
平成２７年７月９日 

                                      可茂地区採択協議会 

 

 

平成２８年度使用中学校用教科用図書 選定理由書 

 

 

 可茂地区採択協議会は、「平成２８年度使用中学校用教科用図書」について、下記の理由により当該発行者

の教科用図書を選定した。 

 

 

記 

 

 

 

種目名 国語 

発行者名 

教科書名 

38 光村図書 

国語１～３ 

選定の理由 

＜可茂地区＞ 

・単元は「言語活動」と「話題」を組み合わせた新しいものが螺旋的に配置

されており、言葉の力と生きる力の総合的な高まりが期待できる。さらに

単元の中身が、「習得」と「活用」の繰り返しで構成されている。 

・「話すこと・聞くこと」は３年間で16単元、書くことは25単元あり、表現に

関わる言語活動が、大変充実している。 

・全ての学年の初めに『主な教材構成と学習の流れ』等を提示し、主体的な

学習方法を極めて分かりやすく紹介している。 

・「読書生活を豊かに」の単元を設け、図書館利用を推進している。読書紹介

は、三年分で241冊である。 

種目名 国語 書写 

発行者名 

教科書名 

2 東京書籍 

新編 新しい書写 一・二・三年 

選定の理由 

＜可茂地区＞ 

・小学校の復習となる楷書の学習から導入されており学年ごとに簡単な筆遣

い・字形から複雑な仮名遣い・字形へ、また、行書から行書と仮名などの書

写技能が身につくように配慮されている。 

・封書の書き方やメモの取り方など、各教科や総合的な学習、社会生活の中で

使われる言語活動が取り上げられており、学習した内容を使用できるような

構成となっている。 

・大判（見開き）で名前の入った見やすい手本が多い。手本の横に書くときの

ポイントが示されている。 



 

 

種目名 社会（地理的分野） 

発行者名 

教科書名 

2 東京書籍 

新編 新しい社会 地理 

選定の理由 

＜可茂地区＞ 

・地理の学習を進める上で必要となる基礎的・基本的な技能を身につけるコーナー「地理

スキルアップ」が 16 カ所、調査学習を進める上での基礎的・基本的な技能を身につけ

るコーナー「調査の達人」が 20 カ所示され、作業的・体験的な学びを進めながら技能

を習得できる構成になっている。 

・単位時間の学習のまとまりごとに、学習課題を示すとともに、学習内容を確認したりま

とめたりする視点を示した「確認」コーナーを位置付けている。 

・単位時間の学習のまとまりごとに、学習課題を示すとともに、まとめ方の視点を示した

「確認」コーナーをページ下欄に位置付け、学んだことをまとめ、確かめることができ

る工夫がなされている。 

 

 

 

 

種目名 社会（歴史的分野） 

発行者名 

教科書名 

2 東京書籍 

新編 新しい社会 歴史 

選定の理由 

＜可茂地区＞ 

・各時間に設定されている「確認」では、本時の学習内容の確認と言語活動

による思考力判断力、表現力の育成を短時間で行うことができる。また、

学習の積み重ねを生かして、時代の特色を「比較」の視点で考えることが

できる。 

・年表をもとに気付いたことを説明する活動を位置付けることで、時代の流

れをつかみやすくなっている。 

・実物大資料や、実際の遺産の大きさの記述などが大変丁寧にされており、

具体的なイメージを持って学習できる工夫がされている。また、資料の数

や人物についての記述が豊富であることも歴史に関心の高い生徒にとって

大変魅力的である。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種目名 社会（公民的分野） 

発行者名 

教科書名 

2 東京書籍 

新編 新しい社会 公民 

選定の理由 

＜可茂地区＞ 

・他分野で学習したものと同一の資料(写真・グラフ)を使用したり、分野関

連マークを付し、地理・歴史的分野との関連を示したりしており(60箇所)

