




別紙様式２ 

種目名 外国語 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 

校長 望月 俊伸 教諭 関 恵子 

教諭 渡邊 真規子 教諭 村岡 守 

発行者 

番号 教科書名 
調査・研究結果 

（①内容、②組織、配列、分量 ③生徒の発達段階への配慮） 
略 称 

２ 

東書 

NEW 

HORIZON 

English 

Course 

＜内容＞ 

（１） ３年間の学びを見通し、各学年の教科書見開きのページに「英

語を学ぶことの意義」と「学びのロードマップ」が記載されて 

いる。生徒は自分の学習活動を見通し、どのように学ぶのかを 

確認できる。各課の最初と最後に到達点（２・３年では題材と

活動の２つの視点）が示され、巻末の細やかな CAN-DO リストと

合わせて、自己評価しやすいように非常に工夫されている。 

（２） 「Mini Activity（単元途中）」「Unit Activity（単元末）」「Stage

 Activity（学期末）」の３つのアクティビティが用意されてい 

る。各課で身に付けたことを生かす場として利用でき、まとま 

りのある英文を書いたり、発表したりする力が身に付くように 

設定されている。また、やりとりを通した即興での会話の機会 

があり、目的・場面・状況を意識しながら、統合的な力を身に 

付けることができる。 

(３） 扱う題材は英語圏だけではなく、多様な世界の国々から設定

されている。（ニュージーランド、フィリピン、ケニア、シンガ

ポール、インド、コンゴ民主共和国、アフガニスタン等）それ

ぞれの国や地域の文化に対する理解を深めることができるよう

になっている。 

＜組織、配列、分量＞ 

（１） １年生では小学校との円滑な接続のために十分な期間（Unit0

～5）が設けられており、小学校の音を中心とする学習から、中

学校での「目的・場面・状況」に合う表現を学習するまでスム 

ーズに移行できるよう大変丁寧な構成となっている。また、小

学校で学習してきた単語に関しては「小学校の単語」の表記が

付けられ、既習事項の確認ができる工夫がされている。 

（２） 「Key Sentence」には関連する文法項目をまとめたページが 

記載されている。また、既習の文法事項にはどの学年の、どの 

ページで学習したのか記載されているため、復習をしやすい。 



＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

（１） 各課の最初に配置してある「Preview」には動画が見られる 

工夫がされており、扱う文法事項の目的・場面・状況が分かり

やすく、導入が非常に魅力的なものになっている。 

（２） 教科書が A４サイズとなり、学習内容が増加した中でも、文

字や写真の大きさが適切で、文法事項の細かな解説などが分か 

りやすく配置されるなど、生徒の発達に大いに配慮したものと 

なっている。 

＜総評＞ 

（１） 社会問題から夢の実現などの様々な内容を盛り込んでおり、

リーディングの資料が質・量ともに非常に充実している。また、

リーディングの力が高まるよう、３段階の読み方が示されてい

る。「概要・大意をつかむ」「詳細をおさえる」「表現につなげ 

る」の３つの異なる読み方をしながら、自分の意見を持ち、相

手に伝える表現活動につなげることができる。 

（２） ３学年を通じて、SDGs の１７の目標に関連した題材が豊富に

取り上げられている。国際的な視野に立ち、英語を通じて自分

たちにできることを主体的に考えるきっかけになると考えら 

れる。 



別紙様式２ 
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校長 望月 俊伸 教諭 関 恵子 

教諭 渡邊 真規子 教諭 村岡 守 
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番号 教科書名 
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略 称 

