができるように配慮した。 

・探究活動を通して，探究の方法を身につけることができるようにするとともに，自ら課題を解決する力を養う

ことができるように配慮した。 
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２．対照表 

 

図書の構成・内容 学習指導要領の内容 該当箇所 配当授業
時数 

第 1 部 物体の運動とエネルギー  p.5～108 33 

 第 1 章 物体の運動   p.6～37 (10) 

   第 1 節 速度 (1)ア(イ) 運動の表し方   p.6～17  

   第 2 節 加速度 (1)ア(ウ) 直線運動の加速度   p.18～25  

   第 3 節 落体の運動 (1)イ(エ) 物体の落下運動   p.26～35  

章のまとめ・章末問題    p.36～37  

 第 2 章 力と運動   p.38～73 (13) 

   第 1 節 力 (1)イ(ア) 様々な力 

(1)イ(イ) 力とつり合い 

  p.38～49  

   第 2 節 運動の法則 (1)イ(ウ) 運動の法則   p.50～57  

   第 3 節 様々な力と運動    p.58～71  

 章のまとめ・章末問題    p.72～73  

 第 3 章 仕事とエネルギー   p.74～101 (9) 

   第 1 節 仕事 (1)ウ(ア) 運動エネルギーと位置エネ

ルギー 

  p.74～81  

   第 2 節 運動エネルギー (1)ウ(ア) 運動エネルギーと位置エネ

ルギー 

  p.82～85  

   第 3 節 位置エネルギー (1)ウ(ア) 運動エネルギーと位置エネ

ルギー 

  p.86～89  

   第 4 節 力学的エネルギーの保存 (1)ウ(イ) 力学的エネルギーの保存   p.90～99  

 章のまとめ・章末問題    p.100～101  

物理量の測定と表し方 

探究活動の進め方 

(1)ア(ア) 物理量の測定と表し方  p.102～103 

 p.104～105 
(1) 

探究活動 (1)エ 物体の運動とエネルギーに関

する探究活動 

 p.106～108 

第 2 部 熱  p.109～134 8 

 第 1 章 熱とエネルギー   p.109～133 (7) 

   第 1 節 熱と温度 (2)ア(ア) 熱と温度   p.110～115  

   第 2 節 熱量 (2)ア(ア) 熱と温度   p.116～122  

   第 3 節 熱の利用 (2)ア(イ) 熱の利用   p.123～131  

 章のまとめ・章末問題    p.132～133  

探究活動 (2)カ 様々な物理現象とエネルギー  p.134 (1) 
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の利用に関する探究活動 

第 3 部 波動  p.135～172 13 

 第 1 章 波の性質   p.136～155 (6) 

   第 1 節 波の伝わり方 (2)イ(ア) 波の性質   p.136～145  

   第 2 節 波の性質 (2)イ(ア) 波の性質   p.146～153  

 章のまとめ・章末問題    p.154～155  

 第 2 章 音   p.156～170 (6) 

   第 1 節 音波の性質 (2)イ(イ) 音と振動   p.156～161  

   第 2 節 音源の振動 (2)イ(イ) 音と振動   p.162～169  

 章のまとめ・章末問題    p.170～171  

探究活動 (2)カ 様々な物理現象とエネルギー

の利用に関する探究活動 

 p.172 (1) 

第 4 部 電気と磁気  p.173～204 10 

 第 1 章 静電気と電流   p.174～187 (4) 

   第 1 節 静電気 (2)ウ(ア) 物質と電気抵抗   p.174～177  

   第 2 節 電流 (2)ウ(ア) 物質と電気抵抗   p.178～185  

 章のまとめ・章末問題    p.186～187  

 第 2 章 交流と電磁波   p.188～201 (5) 

   第 1 節 電磁誘導と発電機 (2)ウ(イ) 電気の利用   p.188～192  

   第 2 節 交流と電磁波 (2)ウ(イ) 電気の利用   p.193～200  

 章のまとめ・章末問題    p.201  

 電流計・電圧計の使い方 (2)ウ(ア) 物質と電気抵抗  p.202～203  

 探究活動 (2)カ 様々な物理現象とエネルギー

の利用に関する探究活動 

 p.204 (1) 

第 5 部 物理と私たちの生活  p.205～226 6 

 第 1 章 エネルギーとその利用   p.206～217 (3) 

  第 1 節 様々なエネルギーとその

利用 

(2)エ(ア) エネルギーとその利用   p.206～215  

 章のまとめ・章末問題    p.216～217  

 第 2 章 物理学が拓く世界 (2)オ(ア) 物理学が拓く世界  p.218～225 (2) 

 探究活動 (2)カ 様々な物理現象とエネルギー

の利用に関する探究活動 

 p.226 (1) 

巻末資料 (1)(2)  p.173～191   －  

   合計70時間

観察・実験・問などの授業時数はそれぞれ関連する項目に含めてある。
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編 修 趣 意 書 

（発展的な学習内容の記述） 
 

受理番号 学 校 教 科 種 目 学 年  

27-76 高等学校 理科 物理基礎  

発行者の 
番号・略称 

教科書の 
記号・番号 教 科 書 名 

61 啓林館 物基 315 物理基礎 改訂版 

 

ページ 記 述 類型 関連する学習指導要領の内容や
内容の取扱いに示す事項 

12 平面内の運動での速度の合成・分解 1 「物理基礎」（１）ア(イ) 

16 平面内の運動での相対速度 1 「物理基礎」（１）ア(イ) 

33 水平投射の式 1 「物理基礎」（１）イ(エ) 

34 斜方投射の式 1 「物理基礎」（１）イ(エ) 

67 空気抵抗と終端速度 1 「物理基礎」（１）イ(エ) 

126 気体の法則と理想気体の変化 1 
「物理基礎」（２）ア(ア) 

      （２）ア(イ) 

131 熱力学第２法則 1 「物理基礎」（２）ア(イ) 

164 弦を伝わる横波の速さ 2 「物理基礎」（２）イ(イ） 

175 電気力線 1 「物理基礎」（２）ウ(ア） 

176 電気量の保存 1 「物理基礎」（２）ウ(ア） 

190 フレミングの左手の法則 1 「物理基礎」（２）ウ(イ） 

191 レンツの法則 1 「物理基礎」（２）ウ(イ） 

202 分流器 1 「物理基礎」（２）ウ(ア） 

203 倍率器 1 「物理基礎」（２）ウ(ア） 

211 半減期 1 「物理基礎」（２）エ(ア） 

227 剛体のつり合い 1 「物理基礎」（１）イ(イ) 

（発展的な学習内容の記述に係る総ページ数   30 ） 

 

 

 

（「類型」欄の分類について） 

１…学習指導要領上，隣接した後の学年等の学習内容（隣接した学年等以外の学習内容であっても，当該学年等の学習内容と直接的

な系統性があるものを含む）とされている内容 

２…学習指導要領上，どの学年等でも扱うこととされていない内容 
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編 修 趣 意 書 

（教育基本法との対照表） 
 

受理番号 学 校 教 科 種 目 学 年  

27-77 高等学校 理科 物理基礎  

発行者の 
番号・略称 

教科書の 
記号・番号 教 科 書 名 

61 啓林館 
物基 316 

物基 317 

考える物理基礎 

考える物理基礎 マイノート 

 

１．編修の趣旨及び留意点 

 21 世紀は，学習指導要領にも謳われているように，新しい知識・情報・技術が社会全体の重要な柱となっ

ている「知識基盤社会」である。それに加え，社会のグローバル化が急速に進んだ今日，異なる文化や文明

と共存を図ることにより平和を維持し，国際社会の抱える環境問題やエネルギー問題などを解決することが

急務の課題となっている。一方，我が国の高校生の現状を見るに，国際的な調査では諸外国との比較におい

て，物事を自分自身で考えて判断し，それを表現する能力が十分でないという指摘がなされている。 

このような状況を鑑みるに，高校現場において，基礎的な学力，思考力・判断力・表現力などを備えたグ

ローバル化時代の人材を育むことが喫緊の課題となっている。とりわけ，自然科学の分野において，そこを

支配する法則の多くは，高等学校の「物理基礎」で学習する内容と密接に関連している。そのため，日常生

活や社会との関連をもとに，物体の運動などの身近な物理現象やエネルギーについての生徒の関心を高め，

物理に対する学習意欲の向上を図ること，また物理学が活用されている具体的な事例を扱うことにより，物

理学が現代社会において果たす役割を理解させることが重要である。さらに一歩進んで，習得した法則や概

念などの基礎知識を活用し，身の回りで起こる物理現象を主体的に，目的意識をもって自らの力で解明し，

自分自身の言葉で説明できるようになれば，物理に大きな魅力を感じ，より深い興味をもつようになる。ま

た同時に，この社会で生きていく自信がつき，喜びをもつことにもなる。これが物理的なものの見方や考え

方を身につけることの重要性である。 

これからの社会の多種多様な展開や変遷に十分に対応し，適切に対処できる人材を世に送る，これこそ「生

きる力」の理念の実現であり，これを育むことの真の意義であろう。日本および世界の秩序ある発展に貢献

できる若い世代を育成することが，高校の物理教育が担うべき最大の使命であると考える。 

以上のような趣旨と留意点とを念頭に置いて，本書『考える物理基礎』の編修を進めた。 

２．編修の基本方針 

○物理の基礎・基本が確実に定着し，自ら学ぶ意欲が高まる教科書を目指しました。 

●基礎・基本を大切に考え，丁寧に記述しました。また，読んで，考え，書き，実際に活動して理解できる

教科書を目指しました。 

●各単元の導入文には，これから何を学習するのかを，それに関連した写真とともに配し，目的意識をもっ

て学習が進められるようにしました。 

●ニュースや新聞などで取り上げられる内容も話題にし，生徒の興味を刺激して進んで学ぶ意欲を喚起する
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ように心がけました。理科が日常生活で使われる場面を紹介し，生涯を通じて意欲的に理科を学び続ける

動機付けとなるようにしました。 

○観察・実験，探究活動の重視 

 探究活動や観察・実験を通じて科学の方法を習得させ，科学的な自然観を育てることは，物理教育の重要

な目標のひとつであると考え，学習の流れに密着した観察・実験を，「実験」や「やってみよう」として本文

中の関連箇所で扱いました。 

○写真・図の活用 

本文の理解を助けるために効果的と思われる箇所には，図表を豊富に掲載しました。また，グラフの読み

取りや作図など，生徒が手を動かして自ら考えることができるようにし，習得した知識・技能を活用・応用

して，思考・表現する力や，結果やデータを分析，解釈する力を育成するようにしました。 

○多様な学習形態への対応 

教科書の編修にあたっては，本冊と巻末挟み込みの別冊（マイノート）で構成し，通常の授業形態に加え

て，少人数学習，土曜授業，家庭学習等の多様な学習形態に対応しました。本冊と別冊を合わせて，科学的

思考力の育成を軸に，実際の活動のための実践力がつくようにしました。 

○生徒が学びやすく，先生が教えやすい教科書を目指しました。 

 全国の教育現場の意見を積極的に取り入れ，教育現場の実態を十分に考慮し，学びやすく教えやすい教科

書になるように心がけました。 

以上の基本方針の具体的な内容については，下記の「４．上記の記載事項以外に特に意を用いた点や特色」

において触れます。 

３．対照表 

 

図書の構

成・内容 
特に意を用いた点や特色（号番号は教育基本法を表す） 該当箇所 

教科書全

体 

自然科学の美しい法則や定理を知ることにより，自然の仕組みや精妙さ

に気づかせるとともに，実生活における理科の学習の活用や論理的な思

考力の基盤となる基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を目指しま

した。（第 1 号） 

教科書全般 

 幅広い知識と教養を身につけるため，本編のみでなく知識を広げられる

コラムや資料「参考」「Q&A」「資料」「巻末資料」を各種用意しました。

（第 1 号） 

教科書全般のコラム，

資料全般 

 観察・実験などを通して科学的な見方や考え方が身につくように，「実験」

や「やってみよう」を随所に入れました。（第 1 号） 

教科書全般の「実験」

「やってみよう」 

 学習したことや身の回りの事象への疑問などを探究する手法を紹介する

ことを通して，真理を求める態度を育成するようにしました。（第 1 号） 

探究活動（p.80～84，

100，130，154，172）

 発展的な学習も数多く紹介し，個に応じた学習に対応しました。（第 2 号） 教科書全般の「発展」

 主に前見返しや「参考」，「考えてみよう」，第 5 部第 2 章で，身の回りの 前見返し，p.12，p.93，



 

3 
 

生活に関連した話題などを紹介したり，考えさせたりするようにしまし

た。（第 2 号） 

p.164～171 他 

 個々が責任感をもって観察や実験を進められるように手順を丁寧に示し

ました。また安全上の留意点には十分に配慮しました。 

教科書全般の「実験」

「探究活動」 

 男女の役割を固定せず，学習を進めていくことができるように配慮しま

した。（第 3 号） 

記述全般 

 紙面デザインや配色にあたっては，色覚や認知力の個人差を問わず，よ

り多くの人に必要な情報が伝わるように配慮しました。（第 3 号） 

教科書全般 

 日本および世界の，物理の発展に寄与した人物を紹介して興味をもたせ，

科学の発展に寄与する態度が養われるようにしました。（第 5 号） 

p.46，p.135，p.165，

後見返し，他 

巻頭 スポーツとその周辺の物理を題材に，これから学習する内容と身近なス

ポーツが関わっていることを示しました。（第 2 号） 

前見返し 

巻頭には教科書の使い方を示し，自主的，自律的に学習が進められるよ

うにしました。（第 2 号） 

本冊巻頭③ 

別冊巻頭① 

第 1 部 生活との関連を重視し，次のような題材で学習を展開するようにしまし

た。（第 2 号） 

・物体の運動を例示する際，できるだけ自動車や舟，人など，身の回り

に関連する物体を描くようにしました。 

・体重計を例に，質量と重量の違いについて理解させるようにしました。 

 

 

本冊 p.8 他 

 

本冊 p.47 

第 2 部 生活との関連を重視し，次のような題材で学習を展開するようにしまし

た。（第 2 号） 

・打ち水を紹介し，日常生活との関連を図りました。 

・熱湯を入れるとガラスのコップが割れることを例に，熱膨張について

考えさせるようにしました。 

 

 

本冊 p.93 

本冊 p.94 

第 3 部 生活との関連を重視し，次のような身近な題材で学習を展開するように

しました。（第 2 号） 

・地震波を紹介し，波動を学習することの有用性が実感できるようにし

ました。 

・身近な楽器から音が出るしくみを紹介しました。 

 

 

本冊 p.111 

 

本冊 p.129 

第 4 部 電磁波がどのように利用されているかを紹介し，生活との関連を図りま

した。（第 2 号） 

本冊 p.153 

第 5 部 エネルギー問題や環境問題，放射線の適正な利用などから，持続可能な

社会の創造へ向けて，環境を保全する態度を養うようにしました。（第 3

号，第 4 号，第 5 号） 

本冊 p.156～163 
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エネルギーの変換について，イラストを用いて具体的に示し，生徒の生

活との関連を図りました。 

本冊 p.156 

医療や電磁波，橋，地震に関する話題を例に，これまで学習してきた内

容と生活とが密接に関連していることを示すようにしました。（第 2 号） 

本冊 p.164～171 

資料 

巻末資料 

自主的および自律的に学習を広げられるように，学習に関連した豊富な

資料を準備しました。（第 2 号） 

本冊 p.173～191 

別冊 書き，表現することを通じて，自ら主体的に真理を求める態度を培える

ようにしました。（第 1 号） 

個人の能力を伸ばし，創造性を培い，自主，自立の精神を養えるように

しました。（第 2 号） 

別冊全体 

 

４．上記の記載事項以外に特に意を用いた点や特色 

〇内容の配列と系統化 

●「第 1 部」で，物体の運動を扱う力学から学習を始め，その基本的概念と法則を修得する。それを基礎にし

て，「第 2 部」～「第 4 部」で，熱，波動，電気という様々なエネルギーの形態を学び，最後に「第 5 部」

でこれまで学習してきたエネルギーとその利用，および物理と社会との関わりについて学習するという構

成をとりました。これにより，中学校理科で学習した内容からの継続性や上位科目との継続性にも注意を

払いつつ，生徒にとっては学びやすく，教師にとっては教えやすい系統化された学習が可能になりました。

〇実験・探究活動などの重視 

本書は，ともすれば教科書に書かれた内容を読んで学ぶだけに陥ってしまう物理の学習を，自らの体験を

通して法則に近づくための例示的な「実験」「やってみよう」「探究活動」を通して学ぶことを重視しました。

●本書の随所に配置した「実験」では，活動を通して学習内容を理解し，科学的な見方や考え方を養えるよう

にしました。 

●本書の随所に配置した「やってみよう」では，身近な日常生活で見られる物理などを取り上げ，生徒が自主

的に試みることで，教科書の該当する箇所の理解を深め，物理は楽しく，役に立つことを理解させ，物理

に対する興味を喚起できるようにしました。 

●目的意識をもって観察・実験などを行う「探究活動」では，物理学的に探究する能力と態度を養うことを目

的としました。したがって，従来の生徒実験のように方法や手順などを細かく指示するものではなく，生

徒の創意工夫に期待しています。また，「探究活動」における報告書の重要性，報告書を書き終え発表する

ことで初めて「探究活動」が終了することを強調するため，第 1 部の探究活動の前に「探究活動の進め方」

を設置し，探究活動でどのように学習していけばよいのかと，報告書の例を掲載しました。 

○学習内容の充実 

●「参考」「考えてみよう」では，日常生活や社会と関連する話題や本文の学習の参考になる内容を取り上げ

ました。これらにより，興味・関心が高まり，理解が深まるようにしています。 

●「発展」には，本文の学習内容に関連する，より高度な内容を取り上げました。学習指導要領に示されてい

ない発展的な学習内容に該当していることを示すためマークを付し，生徒が興味・関心に応じて学習を深

めることができるようにしています。 
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〇図表作成上の留意点 

