




別紙様式２ 

種目名 
社会 

（地理的分野） 
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 

２ 

東 書 

新しい社会 

地理 

＜内容＞ 

(1)P.7 のように、各編や章、節のはじめに、「導入の活動」のページ

が設けられている。その中に既習の学習を振り返る活動があるこ

とで、その後の学習とのスムーズな接続が期待できる。また、P.7

下部に示されているように、編や章、節をつらぬく「探究課題」

が設定されているため、生徒は単元のつながりを意識して学習に

取り組み、地域の諸事情や地域的特色の理解を深めることができ

ると考えられる。 

(2)各編や章、節の終末には、「まとめの活動」のページが設けられ

ている。その中の多くで、P.31 のベン図など、シンキングツール

が用いられており、対話的な活動を通して生徒の思考が深まって

いくことが期待できる。また、P.11,82,94,168,173 の資料等、一

つの事象に対して、複数の視点から考えたり対比したりすること

のできる資料が同ページに掲載され、多面的・多角的な思考を促

すことができる。 

(3)領土に関する記述が充実している。普段の生活では身近に感じな

い領土問題について、日本人として主体的に考えなければならな

いことを強調している。また、P.51 の「ハラル」やＰ.70 の「イ

スラム教の人々の暮らし」では、日本で生活するイスラム教徒へ

の理解を深めている。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1)P.13 資料 2 のように、他分野と関連がある内容については、分

野関連マークを付けて関連を示す工夫をしている。 

(2)P.282～295 にかけて、巻末の統計資料や用語解説、索引が充実し

ているため、生徒が自学自習を進める際にも活用しやすい。また、

P.56 以降、下部にページ番号だけではなく各州、地方名が記載さ

れていて、生徒が該当ページを探しやすい配慮が見られる。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1)第 2 編第 2 章の P.55 や、第 4 章の P.270 で「持続可能な開発目

標（SDGs）」について取り上げており、SDGs と関連させて様々な地

域について考察していくことは、新学習指導要領の中で育成すべ

き資質・能力の三つの柱として挙げられている「学びに向かう力、

人間性等」をはぐくむ上で有効であると考えられる。 



(2)P.3下部に災害の写真を扱う上で配慮を求める注釈が記載されて

おり、被災生徒などへの配慮が感じられる。また、文字のフォン

トなどからユニバーサルデザインの観点で工夫が感じられる。 

＜総評＞ 

 情報量が多く、基礎的な学習から発展的な学習にまで広く活用で

きる教科書である。また、資料の活用やまとめの技術等、学習の手

引きが多く掲載され、生徒が自学自習を進める際にも、学びの見通

しを立てやすく効果的な学習が可能であると考えられる。 
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17 

教 出 

中学社会 

地理 

地域にまな

ぶ 

＜内容＞ 

(1)P.11 など、すべての本文の学習ごとに、学習課題に対応した「確

認」と「表現」のコーナーが設けられている。また、P.46 など、

章や節の末尾の「学習のまとめと表現」のページにも、重要事項

を確認したりテーマについて表現したりする場面があり、生徒が、

知識・技能や思考力・判断力・表現力を身に付けるために有効で

ある。P.14 などには「地理の技」コーナーが設けられており、地

図やグラフなどを扱う技能を習得するために非常に有効である。 

(2)P.48 のように、各節ごとに、「学習の視点」や「学習テーマ」が

示されているため、単元を通して共通したテーマや視点で学習を

進めていくことができる。 

(3)P.23 などのコラム「地理の窓」や、P.80 などの特設ページを設

けることによって、世界の各州や日本の各地方の事例を取り上げ、

今日的な課題に迫ることで、生徒が我が国の国土、他国の課題や

文化について理解を深めることができるように工夫している。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1)P.23 など、見開き右ページの下欄に他分野もしくは地理の他ペ

ージとの関連を示し、横断的・系統的に学ぶことのできる工夫を

している。 

(2)P.282～295 の用語解説や統計資料、索引が充実している。また、

P.9 などの「まなびリンク」を用いて、学習に役立つさまざまな情

報をウェブサイトで閲覧することができるため、ICT 機器を活用

した生徒の自学自習の際にも非常に有効である。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1)P.222 には、生徒が居住する富士地区の茶葉の摘み取りの様子の

