平成２７年度使用
教科

国語

小学校

文部科学省検定済教科書採択理由

東京学芸大学附属世田谷小学校
採択理由
単元の目標・時数・配列など，学習指導要領との対応が適切に図られている。また，単元構成
が系統化しており学年間の関連も図られている。特に「話すこと・聞くこと」については「学
習の進め方」を提示し，児童が「何のために」「何を」学習するか，見通しを持って学べるよ
うになっている。本校では「きくこと」についての研究を進めているので，その重点的な提示
教育出版
の方法は有効である。さらに，「読むこと」の教材の充実という観点からも読み深めるに堪え
うる物語文が掲載され，また単元末の言語活動例が充実している。本校は総合学習が教育課程
の中核にある。国語科で学んだ力を転化させ，子どもの言語生活へと活かしやすい教材と展開
例が充実している。
発行者

教材の配列に基礎・基本の配慮が行き届いていて，学習のポイントが大変わかりやすい。
また，子どもが手本とする書体についても親しみやすい。

書写

教育出版

社会

本校では「共生社会の構築に参画する子どもを育てる社会科学習」をもとに「自分や周囲の
人々の願いとそれにかかわる問題の複雑な構造についての確かな社会認識をもとに，どのよう
な社会のあり方がよいのかを考えることができる子ども」を育てていきたいと考えている。本
教育出版 教科書では身近な社会的事象との関わりの中から子どもたちが自ら問題を見いだし，その解決
に向けて考え合い表現し合いながら主体的に追究していくことができる構成・展開となってい
る。また単元の後半に自分たちの「これから」について考え合う活動が設けられており社会の
変化に向き合い主体的に参画していく力を育成できるような工夫がされている。

地図

国土の特徴を様々な視点から捉えられるような絵図資料を掲載し，効果的な学習課題の工夫で
帝国書院 地図活用の技能を確実に習得させ，我が国の国土や産業や社会生活について理解を深めること
ができるような工夫が多く見られた。

算数

本校では「算数をつくり，生かす子ども－見つける，つくる，発展させる，つかう－」を育て
たいと考えている。本教科書の単元導入素材は，子どもの活動から問いを明確にする展開が多
く取り入れられ，問題を「見つける」示唆を与えている。また，多様な解決方法も示されてお
学校図書 り，多様な子ども思考を支える展開になっている。「チャレンジ」では算数を「発展させる，
つかう」場面が明示されている。さらに，本校は現職研修を特色としており，世田谷区と連携
をとり，夏の授業公開研，世小研（事前研も含む）に参加している。世田谷区と同じ教科書を
使用することで連携を図りやすいという利点も考慮している。

理科

生活

大日本
図書

本校では「生活と科学をつなぎ，豊かな知を構築していく子ども」を育てることを目指し教育
課程を編成している。本教科書は自然事象に出会う・疑問を持つ・仮説をたてる・実験観察す
る・新たな疑問・関心を持つという問題解決の流れを重視している。自然の事物現象との出会
いを大切にし，さらに，獲得した知を学習や日常生活に還し，新たな疑問・関心へと学びのサ
イクルを示す構成となっている点が，本校の理科教育の目指す姿に合致している。

本校では児童の学ぶ意欲・興味関心を大切にし，低学年では総合的に学習するよう教育課程を
教育出版 組んでいる。本教科書では例示された活動の中に，他教科と関連できる小単元に国語，音楽，
体育などの教科名が示されており，合科的・関連的な指導が図れるように配慮されている。

本校では『「仲間と表現をつくる力」は活動意欲の高い表現活動の中で育まれる』と考え，本
校6年間音楽の活動計画の後半に「音楽会への取り組み」が位置づけられている。本教科書
音楽
教育出版 は，楽器との出会いを大切に扱い，「音楽のもと」という名称で音楽を形づくっている要素を
イラストや楽譜上にわかりやすく例示している。さらに，音楽的な要素を理解しやすい教材を
多く取り入れている。
2年間を通した弾力的な指導計画にも対応できるバランスの良い題材構成になっており，児童
の既習経験や発達段階に合わせ活用しやすい。また，大判になった紙面を活かし，やや複雑な
図画工作 開隆堂
手順の木版画などについて丁寧に説明がなされている。観点別に活動をふり返る項目も工夫さ
れている。
児童が主体的に学習できるような題材や個に応じた対応がなされていたり，きめ細やかな絵や
家庭
開隆堂 図・写真で手順がわかりやすく，家庭生活でも実践したくなるような示し方がされてあったり
などの工夫が本教科書には多く見られた。

保健

本校の健康教育の重点は『「仲間とともに健康をつくろうとする力」を育てる』ことである。
自分の健康は，対自然，対環境などにおいても一人の力ではどうしようもないもの，「みんな
光文書院 の健康はみんなの知恵と努力でまもり，保障しあう」という健康観をもたせていきたい。本教
科書は，習得した知識を“活用”する学習活動という観点で3つの活用パターンを明示し，思
考・判断・表現がわかりやすく示されており，本校の健康教育の重点と合致している。

