
研究調査報告書  
教科名（社会科・公民的分野）  
項 目 新編新しい社会 公民（東書・２） 
中学校 
学習指 
導要領 
の教科 
の目標 
との関 
わり 

○主権者である国民が互いの権利を尊重し、義務を果たしながら、平和で民主的な国家・

社会の形成に参画していることを理解できるようにしている。基本的人権について丁寧

に説明し、人権を尊重する態度を養えるようにしている。 
○日常生活に関連するトピックを取り上げたり、中学生が社会参画しているコラムを掲載

して、持続可能な社会の実現について考える活動から社会参画への関心を高めている。

○地理・歴史の学習をふまえて、「主権」と「外交」の二つの側面から取り上げ、我が国

の領域について正しく理解し、解決に向けての意識が高められるようにしている。 

特 
 
 
 
 
 
 
 
色 

内 

 

 

 

 

 

 

 
容 

 ＜基礎的・基本的な知識・技能を習得させる工夫＞ 
○見開き２ページに１時間分の内容を「導入資料」→「学習課題」→「本文」→「確認」

の流れで構造化し、平易な本文の記述化が図られている。抽象的な用語を巻末の「用語

解説」で解説し、確実に理解できるようになっている 
＜思考力、判断力、表現力等を育成する工夫＞ 

 ○本文の記述を補完する写真や・グラフ・地図などの資料が配置され、読み取りや解釈を
通して思考力や判断力を身につけられるようになっている。 
○説明・要約をするコーナー、話し合い活動をする「公民にチャレンジ」のコーナー、導

入、まとめでプレゼン、ディベートなどの活動を行うコーナーが設けられている。 
＜主体的に学習に取り組む態度を養う工夫＞ 

 ○導入では学習内容に関連する写真を豊富に掲載し学習への関心や意欲を高められるよ
うになっていて、また、「公民にアクセス」や「インタビューコラム」のコーナーを

設けたり、「公民にチャレンジ」により主体的に学習を進めるようになっている。 
＜民主主義に関する理解を深めさせる工夫＞ 
○「公民にアクセス」の中で、選挙に関わる問題や外国人参政権などの課題をみんなで考

えたりするようになっている。「深めよう」では、歴史で学んだ知識を踏まえて「アイ

ヌ民族と先住民族の権利」について考え、国際的な視点からも学ぶようになっている。

＜国民主権を担う公民として必要な基礎的教養を培う工夫＞ 
○学習に興味・関心を持たせる導入部→学習を進める展開部→章の学習をまとめる終結部

という流れで構造化し、知識や概念が習得できるようになっている。 
資 
料 

 ○学習内容に関する各ページの上側に写真や図表などの資料が配置されている。 
○「公民にアクセス」を随所に配置し、写真や図表を使ってまとめに活用されている。

表記 
表現 

○文体は敬体である。太字で重要語句を表して、側注で語句の解説をしている。 
○各種のマークで課題や活動ごとに内容を細分化している。 
○本文中に通し番号をつけ、同じ番号の資料との対応を図っている。  

総 括 

○紙面は、ＡＢ版である。見開きページのなかで、まず導入資料と学習課題が明示されて

おり、続いて本文、そして学習内容をまとめる「確認」を右下に配置し、定着化を図っ

ている。他にも「公民にチャレンジ」「調査の達人」などのコーナーで学習内容を深め

て進められるようになっている。  
第２０採択地区教科用図書採択協議会  



研究調査報告書  
教科名（社会科・公民的分野）  
項 目 中学社会 公民 ともに生きる（教出・１７） 
中学校 
学習指 
導要領 
の教科 
の目標 
との関 
わり 

○典型的な教材の焦点化と学習内容の重点化が図られ、社会の変化や今日的課題が反映さ

れた事象を取り上げ、生徒が未来を切り拓く力を育むようになっている。人権尊重の意

義や個人と社会との関わりについて理解を深めるようになっている。 
○生徒の日常生活や経験と関連の深い身近な話題が多く取り上げられていて、自己とのか

かわりの中で、学ぶ意欲を高めるようにしている。 
 ○郷土や日本の伝統と文化に対する愛着を深めるとともに、主権者として社会に参画する
意思や持続可能な多文化共生社会を創造する態度を育成するようになっている。 

ｋ 

内 

 

 

 

 

 

 

