
教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 国語） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

２ 

東 

京 

書 

籍 

・７つの単元で構成されており、巻頭の「言葉の学習を始めよう」において国語学習の意義を示

している。全体を通して国語の授業で身に付けた言語能力を他教科や生活に生かしていこう

とする態度を養えるように工夫されている。 

・「本編」と「基礎編」「資料編」の３つで教科書が編成され、「本編」では、「読むこと」「書く

こと」「話すこと・聞くこと」やそれらの学習を支える知識・技能について学び、「基礎編」で

は、情報の扱い方や表現の仕方など、「本編」の学習を深める内容となっている。また、「資料

編」では、「本編」と「基礎編」を学習するときに役立つ資料等が掲載されている。 

・キャラクターの問いかけに導かれて学習の目標や流れを確認することができる。また、「言葉

の力」のコーナーを参考に当該単元のポイントをおさえながら学習活動に取り組み、最後に

自分の考えをまとめる「振り返り」を行うという学習の進め方となっている。 

・「学びの扉」において漫画の形式で紹介した学習のポイントについて、「学びを支える言葉の

力」においてさらに詳しく解説している。整理する力、分析する力、伝え合う力など、文章の

種類や活動の違いに応じて身に付けたい力を整理して示すとともに、３年間の系統性にも配

慮がなされている。 

・本のジャンルと言語活動を学年ごとに変えながら、読書に親しむ学習活動に取り組めるよう

配慮されている。生徒が親しみをもてる芸能人や声優、作家が「私のおすすめの本」として作

品を紹介し、生徒の読書意欲を喚起する工夫がなされている。 

１５ 

三 

省 

堂 

・８つから９つの単元で構成されており、巻頭に「確かな言葉の力をつけるために」を提示し、

教科書の全体構成を説明している。また、生徒の主体的・対話的で深い学びを実現するため、

学習の見通しから振り返りまでの学習の流れを明確に示している。 

・「語彙を豊かに」「思考の方法」の例示や解説が丁寧であり、生徒の学びに向かう力を高められ

るよう工夫されている。また、文章の種類や特徴に応じた読みの視点を３年間で２２種類示

し、生徒が文章に能動的に関わろうとする姿勢を育成するための工夫がみられる。 

・グラフと文章など、複数の情報を関連させて考えをまとめる「情報を関係づける」という単元

を全学年に設定し、３年間を通して情報活用能力を高められるよう配慮されている。また、９

種類の「思考の方法」を示し、学習活動に活用できるよう、図解して示している。 

・自分の好きな作品をもとにして続編を創作したり作品を研究したりするなど、学校図書館の

活用を図る言語活動が示されている。人気歌手の歌詞や、生徒にとって身近な作家・作品を取

り上げることにより、読書意欲、学習意欲の向上を図る工夫がみられる。 

（中学校 国語）                         

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

２ 

東 

京 

書 

籍 

・折り込みページに、古典作

品のあらすじや歴史的背

景などが色彩豊かな絵巻

や資料性の高い図版とと

もに紹介されている。 

・巻末の「基礎編」「資料編」

が充実しており、特に「文

法解説」は丁寧に作られ

活用しやすい。 

・「教科書の使い方」の中に

二次元コードが示され、

「Ｄマーク」のある教材

において、関連する音声

や映像などの資料を活用

することができる。 

・漢字が大きく示され、音読

みと訓読みが併せて記載

されており、確認しやす

い。 

・脚注の語句説明が詳しく、

分かりやすい。 

・記号により行数がとらえ

やすい工夫がされてい

る。 

・本文と脚注等のフォント

を変えてあり、読みやす

い。 

・生徒の色覚の特性に配慮

し、配色とデザインにつ

いて工夫がなされてい

る。 

・「話すこと・聞くこと」では、生徒ど

うしが助言し合ったり、議論を通し

て考えを深めたりする言語活動が取

り上げられている 

・「書くこと」では、完成作品例や、途

中段階の具体例を豊富に掲載し、生

徒が主体的に学べるよう工夫されて

いる 

・「読むこと」では、「学びの扉」、教材、

「てびき」の流れで学習を深めてい

けるよう工夫されている。 

・「日本語探検」では、キャラクターが

日本語の不思議な世界を探検する物

語仕立ての文章を読みながら、日本

語のきまりや特徴を楽しく学ぶこと

ができる。 

１５ 

三 

省 

堂 

・古典教材に色鮮やかな折

り込みページを配し、古

典への興味を喚起すると

ともに、作品の全体像を

捉えられるよう工夫され

ている。 

・巻末の「資料編」が充実し

ており、「学習用語辞典」

や「思考の方法一覧」は、

学習の効果を高められる

よう工夫されている。 

・古典の教材と「読書の広

場」に二次元コードが示

され、教科書と連動した

コンテンツが利用でき

る。 

・全体を通して、彩り豊かに

作られている。 

・新出漢字がルビ付きで示

され、文章を読みながら

新出漢字を学習できるよ

う工夫されている。 

・脚注部分の「漢」（新出漢

字）、「意」（辞書で意味を

調べる語句）、「対」（対義

語）、「類」（類義語）等の

記号が色分けされていて

見やすい。 

・行数が５行ごとに明記さ

れている。 

・色覚の特性を考慮し、誰に

でも見やすい配色となる

よう工夫されている。 

・「話すこと・聞くこと」では、対話・

交流・共有のプロセスで学習を進め

ることで、相手や目的などの条件を

意識して的確に表現する力の育成を

目指している。さらに、異なる考えに

ついて対話で理解し合い、合意形成

できるような言語活動が取り上げら

れている。 

・「書くこと」では、「目標」「学習の流

れ」「ポイント」「学びを振り返る」と

いった項目が示され、「学び方」を確

かめながら学習を進める工夫がなさ

れている。 

・「読むこと」では、「読み方を学ぼう」

を設け、豊富な文例や図解を通して、

何をどのように読めばよいかという

読みの方略を分かりやすく説明して

いる。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 国語） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

１７ 

教 

育 

出 

版 

・８つから９つの単元で構成されており、目次の後に掲載されている「言葉の地図」において、

取り上げる言語活動、学びを進めるキーワード、教科書の構成、各学年で学ぶ内容と身に付け

たい言葉の力を示している。また、学びを進めるキーワードは、持続可能な開発目標（ＳＤＧ

ｓ）との関連を踏まえたものとなっており、全ての単元で設定されている。 

・「学びナビ」では、文章を読む視点、情報の整理の仕方、学習活動の進め方のヒント等が豊富

に取り上げられている。学習内容を理解したり、より深く学んだりするための手立てを示し、

生徒が学習への構えをもつことができるよう工夫されている。 

・「言葉の小窓」「文法の小窓」では、日本語に関する基本的な知識や、日常生活で用いる言葉が

もつ社会性や法則性に気付くことを重視した学習に取り組めるよう工夫されている。 

・全学年に「メディアと表現」の教材を複数配置し、写真、漫画、ＳＮＳ、脚本など、多様なテ

キストを取り上げ、情報の比較、情報の関係付け、発信者の意図や表現の工夫について学習で

きるようにしている。

・「学びのチャレンジ」では、非連続型テキストをはじめ、様々な文章や資料を読みながら自分

の意見を構築し、書く活動が設定されている。 

・「広がる本の世界」では、数多くのジャンルの本を紹介している。また、「みちしるべ」として、

本の帯やポップづくり、本の推薦、ビブリオバトルなど、読書に親しめる言語活動が示されて

いる。 

３８ 

光 

村 

図 

書 

出 

版 

・８つの単元で構成されており、巻頭の「学習の見通しをもとう」において領域ごとに学習のポ

イントが示されている。また、「思考の地図」では、思考を広げたり深めたりする思考法が紹

介され、課題の解決に向かう手立てが示されている。 

・教科書を上下２段に分け、上段には学習の進め方を示し、生徒が学習の見通しをもてるよう配

慮されている。下段には「学習の窓」が配置され、上段の課題に取り組む際のヒントや学習用

語についての説明が掲載されている。 

・社会生活に活用できる国語の能力を高めるため、他者と協働して合意形成を図り、課題を解決

することを重視した言語活動を取り上げている。 

・１年生の学習への不安が解消できるよう、 小学校における既習事項を確認できる「言葉に出

会うために」を設けている。  

・「思考のレッスン」や「情報整理のレッスン」により、情報と情報との関係を踏まえて考えた

り、情報を可視化して整理したりする活動を通して、情報を扱う知識・技能の習得が図れるよ

う配慮されている。 

・「読書を楽しむ」では、生徒の読書に対する興味・関心を喚起する言語活動が、全学年に３種

ずつ紹介され、学校図書館を活用した授業に取り組みやすい。また、最近話題となった作家や

本を紹介したり、翻訳の違いをテーマにしたりするなど、生徒の読書意欲を高める工夫が取

り入れられている。 

（中学校 国語）                         

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

１７ 

教 

育 

出 

版 

・巻末の折り込みページに、

「理解に役立つ言葉」「表

現に役立つ言葉」が掲載

されている。 

・全学年に「四季のたより」

を設け、四季それぞれの

和歌と俳句を掲載し、我

が国の言語文化を味わえ

るよう工夫されている。 

・「まなびリンク」として二

次元コードが示され、学

習に役立つ情報が得られ

るウェブサイトを見るこ

とができる。 

・新出漢字について、脚注で

は一字で示され、読みな

がら確認することができ

る。また、教材末では用例

とともに示されており、

繰り返し新出漢字を確認

することができる。 

・記号により行数がとらえ

やすい工夫がされてい

る。 

・文字が大きく、間や行間が

広く設定されており、見

やすくなるよう配慮され

ている。 

・生徒が判読しやすい配色

やレイアウト、文字等が

使用されている。 

・「話すこと・聞くこと」では、全学年

に「言葉と社会」の項目があり、社会

の関わりを軸に、伝える能力の育成

を目指した構成となっている。 

・「書くこと」では、「何を」「どのよう

に学ぶのか」という学習の進め方と、

目指すゴールの姿として文例を具体

的に示し、生徒が主体的に学べるよ

う工夫されている。 

・「読むこと」では、「学びナビ」や「み

ちしるべ」が設定されており、生徒が

見通しをもって学ぶことができる。 

３８ 

光 

村 

図 

書 

出 

版 

・目次に続く折り込みペー

ジに「思考の地図」が掲載

されており、様々な思考

法について解説されてい

る。 

・全学年に「季節のしおり」

を設け、季節の風物を描

いた詩歌や名文の一節を

紹介し、語感を楽しんだ

り、言語文化に触れたり

できるよう工夫されてい

る。 

・各教材に二次元コードが

示され、関連する資料を

閲覧することができる。

特に、古文の読み上げ音

声データは活用しやす

い。 

・新出漢字について、脚注で

は用例とともに示され、

読みながら確認すること

ができる。また、本文で学

習する読みだけでなく、

全ての音訓を示し、学ん

だ漢字を他の場面でも活

用できるようにしてい

る。 

・脚注の語句説明が詳しく、

分かりやすい。 

・古典の教材において、現代

語訳と原文のフォントが

異なり、読みやすい。 

・本文に、教科書のためにデ

ザインした明朝体・ゴシ

ック体を使用し、手書き

文字との差が学習上の支

障とならないよう配慮が

なされている。 

・「話すこと・聞くこと」では、音声言

語の技能を身に付ける教材と、その

活用を図る言語活動を配置し、技能

と活用のつながりを意識しながら学

べるよう配慮されている。 

・「書くこと」では、正確な情報に基づ

いて、根拠をもって書く力を身に付

けるために、グラフなどの情報を分

析して考えをまとめる活動が示され

ている。 

・「読むこと」では、生徒の主体的・対

話的で深い学びを実現するために学

習過程を明確に示している。教材の

初めに示された「目標」と、教材の後

に示された「捉える」「読み深める」

「考えをもつ」において、何に着目し

て読むかについて具体的に示されて

おり、生徒の理解を助ける構成とな

っている。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 書写） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

２

東  

京  

書  

籍 

・小学校から継続した筆順･字形･点画や、導入とまとめの豊富な硬筆書き込み欄による硬毛の

往復などから、課題を身近に捉えやすい構成である。 

・左ページに配置された毛筆の大きな手本全てに「書写のかぎ」として留意点が同じ場所に示

されており、重点は色分けによって焦点化されている。 

・硬筆によるまとめ書きや「書写テスト」で振り返りの機会が設けられている。 

・運筆の朱墨・淡墨２色使用や、平仮名も含めた基本点画の扱い、行書の特徴の４類型化など、

確かな書写力育成のための工夫がされている。 

・「文字のいずみ」には、硬筆の古典教材や、半紙と大きな画仙紙の両方による書き初め教材

が全学年で示されている。 

・「仕事の中の手書き文字」として複数の職業の仕事内容や使用する文字がインタビュー形式

で紹介されるなど、文字文化と向き合い継承する態度を育成しようという配慮がされている。 

・単元「生活に広げよう」や巻末の「書写活用ブック」に加え、３年生の単元がキャリア教育の視

点からも書写の日常化に適した内容になっており、日常の学校生活や社会生活に生かすこと

ができるようになっている。 

１５ 

三 

省 

堂 

・「基礎編」、「本編」、「資料編」からなり、各学年の履修事項は「本編」にまとめられてい

る。「本編」に学年ごとに学習内容が示され、「基礎編」「資料編」には、学習の基礎的な

事項や日常で使える手紙の書き方等がまとめられている。また、「基礎編」では、姿勢や

構え方、筆の持ち方などを動画で確認できるようになっている。 

・「自分の文字を書き残そう」では、１年生と３年生の文字を並べて残すことで、３年間を

貫き通した学習であることの意識付けになっている。 

・「活字と筆順」では、視覚的に捉えられるよう注意の必要な文字の筆順が色分けされてい

る。また、行書の運筆のイメージがつかめるように、２色の墨を穂先と腹に付け、分け

て書かれている。 

・「書いて身につけよう」では、毛筆で学んだことを硬筆に生かすなど、学んだことを繰り

返し練習できる欄が設定されている。 

・文字に関わる仕事に就く方が写真とともに紹介されており、キャリア教育の視点が意識

されている。 

・「書写の広場」では、古典の作家・作品、様々な書、文房具など、書の周辺についての説

明がされている。 

・学校生活で実際に活用できる内容が紹介されている。（例：ノート、新聞、都道府県名、

書体の使い分けなど。） 

（中学校 書写）                            

 項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

２

東  

京  

書  

籍 

・Ｄマークのある単元では、毛筆教材

文字の運筆動画や関連する国語や

他教科の教科書紙面を見ることが

できるようになっている。 

・「姿勢と筆記具の持ち方」では、硬

毛それぞれの肘の位置や、毛筆の

用具ごとの片付け方などが写真で

丁寧に示されている。 

・「速く書きやすい書き方」では楷書

の許容体が、「手書き文字と活字」

ではそれぞれの違いが示されてい

る。 

・「常用漢字表・人名漢字表」では身

近な文字の楷行両方の字体が紹

介され、書写の日常化を意識した

資料が充実している。 

・「書写活用ブック」では、日常の学習

や生活などの中で使用する書式に

加え、「書写力アップ」として書き方

の留意点等が詳しく示されている。 

・活字の書体には、運筆方向が

 分かりやすい明朝体と教科書

体に加え、手書き文字に近い

ＵＤフォントのゴシック体とが

使い分けられている。 

・カラーユニバーサルデザイン

が取り入れられており、学習

内容が青、「生活に広げよう」

がオレンジと色分けされて

いる。 

・親しみやすいイラストで、運筆 

 表現の「とん・すう・ぴたっ」、色 

覚多様性や左利きへの配慮、

軽量な用紙の使用など全ての

生徒にとって学びやすいよう意

識されている。 

・平仮名・片仮名について、注意 

すべき外形や筆順が楷書・行

書ともに示されている。 

・巻頭の「目次」「書写で学ぶこと」「学 

習の進め方」と、学年ごとの扉ペー 

ジの「○年生で学ぶこと」によって、 

「主体的な学び」の実現が期待でき 

る。 

・学習の振り返り方が「説明しよう」「話 

し合おう」など対話的な表現で示さ

れている。また、小中高の接続から

日常生活への活用まで見通した内

容や構成となっている。 

・再生紙・植物油インキが使用された 

おり、環境問題やSDGｓへの配慮が 

見られる。 

・裏表紙の「保護者の皆様へ」に編修 

の趣意や願いが述べられている。

１５ 

三  

省 

堂 

・二次元コードから、基礎編の姿勢、

用具扱い等の動画が確認できる。

・「部首別行書一覧表」は、画数別に

部首等の行書の書き方が示されて

いる。 

・「資料編・日常の書式」では、手紙

などの書式は文例が多く、各月の

時候の挨拶が手書きで示され、硬

筆の手本としても活用できるよう

になっている。 

・「資料編・楷書行書一覧表」は、実

用的であり実生活に活かせるよう

になっている。 

・「毛筆補充教材」は楷書と行書の手

本や小筆用手本が示されている。

・鉛筆の持ち方について、複数の悪

い例の写真と比較しながら示され

ている。 

・フェルトペン（太）の使い方が示

されている。 

・ユニバーサルデザインに配慮

されており、活字の書体や配

色が統一されている。 

・各ページとも色使いがはっき

りとし、囲みのレイアウトが

揃っている。 

・文字の書く際にポイントとな

る説明の文章が短文で、簡潔

にまとめられている。 

・イラストのキャラクターを使

って説明をしたり、書くとき

のポイントを示したりする

工夫が見られる。 

・説明が簡潔で、紙面が見やすく分

かりやすい。生徒の学習意欲を高

めるための工夫や授業での学習の

流れが考えられた構成である。 

・段階を追って学習していけるよう

に、指導事項が順序よく配列され

ている。また、学習内容が生活の

中の多様な場面で生かせることを

実感できる構成である。 

・ユニバーサルデザインをはじめ、

環境にも配慮した用紙やインキが

使用されている。 

・毛筆で学習した後に硬筆で繰り返

し書いて習得し、普段の文字に生

かせるように工夫されている。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 書写） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

１７ 

教 

育 

出 

版 

・「学習の進め方」「本編」「資料編」からなり、各学年の履修事項は学年ごとに扉に掲載され

ている。 

・「考えよう」「生かそう」「振り返ろう」という展開で学習過程が示されている。毛筆と硬筆

がほぼ交互の構成になっており、反復によって学習を深めていくという構成である。硬筆

のページは、書きこみ欄が多く設定されている。 

・手本が右にあり、手本の文字を四角的に捉えてから、説明を受けて文字を書くという順序

の構成である。説明には、「二、三画目を連続して書くと整えて書ける」など、細かい留意

点が示されている。 

・行書の運筆が分かるように、手本には２色の墨を穂先と腹に付け、分けて書いたものが示

されている。 

・行書の導入では「和」一文字で重要な留意点を示し、「の」の繰り返しで運筆練習ができる

ようになっている。運筆を手で行ってみるという習得の手段が示されている。 

・書き順が細かく見やすく示されている。迷いやすい文字（例：門構えの筆順など）や平仮

名・片仮名についても示されている。 

・既習内容の確認として、書写テストがある。 

・古典の作家の書を同じ文字で紹介するなど、比較しやすいように工夫がされている。 

３８ 

光 

村 

図 

書 

出 

版 

・「本編」と、取り外し可能な別冊「書写ブック」からなり、双方に関連するページ数が示さ

れ、毛筆で学習したことを硬筆に生かす工夫がされている。 

・「書写ブック」が取り外せるため、関連ページと並べて活用することができるようになって

いる。 

・各単元に「考えよう」「確かめよう」「生かそう」という三段階の学習内容と活動が分かり

やすく示されている。 

・各単元の「学習を振り返る」では、自己評価だけでなく別冊「書写ブック」の対応ページ

数が示され、学習したことをすぐに書いて活用できるようになっている。 

・楷書の「点画の種類」は、穂先の流れや筆圧が補助線や数字で示されている。 

・一つひとつの漢字の手本の脇に、２色の墨で運筆が示されている。 

・行書の導入に６ページを割き、楷書と行書の違いを実感できるように工夫されている。 

・「三年間のまとめ」では、各学年で学習してきた内容が示され、学習を振り返りながら、自

分の課題を確かめることができるようになっている。 

（中学校 書写）                                

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

１７ 

教 

育 

出 

版 

・二次元コードがあり、運筆を動画

でも見られるようになっている。

・漢字一覧表は小学校の部と中学校

の部に分かれ、部首別になってい

る。また、読み方で探せる一覧表

があり、掲載ページが見つけやす

い工夫がされている。 

・写真が多く、目で見る情報が多い。

（例：「竹取物語」、「宮沢賢治」）、

日常生活の中での書写が紹介され

ている。また、文房四宝や特徴の

ある点画についての運筆も、写真

で大きく紹介されている。 

・姿勢や筆の持ち方だけでなく、後

片付けの仕方も紹介されていて、

指導する際の参考にできるように

なっている。 

・封筒の書き方で「さいたま市」が

例として扱われている。 

・ＵＤフォントが使用されてお

り、活字には筆順が正確に理

解できるように配慮した書

体である。 

・カラーユニバーサルデザイン

に配慮されており、各学年と

巻頭巻末の計４色の配色に

なっている。 

・手本に中心線が示されている

が、段階的に線ではなく、中

心を表す点で中心を示すよ

うになっている。 

・筆圧の違いに注意して書ける

よう、「１の力」「２の力」「３

の力」という表記で、線の太

さや穂先の向きが写真で示

されている。 

・古典作品を書かせることで国語

学習を深められるようになって

いる。（例：「竹取物語」「枕草子」

「奥の細道」の冒頭文） 

・毛筆で書くことと硬筆によって

振り返ることを繰り返す形で構

成されている。 

・日常生活やさまざまな学習活動

で書写を活かす力が身に付くよ

うな場面が「学習を生かして書

く」で紹介されている。 

・説明や資料が豊富で、生徒の文字

への興味関心を高める工夫がさ

れている。 

３８ 

光 

村 

図 

書 

出 

版 

・「書くときの姿勢」、「用具の準備」、

「筆記具の持ち方」、「用具の片付

け」の一つひとつに二次元コード

が示され、具体的な流れを動画で

確認できるようになっている。 

・巻末の「常用漢字表」と「人名用

漢字表」は手書きの楷書と行書が

並べられている。 

・名前の書き方の配列が字数別に示

されていて、名前を書く際の参考

になるよう工夫されている。 

・硬筆の手本は、片仮名、数字、ア

ルファベットについても掲載があ

る。 

・古典の臨書を硬筆で体験できるペ

ージなど、高校芸術科書道への接

続が図られている。 

・全体を通して、活字にＵＤフ

ォントが使用されている。ま

た、「ユニバーサルデザイン

書体」について紹介したコラ

ムがある。 

・すべてのページについて特別

支援教育の専門家やカラー

ユニバーサルデザインの専

門家による校閲を受け、レイ

アウトや色の組み合わせに

配慮されている。（裏表紙「保

護者の皆様へ」） 

・始筆、送筆、終筆のリズムを

意識できるように「トン・ス

ー・トン」という言葉と写真

で、確かめられるようになっ

ている。 

・単元ごとの展開が「考えよう」「確

かめよう」「生かそう」とい

う形で統一され、シンプルに「何

を・どう学ぶか」が示されてい

る。 

・運筆に関しては、二色の墨を穂先

と腹に付け、分けて手本の脇に

示すだけでなく、実際の動きを

動画でも確認することができる

ようになっている。 

・「書写ブック」は教科書から取り

外しができ、本編と照らし合わ

せながら毛筆を硬筆に生かす書

く活動に取り組むことができる

ようになっている。



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 社会 地理的分野） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