平成２７年度使用
教科
国語

小学校

文部科学省検定済教科書採択理由

東京学芸大学附属小金井小学校
採択理由
本校国語部では「読むこと」を中心とした研究を行っており，文学的文章教材、説明的文章教
材の両教材において，いわゆる定番教材があるため外部への発信する際に使い勝手がよい。ま
教育出版
た，単に長年採択されているというだけでなく，内容面でも本校の教育目標「深く考える子」
を目指す上で，適した教材が使用されている。
発行者

書写

国語の教科書と同様の出版社であるため，単元の系統，学年の系統が適している。国語科の時
教育出版 間では十分に指導できない言語事項などを指導する際に，国語科と関連した指導を行えること
が一番の理由である。

社会

東京都の公立小学校で広く使用されていて，信頼度が高い。教科書で取り上げている事例地が
東京書籍 適切であり，学習内容をつかませるための指導がしやすい。また，多くの教育実習生が指導す
ることを考えても，広く使われている教科書を採択することが望ましく思われる。

地図

東京都の公立小学校で広く使用されていて，信頼度が高い。掲載地名数や記載内容が豊富で，
幅広い学習内容に対応できている。また，各学年の学習内容に直接的に役立つテーマ地図など
帝国書院
もあり，地図を利用しての学習にふさわしい内容である。教育実習生が授業で扱うことを考え
ても，幅広く使われているものを採択することが望ましく思われる。

算数

東京書籍

教科内容の系統性に細かく配慮された内容構成になっている点や，学習内容を活用して総合的
に思考する必要がある学習課題などを広く網羅している点が優れている。また，レイアウトの
見やすさや，単元末及び巻末のコラムや自習用教材が充実している点などもふまえ，総合的に
優れていると判断した。

理科

大日本
図書

東京都の公立小学校で広く使用されていて，信頼度が高い。全学年を通じ，一貫性のある問題
解決過程を取り上げて学習過程を構成している点が優れる。観察・実験のページには結果を載
せず，次ページ以降に結果を掲載し，児童の興味・関心が高まり持続するように工夫されてい
る点も優れる。

生活

教育出版

紙面構成が簡潔であるが，情報量は適切・適度である。リード文や具体的な支援例，言葉かけ
が明示されているため，生活科指導に経験の少ない教師や学生にとっても指導がしやすい。本
校のカリキュラムは自然環境や地域の特性を生かしたものであり，生き物の取り上げ方や地域
探検活動の内容についても適している。

音楽

教育
芸術社

教材の選択及び配列が本校の指導計画を実施する上で適している。特に，鑑賞教材曲の選択が
本校の考えている音楽鑑賞の望ましい姿に最も近く，指導目標を達成する上でも適している。
また，内容を総合的に判断した結果，教育実習生にとっても扱いやすいと考えられる。

図画工作

開隆堂

発想や構想を広げていくための題材を中心に内容が構成されており，製作を苦手とする子ども
にも楽しく図画工作に取り組めるよう配慮がなされている。表現から，造形遊び，鑑賞までバ
ランス良く配置されて，題材選択の幅も広い。

家庭

開隆堂

写真や図を活用し，児童が興味・関心をもって授業へ取り組めるような工夫がなされている。
題材の発展例や家庭実践例も具体的に示されていて，児童が学習した内容を家庭生活に生かし
やすい構成になっている。

保健

公立小学校で広く使用されていて，信頼度が高い。図表，絵が児童にとってわかりやすく，基
光文書院 礎的・基本的な知識を確実に習得することができる。また，習得した知識を活用する豊富な学
習活動が設定されている点も優れる。

平成２７年度使用
教科（分野）

国語

小学校

文部科学省検定済教科書採択理由

東京学芸大学附属大泉小学校
採択理由
本校児童は，自分の考えを持つだけではなく，自分とは異なる読みに触れることも楽しんでい
る児童が多い。当該教科書は，本校国語部の研究で積み上げてきた「自分とは異なる読みと出
教育出版 会う国語の授業づくり」に適切な教材文が多く掲載され，紙面構成されているとともに，補助
資料の内容が充実しているため採用した。
発行者

書写

本校の書写学習では，まずは「手本をよく見て丁寧に書くこと」を大切にして指導をしてい
る。児童は手本と自分の文字とを比べながら学習に取り組んでいる。当該教科書は，練馬区書
光村図書 き初め展の課題文字が掲載されており，指導が統一できるため指導しやすく，児童自身がポイ
ントがわかりやすく活用しやすくなっている。そのため採用した。

社会

本書は，問題解決型学習過程の中で，単元を貫く「問い」を明確に示し，児童の追究を確かな
ものにする展開になっている。本校児童の実態として，総合学習での各自の課題設定に基づい
教育出版 た問題解決学習は積み重ねているが，社会科の授業の中で学級集団として学習問題を集約し，
練り上げていく過程に課題がある。このような理由から本書を採用した。

