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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
東京書籍（新しい国語１～３） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 各単元が目標・問いかけ→言葉の力→振り返りという流れで構成されてお

り、生徒たちが主体的に学習できるようまとめられている。 

 思考力、判断力、表現力を育成する教材が関連性をもって配置されており、

各観点の学習を進めることで、それが効果的に身につくようになっている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 小学校の学習内容にふれ、学習内容がどのように関わってくるのかが示さ

れており、生徒が新たな学習に対して馴染みやすくなるよう工夫されてい

る。 

(2) 多くの単元に、補足資料が置かれることで、資料集などを使わずとも、生

徒が迷ったときの指針となっていたり、視覚的に訴えたりするといった工

夫がされている。 

(3) 各単元に「言葉の力」として育成していく資質・能力が明示され、一貫し

た学習となるよう配慮されている。 

(4) 全体においてふんだんに色を使いながら、その中で目に優しい色合いを選

択していることで、子どもたちに視覚的なアピールをするとともに、目の

健康にも配慮されている。 

(5) 教科書内に独自のキャラクターが設定され、生徒たちがもつような疑問を

もつことで、子どもたちがともに学び成長していこうという意欲をかき立

てるものとなっている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 独自に設定された「言葉の力」が効果的に作用するように、教材設定や言

語活動の設定がされており、さらに、段階的な指導が可能となるよう各単

元が配置されている。 

(2) 全体的に写真や絵などの資料がとても豊富に使われている。さらに、各単

元のまとめが資料によって示されていたり、苦手意識をもちやすい古典の

分野において視覚的アピールが多くなっていたりすることで理解を促し

ている。 

(3) 全学年に共通して、「言葉の力」という形で育成内容が明示されることで、

単元ごと・学年ごとのつながりが意識できるよう工夫されている。 

(4) 古典文法が３年生の巻末に資料として紹介されており、中学校から高等学

校への橋渡しのような内容となっている。 

(5) 古典や文法など理解しにくい内容については、資料や解説が効果的に提示

されており、個に応じた学習に対して有効に活用できるよう配慮されてい

る。 

(6) 各単元末に提示されている「振り返り」によって更なる学習活動を促すと

ともに、巻末に置かれたまとめ一覧によって、振り返りも容易となるよう

工夫されている。 

４ 全体的な特色  「言葉の力」などを全学年に共通して使用することで、つけるべき力を理解

し、学習を進めることができる。 

 全学年に共通して「ID マーク」が使われ、デジタル教科書とのリンクが明

示されており、家庭での学習や個に応じた学習に対応できるようになってい

る。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
三省堂（現代の国語１～３） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 教科の目標を達成するために必要な内容が的確にもられており、目標に照

らして学びの視点や過程がわかりやすく提示されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 内容や程度は、それぞれの学年の発達段階に応じていて、概ね適切である。 

(2) 学習者になじみのある歌詞や、手塚治虫、又吉直樹、夏井いつきの文章が

教材として掲載されており、学習活動への関心をもたせる題材の選定がさ

れている。 

(3) 「学びの道しるべ」には、学習者の主体的な学びを支えるために、学びの

目標と過程を整理して示しており、さらに、課題解決に必要な思考の方法

を図解でわかりやすく取り上げている。 

(4) 学習者の発達段階に応じて、魅力的で、実践的な表現活動が紹介されてお

り、表現活動を通して自分の考えを形成したり、他者理解を深めたりする

学びが期待できる。 

文字の大きさ、行間、書体、配色は、ユニバーサルデザインに配慮して工

夫されている。音読教材（詩、短歌、俳句、古典）については文字を大き

くして掲載し、見やすくなっている。 

(5) 表紙絵、扉絵には、協働的な学びを想起させるイラストが描かれている。

教材には、ポップなさし絵が描かれていて、学びの意欲を喚起する工夫が

なされている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 大単元の配列が１年生から３年生まで同じ配列となっており、過去の同時

期に学習した内容を想起しながら段階的に学べるように工夫されている。 

(2) 巻末資料には、学びの視点を示した「学びの道しるべ」や「読み方を学ぼ

う」の一覧や「こんなときに使える」が掲載されており、学びの関連性や

連続性を確認することができる。 

(3) 学習者が多面的・多角的にものの見方や考え方を拡充できるように、題材

の選定、学習活動や教材の設定がされている。 

(4) 「語彙を豊かに」では教材に関連した語句を取り上げて、学習者の語彙力

を高め、語感を磨くことができるように工夫されている。 

(5) 各学年の第６単元「情報を関連づける」では、学習者に現代の課題につい

ての自分の考えを形成させるための文章、図表・グラフ、視覚的資料が適

切に配置されている。 

(6) 多様なジャンルから選定された教材が配置されている「読書の広場」や情

報の活用の仕方、学びを社会生活に生かす具体が示された巻末資料によ

り、個の興味や必要感に応じた学びができるだろう。 

４ 全体的な特色  題材の選定、学習活動や教材の設定、全体のデザインにおいて、学習者の

立場に立って、学びの意欲を喚起する工夫がなされている。 

 巻末資料が大変わかりやすく充実しているので、学習者がそれぞれの興味

や必要感に応じて主体的に学ぶことができる。 

 ユニバーサルデザインに配慮した体裁やわかりやすい図解、適切に配置さ

れた視覚的な資料など、学習者の立場に立った紙面づくりがなされている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
教育出版（伝え合う言葉 中学国語） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 「言葉の小窓」「文法の小窓」では、自分の体験と重ね合わせながら、言葉

について考えることができる工夫がされている。 

 単元の冒頭に「学びナビ」が位置付けられ、思考力、判断力、表現力等につ

いてポイントが絞り込まれることによって、学習の見通しを持てるような配

置になっている。 

 社会や世界に目を向けた題材により、学んだことに自分を重ねて考えること

ができるような工夫がされている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) 小学校や高等学校との連携を意識した題材が配置され、学習が進むにつれ

て、語彙力、読解力の必要性を感じられる構成となっている。 

(2) 自己の内面に向き合うような文学的文章から、社会に目を向け、視野を広

げることができるような教材まで、多様性に富んだ内容が盛り込まれてい

る。 

(3) 「学びナビ」で「目標」「学習の流れ」「みちしるべ」「振り返り」が明確に

位置付けられ、見通しを持った対話的な学びを促すことができるよう工夫

されている。 

(4) UDフォントを使用することにより、合理的配慮を必要とする生徒にも読み

やすいものとなっている。 

(5) 写真やカラーのイラスト等の資料が多く使われていて、生徒の興味関心を

高めたり、視覚に訴えたりする工夫がされている。 

３ 学習指導への配慮 

 

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 学習の進め方についての手順がよく示されているため、基礎的な知識や技

能から徐々に力をつけていくことができる。 

(2) 学年が上がるごとに各領域に発展性を持たせ、身に付けた知識や技能を繰

り返し活用して高めていくことができる。 

(3) 「目標」「学習活動の流れ」「読みの観点」が明示されていることで、言葉

による見方・考え方を学び、進んで考えようとする配慮がされている。 

(4) 「目標」「振り返り」を位置づけ、全ての生徒が進んで学習に取り組むこと

ができるような配慮をしている。 

(5) 読解をより一層深めたり、イメージを持たせたりすることができるような

さし絵や写真資料が掲載されている。 

(6) 単元ごとの「振り返り」では、目標を再度意識しながら自己評価を行うこ

とができる。 

４ 全体的な特色  学習の見通しや手順を単元の冒頭で知ることにより、生徒の意欲を喚起する

ことができる。 

 現代社会の課題を題材として設定し、その解決を考える探究的な活動を踏ま

えて、国語力を高められるよう配慮されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
光村図書（国語１～３） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 

 

 

 国語の学びが社会生活につながるよう、情報社会の中で、適切に情報を扱い、

読み解くことができるように工夫されている。 

 多様化する社会に必要な論理的思考力を育てるために、学習内容に言語活動

が組み込まれ、対話を通して思考力や想像力を養えるよう工夫されている。 

 身近な言語文化に関わる題材を多く扱い、言語感覚を豊かにし、言語文化へ

の興味や関心を高めるよう配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 教材は、学年内・学年間を見通して、段階的かつ系統的に配置され、各領

域は軽重をつけながら、バランスよく配置されている。 

(2) 身近な題材から徐々に生き方や広く社会に関わる題材へ、生徒の言語環境

と発達段階に応じて、幅広い分野から題材を求め、学習意欲が喚起される

よう工夫されている。 

(3) 日常生活に関連したり、知的好奇心を喚起したりするような問いを基にし

た言語活動が設定されており、主体的・対話的な学習が促されるよう工夫

されている。 

(4) 手書き文字に近いフォントを用いたり、ユニバーサルデザインの観点から

小さな文字には UDフォントを用いたりすることで、視認性を高めている。 

(5) さし絵や写真、図・グラフなどは、目的に応じて効果的に活用できるよう

に本文の内容と結びつけて、適切に配置されている。色に頼らずに識別で

きるように、線の種類や濃淡で表現され、色覚特性に配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 各教材のねらいを明確にし、系統的に習得と活用を繰り返しながら、基礎

的・基本的な内容が確実に定着するよう工夫されている。  

(2) 各教材に、学んだ内容を活用する教材が設けられていて、生徒が思考力、

判断力、表現力等を、実践を通して高められるように配慮されている。 

(3) 対話・質問の活動を位置づけ、自分の言葉で表現する学習が示されていて、

言葉による見方・考え方を働かせて文章を理解し、適切に表現する力をつ

けることができるよう工夫されている。 

(4) 「学習の窓」が各単元展開中に位置づけられていて、それを手がかりに学

習のポイントをおさえながら、見通しをもって学びを深めることができる

よう工夫されている。 

(5) 情報整理の仕方や思考の方法などを図で説明していて、新聞記事やグラフ

などの視覚的な資料を用いて指導することができるよう工夫されている。 

(6) 単元ごとの振り返りが具体項目で設定されているため、各教材の目標と重

ねて、つける力を意識しながら学習し、学習後には自己評価をして次の学

習につなげられるよう配慮されている。 

４ 全体的な特色  「学習」に、見通しと学習の流れが明確に示されており、生徒が主体的に学

習を進められるよう配慮されている。 

 QR コードが記載され、デジタル資料によって、生徒の興味・関心を高めた

り、学習を深めたりできる資料が閲覧できるよう配慮されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

5 ページ



東 京 書 籍

三 省 堂

教 育 出 版

光 村 図 書

書　　写

6 ページ



調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
東京書籍（新しい書写） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 書写活動を日常生活の中で活用する場面が、「生かそう」と「生活に広げよ

う」という基本から応用の形で示されている。 

 国語の授業内容とリンクし、新聞やポスターといった言語活動に用いられる

書式が積極的に取り入れられ、更に知識や技能を深められるようになってい

る。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) 書写にはじめて取り組む生徒たちに対しても分かり易いよう、写真や説明

書きが工夫して配置されている。 

(2) 行書と楷書について、それぞれがどのような場面に適しているのか解説さ

れており、知識としてだけでなく、どう活用していけば良いのか分かり易

く書かれている。 

(3) 写真やさし絵などがバランス良く配置されており、これらを見返すことで

個に応じた学習にも対応している。また、学習に見通しをもち、自主的な

学習が進められるよう、ポイントや注意点の説明が視覚的にも分かり易く

されている。加えて、コントラストや配色についてもバランス良く配置さ

れており、どこに気をつけて学んでいかなければならないのかが分かり易

い。 

(4) 紙面や紙の質、色使いなどのユニバーサルデザイン化がなされており、ど

のような生徒であっても学びやすくなるよう工夫されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 点画や筆順が分かりやすいものから少しずつ難易度を上げて配列されて

いる。 

(2) １、２年生で学んだ書写の内容が、３年生では応用的な内容へと引き継が

れ、更に幅広く扱われている。 

(3) 各単元において、自らの言葉で書きまとめるところや振り返りが設定され

ており、知識の定着が図られている。また、文字離れしている現代におい

て、「仕事の中の手書き文字」などの単元を設けることで、将来に目を向

けて、文字を書くことの重要性を意識できるようになっている。 

(4) 地域の史跡の写真（松本城天守）等が使われており、子どもたちの関心を

高める教材となっている。  

(5) どの単元においても「書写のかぎ」というキーワードのもと、書写学習の

進め方が明確に示されており、自主的な学習を促進している。加えて、巻

末の「書写活用ブック」には、他教科の学習や生活の中で役立つ書式がま

とめられており、教科横断的な知識の習得や活用が可能である。 

４ 全体的な特色  硬筆、毛筆問わず、「書く」ということに重点が置かれ、日常生活の中で生

かすことのできる力を育成できるようになっている。 

 全単元を通して、「書写のかぎ」という学習の進め方が示されており、生徒

自らが主体的に学習していけるように工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

7 ページ



調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
三省堂(現代の書写) 

１ 教科の目標からの

配慮 

 教科の目標を達成するために必要な内容が的確にもられており、目標に照

らして学びの視点がわかりやすく提示されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 内容や程度は、それぞれの学年の発達段階に応じていて、概ね適切である。 

(2) 姿勢や筆の持ち方・運び方を確認する「基礎編」が設けられており、学習

者は小学校書写での学習内容を想起しながら、書写の学習に臨むことがで

きる。 

見出しが段階的な学びの視点となっており、授業のねらいを明確にして授

業づくりを行うことができる。 

(3) 「書いて身につけよう」のページはそのまま使えるワークシートとなって

おり、毛筆で学習したことを硬筆につなげる工夫がされている。 

「現代の国語」（三省堂）に掲載されている教材と関連づけた学習活動を

提示して、学びの必要感をもたせている。 

(4) 表紙紙は手触りがよく、空に懸かる虹、どこまでも続く道、広い海がポッ

プに描かれた表紙絵は学びの意欲を喚起させる。イラストカットや文字に

関わる写真資料も多く掲載され、生徒の文字に対する関心を高めている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 毛筆手本として掲載されている１年「元気」「親和」、２年「豊かな実り」、

３年「未来へと歩む」が掲載されている。これらの手本は、基本的な技能

を学ぶ点画が網羅されており、生徒の心の育成という観点においてもふさ

わしい題材の選定がなされている。 

(2) 毛筆の学習と硬筆の学習がバランスよく配置され、その配列から毛筆の学

習を硬筆の学習に活かそうとする意図が伝わる。 

巻末資料には、学びの視点を示した「書き方を学ぼう」の一覧が掲載され

ており、学びの関連性や連続性を確認することができる。 

(3) 「やってみよう」では、今までに学習したことを生かして書くことを目標

に、１年「グループ新聞を作ろう」、２年「情報誌を作ろう」、３年「名言

集を作ろう」など、学習者にとって身近で魅力的な学びが紹介されている。 

(4) 資料編には、日常の書式として、文選と封筒の書き方、はがきの書き方、

時候の挨拶と頭語と結語、送り状、願書、原稿用紙の書き方、楷書行書一

覧表などが写真や参考作品とともに掲載され、総合的な学習などと横断的

に学べるように内容が工夫されている。 

(5) 単元の終末に「振り返ろう」「書いて身につけよう」があり、まとめや評

価の観点が概ね明確になるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色  生徒の心を育成するという観点においてもふさわしい題材の選定がなされ

ており、毛筆と硬筆のバランスがよく、関連性もある。 

 国語の学習や日常生活と関連づけた内容が多く、国語や総合的な学習の授

業との横断的な学びが期待できる。 

 ポップなイラストや写真資料が多く生徒の意欲を喚起する。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

8 ページ



調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
教育出版（中学書写） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 硬筆で書いてみることによって、運筆の確認ができるよう工夫されている。 

 「考えよう」で、自分の作品を見返し、より良くするためのポイントを見つ

けることができる工夫がされている。 

 レポートや入学願書などの日常生活に結びついた題材を設定することで、生

徒の意欲喚起につながる工夫がされている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) 各学年の発達段階に応じた文字が題材になっているため、知識や技能を習

得しやすい工夫がされている。 

 

(2) 日常生活で硬筆の力を求められる場面を設定し、必要感を持たせられるよ

うな工夫がされている。 

 

(3) 見出しに、学習活動にあったアイコン表示をつけることで、教科書自体の

見やすさ、分かりやすさにつながっている。 

 

(4) 写真やカラー資料が豊富で、視覚に配慮している。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 字体や点画の変化など、発達段階に応じた単元が配列され、限られた時数

の中でも技能の習得がしやすいよう工夫されている。 

 

(2) ３年で高度な書写に挑戦できるよう、知識及び技能を積み重ねていけるよ

うに題材が設定されている。 

 

(3)  日常生活や様々な学習活動に生かせるような題材を多く取り入れ、硬筆と

毛筆の関連性を意識させるような工夫がされている。 

 

(4) 歴史と結びついた資料を盛り込み、書写のおもしろさや奥深さを伝えられ

るよう工夫されている。 

 

(5) 「振り返り」で、本時の学びを再確認し、「わかった」「できた」を実感し

たり、次につながる課題を把握したりすることができる。 

４ 全体的な特色  国語の教科書との関連が図られているので、書写と国語とを結び付けた授業

を行うことができる。 

 目的に応じて筆記用具を選んだり、レイアウトを工夫したりすることの大切

さを学ぶことができる。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

9 ページ



調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
光村図書（中学書写） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 「文字を正しく整えて速く書く力」を身に付けるために、学習のポイントが

分かる「学習の窓」で、基礎・基本、原則・原理が明確に示されている。文

字の書き方だけでなく知識・技能が確実に習得できるよう工夫されている。 

 全教材で「考え」「確かめ」「生かす」という学習展開が固定されているため、

何をどう学ぶのか学習の進め方が分かり、生徒自ら見通しをもつことで、主

体的に学習に取り組めるように配慮されている。 

 身の回りの文字文化に触れられる資料が取り上げられ、書写学習で身に付け

た力を他教科、日常の言語活動で活用し、さまざまな文字文化に親しむ態度

が育成されるように図られている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) 教材文字は、毛筆・硬筆ともに生徒の発達段階に即した書体が題材として示

されており、自然の美しさや希望が感じられる文字、優れた言葉・文章など

価値のある教材文字が選定されている。 

(2) 手紙やはがき、原稿用紙等の書式や、学習した内容を他教科の学習や社会生

活で活用するための具体例が生徒の日常に即した内容で示され、身の回りの

文字や文字文化への関心を高められるように工夫されている。 

(3) 「考えよう」で文字の整え方の原理・原則を発見する教材が設定され、

それを基に「確かめよう」で「学習の窓」に書かれた学習のポイントを

確認しながら技術を習得し、「生かそう」で硬筆等実生活に活かすこと

ができるよう工夫されている。 

(4) 写真やさし絵等が豊富に掲載されたり、親しみやすいイラストでポイントが

示されたりして、生徒が興味をもって学習できるように図られている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) ３年間で学習したことが日常化されるよう、発達段階に合わせて指導事項が

系統的・段階的に学習できる単元配列がなされているとともに、小単元が１

ページもしくは見開きで完結するように扱われている。 

(2) 硬筆・毛筆の筆遣いを順に並べて、かつ手本の書体や形体を統一するこ

とで生徒が円滑に練習できるよう工夫されている。「書写ブック」は、

毛筆での学習が硬筆に生きるように書き込みができる課題を豊富に設定

している。 

(3) 日常生活に役立ち、生徒が書体や題材を選択して取り組める発展的な課題

や、文字への興味を広げる「コラム」「やってみよう」が適切に配置されて

いるため、興味をもって主体的に取り組める工夫がなされている。 

(4) 筆の動きを写真で示すだけでなく、運筆動画や用具の準備・片付けの解

説動画など繰り返し視聴できる教材によって、視覚的に理解が深まるよ

うに工夫されている。 

(5) 各学習事項のはじめに目標が明示されており、終末には「振り返り」の

自己評価の項目が具体的に提示され、知識・技能の定着や、自己の成長

を確かめられる構成になっている。 

４ 全体的な特色  学習をサポートする、豊富な動画コンテンツが配置されており、学習内容や

既習事項が視覚資料で確認できるよう工夫されている。 

 全教材に学習のポイントがひと目で分かる「学習の窓」が設けられ、他の文

字を書くときにも普遍的に活用できるよう工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

10 ページ



東 京 書 籍

教 育 出 版

帝 国 書 院

日 本 文 教 出 版

社会（地理的分野）
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
東京書籍（新しい社会 地理） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 情報を「集める」「読み取る」「まとめる」活動コーナーを設け、課題解決に

必要な地理的技能を効果的に身に付けられるように大変工夫されている。 

 単元及び１時間の授業を、問いを軸として課題解決的に構成し、思考・判断

した内容を表現できるように大変工夫されている。 

 持続可能な社会に向け、現代の諸課題や地域の在り方についての学びを展開

することで、主体的に社会に参画する力を養えるように大変工夫されてい

る。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 見開き２ページを１時間の授業とし、本文は敬体を用い、平易で具体的な

記述であり、生徒の発達段階に即した学習となるよう大変配慮されている。 

(2) 各見開きには、学習内容を短時間でまとめる「チェック」「トライ」が設け

られ、学びを深めたり広めたりできるように適切に工夫されている。 

(3) 主体的で対話的な参加型学習が継続的に促されるよう、興味を引き出す導

入→学習課題→本文→まとめ、と授業の構造化が大変工夫されている。 

(4) 地理学習のまとめとして、それまで学習してきたことを振り返りながら、

社会的な見方・考え方を働かせて地域の課題や変容を踏まえた地域の将来

像を構想できるよう適切に配慮されている。 

(5) 資料を豊富に大きく掲載し、写真や文字の大きさを鮮明にし、フラットデ

ザインを採用することで、扱いやすいものになるように大変配慮されてい

る。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 地理的技能の確実な習得を図る「スキル・アップ」を設け、生徒の発達段

階を踏まえて系統的に配置することで、地理的技能を段階的に高められる

よう大変工夫されている。 

(2) 単元の導入で単元全体を貫く探究課題を設定し、１時間ごとの学習課題を

解決しながら学習を進めていくことができる構成が大変工夫されている。 

(3) 各単元の導入部で、その単元で活用する社会的な見方・考え方を明示して

捉えさせるとともに、学習の過程に適宜、見方・考え方を働かせることが

できるコーナーを設け、学習が深められるように大変工夫されている。 

(4) 「環境・エネルギー」「人権・平和」「伝統・文化」「防災・安全」「情報・

技術」の５単元と SDGs を意識した構成により、現代的な諸課題の解決に

向けて学べるよう大変配慮されている。 

(5) 学習の導入場面では、写真や地図が大きく掲載され、イメージを捉えやす

くし、D マークコンテンツでは、他教科との関連が見られるようになって

おり、教科横断的な指導が効果的にできるように適切に工夫されている。 

(6) 「基礎基本のまとめ」が設けられ、「探究のステップ」や思考ツールを用い

ながら社会的な見方・考え方を働かせられるように大変工夫されている。 

４ 全体的な特色 ・単元や１時間ごとの学習課題を社会的な見方・考え方を働かせて追究するこ

とができ、対話的な参加型学習が効果的にできるように大変工夫されている。 

・他分野、他教科との関連を示す表示があることにより、教科横断的な視点で

学習を多面的多角的に深められるように大変工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

12 ページ



調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
教育出版（中学社会 地理 地域にまなぶ） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 章、節の最後に「学習のまとめと表現」のページを設けて段階的に学習を深

める活動を位置付け、基礎・基本の定着を図れるよう大変工夫されている。 

 「導入」を重視し、新鮮な導入資料を読み取って見通しを立てたり、関連資

料から考察して説明したりする学習ができるよう大変工夫されている。 

 地理学習のまとめでは、自分が生活する地域の課題について調査し、地域に

向けて提案する学習が展開できるよう大変配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) １時間の授業を見開き２ページで見やすく構成し、単元の扱いに軽重をつ

