
  

令和元年７月５日 

教 育 指 導 課 

 

 

令和２年度使用世田谷区立中学校教科用図書（「特別の教科 道徳」を除く） 

の調査研究の結果について 

 

 

１ 平成２７年度採択における調査研究の内容（教科書検討委員会報告書）等の活用 

別紙１「平成２８年度使用世田谷区立中学校教科用図書の採択に関する教科書検討委

員会の報告書」のとおり。 

 

 

２ 世田谷区立中学校長会と連携した意見聴取 

  平成２８年度からの使用実績を踏まえた現行教科用図書の令和２年度の使用について、

世田谷区立中学校全２９校への調査結果 

   令和２年度の使用に 支障なし（２９校）、支障あり（０校） 

    ＊意見 言語事項の指導内容の難易度が高い（１校） 

        学習内容と生活との関連資料が少ない（１校） 

 

 

３ 平成２７年度教科書見本の時点からの変更箇所をまとめた資料（一般社団法人教科書

協会作成）の活用 

別紙２、「平成２７年度教科書見本の時点から変更のあった箇所についてまとめた資料

（中学校用教科書）」のとおり。 



○ 平成２８年度使用世田谷区立中学校教科用図書の採択に関する
教科書検討委員会の報告書

・国語
・書写
・社会（地理）
・社会（歴史）
・社会（公民）
・地図
・数学
・理科
・音楽（一般）
・音楽（器楽合奏）
・美術
・保健体育
・技術・家庭（技術分野）
・技術・家庭（家庭分野）
・英語

別紙１ 



平成２８年度使用世田谷区立中学校教科用図書　検討委員会報告書 　教科名　国語
東京書籍 学校図書 三省堂 教育出版 光村図書出版

・学習指導要領・世田谷区教育要領に準拠し
た、適切な内容になっている。

・学習指導要領・世田谷区教育要領に準拠し
た、適切な内容になっている。

・学習指導要領・世田谷区教育要領に準拠し
た、適切な内容になっている。

・学習指導要領・世田谷区教育要領に準拠し
た、適切な内容になっている。

・学習指導要領・世田谷区教育要領に準拠し
た、適切な内容になっている。

３学年合わせた単元数は
・話す　　　　３（スピーチ・プレゼン　など）
・話し合う　  ３（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ　など）
・聞く　　　　　３（会話が弾む質問　など）
「合計」 　　　９

３学年合わせた単元数は
・話す　　　　３（人物紹介・プレゼン　など）
・話し合う　  ３（インタビュー・ディベート　など）
・聞く　　　　　０
「合計」　 　　６

３学年合わせた単元数は
・話す　　　　３（スピーチ・プレゼン　など）
・話し合う　  ４（討論ゲーム　など）
・聞く　　　　　１（引き出す質問）
「合計」　　　 ８

３学年合わせた単元数は
・話す　　　　３（フリップで報告　など）
・話し合う　  ３（グループ討論　など）
・聞く　　　　　３（スピーチを聞く　など）
「合計」　　 　９

３学年合わせた単元数は
・話す　　　　３（スピーチ・プレゼン　など）
・話し合う　  ４（パネルディスカッション　など）
・聞く　　　　　０
「合計」　　　 ７

・各教材の冒頭に目標が示され、「読む／古
典」では終わりの「てびき」で取り組む活動や
問いかけ、「言葉の力」の押さえをし、「話す・
聞く／書く」では終わりに振り返りを点検欄に
記入しながら自己評価をするなど、問題解決
的な活動ができる構成になっている。

・「読む／古典」では各教材の冒頭に目標が示
され、終わりの「学びの窓」で取り組む活動を
示しながら記入欄を設け、自己評価の観点を
常に「言葉の力」「考える力」「知識や技能」と
固定して「ついた力を確かめよう」で確認させ
て、問題解決的な活動ができる構成になって
いる。

・「読む・古典」では、各教材の冒頭と終わりに
目標が示され、「学びの道しるべ」によって取り
組む活動や問いかけ、自己評価の点検欄や
次へつなげることが提示され、「話す・聞く／書
く」では、終わりに目標の振り返りを促して、問
題解決的な活動ができる構成になっている。

・各教材の冒頭と終わりに目標が示され、「み
ちしるべ」によって取り組む活動や問いが提示
され、目標の振り返りでは点検欄がある、など
問題解決的な活動ができる構成になってい
る。

・各教材の冒頭に目標が示され、「読む」単元
では「学習を振り返る」、「話す・聞く／書く」で
は、「次へつなげよう」で自己評価をさせて、
「学習の窓」で学習のポイントを押さえるなど、
問題解決的な活動ができる構成になってい
る。

・資料編［発展］「古典の文法」が掲載されてい
る。

・各学年に『古典に親しむｰ古典文法ー」「今に
伝わる注意したい古語」「古語・文語活用対照
表」がある。

・記載は見られない。 ・3学年に「文語文法活用表」が掲載されてい
る。（文語の動詞、形容動詞、形容詞助動詞
の活用表）

・3学年に「文語の活用」が掲載されている。
（文語の動詞、形容動詞、形容詞助動詞の活
用表）

＜１学年＞
　「会話が弾む質問をしよう」、ことわざスピー
チ、グループディスカッションの単元がある。
＜２学年＞
「説得力のある提案をしよう」・リンクマップによ
る話合いをする単元がある。
＜３学年＞
　「観察・分析して論じよう」社会の一員として
学んだことのスピーチの単元がある。

＜１学年＞
お気に入りを紹介しよう・インタビューをしよう
の単元がある。
＜２学年＞
プレゼンテーション・ディベートの単元がある。

＜３学年＞
パブリックスピーキング・グループパネルディ
スカッションの単元がある。

＜１学年＞
スピーチを聞く・質問、討論ゲーム、即興劇、
取材・報告の単元がある。
＜２学年＞
プレゼンテーション、パネルディスカッション、
対話劇、取材の単元がある。
＜３学年＞
句会、ブックトーク、企画会議、話合い、取材
の単元がある。

＜１学年＞
「スピーチを聞く」、友達のスピーチを聞き、質
問をする単元がある。
＜２学年＞
「役割を決めて討論をする」という単元がある。

＜３学年＞
　中学校生活を振り返り、スピーチをする単元
がある。

＜１学年＞
「スピーチを聞く・好きなものを紹介しよう」「グ
ループディスカッション」の単元がある。
＜２学年＞
　「魅力的な提案をしよう」「プレゼンテーショ
ン」の単元がある。
＜３学年＞
「社会との関わりを伝えよう」「話し合って解決
しよう、問題解決のための話合い」の単元があ
る。

・時代を考慮した教材が適切に配置されてい
る。
・２学年で漢詩、３学年で論語が取り上げられ
ている。

・時代を考慮した教材が適切に配置されてい
る。
・２学年で論語、３学年で漢詩が取り上げられ
ている。

・時代を考慮した教材が適切に配置されてい
る。
・２学年で漢詩、３学年で論語が取り上げられ
ている。

・時代を考慮した教材が適切に配置されてい
る。
・２学年で論語、３学年で漢詩が取り上げられ
ている。

・時代を考慮した教材が適切に配置されてい
る。
・２学年で漢詩、３学年で論語が取り上げられ
ている。

・各学年の「読む＜言葉とメディア＞」でイン
ターネットの注意点を考える単元が掲載され
ている。
・１学年「ニュースの見方を考えよう」
・２学年「『正しい』言葉は信じられるか」
・３学年「いつものように新聞が届いた」

・各学年に、「情報と表現」に関する単元が２つ
設定されている。
・１学年「発想をひらく・情報を集める」「見るこ
とと読むこと」
・２学年「情報を読む・世界を編集する」「言葉
で伝える」
・３学年「情報を自分のものとするために」「言
葉による発見」

・各学年に「資料編」として、「情報探しのヒン
ト」「情報活用のヒント」がある。
・３学年「情報社会を生きる　－メディアリテラ
シー－」を取り扱っている。

・各学年にメディアリテラシーに関しての教材
がある。
・１学年「メディアリテラシー入門」
・２学年「メディアの解釈」「インターネット利用
上の注意点」
・３学年「メディアに潜む意図」

・各学年にメディアリテラシーに関しての教材
がある。
・１学年「情報の集め方を知ろう」
・２学年「メディアと上手に付き合うために」「著
作権について」
・３学年「情報モラルを考える」「新聞の社説を
比較して読もう」

「話・聞」・・・・・９（１２．２％）
「書くこと」・・・１６（２１．６％）
「読むこと」・・４０（５４．１％）
「伝・国」・・・・・９（１２．２％）
「合計」・・・・・７４
・「書くこと」の割合が最も多い。

「話・聞」・・・・・・６（６．７％）
「書くこと」・・・・・６（６．７％）
「読むこと」・・・６７（７４．４％）
「伝・国」・・・・・１１（１２．２％）
「合計」・・・・・・９０
・「読むこと」の割合が最も多い。

「話・聞」・・・・・・８（１２．７％）
「書くこと」・・・・１２（１９．０％）
「読むこと」・・・３４（５４．０％）
「伝・国」・・・・・・９（１４．３％）
「合計」・・・・・・６３
・「話・聞」の割合が最も多い。

「話・聞」・・・・・・９（１２．０％）
「書くこと」・・・・１５（２０．０％）
「読むこと」・・・４０（５３．３％）
「伝・国」・・・・・１１（１４．７％）
「合計」・・・・・・７５
・「伝・国」の割合が最も多い。

「話・聞」・・・・・・７（８．８％）
「書くこと」・・・・・１２（１５．０％）
「読むこと」・・・・５０（６２．５％）
「伝・国」・・・・・・１１（１３．８％）
「合計」・・・・・・・８０

・人権に配慮した表現になっている。 ・人権に配慮した表現になっている。 ・人権に配慮した表現になっている。 ・人権に配慮した表現になっている。 ・人権に配慮した表現になっている。

・巻末「基礎編」に、自学できる素材と練習問
題が記載されている。
　「原稿用紙の使い方」「手紙の書き方」「レ
ポートの書き方」など

・巻末「言語の学習」に自学できる資料が記載
されている。
 　「○年の文法」「○年の語句・語彙」「注意す
べき筆順」など

・巻末「文法のまとめ」に自学できる練習問題
が記載されている。
「参考資料」で、「手紙・はがき・メールの書き
方」「原稿用紙の使い方」など

・巻末に「言葉の自習室」として自学のための
資料が記載されている。
「漢字」で「１年で学習した漢字」「小学校6年で
学習した漢字」など

・１年間の最後に「文法」のまとめがあり、自学
のための練習問題が記載されている。
「１年の文法」「１年の語句・語彙」、３学年で
「１・２年の文法」を示している。

・「手紙（２学年Ｐ３０４）」、「レポート（３学年Ｐ１
１５）」など、他教科の学習や日常生活で生か
していける事項が豊富に扱われている。

・「話をきく（１学年Ｐ４１）」でメモの仕方、「イン
タビューをしよう（Ｐ１４８）」、でインタビューの
仕方の記載がある。

・資料編（１学年Ｐ２２７）では、手紙・はがき・
メールの書き方（Ｐ２７４）など、日常生活で役
立つ事項が紹介されている。

・「言葉の自習室」では、インタビューの仕方
（Ｐ３１９）や文章を書くときの注意点（Ｐ３２３）
など、生活に役立つ事項が分かりやすくまとめ
てある。

・資料で「いろいろな通信文（１年Ｐ２９０）」、
「手紙の書き方（２学年Ｐ２９０）」など、日常生
活で生かしていける事項が紹介されている。

C　言語活動・伝統や
文化に関する教育の
取扱、教科「日本語」
との関連

・言語活動

項目/出版社名

A　内容
・学習指導要領・世田
谷区教育要領を踏まえ
た目標や内容

・「話すこと・聞くこと」
の単元

・主体的・協働的に学
ぶ学習、問題解決的な
学習

B　世田谷９年教育と
の関連
発展的な学習

・古典の扱い

D　ＩＣＴ活用
情報モラルやメディア
リテラシー

E　構成・分量
・領域ごとの配分（単
元数）

F　表記・表現
・人権に配慮した表現

G　使用上の便宜
・自学自習への配慮

H　世田谷の地域性に
対する配慮、その他

・日常の生活にいかせ
る工夫



平成２８年度使用世田谷区立中学校教科用図書　検討委員会報告書 教科名　書写　　

東京書籍 学校図書 三省堂 教育出版 光村図書出版
【Ｐ２】「これから学ぶこと」において、「６年 友」と「３年
友情」を示し、３年間の学習の見通しを示して意欲を
喚起している。
【Ｐ２１、２５、４０、５８、６７、７９、８４】コラム「しょしゃの
たね」で関心を高め、意欲を喚起している。

【Ｐ３】「なぜ毛筆で学習するの？」で、毛筆学習の導入
において意欲を喚起している。

【Ｐ３】「相手や目的・場面を考えて書く習慣をつけよう」
で、目的、相手、効果などを考えて書くように呼びか
け、意欲を喚起している。

【Ｐ２】「どんな力を身につけるか」で、学習の視点を示
し、意欲を喚起している。
【Ｐ８】「書写学習の構図」で、各学習内容を図で示し、
イメージをもてるようにして、意欲を喚起している。

【裏表紙】巻頭詩「文字と出会う」で、３年間の見通しを
示し、意欲を喚起している。
【Ｐ２】「中学校３年間の見通しをもとう」で「中学」の文
字を例示して、楷書から行書へ移行する見通しを示
し、意欲を喚起している。

【Ｐ２、３】「学習の進め方」において、「目標」「調べよ
う」「確かめよう」「広げよう」「振り返ろう」「活用」など主
体的、問題解決的な学習の進め方を示し、この流れで
単元を構成している。

【Ｐ２、３】「学習の進め方」で、「試し書き」から「まとめ
書き」までの流れを示し、主体的、問題解決的に学ぶ
学習を促し、その流れで単元を構成している。

【裏表紙】「学習の流れ」で、「見通しをもつ」「学習す
る」「復習する」「学習を生かして主体的に書く」と学習
の流れを示し、主体的・問題解決的に学ぶ学習を促
し、その流れで単元を構成している。

【Ｐ８】「学習の進め方」で「目標」「試し書き」「考えよう」
「生かそう」「まとめ書き」「振り返ろう」など学習の進め
方を示し、主体的・問題解決的に学ぶ学習を促し、そ
の流れで単元を構成している。

【Ｐ３】「学習の流れ」で、「目標」「学習の窓」「学習を振
り返る」などの学習の流れを示し、主体的・問題解決
的に学ぶ学習を促し、その流れで単元を構成してい
る。

【Ｐ１３】「振り返ろう」で、自己評価を書き込む欄があ
る。

【Ｐ１３】「振り返って・・・」で、キャラクターが具体的に
振り返りの視点を示している。

【Ｐ１１】「振り返ろう☆☆☆」と呼びかけて、☆マークに
色を塗る欄がある。

【Ｐ１７】「楷書で書こう」で「振り返ろう」に○△を記入す
る欄がある。

【Ｐ１１】「漢字の筆使い」で、「学習を振り返る」に○△
を記入する欄がある。

毛筆の手本に「学習のはじめに硬筆で書こう」「学習の
まとめに硬筆で書こう」で同じ文字を硬筆と毛筆で書く
欄がある。（Ｐ１０「大志」など）

毛筆の後で「硬筆で書いてみよう」と同じ文字を書く欄
を設けている。（Ｐ１２「天地」など）

同じ文字で毛筆で「書いて確かめよう」と硬筆で「書い
て確かめよう」の欄を取り入れている。（Ｐ１０「春光」な
ど）

毛筆で書く前に「試し書き」として、まず硬筆で書くとい
う欄を取り入れている。（Ｐ１６「天地」など）

毛筆の手本と共に「学習したことを生かして書こう」で
硬筆で書く欄を取り入れている。（Ｐ１１「地球」など）

【Ｐ４～６】「学習のはじめに」で姿勢、筆や鉛筆の持ち
方などを振り返ることができる内容がある。

【Ｐ４】「学習の前に確認しよう」で姿勢、筆や鉛筆の持
ち方などを振り返ることができる内容がある。

【Ｐ４～６】「望ましい姿勢と筆記具の持ち方」で姿勢、
筆や鉛筆の持ち方などを振り返ることができる内容が
ある。

【Ｐ３～５】「姿勢と用具の使い方」で姿勢、筆や鉛筆の
持ち方などを振り返ることができる内容がある。

【Ｐ４～５】「書くときの姿勢」で姿勢、筆や鉛筆の持ち
方などを振り返ることができる内容がある。

復習する教材がある。
【Ｐ８～９】「点画の書き方と字形」（硬筆）
【Ｐ１２～１３】「楷書の基本点画」（毛筆）
【Ｐ２２～２５】「楷書のまとめ」（硬筆）

復習する教材がある
【Ｐ１０】「字形を整えて書こう」（毛筆）
【Ｐ１１】「基本的な点画の復習」（毛筆）
【Ｐ１２～１５】「硬筆で書いてみよう」（硬筆）

復習する教材がある。
【Ｐ８～２４】１年の第１単元「楷書で書こう」の中
に、「文字の整え方を確かめよう」など（毛筆・硬
筆）

復習する教材がある。
【Ｐ１２～１５】「楷書で書こう ①筆使い－基本点
画－」（毛筆）
【Ｐ１６～１９】「②筆使いと字形 ③生かして書く」
（硬筆）

復習する「基礎編」がある。
【Ｐ６～７】「点画の種類と筆使い」（毛筆）
【Ｐ８～９】「字形の整え方」「読みやすく書くため
に」（硬筆）
【Ｐ１０～１１】「漢字の筆使い」（毛筆）

巻末折り込みに、「季節の言葉」として、各季節の月の
異名・二十四節気、短歌を紹介されている。
【Ｐ６３】「枕草子」が硬筆の教材として取り上げられて
いる。

【Ｐ７０】「枕草子」が硬筆の教材として取り上げられて
いる。

【Ｐ８０～Ｐ８１】「日常の書式①」で、時候の挨拶例や
頭語と結語が紹介されている。
【裏表紙】「自分の文字」で、「徒然草」が紹介されてい
る。

【Ｐ８８～Ｐ８９】「学習を生かして書く」で、「枕草子」が
硬筆の教材として取り上げられている。

【Ｐ３２～Ｐ３３】「コラム 季節のしおり１」と【Ｐ４８～Ｐ４
９】「コラム 季節のしおり２」では季節の言葉、詩・短
歌・俳句などが硬筆の教材として取り上げられている。
【Ｐ４８】「枕草子」が硬筆の教材として取り上げられて
いる。

・デジタルコンテンツを示す「Ｄマーク」がある。
・【Ｐ８８】「絵はがきや電子メールを出すときに」で、電
子メールの特徴などを考えさせている。

記載はない。 記載はない。 記載はない。 記載はない。

適切である。
１年：３単元（年間２０時間程度）
２年：４単元（年間２０時間程度）
３年：３単元（年間１０時間程度）

適切である。
１年：３単元（年間２０時間程度）
２年：３単元（年間２０時間程度）
３年：１単元（年間１０時間程度）

適切である。
１年：４単元（年間２０時間程度）
２年：４単元（年間２０時間程度）
３年：２単元（年間１０時間程度）

適切である。
１年：３単元（年間２０時間程度）
２年：３単元（年間２０時間程度）
３年：３単元（年間１０時間程度）

適切である。
1年：３単元（年間２０時間程度）
２年：３単元（年間２０時間程度）
３年：２単元（年間１０時間程度）

手本等の字体は適切である。 手本等の字体は適切である。 Ｐ１３｢枝｣、Ｐ１６｢風｣、Ｐ３０「生」、P４９「雪」などに特
徴が見られる。

Ｐ４７｢木｣、Ｐ４９｢光｣などに特徴が見られる。 Ｐ２７｢木｣などに特徴が見られる。

授業のみならず、家庭での自主学習が可能となるよう
な教材がある。
【Ｐ１００】はがき、エアメール、原稿用紙などの書き方
を例示している。
【Ｐ１０２】資料②「書写テストに挑戦」で書き込みをして
復習ができるようになっている。

授業のみならず、家庭での自主学習が可能となるよう
な教材がある。
【Ｐ８８～９２】はがき、エアメール、のし袋、原稿用紙な
どの書き方を例示している。

授業のみならず、家庭での自主学習が可能となるよう
な教材がある。
【Ｐ７８～８４】はがき、のし袋、荷物の伝票、原稿用紙
などの書き方を例示したり、時候のあいさつを紹介し
たりしている。

授業のみならず、家庭での自主学習が可能となるよう
な教材がある。
【Ｐ１１４～１１９】はがき、エアメール、のし袋、荷物の
伝票、ノートの書き方、原稿用紙、面接シートなどの書
き方を例示している。

授業のみならず、家庭での自主学習が可能となるよう
な教材がある。
【Ｐ６０～６７】はがき、エアメール、荷物の伝票、願書、
のし袋、原稿用紙の書き方を紹介したり、時候のあい
さつを紹介したりしている。

・横Ａ４、縦のＢ５のＡＢ版
・総ページ数１４８ページ
・巻末「資料」４５ページ分
・常用漢字の一覧表（楷書体と行書体）
 人名用漢字表

・大型Ｂ5版。横が１㎝長い。
・総ページ数１２２ページ
・巻末「資料」１０ページ分
・常用漢字の一覧表（行書体）

・B5版。
・総ページ数１１６ページ
・巻末「資料」３９ページ分
・常用漢字の小・中学校別一覧表（楷書体と行書体）

・B5版。
・総ページ数１４２ページ
・巻末資料１９ページ分
・常用漢字の小・中学校別一覧表（行書体）

・B5版。
・総ページ数１１９ページ
・巻末「資料」５９ページ分と最多である。
・常用漢字の一覧表（楷書体と行書体）
・部分別行書一覧表

各学年に、「生活を豊かにする文字」の単元があり、生
活に生かす内容が多く掲載されている。

３学年の「書写を生活に生かそう」の単元で、生活に生
かす内容が掲載されている。

各学年に「生活に生かそう」の単元があり、生活に生
かす内容が掲載されている。

１学年「学習を生かして書く」、２学年「学習活動や日
常生活に生かして書こう」、３学年「身のまわりの多様
な文字に関心をもち、効果的に文字を書こう」の単元
があり、生活に生かす内容が掲載されている。

・１・２学年では、単元の終わりに「学習したことを生か
して書こう」、３学年「学習したことを生かして書こう」の
教材があり、生活に生かす内容が掲載されている。

項目/出版社名
A　内　容

・意欲の喚起
・主体的・問題解決的な
学習
・硬筆と毛筆の関連

B　世田谷９年教育との
関連
・小学校の学習をいかし
たり、繰り返し学習したり
する内容

C　言語活動・伝統や文
化に関する教育の取扱、
教科「日本語」との関連
・教科「日本語」との関連

D　ＩＣＴ活用
・情報モラルやメディアリ
テラシーについて

E　構成・分量
・指導時数への配慮

Ｆ　表記・表現
・字体の美しさ、手本の大
きさ

G　使用上の便宜
・自学自習への配慮
・印刷や製本等

H　世田谷の地域性に対
する配慮、その他
・日常の生活にいかせる
内容の工夫
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・学習指導要領、世田谷区教育要領に準拠し、適切な編集となってい
る。

・学習指導要領、世田谷区教育要領に準拠し、適切な編集となってい
る。

・学習指導要領、世田谷区教育要領に準拠し、適切な編集となってい
る。

・学習指導要領、世田谷区教育要領に準拠し、適切な編集となってい
る。

・「地理スキルアップ」「用語解説」「学習の振り返り」のコラムを設けて
いる。

・｢学習のまとめと表現」「地理の窓」「用語解説」のコラムを設けてい
る。
・地理にアプローチのコラムを設けている。

・「技能をみがくコーナー」「学習をふりかえろう」「解説」のコラムを設
けている。

・「学習のまとめ」「学習の活用」のコラムを設けている。
・スキルアップのコラムを設けている。

・「世界各地の人々の生活と環境」では、東京と各地域の雨温図が
載っており、比較できるようになっている。
・ほぼ全てのページに地図、写真、統計資料等が配置されている。

・「世界各地の人々の生活と環境」では、東京と各地域の雨温図が
載っており、比較できるようになっている。
・雨温図が大きく、印刷も濃く表示されている。
・ほぼ全てのページに地図、写真、統計資料等が配置されている

・「世界各地の人々の生活と環境」では、東京と各地域の雨温図が
載っており、比較できるようになっている。
・ほぼ全てのページに地図、写真、統計資料等が配置されている

・「世界各地の人々の生活と環境」では、東京と各地域の雨温図が
載っており、比較できるようになっている。
・ほぼ全てのページに地図、写真、統計資料等が配置されている
・グラフの数は少ないが、１つのグラフを大きく見せる工夫がなされて
いる。

