
令和２年度から使用する広島市立小学校用教科用図書の採択理由 

（広島市） 

教科［国 語］  種目［国 語］  発行者［光村図書出版株式会社］ 

光村図書出版の教科書は、本市児童の課題である「主語・述語の関係等の言葉の特徴や使い方に
関する事項」「目的に応じて必要な情報を選び出して整理したり、関連付けたりしながら、自分の
考えを明確にして表現すること」に対応するものである。 
（理由） 
・ 主語・述語に関する単元を２・６年に設けることで、段階的な指導を行うことが可能となって

いる。 
・ 情報の扱い方に関する単元を２年以上に特設し、複数設けていることは、情報の扱い方に関す

る「知識及び技能」を身に付ける学習を進めるのに効果的である。また、３年で国語辞典、４年
で漢字辞典の使い方を掲載しており、情報を取り出したり活用したりする際の具体的な手段につ
いて指導することが可能となっている。 

・ 【話すこと・聞くこと】【書くこと】【読むこと】の領域それぞれに学習過程と学習の手引き
を示している。特に、【読むこと】の単元では、学習の手引きに、具体的な学習の流れだけでな
く、ノートのまとめ方や話し合いの仕方などの例も示しており、児童が見通しをもって主体的に
学習を進めるのに効果的である。 

教科［国 語］  種目［書 写］  発行者［東京書籍株式会社］ 

東京書籍の教科書は、本市児童の課題である「筆記具の持ち方や姿勢等の基礎的・基本的な知識
及び技能を確実に習得させることや、学習内容を各教科の活動に生かすこと」に対応するものであ
る。 
（理由） 
・ 「見つけよう」「確かめよう」「生かそう」という学習過程に沿って、硬筆、毛筆、そして、

硬筆の順に学習を進め、硬筆と毛筆の関連を図っていることは、学習内容の定着を図るために効
果的である。 

・ 全学年に書く姿勢や筆記具の持ち方、３年以上に用具の置き方と扱い方を示している。また、
左手で書く場合の用具の置き方も示している。 

・ 各学年の「生活に広げよう」や「学びを生かそう」に、原稿用紙の使い方やノートの使い方、
連絡帳の書き方等を掲載しており、各教科や日常生活に生かすことを学習の中で意識できるよう
になっている。 

教科［社 会］  種目［社 会］  発行者［東京書籍株式会社］ 

東京書籍の教科書は、本市児童の課題である「自ら課題を見付け、見通しをもって課題解決を図
ることや、身に付けた知識や調べたことを基に、社会的事象の特色や相互の関連、意味について考
えること、社会参画しようとすること」に対応するものである。 
（理由） 
・ 見開きページに１つ程度、社会的事象の見方・考え方を具体的な問いで児童に示している。 
・ 見開きページに、各時間のめあてとともに、「つかむ」「調べる」「まとめる」「いかす」と

いう問題解決的な学習の過程を示しており、児童が見通しをもって主体的に学習を進めるのに効
果的である。 

・ 広島市に関する教材として、６年「わたしたちのくらしと日本国憲法」では、「『平和学習の
街ヒロシマ』を訪ねて」と題して、「平和への誓い」の全文や「平和記念資料館の見学」の写真
を２ページにわたって掲載しており、５年「自然災害を防ぐ」では、「平成２６年８月豪雨災害
での土砂災害」の写真を掲載している。本市の平和に関する取組を例示していることは、平和の
実現に貢献する意欲や態度の育成に効果的である。 

教科［社 会］  種目［地 図］  発行者［株式会社帝国書院］ 

帝国書院の教科書は、本市児童の課題である「自ら課題を見付け、見通しをもって課題解決を図
ることや、身に付けた知識や調べたことを基に、社会的事象の特色や相互の関連、意味について考
えること、社会参画しようとすること」に対応するものである。 
（理由） 
・ 「地図の約束」や「地図帳の使い方」などを１２ページ設け、イラストや地図を使った活動を

通して、地図の見方、地図記号、方位、索引、縮尺、地形表現を理解できるようにしており、児
童が地図を活用するための基礎的な力を身に付けるのに効果的である。 

・ １００万分の１の「中国地方」の地図に加え、瀬戸内海周辺を拡大した地図や、爆心地からの
距離や原爆の被害状況を示した「広島市のようす」という主題図を掲載している。 

・ 陸の高さと海の深さについて、「中国地方」のページでは、６段階の色分けと、「市街地」「田」
「畑」「果樹園」の４種類の色分けを加えて示し、土地の様子を想像しやすくしている。 



教科［算 数］  種目［算 数］  発行者［東京書籍株式会社］ 

東京書籍の教科書は、本市児童の課題である「引き続き学力の底上げを図る取組を継続していく
必要がある」こと、「問題解決の過程を式や言葉等で表現し、根拠を明確にして自分の考えを説明
する」ことに対応するものである。 
（理由） 
・ １年①「なかまづくりとかず」では、算数ブロックを置く枠を２ページに設けている。また、

１年①を判型Ａ４判としており、初めて教科書にふれる１年生児童が、おはじきや算数ブロック
を置いたり、書き込みをしやすくしたりしている。 

・ 各学習のまとめの中に、数学的な見方・考え方をマークや下線を付けて意識ができるようにし
ている。また、単元末に「つないでいこう算数の目～大切な見方・考え方」というページを設け、
学習したことと次に学習することとのつながりを数学的な見方・考え方の視点で示している。 

・  ４年「面積」複合図形の面積の学習は、始めに自分の考えをもち、図や式から他者の考えを取
り入れ、複数の考えの共通点をまとめる構成になっており、問題解決の過程を式や言葉等で表現
する力の育成に効果的である。 

教科［理 科］  種目［理 科］  発行者［教育出版株式会社］ 

教育出版の教科書は、本市児童の課題である「観察・実験した結果から考察して表現することや、
それらを実生活につなげて考えたり進んで活用したりすること」に対応するものである。 
（理由） 
・ 巻頭の「学習の進め方」に示した「見つけよう」「問題」「予想しよう」「計画しよう」「観

