
研究調査報告書  
教科名（国語）  
項 目 新しい国語（東京書籍・２） 
中学校 
学習指 
導要領 
の教科 
の目標 
との関 
わり 

○国語の学習を通して、学習、思考、表現などの知的機能をささえるために、また「だれ

もが学びやすい」教科書をめざして、わかりやすい記述や説明となる工夫がこらされて

いる。 
○伝え合う力の育成を図るため、自分の言葉で人に説明できるよう、また探求的な学習課

題や活動の例が掲載され、生徒が自ら取り組めるよう学び方を提示している。 
○伝統的な言語文化を学ぶために、絵や図版を用いて伝統と文化の背後にあるものに出会

い、そこから問題を提起し、考え、感動が生まれるように教材を提示している。

特 
 
 
 
 
 
 
 
色 

内 

 

 

 

 

 

 

 
容 

 ＜基礎的・基本的な知識・技能を習得させる工夫＞ 
○指導事項に基づき、実際の活動場面に即した内容の「言葉の力」コーナーを通して、分

かりやすい表現で明確に、身につけたい知識や技能のポイントを提示している。 
○小学校から中学校へ円滑に接続するため、知識・技能を螺旋的に学べるよう、「言葉の

力」コーナーを通して、学年内で習得と活用を繰り返し学習できるようにしている。 
＜思考力、判断力、表現力等を育成する工夫＞ 
○多様な学習活動が展開できるよう、各ページの脚注や学習材ごとの｢てびき｣、後半にま

とめられている｢基礎｣｢資料編｣での学び方の提示や説明・資料が充実している。 
＜主体的に学習に取り組む態度を養う工夫＞ 
○｢領域別学習材一覧｣やその後の折り込みカラーページに、学習目標や学習の進め方、学

習材が図式化されており、生徒がめあてや見通しを持って主体的に取り組める工夫がな

されている。 
＜言語感覚を豊かにする工夫＞ 
○「読書案内」や「読書への招待」というコーナーが設置され、各学年１００冊程度の図

書が紹介文と写真入りで掲載され、主体的に読書ができる態度が養えるようになってい

る。 
○巻末資料の「基礎編」では「実用的」・「論理的」・「創造的」な言葉の力として設置

され、実生活にも生きる言葉が学べるようになっている。 
＜国語に関する認識を深め国語を尊重する態度を育てる工夫＞ 
○資料編では「古典文法」も学べるようになっており（３年）、高校国語への移行が配慮

されている。 
○扉には季節ごとに「四季を楽しむ言葉」として言葉や詩が掲載されており、年間を通し

て、言語文化に親しめるようになっている。 

資 
料 
○教材ごとに図や表、写真が大きく配置されるなど、見やすい工夫がなされている。 
○資料編で多くの古典作品を紹介し、古典への関心を高める工夫がされている。 

表記 
表現 

○全ての生徒にとって、紙面上の各部分の区分けが分かりやすく、重要な部分が判別しや

すいように、文字の大きさと書体、罫線や囲みの使い方、色遣いなど、デザイン・レイ

アウトの工夫がなされている。 
○小学校で学習していない漢字には、学習材ごとの初出箇所に振り仮名が付けられていて

生徒の抵抗感を和らげる配慮がなされている。 

総 括 
「言葉の力」を着実に育むために、｢話す・聞く｣｢書く｣｢読む｣活動や、そのための教材が

バランス良く配置されている。｢領域別学習材一覧｣には学習目標が把握しやすいような配

慮がなされ、｢基礎編｣と｢資料編｣も充実しており、各教材との関連も工夫されている。 
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研究調査報告書  
教科名（国語）  
項 目 中学校 国語（学校図書・１１） 
中学校 
学習指 
導要領 
の教科 
の目標 
との関 
わり 

○国語の学習を通して、主体的・意欲的な学びがひらかれるよう、明確な目標と展開が可

能な活動を提示し、自学自習が可能な単元構成、テーマ別の単元や教材の選定をするな

ど、工夫を凝らしている。 
○伝え合う力の育成を図るため、「学びの窓」を中心に交流が図られるように設定され、

表現を吟味することで読解力、批評力や思考力の向上を図る選定をしている。 
○伝統的な言語文化を学ぶために、古典の障壁を取り除く工夫として児童向けの絵本や漫

画を掲載し、授業の導入や読解や交流の一助として選定をしている。 

特 
 
 
 
 
 
 
 