地図

本書は，地図と写真を使って各単元の学習と結びつけて利用することで，児童が理解を深めら
れるように工夫されている。また，日本と世界を比較したり，他国同士を比較したりしている
帝国書院 点が，異文化間教育に重点をおいている本校カリキュラムと合致するので採用した。児童に
とって扱いやすく，授業の中で頻繁に活用することができる。

算数

理科

生活

音楽

本校児童の実態として，基礎技能や思考・表現力は比較的よいが，計算結果を見積もった上で
結果を振り返る態度や，日常事象の中で，概数や概算を活用していく態度の育成に課題があ
啓林館 る。当該教科書では，数の範囲・基準量・概数による見積もりの指導を促す内容や，日常生活
の場面から必要な情報を選択しながら問題を解決する内容が十分に設定されているため採用し
た。
本校では，問題解決学習を重視し，問題を発見し，多様な観察や実験を通して解決する学習展
開を大切にしている。児童は，学習した知識や理解を生活等に結びつけて活用する意識も見ら
教育出版 れる。問題解決を一層充実する観点から検討し，当該教科書は，問題設定場面で試行錯誤を通
して生まれる素朴な疑問から問題を作る内容が充実している。また，資料が豊富で児童の考え
を引きだす工夫が見られるため，採用した。
当該教科書では，「気付きの質」を高め，深めるための工夫が随所になされている。ただ活動
を促すだけの展開ではなく，児童の気付きをより確かなものにするために，「見つける，比べ
教育出版 る，たとえる」などの活動への示唆がわかりやすく表現されている。本校が学校独自のカリ
キュラムを展開する中で，資料集としての質も高く，本教科書を採用することが適切であると
判断した。
当該教科書は，どの分野も，発達段階に応じて楽しみながら学習が深められる構成になってい
る。写真やイラストも豊富に掲載され，学習意欲を高め，演奏の手助けとなる内容である。各
教育出版 楽曲において主に学習させたい要素が，ページ端に箇条書きで示されており，児童にとって定
着・深化しやすいように工夫されている。以上のことから、本校音楽科で目指す児童の育成に
資することができると判断し採用した。

図画工作

開隆堂

家庭

開隆堂

保健

本校は毎年展覧会があり，全児童の作品展示と互いに鑑賞する取組がある。そこでは作品に添
付する作品説明も全児童が書いている。当該教科書は，題材ごとに様々な工夫のポイントが示
されているだけでなく，参考作品が多く掲載され，児童が発達段階にあった作品を参考にする
ことができる。また，作者コメントが多く載っている為，自身の作品を説明する際の参考にな
る。以上のことから適切であると判断し採用した。
当該教科書は，学習指導要領が目指す2年間を見通したストーリー性を考慮した題材配列に
なっている。課題解決の過程で児童が自分で学習を深めていけるように，きめ細かな絵・図・
写真で手順を分かりやすく説明し，キャラクター・マーク・ふり返りの欄を設定し，児童に興
味・関心が高まるように工夫され，家庭生活で実践したくなる示し方であり本校で使用するこ
とが適切であると判断した。

本校では，健康の大切さをもとに望ましい生活習慣を身に付けさせることを重視している。当
該教科書は，本校のめざす児童像に適切であるとともに，学習すべき学習内容を精選してお
光文書院 り，活用をねらいとして考えさせる内容も豊富である。今日的課題である生活習慣の乱れ等に
伴う健康問題に対しても実践的な理解が図れるような構成になっている。イラストや図表も分
かりやすいため適切であると考え採用した。

平成２７年度使用
教科
国語

小学校

文部科学省検定済教科書採択理由

東京学芸大学附属竹早小学校
採択理由
年間の指導計画を立てるうえで，核となるような文学的教材，説明文的教材がバランスよく配
置されている。また，非連続型テキストを意識し，テキストと図表との往還をしながら読解を
教育出版 進めていくような教材も採用されており，幅広い学習に耐えうる内容となっている。また，教
材の終末部にある「ここが大事」によって，指導のポイントも明確に示されている。
発行者

書写

学習のポイントが大変わかりやすい構成となっている。児童が文字を書くときに「正しく，整
教育出版 えて」書くことができるよう，基礎・基本を大切にしており，教材・単元の配列にも配慮さ
れ，学びの連続性に無駄がない。

社会

問題解決的な学習となるように学習問題の作り方が丁寧に説明されるなど配慮されている。ま
東京書籍 た，図表が鮮明で写真を分析する視点が子どもの言葉で示されており，児童のゴールイメージ
がもちやすい。また，レイアウトの質も高く問題解決学習につながるように工夫されている。

地図

地図学習の入門期にあたる児童にとって，地図記号の凡例，縮尺の見方などが詳しく記載され
ており，地図資料の活用能力の育成が期待できる構成となっている。また，特徴的な地形や各
帝国書院 地域の名所など，地理的・歴史的事象との関連も配慮されている。鳥瞰図やイラストを用いた
地図も随所にあり，興味・関心を高める工夫がある。

算数

問題解決型学習の流れをイメージできるようなレイアウトを各所で取り入れており，算数が専
門でない教師にとっても，参考にして授業をすすめやすい。また，数直線図や線分図などの図
東京書籍 や，問題解決にあたる時の考え方の提示も適切である。「はってん」や「ほじゅうのもんだ
い」も豊かであり，学習内容の習熟や発展にも活用しやすい。

