
別紙様式２

発行者 ２・東書 17・教出 46・帝国 116・日文 225・自由社 227・育鵬社
観 点

○ 公民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 ・選挙シミュレーシ ・18歳選挙権の実現 ・少年議会の取組に ・裁判員裁判シミュ ・裁判員制度につい ・衆議院議員一人当

ョンや模擬裁判に について，民主政 ついて，民主政治 レーションについ て，民主政治の推 たりの有権者数に
学習指導要領の総則 ついて，民主政治 治の推進と国民の の推進と国民の政 て，民主政治の推 進と国民の政治参 ついて，民主政治
及び各教科の目標， の推進と国民の政 政治参加との関連 治参加との関連を 進と国民の政治参 加との関連を考察 の推進と国民の政
内容等 治参加との関連を を考察する活動 考察する活動 加との関連を考察 する活動 治参加との関連を

考察する活動 する活動 考察する活動
・世界の難民発生数 ・ユニセフが設立し ・国別二酸化炭素排 ・世界の飢餓状況に ・世界の人口予測に ・2050年の人口予測
について，協調， た学校について， 出量について，協 ついて，協調，持 ついて，協調，持 について，協調，
持続可能性などに 協調，持続可能性な 調，持続可能性な 続可能性などに着 続可能性などに着 持続可能性などに
着目して，国際連 どに着目して，国 どに着目して，国 目して，国際連合 目して，国際連合 着目して，国際連
合をはじめとする 際連合をはじめと 際連合をはじめと をはじめとする国 をはじめとする国 合をはじめとする
国際機構の役割を する国際機構の役 する国際機構の役 際機構の役割を理 際機構の役割を理 国際機構の役割を
理解する活動 割を理解する活動 割を理解する活動 解する活動 解する活動 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
・日本国憲法で保障 ・消費生活と経済活 ・国の政治の仕組み ・日本の伝統文化の ・国際平和協力活動 ・選挙の仕組みや国
されている人権に 動について調べ， や地方自治につい 特徴と多様性につ への取組について 民の政治参加につ
ついて調べ，人権 暮らしにおける経 て調べ，民主政治 いて調べ，日本の文 調べ，私たちにで いて調べ，投票率
上の課題の解決策 済活動の意味につ を発展させるため 化を受け継いでい きる国際平和への の向上に向けた対
について話し合い， いて話し合い，考 に必要なことにつ くために大切なこ 貢献について話し 策について話し合
考えを広げたり深 えを広げたり深め いて話し合い，考 とについて話し合 合い，考えを広げ い，考えを広げた
めたりする活動 たりする活動 えを広げたり深め い，考えを広げたり たり深めたりする り深めたりする活

たりする活動 深めたりする活動 活動 動
○ 系統的・発展的に学習できるような工夫

内容の構成・排 ・現代社会の見方・ ・現代社会の見方・ ・現代社会の見方・ ・現代社会の見方・ ・現代社会の見方・ ・現代社会の見方・
列，分量等 考え方の基礎を学 考え方の基礎を学 考え方の基礎を学 考え方の基礎を学 考え方の基礎を学 考え方の基礎を学

習した後に，政治， 習した後に，政治， 習した後に，政治， 習した後に，政治， 習した後に，政治， 習した後に，政治，
経済を排列し，最 経済を排列し，最 経済を排列し，最 経済を排列し，最 経済を排列し，最 経済を排列し，最
後の章では，社会 後の章では，社会 後の章では，社会 後の章では，社会 後の章では，社会 後の章では，社会
科のまとめとして， 科のまとめとして， 科のまとめとして， 科のまとめとして， 科のまとめとして， 科のまとめとして，
持続可能な社会の 持続可能な未来の 持続可能な社会の 持続可能な社会の 持続可能な社会の 持続可能な社会の
実現についての課 構築についての課 実現についての課 実現についての課 構築についての課 構築についての課
題を探究する活動 題を探究する活動 題を探究する活動 題を探究する活動 題を探究する活動 題を探究する活動
を設定 を設定 を設定 を設定 を設定 を設定

○ 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

255ページ 264ページ 235ページ 257ページ 261ページ 248ページ
（３％増） （６％増） （１％増） （３％増） （17％増） （増減なし）
○ 学習意欲を高める工夫