関連性が高く極めて効果的である。 

・「持続可能な社会」の形成に参画するという考え方が、各章末に配置された

学習の確認ページに設定されている。最終章までつながりがあり、とても

よく考えられた構成である。 

・「公民にチャレンジ」コーナーを設け、小集団による話し合い活動を示すと

ともに、学んだことをもとに認識を深めたり価値判断を行ったりする学習

が行えるようにしてあり、とても効果的である。 

種目名 社会 地図 

発行者名 

教科書名 

46 帝国書院 

中学校社会科地図 

選定の理由 

＜可茂地区＞ 

・地域を大観するための地図「ながめてみよう」を多数設置し、基礎的・基

本的な内容を興味関心をもって捉えられるように工夫されている。 

・世界の州は、地図・資料図・俯瞰図の構成になっていて、視覚的に捉えや

すい。特に、俯瞰図などには「地図を見る目」が記載されており、生徒が

興味・関心をもって資料を見ることができる。 

・大陸側から日本を見るという視点の地図を掲載するなど多面的・多角的に

考察することができる工夫がみられる。 

・中部地方に関するページは11ページあり、東西を結ぶ交通路と岐阜県内の

中山道の宿場町を重ねるなど工夫されている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種目名 数学 

発行者名 

教科書名 

4 大日本図書 

新版 数学の世界１～３ 

選定の理由 

＜可茂地区＞ 

・かっこ、小数・分数をふくむ連立方程式を、１つの項目として起こし、よ

り時間をかけて生徒に定着させようと、大変工夫している。 

・学んだことの意義や実生活とのつながりを感じさせ学ぶ意欲を高めるため

に、学習内容に関連するコラム「社会にリンク」を掲載し、実社会で活躍

する人物による数学の知識の活用を紹介して、数学を学ぶことのよさを実

感できるように極めて工夫されている。 

・予想したり、解決の仕方を考えたりする過程を大切にし、数学的活動を通

して学べるように、１単位時間で扱う量を原則見開きの構成にして、授業

に合わせて極めて使いやすい教科書となっている。 

種目名 理科 

発行者名 

教科書名 

2 東京書籍 

新編 新しい科学 １～３ 

選定の理由 

＜可茂地区＞ 

・観察、実験の方法が示された頁に、結果を整理する表の様式が示され、結果を整理する

際、参考にできるよう工夫されている。レポートの作成についても学習する課題では、

生徒が結果の整理の仕方を考えることができるよう、結果を整理する表が別の頁に掲載

されている。 

・話す活動、書く活動の内容が明確に示され、言語活動を通して科学的な思考力・表現力

が育つよう工夫されている。 

・観察、実験のこつが分かりやすく示され、観察、実験を確実に行えるよう

工夫されている。 

・学習内容と関連した科学技術等の話題が紹介され、科学を学ぶの意義や有

用性を実感できるよう工夫されている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種目名 音楽 一般 

発行者名 

教科書名 

27 教育芸術社 

中学生の音楽 １ ２・３上下 

選定の理由 

＜可茂地区＞ 

・歌唱、創作、鑑賞の３つの領域にそれぞれ２～３の内容ごとの柱を設け、３つの領域

の関連を考慮している。また、それぞれの柱を行き来しながら発展的に繰り返し、学

習が深まるよう全体を構成している。 

・学年内及び学年間で系統的･発展的に学ぶなかで、基礎的な知識及び技能の習

得や思考力、判断力、表現力の育成ができるような構成についてよく配慮されてい

る。 

・日本の伝統的な音楽を，五線譜を使わず模範演奏を聴き、声の音色や節回しの

特徴を感じとる学習が位置づいており、基礎基本の定着を図りながら、自国の音楽

のよさを味わえるよう工夫されている。 

種目名 音楽 器楽合奏 

発行者名 

教科書名 

27 教育芸術社 

中学生の器楽 

選定の理由 

＜可茂地区＞ 

・扱われている楽器は、リコーダー、ギター、和楽器の他、他者では扱われ

ていない、打楽器も掲載されている。和楽器では、可茂地区でよく扱われ

ている箏や太鼓の他、三味線、篠笛、尺八が掲載され、基本奏法や習熟の

程度に合わせて選べる練習曲などで構成されている。様々な規模の学校が

存在する可茂地区の実情に合わせて楽器や楽曲等を選択できることで、生

徒が基礎的な知識及び技能を習得できるよう、よく配慮されている。 

・箏を使った創作の活動で、創作のイメージの例やヒントを示すなど、ある

程度の手順を示し、生徒が言語を通して考えることで、思考力、判断力、

表現力が育成できるよう、よく配慮している。 

・各楽器の説明には、歴史や構造、姿勢や構え方、奏法の他、音色に着目さ

せる「音を聞いて確かめよう」を位置付けることで、奏法の学習により主

体的に取り組めるよう、よく配慮している。  



 

 

 

 

 

 

 

 

