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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：国語  

発行者名 

 

採択基準 

東京書籍（新しい国語） 学校図書（みんなと学ぶ） 

１ 教科の目標からの配慮 国語で育む資質・能力を「言葉の力」として位置づけ、思考力、判

断力、表現力等を育てるための配慮がなされている。 

単元で身につける力の重点を「国語のカギ」としてまとめ、思考 

力、判断力、表現力等の向上に活用できるよう配慮されている。 

２ 生徒の学習活動への配慮  ○内容の程度  ○学習活動への誘意性  本文、見出し、設 

問、提示文等の表 

現、さし絵、写真、 

図表、配色、コン 

トラスト等 

 

(1)  児童の発達段階に応じた文章の長さ、分量、難易の程度であ
り、適切な話題や題材が取り上げられる配慮がされている。 

(2) 3年以上では、比べるという思考を働かせながら言語活動を行う

単元を系統的に配列する配慮がされている。 

(3)  単元の見通しが持てる導入ページの設定、対話的な学習モデ
ルを記載し、主体的・対話的な学習を促す配慮がされている。 

(4)  全ての児童にとって学びやすさを目ざしたＵＤを意識し、繰
り返し出てくる見出しを同じデザイン、少ない配色かつ、やさ

しい色を用いるなど工夫している。 

(1) 文章の長さ、分量、難易度が児童の発達段階に応じて考慮 

されて学習が無理なく進められるように配慮されている。 

(2) 「考えの形成」が重視される教材を設定し、考えを表現する場
が確保されている。 

(3) 「学習の見通しをもとう」「このべん強のすすめ方」で活動の
概要を一覧で示し、学習の焦点化をはかり、学習の見通しをも

てる工夫がされている。 

(4) デザインや色使いが配慮され、大切な部分には、囲みや網掛け
を使うなどして、児童が気づきやすいよう配慮されている。 

３ 学習指導への配慮  ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的な知識・技能 

の習得」のための工夫、 

「思考力・判断力・表現力等の 

育成」のための工夫、 

「主体的に学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価 

 

(1)  3年生以上では、単元に関連の深い既習事項を「覚えているか

な」として冒頭に示し、単元相互の関連性や連続性が図られて

いる。 

(2)  語彙の学習では「ことばあつめ」「言葉の広場」、伝統的言語 

文化の学習では、「季節の足音」ページを設定し、知識・技能を

身につける単元が系統化されるよう配慮している。 

(3)  単元構成を「つかむ」「取り組む」「ふり返る」とし、見方考
え方を働かせて言語活動が行われる配慮がされている。 

(4)  各単元の冒頭と終末で｢ことばの力｣が端的に示されており、
生徒がつける力を明確に意識して学習を進めるよう工夫されて

いる。 

(5)  単元末に「ふり返りの観点」や「言葉の力」を示すことでま
とめや評価の観点が明確になるよう配慮されている。 

(1) 学習のねらいに即した言語活動を各単元に設定し、学習を積み
上げることができる配慮されている。 

(2) 各学年で育てる資質・能力を児童も教師も確認できるよう、巻
頭に一覧で提示され、単元相互の関連性が図られている。 

(3) 「読むこと」で身に付けた力を使って「書く」単元を配列し、
他領域が関わり合うように配慮されている。 

(4) 「言葉のいずみ」で語句や漢字、「言葉のきまり」で語法や文
法が示され、段階的に学習が進められたり、「見つける・見つ

める」で生活の中で書きためた言葉を表現活動で活用したりで

きるよう配慮されている。 

(5) 絵や写真を学習に有効活用できる配慮やデジタル資料を随所
に記載してある。 

(6) つける力を焦点化し、めあてとして明確に示している。 

４ 全体的な特色 

 

学びのポイントを「言葉の力」として明確に位置付け、各単元や言

語活動でそれを意識することができるよう工夫されている。 

つける力の重点を「言葉のカギ」として示し、思考力、判断力、 

表現力を高めるよう配慮されている。 

５ 総合所見 

 

定期的に既習事項をふり返るページを設定し、既習の知識、技能が 

明確になるようにしており、思考力、判断力、表現力等を育てるた 

めの力や学んだことが日常生活に生かせる配慮がされている。 

つける力や言語活動を焦点化したレッスン教材などを設定し、主

体的に学習しながら、他の単元や日常生活で活用を図ることが

できるよう、配慮されている。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：国語  

発行者名 

 