使用上の配慮等 ・芽室町の議会改革 ・倶知安町の条例 ・旭山動物園条例 ・旭山動物園条例 ・北海道地震 ・ＳＤＧｓ未来都市
・旭川市のアイヌ語 ・千歳市の手話で通 ・ゆうばり国際ファ ・帯広市の馬文化祭 ・「二風谷アットゥ ・根室市花咲港のサ
の地名表示板の写 話できる公衆電話 ンタスティック映 りの写真 シ」の写真 ンマの水揚げの写
真 ボックスの写真 画祭の写真 真
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○ 主体的に学習に取り組む工夫
使用上の配慮等 ・「導入の活動」で， ・「学習のはじめに」 ・「学習の前に」で， ・「学習の始めに」 ・章や単元の冒頭で，・各章の「入り口」

単元の学習課題を で，章全体の学習 イラストを読み解 で，学習課題の解 学習課題や学習内 で，章全体の学習
立て，学習内容へ 課題をとらえ，学 き，学習の見通し 決の手がかりとな 容を見通す活動や， 内容をとらえる活
の興味・関心を高 習の見通しをもつ をもつ活動や，「章 る見方・考え方を 「学習のまとめと 動や，章末の「こ
める活動や，「まと 活動や，「学習の の学習を振り返ろ とらえる活動や， 発展」で，学習し れから」で，学習
めの活動」で，学 まとめと表現」で， う」で，学んだこ 「チャレンジ公民」 たことを振り返る 内容を基に社会に
習内容を整理しな 学んだ内容を振り とを振り返って整 で，現代の社会の 活動 見られる課題の解
がら単元の学習課 返って整理する活 理する活動 課題について考察 決に向けて構想す
題を解決する活動 動 ・構想する活動 る活動

○ 使用上の便宜
・教科書の構成と使 ・教科書の構成と使 ・教科書の構成と使 ・教科書の構成と使 ・教科書の構成と使 ・教科書の構成と使
い方について説明 い方について説明 い方について説明 い方について説明 い方について説明 い方について説明
するページの設定 するページの設定 するページ設定や， するページの設定 するページの設定 するページの設定
や，立体感や陰影 や，判読しやすい カラーユニバーサ や，ふりがなをゴ や，各単元の重要 や，判別しやすい
のある表現を省い 配色やレイアウト ルデザインへの配 シック体とする配 語句をゴシック体 色の使用や表示の
たデザインの導入 の導入 慮 慮 とする配慮 工夫

○ 地域素材
指導上の配慮等 ・旭川市のアイヌ語 ・民族共生象徴空間 ・旭川市旭山動物園 ・旭川市旭山動物園 ・「二風谷アットゥ ・知里幸恵や江差町

の地名表示板や国 「ウポポイ」やニ 条例や参議院議員 条例や参議院議員 シ」が取り扱われ の姥神大神宮など
立アイヌ民族博物 セコ町の人口増加 であった萱野茂議 であった萱野茂議 ている が取り扱われてい
館などが取り扱わ の取組などが取り 員などが取り扱わ 員などが取り扱わ る
れている 扱われている れている れている ・北方領土について ・北方領土について

・北方領土について ・北方領土について ・北方領土について ・北方領土について は「もっと知りた は「日本の領土を
は「領土をめぐる は「日本の領土を は「領土を巡る取 は「日本の領土を い わが国の領土 めぐる問題」など
問題の現状」などで めぐって」などで り組み」などで取 めぐる問題」など 問題」などで取り で取り扱われてい
取り扱われている 取り扱われている り扱われている で取り扱われている 扱われている る

○ ＩＣＴの活用
・「Ｄマーク」（ＱＲ ・「まなびリンク」（Ｑ ・二次元コード（Ｑ ・「デジタルマーク」 ・ＱＲコードの掲載 ・ＱＲコードの掲載
コード）を掲載し， Ｒコード）を掲載 Ｒコード）を掲載 （ＱＲコード）を はない はない
広島市の平和記念 し，内閣府などへ し「ＮＨＫ ｆｏｒ 掲載し，自動車の
式典の動画や，他 のリンク集を活用 ｓｃｈｏｏｌ」の 自動運転実験の動
分野や他教科の誌 できるよう工夫が 動画や，章末問題 画や，ワークシー
面などを活用でき なされている の解答等を学習に トなどを活用でき
るよう工夫がなさ 活用できるよう工 るよう工夫がなさ
れている 夫がなされている れている

・「地方自治と私た ・「地方自治と住民 ・「課題の探求」に ・「私たちの課題」 ・特設ページ「探求 ・「憲法のこれから」
ち」の学習におい の参加」の学習に おいて，情報収集 において，情報収 の課題」において， などや「よりよい
て，インターネッ おいて，インター 方法の例としてイ 集方法の例として 情報収集方法の例 社会をめざして」
トを使って身近な ネットを使って身 ンターネットを使 インターネットを としてインターネ において，インタ
地域の課題を探す 近な地域の課題を った検索を紹介す 使った検索を紹介 ットを使った検索 ーネットを使った
方法を紹介するな 探す方法やプレゼ るなどの工夫がな したり，プレゼン を紹介する工夫が 検索やプレゼンテ
どの工夫がなされ ンテーションソフ されている テーションソフト なされている ーションソフトを
ている トを使った発表方 を使った発表のポ 活用した発表方法

