
保 健 体 育 の 観 点

１．内容について

（１）教科の目標への適合

保健体育科の目標に照らし，内容が適切に取り上げられ構成されているか。

（２）県の教育施策への適合

第２期千葉県教育振興基本計画や学校教育指導の指針に照らし，内容が適切に取り

上げられているか。

（３）生徒への適合

発達の段階や生活習慣及び興味関心に応じて，思考力・判断力・表現力の育成に

配慮されているか。

（４）地域性への適合

地域の環境や実態に応じた学習が進められるよう，多様な事例が取り上げられて

いるか。

（５）内容等の充実

今日的課題を含む健康・安全に関する知識・技能の習得，活用，探究等の充実が

図られているか。

（６）他教科等との関連

各教科，道徳，総合的な学習の時間，特別活動との関連を考慮した扱いになって

いるか。

（７）補充的・発展的な学習

学習したことを生かし，発展させることができる内容になっているか。

２．組織・配列について

（１）系統性

発達の段階に即して，基礎的・基本的事項が習得・発展できるように，系統立てて

構成されているか。

（２）分量の配分

各内容の分量と時間数のバランスが取れているか。

（３）学習活動への配慮

学習のねらいが明確に示され，主体的な学習や日常生活に活かせるような内容に

編集されているか。

３．表現について

（１）発達の段階への配慮

文章や資料・用語が，発達の段階に応じて分かりやすく編集されているか。

（２）表記・表現

表現や資料が的確で，興味・関心を喚起・向上させるような写真やイラスト等が

効果的に活用されているか。

４．造本について

（１）印刷・製本

印刷が鮮明で，製本がしっかりなされているか。

（２）扱いやすさ

生徒が学習する上で，扱いやすいように配慮されているか。



発行者 ２ 東 京 書 籍 発行者 ４ 大 日 本 図 書

書
新しい保健体育 中学校保健体育

名

(1) 知識の確実な習得，思考力・判断力の育 (1) 主体的な課題解決学習を通して，運動や健

成だけでなく，主体的に実践できるように 康・安全について自ら学ぶ力と合理的実践力

構成されている。 が身に付くよう考慮があり編集されている。

(2) みる・するスポーツ，東京オリンピック (2) 生涯を通して豊かなスポーツライフを実現

に関する口絵が取り入れられ，体力向上に し，健康で安心・安全な生活を送ることに重

つながる資料も豊富に盛り込まれている。 点を置いた内容になっている。

(3) 学習の流れが明確であり，知識を確実に (3) 学習課題が明確で身近な疑問から学習が始

内 習得できるよう活動が設定され，小学校で まり，豊富な資料から課題追究→理解→知識

の学習の振り返りも随所に示されている。 定着が図れるようによく工夫されている。

(4) 防災や交通安全，防犯についての具体的 (4) 社会情勢の変化に対応した今日的内容で構

な事例から地域での対策や安全について学 成され，生命の尊さに配慮し地域の実態に即

習が進められるよう工夫されている。 した学習が進められるよう工夫されている。

(5) 食育，心の健康，運動時の安全等の課題 (5) 今日的課題を含む健康・安全(環境，生命

容 を主体的に解決できるよう構成され，資料 の尊さ，食育を含む)に関する知識・技能の

も豊富に盛り込まれている。 習得，活用，探求等の充実が図られている。

(6) 関連する他教科の学習内容や他の単元と (6) 道徳や人権教育を意識してお互いに認め合

のつながりを示すマークがわかりやすく豊 い，尊重し合うことの大切さが実感できる内

富に表示されている。 容である。他教科との関連も図られている。

(7) 読み物資料や章末資料が豊富であり，各 (7) 発展的学習内容を「発展」，実践的内容を

ページ下にクイズを設けているなど，発展 「学習を活かして」で取り上げ，興味・関心

的な学習への動機付けが工夫されている。 を持って学習できる内容が充実している。

(1) 学年別に，保健編→体育編の順になって (1) 体育編→保健編の順で構成，章末には重要

おり，章扉に小学校と高等学校の学習内容 語句がまとめられ，発達の段階に配慮し体育

組 が明記され,学習の道筋が明示されている。 理論と保健分野が横断的に学習できる。

織 (2) １単位時間の学習内容が見開きでバラン (2) １単位時間で習得する学習内容を見開きで

・ ス良く構成され，内容の分量及び年間の時 構成し，適切な分量で流れも非常に分かりや