け、じっくり追究しながら充実した学習を展開できるようにし、また、段

階的な学習を通して学力の着実な向上が図られるよう大変配慮されてい

る。 

(2) 学習のきっかけとなる資料などを導入に位置付け、学習課題を基に追究す

る課題解決的な学習ができるよう大変工夫されている。 

(3) 世界と日本の諸地域の学習に関連する今日的課題を取り上げる「特設ペー

ジ」を設け、学習を広げたり深めたりすることができるよう適切に工夫さ

れている。 

(4) 地域調査の手法の学習では、一例として防災をテーマに示し、事例地域に

おける調査活動を基に地域調査に必要な技能を身に付け、自分の生活する

地域について調査できるよう適切に配慮されている。 

(5) 情報を読み取りやすいよう色使いが工夫されたデザインや、見やすく読み

間違えしにくいフォントを採用し、判読しやすいよう適切に配慮されてい

る。 

３ 学習指導への配慮 

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 「地理の技」では、略地図の描き方や統計資料の読み方などについて取り

上げ、基本的な地理的技能を身に付けられるよう大変工夫されている。 

(2) 単元を見通す導入や毎時間の学習課題や「学習のまとめと表現」のページ

を設けて、一連の学習となるよう単元構成が適切に配慮されている。 

(3) 学習の導入部分のキャラクターの吹き出しや、「読み解こう」のコーナーの

問いを通して、資料の読み取りに際して働かせる視点や考え方を推測でき

るよう適切に配慮されている。 

(4) 本文の学習に関連した、今日的課題などを取り上げたコラム「地理の窓」

を設け、教科書の内容から興味・関心を広げていけるよう適切に工夫され

ている。 

(5) 本文に資料との関連が分かる番号を付し、各単元の扉ページや巻頭、折込

などには大きな写真を掲載し、学習効果が高まるよう大変工夫されている。 

(6) 各ページの最後に「確認」と「表現」のコーナーを設け、基礎的事項の確

認や学習してきたことを説明するよう適切に工夫されている。 

４ 全体的な特色  基礎的、基本的な事項の確実な習得と、学力の着実な向上が図られるように

構成されており、学ぶ楽しさや意欲が高まるように大変配慮されている。 

 「地域のあり方」において最終的に課題解決の提案を行い、発信していく活

動までを無理なく学び、主権者意識の向上につながるよう大変工夫されてい

る。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

13 ページ



調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
帝国書院（社会科 中学生の地理 世界の姿と日本の国土） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 各単元において、単元を貫く問いを設定し、自然環境や文化、産業の学習を

バランスよく構成し、地域的特色がとらえられるよう大変工夫されている。 

 学習課題に対応した言語活動を「確認しよう」「説明しよう」に毎時間位置

づけ、思考力、判断力、表現力等が育成されるよう大変工夫されている。 

 持続可能な社会について追究する学習を多く設定し、主体的に社会に参画す

る態度を養えるよう、大変配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) 地理的事象の背景や因果関係をわかりやすい本文で示し、難解語句の解説

を記載するなど生徒の発達段階にあった学習となるよう適切に配慮されて

いる。 

(2) 現地取材により、人々の営みが見えるイラスト地図や写真資料、コラムを

豊富に掲載しており、興味・関心を喚起するよう大変工夫されている。 

(3) 導入資料や「学習課題」「確認しよう」「説明しよう」を手掛かりに、主体

的・対話的に学習に取り組めるよう構成が大変工夫されている。 

(4) 地域調査の手法や地域の在り方の単元では、調査方法やまとめ方、発表方

法を具体的に示し、社会的な見方・考え方を働かせながら地域の課題解決

に向けた構想ができるよう適切に配慮されている。 

(5) ユニバーサルデザインを意識した字体や色調を使用し、大判の写真や地図

を掲載することで、文章や図版を正確に読み取れるよう大変配慮されてい

る。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 単元の学習内容に合わせ、適切な場面に「技能をみがく」コーナーを随所

に設けることで、地図・写真・統計・グラフの読み取り方など地理学習の

基礎的な技能を身につけられるよう大変工夫されている。 

(2) 単元を貫く「章（節）の問い」から毎時間に取り組む「学習課題」へと問

いが構造化され、連続的に追究できるよう単元構成が大変工夫されている。 

(3) 「確認しよう」「説明しよう」「章（節）の学習を振り返ろう」で、社会的

な見方・考え方を働かせてまとめの活動を行うことで、地域の特色を多角

的に考察することができるよう適切に配慮されている。 

(4) 「未来へ向けて」や「地域の在り方を考える」で、地域の人々が協働して

課題解決に向けて取り組む姿にふれることで、主体的に課題解決に取り組

む態度が養えるよう適切に配慮されている。 

(5) 本文の記述を補足する資料を豊富に掲載し、参照資料の図番号などのリン

ク機能や、資料の読み取りのポイントを示した「資料活用」の記述により、

資料を活用しやすいよう資料提示が適切に工夫されている。 

(6) 「章（節）の学習を振り返ろう」で、まとめや評価の観点を表によって整

理し、「知識」「思考力、判断力、表現力」と明確に示すよう大変工夫され

ている。 

４ 全体的な特色  現地で撮影や取材をした大判の写真や人々の声を豊富に掲載し、各地域に暮

らす人々の営みの様子がとらえられるよう大変配慮されている。 

 SDGs の具体的な取組や、実現に向けた学習活動を巻頭ページから多く掲載

し、持続可能な社会を目指した課題意識が高められるよう大変工夫されてい

る。 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

14 ページ



調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
日本文教出版（中学社会 地理的分野） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 主題や考察の仕方などに関わる資料を大きく掲載するなど、各地域の地域的特

色や、地球的課題・地域の課題がとらえられるよう適切に工夫されている。 

 社会的な見方、考え方の視点を各単元で明確かつ深められるように示し、多面

的、多角的に地理的事象について考察できるよう適切に工夫されている。 

 地域の課題解決を目指す学習や、地域の実情に応じた防災の実践的な学習を通

して、社会の形成と発展に寄与する態度を養えるよう適切に配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) １時間を見開き２ページとし、十分な文字量と平易な表現で地理的事象を具

体的に記述し、発達段階にあった学習となるよう適切に配慮されている。 

(2) 地誌単元の導入で地域的特色を具体的に示した大きな写真と「クイズ」を掲

載するなど、関心・意欲を高められるよう大変工夫されている。 

(3) 見開き２ページの冒頭の導入資料と「学習課題」「見方・考え方」で学習の見

通しをもち、「深めよう」や「確認」を参考にして、学習の深まりやふり返り

が主体的・対話的に進められるよう大変工夫されている。 

(4) 地域調査の手法や地域の在り方の単元では、地域の特色をつかむための視点

をもとに調査方法を示し、「深めよう」で社会的な見方・考え方を働かせなが

ら地域の課題について比較・考察などができるよう適切に配慮されている。 

(5) 資料を読み取りやすい配色にするとともに、フォントや模様、線種を工夫す

ることで誤読を防ぎ、正しく読み取りができるよう適切に配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 「スキル UP」により資料の読み取り方や活用方法を提示することで、発達

段階に応じ系統的に地理的技能が習得できるよう適切に工夫されている。 

(2) 単元の導入となる「追究するテーマ」の設定や、学習課題から確認のまとめ

など連続的に追究できるよう、単元の構成が大変配慮されている。 

(3) 本文ページの「深めよう」や単元末の「アクティビティ」「チャレンジ地理」

で社会的な見方・考え方を働かせた考察や、ディベートなどの言語活動に取

り組むことで、深い学びができるように適切に配慮されている。 

(4) コラム「地理＋α」や特設ページ「自由研究」で最新のトピックスや今日的

な課題の具体的事例を掲載し、生徒が興味・関心をもち、主体的に考察して、

学習が深められるよう大変配慮されている。 

(5) 本文に、関連する図版番号を付して関連を明確にしていることで、学習指導

の中で資料の要点を読み取って活用しやすいよう適切に工夫されている。 

(6) 本文ページの「確認」や、単元末の「学習のまとめ」で学習内容のまとめと

なる問いが示され、知識の習得や定着につながるよう適切に工夫されている。 

４ 全体的な特色  課題となる点が明確で、学びが深まるテーマが設定されるなどの工夫で、社会

的な見方、考え方を働かせながら追究できるよう、適切に工夫されている。 

 世界、日本の諸地域の学習では地域の課題と解決の取組を具体的に掲載し、課

題解決に向けて行動しようとする態度を養えるよう適切に工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

15 ページ



東 京 書 籍

教 育 出 版

帝 国 書 院

山 川 出 版 社

日 本 文 教 出 版

育 鵬 社

学 び 舎

社会（歴史的分野）
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
東京書籍（新しい社会 歴史） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 各ページに「用語解説」や「スキル・アップ」を設け、学習で必要な基礎的

な知識・技能を習得できるように大変配慮されている。 

 課題解決的な学習や歴史的な見方・考え方を用いる活動を通して、思考力、

判断力、表現力等が育成できるよう大変工夫されている。 

 現代的な諸課題に興味や関心をもち、持続可能な社会の形成に主体的に参画

する態度を養えるよう大変配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) １時間で学習していく内容が見開き２ページで構成され、簡潔な見出しの

もと学習がすすめられるよう適切に工夫されている。 

(2) 「資料から発見」のコーナーを設定し、写真などの資料から歴史に対する

興味・関心を喚起し、生徒が日本の歴史や伝統・文化に誇りをもてるよう

適切に工夫されている。 

(3) 導入の活動で「探究課題」を立て、「みんなでチャレンジ」コーナーで対話

的な学習の場面を設定することで、単元全体の学習の見通しをもち、対話

的に学べるよう大変工夫されている。 

(4) 「見方・考え方」マークを付けて学習の筋道を示し、「まとめの活動」で様々

な思考ツールを使いながら、歴史的な見方・考え方を働かせて考察やまと

めができるよう大変配慮されている。 

(5) 教科書全体を通してユニバーサルデザインフォントを使用したり、本文と

資料掲載部分の地色を色分けしたりして、見やすくなるよう適切に配慮さ

れている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 各単元の導入部分で小学校の学習内容や用語を振り返る活動を設けて、中

学校の学習へつながるよう適切に配慮されている。 

(2) 単元を「探究課題」「探究のステップ」「学習課題」の３段階の問いで構成

し、課題解決的な学習ができるよう適切に工夫されている。 

(3) 「学習課題」や「探究のステップ」に歴史的な見方・考え方を示し、「推移」

「相互」「関連」などの視点を使って、歴史的な見方・考え方を意識して学

習を進められるよう大変配慮されている。 

(4) 「もっと歴史」のページでは防災、持続可能な社会の実現に向けて考える

ページとして設定し、現代的な諸課題を理解し、課題を解決しようとする

態度を育成できるよう大変配慮されている。 

(5) 絵巻物などをカラーで掲載したり、資料を実物大で表現したりして、歴史

に興味がもてるよう大変工夫されている。 

(6) 各単元の最後に「まとめの活動」を設定し、思考ツールを使って学習内容

を整理しながら、各時代を大きく捉え、時代の特色をつかむことができる

よう大変工夫されている。 

４ 全体的な特色  「問い」を軸として単元を構成し、歴史的な見方・考え方を働かせ、課題解

決的な学習ができるよう大変工夫されている。 

 小中の系統性、地理・公民や他教科との関連性が考慮された構成により、学

びが深まるように大変工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

17 ページ



調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
教育出版（中学 社会 歴史未来をひらく） 

１ 教科の目標からの 

配慮 

 図表の読み方や活用例などの資料について、活用方法を具体的に示すことで歴

史学習に必要な知識・技能の習得がなされるよう適切に配慮されている。 

 見開き２ページごとに「確認」「表現」の２項目のまとめを設けることで生徒

が学習内容を振り返り、自分の言葉で表現できるよう適切に配慮されている。 

 資料を読み解くための具体的な視点を提示することで、歴史的事象に興味・関

心をもち、主体的に学びに向かうことができるよう適切に配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ 

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 見開き２ページで、資料→学習課題→本文→追究→まとめという展開がなさ

れ、１時間ごとの学習が無理なく完結されるよう適切に工夫されている。 

(2) 章の導入のページでは、資料の読み取りをもとに予想を立てることで、これ

から学習する時代についての関心を高め、課題追究の見通しがもてるよう適

切に工夫されている。 

(3) 「身近な地域の歴史を調べよう」のコーナーでは、地域の歴史と既習内容を

活かしながら、身近な地域の歴史への理解を深め、主体的に学習を進められ

るよう適切に工夫されている。 

(4) 章のまとめでは、その章で扱った資料を後の時代の資料と比較することで、

その時代の特色をとらえ、歴史的な推移を意識しながら学習の連続性が図れ

るよう大変配慮されている。 

(5) 図版は大判のものを使用し、グラフや図の配色や線の太さを工夫することで、

分かりづらさを軽減し、必要な情報を正確に読み取ることができるよう適切

に工夫されている。 

３ 学習指導への配慮 

 

 ○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 「世界の動き」を章や節の前半に配置し、後半で扱う「日本の動き」と関連

させながら学習を進められるよう適切に配慮されている。 

(2) 節ごとに学習問題が提示されており、見開きページごとに示された学習課題

と連動しながら学習を進めていくことができるよう適切に工夫されている。 

(3) 「歴史を探ろう」のコーナーでは、学習内容を深めるテーマを設定し、資料

をもとに読み解くことで、さまざまな視点から歴史を捉え、多面的・多角的

に思考を深めることができるよう適切に配慮されている。 

(4) 災害からの復興や環境問題等を扱い、現代社会につながる諸課題を克服しよ

うとしてきた先人の取り組みについて考えることで、主権者意識と社会参画

の意識を高めることができるよう適切に配慮されている。 

(5) 見開きページごとに時代スケールが表記されており、どの時代を学習してい

るかいつでも確認できるよう大変工夫されている。 

(6) 章のまとめでは、「日本の動き」と「世界の動き」を年表で示し、日本と世界

の関連に着目して時代を捉え直すことができるよう大変工夫されている。 

４ 全体的な特色  導入で学習の見通しをもち、学習課題の追究によって知識・技能を身につけ、

まとめで表現活動を行うことで、学習が深まるよう適切に工夫されている。 

 地域史や人物史、SDGsなど現代社会と関連させた内容等も扱うことで、多面

的・多角的な視点から追究を行うことができるよう適切に配慮されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
帝国書院（中学 歴史 中学生の歴史） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 資料導入→学習課題→本文・追加資料→まとめまで課題を追究しながら知

識、技能が習得できるよう大変配慮されている。 

 対話を促すコラムや探究的な学習のための特設ページを設け、生徒の思考

力・判断力・表現力等が養えるよう大変配慮されている。 

 各時代を概観するイラストが節の冒頭にあり、小学校での学習内容と関連さ

せながら、主体的に学べるよう大変配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) 中学生の発達段階を考慮して、解説や写真および図版の説明を適切に設け、

基礎的・基本的な学習内容の習得が図られるよう大変工夫されている。 

(2) 「タイムトラベル」のコーナーを設け、その時代の特色に興味・関心が向

くようにすることで、気付きや発見を生かして学習が進められるよう大変

工夫されている。 

(3) 基本的に見開き２ページで構成されており、学習課題が設定され、資料提

示から本文と追究資料を手がかりに、生徒が自ら課題に取り組めるよう適

切に工夫されている。 

(4) 「歴史を探ろう」「多面的・多角的に考えてみよう」のコーナーでは、「関

連」「推移」「比較」などの歴史的な見方・考え方を深く働かせた学習がで

きるよう適切に配慮されている。 

(5) 本文では、誤読を防ぐためにふりがなをふり、読み取りやすい文字を採用

し、読むことが苦手であっても読みやすいよう適切に配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 知識の基盤となる社会的事象を太字で記述し、各単元の終末では学んだこ

とを振り返ることができるよう適切に配慮されている。 

(2) 各ページに小学校の学習事項・地理・公民との関連が示され、学習内容の

相互の関連が分かるよう適切に工夫されている。  

(3) 文化史、地域史、各時代の様々な立場の意見を紹介し、時代の変遷や地域

差を検討し、考えを深めたり現代への影響について考察したりすることが

できるよう適切に配慮されている。 

(4) 「未来にむけて」のコラムでは、「環境」「交流」「人権」「平和」などの今

日的な課題を示す資料を取り上げ、持続可能な社会について考えることが

できるよう適切に配慮されている。 

(5) 動画資料が利用できる二次元コードを２６箇所（１２７点）に配置し、章

ごとに重要な社会的事象について、生徒が学びを深めることができるよう

大変工夫されている。 

(6) 本時の目標「学習課題」に照らした「確認しよう」「説明しよう」という振

り返りの活動を設け、学んだことを自分の言葉でまとめる学習が行いやす

いよう適切に工夫されている。 

４ 全体的な特色  時代の特色や様々な立場や視点の資料を紹介し、多面的・多角的に歴史を捉

えることができるよう大変工夫されている。 

 「タイムトラベル」のコーナーにおいて、時代の特色を表す人々の営みや時

代の様子が捉えられるよう大変配慮されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
山川出版社（中学 歴史 日本と世界） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 豊富な資料を載せ、根拠に基づいた知識の獲得と資料読み取りの力を築ける

よう適切に配慮されている。 

 単元のまとめの活動を入れ、既習内容から思考・判断し、自らの言葉で表現

する力を養えるよう適切に配慮されている。 

 歴史を大きな流れで捉えることができるようにするため、時系列を中心とし

た記述をし、自ら学ぶ生徒を育てるよう適切に配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) 詳細な本文と資料で社会的事象を細やかに記述し、高等学校での歴史学習

へつながるよう適切に工夫されている。 

(2) 各章に「○世紀の世界」といった世界地図と人々の風俗や歴史的遺産を取

り入れたページを設け、その時代の様子を視覚的に捉えることで、関心・

意欲を喚起し、多面的・多角的な学びができるよう大変工夫されている。 

(3) 資料を読み解く視点を示し、用語解説も同じページ内に記載し、本文を併

せて読むことで課題をもち、主体的・対話的に学べるよう大変工夫されて

いる。 

(4) 巻頭に「身近な地域を調べよう」を設け、調査・見学活動を基にしたレポ

ート作成と発表を通して、歴史的な見方・考え方を働かせながら学べるよ

う適切に配慮されている。 

(5) 本文にユニバーサルデザインフォントを用いたり、地図やグラフを見分け

やすい配色にしたりすることで、読み取りやすくなるよう配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 時系列に重きを置いた単元配列であり、教科書を読むことで歴史的事象が

因果関係を基に理解できるよう適切に配慮されている。 

(2) 「歴史へのアプローチ」「歴史を考えよう」といった見開きのページを設け、

既習事項を広げたり深めたりしながら、連続的に学べるよう適切に工夫さ

れている。 

(3) 豊富な資料と詳細な解説を基に、主体的に取り組み、歴史的な見方・考え

方を働かせながら資料を相互に関わり合わせ、社会的事象の特色を多角的

に考える力を養えるよう配慮されている。 

(4) 日本史に加え、世界史も本文で詳細に取り上げることで、その後の歴史や

現代に見られる課題の原点にふれるよう適切に配慮されている。 

(5) 事実に基づいた叙述にするため、豊富な資料を掲載し、根拠に基づいた歴

史学習の展開になるよう適切に工夫されている。 

(6) 章末に「まとめ」を設け、その時代の特色や変化について、生徒が自らの

言葉で振り返ることで、歴史的な見方・考え方を広げたり深めたりできる

よう工夫されている。 

４ 全体的な特色  資料に基づいた歴史学習を重視し、資料から読み取った客観的事実を基に歴

史を追究する生徒が育つよう適切に配慮されている。 

 高等学校での歴史学習との系統性を重視し、同社高校教科書と単元配列を同

じにしたり、同じ資料を用いたりするよう適切に工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
日本文教出版（中学社会 歴史的分野） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 因果関係について資料と本文を関連付けて記述し、事実から読み解く技能を

身につけられるよう適切に配慮されている。 

 時代の特色や社会的事象に対する立場を自分の言葉で説明するページを設

け、生徒の思考力・判断力、表現力などを育めるよう適切に配慮されている。 

 文章量が増えすぎないように資料や解説を適宜入れ、歴史全体を大きく捉

え、生徒が自ら学べるよう適切に配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) 授業１時間を見開き２ページで構成し、平易な言葉を使い、理解が深まり

やすくなるよう適切に工夫されている。 

(2) 小学校で学習した人物や資料を欄外に多く載せ、既習内容とのつながりを

想起し、学習意欲を喚起して学びが深まるよう適切に工夫されている。 

(3) 章扉に「地図で見る世界の動き」を設け、世界地図や年表を用いて時代の

流れを大きくつかむことで課題を明確にし、主体的・対話的な学習ができ

るよう大変工夫されている。 

(4) 各章に「チャレンジ歴史」を設け、既習内容と年表、新聞記事などの資料

を活用しながら、歴史的な見方・考え方を、自らの言葉で表現できるよう

適切に配慮されている。 

(5) 本文にユニバーサルデザインフォントを用いたり、拡大した資料を観音折

りで掲載したりすることで、読み取りやすくなるよう適切に配慮されてい

る。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 歴史的事象を原因・経過・結果・影響のように関連性をもたせて記述する

ことで、因果関係を意識して学べるよう適切に配慮されている。 

(2) 前ページ末の「確認」でまとめられた内容が、次ページの内容と関連して

おり、時代の特色を連続的に捉えられるよう適切に工夫されている。 

(3) 学習課題に対して手がかりとなる「比較」「推移」「つながり」などの社会

的な見方・考え方の視点が示されており、ねらいを明確にして追究できる

よう大変配慮されている。 

(4) 民主政治の起源と発展、我が国への伝播などを資料とともに本文で詳しく

説明し、先人の取組と現代の様子を示して、主権者教育に取り組めるよう

適切に配慮されている。 

(5) 本文と絵図や解説を番号によって示し、本文と関連付けながら学習を進め

ることができるよう適切に工夫されている。 

(6) 見開き２ページ末に「確認」を示し、各時代の終わりには「学習の整理と

活用」を設け、まとめを行う際の評価の観点が明確になるよう適切に工夫

されている。 

４ 全体的な特色  平易な本文と、その根拠となる適切な量と配置の資料や解説により、資料に

基づいた歴史学習ができるよう適切に配慮されている。 

 世界と日本の結びつきを意識して様々な社会的事象や資料を載せ、世界と関

わって存在する日本を学べるよう適切に配慮されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
育鵬社（最新 新しい日本の歴史） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 巻頭グラビア「日本の美の形」や、章の導入やまとめの活動を通して、日本

の歴史の大きな流れが理解できるよう適切に配慮されている。 

 学習のまとめでは、年表や資料をもとに自分の言葉で説明する活動を設け、

思考力・判断力・表現力等が身につくよう適切に配慮されている。 

 日本の発展に貢献した人物について焦点を当てて取り上げ、現代につながる

功績について考えることで、主体的に学習できるよう適切に配慮されてい

る。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 見開き２ページごとに、資料提示→学習課題→本文→まとめという展開を

とっており、１時間の学習の流れを把握しやすいよう適切に工夫されてい

る。 

(2) 「歴史ズームイン」のコーナーでは、既習事項を深めるテーマを扱うこと

で、歴史を学ぶ意欲をさらに高められるよう適切に工夫されている。 

(3) 「歴史のターニングポイント」では、その時代の人々の立場に立って歴史

的事象を自分に引き寄せて考えることで、歴史を主体的に学ぶことができ

るよう大変工夫されている。 

(4) 評価が定まっていない歴史的事象については、複数の見方や考え方を併記

することで、１つの見方にとらわれず、多面的・多角的に歴史的事象を考

えることができるよう適切に配慮されている。 

(5) 資料は、大判の図版を用いたり、部分的に拡大したり、背景に色をつけた

りして提示することで、情報を的確に読み取ることができるよう適切に配

慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

 ○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 序章「歴史探検！」では、小学校での学習内容を想起させ、中学校の学習

