
英 語 の 観 点

１．内容について

（１）教科の目標への適合

教科の目標に照らして，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

発達の段階を考慮し，生活経験や興味・関心に配慮されているか。

（４）地域性への適合

我が国や外国の生活や文化について理解し，他者を尊重することのできる国際人と

しての資質をはぐくむよう配慮されているか。

（５）内容等の充実

４技能を総合的に育成するための言語活動の充実に資するものとなるよう配慮

されているか。

（６）他教科等との関連

道徳教育や他教科等との関連に配慮されているか。

（７）補充的・発展的な学習

４技能を総合的に育成する内容が，補充的・発展的に学習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

基礎・基本を重視しながら，内容の系統的，段階的，発展的な配列に配慮されて

いるか。

（２）分量の配分

教科の目標に照らして，各領域の分量及び配分は適切に配慮されているか。

（３）学習活動への配慮

生徒の主体的，意欲的な学習活動を促すために配慮されているか。

３．表現について

（１）発達の段階への配慮

用語や説明等が生徒の学習段階に応じて理解しやすいよう配慮されているか。

（２）表記・表現

生徒の興味を喚起し理解を深めるために，挿絵や写真等の提示，基本文や新出単語

等の表示が的確で有効であるか。

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 ９ 開 隆 堂 出 版

書 NEW HORIZON English Course SUNSHINE ENGLISH COURSE
名

(1) ４技能によるコミュニケーション能力の (1) ４技能がバランスよく扱われ，コミュニケー

基礎を確実に養う内容構成となっている。 ション能力の基礎が育成できる構成となってい

(2) 各構成ごとに学習目標を明示して，授業 る。

における活動を段階的に展開している。 (2) ４技能の総合的・統合的な活動が学習事項を

(3) 生徒の発達の段階を考慮し，自国の伝統 習得できるよう配置され，学力の向上が図れる

・文化や異文化理解に加え，自然科学・環境 ようになっている。

・自然災害等今日的な課題を扱っている。 (3) 生徒の発達の段階を考慮し，身近な話題から

内 (4) 英語圏だけでなく，アジア・南米等の非 日本文化，歴史，福祉，環境問題等の今日的な

英語圏まで広く取り上げ，バランスのとれ 話題が取り上げられている。

た国際人育成のための配慮がされている。 (4) 広く世界各地の生活や文化を扱い，異文化を

(5) Unit，Daily Scene，自己表現について4技 尊重する態度や，日本を知り日本文化を発信し

能を活用して発信する Presentationを加え ていく態度が育成されるよう配慮されている。

容 た３部構成で，アクティブ・ラーニングに (5) 各課は基本対話文の提示，練習，活用の順に

対応した学習の流れになっている。 ４技能の総合的な活動が配置され，My Project
(6) 人権・平和・共生など道徳的価値に触れ の統合的な活動につなげる工夫がされている。

る題材や，他教科との関連を図っている。 (6) 生命尊重，平和教育，人権教育等を題材とし

(7) Tool Box, Bonus Word Box, Word Room等 道徳や他教科等との関連に配慮されている。

で語彙・表現が，Further Reading等で読む (7) POWER-UPや Extensive Readingで，４技能の
ことの学習が補充されている。 学習の補充・発展に配慮されている。

組 (1) 重要文法事項が系統的に繰り返され，基 (1) ３年間を通して，言語活動や到達目標が示さ

織 礎の定着を図っている。 れたMy Projectが系統的に構成されている。
・ (2) 各構成において４技能がそれぞれ重点化 (2) 全課で４技能が関連付けられた構成であり，