配 間数が適切に配分されている。 すい。年間授業数も適切に配分されている。

列 (3) 知識の習得から活用までのプロセスが示 (3) 学習課題を明確に示し，身近な疑問から主

され，主体的に考え，日常生活で実践する 体的な課題解決学習を促し，適切な実践力を

ことができる紙面構成になっている。 育成しようとする流れになっている。

(1) ユニバーサルデザインフォントが使用さ (1) 主文が簡潔にまとめられ理解しやすい。教

表 れ，本文とキーワードで使用書体が区別さ 育漢字以外にはルビがふられ，資料や解説も

れているなど見やすく工夫されている。 生徒の発達の段階を考慮して工夫されている。

現 (2) 思考を導くキャラクターや，興味・関心 (2) 「考えよう」の資料が効果的である。科学

を高め学習を広げる写真，科学的な図版が 的な資料と的確な写真，親しみのあるイラス

随所に効果的に配置されている。 ト等が豊富で，興味・関心が喚起される。

(1) 奥まで広く開くように製本され，全ての (1) 誰にも優しい色遣いのカラーユニバーサル

造 生徒の色覚特性に適応するデザインで，写 デザインを取り入れ，奥までしっかり開くア

真やイラストが鮮明に印刷されている。 ジロ綴じにより丈夫な作りになっている。

本 (2) ＡＢ判のワイドな紙面の特徴を生かして (2) 見やすいワイドな紙面は見開き構成の学習

資料が見やすく配置され，インデックスで に適している。学習する章を引きやすいよう

履修学年が明示されており学習しやすい。 にインデックスで色分けされている。



発行者 ５０ 大 修 館 書 店 発行者 ２２４ 学 研

書
保健体育 中学保健体育

名

(1) 健やかな心身を養うとともに，将来にわ (1) 運動や健康・安全などに重点を置き，健康

たって運動やスポーツに親しみ，健康で豊 の保持増進のための実践力を身に付けること

かな生活に役立つ内容となっている。 ができる内容になっている。

(2) 主体的に体力の向上や健康の保持増進が (2) 体育編では教育振興計画にある「元気プロ

できる実践力の育成に関わる内容になって ジェクト」と関連性を持ち，「する・みる・

いる。 ささえるスポーツ」について触れている。

(3) 教科書の使い方や保健体育の学び方がわ (3) 中学生期の「心身の発達」や「健康と環

内 かりやすく編集されており，思考・判断・ 境」「病気の予防」など，思考力・判断力を

表現する能力を育てるための工夫がされて 育む手立てが豊富に用意されている。

いる。 (4) 身近な事柄としてとらえられるように，

(4) 興味・関心のある話題や健康課題をコラ 「コラム」などを活用し，事例が掲載されて

ムや事例として積極的に取り上げている。 いる。

(5) 課題に自ら気づくように工夫し，得た知 (5) 課題などをコラムやＱ＆Ａとして豊富に設

容 識の活用やさらなる探究を促す工夫がされ 定し，活用・探求がしやすいように内容が厳

ている。 選されている。

(6) 発展や学習のまとめで他教科へのつなが (6) 生命尊重や他者の尊重・生活習慣及び食育

りを示している。 などが，保健体育独自の観点から取り上げら

(7) 学んだ知識が実生活に生きて働くよう， れている。

自分の問題として考えさせる課題や生活に (7) 発展的な学習を可能にするため，「探求し

関連した情報を提供するページを設けるな ようよ」などが設定されており，生活への活

ど，工夫がされている。 用が工夫されている。

(1) 体育編→保健編の順になっており，参照 (1) 小中高で学習をすることを，見通すことが

ページを示すなど体育理論と保健分野を横 でき，また保健分野と体育分野の関連が図ら

組 断的に学習できるよう工夫されている。 れており，内容が系統的に扱われている。

織 (2) 重要と思われる学習項目のページ数を増 (2) 豊富な資料・説得力のある記述で構成され

・ やすなど，学習内容を深め，学んだ知識が ており，わかりやすく，量的なバランスも配

配 実生活に生きるように編集されている。 慮されている。

列 (3) 動機づけとなる導入発問が設けられ，学 (3) 各章の冒頭には「学習の目標」が明示され

習のまとめで，復習・生活への対応・学習 ており，明確な意図を持って学習に取り組め

の発展ができるように工夫されている。 るよう工夫されている。

