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教科用図書調査研究報告書 

１ 校種及び種目 

 

２ 調査研究の観点及び各教科用図書の特徴 

       発 行 者 

調査研究の観点    
東 書 学 図 三 省 堂 教 出 光 村 

[観点１] 
基礎・基本の定着 

①単元・教材

の目標の示

し方 

○単元の目標を単元名と

して示しているので，目

標がわかりにくい。 

 

○教材の冒頭ページと終

わりの「てびき」の部分

に，目標を示している。 

 

○単元名と単元の目標を

別に示しているので，目

標がわかりやすい。 

 

○教材の冒頭ページと終

わりの「学びの窓」の部

分に目標を示している。 

○単元の目標を単元名と

して示しているので，目

標がわかりにくい。 

 

○教材の冒頭ページと終わり

の「学びの窓道しるべ」の

部分に目標を示している。 

○単元名と単元の目標を

別に示しているので，目

標がわかりやすい。 

 

○教材の冒頭ページと終

わりの「みちしるべ」の

部分に目標を示してい

る。 

○単元名と単元の目標を

別に示しているので，目

標がわかりやすい。 

 

○教材の冒頭ページと終

わりのページに目標を

示している。 

②伝統的な言

語文化に関

する内容の

記述 

○各学年で単元は一つで

ある。 

 

 

○単元名は学年に応じて

示されている。 

 

 

○１年次から代表的な古

典の文章を幅広く取り

入れており，鑑賞文や紹

介文，写真などにより，

興味・関心を引く工夫を

している。 

○各学年で単元は一つで

ある。 

 

 

○単元名は学年に応じて

示されている。 

 

 

○１年次から代表的な古

典の文章を幅広く取り

入れており，古典語彙の

読書教材などにより，学

習を側面から支える工

夫をしている。 

○各学年で単元は一つで

ある。 

 

 

○単元名は三年間同じで

あり，学年の学びに応じ

たものになっていない。 

 

○代表的な古典の文章を

取り入れている。特に１

学年は小学校との接続

に配慮した導入ではあ

るが，扱う作品が少な

い。 

○各学年で単元は一つで

ある。 

 

 

○単元名は学年に応じて

示されている。 

 

 

○１年次から代表的な古

典の文章を幅広く取り

入れており，関連する写

真や図版などの資料で

作品の価値が認識でき

るよう工夫をしている。 

○１学年で一つの単元，

２・３学年ではそれぞれ

二つの単元がある。 

 

○単元名は学年に応じて

示されている。 

 

 

○１年次から代表的な古典

の文章を幅広く取り入れ

ており，単元の導入の音

読作品や写真，図版など

の資料により，興味・関

心を引く工夫をしてい

る。 

校種 中学校 種目 国語 
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       発 行 者 

調査研究の観点    
東 書 学 図 三 省 堂 教 出 光 村 

[観点２] 
主体的に学習に取
り組む工夫 

③問題解決的

な学習を実

施するため

の工夫 

○巻頭折込に，１年間の学

習の見通しが分かりやす

く示されていたり，巻末

には３年間を見通した

り，振り返ったりできる

一覧がある。 

  

○巻末には文法事項や国語

の学習が他教科の学習，

実生活にどう生きていく

のかを確認できる箇所が

ある。  

 

 

○各学習材に目標が分かり

やすく示されている。学

びの手引きもある。 

 

○巻頭に，１年間の学習の

見通しが分かるものや，

巻末に３年間を見通した

り，振り返ったりできる

一覧はない。 

 

 

○巻末には文法事項を確認

できる箇所がある。 

 

 

 

 

 

○読み物教材を扱う際に

は，目標が示されている。

学びの手引きもあり，書

き込み方式である。 

 

○巻頭に，１年間で身につ

ける力を確認するもの

や，巻末に３年間を見通

したり，振り返ったりで

きる一覧がある。 

 

 

○巻末には文法事項を確認

できる箇所や家庭学習を

含めた自学自習として扱

うことのできる｢資料編｣

がある。 

 

 

○読み物教材を扱う際に

は，目標が示されている。

学びの手引きもある。 

 

○巻頭に，１年間の学習の

見通しが持てる表があ

る。巻末に３年間を見通

したり，振り返ったりで

きる一覧はない。 

 

 

○巻末には文法事項の確認

や｢言葉の自習室｣（読書

教材，自学自習教材等）

がある。 

 

 

 

○読み物教材を扱う際に

は，目標が分かりやすく

示されている。学びの手

引きもある。 

 