２ 

東 

京 

書 

籍 

・基礎事項を確認するための「チェック」と、要約や説明を行う「トライ」が１単位時間の学習

の終わりに設定され、知識や理解の定着を図るように工夫されている。 

・単元の導入やページに「見方・考え方」のコーナーがあり、地理的な見方・考え方を働かせる

場面が設けられている。 

・「導入の活動」を通して探究課題が示され、「まとめの活動」により自分の言葉でまとめる形で

構成されている。 

・「まとめの活動」に「探究のステップ」コーナーが設けられ、探究課題の解決につながるよう

構成されている。 

・「世界の諸地域」の導入で「ＳＤＧｓから『地球的課題』を考えよう」が設けられ、世界の六

つの各州が抱える課題が「地球的課題」であることを意識付けさせるように工夫されている。

１７ 

教 

育 

出 

版 

・「読み解こう」コーナーが設けられ、地理の基礎的・基本的な技能の習得が図られるように工

夫されている。 

・「学習のまとめと表現」ページには、テーマについて自分の言葉で表現する「表現しよう」コ

ーナーや、まとめた意見について互いに話し合う「意見を交換しよう」コーナーが設けられて

いる。 

・各時間の学習のきっかけとなる資料を冒頭に示し、資料の解説文である「ＬＯＯＫ！」やキャ

ラクターのセリフが学習課題へ円滑に接続できるように工夫されている。 

・各単元のまとめに「意見を交換しよう」が設けられ、学習テーマと関連した議題で、協働しな

がら作業や分析をしたり、発言をし合ったりして、学習内容が深化できるように工夫されて

いる。 

・「地理の学習を始めるにあたって」でＳＤＧｓが示されており、「世界の諸地域」の六つの各州

で取り上げている学習テーマと「地球的課題」が関連付けられるように工夫されている。 

４６ 

帝 

国 

書 

院 

・「技能をみがく」コーナーでは、地理的な見方・考え方を働かせる上で必要な基礎的な技能を

習得できるように工夫されている。 

・キャラクターが吹き出しを活用することで、資料を読み取る視点が分かるように工夫されて

いる。 

・振り返りのページの終わりに「私たちとの関わり」の課題を設け、生徒自らの生活に引き付け

た問題意識を喚起するよう工夫されている。 

・巻頭の「地域のよりよい発展を目指して」では、世界や日本各地の具体的な取組を例示するな

ど、ＳＤＧｓの視点が意識付けられている。 

・日本の各地域のまとめを最終章の「地域の在り方」の冒頭に連結させることで、当該章が既習

の活動を生かした学習となるように工夫されている。 

（中学校 社会 地理的分野）                      

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

２ 

東 

京 

書 

籍 

・デジタルコンテンツが使

える内容に、「Ｄマーク」

や「二次元コード」が用意

され、ＩＣＴを活用した

学習ができるようになっ

ている。 

・各資料に「集める」「読み

取る」「まとめる」コーナ

ーが付設され、情報収集・

読み取り・まとめの技能

を身に付けるための工夫

がされている。 

・ＵＤフォントを使用し、文

章は敬体で記されてい

る。 

・導入部、展開部、終結部の

形で構造化されたレイア

ウトになっている。 

・「世界の諸地域」や「日本

の諸地域」では、ページの

下に州名や地方名が書か

れており、検索できるよ

うになっている。 

・教科書の紙面は、ＡＢ版が採用されて

いる。 

・「導入の活動」で単元全体を貫く「探

究課題」が立てられ、１単位時間ごと

に「学習課題」を解決し、「まとめの

活動」では、「探究課題」を解決する

流れで構成されている。 

・他分野と関連している資料や特設ペ

ージで、「分野関連マーク」が設定さ

れ、３分野の系統的な学習が展開で

きるように工夫されている。 

１７ 

教 

育 

出 

版 

・デジタルコンテンツが使

える内容に、「まなびリン

ク」のマークおよび「二次

元コード」が用意され、Ｉ

ＣＴを活用した学習がで

きるようになっている。 

・本文の流れに即した関連

資料として、「読み解こ

う」コーナーが設定され

ている。 

・資料を読み取りながら考

察できるように、学習活

動に工夫がされている。 

・ＵＤフォントを使用し、文

章は敬体で記されてい

る。 

・見開きページごとに、学習

内容をイメージさせる主

題と、学習事項を示す副

題がおかれ、併せて「学習

課題」が示されている。 

・ページ数の右横に単元名

が、ページ数の左横には

関連した学習内容が書か

れている。 

・教科書の紙面は、ＡＢ版が採用されて

いる。 

・「学習のまとめと表現」では、学習の

振り返りとして、自分の言葉で表現

したり、意見を交換したりする活動

を行い、段階的に学習が深まるよう

に配慮されている。 

・３分野の学びを関連付けるために、

「関連」マークが設定されており、系

統的な学習ができるように工夫され

ている。 

４６ 

帝 

国 

書 

院 

・デジタルコンテンツが使

える内容に、「二次元コー

ド」やＵＲＬが用意され、

ＩＣＴを活用した学習が

できるようになってい

る。 

・写真や地図、グラフ等が大

きく見やすく示され、習

得した技能を生徒自身が

活用できるように「資料

活用」の問いが設定され

ている。 

・ＵＤフォントを使用し、文

章は敬体で記されてい

る。 

・「確認しよう」と「説明し

よう」に取り組むことで、

学習課題の解決に迫る構

造になっている。 

・ページの右端に章と地域

名等が示され、検索でき

るようになっている。 

・教科書の紙面は、ＡＢ版が採用されて

いる。 

・章(節)の問いが、はじめと終わりに提

示されており、まとめでは道筋をつ

けながら課題解決及び発展的思考に

つなげる工夫がされている。 

・３分野の学びを関連付けるために、導

入や、単元を貫く課題の設定、学習の

振り返りに一貫性をもたせるように

工夫されている。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 社会 地理的分野） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

１１６ 

日 

本 

文 

教 

出 

版 

・１単位時間の学習の最後に「確認」コーナーが設けられ、基礎・基本の確かな定着ができるよ

うに工夫されている。 

・「世界の諸地域」や「日本の諸地域」の導入部に、興味を引くような写真とともに単元を貫く

テーマにつながるクイズが設けられ、学習内容への関心を高められるように工夫されている。

・単元のまとめのページで、「アクティビティ」や「チャレンジ地理」を設け、思考ツールを活

用した様々な作業や話合い活動を通して、学習内容の深化を図ることができるように工夫さ

れている。 

・１単位時間の学習において、「見方・考え方」を働かせる問いとして、「深めよう」のコーナー

や、学習課題に対応し理解を確かめるための「確認」コーナーが設定されている。 

・「世界の諸地域」では、世界の六つの各州のテーマとＳＤＧｓの地球的課題が関連付けられる

ように工夫されている。 

（中学校 社会 地理的分野）                      

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

１１６ 

日 

本 

文 

教 

出 

版 

・デジタルコンテンツが使

える内容に、「デジタルマ

ーク」が用意され、ＩＣＴ

を活用した学習ができる

ようになっている。 

・必要な情報の読み取りな

どの技能を高めるための

「資料活用」コーナーが

設けられている。 

・ＵＤフォントを使用し、文

章は敬体で記されてい

る。 

・タイトルの横に、学習課題

の手がかりとなる「見方・

考え方」が示されている。

・ページの右端に章や地域

名が示され、検索できる

ようになっている。 

・教科書の紙面は、ＡＢ版が採用されて

いる。 

・単元の終わりに、「学習のまとめ」が

設けられ、基礎基本の定着と学習内

容を深める活動ができるように構成

されている。 

・「連携コーナー」や章の導入ページで、

他分野と関連した資料を掲載するこ

とで、系統的な学習が展開できるよ

うに工夫されている。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 社会 歴史的分野） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

２ 

東 

京 

書 

籍 

・見開き２ページで１単位時間とし、「導入資料」、「学習課題」、「本文」、「チェック＆トライ」

で構成されている。また、小学校の学習事項が年表に位置付けられている。 

・各単元（章）の学習は、単元全体を貫く問いである「探究課題」と、節ごとの課題である「探

究のステップ」、１単位時間の学習のめあてである「学習課題」の３段階の課題を軸にしてお

り、課題解決的な構成となるように工夫されている。 

・終章の「歴史のまとめ（「みんなでチャレンジ」のコーナーも含む）」のページでは、これまで

の学習で身に付けた知識・概念・技能や、思考力・判断力・表現力を活用して自ら見いだした

問題の解決を目指したり、他者と協働しながら追究した結果をまとめたりすることができる

ように工夫されている。 

・学習に必要な技能を身に付ける「スキル・アップ」が設けられている。また、身に付けた技能

を活用する「読み取る」「まとめる」のコーナーが設けられている。 

・歴史的な見方・考え方が５つに整理されており、この見方・考え方を使って考察できるように

工夫されている。 

１７ 

教 

育 

出 

版 

・見開き２ページで１単位時間とし、「本文」、「資料」、「学習活動」で構成されている。また、

本時の学習をまとめる「確認」と「表現」が設けられている。 

・各章では、導入ページの「学習を始めよう」から始まり、章末では、その時代の移り変わりを

大観するための年表や、その時代の特色をまとめるための学習活動が掲載されている。 

・各章のまとめのページでは、「歴史新聞」や「関係図」の作成など、主体的・対話的な学習の

場面が設けられている。 

・絵や写真、新聞、地図や系図等の学習の中で活用する資料について、資料活用の方法や手順を

示している「歴史の技」が設けられている。 

・歴史的な見方・考え方が５つのポイントに整理されている。 

４６ 

帝 

国 

書 

院 

・見開き２ページで１単位時間とし、「導入資料」、「本時の学習課題」、「本文と資料」で構成さ

れている。また、学習内容を振り返る「確認しよう」「説明しよう」が設けられている。 

・「タイムトラベル」では、単元のはじめで時代の特色を見通し、本文と関連付けたり、眺め直

したりすることで、時代の振り返りができるように工夫されている。 

・巻末の「多面的・多角的に構想する－未来に向けて」のページでは、これまで、学習した歴史

事象や出来事のうち、現在でも社会的な課題となっている事項をテーマに選び、これまでの

学習で身に付けた知識・概念・技能や、思考力・判断力・表現力を活用して解決を目指したり、

他者と協働しながら追究した結果をまとめたりすることができるように工夫されている。 

・歴史的な見方・考え方を働かせる上で必要な基礎的な技能が習得できる「技能をみがく」コー

ナーが設けられている。 

・歴史的な見方・考え方が４つに整理されており、この見方・考え方を使って、社会の出来事を

多面的・多角的に考える力を身に付けられるように工夫されている。 

（中学校 社会 歴史的分野）                     

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

２ 

東 

京 

書 

籍 

・デジタルコンテンツが使

える内容に、「Ｄマーク」

や「二次元コード」が用意

され、ＩＣＴを活用した

学習ができるようになっ

ている。 

・各見開き２ページの左下

に年表が掲載されてお

り、歴史の流れの中で、本

時の学習はどの時代を扱

っているのかがわかるよ

うになっている。 

・ＵＤフォントを使用し、文

章は敬体で記されてい

る。 

・「分野関連マーク」によっ

て、地理や公民とのつな

がりを意識しながら学習

を進めることができるよ

うに工夫されている。 

・人物資料には、その人物に

ついての説明が端的に示

され、補足説明が掲載さ

れている。 

・教科書の紙面は、ＡＢ版が採用されて

いる。 

・「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つのテーマで構成され、現代的

な諸課題を意識しながら学習を進め

ることができるように工夫されてい

る。 

・章末「まとめの活動」では、クラゲチ

ャート、Ｘ・Ｗ・Ｙチャート、ピラミ

ッドストラクチャ等の思考を整理す

るツールを活用した学習活動が設け

られている。 

１７ 

教 

育 

出 

版 

・デジタルコンテンツが使

える内容に、「まなびリン

ク」のマークおよび「二次

元コード」が用意され、Ｉ

ＣＴを活用した学習がで

きるようになっている。 

・見開き２ページに「時代ス

ケール（年表）」が掲載さ

れ、そのページで学習す

る時代や年代が、歴史の

中でどの位置にあるのか

が示されている。 

・ＵＤフォントを使用し、文

章は敬体で記されてい

る。 

・「関連」マークによって、

地理や公民とのつながり

を意識しながら学習を進

めることができるように

工夫されている。 

・「小学校」マークによって、

小学校の学習内容とのつ

ながりを意識しながら学

習を進めることができる

ように工夫されている。 

・教科書の紙面は、ＡＢ版が採用されて

いる。 

・人権や平和、環境、災害・防災等、現

代社会に見られる様々な課題や、つ

ながりのある歴史を取り上げ、自己

と社会・歴史とのつながりについて、

考えを深められるように配慮されて

いる。 

・各章のまとめのページでは、「歴史新

聞」や「関係図」の作成など、主体的・

対話的な学習の場面が設定されてお

り、他者と協働しながら追究したり、

まとめたりすることができるように

工夫されている。 

４６ 

帝 

国 

書 

院 

・デジタルコンテンツが使

える内容に、「二次元コー

ド」やＵＲＬが用意され、

ＩＣＴを活用した学習が

できるようになってい

る。 

・世界地図やイラスト等を

活用しながら、世界と日

本のつながりを確認でき

るようになっている。 

・ＵＤフォントを使用し、文

章は敬体で記されてい

る。 

・「小学校・地理・公民との

関連」によって、小学校の

学習内容や、地理・公民の

学習内容とのつながりを

意識して学習を進めるこ

とができるように工夫さ

れている。 

・「解説」では、本文中の重

要な用語や、難解な用語

が示されている。 

・教科書の紙面は、ＡＢ版が採用されて

いる。 

・様々な立場や選択を踏まえて考察す

る活動が設けられたり、歴史上の

人々が連携・協働して課題の解決に

取り組む姿が紹介されたりして、多

面的・多角的に歴史をとらえられる

ように工夫されている。 

・「章の学習を振り返ろう」では、歴史

的な見方・考え方を整理し、話し合

い、説明することで学びが深められ

るように工夫されている。



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 社会 歴史的分野） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

８１ 

山 

川 

出 

版 

社 

・見開き２ページで１単位時間とし、「導入資料」、「本時の学習課題」、「本文と資料」、「本時の

学習内容」で構成され、世界史を含めた歴史の流れがつかめるように工夫されている。 

・各章の冒頭では、日本史と世界史の年表が掲載され、章末ではワーク形式の学習活動ができる

ように工夫されている。 

・「身近な地域を調べよう」では、調査の順序、注意事項等が示され、主体的に取り組めるよう

に工夫されている。 

・各章の「まとめ」では、時代の特色や、自ら論点を考える内容が取り上げられ、これまでの学

習で身に付けた知識・概念・技能や、思考力・判断力・表現力を活用して考察できるように工

夫されている。 

・「歴史との対話」では、歴史を学ぶための基礎知識と、歴史の調べ方が示され、歴史学習に必

要な技術が習得できるように工夫されている。 

１１６ 

日 

本 

文 

教 

出 

版 

・見開き２ページで１単位時間とし、「導入資料」、「本時の学習課題」、「本文と資料」、「確認」

で構成され、「確認」では学習活動や自分の考えを説明する問いが提示されている。 

・学習の「めあて」が掲載され、時代の特色をとらえるための学習ができるように工夫されてい

る。 

・身近な地域の歴史や文化財・先人を紹介するコーナーや特設ページが設けられており、地域や

先人の知恵に学ぶことができるように、工夫されている。 

・「スキルＵＰ」では、歴史学習を進めるにあたって必要な技能が解説され、社会的事象につい

て調べ、まとめられるように工夫されている。 

・歴史的な見方・考え方が４つに整理されており、この見方・考え方を使って考察できるように

工夫されている。 

２２７ 

育 

鵬 

社 

・見開き２ページで１単位時間とし、「導入資料」、「本時の学習課題」、「本文と資料」、「学習の

まとめ」で構成され、「つかむ」、「調べる」、「まとめる」、「表現する」という配列になってい

る。 

・「地域の歴史を調べてみよう」では、身近な地域の歴史の情報を収集し、レポートにまとめ、

発表するという方法が示されている。 

・「歴史ズームイン」、「歴史ビュー」、「人物クローズアップ」のコラムが設けられ、学習の具体

性や発展性をもたせられるように工夫されている。 

・「日本の美の形」では、各時代の文化遺産の特色と、その変遷が大観できるように工夫されて

いる。 

・巻末の「歴史学習のまとめ」のページでは、「歴史新聞づくり」や「『日本の歴史“10大事件”』

を選ぶ」など、これまでに身に付けた知識・概念・技能や、思考力・判断力・表現力を活用し

て考察できるようになっている。 

（中学校 社会 歴史的分野）                      

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

８１ 

山 

川 

出 

版 

社 

・デジタルコンテンツが使

える内容に、「二次元コー

ド」が用意され、ＩＣＴを

活用した学習ができるよ

うになっている。 

・「○○世紀の世界」のペー

ジでは、解説と世界地図、

イラストによって、日本

と世界の様子が把握しや

すいように工夫されてい

る。 

・文章は常体で記されてい

る。 

・見開き２ページで、学習内

容が「日本史」ではオレン

ジ、「世界史」では青色で

色分けされている。 

・難解な用語については、欄

外の「用語解説」で解説さ

れている。 

・教科書の紙面は、ＡＢ版が採用されて

いる。 

・歴史を学ぶ力を養うため、「流れをつ

かむ」「歴史を考える」「世界史を知

る」の３つのポイントで構成されて

いる。 

・構成・叙述の流れや資料が高校につな

がるための内容となっている。 

・章末「まとめ」では、時代全体を俯瞰

して考えるための問いかけがあり、

歴史的な見方・考え方を働かせて、考

えが深められるように工夫されてい

る。 

１１６ 

日 

本 

文 

教 

出 

版 

・デジタルコンテンツが使

える内容に、「デジタルマ

ーク」が用意され、ＩＣＴ

を活用した学習ができる

ようになっている。 

・「地図で見る世界の動き」

のページでは、日本と世

界の様子が把握できる工

夫がされている。 

・ＵＤフォントを使用し、文

章は敬体で記されてい

る。 

・「小学校」マークによって、

小学校の学習内容とのつ

ながりを確認できるよう

になっている。 

・各ページの右側には、歴史

を大観できる年表が示さ

れ、左側には授業内容に

関連する年表が掲載され

るように工夫されてい

る。 

・教科書の紙面は、ＡＢ版が採用されて

いる。 

・６つの項目で編成され、学習内容の焦

点化を図るための配慮がなされてい

る。 

・各編の「学習の整理と活用」では、時

代の特色等について、主体的・対話的

な学習の場面が設定されており、他

者と協働しながら追究したり、まと

めたりすることができるように工夫

されている。 

２２７ 

育 

鵬 

社 

・時代の流れが大観しやす

いように、イラストと問

いが示されている。 

・「歴史絵巻」のページでは、

小学校の学習内容とのつ

ながりが示され、時代の

特色がつかめるように工

夫されている。 

・文章は敬体で記されてい

る。 

・資料には、見開きで通し番

号が付けられ、本文の関

連場所にも同様の番号が

付けられている。 

・各章の冒頭にある年表が、

ものさしとして表記さ

れ、人類の歴史と比較で

きるように工夫されてい

る。 

・教科書の紙面は、ＡＢ版が採用されて

いる。 

・「歴史のターニングポイント」では、

主体的・対話的な学習の場面が設定

されており、他者と協働しながら追

究したり、まとめたりすることがで

きるように工夫されている。 

・章末の「私の歴史博物館をデザインし

てみよう」では、諸資料から様々な情

報を効果的に調べてまとめる技術が

身に付けられるように工夫されてい

る。 



（中学校 社会 歴史的分野） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

２２９ 

学 

び 

舎 

・章の扉のページで部の学習課題がまとめられている。 

・各章の冒頭に学習課題が設定され、章末にはその時代を振り返るための学習活動が問題形式

で掲載されている。 

・火おこしや糸紡ぎなどの体験学習、インターネットや博物館などを利用した調べ学習が紹介

されている。（特設ページ「歴史を体験する」） 

・章の扉のページに北極を中心とした地図が置かれ、テーマに沿って世界各地の様子を予想で

きるように工夫されている。 

・「部の学習のまとめ」では、歴史の見方・考え方を働かせて、各時代の特色を多面的・多角的

に考察し、学びを深められるように工夫されている。 

（中学校 社会 歴史的分野）                     

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

２２９ 

学 

び 

舎 

・各章の冒頭で世界地図と

資料が掲載され、日本の

歴史と世界の歴史のつな

がりがわかりやすく示さ

れている。 

・巻末の年表は、１２ページ

あり、図や写真資料が多

く掲載されており、歴史

の流れと各時代の特色が

把握しやすいよう工夫さ

れている。 

・本文は敬体で記されてい

る。資料には、見開きで通

し番号が付けられてい

る。 

・巻末の年表では、日本の社

会・政治・経済の動きと日

本の文化・宗教が世界の

出来事と関連付けて掲載

されている。 

・履修学年に応じた文章表

現や漢字が使用されてい

る。 

・教科書の紙面は、Ａ版が採用されてい

る。 

・図版や記述が生徒の主体的な学びの

実現が図られるように工夫されてい

る。 

・各単元（部、章）の「章をふりかえる」

「部の学習のまとめ」のページでは、

時代の特色等について、主体的・対話

的な学習の場面が設定されており、

これまでの学習で身に付けた知識・

概念・技能や、思考力・判断力・表現

力を活用したり、他者と協働しなが

ら追究し、まとめたりすることがで

きるように工夫されている。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 社会 公民的分野） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