●物理的な概念を把握するため，なるべく多くの図や表，写真などを多く掲載し，生徒の理解を深め，より興

味を抱かせるように構成しました。 

●すべての読者に必要な情報が伝わるデザインを目指し，カラーユニバーサルデザイン（CUD）の考えを取り

入れました。これにより色弱者に配慮してデザインするというだけでなく，色数が無秩序で一貫性に欠け

る色彩設計にならないよう，伝えたい情報が的確に伝わるように工夫を行いました。 

●図表の作成にあたっては，細心の注意を払って誤解を与えないように矢印や色使いの統一性を心がけまし

た。例えば，「速度を示すには，必ずこの色でこの形の矢印」というような規則性・統一性を図りました。

〇学習内容の定着 

●本文中の随所に，物理の重要公式のまとめを設けました。これにより，教科書を読み返すときにも見やすい

紙面を目指しました。 

●公式の導出をする箇所について，適所にノートを模した囲みを設けました。これにより，これから何をしよ

うとしているか，また何が結論であるかがわかりやすくなるようにしました。 

●本文中の随所に問いや例題を設け，章末には章末問題を配置して，段階を踏む形で学習内容が定着するよう

に配慮しました。 

●学習内容を確認できるように各章に，より応用的な「章末問題」を設けました。その際，物理量の単位や有

効数字にも十分に注意し，初学者に無用の混乱の生じないように配慮しました。 

●本書では，生徒が間違いやすいところ・誤解しやすいところをフォローする囲み欄「Q&A」を設けました。

ここでは本文での重要なポイントについて述べ，内容の修得の徹底を図りました。 

〇その他 

●文章では，できるだけ漢字を使用するようにしました。これにより平仮名では曖昧になることもある語句の

意味を明確に理解できるようにするとともに，国語との学習の関連を図りました。 

●本文の記述は丁寧にし，重要語句は太字で強調しました。 

●重要語句や日常会話レベルの英語，英語の略語については，英語表記をしました。これにより，例えば，速

度は“velocity”なので“v”で表すことがわかる，というように，物理量を文字で表すときの文字の出所

がわかるように配慮しました。 

●物理を学習する上で，数学とは切っても切り離せません。巻末資料には「物理で使う数学的知識」を掲載し

たほか，各部・各章で適宜数学的な知識が必要な場合は解説を入れ，数学との学習の関連を図りました。 

●造本と供給についての工夫 

・造本は，開きやすく，紙面が広く見えて書き込み等の作業がしやすい製本形式を用い，軽くて印刷が鮮

明な用紙を採用しました。 

・本教科書は本冊と別冊を合わせて供給します。別冊は教科書番号を独立させていますので，万一の紛失

の際にも，別冊単体での購入が可能です。 
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編 修 趣 意 書 

（学習指導要領との対照表，配当授業時数表） 
 

受理番号 学 校 教 科 種 目 学 年  

27-77 高等学校 理科 物理基礎  

発行者の 
番号・略称 

教科書の 
記号・番号 教 科 書 名 

61 啓林館 
物基 316 

物基 317 

考える物理基礎 

考える物理基礎 マイノート 

 

１．編修上特に意を用いた点や特色 

(1)全体の構成 

身近に見られる物理的な事物・現象に関する基本的な概念や原理・法則を理解させるという考え方に立っ

て内容を配列し，学習の展開ができるだけ必然性をもってつながるように配慮しました。また，上位科目と

の接続や分野ごとのまとまりをより意識し，力学，熱，波動，電磁気，エネルギーの 5 分野に大別しました。

●第 1 部 物体の運動とエネルギー 

●第 2 部 熱 

●第 3 部 波動 

●第 4 部 電気と磁気 

●第 5 部 物理と私たちの生活 

(2)別冊の活用 

●別冊では本冊で学習したことについて，自分の手を動かして確認できる場を設け，思考しながら記述する

ことを通して，学力の向上と科学的思考力の育成が図れるようにしました。 

●別冊には章ごとに「チェック」と「力だめし」を設定し，学習したことをもう一度振り返り，身につける

ことができるように配慮しました。 

(3)主体的な学習の支援 

●興味・関心の喚起 

・各単元の最初には，導入文とそれに関連した写真を配置し，これから何を学習するのか目的意識をもっ

て取り組めるように編修しました。 

・本冊の適所に「考えてみよう」を配置し，学習したことをもとにして，生徒自らが考える場面を充実さ

せました。 

●本文中では基礎的かつ基本的な事柄の徹底を図る一方で，物理学と日常生活や社会との関わりを考えること

ができるように，学習内容と関連した話題を広げることに留意しました。 

●学習をする上で役に立つ資料の充実 

 ・主体的な学習のために，まず生徒の興味・関心を喚起することが重要と考え，読み物や図，写真をはじ

め，有用な資料を多数掲載しました。（前見返し，本冊の扉，単元導入，参考，資料，後見返しなど） 
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●記述式が苦手な生徒，白紙解答への対応 

 ・別冊で記述する部分では，一部に書き出しの文などを示すことで，スムーズに取り組めるようにし，生

徒が思考することを投げ出さないように配慮しました。 

(4)基礎・基本の重視 

●本文は，文意をとらえやすく，内容の飛躍がないように，わかりやすく丁寧な表現と展開を心がけました。

日本語の記述については，読みやすく理解しやすい表現を心がけました。 

●紙面レイアウトは，読みやすさが重要と考え，ひとつの学習のまとまりができるだけ同じ見開きで完結する

ように構成しました。 

●精選した内容を体系的に配列し，本文中では基礎的かつ基本的な事柄の徹底を図りました。 

(5)観察・実験・探究活動の充実 

●実験など活動を通して基礎・基本を理解できるようにし，また物理学的に探究する能力と態度を育てるとと

もに，科学的な見方や考え方を養うことができるように配慮しました。 

●探究活動を通して，探究の方法を身につけることができるようにするとともに，自ら課題を解決する力を養

うことができるように配慮しました。 

(6)読解力・表現力の育成 

●グラフを読み取り，分析，解釈したりする場面を学習展開の中で一層充実させました。 

●文章記述の表現力だけでなく，作図などの表現力をバランス良く育成できるようにしました。 

(7)他科目との連携 

●詳しくわかりやすい記述を目指すとともに，文章の記述では漢字を多く使用し，国語の学習との関連を図

りました。 

●重要語句の英語，英語の略語については，スペルを表記して，英語の学習との連携を図りました。 

２．対照表 

 

図書の構成・内容 学習指導要領の内容 該当箇所（本冊） 該当箇所（別冊）
配当授業
時数 

第 1 部 物体の運動とエネルギー  p.5～84 p.1～21 33 

 第 1 章 物体の運動 (1)ア(ア)(イ)，(1)イ(エ)  p.6～29 p.1～7  

  1 速さと速度 (1)ア(イ)   p.6～9 p.1 10 

  2 等速直線運動 (1)ア(イ)   p.10～11 p.1 

  3 速度の合成 (1)ア(イ)   p.12～13 p.2 

  4 相対速度 (1)ア(イ)   p.14～15 p.2 

  5 加速度 (1)ア(ウ)   p.16～17 p.3 

  6 等加速度直線運動 (1)ア(ウ)   p.18～21 p.3 

  7 重力加速度と自由落下 (1)イ(エ)   p.22～23 p.4 

  8 鉛直投射 (1)イ(エ)   p.24～26 p.4～5 

  9 放物運動 (1)イ(エ)   p.27～29 p.5 
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 第 2 章 力と運動 (1)イ(ア)(イ)(ウ)  p.30～59 p.8～15  

  10 力とは何だろうか (1)イ(ア) (1)イ(イ)   p.30～33 p.8 13 

  11 力の合成と分解 (1)イ(イ)   p.34～35 p.9 

  12 力のつり合い (1)イ(イ)   p.36～37 p.10 

  13 作用・反作用の法則 (1)イ(ウ)   p.38～41 p.10 

  14 慣性の法則 (1)イ(ウ)   p.42 p.11 

  15 運動の法則 (1)イ(ウ)   p.43～47   － 

  16 運動方程式の立て方 (1)イ(ウ)   p.48～51 p.11 

  17 摩擦を受ける運動 (1)イ(ア) (1)イ(ウ)   p.52～55 p.12 

  18 圧力と浮力 (1)イ(ア) (1)イ(ウ)   p.56～58 p.13 

  19 空気の抵抗 (1)イ(ア) (1)イ(ウ)   p.59   － 

 第 3 章 仕事とエネルギー (1)ウ(ア)(イ)  p.60～77  p.16～21  

  20 仕事 (1)ウ(ア)    p.60～63 p.16 9 

  21 仕事の原理と仕事率 (1)ウ(ア)    p.64～65 p.16 

  22 運動エネルギー (1)ウ(ア)   p.66～68 p.17 

  23 位置エネルギー (1)ウ(ア)   p.69～71 p.17 

  24 力学的エネルギーの保存 (1)ウ(イ)   p.72～74 p.18～19 

  25 保存力と保存力以外の力 (1)ウ(イ)   p.75～77 p.19 

物理量の測定と表し方 

探究活動の進め方 

(1)ア(ア)  p.78～79 

 p.80～81 

  － 1 

探究活動 (1)エ  p.82～84   － 

第 2 部 熱  p.85～100 p.22～27 7 

 第 1 章 熱とエネルギー (2)ア(ア)(イ)  p.86～99 p.22～27  

  26 熱と温度 (2)ア(ア)   p.86～87 p.22 6 

  27 熱容量と比熱 (2)ア(ア)   p.88～89   － 

  28 熱量の保存 (2)ア(ア)    p.90～91 p.22～23 

  29 物質の三態と分子の熱運動 (2)ア(ア)    p.92～94 p.23 

  30 熱と仕事 (2)ア(イ)    p.95～97 p.24 

  31 熱機関と不可逆変化 (2)ア(イ)    p.98～99 p.25 

探究活動 (2)カ  p.100   － 1 

第 3 部 波動  p.101～130 p.28～37 13 

 第 1 章 波の性質 (2)イ(ア)  p.102～117 p.28～33  

  32 波の伝わり方 (2)イ(ア)   p.102～105 p.28 6 

  33 波の表し方 (2)イ(ア)   p.106～108 p.28～29 

  34 縦波と横波 (2)イ(ア)   p.109～111 p.29 
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  35 波の重ね合わせ (2)イ(ア)   p.112～114 p.30 

  36 波の反射 (2)イ(ア)   p.115～117 p.31 

 第 2 章 音 (2)イ(イ)  p.118～129 p.34～37  

  37 音波の伝わり方 (2)イ(イ)   p.118～121 p.34 6 

  38 共振・共鳴 (2)イ(イ)   p.122   － 

  39 弦の振動 (2)イ(イ)   p.123～125 p.34 

  40 気柱の振動 (2)イ(イ)   p.126～129 p.35 

探究活動 (2)カ  p.130   － 1 

第 4 部 電気と磁気  p.131～154 p.38～47 11 

 第 1 章 静電気と電流 (2)ウ(ア)  p.132～141 p.38～43  

  41 静電気 (2)ウ(ア)   p.132～133 p.38 5 

  42 電流と電気抵抗 (2)ウ(ア)   p.134～135 p.39 

  43 様々な物質と抵抗率 (2)ウ(ア)   p.136～137   － 

  44 抵抗の接続 (2)ウ(ア)   p.138～139 p.39～40 

  45 電力と電力量 (2)ウ(ア)   p.140～141 p.41 

 電流計・電圧計の使い方 (2)ウ(ア)  p.142～143 p.41 - 

 第 2 章 交流と電磁波 (2)ウ(イ)  p.144～153 p.44～47  

  46 電流と磁界 (2)ウ(イ)   p.144～145 p.44 5 

  47 電磁誘導 (2)ウ(イ)   p.146～147 p.45 

  48 交流の発生 (2)ウ(イ)   p.148～149 p.46 

  49 電気が家庭に届くまで (2)ウ(イ)   p.150～151 p.46 

  50 電磁波 (2)ウ(イ)   p.152～153 p.46 

 探究活動 (2)カ  p.154   － 1 

第 5 部 物理と私たちの生活  p.155～172 p.48～51 6 

 第 1 章 エネルギーとその利用 (2)エ(ア)  p.156～163 p.48  

  51 エネルギーの変換と保存 (2)エ(ア)   p.156   － 3 

  52 エネルギーの利用 (2)エ(ア)   p.157～158 p.48～49 

  53 放射線の性質 (2)エ(ア)   p.159～161 p.49 

  54 原子力の利用 (2)エ(ア)   p.162～163 p.49 

 第 2 章 物理学が拓く世界 (2)オ(ア)  p.164～171   － 2 

 探究活動 (2)カ  p.172   － 1 

巻末資料 (1)(2)  p.173～191   － - 

    計 70 時間

※観察・実験・問，別冊などの授業時数はそれぞれ本冊の内容と関連させてご利用いただけるよう，配当時間に含めてあります。
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編 修 趣 意 書 

（発展的な学習内容の記述） 
 

受理番号 学 校 教 科 種 目 学 年  

27-77 高等学校 理科 物理基礎  

発行者の 
番号・略称 

教科書の 
記号・番号 教 科 書 名 

61 啓林館 
物基 316 

物基 317 

考える物理基礎 

考える物理基礎 マイノート 

 

ページ 記 述 類型 関連する学習指導要領の内容や
内容の取扱いに示す事項 

13 平面内の運動での速度の合成と分解 1 「物理基礎」（１）イ(イ) 

15 平面内の運動での相対速度 1 「物理基礎」（１）イ(イ) 

27 水平投射の式 1 「物理基礎」（１）イ(エ) 

28 斜方投射の式 1 「物理基礎」（１）イ(エ) 

59 空気抵抗と終端速度 1 「物理基礎」（１）イ(エ) 

99 熱力学第２法則 1 「物理基礎」（２）ア(イ) 

124 弦を伝わる横波の速さ 2 「物理基礎」（２）イ(イ） 

133 電気量の保存 1 「物理基礎」（２）ウ(ア） 

142 分流器 1 「物理基礎」（２）ウ(ア） 

143 倍率器 1 「物理基礎」（２）ウ(ア） 

145 フレミングの左手の法則 1 「物理基礎」（２）ウ(イ） 

146 レンツの法則 1 「物理基礎」（２）ウ(イ） 

161 半減期 1 「物理基礎」（２）エ(ア） 

（発展的な学習内容の記述に係る総ページ数   14 ） 

 

 

 

 

 

 

（「類型」欄の分類について） 

１…学習指導要領上，隣接した後の学年等の学習内容（隣接した学年等以外の学習内容であっても，当該学年等の学習内容と直接的

な系統性があるものを含む）とされている内容 

２…学習指導要領上，どの学年等でも扱うこととされていない内容 
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編 修 趣 意 書 
（教育基本法との対照表） 

 
受理番号 学 校 教 科 種 目 学 年 

 
27-78 高等学校 理科 化学基礎  

発行者の 
番号・略称 

教科書の 
記号・番号 教 科 書 名 

61 啓林館 化基 318 化学基礎 改訂版 

 

１．編修の趣旨及び留意点 

高等学校化学基礎の学習においては，｢日常生活や社会との関連を図りながら物質とその変化への関心を高め，

目的意識をもって観察，実験などを行い，化学的に探究する能力と態度を育てるとともに，化学の基本的な概念や

原理・法則を理解させ，科学的な見方や考え方を養う｣ことが目標とされている。このため，本書は次のような趣

旨で編修した。 

○日々の生活に関連している物質や事象を，具体例を通して調べ，化学は物質の性質や変化を研究する学問である

ことを理解させる。次に，物質は原子や分子，イオンといった小さい粒子から構成されており，これらは化学結

合によって結びつき，様々な物質を形成しているという化学の基本的な概念を，代表的な物質を挙げながら理解

させる。そして，物質量や化学反応式を学び，化学反応に関する基本的な概念や法則を理解する上で重要である

酸・塩基反応と酸化還元反応を丁寧に説明する。最後に，酸化還元反応と関連の深い電池や電解工業を取り上げ，

化学と日常生活や社会との関わりを考えさせる。 

○化学の諸法則や物質の性質などは，単に知識を覚え込ませるのではなく，実験や観察を通して理解させるように

する。更に，化学的に探究する能力と態度を養わせるように努める。 

○化学が苦手な生徒にも化学への興味や関心が湧くように，化学の内容を日常生活と関連させるようにする。また，

基礎・基本的な事項については丁寧に説明し，複雑な計算を伴う記述や問題などを極力減らすとともに，例題を

設けてその解説を充実させる。また，視覚的に工夫された図や表，写真を積極的に活用し，本文の記述内容を理

解し易いように配慮する。 

○本文に関連する内容をより深く，より幅広く理解するために取り組むべき内容を，一律に学習する必要は無い｢発

展的内容｣として取り上げ，生徒の興味や関心に応じて教師が選択して利用できるように配置する。 

 

２．編修の基本方針 

○教科書の構成は，全体を 3 つに大別し，前に述べた編修の趣旨及び留意点に沿って，次のような内容を説明する。

序章では，化学の成果が人間生活を豊かにしていることを，具体例を通じて扱う。第 1 部では，化学探究の基礎

である物質の分離・精製方法を説明し，また，物質が原子・分子・イオンから成り立ちそれらの結びつき方が物

質の性質と密接に関係していることを，主要な物質を例に挙げて説明する。第 2 部では，物質量と化学反応の量

的関係について，また，酸・塩基反応や酸化還元反応など主要な化学反応について丁寧に説明する。見返しや巻

末では，本文記述内容を理解する上で参考となる資料・周期表などを掲載する。 
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○文章は表現をできるだけ簡明にし，見出しなどを多く用いて，学習し易いようにする。 

○学習内容を振り返るための｢整理｣を本文中に適宜設け，各章末には｢章のまとめ｣を入れることで，振り返りなが

ら学習を進められるようにする。 

○本文中に｢問｣を入れ，重要な問題については｢例題｣で解き方を説明する。各章の最後に｢練習問題｣を配置し，生

徒が自らその単元内容の理解度をチェックできるようにする。 

○実験・観察を通じて本文記述内容を理解・経験させるため，適宜｢やってみよう｣｢実験｣を配置する。また，各部

の内容で重要な内容について，化学的に探究する能力と態度が身につくような｢探究活動｣を各部の最後で取り上

げる。 

○日常生活と深く関り生徒の興味・関心を引くような内容を｢話題｣として，本文記述内容を補足し更なる理解に繋

がる内容を｢参考｣として，本文記述内容を一歩深めるための発展的な内容を｢発展｣として適宜取り上げる。 

 

３．対照表 

 

図書の構成・内容 特に意を用いた点や特色（号番号は教育基本法を表す） 該当箇所 

教科書全体 ○日常生活における活用や論理的な思考力の基盤となる基礎・基本的な知

識・技能の確実な定着を心がけた。（第 1 号） 

本文の記述全般 

 ○実験・探究活動を通して，科学的な見方や考え方が習得できるようにし

た。（第 1 号） 

実験・探究活動 

 ○実験の考察や結果発表の方法を具体的に示し，自ら考え，発表する態度，

他人の発表を聞く態度が養われるように配慮した。（第 2 号） 

実験・探究活動，

p.234 

 ○探究活動において，自分で計画した実験を実施することから，物事を自

主的に創造的に計画し実行する方法を紹介した。（第 2 号） 

探究活動 

 ○男女の役割を固定せず，生徒一人ひとりが互いに協力しながら実験・探

究活動を進められるように配慮した。（第 3 号） 

実験・探究活動 

 

 ○個々が責任感をもって実験を進められるように手順を丁寧に示した。安

全上の留意点には十分に配慮した。（第 3 号） 

実験・探究活動 

p.226，232 (実験上の

注意事項・実験の基

本操作) 

 ○デザインや配色に当たっては，色覚の個人差を問わず，より多くの人に

必要な情報が平等に伝わるように心掛けた。（第 3 号） 

全体 

 ○自然科学の発展に大きく貢献した世界の科学者を生年～没年も入れて紹

介し，興味をもたせるとともに，これからの科学の発展に寄与する態度

が養われるようにした。（第 5 号） 

p.10，13，16，17，

111，132，188 など

 ○発展的な学習を数多く紹介し，個に応じた学習にも対応した。（第 2 号） p.57，62，64，75，

79，84，85，92，94，

131，138，144，149，

154，156，186，194，

235 

 ○｢話題｣で，身近な生活に関連した話題を紹介した。（第 2 号） p.10，11，13，16，

17，45，81，111，

119，157，185，188

 ○日本や世界の風景などの写真を掲載するように努めた。（第 5 号） p. 7，8，20，66，106，

160，182，183，184
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序章 ○化学の基礎研究の成果が他の様々な分野にどのように生かされているか

