




別紙様式２ 

種目名 社会（公民的分野） 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 

校長 佐藤 哲洋 教諭 齋藤 史典 

教諭 坪内 圭介 教諭 上山 友来 

教諭 伊山 伸 教諭 中野 美里 

教諭 井出 菜都美 教諭

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 

東書 

２ 

新しい社会 

公民 

＜内容＞ 

(1)単元全体で一つのまとまりをもち構成されている。導入の活動で

生徒たちが関心を持ちやすい現代社会の問題点や題材を取入れ、

展開部で基本的な知識を学習し、まとめの活動で再度導入部分の

内容を活かした振り返りを構成している。単元全体を一つの学習

内容ととらえ、資料を調査し、まとめる力の育成を図っている。 

(2)章（探究課題）・節（探究のステップ）・1単位時間（学習課題）

の３段階の問いで構造化し、細かいステップで課題を解決してい

く。さらに「チェック＆トライ」や「まとめの活動」を活用し、

思考・判断した内容を適切に表現する力を身に付けることができ

る構造となっている。 

(3)「公民にアクセス」などのコラムを活用し、現代社会が抱えてい

る様々な課題をわかりやすく取り上げている。この提起をもとに、

生徒は社会的事象と身近な生活を結び付けて思考を深め、その背

景や経過に目を向けて、具体的に考えようとすることができる。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1)各章の導入部に小学校社会科や地理・歴史で学習した内容を振り

返る活動を設けている。また、分野関連マークや教科関連マーク

などを用い、つながりの深い領域との関連性を意識しながら効果

的に学習を進めることができる。 

(2)「スキルアップ」で、具体的に「集める」「読み取る」「まとめる」

の指示を出し、基礎的・基本的な技能を身に付けることができる。

また、「みんなでチャレンジ」はグループ討議の議題となり、仲間

と協力しながら対話的な活動を行うことができる。自主的・主体

的な取り組みのための手立てが工夫されている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1)「18 歳へのステップ」では、成年年齢の引き下げに対応し、「も

っと公民」などの特設ページでは、我が国や国際社会の課題を読

み取るなど、生徒一人一人が有権者となる意識を促し、公民とし

ての自覚をもつ学習内容に工夫されている。 

(2)誰もが見やすいフラットデザインを採用し、色彩の組み合わせも

配慮して、シンプルで学習に集中できる紙面構成にしている。ま

た、ICT 技術を活用し、デジタルコンテンツを使った学習を進め

ることができ、生徒の家庭学習にも対応している。 



＜総評＞ 

「持続可能な社会の実現に向けて」という大きな課題を、教科書

全体に貫くテーマとし、最初は実現にむけてこれからの社会を考え

ると投げかけながら、最後に、これからの自分は何ができるだろう

かと問いかける興味深い構成となっている。生徒は、学習を進めな

がらも、自然と社会の一員としての自分に返っていくと考えられる。



別紙様式２ 

種目名 社会（公民的分野） 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 

校長 佐藤 哲洋 教諭 齋藤 史典 

教諭 坪内 圭介 教諭 上山 友来 

教諭 伊山 伸 教諭 中野 美里 

教諭 井出 菜都美 教諭

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 

１７ 

教出 

中学社会 

公民 

ともに生き

る 

＜内容＞ 

(1)見開き２ページが１時間の内容となっている。毎時間ごとの「学

習課題」が設定されていて、生徒が見通しをもって学習しやすい。

「確認」で学習内容を整理し、さらに「表現」を活用することで、

習得した知識をもとに自分の考えを伝え、対話的な活動を通して

学びを深めることができるように工夫されている。そのために「読

み解こう」（P19）や「公民の技」（P31）で様々な情報を効果的に

調べまとめる技能が身に付くように工夫されている。 

(2)各章の導入部では（P38）に現代の身近な社会生活において、生

徒が自身の経験をもとに、多面的・多角的に考えられる工夫がさ

れている。「読み解こう」では、授業導入時の資料とは異なる視点

からの資料を用いることで、多面的・多角的に学習課題に迫るこ

とができるので、生徒の判断力や思考力を深める工夫がされてい

る。 

(3)随所に「対立と合意」や「効率と公正」、「平和主義」、「18 歳選

挙権」など国民主権の意識や平和、共生といった内容が取り上げ

られており（P39）、公民としての自覚が深まるような工夫がされ

ている。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1)各ページの下に「関連」（P40，41）として、地理的分野や歴史的

