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河内採択地区教科用図書採択協議会調査研究資料 

【中学校用】様式１－２ 

 

   １ 国  語 ・・・・・・ １－３ 

 

   ２ 書  写 ・・・・・・ １－２ 

 

   ３ 地  理 ・・・・・・ １－２ 

 

   ４ 歴  史 ・・・・・・ １－３ 

 

   ５ 公  民 ・・・・・・ １－３ 

 

   ６ 地  図 ・・・・・・ １－２ 

 

   ７ 数  学 ・・・・・・ １－４ 

 

   ８ 理  科 ・・・・・・ １－３ 

 

 

   ９ 音楽一般 ・・・・・・ １－２ 

  

  １０ 音楽器合 ・・・・・・ １－２ 

 

  １１ 美  術 ・・・・・・ １－３ 

 

  １２ 保健体育 ・・・・・・ １－２ 

 

  １３ 技  術 ・・・・・・ １－２ 

 

  １４ 家  庭 ・・・・・・ １－３ 

 

  １５ 英  語 ・・・・・・ １－３ 

 

  １６ 道  徳 ・・・・・・ １－４ 



様式１－２ 

種

目 
国  語 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 三省堂 教育出版 光村図書出版 

 

国語－1 

１ 

内 

容 

（１）学習指導要領に示された目標及

び内容について配慮されている

か。 

①理解力と表現力の育成 

 

 

 

 

②伝え合う力の育成 

 

 

 

 

 

③思考力や想像力の育成 

 

 

 

 

④言葉がもつ価値についての理

解及び言語感覚を豊かにする

こと 

○配慮されている。 

 

 

・「読むこと」の教材で学んだ文章の構成や表

現の効果などを生かして，書く活動を行う

など，「読むこと」と「書くこと」を関連さ

せて思考できるよう配慮されている。 

 

・話し合うための方法について，情報の整理

の仕方や広げ方，まとめ方について具体的

な学習活動を系統的に示しており，自分の

考えを伝え合う学習につながるよう配慮

されている。 

 

・「読むこと」の教材では，言葉を用いて思考

したり想像したりする具体的な手立てが，

全学年を通して系統的に整理されている。

 

 

・言葉に注目して詩歌の創作活動を設けた

り，「読むこと」の教材に関連する語彙を一

覧で示したりするなど，語彙を増やし語感

を豊かにできるよう配慮されている。 

 

○配慮されている。 

 

 

・「読むこと」の教材に，読みの視点が示され，

多様な読み方や効果的な表現が学べるよ

う配慮されている。 

 

 

・年間を通じて，興味・関心を喚起する具体

的な言語活動が簡潔な表現で示され，伝え

合う学習活動に進んで取り組めるよう配

慮されている。 

 

 

・多様な思考法を図式で示し，考えを整理し

たり深めたりする方法を，学習活動と関連

付けながら取り上げている。 

 

 

・言語感覚を豊かにする読み物が充実してお

り，言語に対する興味・関心を深めるよう

配慮されている。 

 

○配慮されている。 

 

 

・「読むこと」の教材で学んだ構成や表現等を

生かして，自分の考えを書く活動が取り入

れられている。 

 

 

・伝え合うための言語活動が単元の中で効果

的に位置付けられており，意欲的に学習に

取り組むことができるよう配慮されてい

る。 

 

 

・社会的なテーマを取り上げることで，様々

な視点から思考力を育むよう配慮されて

いる。 

 

 

・生活場面に置き換えて，自分の言葉の使い

方を振り返るきっかけとなるよう，教材が

配慮されている。 

○配慮されている。 

 

 

・複数の文章を比較して読む活動を通して，

文章の特徴や表現の効果を学べるよう配

慮されている。 

 

 

・多様な文章や資料を提示することで，形態

を工夫して相手や目的に応じて効果的に

伝え合う力を育むことができるよう配慮

されている。 

 

 

・説明的な文章では，多様な思考の方法を示

したり，文学的な文章では，読む視点を与

えたりするなど，思考力や想像力を育むこ

とができるよう配慮されている。 

 

・四季に関わる題材を多く取り上げ，教材の

順序も工夫して，豊かな言語感覚を育むこ

とができるよう配慮されている。 

（２）主体的・対話的で深い学びの実

現に資する学習及び指導ができ

るよう配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・「書くこと」の単元では，テーマや題材の設

定から情報の収集までの学習過程を丁寧

に記載し，主体的・対話的で深い学びの実

現に資する学習ができるよう工夫してい

る。（1年p.70-76 2年p.64-69 

 3年p.75-81） 

・「話すこと・聞くこと」の単元では言葉を比

較したり，例文を用いたり，考えの手順を

示したりするなど，思考力を伸ばし，豊か

な表現力につなげていく教材の工夫が見

られる。（1年p.112-117 2年p.46-49 

3年p.52-55） 

 

◎十分配慮されている。 

・「話すこと・聞くこと」の単元では，「話合

いのこつ」について3年間の系統性が明確

に示され，対話を通して考えが深められる

よう工夫されている。（1年 p.30-33，2 年

p.34-37，3年p.34-37） 

・「書くこと」の単元では，「体験に向き合い

意味づける」「情報を関連づけて根拠を明確

に示す」「条件に応じて説得力のある文章を

書く」などタイトルに目標が明確に表れ，

課題が生徒に分かりやすく示されている。

（1年p.88-91 2年p.150-152 

 3年p.52-57） 

○配慮されている。 

・どのような学習を行うか，何を学ぶかとい

うことを意識させるため，各教材の学習に

入る前に読む「学びナビ」を設けている。

 

○配慮されている。 

・生徒が考えを整理したり，分かりやすく伝

えたりする力を育成するための「思考の地

図」「思考のレッスン」が設けられている。 

  



様式１－２ 

種

目 
国  語 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 三省堂 教育出版 光村図書出版 

 

国語－2 

 （３）読書習慣の形成に配慮されてい

るか。 

○配慮されている。 

・読書の単元に続く「読書案内」では，テー

マと関わりのある本が紹介されている。ま

た，「読むこと」の教材では，その作者の作

品だけでなく，読み比べることのできる関

連図書が紹介されている。 

 

○配慮されている。 

・巻末に「読書の広場」が設けられ，「小さな

図書館」で多様な図書を紹介するととも

に，その後短編作品を掲載している。また，

「私の読書体験」で生徒の身近な作家のコ

ラムと推薦図書を掲載している。 

 

△配慮が望まれる。 

・「広がる本の世界」として，テーマ別に多様

な本の紹介がされているが，前後の単元と

の関わりをより分かりやすくする工夫や，

読書への関心を高めるための工夫や配慮が

望まれる。（1年p.28 2年p.42 3年p.45）

 

◎十分配慮されている。 

・「読書生活を豊かに」という単元が設けら

れ，読書への意欲を喚起する工夫がされて

いる。また，「読書」では学年ごとにテーマ

を設けて，生徒に親しみやすい作品が抜粋

して採録されている。「読書案内」では，多

様な本を掲載するとともに，「読書コラム」

で身近な著名人による本の楽しみ方を紹介

している。（1年p.82-93 2年p.82-89 

3年p.80-91） 

（４）我が国の言語文化に親しめるよ

う配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・1年生においては，学習の始めに古典を学

ぶ意義を生徒に理解させる教材を設けた

り，時代の異なる作品を取り上げたりし

て，関心をもたせる工夫をしている。 

 （1年p.126-143） 

・単元の始めに，季節を感じさせる扉絵とと

もに1 年生は詩，2 年生は短歌，3 年生は

俳句を挿入し，文学を通じて生徒の季節感

と感受性を育むことができるよう配慮さ

れている。（1年p.23 2・3年p.17） 

○配慮されている。 

・古典の教材では，1年生では「竹取物語」

の前に日本人の月に対する見方を，3 年生

では「和歌」の後に歌の役割を紹介してい

る。 

 

○配慮されている。 

・教材に漫画やアニメ，SNS や絵コンテなど

多様な文化を取り入れている。 

 

◎十分配慮されている。 

・古典では，1年生の「古典の世界」で，3年

間で学習する古典に見通しがもてるよう

配慮されている。2・3年生では掲載する場

所を分散することで，多様な教材を取り扱

っている。（1年p.156-157 2・3年ｐ.28-

31） 

・古典の学習を生かし，古典の名言や名句を

自分の生活と結びつけて，文章を考えさせ

る工夫をしている。（1年p.173 2年p.31 

3年p.162） 

２ 

程 

度 

・ 

選 

択 

・ 

取 

扱 

（１）発達の段階，興味・関心につい

て考慮されているか。 

◎十分考慮されている。 

・単元ごとの「学びの扉」で興味・関心を高

めてから,巻末で深く学べるよう構成され

ており,生徒の学習意欲を喚起できるよう

考慮されている。（3年p.36,246-249） 

・社会事象に関わる幅広い題材を取り上げ，

写真やイラストを提示することで，生徒が

興味・関心をもてるよう考慮されている。

（1年p.172-179 3年p.184-195） 

○考慮されている。 

・「読み方を学ぼう」では，発達の段階に応じ

て，思考力・判断力・表現力を伸ばすため

の方法が図解されており,読解の手助けと

なるようになっている。 

 

○考慮されている。 

・生徒の興味・関心を高めることができるよ

う,現代の社会情勢に合った題材を多く取

り入れている。 

○考慮されている。 

・生徒の興味・関心を高めることができるよ 

う,現代の社会情勢に合った題材を多く取

り入れている。 

（２）補充的な学習，発展的な学習に

ついて配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・単元ごとの「広がる言葉」により，社会生

活に生かせる語彙を学べるよう配慮され

ている。（2年p.45） 

・生徒の表現力を伸ばすための，基礎編「学

びを支える言葉の力」が充実しており，補

充的，発展的な学習につなげることができ

るよう配慮されている。（1年p.225-249）

○配慮されている。 

・巻末の資料編により，社会生活に生かせる

語彙を学べるようになっている。 

 

○配慮されている。 

・「学びのチャレンジ」を通して，生徒の考え

る力や目的に応じて判断する力，表現力を

高めることができるよう配慮されている。

 

△配慮が望まれる。 

・巻末「語彙を豊かに」においては，日常生

活に則した場面や例文の提示などの工夫や

配慮が望まれる。(1年p.300-301 2年

p.296-297 3年p.284-285) 

  



様式１－２ 

種

目 
国  語 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 三省堂 教育出版 光村図書出版 

 

国語－3 

３ 

構

成 

・ 

配

列

等 

（１）構成，配列，系統性について配

慮されているか。 

○配慮されている。 

・「本編・基礎編・資料編」の三部構成となっ

ており，基礎編を活用しながら本編を学ぶ

工夫がされている。 

◎十分配慮されている。 

・資料編の「情報を活用する」「社会生活に生

かす」は全学年で統一の内容を掲載してお

り，情報活用能力や言語活動に必要な知識

を確実に定着できるように配慮されてい

る。（1年p.276-283，p.290-299，2年p.280-

287，p.294-303，3 年 p.262-269，p.278-

287） 

○配慮されている。 

・3 学年を通して系統的に社会の多様性等を

学ぶ力を育てることができるよう，「持続可

能な開発目標（ＳＤＧs）」の視点で選定し

た教材を配置している。 

○配慮されている。 

・教材配列において，各領域が学年や時期に

偏ることのないように，バランスよく配置

されている。 

 （２）他教科等との関連について配慮

されているか。 

◎十分配慮されている。 

・他教科との関連が，ページ数横にマークと

教科名で記載されており，他教科を意識し

ながら学習に取り組める工夫がされてい

る。 

・「他教科で学ぶ漢字」という教材で，他教科

の重要語句に含まれる漢字を取り上げ，他

教科への関心が高められるように配慮され

ている。（1年p.171 2 年p.52,150 3 年

p.28,152） 

◎十分配慮されている。 

・外国語科との関連性を図ることで，日本語

の性質や特性について学べるよう工夫さ

れている。（1 年 p.37 2 年 p.237 3 年

p.101） 

・「歌の言葉」で合唱曲の歌詞を取り扱うこと

で，音楽科との関連を図り，自分の考えを

広げ深められるようになっている。 

（1 年 p.224-225 2 年 p.226-227 3 年

p.206-207） 

◎十分配慮されている。 

・ＳＤＧsの視点で選定された教材を，多く

の教科等に関連付けて学習できるように工

夫されている。（１年p.76，2年p.94，3

年p.220） 

・「話すこと・聞くこと」「書くこと」の教材

の末尾に「学びを生かそう」の欄を設け，

他教科や学校生活などへの関連付けを図る

配慮がされている。 

○配慮されている。 

・教材の末尾に「つなぐ」の欄を設けること

で，他教科や日常生活・社会生活への関連

付けを図っている。 

４ 

上

記

以

外

の

特

徴

点 

（１）ユニバーサルデザイン化の視点

について配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・観点ごとに色分けされることで，一目で内

容が分かるよう配慮されている。 

・行末に数字と点が示されることで，行を数

えやすいよう配慮されている。（3年p.14-

16） 

○配慮されている。 

・学年の基本色を設定し，識別しやすいよう

に配色されている。 

○配慮されている。 

・色覚特性により，判別しにくくなる色の組

み合わせをしないよう工夫されている。 

○配慮されている。 

・色覚特性により，判別しにくくなる色の組

み合わせをしないよう工夫されている。 

（２）その他の特徴点は何か。 ・漢字の語句に振り仮名を多く付けている。 

・インデックスで領域が示されている。 

・ＱＲコードが記載され，外部のコンテンツが

見られるようになっている。 

・ＱＲコードが記載され，外部のコンテンツが

見られるようになっている。 

・ＱＲコードが記載され，外部のコンテンツが

見られるようになっている。 

・ＱＲコードが記載され，外部のコンテンツが

見られるようになっている。 

 



様式１－２ 

種

目 
書  写 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 三省堂 教育出版 光村図書出版 

 

書写－1 

１ 

内 

容 

（１）学習指導要領に示された目標及

び内容について配慮されている

か。 

○配慮されている。 ○配慮されている。 ○配慮されている。 ○配慮されている。 

〔１年〕 

「楷書の字形」， 

「楷書の文字の大きさ」， 

「楷書の配列」， 

「行書の基礎的な書き方」 

・楷書と行書の違いや，基本的な行書の動き

など，順序よく学習を進められるようにな

っている。        

 ・仮名の字形，文字の大きさと配列を書いて，

身に付けやすくなっている。 

 ・行書の特徴や，日常での用い方を学習の始

めに説明するとともに行書学習の方向性

が示されている。       

 ・点画を分解して表記することで，一画一画

を丁寧に捉えることができるような配慮

がされている。      

〔２年〕 

「漢字の行書とそれに調和した 

仮名の書き方」 

 ・行書と仮名の調和についてポイントが示さ

れている。       

 ・楷書と行書の違いについて，分かりやすく

示されている。 

 ・楷書と行書の違いから，身近にある実例，

高校へのつながり等，段階を追った説明が

されている。       

 ・字形や，筆の運び方が，分かりやすく示さ

れている。        

〔３年〕 

「身の回りの多様な表現と文字

文化」 

 ・身の回りの文字の目的と工夫について，適

切な写真や例が示されている。 

 ・手書き文字や活字による伝え方の変遷につ

いて，それぞれの特徴や移り変わりが捉え

やすくなっている。    

 

 ・身の周りの文字文化について，城名の碑を

掲載しており，文字を比較しやすくなって

いる。         

 ・「全国文字マップ」で，文字に着目した文

化財などが紹介されている。 

（２）主体的・対話的で深い学びの実

現に資する学習及び指導ができ

るよう配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

 ・単元ごとに，話合いの場面が設定されてお

り，主体的・対話的で深い学びが充実する

よう工夫されている。 

 ・「生かそう」に，学習したことを実践でき

る例文が載っていて，主体的な学習を促す

ようになっている。 

○配慮されている。 

 ・「やってみよう」により，今までの学習を

生かして書いたものを互いに読み合う活

動が取り入れられている。 

   

◎十分配慮されている。 

 ・主体的な学習を促すため，各学年で身に付

つけた学習内容を，学校生活や日常生活で

実際に生かすことのできる単元が各所に

設定されている。 

 ・目標に沿って振り返ることができる記入欄

が，各単元で記載されているとともに，マ

ークを活用して主体的に学習に取り組め

るよう工夫されている。 

 

○配慮されている。 

 ・楷書と行書の使い分けについて，主体的に

取り組みながら考えられるよう，学習の手

順が示されている。 

（３）挿絵や写真等は,内容に対応し

た適切なものであるか。 

○配慮されている。 

 ・様々な筆記用具を使用した文字が，分かり

やすく示されている。   

△配慮が望まれる。 

 ・行書と調和した仮名の写真など，実生活と

関連した資料を掲載するなどの配慮が望

まれる。 (２年) 

 ・第３学年において書き込みなど練習するス

ペースがなく，実践的な内容になっていな

いので，練習用の例文を入れるなど，生徒

の実態に合った内容になることが望まし

い。 (３年p.72-80) 

 

◎十分配慮されている。 

 ・様々な筆記用具の特徴が詳細に記載されて

おり，使用場面を明確に想定することがで

きる。（２年p.83） 

 ・具体的に生活の中で見かける書体の写真と

ともに文字の表現効果が多様に示されて

いる。 (３年p.94,95) 

△配慮が望まれる。 

 ・「漢字を分解してみよう」に，点画を学ぶ

ためのイラストが挿入されているが，文字

と重ならないようにすることが望ましい。

(1年p.38) 

２ 

程 

度 

・ 

選 

択 

・ 

取 

（１）発達の段階，興味・関心につい

て考慮されているか。 

○考慮されている。 

 「小学校の学習を振り返ろう」が，始めにあ

り小学校での学習内容を復習する機会が

設定されている。 

◎十分考慮されている。 

 ・文字文化の変遷がシンプルで分かりやす

い。(１年ｐ.34,35) 

 ・身の周りの文字について関心がもてるよ

う，都道府県の地図を掲載しながら行書の

書き方の例示をするなどの工夫がされて

いる。(２年p.56,57) 

 

◎十分考慮されている。 

・細かな学習段階を設定するとともに，発達

の段階に考慮した教材配列が工夫されて

いる。(目次) 

 ・小包伝票や入学願書の書き方などをより大

きく取り上げ，関心をもって取り組めるよ

う工夫されている。(p.106,107) 

○考慮されている。 

 「デザインと文字」で，テレビ番組のタイト

ルデザインを取り上げることにより文字

の与える印象を捉えやすくしている。 

 



様式１－２ 

種

目 
書  写 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 三省堂 教育出版 光村図書出版 

 

書写－2 

扱 （２）補充的な学習，発展的な学習に

ついて配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

 ・書体や文字の特徴，書き手の意図を書き込

めるようになっている。(３年p.86,87) 

 ・充実した資料により文字の変遷を分かりや

すく説明している。 (１年p.28,29) 

◎十分配慮されている。 

 ・毛筆の補充教材において多様な補助的な学

習の教材が用意されている。(p.110-112)

 ・頭語と結語などが示されており，学習内容

を実生活に活かすことができるようにな

っている。 (p.86,87) 

◎十分配慮されている。 

 ・現代に至る過程など，文字の変遷を示した

資料を豊富に掲載している。 

(１年p.38,39) 

 ・書写確認テストにより，３年間の学習が身

に付いているか確認できるなど，補充的な

学習が充実している。(３年p.108,109) 

◎十分配慮されている。 

 ・人名用漢字表が画数順に記載されており，

自分の名前の行書体を調べられるよう工

夫されている。(p.136-140) 

 ・「書写ブック」が付いており，毛筆学習の

まとめ書きとして補充的な学習に使用し

やすいなど十分配慮されている。 

(巻頭別冊) 

３ 

構

成 

・ 

配

列

等 

（１）構成,配列，系統性について配

慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

 ・学年ごとの目次に学習内容が掲載されてお

り，生徒が主体的に学習を進められるよう

工夫されている。(１年p.5 ２年p.49 

 ３年p.79） 

 ・「書写のかぎ」を,一単元にひとつ配置し,

ポイントを明確にして学習できるように

工夫されている。 

 

◎十分配慮されている。 

 ・学年別に見出しが色分けされており，各学

年の学習内容が把握しやすいよう工夫さ

れている。 

 ・目標が分かりやすく表記されており，学習

課題が把握しやすい。 

◎十分配慮されている。 

 ・学年別に見出しが色分けされており，学年

の学習内容が把握しやすいよう工夫され

ている。 

 ・目標が分かりやすく表記されていて，学習

課題が把握しやすい。 

○配慮されている。 

 ・点画の種類が１ページにまとまっている。 

 

（２）他教科等との関連について配慮

されているか。 

◎十分配慮されている。 

 ・音楽の音階や，伝統的な製法の生産地を日

本地図とともに掲載されている。 

 (p.19,40) 

 ・「生活に広げよう」や「書写活用ブック」

の題材として，現代的な課題に対応したも

のになっており，他教科との関連が充実し

ている。(p.75-77 巻末資料) 

○配慮されている。 

 ・篆刻について触れており，美術科との関連

を図っている。       

◎十分配慮されている。 

 ・「日本建築と『書』」，「多様な表現による文

字」など，社会科との関連を図る資料が充

実している。(２年p.80,81 ３年p.96,97)

 ・「学習を生かして書く」において，理科や

総合的な学習に役立てるようなまとめ方

や文字の配列が分かりやすく取り上げら

れている。 (１年p.30,31,110-112) 

 

○配慮されている。 

 ・「全国文字マップ」において，社会科との

関連を図っている。 

 

４ 

上

記

以

外 

の

特

徴

点 

（１）ユニバーサルデザイン化の視点

について配慮されているか。 

○配慮されている。 

・紙面の色や半紙に相当する部分における書

き方のポイントなどを抑え,学習に集中で

きるようになっている。 

○配慮されている。 

 ・大きな文字やフォントが使用されて，文字

を認識しやすくなっている。 

○配慮されている。 

 ・色使いが抑えられていて，文字が目立つよ

うになっている。 

  

◎十分配慮されている。 

 ・ユニバーサルデザイン書体について，特徴

が詳細に説明されている。(p.98,99) 

 ・見出しの文字が大きく示されるなどの工夫

がされている。 

 

（２）その他の特徴点は何か。 ・ＱＲコードにより，すべての毛筆の書き方を

動画で確認できる。 

・ＱＲコードにより，姿勢，持ち方，筆使いが

確認できる。  

・ＱＲコードにより，筆運びを動画で確認でき

る。  

・ＱＲコードにより，学習と関連した動画やホ

ームページを確認できる。 

・お手本のサイズがほぼ半紙の大きさで表示さ

れている。 

 

 



様式１－２ 

種

目 
社  会（地理的分野） 区    分 中  学  校 １年，２年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 教育出版 帝国書院 日本文教出版 

 

地理－1 

１ 

内 

容 

（１）学習指導要領に示された目標及

び内容について配慮されている

か。 
①我が国の国土及び世界の諸地
域の特色を理解し，調べまとめ
る技能を身に付けること  

②多面的・多角的に考察し，課題
の解決に向け公正に選択・判断
し，説明・議論する力を養うこ
と  

③よりよい社会の実現を視野に，

課題を主体的に追究解決しよ

うとする態度を養うこと 

○配慮されている。 

  