理科

生活

音楽

問題解決型の学習が展開しやすいように，［はてな？］（問題づくり）から，［調べよう］
（観察･実験），［わかった］（結論）の流れが把握しやすい構成になっている上，［はて
教育出版 な？］と［わかった］が対応した表現になっている。また，［計画しよう］や［資料］が適切
な位置に配置されており，学習を進める上での補助的な役割を果たし，利用しやすい構成に
なっている。
写真資料がダイナミックで充実しており，児童の興味・関心を喚起できる。巻末の「探検」
「記録」「発表」「伝え方」「乗り物のマナー」「安心・安全」「環境」「資料活用」「使い
教育出版 分け」に関する資料は，大変分かりやすまとめられており，他の教科にも生かすことができ
る。
本校の音楽科では『「互いに認め合いながら，主体的に仲間と音楽を楽しんだり味わったりす
る子」は活動意欲の高い表現活動の中で育まれる』と考え，本校6年間音楽の活動計画の後半
教育出版 に大人数で器楽演奏に取り組む活動を位置づけている。本教科書は，楽器との出会いを大切に
扱い，「音楽のもと」という名称で音楽を形づくっている要素をイラストや楽譜上にわかりや
すく例示している。さらに，音楽的な要素を理解しやすい教材を多く取り入れている。

学校教育における子どもの造形活動は，様々なモノやコトとの関わりの中から，子ども達が体
得した経験や感性，発想力や想像力をもとに，造形表現を通して新たな学びや発見等の意味を
日本文教 創造していくところにその本質がある。こうした創造的な活動が，主体的な活動に結びつくと
図画工作
本校の図画工作では考えている。本教科書は，様々な関わりから創造していくことに重きを置
出版
いた構成になっている。多くの参考作品を載せることで，創造力を発揮できるように工夫され
ている。
一単元において「学習のめあて」が明確に設定されている。また，「考えよう」「生かそう」
家庭
開隆堂 「調べよう」「やってみよう」といった活動への投げかけも的確で分かりやすい。調理や裁縫
に関する手順も図や写真を活用しながら，大変分かりやすい表記になっている。
保健

大日本
図書

「やってみよう」「話し合ってみよう」「調べてみよう」及び「活用」と言った問題解決に向
けた投げかけが明確である。また，図や表が見やすく，資料も充実していることから，発展学
習を重視している本校の実態に合っていると判断し，採択した。

平成２８年度使用
教科（分野）

国語

書写

社会（地理的分野）

社会（歴史的分野）

社会（公民的分野）

地図

東京学芸大学附属世田谷中学校
採択理由
文学，説明文，古典など教材のバランスがとれている。多くの教材が納められ，資料活用や図
三省堂 書館利用など本校のカリキュラムと連係が図りやすく，学習活動を充実させやすい。解説や取
り上げられた項目が丁寧であり，生徒自身が行う学習を補助することができる。
身の回りにおける文字に対する感心を高めやすいように，生徒自身が考えることを促したり，
事例や解説が多く掲載されている。資料編には活用の場に即した課題が多く提示されており，
三省堂
文字や場面に応じた書き方の理解を深めることが出来る。国語教材との関わりが意識されてお
り教科内の連携がはかれるようになっている。
現代社会の課題を歴史的背景を踏まえて，多面的多角的に取り上げている点が社会的思考力・
判断力の育成を重視する本校社会科のねらいに適している。また，地域の課題について、生徒
帝国書院
が動態的にとらえられるような構成となっている。生徒が学習課題へアプローチしやすくする
ために鳥瞰図等を活用して多様な学習活動で用いやすい工夫がなされている。
歴史的事象を暗記する学習を転換させていく工夫として，重要語句をゴチックで示さず，生徒
学び舎 自身が主体的，探究的に教科書を読み解いていくことができるような工夫が見られる。また，
大きなサイズの写真やイラストを用いて多様な言語活動が展開しやすい構成となっている。
持続可能な発展に関する学習を主題として明示し，未来社会における共生のあり方を根元的
で，本質的な問いを重視している点が２１世紀型資質・能力の育成を重視する本校社会科のね
教育出版 らいに添っている。また，生徒の関心意欲を高める写真・資料の工夫がなされ、それらを活用
して多様な学習活動を展開しやすい工夫がなされている。
地図中の都市名が詳細に示され，発展的な学習に対応できる内容となっている。また，地域の
帝国書院 特色や課題を記号等を用いて示し，地図帳を活用することからも地域を多様な視点から捉えて
いくことが可能な内容となっている。