への接続を無理なく行えるよう適切に配慮されている。 

(2) 章の導入の「歴史絵巻」では、時代を概観してこれからの学習の見通しを

もち、読み取りの視点が次時の学習課題と連動するなど歴史の必然性と流

れが捉えられるよう適切に工夫されている。 

(3) 「このころ世界は」のコーナーでは、日本と同時代の世界の動きを取り上

げ、日本と世界の社会的事象を比較したり、相互の関連について考えたり

することができるよう適切に配慮されている。 

(4) 過去の震災や日本の科学技術の歴史について取り上げることで、災害の教

訓の継承の大切さや科学技術による世界への貢献など日本の今日的課題に

ついて考察することができるよう適切に配慮されている。 

(5) 本文中の用語の解説を同じページに表記し、生徒の理解を促進し、主体的

に学習が進められるよう適切に工夫されている。 

(6) 毎時間のまとめでは、学習課題について自分の言葉で説明する活動を通し

て、知識・技能の確実な定着が図れるよう適切に工夫されている。 

４ 全体的な特色  資料を活かした導入の活動を通して、生徒が歴史的事象に興味を持ち、主体

的に追究していく意欲を育むことができるよう適切に工夫されている。 

 章のまとめの活動では、年表などを用いて既習内容をもとに時代の特色をと

らえ、自ら表現する力を育むことができるよう適切に配慮されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

22 ページ



調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
学び舎（ともに学ぶ人間の歴史） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 章ごとにまとめのページを設け、地図や年表を活用して基本的な知識の定着

を図ることができるよう適切に配慮されている。 

 部ごとの終末には、前時代との比較ができる振り返りのページを設け、時代

の特色を捉えることができるよう適切に配慮されている。 

 今日的な課題を扱い、社会の形成者として主体的に課題を解決しようとする

態度を養えるよう適切に配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) 見開き２ページを１時間の授業として扱い、課題解決の見通しをもって学

習に取り組むことができるよう適切に工夫されている。 

(2) 指導的な立場の人物だけでなく、様々な分野・階層の人々について取り上

げ、興味・関心を高めながら、学習ができるように工夫されている。 

(3) 見開き２ページの左上に大きな図版と学習課題を示し、生徒の気付きや疑

問をもとにして、課題解決的な学習に主体的に取り組めるよう適切に工夫

されている。 

(4) 社会的事象の比較や関連に着目させる課題や問題を提起し、歴史的な見

方・考え方を働かせて、社会的事象の理解を深めることができるよう適切

に配慮されている。 

(5) 地図やグラフには判別しやすい色を使用したり、Ａ４判の教科書にするこ

とで、資料をより大きく掲載したり、情報が読み取りやすいよう配慮され

ている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 章の導入には世界各地の写真を掲載し、時代を概観しながら通史の流れを

大切にした学習ができるよう適切に配慮されている。 

(2) 章の冒頭に「章の扉」、終末には「章を振り返る」を設定し、生徒が歴史の

流れを意識しながら課題追究できるよう適切に工夫されている。 

(3) 章や部ごとのまとめでは、学習した内容を深める課題を提示して、「比較」

「関連」「推移」などの歴史的な見方・考え方を働かせて考えることができ

るよう配慮されている。 

(4) 震災や内戦など今日的な課題をテーマに取り上げ、歴史的な経過と現代を

関連させて学習することで、よりよい社会の実現に向けて考えを深められ

るよう適切に配慮されている。 

(5) 年表のページに写真や表を掲載し、時代の特色を比較したり関連付けたり

しながら、学習内容を整理できるよう適切に工夫されている。 

(6) 部ごとの終末に「学習のまとめ」のページを設定し、生徒自身の言葉で説

明したり表現したりする課題に取り組むことで、時代の特色を捉えられる

よう適切に工夫されている。 

４ 全体的な特色  歴史の中に生きてきた様々な人々の姿を掲載し、多角的に社会的事象を理解

できるよう適切に工夫されている。 

 年表や地図を活用したまとめや、前時代との比較を問うことで、時代の特色

を捉えることができるよう適切に配慮されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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東 京 書 籍

教 育 出 版

帝 国 書 院

日 本 文 教 出 版

自 由 社

育 鵬 社

社会（公民的分野）
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
東京書籍（新しい社会 公民） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 習得すべき知識や概念、技能を、具体的な社会的事象や多様な資料の活用を

通して身に付けられるよう大変配慮されている。 

 現代社会が抱える課題について考慮し、多面的な思考力や公正な判断力、豊

かな表現力が養われるよう大変配慮されている。 

 持続可能な社会の実現に向けてできることを考えることで、社会に参画する

力を育成できるよう大変配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 平易で具体的な記述を用いたり、漫画やイラストを掲載したりするなど、

生徒の日常生活や発達段階にあった学習となるよう大変配慮されている。 

(2) 生徒の興味・関心を引き出す「導入の活動」から「探究課題」を位置づけ、

１単位時間ごと「学習課題」、節ごと「探究のステップ」を設け、課題解決

的な学習が進めやすくなるよう大変工夫されている。 

(3) 章末の「まとめの活動」では学びを深めることができ、「みんなでチャレン

ジ」コーナーでは対話的な活動ができるように大変工夫されている。 

(4) 章や単元の冒頭で「見方・考え方」を明示するとともに、学習の過程の各

所に「見方・考え方」コーナーを設け、社会的な見方・考え方を働かせて

学びを深められるように大変配慮されている。 

(5) 資料掲載部分の背景に色を付けて本文部分との区分けを明確にしたり、資

料に付した図番号を本文にも付け本文を補完したりすることで、学習効果

を高められるよう大変配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 小学校や地理・歴史分野の学習の成果を生かし、既習内容や３分野を関連

させた展開ができるよう適切に配慮されている。 

(2) 単元全体を貫く「探究課題」や１単位ごとの「学習課題」の設定など、構

造化された単元構成が大変工夫されている。 

(3) 各見開きページに「チェック」「トライ」コーナーを設け、説明・要約など

で学習内容をまとめる学習活動を行うことで、思考力・判断力・表現力等

を高められるよう適切に配慮されている。 

(4) 環境・エネルギー、人権・平和、防災・安全など５つのテーマを設け、具

体的な事象を取り上げることで、現代社会が抱える課題を理解し、解決し

ようとする態度を育てられるよう大変配慮されている。 

(5) ICT 機器を活用して利用できるコンテンツが用意され、該当箇所に「D マ

ーク」を付し、学習効果が高まるよう大変工夫されている。 

(6) 各章の最後に、模式図などを使って学習内容を整理する「まとめの活動」

や「基礎・基本のまとめ」を設け、確認できるよう適切に工夫されている。 

４ 全体的な特色  課題解決的な単元構成により、社会的な見方・考え方を働かせ、今日的な課

題の解決に向け学習できるよう大変配慮されている。 

 対話的な学習場面を豊富に取り入れ、他者と協働し、よりよい社会を築こう

とする意識と態度が養えるよう大変工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

      発行者名 

採択基準 
教育出版（中学社会 公民 ともに生きる） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 見開きページごとの「確認」や本文内の「公民の技」のコーナーを設け、

学習事項の定着が図られるよう適切に配慮されている。 

 資料を基に議論や論述など言語活動に取り組む中で、思考力・判断力・表

現力等を養うことができるよう適切に配慮されている。 

 今日的な課題が反映された事象を取り上げ、課題解決に取り組むことで社

会の一員としての自覚を高められるように適切に配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 学習の見通しがつかみやすいように授業 1 時間を見開き２ページで構成

し、各単元の扱いに軽重を付けることにより、生徒の実態に合った学習を

展開できるよう配慮されている。 

(2) 学習の意義や学び方、視点となる SDGsについて紹介するページや人々の

様々な活動場面の写真を掲載し、身近な生活と関わらせて学習内容が想起

できるよう適切に工夫されている。 

(3) 「確認/表現」のコーナーでは「確かめよう」や「話し合おう」の課題を

設定し、自らの考えが他者との交流を経て深まるよう適切に工夫されてい

る。 

(4) 各章のはじめに章ごとの「学習の『見方・考え方』」を提示するコーナー

を設け、「見×考」マークを設置することで、働かせるべき視点や考え方

がわかるよう配慮されている。 

(5) 文字はユニバーサルデザインフォントによる黒文字を基本とし、資料も区

別しやすい配色や形などを用い、判読しやすいよう配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 政治と経済の領域を各二つに分けるとともに、節の区分とタイトルから内

容のまとまりをとらえやすいよう適切に配慮されている。 

(2) 学習の最後に「学習のまとめと表現」や「確認/表現」を設け、問いを基

に学習を振り返ることができるよう適切に構成されている。 

(3) ２種類の特設ページを設け、「さらにステップアップ」のコーナーを用い

ることで、考察が深まるよう配慮されている。 

(4) 身近な地域や伝統文化、SDGsなどについて、人々の姿や営みなど具体的

な事例を取り上げることで、自分の生活と関連付けて考えることができる

よう適切に配慮されている。 

(5) 巻頭に現代史の年表を設けることで、歴史分野との接続を図りつつ学習を

進められるよう適切に工夫されている。 

(6) 各章の終わりの「学習のまとめと表現」では、思考ツールなどを活用して

課題に取り組むことで章全体の学習を整理できるよう適切に工夫されて

いる。 

４ 全体的な特色  SDGs の視点や、小学校、他分野、他教科との関連を示すマークを付け、

学習の連携や振り返りが図れるよう適切に工夫されている。 

 グループによる学習活動が各所に位置付けられ、新たな知識の習得や生徒

の学習意欲を向上させられるよう適切に配慮されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
帝国書院（中学生の公民 よりよい社会を目指して） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 実社会の人々の声や取組、議論を整理する方法が掲載され、知識及び技能の

習得がなされるように大変配慮されている。 

 導入の工夫や連続的な問い、見通しや振り返りの活動を通して、多面的・多

角的な考察、選択・判断がなされるように大変配慮されている。 

 現代社会の課題を多く扱い、学習内容を活用する機会を設けることで、主体

的に社会に関わる態度が養えるよう大変配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) １時間の学習内容を見開き２ページで構成し、地理や歴史との関連を左下

に表示し、最後に「確認しよう」「説明しよう」の項目を設けて、説明でき

るように適切に配慮されている。 

(2) 「学習の前に」ではイラストを読み解く活動を通して意欲を喚起し、章や

節ごとに問いを段階的に設けたり、章ごとの振り返りで意見交換を促した

りして、学びを深められるよう大変工夫されている。 

(3) 「技能をみがく」では現代社会で議論されているテーマについて意見交換

を整理する手法や技能の習得ができるよう適切に工夫されている。 

(4) イラストや資料の読み取り作業を通して自らの考えを整理し、「章の学習を

振り返ろう」や「アクティブ公民」で、社会的な見方・考え方を活用する

学習ができるよう大変配慮されている。 

(5) 生徒にとって読みやすく、文字はユニバーサルデザインフォントを用い、

資料は色に配慮して境界線を囲って見やすくなるよう適切に配慮されてい

る。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 基礎的・基本的な内容を習得した上で、未来に向けて、社会参画を促すよ

う適切に配慮されている。 

(2) 「章（節）の問い」「学習課題」と連続的に追究し、章や節の問いの振り返

りや、「確認しよう」「説明しよう」で学習の振り返り活動を行えるよう単

元構成が大変工夫されている。 

(3) 社会的な見方・考え方を働かせられるよう工夫され、章の振り返りで自分

の考えを整理し、意見交換をして考えを深められるよう適切に配慮されて

いる。 

(4) 「未来に向けて」などでは、人権や環境などの現代社会の課題を多く扱い、

写真やグラフから社会の課題に気付き、SDGsの意義の理解を図ることがで

きるよう適切に配慮されている。 

(5) 写真、さし絵、統計資料などをバランスよく配置し、動画などにつながる

コンテンツから資料を活用できるよう適切に工夫されている。 

(6) 「章の学習を振り返ろう」では、学習事項を確認し、章の問いへの答えを

自分の言葉で表現できるよう適切に工夫されている。 

４ 全体的な特色  実社会に基づいた事例を具体的に掲載し、導入や問い、単元展開を工夫して、

主体的に学べるよう大変配慮されている。 

 導入の工夫により、多面的・多角的な考察や構想、社会に見られる課題の解

決に向けて取り組めるよう大変配慮されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
日本文教出版（中学社会 公民的分野） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 身近で話題性のある事例や、幅広い視野の教材を掲載し、「情報スキルアッ

プ」では技能の習得ができるよう適切に配慮されている。 

 社会的な見方・考え方を働かせやすい学習活動を設け、持続可能社会の実現

に向けて考察できるよう適切に配慮されている。 

 将来に生かし、よりよい社会生活を営むための教材や学習活動を通して、社

会参画への意識を高められるよう適切に配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 見開き２ページに１時間の授業内容を簡潔にまとめ、地理や歴史で学んだ

ことを関連させるコーナーを設け、最後の「確認」では、学習内容や考察

したことを説明できるよう適切に配慮されている。 

(2) 各編冒頭の「学習の始めに」の漫画や「明日に向かって」で身近な例を提

示して関心を喚起し、本文では「アクティビティ」「公民＋α」のコーナー

を設けて、学びを深められるよう適切に工夫されている。 

(3) 「シンキングツール」を随所で紹介し、編末には「チャレンジ公民」を設

けて課題を提示し、自ら問題を解決する能力を養えるよう工夫されている。 

(4) 導入で「見方・考え方」を示した上で問いを提示し、メディアリテラシー

や時事問題について考えるコーナーを設け、社会的な見方・考え方を働か

せられるよう配慮されている。 

(5) 点字加工のページを設け、本文ではユニバーサルデザインフォントを使用

し、配色もすべての生徒にとって見やすくなるよう適切に配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 巻頭に SDGs を示し、関連内容を全体を通して登場させ、持続可能な社会

の形成に関わる意識を育めるよう適切に配慮されている。 

(2) 学習課題を基に社会的な見方・考え方を働かせ、編末の発展課題で既習事

項を活用して現代社会の課題について考え、社会参画の態度を養えるよう

適切に構成されている。 

(3) 各編特有の「見方・考え方」を一覧で示し、それらを働かせられるよう工

夫され、「アクティビティ」では資料を基に追究するグループ活動を促せる

よう適切に配慮されている。 

(4) SDGs、法教育・主権者教育・キャリア教育・金融教育など様々な教材を提

示し、主体的に社会に関わる力を育成できるよう適切に配慮されている。 

(5) 抽象的な事象を具体的にイメージできる図版や、主な法令の内容を掲載し、

指導の展開に生かせるよう適切に工夫されている。 

(6) 章の終わりの「学習の整理と活用」で学習事項を確認でき、第５編では、

レポート作成の要点や評価の視点が明確になるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色  社会参画に関わる教材が充実し、現代社会の諸課題に対して関心や追究する

力を育てられるよう適切に工夫されている。 

 多面的・多角的に考察、構想する学習を行い、思考力・判断力・表現力等を

身に付けることができるよう適切に配慮されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
自由社（新しい公民教科書） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 必要な知識や技能について複数の単元で繰り返し学習し、段階的に習得でき

るように配慮されている。 

 話し合いや文章にまとめる活動を設定し、各単元の学習に対する考えをさら

に深め、表現力を養えるように配慮されている。 

 日本の伝統や平和などを詳しく扱う特設コーナーを設け、課題を主体的に解

決しようとする態度が養われるように配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) 見開き２ページの文章を、内容をコンパクトに整理してまとめており、基

礎的・基本的な学習内容を捉えやすくするように配慮されている。 

(2) 見開き２ページの上部にある資料を、大きく順序よく配列し、学習課題を

捉えたり、解決したりするための根拠となるよう工夫されている。 

(3) 「やってみよう」のコーナーで、学んだことを基に話し合ったり、書き出

したりする活動を取り入れ、現代社会の課題や特色に対して主体的・対話

的に学習できるよう工夫されている。 

(4) 「もっと知りたい」のページで、社会的事象について調査したり、社会的

な見方・考え方を働かせて学びを深めたりすることで、現代社会との関わ

り方を考えられるよう適切に配慮されている。 

(5) 見開き２ページの上部にある写真やグラフを、大きくしたり、色分けした

りして、資料を活用する際に確認しやすいように配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 基礎的事項を厳選し体系的に整理することで、単元構成がわかりやすくな

るよう配慮されている。 

(2) 各章で学習したことを「学習のまとめと発展」で整理し、時系列に沿った

３つの問題に取り組むことで、順序よく学習内容を理解できるよう構成が

工夫されている。 

(3) 「アクティブに深めよう」で、学習したことを基に話し合ったり、文章に

表現したりすることを通して、社会的事象の特色や関連、意味を深く考え

られるように配慮されている。 

(4) 「もっと知りたい」のページで、安全保障や裁判員制度などいくつかの社

会的事象を取り上げ、生徒自身が現代社会の課題にどう向き合っていくの

かを考えられるよう適切に配慮されている。 

(5) 「ミニ知識」のコーナーで、学習内容を補足する資料を提示し、学習課題

の把握や解決の手がかりが多くなるように適切に工夫されている。 

(6) 各項の最後の「ここがポイント」に、１時間の学習内容を箇条書きし、授

業の振り返りをする際にまとめやすくなるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色  単元のまとめに、学習内容を１００字～４００字で説明する活動を設け、学

びを深められるように工夫されている。 

 現代社会の課題解決に向けて、考察する特設ページを設け、主体的に社会に

関わろうとするよう配慮されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
育鵬社（新しいみんなの公民） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 持続可能な社会の形成に向けて、必要な知識や技能の習得につながる学習内

容になるよう適切に配慮されている。 

 社会の諸問題を自分と関連付けて考えていくために、生徒が生活目線で考

え、判断し、学びを深められるよう適切に配慮されている。 

 豊富な言語活動を設け、生徒が主体的に社会形成に参画し、その発展に寄与

する態度を養えるよう適切に配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) 学習課題をつかむ・調べる・まとめるための資料を見開き２ページにまと

め１時間で資料を使って課題解決できるよう適切に配慮されている。 

(2) 各章の最初に「入り口」、最後に「これから」というページを設け、各章で

学ぶことを自分の生活と関連付けて考えられるよう適切に工夫されてい

る。 

(3) 「入り口」「これから」「やってみよう」のページで、考えたり、話し合っ

たりする活動を通して、主体的、対話的に学習できるよう適切に工夫され

ている。 

(4) 「やってみよう」「学習を深めよう」で具体性や発展性をもたせることで、

社会的な見方・考え方を働かせ、学びが深まるよう適切に配慮されている。 

(5) 見開きの最初にカラーイラストを使ったり、図版資料に通し番号をつけた

りすることで、必要な資料を確認しやすいよう適切に配慮されている。  

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 身近な社会的事象を各章でバランスよく取り上げ、自分の生活と関連付け

て考えられるよう適切に配慮されている。 

(2) 「入り口」のページに、なぜ学ぶのか、何を学んだり考えたりするのかを

まとめたり、歴史や地理とのつながりを明記したりすることで、主体的に

学習できるよう適切に構成されている。 

(3) 「やってみよう」のページで前項までに学習したことを参考に小集団によ

る話し合いやシミュレーションなどを掲載し、社会的事象を多面的・多角

的に考察できるよう適切に配慮されている。 

(4) 様々な社会的事象を取り上げ、話し合ったり、構想したりする活動を通し

て社会と自分の接点に気付き、自ら現代社会の課題に向き合っていくこと

ができるよう適切に配慮されている。 

(5) 図版資料に通し番号をつけたり、語句の説明を簡潔にまとめたりして、指

導する際に示しやすくなるよう適切に工夫されている。 

(6) 各章の最後に「学習のまとめ」を設定し、授業で学んだことを生かして話

し合ったり、まとめたりする活動を通して、学びを振り返り、思考力・判

断力・表現力等が高まるよう適切に工夫されている。 

４ 全体的な特色  生活目線で考えていくための導入とまとめを設定し、言語活動を通して公民

としての資質・能力を養えるよう適切に工夫されている。 

 新聞記事、写真、グラフなどを基に、「つかむ、調べる、まとめる」の課題

解決的な学習となるよう適切に配慮されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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東 京 書 籍

帝 国 書 院

地　　図
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
東京書籍（新しい社会 地図） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 世界や日本の諸地域の概観に役立つ自然、環境、人口などの主題図を基本資

料として設け、基礎的・基本的な知識を習得できるように適切に工夫されて

いる。 

 世界や日本の諸地域の「テーマ資料」では、教科書と連携し、探究課題の考

察を通して理解を深め、学習効果が高まるように適切に工夫されている。 

 SDGsの一覧を掲載し、現代的な諸課題を捉え、解決に向けた態度を養える

ように適切に工夫されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 写真や地図、グラフなどの資料を多くしたことで、具体的なイメージをも

って地域的特色を読み取りやすくなるよう大変工夫されている。 

(2) 教科書を補完したり、深めたりする資料が豊富に取り上げられており、進

んで活用できるよう工夫されている。 

(3) 視覚的効果が高い幅広の AB 版を用い、資料を大きく豊富に掲載するとと

もに、明るい色使いやユニバーサルデザインフォントにより、地域的特色

を理解しやすいよう配慮されている。 

(4) 世界における日本の国際協力や平和への取り組みを紹介した資料を取り上

げることで、我が国が国際社会において果たしている役割を理解し、社会

への関わり方について意識を高められるように適切に工夫されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 教科書に沿った配列で、「世界」と「日本」に分け、「世界全体の資料→世

界の一般図・資料→日本の一般図・資料→日本全体の資料→世界と日本の

統計資料」の順に配列し、活用頻度が高められるように適切に工夫されて

いる。 

(2) 資料のポイントや見方・考え方を示したキャラクターの吹き出しを設ける

ことで、資料を読み取る力を高め、学びが深められるように適切に工夫さ

れている。 

(3) SDGsのゴール一覧や、環境問題や貧困問題などの世界が抱える現代的な諸

課題の資料、日本においても防災や観光などの現代的な課題の資料が提示

されており、これらについての理解が深められるよう適切に配慮されてい

る。 

(4) 古代のジオラマや江戸時代の絵地図、近代の歴史的建造物やオリンピック

に関連する写真を掲載し、他分野と連携した学習ができるように適切に工

夫されている。 

４ 全体的な特色  地図とともに豊富な資料を掲載し、世界や日本の地理的特色、現代的諸課題

が把握できるように適切に構成されている。 

 地理のみならず、他分野の教科書と連携した内容の地図や資料を掲載し、多

面的に関連付けながら学習を深められるように適切に工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
帝国書院（中学校社会科地図） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 世界や日本の多様な地図や資料・情報を掲載し、幅広い知識や教養を身につ

けられるよう適切に構成されている。 

 地図や資料の活用例を示し、地域的特色について調べたり発表したりしやす

いよう適切に配慮されている。 

 鳥瞰図や写真、デジタルコンテンツ等により、地域的特色に興味・関心をも

ち、進んで調査・発表できるよう適切に工夫されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 地名や地域区分を大きく明確に示し、各国の産物を１国につき２～３個程

度のイラストで示し、地域的特色が読み取りやすいよう大変工夫されてい

る。 

(2) 様々な地図や資料を掲載し、「地図活用」のコーナーに活動例を示したり、

日本の都市の詳細な地図を掲載したりして、多様な学習に対応できるよう

適切に工夫されている。 

(3) サイズがＡ４版となり、詳細な地図を用いることで地方ごとの学習の範囲

や資料が大きくなり、統計のページでは上位の項目の数字を色分けするな

ど、識別しやすいよう大変配慮されている。 

(4) 見開き２ページの中に関連する地図や資料を配置して、地域的特色を理解

できるよう適切に配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 気候と農業、地域によって異なる工業の様子など、地域ごとに中核となる

事象に沿って地図や主題図、図版資料を配置し、授業の展開に沿ってそれ

らが効果的に活用できるよう適切に配慮されている。 

(2) 各地域において、地図の次に資料がくるよう構成し、関連する地図や資料

を同じ縮尺で表し、統計資料は巻末にまとめて掲載することで、比較しや

すく、関連付けて考察できるよう配慮されている。 

(3) 巻頭では世界の抱える諸課題を、巻末の日本の諸地域では防災や観光、オ

リンピック・パラリンピックについての資料を掲載し、最新の社会的事象

や課題について考えられるよう適切に配慮されている。 

(4) 多様な地図や資料を見開き２ページ内に収め、活用例を「地図活用」で示

し、日本の都市の詳細な地図も掲載することで、旅行行事の事前学習など

も含め、体験的な学習や調査にも対応できるよう適切に工夫されている。 

４ 全体的な特色  Ａ４判サイズを生かし、地図や資料を見やすい大きさで見開き２ページ内に

掲載することで地域的特色を大観しやすいよう適切に構成されている。 

 教科書の発展的な内容の地図や資料を掲載するだけでなく、地図帳を使って

多様な学習ができるよう適切に工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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東 京 書 籍

