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国語 Ｎ０．1

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

　Ａ

○「本編」「基礎編」「資
料編」の三部で構成されて
いる。「基礎編」で学びを
支えるもととなる言葉の力
を鍛え、「資料編」で学び
を深化・発展出来るような
資料が掲載されている。
○「読む」領域の末に示さ
れている「てびき」を活用
することによって、目標に
迫ったり理解を深めたり出
来るようになっている。(1
年 P,104 2年 P,22等）

○「話す・聞く」や「書
く」などの表現活動におい
ては、途中段階や完成例な
どが具体的に示されてお
り、見通しをもった自発的
な活動になるように配慮し
ている。
○文学作品は名作（3年
P,171～）から現代の作家
による作品（3年 P,37～)
まで幅広く掲載されてい
る。また、説明文では読み
取りや読み比べを（2年
P,90～)積極的に取り入れ
ている。

○身近な場面を漫画で描い
た「学びの扉」があり、自
ら課題に気付くことが出来
るように工夫している。
○課題を簡潔な「問いか
け」として示しており、意
識しながら取り組むための
意欲付けとなっている。
○オリジナルキャラクター
や学びの扉での漫画の活用
により主体的な学びを導く
ように工夫されている。

○「読書案内」（1年
P,287～等)や「読書活動」
の充実が図られるなど、全
ての学習の基盤ともなる読
書が重視されている。
○文章と図表を結びつけて
読むことを通して生徒の
「読む力」を育成する工夫
がされている。(2年 P,55
～）

○他教科の学習内容と関連
している教材に、教科関連
マークがついている。（1
年 P,172等)
○「広がる言葉」と資料編
「言葉を広げよう」(1年
P,328～)で1555の語彙を示
しており、幅広い言葉(類
語)を知るための助けと
なっている。

○1年生最初の教材は文字
や行間を大きくしてある。
(1年 P,14　P,222）　○デ
ジタルコンテンツを、家庭
での自主学習にも利用でき
る。(Dマーク付き)（1年
P,130）
○各学年の巻頭に国語を学
ぶ意義を伝えるメッセージ
が掲載されてあり、揺るが
ない理念を感じることがで
きる。

○各教材で身につけたい能
力が「言葉の力」で示され
ていることで、生徒にとっ
てはわかりやすく、興味を
持って授業に参加しやすく
なっている。また、問題解
決的な活動（1年 P,193）
も多く、対話を通して学び
が深まるように工夫されて
いる。
○表紙がどの学年も美し
く、また各教材の挿絵も落
ち着いた色合いでまとめて
いる。

　F

○「本編」と「資料編」の
二部構成となっている。
「本編」では各学年の系統
性を明確にするため、同じ
時期に同じ領域の学習が出
来るようにしている。
○「読む」教材の終わりに
配置してある「学びの道し
るべ」（1年 P,50等）に
は、学習課題がわかりやす
く示されている。

○「読む」領域では、「読
み方を学ぼう」（1年P,104
等）というコーナーを効果
的に配置し、三年間で22種
類のスキルが身につけられ
るように配慮している。
○「グループディスカッ
ション系列」（2年 P,34
等）や「レポート系列」と
いったように、話すこと・
聞くことや書くことにおい
ても、学年を追って系統的
に学べるように工夫してい
る。

○「歌の言葉」には「ゆ
ず」や「AKB48」など若い
世代に人気のある歌手の作
品が載っている。（1年
P,224　2年 P,226）
○古典の資料には写真や絵
が多く載せられている。ま
た挿絵も色鮮やかでイメー
ジがわきやすく、興味・関
心につながっている。（2
年　P,125)

○「ブックトーク」「ビブ
リオバトル」「ブッククラ
ブ」(3年 P,179）など、さ
まざまな読書活動が用意さ
れている。
○3年古典教材「能・狂
言」(3年 P,270）は、県の
伝統芸能である神楽に通じ
る。

○各学年の第一単元に「グ
ループディスカッション」
を位置づけ、習得した話し
合いのスキル他教科や日常
生活に生かされるように考
えられている。（1年
P,30）
○各学年に日本語と英語と
の比較を通して言葉の特徴
などについて考えるコー
ナーが設けられている。
（2年 P,237）

○教材末の二次元コードか
ら「読み方を学ぼう」を活
用した図解例が見られるよ
うになっている。（2年
P,255）

○文章を深く読み、味わっ
たり内容を正確に読み取っ
たりするための方法を「読
み方を学ぼう」というコー
ナー（2年 P,96）で図解を
用いてわかりやすく示し、
「読み」のスキルアップに
つなげている。
○系統立てて学べるような
工夫が随所にみられ、三年
間を見通した学習が計画さ
れている。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）

1



国語 Ｎ０．2

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

　G

○「学びナビ」（3年
P,16）で見通しを持たせ、
「みちしるべ」で学びを深
め、「振り返り」（3年
P,28）が出来るようになっ
ている。
○1年「プロローグ」（1年
P,78～）から3年「エピ
ローグ」（3年 P,226）ま
で、全学年で学びの問いが
展開されている。

○1年「桜蝶」（1年 P,18
～）(同一のストーリーを
異なる語りで表現する)の
ように、特に文学作品にお
いて新しい試みによる魅力
的な作品が多い。
○説明文についても「AIは
哲学できるか」（3年 P,74
～)など、現代社会の問題
に触れる作品が掲載されて
いる。

○東京2020オリンピック・
パラリンピックに関する話
題を取り上げた、今ならで
はの教材を掲載し、生徒た
ちが興味・関心をもって学
べるように工夫している。
（2年 P,72、3年 P,74）

○全学年に図書館やイン
ターネットの活用などに関
する教材を配置している。
（2年 P,78）
○「広がる本の世界」に
は、単元に示したテーマな
どに関する図書が数多く紹
介されている。
（2年 P,42）

○巻末教材「言葉の自習
室」に、文学史年表や原稿
用紙の使い方など、他教科
でも役立つ資料が掲載され
ている。
○他教科に関連するテーマ
が多く取り上げられており
(2年 P,207)、幅広い学び
に繋がることが期待され
る。

○各学年に「学びのチャレ
ンジ」として読解力・表現
力を育てる問題が掲載して
ある。（2年 P,211）
○生徒の自学に役立つ資料
が「学びリンク」（各学年
P,12）（として、ホーム
ページから利用できる。

○本文の前に「学びナビ」
があり、着目点をあらかじ
め理解した上で内容に入る
ことが出来るため、見通し
をもって取り組みやすい。
○全学年、各領域でSDGｓ
を取り入れた課題が設定さ
れており（3年 P,220）、
多様な価値観を理解する
きっかけとなる。

　I

○各教材のねらいが明確
で、基礎・基本的な内容
が、系統的・段階的に位置
づけられている。（1年
P,28）
○学習活動を通して「言葉
による見方・考え方」を育
成できるよう、年間8系列
のテーマで教材を配置して
いる。

○各教材末の「学習」に学
習過程が明示してあり、身
につける力の焦点化が図ら
れている。（1年 P,50～)
○文学作品にも、説明文に
も名作(3年 P,98）から現
代の作家（1年 P,22）まで
の作品が幅広く掲載されて
おり、おもしろい教材が多
い。また、比較して読むこ
とが出来る教材が複数用意
されている。

○「最後の晩餐」(2年171
～174)に関連する絵画を折
り込みページで大きく掲載
するなど、資料や写真が効
果的に配置されていて、興
味・関心をもって読み進め
ることが出来るよう工夫さ
れている。

○作品の一部を紹介して続
きを読むように促す「味見
読書」的な教材があるな
ど、図書の紹介がさらに充
実した。（2年 P,84）
○三年間を通して「聞き上
手になろう」（1年P,116、
2年 P,112等）の系列が新
設されており、質問力を鍛
えることで、対話的な学び
の基礎を身につけることが
出来るように工夫してい
る。

○「思考のレッスン」「情
報整理のレッスン」（2年
P,264）において、文章に
おける情報の扱い方等がわ
かりやすく解説してあり、
実践に生かせる力ががつく
よう工夫されている。
○各学年の最後に「学習を
振り返ろう」（2年P,258）
を設け、身につけた力が他
教科や日常生活に生かして
いけるように配慮してあ
る。

○二次元コードには、多彩
な学習コンテンツが収録さ
れており、自学につなが
る。（3年 P,150）

○巻頭に折り込み教材とし
て「思考の地図」が示さ
れ、いつでも使える思考の
手ががりとして、さまざま
な思考ツールが紹介されて
いる。
○「学習の窓」（1年
P,219）で読みのポイント
が図解しながら解説されて
いてわかりやすい。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）

2



書写 Ｎ０．１

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

　Ａ

○全学年合算
・主な毛筆教材は、1・2年
が各5教材、3年１教材(折
り込みの書き初めの手本、
各学年1点ずつを含む)
・硬筆は各学年に古典を1
教材ずつ配置。

○文字を美しく書くための
知識・技能を「書写のか
ぎ」と名付けて一単元に一
つ配置しており、目標から
振り返りまでの学習事項が
明確で、ねらいに迫りやす
い。(ｐ34，35)
○特に振り返りにおいては
「振り返って話そう」とい
う対話的な学びが取り入れ
られている。（P,47)

○さまざまな世界で活躍す
る方々への「仕事の中の手
書き文字」についてのイン
タビューや「高校生の活
躍」の紹介が載せてあり、
書写で学んだことが将来ど
のように生かされるかのイ
メージを具体的にもたせる
ことで、書写への興味・関
心を高めている。(P,84，
95)

○「文字のいずみ」で、因
州和紙(鳥取)石州和紙(島
根)などを取り上げ、郷土
の伝統工芸ならびに、その
他の地域の伝統工芸にも関
心が持てるように工夫され
ている。(P,40)
○「本のポップを書こう」
や「本の感想カード」を書
くなど、さまざまな読書活
動に生かせる内容が取り上
げられている。(P,64，82)

○「教科関連マーク」をつ
けることによって、他教科
に関連する内容が示されて
おり、書写での学びを他教
科に広げることを意識付け
ている。(P,42，45)
○「年賀状の書き方」
(P,42)や「手紙の書き方」
(P,26)など日常生活ですぐ
に役立つ情報が掲載されて
いる。

○巻末に「書写活用ブッ
ク」が配置されており、さ
まざまな場面での活用が期
待できる。
○インターネットを使って
学習に役立つ動画や資料を
活用することができる。
(P,14)

○「書写のかぎ」(P,20)で
明確化された学習事項に
沿って学んでいくことで、
系統的に言葉の知識や技能
を学べるように工夫してあ
る。
○色の使い方や、写真、挿
絵などの効果的配置によっ
て、わかりやすく学びやす
い内容になっている。

  Ｆ

○全学年合算
・主な毛筆教材は1年6教
材、2年4教材、3年1教材。
(折り込みの書き初めの手
本、各学年1点ずつを含む)
○毛筆の後にさまざまなタ
イプの書き込み型の硬筆教
材が配置されている。
（P,38～44）

○各教材を見開きで構成
し、全ての教材に学習目標
と振り返りが設置されてい
る。（P,52,53)
○「書き方を学ぼう」で、
どのように書けばよいかの
書き方のポイントが具体的
にわかりやすく書いてあ
る。(P,38)

○「自分の文字を書き残そ
う」で1年時の文字と3年終
わりの文字を比べることが
でき、三年間の成長が見え
ることでこれからへの関心
につながることが期待でき
る。(P,6)

○地域の「情報紙を作ろ
う」という単元があり、ふ
るさと教育に生かせる内容
や見やすく美しい紙面作り
が学べるようになってい
る。(P,66，67)

○「日常の書式」では宛名
や伝票の書き方、時候の挨
拶等の生活に必要な書式を
提示している。(P,82～）
○また、「原稿用紙の書き
方」についても示してある
ので、さまざまな学習に生
かすことができる。
（P,89）

○「篆刻」についての紹介
がされるなど、高等学校書
道へのつながりが、「発展
マーク」でわかりやすく示
されている。（P,76）

○見開きページで何をどの
順番で学習すればよいかが
示されており、全体的にシ
ンプルで使いやすい構成に
なっている。（P,40,41）
○硬筆による書き込みペー
ジが多い。（P,54,55）

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）

3



書写 Ｎ０．２

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

　Ｇ

○全学年合算
・主な毛筆教材は1年が5教
材、2年が4教材、3年が2教
材(書き初めの折り込み教
材が各学年にある。)
・硬筆は各学年に古典教材
を取り入れている。

○右側ページで毛筆の教材
文字を観察し、左側ページ
でポイントを確認出来るよ
うになっている。(見開き
完結型)　（P,46,47）
○「目的に合わせて書こ
う」で、相手意識・目的意
識・方法意識を明示してあ
る。(P,4)

○写真資料が多く掲載され
るなどコラムが充実してお
り、興味・関心をもって授
業へ参加できるように工夫
されている。（P,38)

○全都道府県の城の碑文が
紹介してあり、その中に松
江城など地元のものもある
ので、地域文化への興味に
つながることが期待でき
る。(P,97)

○理科のレポートの書き方
や、社会科のノートのまと
め方など、各教科の書く活
動に連動した課題が設定さ
れている。(P,13，31)
○「お薦めの本の帯やポッ
プを作る」など、国語と書
写を連動させた課題があ
る。(P,36)

○漢字一覧表に「楷書」が
新たに追加され、また五十
音順の索引も掲載されてい
るので、より使い勝手が増
している。(P,113～128)

○書写の基礎・基本を学
び、それが各教科や日常生
活にもつながるように具体
的な場面を想定しての課題
が設定されている。

　I

○全学年合算
・主な毛筆教材は1年が6教
材、2年が5教材、3年が2教
材(書き初めの折り込み教
材が各学年にある。)
・硬筆は各学年に3教材づ
つ配置されている。
○「書写ブック」が取り外
して使用できる。

○「考えよう」・「確かめ
よう」・「生かそう」とい
う流れが簡潔かつわかりや
すく明示してあるため、見
通しをもって取り組みやす
い。（P,40,41）
○「学習の窓」に書写力
アップのためのポイントが
まとめられている。
（P,40）

○「UD書体」についてのコ
ラムなど、SDGｓへの取り
組みが示されており、生徒
の多様性に配慮してあるた
め、考えたり意識したりし
て学ぼうとする意欲につな
がっている。(P,98，99)
○身近なテレビ番組や有名
人のサインを扱うことで、
生徒たちが興味・関心を
もって取り組めるように工
夫してある。(P,84，85，
105)

○「全国文字マップ」で出
雲大社や鳥取砂丘などの碑
文が紹介されており、郷土
に残るさまざまな文字につ
いての関心につながってい
る。(P,92～95）

○「季節のしおり」や「名
文を書いてみよう」で古典
や詩歌の有名作品を書いて
味わえるようになってお
り、伝統的な言語文化への
理解に役立つよう配慮され
ている。（P,106～107）

○教材ごとにQRコードがあ
り（P,82）、準備・片付け
の手順から、実際の筆遣い
にいたるまでが動画資料と
して用意されていること
で、自学が可能になってい
る。

○主たる学習要素を大きく
丁寧に、その他を小さく簡
潔に示してあり、何が大切
か一目でわかる。効率的で
バランスがよい。
○硬筆練習帳「書写ブッ
ク」は28ページと質・量と
もに充実している。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）

4



社会（地理的分野） Ｎ０．１

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

Ａ

○資料のレイアウトが工夫
され各ページごとに統一さ
れているため、資料が大き
く掲載されている。
○地理学習に必要な技能を
取り上げた「スキルアッ
プ」や資料活用能力の育成
を目指した「資料から発
見」など学習を進める上で
必要な技能が身につくよう
な工夫がされている。

○単元を貫く課題が示さ
れ、また、１時間ごとの課
題の提示も問いの形になっ
ており、授業の積み重ねに
より段階的に課題解決され
るよう構成されている。
○１時間ごとの学習内容を
確認する「チェック」、要
約や説明をする「トライ」
の２段階で学習の振り返り
や学習内容が確実に定着で
きるよう工夫されている。

○各章のはじめには、生徒
が学習に関心をもって取り
組めるような写真や地図、
面積、人口など見開き２
ページにわたり掲載されて
いる。
○キャラクターのつぶやき
や会話で学習のポイントが
示され、生徒にとってわか
りやすい工夫がされてい
る。

○竹島の写真と地図(位置
と地形図)が掲載され、特
に地形図には隠岐の島町所
属としっかりと書かれいる
こと、また、島の特徴など
が簡潔にわかりやすくまと
められている。
○島根県については、石見
銀山、隠岐については、
ICTを活用した離島の遠隔
授業ということで海士町の
取組、松江市のルビーを
使ったプログラミング教育
が取り上げられている。

○社会科の他分野や他教科
とつなげて学びを深めるこ
とができるよう分野関連
マークと一緒に二次元コー
ドを読み取ると、インター
ネットを使って歴史や公民
の関連のページの紙面を直
接見ることができる。
○他教科との関連がはっき
りとわかるよう教科名が書
かれている。

○「みんなでチャレンジ」
「地理にアクセス」など随
所に配置し、生徒が学びを
深められるような工夫がさ
れている。
○色使いが非常に目に優し
く、教科書内の資料が読み
取りやすいような工夫が見
られる。

○各単元の最後には、まと
めの活動として「みんなで
チャレンジ」のコーナーを
設け、それぞれ多様な思考
ツールを提示し、主体的に
思考･判断した内容を適切
に表現できるよう配慮され
ている。
○特設ページ「資料から発
見」を設け、写真やグラ
フ、地図など資料を読み取
る力を確実に身につけられ
るよう工夫されている。

Ｇ

○「小学校の学習を振り返
ろう」「地理にアプロー
チ」では、小学校の学習を
振り返りながら中学校社会
へのスムーズな連携できる
ような工夫がされている。
○「地理の技」のコーナー
を設け、生徒にわかりやす
く資料の読み取りや作業な
どができる工夫がされてい
る。

○１時間の学習ごとに「学
習課題」「確認」「表現」
を設け、生徒が主体的に学
習の振り返りや表現活動が
できるような記述がされて
いる。
○「地理の窓」では、興
味・関心を喚起させるよう
な特色のあるミニコラムが
掲載されている。

○各章・節の学習を見通す
導入のページに生徒の興味
関心を喚起するような非常
に大きい写真資料を掲載し
ている。
○キャラクターの言葉が導
入資料の見方のヒントに
なっている。

○日本の領域に関する基礎
的な学習、及び竹島、北方
領土、尖閣諸島など日本の
領土を旋対立や現状につい
て写真や記述から理解が深
まる工夫がされている。
○島根県については、石見
神楽の写真、三江線のバ
ス、地域おこし協力隊の活
動として、益田市の取り組
みが紹介されている。

○歴史的分野、公民的分野
に関連のある内容について
は、関連マークとともに語
句が掲載されており、３分
野の学習を結びつけて学習
できる工夫がされている。
○小学校の学習を振り返る
ページを設けるとともに中
学校の学習についても学
び、学習をスムーズに接続
できるような工夫がされて
いる。

○各章のはじめのページに
は「学びリンク」と二次元
コードがあり、学習内容に
関連するサイトが紹介され
ている。
○世界と日本の学習の間の
折り込み資料は、８ページ
にわたる大きく広げること
ができる資料を掲載し、世
界と日本両方の学習に役立
てることができる。