採択基準 

教育出版（ひろがる言葉 小学図書）３年４年 光村図書（国語）３年４年 

１ 教科の目標からの配慮 単元でつける力を「ここが大事」でまとめ、それを「広げよう」で

活用し、思考力、判断力、表現力が身につくよう配慮されている。 

単元でつける力を「たいせつ」としてまとめ、思考力、判断力、表現 

力などが身につくよう工夫されている。 

２ 生徒の学習活動への配慮  ○内容の程度  ○学習活動への誘意性  本文、見出し、設 

問、提示文等の表 

現、さし絵、写真、 

図表、配色、コン 

トラスト等 

 

(1) 児童の発達段階に応じた文章の長さ、分量、難易度についての
配慮がされている。 

(2) 学校生活や他教科との関連した教材の選定、図書館利用の方法
の解説が学年に応じて設けられている。 

(3) 各単元で「学習の目標」と「ふり返ろう」が連動しており「て
びき」に考えを形成するための観点が示されている。 

(4) ＵＤを意識した字体が取り入れられ、文字の大きさのちがいを
効果的に用いたり、挿絵を配置したりするなど、視覚的な配慮

がなされている。 

(1) 児童の発達段階に応じた文章の長さ、分量、難易度についての配
慮がされている。 

(2) 学校生活や他教科との関連した教材、対話を重視した活動が配置
されている。 

(3) 「見通しをもとう」により学習過程が明確になり、主体的な学び
の助けとなるよう工夫されている。 

(4) 単語の途中で改行しないように文を配置したり、見出しや着目さ
せたい場所にＵＤ書体を用いたりしている。 

(5) 内容理解の助け、イメージを広げる絵や写真、内容を解説する写
真や図・グラフなどが適切に掲げられている。 

３ 学習指導への配慮  ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的な知識・技能 

の習得」のための工夫、 

「思考力・判断力・表現力等の 

育成」のための工夫、 

「主体的に学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価 

 

(1) 育成する言語能力に沿った単元構成の系統化され、全学年に渡
り段階的な指導ができるような配慮。 

(2) 「言葉を学ぼう」「言葉をふやそう」で語彙力を高め、基本的な
知識・技能を定着させるよう工夫されている。 

(3) 学習の流れが「たしかめよう」「考えよう」「ふかめよう」「ひろ
げよう」で統一されており、主体的で深い学びが実現し、思考

力・判断力・表現力が育つよう工夫されている。 

(4) 学習の流れに沿って、児童の実際の言葉の例が示されており、
それぞれの学習活動の助けになるよう工夫されている。 

(5) 単元末に「ふり返ろう」が位置づけられ、つける力と関連した
ふり返りができるように配慮されている。 

(1) 育成する言語能力に沿った単元構成の系統化されており、全学年
にわたり段階的な指導ができるよう配慮されている。 

(2) 「学びを見わたそう」で、これまでの学習をふり返り、これから
の学習で何をどのように学ぶかが分かるよう工夫されている。 

(3) 単元相互の関連性や連続性の有効に図られた単元配列により、既
習の学びをふり返り、ついた力を使う工夫がされている。 

(4) 「話す・聞く」「書くこと」「読むこと」の３領域、２領域にまた
がった言語活動が位置づけられている。 

(5) 「とらえよう」「ふかめよう」「まとめよう」「ひろげよう」の単元
構成で「基礎的・基本的な知識技能」を習得し、思考力、判断力、

表現力を育むまでの見通しが持てるよう工夫されている。 

(6) 「ふりかえろう」各単元末に「ふりかえろう」が示され、まとめ
や評価の観点が明確になるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色 

 

学習の流れを構造的に示し、考えを形成し、共有する活動がどの学

年にも位置付けられている。 

主体的・対話的で深い学びを実現するために子どもの学びの道筋がみ

える工夫がされている。「情報」教材の系統化がされている。 

５ 総合所見 

 