(1) 重要語句を太文字にし，大事なポイント (1) 文字が大きく，印刷が鮮明で見やすい構成

表 を吹き出しで示すなど，わかりやすく編集 である。また，見出しが工夫され，学習の整

されている。 理もしやすくなっている。

現 (2) 導入発問により，学習する内容を大きく (2) 写真やイラスト，グラフが工夫され，生徒

とらえられるようにし，裏づけや理解を助 が興味・関心を持って学習に取り組めるよう

ける資料を効果的に活用している。 構成されている。

(1) 本文に薄黄の地色を敷き，図表と区別が (1) 環境に配慮された紙や，植物油インキを使

造 されている。また，カラーユニバーサルデ 用し環境に配慮されている。活字も見やすい

ザインに配慮されており，やさしく見やす 書体を使用している。

本 い配色である。 (2) 軽量で厚さ，大きさとも学習に適切で扱い

(2) 重さ，厚さ，大きさとも学習に適切で扱 やすい形状である。イラストも多く，中学生

いやすい形状である。 が親しみやすい。



技術・家庭（技術分野）の観点

１．内容について

（１）教科の目標への適合

技術・家庭科の目標や技術分野の目標に照らし，内容が適切に取り上げられているか。

（２）県の教育施策への適合

第２期千葉県教育振興基本計画や学校教育指導の指針に照らし，内容が適切に取り

上げられているか。

（３）生徒への適合

生徒の発達の段階や興味・関心に適合し，生活を工夫する能力や実践的態度の育成

に配慮されているか。

（４）地域性への適合

地域や学校の実態に対応できるよう配慮されているか。

（５）内容等の充実

基礎的・基本的内容の充実を図るとともに，今日的な話題や問題解決的な学習，

実践的・体験的な学習につながる内容が取り入れられているか。

（６）他教科等との関連

道徳及び総合的な学習の時間や他教科への広がりを考慮した扱いになっているか。

（７）補充的・発展的な学習

生徒の興味・関心，能力等に応じて，学習したことを深めることができるよう配慮

されているか。

２．組織・配列について

（１）系統性

教科の内容構成に対応し，基礎的･基本的内容から応用・発展的な内容へと系統的

に配列されているか。

（２）分量の配分

４つの内容について，基礎的・基本的な知識・技能に関する内容に偏りがなく，

かつ，適切な分量配分となっているか。

（３）学習活動への配慮

学習のねらいが明確に示され，生徒が主体的に学習活動に取り組めるよう配慮され

ているか。

３．表現について

（１）発達の段階への配慮

文章表現や用語は，生徒の発達の段階を考慮したものとなっているか。

（２）表記・表現

写真，イラスト，図表等の資料が的確で，生徒の学習意欲を喚起するとともに興味

を引き出すよう工夫されているか。

４．造本について

（１）印刷・製本

印刷が鮮明で，製本がしっかりされているか。

（２）扱いやすさ

生徒が学習する上で，扱いやすいように配慮されているか。



発行者 ２ 東 京 書 籍 発行者 ６ 教 育 図 書

書
新編 新しい技術･家庭 技術分野 新 技術･家庭 技術分野名

(1) 各内容は学習指導要領の「教科の目標」(1) 実践的・体験的な活動を通して，基礎
及び「技術分野の内容」に準拠しており 的・基本的な知識及び技能等が身につく
適切である。 ように適切に取り上げられている。

(2) 体験活動を取り入れた内容が豊富に取 (2) 「やってみよう」「考えよう」「調べ
り上げられている。 よう」などを多く掲載し，体験的な学習

や問題解決的な学習を重視した内容であ
る。

内 (3) 写真や絵を多用し，作業手順がわかり (3) 作業工程を丁寧に示し，見通しをもっ
やすい。失敗した場合の修正が丁寧に紹 て取り組めるようにしている。｢こつ｣｢注
介され，学習意欲を持続させる。 意｣が提示され，学習を支援するよう工

夫されている。
(4) 生物育成の内容では，プランター栽培 (4) 多くの実習例を紹介し，多様な学校の
や袋栽培を取り入れ，多様な学校の実態 実態に対応できる。生物育成では学校の
に対応できる。また，「技術の匠」のコ 条件や気候条件の違いにも対応している｡
メントが添えられている。

(5) 環境，消費者，伝統・文化，防災，情 (5) 基礎的・基本的な知識及び技能につい
報モラルといった，今日的な話題を意識 て「基礎技能」の欄を設けるなど充実し
しながら学習が進められるように配慮さ ている。技術と社会や環境とのかかわり