 

・世界，日本の諸地域とも地域が直面する課

題を例に挙げ，各地域の理解と関連事項を

バランスよく学習できるよう配慮されて

いる。 

・課題解決にむけて，地理的な見方・考え方

を働かせながら，多面的・多角的に考察し，

思考力・判断力・表現力等が育成されるよ

う工夫されている。 

・最終単元で学習した知識及び技能や思考

力・判断力・表現力を活用しながら課題学

習を追究・解決する活動が設定されてい

る。 

○配慮されている。 

  

 

・身近な題材を例に挙げながら，我が国の国

土及び世界の諸地域を理解できるよう配

慮されている。 

・地理的な見方・考え方を働かせて多面的・

多角的に考察し，課題を解決していけるよ

う工夫されている。 

 

・地域の在り方では，日本の諸地域での学習

を踏まえ，地域的課題を主体的に追究しよ

うとする態度を養えるよう配慮されてい

る。 

○配慮されている。 

 

 

 ・世界では，地域理解から異文化理解，日本

では地域理解から国土理解が深まるよう

配慮されている。 

 ・各単元で，地理的な見方・考え方を働かせ

て思考する学習課題があり，多面的・多角

的に考察できるよう工夫されている。 

 

 ・地域を例に取り上げ，持続可能な社会の実

現に向けた具体的な課題解決を促し，主体

的に社会に参画できるよう配慮されてい

る。 

○配慮されている。 

  

 

・世界，日本とも，主題を基に学習を進め， 

振り返る構成で，単元全体を通し地域的特

色を捉えられるよう配慮されている。 

 ・世界ではグローバル化する国際社会，日本

では地域的課題を取り上げ，地理的な見

方・考え方を働かせ，多面的・多角的な視

点から考察できるよう配慮されている。 

 ・まちづくり会議を例題に地域社会の形成に

ついて具体例が紹介されており，社会参画

の意識を育てるよう配慮されている。 

（２）主体的・対話的で深い学びの実
現に資する学習及び指導ができ
るよう配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・単元ごとのまとめの活動で，具体的に伝え

る相手を想定することにより，主体的・対

話的で深い学びが実現できるよう十分配

慮されている。(p.194，206，218) 

・「スキルアップ」では，基礎・基本的な技能

を身に付けさらに学びを深められるよう

に十分配慮されている。（p.15，p.51） 

 

〇配慮されている。 

 ・毎時間ごとに「確認」，「表現」のコーナー

が設けられており，主体的な学習に取り組

めるよう配慮されている。 

 

◎十分配慮されている。 

・見開きごとの本文と掲示資料のバランスが

よく，主体的・対話的で深い学びの実現に

資する学習及び指導ができるよう十分配

慮されている。(p.2-295) 

・各地域の学習のまとめで，「私たちとの関わ

り」という視点から新たな課題を提示し，

主体的に学べるよう十分配慮されている。

(p.65,81） 

・「技能をみがく」では，基礎的な技能を身に

付けた上で，さらに学びを深めることがで

きるよう工夫されている。（p.9,46） 

◎十分配慮されている。 

 ・「チャレンジ地理」などでランクづけ，討論，

シミュレーションなどを通して，主体的・

対話的で深い学びの実現に資する学習が

できるよう十分配慮されている。(p.94，

177，218） 

・毎時間ごとに「確認」「深めよう」のコーナ

ーがあり，主体的・対話的で深い学びの実

現を意識した工夫がされている。(p3-259) 

（３）本文と資料の関係は適切か。 ◎適切である。 

・本文の理解を深めるための効果的な写真資

料や解説が豊富であり，適切である。 

(p.6-279) 

・世界のさまざまな地域のくらしでは，本文

を補うため現地の人の言葉を取り上げる

資料を掲載するなど，学習意欲を高める工

夫がある。(p.36-51) 

〇おおむね適切である。 

・資料に番号を付け，本文の中にも資料番号

を示すなど，本文と資料の関係がおおむね

適切である。 

◎適切である。 

・本文の理解を深めるための効果的な写真資

料や解説が豊富であり，適切である。 

(p.143,145,147,152） 

 ・地理の学習で必要な基礎的技能を身に付け

ることができるように，本文の内容に沿っ

た資料「技能をみがく」のコーナーを適切

に設けてある。(p.9,11,17) 

○おおむね適切である。 

 ・資料に番号を付け，本文の中にも資料番号

を示すなど，本文と資料の関係がおおむね

適切である。 

２ 

程 

度 

・ 

選 

択 

・ 

取 

（１）発達の段階，興味・関心につい

て考慮されているか。 

○考慮されている。 

・世界遺産，重要文化財，無形文化財のマー

クを付け，生徒の興味・関心を高めるよう

考慮されている。 

○考慮されている。 

 ・身近な話題を取り上げていたり，生徒の興

味・関心を引く写真が掲載されていたりし

ており，学ぶ楽しさが高まるよう考慮され

ている。 

  

◎十分考慮されている。 

・各章の導入に,問いを持たせる地図や写真

資料を効果的に活用し，学習への見通しが

もてるよう十分考慮されている。(p.100)

・「地域の在り方を考える」のコーナーで環境

や持続可能な社会と今日的な課題を取り

上げ，生徒の興味・関心を高まるよう十分

考慮されている。（p.186,218) 

○考慮されている。 

・地域調査，地域のあり方ともに「京都」を

取り扱い，学習に取り組みやすいよう考慮

されている。 

  



様式１－２ 

種

目 
社  会（地理的分野） 区    分 中  学  校 １年，２年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 教育出版 帝国書院 日本文教出版 

 

地理－2 

扱 （２）補充的な学習，発展的な学習に

ついて配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・毎時間「チェック＆トライ」のコーナーが

あり，本時の学習内容の補充，発展ができ

るよう十分配慮されている。(p.8-265) 

・「地理にアクセス」のコーナーで，本文の学

習内容をくわしく説明したり，関連を取り

上げたりして，理解をさらに深めさせるよ

う工夫されている。(p.15,21) 

・節の学習のふり返りに発展的な学習が設定

されており，思考力・判断力・表現力が育

成されるように十分配慮されている。

（p.86-87,p.194-195） 

◎十分配慮されている。 

 ・随所に「地理の窓」のコーナーが設けられ，

特に重要となる学習内容について,補足的

説明がされており，補充・発展的に学ぶこ

とができるよう十分配慮されている。

(p.23,179) 

 ・「学習のまとめと表現」のコーナーでは，

様々なコーナーを使って，基礎的な知識及

び技能の定着が図られるよう工夫されて

いる。(p.127,272) 

 

◎十分配慮されている。 

・毎時間「確認しよう」「説明しよう」のコー

ナーが設けられており，補充的，発展的な

学習ができるように十分配慮されている。

(p.3-281) 

・学習のふり返りの問題が充実しており,知

識，思考力・判断力・表現力の育成が図ら

れるよう工夫されている。(p.184） 

・「地理プラス」のコーナーで，重要となる学

習内容について補充できるように十分配

慮されている。(p.19,163) 

 

○配慮されている。 

・学習のまとめでは，「世界の各州や日本の各

地方をふりかえる」のコーナーで，基礎的

な知識の定着が図るよう配慮されている。  

３ 

構

成 

・ 

配

列

等 

（１）構成，配列，系統性について配
慮されているか。 

○配慮されている。 

・各章とも導入，展開，まとめの形で構成さ

れており，学習の流れを捉えやすいよう配

慮されている。 

 

 

 

 

△配慮が望まれる。 

・世界の人々の生活と環境の学習で，それぞ

れの気候の暮らしの特徴を理解しやすい

構成がされているが，一方で本文に対し

て，理解を深めやすい衣食住の写真資料を

充実させることが望まれる。(p.32-41) 

 ・見開きごとの導入コーナー，学習課題は学

習内容を自分事として捉えやいよう配慮

されているが，本文の理解を深める資料が

さらに充実することが望まれる。(p.166-

167,170-171) 

 

◎十分配慮されている。 

・世界のさまざまな気候と地域の学習で,写

真に「衣・食・住」と明確に表示されてお

り，地域の人々のくらしの様子が捉えやす

いよう十分配慮されている。（p.30-39） 

・各見開きとも文章と資料の構成がほぼ均等

で,視覚的に捉えやすいように工夫されて

いる。（p.180-181） 

・学習のふり返りでは，３段階で学習内容を

深めていくよう系統的な学習ができるよ

う十分配慮されている。（p.119,251） 

△配慮が望まれる。 

・世界各地の人々と生活と環境の学習で，そ

れぞれの気候の暮らしの特徴を理解しや

すい構成がされているが，一方で本文に対

して，理解を深めやすい衣食住の写真資料

が充実することが望まれる。(p.28-37) 

 

 

（２）他教科等との関連について配慮
されているか。 

○配慮されている。 

・各章のはじめに「小学校で習ったことば」

が示されており,過去に習った学習内容を

想起させる配慮が見られる。 

  

○配慮されている。 

・巻頭で「小学校の社会科の学習を振り返ろ

う」が，また，本文で，地理，歴史，公民と

の関連が示される配慮がされている。 

 

○配慮されている。 

・本文中で，小学校，歴史，公民のマークが

示されており，他教科との関連について配

慮されている。 

 

 

○配慮されている。 

・本文中で，小学校，歴史，公民のマークが

示されており，他教科との関連について配

慮されている。 

 

 

４ 

上

記

以

外 

の

特

徴

点 

（１）ユニバーサルデザイン化の視点

について配慮されているか。 

○配慮されている。 

・全ての色覚特性に適応するデザインやユニ

バーサルデザインフォントを使用し，読み

やすいよう配慮されている。 

○配慮されている。 

・カラーユニバーサルデザインやユニバーサ

ルデザインフォントを使用し，読みやすい

よう配慮されている。 

〇配慮されている。 

 ・色覚特性に配慮した色づかいや，ユニバー

サルデザインフォントを使用し，読みやす

いよう配慮されている。 

○配慮されている。 

・カラーユニバーサルデザインやユニバーサ

ルデザインフォントを使用し，読みやすい

よう配慮されている。 

（２）その他の特徴点は何か。 ・他教科との関連をＤマークで示し，ＩＣＴを

活用した学習を意識している。 

・ＳＤＧｓの項目を設けている。 

・教科用図書の軽量化につとめている。 

・２編と３編の間に，折り込み見開きで日本全

体の衛星写真の資料のページがある。 

・章のはじめに，ＱＲコードを掲載し，ＩＣＴ

を活用した学習を意識している。 

・ＳＤＧｓの項目を設けている。 

 

・「技能をみがく」のコーナーで生徒がどのよう

に学習に取り組めるかイメージがもてるよ

うにＱＲコードで動画を視聴できるように

するなど,ＩＣＴを活用した学習を意識して

いる。 

・ＳＤＧｓの項目を設けている。 

 

・デジタルマークを使いインターネットを活用

した学習を推奨している。 

・ＳＤＧｓの項目を設けている。 

・教科用図書の軽量化につとめている。 

 



様式１－２ 

種

目 
社  会（歴史的分野） 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

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 

 

歴史－1 

１ 

内 

容 

（１）学習指導要領に示された目標及

び内容について配慮されている

か。 

①我が国の歴史の大きな流れを，

世界の歴史を背景に各時代の

特色を踏まえて理解し，調べま

とめる技能を身に付けること  

 

 

 

 

②多面的・多角的に考察し，課題

について複数の立場や意見を

踏まえて公正に選択・判断し，

説明・議論する力を養うこと 

 

  

 

 

③よりよい社会の実現を視野に，

課題を主体的に追究解決しよ

うとする態度を養うこと 

○配慮されている。 

 

 

・各章の導入部に世界

の歴史と関連した年

表や本文ページの左

下に年表を掲載し,

各時代の特色とその

背景が分かるよう配

慮されている。 

 

・「歴史にアクセス」に

おいて歴史的事象が

様々な視点から多面

的・多角的に捉えら

れるよう配慮されて

いる。 

 

 

・｢歴史に学ぶ持続可能

な社会の実現に向け

て｣を巻頭で５テー

マ明示して巻末のま

とめにつなげてい

る。また，｢歴史にア

クセス｣に関連テー

マを明記して課題を

主体的に追究できる

よう配慮されてい

る。 

○配慮されている。 

  

 

・本文では,我が国の歴

史と世界の歴史とを

関連付けて考えるな

ど，歴史に関わる事

象の因果関係を調べ

たりすることができ

るように工夫されて

いる。 

・時代ごとに一般の

人々の視点が紹介さ

れ,多面的・多角的に

考察できるよう工夫

されている。 

 

 

 

・持続可能な社会の実

現に関わる主権者と

しての態度を養える

よう,政治や人権に

関する内容について

配慮されている。 

○配慮されている。 

 

 

・単元を通した学習課

題や１単位時間の課

題解決的な学習の展

開により，基礎的・基

本的な知識及び技能

が習得できるよう配

慮されている。 

 

・一つの歴史的事象に

ついて,様々な立場

の人々の意見を示す

資料を掲載し,歴史

を多面的・多角的に

捉えられるよう配慮

されている。 

 

・「未来に向けて」とい

う学習課題が設定さ

れ，持続可能な社会

について，主体的に

課題を追究しようと

する態度が育成され

るよう配慮されてい

る。 

 

○配慮されている。 

 

 

・各章の導入部では，日

本と世界を年表で時

系列に把握し，広い

視野で世界を捉える

とともに，資料によ

りイメージしやすく

するなど工夫されて

いる。 

・武士や農民など価値

観の違う立場に立っ

て，多面的・多角的に

考え，判断する力を

養うことができるよ

う配慮されている。 

 

 

・政治と社会のしくみ，

世界とのつながり，

社会や経済の変化に

対する政策などを考

察することで，主体

的に追究し，解決す

る態度を養うことが

できるよう配慮され

ている。 

○配慮されている。 

 

 

・「地図で見る世界の動

き」のように，歴史地

図と年表をともに示

し，世界の動きの中

で日本の歴史が捉え

られるよう配慮され

ている。 

 

・さまざまなコラムが

充実し、多面的・多角

的に捉えられるよう

配慮されている。 

 

 

 

 

・歴史的背景や先人の

取組を学び,主体的

に追究し,課題解決

することができるよ

う配慮されている。 

○配慮されている。 

 

 

・「このころ世界は」の

ように各時代の特色

をふまえて，世界の

歴史と関連させなが

ら学習を深めていけ

るよう配慮されてい

る。 

 

・「歴史ビュー」など各

時代に関わりの深い

人物に焦点をあて，

更に別の視点から見

た資料を提示するこ

とで，多面的に考え

ることができるよう

工夫されている。 

・「歴史ズームイン」（震

災の日本史）から課

題を自ら考え,生活

に生かそうとする資

料が提示され,主体

的に学べるよう配慮

されている。 

 

○配慮されている。 

 

 

・各章の導入部におい

て,テーマにあわせ

た写真を世界地図に

示し,広い視野で我

が国の歴史を捉える

ことができるよう工

夫されている。 

 

・単元ごとに様々な立

場の人物や見方が取

り上げられており,

一つの事象を多面

的・多角的に考察で

きるよう工夫されて

いる。 

 

・近現代史をより詳細

に取り扱うことで，

今日の社会の課題を

主体的に追究し，解

決しようとする態度

を養う工夫がされて

いる。 

（２）主体的・対話的で深い学びの実
現に資する学習及び指導ができ
るよう配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・１単位時間の学習課

題と振り返り活動が

設定されている。ま

た，各章のはじめに

導入の活動や探究課

題と探究のステップ

が明示され，主体的

に学習できるよう工

夫されている。 

（p.18,19） 

◎十分配慮されている。 

・１単位時間の学習内

容を確かめる「確認・

表現」のコーナーに

おいては，「話し合お

う」，「説明しよう」な

ど,言語活動を促し，

主体的・対話的で深

い学びの実現につな

がるよう工夫されて

いる。(p.157,283) 

◎十分配慮されている。 

・１単位時間の学習課

題と振り返りの活動

が設定されており，

生徒が見通しをもっ

て学習が進められる

よう工夫されてい

る。（p.38,39） 

◎十分配慮されている。 

・「歴史へのアプロー

チ」においては，史料

から分析・考察を行

い，主体的・対話的で

深い学びの実現につ

ながるよう工夫され

ている。 

(p.32,33) 

◎十分配慮されている。 

・各編には「チャレンジ

歴史」や「アクティビ

ティ」が設定され,既

習事項を活用して資

料を読み取ったり，

テーマについて意見

を交換したりする活

動を通し,思考力や

表現力を高められる

よう工夫されてい

る。（p.136,137,157）

 

△配慮が望まれる。 

・学習活動が，説明・調

査・まとめの作業が

大部分であるため，

主体的・対話的で深

い学びに導く手立て

が示されるよう配慮

が望まれる。 

（p.100,101） 

 

○配慮されている。 

・各単元に特徴的なタ

イトルや見出しが

設定され，より深く

学ぶことができる

よう配慮されてい

る。 



様式１－２ 

種

目 
社  会（歴史的分野） 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

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 

 

歴史－2 

（３）本文と資料の関係は適切か。 ◎適切である。 

・本文と資料の関連性

が適切であり，資料

の番号を本文に記載

して関係が分かりや

すくなるよう工夫さ

れている。（p.20） 

◎適切である。 

・写真等の資料が鮮明

であるとともに,本

文中にも通し番号を

表示し,関連を分か

りやすく示すなど，

工夫されている。

(p.212) 

◎適切である。 

・学習課題に関連する

資料やその資料に関

連する発問が設定さ

れており，本文の内

容がより理解しやす

くなるよう工夫され

ている。（p.116） 

◎適切である。 

・豊富な資料とともに，

発問が提示され，本

文の理解につながる

よう工夫されてい

る。(p.70,71) 

○おおむね適切である。 

・写真や図などの資料

が大きく，本文中に

も関連する番号が示

されており, おおむ

ね適切である。  

○おおむね適切である。 

・地図や表の説明や見

方が示され，本文に

合致し，思考を補う

資料が示されてお

り, おおむね適切

である。 

 

○おおむね適切である。 

・写真や図版等の資料

が充実しており，お

おむね適切である。 

２ 

程 

度 

・ 

選 

択 

・ 

取 

扱 

（１）発達の段階，興味・関心につい

て考慮されているか。 

◎十分考慮されている。 

・「歴史へのとびら」に

おいて，小学校の振

り返りがイラストに

記載され，各時代に

活躍した人物や事象

が分かりやすく，歴

史学習への関心を高

める工夫がなされて

いる。（p.6,7） 

△考慮が望まれる。 

・各章の冒頭「学習を

はじめよう」では，

当時の人々の暮らし

についてのみ焦点化

されているため,章

全体の学習内容が概

観できるような考慮

が望まれる。

（p.18,19） 

◎十分考慮されている。 

・各時代の導入部に設

定された「タイムト

ラベル」において，そ

の時代の人々の様子

がイラストで示され

ており，学習への興

味・関心が高まるよ

う考慮されている。

（p.48,58） 

 

○考慮されている。 

・資料が充実しており, 

生徒の学習への興

味・関心を高められ

るよう考慮されてい

る。 

○考慮されている。 

・第１編「私たちと歴

史」では，イラストや

写真で小学校の学習

内容を振り返り,年

表・時代区分の表し

方や歴史的な見方・

考え方につなげてお

り，考慮されている。

○考慮されている。 

・序章「歴史探検」にお

いては,小学校の学

習内容を踏まえ，イ

ラストや年表・資料

を活用し，興味・関心

を高めるよう考慮さ

れている。 

 

○考慮されている。 

・当事者の実体験をも

とに記された歴史的

内容が示されてお

り,学習への興味・

関心を高めるよう考

慮されている。 

（２）補充的な学習，発展的な学習に

ついて配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・｢歴史にアクセス｣や

｢もっと歴史｣におい

て関連記事や読み物

資料を豊富に記載

し，補充・発展学習が

できるよう工夫され

ている。 

（p.51,54,55） 

・章末の「まとめの活

動」では，様々な思考

ツールを用いて，思

考力・判断力・表現力

を高める活動を取り

入れている。 

（p.60,96,146,204, 

248,280） 

○配慮されている。 

・「歴史を探ろう」では,

出土品や文献，絵画

など多様な資料を提

示することで,更に

発展的な学習に取り

組めるよう配慮され

ている。 

◎十分配慮されている。 

・「歴史を探ろう」で12

の地域を取り上げ，

当時の社会の様子を

捉えさせることで学

習内容について更に

発展的に考えること

ができるよう工夫さ

れている。 

（p.240,241） 

○配慮されている。 

・1単位時間ごとに「ス

テップアップ」の発

問が設定されてお

り，発展的に課題を

追究できるように配

慮されている。 

◎十分配慮されている。 

・「歴史を掘り下げる」

や「でかけよう地域

調べ」において，発展

的な活動や詳しい解

説が示され，歴史に

ついて深く考えるこ

とができるよう工夫

されている。 

（p.37,87,102,256） 

○配慮されている。 

・「歴史のターニングポ

イント」において，課

題を提示し，豊富な

資料やデータを基に

発展的に考えられる

よう配慮されてい

る。 

 

○配慮されている。 

・各小単元のコラムが

本文の内容を補充

し，単元末の「章をふ

りかえる」では，発展

的な学習につながる

よう配慮されてい

る。 



様式１－２ 

種

目 
社  会（歴史的分野） 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

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 

 

歴史－3 

３ 

構

成 

・ 

配

列

等 

（１）構成，配列，系統性について配
慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・歴史を６部で構成す

るとともに,各章に

イラスト入りの年表

を掲載し世界と日本

の関係から歴史を捉

えられるよう工夫さ

れている。(p.18) 

 

◎十分配慮されている。 

・全体が７章で構成さ

れ,各ページ上部の

「歴史スケール」の

表示によって，時系

列の確認が容易にで

きるよう工夫されて

いる。(p.234,235) 

○配慮されている。 

・歴史を６部で構成し

ており,全体の構成・

配列ともに配慮され

ている。 

 

◎十分配慮されている。 

・歴史を７部で構成し

ており,全体の構成・

配列ともに適切であ

る。(p.2-4) 

・小学校から高等学校

までの歴史学習を見

通し,各時代の世界

の様子を地図とイラ

ストで紹介するな

ど，日本の歴史の背

景となる世界の歴史

を捉えることができ

るよう工夫されてい

る。(p.26,27,80, 

81,110,111,148,149)

◎十分配慮されている。 

・全体を６編で構成す

るとともに，各単元

の欄外に「連携コー

ナー」を設け，小学校

社会科，地理的分野・

公民的分野との関連

について配慮されて

いる。 

（p.20,70,71,164） 

○配慮されている。 

・歴史を６部で構成し

ており,全体の構成・

配列ともに配慮され

ている。 

 

 

○配慮されている。 

・歴史を６部で構成し

ており,全体の構成・

配列ともに配慮され

ている。 

 

