


問題を自ら解決しながら，社会を創造 していく力を育成する教科書の特色

主体的・対話的で深い学びの
実現に活用できます

「見とおす」・「追究の過程をふり返る」な
どの学習場面を，いっそう充実させました。
また，「社会的な見方・考え方」を働かせ
た学習が促されるようにしました。

特	色特	色 特	色

「持続可能で，
人間が尊重される社会の
創造」を基調に編集
めざすべき社会像として「持続可能な社会」
「人間が尊重される社会」を基調にして編
集し，そうした社会の創造に向けて多角的に
理解し，考えることができるようにしました。

公民としての資質・能力の
基礎を培い，社会参画への
意欲を高めます
社会の課題をとらえ，その課題の解決に向け
て選択・判断したり構想したりしながら公民
としての資質・能力の基礎を培い，社会参
画に向けた意欲を高めることができます。

すべての子どもの学びを
しっかりと支えます

視覚や色覚，発達が多様であることを踏ま
え，ユニバーサルデザインに配慮しています。
また，児童や学校，地域の実態に応じた活
用がしやすい各学年１冊の分冊です。

社会科って，楽しいな！

働く人の工夫が，わかってきたよ！

特	色
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AIが進展していく社会に
おいては，すでにある「正
解」を求めるだけの学びで
はなく，新たな問題に柔軟
な姿勢で取り組み，納得の
いく見方・考え方を自分の
頭で創り出す学びこそが必

こんにち，私たちは，大きな
歴史的転換点を迎えていま
す。しかも，その転換は，急
激かつ複雑です。私たちは，
自身の幸福とともに，社会
をよりよい方向に発展させ
る役割を担っています。本
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学習指導要領の主な改訂点

【第６学年】
配列を「政治→歴史→国際」に変更。

【全体】
主体的・対話的で深い学びの実現。選択・判断，構想。

児童や学校，地域の実態に基づいた
カリキュラム・マネジメントの導入。

【第５学年】
「我が国の産業と情報との関わり」を学習。

我が国の固有の領土である竹島や北方領土，
尖閣諸島について学習。

【第４学年】

「県（都・道・府）内の特色ある地域」で，  

「国際交流に取り組んでいる地域」を学習。

「自然災害から人々を守る活動」で，地域の関係
機関や人々の協力，災害に対する備えについて学習。

県（都・道・府）内の文化財や年中行事について学習。

【第３学年】第３学年と第４学年を分割
「身近な地域や市（区・町・村）の様子」は
「市（区・町・村）」に重点を置く。

「市の様子の移り変わり」は，交通や公共施設，
土地利用や人口，生活の道具などの時期による
違いに着目して学習。

「地域の安全を守る働き」（警察・消防）について学習。

地図帳を活用して学習。

関連する
教科書の特色
この冊子における紹介ページ

４～11ページ

17ページ

11ページ

22～23ページ

15ページ（各学年１冊の分冊）

16ページ

8ページ，17ページ

13ページ

20ページ

20ページ

8ページ，17ページ

16ページ
要とされます。この社会科教科書は，人々が幸せに生き
ていくためには「どうなることがよいか」と子どもが粘
り強く調べ，考え，意見を表明していくことができる過
程を大切にしています。多様な人々と対話を重ね，理解
を深め合いながら，考えることをあきらめない子どもが
育つことを期待します。ぜひ本書を子ども自身が読んで
活かせる探究ハンドブック，先生方の問題解決的な授業
のファシリテーション・ガイドとしてご活用ください。

書は，平和・環境・人権など，現代社会の重要課題を踏
まえ，具体的なテーマを通じて，子どもが主体的に，多
様な資料やデータを収集・分析し，思考する態度を養う
ことをめざしています。そして，この過程で，自ら考え，
他の人の考えにも学びながら，より深く確かな解決に至
る資質と能力が培われるよう，工夫をこらしました。本
書により，子ども一人一人が未来社会を構想し，そこに
向かう意欲と力を身につけることを願ってやみません。
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主体的・対話的で深い学びの
実現に活用できます

