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技術家庭
（技術）

大修館書店

東京書籍

2

世界の姿と日本の国土

社会科 中学生の歴史
日本の歩みと世界の動き

新しい社会 公民

中学校社会科地図

地図に迫力があり、目を惹きつけられる。さらに、写真や
資料が豊富で、近隣の名所等も掲載されていることから、
生徒の興味関心を高めることにつながる。「防災」のペー
ジが日本の地域ごとにあり、今後ますます大切になると考
えられる防災教育への活用が期待できる。

数学 805

未来へひろがる数学２

数学 905

未来へひろがる数学３

理科 705

未来へひろがるサイエンス１

理科 805

未来へひろがるサイエンス２

理科 905

未来へひろがるサイエンス３

音楽 702
音楽 803
音楽 804

中学生の音楽１

器楽 752

中学生の器楽

美術 703

美術１ 美術との出会い

保体 703

中学生の音楽 ２・３上
中学生の音楽 ２・３下

美術２・３上 学びの実感と広がり
美術２・３下 学びの探求と未来

最新 中学校保健体育

新しい技術・家庭 技術分野
技術 701

「学びの道しるべ」は、主体的に学べる工夫がある。「読
み方を学ぼう」では、文章の読み解き方が生徒にとって、
わかりやすい。情報の活用や古典など、資料としても充実
している。「歌」が取り入れられ、改めて文字として見た
ときに、歌詞の意味や言葉の力に心を動かされ、言葉の伝
える力や伝わる力を身近に感じられる。
本の帯やポスターなど身近なところに学習を生かせられる
工夫がある。そして、筆、墨、季節の料理など興味をひく
仕掛けが随所にあり、合わせて文字の魅力を感じさせる。
文字の大きさや筆の運びなど見てわかりやすい。書き込め
るページが多いのもよい。
資料や写真が豊富で充実しており、グラフや図はカラフル
で見やすく生徒の興味関心を惹くものである。気候帯や雨
温図のページなどは細かく丁寧である。知識の習得はもち
ろん、着目点や考え方も学べる内容である。学習の振り返
りとして「思考力・判断力・表現力」を育成するためのア
プローチが明確になっている工夫がある。
資料や写真が豊富で充実した内容になっている。資料には
発問が付け加えられており、生徒が興味関心をもって取り
組むことができる。「多面的・多角的に考えてみよう」は
生徒が主体的・対話的で深い学びができるような工夫が見
られる。年表を見出しとして活用できるので時代や歴史の
流れがわかりやすい。
資料や写真が豊富で、構成や色彩など見やすくする工夫が
みられる。ＱＲコードのリンク先は調べ学習ができるよう
にデジタルコンテンツが充実している。現代の課題に向き
合い、日常生活と関連付け学習が進められる。主体的で対
話的な学びを進める班活動など、活発な議論を学習に取り
入れることに期待できる。

未来へひろがる数学１

116 美術 803

50

社会科 中学生の地理

数学 705

美術 804

保健体育

教科書名
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会

（歴史）

採択理由

発行者
教科書の記号・番号
番号

未来を創る Technology

ＱＲコードから資料や動画などのデジタルコンテンツへの
リンクが充実し、授業展開がしやすい内容になっている。
数学と日常生活との関連が図られ、深い学びができるよう
に工夫されている。学びを支援するキャラクターやイラス
トなどが適所に配置され楽しく学習に取り組める工夫があ
る。
文章と挿絵、写真などの配置バランスが適切である。生き
物や植物の写真はいきいきとして美しい。ＱＲコードか
ら、生き物の動きや鳴き声、開花の様子も見られる。ま
た、兵庫県の資料も多く取り入れられている。章末の「学
習のまとめ」は見やすく構成されている。全体的に生徒が
理解しやすく、深い学びができるように工夫されている。
使用されている写真等のデータが美しく、歌詞と結びつく
具体的な写真なので、生徒が情景をイメージすることで表
現力の育成につながる。多様なジャンルの音楽があり、特
に日本古来の伝統音楽が目立つ。生活の中に多様な音楽が
溢れるなかで、伝統音楽は意識して残していきたい文化で
ある。また、「指揮をする」「プレゼンする」など体験的
な内容が多く、体感的に学習できる。
紙面が見やすく構成されているとともに、写真等から情景
をイメージしやすいことで、内容を理解しやすい。生徒の
発達段階に応じた内容構成になっており、発展的に学べる
よう工夫されている。また、打楽器の奏法について学びや
すく丁寧に記載されており、生徒が意欲的に学習に取り組
むことができ、家庭でも実践することができる。
「ゲルニカ」などの身近な作品を通じて、社会問題と美術
のかかわりについて幅広い視点で取り扱っている。巻頭の
見開きでは「美術」で何を学ぶのかがわかりやすく解説さ
れており、生徒の発達段階に合わせて系統的に構成されて
いるなど、生徒が見通しをもって取り組める工夫がみられ
る。「学びの目標」「作者の視点」「創造的な視点」など
主体的・対話的で深い学びができる工夫がある。
全体的に写真やイラスト、図表などを多く活用し、文字も
濃く見やすい。内容は、幼児期から生涯を通して健康づく
りを考えられるものになっている。感染症対策など、今大
切となっている課題も取り上げられている。各項目の終わ
りには「学習のまとめ」があり、記入しながら、考える力
の定着を図ることができる。
ガイダンスは簡潔にまとめられており、短時間で深く理解
できる内容となっている。4 つの分野で技術の歴史を示し、
ＶＲや新幹線の速さなど、新しい技術についても取り上げ
られており、生徒が関心を持って学習できる。1 時間完結で
双方向のプログラミングも学べるように構成されている。

技術家庭
（家庭）

教育図書

6

家庭 702

New 技術・家庭 家庭分野
くらしを創造する

NEW HORIZON
English Course1
外国語

東京書籍

2

英語 701

NEW HORIZON

英語 801

English Course2

英語 901

NEW HORIZON
English Course3

道徳 707
道徳 708
特別の教科

廣済堂

道徳

あかつき

232

道徳 807
道徳 808
道徳 907
道徳 908

中学生の道徳 自分を見つめる１

全体的に資料写真が豊富で、生徒が学習内容をイメージし
やすい。調理のプロセスは縦書きになっていてわかりやす
い。「キャッシュレス決済」や「消費者トラブル」、「災
害に備えた住まい方」が詳しく取り上げられ、今の社会問
題等についても学べる内容になっている。
1 年での英語落語、2 年での世界の食文化では、世界にあこ
がれを持つのではないだろうか。そして 3 年の世界を見直
すとしての絶滅危惧種を取りあげられるなど話題が多岐に
わたり、生徒への関心をひく。小学校との接続としてもて
いねいな構成となっている。写真や絵のバランスがよく、
何を学ぶのかが生徒にとってイメージしやすい構成となっ
ている。

読む教材が多く、主人公の心の変容を読み取ることで、道
中学生の道徳ノート 自分を見つめる１ 徳的価値につながるよう工夫されている。また、兵庫県に
関連する資料が多く、身近に感じることができる。道徳ノ
中学生の道徳 自分を考える２
ートには学習の記録があり、テーマに縛られず自由に書く
ことができ、教師が成長の様子を継続的に把握するととも
中学生の道徳ノート 自分を考える２
に、生徒が自分の成長を実感できる。命の大切さやいじ
中学生の道徳 自分をのばす３
め、人権尊重を強く課題に位置付けている。また、いろい
ろな人の名言が記載されている。
中学生の道徳ノート 自分をのばす３