（２）他教科等との関連について配慮
されているか。 

◎十分配慮されている。 

・｢もっと歴史｣におい

て，地理や公民的分

野との関連ととも

に，他教科の教科書

の単元名が明記され

ており，持続可能な

社会の実現に向け

て，横断的な学習に

取り組むことができ

るよう工夫されてい

る。（p.242,274） 

○配慮されている。 

・現代社会の課題につ

ながる災害・復興等

のテーマを取り上

げ,地理的分野や公

民的分野との関連が

図られるよう配慮さ

れている。 

○配慮されている。 

・「未来に向けて」に

おいて環境，交流，

人権，平和を視点と

したコラムが掲載さ

れ,公民的分野との

関連について配慮さ

れている。 

○配慮されている。 

・「身近な地域を調べ

よう」では，調査活

動に必要な技能が明

示されており，他教

科でも活用できるよ

う配慮されている。 

○配慮されている。 

・道徳や美術，国語な

どと関連のある教材

を多数掲載し，他教

科との関連について

配慮されている。 

○配慮されている。 

・調査活動やレポート

のまとめ方，発表の

仕方などの学習スキ

ルが示され，他教科

でも活用できるよう

配慮されている。 

 

◎十分配慮されている。 

・社会問題や戦争にお

ける人権問題を小単

元として多数扱って

おり,特別の教科道

徳との関連について

配慮されている。 

（p.206,230,238,240,

276） 

４ 

上

記

以

外 

の

特

徴

点 

（１）ユニバーサルデザイン化の視点

について配慮されているか。 

○配慮されている。 

・ユニバーサルデザイ

ンフォントを採用し

配慮されている。 

○配慮されている。 

・ユニバーサルデザイ

ンフォントを採用し

配慮されている。 

○配慮されている。 

・ユニバーサルデザイ

ンフォントを採用し

配慮されている。 

△配慮がのぞまれる。 

・ユニバーサルデザイ

ンフォントが使用さ

れているが，文字が

小さく分量が多いた

め，更なる配慮が望

まれる。 

○配慮されている。 

・ユニバーサルデザイ

ンフォントを採用し

配慮されている。 

◎十分配慮されている。 

・資料や人物写真が大

きく提示され，レイ

アウトにゆとりがあ

り，生徒に見やすい

よう工夫されてい

る。(p.58,162,163, 

231)  

△配慮が望まれる。 

・全体の文量が多く，文

字が小さいため，よ

り見やすくなるよう

な配慮が望まれる。 

（２） その他の特徴点は何か。 ・ＱＲコードが掲載され

ている。 

・巻末索引に用語解説が

掲載されている。 

・ＱＲコードが掲載され

ている。 

・ＱＲコードが掲載され

ている。 

・ＱＲコードが掲載され

ている。 

・ＱＲコードが掲載され

ている。 

  

 



様式１－２ 

種

目 
社  会(公民的分野) 区    分 中  学  校 ３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 教育出版 帝国書院 日本文教出版 自由社 育鵬社 

 

公民－1 

１ 

内 

容 

(１)学習指導要領に示された目標及

び内容について配慮されている

か。 

①個人の尊厳と人権尊重の意義

を広い視野から認識し，民主主

義，経済，国際関係など個人と

社会との関わりを中心に理解

し，調べまとめる技能を身に付

けること  

②多面的・多角的に考察し，課題

について複数の立場や意見を

踏まえて公正に判断し，説明・

議論する力を養うこと 

 

 

 

 

③現代社会に見られる課題の解

決を視野に，主体的に社会に関

わろうとする態度を養うこと 

 

 

 

○配慮されている。 

 

 

・生徒にとって身近な資料を

取り上げることにより，社

会との関わりに興味・関心

をもたせ，話し合い活動を

通じて,調べまとめられる

よう配慮されている。 

・各単元末において，ウェビ

ングやマトリックス，ステ

ップチャートなど多様な思

考ツールを活用したまとめ

方を示し，多面的・多角的

に考察し,説明・議論する

力を養うことができるよう

配慮されている。 

・現代社会に見られる課題を

５つに分類して示し，公民

的分野の学習を通して，追

究していけるよう工夫され

ている。また，第５章では

ＳＤＧｓの視点から，地球

規模の課題について考察さ

せることにより,持続可能

な社会の実現を目指して，

主体的に社会に関わる態度

を養うことができるよう配

慮されている。 

○配慮されている。 

 

 

・生徒にとって身近な事例を

取り上げることにより,法

律や経済の仕組などとの関

わりを理解しやすくなるよ

う配慮されている。 

 

・巻頭で,持続可能な未来を

意識した学習の方向性を示

し，ＳＤＧｓの視点から多

面的・多角的に考察しなが

ら，説明・議論する力を養

うことができるよう配慮さ

れている。 

 

・各章において,学習内容と

関連するＳＤＧｓが示さ

れ，学習過程の振り返りを

通して，現代社会の諸課題

に主体的に関わろうとする

態度を養うことができるよ

う工夫されている。 

○配慮されている。 

 

 

・具体的な事例を取り上げる

ことにより,法律などが自

分たちによって,身近な存

在であることが理解できる

よう配慮されている。 

 

・学校や地域社会で起こる身

近な問題を取り上げるとと

もに，ロールプレイングな

どの方法を用いて，多面

的・多角的に考察し，説

明・議論する力を養うこと

ができるよう配慮されてい

る。 

・公民を学ぶ上で４つのテー

マを設け,課題解決に向け

て主体的に取り組める工夫

がなされている。また,

「よりよい社会を目指し

て」,「先輩たちの選択」

などのコーナーを充実さ

せ，身近な事例から社会と

の関わりを意識しながら主

体的に学習に取り組むこと

ができるよう工夫されてい

る。 

○配慮されている。 

 

 

・多様な立場の意見を参考に

しながら,話し合い活動を

進めることにより，個人と

社会との関わりについて，

考えを深めることができる

よう配慮されている。 

・ダイヤモンドランキングな

どを用いて整理した自分の

考えを基にして，グループ

で話し合う活動が示すな

ど，多面的・多角的に考察

し,説明・議論する力を養

うことができるよう配慮さ

れている。 

・各章の終わりに設けられて

いる「明日に向かって」に

おいては，「街づくりにつ

いて」や「年金のしくみ」

など，社会との関わりを意

識しながら主体的に学習に

取り組むことができるよう

工夫されている。 

○配慮されている。 

 

 

・多様な事例を取り上げるこ

とで,社会的事象の背景ま

で調べることができるよう

配慮されている。 

 

 

・「アクティブに深めよう」

において,新聞４社の社説

を読み比べるなど，話し合

う活動を通して,多面的・

多角的に考察し,説明・議

論する力を養うことができ

るよう配慮されている。 

 

・多様な資料を通して，現代

社会の諸課題に取り組める

よう工夫がされている。ま

た,各章の終わりに設けら

れている「もっと知りた

い」において,身近な事例

を取り上げ, 社会との関わ

りを意識しながら主体的に

学習に取り組むことができ

るよう工夫されている。 

○配慮されている。 

 

 

・具体的な事例について，調

べたり，まとめたりしなが

ら，自分の考えを深めるこ

とができるよう配慮されて

いる。 

 

・新聞社によって論調の異な

る具体的な記事を題材に，

ディベートの進め方を示す

など，現代社会の課題につ

いて，多面的・多角的に考

察し,説明・議論する力を

養うことができるよう配慮

されている。 

・単元ごとの「学習を深めよ

う」において,多様な事例

が取り上げられており，現

代社会に見られる諸課題に

ついて「自分事」として考

え,探究することができる

よう工夫されている。 

 (２)主体的・対話的で深い学びの実現
に資する学習及び指導ができる
よう配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・「みんなでチャレンジ」にお

いて，学習内容を踏まえた

適切な課題が提示されてお

り，グループで協力しなが

ら取り組むことを通して，

主体的・対話的で深い学び

を実現することができるよ

う 配慮さ れて い る 。

(p.9,145) 

◎十分配慮されている。 

・「公民の技」において，学習

内容に関連した資料や適切

な課題が提示されており，

個人やグルーブで追究した

り，解決したりする活動を

通して，主体的・対話的で深

い学びを実現することがで

きるよう配慮されている。

(p.31,67) 

◎十分配慮されている。 

・「章の学習をふり返ろう」

において，３つの問いが提

示され，自分の考えを整理

したり，グループで意見交

換をしたり，段階を経なが

ら，主体的・対話的で深い

学びの実現に迫れるよう配

慮されている。(p.16,156) 

 

 

◎十分配慮されている。 

・「アクティビティ」におい

て，学習内容に関連した問

いや活動が提示されてお

り，個人やグループで取り

組むことを通して，主体的・

対話的で深い学びを実現す

ることができるよう配慮さ

れている。 

(p.143,163) 

◎十分配慮されている。 

・「やってみよう」において,

学習内容に関連した課題や

発展的な課題が提示されて

おり，個人で考えをまとめ

たり，グループで話し合っ

たりする活動を通して，主

体的・対話的で深い学びを

実現することができるよう

配慮されている。

(p.149,185) 

◎十分配慮されている。 

・課題を追究したり，解決し

たりする活動に，ロールプ

レイングやＫＪ法などをと

り入れることにより,主体

的・対話的で深い学びを実

現することができるよう配

慮されている。(p.76-77, 

112-113) 

  



様式１－２ 

種

目 
社  会(公民的分野) 区    分 中  学  校 ３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 教育出版 帝国書院 日本文教出版 自由社 育鵬社 

 

公民－2 

 (３)本文と資料の関係は適切か。 ◎適切である。 

・学習内容を深く理解する

ことができるようグラフ

や表など豊富な資料を掲

載するとともに，必要とす

る情報が読み取りやすく

なるよう表し方が工夫さ

れている。(p.97,153) 

〇おおむね適切である。 

・本文の内容を補完する写

真やイラストなどが多く

掲載されており,本文と資

料の関係が適切である。 

 

◎適切である。 

・本文の内容を補完し，視覚

的に見通しをもつことが

できるよう資料を見開き

ページで大きく掲載する

などの工夫がされている。

(p.79-80,109-110)

◎適切である。 

・本文の内容を具体的に示

す漫画やイラストなどの

資料が効果的に掲載され

ており,本文と資料の関係

が適切である。

(p.23,162) 

〇おおむね適切である。 

・本文の内容に関連した写

真資料やグラフなどが掲

載されており，本文と資料

の関係が適切である。 

〇おおむね適切である。 

・本文の内容に即した写真

資料やイラスト,グラフな

どが掲載されており,本文

と資料の関係が適切であ

る。 

２ 

程 

度 

・ 

選 

択 

・ 

取 

扱 

(１)発達の段階，興味・関心について

考慮されているか。 

◎十分考慮されている。 

・各章の導入部において，

「小学校の社会で習った

ことば」が示されており,

発達の段階や興味・関心を

踏まえながら指導するこ

とができるよう工夫され

ている。 

(p.37,75,127,179) 

・主権者教育の視点を踏ま

えた特設ページや学習課

題が提示されており，将来

の社会参画について興味・

関心を高められるよう工

夫されている。(p.76-

77,88,122-123,136) 

〇考慮されている。 

・各章に「学習のはじめに」

のコーナーを設け,まんが

のストーリーに沿って学

習課題について考えさせ

ながら，生徒の興味・関心

を高められるよう考慮さ

れている。 

◎十分考慮されている。 

・公民的分野の学習の全体

像をキャラクターや写真

などを用いて示すことで,

興味・関心を高め,見通し

をもって学習を進めるこ

とができるよう考慮され

ている。(巻頭p.7) 

・第１部から第４部の導入

として「学習の前に」のコ

ーナーを設け，小学校での

既習事項を確認してから

学習活動を展開できるよ

う工夫されている。 

(p.1,28) 

〇考慮されている。 

・各編の導入に漫画を用い，

学習内容に対する興味・関

心を高められるよう考慮

されている。 

〇考慮されている。 

・歴史的分野で学習した内

容を示すことにより,既習

内容を踏まえた学習活動

を展開し，興味・関心を高

められるよう考慮されて

いる。 

〇考慮されている。 

・各章ごとに「○○の入り

口」のコーナーが設けら

れ,1 つの章を貫いた学習

課題を示すとともに，写真

や資料の読み取りを通し

て,生徒の興味・関心を高

められるよう考慮されて

いる。 

(２)補充的な学習，発展的な学習につ

いて配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・｢考える｣において,写真や

イラストなどから,｢読み

取る｣においては,文字資

料などから,公民的分野の

学習に必要な基礎的・基本

的な技能が身に付けられ

るように工夫されている。

(p.42-43) 

・｢公民にアクセス｣におい

て,学習内容に関連した事

例を取り上げ,補充的・発

展的な学習に取り組むこ

とができるよう工夫され

ている。(P.85,105) 

◎十分配慮されている。 

・「公民の窓」において,発展

的な内容を取り上げ,主体

的に調べ学習に取り組む

ことができるよう工夫さ

れている。(p.29,57) 

・｢読み解こう｣において,グ

ラフから読み取った情報

を基に考えさせる課題を

提示し，補充的・発展的な

学習に取り組むことがで

きるよう工夫されている。

(p.9,61) 

◎十分配慮されている。 

・「アクティブ公民」におい

て,学習を通して身に付け

た知識や技能を活用しな

がら取り組む課題が示さ

れ，調べ学習を進められる

よう工夫されている。 

(p.33-34) 

・｢未来に向けて｣において,

複数の単元に渡ってグロ

ーバル化・少子高齢化・人

権・情報化の概念に関連す

る事例を紹介し,総合的・

発展的な学習が展開でき

るよう工夫されている。

(p.6,8) 

◎十分配慮されている。 

・｢公民＋α｣において,本文

の学習内容に関する事項

を掘り下げて理解を深め

られるよう配慮されてい

る。(p.11,15) 

・｢深めよう｣において，発展

的な問いや活動が提示さ

れ，学習内容を基に考えを

深めたり，広げたりするこ

とができるよう工夫され

ている。(p.49,65) 

○配慮されている。 

・身近な事例を基に,話合い

活動を通して,自分の考え

を深めることができるよ

う配慮されている。 

◎十分配慮されている。 

・身近な事例を取り上げる

ことで,単元の学習内容に

ついて理解を深められる

よう配慮されている。 

(p.30-31) 

・新聞記事を活用すること

で,学習内容について，更

に理解を深めることがで

きるよう工夫されている。 

(p.98-99) 

  



様式１－２ 

種

目 
社  会(公民的分野) 区    分 中  学  校 ３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 教育出版 帝国書院 日本文教出版 自由社 育鵬社 

 

公民－3 

３ 

構

成 

・ 

配

列

等 

(１)構成，配列，系統性について配慮
されているか。 

◎十分配慮されている。 

・「導入資料→学習課題→活

動→チェック＆トライ」と

いう学習過程が示され,見

通しをもって学習を進め

ることができるよう工夫

されている。(p.12-13) 

・｢持続可能な社会に向け

て｣というテーマを巻頭と

巻末に掲示し，公民の学習

全体を通して追究するこ

とができるよう各章の配

列が工夫されている。 

(巻頭 p.1-2,p.8-9,巻末

p.2-3) 

◎十分配慮されている。 

・「導入資料→学習課題→学

習コラム→確認と表現」と

いう学習過程が示され，見

通しをもって学習を進め

ることができるよう工夫

されている。(p.14-15) 

・生徒にとって親しみやす

い表現を用いて学習課題

を提示するなど，学習に取

り組みやすい構成となる

よう工夫されている。 

(p.158-159) 

〇配慮されている。 

・「導入資料→学習課題→コ

ラム→確認しよう,説明し

よう」の流れで学習を進め

ることができるよう配慮

されている。 

 

〇配慮されている。 

・「導入資料→学習課題→チ

ャレンジ公民」という学習

過程が示され,学習を進め

ていくための配慮がされ

ている。 

〇配慮されている。 

・「導入資料→ミニ知識→こ

こがポイント」を設定し,

学習を進めやすいよう配

慮されている。 

〇配慮されている。 

・「導入資料→学習課題→学

習を深めよう」という学習

過程を示し,学習を進めや

すいよう配慮されている。 

(２)他教科等との関連について配慮
されているか。 

〇配慮されている。 

・関連する教科については,

「教科関連マーク」が教

科書下部に示されており,

配慮されている。 

〇配慮されている。 

・関連する教科については,

「関連」が教科書下部に

示されており,配慮されて

いる。 

△配慮が望まれる。 

・「地理」,「歴史」との関連

は明示されているが，「他

教科」との関連についても

明示することが望まれる。

(p.41-42) 

△配慮が望まれる。 

・「地理」,「歴史」との関

連は明示されているが，

「他教科」との関連につ

いても明示することが望

まれる。(p.10-11) 

△配慮が望まれる。 

・「他教科」との関連を明示

することが望まれる。 

△配慮が望まれる。 

・「地理」,「歴史」との関連

は明示されているが，「他

教科」との関連を明示する

ことが望まれる。（p.50） 

４ 

上

記

以

外 

の

特

徴

点 

(１)ユニバーサルデザイン化の視点

について配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・カラーバリアフリーを含

むユニバーサルデザイン

を使用し,読みやすいよう

配慮されている。 

(p.18-19) 

・資料部分の背景が着色さ

れており，本文と明確に見

分けることができるよう

工夫されている。 

(p.10-11) 

〇配慮されている。 

・色覚に係る個人差に対応

した配色になっており,ユ

ニバーサルデザインフォ

ントを使用し,読みやすい

よう配慮されている。 

〇配慮されている。 

・色覚に係る個人差に対応

した配色になっており,ユ

ニバーサルデザインフォ

ントを使用し,読みやすい

よう配慮されている。 

〇配慮されている。 

・色覚に係る個人差に対応

した配色になっており,ユ

ニバーサルデザインフォ

ントを使用し,読みやすい

よう配慮されている。 

〇配慮されている。 

・資料の文字が大きく,読み

取りやすいよう配慮され

ている。 

〇配慮されている。 

・色覚特性を踏まえて,判別

しやすい色の使用や表示

の工夫により,読みやすい

よう配慮されている。 

(２)その他の特徴点は何か。 ・地理や歴史に関連する「もっ

と公民」においてＱＲコー

ドがあり，地理や歴史の教

科書の関連ページとのリン

クが示されている。 

・巻頭及び巻末,各章の扉ペー

ジにおいてＱＲコードがあ

り，資料に関するコンテン

ツとのリンクが示されてい

る。 

・巻頭及び巻末，目次において

ＱＲコードがあり，資料に

関するコンテンツとのリン

クが示されている。 

 

・｢教科書の構成と使い方｣に

おいて，ＱＲコードがあり，

ウェブページにあるデジタ

ル資料とのリンクが示され

ている。 

・「まちのバリアフリーを探そ

う」において，２種類の点字

が印刷されており，手で触

れることができる。 

・単元の学習内容に関連する

人物が多く紹介されてい

る。 

・学習のまとめにおいて，プレ

テーションソフトなどを活

用し発表する方法が紹介さ

れている。 

 



様式１－２ 

種

目 
地  図 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 帝国書院 

 

地図－1 

１ 

内 

容 

（１）学習指導要領に示された目標及

び内容について配慮されている

か。 

①我が国の国土及び世界の諸地

域の特色を理解すること  

②多面的・多角的に考察し，課題

の解決に向け公正に選択・判断

し，説明・議論する力を養うこ

と  

③よりよい社会の実現を視野に，

課題を主体的に追究解決しよ

うとする態度を養うこと 

○配慮されている 

 

 

・日本の周辺を示す地図に日本固有の領土の写真が大きく掲載されており,日本の領域が確認

できるよう工夫されている 

・世界の気候区について複数の資料を関連付けて,その特徴を導き出せるよう配慮されている。

 

 

 

・現代的な諸課題を取り上げ,各種資料から課題を追究し,解決しようとする意欲につながるよ

う配慮されている。 

○配慮されている 

 

 

・日本の領域を示す地図と合わせて,他国の排他的経済水域の面積を比較する資料が掲載され,

日本の領域の特徴を捉えやすいよう配慮されている。(p.187-188) 

・各地域の主題図を「自然」「降水量」のように１つずつ示すことで,それら複数の資料を多面

的に比較し,関連付けられるよう工夫されている。 

 

 

・よりよい社会の実現に向けた「学習課題」が示され,環境問題や持続可能な社会への取り組

みの視点に基づいた資料から主体的に課題を追究できるよう配慮されている。(p.13-14) 

（２）主体的・対話的で深い学びの実
現に資する学習及び指導ができ
るよう配慮されているか。 

◎十分配慮されている 

・各地域の地図の見出しに注目したい記号を紹介し,その地域の特徴的な事柄に着目しながら

主体的・対話的で深い学びの実現に資するよう配慮されている。(p.30,41,90) 

・各地域の主題図に登場するキャラクターの挿し絵とともに学習課題につながるような問題提

起がなされており,深い学びの実現への工夫がなされている。(p.23,78) 

◎十分配慮されている 

・「世界の諸地域」における各州の資料のページには「日本との結びつき」の主題図が掲載さ

れており,そこで扱っている国や地域と日本のつながりをさらに調べられるよう工夫されて

いる。(p.28,40) 

・世界の人々の生活・文化や日本の姿を追究する「学習課題」が示されており,主体的・対話

的で深い学びの実現に資する学習ができるよう配慮されている。(p.15-18,145-159) 

 

（３）挿絵，写真，図表，グラフ等は，

内容に対応した適切なものであ

るか。 

○配慮されている 

・全体的に写真資料が多く掲載され,地図だけでなく写真からも情報を読み取ることができる

よう配慮されている。 

◎十分配慮されている 

・各地域の主題図がテーマごとに分けられており,混同することなく読み取ったり,複数の主題

図を比較し,関連付けながら思考したりできるよう配慮されている。(p.27-28,p114など) 

・世界及び日本の統計のページに記載されている国名や都道府県名には州区分及び地方区分ご

とに色分けされているとともに,おもな産物のグラフとも色分けが連動されているなど工夫

されている。(p.167-173) 

 

（４）郷土との関連が図れるよう配慮

されているか。 

○配慮されている 

・日本の自然環境(地形)の高原の例として那須高原の写真や日本の国立公園の例として日光国

立公園の写真が掲載されており,郷土との関連が配慮されている。 

◎十分配慮されている 

・日本の歴史遺産には足尾銅山跡や日光の社寺などが掲載されており,郷土との関連が配慮さ

れている。(p.112) 

・市名の由来には宇都宮,日本のおもな農・水産物の生産にはいちごの生産の最も多い都道府

県が栃木県であることを表す帯グラフが載っており,栃木県の様子が分かるよう工夫されて

いる。(p.163,171) 

 

（５）社会の変化に対応するよう配慮

されているか。 

◎十分配慮されている 

・持続可能な社会を実現するためのＳＤＧｓ17のゴールが示され,生徒が主体的に課題を追究

できるよう配慮されている。(p.7-8) 

・世界と日本との結び付きを示す複数の資料が掲載されており,グローバル化が進行している

ことが理解できるよう工夫されている。(p.163-164) 

◎十分配慮されている 

・グローバルな問題である環境について,国内外の資料を多数掲載し,今日的課題への理解が深

まるよう配慮されている。(p.28,105) 

・近年,国内で発生している様々な自然災害に関し,防災のコーナーを設け意識が高まるよう工

夫されている。(p.96,132) 

 