「たしかめ」「考え」「深め」「広げる」という展開をてびきで示し、

知識技能を身に付け、思考力、判断力、表現力を高めるよう配慮

されている。 

単元でつける力を「たいせつ」としてまとめ、「主体的・対話的な深

い学び」が実現でき、他教科や日常生活と国語科の学びがつながる

よう工夫されている。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：書写  

発行者名 

採択基準 
東京書籍（新しい書写） 学校図書（みんなと学ぶ 小学校書写） 

１ 教科の目標からの配慮 文字を整えて書くための原理原則を「書写のかぎ」としてまとめ、

知識技能を確実に身に付け、それを日常生活の中で活用できるよう

配慮されている。 

３つの段階に区切られた学習場面で、相互評価を通した「学習の進め 

方」が示され学び方を意識し、主体的・対話的に取り組める配慮がさ

れている。 

２ 生徒の学習活動への配慮 

 ○内容の程度 

 ○学習活動への誘意性 

 本文、見出し、設 

問、提示文等の表 

現、さし絵、写真、 

図表、配色、コン 

トラスト等 

 

(1) 全学年共に書写の原理原則がとらえやすい文字を取り上げ、発
達段階に応じた難易度と分量になるよう配慮されている。 

(2) 国語教科用図書で取り上げられている教材との関連が図られる
とともに、伝統的な言語文化に関する内容が多く取り上げられ、 

文字に対する興味・関心を高めるよう工夫されている。 

(3) 左利きの児童への配慮やデジタル資料の活用など、指導に生か
すことができるような配慮がされている。 

(4) 少ない配色かつ、やさしい色が使われていることで、視覚刺激
が少ないレイアウトとなっており、児童が学習に集中できる工

夫がされている。 

(1) 児童の発達段階や習得語彙などを考慮した文字を選び、平仮名、
片仮名、漢字を無理なく学習できるよう配慮されている。 

(2) 筆、墨の製造法や文字の歴史を扱った「なぜ？なに？書写の不思
議」のコラムを掲載し、文字文化への関心を高める工夫がされて

いる。 

(3) 運筆のデジタル資料が用意され、穂先の動きが朱墨で表現される
等、視覚的に筆の運び方が指導できるよう配慮されている。 

(4) ３つの学習段階が色分けされるなど、課題解決にむけ、段階を意
識して取り組めるよう配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

 ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的な知識・技能 

の習得」のための工夫、 

「思考力・判断力・表現力等の 

育成」のための工夫、 

「主体的に学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価 

(1) 発達段階に応じて段階的に学習できるよう配列され、既習事項
や毛筆の要点を硬筆に生かしていけるよう配慮されている。 

(2) 記入式の「書写のかぎ」を系統立てて配置し、単元のねらいを
焦点化することで、基礎的・基本的な知識・技能が身につくよ

う配慮されている。 

(3) 既習の「書写のかぎ」を使って他教科や生活の中での場面に生
かす思考力、判断力、表現力の育成を図るよう工夫されている。 

(4) ｢ふり返って話そう｣を設けることで、他者と対話的に学び合う
学習場面を設定するよう配慮されている。 

(5) 他教科と関連した様々な書く活動が紹介されており、他教科や
生活場面に生かせるよう工夫されている。 

(1) 学習指導要領の指導事項に沿って、単元が系統的に配列されてい
るなど、児童の発達段階を考慮した工夫されている。 

(2) 既習事項に留意しながら文字を直接記入できる欄が設定され、前
学年との関連を意識した指導ができるよう配慮されている。 

(3) 学習のポイントを「書き方のカギ」として取り出し、図式化して
直感的に理解することができる工夫がされている。 

(4) 「たしかめて」「考えて」「生かして」の３つの学習段階が明示さ
れ、主体的・対話的な学習ができるよう配慮されている。 

(5) 学習した内容を生かし、はがきや手紙等を書く欄が設けられ、生
活の中で、活用できよう配慮されている。 

４ 全体的な特色 

 

学習内容と既習事項をインデックスなどを示し、主体的・対話的な 

深い学びができるよう配慮されている。 

課題解決の過程を学習できるよう、また場面や目的を意識した表現を 

体験できるよう配慮されている。 

５ 総合所見 

 

文字や文を整えて書くための「書写のかぎ」を発見し、考えて書く 

という過程を通して生涯にわたる書く力を育み、学び合う場を大切

にし、学びの質が高まるような工夫がされている。 

「たしかめて書こう」「考えて書こう」「生かして書こう」の３つの学 

習段階が明示された構成となっており、主体的・対話的で深い書写学

習ができるように配慮されている。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：書写  

発行者名 

採択基準 
教育出版（書写） 光村図書（書写） 

１ 教科の目標からの配慮 文学教材や伝統的言語文化の教材などから、書写学習を他教科や生

活の場面に生かせるよう配慮されている。 

整った文字の書き方を考えてから「書く」ことで、思考力、判断力を

養いながら技能を習得し、身についた力を日常生活に生かすよう配慮

されている。 

２ 生徒の学習活動への配慮 

 ○内容の程度 

 ○学習活動への誘意性 

 本文、見出し、設 

問、提示文等の表 

現、さし絵、写真、 

図表、配色、コン 

トラスト等 

 

