
別紙様式２

発行者 ２・東書 17・教出 46・帝国 81・山川 116・日文 227・育鵬社 229・学び舎
観 点

○ 歴史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 ・アイヌ民族と琉 ・明治時代の政府 ・明治時代の農村 ・明治時代の国際 ・明治時代の近代 ・明治時代に国境 ・明治時代の自由

球民族への対応 と民権派の考え の人々の生活の 関係の変化につ 国家建設を急い が定められた経 民権運動の変化
学習指導要領の総則 の相違点を考察 方の違いを考察 変化を考察した いて考察した だ理由を考察し 緯を考察した を考察したり，
及び各教科の目標， したり，時代の したり，時代の り，時代の特色 り，時代の特色 たり，時代の特 り，時代の特色 設けて時代の特
内容等 特色を理解した 特色を理解した を理解したりす を理解したりす 色を理解したり を理解したりす 色を理解したり

りする活動 りする活動 る活動 る活動 する活動 る活動 する活動
・戦後の日本復興 ・戦後の平和な世 ・経済や産業，社 ・日本国憲法の制 ・経済大国となっ ・戦後の日本の民 ・第二次世界大戦
の象徴となる出 界を築くための 会や国際関係の 定など日本の民 た日本が世界に 主化と再建の過 後の日本の国交
来事を考察した 取組を考察した 変化を考察した 主化の進展を考 与える影響を考 程を考察した の変化を考察し
り，時代の特色 り，時代の特色 り，時代の特色 察したり，時代 察したり，時代 り，時代の特色 たり，時代の特
を理解したりす を理解したりす を理解したりす の特色を理解し の特色を理解し を理解したりす 色を理解したり
る活動 る活動 る活動 たりする活動 たりする活動 る活動 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
・応仁の乱の学習 ・鎌倉時代の人々 ・元禄文化の学習 ・日露戦争の学習 ・承久の乱の学習 ・江戸幕府による ・近世の統一事業
において，学習 の暮らしの学習 において，学習 において，学習 において，学習 鎖国の学習にお の学習におい
課題を設定し， において，学習 課題を設定し， 課題を設定し， 課題を設定し， いて，学習課題 て，学習課題を
見通しをもたせ 課題を設定し， 見通しをもたせ 見通しをもたせ 見通しをもたせ を設定し，見通 設定し，見通し
るとともに，戦 見通しをもたせ るとともに，屏 るとともに，風 るとともに，複 しをもたせると をもたせるとと
いの様子を描い るとともに，絵 風に描かれた二 刺画どの様々な 数の資料から読 ともに，鎖国を もに，信長，秀
た複数の時代の 巻物を中心に複 つの装飾画から 資料を基に日露 み取ったことを 肯定する視点と 吉，家康が実施
資料を比較し， 数の資料を比較 共通点を見いだ 戦争に至る過程 もとに，古代か 否定する視点を した政策と人々
社会の変化につ し，人々の生活 して，文化の特 と戦争が与えた ら中世への時代 比較し，鎖国の の生活への影響
いて話し合い， の様子について 色について話し 影響について話 の変化について 影響について話 について話し合
考えを広げたり 話し合い，考え 合い，考えを広 し合い，考えを 話し合い，考え し合い，考えを い，考えを広げ
深めたりする活 を広げたり深め げたり深めたり 広げたり深めた を広げたり深め 広げたり深めた たり深めたりす
動 たりする活動 する活動 りする活動 たりする活動 りする活動 る活動

○ 系統的・発展的に学習できるような工夫
内容の構成・排 ・歴史の学び方に ・歴史の学び方に ・歴史の学び方に ・歴史の学び方に ・歴史の学び方に ・歴史の学び方に ・歴史の学び方に
列，分量等 ついて学習した ついて学習した ついて学習した ついて学習した ついて学習した ついて学習した ついて学習した

後に，時代区分 後に，時代区分 後に，時代区分 後に，時代区分 後に，時代区分 後に，時代区分 後に，時代区分
毎に時代の特色 毎に時代の特色 毎に時代の特色 毎に時代の特色 毎に時代の特色 毎に時代の特色 毎に時代の特色
や歴史の流れに や歴史の流れに や歴史の流れに や歴史の流れに や歴史の流れに や歴史の流れに や歴史の流れに
ついての学習 ついての学習 ついての学習 ついての学習 ついての学習 ついての学習 ついての学習

○ 内容の分量
・総ページ数 ・総ページ数 ・総ページ数 ・総ページ数 ・総ページ数 ・総ページ数 ・総ページ数

295ページ 298ページ 292ページ 288ページ 317ページ 302ページ 299ページ
（９％増） （14％増） （11％増） （前回調査なし） （16％増） （９％増） （３％増）
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別紙様式２

