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東書 

新しい国語 ＜内容＞ 

・文学的作品・説明的作品共に精選されていて、読み応えがあり、

一つずつの作品をじっくり学べるようになっている。韻文も、導

入部の解説から鑑賞の形をとっていて分かりやすく、単元の７つ

の扉に１年は詩、２年は短歌、３年は俳句があり、美しい日本語

に触れることができる。また、３年の俳句教材では句会の開き方

や季語一覧が載せられているなど、資料も豊富で学習しやすい配

慮がされている。 

・「言葉」に関する単元を各学年の冒頭(１年「話し方はどうかな」

２年「手紙の効用」３年「二つのアザミ」)に設定し、豊かな言語

感覚と感性を育む工夫がされている。 

・生徒が疑問に思ったり悩んだりすることを代弁する「個性的な６

人の生徒と言葉の精(案内役のキャラクター)」を教科書に登場さ

せ、対話場面を多く取り入れることで、生徒の興味・関心を引き

出し、自分事として学びに向かうきっかけとなるように工夫され

ている。 

＜組織、配列、分量＞ 

・「本編」「基礎編」「資料編」の３部構成で、内容が整理されていて

学習しやすい。 

・本編の後に基礎編「学びを支える言葉の力」を設け、「話す・聞く」

「書く」「読む」領域の学習を支える基礎的な力を鍛えられる。ま

た、「学びを支える言葉の力」を巻末にまとめることで、教材によ

り何度も活用し、確認できる。さらに、「つながる・広がる」欄を

設けることで、他領域との関連や他教科の学習、生活の中での言

語活動に生かせる工夫がされている。 

・本編の最初の「学びの扉」で、日常生活にありがちな言葉に関す

るつまづきが漫画で提示されるという工夫があり、国語に苦手意

識がある生徒にとっても学習したくなる仕掛けとなっている。ま

た、各教材で、「目標」・吹き出しによる「問いかけ」→「言葉の

力」→「振り返り」と統一することで、学習の流れが分かりやす

く、課題や目標を意識しながら主体的に学習できる工夫がされて

いる。また、「てびき」に載っている「言葉の力」には、身に付け

たい力が明確に提示され、３年間を通して系統的に学習できる。 

・生徒の語彙を豊かにする手立てとして、「言葉を広げよう」とリン

クして、巻末に項目別に分類された言葉の意味が載っており、「読



む力」「書く力」に活用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）＞ 

・Ｄマーク(デジタルコンテンツ)を付けることで、音声・映像など

の資料が使える教材が一目でわかるようになっている。特に、文

法教材では、場面をクリアーしながら進むゲーム形式で、楽しみ

ながら取り組める工夫がされている。また、練習問題も多く、主

体的に学習に取り組め、家庭学習にも生かせる。 

・他教科とのつながりが明記されていて、教科横断的である。 

・１年生前半の教材は、文字の大きさ・分量・内容等が適切で、小

学校からの学習の流れを意識した配慮がされている。 

・巻頭の目次に続くページに、「小学校で学んだこと」「１年で学ぶ

こと」が領域別にまとめられており、見通しをもって学習に取り

組める配慮がされている。 

・学びを支える興味をひく資料が豊富に掲載されている。脚注には、

新出漢字の音訓や言葉の意味が詳しく解説されていて、漢字が苦

手な生徒にとって読む手助けとなっている。 

・領域ごとにカラー(「書く」グリーン、「話す・聞く」ブルー、「読

む」オレンジ)が３年間を通して統一されていて一目でわかりやす

い。 

＜総評＞ 

・単元を通じて総合的に「言葉の力」を高めようとする意図が見ら

れる。 

・文章と合わせて、図表を読み解く、評論文を読み比べる、ものの

見方・考え方を鍛えるなど、論理的思考力を育める構成となって

いる。 

・現代的課題、特に戦争・平和、防災・安全、環境、多様性社会、

キャリア教育などを、文章や言語活動の題材として取り上げ、社

会に目を向け、視野を広げられる内容となっている。 

・古典、漢文作品の音読などデジタルコンテンツを利用して、予習・

復習などの自学自習が進められる支援の工夫がされている。 
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三省堂 