「見とおす」・「追究の過程をふり返る」などの学習場面を，いっそう充実させました。
また，「社会的な見方・考え方」を働かせた学習が促されるようにしました。

この図を手がかりにして，問題解決的な学習を，見とおしをもって進められます。

見とおしをもって進める
学び方が身に付きます。

▲３年 p.143

学習の展開を見とおす「モデル図」を掲載 「学習計画を立てる場面」をていねいに例示

特	色

ねらい ねらい

追究過程の意識化（メタ認知）
が促され，学び方の改善に
生かせます。

単元をとおして追究していく「問い」（学習問題）。
ここでは「時期や時間の経過」の見方を
働かせることを促します。

学習問題の解決に向けた
各時間の中心的な「問い」。

巻頭で前の学年をふり返り，巻末で１年間をふり返る。

追究をふり返る場面や視点を提示

子どもの主体的な学びを促します。
「社会的な見方・考え方」を働かせた
学びが促される「問い」を例示しています。

ねらい

ねらい

各時間の「問い」がつながり，
追究に一貫性が保たれます。

▲３年 p.2

▲５年 p.2

▲５年 p.242-243

▲

５年 p.5

「問い」から展開していく流れを重視
巻頭

各学年巻頭に
特設

各小単元に
適宜掲載

各学年
巻頭巻末に
特設

本文に
掲載

追究過程をふり返
る際の視点を巻頭
に掲載（全学年）。

巻末

みんなで話し合って学習問題をつくることができたかな。
予想をもとにして学習計画を立てることができたかな。
予想と照らし合わせながら調べていくことができたかな。
最初につくった学習問題を解決することができたかな。

学習の進め方をふり返ろう
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主体的・対話的で深い学びの実現に活用できます特	色

社会科の学習ならではの
視点や方法についての
意識づけを図ることができます。

▲

５年 p.3

「社会的な見方・考え方」の視点や方法を
例示したコーナーを特設

ねらい

「社会的な見方・考え方」を働かせた
学習を促す資料と，その提示の仕方
子どもから「社会的な見方・考え方」の視点や方法が，
自然なかたちで引き出されます。

ねらい

視点や方法をていねい
に示唆した「ふきだし」

視点や方法を引き出しやすい資料と，
その提示の仕方

学習の再構成をとおした定着と，深い理解・思考が促されます。

具体的で活用しやすい
小単元を「まとめる」コーナー

ねらい

▲５年 p.22

▲

３年 p.143

▲５年 p.114-115

▲

「５年の主な特色」（この冊子の21ページ）もご覧ください。

問題解決に活用すべき知識や概念は，学習の流れ
にそくして「キーワード」として明示しました。5年・
6年は本文中に太字で示しています。必要に応じて
解説も付ました。

●キーワード

▲３年 p.149

重視すべき学習技能
を，系統性を考慮し
て配置し，その活用を
とおして「社会的な見
方・考え方」を働か
せた学びが促される
ようにしました。

●学びのてびき

小単元の学習問題とキーワードを
再掲。学習の整理と追究結果の確認
に役立ちます。

小単元をまとめる学習の方法や進め
方が具体的。すぐに活用できます。

多様に例示された対話的な学習。 
深い思考・理解が促されます。

追究の過程をふり
返ることを示唆。

各学年巻頭に
特設

本文に
掲載

各小単元の
末尾に
掲載

グラフからうつりかわり
を読み取

と

る

① たてじくの単
たん

位
い

を読ん
で，その意

い

味
み

をたしか
める。

② たてじくのめもりをも
とにして，おおよその
数字を読み取る。

③ 年の順にくらべて，そ
のちがいを「ふえた」
「へった」などの言

こと

葉
ば

に表
あらわ

す。
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公民としての資質・能力の基礎を
培い，社会参画への意欲を高めます