・第１編第１章「この国はどこかな」で、小学校で学習した様々な国を
大陸ごとに確認できる。

・「地理学習の初めに」で小学校の学習内容を振り返らせている。

・第１編第１章「地理にアプローチ」でコーナーがもうけられており、小
学校で習った地図のきまりやグラフのつくり方を振り返ることができ
る。

・第１部第１章「世界の姿」で小学校で学習した国々について振り返ら
せている。

・第１編第１章「世界の姿」で小学校で学習した主な大陸と海洋などを
振り返らせている。

・見開きごとに「確認マーク」を設け、学習内容について、生徒に言葉
で説明させるようにしている。
・単元ごとに「学習の振り返り」があり、言葉でまとめるよう促してい
る。

・見開きごとに「ふりかえる」を設け、学習内容について、生徒に言葉
で説明させるようにしている。
・「学習のまとめと表現」があり、言葉でまとめるよう促している。

・見開きごとに「説明しよう」を設け、学習内容について、生徒に言葉
で説明させるようにしている。
・「学習をふりかえろう」があり、言葉でまとめるよう促している。

・見開きごとに「学習の活用」を設け、学習内容について、生徒に言葉
で説明させるようにしている。
・「学習のまとめ」があり、言葉でまとめるよう促している。

・「深めよう」で単元によりインターネット活用を促している。
・「世界のさまざまな地域の調査」「身近な地域の調査」の単元でイン
ターネットによる調査方法を紹介している。
・「さまざまな地域の調査」の単元でインターネットによる調査方法を
紹介している。
・Ｄマークで、ホームページとの関連が示されている。

・インターネット活用方法の中で、注意を促している。
・「世界のさまざまな地域の調査」「身近な地域の調査」の単元でさま
ざまな資料の活用において取り扱っている。

・「世界のさまざまな地域の調査」「身近な地域の調査」の単元でイン
ターネットによる調査方法を紹介している。

・「本コーナー」でインターネットの活用を紹介している。
・「世界のさまざまな地域の調査」「身近な地域の調査」の単元でイン
ターネットによる調査方法を紹介している。

第1編　世界のさまざまな地域
　第1章　世界の姿
　第2章　世界各地の人々の生活と環境
　第3章　世界の諸地域
　第4章　世界の様々な地域の調査
第2編　日本の様々な地域
　第1章　日本の姿
　第2章　世界から見た日本の姿
　第3章　日本の諸地域
　第4章　身近な地域の調査

巻頭　世界のさまざまな風景　世界遺産
第1編　世界のさまざまな地域
　第1章　私たちの地球と世界の地域構成
　第2章　人々の生活と環境
　第3章　世界の諸地域
　第4章　世界のさまざまな地域の調査
第2編　日本のさまざまな地域
　第1章　日本の地域構成
　第2章　世界からみた日本のすがた
　第3章　日本の諸地域
　第4章　身近な地域の調査

第1部　世界のさまざまな地域
　第1章　世界の姿
　第2章　世界各地の人々の生活と環境
　第3章　世界の諸地域
　第4章　世界のさまざまな地域の調査
第2部　日本の様々な地域
　第1章　日本の姿
　第2章　世界と比べた日本の地域的特色
　第3章　日本の諸地域
　第4章　身近な地域の調査

第1編　世界のさまさまな地域
　第1章　世界の姿
　第2章　世界各地の人々の生活と環境
　第3章　世界の諸地域
　第4章　世界のさまざまな地域の調査
第2編　日本のさまざまな地域
　第1章　日本の姿
　第2章　世界からみた日本の姿
　第3章　日本の諸地域
　第4章　身近な地域の調査
地理を学んで

・「世界の様々な地域」内容ごとのページ数については、「世界の地域
構成」１６ページ、「世界各地の人々の生活と環境」２２ページ、「世界
の諸地域」７２ページ、「世界のさまざまな地域の調査」１２ページ、と
なっており、最も多い。

・「世界の様々な地域」内容ごとのページ数については、「世界の地域
構成」１２ページ、「世界各地の人々の生活と環境」１８ページ、「世界
の諸地域」７１ページ、「世界のさまざまな地域の調査」９ページ、と
なっており、最も少ない。

・「世界の様々な地域」内容ごとのページ数については、「世界の地域
構成」１３ページ、「世界各地の人々の生活と環境」１９ページ、「世界
の諸地域」７７ページ、「世界のさまざまな地域の調査」９ページ、と
なっている。

・「世界の様々な地域」内容ごとのページ数については、「世界の地域
構成」１２ページ、「世界各地の人々の生活と環境」１８ページ、「世界
の諸地域」７０ページ、「世界のさまざまな地域の調査」１２ページ、と
なっている。

・「日本の様々な地域」内容ごとのページ数については、「日本の地域
構成」１４ページ、「世界と比べた日本の地域的特色」３６ページ、「日
本の諸地域」８７ページ、「身近な地域の調査」１８ページ、となってい
る。

・「日本の様々な地域」内容ごとのページ数については、「日本の地域
構成」１２ページ、「世界と比べた日本の地域的特色」２４ページ、「日
本の諸地域」９０ページ、「身近な地域の調査」１５ページ、となってお
り、最も少ない。

・「日本の様々な地域」内容ごとのページ数については、「日本の地域
構成」１２ページ、「世界と比べた日本の地域的特色」３５ページ、「日
本の諸地域」９９ページ、「身近な地域の調査」１０ページ、となってお
り、最も多い。

・「日本の様々な地域」内容ごとのページ数については、「日本の地域
構成」１８ページ、「世界と比べた日本の地域的特色」３８ページ、「日
本の諸地域」８６ページ、「身近な地域の調査」１４ページ、となってお
り、最も多い。

・本文中に太字で表している。
・巻末に用語解説を設けている。

・本文中に太字で表している。
・巻末に用語解説を設けている。

・本文中に太字で表している。
・巻末に用語解説はない。

・本文中に太字で表している。
・巻末に用語解説を設けている。

・巻頭「この国どこかな」
・巻末「世界の主な農産物」
・巻末統計　６ページ
・用語解説７０項目　４ページ
・索引　４ページ

・巻頭「世界遺産」
・巻末「世界の主な農産物」
・巻末統計　４ページ
・用語解説９４項目　４ページ
・索引　４ページ

・巻頭「世界に広がる日本の文化」
・巻末「世界の農産物」
・巻末統計　なし
・用語解説　なし
・索引　４ページ

・巻頭「世界の仲間」
・巻末「日本の世界遺産」
・巻末統計　４ページ
・用語解説６７項目　４ページ
・索引　４ページ

・身近な地域の調査の単元では、よりよい地域の将来像を考え、意見
交換する構成になっている。
・「調査の達人」のコーナーを設け、探求的学習の手助けとなってい
る。

・身近な地域の調査の単元では、調査結果を地域に発信する構成に
なっている。
・「地域調査の手引き」のコーナーを設け、探求的学習の手助けと
なっている。

・身近な地域の調査の単元では、身近な地域にある課題や将来像を
意見交換する構成になっている。
・「技能をみがく」のコーナーを設け、探求的学習の手助けとなってい
る。

・身近な地域の調査の単元では、自分たちができることを考え、地域
の取組に参加していくことをうながす構成になっている。
・「スキルアップ」のコーナーを設け、探求的学習の手助けとなってい
る。

項目/出版社名

A　内容
・学習指導要領・世田谷
区教育要領を踏まえた目
標や内容
・基礎的・基本的な知識・
技能の確実な習得
・表やグラフ等の表示

B　世田谷９年教育との
関連
・小学校の学習をいかし
たり、繰り返し学習したり
する内容
C　言語活動・伝統や文
化に関する教育の取扱、
教科「日本語」との関連
・思考力を高め、発表や
表現活動を促す内容

D　ＩＣＴ活用
・インターネットやＩＣＴ機器
を活用した学習活動の工
夫

E　構成・分量
 ・単元の配列、分量の配
当

F　表記・表現
・学習に必要な用語の扱
い。
G　使用上の便宜
・巻頭、巻末、まとめ、ト
ピックス等の内容

H　世田谷の地域性に対
する配慮、その他
・日常の生活にいかせる
内容の工夫
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・学習指導要領、世田谷区教育要領
に準拠し、適切な編集となっている。

・学習指導要領、世田谷区教育要領
に準拠し、適切な編集となっている。

・学習指導要領、世田谷区教育要領
に準拠し、適切な編集となっている。

・学習指導要領、世田谷区教育要領
に準拠し、適切な編集となっている。

・学習指導要領、世田谷区教育要領
に準拠し、適切な編集となっている。

・学習指導要領、世田谷区教育要領
に準拠し、適切な編集となっている。

・学習指導要領、世田谷区教育要領
に準拠し、適切な編集となっている。

・学習指導要領、世田谷区教育要領
に準拠し、適切な編集となっている。

・各章末で「この時代の特色をとらえよ
う」「この時代の歴史の学習を確認しよ
う」というコーナーを設けて、基礎的・
基本的な知識、技能の定着を図ってい
る。
・通史と時代の特色は、章末と章始め
の年表（政治と経済・文化など）で時代
をつないでいる。また、各見開きの左
下で時期を示している。
・「歴史スキルアップ」で歴史地図や系
図の見方などを解説している。

・各章末で「学習のまとめと表現」とい
うコーナーを設けて、基礎的・基本的
な知識、技能の定着を図っている。
・通史は各ページの見出しに時期を示
し、時代の特色は章ごとの学習のまと
めがある。

・「歴史にアプローチ」で絵画資料の見
方や系図の読み方を解説している。

・各章末で「まとめてみよう」というコー
ナーを設けて、基礎的・基本的な知
識、技能の定着を図っている。
・通史は章始めのページに時期を示
し、時代の特色は章ごとの学習のまと
めがある。
・「歴史のとびら」で絵画資料の見方等
を開設している。

・各章末で「学習をふりかえろう」という
コーナーを設けて、基礎的・基本的な
知識、技能の定着を図っている。
・通史と時代の特色は、章ごとの学習
を振り返ろうのページとタイムトラベル
のページを関連させている。
・「技能をみがく」で系図の見方や絵巻
物の見方などを解説している。

・各章末で「学習の活用」というコー
ナーを設けて、基礎的・基本的な知
識、技能の定着を図っている。
・通史は章始めの「地図で見る世界の
動き」、時代の特色は章末の「とらえよ
う！「○○の日本」の特色」でのまとめ
がある。
・「歴史学習の基礎」で絵画資料の見
方や文化財の種類等を解説している。

・各章末で「○○とはどんな時代か」
「１００字用語解説」というコーナーを設
けて、基礎的・基本的な知識、技能の
定着を図っている。
・通史や時代の特色を扱う章始めや章
末のページはない。
・章ごとに用語解説がある。

・各章末で「学習のまとめ」のコーナー
を設けて、基礎的・基本的な知識、技
能の定着を図っている。
・通史や時代の特色は、章始めの「鳥
の目で見る○○」「虫の目で見る○○」
と、章末の学習のまとめがある。

・各章末で「学習のまとめ」というコー
ナーを設けて、基礎的・基本的な知
識、技能の定着を図っている。
・通史や時代の特色は、章始めのペー
ジ左で時期を示し、章末の学習のまと
めがある

・「歴史の流れをとらえよう」で、小学校
学習指導要領で示された42人の人物
や、文化財を振り返る活動を設け、中
学校での歴史学習ができるようにして
いる。

・「時代の移り変わりを考えよう」で、小
学校で学んだ歴史の流れを振り返る
ようにしている。

・「小学校での学習の整理」として、小
学校で学んだ歴史の流れを振り返ると
ともに、作業的な学習を取り入れてい
る。

・巻頭の「歴史をたどろう」で、小学校
で学んだ歴史の流れを振り返るととも
に、学んだ人物が示され、作業的な学
習を取り入れている。

・「歴史のとらえ方」で、小学校で学ん
だ歴史の流れを振り返るとともに、作
業的な学習を取り入れている。

・「歴史のとらえ方」で、小学校で学ん
だ歴史の流れを振り返るようにしてい
る。

・「歴史人物Ｑ＆Ａカードをつくろう」で、
小学校で学んだ歴史の流れを振り返
るようにしている。

・「歴史を楽しく学ぼう」で、小学校で学
んだ歴史を振り返るようにしている。

・各章ごとの「私たちの歴史探検隊」
で、班活動をもとにして調査を進める
言語活動を取り上げている。

・各章末の「学習のまとめと表現」で、
「説明しよう」などの言語活動を取り上
げている。

・各章末に、各時代の政治や文化の
特色について、指定された語句を用い
て言語活動を取り上げている。

・巻頭に「地域調査・まとめ発表マニュ
アル」を設け、言語活動を取り上げて
いる。

・「でかけよう地域調べ」というコーナー
を設け、複数の資料を関連させて話し
合う、言語活動を取り上げている。

・各単元ごとの「まとめにチャレンジ」
で、「説明しよう」などの言語活動を取
り上げている。

・見開きごとの「学習のまとめ」で、毎
時間の学習で表現力をはぐくめるよう
になっている。
・各章の「学習のまとめ」と巻末の「歴
史学習のまとめ」で、言語活動を取り
上げている。

・各章末に「学習のまとめ」で言語活動
を取り上げている。

・「調査の達人」で、インターネット活用
方法と活用における注意点を紹介して
いる。（Ｐ１８）
・Ｄマークが付いた資料は関連する動
画やアニメーションをホームページに
掲載している。

・「地域調査の手引き①」で、「さらに情
報を集めたいとき」の項目でインタ－
ネットを活用して情報を集める記載が
ある。（Ｐ３０）

・「歴史のとびら」で、インターネットの
活用方法を紹介している。（Ｐ１４０）

・「技能をみがく」で、インターネット活
用方法や写真でプレゼンテーションソ
フトの活用を紹介している。（Ｐ８、１１）

・「でかけよう地域調べ」で、インター
ネット活用方法を紹介している。（Ｐ５
４、Ｐ９２）

・「○○の歴史を調べる」で、インター
ネット活用方法について記載してい
る。（Ｐ１３）

・巻末に、インターネット活用方法や全
国の博物館のインターネットアドレスを
記載している。（Ｐ２９０）

・「歴史を体験する」で、インターネット
を活用して資料を探す方法を紹介して
いる。（Ｐ１１２）

・適切に使用しやすく掲載されている。 ・適切に使用しやすく掲載されている。 ・適切に使用しやすく掲載されている。 ・適切に使用しやすく掲載されている。 ・適切に使用しやすく掲載されている。 ・適切に使用しやすく掲載されている。 ・適切に使用しやすく掲載されている。 ・適切に使用しやすく掲載されている。

・「私たち歴史探検隊」など「地域の歴
史を調べてみよう」を掲載している。

・「郷土の歴史を探ろう」を掲載してい
る。

・「歴史のとびら」に、「身近な歴史を調
べよう」を掲載している。

・身近な地域を調べる「歴史の調べ方
まとめ・発表の仕方」を掲載している。

・身近な地域の歴史を調べる「でかけ
よう地域調べ」を掲載している。

・「地域の歴史を調べる」を掲載してい
る。

・「地域調査に出かけてみよう」を掲載
している。

・「歴史への案内」に、身近な歴史の学
習を掲載している。

項目/出版社名

A　内容

・学習指導要領・世田谷区教育
要領を踏まえた目標や内容
・基礎的・基本的な知識・技能の
確実な習得
・分野を関連させて学習する工
夫

・「分野関連マーク」を設け、他分野と
の関連を示している。
・巻頭の「日本の世界遺産」、巻末の
「角地の主な史跡」「日本地図の歴史」
で他分野との関連を図っている。

・章末の「学習のまとめと表現」に地図
を載せ、他分野との関連を図ってい
る。
・巻末の「各地の主な遺跡・史跡・でき
ごと」「世界地図の歴史」で他分野との
関連図っている。

・巻頭の「世界の地図」、巻末の「日本
の歴史的遺産」「国と都道府県」で他
分野との関連図っている。
・「地図で見る世界史」というコーナー
で、世界史との関連を図っている。

・「連携コーナー」を設け、他分野との
関連を示している。
・章末の「学習の活用」に地図を載せ、
他分野との関連を図っている。
・各章の始めに「地図で見る世界の動
き」を設け、世界史との関連を図ってい
る。
・巻頭の「国県対照と五畿七道」、巻末
の日本の主な史跡などの地図で他分
野との関連を図っている。

・巻頭の「日本の伝統的工芸品」「旧国
名と都道府県名」で他分野との関連を
図っている。

・章末の「学習のまとめ」に地図を載
せ、他分野との関連を図っている。
・巻末の「各地の主な遺跡・史跡」「世
界と日本の世界遺産」で他分野との関
連図っている。

・章末の「学習のまとめ」に地図を載
せ、他分野との関連を図っている。
・各章の始めに世界地図を載せ、世界
史との関連を図っている。
・巻末の「歴史地図(世界）」、巻末に
「歴史地図（日本）（昔の国名と国境）」
で他分野との関連図っている。

B　世田谷９年教育との
関連
・小学校の学習や繰り返し学習
したりする内容
・発展的な学習や上級学校への
円滑な接続についての内容

・「深めよう」のコーナーを設け、「考古
学のとびら」「歴史の中のイスラム文
化」等を取り上げている。

・巻頭の「歴史の学習を始めよう」で、
地球の歴史として古生代前から取り上
げている。

・「もっと知りたい歴史」「歴史のとび
ら」のコーナーを設け、「植物と日本
人」や「遺跡から原始の時代を探ろう」
等を取り上げている。

・「歴史を探ろう」のコーナーを設け、
「古墳から分かる当時の様子」「東アジ
アに開かれた窓口博多」等を掲載して
いる。

・「歴史を掘り下げる」のコーナーを設
け、「渡来人と渡来文化」「古代から中
世への土地制度の移り変わり」等を取
り上げている。

・章末の「学習を振り返ろう」に地図を
載せ、他分野との関連を図っている。
・巻頭の「日本の伝統行事と祭り」、巻
末の「世界と日本を結ぶ先駆けとなっ
た人々」「日本地図の歴史」で他分野
との関連図っている。

・各単元で「もっと知りたい」というコラ
ムを設け、「日本という名のおこり」等
を取り上げている。

・「歴史ズームイン」のコーナーを設
け、「日本人の宗教観」「歴史を解明す
る考古学」等を取り上げている。

・「歴史を体験する」のコーナーを設定
し、発展的な学習内容を取り上げてい
る。

C　言語活動・伝統や文
化に関する教育の取扱、
教科「日本語」との関連
・世田谷区教育要領に示されて
いる言語活動

D　ＩＣＴ活用
・インターネットやＩＣＴ機器の活
用

①古代　　４４Ｐ（１６．５％）
②中世　　３８Ｐ（１４．３％）
③近世　　５０Ｐ（１８．８％）
④近代　　９８Ｐ（３６．８％）
⑤現代　　３６Ｐ（１３．５％）
　合計　　２６６Ｐ

①古代　　５６Ｐ（２２．０％）
②中世　　２８Ｐ（１１．０％）
③近世　　４４Ｐ（１７．３％）
④近代　　９８Ｐ（３８．６％）
⑤現代　　２８Ｐ（１１．０％）
　合計　　２５４Ｐ

①古代　　５２Ｐ（１９．５％）
②中世　　３２Ｐ（１２．０％）
③近世　　５４Ｐ（２０．３％）
④近代　　９８Ｐ（３６．８％）
⑤現代　　３０Ｐ（１１．３％）
　合計　　２６６Ｐ

①古代　　４６Ｐ（１６．２％）
②中世　　３２Ｐ（１１．２％）
③近世　　５６Ｐ（１９．７％）
④近代　　１１２Ｐ（３９．４％）
⑤現代　　３８Ｐ（１３．４％）
　合計　　２８４Ｐ

F　表記・表現
・人権に対する配慮
・社会的事象

・配慮されている。
・女性に関するコラムが７カ所ある。

・配慮されている。 ・配慮されている。 ・配慮されている。
・人権に関するコラムが１３カ所ある。

・配慮されている。

E　構成・分量
 ・単元の配列、分量、時数配当

①古代　　４４Ｐ（１７．２％）
②中世　　３４Ｐ（１３．３％）
③近世　　４４Ｐ（１７．２％）
④近代　　９８Ｐ（３８．３％）
⑤現代　　３６Ｐ（１４．１％）
　合計　　２５６Ｐ

①古代　　３８Ｐ（１５．１％）
②中世　　３４Ｐ（１３．５％）
③近世　　４４Ｐ（１７．５％）
④近代　１０４Ｐ（４１．３％）
⑤現代　　３２Ｐ（１２．７％）
　合計　　２５２Ｐ

①古代　　５２Ｐ（１９．３％）
②中世　　３２Ｐ（１１．９％）
③近世　　５６Ｐ（２０．７％）
④近代　　１０２（３７．８％）
⑤現代　　２８Ｐ（１０．４％）
　合計　　　２７０Ｐ

①古代　　３８Ｐ（１５．１％）
②中世　　３６Ｐ（１４．３％）
③近世　　５２Ｐ（２０．７％）
④近代　　９８Ｐ（３８．９％）
⑤現代　　２８Ｐ（１１．１％）
　合計　　２５２Ｐ

・配慮されている。 ・配慮されている。
・「なでしこ日本史」が５カ所ある。

・配慮されている。

G　使用上の便宜
・巻頭、巻末、まとめ、トピックス
等

H　世田谷の地域性に対
する配慮、その他
・日常の生活にいかせる内容の
工夫



平成２８年度使用世田谷区立中学校教科用図書　検討委員会報告書 教科名　社会　公民的分野　　
東京書籍 教育出版 清水書院 帝国書院 日本文教出版 自由社 育鵬社

・学習指導要領、世田谷区教育要領
に準拠し、適切な編集となっている。

・学習指導要領、世田谷区教育要領
に準拠し、適切な編集となっている。

・学習指導要領、世田谷区教育要領
に準拠し、適切な編集となっている。

・学習指導要領、世田谷区教育要領
に準拠し、適切な編集となっている。

・学習指導要領、世田谷区教育要領
に準拠し、適切な編集となっている。

・学習指導要領、世田谷区教育要領
に準拠し、適切な編集となっている。

・学習指導要領、世田谷区教育要領
に準拠し、適切な編集となっている。

・「調査の達人」３カ所で調査学習の
技能を取り上げている。
・章の最後にまとめを行う「確認」が設
けられている。

・見開きページでふりかえるのコー
ナーを設け、ステップ1で学習したこと
を、さらにステップ２で学習したことを
活用する流れになっている。
・大単元の最後に「まとめと表現」が設
けられている。

・補説として、本文の内容についての
補足説明を掲載している。
・編の最後に「まとめ」のページがあ
る。

・「技能をみがく」が７カ所設けられて
いる。
・章ごとに「学習をふりかえろう」が設
けられている。

・見開きページでポイントとなる言葉を
示し、定着を図っている。
・「学習の確認と活用」で見開きの学
習の理解を確かにする活動がある。

・重要なことがらを深く理解するため
に「もっと知りたい」というコーナーを
設けている
・各章の最後にある「学習のまとめと
発展」で整理する内容が示されてい
る。

・1時間の授業で、学習した内容を理
解できているか確認したり、学習内容
を深めたりする課題を提示している。
・各単元の終わりに「学習のまとめ」が
示されている。

・地球温暖化など国際的な環境問題
やその解決のための国際的な協力に
ついて取り上げられている。

・地球規模の環境問題や持続可能な
資源・エネルギーについて取り上げら
れている。

・｢持続可能な未来へ」において資源、
南北問題を取り上げている。

・「未来に向けて」で５テーマを取り上
げ、「私たちと国際社会」で地球温暖
化、南北問題などを取り上げている。

・地図・図表・写真を使って温暖化や
環境問題を取り上げている。

・地図・図表・写真を使って地球温暖
化や環境問題を取り上げいる。

・「持続可能な社会をつくるために」に
おいて、地球温暖化や環境問題につ
いて取り上げている。

・京都議定書の記述がある。 ・京都議定書の記述がある。 ・京都議定書の記述がある。 ・京都議定書の記述がある。 ・京都議定書の記述がある。 ・京都議定書の記述がある。 ・京都議定書の記述がある。
・「深めよう」のコーナーで、発展的な
学習が設定されている。

・「読んで深く考えよう」のコーナーで、
発展的な学習が設定されている。

・「もっと知りたい公民」「深める公民」
のコーナーをで発展的な学習が設定
されている。

・「未来に向けて」のコーナーで発展
的な学習が設定されている。

・「明日に向かって」のコーナーで発展
的な学習が設定されている。

・「もっと知りたい」のコーナーで発展
的な学習が設定されている。

・「考えよう」「やってみよう」「理解を深
めよう」のコーナーで発展的な学習が
設定されている。

・終章「より良い社会をめざして」で、
探究と社会参画、持続可能な社会に
ついて、社会の学習のまとめをする。

・終章「私たちにできること」で、持続
可能な社会と未来への約束につい
て、社会の学習のまとめをする。

・もっと知りたい公民⑫「卒業論文を
書いてみよう」で社会の学習のまとめ
をする。

・第５部「より良い社会をめざして」で、
持続可能な社会とレポート作成を通し
て、社会の学習のまとめをする。

・第５編「私たちの課題」で、持続可能
な社会と問題解決的な学習を通して、
社会の学習のまとめをする。

・終章「持続可能な社会を目ざして」
で、持続可能な社会とレポート作成や
ディベートを通して、社会の学習のま
とめをする。

・社会科のまとめ「私は内閣総理大臣
「持続可能な社会」を築いていくため
の国づくり構想を立てよう」で、ウェブ
マッピングやプレゼンテーションを通し
て、社会の学習のまとめをする。