察・実験」「結果から考えよう」「結論」「学びを広げよう」という学習過程は、結果に基づい
て考えたり、結果を根拠にして説明したりする活動につなげるために効果的である。 

・ ６年「人や他の動物の体」では、臓器の位置について、腹側と背中側から見た図をほぼ実際の
大きさで掲載することで、実際に見ることができない臓器の位置を実感できるようにしている。 

・ ６年「水溶液」の考察場面では、「実験３の結果から、塩酸をアルミニウムに注いだときの変
化について、自分の予想が確かめられたかを考えましょう。」と短い文で示すとともに、児童の
吹き出しで考察の視点と考えを修正する様子を示し、予想と実験の結果を比べることや、両者が
一致しない場合は考えを再検討する必要があることを意識できるようにしている。 

教科［生 活］  種目［生 活］  発行者［教育出版株式会社］ 

教育出版の教科書は、本市児童の課題である「他者と伝え合ったり、振り返ったりすることで、
気付き同士の共通点や相違点に気付くような、気付きの質の高まりまでつなげられていないこと」
に対応するものである。 
（理由） 
・ 生活科の学習を通して児童に身に付けさせたい資質・能力に対応した六つの「力」（きづく・じ

ぶんでできる・かんがえる・つたえる・ちょうせんする・じしんをもつ）を設定し、学習のめあ
てとして示している。 

・ 各単元の終わりに振り返りの時間を設け、活動のまとめをしたり、次の目標へとつなげたりで
きるようにしている。また、まとめ方の例示や、学習後の満足度を示す「まんぞくハシゴ」等は、
児童の気付きの質を高めるために効果的である。 

・ 「社会科へのまど」「理科へのまど」というコーナーを設け、社会科や理科とのつながりをもた
せている。 

教科［音 楽］  種目［音 楽］  発行者［教育出版株式会社］ 

教育出版の教科書は、本市児童の課題である「日常経験の乏しさから、『こいのぼり』『おぼろ
月夜』などの共通教材に表現されている情景を思い浮かべることができにくい。また、感じたこと
を言葉に表すなど、豊かに表現することができにくい」「音楽活動の基礎的・基本的な知識及び技
能や主体的な取り組み方にも個人差が見られる」ことに対応するものである。 
（理由） 
・ リコーダーの導入場面では、シの音だけで演奏できる曲を示し、シの音とともにタンギングを

習得する活動を設定している。 
・ 共通教材では、イラストや写真で歌詞の表す情景を示すとともに、教材によっては、折り込み

で３ページにわたる写真を示し、児童が情景を思い浮かべやすくしている。 
・ 各学年の巻末に、音楽を形づくっている要素（音色、リズム、速度、反復、呼びかけとこたえ

等）を示す「『おんがくのもと』まとめ」と、２年から６年の巻末に、聴き取ったことや感じ取
ったことを言葉で表す「音楽を表すいろいろな言葉」を掲載していることは、感じたことを言葉
に表すなど、豊かに表現することに効果的である。 

 

 



教科［図画工作］  種目［図画工作］  発行者［日本文教出版株式会社］ 

日本文教出版の教科書は、本市児童の課題である「表したいことを見付けることや発想すること
が苦手な児童、粘り強く取り組めない児童、造形活動に苦手意識をもっている児童がいる。その理
由として、多様な造形活動の不足が考えられる。」ことに対応するものである。 
（理由） 
・ 各巻の巻末では、材料や用具の扱い方や多様な表し方を示すとともに、様々な種類の接着剤や

絵の具を紹介し、自分の表したいことに合わせて使うよう促している。これは、児童が多様な表
現を試み、自分の表したいことを表現することに効果的である。 

・ 全学年「ひらめきポケット」において、児童が活動を試すためのキーワードや発想のヒントを
示している。 

・ 鑑賞の題材では、児童が活動している様子の写真等に、形や色などの特徴を踏まえて言語活動
を行っている様子を示している。また、各学年の「教科書美術館」では、各学年に示された指導
事項（第１・２学年「形や色など」、第３・４学年「形や色などの感じ」、第５・６学年「形や色
などの造形的な特徴」）に応じて、児童の気付きを促す図版を掲載し、題材と関連させて取り扱う
ことができるよう工夫しており、児童が表したいことを見付けたり、表現を工夫したりすること
に効果的である。 

教科［家 庭］  種目［家 庭］  発行者［開隆堂出版株式会社］ 

開隆堂出版の教科書は、本市児童の課題である「生活をよりよくするために、児童が自ら進んで
工夫しようとする実践意欲が低くなっている」ことに対応するものである。 
（理由） 
・ 題材の中に、「生活の見方・考え方４つの視点」をキャラクターの吹き出しで示すことで、児童

が家庭科の見方・考え方を意識しながら学習を進めることができるようにしている。 
・ 各題材を統一した問題解決の流れ（１ 見つける・気付く、２ わかる・できる、３ 生かす・

深める）で構成しており、見通しをもって学習を進めることができるようにしている。 
・ 学期末や長期休業を利用した学習として「チャレンジコーナー」を５か所設定するとともに、

「レッツトライ 生活の課題と実践」を４ページにわたって掲載していることは、家庭科で学ん
だことを生活に生かそうという実践意欲の向上に効果的である。 

教科［体 育］  種目［保 健］  発行者［株式会社光文書院］ 

光文書院の教科書は、本市児童の課題である「睡眠時間には課題が見られる。」「健康な生活に
向けた知識及び理解が実生活や実社会への行動に結び付いていないこと」に対応するものである。 
（理由） 
・ 単元の途中と最後に、学習した内容を広げたり深めたりするための「広げよう深めよう」コー

