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発行者 ２・東書 17・教出 46・帝国 116・日文
観 点

○ 地理的分野の目標が達成できるよう取り上げられている学習活動
取扱内容 ・アジア州におけるイスラム教 ・アジア州における経済発展や ・アジア州における自然環境や ・アジア州における人口や経済

徒の生活・文化やオセアニア ヨーロッパ州における統合と ヨーロッパ州における文化の 発展やアフリカ州における自
学習指導要領の総則 州のツバルにおける環境問題 その課題などから州ごとの地 共通性と多様性から州ごとの 立のための開発と国際協力な
及び各教科の目標， などから州ごとの地域的特色 域的特色を大まかにとらえる 地域的特色を大まかにとらえ どから州ごとの地域的特色を
内容等 を大まかにとらえる活動 活動 る活動 大まかにとらえる活動

・自然災害と防災・減災への取 ・地形，自然災害と防災，開発 ・「近畿地方における環境問題 ・地形，自然災害と防災，開発
組について，地図や写真等か や環境保全について，写真等 への取組」という主題を設け や環境保全について，写真等
ら調べて日本の自然環境に関 から調べて日本の自然環境に て日本各地域の課題を理解す から調べて日本の自然環境に
する特色等を理解する活動 関する特色等を理解する活動 る活動 関する特色等を理解する活動

○ 主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応
・「みんなでチャレンジ」を設 ・コラム「地理の窓」を設けた ・社会的な課題の分析や解決に ・節末で地球的課題を設けたり，
けたり，多様な意見に触れた り，個人やグループで学びを 向けた構想に取り組む活動を 「チャレンジ地理」等で地球
りするなど，考えを広げたり 深めたりするなど，考えを広 設けたり，学習の振り返りを 的課題を解決したりするなど，
深めたりする学習活動 げたり深めたりする学習活動 行ったりするなど，考えを広 考えを広げたり深めたりする

げたり深めたりする学習活動 学習活動
○ 系統的・発展的に学習できるような工夫

内容の構成・排 ・写真や雨温図などの資料を読 ・世界各地の生活から興味・関 ・地球的課題の影響を考察する ・地球的課題について考察する
列，分量等 み取る学習や，複数の資料の 心を高める学習や，テーマを 学習や，地域的特色を構成す 学習や，持続可能な社会を実

比較や関連付けを通じて，特 設定し，仮説を立て，意見を る各事象と地球的課題の相互 現する上で取り組まなければ
色を捉える学習を設定 交換する学習を設定 関係を考察する学習を設定 ならない地域の課題を設定

○ 内容の分量
・総ページ数 295ページ ・総ページ数 295ページ ・総ページ数 300ページ ・総ページ数 287ページ
（増減なし） （６％増） （７％増） （２％増）
○ 学習意欲を高める工夫

使用上の配慮等 ・北海道における自然の特色を ・北海道における豊かな自然と ・雪と共にある北海道の人々の ・北海道地方の自然環境と人々
生かした産業や，現在に受け 観光や，持続可能な社会づく 生活や，自然と共に生きるア のかかわりや，日本の先住民
継がれるアイヌ民族の文化な りの視点からアイヌ民族の文 イヌの人々の歴史や文化など 族であるアイヌ民族の歴史や
どの紹介 化などの紹介 の紹介 民族共生象徴空間などの紹介

○ 主体的に学習に取り組む工夫
・「探究課題」を設定する活動 ・主な地名や言葉を確認する活 ・冒頭に設けた単元を貫く問い ・具体的な課題を自ら調べたり，
や，探究課題の解決を補助す 動や，設定されたテーマにつ から学習の見通しをもつ活動 議論したりする活動や，学習
る問いを軸に構造化された課 いて自分の言葉で説明する学 や，末尾に言語活動を備えた を振り返って知識の定着を図
題解決的な学習活動を掲載 習活動を掲載 学習の振り返りの活動を掲載 る活動を掲載

○ 使用上の便宜
・見開きで１単位時間の構成を ・１時間の授業を見開き２ペー ・地域の特色が見える写真資料 ・１時間の授業を見開き２ペー
提示 ジで構成 の掲載 ジで構成

・教科書全体を通してユニバー ・判読しやすい配色やレイアウ ・ 識別しやすい色とし，ユニバー ・教科書全体を通してユニバー
サルデザインフォントを使用 ト，表現方法，文字などを使用 サルデザインフォントを使用 サルデザインフォントを使用

○ 地域素材
指導上の配慮等 ・「北海道地方」の学習におい ・「北海道地方」の学習におい ・「北海道地方」の学習におい ・「北海道地方」の学習におい

て，旭川市の雨温図や旭川駅 て，旭川市の雨温図や住宅の て，旭川市の年間降雪日数の て，旭川市の雨温図や住宅，
前のロードヒーティングなど 玄関，知里幸恵の「アイヌ神 平均や旭山動物園などが取り 旭山動物園などが取り扱われ
が取り扱われている 謡集」などが取り扱われている 扱われている ている