を紹介した。（第 2 号） 

p.11，16，17  

 ○日本人化学者や日本が世界に先駆けて研究開発・製造などに貢献してい

る科学技術などを取り上げ，我が国を愛する心を育めるようにした。（第

5 号） 

p.10，13，16，17 

 ○日本の伝統文化と化学の繋がりを紹介し，これらを愛する態度が養われ

るようにした。（第 5 号） 

p.7，17 

第 1部 ○自然科学の美しい法則や定理を知ることにより，自然の仕組みや精妙さ

に気づかせるとともに，人間としての道徳性が養われるようにした。（第

1 号） 

p.20，81，106 

第 2部 ○自然科学の美しい法則や定理を知ることにより，自然の仕組みや精妙さ

に気づかせるとともに，人間としての道徳性が養われるようにした。（第

1 号） 

p.106，107 

 ○環境に関する話題などを紹介した。（第 4 号） p.157，184 

   
 

４．上記の記載事項以外に特に意を用いた点や特色 

●各部・各章を次のような構成とした。 

○序章｢化学と人間生活｣では，初めに，生活に活用されてきたいくつかの化学技術に触れ，化学の役割と活用方法

について解説した。更に，高校生の必需品となったスマートフォンなど，身近な物質を化学的な視点から見直し，

例示しながら説明した。 

○第 1 部｢物質の構成｣では，物質を分離する方法とその分類，物質を構成する基本成分について述べ，それら構成

粒子の熱運動と状態について触れた。次に，原子やそれから生じるイオン・分子の存在を説明した。原子の構造

は，初歩的なモデルを使って理解させるようにし，その電子配置との関係でイオンを説明した。更に，基本的な

モデルを用いて，原子間やイオン間の結びつきについて解説した。 

○第 2 部｢物質の変化｣では，化学で扱う物質の量について，原子量・分子量から物質量を導入し，化学変化の量的

関係を説明した。重要な化学反応である酸・塩基反応と酸化還元反応について平易に解説した。更に，酸化還元

反応の身近な応用例として電池・電解工業などを扱った。 

○資料では，本文の補足資料として，化学で扱う数値や国際単位系，化合物命名法などを記載した。また，実験・

探究活動を行うに当たっての注意事項を述べ，基本的な実験器具や実験操作，試薬の調製と取り扱いの方法，気

体の性質とその発生法などを簡潔にまとめた。 

●参考・発展では，本文の内容について，より深く・より本質的な理解を助けるために，いくつかの項目について

詳細な解説を試みた。 

●身につけた学力については，問題演習だけでなく実験や探究活動を通じて確認・定着できるように構成した。 

●巻末に｢問題の解答・解説｣を記載し，生徒が自宅でも自学自習できるように配慮した。 

●科学用語や日常会話レベルの英単語，英語の略語などについては，本文下の行間にスペル表記をし，また，終章

として英語のコラムを設けた。英語科との学習の関連のほか，将来，高等教育に進み，研究職や技術職に就く上

で必要な英語力の育成を図った。 
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編 修 趣 意 書 
（学習指導要領との対照表，配当授業時数表） 

 
受理番号 学 校 教 科 種 目 学 年  

27-78 高等学校 理科 化学基礎  

発行者の 
番号・略称 

教科書の 
記号・番号 教 科 書 名 

61 啓林館 化基 318 化学基礎 改訂版 

 

１．編修上特に意を用いた点や特色 

○物質が様々な場面で人間生活に関わり，役立っていることを理解させるとともに，物質の構成や物質の変化に関

する見方や考え方を養えるような内容で構成した。 

○化学の基礎・基本を大切にし，読んでわかる詳しく丁寧な記述を心がけた。また，図表は，写真と図を組み合わ

せて 1 つ 1 つの内容をわかりやすく解説するものや，関連する内容を 1 つにまとめたテーブル的なものなどを適

宜配置し，化学の基本的な概念の確実な理解に繋がるようにした。 

○実験など活動を通して基礎・基本を理解できるようにし，また化学的に探究する能力と態度を育てるとともに，

化学特有の見方や考え方を養うことができるように配慮した。 

○探究活動を通して，探究の方法を身につけることができるようにするとともに，自ら課題を解決する力を養うこ

とができるように配慮した。 

○本文中では基礎・基本的な事柄の徹底を図る一方で，化学と日常生活や社会との関わりを考えることができるよ

うに，学習内容と関連した話題を広げることに留意した。 

○個に応じた学習にも十分に対応できるように，必要に応じて学習指導要領の範囲を超えた発展的な学習を取り入

れた。 

○各章末に｢章のまとめ｣や｢章末問題｣を設定し，学習したことをもう一度振り返り，身につけることができるよう

に配慮した。 
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２．対照表 

図書の構成・内容 該当箇所 配当授業時数 学習指導要領の内容 

 序章 化学と人間生活  p.4-17 4 (1)ア(ア)，(1)ア(イ) 

 探究活動  p.18-19 1 (1)ウ 

第 1 部 物質の構成 p.20-105   

 第 1 章 物質の構成  p.22-39 10  

  第 1 節 純物質と混合物   p.22-27  (3) (1)イ(ア) 

  第 2 節 物質とその成分   p.28-33 (3) (1)イ(ア) 

  第 3 節 粒子の熱運動と物質の三態   p.34-37 (3) (1)イ(イ) 

  章のまとめ・章末問題   p.38-39 (1) (1)イ 

 第 2 章 物質の構成粒子  p.40-59 7  

  第 1 節 原子の構造と電子配置   p.40-47 (2) (2)ア(ア) 

  第 2 節 イオン   p.48-51 (2) (2)イ(ア) 

  第 3 節 元素の周期表   p.52-57 (2) (2)ア(イ) 

  章のまとめ・章末問題   p.58-59 (1) (2)ア，(2)イ(ア) 

 第 3 章 化学結合  p.60-97 10  

  第 1 節 イオン結合   p.60-67 (3) (2)イ(ア) 

  第 2 節 共有結合   p.68-87 (4) (2)イ(ウ) 

  第 3 節 金属結合   p.88-93 (2) (2)イ(イ) 

  第 4 節 物質の分類と融点   p.94-95 
(1) (2)イ 

  章のまとめ・章末問題   p.96-97 

 探究活動  p.100-105 3 (1)ウ，(2)ウ 

第 2 部 物質の変化 p.106-213   

 第 1 章 物質量と化学反応式  p.108-135 8  

  第 1 節 原子量・分子量・式量   p.108-111 (2) (3)ア(ア) 

  第 2 節 物質量（mol）   p.112-123 (2) (3)ア(ア) 

  第 3 節 化学反応式と化学変化の量的関係   p.124-133 (3) (3)ア(イ) 

  章のまとめ・章末問題   p.134-135 (1) (3)ア 

 第 2 章 酸と塩基  p.136-159 9  

  第 1 節 酸と塩基   p.136-141 (2) (3)イ(ア) 

  第 2 節 水の電離と pH   p.142-145 (2) (3)イ(ア) 

  第 3 節 酸・塩基の中和と塩   p.146-157 (4) (3)イ(ア) 

  章のまとめ・章末問題   p.158-159 (1) (3)イ(ア) 
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 第 3 章 酸化還元反応  p.160-203 11  

  第 1 節 酸化と還元   p.160-165 (3) (3)イ(イ) 

  第 2 節 酸化剤と還元剤   p.166-175 (3) (3)イ(イ) 

  第 3 節 金属の酸化還元反応   p.176-181 (2) (3)イ(イ) 

  第 4 節 酸化還元反応と人間生活   p.182-201 (2) (3)イ(イ) 

  章のまとめ・章末問題   p.202-203 (1) (3)イ(イ) 

 探究活動  p.207-213 3 (3)ウ 

 終章  p.214-221 2 (1)ア，(1)ウ 

  合計
68 時間
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編 修 趣 意 書 
（発展的な学習内容の記述） 

 

受理番号 学 校 教 科 種 目 学 年  

27-78 高等学校 理科 化学基礎  

発行者の 
番号・略称 

教科書の 
記号・番号 教 科 書 名 

61 啓林館 化基 318 化学基礎 改訂版 

    

ページ 記 述 類 型 
関連する学習指導要領の内容や 

内容の取扱いに示す事項 

57 電子殻の発見 2 ｢化学基礎｣(2)ア(ｱ) 

62 イオン結合の強さと物質の融点 1 ｢化学基礎｣(2)イ(ｱ) 

62 クーロン力 2 ｢化学基礎｣(2)イ(ｱ) 

64 単位格子とイオン結晶 1 ｢化学基礎｣(2)イ(ｱ) 

75 錯イオンの構造と名称 1 ｢化学基礎｣(2)イ(ｳ) 

75 水和イオン 1 ｢化学基礎｣(2)イ(ｳ) 

79 分子間にはたらく力 1 ｢化学基礎｣(2)イ(ｳ) 

84 付加重合 1 ｢化学基礎｣(2)イ(ｳ) 

85 縮合重合 1 ｢化学基礎｣(2)イ(ｳ) 

92 金属結晶の構造 1 ｢化学基礎｣(2)イ(ｲ) 

94 結合の強さと物質の融点 1 ｢化学基礎｣(2)イ 

98 電子の軌道と分子の形 2 ｢化学基礎｣(2)イ(ｳ) 

131 気体 1mol の正確な体積 1 ｢化学基礎｣(3)ア(ｱ) 

138 共役酸と共役塩基 2 ｢化学基礎｣(3)イ(ｱ) 

144 水のイオン積と pH 1 ｢化学基礎｣(3)イ(ｱ) 

149 酸・塩基の電離と化学平衡 1 ｢化学基礎｣(3)イ(ｱ) 

154 塩の加水分解 1 ｢化学基礎｣(3)イ(ｱ) 

156 炭酸ナトリウムと水酸化ナトリウム混合溶液の滴定 2 ｢化学基礎｣(3)イ(ｱ) 

186 ダニエル電池 1 ｢化学基礎｣(3)イ(ｲ) 

188 ボルタ電池 1 ｢化学基礎｣(3)イ(ｲ) 

188 鉛蓄電池 1 ｢化学基礎｣(3)イ(ｲ) 

190 固体高分子型燃料電池 1 ｢化学基礎｣(3)イ(ｲ) 

194 電気分解 1 ｢化学基礎｣(3)イ(ｲ) 
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ページ 記 述 類 型 
関連する学習指導要領の内容や 

内容の取扱いに示す事項 

204 ボイル・シャルルの法則と気体の状態方程式 1 ｢化学基礎｣(3)ア(ｱ) 

206 金属のイオン化列と標準電極電位 2 ｢化学基礎｣(3)イ(ｲ) 

235 標準電極電位 2 ｢化学基礎｣(3)イ(ｲ) 

（発展的な学習内容の記述に係る総ページ数   31  ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「類型」欄の分類について） 

１…学習指導要領上，隣接した後の学年等の学習内容（隣接した学年等以外の学習内容であっても，当該学年等の学習内容と直接的

な系統性があるものを含む）とされている内容 

２…学習指導要領上，どの学年等でも扱うこととされていない内容 
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編 修 趣 意 書 

（教育基本法との対照表） 
 

受理番号 学 校 教 科 種 目 学 年 

27-44 高等学校 理科 生物基礎 
 

 

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号 教 科 書 名 

61 啓林館 生基 315 生物基礎 改訂版 

 

１．編修の趣旨及び留意点 

「生物基礎」は，中学校で学習した内容を基礎として，日常生活や社会との関連を図りながら生物や生物現象へ

の関心を高め，目的意識をもって観察，実験などを行い，生物学的に探究する能力と態度を育てるとともに，生物

学の基本的な概念や原理・法則を理解させ，科学的な見方や考え方を養うことを目標とした科目である。本書は，

まず，この目標を達成できることを念頭において編修した。 

現在大きな社会問題になっている生物多様性や環境問題，生物学に基づく技術の発展，健康と生活習慣との関係

を理解するためにも，生物学の基礎知識は不可欠である。本書はこうした点を踏まえ，生物学的な見方や知識を幅

広く修得させることを目指した。 

 

２．編修の基本方針 

本書の編修の基本方針は，以下に述べる３点に要約することができる。 

(1) 生物に関する「幅広い知識と教養を身につけられる」ように配慮した。 

(2) 生物多様性や環境問題が大きな社会問題になっているという現実を踏まえ，人間活動が環境に与える影響に

ついての「幅広い知識」を与え，「自然を大切にし，環境の保全に寄与する態度を養える」ように配慮した。 

(3) ヒトの生理学，とくに循環器系や免疫系や血糖濃度の恒常性の知識を与えることにより，「健やかな身体を

養う」科学的態度が身につくように配慮した。 

 

３．対照表 

 

図書の構成・内容 特に意を用いた点や特色 該当箇所 

教科書全体 

 

実生活における活用や論理的な思考力の基盤となる基礎的・基本的

な知識・技能の確実な定着を心がけた（第 1 号）。 

教科書の記述全般 

教科書全体 

 

幅広い知識と教養を身につけるため，本文のみでなく知識を広げら

れる「わだい」「豆知識」を用意した（第 1 号）。  

教科書のわだい全般 

(p.18，他) 

豆知識(p.23，他) 

教科書全体 

 

観察や実験などを通して，科学的な見方や考え方が習得できるよう

にした（第 1 号）。 

教科書の実験全般 

(p.37，他) 

教科書全体 

 

発展的な学習を紹介し，個に応じた学習にも対応した（第 2 号） 教科書の発展全般 

(p.21，他) 

教科書全体 

 

探究活動で，自分自身で研究を進めていくことを促した（第 2 号）。 教科書の探究活動全般

(p.52～55，94～95，158

～161，218～219) 
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教科書全体 

 

参考や発展などで，日常生活や社会に関連した事象を紹介した（第

2 号）。 

参考(p.136，他) 

発展(p.73，153，他) 

豆知識(p.23，他) 

教科書全体 

 

個々が責任感をもって観察や実験を進められるよう手順をていね

いに示した。安全上の留意点には十分に配慮した（第 3 号）。 

教科書の実験全般 

(p. 37，他) 

教科書全体 

 

男女の役割を固定せず，学習を進めていくことができるように配慮

した（第 3 号）。 

教科書の記述全般 

教科書全体 

 

デザインや配色にあたっては，色覚の個人差を問わず，より多くの

人に必要な情報が伝わるように心がけた（第 3 号）。 

教科書全般 

巻頭 

 

巻頭では，教科書の使い方を示し，自主的，自律的に学習が進めら

れるようにした (第 2 号)。     

p.2～3 

序章 「探究活動の進め方」では，学習したことや身の回りの事象への疑

問などを探究する手法を紹介することを通して，真理を求める態度

を育成するようにした（第１号）。 

p.8～11 

第 3 部 「生物の体内環境の維持」では，自分自身の体や健康に関する知

識・関心を高めることができるようにした（第１号）。 

p.100～165 

第 4部 「生物の多様性と生態系」では，生態系や生物の多様性の保全にか

かわる話題を取り上げた（第４号）。 

p.166～223 

 

第 4 部第 3 章第 3 節 

 

「生態系のバランスの保全」では，地球規模での環境問題を取り上

げ，国際社会へ貢献することの重要性にも触れた（第５号）。 

p.206～217 

巻末 「実験中の注意」では，他者を尊重しながら協力して安全に実験を

行えるようにすることを目指した(第 3 号)。           

p.228 

巻末 「実験後の注意」では，生物材料の取り扱いにも触れ，生命を尊ぶ

態度を育成するとともに，生態系を攪乱させないように注意を喚起

した（第 5 号）。 

p.229 

 

４．上記の記載事項以外に特に意を用いた点や特色 

・野外での調査を含む実験や探究活動を置くことで，「自然体験活動を促進し，生命及び自然を尊重する精神並び

に環境の保全に寄与する態度を養える」ように配慮した。 

・多くの観察，実験を用意し，「自然現象について，観察及び実験を通じて，科学的に理解し，処理する基礎的な

能力を養う」ように配慮した。 

・科学における定量化の大切さを明記し，また，観察できる細胞数から所要時間の割合を推測する実験などを通し，

「生活に必要な数量的な関係を正しく理解し，使用する基礎的な能力が養える」ように配慮した。 

・平明で論理的になるように文章を推敲し，この教科書を読むことで，「生活に必要な国語を正しく理解し身につ

く」ようにした。 
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編 修 趣 意 書 

（学習指導要領との対照表，配当授業時数表） 
 

受理番号 学 校 教 科 種 目 学 年 

27-44 高等学校 理科 生物基礎 
 

 

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号 教 科 書 名    

61 啓林館 生基 315 生物基礎 改訂版 

 

１．編修上特に意を用いた点や特色 

（1）単元構成・配列の工夫 

学習指導要領で，生物基礎の内容は，「生物と遺伝子」，「生物の体内環境の維持」および「生物の多様性と生

態系」の 3 つの項目に分かれている。この内容を，高校教育上の配慮から再構成して，４部に大別した。細胞

レベル・分子レベル・個体レベル・生態系レベルとして学習できるようにまとめ，各々の生徒の興味・関心に

応じて学習内容を展開できるような構成にしている。各部は次の通りである。 

○第 1 部 生物の特徴 

生物の多様性と共通性，細胞の構造，細胞とエネルギーについて扱った。部のはじめに多様性と共通性につい

て扱い，以後の学習がこれらの視点から進めることができるようにした。 

○第 2 部 遺伝子とそのはたらき 

遺伝子の本体，遺伝情報の複製と分配，遺伝情報とタンパク質の合成について扱った。図を多用し，分子レベ

ルの内容でもわかりやすくなるように工夫した。 

○第 3 部 生物の体内環境の維持 

生物の恒常性，肝臓と腎臓のはたらき，ホルモンと自律神経による調節について扱った。肝臓や腎臓などの図

は大きく扱い，理解をより深めることができるように工夫した。また，生徒自身が自分の健康についても興味・

関心がもてるような読み物を盛り込んだ。 

○第 4 部 生物の多様性と生態系 

植生，植生遷移，バイオーム，生態系の保全について扱った。植生やバイオームについては，写真やイラスト

を多用することにより，地球上のさまざまなバイオームを実感させるとともに，自然が身近にない生徒でも親

しみをもって学習ができるように工夫した。 

 