２ 

程 

度 

・ 

（１）発達の段階，興味・関心につい

て考慮されているか。 

○考慮されている 

・東京オリンピック・パラリンピック(TOKYO2020)の会場や新競技を掲載することで興味・関

心を高めるよう考慮されている。 

○考慮されている 

・国内の漢字で書いてある地名にはほとんどにふりがながつけられており,未習の漢字でも読

むことができるよう考慮されている。また,観光地の挿絵があって,生徒の興味を引き出すよ

う工夫されている。 



様式１－２ 

種

目 
地  図 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 帝国書院 

 

地図－2 

選 

択 

・ 

取 

扱 

（２）補充的な学習，発展的な学習に

ついて配慮されているか。 

○配慮されている 

・「世界の諸地域」や「日本の諸地域」における基本資料やテーマ資料に関連する主題図を「ジ

ャンプ」の記号で発展的に学習できるよう配慮されている。 

○配慮されている 

・巻頭の地図帳の使い方が充実しており,補充的な学習,発展的な学習に対応できるよう配慮さ

れている。 

 

３ 

構

成 

・ 

配

列

等 

（１）構成，配列，系統性について配
慮されているか。 

△配慮が望まれる 

・陸高,水深の色分けの表記が全体図のみの掲載であり,各地域の地図にも掲載するよう配慮

が望まれる。(p.4,15,86) 

◎十分配慮されている 

・「世界の諸地域」の一般図には同緯度・同経度・同縮尺の日本が掲載され,位置や面積を比較

しやすいよう工夫されている。(p.41,60,67,73) 

・各地域の一般図には陸高,水深の凡例が掲載されており,各地域の地形の様子が確認できるよ

う配慮されている。(p.20) 

 
（２）他教科等との関連について配慮

されているか。 
◎十分配慮されている 

・歴史や公民の学習内容と特に関連が深い資料には「歴」「公」マークが付してあり,それぞれ

の学習内容との関連が図られている。(p.9-14,39-40,95-96) 

・日本各地の郷土料理の写真や場所が掲載され,家庭科や総合的な学習の時間などに関連して

活用できるよう配慮されている。(p.165) 

◎十分配慮されている 

・太平洋戦争のおもな戦場が記載されており,歴史的分野においても活用できるよう配慮され

ている。(p.34) 

・北方の国境の変遷が掲載されており,歴史的分野や公民的分野との関連が図られている。

(p.142) 

 

４ 

上

記

以

外 

の

特

徴

点 

（１）ユニバーサルデザイン化の視点

について配慮されているか。 

○配慮されている 

・カラーユニバーサルデザインを採用しており,全体的に落ち着いた色づかいで,グラフや地図

が見分けられるよう配慮されている。 

○配慮されている 

・全体的に色づかいが明るく,地名の文字も大きくはっきりと見やすくなるよう紙面が構成さ

れている。また,地図記号も色分けされており,土地利用の様子が分かるよう配慮されてい

る。 

（２）その他の特徴点は何か。 ・１つの主題図の中に複数の情報がまとめられている。 

・多数のページでＤマーク(ＱＲコード)が掲載されており,ＩＣＴを活用した学習ができるよう

配慮されている。 

・軽くて耐久性に優れた再生紙を使用し,植物油インキで印刷している。 

・サイズがＡ４版となり大きくなったが,重量は軽く,生徒の身体的負担に配慮されている。 

・多数のページでＱＲコードが掲載されており,それを使って学習を深める資料やクイズなどの

コンテンツが見られるよう配慮されている。 

・軽くて耐久性に優れた再生紙を使用し,植物油インキで印刷している。 

 



様式１－２ 

種

目 
数  学 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 大日本図書 学校図書 教育出版 新興出版社啓林館 数研出版 日本文教出版 

 

数学－1 

１

内

容

（１）学習指導要領に示された目標

及び内容について配慮されてい

るか。 

①数量や図形などについての基

礎的・基本的な知識及び技能

を習得させること 

 

 

 

 

 

②問題解決に必要な数学的な思

考力・判断力・表現力を育成す

ること  

 

 

 

 

 

③数学で学んだことを生活や学

習に活用すること 

 

○配慮されている。 

 

 

・基礎的・基本的な知識

や技能が確実に習得

できるよう，節末の

「基本の問題」や章末

の「章の問題Ａ」が設

定されている。 

 

 

・各章において，問題

解決学習を設け，日々

の学習を通して，思考

力・判断力・表現力を

養えるようになって

いる。 

 

 

・章末の「学びを深め

る」や巻末の「深い学

び」に生活や学習に活

用する問題が設定さ

れている。 

○配慮されている。 

 

 

・基本的な技能の確実

な習得のために，穴埋

め形式の問題や既習

事項に関する側注「思

い出そう」が設定され

ている。 

 

 

・各章において，思考

力・判断力・表現力を

高められるよう，「問

題を見いだそう」「解

決のしかたを探ろう」

「解決しよう」「深め

よう」などの着想の視

点が示されている。 

・章末では，学習が生活

や職業とどのように

結びついているのか

実感できるよう，「活

用・探究」，「社会にリ

ンク」のコーナーが設

定されている。 

○配慮されている。 

 

 

・「確かめよう」「計算力

を高めよう」が設定さ

れ，学習内容の理解を

確認し習熟を図れる

ようになっている。 

 

 

 

・学習内容ごとに「Ｑ」

マークの課題が丁寧

に設定され，思考力・

判断力・表現力の育成

が図れるようになっ

ている。 

 

 

・章末の「深めよう」で

は，身のまわりで数学

が役立っている場面

が示されている。 

○配慮されている。 

 

 

・各ページの側注に，既

習内容や着想の視点

が示されており，それ

らを参考にしながら

学習することで，基礎

的・基本的な技能を習

得できるようになっ

ている。 

・｢学んだことを活用し

よう｣に取り組むこと

で，既習内容を更に発

展させ，思考力・判断

力・表現力を高められ

るようになっている。

 

 

・日常生活や社会に関

連する話題が取り上

げられており，数学で

学習した内容を活用

したり，考えを深めた

りすることができる

ようになっている。 

 

○配慮されている。 

 

 

・章末の「学びをたしか

めよう」では，どのペ

ージでどのような学

習内容を振り返るこ

とができるのか分か

りやすく示されてい

る。 

 

・「話しあおう」「説明し

よう」では，自分の考

えを伝えたり他者の

考えから思考を広げ

たりする場面をとお

して，思考力・判断力・

表現力を育成するよ

うに設定されている。

・各章や節の導入では，

日常生活の中にある

ものを題材とし，数学

を活用して解決でき

るような課題が設定

されている。 

 

○配慮されている。 

 

 

・着想の視点が示され

ているとともに，既習

事項をまとめたペー

ジが設けられている

ことで振り返りやす

く，基礎的・基本的な

知識を習得できるよ

うになっている。 

・｢見つけよう｣｢説明し

よう｣などに取り組む

ことで，知識や技能を

活用して，思考力・判

断力・表現力を伸ばす

ことができるように

なっている。 

 

・身の回りの身近な問

題について，数学的活

動を通して解決でき

るようになっている。

○配慮されている。 

 

 

・基礎的・基本的な知

識・技能の習得ができ

るように，「例」にタ

イトルをつけて学習

内容を明確に示して

いる。 

 

 

・「大切な見方・考え方」

では，問題解決に必要

な思考力の育成を図

れるようになってい

る。 

 

 

 

・「身近なことがら」を

設け，日常生活や社会

のことがらを数学の

問題として捉え，解決

が図れるようになっ

ている。 

（２）主体的・対話的で深い学びの実

現に資する学習及び指導ができ

るよう配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・学習のねらいに沿っ

た問題「Ｑ」が設定さ

れており，生徒が主体

的に考え，議論するこ

とで問題解決ができ

る授業展開になるよ

う工夫されている。 

・各章の「深い学び」で

は，問題をつかみ，見

通しを立て，解決し，

振り返り，深めるとい

う過程が可視化され

ており，数学的活動を

通して主体的・対話的

で深い学びの実現を

○配慮されている。 

 ・各章の「利用」の課題

では，問題発見から

問題解決に至る手順

を示し，主体的に取

り組み，考えを深め

ることができるよう

になっている。 

○配慮されている。 

・学習問題ごとに補助

的な発問が生徒の対

話形式で表現され，協

働的な学びにつなが

るよう設定されてい

る。 

 

○配慮されている。 

・問題発見・解決のプロ

セスが提示されてお

り，生徒が自ら考え，

多様な考えを式・図・

表・グラフなどを使っ

てまとめ，対話しなが

ら学びを深められる

ようになっている。 

◎十分配慮されている。 

 ・各節の導入では，その

節での目標を生徒向

けの言葉で示し，見

通しや目的意識をも

って主体的に学習に

取り組めるような内

容となるよう配慮さ

れている。(１年

p.86-87 ２年 p.58-

59 ３年p.66-67） 

 ・適所に「○？」マークを

配置し，問題を広げ

たり深めたりする視

点を示すことで，問

題を見出し考える場

△配慮が望まれる。 

・課題に取り組む過程

や支援例が多様に示

されているが，深い学

びにつながりにくい

ため，自ら考えられる

よう配慮が望まれる。

(１年 p.64-65 ２年

p.64 ３年p.92) 

◎十分配慮されている。 

・学習内容ごとに「めあ

て」がはっきりと示さ

れていて，目標をもっ

て学習に取り組める

よう工夫されている。 

・「問」の問題によって

は「話し合おう」とい

う吹き出しが追加さ

れており，主体的・対

話的な学びにつなげ

ようと工夫されてい

る。 



様式１－２ 

種

目 
数  学 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 大日本図書 学校図書 教育出版 新興出版社啓林館 数研出版 日本文教出版 

 

数学－2 

図ることができるよ

う工夫されている。

（１年p.145-146  

２年p.107-109） 

 

面を設け，深い学び

が実現できるように

工夫されている。 

(１年 p.89  ２年

p.51 ３年p.82) 

（３）図，表，式，グラフ，挿絵など

は，ねらい達成に適切か。 

◎適切である。 

・図，表，グラフの大き

さが適切で，紙面にか

き込めるように工夫

されている。 

(１年p.169,172 

２年p.82,96-97 

３年p.133) 

・「章のとびら」「節の導

入」「数学のまど」で

は，身の回りの具体物

の写真を多く用い，数

学と日常を結びつけ

て捉えるよう工夫さ

れている。 

（１年p.26,188  

２年p.143  

３年p.114） 

◎適切である。 

・日常生活に関わる場

面では，写真や絵が多

用され，図で一般化し

て考えられるよう工

夫されている。 

(１年p.164-165 

２年p.162-163 

３年p.136) 

 ・正しい見方と誤った見

  方を比較できる図を 

  用いたり，多様な見方

  や考え方を促す図を 

  用いたりするなど 

  工夫されている。 

  (１年p.219 ２年 

  p.132 ３年p.136) 

◎適切である。 

・グラフをかくための

大きな座標平面が教

科書の外側に配置さ

れており，かきやすく

工夫されている。 

(１年p.142 

２年p.94 

３年p.105） 

・減法の考え方では，表

を使って視覚的に理

解できるよう工夫さ

れている。 

(１年p.26) 

◎適切である。 

・図や表が効果的に色

分けされており，知識

を定着させることが

できるように，工夫さ

れている。(２年p.79

３年p.63) 

・挿絵は，生徒が自ら学

習に取り組むための

ヒントとなるように，

工夫されている。 

(１年p.178 

２年p.118-119 

３年p.163) 

◎適切である。 

・日常生活の様々な事

象を提示する場面で

は，絵や写真が配置さ

れ理解が深まるよう

工夫されている。 

(１年 p.178 ２年

p.152 ３年p.160) 

・関数領域での章，節の

導入では日常的な場

面から図や写真，表，

グラフが系統的に用

いられ，理解が深まる

よう配慮されている。

(１年p.117 

 ２年p.59 

 ３年p.90-91) 

 

○おおむね適切である。 

・理解の助けになる図

や，生徒の興味につな

がる図・写真が掲載さ

れている。 

◎適切である。 

・計算の手順ごとに，コ 

メントが書かれてい

て，ねらいの達成につ

ながるよう工夫され

ている。（２年 p.18 

３年p.76） 

・図形の動きを視覚的

に捉えさせるため，多

くの図が効果的に使

われており，学びが深

まるよう工夫されて

いる。(２年p.86 

 ３年p.82) 

２

程

度

・

選

択

・

取

扱

（１）発達の段階，興味・関心につい

て考慮されているか。 

◎十分考慮されている。 

・各節の導入では，身近

な場面における数学

的な事象を多数取り

上げており，生徒が興

味・関心をもてるよう

工夫されている。 

(１年p.89-91  

２年p.57-59 

３年p.166) 

・１年生では，算数と数

学のギャップによる

不安を解消するため

に，「１年０章」を設

け，小中の円滑な接続

が図れるよう配慮さ

れている。 

(１年p.9-13) 

○考慮されている。 

・各章の導入では，既習

内容と関連させて身

の回りの題材が設定

され対話を通しなが

ら興味・関心を引き出

せるようになってい

る。 

○考慮されている。 

・各章の導入では，日常

の事象を数理的に捉

え，主体的に問題を発

見・解決し，できるよ

う興味がもてる題材

が設定されている。 

 

○考慮されている。 

・各章の導入「Ｌｅｔ

‘ｓ Ｔｒｙ」では，

ゲーム形式のものや，

身近な題材などを数

多く取り上げて興味・

関心を高めるよう設

定されている。 

 

 

 

○考慮されている。 

・「ふりかえり」では，学

習内容と既習事項と

の関連が示され，問

題解決の手立てとな

っている。 

○考慮されている。 

・各章や節の導入では，

身の回りの生活など

に関する題材が取り

上げられており，意欲

的に学習ができるよ

うになっている。 

○考慮されている。 

・各章の導入では，その 

章の学習に興味を引

く内容が設定されて

いる。 

 



様式１－２ 

種

目 
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大

観

点 

小観点 
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東京書籍 大日本図書 学校図書 教育出版 新興出版社啓林館 数研出版 日本文教出版 

 

数学－3 

（２）補充的な学習，発展的な学習に

ついて配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・「問」の側注には，巻

末の「補充の問題」の

ページが記され，生徒

が進んで取り組める

よう工夫されている。

・章末の「章の問題Ｂ」

の「活用の問題」で発

展的な学習に取り組

めるよう工夫されて

いる。 

○配慮されている。 

・「Ｑ」マークの横に「プ

ラス・ワン」と「補充

問題」のページが示さ

れており，学習の補充

ができるようになっ

ている。 

◎十分配慮されている。 

・各節に「確かめよう」

が設けられ，ページの

左側に今までの学習

のどの部分の内容の

ものか繋がりがわか

るよう示されている。

・「章のまとめの問題」

が基本，応用，活用と

分類されていて，段階

的に数学的な力を身

に付けられるよう工

夫されている。 

◎十分配慮されている。 

・「たしかめ」や「問」

の側注に，補充問題の

ページと番号が示さ

れており，取り組みや

すいよう配慮されて

いる。 

・「数学の広場」では，

既習の学習内容を活

用して，発展的な学習

に取り組めるように

配慮されている。 

(１年p.230 

２年p.62 

３年p.194-195) 

◎十分配慮されている。 

・巻末に「もっと練習し

よう」が設定されてお

り，補充学習ができる

よう工夫されている。

（１年p．240-250）

・「数学ライブラリー」

や「学びを生かそう」

では，発展的な問題が

設定されており，教科

の有用性を実感でき

るよう工夫されてい

る。（２年p.178 ） 

○配慮されている。 

・巻末の「チャレンジ

編」では，既習の学習

ないように関連した

発展問題にも取り組

むことができるよう

になっている。 

○配慮されている。 

・「問」の側注に「チャ

レンジ」問題があり，

補充的な内容の学習

ができるようになっ

ている。 

３

構

成

・

配

列

等

（１）構成，配列，系統性について配
慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・学習内容の系統性を

重視し，基本から発展

への流れを大切にす

ることで，円滑な指導

が行えるよう内容の

配列を工夫している。

（３年p.74-82） 

・章の学習を通して学

びの深まりが感じら

れるように，各節の導

入で関係性の高い内

容を扱う工夫が見ら

れる。（１年 p.61-

63,73，81-82 

 ２年p.177-185 

 ３年p.93-96,99， 

115-118） 

○配慮されている。 

・各章の導入で，既習内

容とのつながりが明

記され，系統性を意識

できるようになって

いる。 

○配慮されている。 

・各領域の始めに既習 

 内容の確認が設定さ 

れており，円滑に章 

末まで学び進めてい 

けるようになってい 

る。 

○配慮されている。 

・全学年において，巻末

の「学びのマップ」と

して既習内容をまと

めてあり，本文の側注

で関連する内容やペ

ージを示すことで，学

習の系統性を意識で

いるように設定され

ている。 

◎十分配慮されている。 

・授業用の「みんなで学

ぼう編」と自主学習用

の「自分から学ぼう

編」の２部構成になっ

ており,多様な学び方

ができるよう工夫さ

れている。 

・既習事項の内容と対

象学年が「ふりかえ

り」で示されており，

系統性を確認できる

よう配慮されている。

(２年p.58-59 

３年p.191) 

◎十分配慮されている。 

・各章で必要な内容の

振り返りがそれぞれ

の導入前に設定され

ており，既習内容との

関わりが確認できる

ように配慮されてい

る。(３年p.14) 

・巻末では，学習内容を

まとめたページが掲

載されており，学年間

の関わりや領域間の

関係性の理解が深ま

るよう配慮されてい

る。(３年p.284-291)

○配慮されている。 

・既習内容の確認，導

入，本文，まとめとい

った章のまとまり，ま

た，めあて，例，問と

いった段階的な学習

のまとまりが明確に

示されている。 

（２）他教科等との関連について配
慮されているか。 

○配慮されている。 

・他教科に関係する題

材には「教科関連マ

ーク」があり，学び

が他教科にも広がる

ようになっている。 

○配慮されている。 

・他教科に関連する内

容には，教科名が示さ

れ，巻末の「ＭＡＴＨ

ＦＵＬ」では，生活に

生かされている数学

が取り上げられてい

る。 

 

○配慮されている。 

・巻末の「さらなる数学

へ」では，ＳＤＧｓに

焦点を当て，グローバ

ルな視点で物事を捉

えるためにどう数学

を生かすか示されて

いる。 

○配慮されている。 

・他教科との関連を意

識しながら学習でき

るよう，数学と関わり

の深い身の回りの場

面や問題が取り上げ

られている。 

○配慮されている。 

・他教科で学習する内

容を，数学を使って考

えるような題材が取

り上げられている。 

○配慮されている。 

・巻末の「数学旅行」で

は，日常生活につなが

る事例や，他教科との

関連を図った題材が

取り上げられている。

○配慮されている。 

・巻末の「マイトライ」

では，気象や福祉な

ど，日常生活に生かさ

れている数学の有用

性について取り上げ

られている。 
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数学－4 

４

上

記

以

外

の

特

徴

点

（１）ユニバーサルデザイン化の視

点について配慮されているか。

◎十分配慮されている。 

・文章が意味の区切り

で改行されており，読

みやすいように工夫

されている。 

・色づかいや色数を意

識して編集されてお

り，見やすく分かりや

すいレイアウトにな

るよう工夫されてい

る。 

○配慮されている。 

・ページに章と同じ色

をつけたり，タイトル

のフォントや色を変

えたりすることで，学

習内容を区別できる

ようになっている。 

○配慮されている。 

・対照的な配色により，

学習内容や活動が把

握しやすくなってい

る。 

○配慮されている。 

・認識しやすい配色に

するとともに，図の形

を変えたり，番号を付

記したりすることで，

判別しやすくなって

いる。 

○配慮されている。 

・文章が意味の区切り

で改行されており，読

みやすくなっている。

○配慮されている。 

・配色や模様を工夫す

ることで，色覚の特性

によらず，誰でも識別

しやすいようになっ

ている。 

◎十分配慮されている。 

・新出用語や重要事項

が識別しやすいよう

に，配色やレイアウト

が工夫されている。 

・漢字を読むことが困

難な生徒への配慮と

して，振り仮名の箇所

を増やす工夫がされ

ている。 

（２）その他の特徴点は何か。 ・巻頭にＱＲコードがあ

り，図形や計算などに

関するシミュレーショ

ンや動画などのコンテ

ンツとのリンクが示さ

れている。 

・巻頭にＱＲコードがあ

り，操作して学習でき

るデジタルコンテンツ

とのリンクが示されて

いる。 

・巻頭にＱＲコードがあ

り，教材に関連するコ

ンテンツとのリンクが

示されている。 

・巻頭にＱＲコードがあ

り，動画やワークシー

トなどのコンテンツと

のリンクが示されてい

る。 

・表紙や巻頭，巻末にＱＲ

コードがあり，図形や

グラフなどに関するコ

ンテンツとのリンクが

示されている。 

・巻頭や裏表紙にＱＲコ

ードがあり，補充問題

や参考資料，動画など

のコンテンツとのリン

クが示されている。 

・巻頭にＱＲコードがあ

り，単元内に関連を示

すマークが設定されて

おり，デジタル資料な

どとのリンクが示され

ている。 

 

 



様式１－２ 

種

目 
理  科 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 大日本図書 学校図書 教育出版 新興出版社啓林館 

 

理科－1 

１ 

内 

 

容 

（１）学習指導要領に示された目標

及び内容について配慮されている

か。 

①自然の事物・現象に対する概念や

原理・法則の理解を図ること 

 

 

 

②科学的に探究する力を養うこと  

 

 

 

③自然の事物・現象に進んで関わり

主体的に探究しようとする態度を育

てること 

○配慮されている。 

 

 

・学習した内容の理解を図るため

に「ここがポイント」や章末の「各

節の課題に対する結論」の例が示

されている。 

 

・課題から仮説を立てて探究する 

ことができるような道筋が設定

されている。 

 

・「レッツスタート！」や「課題に

対する結論を表現しよう」で，主

体的に探究させることができる

よう設定されている。 

 

○配慮されている。 

 

 

・自然の事象・現象に対する概念

や原理・法則の理解のために，基

本操作や結果の例を示すなど，学

習内容が定着するよう設定され

ている。 

・身に付けた「理科の見方・考え方」

を使って，探究的に課題を解決し

ていく「探究活動」が設定されて

いる。 

・各単元末の「探究活動」で, 新た

な問題を解決することによって，

主体的に学びを深められるよう

設定されている。 

○配慮されている。 

 

 

・「学びを日常にいかしたら」を通

して，日常生活とのつながりから

知識を活用し，理解を深めること

ができるよう設定されている。 

 

・「課題のページ」「方法のページ」

「結果のページ」と構成されてお

り，探究の過程を意識できるよう

設定されている。 

・各単元末の「理科マスター」によ

り，学びを振り返ったり深めたり

することができるよう設定され

ている。 

○配慮されている。 

 

 

・観察，実験を通して学んだ知識

を日常生活にどのようにいかし

ているかを紹介する「ハローサイ

エンス」が設定されている。 

 

・探究の進め方がマークで示されて

おり，思考力，判断力，表現力等

が育成されるよう設定されてい

る。 

・主体的に探究を進める上での手段

として，結果を分析・解釈するた

めの「レポートの書き方」が示さ

れている。 

○配慮されている。 

 

 

・知識の定着を図るため，「基本の

チェック」「学習のまとめ」「力だ

めし」が設定されている。 

 

 