社会の課題をとらえ，その課題の解決に向けて選択・判断したり構想したりしながら
公民としての資質・能力の基礎を培い，社会参画に向けた意欲を高めることができます。

特	色

学んだ事実を根拠にして自分なりの考えを表現し合う「選択・判断」や「構想」の学習場面は，
学習のねらいにそくした，発達段階において無理がなく，実際に取り組みやすい例を
多様に紹介しています。

実際に取り組みやすい「選択・判断」「構想」の
活動を例示

ねらい

市の変化の様子についての学習を踏まえて，これからの
市の発展に向けた自分なりの考えを文章で表現します。

これからの工業の発展について，思考ツール（ここでは
ダイヤモンド・ランキング）も活用しながら考えをまとめ
ます。

自然災害に備えた取り組みについての学習を踏まえて，
自分が特に大切だと考えることを選択・判断し，標語に
表して交流します。

国際協力と日本の役割についての学習を踏まえて，「持
続可能な開発目標」の中から自分がこれから実行したい
ことを選択・判断し，交流します。

▲３年 p.154-155

▲４年 p.98-99

▲５年 p.166-167

▲６年 p.270-271

この教科書では，学習指導要領に示
された「選択・判断」を具体化した
学習場面に，マークを付しています。

●「選択・判断」場面のマーク

8 9



公民としての資質・能力の基礎を培い，社会参画への意欲を高めます特	色

学習のねらいと発達段階を十分に考慮して取りあげ，社会参画に向けた資質・能力や意欲を，
段階を踏んで高められるようにしました。

社会に見られる課題から多角的に考える教材
ねらい

人口減少をめぐる社会的課題の解決に向けた
国や地方の政治の働きについて考えます。

人口減少について考える主なページ
３年　地域の高齢者の買い物をめぐる課題•........p.157
４年　水道管の維持・管理をめぐる課題•................p.73
５年　工業生産が果たすべき役割•..........................p.137
６年　国や地方の政治の取り組み•.....................p.42-43

この教科書で取りあげた社会に見られる課題の例

地域や日本の伝統や文化に対する理解を深め，愛情や誇りの涵養を図ることができます。

伝統や文化を理解し，尊重する態度を育む
豊富な教材

ねらい

社会に参画している人々の姿から
臨場感豊かに学ぶ

▲5年 p.224

自動車生産の学習を踏まえ，
工業生産が社会の諸課題において
果たすべき役割を考えます。

▲５年 p.137

▲６年 p.42-43

▲４年 p.120　伝統文化（阿波おどり）の継承
に努める人 と々交流する体験的な活動

▲５年 p.240-241　日本にある世界遺産

▲

５年 p.165　
現代の工業に生かされる
伝統的な技術

多様な人々の姿を，その思いにも触れながら臨場感
豊かに紹介します。キャリア教育にも生かせます。

●〇〇さんの話
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めざすべき社会像として「持続可能な社会」「人間が尊重される社会」を基調にして編集し，
そうした社会の創造に向けて多角的に理解し，考えることができるようにしました。

特	色

将来の世代のことにも配慮しながら，地球規模で考え，地域から行動していこうとする
社会の一員としての資質や能力の基礎を培います。

ねらい

「持続可能な社会」について理解を深め，考える

自然災害の
防止

人々の身の安全の確保と日本社会の持続的な
発展に向けて，公助・共助・自助の各視点から
考えます。防災教育と効果的に連携させることの
できる内容を随所に置いています。