大 日 本 図 書

学 校 図 書

教 育 出 版

啓 林 館

数 研 出 版

日 本 文 教 出 版

数　　学

34 ページ



調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
東京書籍（新しい数学） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 既習内容と関連させながら繰り返し学習が進められる構成となっており、基

礎的・基本的な知識及び技能を習得できるよう、よく配慮されている。 

 数学的な見方・考え方を働かせ、数学的活動を通して考察する力や表現する

力が高まりやすいよう工夫されている。 

 問題解決の過程を振り返ることで、評価・改善する態度や数学的な見方・考

え方を活用する態度が養えるよう、よく配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

  

本文、見出し、設

問、提示文等の表

現、さし絵、写真、

図表、配色、フォ

ント、コントラス

ト、レイアウト等 

(1) 「数学マイノート」のページにおいてノートのまとめ方の例を示すことで、

発達段階に応じて思考力・表現力を高めていけるよう、よく配慮されてい

る。 

(2) 問題発見から解決までのサイクルを回しながら、章全体を通して身の回り

にある問題の解決を行っていくことで、興味・関心をもちながら学べるよ

う、よく配慮されている。 

(3) 「深い学び」のページでは、問題解決のどの段階で主体的・対話的に学習

できるのかがわかるよう、とても工夫されている。 

(4) 基本的な内容の理解を確かにしたり、問題の解決に生かした見方・考え方

を他の問題解決にも生かせたりするよう配慮されている。 

(5) 見やすく読み間違えにくい UD フォントや、色覚特性に適応したカラーユ

ニバーサルデザインを使用するなど、わかりやすく読みやすいよう工夫さ

れている。 

３ 学習指導への配慮 

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 各章の始まりのページでは、育成を目指す資質・能力が明確になるよう、

よく工夫されている。 

(2) 既習事項と新たな学習内容を関連づけやすくしたり、生徒の発達段階に合

わせて系統化したりすることで、見方・考え方や表現力が高まるよう工夫

されている。 

(3) キャラクターの発する言葉や「考えてみよう」での発問が、数学的な見方・

考え方を働かせながら主体的・対話的な活動を促すよう十分に配慮されて

いる。 

(4) 学習内容に結びつく書籍、他教科との関連、社会生活で数学を活用してい

る人の紹介をし、それらに関わる発展的な問題を示すことで、数学のよさ

や有用性を実感できるよう、よく配慮されている。 

(5) シミュレーションや動画等のデジタルコンテンツの提示、キャラクターに

よるヒントの提示等を通して、生徒の問題理解や追究に結びつけられるよ

う、よく工夫されている。 

(6) 囲みや「虫眼鏡マーク」、「ボードのイラスト」を使ったまとめによって、

基礎的・基本的な知識や、問題解決で働かせた大切にしたい見方・考え方

が明確になるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色  問題発見から解決までの過程を充実させ、知識・技能が身につき思考力・判

断力・表現力が高まるよう、よく工夫されている。 

 問題解決で働かせる見方・考え方を引き出し、意識づける工夫をし、見方・

考え方が豊かになるよう、よく配慮されている。 

 

「基礎的・基本的な

知識・技能の習得」

のための工夫、「思考

力・判断力・表現力

等の育成」のための

工夫、「主体的に学習

に取り組む態度を養

う」ための工夫、関

連性・連続性、個に

応じた学習、他者と

の協働、まとめと評

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
大日本図書（数学の世界） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 導入課題「考えよう」の内容をもとに、学習のめあてを設定する流れになっ

ており、見通しをもって取り組むことができるよう、よく配慮されている。 

 数学的な見方・考え方を働かせて、数学的活動を通して、数学的に考える資

質・能力が身につけられるよう配慮されている。 

 数学を学ぶよさ、考え方の多様性を実感し、よりよく物事を解決していく態

度を養えるよう、よく配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) 導入では、日常生活と数学を関連させた学習問題が多く、数学と身の回り

の事象とのつながりを感じながら取り組めるよう、よく配慮されている。 

(2) 説明する活動では、複数の考え方や表し方を読み取りそれを考察、比較す

ることにより数学的な思考力・判断力・表現力が身につくよう工夫されて

いる。 

(3) 数学的な表現を使った生徒同士の話し合いの場面を示し、表現力、コミュ

ニケーション能力が身につくよう工夫されている。 

(4) 補充問題では、「プラスワン」などを活用し、個々の理解に応じた問題を行

い、知識及び技能の習得が図られるよう、よく配慮されている。 

(5) 学年ごとに文字の大きさを変えたり、４色刷りや UD フォントを取り入れ

たりするほか、学習の流れが捉えやすい紙面構成、効果的な写真で、興味・

関心が高まるよう工夫されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 巻頭で、「問題発見・問題解決の流れ」「数学的な見方・考え方」を示し、

深い学びの実現につながるよう、よく配慮されている。 

(2) 各小単元で、学習の「めあて」が示してあり、追究内容や方法を明確にし

て追究ができ、既習を生かした解決の仕方を学べるよう、よく配慮されて

いる。 

(3) 「たしかめよう」では基礎的な問題、「プラスワン」「力をのばそう」では

発展的な問題を行うことで、個に応じた指導ができるよう配慮されている。 

(4) 「活用・探究」「マスフル」では、学習内容に関連させながら身の回りにあ

る数学に目を向けることができたり、他教科の学習にも生かせたりするこ

とができるよう、よく配慮されている。 

(5) AR（Arguments Reality）技術を活用し、シミュレーション、動画などの

コンテンツが使用できるようになっており、生徒の興味・関心を高め、理

解が深まり、効果的に学習を進めていけるよう工夫されている。 

(6) 「ふり返ろう」では、理解の確認や学習したことのよさに気づくことを促

す質問があり、学びの振り返りや数学的な表現を用いたコミュニケーショ

ン能力を伸ばせるよう、よく工夫されている。 

４ 全体的な特色  問題発見・解決の流れで取り組め、数学的な見方・考え方を働かせて問題解

決ができるよう、よく配慮されている。 

 数学を学ぶことの意義や有用性が紹介され、日常生活や社会と関連させて、

興味・関心を高められるよう、よく配慮されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
学校図書（中学校数学） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 身の回りの事象や数学の事象から疑問を見いだし、数学的に表現したり、処

理したりできるよう配慮されている。 

 既習内容をもとにして論理的に考察し、数量や図形の性質を見いだすこと

で、統合的・発展的に考察できるよう工夫されている。 

 身の回りで数学が役立っている場面を取り上げ、生活や社会に生かそうとす

る態度が養えるよう配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) 本文や問いなどは易から難へと段階的なステップを踏んで学習を進めら

れ、図、式、説明図なども理解の手助けとなるよう配置され、複数の考え

方を示すなど配慮されている。 

(2) 生徒自ら「問い」をもてるようにしたり、問題解決の過程を振り返ってよ

り効率的な方法を見いだしたりしていけるよう配慮されている。 

(3) 身の回りの事象から問題を見いだし、数学化して問題を解決していくよう

に展開され、対話的に学習できるよう、よく工夫されている。 

(4) 既習内容が確認でき、振り返りの場を設定することで、対応箇所に戻って

学び直しができるよう配慮されている。 

(5) すべてにおいてカラーバリアフリーになるよう配慮され、色覚特性に配慮

し、色の違いで区別するのを避け、記号などの違いで判断できるよう工夫

されている。 

 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 各章とも、導入、本文や例題、その習得を図るための問題と一貫した学習

ができるよう配慮されている。 

(2) 章の配列に一貫性をもたせ、基礎的・基本的な内容が習得できるよう既習

内容を示したり、適用問題を用意したりするなど配慮されている。 

(3) 代表的な８つの数学的な見方・考え方の例を示したり、友と関わりながら

統合的・発展的に考えたりできるよう配慮されている。 

(4) 本文中や章末、巻末に発展的な内容の「深めよう！」や教科等横断的な課

題の「疑問を考えよう」のページを設け、個に応じた指導で活用できるよ

う、よく配慮されている。 

(5) 「用語・記号の由来」のコラムや身の回りにある建造物などの写真を取り

上げたり、動画コンテンツを準備したりして指導に生かせるよう工夫され

ている。 

(6) 項や章ごとに生徒自身が学習をまとめられるようにし、パフォーマンス課

題やパフォーマンス評価の手法を取り入れ、個に応じた評価ができるよう、

よく工夫されている。 

４ 全体的な特色  身の回りの事象から問題を発見し、見方・考え方を働かせて主体的に解決す

る力を養えるよう展開が工夫されている。 

 これからの社会の中で生きていくために必要な資質・能力を育成することが

できるよう内容が工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
教育出版（中学数学） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 習得した知識及び技能のよさを具体的な言葉で示し、問題解決に向けて活用

できるよう配慮されている。 

 日常生活や社会の事象と数学の事象を関連させながら、数学的活動を通し

て、思考力や表現力が育成されるよう配慮されている。 

 身近にある問題を取り上げることで学習意欲を高め、数学と日常生活のつな

がりを実感できるよう工夫されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト 

(1) 多様な見方・考え方をする際の着眼点や、課題の捉え方を、折り込みに表記す

ることで常に意識しながら学習を進めることができるよう配慮されている。 

(2) 課題解決への学習活動の流れを示し、試行錯誤しながら、数理的に捉えて

いく過程を体験することで、課題解決力の高まりを実感できるよう、よく

配慮されている。 

(3) 日常生活の事象を数学化して捉えたり、自ら問題意識をもって主体的・対

話的に学習したりできるよう工夫されている。 

(4) 「学びのマップ」において前年度の既習内容とのつながりが明記されてお

り、学び直しができるよう配慮されている。 

(5) カラーユニバーサルデザインで判読しやすい配色になっていたり、中心的

な内容と補足的な内容が紙面上で分けられていたりするなど、学びやすい

紙面になるよう工夫されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 既習内容を活用させながら論理的に考察して問題を解決し、生活に生かそ

うという流れを意識した配列になるよう工夫されている。 

(2) 各単元で具体的な場面を導入とし、既習内容の定着を促すための定着問題

や振り返り、誤答例を出すなど、個々の生徒の学習状況に応じて配慮され

ている。 

(3) 様々な数学的な見方・考え方の例を提示し、根拠を基にしながら考えたり、

表現したりすることのよさが感じられるよう配慮されている。 

(4) 既習内容を活用させながら取り組む問題や、基礎的・基本的な知識及び技

能の定着を図る問題など、個々の生徒の学習状況に生かせるよう配慮され

ている。 

(5) 巻末の数学的な用語の索引や、挿絵にあるノートの取り方のポイントから、

個々の生徒に応じた学習に生かせるよう工夫されている。 

(6) 章末には、学習した内容の振り返りが項目ごとにまとめられているととも

に、章末問題においてそれぞれの評価規準を示し、個々の生徒が自己評価

できるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色  章の始めに既習内容の確認、章末に学習のまとめ、ノートの例があり、基礎

的・基本的な力が定着するよう、よく配慮されている。 

 数学が日常生活に利用されている場面を取り上げることで数学の実用性や

学ぶよさを実感できるよう、よく配慮されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
啓林館（未来へひろがる数学） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 数学を主体的に生活や学習に生かし、基礎的・基本的な知識及び技能を習得

できるよう、とても配慮されている。 

 数学的に考える資質・能力を育むために、数学的な見方・考え方を働かせ、

数学的活動を通して、思考力・判断力・表現力が育成できるよう、場面設定

がとても工夫されている。 

 身の回りで数学が役立っている場面を取り上げ、数学を積極的に活用しよう

とする態度や、問題解決の過程を振り返って評価・改善しようとする態度を

養えるよう、とても工夫されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) 数学が生活や社会のなかで有用に働いていることを実感しながら、主体的

に学習に取り組めるよう、題材や表現の仕方など、よく配慮されている。 

(2) 問題発見・解決の過程を３段階に分けて示すことで、数学的活動を通して、

自分から問題を発見したり、解いた問題をさらに発展させたりできるよう、

とても配慮されている。 

(3) 「説明しよう」「話し合おう」「まとめよう」では、多様な考えに触れ、理

解を深める場面や根拠を明らかにし、筋道を立てて説明する力を身につけ

ることができるよう、とても工夫されている。 

(4) 「ふりかえり」で既習内容を学び直したり、章末問題や「もっと練習しよ

う」で反復学習したりできるよう配慮されている。 

(5) 紙面の内容を判別しやすい配色や UD フォントを使用したり、意味改行な

どを行ったりして、内容を理解しやすいよう工夫されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 表表紙横開きと裏表紙縦開きの２部構成とし、生徒の個性に応じてバラン

スよく主体的に学習が進められるよう、とても配慮されている。 

(2) 具体的な「例」を豊富にして学びやすくするとともに、生徒の思考を意識

して具体から抽象へ、基礎から発展へといったステップで学習が進められ

るよう工夫されている。 

(3) その学習で使った数学的な見方・考え方を「🔎虫眼鏡」として示し、授業

の中で自然にふれた数学的な見方・考え方を改めて振り返るとともに、繰

り返しふれられるよう、とても配慮されている。 

(4) 日常生活の課題を、目的に応じて必要なデータを収集して分析し、その傾

向をふまえて解決できるよう、PPDAC サイクルを意識できるよう構成さ

れ、数学を学ぶ意義や有用性を実感できるよう、とても配慮されている。 

(5) 統計ツールを活用できるようにしたり、紙面では表現できない動きを QR

コンテンツで視覚的に支援したりすることで、指導に生かせるよう、よく

工夫されている。 

(6) 「学びをたしかめよう」では、問題の設定意図と関連ページを示すことで、

生徒自身は自己評価、指導者には評価に役立つよう工夫されている。 

４ 全体的な特色  生徒が興味・関心を深めて数学を学ぶ楽しさや意義を実感しながら、自分の

学びをひろげていけるよう、とても工夫されている。 

 数学的な見方・考え方を働かせた数学的活動を通して、主体的に学習する態

度を養うことができるよう、とても工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
数研出版（これからの数学） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 既習内容の振り返りをもとに、基礎的・基本的な知識及び技能を習得できる

よう配慮されている。 

 様々な事象の性質を見いだし、数学的活動を通して、思考力・判断力・表現   

力が身につくよう、よく配慮されている。 

 身近な題材や他教科と関連する題材を通して、興味・関心を喚起し、学びを

生活に生かそうとする態度を養えるよう、よく配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 問題解決型の問題や身近な題材を扱い、学習意欲を喚起し、多様な考え方

を数学的に表現し、伝え合うことを通して、数学的な見方・考え方が身に

つくよう配慮されている。 

(2) 生徒や教師の対話内容を考えることで課題を見つけたり、学習の見通しを

もったりして活動し、得られた結果を解釈し、統合的・発展的に考える力

が身につくよう配慮されている。 

(3) 章末に他教科や生活と関わる題材を取り上げ、数学を生活や学習に生かそ

うとする態度を養えるよう、よく工夫されている。 

(4) 各章の始めの「ふりかえり」で、既習内容の系統的な振り返りや体系的な

知識及び技能の確認ができるよう配慮されている。 

(5) 図やグラフの回りにスペースを大きくとってかき込みやすくし、知識のつ

ながりが配色やデザインと関連づけて視覚的に分かりやすくなるよう工夫

されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得し、系統的に学習できる教材

の配列となるよう、よく配慮されている。 

(2) 「確認問題」では、復習する内容を探しやすくなるよう関連するページを

示し、基礎的・基本的な知識及び技能が身につくよう配慮されている。 

(3) 「発展」で、その学年での学習範囲を超えた内容が、系統的な流れで自然

な箇所に配置され、個の意欲に応じて発展的に考えられるよう、よく配慮

されている。 

(4) 学習内容に関連する題材や内容を深める活動を取り上げ、結果を類似の事

象に発展させて、思考力・判断力・表現力が身につけられるよう配慮され

ている。 

(5) 動画コンテンツを利用して視覚的な理解を支援したり、「数学旅行」で、身

近な題材や他教科と関連する題材を取り上げ、興味・関心を喚起したりし

て、主体的に取り組めるよう、よく工夫されている。 

(6) 巻末の練習問題で、章の内容を確認する問題と発展的な問題を配置し、い

ろいろな問題を解決する力が身につくよう工夫されている。 

４ 全体的な特色  身近な題材を扱うことで学習意欲を喚起し、基礎的・基本的な知識及び技  

能が習得できるよう、よく配慮されている。 

 学んだことを深める問題を２部構成で取り上げ、思考力・判断力・表現力が

身につくよう、よく配慮されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
日本文教出版（中学数学） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 数学的な見方・考え方を働かせて知識及び技能を生かす活動を通して、基礎

的・基本的な内容を習得できるよう配慮されている。 

 数学的な表現を用いて筋道を立てて説明し合う学習を設け、思考力・判断

力・表現力を育成できるよう、よく配慮されている。 

 学習のめあてや例題の意図を明示することで、生徒が目的意識をもって主体

的に学習に取り組むことができるよう、よく配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) １つの問題から生徒の多様な考え方を生かせる学習活動を設定し、発達の

段階に応じて数学的な処理の仕方を学べるよう配慮されている。 

(2) 身近なことがらを問題として扱うことで、生徒自身の経験や既習内容と結

び付け、数学を学ぶよさや有用性を実感できるよう配慮されている。 

(3) 「学び合おう」では、問題解決的な学習の流れが明示され、自分の考えを

説明し、他者と学びを深められるよう、よく工夫されている。 

(4) 単元前に関連する既習内容を振り返る場面が設けられ、節末、章末、巻末

で繰り返し学習ができるよう、よく配慮されている。 

(5) UD フォントを使用するとともに、線の種類を変えたり、図表に文字や形な

どを付加したりするなど、色以外にも情報が伝わるよう工夫されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 単元の導入で既習内容と関連つけた学習活動を促し、基礎的・基本的な内

容の習得を図った指導ができるよう工夫されている。 

(2) 章の構成に一貫性をもたせたり、扱う題材に関連性をもたせたりするなど、

生徒の発達の段階に応じて学習が深まるよう、よく配慮されている。 

(3) 働かせる数学的な見方・考え方を明確にし、生徒の思考に沿った学習を示

したり、問題を振り返る場面を意図的に設けたりすることで、論理的・総

合的・発展的に考えられるよう配慮されている。 

(4) 「チャレンジ」として応用問題を出題したり、節末の「基本の問題」で問

題ごとに戻るべき箇所を示したりすることで、個に応じた学習に生かせる

よう、よく配慮されている。 

(5) 動画コンテンツでの視覚的支援や、キャラクターの吹き出しで生徒の追究

の見通しをもたせるなど、学習指導に生かしやすいよう工夫されている。 

(6)  問題には「考えよう」や「説明できるかな？」などのマークがついており、

マークの種類・有無によって指導と評価が明確になるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色  各単元で学び直しを重視した内容構成により、基礎的・基本的な内容の習得

を図ることができるよう配慮されている。 

 「学習のめあて」や「表現の例」など、生徒が１時間の授業で主体的に学習

に取り組んでいけるよう配慮されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

41 ページ



東 京 書 籍

大 日 本 図 書

学 校 図 書

教 育 出 版

啓 林 館

理　　科
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
東京書籍（新しい科学１～３） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 重要語句の見やすい表記や観察、実験の着眼点の明示、基礎操作の掲載など
によって知識・技能が定着するよう配慮されている。 

 各節の結論を自分の言葉でまとめ、他の人と考えを比べる形として対話から
学びを深め、自己の変容を実感するとともに、思考力や表現力を高められる
よう工夫されている。 

 インパクトのある写真やイラストを導入に配置したり、各節の「問題発見」
で素朴な疑問を提示したりすることで、生徒の興味・関心を喚起し、主体的
に学びを進められるような配慮が十分されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 単元の導入では、生徒の興味・関心を高める写真や資料を配置するととも
に、わかりやすい表現で疑問を提示したり既習事項を示したりしている。
また、１年の教科書は文字が大きいなど、生徒の発達の実態に即している。 

(2) 探究の過程を「課題」「構想」「観察、実験」「分析解釈」「活用」と表し、
脚注にはフローチャートを示すことによって、見通しを持って学習を進め、
思考力・判断力・表現力、科学的に探究する力が身に付くよう工夫されて
いる。 

(3) 「課題に対する結論を表現しよう」など、単元や実験のまとめの場面に、
表や図を自分で作り、他の人と比べる活動を設定することで、生徒が主体
的に対話的な学習を行えるよう工夫されている。 

(4) 観察、実験についての基礎操作が写真や図で分かりやすく示されており、
特に注意事項はマークや文字の色を変えるなど、安全性に配慮が十分され
ている。また、使う薬品の量を少なくする実験方法も紹介されており、環
境面にも配慮されている。 

(5) 多くのキャラクターが登場する場面では、性別や人種などへの配慮がなさ
れている。加えて、色覚の個人差にも対応するため、複数の線グラフは線
種を変えたり、文字の色に配慮したりしている。また、Ａ４スリム版のサ
イズにより、観察、実験の手順は見開きの右側 1 ページに統一され、上か
ら下へ辿ることで分かりやすくなるように配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 生徒の思考が具体から抽象へと進むように各学年の単元が配列されてお
り、生徒の実態に即したものとなっている。 

(2) 問題発見や課題設定の場面では、働かせる理科の見方・考え方が示され、
予想や考察場面においては「科学のミカタ」として関連事項を示し、事象
を関連付けながら課題解決が進められるよう配慮されている。 

(3) 各単元で「問題発見」から「活用」までの流れが生徒の思考に沿っており、
予想やまとめ、活用場面などで互いに関わる活動を取り入れることで、育
む資質・能力が身につけられるよう配慮されている。 

(4) 実験ごとに注意点がマークや文字の色を変えて書かれているとともに、巻
末資料に教科書に出てくる薬品の取り扱いや器具の使い方、応急処置等が
まとめられており、安全面に配慮されている。 

(5) 身近なものから稀少なことまで様々な写真が掲載されると共に、レポート
例や資料なども掲載されており、追究の各過程において役立つ工夫がされ
ている。また、巻末にはペーパークラフトがあり、具体物の操作を通して
学習が進められるような配慮もなされている。 

(6) 実験結果をもとにまとめを自分の言葉で表現し、他の人と比べることで相
互評価できるよう示されている。また、章末には各節の結論の例が示され
ており、評価に生かせるように配慮されている。また、「before・after」で
の自己評価で自己肯定感が高まるように工夫されている。 

４ 全体的な特色  探究の手がかりとなる考え方を対話形式で示しており、意欲の維持ととも
に、対話を通して深い学びにつながるように工夫されている。 

 鮮明な写真や図、的確な文章が効果的に配置されており、視線の動きに合わ
せて探究が進んでいくよう工夫されている。 

 Dマークコンテンツでデジタル配信を行い、動画で説明を視聴することがで
る。 

 学習内容と日常生活のつながりを大切にしており、生徒が理科の有用性を実
感できるように工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

43 ページ



調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
大日本図書（理科の世界） 

１ 教科の目標からの 

配慮 

 発達段階に応じて、学年段階で身につけたいことがはっきりしている。 

 掲載されている資料や写真など、比較的身近なものや関わったことのある内容

のものが掲載されており、「知りたい」という根源的な欲求につながっている。 

 観察、実験の目的、着目点の明示はもとより、比較的難易度の高い内容に対し

ても、理論的な考察が示されている。 

２ 生徒の学習活動へ 

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) 解決への過程を細分化することによって、より学力を高めたいと考える生徒

に対して適切なレベルになっている。（例 ２年 P181 オームの法則の計算） 

(2) 発達段階に応じた適切な重点配分がなされていることから、科学的に思考す

るための思考力・判断力の育成に寄与できる学習課程を設定することができ

る。（例 ３年 P216、217 水溶液の同定 １年 P128、129 金属の同定） 

(3) 事象提示の具体例が適切に配置されていることから、主体的な取り組みの活

性化が期待される。（例 １年 P144 鏡に映る範囲）また、科学の探究の各場

面において、話し合おうとする内容の明示により、活発な議論が行われるこ

とが期待される。（例 ２年 P236 気象と生活の関わり） 

(4) 基礎的な観察や実験に関する技能については、見開きでいつでも参照できる

ように扱いやすくまとめられている。（例 １年 P76、77 化学実験に使う主な

器具 ２年 P51 鉄と硫黄の混合物の加熱） 

(5) ユニバーサルデザインフォントの採用により、どの生徒にとっても「読みや

すい・見つけやすい」紙面の実現について配慮されている。（例 ２年 P98 光

合成の実験 ２年 P188 電力と熱量の関係） 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 共通で使用される実験器具など重複しないように考慮して配列されている。 