ナーを設けている。（３・４年：７ページ、５・６年：１４ページ） 
・ ３・４年では、睡眠に関する学習内容を１２ページにわたって掲載している。その中で、「ス

マートフォンやタブレットの使い方と生活のリズム」を１ページ掲載し、児童が自らの生活を見
直すことができるようにしている。 

・ 自分の考え等を記入する欄を３・４年は２４か所、５・６年は５７か所設けており、言語活動
を充実させるために効果的である。 

教科［外国語］  種目［英 語］  発行者［東京書籍株式会社］ 

東京書籍の教科書は、本市児童の課題である「もっている知識などを総動員して相手の思いを理
解しようとしたり、自分の思いを伝えようとしたりすること」に対応するものである。 
（理由） 
・ 別冊「Picture Dictionary」の巻末に、２年間の学習でできるようになることを CAN-DO リスト

形式で示し、児童が見通しをもって学習できるようにしている。 
・ 道案内をする活動では、社会科で学習した地図記号を掲載するなど、様々な活動に他教科で学

習したことを取り入れており、英語でやり取りをしようとする意欲を高めることに効果的である。 
・ ６年「Le  s go to Italy.」では、自分の考えや気持ちなどを伝えたくなる言語活動の工夫と

して、「旅行代理店でおすすめの国を紹介しよう」という具体的な活動を設定するなど、伝え合う
必然性をもたせたアクティビティを数多く設定している。 
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教科［特別の教科 道徳］  種目［道 徳］  発行者［光村図書出版株式会社］ 

光村図書出版の教科書は、本市児童の課題である「当事者として、道徳的な課題に主体的に対処
することのできる実効性ある力の育成」に対応するものである。 
（理由） 
・ 各学年各教材の終わりに、「考えよう・話し合おう」、２年から６年は「つなげよう」を設け、

２～５つの発問を示していることや、太字で学びのめあてを示していることは、児童が考え、話
し合う活動に進んで取り組むことに効果的である。 

・ ２年から６年の「道徳の時間は」のページの中で、「演じて考えよう」として、役割演技等を取
り入れる意義を示している。また、各学年の「考えよう・話し合おう」の中に、役割演技等を取
り入れるような発問を設定している。さらに、「演じて考えよう」として、役割演技を取り入れた
学習活動を示し、体験的な学習を取り入れることを促す工夫をしている。 

・ いじめについては、「いじめを許さない心」と目次に示している。各学年、５～６教材取り上
げ、いじめの問題について直接的に扱う教材とコラムを合わせたユニットを設けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和２年度に使用する広島市立中学校用教科用図書 

（「特別の教科 道徳」を除く）の採択理由 

（広島市） 

教科［国 語］  種目［国 語］  発行者［光村図書出版株式会社］ 

本市は、古典や伝統文化に触れることができる史跡や、文化芸術に触れることができる施設が充
実した地域である。また、各区に図書館があり、優れた古典や書物に身近に触れる機会が多い地域
である。 

平成３０年度の全国学力・学習状況調査によると、本市の生徒の学力の実態として、自分の考え
を表す際に、根拠を示すことは意識されているが、根拠として取り上げる内容を正しく理解した上
で活用する力に課題がある。また、文章や資料から必要な情報を取り出し、伝えたい事柄や根拠を
明確にして自分の考えを書くことについて、文章や資料から必要な情報を取り出してはいるが、そ
れらを用いて伝えたい内容を適切に説明する力に課題がある。 

光村図書出版の教科書は、「私が選んだこの一冊 読書紹介をしよう」として本を紹介するなどの
読書活動を設定しており、基礎・基本の定着のための工夫がある。 

さらに、光村図書出版の教科書の特徴である、目標と学習の流れを示し、自己評価する欄を設け
ていることに加え、「生活に生かす」で学習した内容と日常生活とのつながりを示していること、「学
習の窓」で学習のポイントを示し、学習の手助けとしていること、巻末の「学習を広げる」に、読
書感想文、インタビュー、アンケート、通信文、資料の工夫の仕方など様々な言語活動例を多く示
していることは、思考力、判断力、表現力の育成を目指すひろしま型カリキュラムを推進している
本市の取組や、自分の考えを表す際に、根拠として取り上げる内容を正しく理解した上で活用する
力や、文章や資料から必要な情報を取り出し、伝えたい事柄や根拠を明確にして自分の考えを書く
際に、取り出した情報を用いて、伝えたい内容を適切に説明する力に課題がある本市生徒の状況に
より対応することができるものである。 

本教科書について、広島市教科用図書採択審議会調査員が作成した調査・研究報告書を基に審議
した結果、意見文など「書くこと」の学習では、目標と学習の流れを示し、伝えたい内容を説明す
るための手順について見通しをもたせており、特に、「学習を振り返る」の欄に、「生活に生かす」
や「他教科に生かす」といった項目を設け、学習した内容を日常生活や他教科につなげ、自分の考
えを書く力を高められるよう工夫しているという特徴もあり、本市で使用する教科書としてよりふ
さわしいと考えられる。 

教科［国 語］  種目［書 写］  発行者［光村図書出版株式会社］ 

本市は、古典や伝統文化に触れることができる史跡や、文化芸術に触れることができる施設が充
実した地域である。また、各区に図書館があり、優れた古典や書物に身近に触れる機会が多い地域
である。 

生徒の実態として、授業において硬筆や毛筆を用いて、字体や筆順に注意して丁寧に書く態度は
概ね定着しているが、書写で学習した内容を日常生活に活かすことができていない生徒が多いこと
が課題である。 

光村図書出版の教科書は、全教材が見開きの２ページで学習できるようにページの割付がされて
いたり、楷書と行書を比較し、行書の特徴を示すとともに、筆使いや筆圧の違いを示したりするな
ど、内容の構成等に工夫がある。 

さらに、光村図書出版の教科書の特徴である、各教材末に評価の観点を示していることに加え、
その観点に沿って、「できた＝○」、「もう少し＝△」で学習を振り返り、自己評価を記入する欄を設
けていること、楷書の筆遣いで始筆・送筆・終筆を「トン・スー・トン」と擬音語を用いて説明し
ていること、巻末に、手紙、封筒、はがき、送り状、願書、のし袋、原稿用紙の書き方を示してい
ることに加え、「活用のヒント」として「情報を集めて、整理する」、「情報を発信する」などの日常
生活に生きる様々な言語活動例を示していることは、思考力、判断力、表現力の育成を目指すひろ
しま型カリキュラムを推進している本市の取組や、書写で学習した内容を日常生活に活かすことが
できていないという課題がある本市生徒の状況により対応することができるものである。 