 
容 

 ＜基礎的・基本的な知識・技能を習得させる工夫＞ 
○ページの左上に学習の導入または中心となる資料を配置してあり、キャラクターを使用

した問いかけから学習を展開していく形となっている。段階的な学習を通して、学力の着

実な向上が図られるように構成されている。 
＜思考力、判断力、表現力等を育成する工夫＞ 

 ○「ふりかえる」「読み解こう」「学習のまとめと表現」のコーナーにおいて、読む 
（聞く）→考える→書く（話す）という活動が行えるようになっている。 
○時事的なテーマや地域のページが設けられ身近な社会的事象をテーマに議論や論述に

より表現力を高める活動が行えるようになっている。 
＜主体的に学習に取り組む態度を養う工夫＞ 

 ○学習内容を象徴する主題と学習事項を表す副題をおき、併せて「学習の課題」を明示す
ることで課題意識を明確にすることができるほか、「ふりかえる」「読み解こう」の

コーナーで自ら学び、自ら考える学習が展開できるようになっている。 
＜民主主義に関する理解を深めさせる工夫＞ 
○「公民にアプローチ」で新聞の活用方法を学び、日常生活の中から問題点を学習できる

基礎を学べるようになっている。また、「言葉で伝え合おう」の中では、街づくりの

アイデアを提言し政治への積極的な参加を学ぶことができるようになっている。 
＜国民主権を担う公民として必要な基礎的教養を培う工夫＞ 
○生徒が、自らも社会を形成する市民の一人であることへの自覚を高めさせるようにこれ

からの社会を築いていくために自分が何ができるのかを考えさせるようになっている。

資 
料 

 ○巻頭に「動き続ける世界」の写真資料、「日本と世界の歩み」の年表資料がある。 
○巻末に「未来に歩み続ける人々」で現在活躍する日本人を取り上げている。 

表記 
表現 

 ○文体は敬体になっている。重要語句は、太字で示されている。 
○本文中に、資料との関連づけた内容に番号が付けられている。 
○各見開きページの右下に「ふりかえる」の欄で確認と説明の活動の場をつくっている。

総 括 

○紙面はＡＢ版である。最初に「公民の学習を始めるにあたって」という学習

の内容や具体的な学び方などを解説している。また、学習課題を提示した後

に、「読み解こう」「ふりかえる」の欄を設け、意欲を高める構成になって

いる。  
第２０採択地区教科用図書採択協議会  



研究調査報告書  
教科名（社会科・公民的分野）  
項 目 中学 公民 日本の社会と世界（清水・３５） 
中学校 
学習指 
導要領 
の教科 
の目標 
との関 
わり 

○個人と社会のつながりについて、具体的な事例を通して個人の尊厳と人権の尊重の立場

から考察させ、現代社会における問題点に気づかせるようになっている。また、国民生

活の向上が不可欠であるとの立場にもとづき経済に対する生徒の関心を高めている。

○社会的な事象や現代的課題について、作業学習や調べ学習などを行い、生徒が社会のつ

ながりについて思考を深め、多角的・多面的に考察できるようになっている。  
○主権国家の概念を明確にし、地球上の諸問題の解決と国際社会全体の平和について、生

徒が課題として取り組めるようになっている。 

特 
 
 
 
 
 
 
 
 
色 

内 

 

 

 

 

 

 

 
容 

 ＜基礎的・基本的な知識・技能を習得させる工夫＞ 
○資料の読み取りや側注の補助説明によって、理解が進み、学習内容が定着するようにな

っている。また、本文記述の関連事項の参照や巻末資料への参照が細かくされている。

裏表紙見開き部分には「現代のうごき」という年表が配置されている。 
＜思考力、判断力、表現力等を育成する工夫＞ 

 ○学習内容への理解を深めるために、考えたり、話し合ったり、調べたりするための視点
を示した「調査」のコーナーが設けられている。 

 ○「私たちと現代社会」では「対立と合意」等について、身近な例で説明し、現代社会の
見方や考え方にそって考察できるようになっている。 
＜主体的に学習に取り組む態度を養う工夫＞ 

 ○見開きテーマごとに当該学習箇所の学習のねらいや考えさせる視点・まとめ・整理のポ
イントなどが示されている。「もっと知りたい公民「「深める公民」という特設ペー

ジがあり、学習内容をさらに自ら深めていこうとするようになっている。 
＜民主主義に関する理解を深めさせる工夫＞ 
○「深める公民」の中で、裁判員制度についてとその課題や地域活性化・復興に向けた取