(2) 各学年巻頭の「理科学習の進め方」では、科学における一般的な課題解決の

道筋を共通して示している。（例 各学年 P4、5 理科の学習の進め方） 

(3) 各単元の「章末問題」や単元学習後の「探究活動」、「つながる×くらしの中

の理科」のオリジナリティが高く、具体的・体験的に学習できる工夫がされ

ている。（例 １年 P25 筆箱の中身 ３年 P83 くらしの中の運動とエネルギ

ー） 

(4) マイクロスケール実験（実験で用いる溶液とその廃液を少なくする実験方法）

を紹介してあり、安全面、環境面に配慮されている。（例 ３年 P187 金属の

イオンへのなりやすさ） 

(5) 「これまでに学習したこと」の扱いがとても充実している。また、「これから

学習すること」の例示がタイトルと写真の例示にとどまっており、かえって

それが想像力をかき立て、発展的な学習や高校へとつながる工夫がある。（例 

１年 P10、11 生物の世界） 

(6) 各単元の最後にある「読解力問題」では、評価の観点が明確なものとなるこ

とが予想される。（例 ２年 P228 ブラックボックスの配線を調べる） 

４ 全体的な特色  上記に挙げた内容以外にも、随所に細やかな配慮が感じられ、かつ科学的好奇

心をくすぐることを実現しながら、学習内容の定着に関しても基礎的な部分か

ら思考力を高めていくところまで考え抜かれたものとなっている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

44 ページ



調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
学校図書（中学校科学１～３） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 知識・技能を育むページと探究のページの体裁を明確に独立させている。ま

た、QR コード先のインターネット教材の活用から知識・技能が身に付くよ

う配慮されている。 

 科学的に探究する方法が巻頭で詳しく説明されたり、探究活動のページでは

探究の過程に分解して表現されたりすることで、思考力・判断力・表現力等

が身に付くよう配慮されている。 

 資料性が高い写真や図が随所に掲載されており、学習意欲を高め主体的な学

習となるよう配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) 各単元冒頭に「ふり返ろう・つなげよう」、本文中に「ふりかえり」を記載

し、既習事項とこれから学ぶこととの関連性や系統性が意識できるよう配

慮されている。 

(2) 全ての授業時間ごとに、課題に対して働かせる見方・考え方の例をページ

右上部に掲載しており、探究活動の参考とできるよう配慮されている。 

(3) 探究活動につながる「気づき」の例を示し、目的意識をもって話し合いが

できるよう工夫されているとともに、巻末のホワイトボード紙面で対話的

活動を促すよう工夫されている。 

(4) 観察、実験の手順を実物写真で大きく掲載するとともに、手順が丁寧に記

述されており、ひと目でわかる工夫がされている。 

(5) 指示薬などの図に色の名前を付加したり、グラフの線の形を変えたりして、

全ての生徒に見やすく分かりやすくなるよう配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

 ○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

(1) 必要なことを端的に学習する構成により、実情に応じて、探究活動や学習

内容の定着に時間を使えるよう工夫されている。 

(2) 年間指導計画で想定された全ての授業時間において、課題解決のための見

方・考え方の例が示されており、資質・能力が育まれるよう配慮されてい

る。 

(3) 学年ごとに探究活動の重点項目が設定されており、新学習指導要領にある

「学びに向かう人間性等」を意識した構成になっている。また、「問題発見」

「しっかり仮説」「しっかりふり返り」とタイトルをつけ、色を変えたり記

載内容と回数を増やしたりすることで、重点項目を意識して学習できるよ

う特に工夫されている。 

(4) １学年の巻頭に「実験室を使うコツ」として、観察、実験の心構えや注意

事項を掲載しており、安全面に配慮されている。 

(5) 実験、観察の手順は写真とともに見開きページで示し、注意を促す色使い

とマークで指導に生かせるよう配慮されている。 

(6) 章前後の「Can-Do List」に身に付ける資質・能力を明示し、生徒、教師と

もに、つける力を意識し学習できるよう特に工夫されている。 

４ 全体的な特色  学年ごとの探究の重点が見え、発達段階に応じて探究するための資質・能力

が身につきやすいよう工夫されている。 

 必要なことを効率的に学べるように学習内容が厳選されており、実情に応じ

た生徒の支援ができるよう配慮されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

45 ページ



調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
教育出版（自然の探究 中学理科１～３） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 「要点をチェック」や「活用しよう」により、各章や節で学習した知識・技

能を正確に理解し習得できるように工夫されている。また、実生活との結び

つきを意識した資料により、活用力の伸長が図られるよう工夫されている。 

 学年ごとに「探究の進め方」を掲載し、各単元で具体的な流れを示すことで、

探求する能力が育まれるよう工夫されている。 

 各単元に設定された「疑問から探究してみよう」や「学習前の私・学習後の

私」により、目的意識をもって主体的に取り組む態度が育まれるよう工夫さ

れている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等の 

表現、さし絵、 

写真、図表、配色、

フォント、 

コントラスト、 

レイアウト等 

 

(1) 「これまでの学習」や「思い出そう」により、関連する内容の確認ができ

るとともに、小・中・高の学習内容のつながりや他教科との連携が図られ

るよう工夫されている。 

(2) 科学に関する豊富な話題を「ハローサイエンス」で提供し、学習内容と実

生活との関係を実感することができるよう工夫されている。また、「学習前

の私・学習後の私」により、より科学的な深い学びにつながるよう工夫さ

れている。 

(3) キャラクターによる対話のモデルを予想や考察の場面に配置するととも

に、「やってみよう」「考えよう」「話し合おう」という場面を設定すること

で、主体的・対話的な学びが実現されるよう工夫されている。 

(4) 観察、実験の手順を分かりやすく掲載するとともに、注意を喚起するマー

クと目立つ色の文章を使用することで、安全に配慮されている。 

(5) 学年に応じた文字の大きさや書体、ふりがなや色づかいへの配慮、視点移

動のしやすい紙面レイアウト、ワイドな紙面による資料性の高さにより、

全ての生徒にとって見やすい教科書になるよう工夫されている。 

３ 学習指導への配慮 

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

(1) 各単元の初めに「学んでいくこと」を示すことで、学習内容を明確化し、

見通しをもった探求活動ができるよう工夫されている。 

(2) 学習内容のつながりを考慮した単元配列が学年を越えて図られているとと

もに、小・中・高の内容の接続や他教科との連携、特に算数・数学科との

連携を意識した工夫がされている。 

(3) 「やってみよう・考えよう・話し合おう・活用しよう」の効果的な配置に

より、主体的に自然事象に関わったり、対話的に考えを深めたりしながら

学習を進められるよう工夫されている。 

(4) 注意を喚起するマークの使用や、物質や試薬の一覧と注意点を資料として

掲載することで、安全面や環境面に配慮されている。 

(5) 大判紙面を用い、実験の見開き表示やダイナミックなイラスト・写真の掲

載により、資料性が高まるよう工夫されている。 

(6) 「要点をチェック」により、細かいまとまりごとに、学習内容の振り返り

ができるように配慮されている。また、「学習前の私・学習後の私」により、

各章を通した生徒の科学的に探究する力の伸長が見えるよう工夫されてい

る。 

４ 全体的な特色  「探究の進め方」を示すマークの配置により、生徒が主体的に探究し、常に

自分の考えをもちながら学習を進めることができるよう配慮されている。 

 学習の流れを追いやすいレイアウトにより、観察、実験の流れや資料等を読

む際の視点移動で迷わないよう工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

46 ページ



調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 

 
啓林館（未来へひろがるサイエンス） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 単元末に学習内容をチェックする学習のまとめや力だめしが設定されてい

るほか、生徒がつまずきやすい内容には例題・練習問題を配置し、知識・技

能の定着と活用する力が高まるよう細かに配慮されている。 

 教科書全体が探求的な学習過程を重視して構成されており、展開の中に生徒

が思考したり表現したりする場面が豊富に盛り込まれ、主体的に探究する力

が十分育まれるよう工夫されている。 

 単元の導入や終末に学習内容に関連する興味深い写真や読み物資料が掲載

され、生徒が学習に向かう意欲を高めたり社会生活における理科の有用性を

実感したりできるよう工夫されている。  

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 学年や発達段階に応じて、文字の大きさや行間、ふりがな等が配慮されて

いるほか、必要な既習事項や注釈を付記する支援が適切になされている。 

(2) 科学コラムで身近な部活・料理・仕事・災害で活用されている科学につい

て紹介されているほか、「みんなで探究クラブ」を設定し、自分の考えを自

由に書き込む欄を配置したり話し合う活動が仕組まれたりしており、身に

つけた探究する力の活用が図られるよう工夫がされている。 

(3) 探究的に扱いたい観察、実験に「探 Q実験」や「探 Qシート」を設け、自

分の考えを書いてから話し合うことができるよう工夫されている。 

(4) 事故が起こりやすい実験は、安全を確認するステップ０（ゼロ）を特別に

設けるほか、赤字や注意・安全マークなどで示し、安全性に配慮されてい

る。 

(5) 各ページは図や写真が周辺部、本文は中心部のレイアウトを基本とし、本

文の流れを切るように図を配置しないなど、可読性、視認性が高くなるよ

う工夫されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 系統性を重視した単元配列になっており、生徒の実態に応じて柔軟に対応

できるよう構成されている。 

(2) 生徒の生活経験に根ざした問いを取り上げ、生徒の思考の流れを大切に探

究を進め、目標とする学習事項の理解に結びつくよう丁寧に展開が仕組ま

れている。 

(3) 興味・関心を高める導入写真や、自己のキャリア形成を意識させるコラム

などで意欲を喚起するとともに、身近な問いを考察させて書き込む場面を

設定することで、対話が生まれるよう工夫されている。 

(4) 使用する薬品や廃液の量を少なくする実験方法を示すとともに環境に関す

る話題にマークを示し、自然環境に配慮している。 

(5) 本文の説明とともに大きくカラフルな写真や図が配置され、文章だけでは

分かりにくい内容の理解を助ける学習資料としての有用性の向上が図られ

ている。 

(6) 観察や実験の最初には課題や目的、最後には探究の振り返りが示され、観

点を意識して自己評価できるようにするほか、生徒が書き込むことのでき

る「探 Qシート」や「探 Qラボ」により、生徒の記述を評価に生かせるよ

う工夫されている。 

４ 全体的な特色  根拠を明確にして自分の考えをもつことができるようにした紙面構成で、探

究する力を育てられるよう工夫されている。 

 大きく資料性の高い図版の掲載により、興味をもって学習に取り組めるよう

配慮されている。 

 学習の展開が生徒の思考の流れに沿うように工夫されており、生徒が自ずと

引き込まれ、主体的な学習が成立するようになっている。 

 全体として、どの内容もバランスよく扱われている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
教育出版（音楽のおくりもの） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 「学びのユニット」という形で、目次の部分に題材の目標や着目すべき要

素がまとめられ、指導事項を明確にして学習できるよう工夫されている。 

 共通事項に示されている音楽を形づくっている要素を窓口にした学習が明

確に示されるよう工夫されている。 

 それぞれの楽曲のページに、教材の目標が端的に示され、ねらいをしぼっ

て学習が進められるよう配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) 学年の発達段階に応じて学習内容が配置されており、既習内容に応じて新

たな学習に取り組めるよう工夫されている。 

(2) キャラクターの吹き出しを手がかりに、主体的に音楽活動を進めるために

必要な興味がもてるよう配慮されている。 

(3) 生徒が主体的に学習に取り組めるよう、教科書に書き込みながら学習でき

るレイアウトが工夫されている。 

(4) 特定の分野に偏ることなく、様々な音楽ジャンルが適度なバランスで配置

されるよう工夫されている。 

(5) 見開きの部分は、歌唱共通教材の情景や心情を思い浮かべることができる

ような写真が多く掲載され、生徒が興味・関心をもって学習できるよう配

慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) チェックリストを用いた解説など、生徒が基本的な技能を身につけやすい

よう工夫されている。また、歌唱では基本的な発声から表現へと発達を意

識して段階的に学習が進められるよう配慮されている。 

(2) 教科書に設けられているワークシートをもとに、授業の中で生徒が意見を

交わし、相互に関わりあいながら音楽的な見方・考え方を働かせられるよ

う工夫されている。 

(3) 鑑賞における「何が同じで、何が違う」のページでは、既習教材を比較し、

共通点や相違点を考えることで主体的に取り組めるよう工夫されている。 

(4) 創作において地域の「CMソング」をつくる活動を通して、地域の特性や

生活経験を生かして活動できるよう配慮されている。 

(5) 歌唱共通教材では、情景を写した鮮明な写真を掲載し、生徒の意欲を引き

出し、情景を思い浮かべて表現できるよう工夫されている。 

(6) 授業の中での記録や学習したことを教科書の中に直接記入でき、学習のま

とめが充実できるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色  教科書に直接書き込めるレイアウトがされており、学習内容やまとめを教

科書に直接書き込みながら、視覚的に整理して学習を進めることができる

よう工夫されている。 

 既習教材同士を比較する活動が多く配置されており、一つの教材にとどま

らず、多彩な音楽を関連させてとらえることができるように工夫されてい

る。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
教育芸術社（中学生の音楽） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 各教材ページに、何を学ぶかを示す「学習目標」、学習目標に迫るための具体

的な活動内容を例示した「活動文」がわかりやすく提示され、学習指導要領に

示された「三つの資質・能力」が確実に身につくよう配慮されている。 

 目次や各教材ページに、その題材で主となる音楽を形づくっている要素を、学

習指導要領の「共通事項」に示された文言で示すことで、それを視点に音楽的

な見方・考え方を働かせながら学習できるよう配慮されている。 

 生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と豊かに関わることができるような資料

を充実させ、音楽に関する感性が豊かになるよう配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 学習指導要領に示されている各学年の目標および内容を踏まえ、全学年を通

して教材が系統的・発展的に配置されている。また、学習内容をまとめた「学

びの地図」のページで各学年の重要な学習事項が明記され、生徒が見通しを

もって学習に取り組むことができるよう配慮されている。 

(2) 美しい写真やイラスト、作者や演奏者のメッセージやコラムで生徒の楽曲へ

の興味・関心を高め、「深めよう！音楽」に示された活動の手順や鑑賞の観点

に沿って学習し理解が深まるよう工夫されている。 

(3) 楽曲に対しての資料や吹き出しによる説明が充実しており、生徒が学習の流

れを見通し、主体的・対話的で深い学びが実現できるよう配慮されている。 

(4) 鑑賞では、体験する活動が多く取り入れられ、生徒が実感や親しみを伴いな

がら音楽のよさを味わうことができるよう工夫されている。 

(5) 情景や心情を思い浮かべることができるような写真や資料が多く掲載され、

生徒が知的好奇心や感受性を働かせながら表現することができるよう配慮さ

れている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 各教材の学習内容が明確に示され、それに即した活動の具体的な手立てやヒ

ント等が分かりやすく理解できるよう適切に配慮されている。 

(2) 「深めよう！音楽」では、具体的な手順とキャラクターによる吹き出しによ

って学習の取り組み方が分かりやすく示され、主体的・対話的で深い学びを

引き出せるよう工夫されている。 

(3) 鑑賞では、指揮やリズム打ち、伝統的な歌唱を謡う等の体験的な活動を取り

入れることで、生徒が実感や親しみをもって学習を進められるよう工夫され

ている。  

(4) 創作では、図形楽譜や吹き出しで活動の手順を丁寧に示し、生徒が無理なく

段階的に学習に取り組めるよう配慮されている。 

(5) 音楽活動の写真やイラストは生徒の感性に即したものが多様に掲載され、音

楽的感覚の育成や知識理解、学習活動の手助けとなるよう工夫されている。 

(6) 楽曲から知覚・感受したことや、自分の考えを教科書に書き込むことができ、

整理しながら学習を進めることができるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色  楽曲と学習する内容との関係が分かりやすく示されており、生徒が見通しをも

って学習することができるよう適切に工夫されている。 

 生活や社会の中の音や音楽、音楽文化との関わりや、我が国や郷土の伝統音楽

についてのページが充実しており、音楽文化と豊かに関わっていく態度を養う

ことができるよう工夫されている。 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
教育出版（音楽のおくりもの 器楽） 

１ 教科の目標からの

配慮 
 ページごとに学びの目標が端的に示され、表現に必要な技能についてねらい

をしぼって学習することができるよう配慮されている。 

 技能の習得だけでなく、様々な楽器の特徴を理解したり比較したりするペー

ジがあり、器楽を窓口に幅広い学びができるよう配慮されている。 

 導入では、音楽家の言葉や写真を用いて興味・関心を高め、音楽表現のおも

しろさを感じさせるよう工夫されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

   

本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) リコーダーでは、段階的に教材が配置されるなど、基礎的な奏法から難易

度の高い曲へと技能に応じて学習できるよう配慮されている。 

(2) 難易度が同程度の曲や聴き慣れた曲を配置して、生徒が意欲的に学習でき

るよう配慮されている。 

(3) 「何が同じで、何が違う」「話し合おう」「音のスケッチ」等のわかりやす

い記述や効果的なアイコンが示されており、生徒が協働的に活動できるよ

う配慮されている。 

(4) アンサンブルや創作等の様々な楽器を使った活動や、ポピュラーソングの

掲載等、多様な音楽活動ができるよう工夫されている。 

(5) 運指や楽器の構え方、息の使い方などが写真で鮮明に示されており、生徒

が参考にしながら学習に取り組めるよう工夫されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) リコーダーでは、基本的な内容にページ数が割かれ、演奏の仕方を習得す

ることができるよう工夫されている。また、後半の「Let’s try!」では習得

した技能を生かして、発展的な学習ができるよう工夫されている。 

(2) 三味線では鑑賞分野の「勧進帳」が演奏教材として扱われる等、他分野・

他領域との関連を図れるよう工夫されている。 

(3) 発展的な学習として「吹く楽器の仲間たち」等、日本や世界の楽器の特徴

について比較する活動が位置づけられ、音楽的な見方・考え方を働かせな

がら学びを深められるよう工夫されている。 

(4) リコーダーの学習ではソプラノリコーダーとアルトリコーダーの両方の運

指が載せられ、どちらの楽器でも学習に取り組めるよう配慮されている。 

(5) 特に重要な部分は写真の中に○で示されたり、注意書きが書かれたりして、

学習活動に応じて利用できるよう工夫されている。 

(6) 各題材の最後にある「まとめの曲」において、学習のポイントを評価の観

点として自己評価しながら演奏し、学習のまとめをすることができるよう

工夫されている。 

４ 全体的な特色 ・他の楽器や民族音楽、創作・鑑賞など他分野の教材と比較する活動が多く配

置されており、一つの教材にとどまらず、多様な音楽を関連させて学ぶこと

ができるよう工夫されている。 

・まなびソングのコーナーでは、QR コードからインターネットに接続し、家庭

学習に役立てることができるよう工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

      発行者名 

採択基準 
教育芸術社（中学生の器楽） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 器楽分野の学習や、楽器を使った創作分野の題材等が配置され、創意工夫を

生かした表現ができるよう適切に配慮されている。 

 各楽器の演奏準備、奏法が詳細に示され、音楽表現をするために必要な技能

を段階的に身につけられるよう適切に配慮されている。 

 弦楽器、打楽器、管楽器の分野が多面的に配置されており、音楽に関する興

味・関心を効果的に高められるよう大変工夫されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文，見出し， 

  設問，提示文等 

  の表現，さし絵， 

  写真，図表，配 

  色，コントラス 

  ト等 

 

(1) 小学校学習指導要領の学習内容との系統性が確保されており、発達段階に

応じて学習ができるよう曲の配置が工夫されている。 

(2) 楽器の奏法などについて適切な文章とイラスト、写真を用いて解説されて

おり、生徒が意欲的に器楽学習へ取り組めるよう適切に配慮されている。 

(3) 「深めよう！音楽」のコーナーでは、さらに音楽の表現の工夫や、発展の

例を載せ、言語活動を充実させながら主体的・創造的な音楽活動ができる

よう工夫されている。 

(4) 様々な楽曲が使われており、鑑賞と表現を一体化させながら、多様な音楽

活動ができるよう適切に配慮されている。 

(5) 楽器の仕組みや図、奏法が詳しく書かれており、生徒が具体的なイメージ

をもちながら主体的に取り組めるよう工夫されている。 

３ 学習指導への配慮 

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 楽曲の難易度が、徐々に上がるような教材配列がされており、生徒が無理

なく系統的に学ぶことができるよう大変工夫されている。 

(2) 各楽器の導入ページでは、その楽器の鑑賞曲が掲載されており、学んだこ

とを器楽表現に生かせるよう大変工夫されている。 

(3) 「アンサンブルセミナー」で発展的な内容を扱い、主体的に多様な音楽活

動が体験できるよう適切に配慮されている。 

(4) 全ての楽曲で、アルトリコーダーとソプラノリコーダーの両方の楽譜が掲

載されており、弾力的に吹き分けることができるように工夫されている。 

(5) ギターコード表や打楽器の奏法等、挿絵・図表・写真が鮮明で、視覚的に

わかりやすく理解できるよう工夫されている。 

(6) 学習問題や「演奏のポイント」「練習のポイント」等が具体的に書かれ、授

業の振り返りで自己評価しやすいよう適切に配慮されている。 

４ 全体的な特色  「音楽を形づくっている要素」を窓口とした学習を軸として、歌唱や創作・

鑑賞での学びが生かされるよう構成され，深い学びができるよう適切に配慮

されている。 

 演奏家の写真やメッセージに加え、演奏している場面を実際に掲載すること

で、生徒が楽器に興味をもったり、生活や社会における音楽の役割を意識し

たりしながら学習できるよう工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス，関連性 

・連続性，個に応じ 

た指導，まとめと評 

価 
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光 村 図 書

日 本 文 教 出 版

美　　術
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
開隆堂（美術） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 題材ごとに学習の目標及びポイントが示されているため、明確な目標をも

ち、学習を進めていけるよう配慮されている。 

 実際に、生徒が制作をしている様子や、用具・道具の使用の様子が写真で掲

載されており、活動がより身近になるように配慮されている。 

 社会生活の中の美術や美術文化が紹介され、美術を愛好し、心豊かな生活に

関心が持てるよう配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 題材の中に、様々な種類の作品例が掲載されており、個に応じた表現がで

きるよう適切に配慮されている。 

(2) 制作ページに、QRコードがついており、教科書に掲載されている作品以外

の生徒作品を見ることができ、完成のイメージをもちながら制作に向かい

やすくなるよう工夫されている。 

(3) 作品例には、作者の言葉や作品の解説が書かれており、興味をもち主体的

対話的な制作を進めていけるよう工夫されている。 

(4) 安全面で配慮すべき活動に「！マーク」が示され、写真やイラストで用具

や道具の安全な使い方が分かるよう適切に配慮されている。 

(5) 原寸大の作品資料が掲載され、細かな表現まで分かるよう配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 巻頭には小学校図画工作から美術への質的変化が「図工から美術へ」や「学