分野とのつながりが意識されている。さらに SDGｓにも関連付け

られているため、生徒が系統的・発展的に学べるように配慮され

ている。 

(2)「まなびリンク」という QR コード（P81）をつけていて主体的な

活動の手助けとなっている。さらに、導入時の資料の近くには

「LOOK！」（P84）があり、説明などが書かれているため、生徒自

身の自主的な活動の動機づけとな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) 学習の導入として、現在の社会や生徒の実生活（おこづかいの

使い道 P130 や携帯電話 P150）に関する資料を取り上げ、生徒自

身の経験からの視点で予想したり、考えたりする活動があり、意

欲的に学習に取り組める工夫がされている。 

(2)各章のはじめに「まなびリンク」という QR コードをつけていて、

興味を持ったり、疑問を持ったりした時に、自分一人でも学習し

やすいような工夫がされている。「言葉で伝えあおう」（P179）で



はレポートの作成の仕方など丁寧な説明がされており、子供の理

解の程度に応じて学習ができるように配慮している。 

＜総評＞ 

各章の冒頭部に単元ごとの見通しがもてる項目があり、１単元で

の学習する内容がわかりやすいように構成されている。さらに、各

授業の学習課題にむけて、いろいろな資料が用意されており、多面

的・多角的に考えやすいつくりとなっている。 



別紙様式２ 

種目名 社会（公民的分野） 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 

校長 佐藤 哲洋 教諭 齋藤 史典 

教諭 坪内 圭介 教諭 上山 友来 

教諭 伊山 伸 教諭 中野 美里 

教諭 井出 菜都美 教諭

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 

帝国 

４６ 

社会科  

中学生の公

民 

よりよい社

会を目指し

て 

＜内容＞ 

(1)各章(部)の冒頭部分において、身近な具体例を用いて実社会に興

味を持たせ、公民的分野における「見方・考え方」の概念を理解

しやすくしている。抽象的な概念が多い分野ほど、写真や身近な

事例など「学び心」を引き出す導入を様々に工夫して、学習する

内容をイメージしやすくしている。 

(2)各授業の導入に、学習内容に関連するワイドな資料や身近な事例

を配置して、生徒の実感を伴い、内容理解を助けている。アクテ

ィブラーニング型の授業を行える特設「アクティブ公民」を活用

し、課題解決のために生徒自身が考察・選択したり、現代社会で

討論されているテーマについて、賛否の意見を紹介する「Yes No」

で多面的・多角的な考察を促したりなど、思考力・判断力・表現

力を高める工夫が随所になされている。 

(3)章末となるページの本文に、社会参画の大切さを訴える内容を盛

り込み、生徒自身がこれからの社会の中で取り組む意欲や勇気が

湧いてくるような構成となっている。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1)各部や各章の冒頭部分に、小学校での既習事項を用いた、全体像

を概観するイラストを配置している。また、本文ページの左下部

に「小学校・地理・歴史との関連」を設け、既習事項との関連性

を紹介して、系統的、発展的に学ぶための工夫をしている。 

(2)各章・節・本文の冒頭で、学習する内容を問い形式で示しており、

生徒が学習の見通しが持てるようになっている。また、それぞれ

の末尾には振り返りを設け、学習内容の確認ができる構成になっ

ている。「技能をみがく」で情報収集技能を習得できる方法を学ん

だり、各種写真や統計類にも「資料活用」の問いを設けたりする

など、主体的な学びを実現するための工夫がされている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1)実社会での人々の声や活動を掲載し、人々が連携・協働して課題