多様な人々が共に生きる社会と，その平和的な発展をめざす努力への理解をとおして，
子どもが自身と社会の関わりについて考えを深めていくことを促します。

ねらい

人権の尊重・人類の平和的発展について
理解を深め，考える

国土や地球の
環境の保全

地域環境を守り続けて
いくための北九州市や
人々の取り組みから考
えます。
▶５年 p.236-237

▲６年 p.265

地球環境をめぐる課題
の解決に向けた国際社
会の最新の取り組みか
ら考えます。

基本的人権をめぐる
考え方を理解し，その
課題から考える教材。
▶６年 p.18-19

▶４年 p.97

津波災害に備えた
釜石市の人々の取
り組み

平和で平等な社会の創造に向けて行動する人々の姿から考える教材。
▲6年 p.268-269

さまざまな文化的・社会
的背景をもつ人々の共生
に向けた地域の模索から
考える「国際交流に取り組
んでいる地域」。 ▲

4年 p.207

「持続可能で，人間が尊重される
社会の創造」を基調に編集

12 13



せんたくせんたく

視覚や色覚，発達が多様であることを踏まえ，ユニバーサルデザインに配慮しています。
また，児童や学校，地域の実態に応じた活用がしやすい各学年１冊の分冊です。

より多くの子どもに見やすく読みやすい
「ユニバーサルデザインフォント」を使用

特	色

一画一画の書き方の方向性や画数を学習指導要領に
照らし合わせながらも，太さの強弱を抑え，文字の尖っ
た部分を避けた優しくシンプルなデザインの文字です。

すべての子どもの学びを
しっかりと支えます

色覚の個人差に配慮した
カラーユニバーサルデザインに基づく配色

全体として色づかいを意図して抑えた
落ち着いたデザインにしています。

▲３年 p.24-25

色だけでなく形からも区別する
ことができるようにしています。

▲６年 p.97

色覚の個人差を問わず，より多くの
人に見やすい配色にしています。

▲５年 p.149

あおいさんたちは，県内の市

町村の地図を見て，横
よ こ

浜
は ま

市の

あおいさんたちは，県内の市
町村の地図を見て，横

よ こ

浜
は ま

市の

電子黒板や下からバックライトのあ
たったタブレット表示でもはっきりと
見やすいという特色があります。

本文には，ロービジョン（弱視）や，読みに困難さがある学習障害の子どもにも読みやすく配慮した
「ＵＤデジタル教科書体」を使用しました。
本文以外でも，用途に応じたユニバーサルデザインフォントを使用しています。

従来の本文フォント 新版教科書の本文フォント

※当社発行の教科書の
新旧比較によります。

わかりやすく，活用しやすい紙面デザイン

児童や学校，地域の実態に応じて
柔軟に活用することのできる教科書

毎時の学習活動を
３段階で簡潔に提示
（３年・４年）　
見とおしをもって学習に
臨むことができます。

▲３年 p.20-21折り返しの多い文章は，読みやすさを考慮して改行

コーナーの種類を整理・精選
資料のネームにカタカナの記号　
どの資料に注目すればよいかを簡潔に指示できます。

各学年１冊・全学年計4冊の分冊　
３年・４年は，学習指導要領が学年別に示された
ことを踏まえて，各学年１冊にしました。あわせて，
５年・６年も，年間をとおしたフレキシブルな活用
ができるように，各学年１冊にしました。地域の行
事，特別活動，社会科見学や他の教科との横断的
な連携も図りやすい分冊形態です。
※本文用紙をさらに軽量化しています（当社発行の教科書の新旧比較によります）。

学習指導要領で，選択して取りあげる
こととされている内容を，複数の中から
選んで学ぶことができます。

意欲や関心に応じて，さらに広く,深く
学習するときに活用することができます。
※すべての子どもが一律に学習する
ものではありません。

この教科書は，NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構（CUDO）
による認証を取得しています。
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生活科との接続や
連携を重視，子どもの関心や
意欲を高める資料や構成

1

年の主な特色年

探検や観察など生活科の学習活動を想起しながら，
社会科への関心や期待を高めていくうえで活用できます。

●３年 生活科との接続・
　　　連携に生かせる特設ページ

▶3年  p.1

「身近な地域」は特徴的な２か所を調
査・比較することで，特色をとらえやす
くしています。配当ページ数・想定時
数は，「市」に重点を置いています。

●３年 二つの小単元からなる
　　　「身近な地域と市」

▲

3年 p.14-15

▲

3年 p.12-13

「地域の安全を守る働き」は，３年生の
子どもの関心が高まりやすい資料や，見
学・調査などの活動を重視しています。

●３年 ３年生にぴったりの
　　　資料や活動

▶3年  p.99

「道具と暮らし」をこの学習の最初
（第１小単元）に位置づけ，郷土資
料館で実物を観察するなどの活動
に取り組み，関心や意欲を高めま
す。全体として学習が資料の読解に
偏ることのないようにしています。