(1) 学年の発達段階に応じて平仮名や片仮名・漢字が配列され、段
階的に学習が進められるように配慮されている。 

(2) 「知りたい文字の世界」で文字のおもしろさを取り上げ、文字
を書くことへの興味関心が高める配慮がされている。 

(3) 穂先の向きと通り道がわかるような図版が掲載されている。 

(4) 鮮明な写真が多用され、毛筆動画などのデジタル教材も用意さ
れており、視覚的な指導がされやすいよう配慮されている。 

 

(1) 文字の構成や点画の書き方を焦点的に示した教材を、系統的・段
階的に配置するよう配慮されている。 

(2) 文字に対する興味・関心を高め、他教科や日常の言語生活に生か
すことができるように工夫されている。 

(3) 字体の整合性を図ったり、デジタル教材や挿絵で筆使いや書く速
さを示したりするなど、指導に役立てられるよう工夫されている。 

(4) 大事なことを大きく表示したり、見出しにＵＤ書体を用いたりす
るなどＵＤ化を意識した読みやすさに工夫されている。 

３ 学習指導への配慮 

 ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的な知識・技能 

の習得」のための工夫、 

「思考力・判断力・表現力等の 

育成」のための工夫、 

「主体的に学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価 

 

(1) 各学年の指導内容が発達段階に応じて学べるように、文字の画
数や字形を意識して単元の配列が配慮されている。 

(2)「レッツトライ」で他教科や生活に生かしていける題材を取り上

げてあり、学んだことを活用できるよう配慮されている。 

(3)「試し書き」「考える」「確かめる」「まとめ書き」の四つの段階で

授業を進め、主体的・対話的で深い学びができるよう配慮され

ている。 

(4) 国語で学習したことを書写で書くようにつながりをもたせ、文学

教材や漢字・平仮名の言語事項などのバランスも配慮している。 

(5) 単元末に「ふり返ろう」の欄が、学年末に「学習のまとめ」の
単元があり、学んだことの確認ができるよう配慮されている。 

(1) 学年に応じて習得と活用を繰り返しながら書写の基本的な力が培
えるよう、単元の配列が工夫されている。 

(2) ３年生以上は各単元共に「考えよう」「たしかめよう」「生かそう」
の３段階を踏み、思考力を高め、学んだ技能を生活に生かす工夫

がされている。 

(3) ２種類の例を示し、比較して考えたり学習の流れを写真で解説し
たりして児童の気づきから見通しを持って取り組めるよう工夫さ

れている。 

(4) 各単元に「たいせつ」巻末には「たいせつのまとめ」を設け、各
学年で学ぶ要点をふり返ることができるよう工夫されている。 

(5) 毛筆入門期の３年生には自己評価や相互評価に活用できるシール
を用い、主体的・対話的な学びの工夫がされている。 

４ 全体的な特色 

 

問題解決的な手順で学習できる展開が示されたり、書いたものを互 

いに見合う場面が設定されていたりと学習の過程が意識しやすいよ 

う配慮されている。 

学年に応じて習得と活用を繰り返しながら書写の基本的な力が 

育まれるよう、書き方を考えてから書くという、目的のある学習展開

になるよう工夫されている。 

５ 総合所見 

 

主体的に取り組めるような単元構成になっており、書写学習を他教 

科や生活の場面に生かしたり学んだことをふり返ったり活用できた 

りできるよう配慮されている。 

学習の流れをわかりやすく示したり、新教材を取り入れたりし、学ん

だことが、日常生活や他教科に生かせるよう教材の配置が工夫されて

いる。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：書写  

発行者名 

採択基準 
日本文教出版（小学書写）  

１ 教科の目標からの配慮 文字を書くための課題を自ら見付け、書写のポイントを探究し、学

んだことを生活の場面に生かす単元構成、教材内容になっている。 

 