本教科書について、広島市教科用図書採択審議会調査員が作成した調査・研究報告書を基に審議
した結果、巻末資料編に、「情報を集めて、整理する」、「情報を発信する」、「学校行事を盛り上げる」
など、学習や日常生活に生きる様々な言語活動例を示すとともに、「目的に応じて効果的に書こう」、
「学習したことを生かして書こう」の単元で、文字を生活に生かす教材やこれまでの学習を振り返
る課題を掲載しており、書写で学習した内容を日常生活につなげられるよう工夫している特徴もあ
り、本市で使用する教科書としてよりふさわしいと考えられる。 



教科［社 会］  種目［地理的分野］  発行者［東京書籍株式会社］ 

本市は、官公庁や商業施設が集まる地域、工業・農業・漁業が行われている地域、宅地造成によ

り住宅地が広がる地域、豊かな自然の残る地域など、それぞれに異なる特色をもつ地域が分散して

おり、様々な地理的事象を観察・調査することができる地域である。また、近年の都市再開発、高

速道路の整備等、変化の大きな地域もあり、時代の変化を調べる学習にも適している。 

生徒は、地理的事象に対する興味・関心が高く、基礎的知識が概ね定着している生徒が多いが、

様々な資料を的確に読み取ったり、自分の解釈を加えて論述したり、意見交換したりする力に課題

がある。 

東京書籍の教科書の特徴である、中項目の冒頭に、小学校で学習した語句を５程度掲載し、小学

校との関連を図っていること、コラムで、グラフや地形図などの資料の読み取り方等の地理的技能

を身に付けるようにしていることに加え、コーナーを設け、資料から情報を読み取って考える課題

を示していること、見開きごとに、「○○にふれながら、説明しましょう。」「例をあげて説明しまし

ょう。」等の指示により説明する課題を設定していること、中項目｢世界の諸地域｣の各州の学習及び

中項目｢日本の諸地域｣の各地方の学習で、「なぜ」という発問により研究課題を示し、学習したこと

を「図や表」「ウェビングマップ」「地図」等の方法で整理させ、研究課題について考えたことを自

分の言葉でまとめる活動を設定していることは、思考力、判断力、表現力の育成を目指すひろしま

型カリキュラムを推進している本市の取組や、様々な資料を的確に読み取ったり、自分の解釈を加

えて論述したり、意見交換したりする力に課題がある本市生徒の状況により対応することができる

ものである。 

本教科書について、広島市教科用図書採択審議会調査員が作成した調査・研究報告書を基に審議

した結果、見開きごとに「○○にふれながら、説明しましょう。」「例をあげて説明しましょう。」等

の指示をしたり、学習したことを「図や表」「ウェビングマップ」「地図」等の方法で整理し、研究

課題について考えたことを自分の言葉でまとめる活動を設けたりしており、多様な方法・視点で学

習した内容をまとめ、自分の解釈を加えて説明できるよう工夫しているという特徴もあり、本市で

使用する教科書としてよりふさわしいと考えられる。 

 

教科［社 会］  種目［歴史的分野］  発行者［東京書籍株式会社］ 

本市は、古代から現代にいたる歴史的建造物や遺構などが多く、身近な地域の調査を通して歴史

を直接感じることができる地域である。また、人類が決して忘れてはならない原爆ドームなど、平

和の原点となる場所がある。 

歴史的事象に対する興味・関心が高く、知識も豊富な生徒が比較的多いが、歴史的事象の意味・

意義や特色、事象間の関連を説明したり、課題を設定し追究したりする力に課題がある。 

東京書籍の教科書の特徴である、各大項目の冒頭で、前大項目の終末と本大項目の冒頭を既習事

項と未習事項を連ねて年表により示していること、コラムを複数設け、系図、絵巻物等から、情報

を読み取る方法を説明したり、調査の方法やまとめ方を説明したりしていること、小項目ごとに、

学習内容をまとめ、「○○に着目して説明しましょう。」「プラス面とマイナス面から説明しましょ

う。」「30 字程度でまとめましょう。」等の指示により説明する課題を設定していること、大項目の

最後に、「ウェビング」「ディスカッション」「プレゼンテーション」等の方法で時代の特色を説明し、

話し合う活動を設定した上で、自分の言葉で簡潔にまとめる課題を設けていることは、思考力、判

断力、表現力の育成を目指すひろしま型カリキュラムを推進している本市の取組や、歴史的事象の

意味・意義や特色、事象間の関連を説明したり、課題を設定し追究したりする力に課題がある本市

生徒の状況により対応することができるものである。 

本教科書について、広島市教科用図書採択審議会調査員が作成した調査・研究報告書を基に審議

した結果、前大項目の終末と本大項目の冒頭２ページにわたり、既習事項と未習事項を連ねて年表

により示し、さらに、各大項目の冒頭２ページにわたり、小学校で学習した歴史上の人物や出来事、

当時の生活の絵画や写真を年代順に記載したり、大項目の最後に、「ウェビング」「ディスカッショ

ン」「プレゼンテーション」等の方法で時代の特色を説明したりするなど、事象間の関連を説明でき

るよう工夫しているという特徴もあり、本市で使用する教科書としてよりふさわしいと考えられる。 

 