●３年 
　観察や聴き取りを重視した
　「市の様子の移り変わり」

▲３年 p.148-149

地域副読本と併用しやすい資料や，
選んで活用できるページの数々2

ワイドな
イラスト　

学習技能の
解説

地域調査，地図帳の活用，記録・表現の方法や
留意点を巻末の特設コーナーで詳しく解説。

▲３年 p.160-161

▲３年 p.4-5

▲３年 p.126-127

今
と
昔
の

ま
ち
を
比
較

３年 p.51「スーパーマーケットの様子」
３年 p.92-93「火災現場の様子」

ほ
か
に

●４年
　選んで活用できる
　「自然災害から人々を守る活動」

地域の実態にそくして，次のページの
中から選んで活用できます。
地震災害・津波災害•......................... p.84-99
風水害•............................................. p.100-111
火山災害•......................................... p.112-113
雪害•.................................................. p.114-115
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年の主な特色

日本の産業と国民の暮らしが大きく変わりつつある
「今」の様子にダイナミックに迫る1

安全性や品質の向上，環境負荷の軽減，
福祉への貢献などを指向した「高付加価
値型の生産」や「これからの成長分野
の開拓」の事例を積極的に紹介していま
す。日本の産業の特色についての理解を
深め，その未来を前向きに考えていこうと
する意識が涵養されるようにしました。

●日本の産業の未来を前向きに
　考える「食料生産」「工業生産」

米づくりや水産業で進められている様々な取り組みを紹介しています。
こうした事実を根拠にしながら食料生産のこれからの発展を考えていくことができます。

●「持続可能な発展」の視点を重視した食料生産単元

▲5年 p.68　無農薬・減農薬の米づくり ▲5年 p.96　持続可能な水産業に向けた取り組み

▶▲

5年 p.112　生産の向上のための新しい取り組み

▲▶5年 p.78　６次産業化を図る
米づくりの生産者の取り組み

工業製品が改良されてきたことや，自動車工場での生産の変化がわかる資料を導入に掲載し，
これまでの発展に対する理解のうえに，これからの発展について考えていくことができるようにしています。

●「技術の向上」の視点を重視した工業生産単元

▲5年 p.120-121　自動車と生産の技術の向上

▶▲

5年 p.135　福祉車両や自動運転車の開発

▲

5年 p.164　少子高齢化に対応
したロボットの開発・活用の例

▲5年 p.144　産業を支える貿易の現状
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5年の主な特色

「社会的な見方・考え方」を働かせた学びを促す
紙面の工夫3

●販売・観光の事例を教材化した情報単元
「チェーン店における販売情報の活用」と「観光振興に向け
た情報の活用」の教材を主に位置づけました。運輸，医
療，福祉についても選択して活用できるページを設けました。
※販売p.188-，観光p.192-，医療・福祉p.198-，運輸p.200

▲5年 p.193　観光旅行における情報の収集・分析と活用

▲5年 p.188　POSシステムの
活用による仕入れの改善

国土の範囲について
多角的に考えることのできる資料2

日本の排他的経済水域や，その面積の他
国との比較，日本の端にある島々の様子
についての資料などを掲載しています。

●日本にとっての領土の意味を
　多角的に考える資料

日本の領土をめぐる課題について
考える主なページ
５年　国土の範囲•......................p.12-16
　　　水産業への影響•....................p.93
６年　近隣諸国との友好関係発展に
　　　向けた課題•................p.226-227