現代の国語 ＜内容＞ 

・文学的文章は名作から現代作品まで、説明的文章は幅広い分野か

ら生徒が親しみやすいテーマの作品を掲載しており、３年間を通

して、生徒が段階的に様々な文章を読み、豊かな感性を育めるよ

うな内容となっている。 

・主要教材ごとに「学びの道しるべ」があり、教材の目標から振り

返りまで、学習の流れが明確になっている。「学びを広げる」の項

には、発展的な学習や言語活動例が示されており、見通しをもっ

て主体的に学びを深められる工夫がされている。「思考の方法」の

項では、情報の関係のとらえ方や、整理の仕方が示されており、

情報活用能力を育むのに参考になると思われる。（各学年の巻末資

料に一覧があり、わかりやすい。）「語彙を豊かに」の項では、本

編にあった言葉に関連する言葉が挙げられ、多様な観点から語彙

指導の改善・充実を図ることができる。 

・グループディスカッション（１年 30 ページ、２年 34 ページ、３

年 34 ページ）が全学年の冒頭に設定されている。他にも、スピー

チ系列、情報系列、読書活動系列、総合系列と、多くの「話す・

聞く」領域の教材が設定されている。他者との交流・共有を通し

て、ものの見方を広げたり、自分の考えを深めたりする対話的な

学びが期待できる。 

＜組織、配列、分量＞ 

・本編と資料編の２部構成になっており、資料編には実践的な方法

や社会生活で役立つ知識がまとめられている。授業の前後や他教

科の学習と関連付けて活用でき、また、主体的な学びを支える内

容となっている。 

・「読み方を学ぼう」の項が設けられており（１年８項目、２年８項

目、３年６項目）文章の読解に必要な基本的・基礎的な言語能力

が系統立てて獲得できるような工夫がされている。また、各学年

の最初の説明文教材（１年「ペンギンの防寒具」40 ページ～、２

年「じゃんけんは、なぜグー・チョキ・パーの三種類なのか」40

ページ～、３年「『批判的に読む』とは」40 ページ～）にはそれ

ぞれの発達段階に応じた文章構成を示してあり、直後の教材で活

用できるような配列になっている。 

・古典教材が生徒の理解力に応じた配列になっている。全学年とも、



原文を黒字、現代語訳をカラーで示してあり、注釈や仮名遣いの

扱いが発達段階に応じた形になっている。１年次は、すべての教

材の全訳（１年「竹取物語」116 ページ～）が記され、２年次は

全文の訳（「春はあけぼの」106 ページ）から部分的な訳（「うつ

くしきもの」108 ページ他）へ、３年次は全文の訳（「おくのほそ

道 月日は」120 ページ～）から単語の脚注のみ（「平泉」122 ペ

ージ他）の表記がされており、さらに同一学年内でも発展的に学

習できるような工夫がなされている。また、折込や巻末の豊富な

資料で、古典への理解をさらに深めることができると思われる。

（１年「竹取物語」116 ページ～２年「歌舞伎の世界」288 ページ

等） 

・本編の各単元での新出漢字が、「漢字を身につけよう」の項で１ペ

ージにまとめられ、短文を読む練習として活用できる。学年新出

漢字はすべて資料編にまとめられ、ここに読み・書き順・画数・

部首・例文・間違いやすい漢字が掲載され、漢字事典として活用

できる。主体的な学習の一助となると思われる。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

・生徒の興味・関心が高まるような写真、図説、挿絵、年表が本編

の文章や脚注、資料編に多く使われ、文章の読解の手助けになる

ように工夫されている。また、表紙と続く見開きページの絵が美

しい色合いで装丁されており、国語学習への喚起となっている。

全体が学年ごとのテーマカラー（１年オレンジ２年ミドリ３年ブ

ルー）で統一され安定しており、写真やイラストが一層引き立つ。

・小学校からの接続に配慮された配列であり、無理なく段階的に学

習できる。１年生冒頭の物語「竜」(20 ページ～)は、美しく芸術

的な挿絵とわかりやすい内容で、絵本を読むかのように生徒の想

像力をかき立てながら学習をすることができる。 

＜総評＞ 

・各領域すべてにおいて、分量や質が学年相当であり、学びを確実

に身に付けさせようとする配慮が感じられる。 

・読書に親しんだり、言語文化に触れたりするきっかけとなり得る

教材が多い。著名人による「私の読書体験」、J-POP の「歌の言葉」、

夏井いつきの俳句教室など。生徒の生活体験と国語学習が結びつ

きやすい資料や活動が設定されている。 
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教出 

伝え合う言葉

中学国語 
＜内容＞ 

・「SDGs」の専門家である手島敏夫さんが校閲者として入り、持続可

能な社会の実現に向けて、自分事として捉え、自ら問いをもち、

それに関連した作品に触れることで、主体的に学べるようになっ

ている。各学年に、それぞれの発達段階に応じて、なぜ人間だけ

がごみを出すのでしょうといった「正解のない問い」が準備され、

意見を交流することで、深い学びへとつながる構成となっている。

・文学的作品、古典作品では、同じ作品を人称を変えて描写するな