（2）基礎・基本の徹底 

・精選した内容を体系的に配列し，本文中では基礎的かつ基本的な事柄の徹底を図った。 

・生徒がつまずきやすい内容を「ポイント」や「アドバイス」で重点的に扱い，本文の理解を深めることがで

きるように配慮した。 

・本文の理解を深めるよう，科学的な事項や日常生活と関連した生物学の内容を「参考」として扱った。 

・さらに興味をもって学習を広げたり深めたりできるように，上位科目での学習内容や学習指導要領に示され

ていない内容を「発展」マークを付した上で取り上げた。 

・各部末では，段階的に学習できるように「学習のまとめ」→「一問一答」→「演習問題」を設定し，学習内

容の定着をねらった。また，「一問一答」・「演習問題」の解答は教科書内に記載し，自学自習ができるよう配慮

した。 
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（3）わかりやすい紙面構成と文章表現 

・本文は，文意をとらえやすく，内容の飛躍がないように，ていねいな表現と展開を心がけた。 

・生徒が理解しやすいよう項目を細かく設定し，学習内容がすぐに伝わるように配慮した。 

・項目や見出しは原則左ページはじまりとして設定し，見開きで学習課題をとらえやすいように配慮した。 

 

（4）図と本文の関連を重視した展開 

・紙面上の情報と視線の動きを整理し，本文と対象のしやすい図を心がけた。 

・紙面レイアウトは，読みやすさを重視し， 図や写真のスペースを大きくとるように構成した。 

・本文の羅列的な記述を避け，表を用いたまとめを取り入れたことで，学習事項の整理に役立つように配慮し

た。 

・カラーユニバーサルデザインの考えを取り入れ，すべての読者に必要な情報が的確に伝わるように配慮した。 

 

（5）生徒の興味・関心を喚起する内容の充実 

・生徒の興味を引きつける導入として色彩豊かな写真を多く記載した。 

・日常生活や社会との関わりが深い生物学に関する話題を「豆知識」で扱い，記載した。 

・観察，実験，探究活動では，生徒に身近な材料を選び，自然や生命の不思議さ，面白さに関心をもてるよう

に配慮した。 

 

（6）観察・実験・探求活動の充実 

・探究活動では，仮説の設定や考察を設け，実験を通して探究を進める態度が身につくように試みた。 

・観察や実験を安全に行うために特に注意することをマークで示し，視覚的にわかりやすく伝えるよう構成した。 

・顕微鏡，ミクロメーター，ガスバーナーの使い方や野外活動のルールと注意事項など，学習を進める際に役立

つ内容を資料としてまとめた。 

 

（7）他科目との連携 

・詳しくわかりやすい記述を目指すとともに，文章の記述では漢字を多く使用し，国語の学習との関連を図っ

た。 

・重要語句の英語，英語の略語についてはスペルを表記して，英語の学習との関連を図った。 

 

（8）生命観の育成 

 生物教育で重要なのは，生命観を身につけさせることである。生命の倫理，自然の保護など現在重視されて

いる社会概念の多くは，生命観をもつことによって理解されると考えられる。そのためには，生物や生命現象

を体系的に学ぶことが必要である。そこで本書は，生物の共通性と多様性からはじまり，細胞，遺伝，生物体

内の調節，生態系という，細胞，分子，個体，生態系の各レベルの学習から構成した。 
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２．対照表 

（学習指導要領との対照表） 
 

図書の構成・内容 学習指導要領の内容 該当箇所 

序章 探究活動の進め方  p.8～11 

第 1 部 生物の特徴 (1)ｱ(ｱ)，(1)ｱ(ｲ) p.18～59 

第 1 章 生物の多様性と共通性 (1)ｱ(ｱ) p.20～38 

第 2 章 細胞とエネルギー (1)ｱ(ｲ) p.40～51 

探究活動 1．花や果実の色の由来を探る (1)ｱ(ｱ) p.52～55 

第 2 部 遺伝子とそのはたらき (1)ｲ(ｱ)，(1)ｲ(ｲ) ，(1)ｲ(ｳ)，(1)ｳ p.60～99 

第 1 章 遺伝情報と DNA (1)ｲ(ｱ) p.62～73 

第 2 章 遺伝情報の複製と分配 (1)ｲ(ｲ) p.74～79 

 第 3 章 遺伝情報とタンパク質の合成 (1)ｲ(ｳ) p.80～93 

探究活動 2．細胞周期の各期に要する時間の推定 (1)ｳ p.94～95 

第 3 部 生物の体内環境の維持 (2)ｱ(ｱ)，(2)ｱ(ｲ) ，(2)ｱ(ｳ)，(2)ｲ p.100～165 

第 1 章 体内環境と恒常性 (2)ｲ(ｱ) p.102～123 

第 2 章 体内環境の維持のしくみ (2)ｲ(ｲ) p.124～139 

 第 3 章 免疫 (2)ｲ(ｳ) p.140～157 

 探究活動 3．腎臓の構造とはたらき (2)ｲ p.158～161 

第 4 部 生物の多様性と生態系 (3)ｱ(ｱ)，(3)ｱ(ｲ) ，(3)ｲ(ｱ)， 

(3)ｲ(ｲ)，(3)ｳ 
p.166～222 

 第 1 章 多様な植生と生態系 (3)ｱ(ｱ) p.166～p.179 

第 2 章 気候とバイオーム (3)ｱ(ｲ) p.180～195 

第 3 章 生態系とその保全 (3)ｲ(ｱ)，(3)ｲ(ｲ) p.196～217 

探究活動 4．外来生物による日本の生物多様性へ

の影響 

(3)ｳ 
p.218～219 
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（配当授業時数表） 
 

図書の構成・内容 該当箇所 配当授業時数 

序章 探究活動の進め方 p.8～11 2 

第 1 部 生物の特徴 p.18～59 15 

第 1 章 生物の多様性と共通性 p.20～38 (7) 

第 2 章 細胞とエネルギー p.40～51 (5) 

 探究活動 1．花や果実の色の由来を探る p.52～55 (2) 

 部末問題(学習のまとめ・一問一答・演習問題) p.56～59 (1) 

第 2 部 遺伝子とそのはたらき p.60～99 10 

第 1 章 遺伝情報と DNA p.62～73 (2) 

第 2 章 遺伝情報の複製と分配 p.74～79 (2) 

 第 3 章 遺伝情報とタンパク質の合成 p.80～93 (3) 

 探究活動 2．細胞周期の各期に要する時間の推測 p.94～95 (2) 

 部末問題(学習のまとめ・一問一答・演習問題) p.96～99 (1) 

第 3 部 生物の体内環境の維持 p.100～165 21 

第 1 章 体内環境と恒常性 p.102～123 (7) 

第 2 章 体内環境の維持のしくみ p.124～139 (6) 

 第 3 章 免疫 p.140～157 (6) 

探究活動 3．腎臓の構造とはたらき p.158～161 (1) 

 部末問題(学習のまとめ・一問一答・演習問題) p.162～165 (1) 

第 4 部 生物の多様性と生態系 p.166～222 22 

 第 1 章 多様な植生と生態系 p.166～p.179 (6) 

第 2 章 気候とバイオーム p.180～195 (7) 

第 3 章 生態系とその保全 p.196～217 (7) 

探究活動 4．外来生物による日本の生物多様性へ

の影響  
p.218～219 

(1) 

部末問題(学習のまとめ・一問一答・演習問題) p.220～223 (1) 

  計 70 時間 

巻頭や巻末の資料は，本冊の内容と関連させて適宜ご利用いただけるよう，配当時間に含めています。

 

 



受理番号 学　校 学　年

27-44 高等学校

発行者の
番号・略称

教科書の
記号・番号

61 啓林館 生基315

ページ 類　型

21 1

22 1

24-25 1

27 1

31 1

33 1

34 1

43 2

44 1

48-49 1

50 1

51 1

67 1

70 1

71 1

73 2

75 1

81 1

82 1

83 1

85 1

86 1

生物基礎

生物基礎(1)ｱ(ｱ)

関連する学習指導要領の内容や
内容の取扱いに示す事項

記　述

生物基礎(1)ｱ(ｱ)

教　科

教科書名

生物基礎　改訂版

理　科

種　目

生物基礎(1)ｲ(ｱ)

生物基礎(1)ｲ(ｳ)

生物基礎(1)ｲ(ｳ)

生物基礎(1)ｱ(ｱ)

生物基礎(1)ｱ(ｱ)

生物基礎(1)ｱ(ｱ)

生物基礎(1)ｱ(ｱ)

生物基礎(1)ｱ(ｱ)細胞分画法

生物基礎(1)ｲ(ｱ)

生物基礎(1)ｲ(ｲ)

生物基礎(1)ｲ(ｳ)

生物基礎(1)ｲ(ｳ)

性染色体

生物基礎(1)ｱ(ｱ)

生物基礎(1)ｲ(ｱ)

生物基礎(1)ｱ(ｲ)

生物基礎(1)ｱ(ｲ)

生物基礎(1)ｱ(ｲ)

生物基礎(1)ｱ(ｲ)細胞壁の酵素

水素結合

染色体の構造 生物基礎(1)ｲ(ｱ)

生態系と階層性

細胞膜の構造とはたらき

発展豆知識　真核細胞が存在した可能性を示す
最古の科学的な痕跡

光合成と呼吸のしくみ

酵素のない環境でのエネルギー獲得

電子顕微鏡で見る細胞の構造

編　修　趣　意　書
（発展的な学習内容の記述）

ゲノムの多様性と医療

ＤＮＡの複製のしくみ

タンパク質の詳しい構造

さまざまなＲＮＡ

酵素のはたらきと特徴

生物の分類

発展豆知識　生物が生存していたことを示す最
古の科学的痕跡

分子系統樹

タンパク質の立体構造 生物基礎(1)ｲ(ｳ)

転写と翻訳のしくみ

タンパク質合成の詳しいしくみ

7



89 1

91 1

92-93 1

108 2

109 1

121 1

125 1

127 1

130-131 1

144 2

145 1

147 1

153 2

154 1

156 1

199 1

216 1

（発展的な学習内容の記述に係る総ページ数 43 )

（「類型」欄の分類について）

２…学習指導要領上，どの学年等でも扱うこととされていない内容

臓器移植とＭＨＣ

生物基礎(3)ｲ(ｲ)生物の多様性

生産速度ピラミッド

１…学習指導要領上，隣接した後の学年等の学習内容（隣接した学年等以外の学習内容であっても，
    当該学年等の学習内容と直接的な系統性があるものを含む）とされている内容

心臓の拍動を制御する物質

生物基礎(2)ｱ(ｳ)

生物基礎(2)ｱ(ｳ)

ホルモンの作用のしくみ

自然免疫における異物を認識するしくみ

抗体の構造

新型ｲンフルエンザとワクチン

真核生物の遺伝子発現の調節 生物基礎(1)ｲ(ｳ)

生物基礎(2)ｱ(ｲ)

生物基礎(2)ｱ(ｳ)

生物基礎(2)ｱ(ｳ)

生物基礎(3)ｲ(ｱ)

花粉症のしくみ

パフの位置の変化

生物基礎(2)ｱ(ｳ)

生物基礎(1)ｲ(ｳ)

生物基礎(1)ｲ(ｳ)

生物基礎(2)ｱ(ｱ)

生物基礎(2)ｱ(ｱ)

生物基礎(2)ｱ(ｲ)

血液凝固のしくみ

細胞膜を介した物質輸送のしくみ

神経細胞

発展豆知識　フィブリンの繊維 生物基礎(2)ｱ(ｱ)

発展豆知識　炎症 生物基礎(2)ｱ(ｳ)

細胞の分化と技術の革新

生物基礎(2)ｱ(ｲ)
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編 修 趣 意 書 

（教育基本法との対照表） 
 

受理番号 学 校 教 科 種 目 学 年  

27-45 高等学校 理科 地学基礎  

発行者の 
番号・略称 

教科書の 
記号・番号 教 科 書 名 

61 啓林館 地基 308 地学基礎 改訂版 

 

１．編修の趣旨及び留意点 

 本教科書は，地球および周囲の宇宙について重要な基礎知識を学び，地学的に探究する能力と態度を育てること

を目標に，編修している。 

 すでに 20 世紀にはその前兆は現れてはいたものの，人類はこれまでの 700 万年に及ぶその長い歴史の中でも全く

経験したことがない特異な状態に突入しつつある。それは世界規模で起きている環境問題，エネルギー問題，食料問

題，そして人口問題という形で現れており，日本人も無関係でいることは不可能である。なぜなら，私達の毎日の生活

を支える物質である大気，水，食料そして様々な資源は，すべて地球の中で循環するシステムの一部をなしており，そ

の枠組みから逸脱することは基本的にできないからである。また，私達の生活のリズムをつくる日・月・季節そして年な

どの周期的変化は，地球が属する太陽系の中でつくられ，それに伴う地球表層の様々な規模の現象を変えることもで

きない。さらに，突発的に起きる気象変化，地震，火山噴火なども，私達の生活に大きな影響を与える。 

 このような状況で，21 世紀の若者達は，いかなる職業に就こうとも地球と無縁に暮らすことは不可能である。さらに，

宇宙との関連を含めて，私達が住む世界がどのような時間的・空間的広がりをもつのか，またどのような物質が，どれく

らいの量，どれくらいの速度で変化するのかという常識は，すべての人間活動において重要な判断基準になると考え

られる。本教科書は，そのことを念頭において，とくに個々の知識の記述に終始することなく，地球や宇宙という巨大な

複合システムを統合的な視点から理解できるように工夫されている。本教科書が，次世代の日本を担う若者達の適切

な道標として広く利用されることを期待する。 

 

２．編修の基本方針 

○基本的な概念の定着・学習の効率化 

  基礎・基本を大切にし，地学の基本的な概念が読んで理解できるように，詳しく丁寧な記述にした。ま

た，重要な概念は本文とともに図を用いてしっかり解説した。 

○探究活動，観察・実験の重視 

  探究活動や観察・実験を通して科学の方法を習得させ，科学的な自然観を育てることは，地学教育の重

要な目標の 1 つである。学習の流れに密着した観察・実験を，「実習」や「やってみよう」として本文中の

関連箇所で扱い，本格的な「探究活動」についてはテーマを精選して各部の末に配置した。 
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○写真・図の活用 

  地学基礎で扱う自然物については，実物の写真をなるべく多く掲載し，地球や宇宙についてのイメージ

を喚起し興味をもって学べるように配慮した。また，本文の理解を助けるために効果的と思われる箇所に

は，図表を豊富に掲載した。 

  写真から必要な情報を読み取る際に説明が必要な箇所には，写真のスケッチ例を添えて着目するべき点

を示すようにした。 

○日常生活や社会との関連 

  日常生活や社会と関連する内容を随所で取り上げ，生徒により一層の興味をもって地学基礎を学ぶ動機

を与え，地球や，地球を取り巻く環境への関心を高めるようにした。 

○生徒が学びやすく，先生が教えやすい教科書を目指す 

  全国の教育現場の意見を積極的に取り入れ，教育現場の実態を十分に考慮した，教えやすく学びやすい

教科書にした。 

（その他留意点や教科書の特徴は，「４．上記の記載事項以外に特に意を用いた点や特色」を参照。） 

３．対照表 

 

図書の 
構成・内容 

特に意を用いた点や特色 該当箇所 

教科書全体 ○基本的な知識がしっかり身につくように，記述を丁寧にし，必

要な部分には図解を入れた。（第 1 号） 

記述全般 

 ○観察・実験を通して科学的な見方や考え方が身につくように，

「実習」や「やってみよう」を随所に入れた。（第 1 号） 

教科書全般の「実習」

「やってみよう」 

 ○発展的な学習も数多く紹介し，個に応じた学習にも対応した。

（第 2 号） 

教科書全般の「発展」

 ○「参考」で日常生活に関連した話題も紹介した。（第 2 号） p.30,p.131,p.217 他 

 ○「実習」や「やってみよう」に，各自の住む地域について同様

の活動を行うものを掲載した。（第 2 号） 

p.64,p.68,p.224 

 ○男女の役割を固定せず，学習を進めていくことができるように

配慮した。（第 3 号） 

記述全般 

 ○デザインや配色にあたっては，色覚の個人差を問わず，より多

くの人に必要な情報が伝わるように心がけた。（第 3 号） 

図版全般 

 ○日本および世界の，地学の発展に寄与した人物を紹介して興味

をもたせ，これからの科学の発展に寄与する態度が養われるよう

にした。（第 5 号） 

p.9,p.27,p.35 他， 

脚注の人物紹介 

第 1 部 ○断層や岩石，火山などの写真は日本で見られるものを中心に紹

介し，郷土への理解を深め親しむ態度が養われるように配慮し

た。（第 5 号） 

 

p.32,p.37,p.40,他 
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第 2 部 ○生命と地球環境が長い時間をかけて現在のように進化したこ

とを扱い，生命と自然を尊重する態度が養われるようにした。（第

4 号） 

p.83～101 

第 3 部 ○日本で見られる様々な気象を紹介し，それを生かし楽しむ日本

の暮らしや文化にも触れ，これらを愛する態度が養われるように

した。（第 5 号） 

p.107,139～149 

第 4 部 ○太陽系のほかの惑星と地球の環境を比較し，現在の地球の環境

がかけがえのないものであることが理解できるようにした。（第

4 号） 

○すばる望遠鏡のような日本の優れた観測施設，機器などを紹介

して興味をもたせ，これからの科学の発展に寄与する態度が養わ

れるようにした。（第 5 号） 

p.166～167 

 

 

p.195 

第 5 部 ○地球環境に及ぼした人間活動の影響について，過去に行われた

対策とその結果にも触れ，環境の保全の重要性が理解できるよう

にした。（第 4 号） 

p.225～230 

 

４．上記の記載事項以外に特に意を用いた点や特色 

○中学校理科や他科目との関連 

・中学校理科での学習内容も随所でふり返り，地学基礎の学習とスムーズにつながるようにした。 

・地学基礎で扱う用語のうち，基本的なものについて英語表記を脚注に示した。これからの国際社会で生き

る上で，常識的な知識として身につけて欲しい単語に精選して掲載した。具体的には，高校生が使用する

一般的な英和辞書に掲載されている単語を中心に選択した。 

○観察・実験の重視 

・本文の随所に配置した「実習」では，観察・実験などの活動を通して学習内容を理解し，科学的な見方や

考え方を養うことをねらいとしている。 

・本文の随所に配置した「やってみよう」では，ねらいは「実習」と同じであるが，比較的短い時間で，少

ない手順で行うことができる観察・実験を取り上げ，限られた授業時間の中でも色々な活動を行い，より

理解が深まることを期待している。 

○学習内容の定着 

・本文の記述は丁寧にし，重要語句は太字で強調した。 

・適宜「ワンポイント」を配置し，本文の内容を総合したり別の角度からまとめたりできるようにした。 

・本文の要所に「問」を配置し，各章の末には「章末問題」を補充して，学習内容の確実な定着を図った。 

○学習内容の充実 

・「参考」では，本文の学習内容に関連する，日常生活や社会と関連する話題や，本文の学習の参考になる内

容を取り上げた。これらにより，興味・関心が高まり，理解が深まることを期待している。 

・「発展」には，本文の学習内容に関連する，より高度な内容を取り上げた。学習指導要領に示されていない

発展的な学習内容に該当していることを示すためマークを付してその旨を示している。生徒が興味・関心

に応じて学習を深めるよう，期待している。 

○全体の構成 

・全体の構成は，地球の学習から始め，その後，気象・海洋について扱い，次いで天文分野を扱うようにし，

身近なものから，また小さいものから，より遠い，大きいものへと学習を進めることで，それぞれの事物

の空間的な広がりについても理解できるように構成した。 
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・自然の恩恵や災害，近年の環境問題などについては，本書の最後にこれらについて総合して取り扱う部を