色 

内 

 

 

 

 

 

 

 
容 

 ＜基礎的・基本的な知識・技能を習得させる工夫＞ 
○「単元の扉」コーナーで、言語活動の目標や学習の見通しを立て、「学びの窓」コーナ

ーで学習内容やつけたい力を確かめられるよう工夫をしている。 
○小学校から中学校へ円滑に接続するため、導入単元や小学校の学びの復習の設定により、

系統性に配慮している。また、巻末や「発見する読み」コーナーで高校への架け橋とな

るよう選定している。 
＜思考力、判断力、表現力等を育成する工夫＞ 
○目次において色分けされて提示されている、思考力・判断力・表現力・読解力を高める

ための学習活動が、どの単元においても意図的・系統的に提示されている。 
＜主体的に学習に取り組む態度を養う工夫＞ 
○各教材名の下部に｢▼｣マークが付されたものと教材ごとにある｢学びの窓｣にもある｢つ

いた力を確かめよう｣において、学習のねらいが達成できたか確認するとともに、主体的

に目標を持って学べるよう、提示されている。 
＜言語感覚を豊かにする工夫＞ 
○扉に音読や暗唱ができる詩が掲載され、声に出して読むことで言語活動を活性化するこ

とができるようにしている。 
○各教材のあとに「読書をひろげるために」、また「読書案内」というコーナーを設置し、

 学習が読書活動につながるようになっている。 
＜国語に関する認識を深め国語を尊重する態度を育てる工夫＞ 
○「漢字コラム」が設置され、漢字の成り立ちなどが、３年間を通して学習できるように

なっている。 
○伝統文化の重視を受けて、質量共に拡充した古典単元学習を側面から支えるため、古典

語彙に関するコラムが設置されている。 

資 
料 
○読書教材として、森鷗外、夏目漱石、芥川龍之介など、近代を代表する作家の作品が掲

載され、文学への関心を高める工夫がされている。 
○巻末に文学史年表が配置され、日本文学の流れを俯瞰的に見ることができるよう工夫さ

れている。 

表記 
表現 

○様々な色やデザインを用いることで、生徒の目を引きやすく、効果的に学習が進められ

る工夫がされている。 
○複数のフォントを使用し、項目ごとに見やすい工夫がされている。 

総 括 
「学びの窓」に読前・読後の手引きが設置されており、学習活動を通して培われた思考力・

想像力を批判力にまで高めていけるよう課題が設定されている。また、各教材ごとに付け

たい力を提示し、学習のねらいの達成度を確認できる工夫がされている。 
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研究調査報告書  
教科名（国語）  
項 目 現代の国語（三省堂・１５） 
中学校 
学習指 
導要領 
の教科 
の目標 
との関 
わり 

○国語の学習を通して、主体的な学びを支えるために、学び方を提示し、見通しと振り返
りを明確化することで、学習する目的や課題を明らかにし、身につけた力を活用できる
よう選定している。 

○伝え合う力の育成を図るため、課題を解決したり、合意を形成したりする学習課題を設
定し、多様な価値観の中で交流や協働で学び実生活に生きてはたらく力を提示している。

○伝統的な言語文化を学ぶために、現代と古典の世界をつなぐ導入、写真・イ

ラストを用いた紙面、わかりやすい解説やコラムをとおして、生涯にわたり

親しめるよう選定をしている。

特 
 
 
 
 
 
 
 
色 

内 

 

 

 

 

 

 