・「～について考えよう」「ためしとみよ
う」のコーナーで言語活動に関しての
取り組みが示されている。

・「言葉で伝え合おう」「深く読んで考え
よう」のコーナーで言語活動に関する
取り組みが示されている。

・身近な例を用いて、対立と合意、効
率と公正の言語活動が取り入れられ
ている。

・身近な例を用いて、対立と合意、効
率と公正の言語活動が取り入れられ
ている。

・言語活動コーナー・アクティビティな
どの取り組みが示されている。

・各章終わりの「学習のまとめと発展」
で復習を文章表現でによる言語活動
で行うようになっている。

・「やってみよう」のコーナーを設け、
話し合い活動やパンフレット作成等の
言語活動を示している。

・「現代社会とわたしたちの生活」の中
で情報を正しく活用する力として情報
リテラシーについて取り上げている。
・「現代の民主政治」の中でマスメデイ
アから発信された情報を読み取る力と
してメデイアリテラシーを取り上げてい
る。
・「公民のチャレンジ」で新聞でメデイ
アリテラシーを身につけようという記
述がある。

・「私たちの暮らしと現代社会」の中で
ＳＮＳ・インターネットに関わるトラブル
や犯罪が増加していると記述されてい
る。
・章末の「情報リテラシーってなんだろ
う」の欄でメデイア・図版や写真の読
み取りの方法な情報リテラシーについ
て記述されている。

・「わたしたちと現代社会」の学習で情
報社会で注意すべきことやメディアリ
テラシーを記述している。
・「人権思想の新しい展開」の学習で
知る権利や情報公開制度、プライバ
シーの権利を取り上げている。
・「世論の役割と政治参加」の学習で
マスメディアの役割を取り上げてい
る。

・「私たちと現代社会」の学習で情報
社会で注意すべきことを記述してい
る。
・「広がる人権の考え方」の学習で知
る権利や情報公開制度、プライバ
シーの権利を取り上げている。
・「世論とマスメディア」の学習でマスメ
ディアの役割を取り上げている。

・「私たちが生きる現代社会の特色」
の学習で情報社会で注意すべきこと
を記述している。
・「社会の変化と人権尊重」の学習で
知る権利や情報公開制度、プライバ
シーの権利を取り上げている。
・「政治参加と世論」の学習でマスメ
ディアの役割やメディアリテラシーを
取り上げている。
・「情報スキルアップ」で、ネット社会と
つきあう方法を取り上げている。

・「学校と地域社会と国家」の学習で
情報社会で注意すべきことを記述して
いる。
・「日本国憲法の改正問題」の学習で
知る権利やプライバシーの権利を取
り上げている。
・「マスメディアと世論の形成」の学習
でマスメディアの役割やメディアリテラ
シーを取り上げている。
・「もっと知りたい」で、情報公開制度
を取り上げている。

・「私から見える現代の日本社会」の
学習で情報社会で注意すべきことを
記述している。
・「新しい人権」の学習で知る権利や
プライバシーの権利を取り上げてい
る。
・「世論とマスメディアの役割」の学習
でマスメディアの役割やメディアリテラ
シーを取り上げている。
・「やってみよう」で、新聞の比較を取
り上げている。

・第1章「現代社会と私たちの生活」、
第2章「個人の尊重と日本国憲法」、
第3章「現代の民主政治と社会」、第４
章「私たちの暮らしと経済」、第５章
「地球社会と私たち」、終章と配列され
ている。

・第1章「私たちの暮らしと現代社会」、
第２章「人間を尊重する日本国憲
法」、第３章「私たちの暮らしと民主政
治」、第4章「私たちの暮らしと経済」、
第５章「安心して暮らせる社会」、「第6
章国際社会に生きる私たち」、「終章」
と配列されている。

・（１）「私たちと現代社会」、（２）「私た
ちの生活と政治」、（３）「私たちと政
治」、（４）「国際社会を生きる」と配列
されている。

・（１）「私たちと現代社会」、（２）「私た
ちと民主政治」、（３）「私たちと経済活
動」、（４）「私たちと国際社会」、（５）
「より良い社会をめざして」と配列され
ている。

・第１編「私たちと現代社会」、
第２編「私たちの生活と政治」
第１章「個人の尊重と日本国憲法」、
第２章「国民主権と日本の政治」、第３
編「私たちの生活と経済」、第４編「現
代の国際社会」、第５編「私たちの課
題」と配列されている。

・序章「現代日本の自画像」、第１章
「個人と社会生活」、第２章「立憲国家
と国民」、第３章「日本国憲法と立憲
民主政治」、第４章「国民生活と経
済」、第５章「国際社会に生きる日
本」、終章「持続可能な社会を目指し
て」と配列されている。

・①「私たちと現代社会」、②「私たちと
政治」、③「私たちと経済」、④「私たち
と国際社会の諸課題」と配列されてい
る。

・大項目別のページ数については、
「私たちと現代社会」２８ページ、「私た
ちと経済」５０ページ、「私たちと政治」
８４ページ、「私たちと国際社会の課
題」４６ページとなっている。

・大項目別のページ数については、
「私たちと現代社会」２２ページ、「私た
ちと経済」６０ページ、「私たちと政治」
８４ページ、「私たちと国際社会の課
題」３８ページとなっている。

・大項目別のページ数については、
「私たちと現代社会」１８ページ、「私た
ちと経済」６２ページ、「私たちと政治」
７４ページ、「私たちと国際社会の課
題」２８ページとなっている。

・大項目別のページ数については、
「私たちと現代社会」２８ページ、「私た
ちと経済」６０ページ、「私たちと政治」
７４ページ、「私たちと国際社会の課
題」２８ページとなっている。

・大項目別のページ数については、
「私たちと現代社会」３０ページ、「私た
ちと経済」５６ページ、「私たちと政治」
８８ページ、「私たちと国際社会の課
題」４３ページとなっている。

・大項目別のページ数については、
「私たちと現代社会」３６ページ、「私た
ちと経済」３６ページ、「私たちと政治」
７０ページ、「私たちと国際社会の課
題」３４ページとなっている。

・大項目別のページ数については、
「私たちと現代社会」３４ページ、「私た
ちと経済」５０ページ、「私たちと政治」
７８ページ、「私たちと国際社会の課
題」３８ページとなっている。

・政府開発援助（ＯＤＡ）等を中心に、
途上国への開発支援、国連の平和維
持活動（ＰＫＯ）に自衛隊を派遣するな
どついて記述されている。
・「国境なき医師団」について記述され
ている。

・政府開発援助（ＯＤＡ）・ＮＧＯ（非政
府組織）について記述されている。
・「国内外に喜びを届ける会社」につ
いて記述されている。

・「１９９０年代以降、地域紛争が生じ
た場合、大国が独自に介入するより
も、国際連合の安全保障理事会の決
議にもとづき、加盟国が提供した要員
を国連が編成して派遣する平和維持
活動（ＰＫＯ）が活発になった。その結
果、１９９２年に自衛隊を海外に派遣
する国連平和維持活動協力法が成立
し、その後カンボジア、モザンビーク、
東ティモールなどに自衛隊が派遣さ
れた。」
・「先進国は、発展途上国の経済を発
展させ、国民の生活を向上させるため
に、政府開発援助（ＯＤＡ）をはじめ、
さまざまな資金援助や技術協力をお
こなっている。」

・「日本は内戦で荒廃したカンボジアの復
興を支援するため、１９９２年から国連の
平和維持活動（ＰＫＯ）に参加し、選挙監視
や道路の整備などを行いました。そして、２
００４年からはイラク復興支援のために、
自衛隊が日本独自で活動しました。09年
からはソマリア沖で船舶の安全な航行を
確保するために自衛隊が派遣されていま
す。こうした努力によって、日本はかつて
日本が占領した東南アジア諸国などをふく
め、世界各国から信頼されるようになって
きました。」
・「日本はそれらの多くで重要な役割を果
たし、政府開発援助（ＯＤＡ）では世界でも
トップクラスの支出を行ってきました。近年
では、アフガニスタンをはじめ、戦争や内
戦によって人びとの暮らしがこわされてし
まった地域で、日本は国際的な復興支援
の中心を担っており、人びとが戦争と貧困
におびやかされないように努力してきまし
た。武力行使よりも経済援助を優先し、で
きる限り貧しい地域の人々とじかにふれ合

・「日本は、１９７０年代から、発展途
上国の経済や福祉の向上のために、
さまざまな技術の協力や資金の援助
をする、政府開発援助（ＯＤＡ）を急速
に拡大しました。
・「平和主義を掲げた日本は、経済活
動によって発展途上国の発展・安定と
世界平和を支えつつ、ＰＫＯに参加す
るなど、国際協調のしくみなかで、世
界の安全保障への責任を担っていま
す。」
・「日本の防災協力」「日本のさまざま
な国際協力」について記述されてい
る。

・「貧困・飢餓の問題に対処するため
に、わが国は、有償無償の資金協力
や、国際協力機構（ＪＩＣＡ）が派遣する
青年海外協力隊などの活動を通じ
て、発展途上国に対する政府開発援
助（ＯＤＡ）を行ってきました。」

・「…これをきっかけに、海上自衛隊
の掃海部隊がペルシャ湾に派遣さ
れ、危険な期待の除去作業を行いま
した。これは、自衛隊が初めて海外で
行った任務となりました。１９９２(平成
4)年には国連平和維持活動(ＰＫＯ)協
力法が制定され、自衛隊は世界各地
で、国連平和維持軍(ＰＫＦ)に対する
後方支援を行ってきました。…」(Ｐ１８
７)
「…日本のＯＤＡによる資金援助は、
先進国をのぞく世界のほとんどの国
に対して行われてきました。…援助内
容を日本の国益を重視したものとする
ことや、ＮＧＯや企業などのもつ技術
や知識などをも生かす国民参加型の
ＯＤＡへの転換がはかられています。
…」

・日本国憲法をはじめ、２８の法令を
取り上げている。
・巻末に用語解説がある。

・日本国憲法をはじめ、３２の法令を
取り上げている。
・巻末に用語解説、欧文略称がある。

・日本国憲法をはじめ、２９の法令を
取り上げている。

・日本国憲法をはじめ、２６の法令を
取り上げている。
・用語解説としてまとまっていないが、
索引がある

・日本国憲法をはじめ、２９の法令を
取り上げている。
・巻末に用語解説がある。

・日本国憲法をはじめ、３０の法令を
取り上げている。

・日本国憲法をはじめ、２９の法令を
取り上げている。

・「公民アクセス」で社会的な事象を取
り上げ、興味や関心を引き出してい
る。

・「公民の窓」で社会的な事象を取り
上げ、興味や関心を引き出している。

・「もっと知りたい公民」で社会的な事
象を取り上げ、興味や関心を引き出し
ている。

・「羅針盤マーク」で社会的な事象を取
り上げ、興味や関心を引き出してい
る。

・「公民＋α」で社会的な事象を取り
上げ、興味や関心を引き出している。

・「もっと知りたい」のコーナーで社会
的な事象を取り上げ、興味や関心を
引き出している。

・「理解を深めよう」で社会的な事象を
取り上げ、興味や関心を引き出してい
る。

G　使用上の便宜
・法令集や用語解説、索
引等はどうなっているか。

H　世田谷の地域性に対
する配慮、その他
・日常の生活にいかせる
内容の工夫はあるか。

E　構成・分量
 ・単元の配列、分量につ
いて

F　表記・表現
・社会的事象をどのよう
に表記しているか。
※国際貢献

項目/出版社名
A　内容
・学習指導要領・世田谷
区教育要領を踏まえた目
標や内容
・基礎的・基本的な知識・
技能の確実な習得

・ＥＳＤの視点から、環境
教育・エネルギーに関す
る教育等との関連やこれ
からの日本経済について
B　世田谷９年教育との
関連
・発展的な学習や上級学
校への円滑な接続につ
いての内容について

C　言語活動・伝統や文
化に関する教育の取扱、
教科「日本語」との関連
D　ＩＣＴ活用
・情報モラルやメディアリ
テラシーについて



平成２８年度使用世田谷区立中学校教科用図書　検討委員会報告書 教科名　社会　地図

東京書籍 帝国書院
・学習指導要領、世田谷区教育要領に準拠し、適切な編集となっている。 ・学習指導要領、世田谷区教育要領に準拠し、適切な編集となっている。

「２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの概要」「日本の方言分布とご当地キャラクター」「主な世界文化遺産」「オリンピックと
サッカーワールドカップの開催国」など学ぶ意欲を喚起する工夫が見られる。

「震災からの復興のようす」「東日本大震災の被害」（Ｐ１４３）など学ぶ意欲を喚起する工夫が見られる。

・一般図に「注目したい地図記号」を載せ、基本的な知識との関連を示している。
・「ジャンプ」を載せ、資料とのつながり等を示している。

・「地図を見る目」を載せ、読図の視点を示している。
・「やってみよう」を載せ、地図の活用方法の例を示している。

・統計資料に関する主な機関のホームページアドレスを載せている。 ・特記すべき事項なし。

・世界の地域全体図は、１／4500万～１／1000万を基本にしている。
・世界の地域拡大図は、１／1000万～１／300万を基本にしている。
・日本の地方別地図は、１／100万を基本にしている。
・日本の地域拡大図は、１／50万を基本にしている。

・世界の地域全体図は、１／4500万～１／1000万を基本にしている。
・世界の地域拡大図は、１／1000万～１／250万を基本にしている。
・日本の地方別地図は、１／100万を基本にしている。
・日本の地域拡大図は、１／50万を基本にしている

・世界の基本図は、正積方位図法、正距円錐図法などで示している。
・日本の基本図は、正角円錐図法を基本にしている。

・世界の基本図は、正距円錐図法、ランベルト正積図法などで示している。
・日本の基本図は、正角円錐図法を基本にしている。

・三角州、扇状地の写真と地形図がある。
・７都市の雨温図と地図がある。
・日本の気象記録の地図がある。
・火山と地震の分布、東日本大震災の地震と津波についての地図がある。

・三角州、扇状地の写真と図版がある。
・６都市の雨温図と地図がある。
・東日本大震災の被害（震度）の地図がある。

・世界の地名　１４２５
・日本の地名　２２１５
・合計　　　　　３６４０

・世界の部　　１７０９
・日本の部　　２５１５
・合計　　　　　４２２９

・東京中心図において、世田谷区がページの中央近くで表され、キャロットタワー、馬事公苑、世田谷美術館などのランドマークが
記されている。
・世田谷区全域が掲載されている。

・東京中心図において、世田谷区がページの端で表され、馬事公苑、世田谷美術館、駒沢オリンピック公園などのランドマークが
記されている。
・世田谷区全域が掲載されていない。

F　表記・表現
・基本図の縮尺
・基本図の図法の種類
・日本の地形、気候、災
害等

項目/出版社名
A　内容

・学習指導要領・世田谷
区教育要領を踏まえた目
標や内容
・学ぶ意欲を喚起する工
夫はあるか。
・我が国の領土の扱い ・日本の領土が写真つきの地図で示されている。

・竹島の地図が掲載されている（1/50,000）。
・日本の領土が写真つきの地図で示されている。
・竹島の地図が掲載されている（1/1,000,000）。
・北方領土については、国境の変遷について資料が掲載されている。

B　世田谷９年教育との
関連
・豊かな人間性をはぐくむ内
容

各地方の資料図としての掲載以外に、
世界の環境が４ページ、
世界の生活・文化が５ページ(２箇所合計)、
日本の自然環境が４ページ、
日本の生活・文化が１ページ
合計１４ページ掲載されている。

各地方の資料図としての掲載以外に、
世界の環境が２ページ、
世界の生活・文化が４ページ、
日本の自然環境が４ページ、
日本の生活・文化が１ページ
合計１１ページ掲載されている。

C　言語活動・伝統や文
化に関する教育の取扱、
教科「日本語」との関連
・思考力を高め、発表や
表現活動を促す内容

D　ＩＣＴ活用
・インターネットやＩＣＴ機
器を活用した学習活動

E　構成・分量
・巻末の資料のページ数

・巻末に加えて前半の資料も表すと、
前半部分に世界の資料図１８ページ、
後半部分に日本の資料図２５ページ、
統計資料が９ページ
索引が１３ページ

・巻末に加えて前半の資料も表すと、
前半部分に世界の資料図１８ページ、
後半部分に日本の資料図１７ページ、
統計資料が７ページ
索引が９ページ

G　使用上の便宜
・索引の総数

H　世田谷の地域性に対
する配慮、その他
・世田谷区の地域性に対
する配慮



教科名　　　数学

東京書籍 大日本図書 学校図書 教育出版 啓林館 数研出版 日本文教出版
・数学的活動の内容や配置は適切で
ある。

・マークを示し、数学的活動に重点を
おいて学習する内容を設定している。

・数学的活動の内容や配置は適切で
ある。

・マークを示し、数学的活動に重点を
おいて学習する内容を設定してる。

・数学的活動の内容や配置は適切で
ある。

・マークを示し、数学的活動に重点を
おいて学習する内容を設定している。

・数学的活動の内容や配置は適切で
ある。

・コーナーを設け、数学的活動に重点
をおいて学習する内容を設定してい
る。

・数学的活動の内容や配置は適切で
ある。

・巻頭の「学習の進め方」では、数学
的活動について、活動の仕方や大切
さを示している。

・数学的活動の内容や配置は適切で
ある。

・コーナーを設け、数学的活動に重点
をおいて学習する内容を設定してい
る。

・数学的活動の内容や配置は適切で
ある。

・マークを示し、数学的活動に重点を
おいて学習する内容を設定している。

・学習の流れを分かりやすく構成し、
基礎・基本の確実な習得と、基礎的
な概念や原理・法則についての理解
を深めるようにしている。

・学習の流れを分かりやすく構成し、
基礎・基本の確実な習得と、基礎的
な概念や原理・法則についての理解
を深めるようにしている。

・学習の流れを分かりやすく構成し、
基礎・基本の確実な習得と、基礎的
な概念や原理・法則についての理解
を深めるようにしている。

・学習の流れを分かりやすく構成し、
基礎・基本の確実な習得と、基礎的
な概念や原理・法則についての理解
を深めるようにしている。

・学習の流れを分かりやすく構成し、
基礎・基本の確実な習得と、基礎的
な概念や原理・法則についての理解
を深めるようにしている。

・学習の流れを分かりやすく構成し、
基礎・基本の確実な習得と、基礎的
な概念や原理・法則についての理解
を深めるようにしている。

・学習の流れを分かりやすく構成し、
基礎・基本の確実な習得と、基礎的
な概念や原理・法則についての理解
を深めるようにしている。

・側注に「ちょっと確認」を設け、既習
事項を振り返ることができるようにし
ている。

・側注に「思い出そう」を設け、既習事
項を振り返ることができるようにして
いる。

・側注に「ふりかえり」を設け、既習事
項を振り返ることができるようにして
いる。

・各章末に、穴埋め形式で公式や解
説を確認する「学習のまとめ」を設け
られている。

・側注に「ふりかえり」を設け、既習事
項を振り返ることができるようにして
いる。

・側注に「ふりかえりマーク」を設け、
既習事項を振り返ることができるよう
にしている。

・側注に「ふりかえり」を設け、既習事
項を振り返ることができるようにして
いる。

・世田谷区教育要領に示された「発展
的に学習する内容」について、以下
記載なし。
＜１年＞三角形の内接円・内心、外
接円と外心の作図
＜３年＞三角形の重心やその性質

・世田谷区教育要領に示された「発展
的に学習する内容」について、以下
記載なし。
＜３年＞二次関数とグラフの関係

・世田谷区教育要領に示された「発展
的に学習する内容」について、すべて
記述あり。

・世田谷区教育要領に示された「発展
的に学習する内容」について
すべて記述あり。

・世田谷区教育要領に示された「発展
的に学習する内容」について、以下
記載なし。
＜１年＞三角形の内接円・内心、外
接円と外心の作図は、第２学年に記
述。
＜３年＞二次関数とグラフの関係

・世田谷区教育要領に示された「発展
的に学習する内容」について、以下
記載なし。
＜３年＞二次関数とグラフの関係

・世田谷区教育要領に示された「発展
的に学習する内容」について、以下
記載なし。
＜３年＞接線と弦のつくる角の性質、
二次関数とグラフの関係

・「階段マーク」を付け、高校などの先
の学習につながることを示している。
・「もっと広がる数学」（３年Ｐ265～
269）では、高校で学ぶ内容を紹介し
ている。

・「もっと数学！発展」（３年Ｐ239等）
では、発展的な内容として位置付け、
高校で学ぶ内容を紹介している。

・「高校へのかけ橋」（３年Ｐ262～
265）を設定し、高校で学ぶ内容を紹
介している。

・「ひろがる数学」（３年Ｐ252～253）を
設定し、高校で学ぶ内容を紹介して
いる。

・「数学広場」（３年Ｐ232～257）を設
定し、高校で学ぶ数学を使う課題を
紹介している。

・「ひろがる数学の世界」（３年裏表
紙）では、内容の範囲を超えた内容を
紹介している。

・「深める数学」（３年Ｐ162など）では、
発展的な内容を示している。

＜１年＞
和算（塵劫記）・日本の伝統文化と数
学（伝統工芸品、紋切り遊び、折り
紙）

＜２年＞
和算（関孝和）・全国の算額

＜３年＞
和算（俵杉算）・測量（伊能忠敬）

＜１年＞
和算・日本の文様・日本の庭園・算
盤、算木

＜２年＞
平行や垂直をつくる道具・数学で五
七五・孫子算経と鶴亀算
＜３年＞
和算・万葉集

＜１年＞
伝統文様（麻の葉）・江戸小紋・小町
算・関孝和・算額・九章算術（算木、
算盤）
＜２年＞
白川郷合掌造り他・算額 （吉 田光
由）・伝統文様・鶴亀算
＜３年＞
曲尺・三杆分度器・算法統宗・塵劫
記・和算・伊能忠敬

＜１年＞
鶴亀算

＜２年＞
特に記載なし

＜３年＞
和算と算額

＜１年＞
古代火時計・各地の日本一の紹介

＜２年＞
さっさ立て・塵劫記・自由研究例（日
本の文化と数）
＜３年＞
曲尺・黄金比・算額

＜１年＞
麻の葉模様・古代の銅鏡・全ての都
道府県の面積

＜２年＞
剣道・あやとり

＜３年＞
三尺玉花火・曲尺・和算

＜１年＞
巻頭の模様・麻の葉模様・和算・富士
山・竹田城・琵琶湖・歴史に関するコ
ラム
＜２年＞
和算・富士山

＜３年＞
冨嶽三十六景・白川郷・五箇山の合
掌造り集落・富士山

・「Ｄマークキャラクター」を付け、ＩＣＴ
を活用すると有効な問題あり。

・「ＰＣ」マークがあり、コンピュータを
活用すると有効な問題あり。

・「ＰＣ」マークがあり、コンピュータを
活用すると有効な問題あり。

・「ＰＣ」マークなし ・「ＩＣＴの窓」を設定し、ＩＣＴを活用して
学習活動を広げている。

・「ＰＣ」マークなし ・「ＰＣ」マークなし

・どの学年も「数と式」→「関数」→「図
形」→「資料の活用」の順に配置され
ている。

・どの学年も「数と式」→「関数」→「図
形」→「資料の活用」の順に配置され
ている。

・どの学年も「数と式」→「関数」→「図
形」→「資料の活用」の順に配置され
ている。

・どの学年も「数と式」→「関数」→「図
形」→「資料の活用」の順に配置され
ている。

・どの学年も「数と式」→「関数」→「図
形」→「資料の活用」の順に配置され
ている。

・どの学年も「数と式」→「関数」→「図
形」→「資料の活用」の順に配置され
ている。

・どの学年も「数と式」→「関数」→「図
形」→「資料の活用」の順に配置され
ている。

・解答例がノート形式になっており、
発問は枠で囲っている。

・発問が色網がけで示されており、重
要事項は枠で囲っている。

・解答例がノート形式で示されてお
り、重要事項は枠で囲っている。

・重要項目は色網がけをしている。 ・重要項目は色網がけをしている。 ・重要項目は色網がけをしている。 ・重要項目は色網がけをしている。

・「ちょっと確認」「算数のふりかえり」
「もっと練習」「補充の問題」があり、
個に応じた学力に配慮されており、主
体的に学習できるようになっている。

・「プラス・ワン」や「練習」「章末の問
題」「まとめの問題」など繰り返し学習
を行う機会を設けている。

・各節末に「確かめよう」を設定し、生
徒が復習しやすいように、本文の参
照ページ・参照箇所を記している。

・「チャレンジコーナー」「数学ミニ辞
典」「数学メモ」「数学の広場」「自由研
究」では生徒の興味関心に応じて主
体的に取り組めるようにしている。

・「くり返し練習」に多くの問題を用意
している。

・「確かめよう」を練習問題の前に設
定し、内容をしっかり身に付けるため
の確認問題となっている。関連ペー
ジを示し、生徒が学習内容を振り返ら
れるようにしている。