種目名 美術 

発行者名 

教科書名 

116 日本文教出版 

美術１ 出会いと広がり 

美術２・３上 学びの深まり 

美術２・３下 美の探究 

選定の理由 

＜可茂地区＞ 

・岐阜県の地域素材である粘土の取扱いが、制作過程の表記の仕方や道具の

取扱について大変丁寧に記されている。３年間の学習については、発達の

段階を踏まえて３つのステージとして３冊にまとめ、それぞれにテーマを

もって題材が配列されている。 

・表現の題材や共同作品の題材では、生徒によるプレゼンテーション用に作

られた資料も紹介してあり、言語活動を大切にした表現活動の在り方が提

案されている。 

・印刷用紙に和紙を使用するなどユネスコ無形文化遺産に登録された美濃和

紙や版画作品をより身近にとらえることができる。岐阜県の地域素材・表

現である焼き物や版画や木や和紙による作品づくりが取り上げられ、円空

や合掌造り美濃焼など郷土の作品や文化も扱われている。  

種目名 保健体育 

発行者名 

教科書名 

2 東京書籍 

新編 新しい保健体育 

選定の理由 

＜可茂地区＞ 

・「今日の学習」や「やってみよう」では、小学校の学習内容を振り返る場面

が大変多くあり、校種間に系統性をもたせる工夫がされている。 

・「考えてみよう」の部分では、自分のこととして考えにくい内容に関しては

第三者的に考えさせたりする工夫が大変多くなされている。 

・インパクトのある写真や活字によって、スポーツの魅力や支える側の内容

を掲載しており、生徒の学習意欲を沸き立たせるものになっている。 

・自分の通学路やよくある地域の様子から危険予測する活動を通して、日常

生活で活かせる危険回避行動が取れたり、防災マップを作成したりするこ

とができるものになっている。 



 

 

 

 

 

 

種目名 技術・家庭（家庭分野） 

発行者名 

教科書名 

2 東京書籍 

新編 新しい技術家庭 

家庭分野 

自立と共生を目指して 

選定の理由 

＜可茂地区＞ 

・必修の内容である「１日分の献立作成」で、食品群の分類、食品の概量と

目ばかりや手ばかり、主食と主菜と副菜の選び方について写真等の資料が

大変充実している。 

・家庭実践などで行うとよい補充的・発展的な参考例を肉料理６種類、魚料

理６種類、野菜を使った料理６種類を各２ページずつで示している。 

・様々な暮らし方と住まい方について、今日的な課題を投げかけることで主体的な学習意

欲を促している。 

・幼児との触れ合い体験が３パターン紹介されており、学校の実態に合わせ

て選択ができる。 

・岐阜県の桑の木豆・朴葉みそ・合掌造りの記載がある。 

 

 

 

種目名 技術・家庭（技術分野） 

発行者名 

教科書名 

2 東京書籍 

新編 新しい技術家庭 

技術分野 

未来を創る Technology 

選定の理由 

＜可茂地区＞ 

・製作、育成の場面が、ＰＤＣＡのサイクルで統一して示され、問題解決能

力が育成できる構成になっている。 

・製作前に「問題の発見」「考えてみよう」が示され、計画・実行・評価・改

善の流れになっており主体的に学ぶことができる構成となっている。 

・考え方や技能のポイントが随所に明記されているため、生徒が安心して学

習に取り組めるようになっている。 

・技術の匠コーナーを設け、様々な職業で働く技術者を紹介し、ものづくり

への関心を高めている。  



 

 

 

 

 

 

                                             以上 

種目名 外国語 英語 

発行者名 

教科書名 

2 東京書籍 

NEW HORIZON 

English Course 1～3 

選定の理由 

＜可茂地区＞ 

・「電話での会話」は、全学年で扱われており、段階的・発展的な構成となっ

ており、無理なく習得できるよう工夫されていて大変よい。 

・「手紙」を書く活動についても全学年で扱われており学年を追うごとに１文

多く書けることを目標としている。到達目標が明確な点がよい。 

・日常生活や職場体験・避難訓練など、生徒に親しみやすい内容から、ユニ

バーサルデザインやロボットとの生活など、生徒に関心を持たせたい内容

まで幅広い分野の題材が扱われているのが大変よい。 

・入門期の内容としては、あいさつ・クラスルームイングリッシュ・身の回

りの物・数字・曜日・誕生日など豊富な内容が配置されており、小学校で

学んだことを生かして無理なく学習がスタートできるように工夫されてい

る。 