○巻頭折込に，１年間の学

習の見通しが持てる表が

ある。巻末に３年間を見

通したり，振り返ったり

できる一覧はない。 

 

 

○巻末には文法事項や国語

の学習活動，実生活に活

用できる題材，読書教材

等があり，主体的に取り

組むことができる。 

 

 

○各学習材に目標が分かり

やすく示されている。学び

の手引きもあり，目標が示

されている。また，関連図

書紹介があるため，自主学

習するための参考になる。 

[観点３] 
内容の構成・配
列・分量 

④単元・教材

等の配列 

 
 
 
 
 
 

○本編，基礎編，資料編の

３部から成る。 

 

○３領域１事項の分量 

 

話すこと・聞くこと 15 

書くこと 26 

読むこと 96 

伝統的な言語文化

と国語の特質に関

する事項 

19 

 

○本編，言語の学習の２部

から成る。 

 

○３領域１事項の分量 

 

話すこと・聞くこと 12 

書くこと 10 

読むこと 166 

伝統的な言語文化

と国語の特質に関

する事項 

26 

 

○本編，資料編の２部から

成る。 

 

○３領域１事項の分量 

 

話すこと・聞くこと 23 

書くこと 26 

読むこと 90 

伝統的な言語文化と

国語の特質に関する

事項 

27 

 

○本編，言葉と文法･漢字の

２部から成る。 

 

○３領域１事項の分量 

 

話すこと・聞くこと 14 

書くこと 15 

読むこと 108 

伝統的な言語文化と

国語の特質に関する

事項 

15 

  

○本編，学習を広げるの２

部から成る。 

 

○３領域１事項の分量 

 

話すこと・聞くこと 16 

書くこと 27 

読むこと 105 

伝統的な言語文化と

国語の特質に関する

事項 

21 

 



- 3 - 

 

 

       発 行 者 

調査研究の観点    
東 書 学 図 三 省 堂 教 出 光 村 

[観点４] 
内容の表現・表記 

⑤本文記述と

の関連付け

がなされた

図表等 

○図表等の挿入がある３教

材の中に「写真・表・グ

ラフ・分布図」が挿入さ

れている教材があり，図

表と対応させて文章構成

を考えることができる。 

○文章の内容理解に関連し

た絵や写真は挿入されて

いるが，グラフ等の図表

は見られない。 

○「写真とグラフ」が挿入

されている教材，「絵とグ

ラフ」が挿入されている

教材，「絵」のみの教材が

あり，グラフはそれぞれ

一つしかない。 

○４教材に挿入されている

図表は，「絵・写真」「図」

「グラフ」「写真・グラ

フ・図」となっており，

図や写真を使った文章表

現の工夫を理解すること

ができる。 

○４教材に挿入されている

図表は，「写真と図」「絵」

「写真・図・表・グラフ」

「写真・表」というタイ

プの異なるものである。

文章を記述する際の図表

の役割や効果について理

解しやすい。 

[観点５] 
言語活動の充実 

⑥読書と情報

活用 

○各学年とも，読書単元を

設定し，３作品を掲載し

ている。 

 

○「読書案内」などで主体

的に読書をしたり，語彙

を豊かにしたりできる箇

所がある。（３教材＋図書

紹介） 

 

 

 

○情報活用に係る単元が設

定されており，同単元内

に書く活動の教材を掲載

している。 

○各学年とも，読書単元を

設定し，３～４作品を掲

載している。 

 

○「読書案内」などで主体

的に読書をしたり，語彙

を豊かにしたりできる箇

所がある。（３教材） 

 

 

 

 

○情報活用に係る教材を掲

載している。 

 

○各学年とも，読書単元に

おいて，１作品を掲載し

ている。 

 

○読書教材，巻末「資料編」

などで主体的に読書をし

たり，語彙を豊かにした

りできる箇所がある。（３

教材） 

 

 

 

○情報活用に係る単元が設

定されており，同単元内

に書く活動の教材を掲載

している。 

○各学年とも，読書単元を

設定し，２作品を掲載し

ている。 

 

○「読んでみよう」で推薦

図書の紹介をしたり，語

彙を豊かにしたりできる

箇所がある。（５教材） 

 

 

 

 

○情報活用に係る単元を設

定し，１作品掲載してい

る。 

 

○各学年とも，読書単元を

設定し，２作品を掲載し

ている。 

 

○「読書案内」などで主体

的に読書をしたり，語彙

を豊かにしたりできる箇

所がある。（５教材＋図書

紹介）「読書感想文の書き

方」が掲載されていて活

用できる。 

 

○情報活用に係る教材を掲

載している。 

 