り組みを取り上げ、学習した内容の補充進化をするようになっている。また「もっと知

りたい公民」では行政の仕組みについて、さらに詳しく学習できるようになっている。

＜国民主権を担う公民として必要な基礎的教養を培う工夫＞ 
○個人と社会とのつながりについて、できるだけ具体的な事例を通してさまざまな問題点

に気づかせ、個人の尊厳と人権の尊重の立場から考察させるようになっている。 
資 
料 

 ○巻頭には、「現代の世界」で一人あたりの国民所得が掲載されている。 
○「もっと知りたい公民」を随所に掲載し、まとめに活用できるようになっている。

表記 
表現 

○文体は敬体になっている。重要語句は、太字で示し、解説を付けている。  
○「調査」「知識」などのマークをつけ、内容との関連をはかっている。 
○本文中に、資料との関連づけた内容に番号が付け、解説を付けている。  

総 括 

○紙面はＢ版である。各編のはじめに、学習内容に関連した現代に活躍する人物の言葉を

載せている。また、特設ページとして「もっと知りたい公民」「深める公民」を設け、

学習の深化をはかり、最後に「卒業論文を書いてみよう」でまとめの欄を設けている。

さらに 
第２０採択地区教科用図書採択協議会  



研究調査報告書  
教科名（社会科・公民的分野）  
項 目 中学生の公民 よりよい社会をめざして（帝国・４６） 
中学校 
学習指 
導要領 
の教科 
の目標 
との関 
わり 

○学習内容と結びつく身近な事例や現実の社会の動きから学べるようになっている。学習

単元のまとまりごとに、これまでに学習した内容を振り返り、しっかり知識を定着でき

る「学習をふりかえろう」というページを設けてある。 
○世の中のしくみや概念をわかりやすく解説する図解や、実感を伴った学習ができる「疑

  似体験コーナーによって学習内容の定着を補助し効率的に行えるようになっている。 
○国際社会に貢献する我が国の特長を理解し、自ら進んで主体的に持続可能な社会の形成

者となるように構成されている。 

特 
 
 
 
 
 
 
 
色 

内 

 

 

 

 

 

 

 
容 

 ＜基礎的・基本的な知識・技能を習得させる工夫＞ 
○見開き１ページの内容が、「導入」→「学習課題」→「本文」→「確認しよう」や 
「説明しよう」の流れで構造化されている。また、左上に「クローズアップ」のコーナー

 があり、事例が掲載されている。 
＜思考力、判断力、表現力等を育成する工夫＞ 

 ○見開き右下に「説明しよう」のコーナーが設けられ、学習内容を活用して自分なりに判
断・表現する学習が行えるようになっている。 
○「トライアル公民」のコーナーでは自分の意見をまとめたり、さまざまな立場から話し

合ったりするための題材が用意されている。 
＜主体的に学習に取り組む態度を養う工夫＞ 

 ○各部のはじめに、大きなイラストから資料の読み取り作業を行うページを設け主体的に
学習に取り組む意欲を高められるようになっている。また、実社会で活躍する人の生

の声を掲載することで臨場感を持って学習するようになっている。 
＜民主主義に関する理解を深めさせる工夫＞ 
○中学生が興味・関心を高めて主体的に学習に取り組み、自分の意見をもち、話しあった

  りする場面を数多く設定してある。社会的事象に興味・関心をもち、民主主義のルール
  学ぶよい機会となるような構成になっている。 
＜国民主権を担う公民として必要な基礎的教養を培う工夫＞ 
○中学生が現在、そして将来直面するであろう課題と解決に向けての取り組みを踏み込ん

  で提示し、ことばで説明することで、表現力の向上につながるようになっている。 
資 
料 

 ○巻頭に「世界で活躍する日本人」が写真付きで紹介されている。 
○見開きの「クローズアップ」で、実社会のでき事との関連づけた資料が掲載されている。

表記 
表現 

○文体は敬体になっている。重要語句は、太字で示し、解説を付けている。  
○本文中に、資料との関連づけた内容に番号が付け、解説を付けている。  
○見開きページの右下に「確認しよう」「説明しよう」欄を設け、作業を紹介している。

総 括 

○紙面はＡＢ版である。各部のはじめに「学習の前に」のページを設け、イラ

ストや写真で身近な出来事との関連づけて、意欲付けにつなげている。また、

各章の終わりに「学習を振りかえろう」でその内容を振り返るようになって

いる。  
第２０採択地区教科用図書採択協議会  



研究調査報告書  
教科名（社会科・公民的分野）  
項 目 中学社会 公民的分野（日文・１１６） 
中学校 
学習指 
導要領 
の教科 
の目標 
との関 
わり 

○現代の社会事象に対する関心を高めて、基礎的・基本的な知識と技能の定着を図り、思

考力・判断力・表現力を高める学習を通して、国際社会に生きる国家の形成者としての

公民的資質が高められるようになっている。 
○個人の尊重の考え方を基本理念として構成されていて、身近な課題を取り上げ、持続

  可能な社会の形成に参画する態度を養えるようになっている。 
○国際社会への貢献に関する日本の特長を取り上げ、日本が世界に提供できる価値を提示

している。また、主体的に参画する意欲を養うようになっている。 

特 
 
 
 
