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種目名 社会（歴史的分野） 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 
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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 

２東書 新しい社会 

歴史 

＜内容＞ 

(1)１時間ごとに「学習課題」に沿って学習し、「チェック＆トライ」

で学習内容の確認を行うなど、知識の定着を図った構成となって

いる。資料活用の手法や歴史的な見方・考え方の働かせ方を学ぶ

コーナーが充実し、資料活用の技能を高める工夫がある。 

(2)単元全体を貫く「探究課題」、節ごとの「探究のステップ」、１時

間の「学習課題」と、思考力・判断力・表現力を段階的に育成す

る工夫がされている。「みんなでチャレンジ」では、対話的な学習

を通して、多面的・多角的に考察する力を育むことができる。 

(3)世界遺産や国宝などはマークで示し、国語教科書と関連した文学

作品を Dマークで示すなど、我が国の歴史を尊重する大切さにつ

いての自覚が深まるよう工夫されている。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1)他分野や他教科との関連がマークで示されている。３分野共通

で、持続可能な社会の実現に関する５テーマを取り上げており、

一つの事象を各分野の視点から多面的・多角的に考察できる。 

(2)各章の構成が「導入、本文、まとめ」と統一されており、節ごと

の探究のステップが章ごとの探究課題の解決に円滑につながって

いるなど、単元のまとまりを意識した指導がしやすい。生徒も、

学習の見通しを持ち、学びの実感を得ながら学習を進められると

考えられる。「導入の活動」で示された各章の人々の様子は、前後

の時代と比較しやすく、時代を概観するための工夫がされている。

また、各章末には生徒の意欲を高める思考ツールが紹介され、課

題解決的な学習を通して主体的に学ぶことができる。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1)「もっと歴史」では琉球やアイヌの文化、人権尊重や技術革新、

災害対策の道のりなどを扱い、現代社会の抱える課題の背景や多

様な人々との共生を目指す考え方を学ぶ工夫がされている。 

(2)小学校で扱う資料と最新の資料のバランスが良く、生徒の興味関

心や理解度に合わせて資料選択しやすい。文章が平易に記述され、

フラットデザインや視認性の高い字体を採用するなど、学習に必

要な情報に集中できるよう工夫されている。また、D マークで示

された項目は、インターネットを活用した個人追究や調べ学習に

役立てることができる。 



＜総評＞ 

課題意識や興味関心を高めるような探究課題、思考ツールが豊富

で、生徒が自分ごととして考え、対話しながら多面的・多角的に考

察する力を高める工夫が充実している。また、単元のまとまりを意

識した構成により、段階的に思考力・判断力・表現力を高めること

が望める。さらに、資料活用の手法が紹介され、「基礎・基本のまと

め」などで理解度を測ることができ、生徒が教科書に沿って自学自

習を進めやすいと考えられる。 



別紙様式２ 
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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 

歴史 

未来をひら

く 

＜内容＞ 

(1)１時間ごとの学習課題が明示され、それと対応した「確認」「表

現」の活動によって、知識や表現力を相互に関連させて高める工

夫が特にされている。各節の単元構成を世界→日本の順で配列し、

世界史と日本史の関連が非常に分かりやすく学習できる。また資

料付近に示された「歴史の技」「読み解こう」により、歴史的事象

を効果的に調べまとめる技能を高められるよう配慮されている。 

(2)各章末の「学習のまとめと表現」では、各時代の特色を自分なり

の言葉や図などを使って多様な方法で表現する活動が設定されて

おり、思考・判断したことを適切に表現する力や、多面的・多角

的に考察する力を高めることに特に有効である。 

(3)国宝や世界遺産などのマークにより、我が国の伝統文化への興味

関心を高め、尊重しようとする自覚を深める工夫がされている。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1)小学校の学習内容が関連マークで示され、特設ページでは地理・

公民分野で関連のある単元名が左ページ下に示されている。特に

「歴史学習の終わりに」では SDGs を取り上げ、多文化共生と持続

可能な社会の創造を目指し、責任ある主権者として社会に参画し

ようとする意欲を高めるなど、公民分野との接続が意識できる。 

(2) 「まなびリンク」で学習に役立つ情報をインターネット上で得

られるなど、個人追究や調べ学習に対する支援がなされている。

各章の導入「学習を始めよう」は、各時代を概観でき、見通しを

持って単元の学習を主体的に進める上で非常に有効である。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1) 「身近な地域の歴史を調べよう」では、地域の発展の様子につ