９ 

開隆堂 

SUNSHINE 

ENGLISH 

COURSE 

＜内容＞ 

（１） 各課において４技能５領域の項目がバランスよく配置されい

る。各領域を示すアイコンが付けられていて、どの力が身に付

くか分かりやすい。また、各課のまとまり（Scenes, Think, 

Retell, Interact）がインデックスのように教科書の隅に印 

刷されていて、ページをめくる際にもどの部分を学ぶのか、分

かりやすい構造となっている。 

（２） 統合的なパフォーマンス活動を行う「Our project」が各学 

年３回ずつ設置されており、各課で身に付けた力を使って発表

したり、まとめたりすることができる。また、生徒同士で共有

することで、自分の考えを広げるきっかけになるよう工夫され

ている。やりとりを通した即興的な関わりも用意されている。

（３） 環境、平和、人権、共生などがテーマとなる単元を多く扱う

ことで、多様なものの見方やグローバルな視点での考え方を身

に付けることができる。また、教科横断的に指導しやすい題材

（フィンランドについて、チョコレートの歴史、プラスチック

ごみ問題など）が多く配置される配慮がある。 

＜組織、配列、分量＞ 

（１） 「Word Web」に数、曜日、序数、形容詞、前置詞などの語句 

がまとめられていて、語彙の学習が効率よく進められるよう配

慮されている。 

（２）  各課の始めにある「Scenes」では、２コママンガを使って分

かりやすい場面設定から新出表現を導入している。また、各課 

の中盤にある「Retell」では、必然性のあるトピック設定のも

とで、その表現を使った会話活動へとつないでいる。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

（１） １年次には小中連携のために「Get Ready」「Program 0」が 

設けられ、小学校で学んだ表現やアルファベットに関すること

を確認できる。また、即興的な話す活動「Try」に、小学校で 

学んできたことが組み込まれていて、定着できるように配慮さ

れている。巻末には「Try のまとめ」が折り込み付録になって 

おり、表現例とトピック一覧を参照することができる。 



（２） ４技能５領域別の「英語で『できるようになったこと』リス

ト」では、自分の習熟度を記録することにより、自分の弱点を

確認できる。また、どんな力が身に付いたのか確認することが

容易となっている。 

（３） 巻末資料のアクションカードは、３年間同じ内容で作られて

おり、「Try」を中心とした言語活動に使いやすい。また、視覚

を通じて、基本的な語彙・表現が学習の定着に有効である。 

＜総評＞ 

（１） 各課の興味を高め、読みをより深いものにするため「Share」

が配置されている。日本語での問いに対し、生徒は本文の内容

をもう一度読み返しながら、壮大なテーマに挑むことができ 

る。 

（２） 各 Program、「Our Project」の冒頭のページには、その課で

の「Goal」が示されており、見通しを持った学習ができる。ま

た、「Goal」のチェック欄が各ページに設けられており、どの部

分を学習すると、どの力が身に付いたのか分かるようになって

いる。各 Program の「Goal」を達成すると「Our Project」で使

う表現につながることも提示されている。 



別紙様式２ 

種目名 外国語 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 
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15 

三省堂 

NEW CROWN 

ENGLISH 

SERIES 

＜内容＞ 

（１） 領域統合型の活動として、「Project」（年間３回）が幾つか

の Lesson の後に設定されていて、既習の言語材料を活用し、表

現したり伝え合ったりする力を養えるように工夫されている。

中学３年間で段階を踏んで取り組むことができる活動となって

おり、話すこと[やり取り]からディスカッションをする力まで

育むことができるようになっている。 

（２） Lesson の１パートは２ページの見開きになっていて見やす

く、４技能の活動が網羅され、文法事項や文構造を無理なく習

得できるようになっている。 

（３） 生徒が外国人に日本でできることや日本文化の紹介をする

ような題材が多く扱われており、国際社会に対応できる生徒の

育成に期待ができる。また、人間性を深める題材（車いすバス

ケットボール、平和、公民権運動など）も豊富に扱っており、

生徒の知的好奇心に応えるものになっている。 

＜組織、配列、分量＞ 

（１） １年生の前半では、「聞いてみよう」や「話してみよう」で

小学校で体験した場面の学びを振り返る構成になっており、小

学校で学習した単語に関しては、ページの下欄に表記され、既

習事項の確認ができる工夫がされている。 

（２） Lesson ごとに「とびら」「GET（知識・技能の習得）」

「USE-Read/Speak/Write（活用）」「文法のまとめ（振り返り）」

の順に配列されており、学ぶプロセスが生徒に分かりやすく提

示され、自ら学ぶ力が育成されるように配慮されている。 

   「GET」から「USE」へ、１年生から３年生までステップを踏

んで理解できるように構成されており、生徒が無理なく学習に

取り組めるように工夫されている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

（１） 生徒にとって身近な学校生活や行事の題材（キャンプ、林

間学校、修学旅行、避難訓練など）を多く取り入れ、生徒の関

心や発達段階に配慮している。 

（２） 「USE-Read」では、STAGE1～3 の３段階を追って読む力を

高めていく構成となっている。また、「Tips for Reading」で読



み方のヒントを与えたり、「SETTING」で場面設定を確認しなが

らタスクに取り組んだり、読むことに苦手意識がある生徒が取

り組みやすいような工夫がされている。 

（３） 「Reading for Information」では、現実の場面に近い広告

やパンフレットから必要な情報を読み取る実践的な力の育成が

期待できる。 

＜総評＞ 

（１） 「文法のまとめ」や「英語のしくみ」等、文法項目を整理

するページが充実しており、生徒が自分の理解度に応じて学習

内容を整理するのに有効である。 

（２） 生徒の発展的な学習に役立つ巻末付録が充実している。特

に、「単語の意味」では、関連語についての解説が詳細に記され

ており、言語への知識が深まる工夫がされている。 

（３） 「Read」では、「Word Bank」や「Idea Box」で語彙力を広

げ、より高度な読解力を養えるように配慮されている。また、

「For Self-study」では、様々な学習方法が紹介されており、

生徒の自学自習の一助となることが期待できる。 



別紙様式２ 

種目名 外国語 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 
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発行者 
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略 称 