２ 

東 

京 

書 

籍 

・「スキルアップ」「集める」「読み取る」「まとめる」では、資料収集・読み取りなどの基礎的・

基本的な技能を身に付けられるように工夫されている。 

・章末に「探究のステップの解決」が設定されており、章の内容が系統的に確認できるように工

夫されている。 

・「みんなでチャレンジ」では、対話的な活動を通して、学習課題について考えることができる

ように工夫されている。 

・「トライ」では、「チェック」で基礎事項を確認後、各項についての要約や説明を行うことがで

きるように工夫されている。 

・各単元の終結部の「まとめの活動」で、どのように解決すればよいのかを考えられるように工

夫されている。 

・現代社会の課題である｢持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）｣のテーマを取り上げることで、国際

社会が抱える諸課題の理解を促すように工夫されている。 

１７ 

教 

育 

出 

版 

・「言葉で伝え合おう」では、思考力、判断力、表現力等を育成するため、テーマに基づいて、

表現活動を中心とした学習を行うことができるように工夫されている。 

・「学習のまとめと表現」のSTEP１では、用語の確認ができるように工夫されている。 

・「学習のまとめと表現」のSTEP２では、資料を活用して考えたり話し合ったりする活動を通し

て、学習課題に取り組むことができるように工夫されている。 

・「学習のまとめと表現」のSTEP３では、各章の全体のテーマに対しての問いについて考察し、

まとめることができるように工夫されている。 

・ノートの作り方が紹介されており、その中の｢疑問や考え｣を書く部分では、学習した内容を振

り返りながら、新たな問いを見いだせるように工夫されている。 

・現代社会の課題である｢持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）｣のテーマを取り上げることで、個人

と社会との関わりを中心に学習理解が深められるように工夫されている。 

４６ 

帝 

国 

書 

院 

・「技能をみがく」では、資料収集・読み取りなどの基礎的・基本的な技能の習得が図られるよ

うに工夫されている。 

・章末の「章の学習を振り返ろう」では、用語を中心に知識の確認をすることができるように工

夫されている。 

・「説明しよう」では、各項の学習内容について説明をする課題が設定され、思考力、判断力、

表現力等を育成するための工夫がされている。 

・章末の「章の学習を振り返ろう」では、章の問いに対しての答えを、自らの意見や話合いなど

を通して導き出せるように、順序立てて取り組めるように工夫されている。 

・｢先輩たちの選択｣というコーナーでは、著名人のインタビューが掲載されており、最後の質問

の｢中学生へのメッセージ｣では、文化の大切さや、平和や国際協力の大切さを感じられるよ

うに工夫されている。 

・現代社会の課題である｢｢持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）｣の意義の理解が図れるように工夫

されている。 

（中学校 社会 公民的分野）                       

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

２ 

東 

京 

書 

籍 

・デジタルコンテンツが使

える内容に、「Ｄマーク」

や「二次元コード」が用意

され、ＩＣＴを活用した

学習ができるようになっ

ている。 

・学習効果を高めるために、

「みんなでチャレンジ」

や「見方・考え方」、「読み

取る」などで、資料と関連

する活動を行うように工

夫されている。 

・ＵＤフォントを使用し、文

章は敬体で記されてい

る。 

・分野関連マーク・教科関連

マークにより、他分野・他

教科の学習内容との関連

が図られている。 

・１単位時間の内容を補足

する写真・図版資料を本

文の周りに配置し、「考え

る」等のコラムを活用し、

課題解決に必要な情報を

収集できるように工夫さ

れている。 

・教科書の紙面は、ＡＢ版が採用されて

いる。 

・章の始めの｢導入の活動｣において、提

示される資料等をもとに、単元を貫

く課題を立て、課題の解決を通して

獲得した知識をまとめの段階で活用

し振り返る流れとなっている。 

・「まとめの活動」では、現代社会の見

方・考え方を働かせながら、グループ

学習を通して多面的・多角的に考察

することで理解を深め、社会参画す

る態度を養うように工夫されてい

る。 

１７ 

教 

育 

出 

版 

・デジタルコンテンツが使

える内容に、「まなびリン

ク」が用意され、ＩＣＴを

活用した学習ができるよ

うになっている。 

・「導入資料」では、学習の

きっかけや追究の中心と

なる資料が掲載され、キ

ャラクターのコメントで

資料の見方が示されてい

る。また、資料には、「Ｌ

ＯＯＫ！」という解説文

が掲載されている。 

・ＵＤフォントを使用し、文

章は敬体で記されてい

る。 

・学習内容がＳＤＧｓと関

連しているページには

「関連するＳＤＧｓの表

示」が表記されている。 

・１時間単位の内容の理解

の補助として、本文の周

りに用語解説を設け、「公

民の技（10テーマ）」でグ

ループ学習ができるよう

に工夫されている。 

・教科書の紙面は、ＡＢ版が採用されて

いる。 

・各章の学習の始めに単元を貫く「学習

課題」が提示され、それを解決するた

めに学習を積み重ね、まとめの学習

を振り返る流れとなっている。 

・「学習のまとめ」では、思考ツールを

活用して課題に取り組み、学習内容

を統合・深化するように工夫されて

いる。各章のまとめが終章につなが

るようになっており、社会参画する

態度を養うように工夫されている。 

４６ 

帝 

国 

書 

院 

・デジタルコンテンツが使

える内容に、「二次元コー

ド」が用意され、ＩＣＴを

活用した学習ができるよ

うになっている。 

・見開きの左ページ上部に

生徒にとって身近な事例

等の写真やイラストが導

入資料として掲載され、

資料活用の視点とともに

示されている。 

・ＵＤフォントを使用し、文

章は敬体で記されてい

る。 

・文章・語句に関連する資料

や本文の補足説明が掲載

されており、本文をより

理解できるように工夫さ

れている。 

・１単位時間の内容を補足

する写真・図版資料を本

文の周りに配置し、「確認

しよう」・「説明しよう」を

活用して、学習できるよ

うに工夫されている。 

・教科書の紙面は、ＡＢ版が採用されて

いる。 

・章のまとめでは、学んだことを確かめ

た後に、現代社会の見方・考え方を働

かせて、自分の考えを整理し、意見交

換をして自分の考えを深め、学習内

容を統合・深化するように工夫され

ている。 

・「アクティブ公民」では、様々な立場

の違いにより起こる対立から合意形

成を目指す活動を通して、社会参画

する態度を養うように工夫されてい

る。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 社会 公民的分野） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

１１６ 

日 

本 

文 

教 

出 

版 

・「情報スキルアップ」では、資料から情報を読み取るときに必要な、知識や技能、注意すべき

点が学習できるように工夫されている。 

・「見方・考え方」では、学習課題の解決に向けての手がかりの例を示し、生徒の活動の補助に

なるように工夫されている。 

・「アクティビティ」では、具体的な例を挙げ、学習内容の理解を深めるための問いが設定され

ている。 

・「チャレンジ公民」では、社会の課題について、事例を通して考察や構想を行うことができる

ように工夫されている。 

・章の始めの｢導入の活動｣において、提示される資料等をもとに課題について考え、章の終わり

にまとめたり、話し合ったりする活動を行うように工夫されている。 

・現代社会の課題である｢持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）｣について紹介があり、ＳＤＧｓの掲

げる１７のゴールがどの資料と関連するかを意識付けられるように工夫されている。 

２２５ 

自 

由 

社 

・重要なことがらを深く理解するために、関連する単元の近くに「もっと知りたい」という特設

ページが設定されている。 

・「やってみよう」では、学習内容への理解を深めるために考えたり、話し合ったり、調べたり

する学習課題が設定されている。 

・章末の「学習のまとめ」には、各項の重要語句が掲載されており、理解度を自己評価できるよ

うに工夫されている。 

・「学習の発展」では、学習内容を発展させるための課題がいくつか示されており、思考力、判

断力、表現力等を育成するために工夫されている。 

・｢アクティブに深めよう｣では、現代社会の課題を解決するためにどうすべきかを考えさせる

ように工夫されている。また、個人で考えたり、小集団で考えさせたりすることで、追究した

ことを振り返ることができるように工夫されている。 

・現代社会の課題である｢持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）｣について紹介があり、貧困と格差の

問題を解決するための手段となるように工夫されている。 

２２７ 

育 

鵬 

社 

・「スキルアップ！」では、意見をもつための手法が紹介されており、例を用いて技能の習得が

できるように工夫されている。 

・章末の「学習のまとめ」では、用語を中心に知識の確認をすることができるように工夫されて

いる。 

・「やってみよう」では、個人や班で取り組める作業や活動が学習内容に関連して示されており、

小集団での協働的な活動を促すように工夫されている。 

・ディベートの仕方等を示した「スキルアップ（７テーマ）」では、効果的に技能を身に付けら

れるように工夫されている。 

・｢ＴＲＹ｣では、各自で考えたり、話し合ったりする活動の指示があり、テーマについて追究で

きるように工夫されている。 

・現代社会の課題である｢持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）｣について紹介があり、学習内容がＳ

ＤＧｓの掲げる１７のゴールのどれにあたるのかを意識付けるように工夫されている。 

（中学校 社会 公民的分野）                       

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

１１６ 

日 

本 

文 

教 

出 

版 

・デジタルコンテンツが使

える内容に、「デジタルマ

ーク」が用意され、ＩＣＴ

を活用した学習ができる

ようになっている。 

・「シンキングツールマー

ク」では、課題について考

える手法などが紹介され

ている。 

・ＵＤフォントを使用し、文

章は敬体で記されてい

る。 

・シンキングツールマーク

では、課題について考え

る手助けとなるチャート

や表などが表記されてい

る。 

・連携コーナーでは他分野

の学習とのつながりを示

している。 

・教科書の紙面は、ＡＢ版が採用されて

いる。 

・教科書の内容全体を通して学習課題

の解決に向けて働かせるべき見方・

考え方が示されている。 

・「学習の整理と活用」では、「シンキン

グツール」を用いたグループ学習の

仕方が示されている。 

・「明日に向かって」では学習した内容

を活かし、「身近な地域」が抱える課

題や将来について考えることで、社

会参画する態度を養うように工夫さ

れている。 

２２５ 

自 

由 

社 

・資料は写真が多く掲載さ

れており、人物の紹介が

多く、学習内容の理解を

より深めるように工夫さ

れている。 

・巻頭で「世界に誇る日本の

先端技術」、巻末で「日本

の伝統的工芸品」の特集

が組まれ、地図や写真を

掲載して我が国の理解を

深めるように工夫されて

いる。 

・文章は敬体で記されてい

る。 

・難解な用語や補足説明が

必要な箇所はピンク四角

白抜きの数字で示され、

欄外で解説されている。 

・重要語句が関連した単元

に複数回記載する等、公

民分野のつながりを意識

させるように工夫されて

いる。 

・教科書の紙面は、ＡＢ版が採用されて

いる。 

・各小単元の学習課題を解決するため

の視点は各ページの最後に記載され

ているため、学習の見通しをもって

取り組めるようになっている。 

・各章ごとに１～２つ｢アクティブに深

めよう｣が設けられていて、現代社会

の課題を解決するためにどうすべき

かを考えさせるところがある。 

・終章のレポート、ディベート等、習得

した知識を活用し、学習内容を補足・

深化させるように工夫されている。 

２２７ 

育 

鵬 

社 

・学習効果を高めるために、

図版や写真等の資料を大

きく見せるように工夫し

て、掲載されている。 

・日本国憲法には難しい用

語の解説を付けて理解を

深めるように工夫してい

る。 

・文章は敬体で記されてい

る。 

・他分野で学んだことを紹

介するマークがあり、学

習内容が深まるように工

夫されている。 

・１単位時間の内容を補足

する写真・図版資料が本

文の周りに配置され、「学

習を深めよう」では発展

的な資料を示し、学習内

容を深められるように工

夫されている。 

・教科書の紙面は、ＡＢ版が採用されて

いる。 

・冒頭に公民を学ぶ理由について様々

な角度から記載されている。 

・各章の章末は、章で学習した内容を踏

まえて、社会に見られる課題を自分

事として考えさせ、社会参画への態

度が養えるように工夫されている。 

・公民の学習のまとめを、最初にプレゼ

ンテーションで発表し、指摘された

疑問点や反対意見を踏まえた上で、

解決策を加えたものをレポート形式

にまとめることで、より学習内容が

深化するように工夫されている。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 地図） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

２ 

東 

京 

書 

籍 

・我が国の国土及び世界の諸地域に関して、地域の諸事象や地域的特色を理解できるようにす

るため、「テーマ資料」のページに、多くの写真資料やグラフが示されている。 

・地図の読図や作図、景観写真の読み取りなどの地理的技能が身に付けられるように、この地図

帳の活用方法」で資料図を読み取るための視点が示されている。 

・各地域の内容が「一般図」→「基本資料」→「テーマ資料」の構成になっている。 

・「注目したい記号」の脚注により、地図の読み取りを助けるように工夫されている。 

・社会的事象の意味や意義などを多面的・多角的に考察したり、課題の解決に向けて公正に選

択・判断したりする力を養うため、「世界旅行」をする友達や先生を登場させ、資料図を読み

取る視点を示すように工夫されている。 

・課題の追究・解決の過程で、地図や統計資料を効果的に活用するための工夫がされている。 

４６ 

帝 

国 

書 

院 

・土地の高さによる色分けと、土地利用による色分けとを併用することで、地域的特色がつかみ

やすくなるように工夫されている。 

・日本の地域的特色と地域区分、日本の諸地域の地図や資料が工夫され、我が国の国土及び世界

の諸地域に関して、地域的特色を理解できるように工夫されている。 

・地図帳の使い方や地形図では、読図や景観写真の読み取りなど、地理的技能が身に付けられる

ように、景観がわかる写真が示され、地図や地形図と、景観が結び付けられるよう工夫されて

いる。 

・鳥瞰図がイラストマップになっており、地形の特徴を把握できるように工夫されている。 

・地図や統計などに親しみ、課題の追究・解決のための教材として活用する意欲を育むように工

夫されている。 

・各地域の比較を通して地域の特色が考察できるよう、資料図の縮尺が統一されている。 

（中学校 地図）                            

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

２ 

東 

京 

書 

籍 

・デジタルコンテンツが使

える内容に、「Ｄマーク」

や「二次元コード」が用意

され、ＩＣＴを活用した

学習ができるようになっ

ている。 

・「日本の都道府県の統計

表」に加え、「都道府県の

産品と名所・お国自慢な

ど」の資料があり、都道府

県のシンボルマークを示

す工夫がされている。 

・ＵＤフォントを使用して

いる。 

・土地の高さが立体的に示

され、「ジャンプ」の表示

で関連資料と比較できる

工夫がされている 

・断面図はどこからどこま

でを裁断したのかについ

て、太線で示されている。

・教科書の紙面は、ＡＢ版である。 

・巻頭の「現代社会の課題を解決するた

めに『ＳＤＧｓ』を知ろう！」では、

各目標について考えるきっかけを作

るなど、国際社会の動きに対応した

内容が取り入れられている。 

・写真やグラフが多く用いられている。

・歴史的分野や公民的分野に関連する

ページが多く用いられ、３年間で活

用できるように工夫されている。 

４６ 

帝 

国 

書 

院 

・デジタルコンテンツが使

える内容に、「二次元コー

ド」やＵＲＬが用意され、

ＩＣＴを活用した学習が

できるようになってい

る。 

・陸高と水深の凡例が一般

図ごとに示されており、

毎回確認できるように工

夫されている。 

・ＵＤフォントを使用して

いる。 

・「統計のページ」の統計表

が、一行ごとに着色され、

確認しやすいように工夫

されている。 

・基本図で示した地域に、同

緯度・同縮尺の日本を示

すように工夫されてい

る。 

・教科書の紙面が、Ａ版であるため、大

きな地図を見ることができる。 

・「学習課題」のコーナーを設定し、図

を見るときに着目する点が示されて

いる。 

・「地図活用」の問いを追究することで、

「社会的な見方・考え方」が身に付け

られるようになっている。 

・五街道や少子高齢化を表す項目を設

けるなど、歴史的分野や公民的分野

でも活用できるように工夫されてい

る。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 数学） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

２ 

東 

京 

書 

籍 

・１年の１章の前に“０章”が設定され、算数から数学へと円滑に学習をつなげることができる

ようになっている。 

・各章の導入において、生徒の日常生活の場面に即し、章の学習を通して解決できる事象が取り

上げられ、学習への動機付けを図ることができるようになっている。 

・「問」の中で、「例」と似た問題に「◆」マークが付けられ、「例」に戻って確認したり、意図

的に問題を取り出して学習したりすることができるようになっている。 

・章の途中にある“学びをふり返ろう”では、内容のまとまりごとに問題解決を振り返って、考

え方を話し合ったり、自分の言葉でまとめたりするなどの機会が設けられ、次の学びに向か

う意欲を高めることができるようになっている。 

・主に章末に設けられている“深い学び”は、「問題をつかむ」「見通しを立てる」「問題を解決

する」「ふり返る」「深める」のサイクルで構成され、問題解決の進め方を示すことで、主体

的・対話的で深い学びが実現できるようになっている。 

４ 

大 

日 

本 

図 

書 

・各項を通して「活動」「例」「Ｑ」で構成され、数学的活動を通して数学を見いだし、見いだし

た数学を身につけていくという流れになっており、数学のよさを実感させながら、習熟を図

ることができるようになっている。 

・「Ｑ」の横に、補充問題“プラス・ワン”が用意され、次のページにその解答が示され、進度

や習熟度に応じて学習に取り組むことができるようになっている。 

・章の途中にある“学びにプラス”では、学習した内容を振り返ったり、広げたり、活用したり

する問いが設定され、学習を深めるとともに、自主的に学習に取り組む態度を養うことがで

きるようになっている。 

・「章末問題」の“○章をふり返ろう”では、新学習指導要領の３つの評価の観点が示され、自

己評価することができるようになっている。 

・各章末の“活用・探求”では、学習した内容を活用したり、探求したりする問題が設定され、

数学のよさを実感するとともに、深い学びが実現できるようになっている。 

１１ 

学 

校 

図 

書 

・全ての学年において、各領域の学習の前に“ふりかえり”が設けられ、既習の内容から円滑に

学習をつなげることができるようになっている。 

・各章の導入場面や章の途中に、次の学習内容へとつながる問い“次の課題へ！”が設定され、

学習への動機付けを図るとともに、見通しをもって学習を進めることができるようになって

いる。 

・各章にある“数学的活動”では、「問題を見つける」「予想する」「解決する」「新たな問題を見

つける」のサイクルで構成され、主体的・対話的で深い学びが実現できるようになっている。

・「Ｑ」の“見方・考え方”で既習の知識との関連や考え方のヒントなどが示され、様々な見方・

考え方を身に付けるとともに、主体的に学習に取り組むことができるようになっている。 

・各章の終わりに“「○○」を学んで”が設定され、その章の学習を振り返り、自己評価すると

ともに、主体的に学習に取り組む態度を養うことができるようになっている。 

（中学校 数学）                             

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

２ 

東 

京 

書 

籍 

・デジタルコンテンツが使える

内容に、「Ｄ」マークが付けら

れ、「シミュレーション」、「動

画」、「他教科リンク」などが

用意されている。 

・巻末の付録が充実しており、

操作活動を通して思考を深

めることができるようにな

っている。 

・「例」や「問」のまとまり

が明確になるよう、縦の

罫線が入っている。 

・“節の導入”や“深い学び”

は、次ページが見えない

よう、右ページ始まりと

なっている。 

・ＵＤフォントを採用して

いる。 

・導入場面において、生徒の日常生

活の場面に即し、学習を通して解

決できる事象が取り上げられ、学

習への動機付けを図ることができ

るようになっている。 

・各章に“深い学び”を設け、主体

的・対話的で深い学びが実現でき

るようになっている。 

４ 

大 

日 

本 

図 

書 

・デジタルコンテンツが使える

内容に、「ＷＥＢ」マークが付

けられ、「シミュレーショ

ン」、「インタビュー記事」、

「外部へのリンク」などが用

意されている。 

・１、２年は、巻末の「○年の

まとめ」のページを切り離し

て冊子を作れるようになっ

ている。 

・領域（数と式、図形、関数、

データの活用）ごとにペ

ージや項目の色が分けら

れている。 

・外国にルーツをもつ生徒

をキャラクターに採用

し、異文化理解にもつな

げられている。 

・各項のタイトル右に配当

時数が「□」で示されてい

る。 

・ＵＤフォントを採用して

いる。 

・活動を通して数学を見いだすこと

が重視され、数学を学ぶことのよ

さを実感できるようになってい

る。 

・「Ｑ」の横に、補充問題“プラス・

ワン”が用意され、次のページに

その解答が示され、進度や習熟度

に応じて学習に取り組むことがで

きるようになっている。 

・章末問題において、３つの評価の

観点が示され、自己評価すること

ができるようになっている。 

１１ 

学 

校 

図 

書 

・デジタルコンテンツが使える

内容に「二次元コード」と「整

理番号」が付けられ、「シミュ

レーション」、「アニメーショ

ン」「外部へのリンク」などが

用意されている。 

・巻末に「プログラミングを体

験してみよう」があり、数学

とプログラミング学習の内

容を結び付けた学習ができ

るようになっている。 

・巻末にホワイトボードマーカ

ーで書いたり消したりでき

る「アイデアボード」が用意

されている。 

・「Ｑ」と「問」のまとまり

が明確になるよう、実線

で罫線が入っている。ま

た、「例」のまとまりにつ

いては、破線で罫線が入

っている。 

・「章のまとめの問題」は、

“基本”、“応用”、“活用”

