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中学校 社会（歴史） ８ ７ 

 

調査研究の観点及び各教科書の特徴 

 

観点・視点 

 

 

 

 

発行者 

基礎・基本の定着 主体的に学習に取り組む工夫 内容の構成・配列・分量 内容の表現・表記 言語活動の充実 

①学習課題の示し方 

②我が国の国土と歴史に対する理

解と愛情を育てるための工夫 

③国際社会で主体的に生きてい

くための基盤となる知識・技能

を身に付けさせるための工夫 

④興味・関心を高めるための工夫 

⑤課題の設定、整理・分析、振

り返りを展開するための構成上

の工夫 

⑥作業的・体験的な学習を実施

するための工夫 

⑦単元や資料等の配列・分量 

⑧発展的な学習に関する内容の

記載状況 

⑨学習内容との適切な関連付けが

なされたイラスト・写真等の活用 

⑩本文以外の記述の工夫 

⑪多面的・多角的に考察させる

ための工夫 

⑫目的に応じて適切に表現する

力を育てるための工夫 

０２ 

東書 

①タイトルの横に「どのよ

うな」「どのように」の形で

学習課題を示す。 

②表紙や裏表紙に国宝・重

要文化財・史跡などを紹介

し，資料の「国宝」などに

マークがついている。神

話・伝承に関する事例が５

点ある。 

③国際関係や文化交流に関

するコラムが 21 点あり，古

代１点，中世２点，近世３

点，近代８点，現代７点の

④大項目の導入において，

時代を象徴的に表す写真や

絵図を用いたり，前ページ

から年表をつなげて，既習

の時代とのつながりを分か

りやすくしたりしている。

加えて，時代順に人物や出

来事の絵図・写真を並べた

りして学習への興味・関心

を高めている。 

⑤「第１章 歴史のながれ

をとらえよう」において，

調べ学習のポイントを「テ

⑦総ページ 299「歴史のと

らえ方」14（５％），「古代」

44（15％），「中世」34（11％），

「近世」44（15％），「近代」

98（33％），「現代」37（12％），

「その他」28（９％）７章

構成。 

⑧各大項目に，「深めよう」と

いうコーナーを設け，本文の学

習と関連のあるテーマを扱っ

ている。（「現代に受け継がれる

神話」等，事例数13） 

 