２ 生徒の学習活動への配慮 

 ○内容の程度 

 ○学習活動への誘意性 

 本文、見出し、設 

問、提示文等の表 

現、さし絵、写真、 

図表、配色、コン 

トラスト等 

 

(1)学年の発達段階に応じて平仮名や片仮名、漢字が配列され、正し

く書くことから美しく書くことへ段階的に学習を積み上げ、児童

が無理なく取り組めるように配慮されている。 

(2)巻頭で姿勢や持ち方、用具の置き方、使い方などを載せたり、文

字の成り立ちや習字用具の作られ方などのコラムをのせたりし

て、見やすく分かりやすい説明がなされている。 

(3)運筆のデジタル教材や多くの学習内容例が用意されており、何を

意識すればよいか視覚的に分かりやすいよう工夫されている。 

(4)筆の穂先が線内のどこをどのように通っているのか、朱色の線で

示し、筆遣いをイメージしやすくしている。 

 

３ 学習指導への配慮 

 ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的な知識・技能 

の習得」のための工夫、 

「思考力・判断力・表現力等の 

育成」のための工夫、 

「主体的に学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価 

(1)指導事項がとらえやすい文字が配列され、学年に応じて児童が学

ぶことを意識して取り組むことができるよう配慮されている。 

(2)学年のはじめに、全学年の既習内容をふり返る教材を設定し、学

年の最後に一年間で学んだことをまとめてふり返る教材が設定さ

れており、積み重ねを意識する配慮がなされている。 

(3)「国語の広場」で学年に応じた言語活動を示して、書写の力を活

用したり、「生活と書写」で伝え合いを重視した書式を取り上げた

りして、書写で学んだことを日常生活に広げるよう工夫されてい

る。 

(4)１時間の終わりには自己評価の欄が用意されており、自分でチェ

ックをしていくことで本時の課題に対する振り返りができるよう

に工夫されている。  

 

４ 全体的な特色 

 

三つの学習過程を踏みながら学習内容を意識して主体的に取り組め 

る工夫があり、他教科との関連も図られている。 

 

５ 総合所見 従来の「説明されてから書く」指導を「書いてから考え、確かなが 

ら深める」指導へ切り替えていくための観点が明確に示されており、 

主体的な学びになるための配慮がなされている。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：社会 
発行者名  

採択基準 東京書籍（新しい社会） 教育出版（小学社会） 
１ 教科の目標からの配慮 ・様々な仕事や活動で社会に参画する人の思いや願いを提示し、共

感的な理解を促せるように配慮されている。 

・社会的事象の相互の関連や意味を多角的に考え、選択・判断した
ことを適切に表現できるよう場面の構成が配慮されている。 

・社会に見られる課題を取り上げ、主体的に問題解決しようとする
態度を養えるよう配慮されている。 

・問いに迫る視点や方法を示唆する吹き出しがあり、知識を体系化し
て概念を膨らませることができるよう配慮されている。  
・選択・判断の活動が例示され、学習した事実を根拠にしながら考え
たり、表現したりできるよう配慮されている。  
・身近な社会的事象を取り上げ、問いから展開していく流れを重視す
ることで、主体的に学習に向かえるよう配慮されている。 

２ 生徒の学習活動への配慮 
 ○内容の程度 
 ○学習活動への誘意性 
 本文、見出し、設 
問、提示文等の表 
現、さし絵、写真、 
図表、配色、コン 
トラスト等 

(1)身近な社会的事象の写真・資料から、発達段階に応じた学習問題
をつくり、興味・関心をもって追究できるよう配慮されている。 

(2)マークで示された「社会的な見方・考え方」を働かせながら取り
組むことができ、学びが深められるように工夫されている。 

(3)３～５年の巻末にどのような方法を用いて学習したかをふり返
ったり、別の学び方に取り組んだりできるよう工夫されている。 

(4)調査・見学やそれに基づく表現活動に応じた学び方が具体的に示
され、系統的に学習技能を身に付けられるよう配慮されている。 

(5)資料を大きく掲載し、複数の資料を比較・関連付けて提示する際
の割付を工夫し、追究意欲を高めるように配慮されている。 

(1)身近な社会的事象を取り上げ、発達段階に応じた調査・表現活動
が写真や作品例を用いて具体的に示されている。 

(2)教科書を学ぶことで、連続的に追究できるよう配慮されている。  
(3)学び方で、社会の人々の話や話し合いの活動例を提示し、児童が
課題をもち、主体的・対話的に学習できるよう配慮されている。 