と明確に分類されてい

る。 

・ＵＤフォントを採用して

いる。 

・各章の導入場面や途中に、次の学

習内容へとつながる問い“次の課

題へ！”が設定され、学習への動

機付けを図るとともに、見通しを

もって学習を進めることができる

ようになっている。 

・各章に“数学的活動”を設け、主

体的・対話的で深い学びが実現で

きるようになっている。 

・巻末にホワイトボードマーカーで

書いたり消したりできる「アイデ

アボード」が用意されている。 



（中学校 数学） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

１７ 

教 

育 

出 

版 

・全ての学年において、各章の前に“〇〇を学習する前に”が設けられ、既習の内容から円滑に

学習につなげることができるようになっている。また、各章の終わりに“学習のまとめ”が設

けられ、さらなる習熟を図ることができるようになっている。 

・各章の導入“Let’s Try”では、身のまわりや社会にある事象を数学的に捉え、考察する場面

が設けられ、興味・関心を高め、学習への動機付けを図ることができるようになっている。 

・各項、「Ｑ」、「例」、「たしかめ」、「問」の流れで構成され、「たしかめ」で「例」の類似問題を

解いてから「問」へと展開するため、スモールステップでの学習ができるようになっている。

・各ページの右側に縦線が引かれ、その右側に、数学的な考え方や既習事項の振り返り、補充問

題のページなどが示され、進度や習熟度に応じて学習に取り組むことができるようになって

いる。 

・学習したことを基にして、身のまわりの場面などから問題を見いだし、解決する場面が設定さ

れ、「問題を見いだそう」「問題をつかもう」「自分の考えをもとう」「友だちの考えを知ろう」

「みんなで話し合おう」「ふり返ろう」「深めよう」と活動を示し、主体的・対話的で深い学び

が実現できるようになっている。 

６１ 

新 

興 

出 

版 

社 

啓 

林 

館 

＜みんなで学ぼう編＞ 

・章の導入場面において、その章で学習する内容が端的に示され、見通しをもって学習に取り組

むことができるようになっている。 

・ページ下に、その項の学習で働かせた数学的な見方・考え方が示され、意識付けできるように

なっている。 

・新しい学習がはじまるきっかけとなる問題に“ひろげよう”が付けられ、さらに、既習事項を

振り返る“ふりかえり”や、活動を示す“説明しよう”“話し合おう”“まとめよう”が示され、

主体的・対話的で深い学びが実現するようになっている。 

＜自分から学ぼう編＞ 

・学習内容を活用する題材や発展させる題材が扱われ、興味・関心に応じて、家庭学習などの授

業外においても主体的に学習に取り組むことができるようになっている。 

・各章の“力をつけよう”では、過去の入試問題が扱われるなど、幅広く問題が用意され、進度

や習熟度に応じて学習に取り組むことができるようになっている。 

１０４ 

数 

研 

出 

版 

・全ての学年において、各章の前に“〇〇の学習の前に”が設けられ、既習の内容から円滑に学

習につなげることができるようになっている。 

・“Ｑ”、“ＴＲＹ”では、対話形式で問題解決の方向性が示され、主体的・対話的で深い学びが

実現できるようになっている。 

・章の途中に “考えよう”“調べよう”“やってみよう”などが設定され、数学のよさを実感し

たり、学習した内容を深めたりできるようになっている。 

・巻末の“チャレンジ編”の“力をのばそう”では、考え方や解答例が示され、主体的な学習が

できるようになっている。 

・別冊の“探究ノート”では、本冊の内容を深め、学びを発展させる課題や数学的な見方・考え

方を働かせて解決する課題が扱われ、深い学びが可能になっている。 

（中学校 数学）                            

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

１７ 

教 

育 

出 

版 

・デジタルコンテンツが使える

内容に「まなびリンク」マー

クが付けられ、「シミュレー

ション」、「動画」、「補充問題」

などが用意されている。 

・巻末には、グラフ用紙が用意

され、活用できるようになっ

ている。 

・巻末の“学びのマップ”では、

学習内容と前の学年の学習

内容の系統図が示され、系統

性を理解できるようになっ

ている。 

・章末問題の各問に、評価規

準が示され、達成目標を

判断できるようになって

いる。 

・巻末の「さくいん」は、日

本語と英語が併記されて

いる。 

・ＵＤフォントを採用して

いる。 

・「Ｑ」、「例」、「たしかめ」、「問」の

流れで構成され、「たしかめ」で

「例」の類似問題を解いてから

「問」へと展開するため、スモー

ルステップでの学習ができるよう

になっている。 

・各ページの右側に縦線が引かれ、

縦線の右側に、様々な情報が示さ

れ、進度や習熟度に応じて学習に

取り組むことができるようになっ

ている。 

・章末問題の各問に、評価規準が示

され、達成目標を判断できるよう

になっている。 

６１ 

新 

興 

出 

版 

社 

啓 

林 

館 

・デジタルコンテンツが使える

内容に「二次元コード」が付

けられ、「シミュレーショ

ン」、「ふりかえり」、「章末問

題の解答」などが用意されて

いる。 

・巻末の「学びのあしあと」に

学習の記録を付けられるよ

うになっている。 

・教科書全体が茶系を中心

とした配色になってい

る。 

・「例題」のまとまりが明確

になるよう、破線で縦の

罫線が入っている。 

・ＵＤフォントを採用して

いる。 

・“みんなで学ぼう編”と“自分から

学ぼう編”の２部で構成されてい

る。 

・“みんなで学ぼう編”は、主に授業

の中で主体的・対話的で深い学び

が実現できるようになっている。

・“自分から学ぼう編”は、練習問題

や発展的な内容が幅広く扱われ、

主に授業外の学習に活用すること

ができるようになっている。 

１０４ 

数 

研 

出 

版 

・デジタルコンテンツが使える

内容に「Ｌｉｎｋ」マークが

付けられ、「補充問題」、「資

料」、「シミュレーション」な

どが用意されている。 

・巻末の「中学○年のまとめ」

は、学年の学習内容を前の学

年の学習内容と対比し、系統

性を踏まえてまとめられて

いる。 

・巻末の「学びの自己評価」は、

自分の成長を実感できるよ

うになっている。 

・教科書全体が言語活動を

充実させるよう、対話形

式での記述が中心になっ

ている。 

・ＵＤフォントを採用して

いる。 

・“Ｑ”、“ＴＲＹ”では、対話形式で

問題解決の方向性が示され、主体

的・対話的で深い学びが実現でき

るようになっている。 

・別冊の“探究ノート”では、本冊

の内容を深め、学びを発展させる

課題や数学的な見方・考え方を働

かせて解決する課題が扱われ、深

い学びが実現できるようになって

いる。 

・巻末の「学びの自己評価」は、自

分の成長を実感できるようになっ

ている。 



（中学校 数学） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

１１６ 

日 

本 

文 

教 

出 

版 

・全ての学年において、各章の前に“次の章を学ぶ前に”が設けられ、既習の内容から円滑に学

習につなげることができるようになっている。 

・「問」の横に“○＋チャレンジ”が用意されていたり、補充問題のページが示されていたりと、

進度や習熟度に応じて学習に取り組むことができるようになっている。 

・ページの右側に、“確かめ”や“大切な見方・考え方”などが示され、進度や習熟度に応じて

学習に取り組むことができるようになっている。 

・「問」に“考えよう”“話し合おう”“ふり返ろう”“深めよう”“説明できるかな”が示され、

主体的・対話的で深い学びが実現できるようになっている。 

・主に各項の学習の終わりのページの下に、“次の課題”が示され、次の学習への動機付けを図

るとともに、見通しをもって学習を進めることができるようになっている。 

（中学校 数学）                             

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

１１６ 

日 

本 

文 

教 

出 

版 

・デジタルコンテンツが使える

内容に「ＷＥＢ」マークが付

けられ、「シミュレーショ

ン」、「アニメーション」、「練

習問題」、「外部へのリンク」

などが用意されている。 

・巻末に“対話シート”が用意

されており、切り取って学び

合いに活用することができ

るようになっている。 

・「Ｑ」と「例」のまとまり

が明確になるよう、実線

で縦に罫線が入ってい

る。 

・巻末の「さくいん」は、日

本語と英語が併記されて

いる。 

・ＵＤフォントを採用して

いる。 

・「問」の横に“○＋チャレンジ”が用

意されていたり、補充問題のペー

ジが示されていたりと、進度や習

熟度に応じて学習に取り組むこと

ができるようになっている。 

・主に各項の学習の終わりのページ

の下に、“次の課題”が示され、次

の学習への動機付けを図るととも

に、見通しをもって学習を進める

ことができるようになっている。

・巻末に“対話シート”が用意され

ており、切り取って学び合いに活

用できるようになっている。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 理科） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

２

東
京
書
籍

・章の導入と章末の「Before & after」に学習の本質を問う質問があり、メタ認知を促すように

工夫されている。章末の「各節の課題に対する結論の例」、「学んだことをチェックしよう」、

単元末の「学習内容の整理」、「確かめと応用」等で基礎的・基本的事項を何度も復習できるよ

うになっている。また、「確かめと応用」では、思考力を問う問題が用意されている。 

・学習活動が「問題発見→課題→仮説→構想→観察・実験→分析・解釈→検討・改善→結論→活

用」と細かく示され、探究の過程を丁寧に扱っている。「学びを生かして考えよう」、「課題に

対する結論を表現しよう」で思考力、表現力を高める課題が随所に用意されている。 

・「レッツスタート」、「つながる科学」、章末の「世界につながる科学」、巻末の「未来への科学」

では、日常生活や科学技術との関連を図り、理科を学ぶ意義や有用性を実感させる工夫がな

されている。「科学のミカタ」、「学びをいかして考えよう」等で、深い学びを支援できるよう

工夫されている。 

・話合いの例が随所に示され、巻頭の「考えが異なったら、考えを言葉にして議論しよう」では

議論のポイントがまとめられており、主体的で対話的な学びを重視されている。 

・巻頭や巻末に、理科室のきまりや薬品の性質、扱い方等が掲載されている。また、観察・実験

の注意事項が、目立つように注意マークと共に朱書で示され、安全に配慮されている。 

４

大
日
本
図
書

・単元の冒頭に「これまでに学習したこと」が見開きで１ページあり、既習事項を確認できるよ

うに工夫されている。「章末問題」、単元末の「まとめ」、「単元末問題」で基礎的・基本的事項

を何度も復習できるようになっている。単元末には、思考力を問う「読解力問題」も用意され

ている。 

・巻頭で「理科の学習の進め方」が示され、探究の過程がつかめるよう工夫されている。巻末に

は「探究の進め方」が詳しく掲載されている。また、学年ごとに、探究の過程（問題を見つけ

よう、計画を立てよう、結果から考えよう、振り返ろう）の重点を設け、朱書きのマークで分

かるように示されている。章末に、身に付けた見方や考え方を活用する「探究活動」や巻末の

「自由研究にチャレンジしよう」があり、深い学びを促すことができるようになっている。 

・単元や章の導入では、興味・関心を高める写真や図、「つながる」で科学技術や他教科との関

連を図り、理科を学ぶ意義や有用性を実感できるよう工夫されている。「やってみよう」では、

科学的に探究する態度を養う工夫がなされている。 

・「話し合おう」では、対話を通して考えが深められるように配慮されている。 

・巻頭に理科室の決まりや実験中の地震発生時の対応、巻末に薬品の性質、扱い方等が掲載され

ている。観察・実験の注意事項が黄色い枠の中に示され、安全に配慮されている。 

学
校
図
書

・章の導入で「Can-Do List できるようになりたい目標」が具体的に示され、章末の「何がで

きるようになったか」で学習を振り返ることができるように工夫されている。単元末には、

「学びを日常に生かしたら」として、思考力、表現力を高める問題が用意されている。また、

単元の導入では「学びのあしあと」「振り返ろう・つなげよう」があり、既習事項の確認がで

きるよう工夫されている。 

・巻頭で学習活動が「気づき→課題→仮説→計画→方法→結果→考察→ふり返り」と細かく示さ

れ、探究の過程が丁寧に扱われている。本文中の随所に「この時間の課題」、「見方・考え方」、

「この時間のまとめ」が示され、生徒が見通しをもって学習できるようになっている。 

・巻頭の「なぜ理科を学ぶの？」や本文中の「サイエンスカフェ」で日常生活や科学技術との関

連を図り、理科を学ぶ意義や有用性を実感させる工夫がなされている。単元末の「学び続ける

理科マスター」で「ふり返って深める」「発信して深める」等深い学びの方法が示されている。

・巻頭の「理科のトリセツ」で理科の学習方法や探究のポイントが示されるとともに、本文中の

キャラクターが多く登場し、話合いの場面を提示している。 

・巻頭の「理科のトリセツ」に「実験室を使うコツ」が掲載されている。観察・実験の注意事項

が注意マークと黄色い枠に目立つように示され、安全に配慮されている。 

（中学校 理科）                       

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

２

東
京
書
籍

・巻頭に二次元コードが掲載

され、動画の視聴や他教科

との関連資料、シミュレー

ション等のデジタルコンテ

ンツが利用できるようにな

っている。 

・単元の導入で魅力的な写真

が掲載され、写真、挿絵、図

表も豊富である。 

・「科学の本だな」で参考図書

が紹介されている。 

・巻末に「世界の活火山分

布」、「星座早見」などの資

料が添付されている。 

・単元ごとにイメージカ

ラーが設定されており、

視覚でとらえやすい。 

・本文などの主要部分で、

ＵＤフォントを採用し、

読みやすくなるよう工

夫されている。 

・既習の語句に波線が引

かれていたり、端に補足

説明があったりするな

ど、確認しやすい。 

・問題発見の場面から考察の場面まで

丁寧に扱っており、探究の過程を重

視した構成になっている。さらに、活

用の場面が必ず設定されており、理

科の有用性を実感できるよう工夫さ

れている。 

・自分の考えを表現したり、充実した話

合いをしたりするためのポイントが

随所に示されており、主体的・対話的

で深い学びが実現できるように工夫

されている。 

・教科書サイズがＡ４スリム版となっ

ており、探究活動の流れを丁寧に盛

り込んでいる。また、写真、挿絵、図

表等の資料が鮮明で豊富にある。 

４

大
日
本
図
書

・巻頭に二次元コードが掲載

され、実験や実験器具の基

本操作のデジタルコンテン

ツの他、科学館、博物館等に

アクセスできるようになっ

ている。 

・科学の歴史、科学者や日常

生活や職業との関連など読

み物資料が豊富である。 

・単元の「まとめ」が重要語句

キーワードとその内容が整

理されて示されている。 

・本文で、ＵＤフォントを

採用し、重要語句にはふ

りがなを付け、太字で表

記し、読みやすくなるよ

うに工夫されている。 

・本文中で、重要事項が端

的にわかりやすく表記

されている。 

・実験の図、イラスト写真

等のレイアウトが見や

すく工夫されている。 

・単元冒頭で既習の内容が見開き 1 ペ

ージを使って丁寧にまとめられてお

り、学習のつながりを意識できるよ

うに工夫されている。 

・巻頭で「理科の学習の進め方」が、巻

末で「探究の進め方」が詳しく記載さ

れ、探究の過程を重視した構成とな

っている。 

・単元のまとめページに、重要語句がキ

ーワードとして一覧になっており、

基礎・基本の定着が確認できるよう

に工夫されている。 

学
校
図
書

・本文中に二次元コードが掲

載され、自由研究の例や、シ

ミュレーション体験、練習

問題、読み物資料等のデジ

タルコンテンツが利用でき

るようになっている。 

・単元の導入「問題発見」が見

開き1ページで示され、写

真も豊富である。 

・教科書の巻末に話合い活動

などにくり返し活用できる

「学びの交換アイデアボー

ド」が掲載されている。 

・ＵＤフォントを採用し、

ユニバーサルデザイン

を含め、記述量も配慮さ

れたレイアウトとなっ

ている。 

・重要語句が太字でふり

がな付きで提示され、課

題は赤字で目立つよう

に表示されている。 

・観察・実験では、結果例

の他、考察例が掲載され

ている。 

・巻頭の「理科のトリセツ」で理科を学

ぶ意義や理科の学習方法、教科書の

使い方等が詳細に書かれており、学

びを支援する構成となっている。 

・単元ごとの課題だけでなく、毎時間の

課題とまとめが「この時間の課題」

「この時間のまとめ」として示され

ており、見通しをもって学習できる

ように工夫されている。 

・教科書の巻末にホワイトボードとし

て活用できる「学びの交換アイデア

ボード」が掲載されている。 

１１ １１ 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 理科） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

教
育
出
版

・章の導入の「学習前の私」、章末の「学習後の私」で生徒自身が習得した内容を確認できるよ

うになっている。「思い出そう」で既習事項を確認し、「演習しよう」「要点をチェック」「要

点と重要用語の整理」「基本問題」「学年末総合問題」で基礎的・基本的事項を復習できるよ

うに工夫されている。

・巻頭に「探究の進め方」が折り込みで示されており、そのページを広げると本文ページを開い

ても、「探究の進め方」が確認できるようになっている。また、「疑問」「課題」「仮説」「計画」

「観察・実験」「考察」「結論」と探究の過程が丁寧に示されている。 

・単元の導入や「ハローサイエンス」で、学習内容と日常生活や安全、環境に関連する様々な話

題が取り上げられ、理科を学ぶ意義と有用性を実感させる工夫がなされている。 

・本文中に「調べよう」「話し合おう」「計算しよう」「演習しよう」「活用しよう」「考えよう」

など、科学的に考える場面が多く設定されている。話合いの場面では、中学生のキャラクター

が随所に登場して、話合いのヒントを示すなど、主体的で対話的な学びを充実させる工夫が

なされている。 

・巻頭に理科室の決まりと応急措置の方法、巻末に薬品の性質・扱い方が掲載されている。観

察・実験の注意事項が注意マークと朱書きで示されるなど、安全への配慮がされている。

新
興
出
版
社
啓
林
館

・単元の導入に「学ぶ前にトライ！」、単元末に「学んだ後にリトライ」と同じ問いかけがあり、

習得した内容を確認できるようになっている。本文中の「例題」「練習」、章末の「基本のチ

ェック」、単元末の「学習のまとめ」で、基礎的・基本的な事項を何度も復習できるように工

夫されている。また、「力だめし」、「思考力ＵＰ」など思考力を高める問題も多く設定され

ている。 

・巻頭で「探究の過程」がサイクルで示されている。また、各単元に「探Ｑ実験」が設定され、

巻末の「探Ｑシート」を活用して、探究の活動が行えるように工夫されている。本文中、随所

に疑問や自分の考えが書き込めることができ、思考力、表現力を高める工夫がなされている。

・単元末の「ひろがる世界」や本文中の「深めるラボ」、「お仕事ラボ」などの科学コラムで 

 日常生活や科学技術との関連を図り、理科を学ぶ意義や有用性を実感させる工夫がなされて

いる。「みんなで探Ｑクラブ」で学習内容をもとに学びを深める活動が用意されている。 

・探究の流れの中に「話し合ってみよう」、「表現してみよう」等の項目があり、主体的で対話

的な学びを充実させる工夫がなされている。 

・「サイエンス資料」に、実験の注意事項や地震が発生した時の対応、薬品の性質や扱い方等が

掲載されている。観察・実験の注意事項が注意マークと朱書きで示されるなど、安全への配慮

がされている。 

（中学校 理科）                        

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

教
育
出
版

・巻頭二次元コードが示されて

おり、学習内容と関連したＷ

ｅｂサイトにリンクするこ

とができるようになってい

る。 

・理科の有用性が実感できるよ

うな読み物「ハローサイエン

ス」が掲載されている。 

・巻末に学習で活用できる厚紙

のカードやシートが添付さ

れている。 

・レイアウトがシンプル

で見やすく、ＵＤフォ

ントを採用するなど、

ユニバーサルデザイン

に配慮した構成になっ

ている。 

・重要語句は朱書きの太

字ゴシックで表記さ

れ、黒色でふりがなが

ふられている。 

・写真、挿絵、図表が鮮

明で見やすい。 

・巻頭に「探究の進め方」が折り込みで

示されており、いつでも「探究の進め

方」が確認できるようになっている。

また、本文中も探究の過程を重視し

た構成となっている。 

・科学の有用性を実感できるようにす

るために、日常生活や科学・技術との

関連した内容など、様々な話題を取

り上げた資料が掲載されている。 

・巻末に学習で活用できる厚紙のカー

ドやシートが掲載されている。

新
興
出
版
社
啓
林
館

・単元の導入、「科学コラム」、

「学習のまとめ」等において

二次元コードが示されてお

り、動画やシミュレーショ

ン、練習問題などが見られる

ようになっている。 

・「科学コラム」では、「部活ラ

ボ」、「お料理ラボ」「防災減災

ラボ」など、学習内容に関連

する話題が取り上げられて

いる。 

・写真、挿絵、図表などの様々

な資料が掲載されている。 

・重要用語等の太字のフ

ォントはＵＤフォント

を採用し、読みやすい

ように配慮されてい

る。 

・視覚的にとらえやすく

なるよう、単元ごとに

イメージカラーが設定

されている。 

・１年生の文字サイズが

２、３年生より大きく

設定されるなど、中１

ギャップへの配慮がな

されている。 

・本文中の練習問題や章末、単元末のペ

ージで、基礎的・基本的事項を何度も

復習できるようになっている。また、

思考力や表現力を育成する問題も設

定されている。 

・本文中、随所に疑問や自分の考えを書

き込むことができるように工夫され

ている。また、探究の過程を重視した

実験が設定され、巻末の「探Ｑシー

ト」を活用して主体的に学習できる

よう工夫されている。 

・デジタルコンテンツが充実しており、

学習に関連する資料が豊富である。

１７ １７ 

６１ 
６１ 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 音楽 一般） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