・「問」を早く終わらせた生徒に対して
「チャレンジ」を用意している。

・数学のまどや巻末課題編に、「社会
とつながる」として、社会や職業にお
ける数学の活用を取り上げている。

・章末に、「社会とリンク」として、実社
会で活躍する人物による数学の知識
の活用を紹介している。

・章のまとめの問題の「活用」や、「深
めよう」において、職業及び生活と関
連を紹介している。

・巻頭や章の導入、章末の「数学の
広場」において、数学と生活との関連
を紹介している。

・生活の中から数学的な課題を解決
する「身のまわりへひろげよう」を設
置している。

・コラム「数学探検」で日常生活に密
着した話題や、すすんだ数学にもつ
ながる話題を紹介している。

・防災、環境、福祉・健康、国際理解
といった今日的な課題を、数学と関連
づけて紹介している。

項目/出版社名
A　内容

・数学的内容や配置

・基礎的・基本的な内容

B　世田谷９年教育との
関連
・発展的に学習する内容

・上級学校への円滑な接
続についての内容

C　言語活動・伝統や文
化に関する教育の取
扱、教科「日本語」との
関連

・我が国の伝統や文化に
対する関心・理解

D　ＩＣＴ活用
・インターネットやＩＣＴ機
器を活用した学習活動

E　構成・分量
・単元の配列

F　表記・表現
・わかりやすい文章・図・
表・写真・挿絵等の構成

G　使用上の便宜
・自学自習への配慮

H　世田谷の地域性に対
する配慮、その他
・日常生活にいかせる内
容の工夫



平成２８年度使用世田谷区立中学校教科用図書　検討委員会報告書 教科名　理科　　　

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
・学習指導要領に準拠した適切な内容になっている。
・世田谷区教育要領で扱う発展的に学習する内容につ
いての表記が一部不足している。

・学習指導要領に準拠した適切な内容になっている。
・世田谷区教育要領で扱う発展的に学習する内容につ
いての表記は全てある。

・学習指導要領に準拠した適切な内容になっている。
・世田谷区教育要領で扱う発展的に学習する内容につ
いての表記が一部不足している。

・学習指導要領に準拠した適切な内容になっている。
・世田谷区教育要領で扱う発展的に学習する内容につ
いての表記が一部不足している。

・学習指導要領に準拠した適切な内容になっている。
・世田谷区教育要領で扱う発展的に学習する内容につ
いての表記が一部不足している。

・思考力や表現力を向上させるための活動として、「比
べよう」「予想しよう」「考えよう」がある。

・思考力や表現力を向上させるための活動として、「結
果から考えてみよう」「話し合ってみよう」がある。

・思考力や表現力を向上させるための活動として、「話
し合ってみよう」がある。

・思考力や表現力を向上させるための活動として、「話
し合おう」「考えよう」「調べよう」がある。

・思考力や表現力を向上させるための活動として、「考
えてみよう」「話し合ってみよう」がある。

・「調べよう」として興味・関心を高める観察、実験を取
り入れている。

・「やってみよう」として興味・関心を高める観察、実験
を取り入れている。

・「チャレンジ」として興味・関心を高める観察、実験を
取り入れている。

・図により、興味・関心を高める観察、実験を取り入れ
ている。

・「ためしてみよう」として興味・関心を高める観察、実
験を取り入れている。

・実験や観察については、課題の明示→目的→観察、
実験→結果、考察→学習のまとめという構成になって
おり問題解決的な学習となっている。

・実験や観察については、課題の明示→観察、実験→
結果、考察→学習のまとめという構成になっており問
題解決的な学習となっている。

・実験や観察については、課題の明示→観察、実験→
結果、考察とまとめという構成になっており、問題解決
的な学習となっている。

・実験や観察については、課題の明示→観察、実験→
結果、考察という構成になっており、問題解決的な学
習となっている。

・実験や観察については、考えてみよう→目的→実
験、観察→結果、考察という構成となっており、問題解
決的な学習となっている。

・火山や地震などの災害に対応し、各章の最終節を防
災･減災に関する内容にしている。

・火山や地震などの災害や防災の資料がある。 ・火山や地震に対する防災･減災の取り組みを紹介し
ている。

・世界の火山を取り上げ、他国での災害などにも記述
がある。

・防災･災害について、経験から得たことについて提示
している。

・原子力発電のしくみや長所、短所を記載している。 ・原子力発電における電気エネルギーのつくり方やこ
れまでの利用の経緯、課題を記載している。

・原子力発電の発電方法や長所、短所を記載してい
る。

・原子力発電のしくみや利点、問題点について記載し
ている。

・原子力発電のしくみや長所、短所を記載している。

・「理科室のきまり」「薬品のあつかい方」「教科書に登
場する主な薬品の性質ととりあつかいの注意」という
ページで、安全面について注意点が示されている。
・理科室での地震時の対応について書かれている。

・「化学実験に使うおもな器具」「化学実験を安全に行
うために・・・」「薬品を扱うときの注意」というページで、
安全面について注意点が示されている。

・「取りあつかいに注意する物質と薬品」「薬品のあつ
かい方」「試験管のあつかい方」「加熱のしかた」「実験
安全に進めるために」というページで、安全面について
注意点が示されている。

・「理科室のきまりと応急処置」「教科書に記載されて
いるおもな物質･試薬の一覧」というページで、安全面
について注意点が示されている。

・「実験を正しく安全に進めるために」というページで、
安全面について注意点が示されている。

・発展的な内容を７６箇所取り上げている。 ・発展的な内容を１１１箇所取り上げ、最も多い。 ・発展的な内容を４９箇所取り上げ、最も少ない。 ・発展的な内容を９０箇所取り上げている。 ・発展的な内容を６６箇所取り上げている。

・世田谷区教育要領に示されている発展的に学習する
内容について５点記入がない。

・世田谷区教育要領に示されている発展的に学習する
内容について全て記入されている。

・世田谷区教育要領に示されている発展的に学習する
内容について５点記入がない。

・世田谷区教育要領に示されている発展的に学習する
内容について２点記入がない。

・世田谷区教育要領に示されている発展的に学習する
内容について３点記入がない。

・科学的な思考力、判断力を高める活動があり、発表
を促している。

・各単元の終章では、結果をまとめて発表を促してい
る。
・実験・観察結果をもとに「結果から考えてみよう」で考
察して話し合いながら原理や法則を探求し発表してい
く言語活動を取りあげている。

・観察・実験の進め方でレポートにまとめ発表すること
を促している。

・問題提起で「話し合おう」を入れたり、実験後のまと
め・考察をグラフや言葉で書いたり、「わたしのレポー
ト」でまとめたりするような言語活動を設定している。

・実験の前に「話し合ってみよう」、実験後は別冊に書く
よう指示。別冊では特に書く活動を重視した言語活動
を設定している。さらに記述な苦手な生徒への配慮も
ある。

・全学年で、コンピュータ等を使って、利用できる内容
についてマークを用いた記載がある。情報処理やつま
ずきの多い箇所に設定されている。

・コンピュータやタブレット端末利用できる内容につい
て記載がある。

・全学年で、パソコンやタブレット端末利用できる内容
について記載があり、記号がある。
・１年ではタブレット端末の利用として資料がある。

・コンピュータを使った植物検索がある。
・活用しようで提示している。
・大きくは触れられていない。

・全学年で、コンピュータを利用した学習例を示すマー
クがある。

１年
・２分野→１分野→１分野→２分野
２年
・１分野→２分野→２分野→１分野
３年
・１分野→２分野→１分野→２分野→地球と私たちの未
来のため

１年
・２分野→１分野→１分野→２分野
２年
・１分野→２分野→１分野→２分野
３年
・１分野→２分野→２分野→１分野→２分野→地球の
明るい未来のため

１年
・１分野→１分野→２分野→２分野
２年
・１分野→１分野→２分野→２分野
３年
・１分野→１分野→２分野→２分野→２分野→自然・科
学技術と人間

１年
・１分野→１分野→２分野→２分野
２年
・１分野→１分野→２分野→２分野
３年
・１分野→１分野→１分野→２分野→２分野→２分野→
科学・技術の発展と環境の保全

１年
・２分野→２分野→１分野→１分野
２年
・２分野→２分野→１分野→１分野
３年
・２分野→２分野→１分野→１分野→自然と人間

・本文中では太字で記載されている。
・章末の「チェック」で問題形式で確認できるとともに、
単元末の「学習内容の整理」では章ごとに大切な用語
がまとめられている。

・本文中では太字で記載されている。
・単元末の「まとめ」では章ごとにキーワードがまとめら
れている。

・本文中では太字で記載されている。
・章末の「学習の確認」があり、単元末の「学習のまと
め」では章ごとに基本的な用語がまとめられている。

・本文中では太字、赤色で記載されている。
・章末の「要点をチェック！」があり、単元末の「要点と
重要語句の整理」では章ごとにまとめられている。

・本文中では太字で記載されている。
・単元末の「学習のまとめ」では章ごとに語句がまとめ
られている。
・付属のシートを使用して暗記しやすいつくりになって
いる。
・別冊の「用語の確認」で章ごとに語句がまとめられて
いる。
・図の番号は単元ごとにしていて「図４７」のように番号
が大きくなっている。

・章末には「チェック」、「学んだことをつなげよう」、単元
末には「学習内容の整理」「確かめと応用」「学びを生
かして考えよう」と段階的にレベルアップできる問題が
設定されている。また問題の解答が別ページにあり自
学自習の配慮がなされている。
・「科学の本だな」で読み物の紹介をしている。

・自学自習のために「まとめ」「章末問題」「単元末問
題」「語句のまとめ」が設定されており、問題の解答が
解説付きで別ページに掲載され、自学自習の配慮が
なされている。
・３年生の巻末には1～3年までの学習のまとめ問題が
ある。

・各学習課題ごとに問いがあるとともに、「章末問題」で
章の復習、「学習のまとめ」「単元末問題」で単元の復
習、そして巻末の「学年のまとめ問題」と段階的にでき
るよう配慮している。また問題の解答が別ページで自
学自習の配慮がなされている。

・巻末や章末には「要点チェック」、単元末の「要点と重
要用語の整理」、「基礎・基本問題」、「活用・応用問
題」「学年末総合問題」と段階的になっている。また、問
題の解答が別ページで自学自習の配慮がなされてい
る。

・単元末には「学習のまとめ」があり、自学自習ができ
る。青シートが付属しており、用語の暗記がしやすい。
・別冊「マイノート」の「ステップアップ」編は単元ごとに
「基本のチェック」、「力だめし」「学年末総合問題」と段
階的になっている。

・東日本を中心に写真を使用している。
・３年の記録タイマーでは、東日本・西日本のどちらか
を表記している。

・東日本を中心に写真を使用している。
・３年の記録タイマーでは、東日本を中心に表記してい
る。

・東日本を中心に写真を使用している。
・３年の記録タイマーでは、東日本を中心に表記してい
る。

・東日本を中心に写真を使用している。
・３年の記録タイマーでは、東日本を中心に表記してい
る。

・西日本を中心に写真を使用している。
・３年の記録タイマーでは、東西両方が掲載されてい
る。

・「科学でGO！」、「未来への宿題」など科学が身のま
わりにあふれていることや科学の有用性を伝えてい
る。さらに日常生活（防災、エコ）との関連がわかるよう
にしている。

・「くらしの中の理科」が随所に入り、日常生活や社会
にどう役立っているかがわかるようになっている。さら
に「やってみよう」「身近な植物の観察を続けてみよう」
などで日常生活に生かせる内容を紹介している。

・「科学の窓」「日常のつながり」「科学を仕事にいか
す」で日常生活とのつながりなどをわかるようにしてい
る。さらに「科学を仕事に活かす」では、学習内容と職
業の関連について触れている。

・科学の話題を紹介するコラム「ハローサイエンス」を
随所に掲載し、科学と実生活との関連、環境などにつ
いて触れている。

・「地域・環境資料集」「ひろがる世界」、「部活ラボ」な
ど、単元の学習が日常生活・社会につながる話題や最
新の科学技術の例を紹介している。

・日常生活や社会との関連に関する内容について、　１
１５箇所取り上げている。

・日常生活や社会との関連に関する内容について、　１
４８箇所取り上げている。

・日常生活や社会との関連に関する内容について、　１
３５箇所取り上げている。

・日常生活や社会との関連に関する内容について、　１
５５箇所取り上げ、最も多い。

・日常生活や社会との関連に関する内容について、　１
０４箇所取り上げ、最も少ない。

F　表記・表現
・学習に必要な用語の扱
い

G　使用上の便宜
・自学自習への配慮

H　世田谷の地域性に対
する配慮、その他
・世田谷の地域性に対す
る配慮

・日常の生活にいかせる
内容の工夫

項目/出版社名

B　世田谷９年教育との
関連
・発展的な学習等につい
ての内容

C　言語活動・伝統や文
化に関する教育の取扱、
教科「日本語」との関連
・観察、実験、発表などで
言語活動を促す。

D　ＩＣＴ活用
・インターネットやＩＣＴ機
器を活用した学習活動

E　構成・分量
・単元配列、時数配当と
内容との関係

A　内容
・学習指導要領・世田谷
区教育要領を踏まえた目
標や内容

・観察、実験等で扱う薬品
や器具について正しい扱
いの説明や必要に応じ
て、安全面への注意点

・主体的・協働的に学ぶ
学習や問題解決的な学
習となる単元の構成

・生命尊重の態度が育成
されるような配慮

・ＥＳＤの視点から、環境
教育・エネルギー等に関
する教育

・自然の事物・事象につ
いて学ぶ意欲を高める工
夫

・思考力・判断力・表現力
等の育成を図る内容



平成２８年度使用世田谷区立中学校教科用図書　検討委員会報告書 音楽（一般）　　　

教育出版 教育芸術社
・学習指導要領、世田谷区教育要領に準拠した適切な内容である。 ・学習指導要領、世田谷区教育要領に準拠した適切な内容である。

・「表現」「鑑賞」「共通事項」の取り上げ方については、以下のとおりである。
１年　　　：歌唱教材２２、器楽教材５、創作教材３、鑑賞教材７
２・３年上：歌唱教材２１、器楽教材５、創作教材２、鑑賞教材８
２・３年下：歌唱教材２１、器楽教材４、創作教材２、鑑賞教材７（なお共通事項はすべての教材で扱われている。）
・〔共通事項〕を窓口に音楽を捉えながら、表現及び鑑賞の幅広い音楽活動を展開することをねらいとし、「基礎となる学習」「学習の広がり」
「知識・技能の活用」の３本柱で構成している。

・「表現」「鑑賞」「共通事項」の取り上げ方については、以下のとおりである。
１年　　　：歌唱教材１７、器楽教材３、創作教材２、鑑賞教材８
２・３年上：歌唱教材１７、器楽教材１、創作教材２、鑑賞教材９
２・３年下：歌唱教材１４、器楽教材１、創作教材２、鑑賞教材９（なお共通事項はすべての教材で扱われている。）
・学習指導要領の「内容」に示された指導事項をバランスよく扱うことができるよう歌唱、創作、鑑賞教材については、指導事項との関連を
「音楽学習ＭＡＰ」に示している。また、〔共通事項〕との関連についても、「音楽学習ＭＡＰ」及び本文の学習目標の横に例示して〔共通事項〕
を支えとした学習を確実に行うことができるように配慮されている。

・学ぶ意欲を喚起させる工夫として、学習のねらいに即した学習のポイントが２つずつ示されている。
例）１年「エーデルワイス」…「言葉の発音を意識して、ふさわしい声で歌おう」「旋律のまとまりを感じ取り、拍子や強弱を意識して歌おう」
・歌うためのワンポイント・アドバイスとして「Ｌｅｔ‘ｓ　Ｓｉｎｇ！」を掲載して学ぶ意欲を高めている。
・様々な音楽を楽しみながら、指揮や声、身近な楽器の基礎的な表現の技能を養うコーナーとして「Ｌｅｔ’ｓ　Ｔｒｙ！」を掲載して、音楽に関す
る基礎的な技能を様々な音楽を楽しみながら身に付けさせようとしている。
・口絵において、著名な音楽家の写真とメッセージを掲載しているほか、イメージを喚起する写真資料を掲載して意欲を高めている。
・歌唱共通教材では、我が国や郷土の四季など自然の美しさを感じ取ることのできるイラストや写真が掲載して意欲を高めている。

・学ぶ意欲を喚起させる工夫として、学習のねらいに即した学習のポイントが１つずつ示されている。
例）１年「エーデルワイス」…「３拍子やフレーズを感じ取って歌おう」
・歌唱の学習活動に必要な発生に関するコラム「Ｍｙ　Ｖｏｉｃｅ！」を掲載して学ぶ意欲を高めている。
・合唱の学習活動に必要な指揮についても、「指揮をしてみよう！」というコラムを設け、図版を交えて解説し、学ぶ意欲を高めている。
・口絵では、様々な音楽との身近な出会いの機会を紹介するほか、イメージを喚起する写真資料が掲載して意欲を高めている。
・歌唱共通教材では、我が国や郷土の四季など自然の美しさを感じ取ることのできるイラストや写真が掲載して意欲を高めている。

・「音のスケッチ」の活動をとおして創造性を培い、グループ活動によって主体的に協働しながら学習を進められる構成になっている。 ・「Let's Create !」「My Melody」の活動をとおして創造性を培い、グループ活動によって主体的に協働しながら学習を進められる構成になっ
ている。・リコーダーについては、運指表の記載のみ。（扱いは「器楽」にて）

・楽器については、
　　１年　　：「春」（弦楽合奏）、「六段の調」（箏）、「ブルタバ（モルダウ）」（ｵｰｹｽﾄﾗ）、「日本とアジアをつなぐ音」「箏を弾いてみよう」
　　２・３年上：「小フーガト短調」（ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ）、「交響曲第五番」（ｵｰｹｽﾄﾗ）、
　　　　　　　「越天楽」（雅楽）、「歌舞伎」「日本と世界をつなぐ音」
　　２・３年下：「ボレロ」（ｵｰｹｽﾄﾗ）「アランフェス協奏曲」（ｷﾞﾀｰとｵｰｹｽﾄﾗ）、「『アイーダ』から　第２幕　第２場」（オペラ）能、文楽

・リコーダーについては、記載無し。（扱いは「器楽」にて）
・楽器については、
　　１年　　：「春」（弦楽合奏）、「六段の調」（箏）、「巣鶴鈴慕」（尺八）、「アジアの諸民族の音楽」、口絵に「日本とアジアの楽器」
　　２・３年上：「小フーガト短調」（ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ）、「交響曲第五番」（ｵｰｹｽﾄﾗ）、
　　　　　　　歌舞伎、長唄、文楽、世界の諸民族の音楽、口絵に「オーケストラの演奏」
　　２・３年下：「ブルタバ（モルダウ）」、「越天楽」（雅楽）、能「羽衣」から、「世界の諸民族の音楽」、口絵に「世界に誇る日本の宝物」（琵琶）

（１年）
・歌唱教材において、小学校と同じト音記号表記の同声合唱からスタートしている。
・〔共通事項〕の取扱は、小学校からの学習の積み重ねと系統性があり、楽典は小学校で学習した内容を併せて掲載している。
（２・３年）
・〔共通事項〕の用語や記号について、当該ページに掲載している。
・小学校で学習した歌唱教材が、合唱で取り上げられている。（１～３年「ふるさと」)

（１～３年）
・歌唱教材において、小学校と同じト音記号表記の同声合唱からスタートしている。
・「音楽学習MAP」、〔共通事項〕との関連を学習目標の横にを示すことにより、系統的な学習が行えるようにしている。
・「ＢＩＮＧＯ　ＧＡＭＥ」「ＲＨＹＴＨＭ　ＧＡＭＥ」で、小学校で学んだ内容を、繰り返し学習できるようになっている。

・小学校で学習した歌唱教材が、合唱で取り上げられている。（１～３年「ふるさと」、１年「夕焼小焼」、２年「夏は来ぬ」）

・１年では、音に関わる物理現象を身近な楽器やＡＶ機器、また、花火や雷を例にあげ説明している。 ・１年では、俳句を取扱い、自然音や音環境に関する日本人の伝統的な感性について記載している。また、日本史についても考えさせる内
容になっている。

・２、３年では、音楽用語や記号などがまとめており、どのページで扱っているか示してあるので繰り返し学習ができる。 ・２、３年ではアカペラの語源、正倉院宝物等を歌唱・鑑賞教材と併せて取扱い、音楽用語や日本の歴史的事象を学習するようになってい
る。・小学校で学習した歌唱教材「故郷」が、１年、２・３年上・下すべてに掲載されている。 ・小学校で学習した歌唱教材「故郷」が、１年、２・３年上・下すべてに掲載されている。

・音の三要素を、１年、２・３年上・下すべてにおいて物理的に説明している。

・発展的な学習につていは、「発展」マークを付け、他の内容と区別している。 ・発展的な学習につていは、「発展的な学習」と明記し、他の内容と区別している。

１年：歌唱教材…「夏の思い出」「赤とんぼ」「ソーラン節」「ふるさと」
　　　 鑑賞教材…「かりぼし切り歌」「日本の民謡と芸能」「祭りの音楽・芸能」「六段の調」「鹿の遠音」「日本とアジアをつなぐ音」

１年：歌唱教材…「浜辺の歌」「赤とんぼ」「ソーラン節」「夕焼小焼」「ふるさと」
　　　 鑑賞教材…「六段の調」「巣鶴鈴慕」「日本の民謡」「夏は来ぬ」「ふるさと」

２・３年上：歌唱教材…「浜辺の歌」「花の街」「早春賦」「こきりこ節」「ふるさと」
　　　　　　鑑賞教材…雅楽「越天楽」、歌舞伎「勧進帳」、「日本と世界をつなぐ音」「さくら変奏曲」

２・３年上：歌唱教材…「夏の思い出」「荒城の月」、長唄「勧進帳」、文楽「新版歌祭文」「日本の郷土芸能」
　　　　　　鑑賞教材…「勧進帳」「日本の郷土芸能」の他、「夏の思い出」等の共通教材がある。

２・３年下：歌唱教材…「花」「荒城の月」「子守歌」「谷茶前」「椰子の実」「ふるさと」
　　　　　　鑑賞教材…「暮らしと共にある様々な音楽」、能「羽衣」、文楽「義経千本桜」

２・３年下：歌唱教材…「花」「花の街」「早春賦」「ふるさと」
　　　　　　鑑賞教材…「越天楽」、能「羽衣」

１年、２・３年上・下：「Ｌｅｔ’ｓ　Ｔｒｙ」として、和楽器や雅楽・能の体験が取り上げられている。 １年、２・３年上・下：「声や特徴を感じ取って歌おう」として、民謡や長唄、能の体験が取り上げられている。

２・３年下：作曲家年表のうち、日本の作曲家は１５人取り上げられている。（５０人中） ２・３年下：作曲家年表のうち、日本の作曲家は８人取り上げられている。（５２人中）

１年：記載は見られない。
２・３年上：歌舞伎「勧進帳」、２・３年下では能「羽衣」、文楽「義経千本桜」を取り扱っている。
・教科「日本語」小学校の内容との関連として「早春賦」「荒城の月」「椰子の実」が取り上げられている。

１年：記載は見られない。
２・３年上：歌舞伎「勧進帳」、文楽「新版歌祭文」、２・３年上では能「羽衣」を取り上げている。また「曲の良さをプレゼンテーションしよう」とい
うコーナーがある。
・教科「日本語」小学校の内容との関連として、「荒城の月」「早春賦」が取り上げられている。

・「コンピュータと音楽」において違法にアップロードされている音楽データのダウンロードの禁止等や情報モラルについての記述がある。
・「私たちのくらしと音楽」において、音楽著作権とインターネットについての記述がある。

・「ルールを守って音楽を楽しもう」において、音楽著作権についての記述がある。

（１年）・記述式課題として創作課題「音のスケッチ」がある。
　　　　 ・「伝えてみよう」は、感想や感じたこを発表することを目的としている。

（１年）・記述式課題として「BINGO GAME」「RHYTHM　GAME」、「My Melody」がある。
　　　　 ・鑑賞教材「魔王」がある。

（２・３年上）・記述式課題として「音のスケッチ」と「伝えてみよう」がある。
（２・３年下）・記述式課題として「伝えてみよう」と「音のスケッチ」がある。
　　　　　　　・鑑賞の発展として学習内容を深める課題がある。

（２・３年上・下）・記述式課題として「BINGO GAME」｛RHYTHM GAME」、「個々が分かればGrade up！」「My　Melody」がある。
　　　　　　　　　 ・自らが考えるプレゼンテーションの課題がある。

・人権に対する配慮がなされている。 ・人権に対する配慮がなされている。

・「楽典」と題して音楽の授業で扱う用語について適切な解説がある。 ・「音楽の約束」と題して音楽の授業で扱う用語について適切な解説がある。

・１年、２・３年上・下、３巻すべてにおいて、見開き２ページに掲載されている。 ・１年、２・３年上・下の３巻すべてにおいて、１ページに掲載されている。

・色覚の個人差を問わず、より多くの人に見やすいよう配慮して作られており、ＮＰＯ法人ＣＵＤＯからカラーユニバーサルデザインマークの
認証を受けている。

・全ての生徒の色覚特性に適応することを目指して、色彩の専門家が監修したデザインになっている。また、特別支援教育の視点から、学
習上重要な情報を確実に読み取れるよう、特別支援教育の専門家が監修したレイアウトになっている。