啓林館

理科

啓林館

音楽（一般）

教育
芸術社

音楽（器楽合奏）

教育
芸術社

美術

開隆堂

技術・家庭（技術分野）

技術・家庭（家庭分野）

英語

文部科学省検定済教科書採択理由

発行者

数学

保健体育

中学校

大修館
書店

問題例示は単元のねらいにも合致しており，的確である。数学的な見方・考え方を育てる視点
の紹介事例や例題，図案等が豊富であり，教員に対しても使い易さについての配慮がなされて
いる。数学と社会のつながりの観点では，現実世界からの題材が豊富であり，それらを数学的
モデル化する段階では，苦手な生徒でも容易にそれが可能な例題を比較的多く集めている。掲
載された練習問題内容は，極めて基礎的な内容から非常に興味深い内容まで幅広く記載されて
いて種類が豊富であり，各段階の生徒に十分に対応できる。またその量は，反復によって十分
習熟可能な量が確保されている。
導入から観察・実験、結果と考察、まとめまでの一連の展開が論理的で流れが分かりやすい。
基礎実験をはじめ，「やってみよう」等の実験が豊富に掲載されていて，観察・実験を中心と
した授業を進めやすい。読み物等も充実していて，基礎・基本を踏まえて，さらに深い学習に
も対応でき，多様な生徒に対応できる。また，文字と図の配置，文字の色等も工夫されていて
見やすいレイアウトになっている。
年間指導計画の中で重点を置きたい項目についての内容や教材が適切である。写真資料の選
定，解説文の難易度，資料と文章の配置や配分，楽譜の抜き出し方が本校の指導において適切
である。特に学習指導要領で指定されている歌唱曲では，楽譜だけでなく関連資料や写真，解
説等が活用しやすい。
既存のリコーダー・ギター・和楽器の他に，打楽器について写真と文章で奏法が詳しく説明さ
れている。授業において，掲載された打楽器を使用することがあるため，ふりかえりにも有効
に活用できる。
標準的な中学生の目線に立っていて生徒作品，作家共に図版が適切で使いやすく，技術的に優
れた生徒作品に偏っていない。作家と生徒作品の図版のバランスもよく配分されている。授業
題材が世田谷中の授業内容に近いものになっていて，作品の発想やイメージつくりが生徒や作
家の作品図版から行いやすい。美術史の中から，鑑賞題材として使いやすい作品が選定されて
いて他の図版を用意する必要があまりない。
学びを裏付ける図や写真がカラーで載っているので，イメージが湧きやすく，その資料を基に
他の資料をさらに加えたりすることで，より詳しく学習することができる。また，それぞれの
章立てに，コラムや発展，チャレンジなど学んだことを活かすことのできる課題や，さらに考
え学びを深めることができる工夫がなされている。そのため，本校の生徒の探究心を満たすた
めの工夫ができる作りになっているので発展的学習につなげることができる。

図や写真が多く使用されており，普段見慣れない事象についても細かく丁寧に説明している。
また，工具の使い方をはじめとする安全面や製作でも実例が多く記載されており，生徒目線で
東京書籍 理解しやすいよう工夫がなされている。マークについても工夫が施され，小学校や他教科での
履修内容を表示することで連携や既習事項をすぐに確認でき，精査された技術科らしい内容が
充実している。
写真や資料が新しく，さらに学習が広がるように広く情報が提供されている。カラー写真も多
く，わかりやすい説明で，効率よく指導でき，生徒にとっても効果的な学習が期待できる。ま
開隆堂 た，使用できるレシピなども多く，実際の生活で使える内容であり，生徒が自分で繰り返し，
実施することも可能な内容になっている。

三省堂

生徒が興味を持って学べる内容や文法のシラバス，基礎と発展のバランスなど，英語を自分で
使えるものとして修得するという本校の学習内容と合致している。基礎では少ない語数でター
ゲットの文法事項を無理なく習得させ，発展の長文等のタスクでそれを確かめながらより高度
な運用に挑戦できるように工夫されている。

平成２８年度使用

中学校

文部科学省検定済教科書採択理由
東京学芸大学附属小金井中学校

教科（分野）

発行者

採択理由

国語

教材内容及び表現，資料の適切さ，装丁等の観点で比較した結果，各項目にわたってバランス
光村図書 がよく，様々な学習形態に適応させることができる教科書であると判断した。また，教育実習
生指導に適した定番教材が各学年に配置されていることも加味して判断した。

書写

日常生活に不可欠な書写活動の能力を育んでいくための，毛筆及び硬筆の教材（文言・筆遣い
等）の選択，解説の表現が適切である。また，漢字等の文字の変遷についての解説が理解しや
教育出版
すく，写真等の資料も充実しており，他領域・事項での様々な言語活動との関連も図りやすい
ため，本校の学習指導に効果的であると判断した。

社会（地理的分野）

社会（歴史的分野）

人々の工夫や努力をはじめとした暮らしの様子を理解することができる独自の資料が豊富で，
帝国書院 生徒の興味関心を喚起する工夫が見られるとともに，学習課題をふくむ必要な内容が網羅され
ているため，本校で使用することが適切であると判断した。
各章の初めには小学校で学習した歴史に関する資料が並んでいるなど，小学校からの学習の継
東京書籍 続が強く意識されている。また学習課題をふくむ内容の適切さに加え，説明等の表現が本校生
徒の学習レベルにふさわしいものであり，資料も質量ともに適切であると判断した。