・北方領土については，「世界 ・北方領土については，「世界 ・北方領土については，「日本 ・北方領土については，「世界
と日本の姿」や「北海道地方」 と日本の地域構成」や「北海 の領域とその特色」や「北海 と日本の地域構成」や「北海
の学習などで取り扱われてい 道地方」の学習などで扱われ 道地方」の学習などで取り扱 道地方」の学習などで取り扱
る ている われている われている
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○ ＩＣＴの活用
指導上の配慮等 ・「Ｄマーク」（ＱＲコード）を ・「まなびリンク」（ＱＲコード）・二次元コード（ＱＲコード） ・「デジタルマーク」（ＱＲコー

掲載し，広島市の中心部の様 を掲載し，国土地理院などへ を掲載し，地球儀での距離と ド）を掲載し，アメリカ合衆
子の動画や，国の主な機関な のリンク集を活用できるよう 方位の調べ方などの動画やイ 国の農業の動画や，国土地理
どへのリンク，時差の調べ方 工夫がなされている ンターネット上の地球儀，章 院などのＨＰへのリンク，ク
の練習問題などを活用できる 末問題の解答などを活用でき イズの解答などを学習で活用
よう工夫がなされている るよう工夫がなされている できるよう工夫されている

・「地域調査の方法」において， ・「地域のあり方」において， ・「身近な地域の調査」などに ・「地域調査の手法」において，
デジタル地図の使い方を説明 学校のウェブサイトを活用し おいて，デジタル地図の使い デジタル地図の使い方を説明
したり，ＡＲ技術を使ったア て調査したことを発信する方 方を説明したり，プレゼンテ したり，プレゼンテーション
プリケーションによる情報発 法を紹介する工夫がなされて ーションソフトを使った発表 ソフトを使った発表方法を紹
信の方法を紹介したりする工 いる の仕方を紹介したりするなど 介したりする工夫がなされて
夫がなされている の工夫がなされている いる

○ 小中連携
・「小学校の社会科でならった ・小学校社会科の学習を振り返 ・当該ページで学習する内容に ・各章のはじめや見開きの下欄
ことば」を掲載し，小学校の る活動や，小学校で学習した 関連する小学校の既習事項を に，小学校で学習した内容を
学習内容を用語や写真で振り 地図帳の使い方などを振り返 掲載し，学習内容を振り返る 示し，学習内容を振り返るこ
返ることができるよう配慮が ることができるよう配慮がな ことができるよう配慮がなさ とができるよう配慮がなされ
なされている されている れている ている

○ 社会的事象の意味や意義について多面的・多角的に考察する力の育成
本市生徒の学習 ・日本の様々な交通網が担う役 ・特設ページ「地域から世界を ・自然環境に着目した産業を発 ・自然環境に配慮した観光客の
の状況等 割について話し合うなど対話 考えよう」において，南アフ 展させる取組について話し合 誘致について話し合うなど対

的な活動を行う「みんなでチ リカ州における都市の人口増 うなど対話的な活動を行う「持 話的な活動を行う「アクティ
ャレンジ」のコーナーが設定 加で生じる問題の解決策や， 続可能な社会に向けて考えよ ビティ」のコーナーが設定さ
されている 「現代日本の課題を考えよう」 う」が設定されている れている

において，林業を活性化させ
る方法などについて話し合っ
たりする活動が設定されてい
る

○ 複数の資料から適切な資料を選択したり，資料を関連付けて情報を読み取ったりする力の育成
・統計資料の使い方などを説明 ・気温と降水量のグラフの読み ・新旧の地形図の比較などを行 ・地図や写真などの活用方法を
する「スキル・アップ」のコ 取り方などを説明する「地理 わせる「技能をみがく」のコ 説明する「スキルＵＰ」のコ
ーナーや，降水量と人口密度 の技」のコーナーが設定され ーナーが設定されている ーナーが設定されている
を表す２つの地図を比較する ている
活動などを位置付けた特設ペ
ージ「資料から発見」が設定
されている

○ 既得の知識を関連付けて学習内容を深く理解し，概念などに関する知識として獲得するための配慮
・各見開きに一単位時間の学習 ・各見開きに一単位時間の学習 ・各見開きに一単位時間の学習 ・各見開きに一単位時間の学習
内容の整理とまとめを行う「チ 内容の整理とまとめを行う「確 内容の整理とまとめを行う「確 内容の整理とまとめを行う「確
ェック」，「トライ」のコーナ 認」，「表現」のコーナーが設 認しよう」「説明しよう」の 認」のコーナーが設定されて
ーが設定されている 定されている コーナーが設定されている いる

・章末に学習した用語を用いて ・章末に学習した用語を用いて ・章や節末に学習した用語を用 ・章末に学習した用語等につい
単元の課題解決を行う「基礎・ 各地域の特色などを説明する いて「章の問い」に対する説 て確認を行う「学習のまとめ」
基本のまとめ」が設定されて 問題「表現しよう」が設定さ 明を行う「章(節)の学習を振 が設定されている
いる れている り返ろう」が設定されている

その他
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