○各節の導入のページで学
習の進め方とともに写真資
料を豊富に使い、節の終わ
りには特設ページで発展的
な学習ができる工夫、まと
めのページでは学習の振り
返りや自分の言葉で表現す
る活動ができるようになっ
ている。
○「地理の窓」や「地域か
ら世界を考えよう」を随所
に設け、事象を多面的・多
角的に捕らえることができ
るよう工夫がされている。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

発行
者略
称

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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社会（地理的分野） Ｎ０．２

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

J

○「技能をみがく」では、
地理の学習における基礎的
な技能が身につけられるよ
う工夫された記述となって
いる。
○学習する上でよく出てく
る語句ではあるが理解しに
くいものが「わかりにくい
用語の解説」として５２項
目あり、親切である。

○単元を貫く課題が示さ
れ、また、１時間ごとの課
題の提示も問いの形になっ
ており、授業の積み重ねに
より段階的に課題解決され
るよう構成されている。
○１時間ごとの学習内容を
確認する「チェック」、要
約や説明をする「トライ」
の２段階で学習の振り返り
や学習内容が確実に定着で
きるよう工夫されている。

○各章のはじめには、生徒
が学習に関心をもって取り
組めるような地域の姿が見
える写真やイラスト地図、
面積、人口など見開き２
ページにわたり掲載されて
いる。
○キャラクターのつぶやき
や会話で学習のポイントが
示され、生徒にとってわか
りやすい工夫がされてい
る。

○竹島について航空写真や
位置図、当時の漁の様子の
写真と解説などとても詳し
い情報が掲載してある。
○中国・四国地方の学習で
は、出雲大社、石見神楽と
神楽を継承する人の話など
伝統文化を継承する取組が
掲載されている。

○小学校の学習事項や社会
科の他分野との関連する事
項がある場合には本文の下
に関連する語句が分野ごと
に提示されている。
○それぞれの地域で暮らす
人々の「声」や特設ページ
「地域の在り方を考える」
のコーナーにおいて、学習
を身近な問題としてとらえ
ることができるよう工夫さ
れている。

○教科書のはじめに「この
教科書の学習の仕方」が掲
載され、生徒が主体的に自
学自習ができるよう配慮さ
れている。
○時差など生徒にとってわ
かりにくいと思われる事柄
には二次元コードによるア
ニメーションを掲載して理
解を促すような工夫がされ
ている。

○単元ごとに示された「問
い」を受けて、最後に地理
的な見方･考え方を働かせ
たまとめで、知識・技能や
思考力・判断力・表現力ヲ
身に付けられるよう工夫さ
れている。
○写真だけではわかりにく
い地形的特徴については、
イラストを活用し、分かり
やすく理解できるよう工夫
されている。

O

○世界や日本の今日的課題
について、「地理＋α」
「自由研究」で学習をさら
に掘り下げ、学習内容の理
解を深めていくことができ
るよう工夫されている。
○「スキルUp」で、地理の
学習で育てたい技能を整理
し、系統立てて習得できる
よう工夫されている。

○各章のはじめにはその章
で着目する見方・考え方が
簡単に示され、１時間単位
の授業のページにおいても
学習課題とともにその時間
の見方・考え方の提示がし
てある。
○１時間の授業ごとにはじ
めに「学習課題」最後に
「確認」を設け、見通しを
もって学習に望み、最後に
は振り返りができるよう配
慮されている。

○教科書の冒頭見開き２
ページで、「イチゴ」にス
ポットを当て、生産者から
消費者へ届くまでわかりや
すくイラストで解説しなが
ら地理的な見方・考え方を
学ぶことができる工夫がさ
れている。
○キャラクターのつぶやき
により、生徒が主体的に学
習できるような工夫がされ
ている。

○領土問題については、竹
島について独立して項目立
てがしてあり、具体的に学
べるような記述をしてい
る。
○出雲大社や海士町が実施
している「島留学」につい
ての写真や記述が掲載され
ている。

○本文下部に小学校での学
習や歴史的分野・公民的分
野との関連について具体的
に記述してある。
○「地理＋α」では、世界
や日本における伝統・文化
の現状とそれを守り継承し
ていく人々について理解を
深めることができるように
なっている。

○デジタルマークがついた
教材については、ウェブサ
イトにあるデジタル資料で
学習が深められるように
なっている。
○各単元で「単元カラー」
が示されており、色使いが
統一され、復習や自主学習
をする上で使いやすい工夫
がされている。

○随所に「自由研究」
「チャレンジ地理」などで
世界や日本で今起きている
出来事を紹介し、今日的な
課題を理解できるような工
夫が見られる。
○「トライ、深めよう、資
料活用、アクティビティ」
など、随所に問いや活動を
設けて、生徒が主体的に学
習を行うための教材やシン
キングツールなどを豊富に
配置している。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

発行
者略
称

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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社会（歴史的分野） Ｎ０．１

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

Ａ

○見開き２ページの本文を
囲むようにして写真や資料
が掲載され、約半分を占め
ている。本文の文章は行間
が広く読みやすいように配
慮されている。
○写真や図表などの資料が
バランスよく配置され、
「スキルアップ」のコー
ナーでは、情報を集めた
り、読み取ったり、まとめ
たりする技能が身につけら
れるように構成されてい
る。(p.37)
○説明を要する重要語句に
ついては、簡潔で分かりや
すい注釈や写真・グラフ等
が提示されている。
(p.30,31)

○各章の導入では、小学校
での学習内容が年表中に示
され、章のまとめで本章で
の学習内容を加えて年表が
完成するように構成されて
いる。(p18,58)
○小学校での学習を振り返
る活動を通して、各章や各
節、各授業での学習課題を
示し、段階を踏みながら単
元をまとめることができる
よう工夫されている。
(p19,59)
○全ての小単元が見開き２
ページで構成されているた
め、導入・展開・まとめま
で利用できる。(p20,21)

○特集ページ「資料から発
見」では、絵巻物や屏風絵
といった絵画資料から、興
味・関心を持ってその時代
の特徴を読み取れるよう工
夫されている。(p52,53)
○コラム「もっと歴史」で
は、琉球文化やアイヌ文化
について詳しく紹介され、
興味・関心を持って文化の
多様性を理解できるよう工
夫されている。
(p.90,91,140,141)

○コラム「もっと歴史」で
は、「島根県と神話」を取
り上げ、出雲大社とともに
出雲神話や佐陀神能につい
て詳しく記述されている。
(p54)
〇竹島について「領土をめ
ぐる問題の背景」では、写
真や当時の地図を用いて、
島根県への編入の経緯が詳
しく記述されている。ま
た、韓国による不法占拠や
我が国の対応についても記
述されている。
(p.178,180,259)

〇他教科の学習と特につな
がりの強い内容には「教科
関連マーク」を付し、教科
等横断的な視点から学習内
容を深められるよう工夫さ
れている。(p.15)
〇「歴史にアクセス」や
「もっと歴史」のコラムで
は、伝統・平和・防災・人
権などのマークが示され、
社会との関連を意識できる
よう工夫されている。
(p87,242,274)

〇二次元コードがあるペー
ジでは、学習に役立つ様々
な情報をウェブサイトで見
ることができる。
〇特集コーナー「みんなで
チャレンジ」では、対話的
な活動によって多面的・多
角的に考えられるように構
成されている。(p.191)
〇他分野（地理や公民）と
つながりの強い内容には、
「分野関連マーク」を付
し、広がりのある学習が可
能で、受験対策にも配慮さ
れている。(p.29)

〇章末の「まとめの活動」
では、本章の学習内容をく
らげチャートやＸチャート
といった思考ツールを活用
して各自でまとめ、時代を
大観できるよう工夫されて
いる。(p60,61,96,97)
〇各分野や各教科との連携
を意識させる構成となって
おり、人権問題や平和問題
など現在につながる歴史的
事象について様々な視点か
らとらえられるよう工夫さ
れている。
〇「問い」を軸にした単元
の「構造化」で課題解決的
な学習ができるよう工夫し
ている。

Ｇ

○見開き２ページの本文を
囲むようにして写真や資料
が掲載され、約半分を占め
ている。本文の文章は行間
が広く読みやすいように配
慮されている。
○説明を要する重要語句に
ついては、注釈や写真・グ
ラフ等が提示されている。
(p.20,21)

〇小単元では学習課題を示
して見通しを持たせ、小単
元のまとめでは、「確認」
や「表現」によって調べた
り、説明したりする活動を
取り入れている。
(p.20,21)
〇学習のまとめで用いる年
表は、見開き２ページで示
され、見やすさに配慮さ
れ、各自で記入も可能であ
る。(p.56,57)

〇「すごろくにチャレン
ジ」や「カード作り」な
ど、興味・関心を持って小
学校での学習を振り返れる
よう工夫されている。
(p.2-6)
〇小単元のタイトルの上の
部分に時代スケールが設け
られ、学習する時代が色で
示されている。また、タイ
トルはその時代の特徴を表
す言葉が用いられ、興味・
関心を引くものとなってい
る。

〇「銀で結びつく世界」と
いうテーマで石見銀山につ
いて取り上げ、貿易におい
て石見銀山の銀がどのよう
な役割を果たしているのか
が説明されている。
(p.106)
〇竹島について「形づくら
れる日本」の本文で島根県
への編入が記述され、「隣
国と向き合うために」とい
うコラムの中で編入の経緯
や韓国の不法占拠、日本政
府の対応について記述され
ている。(p.176,268)

〇「歴史を探ろう」では、
１４のテーマが設けられて
おり、その中には、リサイ
クルや人権などのテーマが
あり、現在とのつながりを
考えられるように構成され
ている。
(p.140,141,158,159)
〇「身近な地域の歴史を調
べよう」では、図書の分類
や意見の共有とまとめ方な
ど、情報を集めたり、まと
めたりする活動について詳
しく説明されている。
(p.10-16)

〇二次元コード「まなびリ
ンク」があるページでは、
学習に役立つ様々な情報を
ウェブサイトで見ることが
できる。
〇巻末の「世界地図の歴
史」では、歴史上で世界の
形がどのように考えられて
きたのかについて、興味・
関心を引く資料が掲載され
ている。

〇「歴史を探ろう」や「身
近な地域の歴史を調べよ
う」など学習内容を深める
ページを多く取り入れ、多
面的・多角的な視点で歴史
的事象がとらえられるよう
工夫されている。
〇章末の「時代の変化に注
目しよう」では、その時代
の特徴を確認するととも
に、次の時代での変化につ
いて予想する活動を取り入
れている。(p.94)
〇３つの特色①主体的・対
話的で深い学びへの取り組
み②持続可能な社会の実現
に向けた課題解決への取り
組み、③学び方への取り組
み、の工夫がみられる。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

発行
者略
称

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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社会（歴史的分野） Ｎ０．２

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

J

〇各時代の想像図（「タイ
ムトラベル」）や世界地図
が見開き２ページで大きく
掲載されており、学習で活
用しやすいよう工夫されて
いる。(p80,81,156,157)
〇各章に配置されているコ
ラム「歴史を探ろう」や特
集ページ「多面的・多角的
に考えてみよう」では、学
習内容を深めたり、違う視
点から捉えたりできるよう
工夫されている。
(p.24,25,32,33)
〇小単元は、絵図や写真よ
り全体的に文字量の方がや
や多い。

〇章や節の導入では、学習課題を示
して見通しを持たせ、段階的に課題
を解決できるようにし、歴史的な見
方・考え方を働かせてまとめる構成
になっている。
〇「タイムトラベル」という時代の
想像図が章や節の導入に掲載され、
時代のイメージをふくらませるとと
もに、前の時代と比較をしたり、疑
問点を発見できるよう工夫してい
る。(p80,81)
〇小単元では学習課題を示して見通
しを持たせ、まとめでは、「確認し
よう」や「説明しよう」によって学
習するポイントが分かりやすくなっ
ている。(p.14,15)

〇特集ページ「多面的・多
角的に考えてみよう」で
は、「赤穂事件を考察す
る」など、興味・関心を引
く課題を示し、多面的・多
角的な視点から自分の意見
をまとめられるように構成
されている。(p144,145)
〇世界地図上に想像図や各
地域とのつながりを示すこ
とで、興味・関心を持って
世界の動きがとらえられる
よう工夫している。
(p.42,43)

〇古代の学習では、「荒れ
神谷遺跡の銅剣」や出雲地
方を中心に点在する「四隅
突出型墳丘墓」が取り上げ
られ、国や権力の誕生につ
いて記述されている。
(p.27,32)
〇竹島について、「新たな
外交と国境の画定」の本文
に島根県への編入が記述さ
れている。また、コラム
「日本の領土画定と近隣諸
国」で編入の経緯や韓国の
不法占拠などについて記述
されている。(p179,267)
○中央の歴史だけでなく地
域史を重視することで、多
面的・多角的に日本の歴史
をとらえる視点が工夫され
ている。(p.200,201)

〇コラム「未来に向けて」では、持
続可能な開発目標に関連する内容と
して、環境や人権といった項目で、
未来の社会のために参考となる先人
たちの取り組みが紹介されている。
(p.153)
〇巻末の「多面的・多角的に構想す
る」では、歴史の学習を振り返り、
現在と未来の日本や世界のあり方に
ついて、友達との対話を通して考え
られるように構成されている。
(p.286,287)
〇「歴史を探ろう」では、学習した
ことをさらに深めることができるよ
うな構成になっており、興味のある
生徒にとっては発展的学習へと結び
つけることができる。

〇二次元コードがあるペー
ジでは、学習に役立つ様々
な情報をウェブサイトで見
ることができる。
〇小単元のページ右側の年
表で学習する時代が確認で
きるとともに、巻頭や巻末
の年表と対応しているた
め、時代の推移や世界の動
きを意識できるよう工夫さ
れている。

〇５つの特色①「タイムト
ラベル」(想像図)によって
時代の特色をつかめる②異
なる見方を示す資料(p.252)
を掲載することで、多面
的・多角的に日本の歴史を
捉えられる③章や節の「問
い」から深い学びにつなが
る(各節の「問い」の積み重
ねが章の「問い」の追究に
つながり、小単元の学習課
題の積み重ねが節の「問
い」の追究につながる)④
「イラスト世界地図」に
よって日本と世界との関り
が分かる⑤「解説」や「技
能をみがく」によって知
識・技能の習得をサポート
する、といった工夫がみら
れる。

М

〇小単元は、見開き２ペー
ジで構成されており、写
真・図表などの資料数が豊
富である。本文での記述内
容も多く、歴史的事象が丁
寧に説明されている。
〇日本史と世界史の年表が
各種資料とともに並記さ
れ、世界地図も各章や巻末
に掲載されるなど、世界の
動きと関連付けて学習でき
るよう工夫されている。
(p.102,103)

〇小単元では、１～２個の
学習課題を示して見通しを
持たせ、終末の「ステップ
アップ」では、さらに学習
内容を深められるように課
題が提示されている。
(p.112,113)
〇特集ページ「歴史を考え
よう」では、様々な資料を
読み取ることで、学習内容
についてさらに考えを深め
ることができるよう工夫さ
れている。(p.76,77)

コラム「地域からのアプ
ローチ」では、特定の地域
を取り上げ、その時代と関
連のある史跡や特産品につ
いて、地域的な特徴をふま
えて紹介されている。
(p.58,59)
〇世界地図を用いて世界の
様子や遺跡などがイラスト
で示されている。世界全体
がどのような発展を遂げて
いるか興味・関心を持って
読み取れるよう工夫されて
いる。(p110,111)

〇「ヨーロッパ人との出会
い」では、石見銀山につい
て、銀山が示された当時の
地図や銀の写真が掲載さ
れ、当時の海外における銀
の需要について説明されて
いる。(p.113)
〇コラム「歴史へのアプ
ローチ」では、竹島の島根
県への編入と韓国による不
法占拠について記述されて
いる。(p.266,267)

〇主権者の育成という観点
から、特集ページ「歴史を
考えよう」の中で、普通選
挙や日本国憲法について考
えられるように構成されて
いる。
(p.228,229,260,261)
〇コラム「歴史へのアプ
ローチ」では、琉球文化と
アイヌ文化が詳しく紹介さ
れ、日本における文化の多
様性について考えられるよ
うに構成されている。
(p.88-91)

〇二次元コードがあるペー
ジでは、学習に役立つ様々
な情報をウェブサイトで見
ることができる。
〇「身近な地域を調べよ
う」では、調査のスキルポ
イントが項目ごとにまとめ
てあり、他教科の学習にも
活用できるように説明され
ている。(p.8-13)

〇各章の導入で日本史と世
界史の年表を並記したり、
各時代の世界の様子を地図
とイラストで紹介したりし
て、世界の動きとの関連を
意識できるように構成され
ている。
〇章末のまとめでは、地図
や図表を活用し、視点を明
確にしてまとめ、直接記入
ができるよう工夫されてい
る。(p.152,153)
〇高校につながる教科書に
なっている。（高校の教科
書で使用している史料や図
版・地図などが掲載されて
いる。世界史との関連を意
識した構成になってい
る。）

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

発行
者略
称

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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社会（歴史的分野） Ｎ０．３

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

О

〇時代ごとの様子がうかが
える資料が多数使用されて
いる。特に文化財に関する
資料は多く、複数ページに
わたって掲載されている。
(p.98-101)
〇内容、程度、量ともに適
切であり、説明を必要とす
る重要語句には簡潔で分か
りやすい注釈が付けてあ
る。写真や絵図にも解説が
付けてある。

〇各編の導入には、複数の
資料が提示され、前の時代
と比較するなどして学習課
題を見出せるよう工夫され
ている。また、各編のめあ
てが示され、見通しをもっ
て学習に取り組めるように
構成されている。(p.64,65)
〇「チャレンジ歴史」で
は、歴史的事象の考察や対
話的な活動を通じて学習を
深める特設ページが多く取
り入れられている。
(p.216,217)
○各編の冒頭には「地図で
見る世界の動き」のコー
ナーを設け、世界史と日本
史を結びつけて思考できる
よう工夫がなされている。
（p.16）

〇特設ページ「歴史との対話を未来
に活かす」では、学習を振り返り未
来に向けて考える活動が設けられ、
災害・政治参加・世界平和などに興
味・関心を持つことができるよう工
夫されている。(p.298-305)
○第1編に「歴史のとらえ方」とい
うイラストを用いた調べ学習の解説
を設け、小学校の学習とのつながり
に配慮している。(p.6,7)
○各編に「先人に学ぶ」「女性史コ
ラム」のページを設け、生徒が興味
を持ちそうな項目について詳しく記
述してあり、興味・関心を深める工
夫がなされている。(p.79,56)

〇コラム「地域に学ぶ」で
は、石見銀山についてヨー
ロッパの国々に認められ、
戦国時代に要所として争わ
れたことが記述されてい
る。(p.121)
〇「領土の画定と隣接地
域」の本文、年表、地図で
竹島の島根県編入について
ふれられ、特設ページ「冷
戦終結後の近隣諸国との関
係」で歴史的経緯と現在の
状況について記述されてい
る。(p.192,193,292,293)
○各編に見開きの「出かけ
よう！地域調べ」のページ
を設け、学校を出て調べ学
習ができるように素材や調
べ方を紹介している。

〇コラム「先人に学ぶ」で
は、人権保障や世界平和、
文化の発展などに取り組ん
だ先人を紹介し、道徳科な
どとの関連を図ることがで
きるよう工夫されている。
(p.215)
〇巻頭ページには、過去と
現在の町並みや人々の様子
などの資料が掲載されてお
り、学習内容と現代の衣食
住に関わる生活とのつなが
りが分かるように構成され
ている。