・生徒が自分で考えることができる 

よう，「理科の見方・考え方」の 

ヒントだけが示されている。 

 

・「探Ｑ実験」により，仮説や計画

などを生徒自身が考えることが

できるよう設定されている。 

（２）主体的・対話的で深い学びの

実現に資する学習及び指導ができる

よう配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

 ・「レッツスタート！」「科学のミ

カタ」が適切に配置され，主体

的に学習することができるよう

工 夫 さ れ て い る 。 ( １ 年

p.202-205) 

 ・「Before&After」が章の始めと終

わりに設けられ，自分の変容を

実感することができるよう配慮

されている。(３年p.11,28) 

○配慮されている。 

・「計画を立てよう」「結果から考

えよう」には，挿絵や吹き出しを

用いた会話場面が掲載されるな

ど，対話を通して学習することが

できるようになっている。 

◎十分配慮されている。 

 ・各章に「Can Do List」が設けら

れ，生徒が見通しをもって，主

体的に学習に取り組めるよう工

夫されている。(２年p.16 ３年

p.78) 

 ・吹き出しなど話し合い活動の場

面が多く設定され，対話を通し

て学習することができるよう配

慮されている。(１年p.29-30) 

○配慮されている。 

 ・探究の過程ごとに意見交換や議

論をする場面が設けられるな

ど，対話を通して学習すること

ができるようになっている。 

◎十分配慮されている。 

 ・各単元に探究実験や「みんなで

探Ｑクラブ」が設けられ，生徒

が自ら仮説や計画を立てること

ができるよう工夫されている。

(２年p.35 ３年p.170-171) 

 ・「考えてみよう」「表現してみよ

う」が設けられるなど，自然事

象について考察したり，考えを

表現したりすることができるよ

う配慮されている。(１年

p.74,211) 

２ 

程 

度 

・ 

選 

択 

・ 

取 

扱 

（１）発達の段階，興味・関心につ

いて考慮されているか。 

◎十分考慮されている。 

 ・挿絵で説明してあるページや日

常生活に関連したページがあ

り，理科の面白さや有用性を認

識することができるよう考慮さ

れている。(２年p.47,78) 

 ・「つながる科学」が設けられ，身

近な事象から興味・関心を高め

ることができるよう考慮されて

いる。(３年p.39) 

○考慮されている。 

 ・生徒の興味・関心を高めるため，

「くらしの中の理科」や 

「Professional」などの読み物資 

料が掲載されている。 

○考慮されている。 

 ・学習意欲を高めるための写真や

図，データが掲載されている。 

○考慮されている。 

 ・自然事象に対する関心や調べる

意欲を高めるための活動「やっ

てみよう」が設けられている。 

◎十分考慮されている。 

 ・１年の冒頭に，小学校理科の学

習内容に関連した短い単元が設

定されており，発達の段階に合

わせて学習することができるよ

う考慮されている。 (１年

p.2-15) 

 ・科学コラムの「部活ラボ」「お料

理ラボ」などが設けられ，生徒

の学習意欲を向上させることが

できるよう考慮されている。(２

年p.17,32) 
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理科－2 

（２）補充的な学習，発展的な学習

について配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

 ・各単元末に「学習内容の整理」

が設けられ，科学的な言葉を振

り返ることができるよう配慮さ

れている。(２年p.82-83) 

 ・「確かめと応用」が設定され，学

習内容の定着が図れるよう配慮

されている。(２年p.84-87) 

◎十分配慮されている。 

 ・各単元末に「まとめ」「単元末問

題」が設けられ，基礎的知識の

定着を図ることができるよう配

慮されている。(３年p.218-221)

・「読解力問題」が設けられ，発展

的な問題で思考力を高めること

ができるよう配慮されている。

(３年p.222) 

 

△配慮が望まれる。 

 ・各章に「章のまとめ」や「基礎

問題」を設けるなど，知識の定

着を図ることができるような配

慮が望まれる。 

 

◎十分配慮されている。 

 ・各単元末に「要点と重要用語の

整理」「基本問題」が配置され，

補充的な学習を行うことができ

るよう配慮されている。(１年

p.74-77 ３年p.118-121) 

 ・一歩進んだ理科の話題を「発展」

として取り上げることで，高等

学校理科の基礎科目につながる

よう配慮されている。(３年

p.42-43) 

◎十分配慮されている。 

 ・「基本のチェック」「力だめし」「総

合問題」が設けられ，段階的に

学習の定着を図ることができる

よう配慮されている。(３年

p.163,166-169,316-319) 

 ・「『発展』高校化学へ」などが設

けられ，発展的な学習を行うこ

とができるよう配慮されてい

る。(２年p.159) 

（３）学習を安全に行う上での配慮

がされているか。 

○配慮されている。 

・資料に｢理科室の決まり｣や「主な

薬品の性質ととりあつかいの注

意」が掲載されている。 

◎十分配慮されている。 

・「理科室のきまり」に観察や実験

の心構えや注意点が記載され，安

全に学習を行うことができるよ

う工夫されている。（１年p.6）

・実験の場面では「注意」のマーク

が目立つように配置されている。

（１年p.115） 

○配慮されている。 

・観察，実験の場面には「ストップ」

のマークなど，安全に対するマー

クが配置されている。 

○配慮されている。 

・観察，実験の場面には「注意」や

「禁止」のマークが示され，実験

や観察時に行ってはいけないこ

とを示している。 

◎十分配慮されている。 

・観察，実験の場面には，器具の使

い方や注意点が示され，安全に学

習することができるよう工夫さ

れている。（１年p.130-137） 

・観察，実験の場面には，注意・安

全のマークがあり，生徒にとって

理解しやすいよう視覚的に工夫

されている。（１年p.185） 

３ 

構

成 

・ 

配

列

等 

（１）構成，配列，系統性について

配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・「これまでに学んだこと」で既習

事項が示され，学習のつながりを

意識することができるよう工夫

されている。（２年p.14） 

・同一学年の学習内容について， 

関連するページが示されるなど，

多様な指導計画に対応できるよ

う構成が工夫されている（１年

p.43,82） 

◎十分配慮されている。 

・各章に「思い出そう」が設けられ，

小学校との系統性を踏まえて学習 

することができるよう工夫されて 

いる。（１年p.45） 

・「これまでに学習したこと」「これ

から学習すること」が各単元で示

され，学習のつながりを意識する

ことができるよう構成が工夫さ

れている。（１年p.74-75） 

◎十分配慮されている。 

・実験と結果，考察が別のページ

になっており，生徒が自らの考え

をもつことができるよう構成が

工 夫 さ れ て い る 。（ １ 年

p.117-120） 

・各章の最初と最後に，学習内容を

確認する場面を設けるなど，構成

が工夫されている。（１年p.106,

122） 

○配慮されている。 

・系統性を踏まえて学習することが

できるよう，単元の導入のページ 

に「学んでいくこと」が設けられ 

ている。 

◎十分配慮されている。 

・各章に「つながる学び」が設けら

れ，小学校との系統性を踏まえて

学習することができるよう工夫

されている。（１年p.177） 

・次の学年や高校で学習する内容が

発展として取り上げられており，

学習内容の系統性を意識するこ

とができるよう配慮されている。

（２年p.156,159） 

 

（２）他教科等との関連について配

慮されているか。 

○配慮されている。 

・道徳や保健体育などの他教科との

関連が記載されている。 

○配慮されている。 

・「つながる」マークが設けられ，

他教科との関係が記載されてい

る。 

○配慮されている。 

・算数や数学との関連で，「少数の

計算の復習」などが掲載されてい

る。 

○配慮されている。 

・「理科で使う算数や数学」が設け

られ，計算の仕方が掲載されてい

る。 

 

○配慮されている。 

・他教科と関連する内容が取り上げ 

られている。 

４ 

上

記

以

外 

の

特

（１）ユニバーサルデザイン化の視

点について配慮されているか。 

○配慮されている。 

・ユニバーサルデザインフォントを

採用している。 

○配慮されている。 

・ユニバーサルデザインフォント

を採用している。 

○配慮されている。 

・ユニバーサルデザインに対応した

配色やフォントを使用している。

 

△配慮が望まれる。 

・文字の配置や配色を工夫するな

ど，視覚的な配慮が望まれる。 

◎十分配慮されている。 

・ユニバーサルデザインフォント 

を採用している。 

・文字の大きさが適切で，レイア 

ウトも整理されており，生徒が見

やすく理解しやすいよう配慮さ

れている。 



様式１－２ 

種

目 
理  科 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 大日本図書 学校図書 教育出版 新興出版社啓林館 

 

理科－3 

徴

点 

（２）その他の特徴点は何か。 ・ＤマークやＱＲコードがあり，デ

ジタルコンテンツとのリンクが示

されている。 

・各学年ともペーパークラフトが収

録されている。 

 

・ＱＲコードがあり，デジタルコン

テンツとのリンクが示されてい

る。 

・ＱＲコードがあり，デジタルコン

テンツとのリンクが示されてい

る。 

・巻末資料に「学びの交換アイディ

アボード」がある。 

・ＱＲコードがあり，デジタルコン

テンツとのリンクが示されてい

る。 

・巻末に各学年とも，理解を深める

ための教材が収録されている。 

・ＱＲコードがあり，デジタルコン

テンツとのリンクが示されてい

る。 

・「探Ｑ実験」を行う際に使用する「探

Ｑシート」が収録されている。  

 



様式１－２ 

種

目 
音楽一般 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

教育出版 教育芸術社 

 

音楽一般－1 

１ 

内 

容 

（１）学習指導要領に示された目標及

び内容について配慮されている

か。 

①曲想と音楽の構造や背景などの

関わり及び音楽の多様性につい

て理解すること 

②創意工夫を生かした音楽表現を

するために必要な技能を身に付

けるようにすること  

③音楽表現を創意工夫すること

や，音楽のよさや美しさを味わっ

て聴くことができるようにする

こと 

○配慮されている。 

 

 

・表現及び鑑賞の活動において，その音楽固有の雰囲気や味わいを感じ取りながら，自己のイ

メージや曲に対する思いと，音楽の構造等の理解が深められるよう配慮されている。 

 

・全学年に設けられた歌唱活動を通して，思いや意図をもった音楽表現をするために必要な基

本的な技能が身に付くよう配慮されている。 

 

・学びの手がかりとなる音楽を形づくっている要素等が分かりやすく示され，それらの要素を

知覚・感受し，その関わりを考えながら音楽表現を創意工夫したり，音楽の良さを味わって

聴いたりすることができるよう配慮されている。 

○配慮されている。 

 

 

・１年，２・３年上の「深めよう音楽」では，学習を進める手順が示され，音楽の特徴を捉え

ながら，音楽の構造等の理解を深めるとともに，２・３年下では，学んできたことを生かし

たり音楽の多様性についての理解を深めたりすることができるよう配慮されている。 

・歌唱や音楽づくりのポイントが丁寧に示され，思いや意図を生かした音楽表現をするために

必要な技能が身に付くようそれぞれの歌唱教材や創作で配慮されている。 

 

・音楽を形づくっている要素と活動のポイントが分かりやすく示され，それを手がかりに知覚

したことと感受したこととの関わりを考えながら，音楽表現を創意工夫したり，音楽の良さ

を味わって聴いたりすることができるよう配慮されている。 

（２）主体的・対話的で深い学びの実

現に資する学習及び指導ができ

るよう配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・「何が同じで，何が違う？」や「どんな特徴があるかな？」の学習では，お互いの思いを伝え

合う活動が設定され，他者の思いを聞き合えるよう配慮されている。(１年p.60,p.64-65) 

・表現及び鑑賞において，「ＡＣＴＩＶＥ！」や「比べてみよう」の活動が設定され，主体的・

対話的で深い学びができるよう配慮されている。（１年 p.6-9,32-35,38-43 ２・３年上

p.35,45,65 ２・３年下p.6-11,22-23,26-31） 

 

○配慮されている。 

・各教材に学習の目標や具体的な学習活動，音楽を形づくっている要素を示すとともに，リズ

ムゲーム等の学習を設けたりして主体的な学びを促すよう配慮されている。 

（３）Ａ表現，Ｂ鑑賞の各領域及び〔共

通事項〕の内容や各事項の指導が

相互に関連付けられるよう配慮

されているか。
 

◎十分配慮されている。 

・「学びのユニット」では音楽を形づくっている要素を捉えながら，表現及び鑑賞の活動を相

互に関連付けられるよう配慮されている。（各学年p.4） 
・多くのページに学びのポイントや音楽用語等が示され，共通事項の学習と関連付けられるよ

う配慮されている。（１年p.7,11 ２・３年下p.11,13） 

◎十分配慮されている。 

・〔共通事項〕を支えとして表現活動と鑑賞活動が相互に関連付けられるよう配慮されている。

（１年p.52-55 ２・３年上p.56-61 ２・３年下p.46-49） 

・各学年の学習内容一覧として，音楽を形づくっている要素が表現及び鑑賞の学習内容に即

したものになるよう配慮されている。（各学年p.8-9） 

（４）生活や社会の中の音や音楽との

関わりについて，理解が深まるよ

う配慮されているか。 

○配慮されている。 

・写真や資料を多く使用し，身近にある音楽について取り上げることで，生活と音楽との関わ

りがイメージしやすくなるよう配慮されている。 

◎十分配慮されている。 

・在学中や卒業後も多彩なジャンル・作品に触れ，生涯にわたり音楽文化に親しむことができ

るよう配慮されている。(２・３年下p.40-41,60-65） 

・音楽が生活や社会文化とどのように関わり，どのような意味や価値をもつのか生徒が意識的

に考え，理解が深まるよう配慮されている。(２・３年下p.68-69） 

 

  



様式１－２ 

種

目 
音楽一般 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

教育出版 教育芸術社 

 

音楽一般－2 

２ 

程 

度 

・ 

選 

択 

・ 

取 

扱 

（１）発達の段階，興味・関心につい

て考慮されているか。
 ○考慮されている。 

・「音のスケッチ」では，発達の段階に応じながら，生徒の興味・関心のもてる創作活動がで

きるよう考慮されている。 

 

◎十分考慮されている。 

・各学年の歌唱教材では，生徒にとって親しみやすく魅力ある教材が取り上げられ，興味・関

心がもてるよう考慮されている。（１年p. 32  ２・３年上p.74 ２・３年下p.28, 70） 

・リズムゲームやリズムアンサンブルなど，生徒の発達の段階に応じて基礎的な学習が身に付

くよう考慮されている。（１年p.16-17  ２・３年上p.12-13 ２・３年下p.32-33） 

（２）補充的な学習，発展的な学習に

ついて配慮されているか。 

○配慮されている。 

・学んだ曲をリコーダーやコードと関連して学習することができ，器楽への学習に発展するよ 
う配慮されている。 

◎十分配慮されている。 

・「Ｍｙ Ｖｏｉｃｅ！」では，発声法について発展的な学習になるよう工夫されている。 

（１年p.14-15,20  ２・３年上p.17 ２・３年下p.19） 

・「指揮をしてみよう」では，音楽を指揮で表現し，より豊かな音楽活動につなげられるよう

工夫されている。（１年p.42-43 ２・３年上p.50-51 ２・３年下p.66-67） 

 

３ 

構

成 

・ 

配

列

等 

（１）構成，配列，系統性について配

慮されているか。
 

○配慮されている。 

・見通しをもって学ぶことができるよう，巻頭に「学びのユニット」を設け，学習の見通しが

もてるよう配慮されている。 

◎十分配慮されている。 

・学習の目標や具体的な学習活動，音楽を形作っている要素が一目で分かる紙面構成になるよ

う配慮されている。（各学年p.8-9） 

・「心の歌」では，歌詞と風景写真から歌唱活動につながるよう配慮されている。（１年p.24-

25 ２・３年上p.18-19 ２・３年下p.10-11） 

 

（２）他教科等との関連について配慮

されているか。 

△配慮が望まれる。 

・英語の歌や「日本とアジアをつなぐ音」など他教科との関連がより図れるよう配慮が望まれ

る。(１年p.63 ２・３年上p.46-49 ２・３年下p.52-53) 

 

◎十分配慮されている。 

・各学年に英語の歌を扱うなど他教科との関連が図れるよう配慮されている。（１年 p.38,46

２・３年上p.30-33 ２・３年下p.2-3,28-29） 

・「伝統をつなぐ」,「音楽ってなんだろう」など人権教育や道徳科との関連が図れるよう配

慮されている。（１年p.2-5 ２・３年上p.2-5 ２・３年下p.2-5） 

 

４ 

上

記

以

外 

の

特

徴

点 

（１）ユニバーサルデザイン化の視点

について配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・はっきりした色調，見やすい文字で視認性を高めるよう配慮されている。(各学年p.4) 

・「話し合おう」などでは，生徒が記入する部分が配色の工夫により認識できるよう配慮され

ている。(１年p.9 ２・３年上p.35 ２・３年下p.9) 

 

○配慮されている。 

・ユニバーサルデザインのフォントを使用し，写真の上に書かれた文字が見やすくなるよう配

慮がされている。 

（２）その他の特徴点は何か。 ・巻頭の目次にＱＲコードがあり，デジタルコンテンツのリンクが示されている。 ・説明が必要なページにＱＲコードがあり，デジタルコンテンツのリンクが示されている。 

 

 

 



様式１－２ 

種

目 
音楽器楽合奏 区    分 中  学  校 １年,２年,３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

教育出版 教育芸術社 

 

音楽器合－1 

１ 

内 

容 

（１）学習指導要領に示された目標及

び内容について配慮されている

か。 

①曲想と音楽の構造や背景など

の関わり及び音楽の多様性に

ついて理解すること 

②創意工夫を生かした音楽表現

をするために必要な技能を身

に付けるようにすること  

③音楽表現を創意工夫すること

や，音楽のよさや美しさを味わ

って聴くことができるように

すること 

○配慮されている。 

  

 

・いくつかの楽器を比べる活動を取り入れ，音色や音の出る仕組みに着目することで，楽器の

特徴について実感を伴って理解し，表現に生かすことができるよう配慮されている。 

 

 ・基本的な奏法を身に付けながら，音楽表現に対する思いや意図を表現するために必要な技能

の習得が図られるよう，楽器ごとにポイントが簡潔に理解できるよう配慮されている。 

  

・協働的な活動を取り入れ，曲に対する自己のイメージを膨らませたり，他者のイメージに共

感したりして，表したい器楽表現について考え，思いや意図をもつことができるよう配慮さ

れている。 

○配慮されている。 

 

 

・各楽器の学習活動が「演奏を聴こう」，「楽器を知ろう」，「吹いてみよう」等でまとめられ 

実感を伴った理解を促す工夫が配慮されている。 

 

 ・楽器ごとに技能を身に付けるためのポイントが丁寧に取り上げられており，基本的な奏法を身に 
付けながら，音楽表現に対する思いや意図を表現するために必要な技能の習得が図られるよう配 
慮されている。 

 ・音楽を形づくっている要素が示され，知覚したことと感受したことの関わりについて考えた 

り，様々な器楽表現を試しながら協働的に学習したりすることを通して，音楽表現を創意工 

夫できるよう配慮されている。 

（２）主体的・対話的で深い学びの実

現に資する学習及び指導ができ

るよう配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

 ・「学びのねらい」を分かりやすく掲示することで，学習の見通しをもてるよう配慮されてい

る。(p.6,8,10) 

・アンサンブルの楽曲に演奏のポイントを示すなど，生徒の主体的・対話的な学びを促し，学

習を深められるよう配慮されている。(p.72) 

 

◎十分配慮されている。 

・学習目標や具体的な学習活動を分かりやすく掲示することで，学習の見通しをもたせるよう

配慮されている。(p.10) 

・「深めよう音楽」では学びの手がかりとなるヒントを掲載する等，生徒の主体的・対話的で

深い学びを促し，学習を深められるよう配慮されている。(p.11,13,15) 

（３）Ａ表現，Ｂ鑑賞の各領域及び〔共

通事項〕の内容や各事項の指導が

相互に関連付けられるよう配慮

されているか。
 

○配慮されている。 

 ・表現及び鑑賞の活動が相互に関連付けられるよう配慮されている。 

◎十分配慮されている。 

・〔共通事項〕の学習を支えとして，表現及び鑑賞の活動が相互に関連付けられるよう配慮さ

れている。(p.12,82) 

・鑑賞や歌唱で学んだことを振り返りながら，奏法や音階を生かした和楽器での創作活動 

ができるよう配慮されている。(p.49) 

 

（４）生活や社会の中の音や音楽との

関わりについて，理解が深まるよ

う配慮されているか。
 

△配慮が望まれる。 

 ・生活や社会の中の音や音楽との関わりについて，より詳しい説明や写真等の掲載から理解を

深められるよう配慮が望まれる。(p.36) 

◎十分配慮されている。 

 ・生活や社会と音楽とのつながりを実感し，器楽への親しみがもてるよう配慮されている。

(p.4,5) 

 ・郷土の祭りや芸能の写真が掲載されており，音楽が生活や社会と結びついていることを学習

できるよう配慮されている。(p.56,62) 

 

２ 

程 

度 

・ 

選 

択 

・ 

取 

扱 

（１）発達の段階，興味・関心につい

て考慮されているか。
 ○考慮されている。 

 ・生徒の興味・関心を高めるために，親しみやすく魅力ある映画音楽を取り上げ，箏やリコー

ダーで演奏できるよう編曲を工夫するなど考慮されている。 

◎十分考慮されている。 

 ・生徒にとって親しみやすい楽曲や「バンドの世界をのぞいてみよう」を取り上げる等，楽器

への興味・関心がもてるよう考慮されている。(p.75) 

 ・同世代の音楽活動について資料として提示するなど，我が国の伝統楽器を身近に感じられる 

よう考慮されている。(p.107) 

 

（２）補充的な学習，発展的な学習に

ついて配慮されているか。 

○配慮されている。 

・適切なタンギングや息のコントロールについて，図や写真を用いて説明するなど，リコーダ

ーの技能が高められるよう配慮されている。 

○配慮されている。 

 ・主体的な学習の手がかりとなるヒントが提示されるなど，楽器の技能が高められるよう配慮 

されている。 



様式１－２ 

種

目 
音楽器楽合奏 区    分 中  学  校 １年,２年,３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

教育出版 教育芸術社 

 

音楽器合－2 

３ 

構

成 

・ 

配

列

等 

（１）構成，配列，系統性について配

慮されているか。
 

◎十分配慮されている。 

 ・各楽器とも，基本的な奏法の練習から「まとめの曲」へと学習を積み重ねられるよう配列が

工夫されている。(p.6-7) 

・楽器の共通性と固有性について，自分なりの考えをまとめられるよう構成されており，音楽

文化の理解が深まるよう配慮されている。(p.26,52) 

 

○配慮されている。 

 ・見通しをもって学ぶことができるよう，内容が分かりやすく示されており，それぞれの教材 

で何を学習するのか自分で確認できるよう配慮されている。 

（２）他教科等との関連について配慮

されているか。 

○配慮されている。 

 ・「弾く楽器の仲間たち」等で，我が国の伝統楽器や諸外国の民族楽器が取り上げられており，

他教科との関連について配慮されている。 

◎十分配慮されている。 

 ・弦楽器の響きや掲載されている全ての楽器における歴史や文化について説明されており，他

教科等との関連が図れるよう配慮されている。(p.34,40,50) 