 
 
 
 
色 

内 

 

 

 

 

 

 

 
容 

 ＜基本的な知識・技能を習得させる工夫＞ 
○見開き２ページの最初に「学習課題」を示し、右ページの側注欄に「学習の確認と活用」

 を設けている。また、「情報スキルアップ」で取り組みやすい作業を交えることで、学

  んだ知識や技能の活用を図ることができるようになっている。 
＜思考力、判断力、表現力等を育成する工夫＞ 

 ○「言語活動コーナー」や「学習の確認と活用」によって、習得した知識を定着させ、活
用させる学習活動が行えるようになっている。 
○単元末の「チャレンジ公民」では、本文の内容に基づいた具体的な社会の課題が設定さ

れていて、学習を踏まえた思考の時間が設けられるようになっている。 
＜主体的に学習に取り組む態度を養う工夫＞ 

 ○各編冒頭に、「ナビ」というコーナーを設け、何をどのように学習するのかがイラスト
や新聞記事を用いて説明されており、編の学習内容を大きくとらえ関心・意欲をもっ

て主体的に学習を進めるようになっている。 
＜民主主義に関する理解を深めさせる工夫＞ 
○本文、資料、イラストを活用して民主主義の考え方、それを構築している様々な仕組み

について学ぶようになっている。「公民プラスα」で現代の課題を特集し生徒の興味・

関心を高められる構成になっている。 
＜国民主権を担う公民として必要な基礎的教養を培う工夫＞ 
○コミュニケーションを意識した吹き出しにより導入を図り、地方自治から国家の政治ま

  で広い視野に立った課題設定がなされている。 
資 
料 

 ○巻末に「資料」を設け、憲法や法令などを掲載し、側注で解説をつけている。 
○また、巻末に「用語解説」を設け、解説を掲載している。

表記 
表現 

 ○文体は敬体になっている。重要語句は、太字で示し、解説を付けている。  
○見開きページの右下に「学習の確認と活用」を設け、振り返りをはかっている。 
○本文の下の欄に、既習の小学校の内容や地理･歴史との関連を示した部分が数カ所ある。

総 括 

○紙面はＡＢ版である。各編の最初に「現代社会ナビ」という導入ページを設

け学習の基礎となる考え方を示している。また、「チャレンジ公民」「情報

スキルアップ」などの特設ページで学習の深化をはかっている。本文中には

導入資料とそれに関連する問いかけを設け、学習課題につなげている。  
第２０採択地区教科用図書採択協議会  



研究調査報告書  
教科名（社会科・公民的分野）  
項 目 新しい公民教科書（自由社・２２５） 
中学校 
学習指 
導要領 
の教科 
の目標 
との関 
わり 

○日本が歩んできた現代社会について、歴史的分野と関連付けながら諸資料を活用して学

べるようになっている。民主主義に関する考え方やしくみについて、歴史的背景を踏ま

えながら理解を図ることができるようになっている。 
○現代社会の特色や直面している課題について、基礎的・基本的な内容を活用しながら、

  深く考えることができるようになっている。 
 ○学習課題を発展的に学ぶことができように、作業学習や調べ学習を行い、表現力等の育
成ができるようになっている。 

特 
 
 
 
 
 
 
 
色 

内 

 

 

 

 

 

 

 
容 

 ＜基礎的・基本的な知識・技能を習得させる工夫＞ 
○章末に「学習のまとめと発展」を設け、最重要語句を確認することにより、基礎的・基

本的な知識・技能の習得を図るようになっている。また、見開きのページごとに「ここ

がポイント！」を示し、要点をまとめている。 
＜思考力、判断力、表現力等を育成する工夫＞ 

 ○「学習の発展」で学習した内容についていくつかの課題が示され、約４００字でまとめ
る作業を毎回行うことにより、思考力や表現力が高められるようになっている。 

 ○「もっと知りたい」では、それぞれのテーマについて異なる考え方を分けて提示するこ
とで多角的・多面的に考察できるようになっている。 

＜主体的に学習に取り組む態度を養う工夫＞ 
○「もっと知りたい」により学習の焦点化が図られ、豊富な資料をもとに自ら学ぶことが

できるようになっている。また「ミニ知識」が随所にあり、本文の内容をさらに深め

た学習ができるようになっている。 
＜民主主義に対する理解を深めさせる工夫＞ 
○「挙制度と政治参加」「裁判員制度」などについて特集して、学習を焦点化させること

 により、生徒の学びを身近なものとして考えさせ、国家・社会の一員としての資質向上

 を図る学習内容となるように構成されている。 
＜国民主権を担う公民として必要な基礎的教養を培う工夫＞ 
○基礎的・基本的学習から系統的な反復学習をするような構成になっている。国家につい