ど多面的なとらえ方ができるような作品を教材化している。１年

の「桜蝶」では、同じできごとが描かれている作品であるが、描

かれ方によって印象が異なることを実感できる。「昔話と古典」で

は、生徒が知っている「浦島太郎」も、時代や地域によって語ら

れ方が違うことに気づくなど、古典のおもしろさに触れられるよ

うになっている。 

・情報活用能力、論理的思考力を育むための教材では、池上彰さん

を起用するなど、生徒の興味を引きつける工夫がされている。ま

た、学年に応じて取り上げるメディアを変える（１年：写真、広

告、漫画。２年：脚本、絵コンテ。３年：新聞、ニュース）こと

で、多様なメディアについて学べるようになっている。 

・巻末には、全国学力・学習状況調査や PISA などと関連が深い「学

びのチャレンジ」が設定されており、資料を的確に読み取ったり、

表現の方法の特徴をつかんだりするなど、その教材での学びを通

して身に付けた力をもとに、さらに、考える力や目的に応じて判

断する力、表現する力を高められるようになっている。 

＜組織、配列、分量＞ 

・各領域や指導事項において、身に付けるべき力が段階的、系統的

につけることができるよう、偏りがないようにバランス良く配置

されている。１、２年生が９単元、３年生が８単元で構成され、

年間 140 時間に適した分量である  

・教材や活動の前に「学びナビ」があり、「何を学ぶか」「どのよう

に学ぶか」を事前に理解することができるため、構成全体をとら

える「読み方」と文章の一部分に焦点を当てた「読む視点」を的

確にとらえた読みができるようになり、生徒が見通しをもて、深

い内容理解につながる。教材末にある「みちしるべ」では、読み

深めることで、「問い」「参考」とともに、振り返りの観点が明確

に示されている。そこでは、キーワードを文章の空欄に入れ、概

要を自分の力でつかんでいくといった思考の流れを導くことがで



きるなど教材に即した工夫がされていることから自学自習に大変

適している。 

・各教材、学習活動の流れと、ヒントが明確に示されており、学習

に取り組みやすい。２年の「根拠をもとに意見文を書く」では、

モデル文の表現や構成などのポイントも明記されているので、生

徒が自分の文章の内容や根拠等について他の文章と比較して改善

するうえで参考にしやすい。その他の領域でも、他教科の意見文

を書くときに活用できるよう、教科横断的な視点で多く取り入れ

られている。 

・「伝統的な言語文化」を学ぶ教材では、一つの教材にとどまらず、

「言葉の自習室」に、関連する資料が掲載されており、生徒の興

味・関心を高め、深い学びへの支援となっている。 

１年では「竹取物語」→ 別の章段の「蓬莱の珠の枝」 

２年では「平家物語」→ 別の章段の「扇の的」 

・「広がる本の世界」が、単元末にちりばめられ、教材に関連した本

を紹介しており、自ら進んで読書をし、読書を通して人生を豊か

にする態度を養うのに効果的である。 

・各学年に、静岡県に関係の深い著作者、教材を配列している。 

１年 「池谷裕二さん」静岡県出身 「竹取物語」 富士山 

２年 「吉野弘さん」 晩年、富士市在住  

「水の山 富士山」 陣馬の滝の写真 

    「若山牧水」 晩年、沼津市在住 

    「広がる本の世界２」富士山に関係する書籍の紹介 

３年 「山部赤人」 ふじのくに田子の浦みなと公園の写真 

    「さくらももこさん」 静岡県出身 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

・表紙も含めて、学年によって色が統一されており、落ち着いて学

習に取り組める。また、読みを深める情報として写真や挿絵の量

が適当であり、内容理解の補助となる工夫がされている。 

・単元の構成と学びを進めるために、表現・自然・人権・伝統・身

体・近代化・自己といった７つのキーワードを多様な話題→自ら

考えた課題→主体的・対話的に解決するなどで、３年間を見通し

たものになっている。 

・単元の扉に、教材の中の特徴的な表現をキャッチコピーのように

載せることで、生徒の興味・関心を高める効果がある。 

・１年生の「学びナビ」では、小学校の学習を振り返りながら解説

されており、つながりが配慮されている。また、高等学校の教科

書でも多く取り上げられている作家（村上春樹、芥川龍之介など）

の文章を掲載し、校種間の接続が意識されている。 

・「まなびリンク」（デジタル資料）では、生徒の自学自習に役立つ

資料（動画、音声、資料、図書紹介、ワークシート、教材に関す

る web サイトの紹介等）が豊富に準備されている。コンテンツ数

１年：57 ２年：68 ３年：69 

・「語彙」を増やすため、脚注だけでなく、「この教材で学ぶ言葉」

として、教材末にまとめて提示している。そのことで、自分で振

り返りの学習がしやすくなり、定着度が高まることから、獲得し

た知識を他の文章や日常生活の中で活用できるようになる。 



＜総評＞ 

・色覚の特性を考慮した色と形、学習しやすい UD フォント、文字の

大きさや行間等、ユニバーサルデザインへの配慮が顕著に見られ