 ・姿勢と礼儀について，道徳科との関連が図れるよう配慮されている。(p.42) 

 

４ 

上

記

以

外 

の

特

徴

点 

（１）ユニバーサルデザイン化の視点

について配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

 ・楽器の構え方や演奏している手元の写真が多く掲載されており，奏法が分かりやすく解説さ

れるなど配慮されている。(p.37) 

 ・「リコーダー運指表」が分かりやすく掲載されており，生徒が必要に応じ確認できるよう配

慮されている。(p.99) 

◎十分配慮されている。 

 ・箏の演奏している手元の写真が奏法ごとに分かりやすく解説されているだけでなく，１ペー 

  ジにまとめて掲載されるなど配慮されている。(p.47) 

 ・「ギター・キーボードコード表」が見やすく掲載されており，生徒が必要に応じて確認でき

るよう配慮されている。(p.102-103) 

 

（２）その他の特徴点は何か。 ・巻頭の目次にＱＲコードがあり，デジタルコンテンツのリンクが示されている。 ・説明が必要なページにＱＲコードがあり，デジタルコンテンツのリンクが示されている。 

 



様式１－２ 

種

目 
美  術 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

開隆堂出版 光村図書出版 日本文教出版 

 

美術－1 

１ 

内 

容 

（１）学習指導要領に示された目標及

び内容について配慮されている

か。 

○配慮されている。 

  

 

○配慮されている。 

 

○配慮されている。 

 

①Ａ表現（１）発想や構想に関する

資質・能力のア及びイに関するこ

と 

 

 

・アについては，アイディアを生み出す方法の写真が掲載さ

れ，生徒自らが豊かに発想したり，構想したりできるよう

工夫されている。 

・アについては，アイディアを生み出す方法の写真が多数掲

載され，生徒自らが豊かに発想したり，構想したりできる

よう工夫されている。 

 

・アについては，生徒作品や生徒のアイデアスケッチが多数

掲載されている。 

  

 

 

 

 

 

 

・イについては，身の回りにあるデザインや工芸作品の美し

さ，使いやすさなどが分かる写真が多数掲載され，目的や

条件などをもとに，生徒自らが豊かに発想したりできるよ

う，工夫されている。 

・イについては，生徒のアイデアスケッチやワークシートの

例が多数掲載され，生徒が目的や条件などを基に，主題を

生み出せるよう工夫されている。 

 

・イについては，生徒が発想している様子や「造形の視点」

から主題を生み出せるよう配慮されている。 

 

 

②Ａ表現（２）技能に関すること 

 

 

 

 

・ 技法の説明や制作の過程が分かりやすく掲載され，生徒が

自分の意図に合った表現ができるよう配慮されている。 

 

・「みんなの工夫」で，制作する過程を詳しく紹介することに

より，生徒が見通しをもって制作することができるよう工

夫されている。 

 

・自分の表現意図に応じて，幅広く見通しをもって表現活動

ができるよう，多様な作品が掲載されている。 

 

③Ｂ鑑賞（１）鑑賞に関する資質・

能力のア及びイに関すること 

 

 

 

 

・アについては，見開きや原寸，部分拡大で掲載された作品

を通して，表現の可能性を広げられるよう配慮されている。

 

・アについては，題材やテ-マに関連性の高い多様な作品や，

鑑賞を楽しむ手がかりを掲載するなどの工夫がされてい

る。 

・アについては，造形的なおもしろさを感じ取ることができ

る図版が多数掲載され，主体的に造形的な見方や考え方を

働かせ，表現につなげるよう工夫されている。 

 

 

 

 

 

 

 

・イについては，日本及び諸外国の生活や美術文化を多種多

様に取り上げ，見方や感じ方を広げたり深めたりしながら

学習できるよう工夫されている。 

 

・イについては，比較して鑑賞できる大判の見開きや，多種

多様な図版を掲載することにより，美術の働きや美術文化

への理解が深まるよう工夫されている。 

 

・イについては，美術作品や生活の中の造形について，実物

に近い色彩や提示方法を記載することにより，ものの感じ

方を深められるよう工夫されている。 

④〔共通事項〕に関すること 

 

 

 

・各領域の扉ページで，「共通事項」に関するする問いかけが

あり，表現及び観賞の流れが理解できるよう配慮されてい

る。 

・各題材の冒頭に「共通事項」を意識する鑑賞の問いかけが

示され，表現と鑑賞の学習を一体的に進めることができる

よう工夫されている。 

・「造形的な視点」で，生徒が自分の感じ方で形や色彩を捉え

られるよう工夫されている。 

（２）主体的・対話的で深い学びの実

現に資する学習及び指導ができ

るよう配慮されているか。 

 

 

 

 

○配慮されている。 

 ・すべての題材に「学習のポイント」が設定され，生徒が主

体的に学習を進めることができるよう配慮されている。 

  

◎十分配慮されている。 

 ・「目標」が分かりやすく提示され，生徒が主体的に学習を進

めることができるよう配慮されている。(１年p.10-13  

２・３年p.18) 

・題材の始めに位置付けた「鑑賞」では，問いを示すことに

より，対話が生まれるよう工夫されている。(１年p.18 

２・３年p.6-9,56-59) 

〇配慮されている。 

 ・「学びの目標」が設定され，「造形的な視点」をもとに生徒

が考えを話し合いながら，学習に取り組めるよう配慮され

ている。 

 



様式１－２ 

種

目 
美  術 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

開隆堂出版 光村図書出版 日本文教出版 

 

美術－2 

２ 

程 

度 

・ 

選 

択 

・ 

取 

扱 

（１）発達の段階，興味・関心につい

て考慮されているか。 

 

 

 

 

 

◎十分考慮されている。 

 ・巻頭に，活動の様子などを多数掲載した「学びの地図」を

示すことで，発達の段階に応じた学習となるよう工夫され

ている。(１年p.5-7) 

 ・多数掲載されている資料は，生徒にとって親しみやすく，

美術への興味・関心が興味・関心が高められるよう考慮さ

れている。(１年p.2-3 ２・３年p.2-4) 

                             

◎十分考慮されている。 

 ・図画工作科との円滑な接続を図るため，多様な作品を鑑賞

しながら疑問が解決できるよう考慮されている。(１年

p.5-9,28-29) 

・多様な作品や日用品を掲載することで，生徒の興味・関心

が高まるよう考慮されている。(２・３年p.35,62-63) 

◎十分考慮されている。 

 ・3分冊の構成になっており，各学年の発達の段階を考慮し

て，より充実した学習が展開できるよう工夫されている。 

・各題材に応じて多様な作品や写真等を掲載し，作品等と出

会う楽しさを味わうことで，生徒の興味・関心が高まるよ

う考慮されている。 

(１年p.2-5 ２・３年上p.6-7 ２・３年下p.8-9) 

 

（２）補充的な学習，発展的な学習に

ついて配慮されているか。 

 

 

 

 

 

○配慮されている。 

 ・巻末の「学びの資料」に多様な作品や題材を掲載したり，

いくつかの題材の「美術の用語」で技法を確認したりする

ことで，工夫した表現ができるよう配慮されている。 

○配慮されている。 

 ・巻末の「学習を支える資料」で基本的な技法を確認しなが

ら，必要に応じてさまざまな技法を扱いながら，発想を広

げることができるよう配慮されている。 

○配慮されている。 

 ・巻末の「学びを支える資料」で基本的な技法等を確認しな

がら，発展的な学びにつながるよう配慮されている。 

 

（３）学習を安全に行う上での配慮が

されているか。 

 

 

 

 

◎十分配慮されている。 

 ・巻末の「学びの資料」で用具の安全な使い方や肖像権や著

作権を含む情報モラルに関する内容について，写真やイラ

ストを効果的に用いて注意を促す配慮がされている。 

(１年p.58-59 ２・３年p.110) 

・題材に応じた用具の安全な使い方を示して，注意を促す配

慮がされている。(１年p.21 ２・３年p.81) 

 

○配慮されている。 

 ・用具の安全な使い方や肖像権や著作権を含む情報モラルに

関する内容について，色分けして示して，注意を促すなど

の配慮がされている。 

 

△配慮が望まれる。 

 ・用具の安全な使い方等についての意識を高められるよう配

慮が望まれる。 

(１年p.64 ２・３年上p.55 ２・３年下p.40) 

３ 

構

成 

・ 

配

列

等 

（１）構成，配列，系統性について配

慮されているか。 

 

 

 

 

 

 

○配慮されている。 

 ・各学年の題材の構成，配列について，「絵画や彫刻で学ぶこ

と」や「デザインや工芸で学ぶこと」等で示すとともに，

「目次」に学習の系統性が分かるよう配慮されている。 

 

◎十分配慮されている。 

 ・１学年では，図画工作科との関連を図りながら，題材の中

で，表現及び鑑賞を一体的に扱うことが分かる構成，配列

にすることで，学習の流れが理解できるよう工夫されてい

る。(１年p.8-13) 

・２・３学年では，鑑賞を通じて，作品の見方をさらに深め

たり，広げたりできるよう作品の系統性について工夫され

ている。(２・３年p.36-39) 

 

◎十分配慮されている。 

 ・各学年の題材の構成，配列について，「表現」と「鑑賞」を

示すとともに，「学びの目標」が分かりやすく工夫されてい

る。(１年p.12 ２・３年上p.10 ２・３年下p.12) 

・発達の段階に即した3分冊構成で，各学年に応じた学習が

できるよう工夫されている。 

(１年p.8-9 ２・３年上p.8-9 ２・３年下p.6-7) 

（２）他教科等との関連について配慮

されているか。 

 

 

 

 

○配慮されている。 

 ・教科名とマ-クで他教科等との関連を示し，教科横断的な学

習ができるよう配慮されている。 

 

◎十分配慮されている。 

 ・「〇〇科とのつながり」というコラムを設けて，他教科等と

の関連を写真やイラスト等で具体的に示すことで，効果的

な学習ができるよう配慮されている。 

(１年p.43 ２・３年p.59) 

 ・「道徳科とのつながり」では，題材と関連する指導の内容が

具体的に示されている。(１年p.37 ２・３年p.24) 

 

○配慮されている。 

 ・題材に関連する写真等を扱うことで，他教科での学習を活

かしながら学べるよう配慮されている。 

(１年p.28-29 ２・３年上p.65 ２・３年下p.33) 

 



様式１－２ 

種

目 
美  術 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

開隆堂出版 光村図書出版 日本文教出版 

 

美術－3 

４ 

上

記

以

外 

の

特

徴

点 

（１）ユニバーサルデザイン化の視点

について配慮されているか。 

 

 

 

 

 

◎十分配慮されている。 

 ・生徒によって，学習の困難さが異なることに留意して，中

学校以上で習う漢字全てにルビが記載されている。 

  (１年p.10 ２・３年p.10) 

・カラーユニバ-サルデザインの考え方で，すべての人に情報

が正確に伝わるよう配色が工夫されており，ユニバ-サルデ

ザインフォントが採用されている。 

(１年p.10 ２・３年p.10) 

 

◎十分配慮されている。 

 ・全学年を通して，ユニバ-サルデザインフォントが採用され

ている。(１年p.10 ２・３年p.6)) 

・視認性を高めるために，図版と図版の間を広く空けたり，

罫線を引いたりして境界を明確に区別できるよう工夫され

ている。(１年p.12 ２・３年p.17) 

 

◎十分配慮されている。 

 ・全学年を通して，ユニバ-サルデザインフォントが採用され，

色はカラーユニバ-サルデザインに配慮して編集されてい

る。(１年p.12 ２・３年上p.10 ２・３年下p.12) 

 ・作品，写真を大きく掲載し，すべての生徒が視覚的に見や

すく学べるよう配慮されている。 

(１年p.30 ２・３年上p.12 ２・３年下p.22) 

 

（２）その他の特徴点は何か。 

 
・ＱＲコードがあり，デジタルコンテンツとのリンクが示されてい

る。  

・ＱＲコードがあり，デジタルコンテンツとのリンクが示されてい

る。 

・紙質の異なる図版を用いることで，生徒が実感を伴いながら

学習できるよう工夫されている。 

  

・ＱＲコードがあり，デジタルコンテンツとのリンクが示されてい

る。 

 



様式１－２ 

種

目 
保健体育 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 大日本図書 大修館書店 学研教育みらい 

 

保体－1 

１ 

内 

容 

（１）学習指導要領に示された目標及

び内容について配慮されている

か。 

①健康な生活と疾病の予防 

 

 

②心身の機能の発達と心の健康 

 

③傷害の防止  

 

④健康と環境 

○配慮されている。 

 

 

 ・休養及び睡眠と健康に関連して章末資料が

適切である。 

 

 ・ストレスへの対処の仕方として実習など具

体的な方法が記述されている。 

 ・自然災害の資料が豊富で，地域の取り組み

について扱っている。 

 ・熱中症について予防法も含め理解しやすい

よう配慮されている。 

○配慮されている。 

 

 

 ・休養及び睡眠について記述されており，資

料も適切である。 

 

・ストレスへの対処の仕方として実習など具

体的な方法が記述されている。 

・自然災害の資料が豊富で，避難への備えに

ついても示されている。 

・海洋プラスチックなどに対しても学びを深

められるよう配慮されている。 

○配慮されている。 

 

 

 ・スマートフォン使用による疲労と睡眠の質

との関連が記述されており，資料も適切で

ある。 

・ストレスへの対処の仕方として実習など具

体的な方法が記述されている。 

・自然災害の二次災害について提示してい

る。 

・明るさや目の疲労では，身近なコラムを工

夫するなど配慮されている。 

 

○配慮されている。 

 

 

 ・休養及び睡眠の調和がとれた生活に関する

チェック表が適切である。 

 

・ストレスへの対処の仕方として実習など具

体的な方法が記述されている。 

・自然災害の資料が豊富で，非難への備えに

ついて示されている。 

・循環型社会について図で示すなど身近な問

題として捉えられるよう配慮されている。 

（２）主体的・対話的で深い学びの実

現に資する学習及び指導ができ

るよう配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・「見つける」→「課題の解決」→「活用す

る」→「広げる」の構成となっており，自

ら課題を発見し，学びを深めることができ

るよう配慮されている。(p.8,9) 

・「活用する」では，他者に説明したり，話

し合ったりする活動が設定されており，よ

り深く考えられるよう配慮されている。

(p.9) 

○配慮されている。 

 ・学習のねらいが簡潔に分かりやすく示さ 

れており，生徒が主体的に無理なく学習で

きるよう配慮されている。 

◎十分配慮されている。 

・「意見を出そう」や「生かそう」など多様

な学習活動が示されており，主体的・対話

的な学びが深まるよう配慮されている。

(p.10,11) 

・本文見出しが文章形式で表現されているこ

とにより，学習内容を的確に把握すること

ができ，主体的・対話的で深い学びにつな

がるよう配慮されている。(p.7) 

 

◎十分配慮されている。 

 ・「協働マーク」を示し，主体的かつ協働的

に活動できるよう配慮されている。

(p.100) 

 ・学習のまとめでは，主体的・対話的な学び

につながる活動が取り入れられ，考えを深

められるよう工夫されている。(p.105) 

（３）社会の変化に伴う諸課題につい

て配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・ＳＤＧｓや感染症について分かりやすく記

述されており，生徒自身や自分の行動を考

えるための資料となっている。 

(p.166,148-151,164-165) 

・章末資料としてＬＧＢＴに関する内容が取

り上げられており，「性の多様性」につい

て考えられるよう配慮されている。(p.44)

 

△配慮が望まれる。 

 ・情報モラルに関する記述では，自分たちの

生活との関わりや問題について自ら判断

し防止する方法を考えられるような配慮

や工夫が望まれる。(口絵13,14,p.39) 

○配慮されている。 

 ・がんやＳＤＧｓについて記述されている。

○配慮されている。 

 ・いじめや南海トラフ地震について記述され

ている。 

２ 

程 

度 

・ 

選 

択 

・ 

取 

（１）発達の段階，興味・関心につい

て考慮されているか。 

◎十分考慮されている。 

 ・発達の段階に応じた資料が分かりやすく考

慮されている。(p.21) 

 ・キーワードを用いて学習課題が示されてお

り，本時の学習内容が明確になることで見

通しをもつことができ，生徒の興味・関心

を引き出す工夫がされている。(p.1) 

◎十分考慮されている。 

 ・資料を多く掲載することで，視覚的にもイ

メージがしやすく，興味・関心がもてるよ

う工夫されている。(p.107-109) 

 ・導入の「つかもう」では，自らの経験や考

えに触れるなど，発達の段階に応じた問い

かけがされている。(p.34,38) 

 

◎十分考慮されている。 

 ・「コラム」では，発達の段階に応じて知識

を深める工夫がされているとともに，生徒

の興味・関心を高める工夫がされている。

  (p.21,23) 

 ・「課題をつかむ」では，発達の段階に応じ

た問いかけが工夫されている。(p.30) 

◎十分考慮されている。 

 ・「課題をつかむ」で発達の段階に応じた問

いかけがされている。(p.44,86) 

 ・「探求しよう」などを用いて，生徒の興味・

関心を引き出すよう工夫されている。

(p.38,39) 



様式１－２ 

種

目 
保健体育 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 大日本図書 大修館書店 学研教育みらい 

 

保体－2 

扱 （２）補充的な学習，発展的な学習に

ついて配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

 ・「活用する」や「広げる」では，具体的な

場面を想定したり，学習した内容を発展さ

せて考えることができるよう工夫されて

いる。(p.27) 

 ・章末資料を利用して，学んだ知識をより深

められるよう配慮されている。(p.16,17)

 

○配慮されている。 

 ・「話し合ってみよう」や「活用して深めよ

う」では，発展的な課題が設定されている。

○配慮されている。 

 ・学習のまとめでは，学習した内容を確認す

るようになっており，理解を深められるよ

う配慮されている。 

○配慮されている。 

 ・「考える・調べる」や「まとめる・深める」 

  では，発展的な課題を自分でまとめ，考え

を深めたり，実生活に生かしたりできるよ

う配慮されている。 

  

３ 

構

成 

・ 

配

列

等 

（１）構成，配列，系統性について配

慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

 ・全体の構成は適切であり，イラストや写真

を効果的に活用し，資料も見やすく配列さ

れている。(p.64,65) 

 ・章のはじめのページでは，関連する小学校

や高等学校の学習内容が明記されており，

校種間のつながりを意識しながら学習す

ることができるよう工夫されている。

(p.4,5) 

◎十分配慮されている。 

 ・見開きのページで，本文は左側，資料は右

側と整理されており，豊富な資料を活用し

ながら，学習課題に取り組めるように工夫

されている。(p.80,81)  

 ・章のはじめのページでは，関連する小学校

と高等学校の学習内容が明記されており，

校種間のつながりを意識しながら学習す

ることができるよう工夫されている。

(p.15) 

  

◎十分配慮されている。 

 ・学年別に内容が配列されており，資料も見

やすく全体の構成は適切である。 

(p.32,33) 

 ・章のはじめのページでは，関連する小学校

と高等学校の学習内容が明記されており，

校種間のつながりを意識しながら学習す

ることができるよう工夫されている。

(p.16,17) 

◎十分配慮されている。 

 ・全体の構成は適切であり，イラストや写真

を効果的に活用し，資料も見やすく配列さ

れている。(p.124,125) 

 ・章のはじめのページでは，関連する小学校

と高等学校の学習内容が明記されており，

校種間のつながりを意識しながら学習す

ることができるよう工夫されている。

(p.26,27) 

（２）他教科等との関連について配慮

されているか。 

○配慮されている。 

 ・「他教科リンクマーク」により，他教科と

の関連が図られ，教科横断的な視点で学べ

るよう配慮されている。 

○配慮されている。 

 ・「リンクマーク」により，他教科との関連

が図られ，教科横断的な視点で学べるよう

配慮されている。 

 

○配慮されている。 

 ・「他教科マーク」により，他教科との関連

が図られ，教科横断的な視点で学べるよう

配慮されている。 

○配慮されている。 

 ・「キーワードで見る保健体育の学習内容」

のページで，他教科との関連について一覧

でまとめられている。 

４ 

上

記

以

外

の

特

徴

点 

（１）ユニバーサルデザイン化の視点

について配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・資料やイラストが多く掲載されており，内

容が視覚的に理解できるよう配慮されて

いる。 

・ユニバーサルデザインフォントやカラーユ

ニバーサルデザインが採用され，紙面の色

数も限定された見やすく落ち着いたレイ

アウトとなるよう配慮されている。 

 

○配慮されている。 

 ・本文ページと資料ページが色分けされてお

り，読みやすく見やすい紙面となるよう工

夫されている。 

△配慮が望まれる。 

 ・文章表現での課題について，自分たちの生

  活との関わりや問題と結び付けて考えら

れるようなイラストを掲載するなどの配

慮が望まれる。 

◎十分配慮されている。 

 ・課題をイメージ化しやすいイラストを使用

するとともに，本文と図表などの位置関係

にも配慮されている。 

 ・ユニバーサルデザインフォントやカラーユ

ニバーサルデザインが採用されるなど，誰

もが安心して使用できるよう配慮されて

いる。 

（２）その他の特徴点は何か。 ・教科書とデジタルコンテンツがリンクしてお

り，インターネットを活用して動画や危険予

測シミュレーションを体験できるなど,知識

や技能の定着が図れるよう配慮されている。

 

・学習内容と関連が深い話題や読み物を「トピ

ックス」で示し，学習への関心が高まるよう

配慮されている。 

・本文に関連する情報のリンク先が取り上げら

れており，インターネットを活用して生徒が

主体的に調べられるよう配慮されている。 

・ＱＲコードと連動し，動画や資料を閲覧し，

知識や技能の確実な定着を図ることができ

るよう配慮されている。 

 



様式１－２ 

種

目 
技  術 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 教育図書 開隆堂出版 

 

技術－1 

１ 

内 

容 

（１）学習指導要領に示された目標及

び内容について配慮されている

か。  

Ａ 材料と加工の技術 

 

Ｂ 生物育成の技術 

 

Ｃ エネルギー変換の技術 

 

Ｄ 情報の技術 

○配慮されている。 

 

 

・加工技術の工夫例が提示されている。 

 

・生物育成の技術では,多様な問題の発見例が示され,生徒が

課題を設定しやすい工夫がされている。 

・電気回路の設計・製作において,役割と部品を写真で示し分

かりやすい工夫がされている。 

・プログラミングの計測や制御では,課題の設定例がイラスト

で提示されており,分かりやすい工夫がされている。 

 

○配慮されている。 

 

 

・身の回りにある製品に関する様々な課題とその解決方法が

提示されている。 

・生物育成の技術的な特徴が,イラストを用いて示されてい

る。 

・電気製品の安全な利用について,身近な題材を取り上げてい

る。 

・プログラミングの導入において,基礎的・基本的な事項を提

示している。 

○配慮されている。 

 

 

・様々な材料の特徴や加工方法を写真やイラストを用いて提

示されている。 

・生物育成の実習例では,作業行程ごとに写真やイラストなど

を用いた提示がされている。 

・エネルギーの伝達では,その仕組みと使用例がイラストや写

真を用いて提示されている。 

・プログラミングの構造について,イラストやフローチャート

を用いて例示されている。 

（２）主体的・対話的で深い学びの実

現に資する学習及び指導ができ

るよう配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・「技術の見方・考え方」が示され，生徒が学習活動の際にそ