教科［社 会］  種目［公民的分野］  発行者［東京書籍株式会社］ 

本市は、国や地方自治体の政治機関や全国規模の企業の支社・支店が集中し、中国地方の中心都

市として、政治、商工業の中心的機能を果たしている。第一次産業から第三次産業まで様々な産業

が見られ、現代生活全般を概観できる地域である。 

ひろしま型カリキュラム「言語・数理運用科」の取組等から、資料を読み取り情報を取り出す力

は定着してきている。しかし、それらを関連付けて多面的・多角的に考察し、自分の意見をまとめ

たり、説明したりする力に課題がある。 

東京書籍の教科書の特徴である、各大項目の冒頭で、小学校で学習した語句を 10 程度掲載し、小

学校との関連を図っていること、大項目の冒頭で、これから学習する内容に関連した事例について、

自分の考えを持たせ、大項目の最後で、学習したことを基に、その事例について再度考え、表現す

る課題を提示していること、見開きごとに、学習内容をまとめ、「～という観点から説明しましょう。」

「次の事柄から一つ選び、説明しましょう。」「～について、自分の考えを説明しましょう。」等の指

示により、説明する課題を設定していること、各大項目の最後に、プレゼンテーションやパネルデ

ィスカッション、ディベート等の多様な活動を通して、自分の意見を発表する学習が設定されてい

ることは、思考力、判断力、表現力の育成を目指すひろしま型カリキュラムを推進している本市の

取組や、情報を関連付けて多面的・多角的に考察し、自分の意見をまとめたり、説明したりする力

に課題がある本市生徒の状況により対応することができるものである。 

本教科書について、広島市教科用図書採択審議会調査員が作成した調査・研究報告書を基に審議

した結果、大項目の冒頭で、これから学習する内容に関連した事例について、自分の考えを持たせ、

大項目の最後で、学習したことを基に、その事例について再度考える構成となっていることにより、

学習の見通しを持つとともに、学習した内容を関連付けて多面的・多角的に考察できるよう工夫し

ている特徴もあり、本市の教科書としてよりふさわしいと考えられる。 

 

教科［社 会］  種目［地 図］  発行者［株式会社帝国書院］ 

本市は、太田川のデルタ地形に位置し、自然環境にも恵まれるとともに、古代遺跡等の歴史的資

源も豊富であり、地理的・歴史的分野におけるフィールドワークに適している。また、第一次産業

から第三次産業まで様々な産業が見られ、地域調査や体験活動を行うのに適している。 

生徒は、地図に対する興味・関心が高く、読図や作図などの学習に積極的に取り組むことができ

る生徒が多いが、社会的事象を形成している背景や理由について、地図を有効に活用して説明した

り、自分の解釈を加えて論述したりする力に課題がある。 

帝国書院の教科書の特徴である、「やってみよう」のコーナーで、「1500ｍ以上の山をさがし、朝

鮮半島の地形の特色を確認してみよう。」「那覇～福岡と、那覇～タイペイの長さをはかり、実際の

距離を計算して比べてみよう。」等、地図を活用した学習課題を示していること、「地図を見る目」

のコーナーで、「黄河や長江を上流に向かってたどり、景観や土地利用の変化に着目しよう。」等、

読図の視点を示していること、世界各州の地図に、同緯度・同経度・同縮尺の日本を示しているこ

と、「やってみよう」のコーナーで、「甲府盆地の地形の特色を確認し、そこでの土地利用の変化や

産業のようすで気づいたことを話し合ってみよう。」等の発問により、考えたことを表現する学習課

題を示していることは、思考力、判断力、表現力の育成を目指すひろしま型カリキュラムを推進し

ている本市の取組や、社会的事象を形成している背景や理由について、地図を有効に活用して説明

したり、自分の解釈を加えて論述したりする力に課題がある本市生徒の状況により対応することが

できるものである。 

本教科書について、広島市教科用図書採択審議会調査員が作成した調査・研究報告書を基に審議

した結果、「地図を見る目」のコーナーで、「黄河や長江を上流に向かってたどり、景観や土地利用

の変化に着目しよう。」等、読図の視点を示していることや、世界各州の地図に、同緯度・同経度・

同縮尺の日本を示していることにより、緯度による気候の違いなどに着目できるようにするととも

に、地図を使って社会的事象を説明できるよう工夫しているという特徴もあり、本市で使用する教

科書としてよりふさわしいと考えられる。 



教科［数 学］  種目［数 学］  発行者［東京書籍株式会社］ 

本市は、市街地の商業・工業地域、近郊の住宅地、農業地域など、学校を取り巻く状況は様々で

あり、生徒の学習環境も多様な地域である。 

平成３０年度の全国学力・学習状況調査によると、本市の生徒の学力の実態として、数量や図形

に関する基礎的・基本的な知識・技能は定着しているが、図表やグラフなどを適切に用いて問題を

解決したり、自分の考えを数学的に表現したりする力に課題がある。 

東京書籍の教科書は、多く見られる誤答を「まちがい例」として示し、その誤りを指摘したり、

正しく直したりする活動を掲載するとともに、巻末の「まちがいなおし」で正答例を示すなど、基

礎・基本の定着のための工夫がある。 

さらに、東京書籍の教科書の特徴である、各学年の特設ページで、その章で学んだことを基に考

え説明し合う学習活動を掲載していることに加え、側注に、学習過程を示していること、各学年の

巻末に日常生活に見られる事象を題材とした活用問題を扱っていること、「数学発見レポート」「レ

ポートにまとめよう」で、レポートの書き方や書く順序を示していること、側注の「マイノートプ

ラス」で、式や図などの数学的な表現を書くときの注意や工夫を示していることは、思考力、判断

力、表現力の育成を目指すひろしま型カリキュラムを推進している本市の取組や、図表やグラフな

どを適切に用いて問題を解決したり、自分の考えを数学的に表現したりする力に課題がある本市生

徒の状況に、より対応することができるものである。 

本教科書について、広島市教科用図書採択審議会調査員が作成した調査・研究報告書を基に審議

した結果、特設ページ「学び合い」を表裏２ページで設け、表のページで、個人で考えるための視

点を示し、裏のページでは、具体的に表や式などを使って、自分の考えを数学的に表現できるよう

工夫していることや、この２ページにわたり、「自分で考えてみよう」「友だちの考えを知ろう」「話

し合ってみよう」「振り返ってみよう」「深めてみよう」などの学習過程を掲載し、個人で考えたこ

とを基に説明したり、他者の考えを聞いたりする過程を経て、自分の考えを深められるよう工夫し

ている特徴もあり、本市で使用する教科書としてよりふさわしいと考えられる。 

 