１７ 

教 

育 

出 

版

・口絵には、我が国の自然や四季を視覚で味わいながら、楽曲に対するイメージをふくらませ

て表現の学習をすることができるように、歌唱共通教材ゆかりの地が美しい大判写真で掲

載されており、音楽を愛好する心情を高める工夫がされている。 

・目次に続くページには、学習内容の関連を図った「学びのユニット」が示され、歌唱「うた

う」、創作「つくる」、鑑賞「きく」活動のバランスを大切にしながら、生徒の興味・関心を

高め、主体的・協働的に学ぶことができるよう教材の配列が工夫されている。 

・各教材には、学習内容を明確にするための「学びのポイント」や楽曲に関連する音楽記号な

どが簡潔に示され、楽譜を中心に据えたシンプルなページ作りにより知識及び技能が着実

に定着できるよう工夫がされている。 

・「どんな特徴があるかな？」では、音楽を形づくっている要素を意識した学習活動が設定さ

れ、音楽的な見方・考え方を働かせながら学習が展開できるよう工夫がされている。 

・生徒が自分の音楽表現に対する思いや意図を記入したり、演奏のよさや価値について交流し

たりするスペース「話し合おう」が多くの教材に設けられており、音楽表現を主体的に工夫

する過程を重視した内容となっている。 

・創作のページ「音のスケッチ」では、多様で体験的な学習活動が展開できるよう、３年間の

系統性や発展性を踏まえ、意欲を高める学習活動が幅広く設定されている。 

・鑑賞教材である「雅楽」や「能」「歌舞伎」では、表現活動を通して我が国の伝統文化に親

しんだり、音楽の共通性と固有性を考える「何が同じで、何が違う？」を通して音楽文化へ

の理解を深めたりするなど、多様な学習活動の工夫がされている。 

２７ 

教 

育 

芸 

術 

社 

・口絵には我が国を代表する音楽関係者のメッセージや、音楽の本質を考える「音楽ってなん

だろう」のコラムが紹介されており、学びに向かう力や音楽を通してより広い価値観を養う

ための工夫がされている。 

・目次に続くページには、学習指導要領に示された資質・能力とそれに対応する学習内容や教

材を示した「学びの地図」が配置され、どのような音楽の力を身に付けられるのかが明瞭に

示されている。 

・各教材には、学習のねらいや活動の手順が分かりやすく示されており、基礎的・基本的な知

識技能が習得できるよう工夫がされている。 

・創作のページ「My Melody」では、学習を進めるための手順が示されており、具体的な作品

例の明示やキャラクターによる吹き出しのコメントにより、生徒が主体的に学習に取り組

めるよう配慮されている。 

・「深めよう！音楽」では、友達と意見交換をしながら曲の構成や曲想の変化についてまとめ

るワークシート等が用意されており、「主体的・対話的で深い学び」を実現するために参考

となる学びの手順や工夫の視点が具体的に示されている。 

・「曲のよさをプレゼンしよう」では、音楽の授業で学んだことを生かして、薦めたい曲の音

楽的な特徴や感じ取ったことをもとにプレゼンテーションに取り組む方法が提示されてお

り、生徒が主体的に学習に臨むことができるよう工夫がされている。 

・「私たちが受け継ぐ郷土の祭りや芸能」には、中学生が地域に伝わる祭りや芸能に取り組む

様子が数多く紹介されており、郷土の伝統芸能や歴史を受け継ぐことの大切さや理解を促

す工夫がされている。 

（中学校 音楽 一般）                           

 項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

１７ 

教 

育 

出 

版 

・目次に二次元コードが掲載された「ま

なびリンク」では、教科書の内容にリ

ンクした動画や音声の試聴、ワーク

シートの活用などにより、生徒が主

体的な学習に取り組むことができる

ようになっている。 

・巻末には折り込みを利用した３ペー

ジ構成のビジュアル図鑑が掲載さ

れ、多様な楽器や舞台芸術などの情

報を見渡すことで音楽を愛好する心

情を育てる工夫がされている。 

・大きなイラストに彩られたポピュラ

ー図鑑や、楽器や人物が多彩に紹介

された音楽史「日本と西洋の音楽の

歩み」など、資料としての情報量が豊

かである。 

・国歌「君が代」については、さざれ石

の写真と共に歌詞の大意が示され、

国歌に込められた思いや願い、互い

に尊重し合うことの大切さにも触れ

ている。 

・教科書全体が落ち着いた色

彩でまとめられ、学習に集

中できるようにレイアウト

や配色に配慮がされてい

る。 

・「学びのポイント」にはＵＤ

フォントを使用し、見やす

く読みまちがいがしにくく

なるよう配慮されている。 

・「Let’s Sing！」では、歌

うためのワンポイント・ア

ドバイスがイラストや図を

用いて提示されており、基

礎的・基本的な知識・技能が

習得できるよう工夫がされ

ている。 

・楽曲に関連する音楽用語と

記号については読み方を示

すとともに、巻末の楽典ペ

ージが記載されており、容

易に検索をすることができ

るようになっている。 

・音楽科の学びを支えるカリ

キュラム「学びのユニッ

ト」では、主要教材の周辺

に「比べたり」「深めた

り」するための様々な教材

が効果的に配置され、生徒

自身が音楽的な見方・考え

方を働かせながら、主体的

かつ協働的に学ぶことがで

きるように工夫がされてい

る。 

・各学年に設けられた「何が

同じで、何が違う？」で

は、我が国と諸外国の音楽

文化における共通性と固有

性について書き込んだり話

し合ったりする学習が設定

されており、生徒がグロー

バルな視点をもって多様な

音楽の特徴を思考・判断・

表現するための工夫がされ

ている。 

２７ 

教 

育 

芸 

術 

社 

・曲紹介や動画などのコンテンツを閲

覧できる二次元コードでは、教科書

の内容に対応させ学習に役立つ情報

が説明されている。 

・歌唱教材においては、生徒の心情に即

した教材や音域について考慮された

教材が数多く用意されており、生徒

自身が興味・関心をもって学習を進

めることが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

と豊かに関わるために、クラシック

音楽やポピュラー音楽など多彩なジ

ャンルの作品を豊かに紹介する資料

が数多く掲載されている。 

・国歌「君が代」については、オリンピ

ック等の写真を添えて、国家・国旗と

国際的儀礼についても触れている。 

・基本的に白を基調とした紙

面構成で、学習活動文の配

置や配色の工夫、写真やイ

ラスト上でも文字が見やす

くなる配慮がされている。 

・タイトルや文章、楽譜中の

歌詞にはＵＤフォントを使

用し、見やすくより学習し

やすくなるよう配慮されて

いる。 

・巻末には楽典事項について

「音楽の約束」として取り

まとめてあり、基本的な内

容の確認が容易にできるよ

うに配慮されている。 

・他教科との関連を図るコラ

ムや「この頃、日本では

…！？」のコーナーなどが

掲載され、教科横断的な学

びを深めるための工夫がさ

れている。 

・音楽の本質を考える「音楽

ってなんだろう」のコラム

や、新設された「生活や社会

の中の音楽」の学びを通し

て、生徒自身が音楽の意味

や価値を考え、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

るように工夫がされてい

る。 

・郷土の音楽文化や我が国の

伝統音楽や芸能について

は、豊富な写真や資料の充

実を図り、中学生が地域に

伝わる祭りや芸能に取り組

む様子が数多く紹介される

など、我が国の音楽文化に

対して尊重する態度を養う

ことができるよう配慮され

ている。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 音楽 器楽合奏） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

１７ 

教 

育 

出 

版

・巻頭や口絵には、日本や世界の様々な楽器が紙面一杯に紹介されたり、日本を代表する演奏

家による「中学生のみなさんへ」というメッセージが掲載されたりするなど、生徒の器楽表

現に対する興味・関心を高め、主体的に表現活動へ取り組むことができるよう工夫がされて

いる。 

・ページ構成は、「吹く楽器」（リコーダー、篠笛、尺八）、「弾く楽器」（ギター、筝、三味線）、

「叩く楽器」（太鼓）の順でまとめられ、それぞれの区切りのページに設けられた「何が同

じで、何が違う？」や「吹く楽器の仲間たち」のコーナーでは、それぞれの楽器の共通点や

相違点について主体的かつ対話的な学びが深められるよう工夫がされている。 

・各ページでは、見開きごとに「学びのねらい」が設定されており、技能が平易な楽曲からま

とめの楽曲までステップを踏んで演奏することで、知識や技能が確実に定着するよう工夫

がされている。 

・篠笛と尺八の学習では、適宜、唱歌が表記されており、唱歌全般についてまとめたページの

新設により、唱歌の役割や楽器による特徴などが一目で理解できるよう配慮されている。 

・創作においては、箏の響きを生かした作品をつくったり、リコーダーや鍵盤楽器など楽器の

音色を生かし全体の構成を工夫したりするなど、多様な楽器を活用した創作活動が展開で

きるよう工夫がされている。 

２７ 

教 

育 

芸 

術 

社 

・巻頭には、演奏者の楽器や音楽への思いや「音楽ってなんだろう」のコラムなどが掲載され

ており、生徒自身が生活や社会の中の音や音楽について幅広く考え、感受性豊かに学習へ取

り組むことができるよう工夫がされている。 

・ページ構成では、冒頭に「アンサンブル セミナー」が配置されており、多様なアンサンブ

ル曲が紹介されたり、アーティキュレーションやパートの役割等について表現を深めるた

めの具体的な手順が示されたりすることで、他者と共に音楽をつくり上げていくための基

礎知識が得られ、豊かな表現活動がしやすいように工夫がされている。 

・リコーダーの学習では、ソプラノリコーダーの楽曲数が拡充されており、小学校における学

習内容を踏まえながら、生徒の実態に応じて学習が展開できるよう工夫がされている。 

・箏の学習では、奏法についての様々な紹介や日本の音階を使った創作教材などが用意されて

おり、器楽分野と創作分野の関連を図った学習が展開できるよう配慮されている。 

・巻末には「楽しもう！和楽器の音楽」として、部活動を通して和楽器の合奏に取り組んでい

る中学生を紹介しており、我が国の伝統的な音楽や楽器への親しみをもてるよう工夫がさ

れている。 

（中学校 音楽 器楽合奏）                           

 項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

１７ 

教 

育 

出 

版 

・目次に二次元コードが掲載された「ま

なびリンク」では、教科書の内容にリ

ンクした動画や音声の試聴、学習資

料の活用により、生徒が主体的な学

習に取り組むことができるよう工夫

がされている。 

・「Let’s Play」や「名曲旋律集」で

は、歌唱分野や鑑賞分野との関連を

図った教材が取り上げられており、

楽器への興味や関心を高めるための

工夫がされている。 

・リコーダーのタンギングや

アーティキュレーション

の説明について図形等で

示したり、「学びリンク」の

中に実際の音源が入って

いたりするなど、生徒が視

覚的・聴覚的にも理解でき

るよう工夫がされている。 

・ギターの学習では、タブ譜

が取り上げられたり、写真

を添えた「ギター＆キーボ

ードコード表」が掲載され

たりするなど、生徒が自主

的に学習へ取り組めるよ

う配慮されている。 

・「学びのポイント」にはＵＤ

フォントを使用し、見やす

くなるよう配慮されてい

る。 

・器楽表現のために必要な

基礎の習得から、多彩な

組合せによるアンサンブ

ルや音楽的な見方・考え

方を働かせる創作教材ま

で、進んで学び合いなが

ら豊かな音楽表現を追求

できるよう工夫がされて

いる。 

・日本の楽器と世界の諸民

族の楽器について、「吹

く」「弾く」「叩く」楽器ご

とに特徴を整理したり、

気が付いたことを紹介し

合ったりするなど、表現

活動のみならず、背景に

ある文化や伝統、構造に

ついても学ぶことができ

るよう工夫がされてい

る。 

２７ 

教 

育 

芸 

術 

社 

・各楽器で紹介されている演奏家につ

いての情報や、学習をサポートする

参考資料が閲覧できるよう二次元コ

ードが掲載されており、楽器への興

味や関心を高めるための工夫がされ

ている。 

・親しみのある単旋律を取り上げた「楽

器でMelody」では、リコーダーや和

楽器などに親しみながら、生徒が自

主的に表現活動へ取り組めるよう工

夫がされている。 

・打楽器については、15種類

の多様な打楽器を取り上

げ、様々な奏法や記号を用

いた楽譜表記で、生徒が主

体的な学習に取り組むこ

とができるよう工夫がさ

れている。 

・巻末の「楽器の図鑑」では、

世界の様々な楽器を７つ

に分類し、一目で見渡すこ

とができるカラー写真に

より分かりやすく示して

いる。 

・多くの場所でＵＤフォント

を使用し、文章や楽譜が見

やすくなるよう配慮され

ている。 

・器楽による表現の豊かさ

を実感できるよう「アン

サンブル セミナー」を冒

頭に配置し、グループ活

動の中で協働しながら学

習を進めることで、楽器

の特徴や表現の可能性に

ついて追求できるよう工

夫がされている。 

・和楽器奏者によるメッセ

ージや和楽器を演奏して

いる中学生の姿の紹介、

鑑賞教材と関連させたア

ンサンブル曲や和楽器に

よるポピュラー曲の演奏

などを通して、生徒自身

が我が国の伝統音楽を理

解し、その文化を尊重・継

承していこうとする態度

を育成するよう工夫がさ

れている。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 美術） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

９ 

開 

隆 

堂 

出 

版 

・小学校図画工作科での学習経験をもとに、中学校、高等学校と学習を発展できるよう、系統的

な学習を重視した題材構成になっている。 

・美術科において育成を目指す資質・能力「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学び

に向かう力、人間性等」の３つが、学習の目標として題材ごとに明確に示されている。 

・主体的・対話的で深い学びを実現するために、各題材に生徒作品や作家作品を多く取り上げ、

表現と鑑賞の両面から検討し合ったり、議論し合ったりできるように配慮されている。 

・題材ごとに二次元コードを提示し、Webサイト上に学習の参考となる動画や映像、解説等が示

され、豊富な情報の中から主体的に学習を広げられるように工夫されている。 

・巻末に用具や材料の扱い方、色彩の種類などを分かりやすく示した「学びの資料」を掲載し、

基礎的・基本的な技能を身に付けることができるよう工夫されている。 

・題材ページの入り口に「絵や彫刻で学ぶこと」「デザインや工芸で学ぶこと」「鑑賞で学ぶこ

と」と題する扉が配置され、各分野の意味や目的を考える導入となっている。 

・中学校３年間のまとめとして、「美術の力を生かして社会とかかわる」と題する鑑賞中心のペ

ージが提示され、様々な価値や多様性、社会へと目を向ける構成となっている。 

３８ 

光 

村 

図 

書 

出 

版 

・一つの題材の中で、表現と鑑賞を一体的に学習できるよう構成するとともに、学習の目標を明

確にし、「発想や構想に関する資質・能力」「技能に関する資質・能力」「鑑賞に関する資質・

能力」を身に付けられるよう、系統的な題材配列になっている。 

・各題材の最初に鑑賞図版を掲載し、生徒が主体的に作品を鑑賞し、生徒間に対話が生まれるよ

う「問い」を示す導入で構成されている。 

・全体的に題材ごとの言葉の投げ掛けに工夫がなされ、美術を愛好する心情を育てようという

意識が表れている。 

・一部の題材に二次元コードが提示されており、掲載作品をいろいろな角度から見ることがで

きたり、音声ガイドで独自の作品の解説を聞いたりすることができるように工夫されている。

・充実した巻末資料の掲載により、材料や用具の取扱いを分かりやすく示し、基礎的・基本的な

技能を身に付けることができるように工夫されている。 

・参考作品に「作者の言葉」を添え、発想や構想に着目できるように工夫されている。 

・原寸大の資料の提示や風合いある紙質での印刷をすることにより、生徒の感性に刺激を与え

る工夫がされている。 

・「○○教科とのつながり」というコラムを設け、他教科と美術科との関連を意識できるように

なっている。またユニバーサルデザインへの配慮がされている。 

（中学校 美術）                          

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

９ 

開 

隆 

堂 

出 

版 

・二次元コードを利用しな

がら学習を深めることが

できるような構成となっ

ている。 

・表現技法、色彩などの資料

が巻末に配置され、道具の

安全な使い方や絵の具の

扱い方が動画で補足され

ている。 

・生徒の作品が充実し、様々

な材料を使った作品が掲

載されている。 

・折込みページ、大型図版、

原寸大のページは、図版が

美しく、作品の質感、筆使

いを感じ取れる構成にな

っている。 

・伊藤若冲を取り上げたペー

ジは、感性を刺激する構成

になっている。 

・生徒作品のよさがより効 

果的に伝わるように、生

徒の表情、作業風景、スケ

ッチが多く掲載されてい

る。 

・下部に他教科との関連や

参考になるページを掲載

するなど、生徒が主体的に

学習を深めるための工夫

がされている。 

・原寸大の図版を使い、作品

のディテールや大きさを

想像しながら鑑賞できる

工夫がされている。 

・スケッチや作者の言葉が効果的に掲

載されており、生徒が学習の見通し

をもてるように構成されている。 

・文化財や美術館が多く取り上げられ、

美術と社会の関わりを考える構成と

なっている。また、地元美術館を取り

上げており、親近感がもてる。 

・学校行事や社会生活に生かすための共

同制作を取り上げるなど、友人や地域

との交流を促す工夫がされている。 

・１年生用と２・３年生用の２分冊構

成で、系統的に学べる構成となってい

る。 

３８ 

光 

村 

図 

書 

出 

版 

・二次元コードを利用して

音声ガイドを聴き、学習

を深めることができるよ

うな構成となっている。 

・作家の作品が大きくレイ

アウトされ、鑑賞活動に生

かせるようになっている。

・原寸大のページが設けら

れ、作品のイメージを捉え

やすくなっている。 

・作品だけでなく材料を資料

として載せることで、発想

させる工夫がされている。

・巻末の資料が豊富で、配置

が分かりやすい。また、ペ

ージ下部に参考となるペ

ージが示されている。 

・観音開きで示す風神・雷神

像と図は、紙面も美しい構

成となっている。 

・図版に重なるように半透明

用紙を綴じ込み、一点透視

図法を理解するための書

き込みができるようにな

っている。 

・版画や漫画のページでは、

実際の版画を見ているよ

うな感覚を味わえるよう

に和紙が使用されている。

・制作過程や表現のポイント

をつかみやすくなるよう、

作者の表現の意図や工夫が

「みんなの工夫」として取

り上げられている。 

・制作手順や技法についての資料が充

実しており、発想や構想のヒントが豊

富に掲載されている。巻末資料も具体

的である。 

・作品とその作者の言葉、略歴が一緒に

掲載され、時代背景や表現の価値に迫

る工夫がされている。 

・白の背景で作品や写真を引き立たせ

るとともに、材料の特色を生かした

題材が多く取り上げられている。 

・１年生用と２・３年生用の２分冊で、

中学校美術の内容をキャラクターが

ガイドする構成となっている。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 美術） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

１１６ 

日 

本 

文 

教 

出 

版 

・小学校から中学校、そしてその後の学習内容のつながりが明確であり、生徒が考えを伝え合っ

たり、相談したりしながら、対話を通して思考力を働かせ、学びを深めることができるように

題材の設定がされている。 

・すべての題材において、表現と鑑賞が一体的に学習できるように配慮されており、授業におけ

る学習の目標、活動の内容を把握しやすい工夫がされている。 

・成長に沿ったテーマが、１年「美術との出会い」、２・３年上「学びの実感と広がり」、２・３

年下「学びの探求と未来」と設定され、それぞれの領域で各学年の資質・能力、発達の段階に

合わせた題材の設定がされている。 

・一部の題材で二次元コードが提示され、Ｗｅｂサイト上に学習の参考となる動画や映像、解説

等が示され、生徒の主体的な学習が補足されている。 

・生徒作品に「作者の言葉」を載せることで、制作意図が伝わるように工夫がされている。ま

た、生徒の活動風景やアイデアスケッチの写真などが多く掲載され、生徒の主体的な表現活

動への動機付けになっている。 

・ＳＤＧs、ＥＳＤや地域社会に関わる題材を扱うことで、美術から持続可能な社会へ発展させ

ることへの興味・関心を高める工夫がされている。 

・巻頭には、社会で活躍する著名人のコメントを掲載され、キャリア教育的な視点から、社会へ

と目を向ける構成となっている。また、ユニバーサルデザインへの配慮がされている。 

（中学校 美術）                         

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

１１６ 

日 

本 

文 

教 

出 

版 

・二次元コードからＷｅｂ

サイトを利用し、一部の

作品や題材についてじっ

くり味わい、学習を深め

ることができるような構

成となっている。 

・六曲一双の燕子花図の図

版を実際に折って、奥行

きなどの見え方を味わう

ことができる。 

・作品や造形物の図版が大

きく、インパクトのある

紙面構成となっている。 

・図版が明瞭で美しく、作品

のディテール、質感を味わ

うことができる。 

・技法や道具の使い方が巻末

に詳しく示され、安全に道

具を使用できるようにな

っている。 

・大画面で細部までじっく

り作品を味わうことがで

き、授業がイメージしやす

い紙面構成になっている。

・詩的な題材名が印象的に示

され、生徒の関心を高める工

夫がされている。 

・マークが紙面に印象的に

配置され、発想や構想の

参考となるように工夫が

されている。 

・フォントや紙面の色味が

あたたかく、ユニバーサ

ルデザインへの配慮がさ

れている。 

・鮮やかな図版で素材の質感や雰囲気

を味わうことができ、様々な題材や

取組の参考になるように配慮されて

いる。 

・授業の流れと今後の見通し、制作過程

や発想・構想のポイントが分かりや

すく示されている。 

・ＳＤＧｓ、ＥＳＤや地域社会に係る題

材、社会で活躍する人のキャリア教

育の視点からのコメント掲載など、

今後の人生や社会を意識させる構成

となっている。 

・３年間の発達の段階に寄り添う３冊

構成の編集となっている。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 保健体育） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