この教科書で取りあげた

「見方・考え方」を働かせた学びが，自然なかたちで，おのずから行われるように，
資料の内容や提示の仕方を工夫しました。

●資料のあり方を工夫

▲5年 p.14-15　国土の範囲

▶▲

5年 p.206-207

自然災害の防止　
昔と今の津波災害の写真を並べ
て提示したり，災害年表を地域や
災害の種類ごとに提示したりする
ことで，「時期や時間の経過」の
見方を働かせながら「災害はくり
返し発生している」という事実をと
らえることができます。

▲

5年 p.194

ＡＩ（人工知能）の開発や
大量の情報（ビッグデータ）の活用
技術の普及や定着の程度を考慮しながら多様に
紹介しました。大きく変わりつつある暮らしや社会
の様子を，リアルにとらえることができます。

子どもの会話が
ナビゲーションに
資料活用の場面では，
読み解くヒント，視点や
方法を示唆して，深い考
察を促します。

各小単元の末尾に設けた「まとめる」ページでは，「思考
ツール」を用いた表現活動などをとおして，それまで学ん
できたことが整理され，思考が深まるようにしています。

●深い学びに向けた「思考ツール」の活用

▲

「特色②」（この冊子の9ページ）もご覧ください。

▶

5年 p.64「学びのてびき」で，
場面に応じた「思考ツール」の
活用法を解説しています。
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年の主な特色

学習意欲を高める
１冊をとおした「学びのストーリー」1 単元の配列は，新学習指導要領にそくして「政治→歴史→国際」としました。

そして，子どもの学習意欲が１年間をとおして高まることをねらいに，
各単元の効果的な接続を考慮して「学びのストーリー」が成り立つように編集しました。

●各単元の効果的な接続を考慮

社会参画に向けた
問題意識を高める
政治単元

2

だれもが暮らしやすい社会をつくっていこうとする
憲法や政治のしくみについて，障がいのある人の
権利を守る法律に注目して調べていきます。

●障害者差別解消法を軸に展開する
　「憲法とわたしたちの暮らし」

▲6年 p.6-7
「オリンピック・パラリンピック」を導入教材に
世界の平和や多様な人々の共生という普遍的な
価値について，また一方で，各国間の格差とい
う課題について考えるきっかけを，オリンピック・
パラリンピックに関する資料が与えます。

▲6年 p.9
具体的な人物を導入教材に　
車いすラグビー競技の日本代表としてパ
ラリンピックに出場した官

かん

野
の

一
かず

彦
ひこ

さんの
日常や願いをもとにした教材を設けまし
た。実在するスポーツ選手への親近感か
ら，政治学習への関心が高まります。

６年の導入（学年オリエンテーション） 政治単元への接続 歴史単元への接続 国際単元への接続

「参政権の拡大」を導入教材に　
政治単元で学んだ参政権は，歴史的に成り立ち，拡大
してきたという新たな事実と出会う教材を設けました。
ここを出発点にして，「人々の社会参画の広がり」という
視点から歴史学習を進められるようにしています。

「オリンピック・
パラリンピック」を導入教材に　
世界各国の文化や習慣，人々の
つながりに関心を向けられる資料
を掲載しています。

▲6年 p.64-65 ▲6年 p.232

身近な地域で取り組まれている育児支援や，その制
度の成立過程などについて調べたうえで，全国にま
で視野を広げて，各地で取り組まれている人口減
少問題をめぐる施策を概観する展開にしました。

●人口減少問題を軸に展開する
　「わたしたちの暮らしを支える政治」

次の内容の教材も掲載して，選んで
活用することができるようにしています。
自然災害からの復旧や復興•.................p.48-55
地域経済の活性化•...................................p.56-61

▶6年 p.23 ▲6年 p.32-33
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6年の主な特色

よりアクティブな歴史学習を実現する
歴史単元3

遺跡や史跡，博物館，画像
資料，年表などを活用する歴
史学習の基本的な技能につ
いて解説した特設ページで
す。歴史学習への関心や期
待感を高めながら，主体的な
学びを支える学習技能を学
ぶことができます。