17 

教出 

ONE WORLD 

English 

Course 

＜内容＞ 

（１） 各学年、巻頭のダイナミックな写真ページに引き付けられ 

る。多様な写真の中でも特に自然風景の写真が美しいため、生

徒の「見たい」「行きたい」気持ちを高め、学習へのモチベー

ションにつながる。 

（２）  １年次で現在・過去・未来の時制を学んだり、動名詞や複

数の助動詞を学んだりすることにより、様々な表現をスパイ

ラルに学習できるよう工夫されている。学年を追うに従って

高度なやりとりができるよう、徐々に内容に広がりを持たせ

ている。 

（３） 三単現の導入に工夫があり（同じ内容の文を１人称と３人称

で対比させている）、人称の違いにより動詞の形が変わること

を理解しやすい。 

＜組織、配列、分量＞ 

（１） 「Tips」では４技能それぞれの技能を伸ばすコツが具体例と

共に示されており、生徒の理解の助けとなる。特に、２年の

「Tips for Writing」では、まとまった文を書くコツをマッ

ピング図で整理する方法が示されている。表現やアイデアを

広げる手立てとして有効であり、他教科でも活用できる。 

（２） 関連のある文法を連続する Lesson で扱うなど、配列を工

夫している。特に、３年生では、Lesson6 でディスカッショ

ン、Lesson７でディベートの手順が分かりやすく示されてお

り、段階を踏んで実践につなげやすい。Project3 と連携して

ディベートの具体例が示されている点も良い。「Useful

Expressions」や「Question」を活用できるので、教科書以外

の資料がなくても活動につなげられる。 

（３） ３年間の Can-Do リストが提示されているので、目標と自分

の到達度を常に意識して学習できる。それが自己調整力を付

けることにもつながる。 



＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

（１）  「Activities Plus」や巻末資料には、コミュニケーション

活動に有効な Q and A やトピック、英語学習の基礎的事項が

まとめられており、「赤色マスキングシート」を用いて帯活動

と し て 繰 り 返 し 練 習 す る こ と が で き る 。 １ 年 の

Lesson2-Activity3 で扱われている１分間チャットも、帯活

動として継続可能である。充実した帯活動が、即興的なやり

とりのための基盤となる。 

（２） 「Grammar」では Lesson ごとの文法が整理されており、自学

自習でも活用できる。三単現の s の付け方や複数形の発音な

どについての詳しい説明もあるため、発展的に理解したい生

徒にも対応できる。 

＜総評＞ 

（１） 各学年の「Project」では、協働しながら複数の技能を統合

的に運用して取り組む活動が設けられている。資料が用意さ

れているページもあり、モデル表現として活用したり参考に

したりできる点が良い。 

（２） 「辞書の使い方」「つづりと発音」「How to Study」「品詞の

まとめ」などは、英語を系統立てて理解したり、自律的学習

者を育成したりするために有効なページである。 



別紙様式２ 

種目名 外国語 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 
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教諭 渡邊 真規子 教諭 村岡 守 
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番号 教科書名 
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略 称 

38 

光村 

Here We Go! 