〇二次元コードがあるペー
ジでは、学習に役立つ様々
な情報をウェブサイトで見
ることができる。
〇巻末には「歴史学習の基
礎資料」として、絵画資料
の見方や土地制度の移り変
わり、文化財の種類などに
ついて詳しく紹介されてい
る。
○左ページには時代を確認
できるよう時代・世紀のス
ケールを設けてあり、調べ
る際の目印としても活用で
きる。
〇ユニバーサルデザインや
カラーを取り入れた統計資
料を作成している。

〇文化財資料や考古学資料
が多数掲載され、資料を比
較したり背景を考えたりす
る活動を通して、多面的・
多角的な視点で歴史的事象
がとらえられるよう工夫さ
れている。
〇学習する上での手立てと
なる「歴史的な見方・考え
方」について詳しく説明さ
れ、各授業で扱う「見方・
考え方」について示されて
いる。(p.12,13)

Ｒ

〇多くの人物が取り上げら
れ、写真とともに詳しく紹
介されている。様々な立場
から歴史的事象を考えられ
るように配慮されている。
(p.208,209)
〇古代の宗教観や神話な
ど、日本の成り立ちについ
て詳しく紹介されており、
古来の見方・考え方につい
てふれることができる。
(p.44,56,57)
○見開き２ページの本文を
囲むようにして写真や資料
が掲載され、約半分を占め
ている。本文の文章は行間
が広く読みやすいように配
慮されている。

〇各章の導入の「〇〇の世界によう
こそ！」では、見開き２ページの絵
画資料に着目して、その時代の特徴
や他の時代との違いをとらえ、学習
課題を見出せるよう工夫されてい
る。(p.72,73)
〇特集ページ「歴史のターニングポ
イント」では、各時代を代表する大
きなできごとについて詳しく掘り下
げて考え、友達との意見交換を通じ
て理解を深められるよう工夫されて
いる。(p.150)
○各章の終末には年表や地図、資料
を使った「学習のまとめ」があり、
個人でもグループでも復習ができる
よう工夫がされている。(p.66,67)

〇特集ページ「私の博物館
をデザインしてみよう」で
は、自分が学芸員になり展
示方法を考えることで、興
味・関心を持って各時代の
特徴がとらえられるよう工
夫されている。(p.151)
〇各章の導入では、「鳥の
目」でイラストを、「虫の
目」で絵画資料を見て時代
を概観し、興味・関心を高
めて見方・考え方を働かせ
るよう工夫されている。
(p.70-73)

〇コラム「神話に見るわが
国誕生の物語」では、日本
の神話について詳しく記述
され、その中で出雲大社や
島根県の神代神楽が消化さ
れている。(p.56,57)
〇竹島について「明治初期
の外交と国境の画定」の本
文に島根県への編入が記述
されている。コラム「わが
国の領土をめぐる問題の歴
史の中で編入の経緯や韓国
の不法占拠などについて記
述されている。」
(p183,267)
〇「歴史ビュー」で石見銀
山の開発について紹介され
ている。(p.93)

〇「震災の日本史」が特設
ページで設けられ、記憶と
教訓から未来をどう生きる
かについて考えることがで
きるよう工夫されている。
(p.284,285)
〇江戸時代の生活について
書かれたコラムの中で、再
生、活用の知恵や環境に配
慮した生活について記述さ
れ、現代社会の課題を意識
して今後の取り組みを考え
られるように構成されてい
る。(p.133)

〇各章の導入では、「歴史
ものさし」を使って学習す
る時代の範囲を確認でき、
その時代の船から当時の様
子や日本の発展をとらえる
ことができるよう工夫され
ている。(p.69)
〇学びやすさへの配慮（資
料の部分拡大、サイズが分
かる工夫、写真や絵画を読
み解くための番号）があ
る。

〇人物について「なでしこ日本史」
や「人物クローズアップ」で多く取
り上げられ、その時代の背景や人々
の思いについて知り、様々な視点か
ら歴史をとらえることができるよう
工夫されている。(p.214,207)
〇特集ページ「このころ世界は」で
は、当時の世界の様子について詳し
く述べられ、世界の動きと関連付け
て学習できるように構成されている
(p.84,85)
〇６つの特色①「鳥の目」で大きな
歴史の流れが分かる②問題解決型学
習の教材を配列③歴史的事象を多面
的・多角的に考察する力を養う教材
を配列④歴史的事象を「自分ごと」
としてとらえる教材を配列⑤我が国
の伝統、文化、歴史への愛情を育て
る教材を配列⑥世界の歴史の中で我
が国の歴史を考える視点を養う教材
を配列。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

発行
者略
称

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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社会（公民分野） Ｎ０．１

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

A

〇「スキル・アップ」で公
民学習をすすめる上での基
礎的・基本的な技能の身に
付け方が示され、「まとめ
の活動」などでは複数の思
考ツールを用いた整理
の仕方が示されてい
る。（p.45,70,71）

〇各章ともはじめに単元の
学習を貫く「探究課題」を
設定し、節ごとの｢探究の
ステップ｣や最後の｢まとめ
の活動｣を解決しながら｢探
究課題｣にせまる単元構成
となっている。
（p.6,7,32,34,35）

〇見開きページは、追究の
きっかけとなる資料や学習
課題が示され、学習の最後
にはチェック&トライの二
段階で内容の定着を図
る構成となっている。
（p.8,9）

〇各章の導入では、市長の
選出やコンビニの経営など
をシミュレーションを通し
て学ぶことで、興味・関心
を高める工夫がされてい
る。(p.76,77)

〇本文に関連する内容を取
り上げる「公民にアクセ
ス」や、仕事やボランティ
アに携わる人のインタ
ビューコーナーで、内容へ
の理解を深め、関心が高ま
るよう工夫されている。
（p.19,67）

〇竹島問題について、領土
をめぐる問題の特設ページ
にて、写真や新聞記事など
をつけて、領土問題の経緯
や我が国の外交努力に加
え、島根県による「竹島の
日」制定について記述され
ている。
(p.184)

〇「みんなでチャレンジ」
のコーナーが21ヵ所あり、
個人やグループで作業や話
し合い活動を行い、本文で
の学習を深められるよう工
夫されている。(p.9)

〇終章では、社会の課題を
解決するために「自分にで
きること」を提案するレ
ポート作成を通して、社会
参画を促している。
（p.213-219）

〇見方・考え方を活用して
考察するコーナーを設け、
学習を深める工夫がされて
いる。
（p.20）

〇二次元コードによって、
学習に役立つリンク集とつ
ながったり、シミュレー
ションなどが行えたりする
よう工夫されている。
（p.5,81）

○各章のはじめでは、疑問
に思ったことを問いの形で
整理し、それを探究のス
テップとして追究する構成
となっている。(p.4,5,7)

〇個人やグループで取り組
む作業や活動が随所にあ
り、技能や思考・判断・表
現などの力が付くよう工夫
されている。(p.9,45)

G

〇図表、写真等の資料
が多く掲載され、用語
や本文の解説が側注で
なされるなど、生徒が
理解しやすくなるよう
工夫されている。
（p.40,41）

〇各章ともはじめに学
習テーマや「見方・考
え方」を提示し、章末
で、ステップ１、２、
３と三段階の課題で振
り返る構成となってい
る。(p.12,13,34-36)
〇見開きページは、学
習のきっかけとなる資
料や学習課題が示さ
れ、最後には「確認と
表現」の二段階で学習
内容の定着を図る構成
となっている。
（p.14,15）

〇各章の導入では、
「現代の社会ってどん
な社会だろう」や「地
方議会ウォッチングに
行こう」などで中学生
が学ぶ姿を取り上げ、
興味・関心が高まるよ
う工夫されている。
（p.12,13）

〇竹島問題について、
「日本固有の領土」
「韓国政府は領土問題
の存在を否定」と本文
に記載され、竹島の写
真と解説も掲載されて
ている。(p.197)
〇大田市の中村ブレイ
スや浜田市のワゴン車
による「移動期日前投
票所」の資料が取り上
げられ、働くことや選
挙について考えさせる
内容となっている。
(p.89,189)

〇「言葉で伝えあお
う」では、裁判員裁判
のシミュレーションや
まちづくりのプレゼン
テーションなどを通じ
て、本文の学習を深め
られるよう工夫されて
いる。
（p.110,111,122,123
）
〇終章では、SDGsの視
点をもって地球規模の
課題と向き合い、解決
を探る「私の提案」を
作成することで、社会
参画を促している。
(p.227-235）

〇ノートのとり方
について取り上
げ、気になったこ
と、さらに調べた
いこと、疑問な
ど、自学の視点が
示してある。
（巻頭Ⅳ）

〇公民で意識したい学
び方を示し、メディア
の情報活用について
は、特設ページを設け
たり、「クリティカ
ル・シンキング」につ
いて具体例をもとに考
えさせたりしている。
（巻頭Ⅲ、p.6-9、95)

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

発行
者略
称

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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社会（公民分野） Ｎ０．２

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

J

〇図表、写真、統計資料な
どが多く掲載されている。
また身近な資料をもとに実
感をもたせ、本文を理解さ
せるように工夫されてい
る。

○グラフや資料が読み取り
やすいように色調が工夫さ
れている。

〇章のはじめに「章の問
い」を提示し、章末のまと
めで、意見の整理や意見交
換などの三段階の活動を通
して「章の問い」を考える
構成となっている
（p.3,16)
〇見開きページは、最初に
追究のきっかけとなる資料
や学習課題が示され、学習
の最後には「確認」と「説
明」で内容の定着を図る構
成となっている。
（p.3,4）

〇各部の導入では、学習内
容に関するイラストが描か
れ、随時イラストを振り返
ることで、具体的にイメー
ジして考えることができ
るようになっている。
(p.1,2,4)
○導入資料には、ワイドな
写真や生徒に身近な事例を
取り扱うように工夫されて
いる。(p.3,87,119)
〇「公民プラス」や「先輩
たちの選択」では、身近な
実社会の動きを取り上げ、
興味・関心が高まるよう工
夫されている。
（p.4,13,14）

〇竹島問題について、「日
本固有の領土」「不法に占
拠」「国際司法裁判に委ね
ようと提案」と本文に記述
され、側注では、編入の
経緯などが記述されて
いる。(ｐ.175,176)

〇「よりよい社会を目指し
て」では、人権尊重や自然
環境保護といった課題や解
決に向けた取組を取り上げ
ることで社会参画を促し
ている。
（p.49,50,197,198）

〇「アクティブ公民」で
は、実際の生活に即した課
題について話し合ったり、
選択・判断に取り組んだり
して、本文での学習を深め
られるよう工夫されてい
る。(ｐ.163,164)
〇各章末に第４部第２章で
のレポート作成のための視
点が示されており、レポー
ト作成を進めやすい配慮が
なされている。
（p.106,203-210）
〇｢技能をみがく｣では、公
民学習を進める上での基礎
的な技能として、新聞の活
用の仕方や思考ツールを用
いた整理の仕方などが示
されている。
（p.71,72,103）

〇単元「企業と経済」で
は、「パン屋を起業しよ
う」が設定され、より自分
ごととして課題に取り組め
る工夫がされている。
（p.127-144）
〇二次元コードによって、
学習の理解を助ける動画な
どのコンテンツにつながる
よう工夫されている。
（巻頭4,p.3）
○「Yes No」では、現代社
会で議論されるテーマにつ
いて、賛否の意見を紹介
し、多面的・多角的な考察
ができるようになってい
る。(P.44,45,55)

〇各部に設けられたイラス
トを、学習途中や学習後に
随時振り返ったり、単元を
通したシミュレーション
「パン屋を起業」を設定し
たりするなど、内容のまと
まりで学習が深まるよう工
夫されている。
（p.1,2,4）
〇地震や豪雨などの自然災
害を資料や課題として取り
上げ、防災について考えが
深まるよう工夫されてい
る。（巻頭1,2,4,17,141）

O

〇図表、写真、統計資
料などが多く掲載さ
れ、複数の資料をもと
に社会的事象について
考えるための工夫がさ
れている。（p.8,9）
〇公民学習を進める上
で、統計資料や新聞を
活用する情報スキル
や、様々な思考ツール
を用いた整理の仕方が
身に付けられるよう配
慮されている。
（p.16,77）

〇見開きページには、
学習のきっかけとなる
資料、学習課題と主な
「見方・考え方」が示
され、学習の最後には
理解を確かなものにす
るための問いが示され
ている。（p.10,11）
〇「学習の整理と活
用」では、語句の整理
を行って知識の定着を
図ったりニュースから
考察したりする活動が
工夫されている。
（p.76,77）

〇各編の導入に漫画を
用いて課題を考える活
動が設定され、学習内
容の見通しや興味・関
心が持てるよう工夫さ
れている。（p.6,7）
〇「公民＋α」「明日
に向かって」「チャレ
ンジ公民」では、最近
の話題や身近な話題を
学習内容に沿って取り
上げ、興味・関心を高
めるよう工夫されてい
る。（p.11,50,74）

〇竹島問題について、
「日本の固有の領土」
「不法に占拠」と本文
に記述され、領土をめ
ぐる特設ページでは、
竹島をめぐる歴史的背
景が記述され、島根県
の竹島資料室の写真が
掲載されている。
（p.182,184)

〇終章では、持続可能
な社会の実現を目指す
レポート作成に向け、
課題例や作成のポイン
ト、発表方法まで具体
例をあげている。
(p.212-220）

〇「バリアフ
リー」のページで
は、実際に点字が
載せてあり、実感
をもって理解でき
るよう工夫されて
いる。（p.50）

〇各編や各時で、課題
解決の手がかりとなっ
たり、理解を深めたり
する主な「見方・考え
方」を提示している。
（p.123,124）
〇「アクティビティ」
「チャレンジ公民」
「明日に向かって」
「公民＋α」など、本
文に関連した資料、補
足コラムの情報を豊富
に配置している。
（p.11,29,50,74）

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

発行
者略
称

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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社会（公民分野） Ｎ０．３

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

Q

〇「アクティブに深め
よう」では、意見の整
理の仕方や新聞の見方
など、公民学習を進め
る上での技能が身に付
けられるよう配慮され
ている。
(p.41,94,95）

〇見開きページには、
学習のきっかけや追究
の中心となる資料、学
習課題が示され、学習
後には、「ここがポイ
ント」として内容のま
とめが示されている。
（p.2,3）

〇「ミニ知識」や
「もっと知りたい」で
学習に関連した内容を
資料をもとに解説する
ことで興味・関心が高
まるよう工夫されてい
る。
（p.13,56）

〇竹島問題について、
本文中だけでなく１
ページにわたる特設を
設け、竹島問題の経緯
や国際司法裁判所への
提訴についても記述さ
れている。
（p.167,170,171）
〇2016年の参議院選挙
から合区が採用された
ことと特定枠について
側注解説で扱い、より
良い選挙制度について
問題提起をしている。
（p.89）

〇「やってみよう」で
は、裁判の傍聴の提案
や、タウンページを利
用した作業の提案な
ど、学習内容と社会生
活を関連付け、理解を
深められるよう工夫さ
れている。
（p.109,137）
〇終章では、卒業論文
やディベートについて
記載があり、特にディ
ベートについては実践
例を示し、取り組みや
すくなるよう工夫され
ている。
(p.214-224）

〇全72単元が連番
で示してあり、学
習の進度を把握し
やすくなってい
る。

〇随所で、日本の技術
や伝統・文化について
紹介され、また本文の
内容に関連した歴史上
の人物や著名人が写真
や説明で取り上げられ
ている。
（巻頭ⅰ-ⅲ,p.55）

R

〇「スキルアップ」で
は新聞の社説を比べた
ディベートや思考ツー
ルを用いた情報の整理
など、公民学習の基礎
的な技能が身に付けら
れるように配慮されて
いる。
（p.87,112,113）

〇章のはじめにある
「入り口」で、その章
を貫く課題に取り組
み、章末では章で学ん
できた内容を生かして
取り組む課題が設定さ
れている。
（p.36,37,72,73)
〇毎時間の学習のまと
めでは、学習内容の確
認を行って知識の定着
を図ったり、因果関係
を説明することで学習
を深めたりできるよう
工夫されている。
（p.19,45）

〇各章のはじめにある
「入り口」では、市議
会議員やコンビニの経
営者になって課題を考
えたり話しあったりす
ることで、興味・関心
が高まるよう工夫され
ている。(p.76,77)

〇竹島問題について、
特設ページを設け、竹
島に関する歴史的経緯
や、「于山島」をめぐ
る日本と韓国の主張を
韓国での地図も交えて
掲載している。
（p.186,189）
〇現代社会の課題とし
て、「情報化」につい
て詳しく取り上げ、持
続可能な社会に向けて
幅広く考えることがで
きる工夫がされてい
る。（p.131,145）

〇「やってみよう」で
は、裁判のシミュレー
ションなど個人や班で
取り組む作業や活動を
通して、本文の学習を
深められるよう工夫さ
れている。（p.102）
〇最終の「社会科のま
とめ」では、持続可能
な社会を築く観点か
ら、内閣総理大臣とし
て政策提案のレポート
作成を例示している。
（p.204-209）

〇巻頭や巻末で
SDGsについて取り
上げ、最終のレ
ポート作成まで関
連付けたり、
Society5.0につい
て取り上げたりし
ている。
（巻頭1,2,巻末
1,2,p.199）

〇日本の祭りや伝統文
化の特設ページを設け
たり、「学習を深めよ
う」で日本の習慣を取
り上げたりして、日本
の良さに気付くよう工
夫されている。
(p.24,25,161,学習資
料p.210,211)

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

発行
者略
称

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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地図 Ｎ０．１

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

Ａ

○ＡＢ版192ページで構成
されており、明るい色使い
で目に優しい見やすい工夫
がされている。
○日本地図上の地名には全
てふりがながついており、
正しく読めるよう配慮され
ている。

○各州・各地方の一般地
図、土地利用の基本資料、
地域の特色を追求するため
のテーマ資料の順で構成さ
れており、検索しやすいよ
う工夫されている。
○資料のページには「ジャ
ンプ」マークが設けられて
おり、１つの資料を他の地
域の資料と関連付けて活用
できるよう構成されてい
る。

○各地図のタイトル枠の下
に「各地域で注目したい記
号」を配置し、学習のポイ
ントに着目させるよう工夫
されている。
○キャラクターのつぶやき
や会話で学習のポイントが
示され、生徒が主体的に学
習に取り組めるよう工夫さ
れている。

○竹島は、Ｐ29、Ｐ34、Ｐ
35、Ｐ42、Ｐ60、Ｐ85、Ｐ
97、Ｐ103、Ｐ147、Ｐ190
に掲載されており、特にＰ
190では写真とともに韓国
に不法占拠されており、解
決に向けての努力の記述が
ある。

○「歴史関連ページ」をア
ジア州、北アメリカ州、九
州地方で取り上げ、歴史の
学習でも活用できるよう工
夫がされている。
○「公民関連ページ」で
は、現代的な諸課題（環
境･人口・紛争等）につい
て公民の学習でも活用でき
るよう工夫されている。

○「Ｄ」マークを示した箇
所では、地図帳Ｐ３のＵＲ
Ｌか二次元コードから教科
翔也地図帳での学びをサ
ポートする資料が掲載され
ている。
○「テーマ資料」の後に、
その地域に関する歴史的分
野、公民的分野の内容の資
料等が配置されている。

○地理的分野だけでなく歴
史的分野と公民的分野の全
てに関連する資料が豊富に
掲載されており、どの分野
でも活用できるよう工夫さ
れている。
○巻頭8ページにわたって
「ＳＤＧｓ」を中心に現代
的な諸課題を取り上げ、そ
の解決に向けた課題を追求
したりする上で必要な知識
や技能を目指せるような工
夫がされている。