の視点を意識できるような工夫がされている。（p.11） 

・生活の中における問題の発見や課題の設定を主体的に取り

組めるような配慮がされている。（p.38,39） 

○配慮されている。 

・製作品を使う目的や条件が提示され,生徒の主体的な学びに

つながる配慮がされている。（p.37） 

◎十分配慮されている。 

・問題解決学習の流れを四領域で共通して設定しており,生徒

が三年間を通して主体的に学習に取り組める工夫がされて

いる。（p.46,47） 

・各単元の導入において,「話し合ってみよう」を設けること

で,主体的な対話を図る配慮がされている。（p.44,88） 

 

（３）地域の実態に応じる配慮がされ

ているか。 

○配慮されている。 

・「栽培カレンダー」では,地域ごとの栽培時期が示されてお

り,地域に配慮されている。 

○配慮されている。 

・「栽培ごよみ」では,栽培地域による適切な栽培時期が提示

されており,地域に配慮されている。 

 

○配慮されている。 

・地域の実態に応じて実習が行えるよう水耕栽培やプランタ

－栽培など複数の方法を例示されている。 

（４）現代社会における諸課題につい

て配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・発電方法について,多面的な視点から特徴を取り上げる資料

が提示されている。（p.144,145） 

・生物育成の技術と環境,スマートシティの実現に向けた取組

を紹介するなど幅広く提示している。（p.134,194） 

 

○配慮されている。 

・ネット依存に関する様々な資料が提示されている。 

○配慮されている。 

・トレードオフを大きく取り上げ,複数の視点から最適な解決

を導く方法が提示されている。 

２ 

程 

度 

・ 

選 

択 

・ 

取 

扱 

（１）発達の段階，興味・関心につい

て考慮されているか。
 ◎十分考慮されている。 

・「運動エネルギーの変換」では,身近な自転車を取り上げる

ことにより,仕組みから保守点検まで,生徒の興味・関心を

高める工夫がされている。（p.159-161） 

・ガイダンスにおいて,身の回りの製品を取り上げ,写真で掲

載することにより,生徒の興味・関心を高めている。（p.6,7）

○考慮されている。 

・「スゴ技」や「技ビト」のコーナーでは,社会の中で活躍し

ている技術や人が紹介され,生徒の興味・関心を高めてい

る。 

◎十分考慮されている。 

・身近な製品を取り上げ,生徒の興味・関心を高める配慮がさ

れている。（p.144,145） 

・「生活や社会を支える情報の技術」では,身の回りで利用さ

れている情報技術を紹介することで,生徒の興味・関心をよ

り高める工夫がされている。（p.196-199） 

 

（２）補充的な学習，発展的な学習に

ついて配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・「技術の工夫」が脚注に示されており,補充的な学習への配

慮がされている。（p.20,22,24,25） 

・総合的な問題解決学習を設け,四領域を横断的に関連付けた

解決策を考えさせる資料が提示されている。（p.264-269）

 

◎十分配慮されている。 

・「設計のしかたを知ろう」では,複数の題材例を提示し,発展

的な学びを促す工夫がされている。（p.156-177） 

・各領域のまとめでは,身に付けたい資質や能力に合わせた振

り返りができるように工夫されている。（p.76,77） 

 

隆◎十分配慮されている。 

・発展させた内容の実習例を提示し,高度な作品の製作がおこ

なえるような配慮がされている。（p.187） 

・「コンピュータの基本操作」では,操作方法の例示が充実し

ており,補充的な学習ができるよう工夫されている。

（p.270-287） 



様式１－２ 

種

目 
技  術 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 教育図書 開隆堂出版 

 

技術－2 

（３）学習を安全に行う上での配慮が

されているか。 

○配慮されている。 

・作業の上の注意が安全マークで提示されている。 

 

○配慮されている。 

・実習の安全について,ハンドブックに提示されている。 

 

 

○配慮されている。 

・実習内容や作業工程にともなう,安全に関する配慮事項が提

示されている。 

３ 

構

成 

・ 

配

列

等 

（１）構成，配列，系統性について配

慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・問題解決に向けた思考力を高めるような工夫がされている。

（p.170,171） 

・各領域のまとめにおいて,「評価・改善・修正」を提示し,

振り返りができるように工夫されている。（p.76,77） 

 

 

○配慮されている。 

・「学ぶ」「見つける」「ふり返る」で構成され,学習の流れを

つかみやすい配慮がされている。 

○配慮されている 

・導入時に社会や生活の中にある技術に気付かせ,学びを深め

るとともに,学習内容を定着させる配慮がされている。 

 

（２）他教科等との関連について配慮

されているか。 

◎十分配慮されている。 

・他教科との関連がある事項はその都度,提示されている。 

（p.24-26,28,30,144,145） 

・「他教科」というマークが設けられており，履修学年や内容

を明確にするとともに，他教科との関連を図りながら学習

を進めていけるように配慮されている。（p.9,20,43,91,92）

 

△配慮が望まれる。 

・他教科との関連を十分に提示されることが望まれる。 

○配慮されている。 

・他教科との関連が単元ごとに提示されている。 

（３）学校の施設・設備の実情につい

て配慮されているか。 

○配慮されている。 

・複数のプログラミング言語を使用した実習例を紹介するこ

とで,学校の施設・設備に合わせた学習が可能となるよう配

慮されている。 

 

○配慮されている。 

・複数のプログラミング言語を提示し,学校の施設・設備に合

わせた学習が可能となるよう配慮されている。 

 

○配慮されている。 

・複数のプログラミング言語を使用した実習例が提示されて

おり,学校の施設・設備に合わせた学習が可能となるよう配

慮されている。 

４ 

上

記

以

外 

の

特

徴

点 

（１）ユニバーサルデザイン化の視点

について配慮されているか。 

○配慮されている。 

・カラーユニバーサルデザインの視点を配慮した編集がされ

ている。 

◎十分配慮されている。 

・フォントが大きく,重要語句を色分けするなどの視覚的な配

慮がされている。 

・領域や章ごとに色分けされ,分かりやすいレイアウトがされ

ている。 

 

○配慮されている。 

・カラーユニバーサルデザインの視点を配慮した編集がされ

ている。 

（２）その他の特徴点は何か。 ・「用語解説」があり,併せてルビがふられている。 

・目次にＱＲコードがあり，動画やシミュレーションなどのコ

ンテンツとのリンクが示されている。 

・別冊として,基礎技能を掲載した資料が付いている。 

・ＱＲコードが設けられており，写真や動画などのコンテンツ

とのリンクが示されている。 

・軽くて丈夫な紙を使用し軽量化を図っている。 

・ＱＲコードが設けられており，動画や追加資料などのコンテ

ンツとのリンクが示されている。 

 



様式１－２ 

種

目 
家  庭 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 教育図書 開隆堂出版 

 

家庭－1 

１ 

内 

容 

（１）学習指導要領に示された目標及

び内容について配慮されている

か。  

Ａ 家族・家庭生活 

 

 

 

Ｂ 衣食住の生活 

 

 

 

 

 

Ｃ 消費生活・環境 

○配慮されている。 

 

 

・幼児の体や心の発達の様子が幼児の写真を用いて分かりや

すく示されている。         

高齢者の体の特徴や関わり方について具体的で分かりやす

く示されている。 

・日本の生活文化に関する資料や写真がふんだんに取り上げ

られている。 

被服実習や調理実習に関して実習例が多く示されている。

「災害への対策」において，減災や通電火災の注意が示され

ている。 

 

・「消費者の権利と責任」について自ら考えられるよう，イラ

ストを使って具体的な場面が取り上げられている。 

 

○配慮されている。 

 

 

・「家庭生活と地域とのかかわりについて知ろう」での地域の

活動例の内容が充実している。 

 

  

・調理の手順が縦の流れで分かりやすくまとめられている。 

  「布をつかって作ってみよう」に布マスクが取り上げられて

いる。 

   家庭内事故の例が見開きで示され，具体的で分かりやすい。

  

 

・消費者トラブルの解決の流れが見開きで示され，自分の生活

を振り返りながら消費行動を考えることができる流れになっ

ている。 

○配慮されている。 

 

 

・ガイダンスでの「生活を見つめる視点」や「学び方」に関

する表記が分かりやすいように配慮されている。 

家庭を支える社会の在り方を考えることのできる多くの資

料や事例が取り入れられている。 

・食習慣に関するグラフが充実している。 

調理実習の実習例に「蒸す」「焼く」「煮る」がアイコン表示

で示されている。 

衣服のはたらきが実際の写真で示されている。 

「災害への備え」でのハザードマップや巻末資料が充実して

いる。 

・消費支出についての具体的な例示が示されている。 

持続可能な社会の構築の視点が，ＳＤＧｓを通して全内容

に関連して示されている。 

 

（２）主体的・対話的で深い学びの実

現に資する学習及び指導ができ

るよう配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・「活動」マークを設定し，生徒が関心をもって主体的に取り

組める活動が提示されており，それぞれの内容が充実して

いる。(p.22,109,162) 

・「考えてみよう」「やってみよう」などで，友達と協働して

比較・検討するための思考ツールが工夫されている。

(p.70,116) 

 

○配慮されている。 

・「話し合ってみよう」「考えてみよう」「やってみよう」など，

実践的・体験的な活動を通して学ぶことができるワークが

掲載されている。 

◎十分配慮されている。 

・学習の目標が見やすく提示されるとともに, 「話し合って

みよう」「やってみよう」「考えてみよう」などの活動を通

して，主体的・対話的で深い学びの実現につなげている。

（p.19,23,43） 

・「生活にいかそう」が，取り組みやすい内容に工夫されてい

る。（p.77,185,233） 

（３）地域の実態に応じる配慮がされ

ているか。 

○配慮されている。 

・食生活や衣生活の学習内容の中に,各地の特産物や料理等を

紹介するページが設けられており,地域の特色について考え

られるようになっている。  

○配慮されている。 

・食生活では各地で採れる食材や郷土料理を取り上げ，地域

の食文化を取り扱っている。 

○配慮されている。 

・食や伝統文化の学習内容の中に，各地の特産物や料理等を

紹介するページが設けられており，地域の特色について考

えられるようになっている。 

  

（４）社会の変化に対応できるよう配

慮されているか。 

○配慮されている。 

・｢プロに聞く｣では，男性の保育士やエシカル消費の専門家

などからのメッセージを紹介し，社会の変化をふまえて学

習できるようにされている。 

○配慮されている。 

・児童虐待など，社会の問題についてグラフを用いて触れら

れている。 

◎十分配慮されている。 

・持続可能な社会について各題材で取り扱い，ＳＤＧｓにつ

いて考えさせるための工夫がされている。(p.64-65,152-

153,262-263) 

・成年年齢に触れ，クレジットカードの扱い方や注意点を分

かりやすく扱っている。（p.238-239,264） 

 

  



様式１－２ 

種

目 
家  庭 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 教育図書 開隆堂出版 

 

家庭－2 

２ 

程 

度 

・ 

選 

択 

・ 

取 

扱 

（１）発達の段階，興味・関心につい

て考慮されているか。
 ○考慮されている。 

・基礎的・基本的な内容について，イラストや図を用いて分

かりやすく説明されている。 

○考慮されている。 

・実物写真や製作過程の図が多く記載され，生徒が関心をも

つよう考慮されている。 

◎十分考慮されている。 

・幼児の手足の大きさや食品の概量などが一目で分かるよう

実物大の写真が充実しており，生活経験の少ない生徒もイ

メージをつかめるよう考慮されている。(p.14-15,88-94) 

・生活の変化に着目した統計データや科学的根拠に基づいた

データが多く用いられ，生徒の学習内容への関心が高まる

ように考慮されている。(p.19,38,75,180) 

（２）補充的な学習，発展的な学習に

ついて配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・「生活の課題と実践」の進め方や実践例が具体的に示されて

おり,充実している。(p.267-277) 

・豆知識「せいかつメモ」では，日本の伝統的な生活や新し

い制度，生活での活用のヒント等の説明があり，生徒の理

解が図られるよう工夫されている。(p.132,166,253) 

△配慮が望まれる。 

・社会への関心や将来への展望に結びつくような内容を充実

させることが望まれる。 

◎十分配慮されている。 

・「先輩からのエール」「生活に生かそう」で里親制度やジェ

ンダー等を取り上げ，これからの家庭生活や社会の在り方

についての新しい視点からも学習が深められるように工夫

されている。(p.24,173) 

・ＬＧＢＴや外国の人びとについて取り上げ，互いに尊重し

共に生きる力を育む工夫がされている。(p.59,281) 

 

（３）学習を安全に行う上での配慮が

されているか。 

◎十分配慮されている。 

・実験の写真やイラストを用いて，実習時の注意を喚起して

いる。(p.55，137) 

・安全や衛生への配慮について巻頭で確認でき，また,「いつ

も確かめよう」や実習例のページで注意を喚起している。

(p.2-3,54-55,125,130) 

 

◎十分配慮されている。 

・実習時の安全や衛生について，活動中のイラストを用いて

注意ポイントを分かりやすく説明している。 

(p.6-7,59,111,115) 

○配慮されている。 

・実習時の安全や衛生について，マークをつけて生徒への注意

を喚起している。 

３ 

構

成 

・ 

配

列

等 

（１）構成，配列，系統性について配

慮されているか。 

○配慮されている。 

・冒頭のガイダンスでは，３年間の学びが分かりやすく提示

されており,「小学校」マークが設定され小学校との関連が

簡潔に箇条書きで示されている。 

○配慮されている。 

・冒頭のガイダンスでは，３年間の学びが分かりやすく提示

されており,「リンク」マークが設定され小学校との関連が

示されている。 

◎十分配慮されている。 

・冒頭のガイダンスでは，３年間の学びが分かりやすく提示

されるとともに，各内容の左上に「小学校での学び」が文

章で詳細に提示され，小学校の内容を踏まえた学習がしや

すいように工夫されている。（p.2-9,18,72） 

・「先輩からエール」として職業人や関連する人々の活動や

考え方を紹介し，将来へのつながりが工夫されている。

（p.66,150,220） 

（２）他教科等との関連について配慮

されているか。 

○配慮されている。 

・「リンク」マークや「他教科」マークを設定し，教科書内の

他の分野や他の教科との関連が示されている。 

○配慮されている。 

・「リンク」マークが設定され，教科書内の他の分野や他の教

科との関連が示されている。 

○配慮されている。 

・「リンク」マークや「他教科・他分野」マークを設定し，教

科書内の他の分野や他の教科との関連が示されている。 

 

（３）学校の施設・設備の実情につい

て配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・蒸し器がない場合の調理方法を図で示している。（p.60） 

・ガスコンロ，電磁調理器，電子レンジの特徴の違いが表に

まとめられ，各学校の設備の実状に合わせられる工夫がさ

れている。（p.61） 

○配慮されている。 

・幼児と接する機会がない場合でも，幼児について理解する

ことのできる学習例を提示している。 

◎十分配慮されている。 

・保育所・幼稚園訪問ができない場合でも，幼児との関わり

方について理解できるように，活動例を写真や文章で詳細

に提示している。（ｐ.48-49） 

・「ミシンを使って縫ってみよう」では，ミシンのコントロ

ーラーが掲載され，各学校の設備の実情に合わせられる工

夫がされている。（p.201） 

  



様式１－２ 

種

目 
家  庭 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 教育図書 開隆堂出版 

 

家庭－3 

４ 

上

記

以

外 

の

特

徴

点 

（１）ユニバーサルデザイン化の視点

について配慮されているか。 

○配慮されている。 

・ユニバーサルデザインフォントを使用し，編ごとに色分け

され，扱いやすくなっている。 

◎十分配慮されている。 

・ユニバーサルフォントを使用し，重要語句を青文字で示す

など見やすい配慮がされるとともに, 図やグラフが大きく

理解しやすくなっている。(p.87,126-127,224) 

・重要な事項が確実に把握できるよう，提示される情報が精

選されている。(p,72-73) 

○配慮されている。 

・ユニバーサルデザインフォントを使用し，本文と図やグラ

フが区切られていて見やすくなっている。 

  

（２）その他の特徴点は何か。 ・衣食住に関わる独特の言い回しや名称が「言葉のページ」に

掲載されている。 

・映像資料のあるページには「Ｄ」マークが付けられ，「Ｄマ

ークコンテンツ一覧」のＱＲコードを利用し，動画が見られ

るようになっている。 

・巻末にシールが付いており，１日分の献立を立てる際にイメ

ージがつかみやすい。 

・ほとんどのページにＱＲコードが付いており，ＩＣＴを用い

た授業を効果的に行えるよう工夫されている。 

・ＱＲコードが設けられており，ＩＣＴを用いた授業を効果的

に行えるよう工夫されている。 

                                            



様式１－２ 

種

目 
英  語 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 開隆堂出版 三省堂 教育出版 光村図書出版 新興出版社啓林館 

 

英語－1 

１ 

内 

容 

（１）学習指導要領に示された目標及

び内容について配慮されている

か。 

①外国語の音声や，語彙，表現，

文法，言語の働きなどを理解

し，実際のコミュニケーション

の中で活用できる技能を身に

付けること 

 

 

②コミュニケーションを行う目

的や場面，状況などに応じて，

表現し，伝え合う力を養うこと 

 

 

 

 

 

③外国語の背景にある文化に対

する理解を深め，主体的にコミ

ュニケーションを図ろうとす

る態度を養うこと 

○配慮されている。 

 

 

・段階的に理解が深まるよ

う「聞く」「話す」「書く」

活動がバランスよく配置

されている。 

  

 

 

・ Mini Activity, Unit 

Activity,Stage Activity

では，目的・場面・状況が

明示され，段階的にそれら

に応じて自分の気持ちや

考えを伝え合う力が育成

できるように配慮されて

いる。 

・日本と外国を比較する題

材が多く設定され，異文化

理解や国際理解を促し，自

分の考えをもたせるよう

な配慮がされている。 

○配慮されている。 

 

 

・各単元の構成が， 

Scenes→Think→Retell→

Interact→英語のしくみ

と自然な流れの中で４技

能５領域をバランスよく

学習できるように配置さ

れている。 

・Interact や Power-Up な

ど,対話活動が身近な生活

体験に基づいて設定され

ており，自己表現しやすい

ように配慮されている。 

 

 

 

・日本や海外の文化につい 

て，幅広い題材を取り上げ，

それぞれの生活文化につい

ての理解が深められるよう

に配慮されている。 

○配慮されている。 

 

 

・会話や語彙の定着を図る

ための付属資料が用意さ

れている。 

 

 

 

 

・Projectでは自己表現をし

たり相手と意見を交換し

たりする言語活動が設定

されており，英語で考えを

伝え合う力を育成するこ

とができるように配慮さ

れている。 

 

・各学年の巻頭特集におい

て世界の言葉，生活様式，

考え方に触れ，ことばや文

化への興味・関心を高める

ように配慮されている。 

○配慮されている。 

 

 

・例文とイラストを用いて

新出の文構造及び文法事

項の学習ができるよう配

慮されている。 

 

 

 

・Think & Try!では，言語の

使用場面と身近な生活体

験に基づいて自己表現で

きる機会が設定されてい

る。 

 

 

 

・世界と日本を比較する題

材が多く使われており，多

様な文化への理解が深め

られるよう配慮されてい

る。 

○配慮されている。 

 

 

・各単元において,関連の

ある文法事項が整理さ

れ,言語の使用場面や働

きについて理解を深める

ことができるように配慮

されている。 

 

・Daily LifeやLet’s Talk

では，コミュニケーション

の目的や場面が示され,即

興で伝え合い,会話を継続

する力を育成することが

できるように配慮されて

いる。 

 

・国際理解や環境問題，平和

などの題材が取り上げら

れており，その背景にある

文化への理解を深めるこ

とができるように配慮さ

れている。 

 

○配慮されている。 

 

 

・単元の構成が分かりやす

く，「聞く」，「話す」，「書

く」，「読む」活動の手順で

設定され，４技能５領域の

言語活動がバランスよく

配置されている。 

 

・各単元のLet’s Talkにお

いて，買い物，電話，道案

内などの場面に応じて，対

話する活動が設定されて

いる。 

 

 

 

・More Information を参考

にして，外国の文化を理解

したり， Word Boxを利用

しながら，自己表現を充実

させたりする配慮がされ

ている。 

（２）主体的・対話的で深い学びの実

現に資する学習及び指導ができ

るよう配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

 ・Previewでは，本文の概要

を把握し，伝え合うこと

で, 自分の考えを深め見

通しをもって学習できる

ように工夫されている。 

（１年p.58 ２年p.8 

３年p.8） 

 ・Stage Activityでは友人

と対話したり，グループで

意見を即興で交換したり

する活動が設定され，自分

の考えを深めたり，広げた

りすることができるよう

に工夫されている。 

（１年p.54 ２年p.48, 

３年p.48） 

◎十分配慮されている。 

 ・各単元末の Retell と

Interactでは，生徒が学習

した語句や表現の中から，

適切なものを選びながら，

自分の考えや気持ちなどを

伝え合う活動が設定されて

いる。 

（１年 p.109,110  ２年

p.13,14 ３年p.13,14）

・Our Projectでは，情報交

換をする場面が多く設定さ

れており，コミュニケーシ

ョン活動に主体的・協働的

に取り組めるような配慮が

されている。 

（１年p.47 ２年p.39 

３年p.39） 

○配慮されている。 

・Work in Classでは，自分

の考えを整理し，クラスや

グループで協力する内容

が組み込まれ，互いの意見

を伝え合う活動が設定さ

れている。 

 

△配慮が望まれる。 

・生徒相互の情報交換の場

面が少なく，コミュニケー

ション活動に主体的に取

り組めるような場面を増

やす配慮が望まれる。 

 

○配慮されている。 

・帯教材として絵の描写を

したり，既習のストーリー

の内容を説明したりする

Story Retellingがあり，

即興で話す力をつけるこ

とができるように工夫さ

れている。 

 

△配慮が望まれる。 

 ・Projectでは，自己表現活

動は多く設定されている

が，相手を意識した場面を

増やす配慮が望まれる。 



様式１－２ 

種

目 
英  語 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 開隆堂出版 三省堂 教育出版 光村図書出版 新興出版社啓林館 

 

英語－2 

２ 

程 

度 

・ 

選 

択 

・ 

取 

扱 

（１）発達の段階，興味・関心につい

て考慮されているか。 

◎十分考慮されている。 

・小中の連携のために，小学

校の単語が提示され，各学

年とも語数や活動量を段

階的に増加させるなど，生

徒の発達段階に合わせた

配慮が見られる。 

（１年p.12 ２年p.9 

３年p.9） 

・多様な題材が取り上げられ

ており，生徒の異文化理解

に対する興味・関心が高ま

るような工夫がされてい

る。 

◎十分考慮されている。 

・Scenesでは，内容が漫画で

示されており，言語の使用

場面がより明確になってい

る。また，１つの単元の言語

材料が系統ごとに１ページ

にまとまっているので，内

容が整理しやすくなってい

る。 

（１年p.23 ２年p.8 

３年p.8） 

・Thinkでは，身近な話題が

使われており，生徒の興

味・関心が高まるように配

慮されている。 

（１年p.24 ２年p.10 

３年p.10） 

 