English 

Course 

＜内容＞ 

（１）  生徒の興味・関心を引く身近でリアルな話題、平和やプラ

スチックごみなどの生徒に考えさせる今日的課題など、幅広

いトピックが取り上げられている。様々な学びが、道徳的価

値観を高めることや教科横断的学びにつながっている。 

（２）  単元の最後に扱われる「Goal」で単元の目標となる言語活

動が具体的に示されている。生徒・指導者双方に、付けたい

力が明確である。 

（３）  帯教材としての「Let’s Talk」や「Story Retelling」を

継続して行うことで、即興的なやりとりのトレーニングをす

ることができる。「Let’s Talk」は、サイズが他のページと

異なっているため開きやすく、自分発信に活用できる内容で

ある。動画もあるため、イメージをつかみやすい。 

＜組織、配列、分量＞ 

（１） ３年の Unit２・３（修学旅行→広島の平和学習）のように

関連した Unit や、Unit7・８（日本を離れるティナのスピー

チ→別れ）のように、連続して話題が展開する Unit があり、

自然なストーリー展開となっている。また、４人の登場人物

の 3 年間の成長を追っていくスタイルで、生徒が自身の姿を

重ね合わせて楽しく読み進めることができる。 

（２） 「Active Words」には、Unit の活動に効果的な語句がカテ

ゴリー別に整理されており、生徒が使いたくなる工夫がされ

ている。言語活動をより充実させ、個性豊かに、また発展的

にすることができる。関連した言語活動にはリンクするペー

ジも示されているため、使いやすい。 

（３） 自主学習の助けになるページに工夫が見られる。「Active 

Grammar」では、文法が分かりやすくまとめられており、「Your

Coach」では、英文を読むコツやまとまりのある英文の構成な

ど、４技能を高める英語学習のヒントが示されている。 



＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

（１） 「Let’s Be Friends」では、英語学習の基礎的な内容につ

いて、小学校での学びを楽しく効率的に復習することができ

る。１年生のスタートでは、生徒も経験しそうな学校生活や

地域行事を舞台としており、実生活とリンクする内容である

ため、自分事としてとらえることができる。 

（２）  生徒が好みそうなイラストや色調を用いており、馴染みや

すくカラーデザインに工夫が見られる。漫画仕立ての会話を

取り入れるなど、ビジュアルを効果的に用いている。 

（３）  １年生では、小文字を書きやすいように、第２線と第３線

の間が広くなっている。 

＜総評＞ 

（１） 「You Can Do It!」では、グループによる協働学習が設定

されており、思考力・判断力・表現力を養うことができる。 

（２） 各 Unit 最後の「振り返り」や CAN-DO List で、生徒は目標

の到達度をモニターすることができ、次の学びにつなげるこ

とによって自己調整力を付けることができる。 

（３） 発音のリズムやイントネーションについての記載があり、

「コミュニケーションツール」としての英語を意識している。



別紙様式２ 

種目名 外国語 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 

校長 望月 俊伸 教諭 関 恵子 

教諭 渡邊 真規子 教諭 村岡 守 

発行者 

番号 教科書名 
調査・研究結果 

（①内容、②組織、配列、分量 ③生徒の発達段階への配慮） 
略 称 

61 

啓林館 

BLUE SKY ＜内容＞ 

（１） 複数の Unit で学習した文法事項を活用して「Project」とい

う発信活動を行い、生徒は既習の文法事項をより深く理解し、

様々な種類の統合的な言語活動を行えるように構成されている。

（２） 日本や世界で今話題となっていること（地域の活性化、ユニ

バーサルデザイン、世界の食文化＜ハラール・フード＞、世界の

祭りなど）や、人物（海外で働く日本人、平和について伝え続け

る語り部など）が題材として扱われており、グローバル化社会で

求められる生徒の育成に期待できる。 

＜組織、配列、分量＞ 

（１） １年生の巻頭には復習「Let’s  Start」を設定し、小学校

からの学習がスムーズにつながるように配慮されている。文法事

項の配列は、無理のない導入となっている。また、全般的には、

小学校で学習した語彙・表現をもとに、スパイラルな学習ができ

るように題材が選定されている。 

（２） 各 Part は「Get Ready（知識・技能の習得）」「Practice（練

習）」「Use（活用）」の順に配列がされており、スモールステッ

プによる学習場面の設定が生徒の理解を深め、自ら学ぶ力が育

成されるように工夫されている。また、Part が２ページの見開

きになっていて、Unit の目標が分かりやすく明示されており、

主体的に学習が進められるように配慮されている。 

（３） Part1～3 の後の「Read & Think」は、学年や Unit を追う

ごとに質や量が高まる構成になっており、段階的に統合的な読

解力を向上させるように工夫されている。 

（４） 「Express Yourself」では、Unit のテーマに沿ったミニス

ピーチの作成ができ、思いを伝え合う力を養えるようになって

いる。 

（５） Unit 末の「More Information」では、Unit ごとに様々なテ

ーマの情報を掲載し、生徒の題材への興味・関心をより高める

工夫がされている。 



＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

（１） 話したり書いたりする活動では、「Tool Box」で表現したい

語彙を紹介し、読む活動では、「Notes」で題材に関する付加情

報を紹介するなど、さらに発展した学びへの興味付けとなるよ

うに工夫されている。また、３年生の巻末には「Further Study」

が設定され、より深く学習したい生徒の意欲を高める構成にな

っている。 

（２） 「Get Ready」のページ下欄には、「音読ポイント」を掲載

し、話したり聞き取ったりすることに苦手意識を持つ生徒が、

意欲的に学習できるように配慮されている。 

＜総評＞ 

（１） Unit 以外で「Let's  Talk（話す）」「Let’s  Listen（聞

く）」「Let’s Read（読む）」を設定し、各技能を集中して学習

できるように工夫されている。 

（２） 「Read & Think」「Let’s Read」では読解力、「Further Study」

ではライティング力、「Target のまとめ」では文法力で３年間

をまとめ、次の学習にスムーズに接続できるように工夫されて

いる。 

（３） ４技能５領域を示すマークを問題の横に表示し、身に付け

るべき技能を意識しながら学習が進められるように配慮されて

いる。 