教科［理 科］  種目［理 科］  発行者［株式会社新興出版社啓林館］ 

本市は、中心部に商工業地域が多く、マンションや大規模な商業店舗も増えてきているが、周辺

部は、山や川など自然に恵まれ、比較的自然から直接学ぶことができる地域である。また、こども

文化科学館、安佐動物公園、植物公園、江波山気象館等の施設があり、様々な分野の事象を観察・

調査することができる施設が整っている地域である。 

生徒は、平成２９年度の「基礎・基本」定着状況調査によると、本市の生徒の学力の実態として、

観察・実験に対する興味・関心は高いが、事象とその要因を関係付けて説明したり、観察・実験の

結果を分析･解釈し事象が起こる要因を見いだしたりする力に課題がある。 

新興出版社啓林館の教科書の特徴である、日常生活に見られる身近な事象について、「どうして～

なのだろうか」と問いかける形で学習課題を示していること、第１学年の「物質」の学習では、探

究的な学習活動を設定し、その具体例を示していること、別冊「マイノート」に、考えたことや予

想したこと、分析・解釈したことを記述する欄を設けていること、第１・２学年の巻末に「理科に

おける話し合いと発表」を設け、観察・実験前後の話合い、発表の仕方を説明していること、第１

学年の観察・実験の考察では、「結果○から」という表記を入れ、結果との対応を示していることは、

思考力、判断力、表現力の育成を目指すひろしま型カリキュラムを推進している本市の取組や、事

象とその要因を関係付けて説明したり、観察・実験の結果を分析･解釈し事象が起こる要因を見いだ

したりする力に課題がある本市生徒の状況により対応することができるものである。 

本教科書について、広島市教科用図書採択審議会調査員が作成した調査・研究報告書を基に審議

した結果、唯一、別冊を取り入れ、この別冊「マイノート」の中で「サイエンスアプローチ」のコ 

ーナーを設け、観察や実験に関連した課題に取り組んで、文章や図、グラフ、表などを読み取る力、

読み取った情報を分析・解釈する力、他の人に発信する力を身に付けさせるよう工夫しているとい

う特徴もあり、本市で使用する教科書としてよりふさわしいと考えられる。 



教科［音 楽］  種目［一 般］  発行者［株式会社教育芸術社］ 

本市は、市内中心部に大ホールを備える文化施設を有するとともに、各区に区民文化センターを

設置しており、広島交響楽団を始めとする優れた演奏を聴く機会や、日頃の学習の成果を発表する

機会に恵まれた地域である。 

日常的にポピュラー音楽に接する機会が多く、表現活動に興味・関心を示す生徒は多いが、読譜

力を始めとする音楽活動の基礎的な能力が十分に身に付いていないことから、表現及び鑑賞の各活

動を深めていくまでには至らないという課題がある。 

教育芸術社の教科書の特徴である、各学年２つずつの創作活動を取り上げ、Warming up、１、２、

３の順で、思考・判断し表現する一連の学習過程を示していること、思考・判断をさせるための問

いかけを「吹き出し」の形で示していること、各学年にコーナーを設け、パートの役割や曲の構成

について考えさせ、思いや意図をもって創造的に表現させる学習活動を示していること、各学年に

コーナーや吹き出しを設け、歌唱教材では表現の工夫のしかたについて考えたことを話し合う活動、

鑑賞教材では楽曲を聴いて感じたことを話し合う活動を設定していること、第２・３学年の鑑賞教

材で、プレゼンテーションの手順を示し、鑑賞曲のよさをプレゼンテーションする活動を設定する

とともに、その手法を別の鑑賞教材で活用するよう示していることは、思考力、判断力、表現力の

育成を目指すひろしま型カリキュラムを推進している本市の取組や、音楽活動の基礎的な能力が十

分に身に付いていないことから、表現及び鑑賞の各活動を深めていくまでには至らないという課題

がある本市生徒の状況により対応することができるものである。 

本教科書について、広島市教科用図書採択審議会調査員が作成した調査・研究報告書を基に審議

した結果、各学年に「Grade up!」「ここに注目してみよう！」のコーナーや思考・判断をさせるた

めの問いかけをする「吹き出し」を設け、歌唱教材では、どこに気をつけて歌えばよいか表現の工

夫のしかたについて考えたことを話し合う活動を、鑑賞教材では、注目する視点を示し、楽曲を聴

いて感じたことを話し合う活動を設定しており、表現及び鑑賞の活動を深められるよう工夫してい

る特徴もあり、本市で使用する教科書としてよりふさわしいと考えられる。 

教科［音 楽］  種目［器楽合奏］  発行者［株式会社教育芸術社］ 

本市は、市内中心部に大ホールを備える文化施設を有するとともに、各区に区民文化センターを

設置しており、広島交響楽団を始めとする優れた演奏を聴く機会や、日頃の学習の成果を発表する

機会に恵まれた地域である。 

日常的にポピュラー音楽に接する機会が多く、表現活動に興味・関心を示す生徒は多いが、読譜

力を始めとする音楽活動の基礎的な能力が十分に身に付いていないことから、表現及び鑑賞の各活

動を深めていくまでには至らないという課題がある。 

教育芸術社の教科書の特徴である、「音を聴いて確かめよう！」のコーナーを設け、より豊かな表

現を工夫するためのヒントを示していること、「My Melody」等で３つの創作活動を取り上げ、手順

①、手順②等の表し方で、思考・判断し表現する一連の学習過程を示していること、生徒に創造的

な表現活動に取り組ませるための「アンサンブル」のコーナーで、「楽器の組み合わせ方を工夫しよ

う」のコーナーを設け、思考・判断し表現する学習を設定していること、創造的な表現の基礎を身

に付けさせるための「アンサンブルセミナー」のコーナーに「Grade up!」のコーナーを設け、グル

ープで話し合いながら思考・判断したり表現したりする言語活動例を示すとともに、工夫する視点

を吹き出しで示していることは、思考力、判断力、表現力の育成を目指すひろしま型カリキュラム

を推進している本市の取組や、音楽活動の基礎的な能力が十分に身に付いていないことから、表現