容 れている。 についての資料が豊富である。

(6) 他教科や小学校での既習事項との関連 (6) グループで協力して作品を完成させる
が各内容の扉に丁寧に示されている。 等，総合的な学習との関連が考慮されて

いる。また，情報モラルについても扱っ
ている。

(7) さまざまな題材例が提示されており， (7) 各内容のおわりに「まとめ」「章末問
生徒の興味･関心･能力に応じて学習を深 題」を設け，補充的な学習ができるよう
めることができるように配慮されてい 配慮されている。
る。

(1) 内容が系統的に配列されている。異な (1) 基礎的・基本的内容から，工夫を凝ら
る材料を用いた場合の作業工程をまとめ した応用・発展的な内容へと系統的に配

組 て解説してあるため，加工法の違いが比 列されている。
較しやすく提示されている。

織 (2) 各内容の扉の「この編で学ぶこと」に (2) ４つの内容について基礎的・基本的な
学習段階ごとの目標や既習事項との関連 知識及び技能を習得するうえで適切な分

・ が示され，ねらいが明確である。また， 量配分がなされている。
４つの内容ごとの配分は適切である。

配
(3) 学習ごとの「目標」と「学習のまとめ」 (3) 各節の初めに，その節の学習のねらい

列 が，主体的な学習を容易にしている。ま や課題を明確に示している。実習ページ
た，各項目の学習内容の多くが見開きで には作業工程が示され，見通しをもって
収まっており作業学習を助ける。ディジ 取り組めるように配慮されている。
タル教材との併用，巻末の切取教材など
は生徒の意欲を喚起する。

(1) 説明がわかりやすく，敬体で表現され (1) 専門用語に対する注釈，重要な語句に
ており，親しみやすい。また，難読漢字 対する太字表示などが工夫されている。

表 にルビが振られており理解を助ける。 また，一文が短くわかりやすく表現され
ている。

現 (2) 文字色・サイズに変化があり，意欲を (2) 大きめの写真や図版を多く用い，作業
高める。また，写真やイラストが工夫さ 工程が丁寧にわかりやすく説明されてい
れ紙面が彩り豊かである。 る。

(1) 明るい白地の再生紙に鮮明な印刷がな (1) 印刷は鮮明で，目に優しい配色で紙質
されている。製本はしっかりとしている。 もよい。製本もしっかりとしている。環

造 境に配慮し，再生紙・植物性インキを使
用している。

本 (2) ワイド版の小口余白を生かした表示に (2) 生徒にとって扱いやすい大きさ，厚さ
より検索が容易になっている。ユニバー である。
サルデザインフォントを使用している。



発行者 ９ 開隆堂出版

書
技術･家庭科 技術分野

名

(1) 基礎・基本的な知識及び技能に関する
事項が適切に取り上げられている。

(2) 情報モラル教育や食に関する教育に関
連した学習を重視した内容である。

(3) 身近な事例を上げわかりやすく説明す
ることで興味が持てるように作られてい
る。また，実習例では工夫の観点が提示

内 され，学習を支援するよう工夫されてい
る。

(4) 生物育成に関する技術において地域や
時期，学校に応じて実習が進められるよ
う様々な実習例があげられている。

(5) 各内容において基礎的・基本的な知識
及び技能についてわかりやすく学習でき
るように図や写真が取り入れられている。

容 持続可能な社会についての資料が豊富で
ある。

(6) 情報モラルをはじめ他教科との関連に
ついて学習のつながりをわかりやすく示
している。

(7) 資料・題材が多く取り上げられ，生徒
が学習したことを日常生活に活かすこと
ができるように配慮されている。

(1) 小学校での既習内容と技術分野の学習
のつながりを確認し，生徒が基礎・基本

組 から応用・発展的な内容を学ぶことがで
きるように工夫されている。

織 (2) どの内容も導入部分で日常生活に関連
した事柄を考え話し合う流れから入り，

・ 段階的に発展的な内容を学ぶ形になって
いる。内容や分量配分に偏りはなく適切

配 である。
(3) 各項目の学習内容の多くが見開きで収

列 まっており作業学習を助ける。その中に
学習の目標が明記され，生徒が主体的に
学習できるように配慮されている。

(1) 専門用語など難読漢字にはルビがふら
表 れ内容もわかりやすくまとめられている。
(2) 写真やイラストを適宜使用し，比較や
流れを説明する部分において色分けや矢