Ｊ

○Ａ版188ページで、大き
な紙面で作成されており、
地図や写真、グラフ等非常
に見やすく、読み取りやす
い。
○日本地図上の地名には全
てふりがながついており、
正しく読めるよう配慮され
ている。
○「地図帳の使い方」が3
ページに渡って丁寧に書か
れている。

○世界は各州ごと、日本は
各地方ごとに地図及び資料
が適切に配置され、それぞ
れの地域の特色が理解しや
すいようになっている。
○統計資料は、教科書の最
後の方にまとめて掲載され
ており、州別･地方別に色
分けがされているため、数
値的に地域の特色などをと
らえやすいような工夫がさ
れている。

○鳥瞰図に様々なイラスト
を記入して、その地方の
人々に暮らしや地形の様子
がよく分かるような工夫が
されている。
○写真資料も豊富に配置さ
れており、そこに住む人々
の生活よう様子や産業の様
子がよく分かるように工夫
されている。

○竹島は、Ｐ20、Ｐ24、Ｐ
30、Ｐ31、Ｐ77、Ｐ80、Ｐ
89、Ｐ145、Ｐ186、Ｐ188
に掲載されており、特にＰ
80には日本列島全体の地図
の中に竹島の写真とともに
韓国による不法占拠につい
て記述がされている。

○「本州中央部と五街道」
のページがあり、歴史的分
野の学習でも使用できる地
図が掲載されている。（Ｐ
107）
○世界の州別の資料のペー
ジには、貿易を中心に「日
本との結びつき」について
各種グラフによって学ぶこ
とができるよう工夫がされ
ている。

○ページタイトルの横に二
次元コードがついており、
インターネットに接続する
ことにより、教科書にはな
い様々な資料が閲覧できる
ようになっている。
○日本の各地図には、自然
災害や防災に関連する資料
が適切に配置され、今後の
生活の中で防災への意識が
高まるような工夫がされて
いる。

○Ａ版で作成されることに
より、地図や資料、グラフ
などが非常に見やすく、読
み取りやすい。また、写真
資料も非常にきれいで鮮明
である。
○随所に「地図活用」の
マークとともに地図活用の
技能を高かめることや学習
課題が示されており、生徒
が主体的に学習できるよう
な工夫がされている。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

発行
者略
称

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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数学 Ｎ０．１

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

A

・１時間の授業で取り扱う
内容を見開き２ページにま
とめようとされている。

・導入の発問、まとめがあ
り、授業を意識した内容と
なっている。

・入試の出題頻度が高いも
のが分かりやすく紹介され
ている。

・単元導入の題材の難易度
が高く、学力の低い生徒に
は向かない。ただし、それ
を単元の中で複数取り扱え
るようになっている。

・【学びを振り返ろう】で
は単元の振り返りができる
ようになっている。

・授業の導入部分で子ども
達に考えさせる【調べてみ
よう】【考えてみよう】
【説明してみよう】は興
味・関心を持たせるには有
効。

・記述式の活用問題が多
く、巻末の解答で詳しく説
明し、考え方も書かれてあ
る。

・実生活の事象を導入部分
に取り入れようとしてい
る。

１時間の授業で取り扱う内
容が見開き２ページにまと
められており、授業で取り
扱い易い構成である。問題
数は普通、難易度は様々で
あるので幅広い学力の生徒
に対応できる。

B

・１時間の授業で取り扱う
内容を【めあて】で示して
いる。

・例題の解法に矢印で詳し
く解説が書かれている。

・難易度は普通である。授
業の中で数学的活動（グ
ループ）を組み入れようと
している。そのため、問題
数が少なくなっている。

・導入部分で複数の考え方
を比較しながら考えられる
ようにしてある。
・題材が身のまわりの事象
となっており、興味関心を
引くものである。

・外国籍の生徒が登場し、
グローバル化を意識してい
る。

・身のまわりの事象を意識
的に取り入れている。

・他教科の内容を取り扱
い、教科横断的な内容であ
る。

授業で取り扱いやすくなる
よう【めあて】を提示した
り、ページ構成も工夫され
ている。数学的活動が多く
出来るよう作られている
が、問題演習できるところ
は少ない。

E

・必要な内容が精選されて
おり、とてもシンプルな作
りになってある。

・問題数は多い方であり、
章末ではレベル分けもして
ある。

・平面図形の始めに作図
問題を取り扱っている。

・【どんなことがわかっ
たかな】では授業での内
容を振り返られる発問が
ある。

・導入部分などに実生活
の事象を取り入れようと
している。
・丁寧な説明がしてある
が、１ページに情報量が
多すぎて見づらい。

・章末の問題が【基本】
【応用】【活用】に分か
れており、習熟度に合わ
せた学習ができる。
・巻末に数学の【「見
方・考え方」をまとめよ
う】が全学年に載せられ
ている。

・実生活の事象を取り入
れようとしている。

章末の問題が【基本】
【応用】【活用】に分か
れていたり、章末に自己
評価できるように工夫さ
れている。１ページの情
報量が多く囲みがない。
色合いも章によって強調
色が異なるので見づら
い。

G

・内容、分量、難易度につ
いては普通。

・各章に学習のまとめの
ページがあり、テスト前等
に生徒が復習しやすくなっ
ている。

・問題集によく出てくる
問題が多い。巻末の補充
問題は充実しているが、
フォントが小さく読みに
くい。

・章の導入の【Let's
try】は見開き2ページに
あり、興味関心を高める
ものである。

・【〇〇を学習する前
に】で今まで学んだこと
を確認できるようになっ
ている。
・章末にグループ活動の
流れがわかるようなペー
ジがあり、授業に活用で
きそうである。

・【学んだことを活用し
よう】では、既習事項が
日常生活のどういったと
ころで使われているかわ
かるようになっている。

・吹き出しで細かく説明
や関連ページ数が書かれ
ている。
・索引に英語訳がつけら
れている。

・導入や数学的活動のた
めのページを作るなど工
夫点が多くある。吹き出
し等で説明を多くしてい
るが全生徒に理解できる
かは疑問。1ページの情報
量が多く、自主学習には
向いているが一斉授業に
は疑問が残る。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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数学 Ｎ０．１

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

L

・問題数が豊富で実践しな
がら力を身につけさせるこ
とができる。

・巻末には各章の確認テス
トがあり、縦開きにして見
やすくする工夫もある。

・巻末の資料などが充実し
ている。

・オーソドックスな問題
が準備されている。
・身近な題材を使った問
題が多くある。
・１年生の素因数分解の
取扱いが正の数負の数の
後半部分にある。

・章の導入ではマジック
や身近なものを使った問
題があり、興味関心を高
められる。

・数学的活動（グルー
プ）ができるよう【説明
しよう】【話し合おう】
【まとめよう】で整理さ
れている。

・章末の【○○の利用】
では学習した内容を日常
生活でどのように使って
いくか考えられるように
なっている。

・問題数が非常に多く、
演習には適している。難
易度は基礎的な内容を中
心に、バランスよく盛り
込まれている。難しい問
題には丁寧な説明があ
る。
・巻末資料等が充実し、
授業でも使用できるもの
が多い。

N

・別冊の【探求ノート】が
あり、既習の内容を発展的
に広げられるようになって
いる。

・問題数は少ない。巻末の
【チャレンジ編】は発展的
な問題が各単元ごとにあ
り、学力の高い生徒には適
している。

・オーソドックスな問題
が準備されている。

・高等学校の数学の内容
が紹介されるページがあ
る。

・実生活の事象を各所に
取り入れようとしてい
る。

・【〇〇を学習の前に】
で今まで学んだことを確
認できるようになってい
る。
・巻末に【学びの自己評
価】があり、数学の学び
の在り方を示し、目標を
持って学習できるよう工
夫されている。

・実生活の事象を取り入
れようとしている。

・解答例がノートに書い
てあるようなフォントで
書き方指導の手本にな
る。

・全体的にオーソドック
スなつくりであるが、吹
き出しで見方や考え方が
補足されている。しかし
内容が全て話し合いの答
えになっているので授業
では使いづらい。別冊は
内容的に授業では使いづ
らい。

O

・必要な内容が精選されて
おり、とてもシンプルな作
りになってある。
・１時間の授業で取り扱う
内容を見開き２ページにま
とめようとされている。
・【説明できるかな】では
自分の言葉で解答しなけれ
ばならない場を作ってい
る。

・オーソドックスな問題
が準備されている。
・【とりくんでみよう】
に記述式の回答が必要な
問題があり、巻末に詳し
い解説もある。

・実生活の事象を各所に
取り入れようとしてい
る。

・【次の章を学ぶ前に】
で今まで学んだことを確
認できるようになってい
る。
・数学的活動（グルー
プ）ができるよう【学び
合おう】が整理されてい
る。対話シートもノート
に貼り付けられるよう工
夫されている。

・【身近なことがら】で
学習内容が日常生活でど
のように使われるか考え
られるようになってい
る。

・解答例がノートに書い
てあるようなフォントで
書き方指導の手本にな
る。
・索引に英語訳がつけら
れている。

・全体的に見やすく、
オーソドックスなつくり
である。授業で使える活
用問題はあるが、個別に
取り組める基本問題、活
用問題は少ない。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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理科 Ｎ０．１

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

A

○「これまでに学んだこ
と」が示してあり、生徒の
レディネスを踏まえなが
ら、授業を展開することが
できる。
○つまずきやすい内容など
には「例題」「練習」「確
認」が設定されており、生
徒の基礎・基本の定着がで
きるよう配慮されている。
○分析解釈の場面では生徒
が自然に段階を踏んで考え
られるよう、細かいステッ
プで考察の視点が設定され
ている。

○各節ごとに、問題発見か
ら分析解釈までの流れが統
一されており、授業の見通
しが立てやすい構成になっ
ている。また見開き１ペー
ジの目安を１時間として構
成されているため、教科書
を使って授業ができるよう
になっている。
○学習後に「【活用】学び
を活かして考えよう」や
「つながる科学」「どこで
も科学」が配置されている
ことで内容の理解をさらに
深めることができる。

○表紙や巻頭・巻末、各単
元の扉にダイナミックなイ
ラストや写真などが配置さ
れ、生徒の興味・関心を高
めるよう工夫されている。
○節の導入部において
「レッツスタート！」が設
けられていることで生徒の
「なんで？」という認知的
葛藤を喚起し、興味を高め
ることができるようになっ
ている。

○「科学のミカタ」で学習
指導要領で示されている理
科の見方・考え方が具体的
に示されていることで、そ
れらを使って生徒が考える
ことができるよう工夫され
ている。
○「仮説」や「課題に対す
る結論を表現しよう」な
ど、生徒が自分の考えを表
現する活動を多く配置して
おり、科学的な思考力・判
断力・表現力の育成ができ
るよう配慮されている。
○巻末のジオパーク学習資
料として隠岐の赤壁を掲載
しており、地域素材を教材
として活用できるよう工夫
されている。

○各単元の随所に「つなが
る科学」があることで実生
活との関連や高校の内容と
の関連に生徒が気づくこと
ができる。
○単元の終わりに、「世界
につながる科学」というコ
ラムがあり、実生活・職業
との関連を持たせることが
できるようになっている。
○「科学の本だな」がある
ことで内容に興味を持った
生徒が自分でさらに調べる
ことができるように配慮さ
れている。

○生徒の定着度の低い内容
に関してはデジタルコンテ
ンツが用意されており、練
習ドリルやシュミレーショ
ン、動画などを視聴するこ
とができる。
○教科書の軽量化が図ら
れ、生徒の身体的負担に配
慮されている。

◎生徒が主体的で対話的な
学びができるよう、多くの
工夫されていた。中でも単
元冒頭の「レッツスター
ト」で全ての単元において
生徒の問題発見から学習が
スタートできるので、興味
をもって学習を始めること
ができる。
◎探求の流れのフロー
チャートが示されていた
り、課題から結論までの流
れが見開きで見やすくなっ
ており、見通しを持って生
徒が学習できると感じた。

B

○各単元の冒頭部に「これ
まで学習してきたこと」と
「これから学習すること」
が見開きで示されているこ
とで学習のつつながりが分
かるよう配慮されている。
○生徒の発達段階を鑑み、
中１の教科書では文字が大
きく、小学校の教科書と
ギャップを感じないような
工夫が行われている。
○発達段階に応じて発展的
な内容の量が調節されてお
り、つまずきを少なく学習
できるよう配慮されてい
る。

○問題発見から振り返りま
で探求の過程がマークで目
立つようになっており、各
学年で重視したい活動もわ
かりやすくなっている。
○各単元の最後に探求活動
という見開きページが設け
られており、その単元で学
習した内容を活かして考え
ることでより理解が深まる
ような工夫がされている。

○随所に配置されている
「Science Press」がある
ことで日常生との関連や発
展的内容に触れることがで
き、生徒の興味・関心を高
める工夫になっている。
○扉絵などにビビットな写
真や曲線を使ったポップな
デザインになっており、生
徒が親しみやすいよう工夫
されている。
○写真やイラストが多く配
置されている。

○随所にレポートの例や結
果の例が示されたページが
あることで、自分のものと
比べたり、結果の書き方な
ど参考にすることができる
ので科学的な思考力・判断
力・表現力を高めることに
つながると考えられる。
○各単元末に読解力問題が
設定されており、PISA調査
で課題とされている読解力
を高めるような配慮もなさ
れている。

○密度の計算や圧力の計算
などでは問題を解くときに
必要な算数や数学の既習内
容を示している。また、巻
末には「つながる」ページ
が設定しており、算数・数
学との関連が良く分かるよ
うになっている。
○随所に「くらしの中の理
科」「Professional」など
が配置されていることで生
活や職業との関連を見いだ
すことができる。

○ウェブコンテンツが用意
されており、器具の操作を
確認できる他、科学館や学
習センターなどの施設のリ
ンクや展示の動画も見るこ
とができる。
○デジタル教科書が用意さ
れており、総ルビや白黒反
転、読み上げなど特別支援
にも配慮したコンテンツが
利用できる。

◎写真やイラストが多く配
置されており、視覚的にも
生徒の興味関心を喚起しや
すく、理解も促しやすい。
◎学習内容に関連する発展
的な資料が幅広く掲載され
ているため、あらゆる学力
の生徒が興味をもって学習
できる。
◎また、小学校だけでなく
高校の内容との関連や他教
科との関連が明記されてい
ることで学習内容の縦・横
のつながりを生徒が理解し
やすい。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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理科 Ｎ０．２

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

E

○教科書の本文の内容が精
選されており、全体的に端
的に示されているため、仮
説や考察など生徒が考える
時間を授業の中で多く設定
できるよう配慮されてい
る。
○全ての実験において実験
手順などが大きく写真付き
で取り上げられており、説
明が必要な実験も教科書を
見れば生徒自ら実験を行え
るよう工夫されている。

○全の観察・実験が「課
題」「方法」「結果」の
ページでまとめられてお
り、探求の過程を意識しな
がら生徒が学習できるよう
になっている。
○資料や図が豊富に掲載さ
れており、授業の中で利用
したり、学習内容の理解を
視覚的に促すことができ
る。
○単元頭や観察・実験にお
いて「Can-Do List」が設
定され、振り返るように
なっており、生徒が見通し
をもって学習できるように
なっている。

○各単元扉ページにダイナ
ミックな写真とともに、
「今まで見ていた世界が変
わる」など生徒の印象に残
るような言葉が書かれてあ
り、単元に対する関心が高
まるよう工夫されている。
○問題発見のページが配置
されており、身の回りにあ
るものや現象から生徒が疑
問を持てるようにしている
ことで、探求意欲の喚起を
図っている。
○サイエンスカフェや単元
の関わる読み物が読めるQR
コードが随所にあり、関心
を持った生徒がさらに学べ
るよう配慮されている。

○各単元の探求において課
題を解決するために必要な
見方・考え方が明記されて
おり、生徒が意識しながら
観察・実験に取り組むこと
ができるようになってい
る。
○考察が結果のどこに着目
したのか例示されており、
生徒がどのように結果を処
理すればよいのか、結果か
らどのようなことが言える
のか考えやすくなってい
る。

○生徒が普段目にするよう
な現象などの写真を多く掲
載しており、学習内容と生
活との関連を実感できるよ
う工夫されている。
○各単元の末に「学びを日
常にいかしたら」が設定さ
れており、学習内容の定着
を図るとともに、学習内容
の実用性を生徒が実感でき
るよう工夫されている。
○巻末資料に県の施設を多
く掲載しており、校外学習
で使いやすいように工夫さ
れている。

○巻末にアイデアボードが
用意されているため、授業
の中で学び合いのツールと
して活用することができ
る。
○QRコード教材が充実して
おり、コードを読み取るだ
けで、その単元に関連する
アプリ、アニメーション、
問題など多彩なコンテンツ
を利用することができる。

◎全体的に内容が端的に編
成されており、その分沢山
の資料や図が大きく掲載さ
れているのが特徴である。
そのため、学習内容のポイ
ントがわかりやすく、授業
においては生徒に考えさせ
る活動の時間を多くとるこ
とができるのではないかと
考える。
◎掲載されている資料を授
業の中で活用することがで
き、生徒もこれを活用して
自ら勉強することができ
る。

G

○文字が大きく、関連する
小学校の学習内容も写真付
きで随所に配置されてお
り、生徒が小中のギャップ
を感じることなく、学習に
向かうことができるよう配
慮されている。
○随所にキャラクターを配
置し、生徒が生活経験や既
習の学習内容などをもとに
課題に対する仮説や実験計
画等を立てることができる
ように工夫されている。

○各学年の巻頭に探求の進
め方が示されており、各単
元がそれに沿って構成され
ているため、生徒が見通し
をもって学習することがで
きる。
○実験観察が見開きで構成
されているため、実験の流
れが生徒にわかりやすく
なっている。
○各単元の中に「疑問から
探求してみよう」が設定さ
れており、探求型の授業を
しやすくなっている。

○見開きでダイナミックな
写真が各単元頭にあること
で生徒の単元に対する興
味・関心を高めている。
○「思いだそう」で小学校
の学習内容が写真や図で示
されているのため、生徒が
学習内容のつながりを感
じ、関心が高まるよう配慮
されている。

○「要点をチェック」「要
点と需要用語の整理」「基
本問題」「学年末総合問
題」が用意されており、４
つのステップで学習内容の
定着を図ることができる。
○仮説場面のキャラクター
の対話によって、生徒自身
が生活経験などをもとにし
た仮説を考えることができ
るようになっている

○「ハローサイエンス」の
中で理科で学習する原理や
規則性などが日常生活の中
や社会で活用されているこ
とに触れ、学習した内容が
生活において重要な役割を
果たしていることを生徒が
実感できるよう配慮されて
いる。
○「ブリッジ算数」「ブ
リッジ数学」によって学習
内容の関連を図りやすいよ
う工夫されている。

○各学年の教科書に対応し
たウェブサイト「まなびリ
ンク」が用意されており、
学校の授業での利用や生徒
の自主学習に役立てること
ができる。
○巻末に生物の仲間分け
カードや原子カードがあ
り、分類や化学変化を考え
やすくなるように工夫され
ている。

◎文字の大きさ、行間など
が見やすく工夫されてお
り、理科の中１ギャップ軽
減にむけて配慮されてい
る。
◎小学校との関連性を重視
している構成である。随所
に小学校や既習内容との関
連が示されており、生徒に
とっては学習内容のつなが
りをしっかりと意識できる
教科書である。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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理科 Ｎ０．３