設け，これまでに学習した内容と相互に関連付けながら，地学的な見方で捉えられるような構成にした。 

 

○各記述の特色 

【第 1 部 固体地球とその変動】 私達の住む地球がどのような特徴をもち，どのような活動が見られるの

かを，様々な現象を関連付けながら理解できるようにした。 

 第１章では地球の大きさや形，内部構造を概観した。 

 第２章では地震活動，火山活動などがプレートテクトニクスで統一的に理解できることを明確に意識でき

るような構成にした。また，地震活動は解説図とデータを多く示して現象の理解が深まるようにした。火山

活動や火成岩については，マグマの発生や性質を軸に相互に関連付けながら理解できるようにした。 

【第 2 部 移り変わる地球】 地球の誕生以来，約 46 億年の時間を通じて，地球の表層部やそこに生息する

生物が変化してきたことを学ぶ。 

 第１章では，野外で観察される地層，地殻変動の記録や化石から，地球の変化の歴史を学ぶ。地層・堆積

岩から過去の環境変化に関する情報を，地質構造や変成岩から地殻変動の歴史を読み取れることを理解する。

 第２章では，約 46 億年間の地球の環境の変化について学び，生物の進化の歴史を知る。生物の進化と環境

の変化は，相互に影響し作用していたことを理解する。 

【第 3 部 大気と海洋】 第１章では大気圏の構造，および大気の鉛直方向の動きによる雲の発生を大気中

の水蒸気の振る舞いとの関連で学ぶ。 

 第２章では太陽からのエネルギーとそのゆくえという観点から，地球規模での風系の成因，海水の循環と

それらの気候への影響についても学ぶ。 

 第３章では中学校の内容を振り返りながら日本の四季の天気の特徴を知る。 

【第 4 部 宇宙の構成】 第１章では，近年の研究からわかった太陽系の姿から始まり，他の惑星の様子を

知ることで，地球の特徴が理解できるようにしている。太陽表面の現象とエネルギー源については，基本的

な事項を記述した上で，人間生活への影響についても言及している。 

 第２章は，色々な恒星の研究からわかってきた太陽の進化について説明している。 

 第３章は，銀河が色々な規模での集団をつくっていることや，ビッグバンモデルに至る現代の宇宙論につ

いて記述している。 

【第 5 部 自然との共生】 今まで学んできた地学基礎の学習内容と人間生活との関連を考える「人間の活

動と地球環境の相互作用を学ぶ部」であり，地学基礎全体の「まとめの部」でもある。 

 第１節では，地質時代の環境変化の様子や時間スケールを思い出し，人類を含めた生物が自然の恩恵によ

って発展してきたことを認識する。 

 第２節，第３節では，人類に様々な恩恵を与えてきた自然も文明社会では時には大きな災害をもたらすこ

とを学び，防災や減災が自然との共生に欠かせないことを認識する。 

 第４節では，科学技術の発展に伴う人間活動が引き起こした環境問題を正しく認識する。 

 最後の「おわりに」では，地学で学んだことが，持続性のある未来の人間社会を形成することに生かせる

ことを認識する。 
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編 修 趣 意 書 

（学習指導要領との対照表，配当授業時数表） 
 

受理番号 学 校 教 科 種 目 学 年  

27-45 高等学校 理科 地学基礎  

発行者の 
番号・略称 

教科書の 
記号・番号 教 科 書 名 

61 啓林館 地基 308 地学基礎 改訂版 

 

１．編修上特に意を用いた点や特色 

・日常生活や社会との関連を図り関心を高めながら学習できるように，「参考」などで日常生活に関連した話題

を紹介した。また，各部の部扉の写真には，人間や日常生活と自然とのつながりが想起されるものを取り上

げ，学習内容が日常生活や社会と関わることを感じさせ，興味をもって学習を始めることができるように図

った。 
・地学的に探究する能力や態度，方法を身につけることができるように，探究活動や観察・実験では，学習

の目的を明確にし，しっかりとねらいをもって活動できるようにした。また，結果を整理し考察する学習活

動，探究的な学習活動などを充実させ，科学的な思考力・判断力・表現力と，知識・技能を活用する力を育

むようにした。 
・探究活動や観察・実験では，野外で行う観察や岩石等の実物を観察する活動についても積極的に取り上げ

た。安全上注意するべき点などについては注意喚起のマークを入れ，安全に活動が行えるように配慮した。

・生徒が直接観察・実験を行うのが難しい事柄についても，既に得られている観測・調査のデータや図，写

真などから，情報を読み取ったり整理したりして考察する活動を掲載し，地学的・科学的に探究する能力が

養われるようにした。 
・地学の基本的な概念や，原理・法則が理解できるように，詳しく丁寧な記述を心がけた。また，図表は，1
つ 1 つの内容をわかりやすく解説するものや，関連する内容を 1 つにまとめたテーブル的なものなどを適宜

配置し，地学の基本的な概念の確実な理解につながるようにした。 
 

２．対照表 

 

図書の構成・内容 学習指導要領の内容 該当箇所 配当授業
時数 

第 1 部 固体地球とその変動  p.2～55 17 

 第１章 地球   p.4～15 (4) 

   第１節 地球の概観 (1)イ(イ)地球の形と大きさ   p.4～8  

   第２節 地球の内部構造 (1)イ(ウ)地球内部の層構造   p.9～15  

 第２章 活動する地球   p.16～49 (11) 

   第１節 プレートテクトニクスと 

       地球の活動 
(2)ア(ア)プレートの運動   p.16～26  

   第２節 地震 (2)ア(イ)火山活動と地震   p.27～36  

   第３節 火山活動と火成岩の形成 (2)ア(イ)火山活動と地震   p.37～48  

 探究活動 (2)オ 変動する地球に関する探究活動  p.51～55 (2) 
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第 2 部 移り変わる地球  p.56～105 16 

 第１章 地球史の読み方   p.58～82 (8) 

   第１節 堆積岩とその形成 (2)イ(ア)地層の形成と地質構造   p.58～64  

   第２節 地層と地質構造 (2)イ(ア)地層の形成と地質構造   p.65～76  

   第３節 地球の歴史の区分と化石 (2)イ(イ)古生物の変遷と地球環境   p.77～81  

 第２章 地球と生命の進化   p.83～102 (6) 

   第１節 先カンブリア時代 (2)イ(イ)古生物の変遷と地球環境   p.83～89  

   第２節 顕生代 (2)イ(イ)古生物の変遷と地球環境   p.90～101  

 探究活動 (2)オ 変動する地球に関する探究活動  p.103～105 (2) 

第３部 大気と海洋  p.106～153 14 

 第１章 大気の構造   p.108～119 (3) 

   第１節 大気圏 (2)ウ(ア)地球の熱収支   p.108～112  

   第２節 水と気象 (2)ウ(ア)地球の熱収支   p.113～118  

 第２章 太陽放射と大気・海水の運動   p.120～138 (6) 

   第１節 地球のエネルギー収支 (2)ウ(ア)地球の熱収支   p.120～123  

   第２節 大気の大循環 (2)ウ(イ)大気と海水の運動   p.124～131  

   第３節 海水の循環 (2)ウ(イ)大気と海水の運動   p.132～136  

 第３章 日本の天気   p.139～149 (3) 

   第１節 日本の位置 (2)エ(イ)日本の自然環境   p.139～140  

   第２節 冬から春の天気 (2)エ(イ)日本の自然環境   p.140～144  

   第３節 夏から秋の天気 (2)エ(イ)日本の自然環境   p.145～149  

 探究活動 (2)オ 変動する地球に関する探究活動  p.150～153 (2) 

第４部 宇宙の構成  p.154～207 15 

 第１章 太陽系と太陽 (1)イ(ア)太陽系の中の地球  p.156～177 (6) 

   第１節 太陽系の天体 (1)イ(ア)太陽系の中の地球   p.156～163  

   第２節 太陽系の誕生 (1)イ(ア)太陽系の中の地球   p.164～167  

   第３節 太陽 (1)ア(イ)太陽と恒星   p.168～175  

 第２章 恒星としての太陽の進化   p.178～187 (4) 

   第１節 太陽と恒星 (1)ア(イ)太陽と恒星   p.178～182  

   第２節 太陽の誕生と進化 (1)ア(イ)太陽と恒星   p.183～186  

 第３章 銀河系と宇宙   p.188～200 (2) 

   第１節 銀河系とまわりの銀河 (1)ア(ア)宇宙のすがた   p.188～192  

   第２節 宇宙の姿 (1)ア(ア)宇宙のすがた   p.193～199  

 探究活動 (1)ウ 宇宙における地球に関する探究活動  p.201～207 (3) 
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第５部 自然との共生  p.208～231 5 

  第１節 地球環境と人類 (2)エ(イ)日本の自然環境   p.210～212  

  第２節 火山・地震災害と社会 (2)エ(イ)日本の自然環境   p.213～218  

  第３節 気象災害と社会 (2)エ(イ)日本の自然環境   p.219～224  

  第４節 人間生活と地球環境の変化 (2)エ(ア)地球環境の科学   p.225～230  

  おわりに (2)エ(ア)地球環境の科学   p.231  

   合計67時間

観察・実習・問などの授業時数はそれぞれ関連する項目に含めてある。
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編 修 趣 意 書 

（発展的な学習内容の記述） 
 

受理番号 学 校 教 科 種 目 学 年  

27-45 高等学校 理科 地学基礎  

発行者の 
番号・略称 

教科書の 
記号・番号 教 科 書 名 

61 啓林館 地基 308 地学基礎 改訂版 

 

ページ 記 述 類型 関連する学習指導要領の内容や
内容の取扱いに示す事項 

8 地球の形と重力 1 「地学基礎」（１）イ(イ) 

10 アイソスタシー 1 「地学基礎」（１）イ(ウ) 

12 地震波の伝わり方からわかる地球の内部構造 1 「地学基礎」（１）イ(ウ) 

24 低速度層 1 「地学基礎」（２）ア(ア) 

25 地震波トモグラフィーとマントル対流 1 「地学基礎」（２）ア(ア) 

26 地球内部の熱 1 「地学基礎」（１）イ(ウ) 

45 固溶体 1 「地学基礎」（２）ア(イ) 

48 マグマの発生と分化 1 「地学基礎」（２）ア(イ) 

70 地層の広がりとその調べ方 1 「地学基礎」（２）イ(ア) 

76 変成作用と温度・圧力 1 「地学基礎」（２）イ(ア) 

81 放射性年代 1 「地学基礎」（２）イ(イ) 

89 全球凍結と生物の進化 2 「地学基礎」（２）イ(イ) 

100 元素の同位体からわかる過去の環境変動 1 「地学基礎」（２）イ(イ) 

112 電離圏 1 「地学基礎」（２）ウ(ア) 

115 雲のできる高さ 1 「地学基礎」（２）ウ(ア) 

116 降水のしくみ 1 「地学基礎」（２）ウ(ア) 

118 大気の安定・不安定 1 「地学基礎」（２）ウ(ア) 

126 風の吹き方 1 「地学基礎」（２）ウ(イ) 

130 中緯度上空の西風 1 「地学基礎」（２）ウ(イ) 

132 海水の塩分の分布 1 「地学基礎」（２）ウ(イ) 

144 フェーン現象 1 「地学基礎」（２）エ(イ) 

170 黒点数の周期的変化 1 「地学基礎」（１）ア(イ) 

171 地球磁気圏とオーロラ 1 「地学基礎」（１）ア(イ) 

174 太陽の温度・圧力とエネルギー 2 「地学基礎」（１）ア(イ) 

180 恒星までの距離 1 「地学基礎」（１）ア(イ) 
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ページ 記 述 類型 関連する学習指導要領の内容や
内容の取扱いに示す事項 

181 恒星の性質 1 「地学基礎」（１）ア(イ) 

182 恒星の分類 1 「地学基礎」（１）ア(イ) 

186 様々な恒星の寿命と終末 1 「地学基礎」（１）ア(イ) 

190 銀河系の渦巻き構造 1 「地学基礎」（１）ア(ア) 

198 宇宙の初期が高温であった証拠 1 「地学基礎」（１）ア(ア) 

198 宇宙が膨張している証拠 1 「地学基礎」（１）ア(ア) 

（発展的な学習内容の記述に係る総ページ数   35 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「類型」欄の分類について） 

１…学習指導要領上，隣接した後の学年等の学習内容（隣接した学年等以外の学習内容であっても，当該学年等の学習内容と直接的

な系統性があるものを含む）とされている内容 

２…学習指導要領上，どの学年等でも扱うこととされていない内容 



発 行 者 の 
番号・略称 

教 科 書 の 
記号・番号 教 科 書 名 

６１ 
 

啓林館 
科人 302 

科学と人間生活 
 

代表著作者 藤嶋 昭・植松 恒夫・江里口 良治・
本川 達雄・山本 隆一 

 
1. 編集の基本方針 

自然や科学技術が私たちに及ぼす影響は大きい。自然に対する理解を深めるとともに，科学技術

の発展が私たちの生活や社会に与えた影響や役割を知ることは，環境問題やエネルギー問題を解決

する上でも重要である。「科学と人間生活」は，自然と人間生活とのかかわり及び科学技術が人間生

活に果たしてきた役割について，観察，実験などを通して理解させ，科学的な見方や考え方を養う

とともに，科学に対する興味・関心を高めることを目標とした科目である。本書ではまずこの学習

指導要領に示された目標を達成することを念頭に，自ら学ぶ意欲を育み，基礎学力を確実に定着さ

せることを目指して編集した。 

 

2. 編集上の留意点 

(1) 観察・実験などの重視 観察・実験などの活動を通して学習内容を理解させ，興味・関心を高め

るため，           を設定した。また，短時間で簡単にできる観察・実験などを取

り上げる       を設けた。こうした活動により，学習内容の理解が深まることを期待し

ている。これらの活動を安全に行うため，各種マークや注意文で注意を促した。 

(2) 内容の充実 学習内容と関連した身近な物や現象を取り上げる       を設け，生徒の

興味を喚起するようにした。学習指導要領に示されていない内容も発展的内容として取り上げた。

また，写真や図を中心とした        も設け，生徒の目をひきつけ，関心を高められる

ようにした。 

(3) 図や写真などの活用 図や表，写真などは，生徒の理解を深め，より興味を抱かせるものを選ん

で掲載した。また，カラーユニバーサルデザイン(CUD)の考えを取り入れ，すべての読者に必要

な情報が的確に伝わるデザインを目指した。 

(4) 学習内容の定着 文章は平易かつ丁寧に，結論が明確になるよう配慮して書いた。また，第１

部から第４部の各章末には「章末問題」を設定し，学習したことをもう一度振り返り，学習内容

が定着するように配慮した。なお，文章の記述にあたっては漢字を多く使用することで，平仮名

では曖昧になることもある語句の意味を明確に理解できるようにするとともに，国語との学習の

関連を図った。また，太字で示した重要語句には必ずルビをつけるなどして，確実に読み進める

ことができるように配慮した。 



3. 内容構成および学習指導要領との関連，配当時間 

 

序章 科学技術の発展                (学習指導要領の(1)に対応，配当時間5時間) 

学習の導入として，科学技術の進歩・発展の歴史，携帯電話に使われている技術を紹介した。 

 

第１部 生命の科学               (学習指導要領の(2)のウに対応，配当時間15時間) 

第１章では，光合成の過程やヒトの視覚，動物の光に対する反射などを解説し，観察・実験を通

して生物と光との関連が身近に感じられるように記述した。第２章では，微生物の発見の歴史や分

解者としての役割，医療や食品などへの利用について，写真や図を多用して分かりやすく説明した。

また，パンづくりなど実際に微生物のはたらきを利用する活動を通じて，関心を高まるように工夫

した。 

 

第２部 物質の化学               (学習指導要領の(2)のイに対応，配当時間15時間) 

第１章では，食品の三大栄養素と身近な衣料材料の性質を，実験を通して理解できるように記述

した。衣料については，染料や洗剤のしくみについても理解できるように説明した。第２章では，

身近な材料であるプラスチック・金属・セラミックスの種類や性質，その用途，さらに資源の再利

用についても解説した。人工宝石やレアメタルにも触れ，興味をもって学習できるよう配慮した。 

 

第３部 光や熱の科学              (学習指導要領の(2)のアに対応，配当時間15時間) 

第１章では，光の分類や性質に関して興味がもてるよう，鏡やレンズを題材に図や写真を用いて

記述した。電磁波の利用についても，科学の有用性を感じられるよう解説した。第２章では，日常

生活で経験している熱現象を，実験によってより深く理解できるように配慮した。エネルギーの変

換，熱機関のしくみやエネルギーを有効利用するための科学技術についても平易に記述した。 

 

第４部 宇宙や地球の科学            (学習指導要領の(2)のエに対応，配当時間15時間) 

第１章では，人類の宇宙観の変遷，太陽系の惑星と地球の特徴や，太陽が地球や人間生活に及ぼ

す影響について解説した。また，時間の単位と天体の運行との関連を扱い，時間に対する科学的な

見方が育成されるように記述した。第２章では，地震と地殻変動について，なるべく具体的な数字

や写真を挙げ，生徒が実感しやすいよう配慮した。また，火山や流水の作用による景観と災害につ

いても，基本的な知識と防災の意識を身につけることができるように記述した。 

 

終章 これからの科学と人間生活            (学習指導要領の(3)に対応，配当時間5時間) 

これまでの学習を踏まえ，生徒が自ら進んで課題研究を行い，これからの科学と人間生活とのか

かわりについて考察できるよう，課題研究の進め方を解説し，テーマ例を挙げた。 



発 行 者 の 
番号・略称 

教 科 書 の 
記号・番号 教 科 書 名 

６１ 
 

啓林館 
物基 305 

物理基礎 
 

代表著作者 高木 堅志郎・植松 恒夫 

 