 
容 

 ＜基礎的・基本的な知識・技能を習得させる工夫＞ 
○何をどのように学ぶのか、学習目標の明示・見通しや、課題のゴールを提示し、多様な

言語活動を通して、課題を解決する方法を紹介し、学びのつながり・広がり・繰り返し

を示している。 
○小学校から中学校へ円滑に接続するため、小学校で学習した基礎・基本を確認できる教

材を載せるなど系統性に配慮した構成で高校との接続も意識した教材も選定している。

＜思考力、判断力、表現力等を育成する工夫＞ 
○思考力や表現力を高めるため、｢読み方を学ぼう｣が①から⑥まで系統的に配置されてい

る。また｢資料編｣では思考力・読解力・表現力を育むための学習活動が、具体的にコン

パクトにまとめられている。 
＜主体的に学習に取り組む態度を養う工夫＞ 
○｢領域別教材一覧｣には｢つけたい力｣が、教材ごとの｢学びの道しるべ｣には学習の目標が

具体的にわかりやすく提示されている。 
＜言語感覚を豊かにする工夫＞ 
○資料編で「小さな図書館」というコーナーを設置し、各学年６つのテーマに分け、４８

冊の図書を紹介し、読書活動を推進している。 
○各単元の後にそれぞれ「漢字のしくみ」「ことば発見」「文法のまど」のコーナーが設

けられている。 
＜国語に関する認識を深め国語を尊重する態度を育てる工夫＞ 
○資料編で「声に出して読む」というコーナーを設置し、１年落語、２年歌舞伎、３年狂

言がそれぞれ掲載されている。音読することを通して、それぞれのよさを理解するとと

もに、伝統と文化を尊重する態度を養うことができるようにしている。 
○参考資料として「日本文学名作集」が掲載され、各時代の代表的な作品に親しむことが

できるようになっている。 
資 
料 
○学年ごとに、伝統文化に配慮した資料を多く配置してある。 
○他教科の学習や日常生活における言語活動を支えるための学びの方法を整理し、国語を

適切に表現し正確に理解する能力の育成を目指し、多様な資料を載せている。 

表記 
表現 

○識別しにくい配色は避け、形や記号・番号、説明文などの補助的な手がかりを設けてあ

る。また、色の濃淡や罫線などの工夫を凝らしてある。 
○学年ごとに共通したカラーを使い、見やすいレイアウトを心がけている。 

総 括 
生徒自身の主体的な学びを支えるために、学習のねらい、見通し、振り返りが工夫され

ているとともに、交流や協働から実生活に生きる学習課題が多くある。具体的で充実した

資料編を活用することにより、補助的・発展的な学習が可能になるよう工夫がされている。
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研究調査報告書  
教科名（国語）  
項 目 伝え合う言葉 中学国語（教育出版・１７） 
中学校 
学習指 
導要領 
の教科 
の目標 
との関 
わり 

○国語の学習を通して、言葉の力を高めるために、学習のポイントを明示することにより、

つけたい力を明らかにし、言語活動を明確にして、学習に取り組めるようにしている。

○伝え合う力の育成を図るため、言語活動が明確なことや領域ごとに目標を整理すること

よって、つけたい力を確実に習得させ、活用するために、新たな切り口による言語活動

が設定されている。 
○伝統的な言語文化を学ぶために、興味を促す図版やコラムの掲載により、視覚的に分か

りやすいレイアウトや、理解を助ける傍訳学習を深める選定をしている。 

特 
 
 
 
 
 
 
 
色 

内 

 

 

 

 

 

 

 
容 

 ＜基礎的・基本的な知識・技能を習得させる工夫＞ 
○目標と振り返り学んだことがチェックできるボックスや、学習のポイントと他領域との
関連を図るための学習のゴールとなるモデルを示し、つけたい力を明示している。 
○小学校から中学校へ円滑に接続するため、系統性の重視、学習語彙・学習用

語や学習の重点、学習の見通しを工夫し高校につながる教材を選定している。

＜思考力、判断力、表現力等を育成する工夫＞ 
○各教材の後ろに｢みちしるべ｣があり、｢確かめよう｣｢深めよう｣｢考えよう｣｢ここが大事｣

等を明示することによって、思考力・判断力・表現力等が育まれるよう工夫されている。

＜主体的に学習に取り組む態度を養う工夫＞ 
○｢身につけたい言葉の力｣｢教科書の構成｣｢教材で扱う内容｣｢この教科書の使い方｣がいず

れも図式化したり表にまとめられたりしていて、目標や見通しを持って、何をどう学ん

だらいいか、わかりやすく提示されている。 
＜言語感覚を豊かにする工夫＞ 
○各教材のあとに「読んでみよう」というコーナーを配置し、学習が読書活動につながる
ようにしている。幅広いジャンルから多数の図書を取り上げている。 
○「言葉の小窓」「文法の小窓」などの言語教材が会話仕立てのコラム形式になっており、
日常生活の中から言葉に関する知識や教養が身に付けられるようになっている。 
＜国語に関する認識を深め国語を尊重する態度を育てる工夫＞ 
○「四季のたより」が設けられ、それぞれ季節に合った和歌と俳句が掲載されている。現
代においても使われている言葉と意味が掲載されており、昔から受け継がれてきた言葉
として認識できるようにしている。 
○「ふるさとを巡る」というコーナーでは、文学にゆかりのある風景が写真とともに掲載
されており、文学を通して、郷土に興味をもつような工夫がされている。 