社会（公民的分野）

東日本大震災以降の現在の社会ををはじめ，様々な社会参画の場面に学び，社会の今に迫る構
教育出版 成になっている。内容的に偏りや不足がなく，資料が豊富で，本校の学習活動において生徒・
教師ともに使いやすく工夫されていると判断した。

地図

日本と世界の諸地域の他に歴史的分野の学習でも活用でき，地図帳活用スキルも身につけられ
帝国書院 る。また資料図の充実や情報量の多さなどに工夫が見られるとともに，必要な内容が網羅され
ているため，本校での使用が適切であると判断した。

数学

理科

音楽（一般）

生徒の思考に沿った教材の構成と配列，現実場面の問題や数学的探究など導入問題の工夫，図
や資料の豊富さ等の観点で優れているとともに，発展的内容を踏まえた記述，最新の教育事
東京書籍
情，特にＩＣＴなどの利用に際して配慮されているなどの特色から，本校での使用に適切であ
ると判断した。
科学的な思考力を向上させるための工夫が随所に見られ，特に教科書「本冊」と別冊「マイ
ノート」を併用することで生徒の主体的な学習活動を活性化させる取り組みが見られるととも
啓林館
に，各章ごとに生徒の思考過程に対応した項目立てがなされているため，本校での使用に適切
であると判断した。
本校では，今後「音楽分析能力と独創性ある創作的能力を培う」ことを重視して指導を行おう
としている。そのための教科書として，他社よりも，特に「音楽の諸要素に着目した内容が豊
教育出版
かである」ことと合わせて，「即興的創作表現に関わる内容が充実している」ことから適切で
あると判断した。

音楽（器楽合奏）

教育
芸術社

今後，器楽分野の教科書使用を通して，特に「独創性ある創作的能力を培う」ことを目指す指
導を行おうとしている。そのために，「生徒がアレンジして演奏するために適した，比較的平
易な楽曲の充実度」と合わせて，「アーティキュレーションに関わる記載の充実度」といった
２点を最重要視して本校での使用に適切であると判断した。

美術

開隆堂

教科書の記載順をみてみると，一つの分野の前後には関連性がある分野や題材紹介などがされ
ており，取り扱い分野の並びに工夫ある編集がされている。また，２・３年用が一冊になって
いることで扱いに利便性があり指導者の意図にそった授業展開が期待できると判断した。

保健体育

学研

各章ごとに，発展学習を促すページとまとめの問題が最後に加えられているため，通常の学習
に加え，自主的な学習を行うこともできる。また，全体的な内容量や使われている資料の豊富
さと質的な高さが，生徒の意欲を喚起する課題設定がなされていると判断した。

開隆堂

実習例の紹介にとどまらず，ものづくりに必要とされる考え方や知識・技能等の学習内容につ
いてもバランスよく扱われていた。また図表やイラスト等を多く用い，生徒に分かりやすく伝
える工夫もなされていた。本校の授業計画や生徒の実態に即して適切であり，持ち運びの便も
考慮した上で適切と判断した。

技術・家庭（技術分野）

技術・家庭（家庭分野）

英語

生徒の主体的な学習活動を活性化し，思考力を向上させる工夫が盛り込まれており，発展的か
つ科学的興味を抱く最新の教育的情報など，導入課題の工夫，図や資料の豊富さ等の観点で優
開隆堂
れている。内容・表現・資料ともに必要十分でバランスが良く，科学的な見方を養うためにも
適切であると判断した。
４技能それぞれの教材選択が適切であることに加え，それらの統合を明確に意識して編集され
ている。語彙の選択も適切で，コミュニケーション活動を意識した授業設計がしやすい。さら
学校図書
に，各チャプターの内容をスパイラルに演習できるように組み立てられている。これらの点で
本校での使用に適切であると判断した。

平成２８年度使用
教科（分野）

国語

書写

中学校

文部科学省検定済教科書採択理由

東京学芸大学附属竹早中学校
採択理由
教材・学習材が豊かであり，単元全体，学年全体の学習計画，実践が行いやすく，活動の流れ
にそってヒントとなる情報を多く掲載しており，言語活動を通して主体的に学ぶことができ
学校図書 る。
目標や学習活動，目標達成のためのヒントが多くあり，さまざまな特設単元の設定も可能であ
る。
教材の種類が多くそろっており，学年全体の計画・実践に弾力的に活用しやすい。活動におけ
る注意点も見やすくまとまっており，生徒が主体的に学ぶのに適した教材であると判断でき
教育出版 る。
目標や学習活動，目標達成のためのさまざまな特設単元の設定も可能である。
発行者