及び鑑賞の各活動を深めていくまでには至らないという課題がある本市生徒の状況により対応する

ことができるものである。 

本教科書について、広島市教科用図書採択審議会調査員が作成した調査・研究報告書を基に審議

した結果、リコーダー奏法に関して、Ｑ＆Ａ方式でポイントを示したり、リコーダー・三味線・篠

笛について、構え方の失敗例や奏法の重要な部分をアップや吹き出しで示したりするなど、楽器演

奏に必要な基礎的な技能を習得できるよう工夫している特徴もあり、本市で使用する教科書として

よりふさわしいと考えられる。 



教科［美 術］  種目［美 術］  発行者［光村図書出版株式会社］ 

本市は、美術作品等に直接触れることができる文化的施設の多い市街地をもつ。また、山林を主

体とした自然豊かな地域や沿岸部など、変化に富んだ様々な環境が見られる地域もある。 

生徒は、美術への関心・意欲が比較的高く、学習に意欲的に取り組む生徒が多い一方で、生活経

験の不足から、自ら主題を設定し、計画的に制作したり、自分の価値をもって批評し合ったりする

力に課題がある。 

光村図書出版の教科書の特徴である、各題材の目標を題材名の横に４つの観点で示すとともに、

各目標の横にチェック欄を設け、生徒が自己評価できるようにし、さらに、目標の下にＱマークを

付して、形や色、材料等のことや、それらがもたらすイメージについて考えさせるための問いかけ

を示していること、電球マーク等を付して、学習を進める際のヒントや道徳科との関連を示してい

ること、生活と関連の深い活動に「生活に生かそう」マークを付していること、鑑賞レポートや発

見レポート、アイデアスケッチなどの言語活動例を示していること、巻頭の「うつくしい！」で作

品を見開きで大きく掲載し、思いや考えを説明し合ったり、自分の価値意識をもって、批評し合っ

たりする言語活動例を設けていることは、思考力、判断力、表現力の育成を目指すひろしま型カリ

キュラムを推進している本市の取組や、自ら主題を設定し、計画的に制作する力や自分の価値をも

って批評し合う力に課題がある本市生徒の状況により対応することができるものである。 

本教科書について、広島市教科用図書採択審議会調査員が作成した調査・研究報告書を基に審議

した結果、鑑賞レポートや発見レポート、アイデアスケッチ、マッピング等、多様な言語活動例を

示したり、巻頭「うつくしい！」において、自分の価値意識をもち、それを大切にしながら、作品

について話し合うよう促したりしており、自分の価値をもって批評し合うことができるよう工夫し

ている特徴もあり、本市で使用する教科書としてよりふさわしいと考えられる。 

教科［保健体育］  種目［保健体育］  発行者［株式会社大修館書店］ 

本市は、各区にスポーツセンターが設置されているとともに、全国大会を開催することができる

陸上競技場や体育館等の施設が、充実している地域である。また、プロをはじめ、トップレベルの

スポーツチームが数多くあり、優れたプレーを間近に観戦できる地域である。 

平成３０年度の「全国体力・運動能力、運動習慣調査」によると、本市の生徒の体力の実態とし

て、筋持久力、柔軟性、敏捷性などに改善が見られるが、筋力や全身持久力に課題が見られる。ま

た、運動することが好きな生徒が多い一方、学習したことを実生活・実社会に生かそうとする生徒

が少ないことが課題である。 

大修館書店の教科書の特徴である、小単元「運動やスポーツの体への効果」で、体力の要素を体

つくり運動との関係で示すとともに、特設ページで、運動の計画を立てる学習活動を示しているこ

と、小単元の冒頭で、学習内容と生活経験を関係付けた問いを示していること、各章の最後の「学

びを生かそう」で、学習した内容を日常生活にどのように生かすことができるかについて書く活動

を示していること、コーナーや特設ページを設け、事例を基に、運動や健康・安全に関する課題を

明確にし、解決方法をまとめる学習活動を示していること、巻頭で「ブレインストーミング」「ディ

スカッション」などの言語活動例を、イラストを交えて示していることは、思考力、判断力、表現

力の育成を目指すひろしま型カリキュラムを推進している本市の取組や、筋力、全身持久力が十分

でないという課題、学習したことを実生活・実社会に生かそうとすることが少ないという課題があ

る本市の生徒の状況により対応することができるものである。 

本教科書について、広島市教科用図書採択審議会調査員が作成した調査・研究報告書を基に審議

した結果、小単元「運動やスポーツの体への効果」で、体力の要素を体つくり運動との関係で示す

とともに、特設ページ「Challenge」で、図や事例を用いて体つくり運動の計画作成・実践・振り返

りまで行う学習活動を設定するなど、学習したことを実生活・実社会に生かせるよう工夫している

という特徴もあり、本市で使用する教科書としてよりふさわしいと考えられる。 



教科［技術・家庭］  種目［技術分野］  発行者［開隆堂出版株式会社］ 

本市は、鉄道や都市高速道路などの交通網が発達し、大型商業施設が誘致され、自動車産業や重

工業に関連した多くの工場が立地する中国地方の経済・産業の拠点となっている地域である。 

生徒は、都市型の生活環境にあって、世の中の技術に触れる機会が多く、技術分野の学習に関心

は高いが、ものづくり体験や生活体験が少ないため、創意・工夫する力、他者とかかわる力や知的

財産を尊重する態度、安全・リスクの問題も含めた技術と社会・環境との関係について理解する力

などに課題がある。 

開隆堂出版の教科書の特徴である、ものづくりをしながら問題解決能力を育成できるよう、ガイ

ダンスの「学習の進め方と作業の安全」と製作の場面で、計画、実行、評価、改善の流れを、具体

例を付して示していること、「材料と加工に関する技術の評価・活用」を学習する際、飲料の缶とペ

ットボトルの製造技術について調べる学習を設けていること、各「内容」に関する技術を評価し、

その活用方法について理由を示して書く活動を設けていること、木材による製作では、お互いの製

作品を評価し合う言語活動例を設けていること、情報セキュリティと情報モラルに関する学習では、