資 
料 
○巻末の折り込みに近代文学史年表や古典文学史年表を配置することで、文学の流れを大

まかにつかむことのできる工夫がされている。 
○資料編に文法のまとめを掲載することで、系統的に文法を学習できる工夫がされている。

表記 
表現 

○色覚等の特性をふまえた、判読しやすい配色やレイアウト、表現方法、文字などの工夫

により、全ての生徒にとって学びやすい紙面づくりに配慮している。 
○全体を通しての統一感や一体感、読みやすさ、わかりやすさを意識したフォントやレイ

アウトを使用している。 

総 括 
言葉の力が確実に身につくよう領域のバランスと教材の配列が工夫されている。また、

言語活動を明確にし，学習を見通すために、それぞれの教材で扱う内容を整理し、教材の

特質や学校行事等に応じて，柔軟に学習を組み立てることができる工夫がされている。 
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研究調査報告書  
教科名（国語）  
項 目 国語（光村図書・３８） 
中学校 
学習指 
導要領 
の教科 
の目標 
との関 
わり 

○国語の学習を通して、言葉の力を育成するために、バランスよく教材が配置され、小中

９年間の見通しのもてる学習内容が具体的に提示されている。 
○伝え合う力の育成を図るため、単元ごとの目標と振り返りが明確で、学習のプロセスに

おいて、学習者が主体で学習できるように、各学年及び３年間の見通しが明らかで、定

着が図られるよう選定されている。 
○伝統的な言語文化を学ぶために、作品世界そのものに親しめるよう、古典資料を充実さ

せ、他領域・他教科との関連が図られるよう選定をしている。 

特 
 
 
 
 
 
 
 
色 

内 

 

 

 

 

 

 

 
容 

 ＜基礎的・基本的な知識・技能を習得させる工夫＞ 
○確実に力が積み重ねられるよう、系統性を重視した教材を配列し、「いつも気をつけよう」
のコーナーで繰り返しふり返って確かめられるようにしている。 
○小学校から中学校へ円滑に接続するため、「書き留める」コーナーで、目標や振り返りを

意識したノートづくりの例など、生徒が主体的にできるよう学習記録の取り方を解説し

ている。 
＜思考力、判断力、表現力等を育成する工夫＞ 
○教材の後の｢確認しよう｣｢読みを深めよう｣｢自分の考えを持とう｣で提示された学習に取

り組むことで、思考力・判断力・表現力を高める工夫がなされている。 
＜主体的に学習に取り組む態度を養う工夫＞ 
○目次の次に｢この教科書で学習するみなさんへ｣｢学習の見通しをもとう｣｢いつも気をつ

けよう｣｢続けてみよう｣が示されており、また各教材の初めには｢目標｣が明示されてい

て、見通しや目標を持って主体的に取り組めるよう工夫されている。 
＜言語感覚を豊かにする工夫＞ 
○教材ごとに「広がる読書」のコーナーが設けられ、同一の作者やテーマなど、教科書で
の学習と関連して読むことができるようになっている。 
○「続けてみよう」のコーナーでは、心に残った言葉を書き留め、言葉に対する感覚を磨
 くことを習慣化できるようにしている。 
＜国語に関する認識を深め国語を尊重する態度を育てる工夫＞ 
○「季節のしおり」として四季にちなんだ言葉や作品が紹介され、伝統的な言葉に触れる
機会が設けられている。 
○古典作品の導入として音読しやすい冒頭部分などが設置され、音読を楽しみながら古典
の響きやリズムに親しめるようになっている。 

資 
料 
○表見返しと中扉では，四季折々の生物の写真を取り上げるなど、自然を大切にし，環境

の保全に寄与する態度を養うための工夫がされている。 
○資料編にはインデックスがついており、効果的に活用できる工夫がされている。 

表記 
表現 

○色覚特性に配慮し，色による識別に頼ることなく，形（実線と破線による区別など） 
や濃淡で識別できるよう、配慮されている。 
○１学年の文字は大きくしているなど、新入生にとって国語の学習に対する抵抗感を減ら

す工夫をしている。 

総 括 
国語に対する関心や理解を深めるとともに、実生活で生きてはたらき、各教科等の学習

の基本ともなる国語の能力を言語活動を通して育成することに重点を置いて編集されてい

る。さらに、読書活動にも力を入れた構成となっている。 
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