２ 

東 

京 

書 

籍 

・見開き２ページ１単位を学習することを基本とし、「見つける」「学習課題」「課題の解決」「広

げる」が学習の流れとして配置され、章末の「確認問題」では、知識の習得状況が確認できる

ように工夫されている。保健分野の「技能」に関するページは、イラストや写真を用いて解説

し、更にデジタルコンテンツでそれぞれの内容を動画で確認できるように工夫されている。 

・「見つける」では、日常経験や小学校で学習したことなどを基に、学習課題を自分のこととし

てとらえるための発問が工夫されており、「課題の解決」では、話合い活動や資料の活用をす

ることで、思考力、判断力、表現力を育成しながら、理解を深めることができるような発問が

設定されている。 

・「広げる」では、学習したことを自分の生活にあてはめて考えることができたり、章末資料

では、学習したことをさらに発展的に学ぶことができたりするような工夫がされている。資

料や口絵を掲載し、生徒の興味・関心、疑問を引き出す工夫がされており、主体的で深い学

びにつなげることができる工夫がされている。 

・運動時における食事に関する資料や、健康づくりのための運動量の目安などが掲載されてお

り、普段の生活の中で運動と健康について考えることができる工夫がされている。 

・オリンピック・パラリンピック教育としてアスリートの言葉の紹介や、様々な形でスポーツに

関わる人の姿が示されており、生涯にわたってスポーツに親しむ楽しさや、交流する意義な

どが考えられるように工夫されている。 

   ４ 

大 
日 
本 
図 
書 

・１時間の学習の流れが「学習のねらい」「つかもう」「課題を解決しよう」「活用して深めよう」

となっており、資料を活用しながら学習できるように工夫されている。また、見開き構成を生

かし、身に付けたい学習内容は左ページの本文にまとめられ、確実な知識の定着ができるよ

うに工夫されている。各小単元においてキーワードで学習内容の振り返りをし、各章末では

重要語句や要点の再確認ができるように工夫されている。 

・思考力、判断力、表現力等を育成することができるように、各小単元の「やってみよう」「話

し合ってみよう」「調べてみよう」で課題解決ができるように工夫されている。章末の「学び

を活かそう」では、対話を通して自分の考えをまとめ、記入する欄が設けられているなど深い

学びにつなげることができるように工夫されている。 

・各小単元の「トピックス」では、学習内容と関連の深い話題や身近な生活について取り上げる

ことで、主体的に学習に取り組む態度をはぐくむことができるように工夫されている。また、

「活用して深めよう」では、本時で学習した知識を生かしてさらに深めるための問いかけが

設けられている。 

・口絵で世界で活躍する人たちの生活、中学生へのメッセージが掲載されており、運動と健康の

つながりを考えることができるように工夫されている。 

・オリンピック・パラリンピックだけでなく、中学生がスポーツで活躍している場面や、中学校

での生活場面の写真を掲載し、スポーツの意義や価値等の理解につなげられるよう工夫され

ている。 

（中学校 保健体育）                      

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

２ 

東 

京 

書 

  籍 

・各所にあるデジタルコン

テンツの「Ｄマーク」が、

一覧表にまとめられてお

り、動画やシミュレーシ

ョン、他教科リンクなど

が用意されている。 

・「傷害の防止」の心肺蘇生

法では３ページにわたっ

て「胸骨圧迫」「人工呼吸」

「ＡＥＤ」について示さ

れ、技能の振り返りがで

きるようになっている。 

・巻頭口絵では、オリンピッ

ク・パラリンピックを中

心に、スポーツの素晴ら

しさやスポーツに関わる

職業を扱い、生徒の興味

関心が高まるように工夫

されている。 

・見開き２ページを１単位

時間とし、教科書を読み

進めながら学習の流れが

確認できるように工夫さ

れている。 

・ＵＤフォントを使用し、本

文は明朝体、本文中のキ

ーワードはゴシック体で

示されている。 

・８個のマークを示し、学習

を深めたり、他教科や他

ページとのつながりを示

したりしている。 

・「見つける」「学習課題」「課題の解決」

「広げる」に沿って学習を進めるこ

とで、習得した知識を活用して探求

するだけでなく、実社会とどのよう

に関わっていくのか考えることがで

きるように工夫されている。 

・「Ｄマーク」のデジタルコンテンツで

は、家庭でのインターネット学習な

どが想定されていて、生徒が興味・関

心をもって取り組むことができるよ

うに工夫されている。 

・各時間で学習した「キーワード」が、

さらに巻末で解説されており、生徒

が学習内容を振り返ることができる

ように工夫されている。 

・オリンピック・パラリンピックアスリ

ートの言葉や運動に関する資料を掲

載することで、運動と健康の関連に

ついて具体的な考えをもてるような

工夫がされている。 

４ 

大 
日 
本 
図 
書 

・デジタルコンテンツの 

「ＷＥＢ マーク」が示さ

れている箇所は、学習に

役立つ動画や資料、まと

めの問題などが用意され

ている。 

・「傷害の防止」の心肺蘇生

法では見開き３ページに

わたって手順や方法が掲

載されている。 

・各章の「学習のまとめ」で

は、重要な言葉がまとめ

られており、用語の説明

や掲載ページが記されて

いる。 

・左ページに本文、右ページ

に資料を掲載する形が基

本となっている。 
・ＵＤフォントを使用し、ど
の生徒にも読みやすくな
るように配慮されてい
る。 

・１０個のマークを示し、学

習を深めたり、他教科や

他ページとのつながりを

示したりしている。 

・本文と資料が分かれた構成で、要点が

まとめられており、確実な知識の定

着ができるように工夫されている。 

・「やってみよう」「話し合ってみよう」

「調べてみよう」などの活動を多く

取り入れ、学習課題に気付くことが

できるようにするなど、生徒が主体

的に学習できるような工夫がされて

いる。 

・他教科と関連や、家庭や地域で取り組

みたい活動等にマークが示されてお

り、学習した内容を深めることがで

きるように工夫されている。 

・オリンピック・パラリンピックの話題

を取り上げたり、アスリートなどの

健康について紹介したりすること

で、運動と健康との関連について具

体的な考えをもてるような工夫がさ

れている。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 保健体育） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

５０ 

大 

修 

館 

書 

店 

・「つかむ（章のとびら・課題をつかむ）」「身につける・考える（本文・資料）」「まとめる・振

り返る（学習のまとめ）」の一連の流れで学習ができ、確実に知識を習得できるように工夫さ

れている。本時の学習課題を「きょうの学習」に示し、その時間で学ぶべき内容が明確にされ

ている。章末の「章のまとめ」では、知識・技能の確認問題だけではなく、思考・判断・表現

に関する問題も掲載されているなど、生徒が観点を意識しながら学習を振り返ることができ

るように工夫されている。 

・「課題をつかむ」では、生活経験の中からの気付きや思考を促す導入発問など、思考・判断す

る作業課題が設けられており、本時の学習内容を確認したり、思考力･判断力･表現力を身に

付けたりすることができるように、「学習のまとめ」が設けられている。また、学習した知識

が実生活に生きて働くように、生活に関連した情報資料（「コラム」「事例」「体育の窓」「保健

の窓」）が掲載されている。 

・「実習」では、実生活の中で生徒が必要に応じてすぐに実践できるような内容が示されており、

「クローズアップ」では、生徒の悩みや自己の生活をよりよくするための、解決法や解消法を

具体的に示すなど、生徒の学習意欲が高まる工夫がされている。 

・口絵や「章のとびら」で、運動やスポーツを学ぶことが健康で充実した人生を送るために大切

なことや、多様な関わり方や楽しみ方が記載され、生徒の興味・関心を引く工夫がされてい

る。 

・オリンピック・パラリンピックを取り上げ、日本人選手の活躍や大会に関わる人々の紹介を通

して、スポーツの意義や価値等の理解につなげられるよう工夫されている。 

 ２２４ 

 学 

 研 

 教 

育 

み 

ら 

い 

・「学習の目標」「課題をつかむ」「考える・調べる」「まとめる・深める」の流れで学習すること

ができ、その時間で習得した知識を活用する学習活動ができるように工夫されている。身に

付けるべき技能については、「マーク」があり、写真などを掲載し、インターネットやデジタ

ル教材でも学習することができるように工夫されている。 

・「課題をつかむ」「考える・調べる」では、学んだ知識を用いて、比べる、確かめる、話し合う

など取り組む内容の行い方が明記されており、「見方・考え方」を働かせて思考力・判断力・

表現力を養うことができるように工夫されている。 

・章末資料の「探求しようよ」では、章で学んだことを確認し、さらに探求することで、知識を

深めて「章のまとめ」につなげられるように工夫されている。また、「章のまとめ」では、記

述欄が設けられており、知識の確認だけでなく、学習したことを実生活に生かすことができ

るように工夫されている。 

・各章のはじめに「保健体育と情報」のコーナーが設けられており、身の回りの様々な事象や情

報が健康に関わっていることを認識するとともに、それらを健康の保持増進に生かす必要性

や大切さに気付くことができるように工夫されている。 

・口絵でスポーツの魅力を知ることを通して、豊かな情操と道徳心を培うことや、スポーツ・健

康・安全の分野で活躍する人物を取り上げ、個人の能力の発揮や、生活と職業との関係を身近

にするなど、スポーツと多様な向き合い方ができるように工夫されている。 

（中学校 保健体育）                      

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

５０ 

大 

修 

館 

書 

店 

・デジタルコンテンツの 

「ｗｅｂ保体情報館」か

ら本文に関連した資料を

インターネットで調べた

り、学習したりすること

ができる用意がされてい

る。 

・「けがの防止と応急手当」

では、自転車運転免許証

や心肺蘇生法についてな

ど、さいたま市や埼玉県

に関わる資料が多く掲載

されている。また、心肺蘇

生法ではＡＳＵＫＡモデ

ルについて触れられてい

る。 

・章末の「特集資料」では関

連するページが示されて

いる。 

・各項目見開き２ページで

１単位時間となってお

り、紙面の色を変えて、読

むべき本文と資料が分け

られている。 

・見やすさ、読みやすさを高

めるために、ＵＤフォン

トを使用している。 

・６個のマークを示し、学習

を深めたり、他教科や他

ページとのつながりを示

したりしている。 

・各見出しの最後にコラム

や資料など色付きのマー

クで、資料との関連が示

されている。 

・章末の「章のまとめ」では、知識・技

能の確認問題だけではなく、思考・判

断・表現に関する問題も掲載されて

おり、生徒が観点を意識しながら学

習を振り返ることができるように工

夫されている。 

・さいたま市や埼玉県の写真等が多く

掲載されており、生徒がより興味・関

心をもてるように工夫されている。 

・表やグラフだけでなく、生活に関連し

た情報資料「クローズアップ」、「特集

資料」、「コラム」、「事例」などがあり、

学習したことをさらに深める工夫が

されている。 

・口絵や「章のとびら」で、健康で充実

した人生を送るために大切なこと

や、オリンピック・パラリンピックを

取り上げ、スポーツの意義や価値等

の理解につなげられるよう工夫され

ている。 

２２４ 

 学 

 研 

 教 

育 

み 

ら 

 い 

・デジタルコンテンツの「教

科書サイト」には、実習の

動画や学習内容に関連す

る省庁のＷＥＢページな

どが紹介されている。 

・「傷害の防止」の心肺蘇生

法では、「コラム」でＡＳ

ＵＫＡモデルについて触

れられている。 

・各章末に「章のまとめ」と

「学年のまとめ」がり、自

己評価や振り返りの欄が

設けられている。 

・章扉を見開きページとし

て、多くの関連写真と著

名人の功績を掲載してい

る。 

・全ての生徒が読みやすい

ように、ＵＤフォントを

使用し作成されている。 

・１０個のマークを示し、学

習を深めたり、他教科や

他ページとのつながりを

示したりしている 

・本文の見開きの内容に関

係する職業が「ＪＯＢ」で

示されている。 

・「学習の目標」「課題をつかむ」「考

える・調べる」「まとめる・深め

る」の流れに沿って、学習内容の要

素が見やすくなるように工夫されて

いる。また、実生活との結び付きを

感じられるように、実習や体験的な

学習活動を重視し、多く取り入れら

れている。 

・各ページに関連資料等が掲載され、幅

広い知識を習得し、発展させられる

ように工夫されている。 

・身近な問題や資料を取り上げて、生徒

の興味・関心を引き出す工夫がされ

ている。 

・口絵でスポーツ・健康・安全の分野で

活躍する人物や、日本各地のスポー

ツ・健康・安全に関する施設や史跡な

どを取り上げ、スポーツと多様な向

き合い方ができるように工夫されて

いる。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 技術・家庭 技術分野） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

２

東
京
書
籍

・技術の原理・法則に関する知識や基礎的な技能の習得のために、作業手順の一連の流れが事細

かに記載されている。また、ポイントや資料、安全面・衛生面等についても図や説明を用いて

一目見て分かるように工夫されている。 

・「問題の発見、課題の設定」「設計・計画」「製作・制作・育成」「評価、改善・修正」の流れを

統一的に示すとともに「問題解決カード」としてワークシート例が掲載されており、生徒自身

の問題解決に導くための工夫がされている。 

・各単元のはじめに「考えてみよう」や「話し合ってみよう」などのスペースがあり、学習意欲

を高め、興味・関心を引くような構成になっている。また、「技術の匠」で、実際に社会で活

躍している技術に携わる人からの話が記載されていることで、技術への関心を高めるように

工夫されている。 

・一連の学習課題の中に、主体的に調べたり、友達と協働して比較・検討したりするための発問

を設けるなど、主体的に判断し、他者と協働しながら最適解を見つけ、新たな価値を創造する

力を育成することができるようになっている。 

６

教
育
図
書

・学習の流れが「見つける→学ぶ→振り返る」で構成されており「学ぶ」では、基礎・基本とな

る知識を学び、「振り返る」では、学習の自己評価をして深められるように工夫されている。

また、別冊のハンドブックで各内容の基本的な実習技能についてまとめられている。 

・単元ごとに「見つける」、「学ぶ」、「振り返る」が設定されており、学習のステップを身に付け

るとともに、技術の見方・考え方を養えるように工夫されている。また、各編のまとめ「振り

返る」では、技術の問題解決について考えたりまとめたりすることで、思考力・判断力・表現

力の評価ができるようになっている。 

・技術の授業で学んだことが進路選択の一端になるような特集ページ「先輩からのメッセージ」

があり、生徒が自身の将来を切り拓くきっかけになるように工夫されている。 

・巻末では３年間の技術の学習を踏まえて、これからの社会や生活の中でどのように技術を生

かすかを考えられることができる振り返りのページを設け、主体的な判断ができる力を育成

することができるように工夫されている。 

９

開
隆
堂
出
版

・身の回りにある技術を調べる活動があり、製品と結び付いた問いかけでは「技術に利用されて

いる工夫」や「技術のしくみ」に気付かせるとともに、「既存の技術の原理・法則・しくみ」

などについて学習させることで知識・技能の基礎・基本が習得できるように工夫されている。

・技術を比較・検討するように促す「トレードオフ」マークが記載されている。これにより、

様々な制約条件を考える中で、問題解決にあたり、どの視点を優先するかなどを考えさせて

技術のしくみの最適化を構想し、「技術の見方・考え方」の育成が図れるように工夫されてい

る。 

・「調べてみよう」や「実験」、「課題」等から、アクティブラーニングの視点に立って生徒が積

極的に取り組む動機づけがされるように工夫されている。また、各内容の最後で技術を評価

する活動と技術の未来を考える活動を設け、技術への課題意識をもたせ、技術の未来にかか

わる態度が育つように工夫されている。 

・各内容のまとめでは、これからの技術について考えさせるような話題が取り上げられており、

将来的にも技術に関心や課題意識をもてるような項目や、技術を評価する活動と技術の未来

を考える活動を設け、主体的に技術の未来にかかわる態度と判断ができる力を育成すること

ができるように工夫されている。 

（中学校 技術・家庭 技術分野）                  

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

２

東
京
書
籍

・各編の導入や１章では、身
の回りの製品や社会におけ
る技術の最適化の例を取り
上げ、既存の技術の工夫を
読み取ることができるよう
になっている。 

・各節に「始めの活動」「まと
めの活動」を設け、課題意識
をもって毎時の学習に取り
組み、学習したことをまと
め、生活に生かすことがで
きるように工夫されてい
る。 

・インターネットを活用して
学習する場面や、関連する
他教科の内容をコンテンツ
として見ることができるＤ
マークが表記されている。 

・始めの活動やまとめの活

動の位置を固定したり、

問題解決例のページのデ

ザインを統一したりして

見やすいようにレイアウ

トの工夫がされている。 

・本文はＵＤフォントを使

用しており、重要語句は

ゴシック体で強調してい

る。また、教育漢字以外の

漢字にはすべて振り仮名

（丸ゴシック体）になっ

ており、特別支援の生徒

にも配慮がなされてい

る。 

・他教科や小学校とのつながりでは

「リンク」「他教科」「小学校」のマ

ークを用いて、教科間、学校種間の

連携がされている。また、二次元コ

ードを利用することで関連する内

容の他教科の教科書や動画等が閲

覧できるようになっており指導に

役立てることができる。 

・熊本城天守閣の復旧や新国立競技

場などを取り上げ、伝統的な建築と

国際社会における日本の技術や最

先端技術の融合について特集ペー

ジが組まれている。 

６

教
育
図
書

・別冊「技術ハンドブック」で

は、どの実習題材でも基礎

的な技能が参照できるよう

に丁寧に解説し、作業上必

ず守るべき安全についても

学習できるように工夫され

ている。 

・各編末では評価の３観点に

対応した問題で学習を振り

返ることができるように工

夫されている。 

・二次元コードが各ポイント

にあり、深める内容と動き

の確認ができるデジタル資

料を見ることができる。 

・各編をカラーで分けてお

り、章ごとにインデック

スを分割して、参照する

ページがわかりやすいよ

うに工夫されている。 

・各小題材の導入部分で、キ

ーワードが設定されてお

り、青文字の部分とリン

クして、重要語句の確認

ができるように工夫され

ている。 

・本文はＵＤフォントを使

用しており、重要語句は

青文字で強調している。 

・学力の３つの柱を意識した構成に

なっている。知識・技能は１章、思

考力・判断力・表現力は２章（Ｄは

２章と３章）、学びに向かう力は３

章（Ｄは４章）というように対応し

ていて、段階的な配列になってい

る。 

・問題解決的な学習を４つのステッ

プで構成し、設計や計画が系統的に

学べるように工夫されている。ま

た、設計や計画のワークシートが付

属されており、教科書と同じステッ

プで学習が進められるように工夫

されている。 

９

開
隆
堂
出
版

・巻末資料が豊富で、プログ
ラミングや日本各地の伝統
的な技、工芸についての資
料があり、興味・関心を引き
出し、知識が定着するよう
に工夫されている。 

・各内容は、「導入」→「基礎
学習」→「展開」→「まとめ・
評価」の順で構成され、各段
階とも生徒の興味・関心・意
欲を高めながら問題解決的
な学習が展開でき、系統的
な学習が進められるように
工夫されている。 

・二次元コードが随所に表記
されており、関連した動画
や資料を細かに確認するこ
とができる。 

・それぞれの題材で、課題設
定から解決まで生徒が主
体的に取り組めるよう
に、問いかけやヒントな
どを写真やイラスト、図
を使って分かりやすく学
習できるよう工夫されて
いる。 

・内容によるＵＤフォント
の使い分けや、単語の途
中での改行を避けるな
ど、見た目にも分かりや
すく、読み違いがしにく
いように工夫されてい
る。 

・各内容の扉に「小学校との関連」「他
教科との関連」があり、関連する他
教科での学習内容が分かりやすく
まとめられている。 

・デジタル教科書・教材によって、
様々な授業展開の可能性が広がっ
ている。 

・作業時の安全を常に意識できるよ
うに、安全に関する全体像を写真や
イラストで分かりやすく示してい
る。 

・既存の技術をＡＩやビッグデータ
を活用して共有化や効率化されて
いく実例を記載している。近未来の
技術と既存の技術の融合について
分かりやすく記載している。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 技術・家庭 家庭分野） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

２

東
京
書
籍

・「いつも確かめよう」で実習や生活での実践に必要な、必ず身に付けさせたい基礎的・基本的

な知識・技能をまとめて、いつでも確認しやすいように工夫されている。 

・ガイダンスにある「活動」では、「問題を解決する道筋と見方・考え方」で例を示し、「学習内

容を見てみよう」「自分の生活をチェックしよう」「自分と家族との生活を見つめよう」などに

ついて３年間の学習の見通しをもつことができるよう工夫されている。 

・各編の冒頭には、「この編で学ぶこと」「家族・家庭の基本的な機能の例」「生活の営みに係る

見方・考え方の例」が示され、中学校での学習の見通しをもたせて問題解決ができるよう工夫

されている。 

・各編の「活動」では、学習の始めにできる簡単な活動例が示され、生徒自身の生活を見つめて

発見した課題をもちながら学習に取り組むことで、よりよい生活を創造しようとする態度を

養うための工夫がされている。 

・各編では意思決定のプロセスやロールプレイング、思考ツールなどを示し、生徒が主体的・対

話的で深い学びができるよう工夫されている。 

６

教
育
図
書

・「見つめる」「学ぶ」「ふり返る」の流れで実践的・体験的に知識や技能を身に付けることがで

きるよう工夫されている。 

・章末の「学びを生かそう」では、「やってみよう」や「つくってみよう」で身に付けた知識・

技能を生かし、生活を工夫し創造する力を身に付けながら、自ら課題に取り組めるよう工夫

されている。 

・調理実習例では、「私のアレンジ」「比べてみよう」「どうしてこうなったのかな？」など、自

らの問題を解決するために、身に付けた基礎的・基本的な知識や技能を活用できるように工

夫されている。 

・主体的に学習に取り組む態度を養うために、調理や製作物の実習例が多く挙げられており、生

徒の実態に応じ、学習意欲が高められるよう工夫されている。 

・少子高齢化や自然災害の増加、食習慣など、現代社会の課題を取り上げ，これからの社会の急

激な変化に主体的に対応できる力を育むことができるよう工夫されている。 

・「話し合ってみよう」では、グループで話し合う課題を通して、他者と協働しながら最適な解

を見つける力をはぐくめるような設問の工夫がされている。 

９

開
隆
堂
出
版

・「調理方法Ｑ＆Ａ」では、調理操作の科学的な説明、「製作の基礎・基本」では布を用いた物の
製作に必要な説明があり、生徒が自らの生活において、調理の基礎的・基本的な知識を活用で
きるよう工夫されている。 

・各単元末で、「ふりかえり」では、記述式で分かりやすく基礎的・基本的な知識を確認してお
り、「生活にいかそう」では、習得した知識を活用して課題に取り組めるよう工夫されている。