●「歴史の学び方を
　ナビゲーション！」

▶

6年 p.68-69（部分）

各時代の衣装を着けた人々のイラストや，主な文化財の写真を掲載し，
ビジュアル性と資料性を高めました。

●折り込み・見開きのワイドな年表

▲

6年 p.70-71

日本列島の歴史的なできご
とや人物，建築物などを描い
たイラストマップです。興味や
関心を高めたり，学んだこと
を地理的な広がりの中で確
かめたりするうえで効果的に
活用できます。

●「日本列島，歴史の旅」

▶

6年 p.72

歴史単元の最後に，参政権
の拡大をめぐる歴史をふり返
り，社会の課題の解決に向
けて役割を果たしてきた先人
の営為から学んだことを意見
文に表して交流する活動例
を示しました。

●「歴史を学ぶ意味」の
　考察へと誘う
　効果的な構成

▲6年 p.230-231

読み取る要素がしっかりと描き込まれた精緻な想
像図を，豊富に掲載しています。想像図を相互に
比較して，時間の推移にともなう様子の変化を読
み取る活動も，効果的に行うことができます。

●問題解決的な学習を支える
　資料の数々

▲

6年 p.128

世界の人々の平和的な
共存について前向きに考える
国際単元

4

人々の暮らしの基盤を整えることを通して平和な世界の実現を
目ざしている日本人の活動から，国際協力のあり方について考えます。

●世界で活躍する日本人から学ぶ
日本とつながりの深い国の
人々の暮らし
文化で深くつながっている国 
アメリカ•........................p.236-239
経済でつながりの深い国 
中国•.................................p.240-243
日系人が多く住む国 
ブラジル•........................p.244-247
豊かな石油資源をもつ国 
サウジアラビア•...........p.248-251

▲6年 p.256-259　アフガニスタンで
人道支援にあたる中村哲さん

▲6年 p.261　ユニセフ職員の井本直歩子さん
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主体的な学習に活かせる「まなびリンク」 学習に役立つ情報をウェブサイトで見ることができます。
問題の解決に向けた各場面に応じて，さまざまなコンテンツから選んで活用することができます。

教科書のこのマークがあるところでは，学習に役立つ
情報をウェブサイトで見ることができます。

●まなびリンクのしくみ

「まなびリンク」
のマーク

５年もくじ　
ＱＲコードを読み
取ったり，ＵＲＬを
入力したりして，教
育出版の専用サイ
トへアクセスします。

▲５年 p.10-11

端末の画面の例　このコンテンツで
は，地球儀から距離を読み取る方法
を，動画を見て確かめることができます。

学習に役立つ情報を，
ウェブサイトで
見ることができます。

https://www.kyoiku-shuppan.
co.jp/m-link/shakai/5.html

専用サイト（５年）
学年別・単元別に分けられた専用サイトか
ら，さまざまなコンテンツとリンクしています。

WEB

WEB

●「まなびリンク」のコンテンツ

パラリンアート

パラリンアートは，障がい者アーティスト
を，その人の作品（絵画・デザイン等）
を利用することで支援する活動です。

コンテンツの例（見本）　
さまざまな類型や内容のコンテンツとリンクしています。

類型 内容の例 活用の仕方の例 活用の場の例

外部リンク

消防署・警察署，工場，
放送局，省庁，博物館・

資料館などの
ウェブサイトやキッズページ

情報を集める
授業（グループ別の調べ活動など），
家庭（意欲や関心に応じて
さらに広く深く学ぶ）

動画 教科書の写真資料を
補足する動画

関心や意欲を高める
理解を促す

授業（みんなで見て共通理解を図る），
家庭（意欲や関心に応じて
さらに広く深く学ぶ）

ワークシート
教科書に例示された
思考ツールの記入用紙，

白地図

表出された思考や，
調べた事実を
整理する

授業
（教師が活用を示唆 )

