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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 大 日 本 大 修 館 学   研 

[観点１] 
基礎・基本
の定着 

①単元の目標の
示し方 

〇「今日の学習」で「～について学

習しましょう」等の形態で，学習

課題や内容を提示している。 

 

 

 

 

 

〇「今日の学習」から，「やってみよ

う」，本文･資料，「考えてみよう」

「生かそう」を，１時間の学習の

流れとして示している。 

〇「今日の学習課題」で「どのよう

に～すればよいのでしょうか」等

の形態で，学習課題や内容を提示

している。小単元によっては複数

の課題が提示されている。 

 

 

 

〇「考えよう」から，本文・資料，「学

習を活かして」を，１時間の学習

の流れとして示している。 

〇本文の前に「Question」で「～は，

いつといつでしょうか」「～はなぜ

でしょうか？」等の形態で，学習

課題や内容に関わる質問を提示し

ている。 

 

 

 

〇「Question」・「キーワード」から，

本文・資料，「Try」・「Challenge」

を１時間の学習の流れとして示し

ている。 

〇「ウォームアップ」で「～すれば

よいのでしょうか」等の形態で，

学習課題や内容に関わる質問を提

示している。小単元によっては複

数の課題が提示されている。また，

グラフや図を基に考えさせる問い

を設定しており，工夫されている。 

 

〇「学習の目標」・「ウォームアップ」

から，本文・資料，「エクササイズ」

「活用しよう」を，１時間の学習

の流れとして示している。 

[観点２] 
主体的に学
習に取り組
む工夫 

②体験的な学習
を実施するた
めの工夫 

〇調査を実施するための資料の数が

多い。 

 

 

実習を実施するための資料 ７ 

調査を実施するための資料 11 

  

〇実習や調査を実施するための資料

を掲載している。 

 

 

実習を実施するための資料 ６ 

調査を実施するための資料 ８ 
 

〇実習を実施するための資料の数は

多いが，調査を実施するための資

料は少ない。 

 

実習を実施するための資料 ８ 

調査を実施するための資料 ３ 
 

〇実習や調査を実施するための資料

の数が多く，充実している。 

 

 

実習を実施するための資料 ９ 

調査を実施するための資料 34 
 

③実生活・実社
会に関連付け
実践力を高め
るための工夫 

〇各小単元最後の「考えてみよう」，

「生かそう」で，学習したことを

実生活に生かしたり，調べたりす

る課題やロールプレイングなどの

作業課題を設定している。学習し

たことを日常生活に生かすよう，

各章末に「日常生活に生かそう」

を設定している。 

 

〇実生活と関連づけて自分自身の生

活の振り返りを促す場面がある。 

 

 

実生活を振り返るチェック項目 ５ 

  

〇各小単元最後の「学習を生かして」

や「章末資料：トピックス＋」で，

学習内容を整理し，理解を定着さ

せ，実生活に生かすための課題や

話題を掲載している。 

 

 

 

 

〇実生活と関連づけて自分自身の生

活の振り返りを促す場面は少な

い。 

 

実生活を振り返るチェック項目  ３ 

  

〇各小単元最後の「Try」や「活用」，

「Challenge」で，調べる，考える

などの作業課題や実生活に当ては

めて考える課題を設定している。 

 

 

 

 

 

〇実生活と関連づけて自分自身の生

活の振り返りを促す場面は少な

い。 

 

実生活を振り返るチェック項目  ２ 

  

〇各小単元中の「エクササイズ」で，

考える，話し合うなどの課題を設

け，最後に学習内容を活用して課

題解決を行う「活用しよう」を設

定している。 

 

 

 

 

〇実生活と関連づけて自分自身の生

活の振り返りを促す場面が多い。 

 

 

実生活を振り返るチェック項目  10 

  

校種 中学校 種目 保健体育 
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       発行者 

調査研究の観点    
東   書 大 日 本 大 修 館 学   研 

 [観点３] 
内 容 の 構
成・配列・
分量 

④単元・題材や
資料等の配列 

〇学年別に保健編，体育編の順に配

列されている。 

・保健編 

４章 40項目 Ｐ122 

・体育編 

１章 ９項目 Ｐ35 

 

〇章末に「巻末資料」，「確認問題」，

「活用の問題」が配置されている。 

（各章末５～９ページ） 

〇保健編，体育編の順に配列されて

いる。 

・保健編 

４章 40項目 Ｐ104 

・体育編 

３章 ９項目 Ｐ43 

 

〇章末に「学習のまとめ」として重

要な言葉，学習の要点が配置され

ている。 

（各章末１ページ） 

〇体育編，保健編の順に配列されて

いる。 

・保健編 

４章 37項目 Ｐ115 

・体育編 

  ３章 ９項目 Ｐ37 

 

〇章末に「学習のまとめ」が「振り

返ってみよう」「課題に取り組んで

みよう」と問いかけの形で配置さ

れている。 

（各章末１ページ） 

〇保健編，体育編の順に配列されて

いる。 

・保健編 

４章 36項目 Ｐ120 

・体育編 

３章 ９項目 Ｐ50 

 