びの地図」として表され、領域ごとに学びの目的や意義が示されており、

系統的・連続的に学習できるように題材配列されている。 

(2) 題材ごとに鑑賞のページが配置されており、表現を広げたり他者の作品の

よさに気付いたりできるよう工夫されている。 

(3) 各題材の学びが深まるように「学習のポイント」が示され、話し合い活動

を通して、発想や構想を広げたり、問題を解決したりしながら学習を進め

ていけるよう配慮されている。 

(4) 巻末に「学びの資料」として、技法・技術や材料、用具などについてまと

め、主体的に思いを表現するための知識と技能の習得の保障となるよう適

切に配置されている。 

(5) 立体作品を様々な方向から写した図版が掲載され、ものの動きや全体と各

部のつながりが示されていたり、web コンテンツの閲覧を通して、個に応

じた表現を支援できるよう適切に配置されている。 

(6) 各題材の始めに３観点に関連させた学習の目標が「知・思・学」の文字で

示され、教師が観点ごとに評価がしやすくなるように工夫されている。 

４ 全体的な特色  中学校美術の全体像、表現と鑑賞の意義、各題材の目標など、興味や関心を

もって学びやすいように整理され、構成されている。 

 作品例や写真が豊富に使われており、作者の言葉からイメージを広げたり興

味をもったりできるよう工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
光村図書（美術） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 制作の過程で、学習カードが順を追って示されており、生徒が個々に発想や

構想を広げるための参考になるよう配慮されている。 

 巻末に多様な表現や、道具・制作の手順が掲載され、生徒が知識及び技能を

習得する手助けとなるよう配慮されている。 

 作家や生徒の言葉から、美術を愛好し、学んだことを今後の人生や社会に生

かそうとする態度を養えるよう配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 造形的・技能的な方法などが詳しく示され、技法の面などで参考になるよ

う配慮されている。 

(2) 発想構想の段階では、多様な手立てを写真で示し、生徒による制作過程を

「みんなの工夫」として紹介し、生徒がイメージを膨らませ、見通しをも

って制作を進められるよう適切に工夫されている。 

(3) 各題材の最初に鑑賞が位置付けられており、題材の導入に活用できるよう

配慮されている。また、鑑賞作品が複数掲載されているページが多く、比

較しながら鑑賞できるよう工夫されている。 

(4) 巻末に「学習を支える資料」として、用具の使い方を写真や図で示し、注

意すべきところを黄色い枠で囲うなど、安全性への配慮がされている。 

(5) 目標、鑑賞、表現ごとに配置や構成が統一されており、見やすさの工夫が

されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 巻末の「学習を支える資料」に、題材に関連した内容が多方面にわたって

示されており、多くの情報を入手することができるので、自分なりの表現

のための資料が得やすい工夫がされている。 

(2) 各題材において、生徒作品の写真が多く掲載されており、鑑賞→表現→鑑

賞の展開で、学びが振り返られるように配置されている。 

(3) 表現のページには「みんなの工夫」として、生徒の言葉や考えの道筋、手

順が分かりやすく書かれているため、主題や表現方法について主体的に考

え、相互に関わり合いながら、制作を進めていけるよう工夫されている。 

(4) 巻末に学習を支える資料として、様々な表現方法が掲載されており、生徒

が自分のイメージに合った表現をするために必要な技法や技術、材料、用

具に関する資料や解説が適切に配置されている。 

(5) 立体作品や映像作品など、写真だけでは良さが伝わりにくい作品について、

webコンテンツを用いて生徒が実感を伴って学べるよう工夫されている。 

(6) 各題材に目標が示されており、まとめの鑑賞で目標に示されたことを振り

返って考えられるように工夫されている。 

４ 全体的な特色 ・生徒の制作過程が随所に掲載され、技法を中心とした基礎、基本の知識・技

能を習得しやすい工夫がされている 

・鑑賞や表現の資料を適切に配置することで、教師が授業の流れを作りやすい

ように工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
日本文教出版（美術） 

１ 教科の目標からの 

配慮 

 多くの作品や写真、作者の言葉から、見方や感じ方を広げて、造形活動ができ

るよう配慮されている。 

 様々な分野の著名人と美術との関係を表した文章が掲載され、美術の学習が生

活の中で生きることを生徒に伝え、美術を愛好する心情を育てていくための配

慮がされている。 

 全ての題材の「学びの目標」には、つけたい力に向かうためにどんな観点から

工夫したり考えたりすればよいかが書かれているので、各題材に取り組む上で

具体的な目標を立てやすく、評価もしやすい。 

２ 生徒の学習活動へ 

の配慮 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) 様々な表現法、材料、技法による作品が紹介され、個人に合わせて表現方法

を選択できるように適切に配置されている。 

(2) 生徒作品に、作者の思いやアイディアスケッチ、制作過程などが掲載され、

具体的にイメージを膨らませる様子を示し、どの生徒も安心して造形活動に

取り組めるよう大変適切に構成されている。 

(3) 学習を深めたり気づいたりしてほしい点を「造形の視点」として示し、主体

的な想像・対話が生まれるよう大変適切に配置されている。 

(4) 注意事項を具体的に写真で示し、視覚的に理解できるように配慮されている。 

(5) ページや見出しなど統一感を大切にし、UD フォントを使用したり、美術作

品を原寸大に近い大きさで掲載し、色味も実物に近い印刷がされており、ど

の生徒にも見やすいように配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 生徒作品から、伝統文化、現代美術まで幅広く取り上げられ、社会の中での

美術に気づき、興味関心を広げられるよう大変適切に構成されている。 

(2) 表現と鑑賞が一体となった題材があり、制作のどの場面でも表現・鑑賞を相

互に関連させた指導が可能である。 

(3) 題材ごと「造形的な視点」を設定することで、主体的に学習に取り組む態度

を育みながら、感性や想像力を働かせ、形や色彩、材料や光などに着目でき

るよう大変適切に構成されている。 

(4) 各巻末に「学びを支える資料」として、題材に応じた技法、技術や材料、用

具に関する資料が掲載され、制作に対する主題や思いを具体的に表現できる

よう適切に配慮されている。 

(5) 大きく、鮮やかな色彩の図版や写真が多い。一つの表現方法にとらわれず、

絵画やアニメ・写真・ポスター・建築物・生徒作品など、多面的に作品が紹

介され、生徒の興味関心を引き出し、個に応じた表現方法を選択できるよう

大変適切に示されている。 

(6) 「学びの目標」に３観点に合わせた目標が明示されており、生徒自身が表現

活動の振り返りをしやすいように工夫されている。また、教師が観点ごとに

評価しやすくなるよう適切に示されている。 

４ 全体的な特色  どの学年で何を学ぶかという観点に即し、３冊構成になっており、大きな図版

を用いることで、生徒が興味をもって主体的に学べるように工夫されている。 

 各題材で生徒の思いを位置付けた導入や、「作者の言葉」で作者の思いを掲載

することなど、制作に対する生徒の思いを大切にし、主体的に取り組めるよう

工夫されている。 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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東 京 書 籍

大 日 本 図 書

大 修 館 書 店

学 研 教 育 み ら い

保健体育
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
東京書籍（新しい保健体育） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 知識の習得を促す様々な関連付けや、技能に関する実習を映像で確認できる

デジタルコンテンツがとても使いやすく工夫されている。 

 「見つける→学習課題→課題の解決→広げる」の４つの段階で構成され、思

考力、判断力、表現力等を育成することができるよう工夫されている。 

 学習したことを自他の生活に置き換えて考える活動が設けられ、さらなる学

びへの意欲を喚起できるよう工夫されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) すべての学習内容において「見つける→学習課題→課題の解決→広げる｣の

４段階で学習が深められるよう、１時間の構成が大変分かりやすく工夫さ

れている。 

(2) デジタルコンテンツへのアクセスが容易で活用しやすく、学習者の経験や

知識の差を視覚的に体感して補えるよう工夫されている。  

(3) 保健体育と他教科との関連を示すマークを設け、他教科での既習事項を想

起し、学びへの意欲を高めたり、発展的に学習を深めたりできるよう大変

配慮されている。 

(4) 本文中に太字で示された「キーワード」の解説が巻末にまとめられており、

生徒が自ら知識を広げたり定着させたりするのに工夫されている。 

(5) 本文が見開きの中央、補足資料がその外側という配置にほぼ統一されてお

り、読みやすくなっている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 章扉に、その章の学習に関連する小学校および高校の学習内容を明記し、

小・中・高の順に学習の系統性が明確に示されている。 

(2) 各章ごとに道徳の内容項目との関連が示されるとともに、他教科や口絵と

の関連が示され、また、内容にかかわる偉人の紹介があるなど工夫されて

いる。 

(3) デジタルコンテンツが単元ごとにまとまっていて、本文中の D マークで示

されていることで関連資料がとても使いやすく、多様な学習方法によって

様々な見方、考え方を引き出すことができるよう大変工夫されている。 

(4) 実践的な問題解決を図る問題を設けて、身につけた知識を使って考えたり、

「性の多様性」等、今日的な教育課題への対応を盛り込んで、生活に直結

した課題について考えて知識を身につけたりできるよう大変配慮されてい

る。 

(5) 資料と関連付けて学習することで知識の定着が図られるよう、関係本文の

脇に資料が配置されていたり、キャラクターによる説明や問いかけなどに

より、学習課題に関心を寄せたりできるようになっている。 

(6) 各章末に、知識の習得を確認する問題と知識を活用して考える問題を設け、

まとめの観点が明確になるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色  「見つける」で、身近な生活や経験の中から学習課題を自分事として捉え、

追究できるよう、学習の導入が工夫されている。 

 デジタルコンテンツが充実していることにより、ICTを活用した学習方法に

おいて学習の理解を深められるよう大変工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
大日本図書（中学校 保健体育） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 「キーワード」（各小単元）「重要な言葉」(各章)があり、学習の内容を振り

返ることができ、知識の定着を図れるようになっている。 

 「つかもう」⇒「○○してみよう」⇒「活用して深めよう」の一連の流れが

設定され、思考力・判断力・表現力を育成できるようになっている。 

 学習した内容を、自分の生活の場面で活用する方法を考えるなど理解をより

深めたり実践力を高めたりすることができるようになっている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 内容・分量は精選され、さらに学習を深めるための「ミニ知識」や、章末

の資料が提示され、個々に知識の定着、深化ができるよう配慮されている。 

(2) 導入の発問が端的で生徒が実体験を想起しやすく、興味をもって学習に向

かえる。トピックスの項目で興味関心を引き出せる工夫がされている。 

(3) 「家庭」「地域」など実生活との連携が図れるように配慮されている。「リ

ンク」の見出しで各分野、他教科との関連が分かるように配慮されている。 

(4) 重要語句を太字で表示したり、資料は本文との関わりをわかりやすく示し

たりと、流れがわかりやすいよう工夫されている。 

(5) 左頁に本文、右頁に関連資料を配置、単語の途中で改行しない（１学年）、

色覚の違いに対応した色使い（UD カラー）、UD フォントの使用など、多

くの生徒が読みやすいよう配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 各章扉で、小中高の学習内容が矢印で関連付けて明記されていて、各項目

の学習内容の系統化、学びの連続性がわかるよう工夫されている。 

(2) 保健分野、体育分野で関連した項目を「リンク」マークで示し、各単元や

他教科との関連を図ることができるよう工夫されている。 

(3) 各小単元で「導入」・「主体的な活動」・「まとめのしかた」が明確に示され

ており、生徒同士が主体的に相互にかかわりながら学習を進めることがで

き、思考力・判断力・表現力等が育成できるよう工夫されている。 

(4) 各小単元に「キーワード」、章末に「重要な言葉」、Web 上にまとめ問題が

準備されており、知識の定着がしやすいようになっている。 

(5) 左頁の本文を裏付ける資料が右ページに項目ごとに掲載され、誰にでも見

やすいような配置がされている。 

(6) 章末の「学びを活かそう」を用いて、学んだ知識を実生活に活用できるよ

うな活動が位置づけられ、学びが深められるようになっている。 

４ 全体的な特色  左に本文、右に資料が分けて提示され、学習内容を整理しながら進めていく

ことができるよう工夫されている。 

 右頁上にある「○○してみよう」、章末の「学びを活かそう」は、生徒の主

体的な学びを進めることができ、知識の定着だけではなく、思考力・判断力・

表現力も高められるよう工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
大修館書店（最新中学校保健体育） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 学習課題、重要点を明確化し、イラストや写真、見やすい図表で本文を捕捉

しながら理解の定着を図ることができるよう工夫されている。 

 友達との話し合い活動やアドバイスをする活動を取り入れ、思考力、判断力、

表現力等を育成できるよう工夫されている。 

 中学生の興味関心の高い話題や心に響く事例などを示し、生徒が見通しをも

って学習を進められるよう工夫されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 項目の基本段落ごとに、要点や重要概念が見出しに掲げられ、見通しが持

ちやすく、文章が端的にまとめられ思考が整理されやすくなるよう大変配

慮されている。 

(2) 各項目の冒頭に学習の動機付けになる発問があり、学びを深めたり、広げ

たりするためのクローズアップやコラム、Web 保体情報館（動画）を設け

るなど、主体的・対話的に学習できるよう工夫されている。 

(3) 他教科との関係をマークで示し、授業導入時につながりを意識して学習が

進められるよう配慮されている。 

(4) 学ぶべき内容を的確に把握しやすくするよう本文見出しが工夫されてい

る。ページ下部の「ほりさげる」で学習内容の深化のために文中の言葉を

詳説するなど工夫されている。 

(5) 見開き２ページを基本として、本文が端的にまとめられ、地色を変えて配

置される構成で統一されており、視覚的に捉えやすいよう配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

 ○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 体育理論、保健分野ともに全ての章扉に小学校、中学校、高等学校の学習

内容が明記され、系統化が図られるようになっている。 

(2) 「課題をつかむ」の下に「関連マーク」を設け、関連する内容を含めて指

導できるよう工夫されている。 

(3) 意見を出し合い、発表する場面を設けている。「実習」では、友達と関わり

合いながら役割分担を決めて学習を進めるなど工夫されている。 

(4) 資料と関連付けて学習することで知識の定着が図られるようになってい

る。 

(5) 資料に地色を敷いて本文との区別がされ、社会との関わりを考えたり、Web

保体情報館で関連資料へアクセスできる仕組みにしたりして深い学びにな

るよう工夫されている。 

(6) 「章のまとめ」で、３つの資質・能力及び学習の振り返りを記入する欄が

設けられ、まとめや評価が明確になるよう工夫されている。 

 

４ 全体的な特色  章扉の写真の吹き出しやイラストから、自分の生活と結びつけながら主体的

に学ぶことができるよう工夫されている。 

 各章、学習項目ともに３ステップ構成になっており、見通しをもって授業に

取り組めるよう工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

61 ページ



調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
学研教育みらい（中学保健体育） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 豊富な資料から知識の定着が図れるよう多面的な関連付けがされており、章

末では、それらの知識を活用する活動ができるように工夫されている。 

 調べたり、話し合ったりして課題を解決する活動が設定され、思考力、判断

力、表現力を育成することができるよう工夫されている。 

 学習の流れが明確で具体的になっており、生徒が見通しを持って主体的に学

ぶことができるように工夫されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) 学習内容がブロック単位のデザインで見やすくなっている。また、１時間

の内容が見開きでまとまり、適切な分量になるように配慮されている。 

(2) 「本文がページの左側」、「資料が右側」の構成で、デジタル教科書でも１

ページが画面におさまって見やすくなるように工夫されている。 

(3) 本文の下部に、学習内容と関連する知識の紹介があり、保健の他分野、体

育分野や実生活などと関連付けて理解を促すように配慮されている。 

(4) 用語の解説は全て赤色の白抜き番号で示され、詳しく知識を理解でき、視

覚的にも捉えやすいようになっている。 

(5) 本文はユニバーサルデザインフォントを使用し、資料にはカラー写真で具

体的な地名、固有名詞を記載し、読みやすく想起しやすい工夫がされてい

る。 

 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 学習内容がわかりやすいように学年別構成になっており、学習指導要領の

配列に基づき「体育理論」→「保健」の順になるように工夫されている。 

(2) 「まとめる・深める」に、課題に応じての「見方・考え方」が示されてお

り、観点を設けて対話的に学ぶことができるよう工夫されている。 

(3) 章末の「もっと広げる・深める」で専門的な知識を、実習的な学習を含め

た多様な学び方で、より深い学びにつながるように工夫されている。 

(4) 今日的課題を意識し、「いじめ（心の健康）」、「性の多様性（LGBT）」、「感

染症問題」に触れ、人権上の配慮について学びがつながるよう大変配慮さ

れている。 

(5) 口絵のカラー写真や説明文では、体育理論の内容への興味や関心を高めら

れ、知識を深めることができるように工夫されている。 

(6) 章のまとめで、項目別の振り返りや、知識の確認のための問題がまとまっ

ており、評価がしやすいようになっている。 

４ 全体的な特色  社会のグローバル化に対応した多面的な資料から、合理的に課題を解決する

力をつけることができるよう工夫されている。 

 すべての学習内容で統一された流れの記述になっており、見通しをもって学

習に臨むことができるよう工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

62 ページ



東 京 書 籍

教 育 図 書

開 隆 堂

技術・家庭（技術分野）
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 

東京書籍（新しい技術・家庭 技術分野 

未来を創る Technology） 
１ 教科の目標からの

配慮 

 ガイダンスや各章の冒頭に、技術の見方・考え方や技術の最適化についての

資料が盛り込まれており、技術の見方・考え方を繰り返し働かせていけるよ

う十分に配慮されている。 

 問題解決のプロセスが各所に図示されており、見通しをもって学習できるよ

う十分配慮されている。 

 各章のまとめに、持続可能な社会の構築について考える内容が具体的に掲載

されており、これからの技術について考えられるよう配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 「リンク」「他教科」「小学校」マークを用いて、教科間・学校種間の連携

が高められるよう配列されており、生徒が既習事項を想起しやすいよう非

常によく配慮されている。 

(2) 生活を実感的にとらえるために「技術のとびら」「技術の匠」「技術の工夫」 

など、興味をもって追究できるよう、題材構成が十分に配慮されている。 

(3) 各編の冒頭には D マークコンテンツが記載されており、その編での学習を

家庭でも予習・復習できるようになっている。また、一部のページでは教

科書 ARが活用できるようになっており、生徒の興味・関心を高めるため、

大変よく工夫されている。 

(4) 実習中の安全な作業の方法や事故防止のポイントを、巻頭に示したり、  

文中に「安全」マークや「衛生」マークで記したりして、安全に作業でき

るよう適切に配慮されている。 

(5) さし絵、写真、図表、配色などが鮮明で見やすく構成されている。本文の

書体は UD フォントを使用している。写真や図を多く用いて製作工程を示

し、製作の流れが詳しく分かるようよく配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 各節の冒頭には、「調べてみよう」「やってみよう」「考えてみよう」等授業

の冒頭で扱いやすい、身近な問題や素材を扱った題材が掲載されており、

生徒が技術の見方・考え方を働かせる場面での指導がしやすい構成となっ

ている。 

(2) 環境に関連する内容には「環境」マークを付し、環境の保全や省エネルギ

ーなどに対応していく態度が身に付くよう適切に配慮されている。 

(3) 活動や問題解決例を多く掲載し、主体的に調べ、協働して比較・検討する

ための発問などを設けている。深い学びのための工夫や、社会との連携を

考えられるよう十分に配慮されている。 

(4) 各編の冒頭には「問題の発見」に関する場面が掲載されており、生活や社

会の中から問題を発見する力を養えるようよく工夫されている。 

(5) さし絵、写真、図表などの内容は適切で、説明やタイトルなどが記述され

ている。伝統的な製作物から新素材や最新の建造物まで、幅広く取り扱う

ことができるよう配慮されている。 

(6) 課題設定の場面の前に、「チェック 技術の見方・考え方」で、技術の見方・

考え方を再確認できるような構成となっている。また、「学習のまとめ」で

知識・技能の確認や考えを深め、生活に生かすためのまとめができるよう

項目や観点が十分に工夫されている。 

４ 全体的な特色  学習指導要領における技術分野の目標を達成するために、考え抜かれた内

容・構成・レイアウトとなっている。 

 今回の改定で新たに加わった部分について、具体的な学習内容を挙げながら

わかりやすく記載されており、授業を展開しやすい内容となっている。 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

64 ページ



調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
教育図書（New 技術・家庭 技術分野 明日を創造する） 

１ 教科の目標からの 

配慮 

 各編共通して、「つくって・育てて学ぼう」、「じっくり学ぼう」、「学びを深めて

生かそう」という３構成で、資質・能力を育むことができるよう配慮されてい

る。 

 設計・計画のページでは、各編共通して手順を４ステップにまとめることで、

問題解決の力を養えるよう配慮されている。 

 各編のまとめで、これまでの学びから技術を評価することを通して、社会の発

展や持続可能な社会の構築と技術を結びつけて考えられるよう配慮されてい

る。 

２ 生徒の学習活動へ 

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 生徒にとって身近なものを主体に題材例が挙げられ、４編共通して系統的にな

るよう適切に配列がなされている。 

(2) 各編の１章のまとめの中で、問題解決のための計画づくりについて言及し、生

活の問題から技術を創造していけるよう題材構成が工夫されている。 

(3) 生徒の興味を引く「資料」が豊富に用意され、生徒が主体的・対話的に追究で

きるよう適切に工夫されている。 

(4) 実習中の安全な作業の方法や事故防止のポイントを、巻頭に示したり、文中に

「安全」マークや「衛生」マークで記したりして、安全に作業できるよう適切

に配慮されている。 

(5) さし絵、写真、図表、配色等が鮮明で、本文の文字が大きく読みやすい。ブロ

ック型プログラムの例示が、実際の画面表示と同じになっており、細かいとこ

ろも見やすい大きさになるよう非常によく工夫されている。また、参考となる

動画などがQRコードで示されるなど、よく工夫されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 関連のある学習を「リンク」マークで示し、他教科や小学校との連携が図れる

よう適切に配慮されている。 

(2) 資料に「環境」マークや「共生」マークを配し、環境問題に意識を高め、持続

可能な社会の構築へ向かう態度が身に付くよう適切に配慮されている。 

(3) 各編共通して生活の中から技術を見つけ、問題解決のために技術の見方・考え

方を働かせられるよう、１章から３（４）章までの流れがよく工夫されている。 

(4) 各編の学習の流れが、既存の技術の理解、技術による問題解決、社会の発展と

技術という流れとなっており、各編のまとめでは技術の活用方法について考え

られるようよく工夫されている。 

(5) さし絵、写真、図表、配色等は適切で、資料の量が多く、説明が必要な用語の

多くをカバーするなど非常によく工夫されている。「スゴ技」や「技ヒト」で

最新技術や現在活躍している技術者の話に触れられるよう工夫されている。 

(6) 各編の１章、２章の終わりにまとめのページが配置され、各編の終わりには３

つの観点毎にまとめ問題が配置されており、学習した内容を確認することがで

きるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色  資料が豊富で題材例も多く、問題解決のための活動のイメージがしやすくなる

ようよく工夫されている。 

 あらかじめ、全領域の設計・計画表が巻末に用意されており、３年間にわたっ

て系統的に問題解決の学習ができるようよく工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

65 ページ



調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 

開隆堂（技術・家庭 技術分野  

テクノロジーに希望をのせて） 
１ 教科の目標からの

配慮 

 「知識及び理解」「思考力、判断力、表現力」「学びに向かう力、人間性等」

の視点から学習目標や指導方法、内容構成が整理できるよう配慮されてい

る。 

 「光と影」や「最適解」等の意味が理解でき、自分の生活や社会をよりよく

し、持続可能な社会の構築について考えられるよう配慮されている。 

 基礎と応用及び発展と参考を整理して、系統的に構成していることで、理解

しやすいよう適切に配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) 「生活や社会を支える技術」「技術による問題解決」「これからの技術」の

３要素に沿って系統的になるよう大変適切に配列されている。 

(2) 身近な生活の問題から、生活を工夫し創造できるように、各内容の題材構

成が「調べてみよう」「考えてみよう」「話し合ってみよう」となっており、

内容の最後には「コラム」を用いて学びが深まるよう適切に工夫されてい

る。 

(3) 生徒が興味・関心をもって追究し、生活を実感的にとらえられるように、「参

考」「探求」「豆知識」などが大変適切に記されている。 

(4) 実習中の安全な作業の方法や事故防止のポイントを「安全」マークで記し、

生徒が安全に作業できるよう配慮されている。 

(5) さし絵、写真、図表、配色、コントラスト等が鮮明で、生徒にとって読み

やすいように本文の書体は UD フォントを使用しており、字間を調整して

単語の途中で改行がされないよう適切に工夫されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 各内容の扉に「小学校との関連」「中学校他教科との関連」があり、関連す