１．編集の基本方針 

本書は，次のような教科書を目指した。 

○生徒が学びやすく，先生が教えやすい教科書 

○物理の基礎・基本の定着が図られ，自ら学ぶ意欲が高まる教科書 

その中で，日常生活や社会との関連を図りながら，物体の運動と様々なエネルギーへの関心を高

め，実験などの活動を通じて，物理学的に探究する能力と態度を育てるとともに，物理学の基本的

な概念や原理・法則を理解し，科学的な見方や考え方を養うことができるよう編集した。 

２．編集上の留意点 

(1)単元構成・配列の工夫 第１部では，物体の運動を扱う力学から始め，その基本的概念と法則を

学習する構成とした。第２部では，第１部の学習を基礎として，熱，波動，電気という様々なエ

ネルギーの形態を学ぶ構成とした。単純な物理現象からより複雑なものへと積み上げていく配列

で，系統化された学習ができるよう配慮した。 

(2)基礎・基本の徹底 本文中では基礎的かつ基本的な事柄の徹底を図った。また，本文中には「問」

や「例題」，各章末に「章末問題」を設定し，学習内容の定着をねらった。また，生徒がつまずき

やすい内容を「Point!」で重点的に扱い，本文の理解を深めることができるように配慮した。 

(3)活動の重視 自らの体験を通して法則に近づくための「実験」，「やってみよう」を数多く取りあ

げるようにした。また，物理学的に探究する能力と態度が育まれるよう，各部末に「探究活動」

を掲載した。 

(4)参考・発展の充実 日常生活や社会との関わりが深く，生徒が興味・関心がもてるような内容を

「参考」として取り上げた。また，本文の記述より進んだ内容は「発展」として扱い，生徒の知

的好奇心を喚起するようにした。 

(5)図や写真の活用 生徒の理解を深め，興味をもたせるために，多くの図や写真を掲載した。また，

カラーユニバーサルデザイン（CUD）の考えを取り入れ，すべての読者に必要な情報が的確に伝

わるよう配慮した。 

(6)他科目との関連 詳しくわかりやすい記述を目指すとともに，文章の記述では漢字を多用し，国

語の学習との関連を図った。また，巻末に「物理で使う数学的知識」を掲載したほか，各所で適

宜数学的な知識が必要な場合は解説を入れ，数学の学習との関連を図った。さらに，重要語句の



英語，英語の略語については脚注にスペルを表記して，英語の学習との関連を図った。 

(7)使いやすさの向上 教科書の学習内容が一目でわかるように，もくじを詳しくした。また，教科

書の小口側にインデックス（ツメ）をつけ，学習する箇所をすぐに開けるように配慮した。巻末

資料では，探究活動の進め方やコンピュータの利用，物理で使う主な数学的知識，章末問題の略

解，周期表などを掲載し，学習が円滑に進められるように配慮した。 

３．本書の内容構成および学習指導要領との関連，配当時間 

前見返し・序章               （学習指導要領の(1)の 1のアに対応，配当時間 3時間） 

前見返しでは生活に身近な「新幹線」と「住宅」を例に，物理で学習する内容が日常生活とどの

ように関係しているのかを解説し，関連ページを示して学習意欲を喚起した。序章では，物理学の

歴史をたどりながら，物理における探究の方法について説明した。 

第１部 物体の運動とエネルギー          （学習指導要領の(1)に対応，配当時間 30時間） 

第１章「物体の運動」，第２章「力と運動」では，日常に起こる物体の運動を物理的に見る観点を

重視し，身近な物体の運動の観察を扱った。物体の運動については，グラフを利用して考察すると

もに，ストロボ写真など学習の参考となる図や写真をできるだけ多く取り入れた。 

第３章「仕事とエネルギー」では仕事，運動エネルギー，位置エネルギー等の各項目において理解

を深められるよう詳しく説明した。また，重要な関係式の導出については，論理の流れが明確にな

るように配慮した。 

第２部 物理現象とエネルギー           （学習指導要領の(2)に対応，配当時間34時間） 

第１章「熱とエネルギー」では，様々な熱現象を熱運動のエネルギーの観点から統一的に説明し

た。また，加熱・冷却，三態変化に伴い物体を出入りする熱量を，日常的な例を挙げて扱った。ボ

イル・シャルルの法則，気体の状態変化などについては「発展」として取り上げた。 

第２章「波とエネルギー」では，波の性質の学習が音波の学習にもつながるよう配慮して構成し

た。また，平面を伝わる波やドップラー効果を「発展」として取り上げ，生徒の関心や知識を高め

るよう配慮した。 

第３章「電気とエネルギー」では，物質の種類によって抵抗率が異なることについて，実験を通

して理解できるようにした。また，モーターと発電機を取り上げ，電気とエネルギーの関係につい

て具体的に説明した。 

第４章「エネルギーとその利用」では，一次エネルギーとして太陽光，化石燃料，原子力などを

取り上げ，それぞれ電気エネルギーへの変換方法について説明した。原子力エネルギーについては

原子・原子核，および核分裂・核融合を簡単に説明し，原子力発電のしくみを理解しやすいよう記

述した。 

終章                   （学習指導要領の(2)のオの(ア)に対応，配当時間3時間） 

終章では，物理学が医療や情報通信などの現在使われている技術とどのように関連しているのか

を記述した。 
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啓林館 
物基 306 

新編 物理基礎 
 

代表著作者 高木 堅志郎・植松 恒夫 

 

１．編集の基本方針 

本書は，次のような教科書を目指した。 

○生徒が学びやすく，先生が教えやすい教科書 

○物理の楽しさと有用性がわかり，自ら学ぶ意欲が高まる教科書 

その中で，日常生活や社会との関連を図りながら，物体の運動と様々なエネルギーへの関心を高

め，実験などの活動を通じて，物理学的に探究する能力と態度を育てるとともに，物理学の基本的

な概念や原理・法則を理解し，科学的な見方や考え方を養うことができるよう編集した。 

２．編集上の留意点 

(1)単元構成・配列の工夫 第１部では，物体の運動を扱う力学から始め，その基本的概念と法則を

学習する構成とした。第２部では，第１部の学習を基礎として，熱，波動，電気という様々なエ

ネルギーの形態を学ぶ構成とした。単純な物理現象からより複雑なものへと積み上げていく配列

で，系統化された学習ができるよう配慮した。 

(2)基礎・基本の徹底 本文中では基礎的かつ基本的な事柄の徹底を図った。また，本文中には「問」

や「例題」，各章末に「章末問題」を設定し，学習内容の定着をねらった。 

(3)学習の定着への配慮 補足説明を側注に入れるほか，生徒がつまずきやすい内容を重点的に扱っ

た「Point!」，学習の振り返りができる「章のまとめ」を設定し，本文の理解を深めることができ

るように配慮した。 

(4)活動の重視 自らの体験を通して法則に近づくための「実験」，「やってみよう」を数多く取りあ

げるようにした。また，物理学的に探究する能力と態度が育まれるよう，各部末に「探究活動」

を掲載した。 

(5)興味・関心の喚起 日常生活や社会との関わりが深く，生徒が興味・関心がもてるような内容を

「参考」として取り上げた。また，本文の記述より進んだ内容は「発展」として扱い，生徒の知

的好奇心を喚起するようにした。 

(6)図や写真の活用 生徒の理解を深め，興味をもたせるために，多くの図や写真を掲載した。また，

カラーユニバーサルデザイン（CUD）の考えを取り入れ，すべての読者に必要な情報が的確に伝

わるよう配慮した。 

(7)使いやすさの向上 ていねいでわかりやすい記述をするとともに，重要語句にはルビをつけるな



ど，読みやすさを重視した。また，教科書の小口側にインデックス（ツメ）をつけ，学習する箇

所をすぐに開けるように配慮した。巻末資料では，探究活動の進め方やコンピュータの利用，物

理で使う主な数学的知識，章末問題の略解，周期表などを掲載し，学習が円滑に進められるよう

に配慮した。 

３．本書の内容構成および学習指導要領との関連，配当時間 

前見返し・序章               （学習指導要領の(1)の 1のアに対応，配当時間 3時間） 

前見返しでは生活に身近な「新幹線」と「住宅」を例に，物理で学習する内容が日常生活とどの

ように関係しているのかを解説し，関連ページを示して学習意欲を喚起した。序章では，物理学の

歴史をたどりながら，物理における探究の方法について説明した。 

第１部 物体の運動とエネルギー          （学習指導要領の(1)に対応，配当時間 27時間） 

第１章「物体の運動」，第２章「力と運動」では，日常に起こる物体の運動を物理的に見る観点を

重視し，身近な物体の運動の観察を扱った。物体の運動については，グラフを利用して考察すると

もに，ストロボ写真など学習の参考となる図や写真をできるだけ多く取り入れた。また，物理で使

う数学的知識は脚注や「Point!」で補足するように配慮した。 

第３章「仕事とエネルギー」では仕事，運動エネルギー，位置エネルギー等の各項目において理解

を深められるよう詳しく説明した。また，重要な関係式の導出については，論理の流れが明確にな

るように配慮した。 

第２部 物理現象とエネルギー           （学習指導要領の(2)に対応，配当時間37時間） 

第１章「熱とエネルギー」では，様々な熱現象を熱運動のエネルギーの観点から統一的に説明し

た。また，加熱・冷却，三態変化に伴い物体を出入りする熱量を，日常的な例を挙げて扱った。ま

た，コラムでも身近な現象を取り上げて，日常生活と学習内容との関連を図った。 

第２章「波とエネルギー」では，波の性質の基礎はていねいに扱い，音波の学習にもつながるよ

う配慮して構成した。波の性質は理解が難しいので，「章のまとめ」や「章末問題」は各２ページず

つと充実させた。 

第３章「電気とエネルギー」では，物質の種類によって抵抗率が異なることについて，実験を通

して理解できるようにした。また，モーターと発電機を取り上げ，電気とエネルギーの関係につい

て具体的に説明した。 

第４章「エネルギーとその利用」では，一次エネルギーとして太陽光，化石燃料，原子力などを

取り上げ，それぞれ電気エネルギーへの変換方法について説明した。原子力エネルギーについては

原子・原子核，および核分裂・核融合を簡単に説明し，原子力発電のしくみを理解しやすいよう記

述した。 

終章                   （学習指導要領の(2)のオの(ア)に対応，配当時間3時間） 

終章では，物理学が医療や情報通信などの現在使われている技術とどのように関連しているのか

を記述した。 
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１．編集の基本方針 

本書は，次のような教科書を目指した。 

○生徒が学びやすく，先生が教えやすい教科書 

○物理の基礎・基本の定着が図られ，自ら学ぶ意欲が高まる教科書 

その中で，日常生活や社会との関連を図りながら，様々な運動や波，電磁気，原子への関心を高

め，実験などの活動を通じて，物理学的に探究する能力と態度を育てるとともに，物理学の基本的

な概念や原理・法則を理解し，科学的な見方や考え方を養うことができるよう編集した。 

２．編集上の留意点 

(1)単元構成・配列の工夫 第１部では物体の運動を扱う力学から始め，それを基礎にして運動量，

円運動と単振動，万有引力，気体分子の運動へとつなげていく。第２部では波の基礎から入り，

最も身近な波である音と光について学ぶ。第３部では電気と磁気の基本法則を学び，電磁誘導や

電磁波などを学習する。第４部では波動性と粒子性，原子や放射線，素粒子などについて学ぶ。

単純な物理現象からより複雑なものへと順に学習を積み上げていく配列を採ることにより，「物

理基礎」で学習した内容からの継続性にも注意を払いつつ，教師にとっては教えやすく，生徒に

とっては学びやすい系統化された学習が可能なように心がけた。 

(2)基礎・基本の徹底 本文中では基礎的かつ基本的な事柄の徹底を図った。また，本文中には「問」

や「例題」，各章末に「章末問題」を設定し，学習内容の定着をねらった。また，本文の補足やよ

り詳しい説明を「Point!」で重点的に扱い，本文の理解を深めることができるように配慮した。 

(3)活動の重視 自らの体験を通して法則に近づくための「実験」や「やってみよう」などを数多く

取り上げるようにした。また，物理学的に探究する能力と態度が育まれるよう，各部末に「探究

活動」を掲載した。 

(4)参考・発展の充実 日常生活や社会との関わりが深く，生徒が興味・関心がもてるような内容を

「参考」として取り上げた。また，本文の記述より進んだ内容は「発展」として扱い，生徒の知

的好奇心を喚起するようにした。 

(5)図や写真の活用 生徒の理解を深め，興味をもたせるために，多くの図や写真を掲載した。また，

カラーユニバーサルデザイン（CUD）の考えを取り入れ，すべての読者に必要な情報が的確に伝

わるよう配慮した。 



(6)他科目との関連 詳しくわかりやすい記述を目指すとともに，文章の記述では漢字を多用し，国

語の学習との関連を図った。また，巻末に「物理で使う主な数学的知識」を掲載したほか，各所

で数学的な知識が必要な場合は適宜解説を入れ，数学の学習との関連を図った。さらに，重要語

句の英語，英語の略語については脚注にスペルを表記して，英語の学習との関連を図った。 

(7)使いやすさの向上 教科書の学習内容が一目でわかるように，もくじを詳しくした。また，教科

書の小口側にインデックス（ツメ）をつけ，学習する箇所をすぐに開けるように配慮した。巻末

資料では，探究活動の進め方やコンピュータの利用，物理で使う主な数学的知識，章末問題の略

解，周期表などを掲載し，学習が円滑に進められるように配慮した。 

３．本書の内容構成および学習指導要領との関連，配当時間 

第１部 様々な運動               （学習指導要領の(1)に対応，配当時間 40時間） 

第１章「物体の運動とつり合い」では，平面内での物体の運動や剛体のつり合いを，第２章「運

動量と力積」では，物体の衝突や分裂などを，第３章「円運動や単振動」では，周期的な運動につ

いてを，第４章「万有引力」では，万有引力や天体の運行などを，第５章「気体分子の運動」では，

気体のマクロな量とミクロの量との関係を，それぞれ扱った。図やグラフ，写真を多様し，詳しい

解説で，「物理基礎」で学習した内容を深めることができるように配慮した。 

第２部 波動                   （学習指導要領の(2)に対応，配当時間28時間） 

第１章「波の性質」と第２章「音の性質」では，「物理基礎」の学習を深く掘り下げるとともに，

第１章では波の一般的な性質を，第２章では音の性質を扱った。第３章「光の性質」では，ここま

での波の学習をもとに，波としての光の性質を扱った。波動の正確な把握は平易ではないので，図

などを用いて現象を示すように努めた。また，レンズや鏡の利用などの話題を取り上げて日常生活

との関連を図り，興味・関心を高めることをねらった。 

第３部 電気と磁気                （学習指導要領の(3)に対応，配当時間42時間） 

第１章「電界と電位」では，静電気に関する内容を，第２章「電流」では，電流のはたらきを，

第３章「電流と磁界」では，磁界の性質や電流の磁気作用を，第４章「電磁誘導と電磁波」では，

電磁誘導や電磁波について，それぞれ扱った。電気や磁気の内容は生徒が苦手意識をもちやすいと

ころでもあるので，「物理基礎」の内容と重複する部分でも取り上げ，丁寧な説明によって理解する

ことができるように配慮した。 

第４部 原子・分子の世界             （学習指導要領の(4)に対応，配当時間28時間） 

第１章「電子と光」では，波動性と粒子性を扱い，第２章「原子・原子核・素粒子」では，物質

を構成する基本的な粒子の性質などを扱った。この部の内容は目に見えない内容を扱うので，図な

どを活用して，具体的に説明するように配慮した。また，歴史的な内容を盛り込んだり，最先端の

研究を紹介したりすることで，生徒の興味・関心を高めることができるようにした。 

終章                      （学習指導要領の(4)のウに対応，配当時間2時間） 

終章では，物理学の発展とその成果を紹介して，未来について考えることができるようにした。 
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Ｉ．編集の基本方針 

 

本書の編集に当たっては，次のようなことを基本方針とした。 

(1) 全体を３つに大別し，さらに巻末資料もつけ，次のような内容を説明した。 

第１部では，化学の成果が人間の生活を豊かにしていることを，具体例を挙げて記述し，化学の

基礎である物質の分離・精製方法や物質の状態変化を説明した。 

第２部では，物質が原子・分子・イオンから成り立ち，原子の結びつき方（化学結合）が物質の

性質と密接に関係していることを，主要な物質を例に挙げて説明した。 

第３部では，物質量と化学反応の量的関係について，また，酸・塩基反応や酸化還元反応など主

要な化学反応を丁寧に説明した。 

見返しや巻末では，本文記述内容の理解や実験･探究活動を行う上で参考となる資料・周期表な

ども記載した。 

(2) 化学の諸法則や化学の果たす役割などは，単に知識を覚え込ませるのではなく，観察・実験を

通して理解させるようにした。さらに，化学的に探究する能力と学習態度を養うことができるよう

努めた。 

(3) 全体を通して，理科が苦手な生徒にも，化学への興味や関心が涌く内容になるようにした。つ

まり，できるだけ化学の内容を日常生活や社会と関連させるようにし，基本的な事項については

懇切丁寧に説明した。複雑な計算を伴うような記述や問題などを極力減らすとともに，例題を設

けてその解説を充実させた。また，視覚的に工夫された図や表，鮮明な写真を活用し，本文記述

内容を理解しやすいように配慮した。 

 

II．編集上の留意点 

 

(1) 「化学基礎」を履修するに当たり，できるだけ詳しく学べるように心掛けた。また，紙面を生

徒が落ち着いて学習できるようにシックな色合いとし，色覚の個人差を問わずより多くの生徒に必

要な情報が伝わるCUD（カラーユニバーサルデザイン）にも十分に配慮した。 

(2) 文章記述表現を可能な限り簡明にして，見出しなどを多用して，学習し易いようにした。その

際，言語力の充実を図るため，できるだけ漢字を使用し，読みの難しいものについてはルビを付け，



脚注には基本的な化学用語の英語名も記載した。 

(3) 観察・実験を通じて本文記述内容を理解・経験させるための「実験」を適宜配置した。また，

各部における重要な内容について，化学的に探究する能力と学習態度が身に付くような「探究活動」

を各部の最後に配置した。 

(4) 本文中に「問」を入れ，重要な問題については「例題」で解き方を丁寧に説明した。各章の最

後に「章末問題」を配置し，生徒がその単元内容の理解度をチェックできるようにした。 

(5) 日常生活や社会との関わりが深く，生徒が興味がもてるような内容を「参考」として，また，

本文記述内容を一歩深めるための内容を「発展」として随所に取り上げた。 

(6) 教科書の小口側にインデックス（ツメ）をつけ，学習する箇所をすぐに開けるよう配慮した。 

 

III．本書の内容構成及び学習指導要領との関連 

 

◎ 第１部 化学と人間生活 ◎         (学習指導要領の(1)のア・イ・ウに対応，配当時間17時間) 

初めに，必需品となった携帯電話など，身近なものに利用されている物質を化学的な視点から

見直すとともに，生活に活用されてきたいくつかの化学技術に触れ，化学の役割と活用方法につ

いて解説した。さらに，地球環境と化学の役割について例示しながら説明した。物質を分離する

方法，物質を構成する基本成分についても述べ，それら構成粒子の熱運動と状態について触れた。 

◎ 第２部 物質の構成 ◎          (学習指導要領の(2)のア・イ・ウに対応，配当時間 20 時間) 

まず，物質の構成粒子である原子について説明した。原子の構造は，初歩的なモデルを使って理

解させるようにし，その電子配置との関係でイオンを説明した。さらに，基本的なモデルを用いて，

原子間やイオン間の結びつき（化学結合）について解説した。その際，代表的な無機物質および有

機化合物を扱い，所在や用途などにも触れた。発展では，本文の内容についてより一層理解するた

めに，いくつかの項目について詳細な解説を試みた。 

◎ 第３部 物質の変化 ◎            (学習指導要領の(3)のア・イ・ウに対応，配当時間32時間) 