〇章末に「探求」，「学習の確認」が

配置されている。 

（各章末３ページ） 

⑤発展的な学習
に関する内容
の記述の工夫 

○発展的な学習に関する内容が学習

できるように，本編と関連させた

資料を掲載している。 

 

○主に章末に発展的な資料を掲載し

ている。 

 

 

○発展的な学習の記載単元と記載数 

・心身の発達と心の健康 （１） 

・健康と環境      （２） 

・傷害の防止      （３） 

・健康な生活と病気の予防（２） 

・体育編        （１） 

 

〇現代的な課題について，考えさせ

る内容になっている。 

○発展的な学習に関する内容が学習

できるように，本編と関連させた

課題や資料を掲載している。 

 

○主に章末に発展的な資料を掲載し

ている。 

 

 

○発展的な学習の記載単元と記載数 

・心身の発達と心の健康 （２） 

・健康と環境      （４） 

・健康な生活と病気の予防（２） 

・体育編        （５） 

 

 

〇読み物資料が多い。 

○発展的な学習に関する内容が学習

できるように，本編と関連させた

課題や資料を掲載している。 

 

○「Challenge」「コラム」などで発

展的な資料を掲載している。 

 

 

○発展的な学習の記載単元と記載数 

・心身の発達と心の健康 （１） 

・健康と環境      （３） 

・傷害の防止      （３） 

・健康な生活と病気の予防（７） 

・体育編        （４） 

 

〇健康な生活を送るために，健康や

運動について必要な知識・理解を

深化させるような内容になってい

る。 

○発展的な学習に関する内容が学習

できるように，本編と関連させた

資料を掲載している。 

 

○主に章末の「探究しようよ！」 「も

っと広げる深める」などで発展的

な学習内容を掲載している。 

 

○発展的な学習の記載単元と記載数 

・健康と環境      （３） 

・傷害の防止      （５） 

・健康な生活と病気の予防（４） 

・体育編        （１） 

 

 

〇「探究」という名で充実した研究

課題が例示されており，発展的な

学習内容の理解へと知的好奇心が

育成されるよう工夫されている。 
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       発行者 

調査研究の観点    
東   書 大 日 本 大 修 館 学   研 

 [観点４] 
内 容 の 表
現・表記 
 
 
 

⑥本文記述との
適切な関連付
けがなされた
イラスト・写
真の活用 

○「やってみよう」及び本文の中で，

学習内容に関連した写真やイラス

トを掲載している。 

 

○マークの数（６） 

 「キーワード」「ポイント」 

「リンク」「他教科」「Ｄ」 

「発展」 

 

 

〇写真，イラストやマークは適切に

配置され，わかりやすい。 

○本文の中で，学習内容に関連した

写真やイラストを掲載している。 

 

 

○マークの数（８） 

「キーワード」「注意」「リンク」 

「トピックス」「ミニ知識」 

「学習を生かして」 

「学習のまとめ」「発展的な学習」 

 

〇写真，イラストやマークは適切に

配置され，わかりやすい。 

○本文の中で，学習内容に関連した

写真やイラストを掲載している。 

 

 

○マークの数（８） 

「キーワード」「コラム」「事例」 

「活用」「実習」「URL」「発展」 

「Try」 

 

 

〇写真，イラストやマークは適切に

配置され，わかりやすい。 

○「ウォームアップ」及び本文の中

で，学習内容に関連した写真やイ

ラストを掲載している。 

 

○マークの数（９） 

「キーワード」「プラス」 

「情報サプリ」「リンク」「発展」 

「実習」「協働」「言語」「コラム」 

 

 

〇写真，イラストやマークは適切に

配置され，わかりやすい。 

[観点５] 
言語活動の
充実 
 
 
 

⑦自分の考えを
まとめて書い
たり，話した
りする活動の
工夫 

○学習方法として，事例などを用い

たディスカッション，課題学習，

ブレインストーミング，ロールプ

レイング等の解説を，イラストを

交えて掲載している。 

 

○章末の「学習のまとめ」で振り返

りの自己評価や日常生活に生かす

ために，考えを記述する欄を設け

ている。 

 

○言語活動を含む内容であることが

分かるようなマークがない。 

 

○事例を用いたロールプレイング

を，１時間の学習内容の中で資料

や学習シートを掲載している。 

 

 

 

○章末に学習のまとめがある。 

 

 

 

 

○言語活動を含む内容であることが

分かるようなマークがない。 

○学習方法として，ブレインストー

ミング，ディスカッション，課題

学習，コンピューターの活用等の

解説を，イラストを交えて掲載し

ている。 

 

○章末の「学習のまとめ」で振り返

りの自己評価や考えを記述できる

ようにしている。 

 

 

○言語活動を含む内容であることが

分かるようなマークがない。 

○学習方法として，事例を用いたデ

ィスカッション，ブレインストー

ミング，課題学習，調査方法等の

解説を掲載している。 

 

 

○章のまとめに，自分の考えを書く

「生活の活用」を設けている。 

 

 

 

○言語活動を含む内容に「言語」及

び「協働」のマークを付しており，

工夫されている。 

 