る他教科との連携が図れるようよく配慮されている。 

(2) 生活を社会と関連付け、社会変化への対応ができるように、「環境」マーク

を記して環境意識を高めることや、「トレードオフ」マークを記して、技術

の最適化を考えられるよう非常によく配慮されている。 

(3) 各内容で技術の見方・考え方に気付き、技術の見方・考え方を働かせ、定

着するという学習の流れを積み重ねることで、主体的・対話的で深い学び

につながる授業展開ができるよう非常によく工夫されている。 

(4) 「実験」「課題」を適所に配置し、深い学びになっていくような配慮や社会

との連携を考えられるようよく工夫されている。 

(5) さし絵、写真、図表等の内容は適切で説明やタイトルなどが記述されてい

る。また、各地の伝統的な工芸や新技術等も幅広く取り扱えるようよく配

慮されている。 

(6) 各内容の終わりには「学習のまとめ」を設け、項目にチェックをすること

で、科学的な原理・法則の理解、技術のしくみ、工夫の自己評価ができ、

学びを深める発展的なまとめができるよう適切に工夫されている。 

４ 全体的な特色  実習例が幅広く取り上げられており、広い範囲で技術による問題解決の学習

が取り扱えるようよく配慮されている。 

 各内容の扉では「技術の歴史」が記されており、技術に興味をもって学習が

進められるようよく工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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東 京 書 籍

教 育 図 書

開 隆 堂

技術・家庭（家庭分野）
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 

東京書籍（新しい技術・家庭 家庭分野 

自立と共生を目指して） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 実践的・体験的な活動を通して、基礎的な知識及び技能を身に付けられるよ

う配慮されている。 

 問題解決的な学習の流れを繰り返すことで、生活の中の課題を解決する力を

育てられるようよく配慮されている。 

 ガイダンスや各編の導入で、生活の営みに係る見方・考え方を例示し、各編

末に持続可能な社会の構築に向けた学習を取り入れ、生活を工夫し創造しよ

うとする実践的な態度を育てられるよう大いに配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 衣食住の身近な内容を前半に配置し、小学校での学習内容を生かし、発展

的な学習ができるように題材が適切に配列されている。 

(2) 「話し合ってみよう」「活動」を設け、身近な問題を提示し、「まとめてみ

よう」「生活に生かそう」で生活を工夫し創造するような題材構成になるよ

う配慮されている。 

(3) 学習冒頭の実践的・体験的な活動を通して、生徒が興味・関心をもって追

究し、家庭生活を実感的に捉えられるよう配慮されている。 

(4) 巻頭の「実習を楽しく安全に進めよう」や「いつもたしかめよう」、各内容

実習例に「安全マーク」や「衛生マーク」を付け、安全面や衛生面への注

意が喚起されるよう配慮されている。食物アレルギーの情報や対処法が「リ

ンク」で示され、安全面に配慮されている。 

(5) 各内容や説明に関連した鮮明な実物大写真、折り込み頁、図表やイラスト

が豊富で、巻末の防災・減災手帳で生徒の内容理解や学ぶ意欲を高めるよ

うよく配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 各編の導入において生活の営みに係る見方・考え方をキーワードで例示し、

それらを働かせて問題解決に取り組めるよう大いに配慮されている。 

(2) 各編の「資料」の図表や「プロに聞く」など、身近な生活の問題や地域の

行事等で活用できるよう配慮されている。 

(3) 各章の始めに例を示し、実践的・体験的な活動を通して、主体的・対話的

に学習できるようよく工夫されている。 

(4) 「やってみよう」「考えてみよう」で個別や集団で課題を追究し、「活動」

で家庭実践に発展できるようよく配慮されている。 

(5) 内容に焦点化したさし絵、写真、図表等で、生徒が興味・関心をもって生

活の課題を考えられるようよく配慮されている。 

(6) 各章末では、「まとめよう」「自己評価」のスモールステップで振り返り、

学習内容の定着や生活への発展が図れるよう大いに配慮されている。 

４ 全体的な特色  各編扉では、ガイダンスで学習した「家族・家庭の基本的な機能」や「生活

の営みに係る見方・考え方」の例を示し、学習内容との関連が明確になるよ

うよく工夫されている。 

 生活の実践に必要な基礎的技能を「いつも確かめよう」で繰り返し確認し、

身に付けられるようよく配慮されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 

教育図書（New 技術・家庭 家庭分野 

くらしを創造する） 
１ 教科の目標からの

配慮 

 実践的・体験的な活動を通して、生活に必要な基礎的な知識及び技能を身に

付けられるよう配慮されている。 

 問題解決的な学習の流れを繰り返すことで、生活の中の課題を解決する力を

育てられるようよく配慮されている。 

 豊富なバリエーションの取り組みやすい題材や持続可能な社会の構築につ

いての視点を取り上げ、生活を工夫し創造しようとする実践的な態度を育て

られるようよく配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 実践的・体験的なワークを多数取り上げ、生徒の発達段階や生活実態等に

配慮できるように題材が配列されている。 

(2) 各章の導入で身近な生活にふれ、学習活動の場面で「見つめる」「学ぶ」「ふ

り返る」の流れで、生活を工夫し創造できる題材構成になるよう配慮され

ている。 

(3) 「考えてみよう」「話し合ってみよう」の実践的・体験的な活動を通して、

生徒が興味・関心をもって追究し、家庭生活を実感的に捉えられるよう配

慮されている。 

(4) 巻頭の「実習は安全に取り組もう」、実習例の「安全マーク」「衛生マーク」、

欄外の「食物アレルギーへの対応」で安全や衛生への注意が喚起されてい

る。 

(5) 内容や説明に関連したわかりやすい写真、折り込み頁、図表やイラストが

豊富なうえ、巻末のシールなど、生徒の内容理解や学ぶ意欲を十分に高め

るよう適切に配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 「やってみよう」「学びを生かそう」で身に付けた知識・技能を関連付けて

活用し、問題解決的な学習となるよう配慮されている。 

(2) 印象的な写真やわかりやすい図、「センパイに聞こう」で現代社会の課題を

取り上げ、家庭生活や地域の行事等に関連付けられるよう配慮されている。 

(3) 各題材の「見つめる」で中学生の生活の１コマを取り上げることで、生活

の営みに係る見方・考え方を示し、「学びを生かそう」で生徒が課題を選択

して主体的・対話的に取り組めるようよく工夫されている。 

(4) 「自立度チェック」「考えてみよう」で個別や集団で課題を追究し、「学び

を生かそう」で家庭実践に発展できるようよく配慮されている。 

(5) 視覚的な資料が豊富に掲載され、生徒が興味・関心をもって生活の課題を

考えられるようよく配慮されている。 

(6) 各章の「ふり返る」で身に付いた知識・技能を確認し、章末の「学習の振

り返り」で資質・能力の三つの柱に対応した観点に沿って評価でき、学習

内容の定着や生活への発展が図れるようよく配慮されている。 

４ 全体的な特色  「考えてみよう」などのワークが多数掲載され主体的・対話的で深い学びの

実現に向けよく工夫されている。 

 「学びを生かそう」「生活の課題と実践」などで学習過程を意識した実践を

繰り返し、課題を解決する力が付くようよく配慮されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 

開隆堂（技術・家庭 家庭分野 

生活の土台 自立と共生） 
１ 教科の目標からの

配慮 

 実践的・体験的な活動を通して、生活に必要な基礎的な知識及び技能を身に

付けられるよう配慮されている。 

 問題解決的な学習の流れを繰り返すことで、生活の中の課題を解決する力を

育てられるようよく配慮されている。 

 身に付けた知識及び技能を生かし、家庭や地域に目を向け持続可能な生活を

工夫し創造しようとする実践的な態度を育てられるようよく配慮されてい

る。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 地域や社会との関連やこれまでとこれからと、他の教科を関連させて、総

合的に学び、それらを生活に生かし、持続可能な社会の構築に向かうよう

題材が配列されている。 

(2) 「わたしの興味・関心」で自分の問題意識や課題を見つけ、「導入課題」「小

課題」「ふり返り」「生活にいかそう」「課題実践」への流れで、生活を工夫

し創造するような題材構成になるよう配慮されている。 

(3) 「やってみよう」にある実践的・体験的な活動を通して、生徒が興味・関

心をもって追究し、家庭生活を実感的に捉えられるように配慮されている。 

(4) 調理や製作等の安全に関わる基礎・基本や、各内容実習例に「安全マーク」

「衛生マーク」を付け、安全面や衛生面への注意喚起されるよう配慮され

ている。調理の材料については、食物アレルギー物質を含む食品が分かり

やすく示されており、注意喚起されるようよく配慮されている。 

(5) 各内容や説明に関連した鮮明な実物大写真、折り込み頁、図表やイラスト

が豊富で、生徒の内容理解や学ぶ意欲を高めるよう配慮されている。また、

１つの単語が行をまたがないように改行の部分についてよく配慮され読み

やすくなっている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

(1) 各題材や教科書全体を通して、家庭の機能や自立と共生、生活の営みに係

る見方・考え方を関連付けた学習となるようよく配慮されている。 

(2) 「先輩からのエール」や具体的な活動例、「生活にいかそう」で家庭生活や

地域の行事等で活用できるように配慮されている。 

(3) 家族・家庭生活では、協力や協働の視点をもてるような資料や「やってみ

よう」などの活動があり、また、各内容についても生活の営みに係る見方・

考え方の視点がもてるように大変よく工夫されている。 

(4) 「やってみよう」「考えてみよう」で個別や集団で課題を追究し、「生活で

いかそう」で家庭実践に発展できるようよく配慮されている。 

(5) さし絵、写真、図表等の内容を活用して課題解決につなげたり、現代的な

生活の課題を考えたりできるようによく配慮されている。 

(6) 小題材ごとの「ふりかえり」「生活にいかそう」を設け、自分の言葉で考え、

「学習のまとめ」学習内容の定着や生活への発展が図れるようよく配慮さ

れている。 

４ 全体的な特色  各内容の最後に、持続可能な社会の構築の項目を設け、課題を理解し、主体

的に考え行動できるように内容がよく工夫されている。 

 各内容のまとまりごとに、「生活にいかそう」で学んだことを生徒の身近な

課題にすぐに生かせるようよく配慮されている。 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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東 京 書 籍

開 隆 堂

三 省 堂

教 育 出 版

光 村 図 書

啓 林 館

外 国 語
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

      発行者名 

採択基準 
東京書籍（NEW HORIZON English Course） 

１ 教科の目標からの 

配慮 

 文法や語彙などの理解を促し、活用する技能を身に付けるような言語活動の配慮

が適切になされている。 

 各単元で明確な場面設定がされており、目的・場面・状況などに応じて様々な話

題について伝え合う言語活動の配慮が適切になされている。 

 外国語の背景にある文化の理解を深め、相手意識を持ってコミュニケーションを

図ろうとする態度が育成されるよう、適切に構成されている。 

２ 生徒の学習活動へ 

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 小学校の既習表現が見やすく示されている。初期のUnit の工夫や索引等、中学

の学びへ段階的にスムーズに統合していく工夫がなされている。 

(2) 場面や状況等題材が豊富で、身近な話題や社会的な話題について、自分の気持ち

や考えを話したり書いたりして表現する活動がもりこまれている。 

(3) 伝統や文化・自然など様々な観点から興味深い題材を網羅し、生徒が世界や自国

文化、社会的な話題に関心を寄せつつ、対話的な活動で言語習得ができるように

構成されている。 

(4) Unit 途中の Mini Activity で基本表現による対話活動に取り組み、Unit 

Activity でまとめとして４技能を統合した活動をし、学期末のStage Activity に

より多彩な形式と題材で、系統的な活動を積み上げられる。   

(5) A4 版を採用し文やイラスト等が豊富に配置されている。美しい写真やイラスト

で生徒の関心を高められる。示されている新出文法の機能や文化的説明が豊富で

自主学習にも役立つ。語彙、状況説明、発音が丁寧に表記されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 小学校での学びを生かして、丁寧に中学校の活動につなぐように構成され、１年

の導入期は聞く、話す活動を中心に行うよう工夫されている。 

(2) 言語材料が定着するように「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」の

４技能を意識して活動が設定されている。Let's Talkでは日常会話に特化して、

場面に即した言語材料が適切に扱われている。 

(3) リスニングや映像を用いて目的・場面・状況に応じた新表現の使われ方をわかり

やすく導入し、本文の大まかな概要を把握した上で、自己表現につなげるという

段階を追った指導展開がなされている。 

(4) Unit の扉で言語の使用場面を意識した Goal を明示することで「単元を貫く問

い」を設定すると共に、単元末に再び同じ問いを載せ、言語活動の振り返りを促

すことが容易である。 

(5) 本文の内容理解の補助になる図や写真がふんだんに挿入されており、生徒の聞く

活動、読む活動を仕組むうえで理解する力を育むよう配慮されている。 

(6) 巻頭における年間を通した各ユニットの学習内容、巻末の can-do リストによ

り、生徒に学習の見通しを持たせ、各領域で身に着けたい力について自己評価を

促せるよう適切に配慮されている。  

４ 全体的な特色  小学校で扱った全ての表現を Unit1～5 の夏休みまでの範囲で再度扱い、「聞く」

「話す」活動から「読む」「書く」活動へつなげやすいように編集されている。小

学校で学習した内容は見てすぐわかるように明示されている。 

 全体を通じてnativeがよく使う会話表現がふんだんに使われている。触れる英語

の量、活動が豊富で「使える英語」が意識されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
開隆堂（SUNSHINE ENGLISH COURSE） 

１ 教科の目標からの 

配慮 

 新出表現の理解や技能を総合的に身に付けることを促すように言語活動が配置さ

れ、身についた技能を活用しやすく工夫されている。 

 単元で扱われている題材内容について思考し、情報を整理して自分の考えや気持

ちを発信する活動が設定されている。 

 主体的にコミュニケーションを図る態度の育成に向けて、文化を学び、相手を意

識して発信する言語活動が工夫されている。 

２ 生徒の学習活動へ 

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) ５領域の基礎が無理なく学習できる適度な分量構成である。Get Ready では小

学校の既習事項を自己表現や対話活動等に取り入れ、中学英語への動機付けが自

然にできるよう工夫されている。 

(2) 各章の新出表現はScenesでまとめて導入している。文法用語と解説は章末「英

語のしくみ」で扱っている。基本表現は読み物の中で提示し文脈での用法理解を

促す。２年までに理解の難しい文法を概ね学び、３年で発展的な力を高められる

よう構成されている。 

(3)  Scenesでの新出表現の導入はユーモラスな漫画で馴染みやすい。Interact では

種々の楽しい活動を通じ発展的な力へ向かう工夫がある。Steps、 Power-Up、 

Our Project では表現力向上の手順と方法が明確に示されている。 

(4) 章末毎の Retell で内容を再現しながら表現力向上を目指すことができる。巻末

資料は簡潔でScenesの対訳は復習に適している。 

(5) 各学年のフォントと行間が見やすく、１年用 UD 字体が美しい。扉、Scenes、 

Speak and Write、 Think に漫画や多彩なイラストが掲載され、生徒に馴染み

のあるキャラクターが登場する。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 新出表現は小学校と同じプロセスで導入するなど小中連携がスムーズに行われ

るよう工夫されている。 

(2) 「最終的につけたい力」から考えられる学年の到達目標を明らかにし、３年間通

しての指導計画が立てやすいよう工夫されている。 

(3) 話す力の育成ではスモールステップを踏んだ３つの活動（Small Talk、トピック

で行う即興のやり取り、メモをもとに即興で発表する）を取り入れ、即興力の育

成を目指すよう工夫されている。 

(4) 新出表現については日常での使用場面を提示しながら導入している。Retell や

Interact を通して、実際に英語を使う場面が効果的に設定されている。 

(5) ２コマ漫画で新しい言語材料の導入を行っている。長文読解については関連する

写真を挿入して題材の理解を促すよう工夫している。 

(6) 各単元の最初にGoalとして、単元を通してどのような力を身につけるのか明示

されている。巻末の「できるようになったこと」リストから３年間の学習到達目

標の見通しをもち、また確認できるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色  １年の巻頭、Get Ready でインタビュー活動を通した小学校英語の復習を位置づ

けている。「場面を表す絵を見ながらやりとりを聞く」活動を重視し、新出表現に

ついては、漫画の場面を通してイメージ化しやすいようにしている。 

 Our Project ではスピーチなどの作成の手順が丁寧に示されている。また、挿絵の

色調、活動の内容、トピックの選定など生徒が興味を持てるような工夫が随所に

みられる。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
三省堂（NEW CROWN ENGLISH SERIES） 

１ 教科の目標からの 

配慮 

 各単元が「見通し」「習得」「活用」「振り返り」の構成になっており、４技能５領

域の知識と技能の基礎をバランスよく養える構成となっている。 

 目的・場面・状況を明確にした対話文が設定され、繰り返し言語活動をすること

を通して思考、判断、表現を促すよう配慮されている。 

 日本や他国の文化的な背景を考慮し、テーマに興味を持ちながらコミュニケーシ

ョンを図ろうとする態度が養われるよう配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ 

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 本文の語数をLessonの前半から後半にかけて徐々に増やし、話す・書く活動に

ついても、１文単位からまとまりのある文へと学年に応じて分量が調整されてい

る。 

(2) ２、３年では「話すこと」の学年最終目標としてディスカッションが位置づけら

れている。１年から少しずつ話す力を高めていかれるよう Talk→Use Speak→

Take Action!→ Project →ディスカッションと、一連の話す活動が設定されてい

る。 

(3) 各Part の基本文にはあえて詳細な説明がなく、「考えよう」と問題を提示して、

生徒が自ら考えたりペアやグループで考えを伝え合ったりして、文の構造や機能

を推測し理解できるように工夫されている。 

(4) 各Lessonでは、習得→活用のそれぞれの段階に応じた言語活動が配置され、５

領域をバランスよく育成できるように配慮されている。またLesson外では各学

年に３つの「Project」が配置され、複数の技能を関連づけた統合型の活動に取

り組むことができるよう構成されている。 

(5) 各 Lesson の「Drill」には豊富にさし絵が使われている。デジタル音声でも Listen

→ Repeat →Say の３ステップ構造になっており、語句から文へと視覚聴覚の両

方で基本文を習得できるように配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 指導書では、卒業時の目標、単元ごとの目標、毎時間の目標をまとめて提示し、

それぞれ照らし合わせながら計画的に指導できるよう工夫されている。 

(2) 「文法のまとめ」では、学んだ文法事項を振り返り、既習の文法事項と関連させ

て文構造を整理することができるようになっている。 

(3)  Use Write やUse Speak の学習場面では、英文を完成させたり言語活動をした

りするプロセスを明確にし、考えを整理しながら表現できるように配慮されてい

る。 

(4) Get パートでは、言語材料を身につけペア活動を通して定着を図るよう学習活動

が設定されている。UseパートやTake Actionパートでは、まとまった量の英文

を話したり書いたりできるように配慮されている。 

(5) 本文に関わる絵や写真などが効果的に挿入されている。Drill に登場する単語に

ついて絵から意味を推測できるよう配慮されている。 

(6) 各Lessonの扉絵のページで、到達目標や学ぶ文法項目が提示されている。巻末

のWhat Can I do?のページで生徒が 1年間の学習で身につけるべき力が示され

ている。 

４ 全体的な特色  １年Lesson1~3 では、小学校で体験した場面や状況に似た会話や発表を取り上げ

て学習内容を思い起こし、中学校での学びにつながる構成にしている。巻頭に小

学校での学習内容のStarter を配置し、生徒の実態が捉えられるようにしている。 

 １つのLessonがGETとUSEから構成されていて、USEはReadとWrite、Speak

に分かれているためねらいを明確にして学習を進めることができる。４技能５領

域のバランスがよく、それぞれの力を伸ばしていくことができる。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
教育出版（ONE WORLD English Course） 

１ 教科の目標からの 

配慮 

 習得した４技能５領域の知識や技能を実際のコミュニケーションに活用できるよ

う、実践的な言語活動が配列されている。 

 日常的・社会的な話題について、読んだり聞いたりしたことを理解したり、伝え

合ったりする言語活動が工夫されている。 

 社会的な題材を言語活動と関連させて提示し、相手意識をもちながら、主体的に

コミュニケーションが図れるよう、適切に配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ 

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 各Lessonの前半の対話文から後半の叙述文へと段階的に英文の量を多くする配

慮がされている。また話したり書いたりする活動において本文と同じ場面設定の

「Think &Try!」と、異なった場面設定で行う「Task」があり、段階的に学習で

きるよう配慮されている。 

(2) 巻末の「Activity Plus」には教科書で学習した文や表現をまとめ、１問１答で終

わらせないQA のモデルや、即興的な発話に役立つ話題や質問例などが豊富に提

示されており、既習の表現を自由に活用できるよう工夫されている。 

(3) 英語を運用する様々な技能に関わるルールやコツを「Tips」で取り上げたり、学

習方法のアドバイスを「How to Study」で取り上げたりして、生徒の自律的な学

習を促すように配慮されている。また各 Lesson 末の「振り返ろう」で生徒自身

が身についた力を確認できるようになっている。 

(4) 各 Lesson 末の「Task」では本文とは異なる場面の英語を聞いて、その内容につ

いて話したり書いたりする活動が配置されている。また、「Project」では複数の

Lesson で積み上げてきた知識・技能を統合的に活用し、ペアやグループで協働し

ながら課題を達成する活動が配置されている。 

(5) 巻末にはゲーム感覚で楽しくスピーキング活動を行えるように工夫されたカー

ドが付属している。また「Activity Plus」では付属の赤色マスキングシートを使

って、定着を自分で確認できるようになっている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 小学校で学んだ既習表現が少しずつ発展した形で随所に現れることで、スパイラ

ルに学習を積み上げていかれるように工夫されている。 

(2) 各学年のレベルに合わせて、ゲーム感覚で楽しく発話を引き出してスピーキング

活動が行えるようなカードの付録がついている。 

(3) 帯活動で Q-A を取り入れたり、赤色マスキングシートを使っての活動を入れた

りし、既習表現を繰り返し使う活動を通して、即興で話す力が高められるよう工

夫されている。 

(4) 本文に扱われる言語材料に関して、実際に使用する場面や表現できる内容が紹介

されており、Think & Tryで練習できるようになっている。 

(5) 生徒の題材への理解を促すため、本文に関する写真やイラストなどが挿入されて

いる。 

(6) 目次に各Lesson で学ぶ内容、文法項目とその例文が明示されている。巻末には

５領域に分けた到達目標が設定され、自己評価ができるように配慮されている。

題材ごとGoal が提示され、身に着けたい力が示されている。 

４ 全体的な特色  １年生の巻頭に小学校英語の復習ができる”Spring Board”を配置し、小学校で慣

れ親しんだ表現を効果的に復習し、Activity を通して、コミュニケーションを図

りながら中学校の学習に発展させていかれるように配慮されている。 

 生徒が考えたり、活動したりしながら学習を進めることができるよう工夫されて

いる。１パートの語数が多く、その中に様々な口語表現が盛り込まれ「使える英

語」が意識されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

75 ページ



調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
光村図書（Here We Go !） 

１ 教科の目標からの 

配慮 

 各単元の導入時に目標が明示され、言語活動により新出表現を習得し、活用を通

して技能の定着が図れるよう構成されている。 

 示されるコミュニケーションの目的や場面が身近であり、各単元で理解したこと

を表現につなげる言語活動が工夫されている。 

 外国語の背景にある文化の理解を図るため、多様な題材に触れ意見交流する教材

が選定されており、相手に配慮してコミュニケーションを図ろうとする態度を養

うよう配置されている。 

２ 生徒の学習活動へ 

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 学習内容の配列や分量が適切で見通しが持てる。内容が生活に即した身の回りの