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

L

○「つながる学び」が随所
に掲載されており、既習内
容と関連付けて、学習に取
り組めるよう工夫されてい
る。
○資料や写真が多く、１つ
１つが大きく掲載されてい
るため、生物などは体のつ
くりがわかりやすく、地層
や火山などの比較もしやす
くなっている。

○各単元に「探Q実験」が
設定されており、探究の流
れを意識しながら生徒自身
の力で学習を進めることが
できるように工夫されてい
る。
○探究シートを活用するこ
とで生徒の自分自身の考え
の変容が分かるようになっ
ている。
○教科書の本文が中央より
に統一されて書かかれてお
り、そのまわりに数多くの
資料が掲載されているな
ど、生徒の理解を深めるこ
とができるよう工夫されて
いる。

○写真や図がダイナミック
にレイアウトされており、
内容に対する生徒の興味・
関心が高まるよう工夫され
ている。
○単元頭に単元の内容がイ
メージできる写真や動画が
用意されており、興味を
もって学習い入れるよう考
慮されている。
○単元末に学習内容をもと
に考える「みんなで探究ク
ラブ」があり、身につけた
力を試せるような工夫がな
されている。

○理科の見方・考え方が分
かる対話例によって探究の
足場となるヒントが示され
ている。
○生徒がつまずきやすい内
容に関しては「例題」や
「なるほど」が設定されて
おり、考え方が丁寧に示さ
れている。
○「基本のチェック」の他
「活用してみよう」「力だ
めし」で学習内容の定着か
ら応用力の育成も図られて
いる。

○他教科と関連する項目が
囲み枠で示されており、教
科横断的に学習することが
できるように工夫されてい
る。
○「部活ラボ」「お料理ラ
ボ」「お仕事ラボ」など日
常生活や実社会との関連を
意識した科学コラムが用意
されている。
○単元末に「ひろがる世
界」を掲載し、学習内容の
実用性が生徒に伝わるよう
工夫されている。

○巻末などにサイエンス資
料が掲載され、自由研究の
手がかりや実験器具の使い
方など理解できるよう工夫
されている。
○QRコードを介したデジタ
ルコンテンツが用意されて
おり、学校の授業での活用
や自主学習への活用が図ら
れている。

◎鮮やかな写真資料が大き
く、数多く掲載されてお
り、視覚的にも興味・関心
を喚起でき、授業でも活用
のしやすい教科書である。
◎独自に「探Q実験」を設
定しており、そのコンテン
ツも豊富で探究学習に対す
る生徒の意欲を高めること
ができる教科書であると感
じた。多くの資料が掲載さ
れているので生徒の追求意
欲も高めることができる。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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音楽（一般） Ｎ０．１

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

G

○「学びのユニット」にお
いて、学びのねらいや学び
の手がかりとなるヒントが
明確に示されており、効果
的に学びを深めるように工
夫されている。（各学年P4
～5）
○「ACTIVE!」の「話し合
おう」では、ワークシート
で自分の考えをまとめ、グ
ループでの協働的な活動に
も活用できるよう工夫され
ている。

○主要教材に加え、「比べ
てみよう」「深めてみよ
う」の教材が用意されてい
ることで、生徒の実態に応
じた幅広い学習計画ができ
るように構成されている。
○「どんな特徴があるか
な」において、音楽の要素
の働きから、より音楽的な
見方・考え方ができ、表現
活動と鑑賞活動を関連付け
た効果的な学習の構成に
なっている。（１年,２・
３年上P.64～65）

○「作曲家の思いにふれ
る」では、曲ができた状況
や作曲家の人柄などが物語
風に読むことができ、楽曲
への興味・関心を高めるこ
とができるように工夫され
ている。（口絵②）
○「学びリンク」によっ
て、ウェブサイトから「見
る」「聴く」「記録する」
の学習サポートがあり、生
徒が主体的に学習につなげ
ることができる。

○「郷土のさまざまな民
謡」では、五音音階の種類
等で分類されており、地域
の民謡の特徴を考える手立
てが示されている。（1年
P.30～31）
○「歌のアルバム」には学
年に応じた音域での合唱曲
が掲載され、無理なく歌唱
できるよう工夫されてい
る。

◯「コンピュータと音楽」
や「私たちのくらしと音
楽」では、音楽を生かせる
仕事や活動、音楽の持つ力
について考えを深められ、
実生活での音楽の生かし方
が改めて実感できるように
工夫されている。(2・3年
上P.70～71)（2・3年下
P.66～67）
○「ＣＭソングをつくろ
う」では、地域の名前や名
所を取り入れた創作をする
ことで、生徒が自分の住む
地域の良さを意識できるよ
う工夫されている。（2・3
年下P.24～25）

○ビジュアル図鑑が３ペー
ジ構成で掲載され多様な情
報を見渡せ、生徒の学ぶ楽
しさを広げる内容となって
いる。（巻末口絵③④）
○巻頭には、「日本の歌
みんなの歌」の歌詞ととも
に自然や四季の美しさを表
す見開きの写真を掲載し、
大切に歌い継がれていく楽
曲を美しいビジュアルで印
象づけている。（口絵①）

○スモールステップでの学
習内容や話し合いのワーク
シートが掲載されており、
生徒の主体的で対話的な学
習がしやすいように工夫さ
れている。
○様々なジャンルや時代、
諸外国の楽曲が取り扱われ
ており、生徒が楽しんで学
習に取り組める工夫がされ
ている。

H

○創作の教材では、五音音
階の音の中から自由に選
び、段階的に楽譜を作るこ
とができるように工夫され
ている。（2・3年上P.36～
37）
○「歌い継ごう　日本の
歌」や「心を通う　合唱」
では、親しみやすい単旋律
の楽曲からさまざまな合唱
曲まで多く掲載されてお
り、より生徒の実態にあっ
た曲の選択がしやすいよう
に工夫されている。（2・3
年上P.74～94）

○音楽科で身につけられる
３つの資質・能力とそれに
対応する学習内容や教材が
示されており、どのような
音楽の力を身につけられる
のかを一目で確認できるよ
うになっている。（１年
P.8～9）
○どの学年においても指揮
法が取り上げられ、発達段
階に応じた内容になってお
り、鑑賞教材と関連付けて
取り組める工夫がされてい
る。（2・3年上P.50～51）

◯巻頭に有名な芸術家から
のメッセージが掲載されて
おり、生徒が音楽への興
味・関心を高めるよう工夫
されている。（2・3年上
P.2～3）
◯「心の歌」の楽曲におい
て、美しい情景を見開きの
大きな写真で紹介し、生徒
が歌詞の内容をイメージ
し、興味・関心を高める工
夫がされている。（2・3年
下P.10～11）

○男子生徒の変声の状態
等、生徒の実態に応じて曲
を選択できるように、同声
合唱から混声合唱まで幅広
い音域の合唱曲が掲載され
ている。（１年P.68～92）
○「日本の民謡」では、民
謡が種類別に分類されてお
り、地元の民謡と比較しな
がら地域文化に親しむこと
ができるように工夫されて
いる。（１年P.58～59）

◯「生活や社会の中の音
楽」では、「鐘の音」や
「サウンドロゴ」といった
身の周りの音や音楽が、生
活の中で果たす役割を考え
られるよう工夫されてい
る。（１年P.66）
○「社会を映し出す音楽」
において、様々な音楽が社
会に溢れていることがまと
められており、生涯にわた
り音楽文化に親しむ態度を
育む工夫がされている。
（2・3年下P.40～41）

○表紙にアニメ風の中学生
が描かれており、主体的に
音楽の学びに向き合うよう
工夫されている。
○「深めよう！音楽」で
は、生徒が自分の考えを整
理しながら深い学びに向か
うことができる具体的な手
順が示されている。（１年
P.30～31）

○歌唱・創作・鑑賞の学習
を関連つけて教材が選択さ
れ、学んだことを関連つけ
て活用することができるよ
う、音楽を形つくっている
要素を中心に教材が結びつ
けられている。（1年P.18
～23）
○キャラクターの吹き出し
の言葉をヒントに、生徒の
主体的な学びを促し、思考
を深められるように配慮さ
れている。（2,3年下
P.36）

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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音楽（器楽） Ｎ０．１

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

G

◯「リズムdeゴー」では、
生徒が運指にとらわれずに
リコーダーを吹くことがで
き、生徒が楽しみながらタ
ンギングに集中できるよう
編曲の工夫がなされてい
る。（P.6）
◯箏の演奏に使用する楽譜
を五線譜と縦譜の２種類掲
載しており、それぞれの楽
譜の特徴や日本の音楽文化
を理解させるのにふさわし
い内容となっている。
（P.40）

◯吹く楽器と弾く楽器をま
とめて配列されており、
「何が同じで、何が違
う？」のページで共通性と
固有性を考え、生徒の深い
学びにつなげることができ
るよう工夫されている。
(P.26,52）
◯見開き１ページで学習の
スタート（「学びのねら
い」）とゴール（「まとめ
の曲」）で簡潔に学習の見
通しをもてる構成になって
おり、生徒が主体的に学習
に取り組める工夫をされて
いる。

◯巻頭には、これから演奏
する楽器や比較鑑賞する楽
器の写真が見開きで掲載し
てあり、生徒の興味・関心
を高めるよう配慮されてい
る（口絵①）
○「名曲旋律集」では、一
般の教科書で取り上げられ
ている楽曲が掲載されてい
るため、生徒が聴き親しん
だ曲を演奏できるように工
夫されている。（P.94～
97）

◯「不思議な旋律」では、
オプションパートから楽器
を選択し、学校の実態に合
わせた構成を考えることが
できるよう工夫されてい
る。（P.71,77）
◯太鼓に関する説明では、
日本各地の祭りの写真等が
掲載され、自分の住む郷土
の伝統芸能と比較できる内
容となっている。（P.54)

◯各楽器の冒頭に一流アー
ティストのコメントが掲載
されており、楽器の魅力や
音楽を通した自身の人生観
が伝わる内容となってい
る。
（P.4,18,24,28,36,44,54)
◯「吹く楽器の仲間たち」
「弾く楽器の仲間たち」で
は、楽器の背景にある文化
や伝統について調べること
ができるよう工夫されてい
る。（P.27,53)

○ギター&キーボードの
コード表が折り込みになっ
ていて調べやすい。ギター
のダイアグラムに対応した
手元の写真があることによ
り視覚的支援されている。
（口絵③④）
○リコーダーの練習曲に
コードが書いてあるため、
教員のコード伴奏によって
和声を感じながら表現でき
るようになっている。(P.6
～13)

○幅広いジャンルの楽曲が
多数掲載されており、学校
や生徒の実態に応じて選曲
できるよう配慮されてい
る。
○スモールステップで身に
つけた技能を使って、発展
的な楽曲に挑戦できるよう
に配慮されている。

H

◯「深めよう！音楽」で
は、グループで話し合って
グループで選択したり、響
きを確認し合ったりできる
流れとなっており、生徒の
主体的・対話的で深い学び
を引き出す手立てが示され
ている。（P.11,13,15）
○リコーダーの学習では、
タンギングの発音だけでな
く、アーティキュレーショ
ンもわかりやすく記されて
いてさまざまな演奏方法の
技能を習得できるよう工夫
されている。（P.21）

◯鑑賞学習との関連を図っ
た教材が取り上げられてお
り、感受したことを表現に
つなげ、題材をより充実さ
せる構成となっている。
（P.46,69）
◯１つの楽曲に対して、ア
ルトリコーダーとソプラノ
リコーダーの２種類の楽譜
が掲載されており、柔軟に
楽曲を選択できるよう工夫
されている。（P.10,11,16
～30）

○各楽器の学習の初めに
は、それぞれの楽器の紹介
や基礎的な奏法、構えにつ
いて多くの写真が掲載され
ており、生徒が主体的に学
習する視覚的支援がされて
いる。
○楽器の基礎的な演奏法を
身につけることだけに留ま
らず、その楽器の様々な種
類や演奏形態まで多くの写
真が掲載されているため、
生徒の学習への興味・関心
を高める工夫がされてい
る。

◯「バンドの世界をのぞい
てみよう」では、アーティ
ストの思いや活動の様子が
掲載されており、音楽にど
のような意味や価値がある
のかを生徒自身が考えてい
けるように配慮されてい
る。（P.75）
◯巻頭では、一流アーティ
ストのコメントや世界の
様々な音楽にふれあう人々
の写真が掲載され、音楽の
持つ力や音楽の本質を考え
る内容が取り入れられてい
る。（P.2～5）

◯「姿勢と礼儀」では、楽
器の基本的な構え方に加
え、日本の伝統文化として
の作法をコラムとして伝
え、道徳教育との関連が図
られている。（P.42）
◯「楽しもう！和楽器の音
楽」では、和楽器に親しむ
中学生の様子やインタ
ビューの言葉が掲載されて
おり、同世代の中学生が刺
激を受け、音楽文化を大切
にする気持ちを持つことが
できる内容となっている。
（P.56,62,107,裏表紙)

○打楽器の基本的奏法につ
いても多く掲載されてい
て、写真とともにわかりや
すくまとめられており、ア
ンサンブルや創作の活動で
学習しやすい。（P.70～
74）
○リコーダーの学習ページ
では、楽曲で使われている
新出音の運指がそのページ
に記されていて分かりやす
い。（P.20,24,29,30）

○資質・能力と学習の支え
となる音楽の要素とが関連
付けられていて、視覚的に
わかりやすく示されている
ため、意識して学習でき
る。
○比較的平易で親しみやす
い楽曲が取り上げられてお
り、基礎・基本の定着を図
ることができるよう配慮さ
れている。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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美術 Ｎ０．１

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

D

〇「紙でつくる」、「焼き
ものをつくる」(1年)、
「明かりの形」、「織る、
編む、組む」(2・3年)な
ど、工芸の題材が充実して
いる。

〇2・3年の鑑賞ページで
は、美術史の分野(ルネサ
ンス、ロマン主義、印象派
など)が豊富である。

〇2・3年の「まとめ」の項
(2・3年p62-63)では、美術
を通して社会とかかわると
いう教科の特質がまとめて
ある。

〇１年の最初に「学びの地
図」(1年p6)として3年間の
学習の見通しを示してい
る。

〇各領域ごとに、「絵や彫
刻で学ぶこと」「工芸やデ
ザインで学ぶこと」という
ガイダンスがあり、意欲を
もたせる工夫がある。

〇「誰にでもわかりやすく
伝える」(2・3年p70)は、
パンフレットや広告などの
さまざまなデザインに応用
できる題材になっている。

〇各ページ下部に、他教科
との関連がわかりやすく示
してあり、カリキュラムマ
ネジメントを図りやすい。

〇「暮らしに生きる美術」
(2・3年p6)では、落語家や
保育士などの様々な職業の
人にインタビューし、実生
活と美術との関連に気づく
ことができる。

〇教科書ごとに副題がつけ
られ(1年「発見と創造」
2・3年「探求と継承」)、
その意味が表紙の次のペー
ジに美術の持つ意味として
示されている。

〇工芸の題材や、独立した
鑑賞の題材が豊富で、偏り
なく学習を進めることがで
きる。

〇他教科との関連が明確に
記されているため、意識し
て指導しやすい。

I

〇「みんなの工夫」とし
て、主題生成からアイデア
スケッチなどの構想、実際
の表現の工夫までの例が具
体的に示されている。

〇各題材で、「鑑賞」から
「表現」、事後の「鑑賞」
と、構成に統一性があり、
授業をイメージしたつくり
になっている。

〇「表現中心の題材」と、
「鑑賞中心の題材」がバラ
ンスよく配列されている。

〇対話的な学びによる作品
鑑賞(1年p21)や、2つの作
品の比較鑑賞(2・3年
p24,p36)ができるよう、工
夫されている。

〇トレーシングペーパー
(2・3年p10)や和紙(2・3年
p37)など、紙の材質が工夫
されており、書き込んだり
素材の感触を楽しんだりで
きるようになっている。

〇漫画や新しい映像メディ
ア表現(2・3年p80)など、
生徒の関心が高い身近な資
料が掲載されている。

〇「印象に残るシンボル
マーク」(1年p46)には、島
根県立美術館のロゴ、「日
本の伝統工芸」(2・3年
p97)には石見焼が掲載され
ている。

〇「文字で楽しく伝える」
(1年p44)、「印象に残るシ
ンボルマーク」(2・3年
p46)、「地域の魅力を伝え
る」(2・3年p70)など、地
域社会とのつながりやふる
さと教育と関連させやすい
題材設定になっている。

〇他教科(国語科、数学
科、社会科、家庭科、道徳
科)とのつながりが詳しく
示されており、カリキュラ
ムマネジメントが図りやす
い。

〇防災(2・3年p60)や環境
(2・3年p62,74)のデザイン
について考えることで、デ
ザインの役割を意識する工
夫がされている。

〇大型の図版が効果的に配
置され、表現や鑑賞の際に
細部が観察できたり、作者
の息吹を感じたりできるよ
うに工夫されている。(1年
p30,2・3年表紙,p37)

〇生徒が実際に活動してい
る場面の写真が多くあり、
授業がイメージしやすい。
(1年p12,14など)

〇鑑賞から表現へのつなが
りや、主題や発想の広げ
方、「学習を支える資料」
ページなど、実際の授業を
イメージしやすい工夫がさ
れている。

〇表現をする際の、発想・
構想の手順やヒントが丁寧
に掲載されている。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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美術 Ｎ０．２

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

O

〇1年は「美術との出会
い」、2・3年は上「学びの
実感と広がり」、下「学び
の探求と未来」に分かれる
3冊構成になっており、発
達に応じて題材や目標が設
定しやすくなっている。

〇題材が豊富で、学校や地
域の実態に応じて選択でき
る。

〇生徒作品とともに、「作
者の言葉」がコメント形式
で載っており、生徒も参考
にしながら取り組みやす
い。

〇伝統的な作品から、近現
代の美術まで、幅広い視点
で題材が構成されている。

〇生徒の意欲を引き出すメ
インタイトルや、活動や目
的を示すサブタイトルを示
し、内容や活動がつかみや
すいよう工夫されている。

〇3年間の美術科での学び
のガイダンス(1年p6)や、
各領域のガイダンス(1年
p10,p38)がわかりやすく示
されている。

〇題材ごとに、学習指導要
領に基づいた3つの「学び
の目標」が示されている。

〇各巻冒頭に、「この教科
書で学ぶみなさんへ」と題
して、教科書の使い方や編
集の意図が示してあり、生
徒だけでなく授業者にとっ
ても使いやすい。

〇「祭りを彩る造形(1年
p56)」、「日本の世界文化
遺産(2・3年下p52)」な
ど、日本の文化や全国の世
界遺産が紹介されており、
他教科とも関連して学ぶこ
とができる。

〇「社会に生きる美術の
力」(2・3年下p58)など
に、様々な職業と美術の関
係が掲載されており、キャ
リア教育との関連が意識さ
れている。

〇A4ワイドの作りを効果的
に生かし、風神雷神(1年
p32)やゲルニカ(2・3年下
p26)の折り込みページな
ど、迫力のある鑑賞ができ
る。

〇「学びを支える資料」
に、授業での発想・構想の
方法や、アーティストの構
想の例を載せ(1年p58)、参
考になるよう工夫されてい
る。

〇学習指導要領に基づいた
3つの目標が明確に示さ
れ、目標に即した授業展開
がしやすい。

〇3冊構成になっているこ
とで、題材の掲載数が増
え、発達段階や学校・地域
の実態に応じた題材選択が
可能である。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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保健体育 Ｎ０．１

