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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 教出 帝国 日文 

[観点１] 
基礎・基本の定着 

①我が国の国土
と歴史に対す
る理解と愛情
を育てるため
の工夫 

 

◯３ページにわたり，日本の領土を

めぐる問題について記している。 

 

◯項目  

「北方領土」「竹島」「尖閣諸島」 

 

◯北方領土の問題に関する年表と

地図１枚が記載されている。 

◯２ページにわたり，日本の領土を

めぐる問題について記している。 

 

◯項目 

 「北方領土」「竹島」「尖閣諸島」 

 

◯北方領土の問題に関する年表が

記載されている。 

◯２ページにわたり，日本の領土を

めぐる問題について記している。 

 

◯項目 

 「北方領土」「竹島」「尖閣諸島」 

 

◯北方領土の問題に関する地図が

時代ごとに４枚記載されている。 

◯２ページにわたり，日本の領土を

めぐる問題について記している。 

 

◯項目 

 「北方領土」「竹島」「尖閣諸島」 

 

◯北方領土の問題に関する地図が

時代ごとに４枚記載されている。 

②国際社会で主
体的に生きて
いくための基
盤 と な る 知
識・技能を身
に付けさせる
工夫 

○小単元の終わりに「○○州の学習

をふり返ろう」，中単元の終わり

に「この章の学習を確認しよう」

を設けている。 

 

・「アジア州」 

「アジア州の学習を振り返ろ

う」において，「上の『あつしさ

んのまとめ』を見ながら，これ

まで追求してきた「アジアは，

なぜ急速に成長したのでしょう

か」について，自分の言葉でま

とめよう。」の問いを設定してお

り，学習したことを整理するこ

とができる。 

 

○見開きページに「地理スキルアッ

プ」「ためしてみよう」「確認」「え

んぴつマーク」のコーナーを設け

ている。 

 

○小単元の終わりに「学習のまとめ

と表現」を設けている。 

 

 

 

・「アジア州」 

「学習のまとめと表現」にお

いて，「【日本とアジアの関係】

次の国々と日本の貿易について

調べ，その特色を 50文字以内で

まとめよう。〔中華人民共和国 

サウジアラビア〕」の問いを設定

しており，日本との関係を基に

考えることができるよう工夫し

ている。 

 

○見開きページに「読み解こう」の

コーナーを設けている。 

 

○小単元の終わりに「学習をふりか

えろう」を設けている。 

 

 

 

・「アジア州」 

「学習をふりかえろう」にお

いて，「説明しよう」として，

アジア州の各地域の人口と産業

の特色を整理させた後に「アジ

ア州の人口と工業の特色を文章

でまとめてみましょう。」の問

いを設定しており，学習したこ

とを整理することができる。 

 

 

○見開きページに「探してみよう」

「資料活用」のコーナーを設けて

いる。 

 

○小単元の終わりに「○○州をふり

かえる」を設けている。中単元の

終わりに「世界の諸地域をふりか

えろう」を設けている。 

 

・「アジア州」 

「アジア州をふりかえる」に

おいて，「１を参考に，アジア州

の特色を，自分の言葉で文章に

まとめましょう。」の問いを設定

しており，アジア州の各地域の

経済成長の要因を整理したイメ

ージマップを基に学習したこと

を整理することができる。 

 

 

○見開きページに「言語活動」（読

み取ろう，考えよう，まとめよう，

伝えよう），「スキルＵＰ」のコー

ナーを設けている。 

 

校種 中学校 種目 社会（地理的分野） 
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       発行者 

調査研究の観点    
東書 教出 帝国 日文 

[観点２] 
主体的に学習に
取り組む工夫 

③興味・関心を
高めるための
工夫 

○小単元のテーマを，導入ページの

次の見開きのページの右下にキ

ャラクターの問いとともに分か

りやすく示している。 

 

○「東北地方」 

・小単元の導入において，見開き２

ページに地図，写真，グラフ，「た

めしてみよう」を記載している。 

・小単元導入の前のページにおい

て，「相馬野馬追の神旗争奪戦」

をはじめとする伝統的な文化や

伝統工芸など５枚の写真ととも

に「日本の中の東北地方」として

統計資料をグラフで掲載してお

り，興味・関心を高める工夫がな

されている。 

○小単元のテーマを，見開きページ

の右下部に，テーマとともに「考

察の仕方」をキーワードで示して

いる。 

 

○「東北地方」 

・小単元の導入において，見開き２

ページにわたり地図，グラフ，生

徒の吹き出しを記載している。 

 

〇小単元のテーマを，見開きページ

の右下部に示している。 

 

 

 

○「東北地方」 

・小単元の導入において，見開き２

ページにわたり地図，写真，グラ

フを記載している。 

・小単元導入の前に２ページにわた

り，「にぎわいをみせる青森ねぶ

た祭り」などの伝統的な文化や農

業・水産業の５枚の写真と地図を

掲載しており，興味・関心を高め

る工夫がなされている。 

○小単元のテーマを，導入ページの

次の見開きページの右下部に示

している。 

 