発行者 ２・東書 17・教出 46・帝国 81・山川 116・日文 227・育鵬社 229・学び舎
観 点

○ 学習意欲を高める工夫
使用上の配慮等 ・江戸時代の最上 ・江戸時代のペリ ・明治時代の北海 ・明治時代の札幌 ・北方領土に関す ・北海道に縁のあ ・開拓使の設置や

徳内，近藤重蔵， ー艦隊の函館来 道の開拓と産業 の地図などの資 る条約や地図な るクラークを取 北海道への移住
間宮林蔵らの北 航記念碑の写真 の発展に係る資 料を掲載し，開 どの資料を掲載 り上げ，北海道 奨励に関する資
方探検の地図を 等を掲載し，函 料を掲載し，北 拓の歴史などか し，第二次世界 の開拓にまつわ 料を掲載し，北
掲載し，その行 館寄港の際のエ 海道などの近代 ら札幌について 大戦後の日本の るエピソードを 海道開拓の進展
程を紹介 ピソードを紹介 化の過程の説明 考える課題設定 取組の説明 提示 についての説明

・アイヌ文化と儀 ・アイヌの人たち ・アイヌの人たち ・アイヌの人たち ・アイヌ文化につ ・アイヌの人たち ・江戸時代にアイ
式や神話，生活 の文化などにつ の文化などにつ の歴史と文化に いて，儀式や神 が行っていた交 ヌの人々が採集
の様子などの資 いて，神話の資 いて，衣食住な ついて，アイヌ 話，国立アイヌ 易に関する資料 した昆布の行方
料を掲載し，ア 料を掲載し，ア どの資料を掲載 民族の首長など 民族博物館など を掲載し，アイ を課題として提
イヌ文化成立と イヌ文化を伝え し，独自の文化 を描いた絵を掲 の資料を掲載 ヌの人たちと周 示し，近隣諸国
展開，文化継承 てきた人々の努 を築いたことに 載し，特徴を説 し，文化の伝承 辺諸国や地域と との交易につい
の動きの説明 力の説明 ついての説明 明 についての説明 の関係の提示 ての説明

○ 主体的に学習に取り組む工夫
・「チェック」で，・「確認」で，一 ・「確認しよう」 ・「ステップアッ ・「確認」で，一 ・「歴史ビュー」 ・「フォーカス」
一単位時間の学 単位時間の学習 で，一単位時間 プ」で，一単位 単位時間の学習 で，事象につい で，歴史の舞台
習の終わりに基 内容を振り返っ の学習を振り返 時間の終わりに 内容の理解を確 て多角的な視点 に焦点を当てて
礎事項を確認す て整理する活動 り，大切な事項 新たな課題を追 認するための活 から考察する活 知識を深める活
る活動や，「ト や，「表現」で， を確認する活動 究する活動や， 動や，「深めよ 動や，「歴史の 動や，「歴史を
ライ」で，要約 図にしたり，自 や「説明しよう」 「歴史を考えよ う」で，学習課 ターニングポイ 体験する」で，
や説明により学 分の言葉で説明 で自分の言葉で う」で，学んだ 題の理解を深め ント」で，意見 学習内容に関わ
習課題を解決す したりする活動 説明したりする ことを基に考察 るための活動を を交換する活動 る体験活動を掲
る活動を掲載 を掲載 活動を掲載 する活動を掲載 掲載 を掲載 載

○ 使用上の便宜
・教科書の使い方 ・教科書の使い方 ・教科書の使い方 ・教科書の使い方 ・教科書の使い方 ・教科書の使い方 ・教科書の使い方
について説明す について説明す について説明す について説明す について説明す について説明す について説明す
るページの設定 るページの設定 るページの設定 るページの設定 るページの設定 るページの設定 るページの設定
や，ユニバーサ や，ユニバーサ や，ユニバーサ や，カラーユニ や，ユニバーサ や，カラーバリ や，カラーユニ
ルデザインフォ ルデザインフォ ルデザインフォ バーサルデザイ ルデザインフォ アフリーへの配 バーサルデザイ
ントの使用 ントの使用 ントの使用 ンの取り入れ ントの使用 慮 ンへの配慮

○ 地域素材
指導上の配慮等 ・室町時代や江戸 ・室町時代の学習 ・大正時代の学習 ・明治時代の学習 ・中世の学習江戸 ・中世の学習にお ・江戸時代におけ

時代の学習にお におけるオホー におけるアイヌ におけるアイヌ 時代の学習にお けるアイヌの人 るアイヌの人々
けるアイヌの人 ツク文化や，明 神謡集と知里幸 神謡集と知里幸 けるにおける和 々の交易や，江 の暮らしの様
々の交易や明治 治時代の学習に 恵や，江戸時代 恵や，アイヌの 人とアイヌの人 戸時代の学習に 子，明治時代に
時代の学習にお おける知里幸恵 の学習における 人々の歴史と文 々の交易の様子 おける蝦夷地と 東京で日本語を
ける屯田兵によ とアイヌ神謡集 アイヌの人々の 化などが取り扱 などが取り扱わ の交易の様子な 学んだアイヌの
る開拓などが取 などが取り扱わ 生活などが取り われている れている どが取り扱われ 人々などが取り
り扱われている れている 扱われている ている 扱われている