社会（地理的分野）

教育出版

社会（歴史的分野）

帝国書院

社会（公民的分野）

教育出版

地図

東京書籍

数学

大日本
図書

世界の諸地域では，各地域ごとにテーマを絞りながらも，他の視点からでも発展的に取り上げ
ることができる材料が多数示されている。章末コラムは多彩な視点で書かれたものが多い。
日本の諸地域でも，地方ごとに取り上げる項目が自然な順序で展開できるように配置されてい
る。
各時代ごとのとびらに，当時の人々の生活の様子が分かる想像図があり，その時代の生活の特
色を考える手がかりとして有効である。
各項目ごとに示された絵画資料や写真は，生徒が興味を持ちやすいものをそろえ，授業で使い
やすいように工夫されているものが多い。
近現代の各項目の資料やコラムが充実していて，生徒の関心を高め，授業展開の幅を広げやす
い。
現代社会の分野で，ルールを考える事例が分かりやすく，生徒が考えやすい事例を示してい
る。
憲法の分野で人権に関する事例が最も豊富であり，人権意識を育てる授業展開を工夫しやす
い。
政治分野の項目立てが他社より多く，具体的に展開しやすい。
各分野の項目ごとに示された写真やその解説が分かりやすく，生徒が興味を持ちやすい。
目に優しい色使いで，地名探しなど調べる作業で長く見続けることに耐えうる。
同じ地域に様々な縮尺の地図を用意していて，多様な使い方が可能である。
判型を大きくしたことで，地方別のテーマ資料も充実し，活用の幅が広い。
当該教科書は，見開き１ページで１時間の授業を想定した構成になっており，授業計画をつく
る上で目安になるとともに，教育実習生の指導にも活用しやすい。
・数学的な説明が丁寧にかつ詳細にされており，平均的に学力が高い本校の生徒の実態から見
て適切であると判断した。

理科

小学校を含めた既習事項との関連及び探求の過程を明らかにしている。
実験・観察の結果だけでなくその省察・解釈を重視している。
教育出版 いずれも，生徒の興味・関心の深化と主体的学習に資するだけでなく，本校の理科における教
育研究の遂行にも大きく寄与すると期待できる。

音楽（一般）

楽典についての記述が豊富で，かつ，色どり豊かにまとめられており，生徒に対して，指導す
べき音楽の記号や要素を，視覚的にも明確に提示することができる。
教育出版 楽譜の背景に，楽曲の内容に関連した風景や人物の写真が大きく掲載されており，生徒が楽曲
のイメージを膨らませやすい。

音楽（器楽合奏）

美術

教育
芸術社

箏の記述において，西洋式の五線譜と同時に，我が国伝統の家庭式縦譜も掲載されており，生
徒に教材を提示する際に，使いやすい。
アンサンブルのための教材として，ポップスや映画音楽等が豊富に掲載されており，器楽が苦
手な生徒にとっても親しみやすい。

題材のヒントになる生徒作品の図版が多く，内容も豊富である。作品画像の比較から，表現活
動に必要となる造形的な要素を確認するとともに，構想の視点をもたせることができるように
日本文教 なっている。
出版
上記の特徴や本校の学習指導の展開等を総合的に検討し，授業で使用することが適切であると
判断した。

生涯スポーツにつながる学習を展開している本校において，教科書の巻頭ページ等の資料が，
生涯に渡りスポーツに関わっていくための喚起にもつながる。
保健体育 東京書籍 本編の内容については，資料のみでなく，実生活とリンクするような内容であり実践力の育成
が臨めるなど，保健体育の学習活動において適切であると判断した。

技術・家庭（技術分野）

技術・家庭（家庭分野）

英語

限られた時数で指導する中で，題材や実例が豊富で，写真を数多く掲載している点が，とても
わかりやすかった。
教育図書 材料加工と生物育成の内容については優れた単元構成であり，中学校卒業後も，ものづくりの
参考書としても用いることができると考えられる。従って授業で使用するのに最適であると判
断した。
生徒が興味を持ちやすい題材を取り上げ，生徒同士で意見を出し合ったり，協力したり，かか
わりを持ちながら学習ができるよう工夫されている。
教育図書
資料・写真・イラストが豊富でわかりやすく，考えていく上で参考になり楽しく学習できる。
各単元の活動の目標が明確であり，また日常生活で使う場面と関連づけて指導ができるような
構成となっている。
東京書籍 ３年間を通じて，４技能のバランスの良い育成を目指した単元・活動が設定されている。
小学校の外国語活動で培った「聞く」「話す」の活動を意識した単元が充実している。

平成２８年度使用
教科（分野）

国語

書写

社会（地理的分野）

社会（歴史的分野）

社会（公民的分野）

中学校

文部科学省検定済教科書採択理由

東京学芸大学附属国際中等教育学校
採択理由
言葉・自然・社会・自己など，世界を形作る重要な概念を中心に単元構成がなされている点
が，IBMYPの趣旨と合致する。同時に，各言語領域の系統性も示されており，バランス良く言
学校図書
語能力を養うことができる。扉ページに詩が載せてあり，多くの詩に触れる機会がある点や，
メディアリテラシーの視点を導入している点も良い。
発行者