解決に取り組む姿を知ることで、生徒が、よりよい社会を目指し

て現代社会の課題に積極的に取り組めるように工夫されている。 

(2)二次元コードの利用で、教科書掲載の資料の一部をパソコンなど

で閲覧できる。拡大してみたり、全文掲載されたりなど、生徒の

興味・関心に応じて学習内容を深めることができる。  



＜総評＞ 

「主体的に社会に参画する意識を育む」という趣旨に基づき、導

入の工夫や、豊富な資料、スキル習得の工夫など、多岐にわたり配

慮された内容である。小学校・地理・歴史分野とも関連性を大事に

し、高校への橋渡しも視野に入れた教科書となっているので、生徒

にとって取り組みやすい内容構成であると考えられる。 



別紙様式２ 

種目名 社会（公民的分野） 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 

校長 佐藤 哲洋 教諭 齋藤 史典 

教諭 坪内 圭介 教諭 上山 友来 

教諭 伊山 伸 教諭 中野 美里 

教諭 井出 菜都美 教諭

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 

日文 

１１６ 

中学社会 

公民的分野 

＜内容＞ 

(1)教科書の冒頭で、現代社会の課題をとらえ、最後に、身に付けた

資質や能力を生かして課題解決を考察、構想する構成となってい

る。そのために、授業ごとの学習課題を明確にし、導入資料で問

いかけ、手がかりとなる「見方・考え方」の提示、関連する図版

資料で解説、学習の最後に確認の問いを配置するという、基礎・

基本の定着を大切にする内容となっている。 

(2)抽象的な概念を理解しやすくするために、「見方・考え方」「アク

ティビティ」「深めよう」などのコーナーを随所に設け、繰り返し

学習し、思考力・判断力・表現力の育成を図るように工夫してい

る。その際、各編(章)導入部では身近な事例でイメージをもち、

本文ページで理解を深め、編(章)末の「チャレンジ公民」で現代

社会の課題について考察・構想するよう段階を追っている。 

(3)「明日に向かって」「公民＋α」などで、身近な地域の抱える活

動や、将来の社会参画を促す手がかりとなる視点を紹介し、新し

い時代を築く社会の参画者を育てるように工夫している。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1)脚注で、小学校社会科や地理・歴史的分野での学習との関連を示

す連携コーナーを設けている。地域事例も豊富で、相互に関連さ

せながら学習を進めることができる。他教科とも関連させ、特に

道徳科の指導に活用できるように配慮がされている。 

(2)全ての本文ページに「見方・考え方」を設け、課題解決の手がか

りとしている。アクティブ・ラーニングの視点から、資料の読み

取りや協働学習など「どのように学ぶか」を重視して、教材を作

成している。編(章)末の「チャレンジ公民」で、多面的、多角的

に考察・構想する学習を行い、問題の解決に向けて自主的・主体

的な学習に取り組める構成に工夫している。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1)生徒が学習を楽しく身近に感じられるように、日常生活と関わり

のある題材や時代の要請に合わせた教材を積極的に取り入れ、大

判で多彩な図版を用いている。 

(2)学習を支援する用語解説や法令集を掲載し、理解を深める手助け

をしている。デジタル資料で、さらに学習を深められるよう、 

関連する資料が豊富である。 



＜総評＞ 

「新しい時代を担う主権者を育てる」という基本理念に基づき、

18 歳選挙権を見据えて、生徒の「社会的な見方・考え方」を培い、

公民としての資質・能力の基礎を育成することを目指した教科書で

あると考えられる。豊富な資料や身近な題材から、主体的に考える

機会を多く設定され、生徒は学習を進めるうちに考えを深められる

工夫がされている。 



別紙様式２ 

種目名 社会（公民的分野） 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 

校長 佐藤 哲洋 教諭 齋藤 史典 

教諭 坪内 圭介 教諭 上山 友来 

教諭 伊山 伸 教諭 中野 美里 

教諭 井出 菜都美 教諭

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 

２２５ 

自由 

新しい公民

教科書 

＜内容＞ 

(1)写真やグラフなどの資料が大きく間をとって載せられていて、見

やすく、「ここがポイント」という箇所があり、該当ページの学習

内容を短くまとめてくれていて、内容を理解しやすいように工夫

されている。 

(2)「アクティブに深めよう」では、複数の新聞社の記事を比較させ

たり、グルーピングをしたり、グループ活動を通して、多角的・

多面的に事象をとらえ、考察したりするなど多くの視点を持たせ

るような工夫がされている。また、「もっと知りたい」では異なる

視点から考えられるように工夫されている 

(3) 家族愛から愛郷心、そして愛国心についての内容が見開き２ペ

ージにわたり多く記述されている。また、「もっと知りたい」の中

で、外国との比較や過去の日本と現在の日本についての内容があ

り、様々な立場の考えや見方で現在を生きていく公民としての自

覚が深まるような工夫がされている。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1) ミニ知識では、より詳しい内容が書かれていて、理解を深めた