・北方領土につい ・北方領土につい ・北方領土につい ・北方領土につい ・北方領土につい ・北方領土につい ・北方領土につい
ては，明治時代 ては，明治時代 ては，日本の独 ては，明治時代 ては江戸時代の ては，太平洋戦 ては，日本の独
の学習などで取 の学習の本文や 立と世界の動き の学習における 北方調査の学習 争の学習の本文 立の学習におけ
り扱われている 特設ページ「隣 の学習の本文や 本文と特設ペー の本文や特設ペ や特設ページ る本文及びコラ

国と向き合うた 特設ページ「日 ジ「日本の領土 ージ「歴史を掘 「我が国の領土 ムにおいて取り
めに」において 本の領土確定と の変遷」などで り下げる」など をめぐる問題の 扱われている
取り扱われてい 近隣諸国」で取 取り扱われてい で取り扱われて 歴史」などで取
る り扱われている る いる り扱われている
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別紙様式２

発行者 ２・東書 17・教出 46・帝国 81・山川 116・日文 227・育鵬社 229・学び舎
観 点

○ ＩＣＴの活用
指導上の配慮等 ・「Ｄマーク」（Ｑ ・まなびリンク」 ・二次元コード ・二次元コード ・「デジタルマー ・ＱＲコードの掲 ・ＱＲコードの掲

Ｒコード）を掲 （ＱＲコード） （ＱＲコード） （ＱＲコード） ク」（ＱＲコー 載はない 載はない
載し，「原子爆 を掲載し，文化 を掲載し，「Ｎ を掲載し，ＮＨ ド）を掲載し，
弾の投下」の動 庁などのリンク ＨＫ ｆｏｒ ｓ Ｋ ｆｏｒ ｓｃ 「空から見た太
画や，国立国会 集を活用できる ｃｈｏｏｌ」の ｈｏｏｌ」の動 平洋戦争後の東
図書館などへの よう工夫がなさ 動画や，教科書 画や，博物館や 京の焼け跡」の
リンク，年代の れている に掲載されてい 資料館のホーム 動画や，ワーク
表し方の練習問 るイラストなど ページなどを活 シートなどを活
題などを活用で を活用できるよ 用できるよう工 用できるよう工
きるよう工夫が う工夫がなされ 夫がなされてい 夫がなされてい
なされている ている る る

・「身近な地域の ・「身近な地域の ・「歴史の捉え方 ・「身近な地域を ・「スキルＵＰ」 ・序章「地域の歴 ・歴史を体験す
歴史」などにお 歴史を調べよ と調べ方」にお 調べよう」にお のコーナーにお 史を調べてみよ る」において，
いて，インター う」において， いて，インター いて，インター いて，インター う①」において， 国立歴史民俗博
ネットを使った インターネット ネットを使った ネットを使った ネットを使った プレゼンテーシ 物館のホームペ
検索方法や発信 を使った検索方法 検索方法を紹介 検索方法やプレ 施設見学の事前 ョンソフトを活 ージへのリンク
方法を紹介した やプレゼンテー する工夫がなさ ゼンテーション 調査の方法を紹 用した発表方法 の仕方を掲載す
り，プレゼンテ ションソフトを れている ソフトを使った 介する工夫がな を紹介する工夫 る工夫がなされ
ーションソフト 使った発表の仕方 発表の仕方を紹 されている がなされている ている
を使った発表方 を紹介する工夫 介する工夫がな
法を説明したり がなされている されている
するの工夫がな
されている

○ 小中連携による指導
・第１章で小学校 ・第１章で小学校 ・第２部冒頭にお ・第１章で小学校 ・第１編で小学校 ・序章で小学校で ・巻頭の「歴史へ
の学習を振り返 で学習した歴史 いて小学校で学 で学習した「歴 の学習を振り返 学習した歴史上 の案内」におい
る活動を設定し 上の人物などを んだ事柄とのつ 史を大きく変え る活動を設定し の人物が活躍し て，小学校で学
たり，小学校で 振り返る活動を ながりを示した た人物」を「人 たり，「小学校 た時代及び関わ 習した歴史上の
学習した人物や 設定したり，本 り，節の冒頭に 物カード」にま 連携コーナー」 りのある出来事 人物などを振り
文化財，出来事 文中に登場する 設けた「タイム とめる活動が設 において，小学 や文化遺産を振 返る活動が設定
を掲載したペー 人物の中で小学 トラベル」で小 定されている 校で学んだ人 り返る活動が位 されている
ジに「小学校マ 校で学習した人 学校の既習事項 物，文化などを 置付けられてい
ーク」が示され 物にマークが付 が取り上げられ 確認できるよう る
ている けられている ている にしている
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別紙様式２