配 または適宜統合され，分量は適切である。 各領域とも適切な分量である。

列 (3) 学び方コーナー・Sound Box等で，自ら (3) 協働学習や「できるようになった」リストを

学力を育成できるよう配慮されている。 取り入れ，自律学習を促す工夫がされている。

(1) ２つの入門期パートでは，「聞く・話 (1) １年生の巻頭は外国語活動と接続した音声中

表 す」力を確認し，さらに「読む・書く」力 心の構成である。文法用語や解説についても，

の習得に配慮し，小中接続を図っている。 生徒の発達の段階に応じた表現を用いて理解を

現 (2) Daily Sceneの登場人物は実写で，使用 助けるよう配慮されている。

場面を意識できるよう工夫がされている。 (2) アクションカード等の巻末資料が豊富で，挿

挿絵や写真はより見やすくなっている。 絵や写真，配色も効果的である。

造 (1) 印刷は鮮明で環境に配慮され，堅牢な製 (1) 用紙，配色，インキ等は使用するすべての生

本により長期使用に耐えうるものである。 徒，環境に配慮されている。

本 (2) 判が大きくなり，書体の工夫等により, (2) 印刷は鮮明で見やすく，AB判でより見やすい

より見やすくゆとりある紙面構成である。 配置，ゆとりのある紙面構成となっている。



発行者 １１ 学 校 図 書 発行者 １５ 三 省 堂

書 TOTAL ENGLISH NEW EDITION NEW CROWN ENGLISH SERIES
名

(1) 英語によるコミュニケーション能力の (1) ４技能がバランスよく配置され，コミュニ

育成と国際理解の基礎を養う内容である。 ケーション能力が統合的に育成できる内容構

(2) ４技能を総合的に育成して語学力を身 成である。

に付けるように構成されている。 (2) 基礎的な知識や技能を確実に習得し,実生

(3) 身近で個人的な話題から国際平和，人権， 活で活用できる力を育成できる構成である。

環境保全に関する題材まで，生徒の生活 (3) ことば・伝統文化・自然・防災等,生徒の

内 経験や興味・関心に配慮されている。 知的欲求に応える題材が配置されている。

(4) 日本文化の良さを再認識し，英語文化 (4) 日本や世界各地の生活や文化を題材に，様

圏以外の異文化にも理解や共感を深めら 々なものの見方や考え方に触れ，国際人とし

れるように配慮されている。 ての資質が養えるように配慮されている。

(5) Section毎に Listening，Speaking，Wri ting (5) GET で基礎的な知識・技能の習得,USE で
の Activities が設けられていて，言語活動 その知識・技能の活用,Projectで統合的な活動

容 の充実が図られている。 と学習過程を重視し,言語活動が充実している。

(6) 生命尊重，自然愛護，職業体験，食育, (6) 平和教育,正義と責任,生命の尊重，環境教

自然エネルギー等の題材を取り上げ，道徳 育，キャリア教育等，道徳や他教科等との関

や他教科との関連に配慮されている。 連にも配慮されている。

(7) Word Treeで語彙力の強化を図り，Chap- (7) Reviewや文法のまとめで補充的に学習し,
ter Project で知識・技能の活用を図る等， Let's readや Further Readingで語彙力をつけ,
補充的・発展的な学習に配慮されている。 発展的な学習に配慮されている。

(1) 小中接続を配慮し，１年生の教科書は (1) 小学校外国語活動との円滑な接続に配慮し

組 一般動詞の文から始まる。また Chapter Proj- 文法のまとめで言語材料のふり返りがされ，

織 ectや Book Projectを系統的に配列している。 段階的学習に配慮されている。

・ (2) ４領域の言語活動の分量がバランス良 (2) ４領域の分量が適切であり,特にさまざま

配 く配置されている。 なジャンルの読み物教材が充実している。

列 (3) Chapter 毎に言語材料や目標を明記し， (3) 辞書の引き方・活用のしかた巻末には

生徒が見通しをもって学習し，振り返る Can-Do リストが示され,主体的に学習できる
ことができるように配慮されている。 ように配慮されている。

表 (1) 文法のまとめは用語を少なくし，語順の (1) Lessonを超えた既習文法事項を整理するコ
違いに気づかせるよう色分けをしている。 ーナーが適宜設けられている。