すべての節の導入部に課題として話し合う活動を設定していることは、思考力、判断力、表現力の

育成を目指すひろしま型カリキュラムを推進している本市の取組や、創意・工夫する力、他者とか

かわる力や知的財産を尊重する態度、安全・リスクの問題も含めた技術と社会・環境との関係につ

いて理解する力などに課題がある本市生徒の状況により対応することができるものである。 

本教科書について、広島市教科用図書採択審議会調査員が作成した調査・研究報告書を基に審議

した結果、各「内容」の実習例に、「工夫してみよう」の欄を設け、創意・工夫するポイントを示し、

より課題に応じたものとなるよう促すとともに、「進んで技術を評価し生活をよりよくする」を巻末

に設け、これからの技術のあり方やかかわり方について、社会的、環境的、経済的側面の各視点を

踏まえて考えることができるよう工夫している特徴もあり、本市で使用する教科書としてよりふさ

わしいと考えられる。 

教科［技術・家庭］  種目［家庭分野］  発行者［東京書籍株式会社］ 

本市は、大型商業施設やコンビニエンスストアが多くある地域がある一方、スーパーマーケット

が近くにないという地域もあるなど、保護者や生徒の生活様式や価値観の多様化がみられる地域で

ある。 

生徒を取り巻く社会の変化やライフスタイルの変化により、家庭での生活経験が少なくなってお

り、家庭生活において、基礎的・基本的な知識や技能を習得できていない生徒がいる。また、調理

等の実習には意欲的に取り組み、学習のまとめには、家庭で実践したいと書く生徒は多いが、学校

で学んだ知識や技能を家庭生活に積極的に生かすことが十分できていないという課題がある。 

東京書籍の教科書の特徴である、調理実習、製作、触れ合い体験の学習活動で、学習の流れや手

順を示していること、ガイダンスの「問題を解決する道筋」で、問題解決の過程を具体例を交えて

示していること、「選択 生活の課題と実践」を学習する際、「課題の決め方」を設け、手順を具体

例を交えて説明するとともに、課題を挙げるためのヒントや活動過程ごとにチェックする欄を示し

ていること、「内容」ごとの実践例とレポート、プレゼンテーション、ポスター、新聞などの言語活

動例を示していること、「まとめと発表の仕方」を設け、レポート等の「まとめ方や伝え方のポイン

ト」等を示していること、「幼児との関わり方についてまとめよう」で、感じたことを出し合い、課

題や目的に沿ってまとめる学習活動を設けていることは、思考力、判断力、表現力の育成を目指す

ひろしま型カリキュラムを推進している本市の取組や、学校で学んだ知識や技能を家庭生活に積極

的に生かすことが十分できていないという課題がある本市生徒の状況により対応することができる

ものである。 

本教科書について、広島市教科用図書採択審議会調査員が作成した調査・研究報告書を基に審議

した結果、「選択 生活の課題と実践」では、課題と実践の進め方を見開き２ページで示し、流れを

把握しやすく掲載したり、課題の決め方、まとめと発表の仕方の手順と具体例、そのヒントやポイ

ントなども示したりして、学習した内容を日常生活につなげられるよう工夫しているという特徴も

あり、本市で使用する教科書としてよりふさわしいと考えられる。 



教科［外国語］  種目［英 語］  発行者［教育出版株式会社］ 

本市は、国際平和文化都市であり、外国から多くの人々が平和公園や原爆ドーム等を訪れる地域

である。本市では、小学校第５学年から「聞くこと」「話すこと」を中心に学習する英語科を実施し

ており、中学校における外国語科への円滑な接続を図っている。中学校外国語科では、「聞くこと」

「話すこと」「読むこと」「書くこと」の４技能をバランスよく育成し、英語によるコミュニケーシ

ョン能力の向上を図っている。 

平成２９年度の「基礎・基本」定着状況調査によると、本市の生徒の学力の実態として、コミュ

ニケーションへの積極性はあり、基本的な文のきまりを理解して作文する力は概ね身に付いている

が、自分の考えや気持ちなどが正しく伝わるよう話す力、根拠となる英文を読み取り、まとまりの

ある一貫した文章を書くなどの技能を統合的に活用する力に課題がある。 

教育出版の教科書の特徴である、各単元の目標を CAN-DO の形で、何ができるようになればよいか

簡潔に示していること、特設ページの、聞く、話す、読む、書くなどの各活動の目標を CAN-DO の形

で示していること、全学年の巻末に、３学年分の学習到達目標を、技能別、学年別に CAN-DO の形で

示し、自己評価できるようにするとともに、それぞれの学習到達目標と単元等の関連箇所を示して

いること、特設ページで、調査したことを英字新聞やガイドブックにまとめるなど様々な自己表現

活動を設けていること、英語でインタビューして得た情報を書いてまとめ、英語で発表するなど、

複数の技能を関連付けた統合的な活動を設けていること、各単元末の「Jump Task」で、インタビュ

ーしたことをレポートにまとめて発表するなどの統合的な活動を設けていることは、思考力、判断

力、表現力の育成を目指すひろしま型カリキュラムを推進している本市の取組や、自分の考えや気

持ちなどが正しく伝わるよう話す力、根拠となる英文を読み取り、まとまりのある一貫した文章を

書くなどの技能を統合的に活用する力に課題がある本市生徒の状況により対応することができるも

のである。 

本教科書について、広島市教科用図書採択審議会調査員が作成した調査・研究報告書を基に審議

した結果、各単元末の「Jump Task」で、インタビューしたことをレポートにまとめて発表するなど

の活動を設けるとともに、特設ページの「Project」では、それまでの Lesson や活動などで積み上

げてきた、基礎的・基本的な知識や技能を異なる文脈や場面で使うことによって、生徒自身が考え

たことを文章にまとめたり、それを発言したり、発表したりするといった活動を設け、技能を統合

的に活用できるよう工夫している特徴もあり、本市で使用する教科書としてよりふさわしいと考え

られる。 

 

 