・実践的・体験的活動を通して、意見を述べる、話し合う、考える活動が多くあり、学んだ知識
や技能を生活に活かして問題解決に向けて取り組めるように工夫されている。 

・各題材の冒頭では、「わたしの興味・関心」のページがあり、学習前と学習後の興味・関心の
広がりや深まりを生徒自身が実感できるよう工夫されている。 

・各項目の導入では、生徒にとって身近な生活の話題を用いて興味・関心を高め、主体的に学習
できるよう工夫されている。 

・小題材の冒頭に導入の課題、学習の途中で「話し合ってみよう」「やってみよう」「考えてみよ
う」「発表しよう」などの課題が示され、学習の過程に沿った対話的な活動ができるよう工夫
されている。 

・話合い活動や生徒が主体的に考えることができるような実習例を多く取り上げ、他者と協働
しながら最適な解を見つける力を育成できるよう工夫されている。 

（中学校 技術・家庭 家庭分野））                 

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

２

東
京
書
籍

・実物大の写真や巻末の付
録が活動の幅を広げ、生
徒がより実感をもって学
習ができるよう工夫され
ている。 

・食品の概量を視覚的に捉
えられるよう、実物大の
野菜の「手ばかり」「目ば
かり」が写真で示されて
いる。 

・和服や和式の住まいなど
の資料が充実している。 

・デジタルコンテンツを利
用する場面ではＤマーク
が表記されており、動画
やシミュレーションなど
を用いて、効果的に学習
を進められる工夫されて
いる。 

・実習例の「これだけはでき
るようになろう！」では、
調理の基礎的・基本的な
技能の目標が示されてい
る。 

・子どもの成長に関わる大
人のイラストには、父母
祖父母など様々な大人を
登場させ、様々な人との
関わりの中で生徒が成長
することが理解できるよ
う工夫されている。 

・本文はＵＤフォントが使
用されており、重要語句
はゴシック体で記載して
いる。 

・基本ページが「導入」「展開」「まとめ」

で構成されており、授業の流れが生

徒に分かりやすく示されている。 

・ガイダンス内容のページが充実して

いる。学習を進めるプロセスが分か

りやすく示されており、３年間の見

通しをもつことができるよう工夫さ

れている。学習内容ごとに始めのペ

ージには、各学習内容との関連がわ

かりやすく示されている。 

・Ａ４ワイドサイズの見開きで、内側に

文章を中心とした説明、両端に図や

写真などによる資料を基本とする構

成になっている。 

６

教
育
図
書

・和食に使われる様々な出
汁の材料の写真が提示さ
れ、出汁のイメージをも
やすいよう工夫されてい
る。 

・「実習」では、生徒が多様
な学習が行えるよう、多
くの資料を掲載されてお
り、生徒の思考を助ける
よう様々な工夫がされて
いる。 

・知識・技能を確実に身に付
けられるよう，学習を補
うコンテンツやホームペ
ージを参照できる二次元
コードが表記されてい
る。 

・幼児触れ合いの準備、マナ
ー、安全・衛生に関する注
意点が、イラストと簡潔
な説明文で示されてお
り、理解を促す工夫がさ
れている。 

・「リンク」「安全」「環境」
マークで、他の学習との
関連が分かるよう工夫し
ている。 

・本文はＵＤフォントが使
用され、題材名や資料部
分はゴシック体、内容文
には明朝体、重要語句に
は青色の太字等、表記が
工夫されている。 

・ガイダンスで、口絵や写真を使って３

年間の学習内容の見通しがもてるよ

う分かりやすく示されている。 

・章（学習内容）ごとの始めに「自立度

チェック」、終わりに振り返りのペー

ジが設けられ、生徒が自身で学習の

定着状況を確認できるよう工夫され

ている。 

・章末の「センパイに聞こう！」では、

題材の内容に係る職業人を取り上

げ、中学校での学びの先を展望でき

る工夫がされている。 

・章末の「学習のふり返り」では、観点

ごとに学習を振り返るための設問が

示されている。 

９

開
隆
堂
出
版

・図、イラスト、写真が多く
使用されており、課題を
解決するための手がかり
や内容の理解を助ける工
夫がされている。 

・１日分の食品群別摂取量
のめやすを実物大の食品
の写真で示してあり、生
徒が理解しにくい食品の
分量を視覚的に理解でき
るようになっている。 

・二次元コードが随所に表
記されており、動画や資
料等のデジタルコンテン
ツ用いて効果的に学習が
進められるように工夫さ
れている。 

・小題材名が「ますます好き
になる肉の調理」のよう
に、生徒の興味・関心を引
き出すための表現の工夫
がされている。 

・「安全」「衛生」「防災」マ
ークなど、他の教科との
関連が分かりやすくなる
よう各種表記の工夫がさ
れている。 

・内容によるＵＤフォント
の使い分けや、単語の途
中での改行を避けるな
ど、見た目にも分かりや
すく、読み違いがしにく
い工夫がされている。 

・各章末の「学習のまとめ」では、学び
を観点ごとに振り返る設問があり、
「学びに向かう力」の設問では、漫
画、写真、絵本などの資料を使って考
えさせている。 

・各章末の「先輩からのエール」では、
インタビュー形式で題材に係る職業
人のメッセージがあり、将来を展望
できるよう工夫されている。 

・「学習の目標」「導入」「展開」「発展」
「振り返り」「まとめ」の流れで構成
されており、学習の進め方のイメー
ジがしやすいように工夫されてい
る。 

・小学校の学びが具体的に示されてお
り、中学校の学習との接続が明確で
ある。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 英語） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

