
 

 

 

平成２８年度使用中学校教科用図書調査研究答申 

 

安芸高田市教科用図書採択地区選定委員会 

観点１ 基礎・基本の定着 

観点２ 主体的に学習に取り組む工夫 

観点３ 内容の構成・配列・分量  

観点４ 内容の表現・表記 

観点５ 言語活動の充実 

各教科書の主たる特徴及び意見 

発行者名 

主たる

観点 

主  た  る  特  徴 

０２ 

東書 

観点１ ○「対立と合意」「効率と公正」に関する具体例の掲載数が４点であり，大

きく扱っている。 

観点２ ○作業的・体験的な学習方法が 26点掲載され，最も豊富である。 

観点３ ○総ページ数 253 であり，現代社会 11％，経済 20％，政治 33％，国際社会

18％，その他 18％で構成されている。 

観点４ ○総掲載数 620 点（絵図 159 点，写真 283 点，地図 17点，表・グラフ 138

点，新聞 16 点，年表７点）である。 

○用語の説明を用語集で解説している。 

観点５ ○「深めよう」８点で，多面的・多角的に考察させるための課題が構成さ

れている。 

○単元で学ぶ語句確認の掲載数は 153 点である。 

１７ 

教出 

観点１ ○「対立と合意」「効率と公正」に関する具体例の掲載数が５点であり，大

きく扱っている。 

観点２ ○作業的・体験的な学習方法が７点掲載されている。 

観点３ ○総ページ数 255 であり，現代社会 9％，経済 23％，政治 33％，国際社

会 15％，その他 20％で構成されている。 

観点４ ○総掲載数 525 点（絵図 111 点，写真 240 点，地図 13 点，表・グラフ

146 点，新聞 11点，年表４点）である。 

○「公民にアクセス」により，用語の解説や関連した内容の具体的な取

組等を示している。 

観点５ ○「読んで深く考えよう」６点で，各章末に「学習のまとめと表現」の

課題構成がなされていて，多面的・多角的に考察させるための工夫があ

る。 

○単元で学ぶ語句確認の掲載数は 16 点，単元末におけるまとめ方の具

体例 15 点である。 

３５ 

清水 

観点１ ○「対立と合意」「効率と公正」に関する具体例の掲載数が２点である。 

観点２ ○作業的・体験的な学習方法が 23点掲載され，豊富である。 

観点３ ○総ページ数 229 である。現代社会 8％，経済 27％，政治 32％，国際社

会 12％，その他 21％である。 

種 目 公民 

第１推薦 116 日文 

第２推薦 
2 東書 



 

観点４ ○総掲載数 288 点（絵図 53 点，写真 143 点，地図８点，表・グラフ 52

点，新聞６点，年表２点）である。 

○巻末の法令集には一部線が引いてあり，強調されている。「公民の窓」

で関連する内容を示している。 

観点５ ○「もっと知りたい公民」12点，「深める公民」11 点。 

○単元で学ぶ語句確認の掲載数 63。単元末におけるまとめ方の具体例 12

点 

４６ 

帝国 

観点１ ○「対立と合意」「効率と公正」に関する具体例の掲載数が２点である。 

観点２ ○作業的・体験的な学習方法が 15点掲載され，豊富である。 

観点３ ○総ページ数 241 である。現代社会 12％，経済 25％，政治 31％，国際

社会 17％，その他 15％である。 

観点４ ○総掲載数 479 点（絵図 130 点，写真 199 点，地図９点，表・グラフ 123

点，新聞 15 点，年表３点）である。 

○巻末に法令集があり，一部赤線で強調されている。側注に「地理・歴

史をふりかえる」を設けている。 

観点５ ○「トライアル」７点，「未来に向けて」５点で課題構成がなされてお

り，多面的・多角的に考察させるための工夫がある。 

○単元で学ぶ語句確認の掲載数 110 点，単元末におけるまとめ方の具体

例 10 点である。 

１１６ 

日文 

観点１ ○「対立と合意」「効率と公正」に関する具体例の掲載数は６点である。

最も大きく扱っている。 

観点２ ○作業的・体験的な学習方法が 17点掲載され，豊富である。 

観点３ ○総ページ数 263 である。現代社会 12％，経済 21％，政治 33％，国際

社会 16％，その他 18％である。 

観点４ ○総掲載数 553 点（絵図 159 点，写真 216 点，地図 14 点，表・グラフ

123 点，新聞 34点，年表７点）である。 

○「公民＋α」「アクティビティ」で関連する内容を深めている。 

観点５ ○「公民ズームイン」４点，「情報スキルアップ」３点，「明日に向かっ

て」７点，「チャレンジ公民」４点で課題構成がなされていて，多面

的・多角的に考察させるための工夫がある。 

○単元で学ぶ語句確認の掲載数 100 点。単元末におけるまとめ方の具体

例 27 点である。 

２２５ 

自由社 

観点１ ○「対立と合意」「効率と公正」に関する具体例の掲載数は２点である。 

観点２ ○作業的・体験的な学習方法が２点掲載されている。 

観点３ ○総ページ数 237 である。現代社会 15％，経済 15％，政治 30％，国際

社会 22％，その他 18％である。 

観点４ ○総掲載数 261 点（絵図 72 点，写真 113 点，地図 12 点，表・グラフ 60

点，新聞１点，年表３点）である。 

○側注で用語の説明をしており，「ここがポイント」で学習内容を単元

ごとにまとめている。 



 

観点５ ○「もっと知りたい」21 点，「課題の探求」３点で課題構成がなされて

いて，多面的・多角的に考察させるための工夫がある。 

○単元で学ぶ語句確認の掲載数は 119 点。単元末におけるまとめ方の具

体例は 10点である。 

２２７ 

育鵬社 

観点１ ○「対立と合意」「効率と公正」に関する具体例の掲載数は２点である。 

観点２ ○作業的体験的な学習方法が 11 点掲載されている。 

観点３ ○総ページ数 253，現代社会 13％，経済 20％，政治 31％，国際社会 18％，

その他 18％である。 

観点４ ○総掲載数 463 点（絵図 132 点，写真 222 点，地図８点，表・グラフ 92

点，新聞 38 点，年表３点）である。 

○巻末に法令集があり，一部下線で強調している。 

観点５ ○「やってみよう」６点，「理解を深めよう」５点で課題構成がなされ

ていて，多面的・多角的に考察させるための工夫がある。 

○単元で学ぶ語句確認お掲載数 119 点。単元末におけるまとめ方の具体

例は 10 点である。 

※ すべての発行者について調査研究を行い、番号順に記載する。 