いて、実生活と関連付けながら学習できるよう工夫されている。

「歴史を探ろう」では、人権や環境、平和に関する具体的な事例

やテーマが多く扱われており、現代の政治や人権尊重、多文化共

生の考え方の背景を分かりやすく学ぶことができる。 

(2)資料や情報が精選され、判読しやすい配色やレイアウトなどの工

夫により、非常に分かりやすい紙面である。また「歴史の窓」で

は、生徒が歴史を様々な面から掘り下げられるよう特に工夫され、

静岡県の茶の生産、東海道、水爆や公害問題などが取り上げられ

ている。 



＜総評＞ 

見開きごとに学習課題と確認・表現の活動があり、節ごとに節を

とらえる問いが設定され、各章末ごとに「学習のまとめと表現」で

各時代の特色をまとめるなど、学習の積み重ねを重視し、単元のま

とまりを意識した構成となっている。そのため、生徒が課題意識を

持って主体的に学ぶとともに、学びの実感を得ながら学習を積み重

ねていくことが期待できる。 

資料が精選され、必要な情報を選択しやすいよう特に工夫されて

いる。また、資料活用の手法が示され、身に付けた知識技能を活用

する活動が設定されているため、生徒が調べまとめる技能を自然と

身に付け、自ら学習内容の確認を行えるような工夫が充実している。



別紙様式２ 

種目名 社会（歴史的分野） 研究委員   職･氏名 
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略 称 

46 

帝国 

社会科 

中学生の歴

史 

日本の歩み

と世界の動

き 

＜内容＞ 

(1)奈良時代、16 世紀、欧米の世界進出において、イラストの世界

地図を設けて、日本の歴史を世界の動きのなかに位置付けてみる

ことができるよう工夫されている。また、第 1 部において歴史学

習の基礎的な約束事と歴史の調べ方について、特に丁寧に取り上

げられており、情報分析の技能の育成について配慮されている。 

(2)「多面的・多角的に考えてみよう」が 3テーマ設けられており、

社会にみられた課題への当時の人々の様々な意見や資料を多面

的・多角的に考察し、他者と話し合うことで、思考力・判断力・

表現力が育まれるよう工夫されている。 

(3)「歴史を探ろう」が 12 か所設けられており、当時の社会の様子

について掘り下げて考え、日本の文化や伝統についての理解が深

まるように工夫されている。「人物コラム」において歴史上の人物

を 49 名取り上げ、その具体的なエピソードを通じて、生きていく

態度から彼らを尊重し大切にする自覚が深まるよう工夫されてい

る。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1)地理や歴史との関連事項については、教科書本文の欄外に示され

ており、各分野の連携が図られるように工夫されている。最終単

元において、マンガ形式を用いて SDGｓの視点から、多面的・多

角的に未来を構成できるように配慮されており、公民的分野との

関連が図られている。 

(2)「章の学習を振り返ろう」において、生徒自身が学習の振り返り

が行えるように配慮されている。また、歴史的な見方・考え方を

働かせて、各時代の特色に対して自分の考えを整理し、仲間との

話し合いを通して答えを説明し、最後に自分の言葉でまとめる活

動を行うことで、生徒自らの力によって深い学びが実現できるよ

う配慮されている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1)コラム「未来に向けて」では、環境・交流・人権・平和の項目に

関することが取り上げられており、自分と他者を取り巻く世界や、

倫理観について考えられるよう工夫されている。 

(2)節の冒頭に「タイムトラベル」が設けられており、生徒が前の時

代と比較したり、疑問点を発見したりしてすることにより、これ

から学習する時代に対する興味・関心が高まり、学習の動機付け

となるように工夫されている。 



＜総評＞ 

全体的に資料が豊富で、図版や地図が大きいため詳細に資料を読

み取ることができたり、系図や絵巻物の見方など技能の習得を助け

るための工夫がされていたりするなど生徒が主体的に問題解決的な

学習を進めることができるよう工夫されている。 

様々な人や立場から社会的事象を考察する問いが設定されてお

り、そこから歴史的な見方・考え方を働かせながら、他者や資料と

の対話による深い学びを実現できるよう工夫されている。 



別紙様式２ 

種目名 社会（歴史的分野） 研究委員   職･氏名 
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教諭 伊山 伸 教諭 中野 美里 
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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 