法を紹介するなど イントを説明した を紹介するなどの
の工夫がなされて りするなどの工夫 工夫がなされてい
いる がなされている る
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○ 小中連携による指導
指導上の配慮等 ・各単元の導入部に ・見開きの脚注に小 ・各章の「学習の前 ・各章の導入部の脚 ・聖徳太子など，小 ・各章の扉で小学校

「小学校で習った 学校で学習した内 に」で小学校の学 注に小学校で学習 学校で学習した人 の学習内容に関す
ことば」が設定さ 容及び学年が掲載 習と関連する資料 した内容が掲載さ 物が取り上げられ るキーワードを掲
れている されている や，見開きの脚注 れている ている 載している

に小学校で学習し
た内容が掲載され
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 ・章末に架空の市の ・「新しい人権」な ・マンションの騒音 ・裁判員裁判シュミ ・魅力あるまちづく ・昼休みのグラウン
の状況等 自転車の使用ルー どのテーマについ 問題などのテーマ レーションの活動 りについて，複数 ドの使い方などに

ルなどについて複 て複数の立場から について複数の立 で，複数の立場か の立場から解決策 ついて，複数の立
数の立場から解決 解決策を考えさせ 場から解決策を考 ら解決策を考えさ を考えさせる特設 場から解決策を考
策を考えさせる「ま る特設ページ「言 えさせる特設ページ せる特設ページ「明 ページ「アクティ えさせる特設ペー
とめの活動」が設 葉で伝え合おう」 「アクティブ公民」 日に向かって」が ブに深めよう」が ジ「やってみよう」
定されている が設定されている が設定されている 設定されている 設定されている が設定されている

・様々な選挙制度が ・各章のはじめに単 ・社会的課題への賛 ・各章のはじめに単 ・特設ページ「探求
ある理由などにつ 元の学習内容に関 成・反対の意見例 元の学習内容に関 の課題」でディベ
いて考えさせる「見 する対話的な活動 を掲載したコラム する対話的な活動 ートが設定されて
方・考え方」や， が設定されている が設定されている が設定されている いる
対話的な活動を行
う「みんなでチャ
レンジ」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
・「集める」「読み取 ・需要・供給曲線の ・新聞の読み取り方 ・新聞の読み取り方 ・特設ページで新聞 ・ＫＪ法による資料
る」「まとめる」 読み取り方などを などを説明する「技 などを説明する「情 の読み比べの活動 の分類法などを説
を視点とした発問 説明する「公民の 能をみがく」のコ 報スキルアップ」 が設定されている 明する「スキルア
や需要・供給曲線 技」のコーナーが ーナーが設定され のコーナーが設定 ップ！」のコーナ
の読み取り方など 設定されている ている されている ーが設定されている
を説明する「スキ
ルアップ」のコー
ナーが設定されて
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
・章末に，学習した ・章末に，章のテー ・章末に，「章の問 ・章末に，学習内容 ・章末に，選択した ・章末に，学習内容
用語を用いて単元 マについて学習し い」に対する説明 に関係する言葉の 課題に対する考え に関わる事象につ
の課題解決を行う たことを参考に説 をする「章の学習 意味を説明する「学 を４００字程度で いて自分の考えを
「基礎・基本のま 明する「学習のま を振り返ろう」が 習の整理と活用」 まとめさせる「学 説明させる「学習
とめ」が設定され とめと表現」が設 設定されている が設定されている 習のまとめと発展」 のまとめ」が設定
ている 定されている が設定されている されている

・学習した内容に関 ・学習した内容に関 ・学習した内容に関 ・各見開きに一単位 ・各見開きに一単位 ・見開きに一単位時
連する知識を振り 連する知識を振り 連する知識を振り 時間で学習した内 時間で学習した内 間で学習した内容
返ったり，説明し 返ったり，説明し 返ったり，説明し 容について振り返 容に関連する知識 に関連する知識を
たりする「見方・ たりする「さらに たりする「確認しよ ったり，説明した を振り返る「ここ 説明する「学習の
考え方」や「チェ ステップアップ」 う」「説明しよう」 りする「確認」が がポイント」が設 まとめ確認」が設
ック」「トライ」 や「確認」「表現」 が設定されている 設定されている 定されている 定されている
のコーナーが設定 のコーナーが設定
されている されている

その他
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