ことから導入され、次第に視野を広げていく展開となっており、親しみやすい。 

(2) 新出表現である基本文の説明が簡潔で要点的である。各章・パートでのゴールが

明確で、４技能を意識しながら言語活動を行い、総合的に高めていかれるよう工

夫されている。 

(3) 全章を通じストーリーが一般的な中学生の視点で展開され生徒の興味・関心を引

きだすことができる。扉やActive Grammar で自分の考えや言語の働きを問う

工夫がある。 

(4) 扉からGoalの流れと、いくつかのUnitをまとめたYou can do it!で ５領域を

まんべんなく協働的に学べるようになっている。巻末Story Telling は総復習に

役立てることができる。 

(5) 教科書の英文が鮮明な印字である。落ち着いた統一感のある写真や挿絵が英文を

理解する助けとなる。アイコンの視認性が高く必須事項の見分けが容易である。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 巻頭の「本書の構成」により、学年の初めに全体を見通して具体的な目標を持つ

ことができるよう工夫されている。 

(2) 各パートとも、聞くことから導入し内容を理解した上で、「聞くこと」「話すこと」

「書くこと」の各活動について順を追って行っていくように配列されている。  

(3) 帯教材としてSTORY RETELLINGを取り入れ、即興で話す力を伸ばすように

している。また、友達やグループで課題に取り組む活動で、自分の考えや気持ち

を伝えあう言語活動が設定されている。 

(4) Let's Talk! の帯教材では、設定されたテーマによって、使用できる言語材料を

生徒が選択して、即興的なスピーキング活動ができるよう工夫されている。 

(5) 題材に関連する挿絵や写真、イラストがレイアウトを工夫しながら配置されてい

る。 

(6) 各 Unit の初めに Goal が示され、単元末にはふり返りが提示されており、その

単元で身につけるべき目標が確認できるよう配慮されている。 

４ 全体的な特色  １学年の巻頭では接続教材を位置づけ、既習の語句や表現と関連させて学習する

とともに、Unit3 までは文字を読む活動を少なくし負担を減らしている。小学校

教科書のキャラクターも登場し、親しみやすいストーリー性のある展開になって

いる。 

 各単元が一つの話題に沿って展開されていくので興味を持って読み進めることが

できる。長野県について写真等で触れられていることも身近に感じられる。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
啓林館（BLUE SKY） 

１ 教科の目標からの 

配慮 

 ４技能５領域の育成を目指して、各単元で段階を踏んで活用できる知識及び技能

を習得するよう工夫されている。 

 各単元で、日常的・社会的な話題についての理解を深める題材配列がされ、最後

に自らの考えや感想などを表現するように構成されている。 

 多くの国々の話題や題材に関わる詳しい情報に触れながら、主体的なコミュニケ

ーションを図り、より深い学習が行えるように配慮されている。 

２ 生徒の学習活動への

配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 各Part は「Get Ready」→ 「Practice」 →「Use」で構成され、言語材料に慣

れ親しみ、習熟、活用、定着と small step で学習を進め、基礎的な知識・技能

が身につくよう配慮されている。 

(2) 各 Unit の「Use」では新出文法を活用して自分の考えや自分のことを表現し、

ペアやグループでの活動を通して英語でのやりとりが行えるよう構成されてい

る。また各 Unit 末の「Let's Talk」では実践的な表現力を養えるよう工夫され

ている。 

(3) ２、３年生においては、各 Unit の最初の「扉」で扱うテーマ・写真・目標を一

覧できる構成で、生徒の興味・関心を高め、意欲を喚起して Unit の学習がスタ

ートできるよう工夫されている。 

(4) 学期末の学習にあたる「Project」では長めの英語で発表活動を行えるようになっ

ており、モデル文やヒントになる語句をイラスト入りで集めた「Tool Box」など

を参考に統合的な言語活動が行えるよう構成されている。 

(5) ２、３年生の「More Information」では魅力的な写真や図を多数掲載し、Unit

で学ぶテーマや内容について深く知ることができるようになっており、題材への

興味・関心を高めることができるよう配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 日常的な話題から始まり、学年が進むにつれ徐々に社会的な話題にふれられるよ

うに構成されている。 

(2) ４つの技能をそれぞれに扱うのではなく、読んだり書いたりした内容について話

したり書いたりするなど複数の技能を統合した言語活動が行われるようになっ

ている。 

(3) １学年の最初には小学校の復習と文字への意識付け、３年生の最後には高校で行

われるディスカッションや長文の英作文に慣れる活動を取り入れるなど、小中高

の連携を意識した展開となっている。 

(4) 新表現について使用場面の理解を促し、ペア活動ができるように活動が設定され

ている。Let's Talk では、日常生活で使用頻度の高い言語材料が取り上げられて

いる。 

(5) 教科書の内容把握やドリル活動を効果的に行えるようイラストや写真が挿入さ

れている。 

(6) 各Unitの到達目標が記載されており、生徒がその単元を通してどんな力をつけ

ればよいのか理解しやすいよう配慮されている。また、題材ごとにどんなことが

できるようになればよいか示されている。 

４ 全体的な特色  小学校との接続のために、巻頭にLet’s Start のページを設け、小学校で学習した

「話す」「聞く」「読む」「書く」の振り返りをしてから、中学校の学習内容につな

げられるようにしている。 

 英語表現や活動が精選されているため見た目がすっきりしており、生徒は取り組

む目的や内容を明確に意識して学習を進めることができる。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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東 京 書 籍

教 育 出 版

光 村 図 書

日 本 文 教 出 版

学 研 教 育 み ら い

廣 済 堂 あ か つ き

日 本 教 科 書

道　　徳
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
東京書籍（新しい道徳） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 各教材において道徳的価値に触れた後、自己を振り返るような設問で今まで

の自分を見つめる学習ができるよう配慮されている。 

 物事を広い視野から多面的・多角的に考え、心情円やホワイトボードなどを

用いて友と意見交換を行って、問題解決を図ることができるよう工夫されて 

いる。 

 長野県出身の選手をはじめとして、様々な分野の人を教材として取り上げ、 

自身の生き方を深められるよう工夫されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) 生徒の発達段階に即して教材が複数載っているなど、適切な教材で学習が

できるよう配慮されている。 

(2) 色鮮やかな挿し絵や写真、漫画、イラストだけのページ、ロ語体の文章な  

ど、関心・ 意欲を喚起するよう工夫されている。 

(3) 基本的な授業の流れや話し合いの仕方を学び、生徒が主体的・対話的な学 

習ができるよう工夫されている。 

(4) 様々な立場の人の考えを想起する設問があり、多面的・多角的に考えられ

るよう配慮されている。 

(5) ユニバーサルデザインフォントを利用し、生徒の発達段階に応じ配慮され  

ている。 

(6) 写真を効果的に用いて、読み取り以外で生徒の心情を揺さぶる工夫がされ  

ている。 

３ 学習指導への配慮 

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 各学年、 本編で３５時間分の教材を用意し、更に付録で５教材を用意する

ことで、学校や教室の実態に合わせて柔軟な指導ができるよう配慮されて

いる。 

(2) 教材ごとに教科関連マークを設定し、他教科の学習内容や学校行事の実施

時期との関わりが考慮されており、主体的・対話的な学びの指導ができる

よう配慮されている。 

(3) 現代的な課題である「いじめ」や「いのち」について、発達段階、また今

日的な課題を組み合わせた重点的な指導や、道徳的行為を体験的な学習を

通して考えることができるよう配慮されている。 

(4) 特に「感動、畏敬の念」のような大自然を扱う教材においては、写真が見

開きで載っており、自然の雄大さを感じさせるように工夫されている。 

(5) 各教材の中で設けられた「つぶやき」の欄や、巻末にある自己評価用紙か

ら生徒に自身の学びを実感させ教師が成長の様子を把握できるよう工夫さ

れている。 

４ 全体的な特色  人権教育や進路学習、職場体験学習などの学年や学校の行事と関連付けた

り、生徒の実態に応じたりして教科横断的に指導が進められるよう配慮され

ている。 

 写真やイラストを効果的に使った文章・漫画・新聞記事から、道徳的な価値 

を主体的に読み取り、体験的な学習活動や話し合い活動を通して多面的・多

角的に考えられるよう工夫されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

      発行者名 

採択基準 
教育出版（とびだそう未来へ） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 各教材において、道徳的価値が生徒に伝わりやすい形で示されており、自然と

道徳的価値について考えることができるように工夫されている。 

 話し合いやグループ追究の機会が随所に設定され、他者と対話し協働しながら

多面的・多角的に考察できるよう配慮されている。 

 全ての教材の終末に示されている発問が３問に統一されている。また、３問目

には、自分に引き寄せて考える場面が設定されており、自己の生き方について

考えることができるようになっている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

(1) 重点項目についての教材が、意識的に配列され、生徒の発達段階に即して、

適切な教材で学習ができるように配慮されている。 

(2) イラスト・航空写真・漫画形式など、多様な形式の教材が配列されており、

生徒の関心・意欲を喚起できるよう工夫されている。 

(3) 各教材のねらいに迫る発問、自分と向き合う発問が示されていたり、役割演

技を随所に取り入れたりして、自分自身との関わりで理解を深め、主体的・

対話的に学習ができるよう工夫されている。 

(4) 様々な立場の人の考えを想起する設問や、登場人物の判断について議論が生

まれる教材が多く、生徒の多面的・多角的に考え実践しようとする意欲が育

つよう配慮されている。 

(5) 発達段階に合わせた文量になるよう配慮されている。また、ユニバーサルデ

ザインフォントが使用されている。 

(6) 見開きの写真や絵を掲示したり、配色が考慮されたイラストがあったりと、

内容理解を助けるよう配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 同じ場で起こった事柄を、発達段階に合わせて描いたシリーズ教材が全学年

にわたって掲載されており、３年間を通してよりよい生き方について深く学

べるように配列されている。 

(2) 道徳をどのように学んでいくかということが、各学年の巻頭に設定され、年

度当初に、生徒が主体的に、相互に関わりながら、見方・考え方を深めてい

くよう指導しやすいように配慮されている。 

(3) 現代的な課題である「いじめ」や「いのち」について、複数教材を組み合わ

せた重点的な指導がしやすい構成になっている。また、役割演技など、体験

的な学習を通して、多面的・多角的に考えるための指導がされるよう配慮さ

れている。 

(4) 教材の内容や特徴に合わせて、挿絵と写真を使い分けたり、挿絵や写真の大

きさを変えたりすることで、教材の内容理解や、心情理解に生かせるように

工夫されている。 

(5) 学期ごとの振り返りがしやすいようなまとめの頁が巻末に設けられ、学期末

や年度末に心に残ったことなどを記入できるようになっており、生徒の学び

や成長を把握できるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色  「いじめ」や「いのち」について、重点的かつ継続的に学習できるように、教

材が配列されていたり、学び方、まとめ方についての資料が充実していたりす

るので、学びやすく、指導しやすい教材になっている。 

 どの教材に対しても、同じ形で発問が設定されていたり、自分自身について考

える発問が設定されたりすることで、学校や教師の違いによる指導の差が出に

くい教科書になっている。 

「基礎的・基本的な

知識・技能の習得」

と「思考力・判断

力・表現力等の育

成」のバランス、関

連性・連続性、個に

応じた指導、まとめ

と評価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
光村図書（きみがいちばんひかるとき） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 教材毎にタイトルの横に道徳的価値が示されており、考える視点がはっきり

している。 

 ユニット毎にテーマが絞ってあり、考えを持続させやすい構成になってい

る。 

 毎回の授業の記録を積み重ねて、生徒が自分の生き方への考えの深まりに気

づくことができるようなシートが用意されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 生徒の成長や問題意識に寄り添った学びになるように、年間を３つのシー

ズンに分けて、系統的な教材配置が行われている。 

(2) 多様的な価値を持つ教材や、漫画やポスター、グラフや新聞記事などから

読み取る教材など、関心・意欲を喚起させられるよう配慮されている。 

(3) 教材毎に「考えよう」「見方を変えて」があり、主体的に学習が進められる

ように工夫されている。 

(4) 役割演技を取り入れた活動を提案して、道徳的行為を多面的・多角的にと

らえて話し合えるように配慮されている。 

(5) 程よい長さの教材が多く、色で分類をするなどの配慮がされている。また、

ユニバーサルデザインフォントが用いられている。 

(6) 地が淡いクリーム色になっているので、目に優しい色合いになっている。

また、写真資料やさし絵、グラフなどが学習内容の理解を支援できるよう

配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・教材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 生徒の生活を意識したテーマについて、重点的に提案できるように構成さ

れ、コラムを設けながら学年ごとの実態や発達段階に合わせた教材配列が

工夫されている。 

(2) 学校行事の実施時期などとの関係を考慮して教材が配列されていると共

に、地域・家庭生活とのつながりでも授業が展開できるように配慮されて

いる。 

(3) 現代的な課題である「いじめ」「情報モラル」に関しての教材には「深めた

いむ」を取り入れ、自分自身の問題として考えられるよう配慮されている。 

(4) QRコードがついている教材があり、それを活用して朗読や動画・資料など

のデジタルコンテンツで学びを深めたり広めたりできるように配慮されて

いる。 

(5) 毎時間の授業の終末に、巻末の「学びの記録」シートに毎時間の振り返り

を記述し蓄積することで、自己の学びの深まりに気づくことができるよう

に工夫されている。 

４ 全体的な特色  １年間を３つのシーズンに分け、①自己を見つめ ②周囲に関心を持ち ③

より成長を求めてという意識でつながっていくように教材が配置されてい

る。また、各教材でも１時間の授業がそのような意識の流れになるように端

的な発問が用意されている。 

 多様な価値を持つ教材により、より深く道徳的価値を追究できるように工夫

されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
日本文教出版（あすを生きる力） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 各教材で最初に道徳的価値が明示され、「考え、議論する」学習を通して道

徳的価値に向き合えるよう工夫されている。 

 話し合いや役割演技など、様々な学び方が示され特別活動等と横断的・連続

的に学ぶ事ができるよう工夫されている。 

 「自分にプラス１」の発問を設け、生徒が自己の生き方について考えながら

道徳的価値の深い理解へと導くように配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 道徳的価値を発達段階に応じて理解し、確実に身につけられることに重き

を置き系統的な教材配列となっている。 

(2) 読み応えのある重厚な教材を多く取り入れ、数時間をかけて読み考えを深

めていく事もできるよう工夫されている。 

(3) その時間に理解し身につける道徳的価値が明確になるような鋭角的な発問

が示され、生徒が自己を深く振り返ることができるよう工夫されている。 

(4) いじめの問題に重点をおき、いじめが見過ごされていることを日常風景と

して描きながら人権侵害に関する法律を詳しく載せて、遵法意識や規範意

識を確実に身につけられるように配慮されている。 

(5) 業界紙や専門誌等からの出展では、固有名詞や専門用語にふりがなを振っ

たり、補足の解説をつけたりして読み進める事への抵抗感の軽減や内容理

解への配慮がされている。 

(6) 鮮明な写真や図版を大きく配置して学習意欲を促すように配慮されてい

る。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 学校生活や学校行事等と関連させながら生徒が系統的・発展的に学習し、

発達段階に応じて道徳的価値を身につけていかれるように配慮した教材配

列になっている。 

(2) 他教科や特別活動と横断的・連続的に学習ができるように豊富な資料が取

り入れられ、多様な授業展開ができるように工夫されている。 

(3) いじめの問題や社会生活でのルールやマナーについて考えるために犯罪の

事例や人権に関わる刑法、道路交通法などの法律を丁寧に示し遵法意識や

規範意識が身につけられるように配慮されている。  

(4) 写真の質が高く発色の良い印刷になっている。写真や図版が大きく配置さ

れて、生徒が興味や関心をもてるように工夫されている。 

(5) プラットホーム「よりよい社会と私たち」は望ましい社会人の姿が明確に

示され、生徒が自身の考え方や行動の過ちに気づく事ができるように配慮

されている。 

(6) １教材１ページの道徳ノート(別冊)で、自分自身の学びを毎時間じっくり

と振り返り、学習内容を丁寧にまとめられるように工夫されている。 

４ 全体的な特色  鋭角的な発問、明確な学習展開、「よりよい社会と私たち」によって道徳の

時間が考え深める時間に留まらず、道徳的な価値を確実に理解して身につけ

ていかれるように特に配慮した編集となっている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
学研教育みらい（新・中学生の道徳 明日への扉） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 教材に道徳的価値が明示されておらず、生徒の意識を方向付けることがない

ように配慮されている。 

 特設のページ「クローズアップ」は、多くの写真や資料が生徒の興味関心を

高め、生徒の多角的・多面的な考えを助けている。 

 「学びの記録」は、自分の学習を振り返り、これからの生き方に生かしてい

けるよう配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 多くの教材が学校生活に対応して配列されており、生徒の発達段階に応じ

て学習できるよう配慮されている。 

(2) 地域に関連した内容や学校生活が舞台になっていたり、自分自身にも起こ

りえたりするような内容を多くすることは、生徒の興味関心を引き出すよ

うな工夫になっている。 

(3) 教材の後にある「深めよう」は、道徳的価値を自分との関わりで深め、主

体的・対話的に学習できるよう工夫されている。 

(4) SDGs（持続可能な開発目標）やキャリア教育についての教材が充実してお

り、生徒が多面的・多角的に考えられるような工夫がされている。 

(5) 文字は行間にゆとりがあり読みやすい。また適当な場所にふりがながある。

理解しにくい言葉については、本文下段に説明がある。 

(6) 豊富な視覚的資料によって、生徒が資料を理解しやすいように配慮されて

いる。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 学年ごとの発達段階に応じて、特定の内容項目に重点を置き、３年間でよ

りよい生き方について深く学べるように配慮されている。 

(2) 「命の教育」と「いじめ防止」に重点を置き、３年間を通して読み物教材

以外にも多様な教材を配置することで、生徒の実態に応じて柔軟な指導計

画が作成できるよう配慮されている。 

(3) 防災教育や情報モラル教育など現代的な課題に主体的に考え、友と対話的

に考えを比較しながら、深められるように配慮されている。 

(4) 生徒が様々な考えが持てるような写真やグラフが提示されている。 

(5) 本文の下にはメモ欄が設けられ、自分のそのときの考えや思いを残してお

くことができる。また巻末には３学期分の「学びの記録」があり、自分の

学びの歴史を振り返ることができる。 

 

４ 全体的な特色  「深めよう」で主体的・対話的な学びができるよう工夫されている。 

 一つ一つの教材が様々な形で構成されているため、生徒は興味関心をもって

学習を始められる。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 
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調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
廣済堂あかつき（中学生の道徳） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 ３年間を通して、「自己」の探求をテーマとし、「学習の手がかり」をもとに、

道徳的価値に焦点化されるように構成されている。 

 本冊、別冊ともに教材や資料を豊富に掲載し、様々なテーマに触れることが

できるように配慮されている。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 教科学習との関連、日常生活でのトラブル、社会への参画など、学年の発

達段階などに合わせて学習できるように配慮されている。（例：「アイツ」「裏

庭での出来事」など） 

(2) 「島耕作 ある朝の出来事」「キングと呼ばれる理由」など、漫画やスポー

ツ選手のエピソードのような様々な形態の教材が掲載されており、発展的

学習が可能になるよう工夫されている。 

(3) 本冊コラム「thinking」、別冊「道徳ノート」に補助的な教材が補完されて

いる。 

(4) 教材末の「学習の手がかり」、「考える・話し合う」で道徳的価値観への理

解を促し、より総括的に考えがまとまるように配慮されている。 

(5) 学年段階を考慮し、第１学年は本文の文字サイズを大きくしている。また、

ふりがなや注釈も多く補われている。 

(6) 本冊、別冊とも AB 版であり誌面にゆとりがある。また、カラーユニバー

サルデザインを用いて視覚的に配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) 行事等様々な学習機会に応じた教材、思春期に関わる教材も配置されてい

る。 

(2) 別冊には、他教科や行事との関連が可能になるような調査活動や自己の振

り返りのページ、資料が設けられ、教科横断的、探求的な学習ができるよ

う配慮されている。 

(3) 「いじめ」「生命」「情報」をキーワードに、工夫された教材が配置され、

環境問題等についても題材として取り上げられている。 

(4) 他国の様子、自然環境の経年変化を比較した写真、直筆の回想録、生徒新

聞等、写真や資料を用いてより効果的に情景や心情が伝わるよう工夫され

ている。 

(5) 「学習の記録」では、振り返りができるようにしたうえで、自己評価欄が

設けられ、心に残った授業について３つを抽出しその理由が書けるように

も工夫されている。 

４ 全体的な特色  人権教育、人や生物の生死、障がいを乗り越える生き方、命への尊厳などに

ついての教材が多く、教科横断的に学べるよう工夫されている。 

 別冊を併用し、道徳的理解を深め、豊富な資料をもとに発展的な学習を行う

とともに、自己を見つめる機会を増やすなど相乗効果をねらいとした工夫が

されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

84 ページ



調査研究結果報告書（選定理由書） 

       発行者名 

採択基準 
日本教科書（生き方から学ぶ） 

１ 教科の目標からの

配慮 

 教材が道徳的価値と向き合い、考え、他人と関わり、議論し、自分を見つめ

直すことができるような流れになっている。 

 身近な事例や最近の話題、社会問題を取り上げ、様々な視点から多面的、多

角的に考えを深めることができるように工夫されている。 

 巻末で振り返りをすることで、１年間通して学習してきたことを客観的に見

つめ、自己の心の成長を確認して次年度に繋げられるように配慮されてい

る。 

２ 生徒の学習活動へ

の配慮 

 

○内容の程度 

○学習活動への誘意性 

 

  本文、見出し、 

  設問、提示文等 

  の表現、さし絵、 

  写真、図表、配 

  色、コントラス 

  ト等 

 

(1) 発達段階を考慮し、繋がりを重視し、ストーリーに連続性のある教材を採

用して、思考と議論を年単位で積み重ねられるようにしている。 

(2) 情報、福祉、キャリア教育などの教材を各学年に配置することにより、発

達段階に合わせて学習できるように工夫されている。 

(3) 授業の終末の「話し合ってみよう」「聞いてみよう」の問いで生徒が主体的

に関わり合って学べるように「書いてみよう」で自分自身と向き合えるよ

うに工夫されている。 

(4) 答えが一つではない道徳的な課題を配置して、一人ひとりの生徒が自分自

身の問題と捉え、他の人と議論する中で多角的、多面的に考えられるよう

に工夫されている。 

(5) 文章の長さ、行間が適当である。写真とイラストが適度に配置され、シン

プルな紙面構成で読みやすい。 

(6) 平易な文章が多く、生徒にとって内容が把握しやすい。解説が必要な語句

は下段に説明があり、分かりやすい。 

３ 学習指導への配慮 

  

○単元・題材の配列 

 ○内容の扱い 

 

 

(1) ストーリーに連続性のある教材を用い、同じ人物の葛藤や成長の姿を描く

教材を各学年に配置することで、発達段階に応じた学習ができるように工

夫されている。 

(2) 身近な事例による教材を多数配置することで、生徒が登場人物に親近感を

感じて主体的に取り組める。地域や生徒の実態に即した教材で指導計画が

作成できるように配慮されている。 

(3) オープンエンドの教材を複数配置していることで、「この先はどうなるのだ

ろう」「自分ならどうするか」と生徒一人ひとりが自分の考えをもち、自分

の考えをもとに友と話し合うことを通して、課題を多面的、多角的に捉え

ながら多様な価値観に気づくことができるように工夫されている。 

(4) 教材の内容や特徴に合わせて挿絵と写真を使い分けたり、大きさを工夫し

たりすることで状況把握や心情理解がしやすくなっている。 

(5) 巻末に年間の心の成長と道徳の授業の振り返りが配置され、４段階で自己

評価できる様式により、短時間で簡潔に記入できるように工夫されている。 

４ 全体的な特色  身近な教材を多く配置することで自分ごととして捉えられる教材が多い。オ

ープンエンドの教材を配置し、その後の展開を考え合うことで多様な価値観

に気づくことができるように配慮されている。 

 巻末の「振り返りましょう」で生徒が自身の心の成長を評価し、自分の生き

方に生かせるように配慮されている。 

 学習指導要領の内容項目順に教材が配置されており、地域や学校の特色や方

針によって指導計画が作成できるように配慮されている。 

 

「基礎的・基本的な 

知識・技能の習得」 

と「思考力・判断力 

・表現力等の育成」 

のバランス、関連性 

・連続性、個に応じ 

た指導、まとめと評 

価 

85 ページ