 

○「東北地方」 

・小単元の導入において，見開き２

ページにわたり地図，写真，グラ

フ，生徒の吹き出し，「読み取ろ

う」を記載しており，興味・関心

を高める工夫がなされている。 

④作業的・体験
的な学習を実
施するための
工夫 

○事例数：36 

 

○「地球儀を使った距離と方位の調

べ方」 

 

・距離と方位を調べる様子をそれぞ

れ１枚のイラストで示している。 

 

・距離を調べる方法として，北極と

南極を結んだ紙テープを 20 等分

するようになっており，緯線を意

識した学習に結びつかない。ま

た，イラストは，２種類の地点間

の距離を調べる様子が描かれて

おり分かりにくい。 

 

・方位を調べる方法として２本の紙

テープを直角に張り合わせたも

のを使用するようにしており，経

線や緯線を意識した学習に結び

つかない。 

○事例数：22 

 

○「地球儀から方位を知ろう」「地

球儀から距離を知ろう」 

 

・距離と方位を調べる様子をそれぞ

れ１枚の写真で示している。 

 

・距離を調べる方法として，北極と

南極を結んだテープを 20 等分す

るようになっており，緯線を意識

した学習に結びつかない。 

 

 

 

 

・方位を調べる方法として２本のテ

ープを直角に張り合わせたもの

を使用するようにしており，経線

や緯線を意識した学習に結びつ

かない。 

○事例数：25 

 

○「地球儀での距離と方位の調べ

方」 

 

・距離と方位を調べる様子をそれぞ

れ１枚の写真で示している。 

 

・距離を調べる方法として，北極と

南極を結んだ紙のテープを 16 等

分するようになっており，緯線を

意識した学習に結びつかない。 

 

 

 

 

・方位を調べる方法として，２本の

紙のテープを直角に張り合わせ

たものを使用するようにしてお

り，経線や緯線を意識した学習に

結びつかない。 

 

○事例数：36 

 

○「地球儀を使った方位と距離のは

かり方」 

 

・距離と方位を調べる様子をそれぞ

れ２枚の写真で示している。 

 

・距離を調べる方法として，赤道か

ら北極を結んだ紙テープを緯度

10 度ごとに線を引いて使用する

ようになっており，緯線を意識し

た学習につながっている。 

 

 

 

・方位を調べる方法として，まず経

線に沿って紙テープをあて，次に

はじめにあてた紙テープに直角

に紙テープをあてるようにして

おり，経線や緯線を意識した学習

に結びついている。 
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       発行者 

調査研究の観点    
東書 教出 帝国 日文 

[観点３] 
内容の構成・配
列・分量 

⑤単元や資料等
の配列・分量 

 

○分量 

・総ページ数（301） 

・「世界の様々な地域」のページ数（122） 

・「日本の様々な地域」のページ数（155） 

 

○分量 

・総ページ（287） 

・「世界の様々な地域」のページ数（114） 

・「日本の様々な地域」のページ数（141） 

 

○分量 

・総ページ（289） 

・「世界の様々な地域」のページ数（118） 

・「日本の様々な地域」のページ数（157） 

 

○分量 

・総ページ（289） 

・「世界の様々な地域」のページ数（112） 

・「日本の様々な地域」のページ数（157） 

 

⑥発展的な学習
に関する内容
の記載状況 

 

○事例数 

・世界の様々な地域の単元に各１ページ７教材 

・日本の様々な地域の単元に各１～２ページで９教材 

・「ひであきさんの自由研究」 

○事例数 

・世界の様々な地域の単元に各１ページ６教材 

・日本の様々な地域の単元に各２ページで７教材 

○事例数 

・世界の様々な地域の記載は全単元にない。 

・日本の様々な地域の小単元に１～２ページで８教材 

○事例数 

・世界の様々な地域の小単元に各１ページ６教材 

・日本の様々な地域の単元に各１～２ページで１０教材 

[観点４] 
内容の表現・表記 
 
 
 

⑦学習内容との
適切な関連付
けがなされた
イラスト・写
真等の活用 

 

写真 620 

絵図 74 

地図 218 

図表・グラフ 180 

 

○本文との関連性が薄いものがあ

り，利用しにくいこともある。歴

史・公民の学習とのつながりの強

い内容にマークがあり，関連した

思考につながりやすい。 

 

写真 460 

絵図 30 

地図 209 

図表・グラフ 132 

 

○写真や絵図が少ない。 

 

写真 560 

絵図 84 

地図 182 

図表・グラフ 190 

 

○穴埋めや書き込みなど，資料活用

の場が多く，思考の機会が設けや

すく扱いやすい。 

 

 

写真 516 

絵図 56 

地図 191 

図表・グラフ 152 

 

○絵図や図表・グラフなどの量のバ

ランスがとれている。見開きの学

習内容を深める作業学習，理解を

深める特設ページを掲載するな

ど，工夫がみられる。 
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       発行者 

調査研究の観点    
東書 教出 帝国 日文 

[観点５] 
言語活動の充実 
 
 
 