２ 

東 

京 

書 

籍 

・主な登場人物の出身国は、日本、アメリカ、オーストラリア、フィリピンで、題材の中で扱う国

としては出身国に加えて、ニュージーランド、ケニア、イギリス、シンガポール、イタリア、コ

ンゴ、インド、南アフリカ、アフガニスタンなどである。 

・日本の文化については、伝統工芸や芸能の分野で活躍する外国人や、世界遺産、俳句などの日本

の伝統・文化を見つめ直す題材を、世界の人々との関わりの中で発展している日本の伝統・文化

に触れる構成となっている。 

・１年生のUnit0では、小学校の復習表現と文字、アルファベットの音がまとまっている。１年生

のUnit1～Unit５では、小学校で扱った内容を網羅し、整理し直している。 

・文法事項の扱いで大きな変化としては、１年生の終わりで、be動詞の過去形、過去進行形までの

扱いとなっている。２年生は従来通り受け身まで、３年生の初めに現在完了形、現在完了進行形

を同時期に扱い、最後に仮定法が扱われている。 

・新出単語については、小学校既習語を６３０語と設定し、中学校の新出語１７００語を加えた約

２３００語が扱われている。そのうち１０００語が「特に覚えたい語」として太字で示され、発

信語彙として繰り返し示されている。 

９ 

開 

隆 

堂 

出 

版 

・主な登場人物の出身国は、日本、アメリカ、オーストラリアで、Programの導入部分のScenesで

は、他の人物が登場する。題材の中で扱う国としては出身国に加えて、ケニア、フィンランド、

カナダ、トルコ、インド、リトアニア、パキスタンなどである。 

・SDGsや日本文化、人権尊重に触れた題材が３年間を通してバランスよく取り入れられており、多

様なものの見方や考え方を育てる工夫がされている。 

・１年生の最初に、教室英語やアルファベットなど、小学校での既習事項を復習するページが１３

ページあり、小学校との接続が図られている。 

・文法事項の扱いで大きな変化としては、１年生で、There is/are～の文、過去形、過去進行形が

扱われている。２年生で現在完了形、現在完了進行形、３年生では仮定法等が扱われている。 

・新出単語については、中学校３年間で１６２５語を扱い、発信語彙が太字で表記され、区別され

ている。新出単語のうち、一般語にはチェックボックスが設けられ、自己学習を促す工夫がされ

ている。 

・Stepsでは文章の構成、会話のつなげ方、言いかえやディスカッションなど、Our Projectに連

動した内容を学習できるよう工夫されている。 

１５ 

三 

省 

堂 

・主な登場人物の出身国は、日本、アメリカ、イギリス、中国、オーストラリア、インドであり、

題材の中で扱う国としては出身国に加えて、中国、インド、ニュージーランドなどである。 

・それぞれの Lesson で人間教育に資する題材を選定しており、環境問題や福祉、日本文化、世界

的な偉人など、様々なトピックを学習できるよう工夫されている。 

・日本の文化については、長岡市の花火や高松市のうどんをはじめ、落語の世界進出や世界におけ

るアニメや漫画文化など、身の回りのことから社会、世界へ広がる話題がとりあげられている。

・入門期は、教室英語、アルファベット、初歩的なあいさつを用いたペアワークと続き、小学校と

の接続が図られ、１年生のテキスト下部には、小学校での既習単語を紹介するコラム等があり、

小中の学びをスムーズに接続する構成となっている。 

・文法事項の扱いで大きな変化としては、１年生で be 動詞の過去形、過去進行形、未来表現、２

年生では現在完了形までを扱うなど、これまで前学年で学習していた文法を早い段階で導入する

ようになっている。３年生では、現在完了進行形を最初に、仮定法などは終末に提示されている。

・新出単語については、中学校３年間で１６４２語を学習するようになっている。中学校で学習す

る単語のうち６０１語が全ての中学生に身に付けてほしい発信語彙として太字で示されている。

（中学校 英語）                         

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

２ 

東 

京 

書 

籍 

・二次元コードは本文や単

語の音声を聞いたり、ア

ニメーションを見たりす

ることができるようにな

っている。 

・巻末資料は小学校の単語、

Word List、Key Sentence、

Today’s Point一覧、Word 

Roomなどがある。 

・A4 判を使用しているため

Unit の扉の写真はインパ

クトがある。イラストは

全体を通して柔らかい色

合いとなっている。 

・教科書サイズはA4判で大

きく、写真等の表示も大

きく工夫されている。 

・ページ数を増やさず、重さ

も軽量化された用紙が使

用されている。 

・フォントは、1年において

は手書き文字に近い書

体、１年生最後の Let’s 

Read から活字体となり、

２、３年生では手書きを

想定した部分を除いて活

字体となっている。 

・1つの単元の中で、その構成において

一貫したつながりをもたせ、学習し

たことを総合的に活用できるよう工

夫されている。また多様な題材設定

が配置され、SDGs 等の題材を通じ、

他教科の学習を生かす配慮がされて

いる。 

・３年間の目標が教科書の最初の見開

きに明記され、英語を学ぶ意義が理

解できるようになっている。３年生

でのディベートをゴールとして、各

学年でのコミュニケーション活動が

組まれていて段階的に４技能を習得

できるように工夫されている。 

９ 

開 

隆 

堂 

出 

版 

・二次元コードには、プログ

ラムのリスニング、本文

音声が収録されている。 

・巻末にアクションカードが

あり、基本的な語彙・表現

の学習が図られている。 

・PROGRAM の冒頭ページに

は、写真やイラストを大

きく載せ、生徒が内容に

興味をもつよう工夫され

ている。イラストは親し

みやすいよう工夫されて

いる。 

・教科書サイズはAB判であ

る。 

・１年のPROGRAM3まで欧文

書体、PROGRAM4 からはブ

ロック体、２年生から活

字体が使用されている。

各PROGRAMのScenesやメ

ール文はブロック体、広

告は手書き風の書体等、

フォントに工夫がされて

いる。 

・行間が十分にとられてお

り、新出単語等もページ

の端に配置されている。 

・導入のScenesでマンガをつかうこと

で、自然に新出の言語材料が学べる

よう工夫されている。また、Scenes

は、各 PROGRAM の最初にまとめて提

示されているので、言語材料が一度

に学べるよう図られている。 

・Retell の活動で、プログラム全体の

内容を自己表現しながら振り返るこ

とができ、難易度の高い内容も定着

できるよう工夫がされている。 

・３年間を通したOur Project で、４

技能５領域の統合的な育成を図るよ

う工夫されており、対話や発表を通

した学び合いが図られている。 

１５ 

三 

省 

堂 

・二次元コードでは、新出語

句や本文の発音練習がで

きるようになっている。 

・巻末には単語、基本文のま

とめなどが掲載され、自

主学習に適した内容にな

っている。また、「会話を

進める表現」など、会話を

より促進させるための資

料が掲載されている。 

・国内・海外の写真が多く使

われており、学習者の学

ぶ意欲が高められるよう

になっている。 

・教科書サイズはAB判で、

新出語句が本文横に配置

されている。 

・本文中は、３年間を通して

ユニバーサル・デザイン

フォントが使用されてい

る。内容に応じて、手紙文

は手書き風の書体、看板

は筆記体等、工夫されて

いる。 

・巻末辞書に全学年発音記

号の表記がある。 

・各Lessonは基本的に文法事項を扱う

GETと、それらを活用してより長い文

章を読んだりテーマに沿って書いた

りするUSEの2部構成になっており、

重点、指導目標が明確に示されてい

る。 

・各Lessonの終末に収められている文

法のまとめでは、文法事項が多くの

絵を使って説明されている。 

・各学年で３つずつ収録されたProject

では、各学期で習得した文法事項や

表現方法を包括的に活用し、発信す

るディスカッション等を行うことが

できるようになっている。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 英語） 

  項目 

発行者 

特    色 

内    容 

１７ 

教 

育 

出 

版 

・主な登場人物の出身国は、日本、アメリカ、シンガポール、オーストラリアで、題材の中で扱

う国としては出身国に加えて、イギリス、カナダなどである。 

・１年生では身近な話題や日本の地理・文化、２年生では社会福祉、３年生では環境や職業など

を取り上げ、成長段階に応じた内容となるよう工夫されている。 

・文化については、日本とオーストラリアの学校生活、ハロウィンの日本との風習の違い、日本

とアメリカの名所などを紹介しながら文化の違いに触れるよう工夫されている。 

・１年生は、小学校の復習をSpringboardとして設定し、Listeningが３パートあり、最後のパ

ートはすごろくゲームで Q&A ができるように工夫されている。アルファベットとローマ字や

書き方のルールは１ページにまとめられている。 

・文法事項の扱いでは、１年生では、過去形、未来表現、助動詞、There is/are ～.の文が扱わ

れている。３年生では、現在完了形、現在完了進行形、仮定法までが扱われている。 

・新出単語については、１年生Lesson1-4～Lesson3までの新出単語はそのページの下部に記載

され、意味も日本語で書かれている。その他は両ページの外側に記載されている。新出語句は

３年間の合計で１６６３語であり、特に覚えたい語句（９８６語）は太字で表記されている。

３８ 

光 

村 

図 

書 

出 

版 

・主な登場人物の出身国は、日本、アメリカ、韓国、オーストラリアで、３年間ひと続きのスト

ーリーから成っており、４人の中学生が成長していく物語になっている。題材の中で扱う国

は出身国に加えて、インド、中国、フィリピン、イギリス、ルワンダなどである。 

・日本の文化については、１年生で学校生活、祭りやお正月を扱い、その後職場体験、修学旅

行、合唱祭などが扱われている。外国の文化については、３年生では、「世界が１００人の村

だったら」を通して、世界の現状や問題を分かりやすく伝える工夫がされている。 

・1年生の入門期には小学校の既習事項を復習するページが１３ページあるので、生徒が安心し

て中学校での学習に取り組めるようになっている。１年生のUnit1～3の本文の一部をマンガ

の台詞形式にしており、生徒が徐々に文字に慣れていくよう配慮されている。 

・文法事項の扱いでは、１年生の入門期に自己紹介で使う表現をbe動詞、一般動詞(I like～./ 

I don’t like～)、助動詞canまでを一緒に導入している。３年生で、現在完了形、現在完了

進行形を学び、最後に仮定法を扱うようになっている。 

・新出単語については、中学校の新出語として１６１４語を扱い、複数の資料から独自のコーパ

スを作成し、そのうち１０９３語を発信語彙として選定し、太字で示されている。 

６１ 

新 

興 

出 

版 

社 

啓 

林 

館 

・主な登場人物の出身国は、日本、アメリカ、ニュージーランド、シンガポールで、題材の中で

扱う国としては出身国に加えて、香港、シンガポール、スペイン、タイ、ブラジル、イタリア、

モロッコ、ケニアなどである。 

・日本や海外の文化については、生徒をひきつけるリアルな題材を多く取り上げており、深い学

びへつながるものが豊富に提供されている。 

・防災、手話・スポーツ・多文化、環境問題、原爆、世界の歴史、地方再生の内容が身近な題材

から、場面や状況に応じて考え、判断し、表現する活動が掲載されている。 

・入門期は、教室英語、学校での会話、町での会話からアルファベット、数字、誕生日と小学校

の復習や基礎的な表現力の育成を、小学校との接続を図りながら丁寧に学習を進められる内

容となっている。 

・文法事項の扱いで変化としては、２年生でIt～for～to～.の文を扱い、３年生で現在完了形

と共に現在完了進行形を学び、最後に仮定法を扱うようになっている。 

・新出単語については、小学校既習語を含め、中学校では１９６５語が扱われている。また、世

界的な基準となっているCEFRのA1レベルの語が太字で示されている。 

（中学校 英語）                         

  項目 

発行者

特    色 
総    括 

資  料 表 記・表 現 

１７ 

教 

育 

出 

版 

・二次元コードは各 Lesson

の最初にあり、教科書本

文等の音声を聞くことが

でき、まなびリンクとし

て学習に役立つ情報をウ

ェブサイトで見られるよ

うになっている。 

・巻末資料には、Activities 

Plus があり、既習表現を

使って Q&A やチャット、

スピーチができるように

工夫されている。 

・イラストはアニメ調で示

されている。 

・教科書サイズはAB判であ

る。 

・フォントは、ユニバーサ

ル・デザインフォントを使

用し、本文は１年 Lesson 

7 までブロック体、

Lesson8から活字体、本文

以外は全学年でブロック

体が使用されている。特に

1年生のLesson1～3では、

小学校外国語科との接続

に配慮して手書きに近い

字形の書体が用いられて

いる。 

・各PartにThink & Try!があり、巻末

のActivities PlusにQ&Aや即興の

チャットやスピーチに役立つ表現の

まとめが充実していて、自己表現力

がアップするよう工夫されている。 

・Lesson ごとに文法事項がまとめてら

れており、解説が示されている。 

・Projectでは学年ごとに成長段階に合

わせた内容となっており、３年生で

は卒業スピーチやディベートなど、

話すことや書くことの総合的な習得

を目指すようゴールが設定されてい

る。 

３８ 

光 

村 

図 

書 

出 

版 

・二次元コードには、本文の

スライドアニメとリスニ

ング、会話の例、参考ウェ

ブサイトなどが収録され

て、復習として使用でき

るようになっている。 

・帯教材として、絵を見なが

ら学習した内容を自分の

言葉で伝えるRetelling、

会話に役立つ表現が示さ

れているLet’s Talk!な

ど、即興のやり取りを行

うための教材が豊富に示

されている。 

・教科書サイズはAB判であ

る。 

・１年はブロック体、２年生

からは活字体やブロック

体が使用されている。日記

等は手書き風の書体にす

るなど工夫されている。 

・生徒が選択する矢印や要

素は、色、文字や形を手が

かりにすることもできる

ように工夫されている。 

・CheckやWatchなどアイコ

ンで視覚的に活動を理解

しやすく作られている。 

・親しみやすいイラストとともに、登場

人物の成長に自らの成長を重ねなが

ら、英文を読めるよう、工夫されてい

る。 

・世界を取り巻く諸問題について現状

を知り、自らの意見をもつことを促

す教材が多く取り扱われている。 

・単元のまとめであるGoalで学習した

言語材料を使って自己表現させ、さ

らに年3回のYou Can Do It!で5領

域を統合した言語活動を行い、思考

力・判断力・表現力を養うための構成

が図られている。 

６１ 

新 

興 

出 

版 

社 

啓 

林 

館 

・二次元コードが教科書本

文にあり、自主学習する

際の手助けとなるよう工

夫されている。 

・巻末資料のWord Boxでは、

多くの表現の仕方を学ぶ

ことができ、より深い学

びが図られるように工夫

されている。 

・写真に関しては、国内・海

外の写真が多く使われて

おり、有名なキャラクタ

ーのイラストも多く掲載

されている。 

・教科書サイズはAB判で、

軽量である。 

・新出単語を本文横に配置

し、行間をあけ、見やすい

よう工夫されている。 

・フォントは、ユニバーサ

ル・デザインフォントを使

用しており、学習者に配慮

している。２、３年生では

活字体が使用されている。

・教科書には、空白が多くあ

り、授業内が書き込みがで

きるようになっている。 

・３年間を通して、各Unitが同じ構成

になっており、様々な題材を用いて

基礎の習得から章末での自己表現に

おける活用まで、４技能を用いた学

習ができるようになっている。Unit

の最後にRead & Thinkで読んだ事柄

について、さらに深く理解する More 

Informationが設けられている。 

・国内の身近な内容から国際的、社会問

題などを扱った題材を多く掲載して

おり、Society5.0 で求められる「価

値を見つけ生み出す感性と力、好奇

心・探求力」の育成に寄与するための

工夫がされている。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 道徳） 

項目

発行者

特   色 

内   容 

２ 

東 

京 

書 

籍 

・巻頭にオリエンテーションがあり、道徳科で何を学ぶのか分かりやすく示されている。「話し合いの

手引き」を使って授業の進め方の道筋を示し、オリエンテーションの中で役割演技を主体とした活

動も取り入れられている。 

・巻末付録として「ホワイトボード用紙」があり、話合い活動を効果的に行えるように工夫されてい

る。また、巻末に切り取り式の「自己評価シート」があり、評価材料として活用できる。 

・巻末付録として「心情円」があり、葛藤場面の多い教材で使うことができる。 

・教材の末尾には、道徳的価値を考える問いと、自分を見つめ直す問いがある。 

・各教材に１か所、「つぶやき」コーナーが設けられている。教材を学習しながら、思ったことや考え

たことなどを、生徒が教科書に書き込めるようになっており、振り返りが容易にできる。 

・みんなで考えるテーマを２８設定している。「いじめ」「命を考える」両テーマについては重点を置

いて扱うために、総合単元的に構成して連続３時間で行い、生徒の考えを深められるように工夫さ

れている。また、教材は学校の実態に合わせて７つの補助教材と入れ替えができる構成となってい

る。 

・スポーツ(オリンピック・パラリンピック)や世界で活躍する人に関わる教材、詩を基に考えさせる

教材、東日本大震災を扱った教材など多様な教材を扱っている。 

・資料には「アクション」として役割演技を取り入れたものや、教材で学習した内容を広げる「プラ

ス」のページがある。 

１７ 

教 

育 

出 

版 

・巻頭に「道徳科で学びを深めるために」として、道徳科の学習の進め方が示されており、学習の見

通しをもって授業に取り組めるよう配慮されている。 

・３０の教材と５つの補充教材の構成となっており、目次は題材ごとに色分けされている。また、テ

ーマ別に分類された目次も設けている。 

・教材の冒頭に、生徒への問いかけの言葉を掲載し、学習のねらいを明確にして教材を読み進めるこ

とができるよう工夫されている。 

・教材の末尾に「学びの道しるべ」を設け、教材の理解だけでなく物事を自分にひきつけて考えたり、

多面的・多角的に考えたりする際の助けとなる問いが示されている。 

・「学びの記録」として、内容項目ごとに「授業の記録」、学期ごとに「振り返り」のスペースがあり、

生徒が自己を振り返る際に活用できるようになっている。 

・「生命の尊さ」「いじめや差別」の両テーマについては重点を置いて扱うために、ユニットを組んで

構成されており、生徒が考えを深められるよう工夫されている。 

・現在活躍中の人物や先人等が悩んだり、葛藤を乗り越えたりする姿などから、自分の将来に対する

目標や理想をもち、それに向かって挑戦していく態度や進んで社会的な責任を果たそうとする態度

を培うことをねらいとした教材が設定されている。 

・「やってみよう」では、役割演技をしながら体験的にそれぞれの立場について考え、話し合うことが

できるように工夫されている。 

（中学校 道徳）                          

項目

発行者

特   色 
総    括 

資  料 表記・表現 

２ 

東 

京 

書 

籍 

・１年にさいたま市を舞台にした教材

「見沼に降る星」が掲載されている。

・自然の美しさ等、文章では伝わりに

くい教材では、臨場感を出すために

写真が大きく掲載されている。 

・題名に投げかけの言葉を添えて教材

への興味関心を引きやすいよう工夫

されている。 

・漫画や新聞などを教材として取り上

げ、生徒の興味関心を引きやすいよ

う工夫されている。 

・小学校時代に学習した教材が掲載さ

れており、成長による感じ方の違い

に気付くよう工夫されている。 

・題名下にＤマークが示されている教

材では、学習に役立つ情報をウェブ

サイトで見ることができ、視野を広

げられる。また、裏表紙の掲載一覧か

ら掲載内容を把握でき、授業で必要

な情報が活用しやすくなっている。 

・ＡＢ判で行間にゆとりが

ある。 

・未習の漢字にはふりがな

が付いており、解説が必

要な情報については脚注

で補足がされている。 

・他教科との関連について

各教材タイトルページの

最下段にマークで示して

ある。 

・目次において、道徳教育

で指導すべき内容を整理

した「４つの視点」がマ

ークで分かりやすく示さ

れている。 

・ユニバーサルデザインフ

ォントを採用し、色やイ

ラストも見やすい工夫が

されている。 

・教材の冒頭で内容項目を分かり

やすい言葉で示しており、色や

図で「４つの視点」を表してい

る。教材の末尾には｢考えてみよ

う｣として、話合いの中心となる

発問や自己を見つめる発問があ

る。 

・生徒の問題意識を大切にし、教

材の冒頭には、題名及びわかり

やすいイラスト等がある。 

・教材後の「アクション」には役

割演技などが設定され、学習内

容を自分のこととして捉えられ

るように工夫されている。 

・「いじめ問題対応ユニット」と

「生命尊重ユニット」を設定し、

いじめ問題といのちの大切さに

ついて、多面的・多角的に考え

られるよう工夫されている。 

１７ 

教 

育 

出 

版 

・さいたま市にゆかりのある詩人や大

宮盆栽村などさいたま市や埼玉県に

関連した教材が数多く掲載されてい

る。 

・巻末には「都道府県にゆかりのある

人物と、その言葉」の紹介があり、

各学年で埼玉県の偉人が紹介されて

いる。 

・イラストや写真が多く、見やすく配

置されている。 

・登場人物が判断を迫られる場面の教

材や、異なる立場から意見を取り上

げた教材、社会の変化や動向を素材

とした生徒の興味関心を引く教材が

取り入れられている。 

・「まなびリンク」で学習に役立つ情報

をウェブサイトで見ることができる

ようになっており、視野を広げられ

るよう工夫されている。 

・Ｂ５判でコンパクトなつ

くりになっている。 

・教材の冒頭において、道徳

教育で指導すべき内容を

整理した「４つの視点」が

マークで分かりやすく示

されている。また目次にお

いても色やマークをつけ、

「４つの視点」を分かりや

すく示している。 

・未習の漢字にはふりがな

が付けられており、難しい

言葉には脚注に解説や必

要な説明がある。 

・ユニバーサルデザインフ

ォントを採用し、文字と文

字の間に間隔があり、上下

の空間が広くとってある。

行数が数字で分かりやす

く示されている。 

・教材の冒頭に、生徒への問いか

けの言葉を掲載し、学習のねら

いを明確にして教材を読み進め

ることができるように工夫され

ている。末尾には「学びの道し

るべ」として、道徳的価値につ

いて考える問いがある。 

・現代社会に対する問題を多く取

り入れた構成になっており、問

題解決的な学習を促す構成にな

っている。 

・「生命の尊さ」「いじめや差別」

など現代的な課題を話し合う資

料が豊富にある。 

・道徳性の育成につながるように

役割演技等の体験的な学習を取

り入れられる教材が複数ある。 

・巻末に学期ごとに振り返りを記

入するページがあり、生徒が自

身の成長を自己評価できるよう

になっている。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 道徳） 

項目 

発行者

特   色 

内   容 

３８ 

光 

村 

図 

書 

・教材の１つ目にオリエンテーションが設定されており、学習指導要領で示されている内容項目を簡

潔な問いにして「２２のキーワード」で表すことで、道徳科で何を学ぶのかが分かりやすく示され

ている。 

・教材の冒頭に主題を設定し、学びに向かう姿勢をつくることができるようにしている。 

・各教材の末尾に「考えよう」を設定し、この教材で何を考えていくかという「めあて」を吹き出し

に示すことで、考えを深めるための問いを掲載している。「考えよう」の他に、視点を変えた問いや

体験的な学習（役割演技）を設定した問いを掲載した「見方を変えて」や、他教科や日常生活との

関わりから自己を振り返り、さらに考えを深める問いを掲載した「つなげよう」が、教材の特質に

合わせて設定されている。 

・巻末に「学びの記録」があり、生徒自身が自由に書き留めておくことができるとともに、成長の足

跡が残せるようになっている。 

・１年間を３つのシーズンに分けて教材が配置され、シーズンの中はテーマをもった、幾つかのユニ

ットに分かれて構成されている。 

・同年代の登場人物や伝記の先人、各界で活躍した人が悩んだり葛藤を乗り越えたりする姿など生徒

の心を捉えることができる教材がある。 

・いじめや生命の尊さ、情報モラル、地域や伝統継承など現代的な問題に対応した教材が掲載されて

いる。 

・１、２年生は年間４か所、３年生は年間３か所、「いじめ」「情報モラル」と現代的な課題に関する

教材の後ろに「深めたいむ」を設定し、教材において自己が考えた内容を更に多面的・多角的な視

点をもって考えていけるよう工夫されている。 

１１６ 

日 

本 

文 

教 

出 

版 

・巻頭の「この教科書で学ぶテーマ」のページでは、１年間で学ぶテーマを明示している。その中で

も「『いじめ』と向き合う」「よりよい社会と私たち」については、特に重点を置いて設定されてお

り、複数の教材を組み合わせた「ユニット」として目次に記載されている。 

・オリエンテーションとして、「道徳科で学ぶこと」「道徳科での学び方」について、写真やイラスト

でわかりやすく示されている。 

・題名の上部に主題、題名の下部に登場人物を掲載し、生徒に教材内容を分かりやすく説明する工夫

がなされている。 

・教材の末尾には、「考えてみよう」として教材に関わる問いや、「自分に＋１」として自分自身を見

つめ直す問いを設定して、ねらいにせまることができるよう構成が工夫されている。 

・別冊「道徳ノート」には、自分や友達の考え方を記入する欄が設けられており、話合い活動の際に

多面的・多角的な視点で考えを深められるように工夫されている。 

・別冊「道徳ノート」には、毎回の授業において自分の考えを記入し、授業の振り返りをすることが

できる欄が設けられており、生徒の実態に合わせて活用できるようになっている。 

・いじめに向き合う心を育てるために、いじめ防止の内容を集中的に取り上げ、定着を図ることがで

きるよう工夫されている。 

・「いじめ」「情報モラル」「防災・安全」「持続可能な社会」「伝統文化」などの重要なテーマについて

コラム「プラットホーム」に掲載し、更に多面的・多角的な視点をもって考えていけるよう工夫さ

れている。 

（中学校 道徳）                         

項目 

発行者

特   色 
総    括 

資  料 表記・表現 

３８ 

光 

村 

図 

書 

・イラストや写真が多く、見やすく配

置されている。

・生徒に身近な話題について考えるこ

とができる教材が複数あり、共感し

やすい構成になっている。

・全学年の巻末に、各分野で活躍して

いる人物から生徒に向けたメッセ

ージを掲載している。

・小学校時代に学習した教材が掲載さ

れており、成長による感じ方の違い

に気付くよう工夫されている。

・二次元コードが該当教材の題名下に

掲載されており、学習に役立つ情報

をウェブサイトで見て、視野を広げ

られるよう工夫されている。

・Ｂ５判でコンパクトなつ

くりになっている。

・教材の冒頭において、道徳

教育で指導すべき内容を

整理した「４つの視点」を

マークと色で分かるよう

にしている。

・未習の漢字にはふりがな

を付けている。

・話の区切りや感情の表現

等を分かりやすくするた

めに、改行や色分けなどが

工夫されている。

・ユニバーサルデザインフ

ォントを採用し、全体的に

色合いを抑えて構成され

ている。

・学校生活と関連付け、１年間を

３つのまとまりとして構成して

いる。

・教材は「学びのテーマ」に応じ

て複数の教材を組み合わせた

「ユニット」で構成され、１時

間の学びが単独でなく、教材か

ら教材へ結び付くように工夫さ

れている。

・コラム「広げよう」では、「人と

人との関係づくり」「共生」「環

境」「国際理解」という４つのテ

ーマを設定し、生徒が多面的・

多角的な視点をもって取り組め

るように工夫されている。

・巻末に、シーズンごと、１時間

ごとに使える「学びの記録」が

あり、自分の成長を振り返るこ

とができるようにしている。

１１６ 

日 

本 

文 

教 

出 

 版

・生徒の学びの参考となる「学習の進

め方」では、写真を多く活用し、学

び方を分かりやすく伝える工夫が

されている。 

・以前から親しまれてきた教材だけで

なく、現在活躍している人物の生き

方を紹介した新しい教材も多く取

り入れ、生徒の興味関心を高める工

夫がなされている。 

・多くの写真やイラスト、マンガなど

を教材として取り上げ、生徒が教材

に興味をもちやすくする工夫がな

されている。 

・二次元コードが目次に掲載されてお

り、学習に役立つ情報をウェブサイ

トで見て、視野を広げられるよう工

夫されている。 

・教科書と別冊「道徳ノー

ト」がＢ５判の大きさに統

一されている。 

・教材の冒頭において、道徳

教育で指導すべき内容を

整理した「４つの視点」が

マークで分かりやすく示

されている。 

・未習の漢字にはふりがな

が付けられている。 

・問題解決的な学習や動作

や演技を通して考える学

習は、マークをつけて分か

りやすくなるよう工夫さ

れている。 

・ユニバーサルデザインフ

ォントを採用し、文字の大

きさ、レイアウトが工夫さ

れている。 

・別冊「道徳ノート」には、話合い

活動の際に使える自分や友達の

考え方を記入する欄が設けられ

ているため、多面的・多角的な

視点で話合い活動が進められる

ように工夫されている。 

・別冊「道徳ノート」には、毎回の

授業において自分の考えを記入

し、授業の振り返りをすること

ができる欄が設けてあり、生徒

の実態に合わせて活用できるよ

うになっている。 

・いじめに向き合う心を育てるた

めに、いじめ防止の内容を集中

的に取り上げている。 

・コラム「プラットホーム」を多

く配置することで、多角的・多

面的に考えを深めた授業を展開

できるように工夫されている。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 道徳） 

項目 

発行者

特   色 

内   容 

２２４ 

学 

研 

教 

育 

み 

ら 

い 

・巻頭に「道徳で学ぶこと・考えること」「考えを深める４つのステップ」を提示して、道徳で学ぶ

ポイントが分かりやすく紹介されている。また、「よりよく生きるための２２の鍵」を提示して、

道徳教育の内容項目を意識した学びができるよう構成されている。 

・巻頭の「マイプロフィール」で自分自身を見つめ、巻末の「心の四季」でテーマに応じて心に残

ったことを記入できるようになっている。また、「学びの記録」では、学期ごとに学びや自己の成

長を振り返ることができるよう配慮されている。特に、３年生の教科書では、巻末に大人になっ

た自分宛てに手紙を書くページがあり、未来の自分に対する希望をもつことができるように工夫

されている。 

・教材の冒頭に、生徒を教材に引き込むための言葉を投げかけ、教材への関心を高める工夫がなさ

れている。 

・教材末尾の「考えよう」は、教材を深く考えていくための問いと自己との関わりで考えていくた

めの問いの２つで構成されている。 

・「さまざまなテーマで学ぼう」のページは、教科書に掲載されている教材の中で、今日的に関心の

高いテーマを中心に設定されている。特に、「かけがえのない命」「いじめをなくすために」のテ

ーマを重要視しており、目次においてもマークを付けて分かりやすく示されている。 

・「地球と地域の未来のために」「夢に向かって共に輝く」については、複数の教材で「ユニット」

を組み、多面的・多角的な視点で考えを深めることができるよう構成が工夫されている。 

・「深めよう」のページでは、見つけ、考え、話合い、振り返り、踏み出し、生き方につなげるとい

うように、道徳科の学びのプロセスが具体的に提案されている。特に、役割演技を通じて、考え

たことを話し合い深めていくなど、多様な学び方につなげられるように教材が設定されている。

２３２ 

廣 

済  

堂 

あ 

か 

つ 

 き 

・巻頭にはオリエンテーションで活用できる道徳科の時間の目標に合わせた内容が掲載されてい

る。 

・巻末に、現代的な課題に係る内容のページを設けることで、多面的・多角的な視点から生徒が考

えを深めていくことができるよう工夫されている。 

・教材末尾の「学習の手がかり」では、道徳的な価値について深く考えた後に、対話的な学習に取

り組み、今後の望ましい在り方を考えることができるように、目当てや問いが工夫されている。

「考えを広げる・深める」では、自己との関わりや問題解決的な学習、体験的な学習を促す問い

が示してあり、多面的・多角的な視点で考えを深める学習につなげられるよう工夫されている。

・生徒が見方や考え方を広げる手がかりになるよう、教材の末尾に名言が掲載されている。 

・別冊「道徳ノート」にはアンケート結果や写真、偉人の言葉等が道徳教育の内容項目ごとにまと

められており、各授業で振り返りを記入するページが「学習の記録」として 35 時間分用意されて

いる。 

・別冊「道徳ノート」の巻末には、生徒の印象に残った教材を記入する「心のしおり」があり、自

分の記録や学習の記録などを残せるようにすることで、何度も読み返して道徳的諸価値の理解を

深めることができるように工夫されている。 

・「生命の尊さ」に重点を置いてコラム「thinking」を設定しており、生徒が多面的・多角的な視点

で考えを深めるための工夫がなされている。 

（中学校 道徳）                          

項目 

発行者

特   色 
総    括 

資  料 表記・表現 

２２４ 

学 

研 

教 

育 

み 

ら 

い 

・埼玉県関連の資料や埼玉県出身の人

物が各学年で取り上げられており、

生徒が教材を身近に感じることが

できるよう配慮されている。 

・紙面全体に広がる迫力ある写真や、

生徒の興味を引き出しやすいマン

ガなどが用いられている。 

・全学年で「クローズアッププラス」

でアンガーマネジメントに関する

ページが設定されている。 

・世界で活躍した人物やスポーツ選手

などを扱った教材が数多く掲載さ

れている。 

・社会参画、特に選挙を意識した教材

が掲載されている。 

・二次元コードが目次に掲載されてお

り、学習に役立つ情報をウェブサイ

トで見て、視野を広げられるように

工夫されている。 

・ＡＢ判サイズで、視覚的に

ゆったりとした紙面にな

っている。 

・教材の冒頭において、道徳

教育で指導すべき内容を

整理した「４つの視点」を

マークで分かるように示

している。 

・未習の漢字にはふりがな

が付けられている。 

・生徒が様々な考え方から

教材を探せるように、目次

以外に索引が２つ設定さ

れている。 

・ユニバーサルデザインに

配慮して作成され、色やイ

ラストも見やすい工夫が

されている。 

・巻頭に学年別の大きなテーマ

を掲載し、１年間の学びに期

待をもち、今後の展望が見え

るよう工夫がなされている。 

・「いじめ防止」「生命尊重」に重

きを置き、複数の教材が設定

され、３年間にわたって、多面

的・多角的に考えられるよう

に工夫されている。 

・教材の冒頭に、生徒を教材に

引き込むための言葉を投げか

け、教材への関心を高める工

夫がなされている。 

・各教材にメモ欄が設けられて

おり、思いや気付きを自由に

記入できる。 

・複数の教材で「ユニット」を組

み、多面的・多角的に考えを深

められるように工夫されてい

る。 

２３２ 

廣 

済  

堂 

あ 

か 

つ 

き 

・さいたま市にゆかりのある偉人や関

連した教材が掲載されている。 

・以前から親しまれてきた教材だけで

なく、現在活躍している人物の生き

方を紹介した新しい教材を多く取

り入れ、生徒の興味関心を高める工

夫がなされている。 

・先人の逸話や言葉など様々な資料が

掲載されている。 

・別冊「道徳ノート」には題材につい

て考える際の参考資料や写真が掲

載されている。 

・二次元コードが目次に掲載されてお

り、学習に役立つ情報をウェブサイ

トで見て、視野を広げられるように

工夫されている。 

・ＡＢ判で行間にゆとりが

ある。 

・１年生は文字が大きめで、

未習の漢字にはふりがな

が付けられている。 

・巻末に内容項目ごとに題

材が示している。 

・学習意欲を喚起する写真

や、物事を広い視野から多

面的・多角的に捉えるため

の図やグラフ、イラストの

掲載があり教材が読みや

すくなっている。 

・より多くの人に見やすい

ようカラーユニバーサル

デザインに配慮して作成

されている。 

・教材末尾の「考える・話し合

う」では、学習の手がかりとな

る発問が示されている。 

・「考えを広げる・深める」では、

教材に関連した体験的な活動

を促す内容などが示されてい

る。 

・「生命の尊さ」に重点を置いた

コラム「thinking」を設定して

おり、生徒が多面的・多角的な

視点で考えを深めるための工

夫がなされている。 

・生徒が道徳科の時間に学習し

たことの記録や振り返りを書

き残すことができ、生徒の成

長の記録となるよう、「心のし

おり」が別冊「道徳ノート」の

巻末に設定されている。 



教科用図書調査専門員会報告書 

（中学校 道徳） 

項目 

発行者

特   色 

内   容 

２３３ 

日 

本 

教 

科 

書

・巻頭に「道徳科って何を学ぶの？」を設定し、道徳科の学習の進め方についてのオリエンテーシ

ョンが設定されている。 

・巻末に内容項目ごとに教材を示すことで、考える方向性が分かりやすく示されている。 

・教材の末尾に「考え、話し合ってみよう、そして深めよう」として、自分で考え、意見交換し、

議論する活動の流れが示されている。また、話合いの柱となる問いが２つ以上示されており、問

いの最後には、自己の生き方を見つめ直す問いが記載されている。 

・巻末に１年間の心の成長を振り返るページを設定しており、自分のレベルを判断して自己評価を

行う等、道徳科で自分が身に付けてきたことを、客観的に確認することができる。 

・教科書の教材の掲載順序が内容項目の通りになっている。 

・複数の場面を提示し、様々な立場や考え方から、自分のことを考えることができる教材を掲載し

ている。 

・アンケート結果や自分の考えを基に話合いができるよう工夫された教材が設定されている。 

・コラム「もっと知りたい」では、考えをさらに深める資料の紹介や、身近なことについて振り返

り、記入する欄が設けられている。 

（中学校 道徳）                         

項目 

発行者

特   色 
総    括

資  料 表記・表現 

２３３ 

日 

本 

教 

科 

書 

・３年に、さいたま市を舞台にした教

材「プラットホームでのできごと」

が掲載されている。

・教材にイラスト等が多く添えられ

ている。

・絵だけで構成された教材があり、発

想豊かに考えたことを話し合える

工夫がされている。

・先人の生き方から、生きる勇気や知

恵などを感じられる教材や、以前

から親しまれてきた文部省や文部

科学省の出典教材が複数掲載され

ている。

・Ｂ５版で手に取りやすい

サイズである。 

・未習の漢字にはふりがな

が付けられている。 

・難しい言葉には脚注に解

説や必要な説明がある。 

・目次において、道徳教育で

指導すべき内容を整理し

た「４つの視点」が色分け

されて示されており、教材

冒頭においても同じ色を

使って、「４つの視点」が

分かるように工夫されて

いる。 

・道徳教育で指導すべき内容を

整理した「４つの視点」ごとに

教材がまとまって配列されて

おり、各校の実態に合わせて

年間指導計画の配列を変更し

やすい構成となっている。 

・教材の冒頭に「主題」の記載が

なく、生徒の実態に即して授

業が展開できるようになって

いる。 

・教材の末尾には学習活動を活

発にする活動の流れが示され

ていて、登場人物の悩みや葛

藤を自分のことと捉え、自己

を見つめ直す問いが示されて

いる。 

・コラム「もっと知りたい」では、

考えをさらに深める資料の紹

介や、身近なことについて振

り返り、記入する欄が設けら

れている。 