⑨総掲載数954点（写真・絵図

759点，地図85点，図表グラフ

92点，年表18点） 

⑩巻末に，三つ折り両面１枚で

年表を掲載している。 

⑪章のまとめで「この時代

の特色をとらえよう」と「こ

の時代の歴史の学習を確認

しよう」があり，表にまと

めたり，説明したりする活

動がある。 

⑫章末などでイラストマッ

プや年表など 10 種の方法

でまとめさせる活動があ

る。 



内訳である。 ーマを決める」「考察しよ

う」など５つの手順で示し

ている。 

⑥「図書室・図書館を利用

しよう」「年表にまとめよ

う」「身近な地域の将来につ

いて提案しよう」など，作

業的・体験的な学習を実施

するためのコラムが７点掲

載されている。 

１７ 

教出 

①タイトルの横に「なぜ」

「どのように」という形で

学習課題を示す。 

②表紙や裏表紙に出来事・

史跡などを紹介し，資料の

「国宝」などにマークがつ

いている。神話・伝承に関

する事例が３点ある。 

③国際関係や文化交流に関

するコラムが 22 点あり，古

代１点，中世１点，近世６

点，近代８点，現代６点の

内訳である。 

④大項目の導入において，

時代を象徴的に表す写真や

絵図，年表を用い，キャラ

クターの問答を通して，学

習内容のあらましを説明す

ることで学習への興味・関

心を高めている。 

⑤「郷土の歴史を探ろう」

というテーマで大単元ごと

に 1 つずつ，調べ学習の手

順を５つに分けて示してい

る。 

⑥「情報を集めて調査テー

マを考えよう」「野外調査・

聞き取り調査をしよう」「資

料を活用してさらに調査を

深めよう」など，身近な地

域の歴史について作業的・

体験的な学習を実施するた

⑦総ページ 291「歴史のと

らえ方」９（３％），「古代」

38（13％），「中世」34（12％），

「近世」44（15％），「近代」

104（36％），「現代」32

（11％），「その他」30（10％）

８章構成。 

⑧各大項目に，「（資料・人物と

地域・地域・世界）から歴史を

探ろう」というコーナーを設

け，本文の学習と関連のあるテ

ーマを扱っている。（「木簡が語

る人々の暮らし」等，事例数20） 

⑨総掲載数912点（写真・絵図

714点，地図100点，図表グラ

フ78点，年表20点） 

⑩巻末に，二つ折り片面１枚と

三つ折り片面１枚で年表を掲

載している。 

⑪章のまとめで，「時代の変

化に注目しよう」があり，

特色について考え，説明し

たり，地図で確認させたり

する活動がある。 

⑫章末などで，キャッチフ

レーズや仮想の討論会など

７種の方法でまとめさせる

活動がある。 



めのコラムが５点掲載され

ている。 

３５ 

清水 

①タイトルの横に「なぜ」

「どのように」という形で

学習課題を示す。 

②表紙や裏表紙に出来事・

史跡などを紹介し，資料の

「国宝」などにマークがつ

いている。神話・伝承に関

する事例が３点ある。 

③国際関係や文化交流に関

するコラムが 24 点あり，古

代８点，中世２点，近世７

点，近代７点，現代０点の

内訳である。 

④大項目の導入において，

写真や絵図，年表を用いて

どのあたりの時代の，どの

ような人物や出来事につい

て学習をするのかを示し，

興味・関心を高めている。 

⑤｢第３章 近世の日本と

世界｣において，フィールド

ワークや博物館・資料館見

学のポイントなど，身近な

地域の歴史についてさらに

深く調べていく方法を 6 点

示している。 

⑥「資料を読み取ろう」「人

物を調べてみよう」「身近な

地域を調べよう」など，作

業的・体験的な学習を実施

するためのコラムが６点掲

載されている。 

⑦総ページ 307「歴史のと

らえ方」９（３％），「古代」

52（17％），「中世」32（11％），

「近世」56（18％），「近代」

102（33％），「現代」28

（９％），「その他」28（９％）

６章構成。 

⑧各大項目に，「もっと知りた

い歴史」「歴史のとびら」とい

うコーナーを設け，本文の学習

と関連のあるテーマを扱って

いる。（「植物と日本人」等，事

例数14） 

⑨総掲載数878点（写真・絵図

695点，地図99点，図表グラフ

71点，年表13点） 

⑩巻末に，二つ折り両面２枚で

年表を掲載している。 

⑪章のまとめで，時代の特

色について考え，説明した

り，地図で確認させたりす

る活動がある。 

⑫章末などで，パワーポイ

ントやレポートなど９種の

方法でまとめさせる活動が

ある。 

４６ 

帝国 

①タイトル横に、「どのよう

に」「どのような」という形

で学習課題を示す。 

②資料の「国宝」などにマ

ークがついている。神話・