（１年）
・記述式課題として創作課題「音のスケッチ」がある。
・「伝えてみよう」では、自分の感じたことや感想を発表する。
（２・３年上・下）
・記述式課題として「音のスケッチ」、「伝えてみよう」がある。
・「Let`s Try!」「Let`s Sing！」では、図解で歌うための準備や指揮の仕方が示されている。

（１年）
・記述式課題として「BINGO GAME」「RHYTHM　GAME」、「My Melody」がある。
　
（２・３年上・下）
・記述式課題として「BINGO GAME」「RHYTHM　GAME」、「ここが分かればGrade up！」がある。
・「My Voice !」「指揮をしよう！」では、図解で歌うための準備や指揮の仕方が示されている。

・１年、２・３年上・下とも、巻頭、巻末、口絵などは使用しやすいものとなっている。
・表紙～口絵１の「With My Heart」は日本人の演奏家や演出家の言葉と写真が掲載され、音楽に対する興味・関心をもたせる上で使いやす
い。

・１年、２・３年上・下とも、巻頭、巻末、口絵などは使用しやすいものとなっている。
・口絵１～２には、日本や世界の演奏会場や舞台の写真が掲載され、音楽に対する興味・関心をもたせる上で使いやすい。

世田谷の名誉区民である作詞家江間章子による「花の街」「夏の思い出」が取り上げられている。 世田谷の名誉区民である作詞家江間章子による「花の街」「夏の思い出」が取り上げられている。

（１年）
・変声期についての明確な記述がある。
・「音ってなあに？」で、音の物理的な性質について、身近な楽器やＡＶ機器、花火や雷を例にあげ説明している。
（２・３年上・下）
・音の三要素を物理的に説明している。
・「くらしとともにあるさまざまな音楽」で、祈りや感謝の音楽、踊りと音楽・舞台と音楽が写真で掲載されている。
・「私たちのくらしと音楽」で、音楽著作権やインターネット、アウトリーチ・教育活動・音楽療法についての記述がある。

（１年）
・口絵に日本各地で開催されているコンサートの写真が掲載されている。

（２・３年上・下）
・「ルールを守って音楽を楽しもう！」で、音楽著作権やインターネットについての記述がある。
・鑑賞教材として、“ポピュラー音楽”が取り上げられている。（ロック・ジャズ・Ｊポップ・ボサノバ）

B　世田谷９年教育との
関連
・小学校の学習をいかし
たり、繰り返し学習したり
する内容

・発展的な学習や上級学
校への円滑な接続

A　内容
・学習指導要領・世田谷
区教育要領の目標や内
容を踏まえた編集
・「表現」や「鑑賞」及び
「共通事項」で取り上げら
れている教材

項目/出版社名

C　言語活動・伝統や文
化に関する教育の取
扱、教科「日本語」との
関連
・わが国の伝統や文化に
対する関心を高める唱
歌・和楽器等の内容や学
習活動の工夫
・教科「日本語」で取り上
げている教材との関連

D　ＩＣＴ活用
・情報モラルやメディアリ
テラシーについて

G　使用上の便宜
・自学自習への配慮

H　世田谷の地域性に対

・巻頭、巻末、まとめ、ト
ピックス等の内容

・世田谷の地域性に対す
る配慮
・日常の生活にいかせる
内容の工夫

E　構成・分量
・学習を深める内容や課

F　表記・表現
・人権に対する配慮
・適切な用語の解説
・国歌「君が代」
・ユニバーサルデザイン



平成２８年度使用世田谷区立中学校教科用図書　検討委員会報告書 音楽（器楽合奏）　　　
教育出版 教育芸術社

・学習指導要領、世田谷区教育要領に準拠した適切な内容である。 ・学習指導要領、世田谷区教育要領に準拠した適切な内容である。

・生徒がさまざまな楽器への憧れをもって学習を進めることができるように、演奏写真や楽器の写真を豊富に取り上げた構成になってい
る。

・生徒がさまざまな楽器への憧れをもって学習を進めることができるように、演奏写真や楽器の写真を豊富に取り上げた構成になってい
る。・「With My Heart」のページでは、楽器奏者のコメントが掲載して意欲を高めている。 ・巻頭口絵には、楽器奏者のコメントが掲載して意欲を髙めている。

・口絵において、著名な音楽家の写真とメッセージとを掲載しているほか、イメージを喚起する写真資料を掲載して意欲を高めている。 ・口絵において和楽器の種類や編成を掲載して意欲を高めている。

・音のスケッチに「荒城の月の前奏をつくってみよう」という創作活動があり、個人の創造性を培うとともに、グループ活動等によって主体
的に「協働」しながら、学習を進めることができる構成になっている。

・「Let's Play Instruments !」、p.31「Ｍｙ Ｍｅｌｏｄｙ」において、「創作」の学習などを通して、個人の創造性を培うとともに、グループ活動等
によって、主体的に「協働」しながら、学習を進めることができる構成になっている。

・「合わせて演奏しよう」では、グループで演奏することを通して、協力して学習することが重視されている。 ・「アンサンブル・セミナー」、「アンサンブル」においては、グループ活動の中で、協力して学習が進められる構成になっている。

・和楽器の他に、リコーダーとギターが扱われている。 ・和楽器の他に、リコーダー、ギター、打楽器が扱われている。

・主にアルトリコーダーが取り上げられている。 ・主にアルトリコーダーが取り上げられている。

・各楽器の基礎的な奏法に関しては、小学校からの積み重ねと系統性が考慮されている。
・巻末の合奏曲において、ソプラノ・リコーダーを使う曲を扱っている。（６曲）
・アルト・リコーダーについて学習するページで、ソプラノ・リコーダーについても併記し、違いを示している。

・各楽器の基礎的な奏法に関しては、小学校からの積み重ねと系統性が考慮されている。
・巻末の合奏曲において、ソプラノ・リコーダーを使う曲を扱っている。（９曲）

・口絵にコンピュータを用いて制作された音源が、スタジオレコーディングによって収録された音源とミックスされ、作品として完成するまで
が解説されている。

・口絵において、「楽器と出会う」より、演奏者のコラム、「リコーダー、ギターの活躍する曲」では、演奏の様子、「いろいろな長さの笛」で
は、尺八、篠笛の紹介をしている。

・「手作りの横笛」…工作による横笛づくりが取り扱われている。

・「Let's Try」と題し、学習を広げることができるコーナーが設けられている。

・発展的な学習については、「発展」マークを該当ページに付けている。 ・発展的な学習については、「発展的学習」マークを該当ページに付けている。

・箏、三味線、篠笛、太鼓、尺八を扱っている。また「名曲旋律集」では、歌唱共通教材の中から「赤とんぼ」「花の街」を箏で取り組めるよ
うにしている。

・箏、三味線、太鼓、篠笛、尺八を扱っている。また、口絵資料として、わが国の伝統的な楽器奏者の楽器への思い、どのような楽器が
使われているかを示している。

・「音のスケッチ」では、歌唱教材で扱っている「荒城の月」の前奏を箏で創作する活動や、「一番星見つけた」の対旋律創作が扱われて
いる。・五線譜と併せて縦譜が掲載されている。
・「さくらさくら」、「寄せの合方」、「こきりこ節」等、我が国の音楽が扱われており、創作や鑑賞とも関連づけて学習できるようになってい
る。

・アンサンブル曲として、「さくらさくら」（箏）、「ＭＡＴＳＵＲＩ」（篠笛と太鼓）、「寄せの合方」（CDの三味線に合わせたリズムアンサンブル）
等、わが国の伝統的な音楽が扱われている。

・口絵２「制作現場を訪ねて」にコンピュータによる音楽制作について触れられている。 ・扱われていない。

・前半は各楽器の特性と基本的な奏法を理解する内容、後半はアンサンブルを中心とした内容となっている。 ・前半は各楽器の特性と基本的な奏法を理解する内容、後半はアンサンブルを中心とした内容となっている。

・総ページ数１１０ ・総ページ数９８

＜中心教材＞　リコーダー１９　　　ギター　９　　　箏　９　　　三味線　７　　　篠笛　３　　　太鼓　６　　　尺八　３ ＜中心教材＞　リコーダー　１５　　　ギター　６　　　箏　７　　　三味線　７　　　篠笛　３　　　太鼓　４　　　尺八　２　　　打楽器　４

＜補助教材＞　「合わせて合奏しよう」２７　　　「名曲旋律集」３ ＜補助教材＞　「名曲スケッチ」４　　　「アンサンブル」２８

＜学習を深める内容＞　「奏法について」
　　「フレーズについて」、「タブ譜について」、「唱歌（しょうが）について」、「サワリについて」、「さし指（指うち）について」

＜学習を深める内容　＞　「合奏を行う上で」
　　「アンサンブルセミナー」、「ここが分かればGrade up！」

＜各楽器の項において＞ ＜各楽器の項において＞

　・奏法、調弦法についての練習課題がある。
　・「音のスケッチ」、「手作りの篠笛」の練習課題がある。
　・我が国の郷土の伝統音楽や諸外国の音楽を扱っている。

　・奏法、調弦法についての練習課題がある。
　・「My　Melody」では、箏による創作課題がある。
　・我が国の郷土の伝統音楽や諸外国の音楽を扱っている。

・ページの構成は、リコーダー、ギター、箏、三味線、篠笛、太鼓、尺八の純で配列されていて見やすく、授業の流れに沿ったものになっ
ている。

・ページの構成は、リコーダー、ギター、箏、三味線、太鼓、篠笛、尺八、打楽器の順に配列されていて見やすく、授業の流れに沿ったも
のになっている。

・合奏曲は、「Let's Play」から「Let's Try」へとグレードが上がり、生徒の意欲を高める工夫がある。 ・合奏曲は、アンサンブルセミナーの活用、多様な楽器の組み合わせの合奏ができ、生徒の意欲を高める工夫がある。

・「合わせて演奏しよう」では、曲名の下の定位置に学習目標が表示されている。 ・「音楽学習ＭＡＰ］のページが設けられており、学習目標のまとまりや学習内容が整理して記載されている。
・「学習の窓口」として、学習指導要領の共通事項アに示された項目がアイコンで示され、各ページの定位置に表示されている。

・「演奏の仕方を身につけよう」は、楽器ごとに配色されて色別で示されている。 ・「Let`s play instruments!」は、楽器ごとに配色されて識別に示されている。

・人権に対する配慮がなされている。 ・人権に対する配慮がなされている。

・適切な用語の解説がある。
例）・「チューニング」、「サミング」など

・適切な用語の解説がある。
例）・「チューニング」、「アーティキュレイション」など

・色覚の個人差を問わず、より多くの人に見やすいよう配慮して作られており、ＮＰＯ法人ＣＵＤＯからカラーユニバーサルデザインマーク
の認証を受けている。

・全ての生徒の色覚特性に適応することを目指して、色彩の専門家が監修したデザインになっている。また、特別支援教育の視点から、
学習上重要な情報を確実に読み取れるよう、特別支援教育の専門家が監修したレイアウトになっている。

・基礎的基本的な知識及び技術の確実な習得、感性や表現力などを育む内容である。 ・基礎的基本的な知識及び技術の確実な習得、感性や表現力などを育む内容であり、学習活動になっている。

・主体的、協働的に学ぶ学習や問題解決的な学習については、p.３７「音のスケッチ」では、「『荒城の月』の前奏をつくってみよう」という
創作活動があり、個人の創造性を培うことができる。

・生徒が主体的に学ぶ学習や問題解決的な学習については、「Let's Play Instrumentｓ！」やp.31「My Melody」において、「創作」学習
をとおし、個人の創造性を培うことができる構成になっている。

・「名曲旋律集」は生徒個々の音楽に対する興味を引き出すことができる。 ・「名曲スケッチ」は個々の生徒の音楽に対する興味を引き出すことができる。

・巻末に折り込み見開きのリコーダー運指表、うしろ表紙の内側に音楽用語や記号がまとめられていて使用しやすい。 ・巻末に、リコーダー運指表（見開き）、音楽用語や記号、日本の伝統音楽の楽器編成がまとめられていて使用しやすい。

・ＡＢ判（折り込みページあり） ・ＡＢ判（中綴じ）

・世田谷区の地域性に対する配慮はない。 ・世田谷区の地域性に対する配慮はない。

・幅広いジャンルの親しみやすい楽曲が取り上げられている。
『アメイジング・グレイス』『木星』『星に願いを』『風の通り道（となりのトトロより）』

・幅広いジャンルの親しみやすい楽曲が取り上げられている。
『虹の彼方に』『木星』『威風堂々』『美女と野獣』『海の見える街（魔女の宅急便より）』

項目/出版社名
A　内容
・学習指導要領・世田谷
区教育要領の目標や内
容を踏まえた編集
・学ぶ意欲を喚起する工
夫
・主体的・協働的に学ぶ
学習、問題解決的な学習
となる単元構成
・楽器やリコーダーの取り
上げ方
B　世田谷９年教育との
関連
・小学校の学習をいかし
たり、繰り返し学習したり
する内容

C　言語活動・伝統や文
化に関する教育の取扱、
教科「日本語」との関連
・唱歌・和楽器等の内容
や学習活動の工夫

・中心教材と補助教材の
バランス

・発展的な学習や上級学
校への円滑な接続

D　ＩＣＴ活用
・情報モラルやメディアリ
テラシーについて
E　構成・分量

F　表記・表現
・人権に対する配慮
・適切な用語の解説
・ユニバーサルデザイン
について

G　使用上の便宜

・ページの構成

・自学自習への配慮
・巻頭、巻末、まとめ、ト
ピックス等の内容
・印刷や製本等

H　世田谷の地域性に対
する配慮、その他
・世田谷の地域性に対す
る配慮
・日常の生活にいかせる
内容の工夫



平成２８年度使用世田谷区立中学校教科用図書　検討委員会報告書 教科名 美術　　　

開隆堂 光村図書出版 日本文教出版
・学習指導要領・世田谷区教育要領を踏まえた編集がされている。 ・学習指導要領・世田谷区教育要領を踏まえた編集がされている。 ・学習指導要領・世田谷区教育要領を踏まえた編集がされている。

・思考力・判断力・表現力等をはぐくむ内容になっている。

【1年】Ｐ.５～７「集める・試す・組み立てる」において、発想を広げたり、構想したり、表現した
りするためのヒントが絵と文章で示してある。

【２・３年】Ｐ.６～９において、富士山が描かれた様々な作品とともに、もととなった風景やス
ケッチを並べて紹介することで、表現活動のヒントとなるように示している。

・思考力・判断力・表現力等をはぐくむ内容になっている。

【1年】Ｐ.７「美術って何だろう？」において、表現方法や材料を工夫することや、試行錯誤を
することで発想力や構想力を養っていくことが示してある。

【２・３年】Ｐ.１７「情景、気持ちを重ねて」において、作品の元となるスケッチを紹介し、メモか
ら発想を広げていくことができることを示している。

・思考力・判断力・表現力等をはぐくむ内容になっている。

【1年】Ｐ７「図画工作、そして・・・美術へ」において、発想のヒントやひらめきが生まれるため
に、発想ノートやアイデアスケッチの紹介をしている。
 Ｐ１０「身近なものを立体で表そう」で、身近な食物を題材にし、学習へつなげている。

【２・３年】Ｐ４０「豊かなイメージで伝えよう」において、身近にある本の装丁を取り上げること
で、イメージをもちやすくし、その後の表現にスムーズにつなげられるようにしている。
【1年】各項目ごとに鑑賞する作品資料があり、身近なものを掲載することで意欲を喚起して
いる。

【1年】各項目ごとに鑑賞する作品資料があり、見開きページで作品を展開する工夫や構成
を比較させるために作品同士を並べて掲載することで、意欲を喚起している。

【２・３年】原寸大の資料（部分）を２つ掲載することで意欲を喚起している。

【1年】作品資料の掲載とともに、「風神・雷神」を立体と平面の作品で見開きページに載せる
工夫をすることにより、意欲を喚起している。

【２・３年】見開きに大きく７つ資料を掲載したり、鑑賞する作品と詩を併せて紹介し、鑑賞の
ポイントを示したりすることで意欲を喚起している。

【1年】各項目ごとに鑑賞する作品資料があり、身近なものを掲載することで意欲を喚起して
いる。

【２・３年】見開きに大きく５つ資料を掲載したり、鑑賞資料ページの紙質を変える工夫をする
ことで意欲を喚起している。また、表現と鑑賞において同じジャンルを並べている。

・中学校の美術の導入では、「美術って何だろう？」で始まる。（１年Ｐ２、３）

・小学校との作品交流の場面が写真で紹介されている。
【１年】Ｐ４７
【２・３年】記載はない。

・中学校の美術の導入では、「美術って何だろう？」で始まる。図画工作の記述もある。（１年
Ｐ５～７）

・小学校との作品交流を示す記載はない。

・中学校の美術の導入では、「図画工作、そして…美術へ」で始まる。（１年Ｐ５、６）

・小学校との作品交流の場面が写真で紹介されている。
【１年】記載はない。
【２・３年下】Ｐ５０、５１

・作品の特徴や効果的な表現について話し合う活動や作者の心情を想像し表現の工夫に
ついて話し合う活動が設定されている。
【１年】Ｐ４１「つくったものをつかってみよう」など
・鑑賞のページが設定され、感じたことを話し合うページがある。
【１年】Ｐ１６、１７「比べてみよう」、Ｐ２６、２７「原寸ギャラリー」など
【２・３年】Ｐ４３「絵巻物の世界」など

・発想のおもしろさや工夫した点にをグループで話し合う活動やお互いのよさを伝え合う活
動が設定されている。
【１年】Ｐ６「作品を鑑賞し、話し合う」、Ｐ１８「見つけた、触れた、ひらめいた！」など
・鑑賞のページが設定され、感じたことを話し合うページがある。
【１年】Ｐ２２「風神雷神、自然と人と」など
【２・３年】Ｐ４０「ゲルニカ、明日への願い」など

・できあがった作品について工夫した点や思いなど意見を交換して、考えを広げる活動が設
定されている。
【１年】Ｐ７「つくった作品について話し合おう」など
・鑑賞のページが設定され、作品について話し合うページがある。
【１年】Ｐ２４「花の生命」
【２・３年下】Ｐ３０「『ゲルニカ』は語る」など

・題材に関わりのある伝統的な作品や工芸品を紹介しているものが多い。また、現在にか
けてどのように技法が変化してきたかを紹介している。

・作品の紹介に加え、作品の技法の説明について取り扱い、伝統文化についての理解を深
める工夫がされている題材がある。

・屏風画など日本画の平面作品だけでなく、日本庭園や住居、祭りについて取り上げるな
ど、幅広く伝統文化について触れている題材がある。

・カメラを活用した題材がある。
・プレゼンテーションを行う単元があり、実物投影機を活用している。また、コマ撮りのアニ
メーション作成について説明している。（２・３年Ｐ６９）（２・３年Ｐ３８）
・鑑賞ではプロジェクションマッピングなど、新しい技術も紹介されて関心をもちやすくなって
いる。（１年Ｐ.４４，４５　２・３年Ｐ.３８～４１　Ｐ.７７）
・情報モラル、メディアリテラシーに関する項目の記載がある。

「体験しよう！美術館」で美術館のホームページが記載されている。（１年Ｐ６６，６７）
・カメラとＰＣを活用した、動画を作る題材がある。（２・３年Ｐ８０，８１）
・撮影時の注意事項が記載されている。（２・３年Ｐ.８１）
・鑑賞ではＣＧアニメを紹介している。（２・３年Ｐ..６、３７）

・情報モラル、メディアリテラシーに関する項目の記載がある。

・ＰＣで写真と文字を編集する単元がある。写真は詩からイメージしたものをカメラで自身で
撮影するので、カメラも活用する。（１年Ｐ１３、２・３年上Ｐ１２，１３　下Ｐ５３）
・撮影時の注意事項が記載されている。（２・３年下Ｐ５３）

・情報モラル、メディアリテラシーに関する項目の記載がある。

【１年】総ページ数での割合
「絵画・彫刻」　　　３５．１％　　「デザイン・工芸」 ３１．５％
「鑑賞」　　　　　　　２１％　　　　「補助資料」　　　１２．２％
・「デザイン・工芸」が最も多い。

【１年】総ページ数での割合
「絵画・彫刻」　　　２４．２％　　　「デザイン・工芸」 ２４．２％
「鑑賞」　　　　　　　２１．２％　　　「補助資料」　　　　３０．４％
・「補助資料」が最も多い。

【１年】総ページ数での割合
「絵画・彫刻」　　　３５．３％　　　「デザイン・工芸」 ２８％
「鑑賞」　　　　　　　１５．７％　　　「補助資料」　　　　２１％
・「絵画・彫刻」が最も多い。

・作家の作品よりも、活動風景を併せた生徒作品の紹介が多い。 ・各項目で、主に作家の作品を1ページ分紹介し、次の1ページに生徒作品などの例を展開
している。

・主に、作家の作品を1ページ分紹介している。生徒作品と織り交ぜている項目もある。

・技法に関する用語は各所に写真とともに記載されている。
・色彩に関する用語は写真とともに巻末に記載されている。

・技法や色彩に関しての用語が写真とともに巻末に記載されている。 ・技法や色彩に関しての用語が写真とともに巻末に記載されている。

・目次で題材の領域を○・☆などの記号で分類している。
・目標・作者の言葉などが設定されている。

・目次で題材の領域を○・☆などの記号で分類している。
・目標・作者の言葉などが設定されている。

・目次で題材の領域などを○・△・□などの記号で分類している
・「学びのねらい」「作者のことば」「ポイント」などが設定されている。

・１学年と２・３学年の計２冊。
・Ａ４版

・原寸大の作品（部分）が掲載されている。「樹花鳥獣図屏風」「モナリザ」「桜図」計３作品

・【２・３年】Ｐ６～８屏風作品を実際の屏風のように折って鑑賞できる。
Ｐ38～43「絵巻物の世界」では、横長の作品を右から左へ複数ページに渡って鑑

賞できる。
　

・１学年と２・３学年の計２冊。
・Ａ４版

・原寸大の作品（部分）が掲載されている。「火焔型土器」ゴッホ「自画像」「鳥獣花木図屏
風」「平螺鈿背円鏡」　計４作品
・【２・３年】Ｐ101～103「絵巻物を楽しむ」では、３ページに渡って作品を左右に長く鑑賞する
ことができる。

・１学年と２・３学年の上・下の計３冊。
・Ａ４版よりも横が２㎝長い。
・他社よりも表紙の横幅が約４cm広いため、図版が大きく掲載されているものが多い。
・原寸大の作品が見開きとして掲載されている。「神奈川沖浪裏図」「凱風快晴」計２作品

・【２・３年上】　Ｐ２６、２７「神奈川沖浪裏図」「凱風快晴」は和紙に印刷されている。

・世田谷区に関する記載はない。

・日常の生活にいかす工夫は各所にみられる。

　　1年　　　Ｐ.32～　『生活を豊かに』
　　２・３年　Ｐ.64～　『デザインする心』　　　　　　　　Ｐ.69「地域にデザインを生かそう」
　　　　　　　 Ｐ.80　『環境をデザインする』　　　　　　 Ｐ.81「学校をデザインしよう」

・1年　P.66　『体験しよう！美術館』で世田谷美術館の図版と紹介が掲載されている。

・日常の生活にいかす工夫は各所にみられる。
【生活に生かそう】のマークを配置し、意識付けている。

　　１年　　　Ｐ.11　「生活の中に作品を飾ろう」　　 　Ｐ.21　「形や色を確かめながらつくろう」
　　　    　　 Ｐ.40　「板づくりでマグカップをつくる」　Ｐ.55　「書体で変わる文字の表情」
　　２・３年　Ｐ.12　『あれ？どうなっているの』　　　　Ｐ.46　「町を美しく飾る」
　　　　　　　 Ｐ.69「地域にデザインを生かそう」　　　Ｐ.80　『環境をデザインする』
　　　　　　　 Ｐ.81「学校をデザインしよう」

・世田谷区に関する記載はない。

・日常の生活にいかす工夫は各所にみられる。

　　1年　　　　Ｐ.39　「自分や身の回りのマークを考えよう」
　　　　　　　 　Ｐ.44　「使いたくなる焼き物をつくろう」
　　２・３年上　P.42･43　『やさしさのデザイン』
　　２･３年下　P.36･37　『自分たちの生活の場を飾ろう』
　　　　　　　　 P.40　『暮らしを心地よくするインテリア』