現 (2) 挿絵や写真は内容理解に役立ち，凹凸 (2) 挿絵，写真，図表は内容理解に役立ち，英

のある点字は興味を喚起し効果的である。 語の仕組みを絵で表す付録が充実している。

造 (1) ユニバーサルデザインの視点を取り入れ (1) 識別しやすい配色や罫線に工夫があり,紙や

た色彩やレイアウトになっている。 インキは環境に配慮されている。

本 (2) 印刷が鮮明で，各ページの配置が統一 (2) 挿絵や写真等を挿入し,各ページの配置が統

され，扱いやすいように配慮されている。 一され,見やすい紙面構成になっている。



発行者 １７ 教 育 出 版 発行者 ３８ 光 村 図 書

書 ONE WORLD English Course COLUMBUS 21 ENGLISH COURSE
名

(1) ４技能が総合的に扱われ，コミュニケー (1) 段階的に基礎知識を習得しながら実践的な

ション能力の基礎が身に付く構成である。 力が養われるように４技能がバランスよく構

(2) 各 partに到達目標を明示し，基礎・基本 成されている。

の定着を確認できるように配慮されてい (2) 段階的に基礎的基本的事項が配列され，そ

る。 の活用が図れるように配慮されている。

(3) Tipsでは，４領域それぞれに生徒の発達 (3) ４人の中学生によって展開されるストーリ

内 の段階に応じて創造性を培えるよう工夫さ ーが面白く，中学生にとって興味深い話題が

れている。 随所に取り上げられている。

(4 世界各地の風俗や文化を幅広く扱い，文 (4) 和食，初詣等の日本の伝統文化を随所で扱

化の多様性を認め，我が国の文化を尊重す い，様々な国の人物，事柄を扱い，国際人と

る態度を育むよう配慮している。 しての資質が育まれるよう配慮されている。

(5) 発達の段階に配慮した題材で，学習段階 (5) ４技能が段階的に習得できるよう平易な言

容 に応じた言語活動が行えるよう内容が充実 語活動から発展的なものが網羅されており，

している。 多様な内容が意欲を喚起している。

(6) 生命，福祉，平和を題材とし，豊かな情 (6) 道徳教育のみならず，社会，保健体育など

操や道徳心を育むよう配慮されている。 他教科を英語で学習する工夫がなされている。

(7) 別冊 Essentials の中で Reading Lessonや (7) Unitのまとめでは，場面を想定した言語活
PLUS Dialog の活動を通して，基本文や語 動を行うことによって，到達目標が達成され

句の定着を図るよう配慮されている。 るように配慮されている。

(1) 各 Lesson は Part を追うごとに基礎・基 (1) Unitが本文と Try It!で構成され，基礎知識
組 本の習得から活用まで，段階的，系統的に を習得し，活用できるよう配慮されている。

織 構成されている。 (2) ４技能のバランスがよく考えられ，内容も

・ (2) ４技能のバランスに配慮し，自己表現の 多岐にわたり，適切な分量である。

配 場を随所に設定されている。 (3) 英語学習の意欲を喚起できるよう多様な分

列 (3) Projectや辞書指導などで，生徒の主体的 野の読み物が掲載され，各 Unitでは，到達目
で意欲的な学習に配慮されている。 標が明確にされている。

(1) Springboardを設け（１年），中学校の英 (1) 用語や解説が簡潔で,Language Focusでは文
表 語学習への橋渡しに配慮されている。 法事項が分かりやすくまとめられている。

(2) 適切な大きさの活字で表記され，内容も (2) 基本語が太字で示され，基本文の表示もわ

現 精査されている。質・量ともに豊富な写真 かりやすい。挿絵や写真も興味を喚起し，本

や挿絵は，内容理解に効果的である。 文の理解が深められるよう工夫されている。

造 (1) 印刷には再生紙に植物油インキを使用し (1) 文字の大きさが適切で，挿絵，写真ともに

しており，判読しやすい配色である。 印刷がカラーバリアフリーに配慮されている。

本 (2) 詰め込み感のないゆとりある紙面構成に (2) 判が大きく文字，写真の大きさも適切で，

なっており，手になじむ紙質である。 扱いやすいよう配慮されている。