⑧多面的・多角
的に考察させ
るための工夫 

◯見開きごとに，「確認」として「～
について説明しましょう。」など
の問いを１つ提示しているが，学
習課題との関連が分かりにくく，
考察しにくいものがある。 

 
【中国・四国地方の例】 

説明しましょう ４ 
答えを予想しましょう １ 

 
・山陰，瀬戸内，南四国の各地域の
降水量の特色について，降水量に
影響を与えている自然条件にふ
れながら説明しましょう。 

◯見開きごとに，「ふりかえる」と
して「ステップ１」と「ステップ
２」の２つのまとめの問いを提示
しており，学習の状況に応じて活
用できるよう工夫している。 

 
【中国・四国地方の例】 

書き表そう 
（書き表してみよう） 

４ 

まとめよう 
（まとめてみよう） 

６ 
 
・「ステップ１」 

中国・四国地方を，日本海側，
瀬戸内側，太平洋側の三つに分
けているものを二つ書き表そ
う。 

・「ステップ２」 
中国･四国地方の自然と人口の
特色を，ステップ 1 の三つの地
域ごとにまとめよう。 

◯見開きごとに，「確認しよう」と
「説明しよう」の２つの問いを提
示しており，学習の状況に応じて
活用できるよう工夫している。 

 
 
【中国・四国地方の例】 

書き出してみましょう ４ 
説明してみましょう ５ 
確認してみましょう １ 

 
・「確認しよう」 

中国・四国地方の自然環境に影響
を与える山地と海流の名称，季節
風の向きを，本文から書き出して
みましょう。 

・「説明しよう」 
中国・四国地方の気候の特色を，
山陰・瀬戸内・南四国に分けて説
明してみましょう。 

◯見開きごとに，「学習の確認と活
用」として「確認」と「活用」の
２つの問いを提示しており，学習
の状況に応じて活用できるよう
工夫している。また，多様な問い
が提示されている。 

 
【中国・四国地方の例】 

ぬき出そう １ 
調べよう １ 
整理しよう １ 
まとめよう ３ 
説明しよう 
（説明してみよう） 

２ 

発表しよう ２ 
 
・「確認」 

中国・四国地方の地形と気候の
特色を，次の言葉を使ってまと
めよう。地域の特色〔けわしい 
なだらか 複雑〕 気候の特色
〔日本海 さえぎる 日本海流〕 

・「活用」 
山陰，瀬戸内，南四国の気候の
うち，身近な地域の気候と最も
似ているのはどれだろう。そう
考えた理由を説明しよう。 

⑨目的に応じて
適切に表現す
る力を育てる
ための工夫 

◯「世界の様々な地域の調査」 
【テーマ】 
・テーマは,「情報を集めて調査テ

ーマを決めよう」の中で調査テー
マを決める過程の流れに沿って，
枠で囲んで明記している。 

【調査】 
・調査方法の例を示している。また，
仮説に基づいた調査の流れにな
っている。 

【レポート例】 
・資料の出典を示すことの必要性に
ついて記述していない。 

・参考文献等についての記載の必要
性について記述している。 

・１ページにレポートの例と合わせ
て，吹き出しでレポートに記述す
る項目及びその内容の説明を記
述している。 

 

◯「世界の様々な地域の調査」 
【テーマ】 
・テーマは，章末のレポート例に記

載されているだけである。 
【調査】 
・調査方法の例を示している。しか
し，予想や仮説に基づいた調査の
流れになっていない。 

 
【レポート例】 
・資料の出典を示すことの必要性に
ついて記述している。 

・参考文献等についての記載の必要
性について記述していない。 

・レポートの例のみ記載している。
「身近な地域の調査」の中で，２
ページにレポートの例と合わせ
て，「レポートにまとめよう」と
して吹き出しで項目に記載する
内容についてのポイントを記述
している。 

◯「世界の様々な地域の調査」 
【テーマ】 
・テーマは，「調査テーマを決めよ
う」の中で，調査例として枠で囲
んで明記している。 

【調査】 
・調査方法の例を示している。また，
予想に基づいた調査の流れになっ
ている。 

【レポート例】 
・資料の出典を示すことの必要性に
ついて記述している。 

・参考文献等についての記載の必要
性について記述している。 

・１ページにレポートの例と合わせ
て，吹き出しでレポートに記述す
る項目及びその内容の説明を記述
している。 

 

◯「世界の様々な地域の調査」 
【テーマ】 
・「調査テーマを決め，調査の準備
をしよう」の中で，調べたいこと
を基に班の名前として表現され
ている。 

【調査】 
・調べたい課題に対応した調査方法
を例として示している。また，仮
説に基づいた調査の流れになっ
ている。 

【レポート例】 
・資料の出典を示すことの必要性に
ついて記述している。 

・参考文献等についての記載の必要
性について記述している。 

・１ページにレポートの例と合わせ
て，吹き出しでレポート作成の手
順を示しており，他の様々なレポ
ートの作成に汎用させることが
できる。  