81 

山川 

中学歴史 

日本と世界 

＜内容＞ 

(1)2・8・13・16・18 世紀の世界を、地図とイラストで紹介するペ

ージが設けられており、世界の歴史を背景として広い視野で歴史

を学べるよう工夫されている。各章の始めには、日本史と世界史

の年代を上下に分けて示す帯年表を付けることによって、視覚的

に歴史の流れをつかむことができるように工夫されている。「２

身近な地域を調べよう」において、生徒が自ら気づいたり、疑問

に思ったりしたことを調べる方法が紹介されおり資料を調べてま

とめる技能が身につくよう配慮されている。 

(2)「歴史へのアプローチ」では、時代を通した視点やグローバルな

視点でみたテーマが取り上げられており、視点をおさえた発問か

ら歴史的事象を多面的・多角的に考察し、歴史をさらに深く掘り

下げる学びへとつながる工夫がされている。 

(3)「人物コラム」では、49 人の歴史上の人物をコラムとしてとり

あげ、エピソードを交えて紹介したり、人物に関係した発問がさ

れたりすることによって歴史上の人物を通して、歴史に対する愛

情がわくように工夫されている。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1)第 7 章現代の日本と世界において、大日本帝国憲法と日本国憲法

の相違点や憲法の役割について考える項目があったり、日本の領

土の変遷についてまとめる項目があったりするなど、地理的分野

や公民的分野との関連が図られるように工夫されている。 

(2)章の「まとめ」において、単元全体の推移・因果関係に着目させ

たり、比較させたりする発問が用意されており、文章によって説

明することで、各時代の流れ・特徴を振り返りながら歴史全体の

流れを自らつかむことができ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)「地域からのアプローチ」では、7つの地域を取り上げ、地域を

通した歴史学習が紹介されており、各時代の歴史の展開や、文化

財保護の取り組みや食生活、名産品などから実生活に関連して、

現在に生きる私たちとその時代とのつながりを通して、歴史を学

ぶことができるよう工夫されている。 

(2)「歴史を考えよう」では、絵巻物や屏風などの美術作品や史料・

地図、史跡など生徒にとって興味・関心が高いものを題材として、

課題について話し合い、考察しながら歴史を学ぶことができるよ

うに工夫されている。 



＜総評＞ 

教科書の構成が高校の教科書に沿った流れで構成されていたり、

文体が「です・ます」調ではなく「である」調になっていたりする

など、高校との連携を意識して編修されており、この教科書で勉強

した生徒が違和感なく高校の世界史や日本史の学習に取り組めるよ

う工夫されている。 

歴史的事象について幅広く、深い知識を身に付けられるように工

夫されている。また、史資料を読み取る重要性について学んでもら

えるよう、史料、図版、地図、グラフなどにポイントを押さえるた

めの解説や発問が多くつけられるなど配慮されている。 



別紙様式２ 
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（①内容、②組織、配列、分量 ③生徒の発達段階への配慮） 
略 称 

116 

日文 

中学社会 

歴史的分野 

＜内容＞ 

(1)各編の導入ページの世界地図において、世界の動きを背景とし

て、日本の歴史の理解を深めることができるように配慮されてい

る。また、「スキルアップ」によって、歴史学習に必要な技能を解

説し、情報活用能力の育成が図られるよう配慮されている。「でか

けよう！地域調べ」によって地域の歴史の調べ方や、学び方が紹

介されており、教科書を参考に、地域の歴史を調べる技能が身に

つくよう配慮されている。 

(2)「チャレンジ歴史」において、生徒は、資料をもとに歴史につい

て自分で考えたり、対話したりする力を養いながら、歴史を学ぶ

面白さを体験できるよう工夫されている。 

(3)文化史においては、３、４ページ構成で大きな資料が掲載されて

おり、我が国の歴史と文化について効果的にわかりやすく学ぶこ

とができる工夫がされている。また、「先人に学ぶ」においては、

課題に取り組む先人の姿を６つのテーマに分けて紹介することに

よって歴史上の人物について尊重し、歴史に対する愛情が深まる

よう工夫されている。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1)歴史の学習の最後に、「『歴史との対話』を未来に活かす」を設け