 ての学習も、次第に内容を発展させながら学ぶように工夫してある。 
資 
料 

 ○巻頭に「すごいぞ日本の技術は」を載せ、日本の先端技術の特集が組まれている。 
○巻頭に「学習を深めるために」を載せ、ミニ知識・紹介する人物を一覧にしている。

表記 
表現 

○文体は敬体になっている。重要語句は、太字で示し、解説を付けている。  
○見開きの左ページに学習課題が明示されている。 
○見開きの右ページ下に「ここがポイント！」の欄を作り、内容の要点をまとめている。

総 括 

○紙面はＢ版である。各章の最後に「学習のまとめ」と「学習の発展」を設け、重要語句

を提示し、基礎基本の定着化を図っている。また、見開きページに「ミニ知識」「ここ

がポイント」などで身についた知識をさらに高めるようになっている。さらに知識を活

用して表現力を高めるようなまとめになっている。 
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研究調査報告書  
教科名（社会科・公民的分野）  
項 目 新編新しいみんなの公民（育鵬社・２２７） 
中学校 
学習指 
導要領 
の教科 
の目標 
との関 
わり 

○「家族・地域社会・国家・国際社会」と「自分」の関係を認識することにより、自分の

立ち位置を知り、他人事を自分事としてとらえることで、興味・関心・意欲を高め、国

際社会に貢献できる日本人としての公民的資質の基礎を養うようになっている。 
○ 現代社会の課題を、本文と資料、新聞記事等をとおして、多角的・多面的に考察し、
表現力を育むことができるような構成になっている 
○現代社会の課題に対して生徒自らが主体的に取り組んでいく能力・態度を養うという観

点から、学習方法調査方法、問題解決のための手がかりなどが示されている。  

特 
 
 
 
 
 
 
 
色 

内 

 

 

 

 

 

 

 
容 

 ＜基礎的・基本的な知識・技能を習得させる工夫＞ 
○「つかむ」→「調べる」→「まとめる」の流れを示している。見開きの初めに学習課題

を示し、章末の「学習のまとめ」の語句を書き入れるワークシートで、重要語句を認識

し知識を習得できるようになっている。 
＜思考力、判断力、表現力等を育成する工夫＞ 

 ○見開き右下に「説明しよう」のコーナーが設けられ、学習内容を活用して自分なりに判
断・表現する学習が行えるようになっている。 

 ○本文を補完する写真・グラフ・地図などの資料が配置され、読み取りや解釈を通して思
考力や判断力を身につけられるようになっている。 
＜主体的に学習に取り組む態度を養う工夫＞ 

 ○アクティブラーニングの視点を取り入れ生徒が課題の発見と解決に向けて主体的に学
べるような学習課題が毎時間設定されている。また、同年代の生徒と教師のキャラク

ターを登場させ、生徒たちが親しみを持ちながら学習できるようになっている。 
＜民主主義に対する理解を深めさせる工夫＞ 
○「理解を深めよう」では「権利と権利の対立と合意」や「少年法」等の題材を通して、

身近な視点から個人の尊厳や人権の尊重を考えさせると共に、「考えよう」では男女の

平等を家族の価値などから人権について考えさせる構成になっている。 
＜国民主権を担う公民として必要な基礎的教養を培う工夫＞ 
○家族・社会・国家と自分の関係を認識して、社会において自律的に生きる基礎を養い、

国家及び社会の形成者として必要とされる資質を高められるようになっている。 
資 
料 

 ○巻頭の「私たちを取り巻く課題」で身近な内容を掲載している。 
○巻末に「学習資料」で憲法・法令などを載せ、側注で解説をつけている。 

表記 
表現 

○文体は敬体になっている。重要語句は、太字で示し、解説を付けている。  
○本文中に、前出･後出箇所との関連づけるページが記されている。 
○様々なマークを付し、情報の提示や課題の提示を行っている。  

総 括 

○紙面はＡＢ版である。各章の最後にある「学習のまとめと発展」では、重要

語句をまとめ、基礎・基本の定着化を図っている。また、学習内容を深化さ

せる調べ学習を行うための資料が掲載されている。「ミニ知識」では、写真

や資料を付して内容の補充ができるようになっている。
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