現 印が効果的に使われている。

(1) ３年間使うことが考えられており，し
造 っかりと製本され，印刷も鮮明で，軽量

化が図られている。
(2) 生徒にとって扱いやすい大きさ，厚さ

本 になっている。色覚の個人差をなくすカ
ラーユニバーサルデザインとなっている。



技術・家庭（家庭分野）の観点

１．内容について

（１）教科の目標への適合

技術・家庭科の目標や家庭分野の目標に照らし，内容が適切に取り上げられているか。

（２）県の教育施策への適合

第２期千葉県教育振興基本計画や学校教育指導の指針に照らし，内容が適切に取り

上げられているか。

（３）生徒への適合

生徒の発達の段階や興味・関心に適合し，生活を工夫する能力や実践的態度の育成

に配慮されているか。

（４）地域性への適合

地域や学校の実態に対応できるよう配慮されているか。

（５）内容等の充実

基礎的・基本的内容の充実を図るとともに，今日的な話題や問題解決的な学習，

実践的・体験的な学習につながる内容が取り入れられているか。

（６）他教科等との関連

道徳及び総合的な学習の時間や他教科への広がりを考慮した扱いになっているか。

（７）補充的・発展的な学習

生徒の興味・関心，能力等に応じて，学習したことを深めることができるよう配慮

されているか。

２．組織・配列について

（１）系統性

教科の内容構成に対応し，基礎的･基本的内容から応用・発展的な内容へと系統的

に配列されているか。

（２）分量の配分

４つの内容について，基礎的・基本的な知識・技能に関する内容に偏りがなく，

かつ，適切な分量配分となっているか。

（３）学習活動への配慮

学習のねらいが明確に示され，生徒が主体的に学習活動に取り組めるよう配慮され

ているか。

３．表現について

（１）発達の段階への配慮

文章表現や用語は，生徒の発達の段階を考慮したものとなっているか。

（２）表記・表現

写真，イラスト，図表等の資料が的確で，生徒の学習意欲を喚起するとともに興味

を引き出すよう工夫されているか。

４．造本について

（１）印刷・製本

印刷が鮮明で，製本がしっかりされているか。

（２）扱いやすさ

生徒が学習する上で，扱いやすいように配慮されているか。



発行者 ２ 東 京 書 籍 発行者 ６ 教 育 図 書

書 新編 新しい技術・家庭 家庭分野
新 技術・家庭 家庭分野

名 自立と共生を目指して

(1) 目標を達成するため，必要な学習内容がバ (1) 内容が偏りなく取り上げられている。「思

ランス良く効果的に取り上げられている。 考力・判断力・表現力・活用力」を育むこと

「自立と共生」について，３年間の学習内容 を目指している。各内容の最後に確認問題を

を系統立てて取り組めるように工夫されてい 掲載し，学習のふり返りができるようになっ

る。 ている。

(2) 道徳性を高める内容や食を通した健康づく (2) 食を通した健康づくりや郷土と国を愛する

内 り，郷土と国を愛する心，東日本大震災を教 心，阪神淡路大震災を教訓とした防災教育や

訓とした防災教育や安全教育などが適切に取 安全教育などが取り上げられている。

り上げられている。

(3) 生徒の興味・関心に対応できるような題材 (3) クイズ等を取り入れ，生徒が興味を持って

や実習例を扱っており，実践的な学習ができ 学習できるよう工夫されている。実習例が豊

るよう配慮されている。 富で，地域や学校の実態に対応しやすい。

(4) 地域や学校の実態に対応できるような題材 (4) 地域の食材を使った実習例が豊富で，各地

や地域の食材を使った実習例が豊富である。 の郷土料理や食文化についての記述が充実し

文化の伝承や地域とのかかわりが深まるよう ている。

工夫されている。

(5) 生徒の興味・関心を喚起させる内容が適切 (5) 生徒の興味・関心を深める工夫がみられる｡

に扱われている。持続可能な社会を目指した 消費者市民としての自立，持続可能な社会等

容 取組が生活場面と結び付けて示され，実践し に関して，生徒自身の問題としてわかりやす

やすいよう工夫されている。 く取り上げられている。

(6) 道徳や他教科との関連が示されている。小 (6) 道徳や他教科との関連が図られており，小

学校との関連や技術分野，家庭分野の相互の 学校とのつながりや，技術分野と連携して学

内容との関わりが明らかになっている。 習できる例が適切に示されている。