伝承に関する事例が３点あ

④大項目の導入において，

時代のようすを大観させる

着目ポイントを示したイラ

ストや，写真・絵図入りの

年表を用いて学習への興

味・関心を高めている。 

⑦総ページ 285「歴史のと

らえ方」11（４％），「古代」

38（13％），「中世」36（13％），

「近世」52（18％），「近代」

98（34％），「現代」28（10％），

「その他」22（８％）７部

⑨総掲載数954点（写真・絵図

744点，地図113点，図表グラ

フ76点，年表21点） 

⑩巻末に，二つ折り片面１枚と

二つ折り両面２枚で年表を掲

載している。 

⑪章のまとめで，「学習をふ

りかえろう」があり，時代

の特色を説明したり，新聞

形式でまとめたりする活動

がある。 

⑫章末などで，手紙や関係



る。 

③国際関係や文化交流に関

するコラムが 52 点あり，古

代７点，中世４点，近世７

点，近代 23 点，現代 11 点

の内訳である。 

⑤「第１部第２章 歴史に

調べ方 まとめ・発表の仕

方」において，「野外・聞き

取り調査をしよう」，｢発表

と意見交換をしよう｣など

調べ学習のポイントを 8 点

示している。 

⑥「情報の集め方」「レポー

トのまとめ方」「仮説を立て

て歴史をとらえる」等，作

業的・体験的な学習を実施

するためのコラムが 11 点

掲載されている。 

構成。 

⑧各大項目の，「歴史を探ろう」

や2か所に設定した「トライア

ル歴史」というコーナーで，本

文の学習と関連のあるテーマ

を扱っている。（「古墳からわか

る当時のようす」等，事例数13） 

図・流れ図など 14 種の方法

でまとめさせる活動があ

る。 

１１６ 

日文 

①タイトル横に「どのよう

な」「どのように」という形

で学習課題を示す。 

②表紙や裏表紙に出来事

（関係地）・史跡などを紹介

し，資料の「国宝」などに

マークがついている。神

話・伝承に関する事例が１

点ある。 

③国際関係や文化交流に関

するコラムが 28 点あり，古

代４点，中世２点，近世４

点，近代 12 点，現代６点の

内訳である。 

④大項目の導入において，

時代を象徴的に表す写真や

絵図，年表，イラスト入り

の地図を用いて学習への興

味・関心を高めている。 

⑤各大単元において，「でか

けよう！地域調べ」という

コーナーを設け，「歴史博物

館で調べる」「調べたことを

新聞形式でまとめ，学校の

ホームページにのせるな

ど，広く発表する」などの

ポイントを４点示してい

る。 

⑥「人物・できごと・文化

遺産を調べるポイント」「相

⑦総ページ 309「歴史のと

らえ方」８（３％），「古代」

44（14％），「中世」38（12％），

「近世」50（16％），「近代」

98（32％），「現代」36（12％），

「その他」35（11％）６編

構成。 

⑧各大項目に，「先人に学ぶ」

「歴史を掘り下げる」というコ

ーナーを設け，本文の学習と関

連のあるテーマを扱っている。

（「日本の食生活のルーツを探

る」等，事例数18） 

⑨総掲載数 1067 点（写真・絵

図787点，地図125点，図表グ

ラフ124点，年表31点） 

⑩巻末に，二つ折り両面２枚で

年表を掲載している。 

⑪章のまとめで「とらえよ

う！○○までの時代の特

色」があり，着目する視点

を示して時代の特色を考え

たり，表にまとめたりする

活動がある。 

⑫章末などで，表や歴史新

聞など５種の方法でまとめ

させる活動がある。 



手に伝わる発表のしかたの

くふう」「系図の見方」等，

作業的・体験的な学習を実

施するためのコラムが７点

掲載されている。 

２２５ 

自由社 

①タイトル下に「なぜ」「ど

のように」という形で学習

課題を示す。 

②表紙や裏表紙に伝統的工

芸品を紹介し，資料の「国

宝」などにマークがついて

いる。神話・伝承に関する

事例が７点ある。 

③国際関係や文化交流に関

するコラムが 38 点あり，古

代６点，中世２点，近世５

点，近代 20 点，現代５点の

内訳である。 

④大項目の導入において，

時代を象徴的に表す写真や

絵図を用い，キャラクター

の問いを交えて学習への興

味・関心を高めている。⑤

「序章 歴史のとらえ方」

の「地域の歴史を調べる」

において，「疑問を出し合お

う」「現地に行ってみよう」

など調べ学習のポイントを

４点示している。 

⑥「○○の歴史を調べる」

「人物を通して時代をとら

える」「地域の歴史を調べ

る」といった作業的・体験

的な学習を実施するための

コラムが３点掲載されてい

る。 

⑦総ページ 296「歴史のと

らえ方」18（６％），「古代」

56（19％），「中世」28（９％），