写真が掲載されるなど、静岡県に関する記載が多く、富士地区の

生徒が実生活に関連付けて学習しやすい。また、P.Ⅳで「持続可

能な開発目標（SDGｓ）」について記載し、さらに第２編第２章の

中で、各州で地球的課題を取り上げ、SDGｓと関連付けた学習を提

案しており、国際化が進行している現代社会の中で、生徒がグロ

ーバルな視点で課題を考察できるように工夫している。 

(2)P10、26 などには、生徒の身の周りにあるトレンドを取り上げて

興味・関心を高めている。また、他者と比べ、全体的に情報や資



料が精選されている。本文ページのレイアウトがすべて同じ構成

となっていて、落ち着いた配色やフォントなども見やすく、ユニ

バーサルデザインの観点から突出して優れていると感じられる。 

＜総評＞ 

学習課題に対してどのように考え、調べ、解決に導いていくのか

の見通しを生徒自身が持つことができる内容となっている。また

「SDGs」を見据え今日的な課題に迫ることで、生徒が我が国の国土

や自身の生活に対する関心を高め、主体的な学習を創造することが

できる内容である。ユニバーサルデザインへの配慮も感じられ、イ

ンクルーシブ教育に対応した非常に使いやすい優れた教科書になっ

ている。 
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帝 国 

中学生 

の地理 

世界の姿と

日本の国土 

＜内容＞ 

(1)P.13 にあるように、各章、節の終末には、「学習を振り返ろう」

のページが設けられており、その中の「学んだことを確かめよう」

では知識、「『地理的な見方・考え方』を働かせて説明しよう」で

は思考力・判断力・表現力と、身に付けたい力が明記されており、

生徒自身が自分に身に付いた力を把握できるような工夫がなされ

ている。 

(2)P.２にあるように、各章、節のはじめに、その章・節の問いを示

しているため、生徒が章・節を通して、毎時間のつながりを意識し

ながら学習を進めることができる。 

(3)巻頭６に示されているように、コラム「未来に向けて」や特設ペ

ージ「地域の在り方を考える」が 32 ヶ所で設けられているが、そ

れらがすべて「持続可能な開発目標（SDGs）」と関連付けられてい

るため、学んだことを人生や社会に生かそうとする「学びに向か

う力、人間性等」を養う上で有効である。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1)P.２など、多くの本文ページの下部に、ページ番号だけではなく、

「小学校・歴史・公民との関連」が示されており、異校種・他分野

との関連が意識しやすい工夫が感じられる。 

(2)P.20 のような用語解説が各ページに掲載されていて、資料も全 

体的に充実しているため、生徒が教科書を活用して自学自習を進 

めやすいと感じられる。また、本文中の情報量が充実しており、 

多くの知識を獲得することができる。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1)P.226 には、生徒が居住する富士地区の茶畑や工場の写真が掲載

されるなど、静岡県に関する記載が多く、生徒が実生活に関連付 

けて学習しやすいと考えられる。多くのページに二次元コードが 

設置されており、また、帝国書院の web サイトだけではなく、P.14

のように NHK for school にもリンクするなど、生徒の自学自習に

対する支援という観点から非常に有効である。また、「地理プラス」

では現代の諸課題に対する考えや取り組みが示されており、持続 

可能な社会の構築に対する多面的・多角的な見方を育むことが可 

能となる。 



(2)グラフなどの資料やフォントについては、ユニバーサルデザイン

の観点から、見やすく工夫されている。 

＜総評＞ 

学習内容が「SDGｓ」と結ばれていることが多い。学習のテーマ、

課題解決に向かう手立てや考え方が多く示され、「学びに向かう力」

を培う学習が可能となる。資料が豊富であり、用語解説も充実して

おり、自学自習の観点からも使用しやすい教科書である。 
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日 文 

中学社会 

地理的分野 

＜内容＞ 

(1)世界の諸地域について学習する第 2編第 2章（P.43～117）、日本

の諸地域について学習する第 3 編第 3 章（P.163～262）では、導

入→あらまし→テーマの追究→ふりかえり、と基本的な構成を統

一することで、地域の諸事情や地域的特色の理解が深まるように

工夫している。 

(2)P.Ⅱ～Ⅲで「地理的な見方・考え方」を 5つに分類し、P.2 にあ

るように、学習課題の解決に向けて手がかりになる主な「見方・

考え方」をすべての本文ページに記載することで、生徒が常に「地

理的な見方・考え方」を働かせながら学習を進めることができる

ように工夫している。 

(3)P.Ⅶに記載されているように、様々な種類の特設ページやコーナ

ーを設けることで、生徒が世界や日本のさまざまな地理的事象を

より身近にとらえ、我が国の国土や他国の文化や課題などへの理

解を深めることができるように工夫している。また、P.18 の領土

問題で扱っている資料が、他国との緊張関係が読み取れるもので

あり、主体的に考える契機になる内容である。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1)P.4、P.18 など、いくつかの本文ページには、連携コーナーを教

科書下部に設け、小学校の学習や歴史・公民とのつながりを示す

工夫をしている。 

(2)巻末の P.275～287 には、統計資料、用語解説、索引が充実して

いる。本文中の太字は索引に「赤」で示すなど、生徒が自学自習

を進める際にも活用しやすいと考えられる。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1)P.262 で「持続可能な開発目標（SDGs）」について取り上げ、現在

の日本は達成できているかどうか 17項目について考えたり、17項

目について現在の日本で重要だと考えられる順番にランキング付

けしたりするページが設けられているため、生徒が一人の国民と

して主体的に、今日的な日本の諸課題を考察することができる。 

(2)本文ページのレイアウトがすべて同じ構成となっており、落ち着

いた色調の配色やフォントなども見やすく、ユニバーサルデザイ

ンの観点から優れていると感じられる。 



＜総評＞ 

 生徒が自主的に学習する場面でも、学習の見通しがたつ教科書で

ある。また、「自由研究」など、教科書の理解を助けるコーナーやペ

ージが充実しており、学習を深めていきたい生徒が活用しやすくな

っている。目次や索引にも工夫が見られ、生徒が使いやすい教科書

である。 