発行者 ２・東書 17・教出 46・帝国 81・山川 116・日文 227・育鵬社 229・学び舎
観 点

○ 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 ・章末にＸチャー ・章末に新聞形式 ・章末に各時代の ・札幌市などの地 ・章末に時代の特 ・章末に各時代が ・章末に各時代の
の状況等 トなど多様な思 などに章の学習 特色を関係図を 域の歴史を様々 色を表などを活 どのような時代 特色などについ

考ツールを活用 内容を整理させ 活用して整理さ な角度から歴史 用して学習内容 であったかにつ て前時代との共
し，学習内容を る「～時代の特 せる「章の学習 的に考える「地 を整理させる いて理由ととも 通点や相違点な
整理させる「ま 色を考えよう」 を振り返ろう」 域からのアプロ 「アクティビテ に話し合わせる どをまとめる設
とめの活動」が が設定されてい が設定されてい ーチ」が設定さ ィ」が設定され 設問が設定され 問が設定されて
設定されている る る れている ている ている いる

・グループで協力 ・具体的なテーマ ・異なる立場から ・京都の変化など ・歴史的な見方・ ・歴史的事象につ ・側注において，
しながらテーマ について予想す 歴史的事象を考 のテーマについ 考え方を働かせ いて複数の立場 歴史に関わる事
について話し合 る「時代の変化 察させる特設ペ て話し合う特設 て考えさせる から考えさせる 象について複数
う「みんなでチ に 注 目 し よ ージ「多面的・ ページ「歴史を 「深めようコー 「歴史のターニ の説があること
ャレンジ」が設 う！」が設定さ 多角的に考えて 考えよう」が設 ナー」が設定さ ングポイント」 を解説が行われ
定されている れている みよう」が設定 定されている れている が設定されてい ている

されている 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
・グラフの変化の ・写真などの資料 ・系図や絵巻物な ・写真やグラフ， ・系図の見方など ・資料を比較する ・巻頭の「歴史へ
読み取り方の説 の読み解き方な どの見方の説明 コラムなどに関 を説明する「ス よう促すキャラ の案内」におい
明する「スキル どを説明する する「技能をみ 連して考えさせ キルＵＰ」のコ クターのせりふ て，出来事や文
・アップ」のコ 「歴史の技」の がく」のコーナ る発問や，視点 ーナーを設定す を位置付けるな 化を調べる際の
ーナーや，各時 コーナーが設定 ーが設定されて を具体的に示さ るなどの工夫が どの工夫がなさ まとめ方が例示
代の特徴的な資 されている いる れている なされている れている されている
料から人々の様
子などを読み取
らせる「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 ・各見開きに一単 ・各見開きに一単 ・各見開きに一単 ・各見開きに一単 ・各見開きに一単 ・各見開きに一単
位時間の学習内 位時間の学習内 位時間の学習内 位時間で学習し 位時間で学習 位時間で学習し 位時間で学習し
容の整理とまと 容の整理とまと 容の整理とまと たことを基に重 した内容につい た内容を説明す た内容を確認す
めを行う「チェ めを行う「確認」 めを行う「確認 要語句を用いて て説明する「確 る「学習のまと るコーナー等は
ック」のコーナ のコーナーと しよう」のコーナ 説明する「ステ 認」のコーナー め」のコーナー ない
ーと「トライ」 「表現」のコー ーと「説明しよ ップアップ」が が設定されてい が設定されてい
のコーナーが設 ナーが設定され う」のコーナーが 設定されている る る
定されている ている 設定されている

・章末に学習した ・章末に学習した ・章末に資料を用 ・章末に表などに ・章末に日本とつ ・章末にその時代 ・章末の「部の学
用語を用いて単 用語を用いて説 いて「章の問い」 学習内容を整理 ながりの深い国 で最も重要であ 習のまとめ」な
元の課題解決を 明する問題「○ に対する説明を し，各時代の特 との関係を説明 ると考えた人物 どで，各時代の
行う「基礎・基 ○について説明 行う「章の学習を 色を捉える「ま する「学習の整 を説明する問題 特色などを説明
本のまとめ」が しよう。」が設 振り返ろう」が とめ」が設定さ 理と活用」が設 が設定されてい する問題が設定
設定されている 定されている 設定されている れている 定されている る されている

その他

歴史　（4）