化学で扱う物質の量について，原子量・分子量から物質量を導入し，化学反応の量的関係を説明

した。重要な化学反応である酸・塩基の反応と酸化還元反応についてわかりやすく解説した。さら

に，酸化還元反応の身近な応用例として電池，金属の製錬，電解工業，殺菌漂白剤などを扱った。 

◎ 巻末資料など ◎                                                        (配当時間1時間) 

資料では，実験や探究活動を行うに当たっての注意事項，基本的な実験器具や実験操作，主な気

体の性質とその発生法などを簡潔にまとめた。その他，化学で扱う数値や国際単位系，化合物命名

法，探究活動の進め方や報告書（レポート）の書き方などを記載した。前見返し裏には，化学に関

したコンピュータ・情報通信ネットワークの活用，また，後見返し裏には，実験結果や探究活動を

発表するときに役立つスライドのつくり方，についても視覚的にわかりやすく記載した。 

巻末には「章末問題の解答・解説」を設け，生徒が自学自習できるように配慮した。 
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１ 編集の基本方針 

本書の編集に当たっては，次のようなことを基本方針とした。 

(1) 全体を３つの部に分け，巻末資料，付録をつけて以下のような内容を説明した。 

第１部では，化学の成果が人間の生活を豊かにしている事実を，具体例を挙げて述べ，物質の分

離・精製等の化学の基本的な実験操作を説明した。 

第２部では，原子・分子・イオンといった構成粒子と原子の結びつき（化学結合）を，重要な物

質を例に挙げて説明した。 

第３部では，物質量および化学反応の量的関係について，また，酸と塩基，酸化・還元について

具体的な化学反応を通して説明した。 

また，巻末や前後見返しに，本文記述内容の理解や実験・探究活動を行う上で参考となる資料・

周期表を設けた。 

(2) 化学の法則や化学の果たす役割などについては，単に知識を覚え込ませるのではなく，観察・

実験を通して理解させるようにした。さらに，化学的に探究する能力と学習態度を養うことができ

るように努めた。 

(3) 全体を通して，理科が苦手な生徒にも，化学に親しませるような内容にした。つまり，可能な

限り化学の内容を日常生活や社会と関連させるようにして，基礎・基本的な事項についてはでき

るだけ丁寧に述べた。また，色鮮やかな図・表・写真などを活用して，文章だけでなく視覚的に

も理解できるように努めた。さらに，複雑な計算を伴う記述や問題を少なくするとともに，例題

を設けて丁寧に説明した。 

 

２ 編集上の留意点 

(1) 化学の基本を楽しく学べるように心掛けた。また，紙面を生徒が化学に親しみをもてるように

ソフトで明るい色合いとし，色覚の個人差を問わずより多くの生徒に必要な情報が伝わるCUD（カ

ラーユニバーサルデザイン）にも配慮した。 

(２) 表現をできるだけ簡明にし，見出しなどを多く用いて，学習しやすいようにした。その際，重

要語句が漢字の場合には全てルビをつけた。 

(３)  観察・実験を通じて本文記述内容を理解・経験させるための「実験」を適宜配置した。また，

各部における重要な内容について，化学的に探究する能力と学習態度が身に付くような「探究活動」



を部末に配置した。 

(４) 本文中に「問」を入れ，重要なものは「例題」で解法を説明した。各章に「章末問題」を配置

し，生徒が理解度をチェックできるようにした。また，側注により本文の内容を理解しやすくした。 

(５) 本文だけでなく，日常生活と関わりが深く興味をもてるような内容は「コラム」として取り

上げた。また，学習効果が上がると思われるものに限り「発展」として必要最低限取り上げた。 

 

３ 本書の内容構成および学習指導要領との関連 

■第１部 化学と人間生活      (学習指導要領の(1)のア・イ・ウに対応，配当時間17時間)  

初めに，必需品となった携帯電話など，身近なものに利用されている物質を化学的視点で見直

すとともに，生活に活用されてきたいくつかの化学技術に触れ，化学の役割と活用方法について

解説した。さらに，地球環境と化学の役割について例示しながら説明した。次に，物質を分離す

る方法と物質を構成する基本成分について述べ，それら構成粒子の熱運動と状態について触れた。 

■第２部 物質の構成         (学習指導要領の(2)のア・イ・ウに対応，配当時間21時間) 

原子の構造は，初歩的なモデルを使って理解させるようにし，その電子配置との関連でイオンの

生成などを説明した。さらに，原子間やイオン間の結びつき（化学結合）については，代表的な物

質を取り上げ，モデルを用いて興味を引き出し，より理解し易いように配慮した。 

■第３部 物質の変化         (学習指導要領の(3)のア・イ・ウに対応，配当時間32時間) 

物質の量については，物質の構成粒子の質量の相対的な値である原子量，分子量から物質量を導

入し，化学式量と物質量の関係，溶液の濃度，化学変化の量的関係などを取り上げた。さらに，酸

と塩基については，それぞれの性質について説明した後で，水素イオン濃度とpHとの関係や酸塩基

指示薬にも触れた。続いて中和反応では，量的な関係を用いた中和滴定，塩の生成などを説明した。

次に，酸化還元反応は，電子の授受によって起こる事を中心に説明した後で，酸化数，酸化剤，還

元剤にも触れた。続いて金属のイオン化傾向を説明した後で，日常生活に深く関わる酸化還元反応

の応用例として電池や金属の電解工業，漂白剤・消毒薬を説明した。なお，電池については，身近

なところで役立っている実用電池もいくつか紹介した。 

■巻末資料など                                                (配当時間は特になし) 

最初に実験・探究活動を行うに当たっての注意事項や基本的な実験器具・試薬の取り扱い方法，

報告書の作成の仕方，発表とそのスライドのつくり方などを簡明にまとめた。続いて，本文中に出

てくる単位とその換算などを説明し，また，気体の発生法や性質をまとめ，化合物の命名法につい

ても簡単に触れた。さらに，前見返し裏には，化学に関係したコンピュータ・情報通信ネットワー

クの活用，後見返し裏には，実験結果や探究活動を発表するときに役立つスライドのつくり方，に

ついてわかりやすく記載した。 

コラムは，生徒の興味を引き，化学に親しみをもってもらえることを目標に記載した。巻末には

｢章末問題の解答｣を記載し，生徒が自学自習できるように配慮した。 
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I．編集の基本方針 

本書の編集に当たっては，次のようなことを基本方針とした。 

(1) 全体を５つの部に分け，次のような内容を説明した。先ず，原子・分子・イオンといった小

さな粒子の集合体である物質の状態変化や，気体・液体・固体・溶液の性質，それらに関わる基

本的な法則について述べた。次に，化学反応に伴う熱・光・電気エネルギーの出入りや反応速度，

化学平衡，電離平衡について学習させることとした。そして，重要な無機物質・有機化合物・高

分子化合物について詳細に記述し，単体や化合物の性質や反応，人間生活との関わりを扱った。 

(2) 化学の諸法則や物質の性質については，単に知識を覚え込ませるのではなく，実験や観察を

通して理解させるようにした。更に，化学的に探究する能力と態度を養わせるように努めた。 

(3) 理科嫌いの生徒にも，化学への興味や関心が湧くような内容になるように努めた。できるだけ

化学の内容を日常生活と関連付けるよう，基礎・基本的な事項については懇切丁寧に説明した。

また，視覚的に工夫された図や表，写真も積極的に活用し，本文記述内容を理解し易いように配

慮した。化学に関する情報機器・情報通信ネットワークの利用についても記載した。 

 

II．編集上の留意点 

(1) 「化学」を履修するに当たり，できるだけ詳しく学べるように心掛けた。また，紙面を生徒

が落ち着いて学習できるようにシックな色合いとし，色覚の個人差を問わずより多くの生徒に必

要な情報が確実に伝わるCUD（カラーユニバーサルデザイン）にも十分に配慮した。 

(2) 文章記述表現をできるだけ簡明にし，見出し等を多く用いて，学習し易いようにした。その

際，言語力の充実を図るため，できるだけ漢字を使用し，読みの難しいものについてはルビを付

け，脚注には基本的な化学用語の英語名も記載した。本文中の重要な事項は太字で示した。 

(3) 実験・観察を通じて本文内容を理解・経験させるため，適宜「実験」を配置した。また，化

学的に探究する能力と態度が身に付くような「探究活動」を各部の最後で取り上げた。 

(4) 本文中に「問」を入れ，重要な問題については「例題」で解き方を説明した。各章の最後に

は「練習問題」を配置し，生徒が自らその単元内容の理解度を確認できるようにした。 

(5) 日常生活と深く関わり生徒が興味・関心が持てる様な内容を「参考」として，本文記述内容を

一歩深めるための発展的な内容を「発展」として適宜取り上げた。 

(6) 教科書の小口側にインデックス（ツメ）をつけ，学習する箇所を直ぐに開けるよう配慮した。 



III．本書の内容構成及び学習指導要領との関連 

◎ 第１部 物質の状態と平衡 ◎      (学習指導要領の(1)のア・イ・ウに対応，配当時間23時間) 

「化学基礎」で学んだ物質を構成する原子・分子・イオンなどの粒子の集合体としての気体，固体，

液体・溶液の性質を平衡の考え方も入れて説明し，それらに関する基本的な法則がどのように成り立

っているのかを，道筋を立てて理解できるように記述した。また，身近な物質や現象を多く取り上げ

て具体的に説明し，理解を深める実験も取り入れた。 

◎ 第２部 物質の変化と平衡 ◎     (学習指導要領の(2)のア・イ・ウに対応，配当時間 34 時間) 
前半では，化学反応をエネルギーの出入りと関連づけて理解できるように，初めに熱（熱量）の概

念，光とエネルギーについて説明し，次にヘスの法則に注目して種々の変化における熱の出入りを扱

った。その後，酸化還元反応の身近な応用例である電気分解・電池について，その仕組みを電気エネ

ルギーの出入りと関連づけて扱った。後半では，反応の速さや化学平衡が物質の濃度や状態，温度，

圧力，エネルギーに関係していることを説明した。反応の速さについては探究活動を通して，また，

反応の速さと化学平衡の関連については化学工業の触媒を例にして，より深く理解できるようにした。 

◎ 第３部 無機物質 ◎            (学習指導要領の(3)のア・イ・ウに対応，配当時間28時間) 

非金属元素と金属元素に分け，周期表やそれまでの学習とも関連させながら，元素の性質が系統的

に理解できるようにした。非金属元素に関しては無機物質の反応を酸化還元の視点から学べるように，

化合物中の原子の酸化数について反応式と対応させた図でまとめ，金属元素については沈殿や錯イオ

ンなどの主要な化合物どうしの関係を図でまとめた。また，類似の元素との差異が比較し易い構成と

なるように主要な無機物質について記述し，人間生活に広く利用されていることにも触れた。更に，

探究活動を通して，危険な無機物質の安全な実験法や金属陽イオンの分析法を学習できるようにした。 

◎ 第４部 有機化合物 ◎          (学習指導要領の(4)のア・イ・ウに対応，配当時間31時間) 

先ず，有機化合物の特徴と分類を述べ，更に分子式と構造式を決定する手順を説明した。次に脂肪

族化合物と芳香族化合物の構造，性質及び反応を扱い，化合物の性質が官能基により特徴付けられる

こと，また，化合物の相互の関係が反応や構造と関連していることを説明した。最後に，日常生活や

社会と関連深い有機化合物として，代表的な医薬品，染料と染色，及び糖類とアミノ酸について，そ

れらの化学的構造や性質を具体的に記述した。 

◎ 第５部 高分子化合物 ◎         (学習指導要領の(5)のア・イ・ウに対応，配当時間24時間) 

高分子化合物の分類と特徴の理解から始め，高分子化合物の合成反応やその構造の違いを通して，

高分子化合物の性質が体系的に理解できるように記述した。合成繊維やプラスチックを始めとする衣

料や材料となる合成高分子化合物，更に天然高分子化合物を構成する糖類やタンパク質，酵素，核酸

について，その構造や性質を具体的に説明し，物質の化学的な理解ができるように記述した。また，

日常生活に密接に関連する身近な高分子化合物や資源のリサイクルの重要性についても記述した。 

◎前後見返しや巻末の資料，綴じ込みポスターなど ◎ 

本文記述内容の理解や実験・探究活動を行う上で参考となる資料・周期表を中心に掲載した。 
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○編修の基本方針                         
 

 「生物基礎」は，中学校で学習した内容を基礎として，日常生活や社会との関連を図りながら生

物や生物現象への関心を高め，目的意識をもって観察，実験などを行い，生物学的に探究する能力

と態度を育てるとともに，生物学の基本的な概念や原理・法則を理解させ，科学的な見方や考え方

を養うことを目標とした科目である。本書は，まず，この目標を達成できることを念頭において編

修した。 

 現在大きな社会問題になっている生物多様性や環境問題をはじめ，生物学に基づく技術のめざま

しい発展，健康と生活習慣との関係を理解するためにも，生物学の基礎知識は不可欠である。本書

はこうした点を踏まえ，生物学的な見方や知識を幅広く修得させることを目指して編修した。 

 

 (1) 探究の過程の重視 

 学習指導要領では，実験・観察を重視し，探究の過程を通して科学の方法を習得させることが重

要な目標の１つとされている。本書でもその見地から，序章で生物学の研究史や「探究の過程」の

実例を示すとともに，その過程を十分に実践できるよう，各部に「探究活動」を設けた。これは１

つの課題のもとに探究の過程の一部，またはすべてを追うことができるようにしたものである。そ

れらの実施がむずかしい場合には，資料をもとに考察を進めることができる資料学習を設けた。こ

れらとは別に，基礎技術の習得を目的にした「観察」を設けた。このようにして，科学の方法を習

得するとともに，生徒自身の経験に基づいた科学的な知見が身につけられることを期待している。 

(2) 十分な基礎知識の修得 

 内容の選択にあたっては，基礎的な事項を十分に学習できるようにした。精選した内容を体系的

に配列し，生徒が理解しやすいよう配慮するとともに，注意深く読めば容易に理解できるような文

章を心がけた。また，随所に「参考」を設けて科学史的な事項などを扱い，本文の理解を深めるよ

うに配慮した。視覚的にも理解を助けるため，色彩豊かな図や写真を用いた。さらに，本文の羅列

的な記述を避けるとともに学習事項の整理に役立つよう，表を用いたまとめも取り入れた。 

(3) 興味をもって行う学習 

 生徒が興味をもって学習できることが，教科書の大切な要件といえる。その点を考えて，本書で

は図と文との関連を重視した展開を行い，興味を起こさせる立体図や鮮明な写真などをできるだけ

取り入れるように工夫した。実験・観察・探究活動などでも，できるだけ身近な材料を選び，生徒



が自然や生命の不思議さ，面白さに関心をもてるように配慮した。このように生徒が興味をもって

学習することは，教師にとって教えやすいことになると期待している。 

(4) 生命観の育成 

 生物教育で重要なのは，生命観を身につけさせることである。生命の倫理，自然の保護など現在

重視されている社会概念の多くは，生命観をもつことによって理解されると考えられる。そのため

には，生物や生命現象を体系的に学ぶことが必要である。そこで本書は，生物の共通性と多様性か

ら始まり，細胞，遺伝，生物体内の調節，生態系という，細胞，分子，個体，生態系の各レベルの

学習から構成されている。 

 

○構成の基本方針 
 

 学習指導要領では，生物基礎の内容は，「生物と遺伝子」，「生物の体内環境の維持」および「生

物の多様性と生態系」の三大項目に分かれている。この内容を，高校教育上の配慮から再構成して，

４部に大別した。細胞レベル・分子レベル・個体レベル・生態系レベルとして学習できるようにま

とめた。各部は次のようである。 

序章 探究活動の仕方･･･ 今回の学習指導要領で重視されている「観察，実験などを通して生物学

的に探究する能力と態度を育てる」ために，学習のはじめに，細胞説の提唱を例として，探究活動

の仕方の例を紹介して「生物学」への招待とした。最後には探究活動の手順の例を示し，今後の探

究活動へつなげられるようにした。 

第１部 生物の特徴･･･ 生物の多様性と共通性，細胞の構造，細胞とエネルギーを簡潔に扱った。

部のはじめに多様性と共通性について扱い，以後の学習がこれらの視点から進めることができるよ

うにした。また，各々の生徒の興味・関心に応じて学習内容を展開できるような構成とした。 

第２部 遺伝子とその働き･･･ 遺伝子の本体，遺伝情報の複製と分配，遺伝情報とタンパク質の合

成について簡潔に扱った。各々の生徒の興味・関心に応じて学習内容を展開できるような構成にす

るとともに，図を多用し，分子レベルの内容でも分かりやすくなるよう工夫した。また，ＤＮＡの

二重らせん構造については，付録の紙モデルを使って理解できるよう配慮した。 

第３部 生物の体内環境の維持･･･ 動物の恒常性，肝臓と腎臓の働き，ホルモンと自律神経による

調節について扱った。肝臓や腎臓などの図は写実的にして大きく扱い，理解をより深めることがで

きるように工夫した。また，生徒自身が自分の健康についても興味・関心がもてるような読み物を

多く盛り込んだ。腎臓の働きは，探究活動によって生徒自身が確かめられるように配慮した。 

第４部 生物の多様性と生態系･･･ 植生，植生遷移，バイオーム，生態系の保全について扱った。

植生やバイオームについては，写真やイラストを多用することにより，地球上のさまざまなバイオ

ームを実感させるとともに自然が身近でない生徒でも親しみをもって学習ができるよう工夫した。

部の最後には里山についても扱い，生物多様性について理解が深められるようにした。 
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○編修の基本方針                         
 

 「生物基礎」は，中学校で学習した内容を基礎として，日常生活や社会との関連を図りながら生

物や生物現象への関心を高め，目的意識をもって観察，実験などを行い，生物学的に探究する能力

と態度を育てるとともに，生物学の基本的な概念や原理・法則を理解させ，科学的な見方や考え方

を養うことを目標とした科目である。本書は，まず，この目標を達成できることを念頭において編

修したが，特に平易に学習できるように配慮した。そのために，大きなカラー図版を多用し，読み

進めれば理解できるようにした。 

 さらに，これからの市民生活にとって，生物学に関する基礎知識や科学的な見方・考え方が不可

欠であることを考慮した。そのために必要な概念や知識を精選するとともに，これらを視覚的にと

らえさせるなど，平易に把握できることに重点をおいて編集した。 

 

 １．学びやすく教えやすい展開 

  多くの高校生が平易に学習するには，教科書を親しみやすくすることが何よりである。そこで，

次のような工夫をした。 

（1）図版のスペースを大きくとり，ときに見開き２ページを単位に構成した。 

（2）各ページにいくつもの図版をおいて，本文との対照をしやすくするとともに，文章をできる 

だけ簡潔にするよう努めた。 

（3）実験については，図を大きくし，方法の順序を明示するなど，実際に役立つようにした。ま 

た，仮説の設定や考察を設けて，実験を通して探究を進める態度が身につくように試みた。 

（4）部末に「まとめ」をおいた。その部で学んだ用語を用いるクロスワードで知識を整理できる 

ようにするなど，生徒が興味をもって学習できることを心がけた。 

 