○考慮されている。 

・写真や絵を多く使用したレ

イアウトで，生徒の興味・

関心を引くだけでなく，理

解を助けるように配慮され

ている。 

 

◎十分考慮されている。 

・身近な生活に即したコミ

ュニケーション活動を重

視し，生徒の興味・関心が

高まるように配慮されて

いる。 

(１年p.12 ２年p.45， 

３年p.76) 

・付属のマスキングシート

やHow to study などの活

用により，主体的な学習を

促す工夫がされている。 

(１年p.50 ２年p.30， 

３年p.68) 

◎十分考慮されている。 

・生徒にとって生活に身近

な場面が設定されており，

興味・関心を高めるよう配

慮されている。 

 (１年p.28，29， 

２年p.75 ３年p.75) 

・各単元に生徒の関心・意欲

を高める活動が数多く設

定され工夫されている。 

(１年p.36 ２年p.114，

115 ３年p.82,83) 

○考慮されている。 

・Read & Thinkでは，生徒

になじみのある話題が使

われており生徒の興味・関

心に配慮されている。 

 

 

（２）補充的な学習，発展的な学習に

ついて配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・補充的な学習として，単元

ごとにある Grammar for 

Communicationで，豊富な

例文や図解を用いて文法

の概念を分かりやすく理

解させる工夫がされてい

る。（１年p.26 ２年p.18

３年p.30） 

・発展的な学習として，

Stage Activity が設定さ

れ，単元で学習したことを

活用して４技能５領域の

統合的な活動を行うよう

に配慮されている。 

◎十分配慮されている。 

・各単元の「英語のしくみ」

に基本的事項がまとめら

れており，学習内容の定着

が図れるよう配慮されて

いる。（１年 p.27 ２年

p.15 

３年p.15） 

・Our Projectでは，発展的

   な学習として，自己表現が

できるよう工夫されてい

る。（１年p.47 ２年p.39

３年p.39） 

◎十分配慮されている。 

・USE，Take Action にて４

技能５領域の活動がそれ

ぞれ設定され，Projectに

てそれらの技能を統合的

に育成するように工夫さ

れている。 

（１年p.66,74－79 

２年p.28,56－61 

３年p.24－29,32） 

・巻末付録に基本文のまとめ

や身の回りの単語，動詞・

形容詞の活用が分かりやす

く掲載されており，様々な

活動において活用すること

ができる。 

（１年付録p.7－17， 

２年付録p.13－24 

３年付録p.11－21） 

 

○配慮されている。 

・Projectでは，複数の領域

を統合的に関連づけた言

語活動を行えるように配

慮されている。 

 

◎十分配慮されている。 

・発展的な学習として各単

元にあるGoalや複数の単

元を統合したYou Can Do 

It!が設定され，学習した

ことを活用して，創作した

り，考えを発表したりでき

るように配慮されている。

 (１年p.56,60  

２年p.102,103,126,127,

３年p.108－111) 

・Let’s Talk!や Active 

Wordsなどが設けられ，補

助的な学習ができるよう

に工夫されている。 

 (１年付録p.145－150， 

２年付録p.137－142， 

３年付録p.121－127) 

○配慮されている。 

・各活動に Practice が設定

されており，学習内容の定

着が図れるように配慮さ

れている。 

 

  



様式１－２ 

種

目 
英  語 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 開隆堂出版 三省堂 教育出版 光村図書出版 新興出版社啓林館 

 

英語－3 

３ 

構

成 

・ 

配

列

等 

（１）構成，配列，系統性について配

慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・見通しをもって学習に取

り組めるよう単元ごとの

目標が明確に示され，

Preview から Unit Activityま

で段階的に学習できるよ

うに配慮されている。 

（１年p.63 ２年p.16  

３年p.16） 

 ・巻末のCAN-DOリストに３

年間の目標が提示されて

おり，系統的に学習できる

ように工夫されている。 

○配慮されている。 

・Scenes では新出の言語材

料が系統ごとに一目で見

やすいように工夫されて

いる。 

 

○配慮されている。 

・複数の領域を統合的に関

連づけた活動を行う

Projectにおいて，見通し

をもって段階的に学習に

取り組めるように工夫さ

れている。 

 

○配慮されている。 

・各単元の最初には，学習内

容の目標が明示されてい

る。また，終わりに学習内

容のふりかえりが設けら

れており，学んだことを確

認できるように配慮され

ている。 

 

◎十分配慮されている。 

・各単元の最初に学習の流

れが示されており，目標達

成までの学習過程が分か

るように工夫されている。

 (１年p.48,49， 

２年p.9 ３年p.9) 

・各単元でどのようなこと

ができればよいのかが明

示されており，３年間を見

通して指導できるように

工夫されている。 

 (１年p.174,175 

２年p.174,175  

３年p.174,175) 

◎十分配慮されている。 

 ・各単元の話題に一貫性

があり，同じテーマについ

て，多角的に考えられるよ

うに工夫されている。 

（１年p.22 ２年p.7 

３年p.7） 

・一単位時間の構成が定型

化され，教師や生徒にとっ

て分かりやすいように工夫

されている。 

（２）他教科等との関連について配慮

されているか。 

◎十分配慮されている。 

 ・１年の物語（p.123），２

年の食品表示（p.19），情

報技術（p.47），３年の俳

句（p.19），食物連鎖

（p.33），投票（p.68）

等，全学年バランスよく

他教科と関連する題材が

取り上げられ，教科名が

明記されている。 

 

○配慮されている。 

・１年の物語，２年の物語，

３年の環境問題，人権など

他教科と関連する題材が

取り上げられている。 

◎十分配慮されている。 

・１年の車いすバスケット

（p.113），２年の文学

（p.6），自然科学（p.44），

落語（p.105），３年の音楽

（p.6），公民権運動（p.69）

等，学年に応じた題材が取

り上げられている。 

◎十分配慮されている。 

・１年の環境問題(p.111)，

２年の動物の生態(p.42)，

３年のディスカッション

(p.69)等，他教科と連携し

て学習できる内容が多く

取り入れられている。 

○配慮されている。 

・１年の異文化理解，２年の

美術，３年の平和等，他教

科につながる題材を通し

て，広い視野で思考するこ

とができるように配慮さ

れている。 

○配慮されている。 

・１年の物語，２年の動物の

生態，落語，３年の平和，

みんなにやさしい社会な

ど他教科と関連する題材

が取り上げられている。 

４ 

上

記

以

外 

の

特

徴

点 

（１）ユニバーサルデザイン化の視点

について配慮されているか。 

○配慮されている。 

・A4判で大きく，見やすい。

ユニバーサル書体を採用

し，カラーユニバーサルデ

ザインに配慮されている。

 

○配慮されている。 

・カラーユニバーサルデザ

インを採用し，生徒の理解

を助けるために写真やイ

ラストが多用されている。

 

○配慮されている。 

・ユニバーサルデザイン書

体を採用し，カラーユニバ

ーサルデザインに配慮さ

れている。 

 

○配慮されている。 

・ユニバーサルデザインフ

ォントを採用し，カラーユ

ニバーサルデザインに配

慮されている。 

 

○配慮されている。 

・ユニバーサルデザイン書

体を採用し，カラーユニバ

ーサルデザインに配慮さ

れている。 

 

○配慮されている。 

・ユニバーサルデザインフ

ォントを用い，各単元の色

使いや対話活動の文字の大

きさ・太さが工夫されてい

る。 

 

（２）その他の特徴点は何か。 ・小中の接続のために，資料編

に小学校の単語が掲載され

ている。 

・QRコードが設定されている。

・QR コードが設定されてい

る。 

・Drillにイラストが提示され

ている。 

・QRコードが設定されている。

・QRコードが設定されている。

・行間や余白が広くとられて

おり，学習者にとって見やす

く工夫されている。 

・QRコードが設定されている。 ・QRコードが設定されている。

 



様式１－２ 

種

目 
道  徳 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 教育出版 光村図書出版 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－1 

１ 

内 

容 

（１）学習指導要領に示された目標及

び内容について配慮されている

か。 

Ａ 主として自分自身に関する

こと 

Ｂ 主として人との関わりに関

すること 

Ｃ 主として集団や社会との関

わりに関すること 

Ｄ 主として生命や自然，崇高な

ものとの関わりに関すること 

 

○配慮されている。 

・学習指導要領の趣旨

に即し，４つの視点

の内容項目の取扱い

について配慮されて

いる。 

〇配慮されている。 

 ・学習指導要領の趣旨

に即し，４つの視点

の内容項目の取扱い

について配慮されて

いる。 

〇配慮されている。 

 ・学習指導要領の趣旨

に即し，４つの視点

の内容項目の取扱い

について配慮されて

いる。 

〇配慮されている。 

 ・学習指導要領の趣旨

に即し，４つの視点

の内容項目の取扱い

について配慮されて

いる。 

○配慮されている。 

・学習指導要領の趣旨

に即し，４つの視点

の内容項目の取扱い

について配慮されて

いる。 

〇配慮されている。 

 ・学習指導要領の趣旨

に即し，４つの視点

の内容項目の取扱い

について配慮されて

いる。 

〇配慮されている。 

 ・学習指導要領の趣旨

に即し，４つの視点

の内容項目の取扱い

について配慮されて

いる。 

（２）主体的・対話的で深い学びの実

現に資する学習及び指導ができ

るよう配慮されているか。 

○配慮されている。 

・「考えよう」と「自分

を見つめよう」とい

う段階的な発問によ

り，考えを深めるこ

とができるよう配慮

されている。 

○配慮されている。   

・「学びの道しるべ」に

おいて生徒が主体的

に考える手だてが示

されている。 

◎十分配慮されている 

・各教材の「考えよう」

ではめあてが示さ

れ，生徒が主体的に

考えられるよう工夫

されている。 

・「見方を変えて」の発

問により，自分のこ

ととして考えたり，

立場を変えて考えた

りすることで，多面

的・多角的な考え方

ができるよう工夫さ

れているとともに，

「つなげよう」の問

いが示され，学んだ

ことをもとに考えを

更に深められるよう

配慮されている。 

 (１年p.4) 

○配慮されている。 

 ・話合いに適した資料

が多く，更に考えを

掘り下げることがで

きるよう，「自分に

＋」や「学習の進め

方」「学習を進めるヒ

ント」が示されてい

る。 

○配慮されている。 

・主体的，対話的で深い

学びが実現できるよ

う，「深めよう」や「ク

ローズアップ」のペ

ージが設定されてい

る。 

〇配慮されている。 

 ・教材末の「考える・話

し合う」により，主体

的・対話的で深い学

びを促すよう工夫さ

れている。 

○配慮されている。 

 ・教材末に「考え，話し

合ってみよう そし

て，深めよう」が設定

されている。 

  



様式１－２ 

種

目 
道  徳 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 教育出版 光村図書出版 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－2 

 （３）多様な題材を教材とすることに

ついて配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・オリンピック・パラリ

ンピック教育やキャ

リア教育，スマート

フォンによるトラブ

ルなどの現代的な課

題が多様に取り上げ

られている。 

(１年p.120-123 

２年p.80-83 

３年p.91-94) 

・実話を題材とした教

材や生徒作文など，

心を揺さぶる教材が

設定されている。 

(１年p.48-54  

２年p.40-43  

３年p.58-61) 

◎十分配慮されている。 

・食品ロス，性の問題

（ＬＧＢＴ），情報モ

ラルといった現代的

な課題に係る題材

が，多様に取り上げ

られている。 

(１年p.30-33  

２年p.22-25  

３年p.22-23) 

・先人の生き方を題材

とする教材が充実し

ている。 

(１年p.162-167  

２年p.36-43  

３年p.116-123) 

◎十分配慮されている。 

 ・絵本や新聞記事など

が取り上げられてお

り，生徒が身近に感

じたり共感したり

し，様々な視点で学

ぶことができるよう

配慮されている。 

(１年p.80-81 

２年p.145-149 

３年p.70-71) 

 ・古くから読み継がれ，

生徒の心を揺さぶる

教材が数多く設定さ

れ，充実している。

(１年p.60-64  

２年p.65-68  

３年p.100-103) 

◎十分配慮されている。 

・長く活用されている

定番教材から，話題

となったｉｐｓ細胞

やオリンピック・パ

ラリンピックなどの

現代的な話題まで，

幅広い題材が取り入

れられている。(１年

p.164-171 ２年p.6-

9 ３年p.140-143) 

・時代や国を超えた

様々な人物の活躍を

題材とした教材や，

生徒作文など，生徒

の視野を広げ，心を

揺さぶる教材が充実

している。 

(１年 p.110-113  

３年p.10-13) 

◎十分配慮されている。 

 ・キャリア教育，環境教

育，情報モラル，防災

教育，福祉教育など

の現代的な課題と関

連を図った教材が多

様に取り上げられて

おり，充実している。

(１年p.24-27  

２年p.44-49  

３年p.42-45) 

◎十分配慮されている。 

 ・情報モラルやいじめ，

ドナーなどの現代的

な課題が取り上げら

れている。 

(１年p.111-115  

２年p.40-41  

３年p.88-90) 

 ・実話や名作などの多

様な題材が取り入れ

られている。 

  (１年p.80-85  

２年p.122-127  

３年p.96-101) 

◎十分配慮されている。 

 ・先人の生き方や伝統

と文化，生命の尊重，

いじめ問題の他，性

の問題(ＬＧＢＴ)や

障がい者への差別な

どの現代的な課題が

豊富に取り上げられ

ている。 

(１年p.104-107  

２年p.64-67  

３年p.88-91) 

２ 

程 

度 

・ 

選 

択 

・ 

取 

扱 

（１）発達の段階，興味・関心につい

て考慮されているか。 

◎十分考慮されている。 

・イラストや漫画など，

親しみやすい形式を

教材に取り入れ，関

心を高められるよう

考慮されている。 

(１年p.21-32  

２年p.23-33  

３年p.19-30) 

・写真や新聞記事，スポ

ーツ選手，知名度の

高い人物などを取り

上げ，興味・関心をも

って授業に取り組め

るよう工夫されてい

る。 

(１年p.134-135  

２年p.14-17  

３年p.171-174) 

◎十分考慮されている。

・教材の文章量が適切

であるとともに，漫

画や絵本が取り入れ

られており，内容を

理解しやすいよう考

慮されている。 

(１年p.48-53  

２年p.92-97  

３年p.48-49) 

・身近なスポーツ選手

や実在の人物を教材

に取り上げ，生徒の

興味・関心を高める

よう工夫されてい

る。 

(１年p.68-71  

２年p.160-164  

３年p.76-79) 

◎十分考慮されている。 

 ・各学年最後の教材に

おける「考えよう」に

より，１年間，または

中学校３年間の学び

を振り返ることで，

道徳科の学習への関

心が高まるよう工夫

されている。 

(１年p.160  

２年p.164  

３年p.162) 

 ・写真や漫画を教材に

組み込み，興味・関心

を高めているととも

に，親しみのある小

学校の教材を取り扱

うことにより，自己

の成長を感じ取れる

よう工夫されてい

る。(１年 p.174-176

２年p.178-183  

３年p.175-178) 

○考慮されている。 

・教材の中に，生徒が憧

れや親しみを感じる

ことのできる著名な

人物が取り上げられ

ている。 

○考慮されている。 

 ・活躍するスポーツ選

手を題材とした教材

や，漫画による教材

が取り入れられてい

る。 

△考慮が望まれる。 

 ・読み物教材に偏りが

ちになっているた

め，生徒の興味・関心

を高められるよう，

多様な形式を教材に

取り入れることが望

まれる。 

○考慮されている。 

 ・生徒が身近に感じる

ことのできる著名な

人物が教材に取り入

れられている。 



様式１－２ 

種

目 
道  徳 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 教育出版 光村図書出版 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－3 

（２）問題解決的な学習や道徳的行為

に関する体験的な学習の取扱い

について配慮されているか。 

◎十分配慮されている。 

・提示された状況から

問題を発見し，どの

ように判断し行動す

べきかについて，考

え，話し合う教材が

設定されている。 

（１年p.86-87） 

・「アクション」のコー

ナーにより，グルー

プエンカウンターや

役割演技などの体験

的な学習が設定され

ている。 

(１年p.104-105  

２年p.84-85  

３年p.100-101) 

○配慮されている。   

・「やってみよう」のコ

ーナーにより，役割

演技や動作化などの

体験的な学習が設定

されている。 

◎十分配慮されている。 

 ・「深めたいむ」のコー

ナーにより，問題解

決的な手法，話合い

活動の手法を取り入

れた学習活動が設定

されている。 

(１年p.34-35  

２年p.37-38  

３年p.36-37) 

 ・「広げよう」により，

道徳的行為に関する

体験的な学習を取り

入れるよう工夫され

ている。 

(１年p.28-29  

２年p.26-27  

３年p.30-31) 

◎十分配慮されている。 

・「学習の進め方」のペ

ージが設定され，問

題解決的な学習の手

法による活動が示さ

れている。 

(１年p.26-27  

２年p.37 

 ３年p.18-19) 

・「プラットホーム」で

は，いじめや安全な

生活，情報モラルな

どに関する具体的な

場面と，解決に向け

た考え方や行動が紹

介されている。 

(１年p.42-43  

２年p.38-39  

３年p.34-35） 

 

○配慮されている。 

 ・問題解決的な学習の

手法や，役割演技な

どの体験的な学習の

手法を取り入れた教

材が設定されてい

る。 

○配慮されている。 

 ・道徳的価値に関する

モラルスキルトレー

ニングが全学年で取

り入れられている。 

○配慮されている。 

・具体的な問題場面が

提示され，どのよう

に行動すべきかを考

え，話し合う教材が

設定されている。 

３ 

構

成 

・ 

配

列

等 

（１）構成，配列，系統性について配

慮されているか。 

〇配慮されている。 

・「いじめのない世界

へ」や「いのちを考え

る」の内容では，ユニ

ットが組まれてい

る。 

○配慮されている。   

・いじめや差別のない

社会について考える

教材や，生命の尊さ

について考える教材

では，ユニットが組

まれている。 

◎十分配慮されている。 

 ・中学校３年間の系統

性を考慮した上で，

各学年に応じた「３

つのシーズン」が設

定され，教材が配列

されている。 

（１年p.2-3  

２年p.2-3  

３年p.2-3） 

 ・関連性の高い内容項

目が有機的に結びつ

くよう，ユニット学

習が設定されてい

る。 

(１年p.30-40 

２年p.108-120  

３年p.42-58) 

 

○配慮されている。 

 ・「いじめと向き合う」

や「よりよい社会と

私たち」の内容では，

ユニットが組まれて

いる。 

◎十分配慮されている。 

 ・「命の教育」を重点テ

ーマとし，「生命の尊

さ」の内容項目の教

材が各学年３つずつ

設定されている。 

(１年p.16-19  

２年p.66-69  

３年p.26-29) 

 ・キャリア教育とＳＤ

Ｇｓについて，ユニ

ット学習として構成

されている。 

(１年p.74-85  

２年p.50-61 

３年p.162-173) 

○配慮されている。 

・教材と合わせて活用

できる資料ページで

ある，「ｔｈｉｎｋｉ

ｎｇ」が設定されて

いる。 

△配慮が望まれる。 

 ・教材が内容項目ごと

に配列されているた

め，学校生活の状況

や生徒の実態に配慮

し，配列を工夫する

ことが望まれる。 

(巻頭目次) 

  



様式１－２ 

種

目 
道  徳 区    分 中  学  校 １年，２年，３年 

大

観

点 

小観点 
調   査   の   結   果 

東京書籍 教育出版 光村図書出版 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－4 

 （２）他教科等との関連について配慮

されているか。 

◎十分配慮されている。 

・各教科等との関連を

生かして道徳性の育

成を図ることのでき

る教材が設定されて

いるとともに,関連

する教科が教材冒頭

に明記されている。 

・「プラス」のコーナー

が設定され,各教科

に関連する内容を深

められるよう配慮さ

れている。 

(１年p.115  

２年p.106-107  

３年p.94) 

○配慮されている。 

・他教科や学校行事と

関連を図った教材が

設定されている。 

◎十分配慮されている。 

 ・他教科や特別活動に

おける学習と関連を

図った教材が豊富に

取り入れられている

とともに，「つなげよ

う」に，生徒に関連を

意識させる呼び掛け

が示されている。 

(１年p.116  

２年p.72  

３年p.76) 

 ・各教材と他教科等と

の関わりが巻末に一

覧表で示されてい

る。 

(１年ｐ.184  

２年p.192  

３年p.192) 

 

○配慮されている。 

 ・他教科や学校行事と

関連を図った教材が

設定されている。 

◎十分配慮されている。 

 ・各教科等との関連を

生かして道徳性の育

成を図ることのでき

る教材や学習活動

が，十分に取り上げ

られている。 

(１年p.128-131  

２年p.22-24  

３年p.164-168) 

◎十分配慮されている。 

 ・他教科等との関連が

巻末の一覧表に明示

されている。 

(１年p.180 

２年p.164 

３年p.160) 

 ・巻末の特集として，日

常生活等と関連した

トピックが設定され

ている。 

（１年p.174-179 

２年p.158-159 

３年p.154-163） 

○配慮されている。 

 ・他教科等との関連に

配慮した教材が設定

されている。 

４ 

上

記

以

外 

の

特

徴

点 

（１）ユニバーサルデザイン化の視点

について配慮されているか。 

○配慮されている。 

・統一されたフォント

や色彩，色と形で識

別しやすいマークが

使用されている。 

○配慮されている。 

・文字の形が読み取り

やすいフォントや，

判別しやすい色が使

用されている。 

○配慮されている。 

 ・文字の形が読み取り

やすいフォントや，

形と色で識別できる

マークが使用されて

いる。 

 

○配慮されている。 

 ・中学校で学習するす

べての漢字に振り仮

名が付けられてい

る。 

○配慮されている。 

 ・各教材の見出しが，道

徳科の視点に応じて

色分けされている。 

○配慮されている。 

 ・読み取りやすいフォ

ントが使用されると

ともに，色彩を抑え

ることにより，文字

が強調されている。 

○配慮されている。 

 ・教材や資料に応じた

フォントが使用され

ている。 

（２）その他の特徴点は何か。 ・「Ｄ」マークのある教材

では，裏表紙に掲載さ

れたＱＲコードから，

関連した動画や情報を

見ることができるよう

になっている。 

・「まなびリンク」マーク

のある教材では，目次

に掲載されたＱＲコー

ドから関連するウェブ

サイトへアクセスでき

るようになっている。 

・ＱＲコードが掲載され

た教材では，教材の朗

読や関連するウェブサ

イトにアクセスするこ

とができるようになっ

ている。 

・マークが付けられた教

材では，目次に掲載さ

れたＱＲコードから，

関連する写真や情報を

見ることができるよう

になっている。 
・別冊として道徳ノート

が付いている。 

・「ＱＲ」マークが示され

た教材では，目次に掲

載されたＱＲコードか

ら，関連する動画や写

真を見ることができる

ようになっている。 

・「インターネット」と示

された教材では，目次

に掲載されたＱＲコー

ドから，関連する画像

やウェブサイトへアク

セスできるようになっ

ている。 
・別冊として道徳ノート

が付いている。 
 

 

 