り、興味を広げたりできる工夫がされている。また、「学習のまと

めと発展」では、自分で選択したテーマについて、学習内容をふ

まえて 400 字でまとめるといったように思考・判断・表現につな

がる発展的な問題が多く用意されている。 

(2)「やってみよう」という箇所で自分の立場で考えたり、身近な場

面から考えたり、学習内容を今の生活と関連付けて主体的に学習

を進められる工夫がされている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1)「やってみよう」では自分の家族や地域、または生活につなげて、

考えてみたり、調べてみたりする活動が書かれていて、自分事と

して、意欲的に取り組める工夫がされている。 

(2)見開きの中にスペースを多くとり、ゆとりをもって資料や文章が

載せられていて、見やすいよう工夫がされている。 

＜総評＞ 

1 つ 1 つの語句について丁寧に書かれていて、「ミニ知識」という

箇所では、歴史的人物や外国のことなどより深く説明がされている

教科書である。また、「もっと知りたい」では、新しい視点からの内

容説明であったり、学習した内容の現在抱える課題といった視点か

らの説明であったり、いろいろな見方ができるような特徴がある。 

各章に 1、2回調べて、まとめて発表する機会となる「アクティブ



 に深めよう」というところがあり、主体的な活動のきっかけとなる

工夫がされている。 



別紙様式２ 

種目名 社会（公民的分野） 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 

校長 佐藤 哲洋 教諭 齋藤 史典 

教諭 坪内 圭介 教諭 上山 友来 

教諭 伊山 伸 教諭 中野 美里 

教諭 井出 菜都美 教諭

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 

２２７ 

育鵬 

新しいみん

なの公民 

＜内容＞ 

(1)見開き２ページが１時間になっていて、毎時間ごと学習課題が設

定され、ページの最後には学習内容のまとめの質問がある。また、

各章「学習のまとめ」には、教科書の文章や資料から読み取る活

動があるため、調べ、まとめる技能が身につくような工夫がされ

ている。 

(2)「やってみよう」では、社説を比較してのディベートを行ったり、

お小遣いの使い道を考えたり、体験的な活動を通して、思考・判

断したことを説明したり、議論したりする力を養うための工夫が

されている。 

(3)巻頭のページで国連サミットで採択された SDGs について整理さ

れていたり、公民の学習で学ぶべきことがかかれていたり、これ

からの社会を担う公民としての自覚が深まる工夫がされている。

また、見開き 2 ページの「学習を深めよう」では情報、災害、部

落、人種など様々な過去の事実からともに生きる公民としての在

り方を考える工夫がされている。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1)各章のはじめと終わりに「○○の入り口」「○○のこれから」と

いうページがある。「入口」では、これから学習する内容に関係す

る現在の事象や身近な例が取り上げられていて、「これから」では、

単元の学習を通して得た知識や技能を生かして現在の課題に対し

て主体的・対話的な学習ができるように工夫されている。また、

学習内容に関係する地理的分野や歴史的分野の語句について明記

されているため、関連付けて学習できる工夫がされている。 

(2) 各ページの最後にあるまとめでは、学習内容に対して、自分の

立場からの視点でまとめられるような発問があるため、自らの課

題として意欲的に取り組める工夫がされている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1)資料や写真が大きく提示されていて生徒が興味をもちやすいよ

うなレイアウトに工夫されている。また、各ページの最後にある

まとめでは、学習内容に対して、自分の立場からの視点でまとめ

られるような発問があるため、自らの課題として意欲的に取り組

める工夫がされている。 

(2)「学習を深めよう」の中で、より詳しい内容や事例を紹介するだ

けでなく、「TRY」として、その事例に対して自分がどう捉え考え

るかを考えさせたり、さらに調べてみるように促したりすること

で、理解の程度に応じて、興味・関心を高める工夫がされている 



＜総評＞ 

学習課題から、学習活動を通して、どのように学習をまとめるか

までの流れがわかりやすく作られている教科書である。また、各章

の始まりでは、その章で学習する内容に関係のある現在の事象や身

近な例が挙げられていて、学習に入りやすい工夫がされている。そ

して、章の終わりでは学習した内容を含め現在の課題について主体

的・対話的に考える発展的な学習ができるようになっている。 