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

A

○各章扉に、小学校で学習
したことや高校で学習する
ことが示されており、系統
的に見通しを持って学習で
きるよう工夫されている。
（p.5,49)
〇各ページの余白を広く設
けてあり、本文や資料が見
やすいよう配慮されてい
る。
（p.14,15)
〇資料、章末資料、学習の
まとめの字が小さく見にく
い。
〇図が少し小さい

○「見つける」で課題をつ
かむところから始まり、
「課題の解決」、「活用す
る」、「広げる」と学習の
流れがわかりやすいようレ
イアウトが工夫され
ている。（p.62,63）
○各章末に「確認の問
題」、「活用の問題」、
「日常生活に生かそう」が
準備されており、学習内容
が定着するよう工夫されて
いる。（p.89,90）

○キャラクターが学習のヒ
ントやポイントを伝えるこ
とで、生徒が興味・関心を
持ちながら学習できるよう
配慮されている。（p.10）
○学習内容に関連する読み
物資料を掲載し、興味・関
心を高め、学習内容が深め
られるよう工夫されてい
る。（p.21,33）
〇各章に入る際に偉人の紹
介がしてあり、興味・関心
を高める工夫がされてい
る。
○資料が数値化されたもの
（データー）が多くていい
が中学生には読み取るのに
少し難しいことが考えられ
る。

○各章の終末に「インター
ネットと依存症」「SDGsか
ら考えよう」などの今日的
な課題に関する資料が掲載
され、探究的な学習ができ
るよう工夫されている。
（p.109,166）
○各時間の「活用する」で
は、自分の意見をまとめて
発表する活動を通して、学
習内容を活用して思考力・
判断力・表現力を高められ
るよう工夫されている。
（p.99,101）

○「広げる」では、自分た
ちの生活や身近な地域につ
いて考えるよう促し、家庭
や社会生活に関連付けて学
習できるよう工夫されてい
る。（p.73,161）
○人間関係やストレスへの
対処について、体験的に身
に付ける演習が用意されて
おり、具体的な対応を身に
付けることができるよう工
夫されている。
（p.39,45）
○学習のまとめの確認問題
では、日常生活に生かそう
という欄があり、自己の生
活を振り返り、今後に生活
に生かせるようになってい
る。

○学習内容に関連する動画
やシミュレーションなどを
インターネットで学べるコ
ンテンツが用意されてお
り、学習を支援し理解度を
高められるよう工夫されて
いる。（p.1）
○感染症について、手洗い
の方法を写真付きで掲載
し、生徒が感染症の予防に
ついて具体的に学習できる
よう工夫されている。
（p.165)
○現代の死因で最も多いが
んについて特集資料で治療
法を詳しく説明している。

○各時間の冒頭の「見つけ
る」でつかんだ学習課題に
ついて、資料を手掛かりに
して、課題解決につなげて
いけるよう配慮されてい
る。（p.22,23）
○各章扉に、「この章で学
習すること」とともに、他
教科とのつながりや、学習
内容に関わりのある偉人の
紹介があり、生徒が興味を
持って学習できるよう工夫
されている。
（p.91）

B

○各章扉には中学生の写真
が掲載され、下方部に小学
校で学習してきたことや、
高等学校で学習することが
示され、これまでの学習が
今につながり、今の学習が
将来につながる見通しがも
てるよう工夫されている。
（p.15）
〇学習内容と関連した資料
の注釈が見出しについてお
り、本文の内容と資料との
関係が分かりやすく記載さ
れている。（p.90,91）
○毎時間学習のねらい・つ
かもう・やってみよう・活
用して深めようなど授業の
流れが分かりやすくなって
いる。
なかでもつかもうや深めよ
うでは、自分の考えを持っ
て授業に入り、学習するこ
とで自分の考えを見直し深
められるようになってい
る。

〇左ページが本文内容、右
ページが関連資料になって
おり、生徒が学習内容を整
理しやすいよう配慮されて
いる。（p.16)
○各時間のタイトルのすぐ
右に「学習のねらい」とし
て、目標をわかりやすく示
すことで、学習内容の見通
しが持てるよう工夫され
ている。（p.8,30）

○学習内容と関連の深い話
題や読み物が「ミニ知識」
や「トピックス」として紹
介され、学習を広げたり、
深めたりできるよう工夫さ
れている。
（p.72,73）
○大きく、強い印象をうけ
る写真が使用されており、
生徒の興味・関心を高めら
れるよう工夫されている。
（p.100,101）
○トピックスでは国際的な
考え方の中で日本の実態を
踏まえ、良さや文化を生か
していくためにどうすれば
よいかを考える内容となっ
ている。

○心肺蘇生法の手順が折り
込み式のページで掲載さ
れ、流れと方法を同時に見
ることができ、生徒が理解
しやすいよう工夫されてい
る。（p.107,109）
○各時間に「話し合ってみ
よう」や「やってみよう」
が設定してあり、資料を参
考に、学びを深めることが
できるよう工夫されてい
る。（p.73）
○基本的に毎時間、課題解
決学習が取り入れらており
「やってみよう」「話し
合ってみよう」「調べてみ
よう」という活動が取り入
れられており、新学習指導
要領の「表現・言語活動」
が生かされる授業構成と
なっている

○現代的な課題である、ス
マートフォンなどの情報機
器の活用について、口絵に
資料を設け、日常生活にお
いて生徒の意識が高まる
よう配慮されている。
（口絵p.13,14）
○関連した内容を学習する
ページを示す「リンク」が
設けられ、学習内容のつな
がりを意識した学習ができ
るよう配慮されている。
（p.20,56,150）
○体育理論では、第２章の
章末資料では体力向上とし
て様々なスポーツでどんな
力が身に付くか図をもとに
して分かりやすく説明され
ている。

○各章間の資料に「中学校
保健体育Web」があり、関
連内容を動画や資料を使っ
て、より深い学びができる
よう工夫されている。
（p.124）
○各章末の「学びを活かそ
う」のページで、学習し
たことを普段の生活でどう
生かすのか考えることがで
きるよう工夫され
ている。（p.27）
○章末資料では単元で学習
したことを事例を用いて学
びが生かされるよう工夫さ
れている。

〇左ページが本文内容、右
ページが関連資料となって
おり、生徒が学習内容を整
理しやすいよう配慮されて
いる。（p.16)
○関連した内容を学習する
ページを示す「リンク」が
教科書の同一場所に示され
ており、生徒がどこに何が
書いてあるか分かりやす
く。見通しをもって学習で
きるよう工夫されている。
（p.24,60）
○見開き２ページを１時間
で授業ができるよう工夫さ
れており、そのうち１ペー
ジは図でわかりやすく説明
されている。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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保健体育 Ｎ０．２

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

K

○現代的な課題である「が
ん教育」として特設ページ
を設けている。（p.80-
83,93）
〇文字数が少なく、コンパ
クトにまとめられている。
資料を見ながら視覚的に理
解できるよう工夫されてい
る。（p.100,101）
○重要語句（太字）の説明
には必ず資料の添えられて
おり分かりやすい。

○「今日の学習」として、
目標をわかりやすく示すこ
とで、学習内容の見通しが
もてるよう工夫されてい
る。（p.81,85,87）
○「章のまとめ」では、
「知識・技能」、「思考・
判断・表現」、「学びに向
かって」の問題が用意され
ており、各観点に沿った学
習の振り返りができるよう
工夫されている。しかし、
少し字が小さいので解く気
持ちになれない。
（p.118,119）
○特集資料では、内容が難
しかったり具体性に欠け、
説明が分かりにくいものが
ある。(P117)
（具体性に欠ける：例→竜巻の避
難場所として安全な建物。安全な
建物とは？）
（内容が難しい：離岸流・免疫と
食物アレルギー）

○各時間の学習の冒頭に
「課題をつかむ」では、実
生活の起きそうな事例をあ
げ、導入時に生徒の興味・
関心を高められるよう工夫
されている。（p.108）
○中学生の興味・関心の高
い話題や心に響く事例等を
「コラム」として掲載し、
学習意欲を高められるよう
工夫されている。
（p.76,102）

○学んだことを実際の場面
に当てはめて考える課題を
設け、教科書に解答を書き
込むことで、学習内容を生
活場面で生かせるよう工夫
されている。
（p.41,43,47）
○県の課題である体力の向
上について、その要素を詳
しく示し、自主的に体力向
上のための計画を立てるこ
とができるよう工夫されて
いる。（p.62,63）

○各章扉に、これから学習
する内容が、学校や地域で
の自分たちの生活とどう関
わっているのかが示されて
いる。学習内容を自分や
実生活と結びつけながら考
えることができるよう工夫
されている。（p.28,29）
特に災害における問題では
ＳＮＳによる災害情報の大
切さや危険性についても説
明がされている。（P107）

○保健の窓は現代の社会的
情勢を踏まえながら中学生
に起こりうる危険性を取り
上げ考えが深められるよう
工夫されている。(P169)
○「他教科」マークによ
り、本時の学習内容と関連
のある教科がわかりやすい
よう工夫されている。
（p.30,158,171）

○「web保体情報館」にア
クセスすることで外部サイ
トが利用でき、多くの情報
を活用して深く学ぶことが
できるよう工夫されてい
る。
（p.79,81）
○感染症について、６ペー
ジにわたって記載してあ
り、時間をかけて、深い学
習ができるよう工夫され
ている。（p.134-139）

○各章扉に、これから学習
する内容が、学校や地域で
の自分たちの生活とどう関
わっているのかが示されて
いる。学習内容を自分や
実生活と結びつけながら考
えることができるよう工夫
されている。
（p.28,29）
○各時間の「課題をつか
む」で、中学生にとって身
近な話題を取り上げること
によって、自分事として課
題意識を持つことができる
よう工夫されてい
る。（p.38）

P

○各章扉では，小・中・高
それぞれの段階での学習内
容を示すことで、系統性を
重視し、見通しが持てるよ
う工夫されている。
（p.42）
○小口の色分けインデック
スにより、体育編、保健編
について、どの学年でどの
内容を学習するのか視覚的
に理解でき、３年間の見通
しを持つことができるよう
工夫されている。

○各時間の冒頭に「学習の
目標」と「キーワード」が
設けられており、１時間の
学習の流れを見通すことが
できるよう工夫されてい
る｡（p.46）
○重要な文章には番号が
振ってあり、補足説明がな
されておりわかりやすい。
○「章のまとめ」では、問
題だけでなく、「振り返ろ
う」で各章での学習を振り
返り、自己評価できるよう
工夫されている。
（p.68,69）
○1年間で学習した内容が
確認できるよう各学年の最
後に体育理論・保健分野そ
れぞれで振り返りができる
ようになっている。

○キャラクターの吹き出し
による課題解決につながる
言葉かけによって、生徒が
興味・関心をもつととも
に、補足内容を理解しやす
いよう工夫されている。
（p.91）
○各ページには補充的な内
容や発展的な内容が取り扱
われている「情報サプリ」
が設けてあり、学習内容へ
の興味・関心が高まるよう
工夫されている。
（p.179）

○「探究しようよ！」が章
末にページ数を多く配置さ
れ、学習内容をより掘り下
げ、発展的に学習でき学び
が深められるるよう工夫さ
れている。（p.102-104）
○各時間の「まとめる・深
める」で話し合いや記述、
発表などの対話的な活動が
取り入れられ、言語活動や
協働的な学びが促される
よう工夫されている。
（p.109,113）

○各章に学習内容に関連す
る人物の名言や功績、職業
や資格などを紹介し、学習
内容と社会との関連を実感
できるようになっている。
（p.15,73,137）
○人間関係やストレスへの
対処について、体験的に身
に付ける演習が用意されて
おり、具体的な対応を身に
付けることができるよう工
夫されている。
（p.57,67）
○まとめる・深めるでは実
生活で起こりうることを事
例に学んだ知識を活用して
考えさせるようになってい
る。
○情報サプリやコラム件台
の社会情勢を考慮した資料
が授業の内容と関連付けら
れており学習内容が深めら
れるよう工夫されている。
（P93）

○教科書サイトを利用し
て、専門サイトにつなが
り、より詳しく、深い学び
ができるよう工夫されてい
る。
（p.92,99）
○巻末にキーワード別に内
容がまとめられており、体
育編、保健編、他教科等を
横断的に学ぶことができる
よう工夫されている。
（p.190,191）

○毎時間学習のねらいに対
して課題をどうつかみ同の
ような流れで学習していく
かが分かりやすい。また、
キーワードや重要語句や文
章を分かりやすく説明され
ていることにより「まとめ
る深める」で対話的活動が
取り入れられ、表現、恊働
的な活動が促される。
○現代的な課題である「が
ん教育」について、「探究
しようよ！」で取り上げ、
重点的に学習できるよう工
夫されている。
（p.102,103）
○利用や図が新しいものが
多い。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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技術・家庭（技術分野） Ｎ０．１

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

Ａ

◇設計・計画の後に問題解
決に必要な基礎技能をまと
めたもの(テックラボ)と問
題解決例が集約されている
(P50-P75)。
◇新しいものもたくさん紹
介されており、資料の種類
も豊富である(P198-199)。

◇最初に技術の見方・考え
方や技術の最適化について
示されていて、学習指導要
領改訂の趣旨が反映されて
いる。
◇問題発見、課題設定、問
題解決の過程が分かりやす
い構成となっている
(P102)。
◇各内容の最後に設けてあ
る学習のまとめが、観点別
評価ができるようになって
いてわかりやすい・使いや
すい(P86-87,136-137)。

◇各ページの欄外に「技術
の工夫」が紹介されてお
り、興味・関心を膨らませ
る手助けとなる。
◇各編の最初に、技術の見
方・考え方や技術の最適化
が示して、興味･関心を高
める工夫(P138-139)がされ
ている。
◇技術による問題解決の例
など考えさせやすい工夫が
されている(P36)。
◇それぞれの題材に「私の
工夫」として発展例が示し
てある(P68-75)。

◇安全について、巻頭でふ
れるとともに、実習を伴う
ページに「安全」、「衛
生」として写真やイラスト
と共に示されている(P4-
5,32-33)。

◇栽培カレンダーに、調理
例が示してあり、家庭科や
日常生活と結びつけやすい
(P106)。
◇他教科や小学校の内容と
のリンクが分かりやすいよ
うにマークで示されている
P24-25)。

◇プログラミング手帳が別
冊付録になっていて使いや
すい。
◇巻末に用語解説が設けて
あり、自分で学習する際の
手助けとなる(P286-288)。
◇調べやすいように爪が設
けられている。
◇分かりやすい色使いや
マーク使いをしている。

◇内容や情報量が豊富な反
面、専門的すぎたり難し過
ぎたりする部分もあり、指
導するにあたって時間配分
や軽重を十分に考える必要
がある(玄人向けである)。
◇全体的に文章が長く、文
字も小さくて読みにくい傾
向がある。

Ｃ

◇基礎・基本がしっかりと
押さえられる内容で、図や
写真も多く、説明が分かり
やすい。
◇何もかも載せるのではな
く、適当な内容・程度に絞
られている。
◇技術分野で取り組む、課
題発見、課題解決の方法を
学ぶ、振り返る、の過程が
繰り返し示されている
(P22-23,142-143)。

◇複数の素材を用いた題材
例を多数掲載している。ま
た、1つの題材に複数ペー
ジを割き、作業手順を丁寧
に説明している(P50-69)。
◇すべての内容項目が、3
～4章の共通の構成になっ
ている。

◇各内容の始めに、最新技
術や、技術の発展例を紹介
して、興味・関心を高める
ようにしてある(P10-
11,78-79,186-187)。
◇それぞれの題材に「セン
パイのアレンジ例」として
発展例が示してある
(P55,61,67)。

◇栽培スペースや用具が限
られている学校でも対応で
きる題材を取り扱っている
(P86-87,98-105)。
◇安全について巻頭で触れ
るとともに、各内容の実習
前にも複数ページを使って
示されている(P4-5,24-
25,84-85,132-133)。

◇より良い技術の活用のた
めに、技術のプラス面とマ
イナス面を示して、学びを
深められるようにしている
(P114-115)。
◇巻末資料として「先輩か
らのメッセージ」が掲載さ
れている(P284-285)。

◇巻末切り取りにＡ～Ｄ設
計計画表が付いている。
◇基礎技能が別冊『技術ハ
ンドブック』にまとめられ
ているので指導及び学習が
しやすい。

◇余白が十分で、文字も大
きく、また、文章が短めで
読みやすい。
◇内容や情報が精選されて
おり、また、作業の動画が
用意されているので、指導
経験の少ない教員や生徒自
身にとって指導及び学習し
やすい。反面、より高度な
ものや発展的なものをする
ときには、自分で資料等を
準備する必要がある。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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技術・家庭（技術分野） Ｎ０．２

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

Ｄ

◇巻頭のガイダンスで「生
活や社会における技術の役
割」について細かく説明し
ている。

◇学習項目ごとに目標を、
各章の最後には学習を振り
返る場面を設けている。
(P24,92-93,96,138-139)。
◇体験的な学習や実験例を
多数掲載している(P28-
29,168)。

◇各ページの欄外には「豆
知識」が、右上にはその章
に関するものの写真が紹介
されており、興味・関心を
膨らませる手助けとなる。
◇ページ右下の二次元コー
ドを読み込むことで、関連
した動画が視聴できるよう
にしている(P29.37)。

◇安全について巻頭で触れ
るとともに、実習を伴う
ページでは「安全」マーク
で注意を喚起している(P4-
5,70)。
◇問題を発見し、課題を設
定するために、身近な生活
や社会とのつながりを意識
したイラストや写真を掲載
している(P46-47,70)。

◇巻末で生徒の身近なツー
ルである携帯電話のトラブ
ルについて、取り上げてい
る(P295-296)。
◇巻末資料として「コン
ピュータの基本操作、プロ
グラミング」が掲載されて
いる(P270-287)。
◇問題の発見と課題の設定
の場面で、社会とのつなが
りを明示している
(P56,60,120)。

◇巻末で、日本各地の伝統
的な技・材料・工芸の紹介
がされている(P292-294)。
◇イラストや写真名などに
おいて、男女の平等などに
留意してある。

◇図や表は色合いが濃く、
文字も鮮明で目立つが、人
によっては刺激が強すぎる
かもしれない。
◇全体的に文字が小さく、
強調されていないところや
本文は読みにくい感じがあ
る。
◇どの章も、特に詳しすぎ
ることも、わかりやすいこ
とくもなく、他2社の中間
といった感じがする。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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技術・家庭（家庭分野） Ｎ０．１

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

Ａ

○内容を５編に分け、学習
を系統的に進めることがで
きるように示し「問題を解
決する道筋」がわかりやす
く示してある。
○各編の導入ページの右側
には［家庭生活のそれぞれ
の流れ］が写真入りで示し
てあり、家族・家庭の基本
的な機能を知ることができ
るよう明記してある。
（Ｐ．107,185 等）
○各章の実習例が豊富であ
り、題材の選択の工夫がで
き、実践的な学習活動がで
きるように工夫している。
(p.72～89等)
○技能の確実な習得のため
に、絵や写真を用いてわか
りやすく示している。
（p.58, 127等）

○各編の終わりに「学習の
まとめ」を設定し、自己評
価に基づき学習内容の理解
を深めることができるよう
にしている。「生活に生か
そう」という項目設定によ
り、家庭生活での実践につ
いて考えることができる。
(p.100, 157)
○各編各章の始めに［調べ
てみよう」「考えてみよ
う］［やってみよう］とい
う欄があり、学習の導入に
生かし見通しを持った学習
をすることができるように
している。（p.30, 90等）