て、現代の諸課題の歴史を調べる学習を通して、公民分野の学習

へ向けた課題意識をもつことができるよう工夫されている。また、

教科書本文中の地理的分野、公民的分野に関係する語句について

は、欄外において「連携コーナー」で示し、関連が分かりやすい

ように配慮されている。 

(2)「学習の整理と活用」において、生徒自らの手によって年表や地

図を使って学習を振り返ったり、習得した知識を関連させて時代

の特色をとらえたりすることによって、日本の歴史の大きな流れ

をつかむことができるよう工夫されている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1)現代的な諸課題の歴史的背景について災害や近隣諸国との関係、

女性史、オリンピックをテーマに詳しく解説されており、よりよ

い未来の創造について、歴史をふまえて考えることができるよう

に工夫されている。 

(2)「地域に学ぶ」を設け身近な地域から歴史を学ぶことができる事

例が紹介されており、歴史に対する興味・関心を高められるよう

工夫されている。 



＜総評＞ 

本文は必要な内容が吟味された分量で、１授業時間を導入から学

習課題の設定、歴史的な見方・考え方を働かせての課題解決、確認

までを生徒の学習の見取りを確実に行いながら、基礎的・基本的な

知識・技能の定着ができるよう配慮されている。 

歴史を楽しく学ぶことができるよう環境や防災、文化財、女性の

人権など多様な教材を、特設ページやコラムであつかっており、あ

らゆる教材から、歴史を多面的に学べるよう工夫されている。 



別紙様式２ 

種目名 社会（歴史的分野） 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

社 

［最新］ 

新しい日本

の歴史 

＜内容＞ 

(1)提示された資料について、資料付近に読み取り方法の紹介コーナ

ーがあり、資料活用の技能を習得するための配慮がされている。 

(2)見開きごとや各章末の「学習のまとめ」で要約や説明の活動が設

定され、継続して思考力・判断力・表現力を育む工夫がされてい

る。「歴史のターニングポイント」では、各時代を代表する歴史的

事象について、様々な資料を基に自分で考え、仲間と議論する活

動が設定され、対話的な学習を通して多面的・多角的に考える力

を育むよう工夫されている。 

(3)コラムや特設ページで、社会や文化の発展に尽くした人物の業績

や、世界や日本の文化遺産などが多数紹介されており、歴史上の

人物や文化遺産を尊重することの大切さについて自覚が深まる工

夫がされている。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1)「このころ世界は」では、地理的分野との関連が図られ、同時代

の世界の動きを紹介し、世界の歴史を背景として日本の歴史の流

れについて理解を深めることができる。また、序章で小学校で学

習した歴史上の人物をすべてイラストとともに提示し、小学校の

学習内容との連続性を意識できるよう工夫されている。 

(2)各章の導入として「歴史絵巻」で時代の流れを概観し、「虫の目

で見る○○」で人々や町の様子をつかみ、前後の時代と比較して

学習課題を見つけるなど、見通しを持って自主的・主体的に学ぶ

ための工夫がされている。また、脚注で難解な用語の解説があり、

自分で語句の意味を調べやすくなっている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1)「なでしこ日本史」「人物クローズアップ」などのコラムや特設

ページでは、伝統文化や人物に着目した内容が充実しており、生

徒の興味関心を高めるとともに、生き方を学び実生活に生かすキ

ャリア教育との関連が図られている。 

(2)判読しやすい配色や表示、ふりがなの工夫がされており、学びや

すい紙面になっている。イラストを豊富に使用し、吹き出しによ

る先生と生徒の会話があることで、資料の読み取りや学習内容の

視点が定まりやすく、生徒が見通しを持って自主的に学習できる

よう配慮されている。 



＜総評＞ 

「人物クローズアップ」「なでしこ日本史」などの特設ページやコ

ラムが充実し、各時代への興味関心を高めるなど、生徒の学ぶ意欲

を向上させるような工夫がされている。また、提示された多様な資

料から必要な情報を選択し、読み取ることで、多面的・多角的に各

時代の特色や歴史の流れを理解することができるよう配慮されてい

る。 