写真が豊富であり，かつ日常生活とのつながりが意識される構成となっているため，生徒の学
習意欲を喚起することができる。また，「基本点画」や「筆圧」，「穂先の動き」などの基礎
教育出版
基本の定着はもちろん，生徒が主体的に考えを深められるような問いかけがなされており，受
け身にならない学習が期待できる。
地理的な見方・考え方を培うにあたり，帰国生の多い本校にあっては，写真・地図・グラフ・
読み物等の資料が充実していることが必須である。また，発展学習を行うにあたっての基本と
帝国書院
なる「統計資料の使い方」「写真の読み取り方」「主題図の読み取り方」等の技能を磨くコー
ナーも充実している。
日本語習得に苦労している帰国生にとって，ルビが多く図版も大きくとってあること，また，
敢えて太ゴシックを排し，歴史の流れ・全体像をつかませる点においても馴染みやすいつくり
学び舎 となっている。蝦夷錦と昆布の交易ルート，雨森芳洲・大黒屋光太夫等，世界とのつながりを
大いに意識し，事象の背景や関連を考える編集となっている。

教育出版

東日本大震災から得た「学び」を通して，持続可能な社会の構築へ繋げていこうというESDの
視点を強く意識したつくりとなっている。新聞の活用法に始まり，アクティブラーニングを意
識したディベート・シミュレーション・ポスターセッション等を特設し身近な話題からの授業
改革を提案する編集となっている。

地図

「社会科の辞書」ともいえる地図帳に期待されることは，資料の豊富さはもちろんのこと生徒
の興味関心に応える地図の見せ方である。例えば，中国・ヨーロッパ・アメリカのイラストを
帝国書院
用いた鳥瞰図や，富士山に代表される衛星画像，大阪・名古屋・東京の三大都市圏の詳細地図
等に見せ方の工夫がみられる。

数学

本校数学科で大切にしている具体的事象の考察を通して概念を獲得させる，という姿勢が最も
感じされた教科書であった。また，学び合いのページは他の教科書にはない特徴で，生徒が協
東京書籍
働的に学習を行えるような工夫がされていたり，テクノロジーの活用を積極的に促す工夫が優
れている教科書である。

理科

大日本
図書

実験，観察の例が豊富に載っているだけでなく，実験や観察の別の方法も示しているので，ア
クティブラーニングを意識した授業で使いやすい。また，興味・関心を高めるための「やって
みよう」という項目があったり，最新のトピックが載っていたり，科学史やくらしのなかの科
学や科学が技術とどのように結びついているかという点についても様々な事例が紹介されてい
るので，MYPの授業として活用できる。

音楽（一般）

教育
芸術社

教科書のサイズが大きいため掲載されている楽譜や図表が見やすい。特に，鑑賞のページは中
学生にとってわかりやすく，興味関心を惹くものとなっている。日本語以外の言語の曲も掲載
されており，本校の国際的なテーマの学習につなげやすい。

音楽（器楽合奏）

教育
芸術社

ディズニーやジブリの作品など，中学生の興味関心を惹く曲が掲載されており，楽譜も色使い
などが良い。奏者の写真や奏法の解説が載っており，大変わかりやすい。

美術

開隆堂

充実した鑑賞の題材，美術と地域・社会のかかわりを感じる題材，コミュニケーションを意識
した題材，自己の向上を実感できる題材が多く，本校が導入しているIBMYPにおいて美術で特
に扱うことになっている概念（美しさ、変化，コミュニケーション，アイデンティティ）とよ
く重なっている。

保健体育

新学社

学習内容ごとに課題が明記されており，中学生の生活に即した話題とつなげやすく，気づきを
促すものが多い。また，図表や例が中学生に対してわかりやすく適切であるものが多い。以上
のことから，中学生の学習内容をより深めることができる。

技術・家庭（技術分野）

本校がIBMYPを導入しており，技術科が位置付けられているDesignでは，学習にデザインサイ
クルを取り入れることが必須となる。問題を定義し設計仕様を提示，仕様に見合う設計を提
東京書籍
案・説明した後，計画を立て製作し，問題が解決されているか評価する，といったデザインサ
イクルの流れに対し，最も近いプロセスを教科書中で明示している。

技術・家庭（家庭分野）

図表やその説明文が中学生に対して適切であるものが多い。大人にとっては身近なものの写真
でも，中学生には馴染みの薄いものや中学生が漠然と実物を見ただけでは気づきにくいことに
説明文があることで気づきを促すものが多い。以上のことから，中学生が自立した生活をめざ
していく上で，身近なものからの気づきによって学習内容をより深めることができる。

英語

開隆堂

テーマに関する語彙だけでなく，日常生活に必要な語彙が幅広く扱われておりコミュニケー
ション活動を意識した授業設計がしやすい。また，扱う言語材料や題材の流れが適切あり，小
学校外国語教育との接続期から中学３年生の発展期まで，社会・世界との繋がりを持たせた学
習が可能となっている。文字の大きさや文章の長さ，図式・挿絵等も生徒の理解を促すもので
学校図書
ある。
4技能を生かして，各チャプターの内容をスパイラルに演習できるよう組み立てられており，
生徒の発想を生かしたプロジェクト学習も行いやすい単元設定・配置になっている。これらの
点を総合的に考慮し，本教材を適切なものである。

問い合わせ

東京学芸大学総務部附属学校課

042-329-7808