○p.2に示してある４人の
中学生「いっしょに学習を
する仲間」が、イラストと
して効果的に示されてい
る。(p.32,93)
○導入として、３年間の学
習内容について、14ページ
に渡って［家庭分野のガイ
ダンス］が掲載され、意欲
を高める工夫がされてい
る。
○全国各地のいろいろな特
徴について知るために、写
真・イラスト・図表が効果
的に提示されている。
（p.93, 166等）
○調理実習について、写真
で調理方法等がわかりやす
く示され、学習への意欲を
引き出す工夫がされてい
る。(p.82,83等)

○実物大の物を写真で提示
しており、実生活に結びつ
けて考えることができる工
夫がされている。(p.37～
39, 226等)
○保育実習について、３例
をあげ、各校の実態に応じ
て実施できるように配慮さ
れている。
     （p.242～247）

○実生活に生かす内容とし
て、ページの下に「せいか
つメモ」欄があり、家庭生
活の豆知識が記述してあ
る。
○他教科との関連について
[他教科マーク]を提示して
いる。(p.94～95等)
○４編以外に［選択］の章
を設定し、自分の生活の課
題と実践について詳しく提
示してあり、実生活に生か
すことができる工夫がされ
ている。（p.268～277)

○実習や生活で実践すると
きに必要となる基礎的な技
能を確認するために[いつ
も確かめよう」というペー
ジを設定して、わかりやす
く提示している。(p.130～
131等）
○巻末付録として［防災・
減炎手帳］［子どもの視界
体験眼鏡］等が切り取って
使うことができるように
なっており、生活に生かす
ことができる。

○実践的・体験的な学習活
動ができるように、実習・
題材例が工夫されている。
○口絵・図・写真等が工夫
され、関心・意欲を喚起さ
せる内容となっている。
○学習の評価を適切に実施
できるよう配慮されてい
る。

Ｃ

○生活の中でつながるＡ編
［家族・家庭生活］Ｂ編
［衣食住の生活］Ｃ編［消
費生活・環境］を関連させ
ながら学習することができ
る内容である。
○各編第１章の始めに［自
立度チェック］が示してあ
り、自分自身の生活を振り
返ることができる。
（p.13, 239等）

○「やってみよう」のペー
ジは、①見つめる⇒②学ぶ
⇒③ふり返るという３ス
テップで構成されており、
主体的・対話的な学びを通
して学習に取り組むことが
できるよう工夫されてい
る。
○各編の最後に「学習のふ
り返り」が掲載され、直接
記入できる。（p.68, 234,
280）
○「選択」として、生活を
よりよくするための「生活
の課題と実践」について掲
載され、課題設定がしやす
いように工夫している。
（p.282～291）

○目次に示してある４人の
中学生と２人の先生のイラ
ストが効果的に示されてい
る。(p.88,131等)
○基礎的・基本的用語につ
いて［キーワード］が示さ
れ、知識の定着を図る工夫
がされている。（p.40,
178等)
○図や写真が効果的に使わ
れ、生徒の興味・関心をひ
く内容となっている。
(p.226～227）

○巻頭見開きページに「年
中行事」について、イラス
トと写真でわかりやすく掲
載し、関心意欲を高めると
ともに、自分の住む地域の
行事について目を向ける工
夫がされている。   (口絵
３～p.１)
○［消費者教育］につい
て、海外にも目を向ける内
容のコラムが掲載され、人
権の尊重や福祉の視点に
立った内容が組み込まれて
いる。（p.270）

○学んだことを生かして自
分の課題に取り組むことが
できるように、課題設定の
ヒントや例を示し、学びを
生かす工夫がされている。
（p.32～33, 78～79等）
○［発展］マークで示した
ページに提示してあり、興
味・関心を高めることがで
きる内容となっている。
（Ｐ．50，141等）

○章末のまとめとして、左
ページに［学習のふり返
り］を設定し、右ページに
は、学びを人生や社会にど
う生かすかを知るために
「センパイに聞こう」とい
うメッセージを掲載してい
る。（p.68～69,280～281
等）

○図表や写真等の資料が豊
富であり、本文のレイアウ
トが統一され、学習の流れ
を把握しやすくなってい
る。
○防災意識を高めるため
に、防災のマークで資料が
掲載され、実生活に生かす
ことができる内容が示され
ている。（p.185,Ｐ．68，
69等）

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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技術・家庭（家庭分野） Ｎ０．２

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

Ｄ

○各章の終末の［学習のま
とめ］以外に、［ふり返
り］［生活にいかそう］が
設定され、学習内容の理解
を確認できるように提示し
てある。（p.151等）
○学習内容を、Ａ［家族・
家庭生活］Ｂ［衣食住の生
活］Ｃ［消費生活・環境］
の３つに分け、基礎・基本
の習得を目指した学習内容
となっている。

○［持続可能な社会］を目
指し、課題を見つけ、実践
的に取り組むために、学習
のまとまりごとに具体例を
提示している。
・持続可能な家庭生活
   p.64～65
・持続な脳な食生活
   p.202～203
・持続可能な衣生活
   p.222～223
・持続可能な社会

   p.256～263

○写真等を使った豊富な事
例で、地域性や伝統文化と
の関連を重視している。
（p.142～143, 282～283
等）

○「参考」というマークで
は、学習内容に関して参考
となる資料が示されてお
り、知識を深めることがで
きる。（p.25,29,104等）
○参考資料として「先輩か
らのエール」を提示し、社
会人からのわかりやすい
メッセージを伝え、将来を
描く力を育むことができる
ように工夫している。
（p.154,224等）
○年齢による手の大きさを
実物大で示し、学習に対す
る興味関心を高める工夫を
している。（p.14,15）

○学校の実態に応じて選択
できるように、多種多様な
実習例や製作例が提示して
ある。（p.188～195等）
○「主体的・対話的で深い
学びをする」ことができる
ように、学習の流れが明確
に記載されている。
　(Ｐ．126，127等)

○Ａ～Ｃの学習内容以外に
「生活の課題と実践」とし
て、実践の進め方や具体的
な課題例を取り上げ、学習
効果を高めることができる
ようにしている。
（p.266～277）
○他教科との関連について
「他教科」マークで示して
あり、他教科で学習した内
容を思い出しながら学習に
取り組むことができる。
(p.78～79等)

○食品に関する学習内容
で、実物大の写真を提示
し、わかりやすい折込を設
定している。
　　（p.88～93）
○実物大の写真でお弁当を
提示し、栄養のバランスに
ついて考えやすくする工夫
をしている。（p.94）

○興味・関心をひく豊富な
題材を提示しており、課題
の設定のヒントとして、学
習に効果的である。
○対話的な学習が展開でき
るように「話し合ってみよ
う」「やってみよう」「考
えてみよう」「発表しよ
う」などの小課題が的確に
示されている。(p.101,216
等)

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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英語 Ｎ０．１

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

Ａ

〇内容、程度、分量ともほ
ぼ妥当であると思われる。
〇各学年は1年11Unit(167
ページ)、2年7Unit(159
ページ)、3年6Unit(155
ページ)で構成されてい
る。
〇１年冒頭に、小学校英語
科の「聞く」「話す」活動
から入り、それから文字に
関する内容を扱っており、
入門期として小学校英語と
の接続を意識した内容が用
意されている。
○合計８つの読み物教材が
あり、図表も合わせて必要
な情報を読み取るものや、
読んだ内容に応じて自分の
考えをまとめるものなど、
目的に応じた読み方が指導
できるよう工夫されてい
る。

〇Mini Activity →Unit
Activity → Stage Activity
という順で、全体を通して
発表に向けて活動を系統的
に積み上げており、Unitで
学んだ成果を確認できる構
成である。
〇各学年、Unit0があり、
前学年の復習をすることが
できる構成である。(１年
Unit0は小学校の復習）

〇Unit、Let'sシリーズ、

Stage Activityの３つの主
要単元で知識・技能の習得
を繰り返しながら思考力・
判断力・表現力が育成でき
る構成である。

〇各単元の冒頭で写真を基
に英語で生徒とやり取り
し、題材内容への興味を高
める工夫がある。
〇内容理解に役立つイラス
トや図版がふんだんに盛り
込まれ、興味・関心を広げ
る補足的な情報等を掲載し
ている。
〇３年間を通して題材や人
物の出身国が英語圏だけで
なく、多様な世界の国々か
ら設定されている。また、
話題も多岐にわたり、生徒
が興味・関心を持ち、視野
を広げることができる。

〇「学び方コーナー」で
は、辞書の使い方や単語の
覚え方、つづりと発音、文
構造などが取り上げられ、
視覚的にもわかりやすい。
３年間を通してまとまりの
ある英文が書けるよう工夫
されており、地域の英語課
題である英作文力について
対応が可能である。また、
英語学習のポイントも示し
ており、生徒の学びに向か
う力の育成へもつなげるこ
とができる。
〇Grammar for
Communicationでは、文
法を解説し、何度でも見直
して自学自習ができるよう
にしている。

〇Let'sシリーズでは、各
技能領域に特化した活動を
行い、実生活に即した場面
が盛り込まれ、目的・場
面・状況に合わせたコミュ
ニケーション能力を伸ばせ
る工夫がある。
〇Learning…in Englishで
は、他教科で学んだことを
英語の視点で学ぶことがで
きる。
〇SDGsの実現を目指した
題材を取り上げ、今日的課
題に向き合い積極的に世界
とつながろうとする心が育
めるようなテーマが多い。

〇１年時にはすべて手書き
文字に近い書体を用いてい
たり、第２線と第３線の幅
をやや広くし、小文字を書
きやすくしたりするなど、
初期学習者への配慮があ
る。
〇３年生のStage Activity
ではディベートが扱われて
おり、自分の考えを整理
し、理論的に相手に伝える
力を養ったり、主張に対し
て反対意見を述べたりする
など、即興性を伸ばす工夫
がされている。
〇紙面にQRコードが付さ
れており、家庭でも音声を
活用した学習をすることが
できる。

〇各単元のすべての冒頭に
到達点（目標）を示してお
り、巻末には各学年・各学
期の到達点をCAN-DOリ
ストとして載せ、明確な到
達点に向かって学習が進め
られるようにしている。
〇Ａ３サイズに拡大し、イ
ラストや写真も豊富で効果
的に掲載されている。
〇各単元の始めに単元を貫
く問いを示し、最後にもう
一度問いかけて生徒が自身
の考えを深める手立てとし
ている。
〇グローバル社会で生きる
ことを意識したり異文化を
理解し尊重する心を育んだ
りするような題材がある。

Ｄ

〇内容、程度、分量ともほ
ぼ妥当であると思われる。
〇各学年は1年
10PROGRAM(159ペー

ジ)、2年8PROGRAM(159
ページ)、3年
7PROGRAM(151ページ)
で構成されている。
○PROGRAMとは別に

Our Projectとして１～３
年まで一貫して発展的な活
動に取り組み、表現力を養
うよことができるよう工夫
されている。

〇Scenes、Think、
Retell、Interact から各単
元が構成されている。授業
展開は言語材料の内容や生
徒の実態に応じて柔軟な授
業展開が組み換え可能に
なっている。
〇既習事項や語彙を使って
ペアで行うSmall Talkの
コーナー「Try」が各課で
設けられており、巻末の
「小学校で使う語彙」と組
み合わせて使うことで、小
学校の内容を定着させるよ
うな反復学習ができる。

〇各単元最初のコーナーで
あるScenesでは、新出表
現がどんな場面・状況・目
的で使われるのかが漫画を
通して視覚的に理解できる
ようにしている。
また、ユーモアに富んだオ
ムニバス形式のストーリー
展開で生徒の興味・関心を
引く。
〇巻末のアクションカー
ド、クイックＱ＆Ａ、つな
ぎことばや、生徒の興味を
引くテーマでディスカッ
ションする場面を設定する
など、コミュニケーション
を活発にする資料が豊富で
ある。

〇巻末に「英語でできるよ
うになったことリスト」が
あり、定期的に学習状況と
成果が視覚的に振り返る工
夫があり、学習者の意欲化
が図られる。
〇本文の内容を自分の言葉
で再話するRetellのコー
ナーがあり、習熟度に応じ
て段階を選択でき、表現力
を身に着ける工夫がある。
〇Stepsでは簡単な表現に
言い換えたりわかりやすい
説明をする方法等が載って
おり、Our Projectがス
ムーズに進められるよう学
習者に配慮がある。

〇メモやマッピングを基に
即興で会話をしたり発表し
たりという「話す力」が身
に着くよう段階的に取り組
めるような工夫がある。
〇題材は、日本の伝統文
化、異文化理解、自然科
学、SDGsに関するものなど
多岐にわたり、豊かな心を
育めるものが用意されてい
る。

〇１年生の前半時には手書
き文字に近い書体で、後半
は活字体に近いフォントで
書かれており、段階に応じ
た文字指導の配慮がある。
〇紙面にQRコードが付され
ており、家庭でも音声を活
用した学習をすることがで
きる。

〇３年間を通して４技能５
領域を活用するパフォーマ
ンス活動Our Projectが配
置されている。
〇イラストや写真が豊富
で、視覚的に読解をサポー
トするよう工夫が凝らされ
ている。
〇各単元のとびらに、目標
や評価の観点が示されてい
るため、見通しを持って学
習できるようにしている。
〇人権、教育、平和、環
境、異文化理解など、生徒
が自分たちの立場で考える
今日的な課題を取り扱って
いる。また、広い視野と豊
かな感性を育めるよう工夫
されている。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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英語 Ｎ０．２

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

Ｆ

〇内容、程度、分量ともほ
ぼ妥当であると思われる。
〇各学年は1年
8Lesson(147ページ)、2年

7Lesson(125ページ)、3年

7Lesson(129ページ)で構
成されている。また、各学
年に40~60ページの付録が
ある。
〇内容は学校や家庭、地域
での生活といった身近な日
常的なものから、環境や人
権問題などの社会的なもの
まで多岐にわたる。
〇楽しみながら物語を読む
Reading for Funや必要な

情報を読み取るReading
for Informationなど、バラ
ンスよく学習できるよう工
夫されている。

〇各学年、Lesson1の前に

Starterというコーナーが
あり、全学年の復習ができ
る構成になっている。（１
年生は小学校の復習）
〇各LessonではGETと
USEで構成されており、
段階的に新出の文構造・表
現を適切に使えるように設
定されている。

〇各Lessonのとびらに

は、写真やQ&Aを使って
その課の題材や場面を導入
し、生徒が学習への動機づ
けができるような工夫があ
る。
また、学習内容とゴールも
明示されており、見通しを
立てやすい配慮がある。
○Reading For
Communicationでは、世
界の名作を原作とした物語
を扱い、内容を楽しみなが
ら読む力を高める工夫がさ
れている。

〇CAN-DOリストを参照
し「できるようになったこ
と」や苦手な領域や活動を
振り返り、自分に合った学
びを身につけられる工夫が
ある。
〇For Self-studyでは、単
語の覚え方や教科書以外で
の英語に触れる意義等が書
かれており、自律的な学習
をサポートしている。

〇伝統文化、異文化理解、
自然理解、社会理解、人間
理解など、他教科との関連
を意識した題材が取り上げ
られている。
〇USE Writeでは、日記、
手紙、メール、レポートな
ど、実生活に結びつく内容
を扱い、生徒がそれぞれの
個性を発揮しながらまとま
りのある英文を書く活動に
取り組めるよう工夫されて
いる。
○Take Action！では、日
常会話や買い物の場面等、
身近な場面で使えるフレー
ズや表現を学べるように
なっている。

〇１年の冒頭時では、小学
校の学びを振り返りなが
ら、文字を正確に書けるか
どうか、手本を見ながら単
語や文を書けるかどうか確
認でき、文字指導に配慮が
ある。
〇ジャンルごとに単語がま
とめられているコーナーが
あり、関連付けて覚えられ
るようにしているととも
に、会話の例文も載せてあ
りコミュニケーション活動
にも活用できる。
〇紙面にQRコードが付さ
れており、家庭でも音声を
活用した学習をすることが
できる。

〇題材は、社会への主体的
な参画、平和、自然科学、
日本の伝統文化、異文化理
解など、生徒の知的欲求に
合致するものや人間性を育
むものが幅広く選択されて
いる。
〇３年間を通して既習の言
語材料を活用する力を養う
Projectのコーナーがあ
り、生徒が想像力をかきた
て、アイディアが生かせる
ようなテーマを設定してい
る。

Ｇ

〇内容、程度、分量ともほ
ぼ妥当であると思われる。
○１年９Lesson(163ペー

ジ)、２年９Lesson(167
ページ)、３年７

Lesson(167ページ）で構
成されている。
○各Lessonの最後に

Review、Task、
Grammarが用意されてお
り、十分に復習ができるよ
う工夫されている。

○Projectでは、場面に応

じてLessonで学んだ表現
を総合的に活用できるよう
な活動が工夫されている。
○Lessonで学習した表現
を活用できるよう、チャッ
ト活動やゲーム形式の活動
がActivities Plusとして本
編とは別に用意されてい
る。

○表紙見開きに、特定の
Lessonに関連する写真が
あり、生徒の興味・関心を
ひく工夫がある。
○Partごとの本文下に

Read aloudのコーナーが
あり、生徒がどれぐらい音
読したか視覚的にわかるよ
うな配慮がされている。

○巻末に３学年分の
「Can-Do自己チェックリ
スト」が掲載されており、
自分の目標と関連個所や達
成度を確認できるように
なっている。
○各PartにThink & Try
があり、本文の内容理解だ
けでなく、自分の考えや感
想を英語で述べることで思
考力や判断力を高める工夫
がされている。

○様々な標識の意味を考え
たり、ニュースやCMの中で
使われている英語を学んだ
り、日常生活から社会への
視野を開く題材が扱われて
いる。
○職業体験や、働くことの
意義や働き方が取り上げら
れている課があり、自らの
将来につなげながら学習で
きるよう工夫されている。

○各学年巻末資料として掲
載されているActivity Plus
やWord Bankで英会話や
スピーチで活用できる表現
がまとめられている。
○各学年の巻末カードには
すべてミシン加工が入って
おり、切り取って授業で活
用できる工夫がこらされて
いる。

○様々な分野で活躍する有
名人の生き方に触れたり、
文化や自然など題材が多岐
にわたり、生徒が好奇心を
伸ばし、思考力や感性を育
むことができる読み物が扱
われている。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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英語 Ｎ０．３

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

Ｉ

○内容、程度、分量ともほ
ぼ妥当であると思われる。
○全学年８Unit(175ペー

ジ)で構成されている。

○各PartでListen、
Read、Speak、Writeの活
動があり、新出事項の学習
から表現活動までがスムー
ズに行えるよう工夫されて
いる。

○２～３UnitごとにYou
Can Do It！として、４技
能を総合的に活用するコー
ナーがあり、学習内容が定
着するよう工夫されてい
る。
○各Unitは、３つのPart
→Goalという構成で一貫

している。各Partで基礎的
な知識・技能を習得し、
Goalで技能統合的な活動
に取り組むように構成され
ている。

○挿絵や写真など、文字以
外の情報が豊富で、生徒の
興味・関心を高める工夫が
みられる。
○各学年の冒頭で、各学年
の目標、各学期の目標を明
確に示してあり、英語学習
について生徒が具体的でわ
かりやすい目標が持てるよ
う配慮されている。
○巻末のActive Wordsで
は、ジャンルごとに英単語
が整理されており、生徒が
自分で言葉を選んで話す意
欲を高める工夫がある。