る。 

・「学びナビ」で、教材を生徒が主体的に学ぶための知識と方法を具

体的に示したり、「SDGs」を国語科の視点で明示し、自ら問いを持

ち、考えを交流しやすくしたりするなど、主体的・対話的で深い

学びが重視されている。また、教材の標題の下に、「目標」が明記

され、「身に付けたい資質・能力」の定着を図ることが意識されや

すく、身に付けたい力を子供と共有し、単元を構想していくとい

った富士地区の目指す教育に適している。 
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光村 

国語 ＜内容＞ 

・確かな国語の力を育むため、生徒自身が学習の見通しをもち、主

体的に学習に取り組めるように、各学年の教科書巻頭に 1 年間の

国語学習の全体像が見渡せる「学習の見通しをもとう」の表や、

各教材末に２ページにわたって設けられている「学習」のページ

によって、生徒が主体的に学習を進めることができる工夫がされ

ている。また、読む教材から書く教材や話す聞く教材へつながり

が意識され、インプットとアウトプットを螺旋的に繰り返し、国

語の資質・能力を高めようとする意図がある。 

・学習指導要領で新設された「情報の扱い方に関する事項」につい

て、各学年で「情報社会を生きる」という単元や、「情報整理のレ

ッスン」という情報に関する実践的な活動を促す教材が設けられ

ており、論理的な思考力を培うことができる。 

・各学年に「読書生活を豊かに」「読書に親しむ」という単元があり、

読書を扱う単元が充実している。最近の話題になった作者の本が

紹介されたり、コラムが掲載されたりしている。「ビブリオバトル」

や「ブックトーク」などの活動を通して、生徒が読書に親しみ、

国語の学びを社会生活や未来につなぐことがきるように配慮され

ている。 

＜組織、配列、分量＞ 

・各領域ともバランスよく教材が配置され、量も適正である。 

・1 単元で「読むこと」「書くこと」「話すこと・聞くこと」に関す

る内容や、漢字や文法などの言語に関する事項を順序よく学習で

きるように教材が配列されている。各教材末の「学習」のページ

では、「見通しをもつ」「捉える」「読み深める」「考えをもつ」「振

り返る」という学習過程が明確に示され、生徒が主体的に学習を

進めることができると考えられる。  

・説明的な文章教材の単元には「思考のレッスン」というページが

設けられている。筋道を立てて考えたり、目的に応じて情報を整

理してまとめたりする力を培うことができるように配慮されてい

る。 

・各教材に QR コードが表示されていて、映像資料や音声資料にアク

セスできる。生徒は、映像や音声を見たり聞いたりしながら、学

習をより深められると考えられる。 

・各学年巻末にある「語彙を豊かに」には、学年段階に応じて生活



の中で使いたい語彙がまとめられており、語感を磨き、語彙を増

やすための一助となると考えられる。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

・使用されている紙質が白すぎず、絵や写真の色も明るすぎず、全

体的に落ち着いた色合いとなっている。色覚特性がある生徒に対

しても、色の濃淡や間に罫線を入れることで、色に頼らずにグラ

フが読めるようにも配慮されている。 

・３年間を通して、「話すこと・聞くこと」は緑、「書くこと」はオ

レンジ、「読むこと」は青など、学習領域が色で区別して示されて

おり、どのようなことを学習するのかがわかりやすいように表示

が工夫されている。 

・３学年とも巻頭に「思考の地図」が折り込まれている。また、「学

習(の手引き)」のページの下段には、「学習の窓」が設けられてい

る。思考の方法や手順、ツールが示されることで、生徒の教材に

対する理解が深まることが期待される。 

・1年生の最初の教材は、字体やフォント、内容が配慮されており、

小学校からスムーズに学習が接続されるように工夫されている。

また、３年間を通して「学びをひらく」「広がる学びへ」「深まる

学びへ」と内容を深めながら螺旋的に言葉の力を積み重ねられる

ように教材の配列が配慮されている。 

・QR コードの表示によりアクセス可能な視聴覚資料では、1 年生の

説明的文章「言葉をもつ鳥 シジュウカラ」で、実験の様子が動画

になっていたり、「聞き上手になろう」では、実際の質問の様子が

映像でみることができたりする。生徒が主体的に学習を進めるた

めの一助となると考えられる。  

＜総評＞ 

・各単元で「読むこと」「書くこと」「話すこと・聞くこと」に関す

る内容や、漢字や文法などの言語に関する事項を順序よく学習で

きるように教材が配置され、確かな国語の力を付けられると思わ

れる。 

・「思考の地図」「思考のレッスン」「情報整理のレッスン」など論理

的な思考を促す教材やツールが多く掲載されており、新学習指導

要領の「情報に関する事項」についての目標や指導事項の達成を

図る意図が見られる。 

・「学習（の手引き）」を詳細に示し、QR コードを教材ごとに表示す

ることで生徒の主体的な学習意欲を引き出そうとしている。 