E　構成・分量
・中心教材と補助教材の
バランス

・学習を深める構成

C　言語活動・伝統や文
化に関する教育の取扱、
教科「日本語」との関連
・言語活動

・伝統や文化

項目/出版社名
A　内容
・学習指導要領・世田谷
区教育要領を踏まえた目
標や内容

・思考力・判断力・表現力
等

・学ぶ意欲の喚起

B　世田谷９年教育との
関連
・小学校の学習、繰り返し
学習

D　ＩＣＴ活用
・インターネットやＩＣＴ機
器を活用した学習活動

F　表記・表現

G　使用上の便宜
・巻頭

・印刷や製本等

H　世田谷の地域性に対
する配慮、その他
・日常の生活にいかす内
容の工夫
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２年『傷害の防止』
・「やってみよう」「考えてみよう」で、傷害や事故の発生の要因を考え
させ、課題を意識させられるようにしている。

２年『傷害の防止』
・「考えよう」で、傷害や事故の発生の要因を考えさせ、課題を意識さ
せられるようにしている。

２年『けがの防止』
・「Question」で、傷害や事故の発生の要因を考えさせ、課題を身近
に意識させられるようにしている。

２年『傷害の防止』
・「学習の目標」で、傷害や事故の発生の要因を考えさせ、課題を意
識させられるようにしている。

＜応急手当の内容として＞
・心肺蘇生法について、写真と図を用いて解説している。
・止血法、包帯法については、図を用いて解説している。
・AEDについて、使用方法を写真を用いて解説している。

＜応急手当の内容として＞
・心肺蘇生法について、写真と図を用いて解説している。
・止血法、包帯法については、主に図を用いて解説している。
・AEDについて、写真を用いてどのような道具かを解説をしている。

＜応急手当の内容として＞
・心肺蘇生法について、実習として写真と図を用いて解説している。
・止血法、包帯法を実習として写真と図を用いて解説している。
・ AEDについて、写真を用いて、使用手順を解説している。

＜応急手当の内容として＞
・心肺蘇生法について、実習として写真と図を用いて解説している。
・止血法や包帯法、固定法について、図を用いて解説している。
・AEDについて、写真を用いてどのような道具を解説している。

１年『呼吸器・循環器の発育・発達』
「やってみよう」で生まれたばかりの赤ちゃんと比べて、私たちの呼吸
数や心拍数はどのように変化しているでしょうかと問いかけ、体験を
通して考えさせる活動により、興味・関心を高めている。

１年『呼吸器官・循環器官の発育・発達』
「考えよう」で資料を見て、「中学生の時期は肺活量が多くなり、逆に
呼吸数は少なくなっています。その理由を考えてみましょう。」など、１
単位時間において読み取りや自分の生活を振り返る活動を導入とし
て、興味・関心を高めている。

１年『呼吸器・循環器の発育・発達』
・「Question」で、「中学生は、赤ちゃんよりもはるかに大きな体になっ
ています。それでは、１分間の呼吸数や心拍数は、赤ちゃんよりも多
いのでしょうか。少ないのでしょうか。」という質問を導入にし、本時の
学習が終えたときに理解できているようなより具体的な質問を導入
にし、興味・関心を高めている。

１年『呼吸器・循環器の発達』
・「ウォームアップ」で、１分間の呼吸数や脈拍数を実際に測り、赤
ちゃんの頃と今ではどちらが多いかを考えさせる導入としている。考
えたり、調べたり、意見を出し合ったり、チェックしたり、振り返ったり
するなど様々な活動を導入にし、本時の課題を意識させ、興味・関
心を高めている。

３年『生活習慣病の予防』
・不適切な生活習慣の例が、イラストで７例ある。
・ブレスロー７つの生活習慣を基にした「生活習慣病を予防する調和
のとれた生活」がイラスト入りで示されている。

３年『生活習慣の変化と生活習慣病』
・不健康な生活習慣の例は示されていない。
・ブレスロー７つの生活習慣がイラスト入りで示されている。

３年『生活習慣病とその予防』
・不健康な生活の例がイラストで４例ある。
・ブレスロー７つの生活習慣がイラスト入りで示されている。

３年『生活習慣病とその予防』
・不健康な生活の例がイラストで６例ある。
・ブレスロー７つの生活習慣の記載はない。

・健康づくりのための運動量の目安が示されている。
・標準体重の求め方と肥満度の求め方が示されている。
・生活習慣病として、心臓病、脳卒中、がんについてはイラスト入りで
示されている。

・健康づくりのための身体活動量の目安が示されている。
・標準体重の求め方と肥満度の求め方が示されている。
・生活習慣病として、心臓病、脳卒中についてはイラストで示されて
いる。

・自分の身体活動レベルを振り返りながら記入する欄がある。
・標準体重の求め方と肥満度の求め方が示されている。
・生活習慣病として、がん（食道がんの写真・肺がんの写真）、心臓
病、脳卒中、糖尿病、歯周病について写真、イラスト入りで示されて
いる。

・健康づくりのための運動の行い方を振り返り記入する欄がある。
・標準体重の求め方と、適正体重を知る内容が示されている。
・生活習慣病として、循環器の病気（高血圧、心臓病、脳卒中）、が
ん、糖尿病が本文で紹介されているが、イラストや写真等はない。生
活習慣病の予防については、イラストで例示されている。

・がんについての記載が、口絵で４分の１ページ[がん研究者の紹
介]、章末資料で大腸がんの写真入りで１ページ[がんについてもっと
知ろう]と２カ所ある。

・がんについての記載が、資料２３で４分の１ページ[がんを防ぐため
の新１２か条]、章末資料で３分の１ページ[がんの予防]と２か所あ
る。

・がんについての記載が、情報資料室[発展]で１ページ（写真４枚を
含む)[がんに対するさまざまな取り組み]、飲酒と健康で３分の１ペー
ジ（イラスト入りで）[飲酒による健康への悪影響]と２か所ある。

・がんについての記載が、「もっと広げる深める」で１ページ（イラスト
を含む）[がん発展]ある。
・生活習慣とがんとの関係について、イラストで６つ例示されている。

１年『異性の尊重と性情報への対処』『社会性の発達と自己形成』
・「誤った性情報に惑わされないための注意点の例」や「中学生の性
情報の入手方法」「社会性の例」などが掲載されている。「共感し助
けようとする気持ちの発達」という読み物がある。

１年『思春期の心の変化への対応』『人とのかかわりと自分らしさ』
・「性について知りたいこと」「性情報の入手経路」「感情の発達の様
子」「社会性の発達」などが掲載されている。

１年『性への関心と行動』『心の発達と社会性』
・「中学生が性について知りたこと」「性情報の入手先」「社会性の発
達を促す例」などが掲載されている。特に「自分も相手も気持ちがよ
い、上手な断り方を考えよう」など実施に起こりうる場面を想定して考
えさせる活動がある。

１年『性とどう向き合うか』『心の発達』
・性情報への対処と行動では「コミュニティサイトによる被害を受けた
調査」や「インターネットを通じた被害に合わないために」などを、社
会性については「社会性の例」を掲載されている。「自分の気持ちを
上手に伝える（コミュニケーション）」で様々なケースの時にどうしたら
いいかを考えさせる活動がある。

・「やってみよう」のコーナーで健康の概念や原則と自分を比較する
学習や課題を発見し設定する学習活動がある。
・１年『心身の機能の発達と心の健康』の「呼吸器・循環器の発育・発
達」の中で、呼吸器等の機能の発達は、運動習慣によってどのよう
な違いが現れるかを説明させる学習がある。

・「考えよう」のコーナーで健康の概念や原則と自分を比較する学習
や課題を発見したり設定する学習活動がある。
・１年『心身の発達と心の健康』の「呼吸器官・循環器官の発育・発
達」の中で、中学生の時期は肺活量が多くなり、呼吸量は少なくなる
理由を考えさせる学習がある。

・「Question」のコーナーで健康の概念や原則と自分を比較する学習
や課題を発見したり設定する学習活動がある。
・１年『心身の機能の発達と心の健康』の「呼吸器・循環器の発育・発
達」で「心拍数の正しいはかり方」という内容、「心の発達と社会性」
で「自分も相手も気持ちがよい、上手な断り方を考えよう」という内容
をそれぞれ考えさえる学習がある。

・「ウォームアップ」のコーナーで健康の概念や原則と自分を比較す
る学習や課題を発見したり設定する学習活動がある。
・１年『心身の発達と心の健康』の「呼吸器・循環器の発達」の中で
「呼吸数と心拍数を数える」という活動、「心の発達」の中で「自分の
気持ちを上手に伝える」という友達と話し合わせる学習がある。

・２年『健康と環境』の「活動に適する環境」の中で、「照度の測定」の
実習を取り上げ、友達と協力し合い、実証的な問題解決を自ら行う
活動がある。

・２年『健康と環境』の「快適な温熱条件と明るさ」の中で「いろいろな
教室や施設の明るさを基準と比較し、明るさの問題があった場合の
対策を考えてみましょう。」という活動を取り上げ、友達と協力し合
い、実証的な問題解決を自ら行う活動がある。

・２年『健康と環境』の「快適で能率のよい環境」の中で、教室内の環
境を至適範囲に保つための工夫にはどのようなものがあるかを考え
させ、、友達と協力し合い、実証的な問題解決を自ら行う活動があ
る。

・２年『健康と環境』の「活動に適した環境」で、「照度計」の実習を取
り上げ、友達と協力し合い、実証的な問題解決を自ら行う活動があ
る。

・３年『健康な生活と病気の予防』の「喫煙・飲酒・薬物乱用の要因と
適切な対処」の中で、飲酒を断る対処を考え、話し合う学習がある。

・３年『健康な生活と病気の予防』の「喫煙、飲酒、薬物乱用のきっか
け」の中で、たばこやお酒をすすめられたときに断るセリフをつくる学
習がある。

・３年『健康な生活と病気の予防』の「飲酒し健康」の「チャレンジ」の
中で『「断れない、どうしよう…」こんなとき、あなたならどうする？』と
いう内容を取り上げ、友達と協力し合い、話し合う活動がある。

・３年『健康な生活と病気の予防』の「喫煙・飲酒・薬物乱用のきっか
け」の中で「誘いを断る」実習を取り上げ、友達と協力し合い、話し合
う活動がある。

・ホームページが、７項目紹介してある。
「都道府県警察の少年相談窓口（警察庁）」
「国立感染症研究所感染症情報センター」など

・ホームページが、２項目紹介してあり、最も少ない。
「文部科学省新体力テスト実施要項」
「国立交通省防災情報センター」

・ホームページが、３５項目紹介してあり、最も多い。
「日本オリンピック委員会」
「薬物乱用防止『ダメ。ゼッタイ。』ホームページ」など

・ホームページが、１５項目紹介してある。
「早ね早おき朝ごはんコミュニティサイト」
「日本オリンピック委員会」など

・１学年ごとに、保健編、体育編の順で配置されている。
・保健編　４８時間、体育編  １２時間（体育編の時数が最も多い。）

・３学年分が、体育編、保健編の順番で配置されている。
・保健編　４１～４８時間、体育編　９時間

・３学年分が、体育編、保健編の順番で配置されている。
・保健編　４８時間、体育編  ９時間

・３学年分が、体育編、保健編の順番で配置されている。
・保健編　４３時間、体育編  ９時間

＜保健編＞１年『心身の機能の発達と心の健康』　　　　　１２時間
　　　　　　　 ２年『健康と環境』　　　　　　　　　　　　　　　　　　７時間
　　　　　　　 ２年『傷害の防止』 　　　　　　　　　　　　　   　 １０時間
　　　　　　　 ３年『健康な生活と病気の予防』 　　　　　　   １９時間

＜保健編＞１年『心身の発達と心の健康』      １０～１１時間
　　　　　　　 ２年『健康と環境』　　　　　　　　　　　　６～ ９時間
　　　　　　　 ２年『傷害の防止』　　　　　　　　　　　８～１０時間
　　　　　　　 ３年『健康な生活と病気の予防』　 １７～１８時間

＜保健編＞１年『心身の機能の発達と心の健康』  　１０時間
　　　　　　　 ２年『健康と環境』　　　　　　　　　　　　 　 　７時間
　　　　　　　 ２年『けがの防止』　　　　　　　　　　　　  　１０時間
　　　　　　　 ３年『健康な生活と病気の予防』　　　　 　２１時間

＜保健編＞１年『心身の機能の発達と心の健康』　１０時間
　　　　　　　 ２年『健康と環境』　　　　　　　　　　　　　　７時間
　　　　　　　 ２年『傷害の防止』　　　　　　　　　　　　　 ９時間
　　　　　　　 ３年『健康な生活と病気の予防』　　　　１７時間

＜体育編＞１年『運動やスポーツの多様性』　　　　　　 　 　４時間
　　　　　　　 ２年『運動やスポーツが心身の発達に
      　　　　　　　与える効果と安全』 　　　　　　　　　          ４時間
　　　　　　　 ３年『文化としてのスポーツの意義』              ４時間

＜体育編＞１年『運動やスポーツの多様性』　　　　　　３時間
　　　　　　　 ２年『運動やスポーツが心身の発達に
　　　　　　　　　　　あたえる効果と安全』　　　　　　　　　３時間
　　　　　　　 ３年『文化としてのスポーツの意義』　　　 ３時間

＜体育編＞１年『運動やスポーツの魅力と学び方』　 　３時間
　　　　　　　 ２年『運動やスポーツの効果と安全』　　　　３時間

　　　　　　　 ３年『文化としてのスポーツ』　　　　　　　　　３時間

＜体育編＞１年『運動やスポーツの多様性』　　　　　３時間
　　　　　　　 ２年『運動やスポーツが心身の発達に
　　　　　　　　　　与える効果と安全』　　　　　　　　　　 ３時間
　　　　　　　 ３年『文化としてのスポーツの意義』　　　３時間

・保健編　９２ページ、体育編　１８ページ ・保健編　８８ページ、体育編　２０ページ ・保健編　９２ページ、体育編　２４ページ ・保健編　８６ページ、体育編　２０ページ

・２年『傷害の防止』の「交通事故の危険予測と回避」で自らが危険
を予測して、回避方法を考える書き込む欄がある。

・２年『傷害の防止』の「交通事故の要因と傷害の防止」には書き込
む欄はない。

・２年『けがの防止』の「交通事故によるけがの防止」で、交通事故の
危険を予測しようという書き込む欄がある。

・２年『傷害の防止』の「交通事故の防止」には書き込む欄はない。

・２年『傷害の防止』の「交通事故の発生要因」で交通事故の現状を
表したグラフや自動車の死角や内輪差を示した写真がある。

・ページ右下に聖火ランナーのパラパラマンガが描かれている。

・２年『傷害の防止』の「交通事故の要因と障害の防止」で交通事故
の負傷者の状態別割合や自転車の特性、自動車の速度と停止距離
などグラフが多く掲載されている。自動車の死角や内輪差について
は図で表されている。

・２年『けがの防止』の「交通事故によるけがの防止」で交通事故の
状態別にみた死傷者数や自動車の特性のグラフがある。自動車の
死角や内輪差については図で表されている。

・２年『傷害の防止』の「交通事故の現状と原因」で交通事故負傷者
の状態別割合や自転車事故の原因などのグラフがある。自動車の
死角や内輪差については図で表されている。

・たてがＢ５、よこがＡ４のＡＢ版（ページの表記が下にある。） ・ＡＢ版の横が１ｃｍ短い。（ページの表記が下にある。） ・Ｂ５版（ページの表記が下にある。） ・Ｂ５版（ページの表記が下にある。）

・巻頭に「スポーツの力」「スポーツを支える人」「健康や安全を支え
る人」「運動やスポーツと食事」などのページが９ページある。

・巻頭に「スポーツは世界の言葉」「スポーツはみんなができる、みん
なをつなげる」「わたしたちの健康を支える食事」「生きがいのある豊
かな未来へ」などのページが９ページある。

・巻頭に「２０２０年オリンピック・パラリンピックが日本にやってくる」
「私たちの成長と運動やスポーツの広がり」「命の誕生」自然災害か
ら身を守ろう」「人びとの健康に貢献した日本人」などのページが８

・巻頭に「行って見て学ぼう」「世界で活躍する人たち」「読んでみよ
う・見てみよう」「中学校生活と食事」などのページが８ページある。

・巻末に人の体の筋肉・骨格・内臓の図が３ページある。
・学習内容と関連のある読み物資料が２４カ所ある。最も少ない。

・巻末に内臓諸器官と呼吸器官、骨格と筋肉の図が３ページある。
・トピックスが２８カ所ある。章末に資料「トピックスプラス」がある。

・巻末に内臓・神経系・内分泌系・骨格系などの図が３ページある。
・学習内容と関連のあるコラム、事例が４８カ所ある。最も多い。

・巻末に内臓・筋肉・骨の図と写真が３ページある。
・学習内容と関連のあるコラムが３１カ所ある。

・世田谷区についての記載はない。 ・世田谷区についての記載はない。 ・２年「けがの防止」に、安全な交通環境として、世田谷区のスピード
ハンプの写真が掲載してある。

・世田谷区についての記載はない。

・学習したことを日常生活に生かしたり、調べたりする活動例が「生
かそう」として２２項目ある。

・学習したことを日常生活に生かしたり、調べたりする活動例が「学
習を活かして」として４６項目ある。

・学習したことを日常生活に生かしたり、調べたりする活動例が、「Ｃ
ｈａｌｌｅｎｎｇｅ」、「Ｔｏｐｉｃ］、「Ｑ＆Ａ」など、２１項目ある。

・学習したことを日常生活に生かしたり、調べたりする活動例が「活
用しよう」として４４項目ある。

・各章末に章末資料、確認の問題、活用の問題、学習のまとめがあ
り、日常の生活に生かせる。

・各章末に学習のまとめとトピックスがあり、日常の生活に生かせ
る。

・各章末に学習のまとめとチャレンジやトピックがあり、日常の生活
に生かせる。

・各章末に「探究しようよ！」や章のまとめがあり、日常生活に生か
せる。

D　ＩＣＴ活用
・インターネットやＩＣＴ活
用
E　構成・分量
・単元の配列、時数配
当、単元のページ割り

F　表記・表現
・グラフや写真や図絵、図
解のレイアウト、配色、文
字の大きさなど

項目/出版社名

B　世田谷９年教育との
関連
・自分の健康を適切に管
理し、改善していく能力

A　内容
・実践的な理解、知識の
活用

・生徒の興味・関心、自己
の目標

H　世田谷の地域性に対
する配慮、その他
・世田谷区の地域性に対
する配慮
・日常の生活にいかせる
内容の工夫

G　使用上の便宜
・巻頭、巻末、まとめ、ト
ピックス等

C　言語活動・伝統や文
化に関する教育の取扱、
教科「日本語」との関連
・言語活動
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・工具の使用方法や作業手順などの基礎的な技能の内容が「基礎技能」ページとしてまとめ
て掲載されている。
・「学習の目標」「始めの活動」「まとめの活動」の構成で基礎的・基本的な知識の確実な定着
を図る内容になっている。

・工具の使用方法や作業手順などの基礎的な技能の内容が「基礎技能」ページとしてまとめ
て掲載されている。

・工具の使用方法や作業手順などの基礎的な技能の内容が課題別に掲載されている。

・各内容の冒頭にそれぞれ２ページにわたり導入ページがあり、主な学習内容や流れを提示
し、各内容の学習に向けての課題を提示している。
・イラストの吹き出しの言葉を例に、主体的・協同的に学ばせることができる。また、実習例に
「問題の発見」があり、実習を通して問題解決ができるようになっている。
・「話し合おう」で課題を提示している。

・教科書の冒頭に「技術分野の何を学ぶか」として各内容に関する学習についてまとめて文
章で記載し、技術分野の学習に向けての課題を提示している。

・各内容の冒頭にそれぞれ２ページにわたり導入ページがあり、主な学習内容や流れを提示
し、それぞれの内容の技術の歴史を紹介している。
・イラストの吹き出しの言葉を例に、主体的・協同的に学ばせることができる。

・「話し合ってみよう」で課題を提示している。

・「安全」「衛生」のマークにより実習を安全に行う上での注意が記載されている。
・Ｐ．２～５で作業の安全について、４ページでまとめて取り扱っている。
・巻末には『防災手帳』があり、安全に対しての意識付けがしやすいようになっている。

・「安全」「注意」のマークにより実習を安全に行う上での注意が記載されている。 ・「安全」のマークにより実習を安全に行う上での注意が記載されている。
・Ｐ．１６・１７で作業の安全について２ページでまとめて取り扱っている。

・各内容の終わりに見開き２ページで「学習のまとめ」があり、「学習を振り返ろう」「大切な用
語」「学習したことを確かめよう」「生活に生かそう」という構成になっている。

・各内容の終わりに、見開き２ページで「まとめ」と「章末問題」という構成になっている。 ・各内容の終わりに見開き２ページで「学習のまとめ」と「探究」があり、「学習のまとめ」は、
「学習をふり返ろう」と「生活に生かそう」という構成になっている。

・「リンク」のマークで家庭分野と、「他教科」のマークで、理科、数学、社会、道徳などで学習
する内容との関連が記載されている。

・明確な提示はない。 ・「リンク」のマークで、理科や家庭分野で学習する内容との関連が記載されている。

・「小学校」マークにより、理科、算数、図画工作などの内容が関連するページに記載されて
いる。

・Ｐ．１４「材料と加工に関する技術」で小学校の学習について触れている。 ・Ｐ．４・５「小学校での学び」として学習内容を示している。

・「発展」マークにより、学習内容を深めたり、広げたりする内容が示されている。 ・「発展」の見出しで、学習内容を深めたり、広げたりする内容が示されている。 ・「発展」や「探究」などの見出しで、学習内容を深めたり、広げたりする内容が示されている。

・「考えてみよう」「調べてみよう」「話し合ってみよう」「やってみよう」の課題を使うことによって
言語活動を促している。

・「考えよう」「調べよう」の課題を使うことによって言語活動を促している。 ・「考えてみよう」「調べてみよう」「話し合おうってみよう」の課題を使うことによって言語活動
を促している。

・ガイダンス６ページから「技術は夢をかなえるために」、「技術は未来をつくる」にある。また、
「宮大工」や「日本の伝統野菜」などが「伝統・文化」マークにより取り上げられている。「技術
の匠」のマークにより、特質された技術が紹介されている。

・口絵３、５，６に世界に誇る日本の技術及び序章２～８に技術の進化・発達が紹介されてい
る。

・各内容ごとに技術の歴史年表があり、日本の技術についても紹介している。

・コンピュータやインターネットなどを活用して学習すると効果的な事柄に関して分かりやすい
ように「Ｄ」マークがついている。
・インターネットがもたらすプラス面とマイナス面がＰ．２１０～２１３に記載されている。ＩＣＴ機
器を利用した学習例として、Ｐ．２１８～２３７に記載されている。
・巻末の資料に「コンピュータの使い方」として１１ページ分掲載されている。

・ディジタルものづくりで行う実習が活用した学習活動になる。

・インターネットのしくみについて、Ｐ．２１２～２１４に記載されている。ＩＣＴ機器を利用した学
習例として、Ｐ．２１８・２１９・２２０～２３７に記載されている。
・巻末の資料に「ディジタル用語一覧」として２ページ分掲載されている。

・ディジタル作品の設計と制作など実習形式で、学習活動が紹介されている。

・インターネットの利用について、Ｐ．１８８・１８９に記載されている。ＩＣＴ機器を利用した学習
例として、Ｐ．２０８～２２１に記載されている。
・巻末の資料に「コンピュータの基本操作」として１２ページ分掲載されている。

・「情報を安全に利用しよう」と題してＰ．２１０～２１５で取り扱っている。そのほかに１０カ所
「情報モラル」マークを付けた掲載がある。

・「情報社会と向き合う（情報モラル）」と題して、Ｐ．２１６・２１７で取り扱っている。そのほかに
「注」のマークで、Ｐ．２３１で扱っている。

・「情報モラルと知的財産」と題してＰ．１９６～２０１で取り扱っている。そのほかに５カ所「参
考」マークを付けた記載がある。

・ガイダンス的な内容は、２９ページ。
・「Ａ材料と加工に関する技術」は７４ページ。
・「Ｂエネルギー変換に関する技術」は５６ページ。
・「Ｃ生物育成に関する技術」は４４ページ。
・「Ｄ情報に関する技術」は６４ページ。

・ガイダンス的な内容は、２８ページ。
・「Ａ材料と加工に関する技術」は７４ページ。
・「Ｂエネルギー変換に関する技術」は５４ページ。
・「Ｃ生物育成に関する技術」は５６ページ。
・「Ｄ情報に関する技術」は６０ページ。

・ガイダンス的な内容は、２７．５ページ。
・「Ａ材料と加工に関する技術」は７２ページ。
・「Ｂエネルギー変換に関する技術」は４４ページ。
・「Ｃ生物育成に関する技術」は４０ページ。
・「Ｄ情報に関する技術」は６８ページ。

・大切な用語は太字のゴシック体で強調されている。
・章末には「大切な用語」があり、その関連ページが示されてもいる。
・巻末資料に言葉のページがある。

・大切な用語は太字のゴシック体で強調されている。
・巻末資料に、ディジタル用語一覧のページがある。

・大切な用語は太字のゴシック体で強調されている。

・「考えてみよう」などで始めの活動、「生活に生かそう」などでまとめの活動、ページのフッ
ター欄にＱ＆Ａがあり自主学習ができる。

・「考えよう」「調べよう」「やってみよう」などで、自主学習できるページがある。 ・「考えてみよう」「調べてみよう」「観察してみよう」などで、自主学習できるページがある。