「近世」44（15％），「近代」

98（34％），「現代」28（９％），

「その他」24（８％）６章

構成。 

⑧各大項目に，「もっと知りた

い」というコラムを設けてい

る。（「岩宿遺跡を発見した相沢

忠洋」等，事例数35） 

⑨総掲載数642点（写真・絵図

513点，地図68点，図表グラフ

54点，年表７点） 

⑩巻末に，５ページを割いて年

表を掲載している。 

⑪章のまとめで「どんな時

代か」があり，意見交換を

したり，対比して表にまと

めたりする活動がある。 

⑫章末などで，「ひとこと」

作文やスピーチなど 12 種

の方法でまとめさせる活動

がある。 

２２７ 

育鵬社 

①タイトル下に「どのよう

な」「どのように」という形

で学習課題を示す。 

②表紙や裏表紙に史跡など

を紹介し，資料の「国宝」

などにマークがついてい

④大項目の導入において，

時代を象徴的に表す写真や

絵図，年表を用い，キャラ

クターの問いを交えたり，

「歴史絵巻」で，時代順に

人物や出来事のイラストを

⑦総ページ 303「歴史のと

らえ方」７（２％），「古代」

52（17％），「中世」32（11％），

「近世」54（18％），「近代」

98（32％），「現代」30（10％），

「その他」30（10％）６章

⑨総掲載数934点（写真・絵図

727点，地図99点，図表グラフ

88点，年表20点） 

⑩巻末に，三つ折り両面１枚で

年表を掲載している。 

⑪章のまとめで「学習のま

とめ」があり，人物に視点

を定めて時代の特色を考え

たり，地図を確認したりす

る活動がある。 

⑫章末などで，歴史人物Ｑ



る。神話・伝承に関する事

例が３点ある。 

③国際関係や文化交流に関

するコラムが 34 点あり，古

代５点，中世２点，近世６

点，近代 17 点，現代４点の

内訳である。 

並べたりして学習への興

味・関心を高めている。 

⑤「課題学習」のコーナー

において，「調査に出かけて

みよう」「調べたことをまと

めてみよう」など，調べ学

習の例を３点示している。 

⑥「歴史人物Ｑ＆Ａカード

をつくろう」「城を探検して

みよう」「歴史のロールプレ

イをしてみよう」など，作

業的・体験的な学習を実施

するためのコラムが７点掲

載されている。 

構成。 

⑧各大項目に，「このころ世界

は」「歴史ズームイン」等のコ

ーナーを設け，本文の学習と関

連のあるテーマを扱っている。

（「ローマ帝国と日本の古墳時

代」等，事例数26） 

＆Ａカード作りや，ロール

プレイなど６種の方法でま

とめさせる活動がある。 

２２９ 

学び舎 

①見開きごとに学習課題を

示してはいないが、章ごと

に「どのような」「どのよう

に」という形で示している。 

②表紙や裏表紙に史跡など

を紹介している。神話・伝

承に関する事例が２点あ

る。 

③国際関係や文化交流に関

するコラムが 44 点あり，古

代５点，中世６点，近世６

点，近代 16 点，現代 11 点

の内訳である。 

④大項目の導入において，

時代を象徴的に表す写真や

絵図を用いたり，それぞれ

の事象に関連する地図を示

したりして学習への興味・

関心を高めている。 

⑤「歴史への案内」のコー

ナーにおいて，「学芸員，説

明員に積極的に質問してみ

ましょう」「写真は許可をえ

てから撮るようにしましょ

う」など地域の博物館での

調べ学習のポイントを４点

示している。 

⑥「インターネットで洛中

⑦総ページ 330「歴史のと

らえ方」６（２％），「古代」

46（14％），「中世」32（10％），

「近世」56（17％），「近代」

112（34％），「現代」38

（11％），「その他」40（12％）

６部構成。 

⑧各大項目に，「歴史を体験す

る」というコーナーを設け，本

文の学習と関連のあるテーマ

での体験学習を紹介している。

また，歴史的事象との出会いの

場面として巻頭の「歴史への案

内」というコーナーを設定して

いる。（「火と人類の歴史をさぐ

⑨総掲載数911点（写真・絵図

726点，地図125点，図表グラ

フ51点，年表９点） 

⑩巻末に，20ページを割いて年

表を掲載している。 

⑪章のまとめで「学習のま

とめ」があり，テーマに沿

って章の学習内容をまとめ

たり，資料に説明をつけた

りする活動がある。 

⑫章末などで，ポスターや

人物カードなど８種の方法

でまとめさせる活動があ

る。 



洛外図を見る」「地域の歴史

を歩く」「一人ひとりの歴

史・家族の歴史」など，作

業的・体験的な学習を実施

するためのコラムが６点掲

載されている。 

る」等，事例数６） 

※ すべての発行者について調査研究を行い、番号順に記載する。 