○巻頭に英語の学び方ガイ
ドを設けて、各学年の学習
方法のやり方を示すととも
に、Your Coachで技能別
の学び方のコツなどを紹介
し、自律的学習者の育成に
つながるよう配慮されてい
る。
○巻末にCAN-DO Listを
掲載し、生徒が自主的に目
標の到達度をチェックし、
次の学びにつなげることが
できるよう工夫されてい
る。

○自分の学校や地域のよい
ところを考えて伝え合う言
語活動が多い。
○防災訓練や職場体験など
も取り上げらており、身近
な話題を考えることで社会
との関連性を意識できるよ
う工夫されている。
○各学年Daily Lifeでは、
日常生活の場面を取り上
げ、実生活とのつながりを
意識して学習できるように
なっている。

○各学年の巻末に「英語の
しくみ」を設け、英語と日
本語の違いを視覚的にとら
えられるように工夫がされ
ている。
〇紙面にQRコードが付さ
れており、家庭でも音声を
活用した学習をすることが
できる。

○様々な出身国の中学生が
登場し、その中学生が交流
し成長していく物語を通し
て、登場人物の互いを思い
やる姿から豊かな情操と道
徳心を培い、自分のことと
して共感できるよう配慮さ
れている。

Ｌ

〇内容、程度、分量ともほ
ぼ妥当であると思われる。
〇各学年は1年10Unit(151
ページ)、2年8Unit(159
ページ)、3年6Unit(143
ページ)で構成されてい
る。
〇各Unitの本文は、学年
が上がるごとに長くなるよ
う構成されている。
〇内容は、寓話や英語落語
や小説等、楽しく読めるも
のや、登場人物の心情を読
み取ったり、生き方を学ん
だりできる読み物が掲載さ
れている。

〇各Unitの後にテーマに
沿った長めの英文が載って
いるRead&Thinkのコー
ナーがあり、読解力が高め
られるよう工夫がされてい
る。また、Unitのテーマ
に沿ったミニスピーチを作
り発表するExpress
Yourselfのコーナーがあ
り、文章構成を学び表現力
がつくよう配慮されてい
る。
〇１年生冒頭に、Let's
Startを７課設け、小学校
の復習と文字への意識づけ
を行えるよう配慮されてい
る。

〇各Unitのとびらにはそ
の課で学習する目標が写真
やイラストとともに明示さ
れており、生徒が見通しを
持って積極的に学習できる
ような工夫がある。
〇日本語による情報コー
ナーであるNotesやMore
Information を各所に設
け、生徒が内容に興味・関
心が持てるよう配慮してい
る。
○日米の学校の違いや漫画
に関する話題、世界の国々
への旅行が疑似体験できる
ような読み物があり、生徒
の興味・関心が高まる工夫
がされている。

〇「Targetのまとめ」で
は、文法事項について日本
語の詳しい解説がつけられ
ており、重要文型の定着
と、自学自習ができるよう
になっている。
〇巻末に学年を通した
Can-Doリストが掲載され
ており、生徒が自分で定着
度を確認し、意欲化が図ら
れる。
○Projectでは、３年間を
通して場面に応じてまと
まった量の文章を書く機会
が設けられており、地域の
英語課題である英作文力に
ついて対応が可能である。

〇各教科と関連する題材が
多数掲載されており、各教
科の知識と連携させること
でより深く理解することが
できるよう構成されてい
る。
〇Let's Talkでは、各学年
でショッピングや道案内な
ど、身近な場面での会話が
練習できるようになってい
る。
○自分の将来の夢を考える
活動を通して、実生活で大
切なことを考えたり自己分
析したりする指導につなげ
る題材がある。

〇付録として会話表現や基
本文のまとめ、また、ジャ
ンル別にまとめられた
Word Boxが載っているな
ど、学力定着のための様々
な工夫がある。
〇１年の冒頭にあるアル
ファベットの書き方を復習
できるLet's Startでは、第
２線と第３線の幅をやや広
くし、小文字を書きやすく
してあり、初期学習者への
配慮がある。
〇紙面にQRコードが付さ
れており、家庭でも音声を
活用した学習をすることが
できる。
○学習の流れが把握しやす
い紙面構成で、読みやすい
配慮がされている。

〇異文化理解、反戦・平
和、生命の尊さ、生き方な
ど、他者を尊重する気持ち
や人間性を育むことができ
る題材を多数取り扱ってい
る。
〇イラストや写真、図が豊
富に掲載されており、学習
効果が高められるような配
慮がある。
〇学期末に複数のUnitで
学習した文法事項などを活
用しながら発信活動を行う
Projectのコーナーがあ
り、様々な種類の統合的な
言語活動を行えるよう構成
されている。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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特別の教科　道徳 Ｎ０．１

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

Ａ

○３５時間分の教材と５時
間分の付録教材、合計４０
時間分の教材が用意されて
いる。１年生では、小学校
の教材「橋の上のおおか
み」が掲載されている。
（１年p.180）
○全学年の巻頭折込ページ
で、授業の流れや話し合い
の手引きが示され、学習活
動をイメージしやすいよう
工夫されている。

○教材の冒頭に、ねらいと
なる内容項目に関連した
テーマを示しており、見通
しをもって学習できるよう
工夫されている。
（２年p.118）
○全学年に２時間扱いの問
題解決的な学習が設定され
ており、教材を読んで問題
を発見し、グループで話し
合ったりする中で考えを深
められるよう工夫されてい
る。
（１年p.86-91）

○教材の冒頭に、テーマに
関連のある漫画のコマや登
場人物の絵を掲載し、興
味・関心を高めるととも
に、学習のイメージをもて
るよう工夫されている。
（１年p.16）
○全学年「Action!」が設
定されており、役割演技や
体験的な学習を通して考え
を深められるよう工夫され
ている。
（１年p.104-105）

○全学年で生命やいじめを
考えるユニットがあり、そ
れぞれ３時間の授業で重点
的に学習できる構成となっ
ている。３年生では生命倫
理についても取り扱ってお
り、発達段階を考慮した内
容が設定されている。
（３年p.71-81）
○全学年で「情報モラルと
友情」をテーマにした教材
を扱い、現代的な課題につ
いて考えを深めることがで
きるよう工夫されている。
（３年p.102）

○教材の冒頭ページ下に関
連のある教科等を示すマー
クが示され、各教科等の学
びを意識できるよう配慮さ
れている。
（２年p.68）
○全学年の巻末付録に
「テーマを振り返ろう」が
設けられ、道徳科と各教育
活動との関連を捉えやすく
してある。
（３年p.192）

○AB版サイズのゆとりのあ
る紙面となっている。
○思考を可視化し、話合い
活動を活発にするための授
業支援ツール（心情円、ホ
ワイトボード用紙）が巻末
付録に用意されている。

○各教材末の「考えよう」
「自分を見つめよう」で
は、それぞれに１つずつ問
いが設定されており、教材
の内容と実生活の両面から
思考を深められるよう工夫
されている。
○生徒が感想や意見を記入
できるよう、各教材に「つ
ぶやき」の欄が設定されて
いる。また、巻末には切り
取り可能な学期ごとの振り
返りのページが用意されて
いる。

Ｇ

○３０時間分の教材と５時
間分の補充教材、合計３５
時間の教材が用意されてい
る。
○全学年の巻頭オリエン
テーションページでは、何
をどのように学んでいくの
かが順を追って具体的に示
され、学習の流れを捉えや
すいよう工夫されている。
（２年p.4）

○教材名の下に、導入とな
る問いが示され、教材を通
してどんなことを考えてい
くのか意識付けられるよう
工夫されている。
（１年p.34）
○全学年で「やてみよう」
が設定されており、役割演
技をしたり、日常の体験を
話し合ったりする活動が示
されている。
（２年p.107）

集団生活を考える「けやき
中」シリーズや、友情を考
える「雅司、由紀、美佐」
シリーズの教材が３年間に
わたり掲載されており、同
世代の主人公をとおして自
分自身を見つめられるよう
工夫されている。
（１年p.94-99）
○「ハゲワシと少女」では
インパクトのある写真を掲
載することで、生徒の興
味・関心を高めるよう工夫
されている。
（３年p.56）

○「いじめや差別のない社
会」「生命の尊さ」につい
て複数の教材やコラムを組
み合わせたユニットが設定
され、重層的に考えられる
ようになっている。
（３年p.32-49）
○情報モラルについて考え
る教材を学年の発達段階に
応じて系統的に扱ってお
り、学びを積み重ねていく
事ができるよう工夫されて
いる。
（２年p.70）

○日本の伝統文化として、
１年「落語」、２年「狂
言」、３年「将棋」が取り
上げられており、国語科や
音楽科と関連させながら、
母国への誇りをもつことが
できるよう工夫されてい
る。
（１年p.162）
○「裁判員制度を考える」
は、社会科の学習と関連付
けて学習を深めることがで
きるよう工夫されている。
（３年p92-95）

○全学年巻末に「都道府県
にゆかりのある人物とその
言葉」が掲載されており、
郷土についての理解を深め
ることができるよう工夫さ
れている。
（２年p.184）
○１年前半の教材（１～１
０）では文字を大きくし、
中学校の学習に段階的にス
ムーズに取り組むことがで
きるよう工夫されている。

○各教材末の「学びの道し
るべ」には３つの問いが示
されており、思考を広げた
り深めたりできるよう工夫
されている。
○巻末に１時間ごとの学習
を記録する欄、学期末・学
年末に学びを振り返る切り
取り可能なページが用意さ
れている。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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特別の教科　道徳 Ｎ０．２

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

Ｉ

○３１時間分の教材と４時
間分の付録教材、合計３５
時間分の教材が用意されて
いる。
○授業開きとして、「道徳
の授業を始めよう！」が、
振り返りとして、「道徳の
学びを振り返ろう」が設定
されている。
（１年p6,160）

○年間を３つのシーズンに
区切っての学びのテーマが
設定されている。各シーズ
ンは学びのテーマに応じて
複数の教材を組み合わせた
ユニットで構成されてお
り、１時間の学びが単独で
はなく次の教材への学びへ
と結びつくよう構成されて
いる。
○教材名の横に内容項目の
キーワードを示し、見通し
を持って学習できるよう工
夫されている。

○全学年でヨシタケシンス
ケさんの絵本「なんだろう
なんだろう」や、有名人直
筆のメッセージを掲載し、
生徒の興味を引く工夫がさ
れている。
（１年p80-81,182-183）
○各学年に１教材ずつの
「見方を変えて」では、役
割演技を取り入れた活動が
示され、生徒が実感をもっ
て考えを深められるよう工
夫されている。
（２年p.25）

○「いじめ問題」と「情報
モラル」について取り扱う
「深めたいむ」を全学年に
設定し、身近な生活場面や
自分の経験を重ねて考えら
れるよう工夫されている。
（３年p.82-83）
○全学年に「人と人との関
係づくり」を設定し、他者
とよりよく関わるスキルを
学ぶことができるよう工夫
されている。
（２年p.26-27）

○各教材の「つなげよう」
では、他の教材、他教科、
日常生活との関連、図書の
紹介等が掲載され、道徳科
の学びが広げられるよう工
夫されている。
（１年p.58）
○巻末の「教材別テーマ一
覧」「この教科書が目ざし
た１年生の姿」により、道
徳科と現代的な課題や各教
科等との関わりを捉えられ
るようになっている。
（１年p.180-181）

○各学年の付録では、日本
各地の玩具や世界遺産、先
駆者が紹介されており、郷
土についての理解を深める
工夫がされている。
（２年p.185-187）
○全学年で、巻末付録に小
学校の教材が掲載されてい
る。

○各教材末の「考えよう」
では、教材をとおして何を
学ぶのか意識できるように
めあてが示され、２つの問
いが用意されている。「見
方を変えて」や「つなげよ
う」の問いもあり、多面
的・多角的に考えたり、日
常生活につなげたりする工
夫がされている。
○巻末にはシーズンごとに
振り返りができる切り取り
可能なページが用意されて
いる。

Ｏ

○３５時間分の教材が内容
項目のバランスを考えて配
列されている。
○巻頭のオリエンテーショ
ンのページには、道徳科の
学習意義や内容、学び方や
テーマが掲載され、授業の
流れや１年間の見通しを捉
えやすいよう工夫されてい
る。
（２年p.2-5）

○教材名の上に主題名を示
したり、教材名の下に登場
人物の写真や絵を掲載した
りすることで、生徒の興
味・関心を高めるととも
に、学習の見通しを捉えや
すくなるよう工夫されてい
る。
（３年p.27）
○「学習を深めるヒント」
では、学習形態や効果的な
議論の方法など、学びを深
めるための具体的な手立て
が示されている。
（３年p.19）

○各学年の６つの教材に付
随した「学習の進め方」で
は、問題解決的な学習や体
験的な学習の方法、活動例
が示され、学習過程をイ
メージできるよう工夫され
ている。
（１年p.26-27）
○「プラットホーム」「参
考」「私の生き方」という
コラムが適宜配置され、興
味・関心を引くとともに、
教材の理解を助けるものに
なっている。
（２年p.105,119,123）

○複数の教材とコラムを組
み合わせたユニット「『い
じめ』と向き合う」が年間
に複数配置され、集中的か
つ継続的に考えられるよう
工夫されている。
（１年p.28-49）
○複数の教材とコラムを組
み合わせたユニット「より
よい社会と私たち」が年間
に複数配置され、社会への
参画や将来の生き方につい
て多面的・多角的に考えら
れるよう工夫されている。
（１年p.56-71）

○職場体験学習に関連した
教材やコラムが複数掲載さ
れるなど、体験活動を生か
した授業が展開できるよう
工夫されている。
（２年p.98-109）
○「内容項目別一覧」に各
教科等との関連が示されて
おり、道徳科とのつながり
を意識した指導ができるよ
う工夫されている。
（３年巻末）

○１年間の学校行事や生徒
の発達段階を踏まえて、適
切な時期に適切な教材を扱
うことができるように構成
されている。
○別冊「道徳ノート」で
は、保護者記入欄も設定さ
れており、生徒の成長を学
校と家庭で共有できるよう
工夫されている。

○各教材末の「考えてみよ
う」には、ねらいに迫る問
いが示されている。さらに
「自分に＋１」の問いを用
いて、自分事として考える
ことができるよう工夫され
ている。
○別冊「道徳ノート」は教
科書の内容や構成に対応し
ており、発問や自分の考
え、振り返りの記入欄があ
り、１ページに１時間の学
びを記録するようになって
いる。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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特別の教科　道徳 Ｎ０．３

１．内容、程度、分量等 ２．題材の選択や構成等
３．興味・関心への配慮

等
４．教科の特性、地域の
実態や課題への適合等

５．各教科及び実生活と
の関連についての工夫

６．その他

Ｐ

○３５時間分の教材が内容
項目のバランスを考えて配
列されている。
○巻頭「新しい扉を開く」
で、道徳科で学ぶことや考
えることを示したり、考え
を深めるステップを示した
りすることで、学習の流れ
をイメージしやすいよう工
夫されている。
（１年p.2-3）

○教材に主題名が示されて
いないことで、自ら課題を
見つけ考えることができる
よう工夫されている。
○ユニット学習として「地
球と地域の未来のために」
「夢に向かって共に輝く」
の２つが用意されており、
持続可能な社会や自己の生
き方について多面的・多角
的に考えることができるよ
う工夫されている。
（１年p.74-85）

○教材名の下にキーフレー
ズを入れることで、生徒が
教材に興味・関心を寄せる
ことができるよう工夫され
ている。
（３年p.10）
○「ブラックジャックふた
りの黒い医者」では、著名
な漫画家の作品を教材とし
て取り上げており、生徒の
興味・関心を高めるよう工
夫されている。
（２年p.94）

○全学年で「生命尊重」と
「いじめ防止」を重点テー
マとしており、特に生命尊
重に関わる教材に「いの
ち」のマークを付け、重点
的に指導できるようにして
いる。
（１年p.16 ２年p.94）
○「金色の稲穂」は大田市
立北三瓶中学校での出来事
を取り上げたものであり、
感謝することについて考え
を深めることができる教材
となっている。
（１年p.90-95）

○「クローズアッププラ
ス」では、「生命尊重」
「いじめ防止」につながる
３つのテーマである「自己
肯定感」「メンタルトレー
ニング」「アンガーマネジ
メント」を扱い、実生活に
生かしていけるよう工夫さ
れている。
（３年p.41,55,161）
○巻頭「さまざまなテーマ
で学ぼう」で、各教材と
テーマとの関連がわかるよ
う工夫されている。
（２年p.8）

○AB版サイズのゆとりある
紙面となっている。
○生徒が気付いたことや考
えたことを記入できるよ
う、各教材に「メモ欄」が
設定されている。

○各教材末の「考えよう」
では、ねらいに迫る問いが
２つ用意されている。ま
た、「深めよう」では、教
材をもとに自分の考えを深
め、広げることができるよ
う工夫されている。
（１年p.14-15）
○巻頭「マイプロフィー
ル」、巻末「学びの記録」
により、１年間の成長を確
かめられるよう配慮されて
いる。
（３年p.9,189-195）

Ｔ

○３５時間分の教材が内容
項目のバランスを考えて配
列されている。
○別冊「中学生の道徳ノー
ト」の前半に、各内容項目
に関連した資料が１ページ
ずつ掲載され、本冊と合わ
せて活用することができる
よう工夫されている。

○１つの教材に対して複数
の内容項目を設定している
教材があり、学校や生徒の
実態に応じて指導できるよ
う工夫されている。
（１年p.180）
○教材末の「学習の手がか
り」に、主題名や内容項目
が示されいる教材もあり、
見通しを持って学習できる
よう工夫されている。
（３年p.127）

○各教材の最後に先人や現
在活躍している著名人の言
葉が掲載され、生徒の興
味・関心が高まるよう工夫
されている。
（２年p.47）
○全学年で、友情をテーマ
にした真一と夏樹が登場す
る「アイツ」シリーズが掲
載され、生徒が自分の成長
と重ねて学習できるよう工
夫されている。
（１年p.24-28）

○全学年で「生命尊重」と
「いじめ防止・人権尊重」
を重点的に扱える構成と
なっており、多面的・多角
的に考えられるよう工夫さ
れている。
（３年p.160）
○全学年の巻末に「いじめ
防止」「情報モラル」「現
代的な課題」の特集が設定
され、教材と併せて活用で
きるよう工夫されている。
（２年p.158-163）

○巻末の「内容一覧」に
は、各教科と他教科や現代
的な課題等との関わりが示
され、道徳科との関連を図
ることができるよう配慮さ
れている。
（１年p.180）
○教材と併せて活用できる
資料「thinking」が各学年
３つずつ掲載され、多面
的・多角的に考えられるよ
う工夫されている。
（２年p.157）

○AB版サイズのゆとりある
紙面となっている。
○１年では教材文の文字を
大きくし、中学校の学習に
段階的にスムーズに取り組
むことができるよう工夫さ
れている。

○各教材末の「考える・話
し合う」では、めあてや教
材に関わる問いとともに、
考えを広め、深めるための
視点が示されており、学び
を深めることができるよう
工夫されている。
（１年p.14）
○別冊ノートには、１時間
の学習記録、心に残った授
業、学期・年間の振り返り
を記入する欄があり、成長
を確認できるよう工夫され
ている。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記号

選定に必要な資料の観点

総　　　括
（感性を育む要素を含む）
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