・巻頭ページに紹介されている１７種類のマークを活用し、内容が整理されている。さらに、
「技術の匠」「基礎技能」「技術のとびら」「実習例」がある。

・目次に紹介されている４種類のマークを活用し、内容が整理されている。さらに、「考えよう」
「やってみよう」「調べよう」「資料」「基礎技能」「実験」がある。

・目次に紹介されている１４種類のマークを活用し、内容が整理されている。

・ＡＢ判で２９０ページである。 ・Ｂ判で２７８ページである。 ・Ｂ判で２７０ページである。

・「考えてみよう」「調べてみよう」「やってみよう」で日常生活に行かせるような工夫がされてい
る。
・「生活に生かそう」のマークにより、学習の終わりに学習内容を自分の生活に生かせるよう
な工夫がされている。

・「考えよう」「調べよう」「やってみよう」で日常生活に生かせるような工夫がされている。 ・「考えてみよう」や「調べてみよう」で日常生活に生かせるような工夫がされている。
・「生活に生かそう」により、学習の終わりに学習内容を自分の生活に生かせるような工夫が
されている。

・情報モラル

項目/出版社名

A　内容
・基礎的・基本的な知識

・主体的・協同的な学び

・安全や環境

・各内容のまとめ

・他教科との関連

B　世田谷９年教育
・小学校の学習

・発展的な学習

C　言語活動
・言語活動

・伝統文化

D　ＩＣＴ活用
・ＩＣＴ機器

E　構成・分量
・内容の割合

F　表記・表現
・学習に必要な用語

G　使用上の便宜
・自学自習への配慮

・記号・マーク

・製本

H　世田谷の地域性に対
する配慮、その他



平成２８年度使用世田谷区立中学校教科用図書　検討委員会報告書 技術・家庭科（家庭分野）
東京書籍 教育図書 開隆堂

・「基礎技能ページ」として、基礎的・基本的な知識及び技能についてまとめて掲載（Ｐ５２～５
７、１２０～１２５、１５６～１６１）している。また、章の他に実習例と基礎技能の見出しを付け
ている。

・基礎的・基本的な知識・技能については、内容の中に資料として適宜掲載（Ｐ１０６～１０８、
１９４～１９７、２０６～２０９）している。また、章の見出しを付けている。

・基礎的・基本的な知識及び技能については内容の中に一つの項目として取り上げて、まと
めて掲載（Ｐ９６、９７、１８６～１８９、１９４～１９７）している。

・「調理実習」
　実習例のうち５例分は、手順を６段階に統一し、写真で具体的に提示している。
　組み合わせる料理の例も、見開きページで示されている。（１０例）
　その他、１８の参考例を掲載している。

・「調理実習」
　２９の実習例について手順を写真で提示している。

　単品での調理として示されている。

・「調理実習」
　１３の実習例について手順を写真で提示している。
　組み合わせる料理の例も同じ見開きに提示している。（５例）
　その他、参考として１２例掲載している。

・巻頭資料に見開きで、「実習を楽しく安全に進めよう」を提示している。
・各内容において、安全マークを使用し、適宜取り扱っている。

・各内容において安全マークを使用し、適宜取り扱っている。 ・巻末資料に「実習・制作中の安全と防災」で提示している。
・各内容において、安全マークを使用し、適宜取り扱っている。

・「学習のまとめ」を内容の最後に、見開き２ページで提示している。
　①学習を振り返ろう（用語の確認）②学習したことを確かめよう③生活に生かそう
・毎回の学習の終わりに活動できるよう、「まとめよう」「生活に生かそう」を設定している。

・「学習のふり返り」を、内容の最後に見開き２ぺージで提示している。
　①キーワードの確認をしよう②学習をこれからの生活に生かそう

・「学習のまとめ」を内容の最後に１ページで提示している。
　①学習をふり返ろう②生活に生かそう
・「学習のふり返り」を、小単元ごとに提示している。

・「他教科」マークや「リンク」マークと内容を記載し、他教科の学習内容との関連を明示して
いる。

・「リンク」マークで技術分野の内容を記載し、学習内容との関連を明示している。 ・「リンク」マークと内容を記載し、他教科の学習内容との関連を明示している。

・巻頭において、「中学校家庭分野の学習内容を見てみよう」（Ｐ１０，１１）として、小学校の
学習内容と中学校の学習内容を見比べながら振り返り、確認できるように提示されている。

・巻頭において、「わたしの成長と、家庭分野の学習」（Ｐ４、５）として、４つの内容について小
中学校それぞれに、自分で記述して振り返らせるように、記述欄が合計８箇所設定されてい
る。

・巻頭（Ｐⅰ）に「小学校で学習したこと」として半ページ分の大きさで学習内容に関する写真
が掲載され振り返ることができるようになっている。

・「プロに聞く」マークで、家庭分野と関連するプロのインタビューを掲載しており、キャリア教
育と関連が図られている。

・社会人のメッセージを掲載し、キャリア教育と関連が図られている。 ・社会人のメッセージを掲載し、キャリア教育と関連が図られている。

・「考えてみよう」「調べてみよう」「話し合ってみよう」「やってみよう」として、言語活動例が内
容やテーマごとに明示されている。

・「調べよう」「考えよう」「やってみよう」「話し合おう」として、言語活動例が内容やテーマごと
に明示されている。

・「話し合ってみよう」「考えてみよう」「やってみよう」「課題」として、言語活動例が内容やテー
マごとに明示されている。

・「伝統文化」マークで、明示されている。 ・「参考」や「資料」などで、伝統文化が紹介されている。 ・「伝統文化」マークで、明示されている。

・「課題と実践」で、課題の調べ方について説明している。
・「まとめと発表の仕方」の例として、プレゼンテーションソフトを紹介している。
・発表方法の例示として、プレゼンテーションのシートの例を具体的に示している。

・「課題と実践」で、課題の調べ方について説明している。
・「まとめる、発表する」の例として、プレゼンテーションソフトを紹介している。

・「課題と実践」で、課題の調べ方について説明している。
・「結果をまとめる」の例として、プレゼンテーションソフトを紹介している。

・「消費トラブルを解決する方法を考えよう」で、インターネット利用上のトラブルを説明してい
る。

・「いろいろな買い物方法」で、インターネット利用の良い例、悪い例を掲載している。
・「買い物の社会的な意味」として、偽物の購入について説明している。

・「事例を通してトラブルへの対応を考える」で、インターネット上のトラブルを例に、トラブルへ
の対応を説明している。

・食生活と自立→衣生活・住生活と自立→家族・家庭と子どもの成長→身近な消費生活と環
境の順である。

・家族・家庭と子どもの成長→食生活と自立→衣生活・住生活と自立→身近な消費生活と環
境の順である。

・家族・家庭と子どもの成長→食生活と自立→衣生活・住生活と自立→身近な消費生活と環
境の順である。

・食生活の食品や調理の手順は写真で提示されている。衣生活の基礎的な技能は写真で製
作品の製作手順はイラストで提示されている。
・ページの余白を利用し、見出しや、豆知識やクイズ、メモリ表示などを掲載している。

・食生活の食品や調理の手順は写真で提示されている。衣生活の基礎的な技能と製作品の
製作手順はイラストで提示されている。
・ページの余白を利用し、見出しを掲載している。

・食生活の食品や調理の手順は写真で提示されている。衣生活の基礎的な技能は写真で製
作品の製作手順はイラストで提示されている。
・ページの余白を利用し、豆知識を掲載している。

・ページの下部に「ひとくちＱ」として注釈を記載している。
・各内容の最後に「学習のまとめ、大切な用語」チェック欄を設置している。
・ ｢言葉のページ｣(Ｐ２７０～２７１）として、家庭分野の学習でよく使われる用語の解説があ
る。

・注釈のような記載はない。
・内容ごとにキーワードチェック欄が設置されている。

・ページ下部と右上角に、豆知識として語句の解説や写真を掲載している。

・主な調理実習例の手順は横に表示されており、また、２ページ分のレイアウトが統一されて
いる。

・調理実習の手順は縦に表示されている。 ・主な調理実習例の手順は、横に表示されている。

・巻頭に、家庭分野の学習のガイダンスや問題解決的な学習の流れなど（Ｐ２～１９）が説明
されている。また、教科書の学習の流れが示されている。(❸～Ｐ１)

・巻頭に、教科書の学習の流れが示されている。（口絵２） ・巻頭に、問題解決的な学習の流れが示されている。（Ｐ８～９）

・ＡＢ版２８２ページ ・Ｂ５版２８６ページ ・Ｂ５版２８７ページ

・全国初の中学校の中の保育所について世田谷区立中学校の記述と写真が紹介されてい
る。（Ｐ２１８）
・世田谷区が設置した太陽光発電所の写真が掲載されいている。（Ｐ３）

・世田谷区についての記載は見られない。 ・世田谷区についての記載は見られないが、世田谷区に立地している国立成育医療研究セ
ンターの写真が掲載されている。

・情報モラル

項目/出版社名

A　内容
・基礎的・基本的な知識・
技能

・実践的・体験的な学習活
動

・安全や環境に対する配
慮

・各内容のまとめ

・他教科との関連

B　世田谷９年教育
・小学校の学習

・発展的な学習

C　言語活動・伝統文化
・言語活動例

・伝統や文化

D　ＩＣＴ活用
・ＩＣＴ機器

H　世田谷の地域性に対
する配慮、その他

E　構成・分量
・題材の配列

・資料や図版

F　表記・表現
・学習に必要な用語

・作品や製作過程

G　使用上の便宜
・巻頭

・製本等



平成２８年度使用世田谷区立中学校教科用図書　検討委員会報告書 教科　英語

東京書籍 開隆堂 学校図書 三省堂 教育出版 光村図書
学習指導要領・世田谷区教育要領の目標や
内容を踏まえた編集がなされている。（新出語
数１，４２９語）

学習指導要領・世田谷区教育要領の目標や
内容を踏まえた編集がなされている。(新出語
数１，４６８語)

学習指導要領・世田谷区教育要領の目標や
内容を踏まえた編集がなされている。（新出語
数１，４６５語）

学習指導要領・世田谷区教育要領の目標や
内容を踏まえた編集がなされている。（新出語
数１，５１３語）
【扱う語数は最も多い。】

学習指導要領・世田谷区教育要領の目標や
内容を踏まえた編集がなされている。（新出語
数１，４９１語）

学習指導要領・世田谷区教育要領の目標や
内容を踏まえた編集がなされている。（新出語
数１，２８０語）
【扱う語数は最も少ない。】

アメリカでのホームステイ、ブラジルの紹介、
アウンサンスーチーさんの紹介等、異文化を
正しく理解し、国際理解を深める題材を取り上
げている。
１年：オーストラリアの文化・中国の文化
２年：イギリス旅行、アメリカのホームステイ
３年：ガーナで働く子供達・ブラジルの環境問
題

アメリカのワシントンD.C紹介.、トルコとの関わ
りの写真、パキスタンのマララさんの名言等、
異文化を正しく理解し、国際理解を深める題
材を取り上げている。
１年：アメリカワシントンD.C.の紹介
２年：フィンランドへの旅行・トルコとの友好関
係
３年：マララさんの物語

アメリカの学校生活、ブータンの紹介、アン
ネ・フランク等、異文化を正しく理解し、国際理
解を深める題材を取り上げている。
１年：オーストラリアの文化・アメリカの学校生
活
２年：イギリスの文化・ドイツの環境問題
３年：ブータンでの農業指導・アンネの日記

イギリスの文化、インドからの転校生、アメリ
カの人種差別問題等、異文化を正しく理解
し、国際理解を深める題材を取り上げている。
１年：イギリスの文化、インドからの転校生
２年：オーストラリアの文化
３年：フランスの芸術、アメリカの人種差別問
題

オーストラリアの観光地や文化の紹介、フィン
ランドの文化、スウェーデンの文化等、異文化
を正しく理解し、国際理解を深める題材を取り
上げている。
１年　オーストラリアの文化
２年　フィンランドの文化、ハロウィン
３年　イギリス、スウェーデンの文化

外国の朝食、ニューヨークを訪れた場面、カン
ボジアの学校の先生の話を聞く場面等、異文
化を正しく理解し、国際理解を深める題材を
取り上げている。
１年　オーストラリアの学校行事、フランス・中
国・アメリカの朝食
２年　アメリカの文化、ニューヨークの町や文
化

レッスン毎の４技能別の活動をほぼ同じ形式
にして、基礎・基本の定着を図っている。
Starting Out→Dialog→Read and Think→
Activity
まとめと練習コーナーに文法問題がある。

レッスン毎に導入と本文が見開きで構成さ
れ、基礎・基本の定着を図っている。
Listen→Speak→ Try→Write
導入のページに基礎的な練習問題がある。

レッスン毎に４技能別の活動をほぼ同じ形式
にして、基礎・基本の定着を図っている。
Listening→Speaking→Writing
レッスンの終わりには、復習問題がある。

レッスン毎に本文と練習が見開きで構成さ
れ、基礎・基本の定着を図っている。
各単元ごとに、Listening、Speaking、Writingの
練習問題があり、文法のまとめがある。

各レッスンが、Hop、Step、Jumpで構成されて
おり、段階を追って学習し、基礎・基本の定着
を図っている。
Listening→Speaking→Writing→Readingと
なっている。

各レッスンが、同じ形式（Listening→Speaking
→Writing)で進められている。また、年間で７
回ほど文法事項のまとめのページが設けら
れ、基礎・基本の定着を図っている。

1年冒頭にHi, English！やユニット０といったア
ルファベットの書き方、フォニックス等を取り上
げ、小学校からの円滑な接続がなされてい
る。。

Let's Startで様々な会話や、フォニックスを取
り上げ、小学校からの円滑な接続がなされて
いる。
★【８ページ扱いで、最も少ない。】

１年冒頭にプレレッスンがあり、小学校からの
円滑な接続がなれている。
【１５ページ扱い。】

１年の冒頭にGet Readyがあり、小学校外国
語活動との円滑な接続がなされている。
【１２ページ扱い。】

１年の冒頭、Spring　Board（跳躍板）として、
小学校外国語活動との円滑な接続がなされ
ている。
★【１６ページ扱いで、最も多い。】

１年冒頭にLet's Enjoy Englishとして、小学校
外国語活動との円滑な接続がなされている。
【１４ページ扱い。】

学び方コーナー（辞書解説、５文型）やLet's
Readの読解問題、Further Readingなどがあ
り、発展的な学習や上級学校への接続に対
応している。
発展的な文法として、仮定法・関係副詞・分詞

付録にExtensive Reading（発展的読み物）が
載っている。

Projectで自己表現のページがあり、Reading
の読解課題で発展的になっている。
巻末に練習問題がある。

Further Readingとして、発展的な読み物があ
る。
発展的な文法として、関係副詞・使役動詞を
扱っている。

「Time for a Skit」という会話、単元では「And
More Words」として発展的な単語が加えられ
ている。

巻末に発展的な読み物教材、英語の歌、英
語のしくみ、音声のまとめが掲載されている。
３年生の巻末の読み物では発展的内容が取
り上げられている。

我が国の伝統や文化に対する関心を高め、
理解を深める内容や学習活動の工夫があ
る。
１年：お正月（総数１）
２年：落語、熊本城（総数２）
３年：ポップカルチャーの今と昔、日本文化紹
介、修学旅行（総数３）

我が国の伝統や文化に対する関心を高め、
理解を深める内容や学習活動の工夫があ
る。
１年：折り紙、お正月（総数２）
２年：落語、白川郷「結」（総数２）
３年：回転寿司、日本文化紹介（総数２）

我が国の伝統や文化に対する関心を高め、
理解を深める内容や学習活動の工夫があ
る。
１年：スカイツリー、お正月（総数２）
２年：相撲、漫画・アニメ・映画（総数２）
３年：修学旅行（総数１）

我が国の伝統や文化に対する関心を高め、
理解を深める内容や学習活動の工夫があ
る。
１年：日本の四季（総数１）
２年：すし、昔話（総数２）
３年：落語（総数１）

我が国の伝統や文化に対する関心を高め、
理解を深める内容や学習活動の工夫があ
る。
１年：日本の漫画（総数１）
２年：沖縄の地理・歴史、しまなみ海道・俳句・
道後温泉（総数２）
３年：京料理：出汁と旨味、落語、行事・風物
（総数３）

我が国の伝統や文化に対する関心を高め、
理解を深める内容や学習活動の工夫があ
る。
１年：夏祭り、お正月、日本の生活（総数３）
２年：日本の歴史、沖縄の三線（総数２）
３年：京都、東京オリンピック（総数２）

ホームページやメールを読む活動、メールを
書く活動がある。（１年・２年・３年）
デジタルコンテンツやインターネットなどを活
用して学習できる内容に関して、Dというアイコ
ンをつけるなど工夫されている。

ホームページやメールを読む活動、メールを
書く活動がある。（３年）

ホームページやメールを読む活動、メールを
書く活動がある。（１年・２年・３年）

ホームページやメールを読む活動、メール・
ホームページの記事を書く活動がある。（１
年・２年・３年）
「教科書の外で英語に触れよう」というイン
ターネットを使って生の英語に触れられる紹
介をしている。（３年）

ネットを通じてのチャットや、インターネットを通
じて調べたものや、メールを読む活動がある。
（１年・２年・３年）
１年巻末付録にキーボードと指の置き方が拡
大図示され、入力の擬似体験をすることがで
きる。

ブログやメールを読む活動、メールを書く活動
がある。（１年・２年・３年）
「情報通信技術の発達と社会」というセクショ
ンがある。（３年）

３年間を通して、「聞く」「話す」「読
む」「書く」の活動に設定されているペー
ジ数の全体に占める割合。
聞く：１６．９％　話す：２７．６％
読む：３８．４％　書く：１７．１％
【書く活動の比重が高い。】

３年間を通して、「聞く」「話す」「読
む」「書く」の活動に設定されているペー
ジ数の全体に占める割合。
聞く：２０．５％　話す：２４．８％
読む：４２．７％　書く：１２．０％
【読む活動の比重が高い。】

３年間を通して、「聞く」「話す」「読
む」「書く」の活動に設定されているペー
ジ数の全体に占める割合。
聞く：１５．８％　話す：３７．６％
読む：３０．７％　書く：１５．９％
【話す活動の比重が高い。】

３年間を通して、「聞く」「話す」「読
む」「書く」の活動に設定されているペー
ジ数の全体に占める割合。
聞く：１５．４％　話す：２７．８％
読む：４４．４％　書く：１２．４％
【読む活動の比重が高い。】

３年間を通して、「聞く」「話す」「読
む」「書く」の活動に設定されているペー
ジ数の全体に占める割合。
聞く：１４．４％　話す：３３．３％
読む：４５．０％　書く：　７．３％
【読む活動の割合が高く、書く活動の割合
が低い。】

３年間を通して、「聞く」「話す」「読
む」「書く」の活動に設定されているペー
ジ数の全体に占める割合。
聞く：１７．４％　話す：３１．４％
読む：３８．８％　書く：１２．４％
【読む活動の比重が高い。】

１年：ｂｅ動詞から導入。
２年：不定詞（副詞的用法→名詞的用法→形
容詞的用法）。
３年：受動態、現在完了（継続→経験→完
了）、現在過去分詞、後置修飾、関係代名詞
（主格→目的格）で構成されている。

１年：ｂｅ動詞から導入。
２年：不定詞（名詞的用法→副詞的用法→形
容詞的用法）。受動態。
３年：現在完了（完了→継続→経験）、現在過
去分詞、関係代名詞（主格→目的格）、後置
修飾で構成されている。

１年：一般動詞から導入。
２年：不定詞（名詞的用法→副詞的用法→形
容詞的用法）
３年：受動態、現在完了（完了→継続→経
験）、現在過去分詞、関係代名詞（主格→目
的格）、後置修飾で構成されている。

１年：ｂｅ動詞から導入。
２年：不定詞（名詞的用法→副詞的用法→形
容詞的用法）、受動態。
３年：現在完了（継続→完了→経験）、関係代
名詞（主格→目的格）、現在過去分詞、後置
修飾で構成されている。

１年：ｂｅ動詞から導入。
２年：不定詞（名詞的用法→副詞的用法→形
容詞的用法）、受動態。
３年：現在完了（継続→経験→完了）、現在過
去分詞、後置修飾、関係代名詞（主格→目的
格）で構成されている。

１年：ｂｅ動詞から導入。
２年：不定詞（名詞的→副詞的→形容詞的）、
受動態。
３年：現在完了（継続→完了→経験）、現在過
去分詞
、後置修飾、関係代名詞（目的格→主格）で
構成されている。

１年：１１２時間
２年：１０３時間
３年：９４時間　の配分となっている。

１年：９６時間
２年：１００時間
３年：８５時間　の配分となっている。

１年：１１４時間
２年：１２１時間
３年：１０６時間　の配分となっている。

１年：９５時間
２年：９９時間
３年：９２時間　の配分となっている。

１年：１１９時間
２年：１０５時間
３年：８７時間　の配分となっている。

１年：１２０時間
２年：１１１時間
３年：９４時間　の配分となっている。

ユニバーサルデザインの考え方を取り入れて
いる。ユニバーサルフォントを使用している。
単元にユニバーサルデザインを扱っている。

カラーユニバーサルデザインの考え方を取り
入れている。

ユニバーサルデザインの考え方を取り入れて
いる。

カラーユニバーサルデザインの考え方を取り
入れている。

カラーユニバーサルデザインの考え方を取り
入れている。

カラーユニバーサルデザインの考え方を取り
入れている。

「学び方コーナー」、練習問題やチェックボック
スがある。

付録に「英語でできるようになったリスト」があ
る。

単元ごとにReviewとして、練習問題がある。 付録に「What Can I Do?（CAN-DOリスト）」が
載っており、配慮がされている。
「For Self-study」において、辞典の使い方や
英語学習法などを扱っている。

付録として各学年に３学年分の「Can-Do自己
チェックリスト」が示されている。
別冊には、印刷された赤文字を隠す赤色の
シートがついている。

巻末に基本文一覧が載っている。

サイズはAB版。 サイズはAB版。 サイズはB５版 サイズはAB版。 サイズはB５版。別冊は教科書に挟み込める
よう工夫されている。

サイズはAB版。

特に記載はない。 特に記載はない。 特に記載はない。 特に記載はない。 特に記載はない。 特に記載はない。

G　使用上の便宜
・自学自習への配慮

・印刷や製本等

H　世田谷の地域性に対
する配慮、その他
・世田谷区の地域性に対
する配慮

C　言語活動・伝統や文
化に関する教育の取
扱、教科「日本語」との
関連
・我が国の伝統や文化に
対する関心・理解を深め
る内容

D　ＩＣＴ活用
・インターネットやＩＣＴ機
器の活用

E　構成・分量
・「聞く」「話す」「書く」「読
む」の４活動のバランス

・言語材料の配列

・時数の配分

F　表記・表現
・ユニバーサルデザイン
の採用

・発展的な学習や上級学
校への円滑な接続

項目/出版社名
A　内容
・学習指導要領・世田谷
区教育要領を踏まえた目
標や内容
・異文化を正しく理解し、
国際理解を深める題材

・簡潔で基礎・基本の定
着させやすい練習問題

B　世田谷９年教育との
関連
・小学校外国語活動の円
滑な接続
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平成２７年度教科書見本の時点から変更のあった箇所についてまとめた資料（中学校用教科書） 

 

（１）変更箇所の対象等 

原則として、単純な誤記、誤植、脱字もしくは誤った事実の記載を除き、学習指導要領に直結する内容や学習上の支障となる

内容を具体的に対照表の形式で示している。 

 

（世田谷区の採択教科書の発行者分） 

№ 教科名 発行者名・書名 訂正箇所 訂正箇所数 ページ 

１ 国語 学校図書「中学校国語」 1年 1 3 

２ 書写 学校図書「中学校書写」 無し － 4 

３ 社会（地理的分野） 東京書籍「新編 新しい社会 地理」  3 5 

４ 社会（歴史的分野） 東京書籍「新編 新しい社会 歴史」  1 6 

５ 社会（公民的分野） 東京書籍「新編 新しい社会 公民」  20 7 

６ 地図 東京書籍「新編 新しい社会 地図」 無し － 11 

７ 数学 学校図書「中学校数学」 無し － 12 

８ 理科 大日本図書「新版 理科の世界」 2年 

3年 

4 

2 

13 

９ 音楽（一般） 教育芸術社「中学生の音楽」 1年 

2･3年上 

2･3年下 

5 

5 

5 

16 

10 音楽（器楽合奏） 教育芸術社「中学生の器楽」  1 19 

別紙２ 
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№ 教科名 発行者名・書名 訂正箇所 訂正箇所数 ページ 

11 美術 日本文教出版「美術 1 出会いと広がり」 

「美術 2･3上 学びの深まり」 

「美術 2･3下 美の探求」 

無し － 20 

12 保健体育 学研教育みらい「新・中学保健体育」  8 21 

13 技術・家庭（技術分野） 開隆堂出版「技術・家庭（技術分野）」 無し － 23 

14 技術・家庭（家庭分野） 東京書籍「新編 新しい技術・家庭（家庭分野）」  2 24 

15 英語 東京書籍「NEW HORIZON English Course」 無し － 25 

 