(7) 生徒の興味・関心，能力に応じて学習が深 (7) 補充的・発展的内容に富んでおり，生徒の

まるような補充的・発展的内容が取り上げら 興味・関心に合わせて取り組むことができる

れている。 よう工夫されている。

(1) 基礎的・基本的な内容を踏まえ，応用・発 (1) 基礎的・基本的な内容が明確に示されてい

展的な資料を用いて学習できるように，系統 る。「生活の課題と実践」につながる応用・

組 的に配列されている。 発展的な内容が系統的に配列されている。

(2) 「食」の学習を重視するとともに，各項目 (2) 学習指導要領との対応が明確で，適切な分

織 で基礎的・基本的事項を習得できるよう，適 量配分である。豊富な内容は，資料集として

・ 切な分量配分がなされている。 も活用できる。

配 (3) 題材の始めに学習の目標を示し，生徒の主 (3) 題材の導入では，自立度チェックやクイズ

体的な学習活動が展開できるように配慮され 等，興味をもって学習に取り組める工夫がさ

列 ている。章末には，自己評価及び生活への応 れている。キーワードチェックや学習のふり

用が図れるよう工夫されている。 返りにより理解を深めることができる。

(1) 発達の段階に応じてわかりやすく表現され (1) 重要な語句が太字ではっきり示され，わか

表 ている。また，題材のタイトルは学習活動を りやすい文章表現になっている。定型のレイ

端的に表現するように工夫されている。 アウトにより，生徒が活用しやすくなってい

(2) 大判の写真や図表，イラストなどを豊富に る。

現 盛り込み，視覚を通して生徒の学習意欲を引 (2) 図表やイラスト，写真が効果的に扱われ，

き出す工夫がされている。 生徒が楽しく学習できるような工夫が盛り込

まれている。

造 (1) 写真が鮮明で効果的である。AB版の採用に (1) 目に優しい配色で，見やすく，温かみが感

よって，ゆとりある紙面構成である。 じられる。

本 (2) 表紙は汚れにくく，強度の高い加工がされ (2) 見開きの中央部分が広く，見やすい製本で

ている。 ある。書き込みやすい工夫がされている。



発行者 ９ 開 隆 堂 出 版

書
技術・家庭科（家庭分野）

名

(1) 「自立と共生」が大きなテーマとなり，

「持続可能な社会」や「問題解決的な学習」

を重視し，生徒が主体的に学べるよう工夫さ

れている。

(2) 道徳性を高める内容や食を通した健康づく

り，郷土と国を愛する心と世界に目を向けた

内 内容，東日本大震災を教訓にした防災教育や

安全教育などが適切に取り上げられている。

(3) 生活に役立つ「豆知識」が全ページに掲載

されており，生徒が興味・関心を持ち実践的

な学習ができるよう配慮されている。

(4) 食材の地域性に触れながら，食文化の伝承

や地域とのかかわりを意識できるよう配慮さ

れている。衣生活・住生活に関する伝統や文

化の事例も取り上げられている。

(5) 生徒の発達の段階に応じた内容が適切に扱

われている。持続可能な社会に対応していく

態度や大震災以降の社会の在り方について，

容 自分の生活を見つめられる工夫がされている。

(6) 道徳や他教科との関連が図られており，技

術分野や家庭分野の相互の内容との関わりが

明らかになっている。

(7) 基本となるものを中心にして，応用的な例

がわかりやすく示され，見通しをもって学習

に取り組むことができるよう工夫されている｡

(1) 基礎技能の確認で小学校のふり返りができ,

小中の系統性が図られている。さらに応用・

組 発展的な内容へと配列されている。

(2) ４つの内容が適切に配分されている。各学

織 校の実態に合わせた多様な指導計画に対応で

・ きるよう考慮されている。

配 (3) 問題解決的な学習が取り入れられ，主体的

な学習活動ができるよう配慮されている。学

列 習のふり返りでは，生活に生かす力を養う工

夫がされている。

(1) 発達の段階に応じたわかりやすい表現がさ

表 れている。「豆知識」の記載など生徒の興味

・関心を引き出す工夫がされている。

(2) 学習の意欲を喚起させるような豊富な図表

現 やイラスト，写真が効果的かつ適切に配置さ

れている。

造 (1) ４つの内容ごとに色合いが統一されており

見やすく，製本がしっかりしている。

本 (2) 紙が薄く軽量化が図られ，扱いやすい。