２．興味を持って行う学習 

  内容を精選し，簡潔にまとめると，学習の目標や重点ははっきりするが，内容が無味乾燥にな

る恐れがある。その点に配慮して，大きなカラー図版を工夫しただけでなく，本文の内容を深め

る「コラム」においてもできる限り興味ある話題をとりあげた。“楽しく「生物」を学べる教科

書”を本書の旨とした。 



３．探究活動の重視 

  今回の学習指導要領では，目的意識をもって観察，実験などを行い，生物学的に探究する能力

と態度を育てることが重要な目標に含まれている。この教科書でも単なる知識の詰め込みになら

ないように，実験・観察を重視するのはもとより，実験の中に，考察を設けて，実験結果に基づ

いて科学的な思考が進められるようにした。実験・観察と本文との関連をはかるようにも努めた。

さらに，探究活動において，１つのテーマを探究していく道筋を体得できるように展開した。そ

れらについてもできるだけ平易になるようにした。 

 

４．正しい生命観の育成 

  生命の尊重・自然の保護などについて，科学的な観点にたった正しい生命観の育成が望まれて

いる。そのために，生物や生命現象を体系的に理解する必要がある。そこで本書は，生物の共通

性と多様性から始まり，細胞，遺伝，生物体内の調節，生態系という，細胞，分子，個体，生態

系の各レベルの学習から構成されている。しかも，その流れが，無理なく平易にたどれるように

配慮した。 

 

○構成の基本方針 
 

 学習指導要領では，生物基礎の内容は，「生物と遺伝子」，「生物の体内環境の維持」および「生

物の多様性と生態系」の三大項目に分かれている。この内容を，高校教育上の配慮から再構成して，

４部に大別した。細胞レベル・分子レベル・個体レベル・生態系レベルとして学習できるようにま

とめた。各部は次のようである。 

序章 探究活動の仕方･･･ 学習のはじめに，細胞説の提唱を例として，探究活動の仕方の例を紹介

して「生物学」への招待とした。最後には探究活動の手順の例を平易に示した。 

第１部 生物の特徴･･･ 生物の多様性と共通性，細胞の構造，細胞とエネルギーを簡潔に扱った。

部のはじめに多様性と共通性について扱い，以後の学習がこれらの視点から進めることができるよ

うにした。 

第２部 遺伝子とその働き･･･ 遺伝子の本体，遺伝情報の複製と分配，遺伝情報とタンパク質の合

成について簡潔に扱った。図を多用し，分子レベルの内容でも分かりやすくなるよう工夫した。ま

た，ＤＮＡの二重らせん構造については，付録の紙モデルを使って理解できるよう配慮した。 

第３部 生物の体内環境の維持･･･ 動物の恒常性，肝臓と腎臓の働き，ホルモンと自律神経による

調節について扱った。また，生徒自身が自分の健康についても興味・関心がもてるような読み物を

多く盛り込んだ。 

第４部 生物の多様性と生態系･･･植生遷移，バイオーム，生態系の保全について扱った。植生やバ

イオームについては，写真やイラストを多用することにより，地球上のさまざまなバイオームを実

感させるとともに自然が身近でない生徒でも親しみをもって学習ができるよう工夫した。 
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１．編集の基本方針 

本書の編集にあたっては，次のようなことを基本方針とした。 

○ 生物に関する「幅広い知識と教養を身につけられる」ように配慮した。 

○ 生物多様性や環境問題が大きな社会問題となっているという現実を踏まえ，人間活動が環境

に与える影響についての「幅広い知識」を与え，「自然を大切にし，環境の保全に寄与する態

度を養える」ように配慮した。 

○ 随所にヒトについての知識を与える記述を設け，「健やかな身体を養う」態度が見につくよう

に配慮した。 

○ 多くの実験，観察，探究活動を通して，「真理を求める態度」や「勤労を重んじる態度」を養

えるよう配慮した。 

 

２．編集上の留意点 

(1) 単元構成・配列の工夫 第１部から第３部では，分子レベルから個体レベルへと順に学習を積み

上げていく配列をとった。第４部から第５部では，第４部で生物の進化と系統を学習し，進化学

的観点をもって第５部で生態と環境を学習できるように心掛けた。また，第１部から第３部では，

まず学習内容を大観し，続いて詳細を学習する配列とすることで，生徒にとって何を学習してい

るのかが把握できるように心掛けた。 

(2) 図や写真の活用 生徒の理解を深め，興味をもたせるために，多くの図や写真を掲載した。ま

た，カラーユニバーサルデザイン（CUD）の考えを取り入れ，すべての生徒に必要な情報が的確

に伝わるよう配慮した。重要な化学反応式などについては背景色をつけて目立つようにした。 

(3) 活動の重視 実験・観察を通じて本文内容を理解・経験させるため，多くの「実験」を配置し，

各部の最後には科学的に探究する能力と態度が身に付くような「探究活動」を取り上げた。また，

野外での調査を含む実験を置くことにより，自然体験活動を促進し，生命及び自然を尊重する精

神ならびに環境の保全に寄与する態度を養えるように配慮した。実験・観察を行うのが難しいも

のについては，「資料学習」を通して学習内容の理解を深めることができるようにした。 

(4) 参考・発展の充実 本文の内容の学習の助けとなる事項を生徒が興味・関心がもてるように構

成し，「参考」として適宜取り上げた。また，本文の内容をより一層深めた発展的な内容を「発

展」として適宜取り上げた。 



(5) 他教科との関連 平明で論理的になるように文章を推敲し，この教科書を読むことが生活に必

要な「国語」を正しく理解し，身に付くことに通じるようにした。また，指数や対数の表し方や

測定した数値を統計的に処理する方法など，「数学」と関連する内容を置き，生活に必要な数量的

な関係を正しく理解し，使用する基礎的な能力が養えるように配慮した。 

(6) 使いやすさの向上 教科書の小口側にインデックス（ツメ）をつけ，学習する箇所を直ぐに開

けるよう配慮した。巻末資料では，化学の基礎知識や生物で使う数学的な知識(指数・対数)，探

究活動の進め方などを掲載し，学習が円滑に進められるように配慮した。 

 

３．本書の内容構成および学習指導要領との関連，配当時間 

第１部 生命現象と物質              （学習指導要領の(1)に対応，配当時間 40時間） 

第１章「生命と物質」では細胞を構成する物質を，第２章「代謝」では呼吸・炭酸同化・窒素同

化を，第３章「遺伝現象と物質」では遺伝情報の発現とその調節・遺伝子を扱う技術を，それぞれ

扱った。目に見えない内容を扱うので，写真や図を工夫して具体的に説明し，「生物基礎」で学習し

た内容を深めることができるように配慮した。 

第２部 生殖と発生                （学習指導要領の(2)に対応，配当時間28時間） 

第１章「有性生殖」では減数分裂と遺伝の法則を，第２章「動物の生殖と発生」では動物の配偶

子形成・受精・発生を，第３章「植物の生殖と発生」では種子植物の配偶子形成・受精・器官形成

を，それぞれ扱った。発生や器官形成の正確な把握は平易ではないため，図と写真を組み合わせて

仕組みと現象を同時に理解できるように努めた。また，発生の仕組みやそれを応用した技術に関す

る話題をふんだんに盛り込み，生徒の興味・関心を高めることをねらった。 

第３部 生物の環境応答              （学習指導要領の(3)に対応，配当時間26時間） 

第１章「動物の反応と行動」では刺激の受容から応答までの神経系の情報の流れと行動を，第２

章「植物の環境応答」では植物の環境応答と植物ホルモンを，それぞれ扱った。神経系の情報伝達

や筋収縮は第１部と重複する部分であるが，重複感のないように工夫した。また，植物ホルモンは

覚える事項が多いため，章末にまとめとなる内容を置き，内容の整理ができるよう配慮した。 

第４部 生物の進化と系統             （学習指導要領の(5)に対応，配当時間26時間） 

第１章「生物の進化」と第２章「進化とその仕組み」では生物の進化の歴史と仕組みについて，

第３章「生物の系統」では生物の分類・系統と，各界の生物の特徴について，それぞれ扱った。現

生しない生物については図で説明し，イメージしやすいように配慮した。また，塩基配列を元にし

た系統の解析など，学際的な内容も扱い，生徒の興味・関心を高めるように工夫した。 

第５部 生態と環境                 （学習指導要領の(4)に対応，配当時間20時間） 

第１章「生物の生活と環境」と第２章「個体群と生物群集」では生物の集団の構造と集団間の関

係について，第３章「生態系」では物質生産と生物多様性について扱った。グラフを多用して分か

りやすく解説するとともに，生態系の保全の重要性についても解説した。 
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１. 編修の基本方針と留意点                              

 

 地学は，私たち人類の生活の場である地球，およびそれをとり巻く宇宙についての科学である。長

い地球の歴史を通じ，どのようにして現在の環境がつくられてきたか，またその正確な現状はどうか

についての自然科学的知識は，地球の平和な将来を計画するためにもきわめてたいせつである。「地

学基礎」は，中学校理科の基礎の上に，さらに進んだ地学的な方法で地球と宇宙に関する問題をとり

扱い，地学の基本的な概念や原理・法則を理解させるとともに，探究の過程を通して科学の方法を習

得させ，科学的な自然観を育てる科目である。この教科書は，学習指導要領に示された目標・内容，

および内容のとり扱いに準拠して編修した。 

(1)  最新の情報・知見をとり入れる   

 地球および宇宙の科学は，観測・調査・研究の手段の著しい進歩・発展によって近年大きく書き

かえられてきた。この教科書ではそのような新しい知見・考え方も積極的にとり入れた。「移り変わ

る地球」では，先カンブリア時代，地球誕生後の大気や海，マントル・地殻の進化の歴史なども記

述した。「宇宙の構成」では，すばる望遠鏡などによる宇宙からの最新の映像も豊富にとりあげた。 

(2)  探究活動の重視 

  実験・観察や探究活動を通して科学の方法を習得させ，科学的な自然観を育てることは地学教育

の重要な目標の１つである。学習の流れに密着した実験・観察を「実習」や「やってみよう」とし

て本文中の関連箇所に配置し，「探究活動」についてはテーマを精選し各部の末に配置した。 

(3)  基本的な概念の定着・学習の効率化 

  基本的な事項は本文と図でしっかり解説し，重要語句・公式は太字で強調した。一方，補足的な

内容や話題的なものは「参考」で扱い，また地学基礎の範囲外である発展的な内容については「発

展」として扱うようにした。本文の要所には「問」を，また各部の末に「部末問題」を配置して，

学習内容の確実な定着をはかった。 

(4)  図・写真の活用 

 地学基礎で扱う自然物については，実物の写真をなるべく多く掲載し，地球や宇宙についてのイ

メージを喚起し興味をもって学べるように配慮した。また，本文の理解を助けるために効果的と思

われる箇所には，図表を豊富に掲載した。 



2.  各部の構成と配慮事項 

 

内容の構成・配列にあたっては，教育現場で培われてきた指導方法を十分に配慮した。1)固体地

球とその変動，2)移り変わる地球，3)大気と海洋，4)宇宙の構成，5)自然との共生の５部からなり，

それらの相互関係も理解できるように構成した。導入部として，自然環境を地球という大きなスケ

ールから日本という身近なスケールで考える「序章」を設け，これからの学習の動機付けを与える。 

 

【第１部】 固体地球とその変動             （学習指導要領の(１)のイ(イ)・(ウ)，（２）のアに対応） 

 地球の特徴や活動を，様々な現象を関連付けながら理解する。第１章では地球の大きさや形，内

部構造を概観する。第２章では地震活動，火山活動などがプレートテクトニクスで統一的に理解で

きることを明確に意識できるような構成にした。地震活動と人間生活との関連にも触れた。 

 

【第２部】 移り変わる地球                            （学習指導要領の(２)のイに対応） 

 46億年前の地球の誕生以来，地球表層部やそこに生息する生物が変化してきたことを学ぶ。第 1

章では，地層，地殻変動の記録や化石から，地球の変化の歴史を学ぶ。第 2章では，46億年間の地

球の環境の変化について学び，生物の進化の歴史を知る。生物の進化と環境の変化は，相互に影響

し作用していたことを理解する。 

 

【第３部】 大気と海洋                               （学習指導要領の(２)のウに対応） 

 大気圏や水圏について学ぶ。第１章では大気圏の構造，および大気の動きによる雲の発生を大気

中の水蒸気との関連で学ぶ。第２章では太陽からのエネルギーとそのゆくえという観点から，地球

規模での風系の成因，海水の循環とそれらの気候への影響についても学ぶ。第３章では日本の四季

の天気の特徴を災害との関連も含めて理解する。 

 

【第４部】 宇宙の構成                        （学習指導要領の(１)，（２）のイ（ア）に対応） 

 第１章は，太陽系や，他の惑星の様子を知ることで，地球の特徴を理解する。第２章では，恒星

の研究からわかってきた太陽の進化について説明している。第３章は，銀河がいろいろな規模の集

団をつくっていることや，ビッグバンモデルに至った現代の宇宙論について記述している。 

 

【第５部】 自然との共生                             （学習指導要領の（２）のエに対応） 

今まで学んできた地学の学習内容と人間生活との関連を考える。人類を含めた生物が自然の恩恵

によって発展してきた一方，時には大きな自然災害を被ることを学び，防災や減災の重要性を認識

する。また，科学技術の発展に伴う環境問題を正しく認識し，地学基礎で学んだことが，持続性の

ある社会を形成することに生かせることを認識する。地学全体のまとめの部でもある。 
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１．編集の基本方針 

本教科書は，地球および周囲の宇宙について重要な知識を学び，地学的に探究する能力と態度を

育てることを目標としている。 

今日人類は，世界規模で起きている環境問題，エネルギー問題，食料問題，そして人口問題に直

面している。毎日の生活を支える物質である大気，水，食料そして様々な資源は，全て地球の中で

循環するシステムの一部であり，私達がその枠組みから逸脱することは基本的にできない。また，

私達の生活のリズムをつくる日・月・季節などの周期的な変化は天体の運動によって作られるが，

これを変えることもできない。さらに，突発的に起きる気象変化，地震，火山噴火なども，私達の

生活に大きな影響を与える。このような状況の中で，21世紀の人類が地球科学と無縁に暮らすこと

は不可能である。宇宙との関連を含めて，私達が住む世界がどのような時間的・空間的広がりをも

ち，どのような物質がどのように分布し移動するのか等の知識は，全ての人にとって重要である。 

本教科書は，このような現況を念頭におき，個々の知識の記述や説明に終始することなく，特に

地球や宇宙という巨大な複合システムを統合的に理解できるよう工夫し編集したものである。 

２．編集上の留意点 

教えやすく学びやすい教科書になるよう，全国の教育現場の意見を積極的に取り入れた。 

・全体の構成  学習の順序は地球から始め，気象・海洋，天文分野の順に扱った。オーソドック

スな学習順序であり，また，身近なものから遠いものへ，小さいものから大きいものへと学習す

ることで，それぞれの空間的な広がりの理解へ繋がるよう期待できる。 

・詳しく丁寧な本文  地学の主要な概念が読んで理解できるようにした。重要語句は太字で強調

した。また，重要な概念については本文とともに図を用いて解説し理解が深まるようにした。 

・写真・図の活用  教科書で扱う岩石・地形・化石・天体などは実物の写真をなるべく多く掲載

し，興味・関心が湧き理解が深まるよう配慮した。また，本文の理解を助けるために効果的な図

表を豊富に掲載した。 

・観察・実験の重視  学習の流れに密着した実験・観察を「実習」として本文中の関連箇所で扱

い，学習内容を深く理解できるようにした。「やってみよう」は同じねらいであるが，限られた授

業時間の中でも色々な活動ができるよう，比較的短時間で手間無く行えるものを取り上げた。本

格的な「探究活動」も各部の末に配置し，科学的な見方や考え方を養えるようにした。 



・問題演習と学習の定着  本文の要所に「問」を配置し，各部の末には「部末問題」を補充して，

学習内容の確実な定着を図った。特に計算が多い天文分野を中心に，適宜「例題」を配置して理

解を助けるようにした。 

・最新の話題や身近な話題  「参考」では，最先端の研究の紹介や，本文の学習内容に関連する

日常生活の話題，本文の学習の参考になる内容を取り上げた。 

・重要な地学用語の英語表記  脚注に重要な地学用語の英語表記を示した。将来高等教育に進み，

国内外で働いたり生活したりする上で必要不可欠な英語力の育成を図った。 

３．本書の内容構成および学習指導要領との関連，配当時間 

【第１部 固体地球の概観と活動】     （学習指導要領の(1)と(2)のアに対応，配当時間38時間） 

 固体地球の特徴と活動を様々な地学現象と関連付けながら学ぶ。第１章では，地球を概観し重力

や地震波，地磁気などを扱うにあたり，地球内部の観測という切り口から丁寧に解説した。第２章

では，プレートテクトニクスを成立の歴史を通して詳しく学び，マントル対流などの現代の地球観

まで解説する。第３章では，地震活動，火成活動，地殻変動などの地球の活動を，プレートテクト

ニクスと関連付けて理解できるようにした。 

【第２部 地球の歴史】          （学習指導要領の(2)のイに対応，配当時間36時間） 

 約46億年前の地球の誕生以来，地球の表層部やそこに生息する生物が進化してきたことを学ぶ。

第１章では，諸作用による地形の変化を様々な写真を見ながら学習できるようにした。地層につい

ては教室内で行える簡単な実習を取り入れ，体系的に理解できるようにした。第２章では，約46億

年間を通しての地球の大局的変化を通覧することに主眼をおいた。また最新の知見についても，確

実性の高い事実を選んで記述した。第３章では，日本列島の地質構造を地形図や写真を取り入れな

がら解説し，日本列島の起源や歴史について，その特徴と個性の理解が深まるように工夫した。 

【第３部 大気と海洋】            （学習指導要領の(3)に対応，配当時間33時間） 

 大気圏や水圏について，環境問題も含めて学ぶ。第１章では，大気の組成や大気圏で起こる様々

な現象を扱う。イメージがつかみやすいよう，ラジオゾンデの観測値等データを豊富に示した。第

２章では，地球規模の風系を日本や世界の気象と関連させて説明した。特に日本の気象では地上・

高層の天気図を多く添えて科学的な理解を促す。第３章では，海水の構造とその運動について学ぶ。

第４章では，気候変動や物質の循環，環境問題などについて，様々なデータを示して説明した。 

【第４部 宇宙の構造】            （学習指導要領の(4)に対応，配当時間33時間） 

 太陽系から恒星の世界，銀河の世界，そして宇宙の地平線まで，空間的・時間的スケールを広げ

ながら宇宙の構造について学ぶ。全体を通して，諸天体の写真を多く取り入れ，興味・関心が高ま

るようにした。第１章では，地球や太陽系の天体とその運動，および太陽について学ぶ。第２章で

は，恒星の性質や進化を学ぶ際，図の読み取りや計算が必要になる。そのため，問や例題を多く配

置し確実に学習が定着するよう配慮した。第３章では，銀河系をはじめとする様々な銀河の特徴を

学ぶ。観測事実からビッグバンモデルに至った現代の宇宙論についても丁寧に解説した。 
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