 

（２）訂正箇所・内容の詳細 

次葉のとおり。 
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学校図書「中学校 国語１」【11 学図 国語 728】 

 

【見本本から 30 年度供給本の訂正箇所一覧】 

 

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

訂正箇所 
見本本 30年度供給本 

頁 行 

271 
脚注 

16・17 

15 浅利慶太 

  一九三三～。 

   

15 浅利慶太 

  一九三三～二〇一八。 
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inoseh
フリーテキスト




学校図書「中学校	書写」【11　学図　書写732】

【見本本から30年度供給本の訂正箇所一覧】

頁 行

（該当なし） （該当なし）

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。

訂正箇所
見本本 30年度供給本

4



- 1 - 

 

東京書籍「新編 新しい社会 地理」【2 東書 地理 725】 

 

【見本本から 31 年度供給本の訂正箇所一覧】 

訂正箇所 
見   本   本 31 年 度 供 給 本 

頁 行 

66 図 4 （記載なし） 
＊＊イギリスは 2016 年の国民投票で EU からの離脱

り だ つ

を決定し，翌年
よくねん

正式に

EU に通告した。 

262 
右段 

20～22 

北海道白老
しらおい

町
ちょう

のアイヌ民族博物館では，伝統的な儀式やおどりの見学や，

織物作りや音楽などの体験を通した学習ができます。 

北海道平取
びらとり

町
ちょう

の二風
に ぶ

谷
たに

アイヌ文化博物館では，伝統的なおどりや織物作り，

音楽などの体験を通した学習ができます。 

291 
用語解説

「難民」 
世界には約 1100万人（2013年）の難民がいる 世界には約 1700万人（2016年）の難民がいる 

 

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。 

5

inoseh
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東京書籍「新編 新しい社会 歴史」【2 東書 歴史 729】 

 

【見本本から 31年度供給本の訂正箇所一覧】 

訂正箇所 
見   本   本 31 年 度 供 給 本 

頁 行 

262 側注➊ 

➊部落差別の問題（同和問題）は，長い間の部落解放運動（➡p.208）の発

展を基
き

礎
そ

として，1965（昭和 40）年に国の同和対策審
しん

議
ぎ

会の答申がなされ

て以来，特別措
そ

置
ち

法に基
もと

づく対策事業によって改善されてきました。現在は，

引き続き，教育の充
じゅう

実
じつ

，職業の安定，産業の振
しん

興
こう

といった面での改善，人

権教育や人権啓
けい

発
はつ

などの推進が図
はか

られています。 

➊部落差別の問題（同和問題）は，長い間の部落解放運動（➡p.208）の発

展を基
き

礎
そ

として，1965（昭和 40）年に国の同和対策審
しん

議
ぎ

会の答申がなされ

て以来，特別措
そ

置
ち

法に基
もと

づく対策事業によって改善されてきました。対策事

業が終
しゅう

了
りょう

した後も，人権教育や人権啓
けい

発
はつ

などが推進されています。2016

年には部落差別解消推進法が成立し，差別の撤廃に向けた取り組みが引き続

き進められています。 

 

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。 

6
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　　6



- 1 - 

 

東京書籍「新編 新しい社会 公民」【2 東書 公民 929】 

 

【見本本から 31 年度供給本の訂正箇所一覧】 

訂正箇所 
見   本   本 31 年 度 供 給 本 

頁 行 

41 4～6 
その後，その改正案について国民投票が行われ，有効投票の過半数の賛成を

得ると，憲法が改正されます。 

その後，満 18歳
さい

以上の国民による投票(国民投票)が行われ，有効投票の過半

数の賛成を得ると，憲法が改正されます。 

42～43 9～2 

一方で，自衛隊は憲法第 9条の考え方に反しているのではないかという意見

もあります。 

（中略） 

そのため日本は，アメリカ軍が日本の領域内に 駐
ちゅう

留
りゅう

することを認めてお

り，沖縄
おきなわ

をはじめ，各地にアメリカ軍基地が設置されています。近年では，

日本の領域外で日本の平和と安全に重大な影
えい

響
きょう

をあたえる事態が起こった

ときにも対応できるよう，自衛隊と在日アメリカ軍との関係を強化していま

す。 

一方で，自衛隊は憲法第 9条の考え方に反しているのではないかという意見

もあります。 

2015(平成 27)年には，日本と密接な関係にある国が攻撃
こうげき

を受け，日本の存

立がおびやかされた場合に，集団的自衛権を行使できるとする法改正が行わ

れました。これに対して，憲法第 9条で認められる自衛の範
はん

囲
い

をこえている

という反対の意見もあります。 

（中略） 

そのため日本は，アメリカ軍が日本の領域内に駐
ちゅう

留
りゅう

することを認めてお

り，沖縄
おきなわ

をはじめ，各地にアメリカ軍基地が設置されています。 

46 側注➊ ➊1997 年からは，同和対策事業をさらに進め，人権の総合的な施策
し さく

が行わ

れています。2000 年には人権教育・啓発推進法が制定されました（➩p.228）。 

➊2000 年には人権教育・啓発推進法が制定されました（➩p.228）。また，

2016 年には部落差別解消推進法が制定され，差別の撤廃に向けた取り組み

が引き続き進められています。 

56 5～6 

満 20歳
さい

以上の全ての国民に認められています（普
ふ

通
つう

選挙）。 2016（平成 28）年から，満 18歳
さい

以上の全ての国民に認められています（普
ふ

通
つう

選挙）。 

76 1～14 

民主主義を確かなものにするためには，私たち一人一人が積極的に政治参加

することが欠かせません。政治参加にはさまざまな方法がありますが，なか

でも重要なのが選挙です。 

（中略） 

日本では，満 20歳
さい

になると選挙権があたえられます。このように，一定の年齢
ねんれい

民主主義を確かなものにするためには，私たち一人一人の積極的な政治参加

が欠かせません。なかでも重要なのが選挙です。 

（中略） 

一定の年
ねん

齢
れい

以上の全ての国民が選挙権を得るという原則を普
ふ

通
つう

選挙といい，

日本国憲法で保障されています(第 15 条③)。日本の選挙権年齢は，公職選

                                                                                                  ➩p.241 

➡p.76 

➡p.40・76 

４  

３  ４ 

➡p.56 
 

➡p.56 
 

                                                                ➡p.40 

１  ２  ５ １  ２  ５ 

４  

５  ６ 

５  ６ 

３  ４ 
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訂正箇所 
見   本   本 31 年 度 供 給 本 

頁 行 

以上の全ての国民が選挙権を持つという原則を普
ふ

通
つう

選挙といい，日本国憲法

で保障されています。(第 15条③)。かつては，財産(納税額)などによって

選挙権が制限されたり，女性に選挙権が認められなかったりしていました。 

挙法で満 20歳と定められてきましたが，改正により，2016年から，満 18歳

に引き下げられました。かつては，財産(納税額)などによって選挙権が制限

されたり，女性に選挙権が認められなかったりしていました。 

77 13～19 日本では，衆議院議員の選挙（総選挙）は，小選挙区制（定数 295）と，

全国を 11 のブロックに分けて行う比例代表制（定数 180）とを組み合わせ

た選挙制度（小選挙区比例代表並立制）が採られています。また，参議院議

員の選挙は，都道府県を単位として 1 回の選挙でそれぞれ一人から 5 人の代

表を選ぶ選挙区制（定数 146）と，全国を一つの単位とした比例代表制（定

数 96）で行われ，3 年ごとに定数の半分ずつが改選されます。 

 

日本では，衆議院議員の選挙（総選挙）は，小選挙区制（定数 289）と，

全国を 11 のブロックに分けて行う比例代表制（定数 176）とを組み合わせ

た選挙制度（小選挙区比例代表並立制）が採られています。また，参議院議

員の選挙は，一つまたは二つの都道府県を単位として 1 回の選挙でそれぞれ

一人から 6 人の代表を選ぶ選挙区制（定数 146）と，全国を一つの単位とし

た比例代表制（定数 96）で行われ，3 年ごとに定数の半分ずつが改選されま

す。 

78 15～19 2012（平成 24）年の総選挙では最大で 2.425 倍もの格差がありました。こ

れに対して，最高裁判所は，日本国憲法に定める「法の下
もと

の平等」などに反

する状態（違
い

憲
けん

状態）であるという判決を下しており，これを改善するため

の選挙制度改革が議論されています。 

2014（平成 26）年の総選挙では最大で 2.129 倍もの格差がありました。こ

れに対して，最高裁判所は，日本国憲法に定める「法の下
もと

の平等」などに反

する状態（違
い

憲
けん

状態）であるという判決を下しました。一票の格差を改善す

るための選挙制度改革が議論されています。 

81 13～14 現在の野党には，民主党のほか，維
い

新
しん

の党，日本共産党，次世代の党，社会

民主党などがあります。 

現在の野党には，立憲民主党のほか，国民民主党，日本共産党，日本維
い

新
しん

の

会などがあります。 

96 16～17 裁判員は，国内で選挙権のある人の中から，くじなどによって選ばれます。 裁判員は，満 20歳
さい

以上の国民の中から，くじなどによって選ばれます。 

97 15～16 警察や検察では，取り調べの一部を録画・録音する，取り調べの可視化が始

められています。 

警察や検察では，一部の事件で取り調べを録画・録音する，取り調べの可視

化が行われています。 

112 左段 12～

右段 1 

仙台市の震災復興計画は，震災前に定めていた市の 10 年間のまちづくりの

方向性を定める「仙台市基本計画」を補うものとして位置づけられ，2011

年度から 15 年度までの 5 年間を対象にしています。仙台市はこの計画で「新

次元の防災・環
かん

境
きょう

都市」をかかげ，市民の力を結集して復興を目指してい

仙台市の震災復興計画は，震災前に定めていた市の 10 年間のまちづくりの

方向性を定める「仙台市基本計画」を補うものとして位置づけられました。

仙台市は 2011 年度から，震災復興計画に基
もと

づいて「新次元の防災・環
かん

境
きょう

都

市」をかかげ，市民の力を結集して復興を目指してきました。 

➩p.242 

➡p.44  

 ４   

➡p.44  

４   

➩p.243 

➩p.243 

➩p.242 

➩p.242 

➩p.242 
➡p.85 ７ 
 

 ４    ４   
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訂正箇所 
見   本   本 31 年 度 供 給 本 

頁 行 

ます。 

震災復興計画に基
もと

づいて，仙台市はさまざまな施
し

策
さく

を進めています。 

仙台市は現在も，復興のためのさまざまな施
し

策
さく

を進めています。 

135 15～17 また女性は採用や 昇
しょう

進
しん

などの面で，男性よりも不利なあつかいを受けるこ

とが見られます。若者の就職難も大きな問題になっています。生き生きとし

た社会を築き上げるためには， 

また女性の社会進出が進む一方で，採用や 昇
しょう

進
しん

などの面で，男性よりも不

利なあつかいを受けることが見られます。生き生きとした社会を築き上げる

ためには， 

 

139 側注➊ ➊電気，ガス，水道は，安定的に供給するために，特定の地域を一つの企業

が担当する「地域独占」になっています。ただし，2016 年に電気の小売り

自由化が実
じっ

施
し

予定で，発電事業と送電・配電事業を分ける発送電分
ぶん

離
り

や，都

市ガスの小売り自由化も検討されています。 

➊電気，ガス，水道は，安定的に供給するために，特定の地域を一つの企業

が担当する「地域独占」になっています。ただし，2016 年に電気の小売り

が，2017 年にガスの小売りが自由化され，2020 年に電気の発電事業と送配

電事業を分ける発送電分
ぶん

離
り

が実
じっ

施
し

予定です。 

153 16～18 日本は，増加する社会保障費をまかなうために，2014（平成 26）年に消

費税率を 8％に引き上げ，将来的には 10％に引き上げることにしています。 

日本は，増加する社会保障費をまかなうために，2014（平成 26）年に消

費税率を 8％に引き上げ，10％に引き上げることも決まっています。 

157 12～13 その結果，近年は輸入額が輸出額を上回る貿易赤字が続き， その結果，近年は輸入額が輸出額を上回る貿易赤字となり， 

 

163 左段 21～

右段 2 

2015 年 2 月現在，ASEAN 諸国を中心に 14 か国・1 地域と EPA を締結して

います。環
かん

太平洋経済連携協定（TPP）も EPA の一つです。日本は 2013

年に，TPP 交渉に参加することを決定しました。 

2018 年 7 月現在，14 か国と EPA を締結しています。2018 年に調印した環
かん

太平洋経済連携協定（TPP）は地域と結ぶ EPA の一つで，ASEAN，EU と

も EPA を締結しています。 

175 15～16 環
かん

太平洋経済連
れん

携
けい

協定（TPP）の交
こう

渉
しょう

も行われています。 環
かん

太平洋経済連
れん

携
けい

協定（TPP）が調印されました。 

 

179 7～19 しかし，京都議定書をめぐっては，アメリカの離
り

脱
だつ

や，先進国と途
と

上
じょう

国の

間の利害対立などの問題がありました。京都議定書後，どのような枠組みの

下
もと

で地球温暖化に取り組むか，議論が続いています。 

地球環境問題を解決するためには，環境の保全と経済や社会の発展とを両立

しかし，アメリカの離
り

脱
だつ

や，先進国と途
と

上
じょう

国の間の利害対立などの課題が

あり，京都議定書後の枠組みについて議論が続いていました。 

そこで，2015年にパリ協定が採択され，産業革命前からの気温上昇を 2度

より低くおさえるという目標に向けて，途上国をふくむ 197か国・地域がそ

れぞれ削減目標を立てて取り組むことになりました。しかし，削減目標の達

➡p.175 ➡p.175 

➡p.175 ５   ６  

 

➡p.163 ６ ➡p.163 ６ 

２  ２  

➡p.48 

→p.14 

❶ 

マル

イチ 

➡p.48 

６  ７ 

 
➡p.175 ５ 

７  

 

８  
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訂正箇所 
見   本   本 31 年 度 供 給 本 

頁 行 

させ，将来の世代の幸福と現在の世代の幸福をともに満たそうとする「持続

可能な社会」の考えが重要です。しかし，環境対策には高度な技術が必要で，

経済的な負担もかかります。そのため，特に途上国の費用をどこが負担する

かについて，国際社会で意見が分かれています。地球環境問題を人類共通の

課題として認識
にんしき

し，各国がその能力に応じて責任を分かち合い，協力して取

り組んでいくことが必要です。 

成は義務づけではないため，各国・地域が責任を持って取り組むことが必要

です。 

地球環境問題を解決するためには，環境の保全と経済や社会の発展とを両立

させ，将来の世代の幸福と現在の世代の幸福をともに満たそうとする「持続

可能な社会」の考えが重要です。地球環境問題を人類共通の課題として認識
にんしき

し，各国が協力して取り組んでいくことが必要です。 

184 7～9 世界では 10億人もの人が 1日 1.25ドル未満で生活している貧
ひん

困
こん

の状態にあ

ります（2011 年現在）。 

世界では 8億人もの人が 1 日 1.9 ドル未満で生活している貧
ひん

困
こん

の状態にあり

ます（2013 年現在）。 

187 1～10 国連は 2001（平成 13）年に，ミレニアム開発目標を定めました。これは，

2015年までに世界の貧困人口や飢
き

餓
が

人口を 1990年比の半分以下に減らすこ

とや，全ての子どもが初等教育を 修
しゅう

了
りょう

できるようにすることなどの目標か

ら成ります。貧困，食料，教育などの問題はたがいに関連しているため，さ

まざまな国連機関や加盟国，NGO などが協力して目標達成のための努力を

してきました。その結果，一部の分野では大きな成果が見られましたが，十

分に改善されていない分野もあります。現在，国連では，ミレニアム開発目

標を引きつぐ新たな目標を作るための話し合いが進められています。 

国連は，2001（平成 13）年にミレニアム開発目標をまとめ，世界の貧困人

口と飢
き

餓
が

人口の半減や，全ての子どもの初等教育 修
しゅう

了
りょう

など，2015 年まで

に達成すべき八つの目標を定めました。この目標の達成のために，さまざま

な国連機関や加盟国，NGO などが協力して努力した結果，一部の分野では

大きな成果が見られましたが，十分に改善されない分野もありました。2015

年には，ミレニアム開発目標を引きつぐ「持続可能な開発目標」を採
さい

択
たく

し， 

2030 年までに達成すべき 17 の目標を新たに定め，貧困と飢餓の撲
ぼく

滅
めつ

，教育

の普
ふ

及
きゅう

などの取り組みをさらに進めようとしています。 

 

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。 

➩p.245 

➩p.245 

➡p.65 

➡p.65 

➡p.14 

➡p.14 
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東京書籍「新編 新しい社会 地図」【2 東書 地理 723】 

 

【見本本から 31年度供給本の訂正箇所一覧】 

訂正箇所 
見   本   本 31 年 度 供 給 本 

頁 行 

66 図 4 （該当なし） （該当なし） 

 

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。 
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学校図書「中学校数学 1」【11　学図　数学　730】
学校図書「中学校数学 2」【11　学図　数学　830】
学校図書「中学校数学 3」【11　学図　数学　930】

＊誤記，誤植，脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。
＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。
＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ，地図等の図版，本文中の数値等）については，適宜更新を行っている。

【見本本から 31 年度供給本の提出箇所一覧】
訂正箇所

見　　本　　本 31　年　度　供　給　本
頁 行

（該当なし） （該当なし）

12



 

 - 1 - 

大日本図書「新版	 理科の世界 1」【4	 大日本	 理科 728】 

 

【見本本から 31年度供給本の訂正箇所一覧】 

訂正箇所 
見	 	 	 本	 	 	 本 31	 年	 度	 供	 給	 本 

頁 行 

  （該当なし） （該当なし） 

 

＊誤記，誤植，脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。 

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。 

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ，地図等の図版，本文中の数値等）については，適宜更新を行っている。 
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 - 2 - 

大日本図書「新版	 理科の世界 2」【4	 大日本	 理科 828】 

 

【見本本から 31年度供給本の訂正箇所一覧】 

訂正箇所 
見	 	 	 本	 	 	 本 31	 年	 度	 供	 給	 本 

頁 行 

25 6  
 

 

25 
やって

みよう 

  

309 上段 

 

 

309 下段 

  

 

＊誤記，誤植，脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。 

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。 

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ，地図等の図版，本文中の数値等）については，適宜更新を行っている。 
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 - 3 - 

大日本図書「新版	 理科の世界 3」【4	 大日本	 理科 928】 

 

【見本本から 31年度供給本の訂正箇所一覧】 

訂正箇所 
見	 	 	 本	 	 	 本 31	 年	 度	 供	 給	 本 

頁 行 

329 上段  

 

329 下段 

  
＊誤記，誤植，脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。 

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。 

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ，地図等の図版，本文中の数値等）については，適宜更新を行っている。 
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日本文教出版「美術１ 出会いと広がり」【116 日文 美術 728】 

日本文教出版「美術２・３上 学びの深まり」【116 日文 美術 828】 

日本文教出版「美術２・３下 美の探求」【116 日文 美術 829】 

 

【見本本から 31年度供給本の訂正箇所一覧】 

訂正箇所 
見   本   本 31 年 度 供 給 本 

頁 行 

  （該当なし） （該当なし） 

 

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。 
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学研教育みらい「新・中学保健体育」【224学研 保体 728】 

 

【見本本から 31年度供給本の訂正箇所一覧】 

訂正箇所 
見本本 31 年度供給本 

頁 行 

口絵２ 
下段左

囲み内 

現在は，バンコクに拠
きょ

点
てん

を構え，東南アジア 

で行う医
い

療
りょう

支
し

援
えん

活動をマネジメントしています。 

現在はカンボジアに拠
きょ

点
てん

を構え，東南アジア 

で行う医
い

療
りょう

支
し

援
えん

活動をマネジメントしています。 

38 資料② 
気温：夏 25～28℃ 

  冬 18～20℃ 
気温：17～28℃ 

46 脚注 

地
じ

震
しん

や津
つ

波
なみ

などの被
ひ

害
がい

で発生した廃
はい

棄
き

物を災害廃
はい

棄
き

物といいま

す。東日本大
だい

震
しん

災
さい

では，岩手県と宮城県で大量の災害廃
はい

棄
き

物が発

生し，それぞれの県で処理しきれないため，全国の自治体が協力

して処理を進めています。 

地
じ

震
しん

や津
つ

波
なみ

などの被
ひ

害
がい

で発生した廃
はい

棄
き

物を災害廃
はい

棄
き

物といいま

す。東日本大
だい

震
しん

災
さい

では，岩手県と宮城県で大量の災害廃
はい

棄
き

物が発

生し，それぞれの県で処理しきれないため，全国の自治体が協力

して処理を進めました。 

52 

下段 （日本体育協会による） （日本スポーツ協会による） 

脚注 日本体育協会「熱
ね っ

中
ちゅう

症
しょう

を防ごうー日体協」 日本スポーツ協会「熱
ね っ

中
ちゅう

症
しょう

を防ごう 」 

74～76 
実習 

心肺 
蘇生法 

「救急蘇生法の指針 2010」を出典としている 「救急蘇生法の指針 2015」を出典として更新している 

151 

資料② （日本体育協会による，一部改変） （日本スポーツ協会による，一部改変） 

脚注 ウェブサイト：日本体育協会「フェアプレイで日本を元気に」 ウェブサイト：日本スポーツ協会「フェアプレイで日本を元気に」 
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訂正箇所 
見本本 31 年度供給本 

頁 行 

159 
右上 

ひと 

 嘉
か

納
のう

治
じ

五
ご

郎
ろう

は，教育家であり，柔
じゅう

道
どう

の創始者，アジア 

初の国際オリンピック委員会（IOC）委員，大日本体育 

会（現・日本体育協会）の設立など，生
しょう

涯
がい

にわたって日 

本の体育・スポーツ振
しん

興
こう

に力を尽
つ

くしました。 

嘉
か

納
のう

治
じ

五
ご

郎
ろう

は，教育家であり，柔
じゅう

道
どう

の創始者，アジア 

初の国際オリンピック委員会（IOC）委員，大日本体育 

会（現・日本スポーツ協会）の設立など，生
しょう

涯
がい

にわたっ 

て日本の体育・スポーツ振
しん

興
こう

に力を尽
つ

くしました。 

178 
中段 

写真 

◀2020 年東京オリンピック・ 

パラリンピックのメインス 

タジアムとなる予定の新国 

立競技場イメージ図 

（新国立競技場国際デザイン・コンクール最優秀作品） 

◀1964 年東京大会のレガシー（遺産） 

として，2020 年東京大会でも使用 

される国立代
よ

々
よ

木
ぎ

競技場第一体育館 

 

 

＊誤記，誤植，脱字，若しくは誤った事実の記載が発見されたときには，必要な訂正を行っている。 

＊学習を進める上で支障となる記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。 

＊更新を行うことが適切な事実の記載，若しくは統計資料の記載（グラフ，本文中の数値など）については，適宜更新を行っている。 
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開隆堂出版　「技術・家庭　技術分野」　【9　開隆堂　技術726】

【見本本から31年度供給本の訂正箇所一覧】

頁 行

（該当なし） （該当なし）

＊誤記，誤植，脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ，地図等の図版，本文中の数値等）については，適宜更新を行っている。

訂正箇所
見　本　本 31　年　度　供　給　本

- 1 -

23

inoseh
フリーテキスト




- 1 - 

 

東京書籍「新編 新しい技術・家庭 家庭分野 自立と共生を目指して」【2 東書 家庭 724】 

【見本本から 31年度供給本の訂正箇所一覧】 

訂正箇所 
見   本   本 31 年 度 供 給 本 

頁 行 

116 

 

 

 

118 

120 

121 

122 

 

123 

125 

172 

173 

 

274 

３ 

図２ 

表１ 

資料 

図１ 

左上 

右上 

左上 

表１ 

中下 

右下 

中央 

上中央 

右下 

中下 

めに，サイズ表示，組成表示，取り扱い絵
え

表示
ひょうじ

，はっ水性の表 

 

 

めに，サイズ表示，組成表示，取り扱い表示
ひょうじ

，はっ水性の表示， 

 

※JIS規格の変更に伴い，取り扱い表示に関する記述の表現を改めました。 

232 資料 
防炎ラベル 

財団法人 日本防炎協会 

防炎ラベル 

公益財団法人 日本防炎協会 

 

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。 
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inoseh
フリーテキスト
　24



- 1 - 

 

東京書籍「NEW HORIZON English Course 1」【2 東書 英語 727】 

東京書籍「NEW HORIZON English Course 2」【2 東書 英語 827】 

東京書籍「NEW HORIZON English Course 3」【2 東書 英語 927】 

 

【見本本から 31年度供給本の訂正箇所一覧】 

訂正箇所 
見   本   本 31 年 度 供 給 本 

頁 行 

  （該当なし） （該当なし） 

 

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。 
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inoseh
フリーテキスト
　25