資料の
読み取り支援

グラフ，しくみ図，
主題図などの資料の

読み取り方に関するヒント
資料を読み取る

授業
（読み取りに困難が見られる場合に

教師が提示）
※無料で利用できますが，通信料がかかります。また，端末の操作やインターネットの利用のルール，情報リテラシーについては適宜ご指導ください。

https://www.kyoiku-shuppan.
co.jp/m-link/shakai/3.html

3
年

https://www.kyoiku-shuppan.
co.jp/m-link/shakai/5.html

5
年

https://www.kyoiku-shuppan.
co.jp/m-link/shakai/4.html

4
年

https://www.kyoiku-shuppan.
co.jp/m-link/shakai/6.html

6
年

参議院事務局
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教科書を活用した指導を支える指導書，教材

●「小学社会」教師用指導書
教科書に完全準拠した教師用指導書（セット）は，
「授業編」「研究編」各１冊と，CD-ROM１枚で構成されています。

・教科書の紙面を縮小して掲載。
・各時間の授業の流れと
 ポイントがひと目でわかる。
掲載内容：配当時間，指導のねらい，教師の発問例，
 子どもから引き出したい発言例，評価と支援，
 板書例，指導のポイント，など

授業編

評価問題集，
ワークシート集，
各種白地図などの
データを収録（見本）

授業に使えるCD-ROM

授業編（見本）

・年間学習指導計画や
 評価計画の立案に必携。
・授業改善に向けた研究などにも
 欠かせません。
掲載内容：年間学習指導計画・評価計画例，
 教材構造図，学習指導案（各時間），
 補充資料，その他

研究編

研究編の教材構造図（見本）

研究編の学習指導案（見本）

全学年分の年間学習指導計画・評価計画例，
教材構造図などが１冊にまとめられ，一覧できま
す。カリキュラム・マネジメントに役立ちます。

●学習指導計画

さまざまな地域教材や学習活動の事例を集めて
紹介。教材開発を支援します。

●事例実践集

教師用指導書・別巻（別売）

授業編
研究編
授業に使えるCD-ROM

セ
ッ
ト
内
容

●指導者用デジタル教科書（教材）使いやすい効果的なコンテンツを多数収録。授業準備の負担を軽減します。

●拡大教科書「小学社会」
※「授業編」は分売もあります。

※このページでご紹介した商品の内容は変更になる場合があります。

資料解説の動画 学習活動の動画

［ 特徴 ］

●教科書が動き出す
・資料を補足する豊富な動画
 よりリアルで，実感の伴った
  理解を促します。
・体験的・作業的な学習の
　モデルとなる動画
 主体的な学びをナビゲートします。

●資料活用をしっかりサポート
・複数の資料を並べて表示
 比較・関連づけをするときなどに
  効果を発揮します。
・グラフは棒や折線を段階的に，
　地図は凡例ごとに表示
 読み取り技能を高めます。

●学習者用デジタル教科書

作業的な学びへの活用例　資料を手元で拡大し，そこにペンツールで書き込むな
ど，教科書をワークシートのように使えます。何度でも書いたり消したりしながら，
ポイントや特徴を見いだす作業を行えます。

対話的な学びへの活用例　書き込みをした画面を見せ合いながら，子ども同士で
考え合う活動も気軽に行えます。

拡大表示や書き込みなどの機能に加えて，
特別支援機能も充実しています。

［ 特徴 ］

●教科書活用が自由自在
・紙面の拡大
・ペン書き込み
 作業的・対話的な学びを
  気軽に行えます。
 学びの足あとを残せます。

●だれにも見やすく読みやすい
・充実の学習者支援機能
 総ルビ（全漢字ふりがな）
 分かち書き
 読み上げ（自動音声読み上げ）
 文字サイズ変更
 書体変更
 行間変更
 配色変更
　 縦書き・横書き変更　　　　　など

▲6年　だれもが使いやすいまちに ▲4年　住民の命やくらしを守るために

資料の並置 ▲5年　日本のさまざまな気候

▲5年　工業のさかんな地域

▲6年　人々の願いの今と昔
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