(4)資料に合わせた 吹き出しで「社会的な見方・考え方」の視点や方
法が示すことで、調査・表現活動ができるよう配慮されている。 

(5)文字の尖った部分を避けたフォントが使用されるとともに、配色
や形などから情報を区別できるよう配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 
 ○単元・題材の配列 
○内容の扱い 
「基礎的・基本的な知識・技能 

の習得」のための工夫、 
「思考力・判断力・表現力等の 
育成」のための工夫、 
「主体的に学習に取り組む態

度を養う」ための工夫、 
関連性・連続性、個に応じた指

導、他者との協働、まとめと評価  

(1)指導内容がバランスよく配列され、身近な事例から次第に学習対
象に広がりや深まりが生まれるような単元配列がなされている。 

(2)単元の「めあて」、小単元の「学習問題」、本時の「めあて」を明
示し、学習段階（「つかむ」「調べる」「まとめる」「いかす」）を
併記して問題解決的な展開が促されるよう工夫されている。 

(3)主教材の代替や比較・関連のために活用できる補助教材が掲載さ
れており、各学校が実態に応じて選択し、適切に指導計画が作成
できるように配慮されている。 

(4)社会に見られる具体的な課題が単元展開に位置付けられ、社会の
形成に参画・貢献する資質の基礎を養えるよう配慮されている。 

(5)複数の写真やさし絵等を大きく見開きで並べて提示するなどの
割付が工夫され、資料を比較・関連付ける学習指導の展開に生か
せるように配慮されている。 

(6)小単元の「まとめる」場面では、言語活動を重視し、知識を定着
させ、思考力・判断力・表現力等を育てるように工夫されている。 

(1)身近な事象から段階を踏んで広がるよう単元が配列され、各単元
がつながるよう工夫されている。  

(2)児童が見通しをもって課題追究できるよう単元構成が工夫されて
いる。 

(3)「社会的な見方・考え方」の視点や方法を引き出す工夫と対話的
な学習が例示され、多角的に考えられるよう工夫されている。 

(4)社会に見られる課題や、課題に対し様々な取り組みをする人々の
話や姿を取り上げるなどして、社会参画への態度の育成がなされ
るよう配慮されている。 

(5)資料の読み取り方、写真だけでなく模式図や想像図（歴史）を示
し、内容をより的確につかめるよう配慮されている。  

(6)単元のまとめに、重要な内容や語句を明らかにしながら、学習を
まとめられるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色 問題解決的な学習を通して、社会づくりに参画・貢献しよう
とする意欲や態度が育てられるように工夫されている。 

問いをつなげて学習しながら、社会参画への意欲や持続可能で人間が 
尊重される社会を創造する力を育てるよう工夫されている。  

５ 総合所見 どのように学ぶかの視点が重視され、教科書に示されている
主教材を基にして、各学校の実態に応じた指導計画の作成や、
学習・指導の充実が図れるように工夫されている。 児童が社会的事象から教科書によって問題を見いだし、解決に向けて 

意欲的に追究し、調査活動や資料を通して、具体的に学びながら、公 
民的資質の基礎を養えるように工夫されている。      
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：社会 
発行者名  

採択基準 日本文教出版（小学社会）  
１ 教科の目標からの配慮 ・「社会的な見方・考え方」を「時間」「空間」「関係」という視点で

明示し、学習した知識を概念化できるように配慮されている。 
・「さらに考えたい問題」を例示し、選択・判断して表現できるよう
に配慮されている。 
・児童の興味・関心を考慮し、身の回りの社会事象から始まり、社
会に見られる課題を考える単元構成となっている。 

 
２ 生徒の学習活動への配慮 
 ○内容の程度 
 ○学習活動への誘意性 
 本文、見出し、設 
問、提示文等の表 
現、さし絵、写真、 
図表、配色、コン 
トラスト等 

(1)発達段階に応じた児童の生活体験や学習経験を基に、学習問題を
追究できるように内容の選定や単元の配列が配慮されている。 

(2)導入で資料を比較し、キャラクターのつぶやきなどを提示し、学
習の深まりを導く単元展開ができるように図られている。 

(3)日常生活と関連のある資料を単元の導入に提示することで、生活
を基にした課題から主体的に学習できるように配慮されている。 

(4)「学び方・調べ方コーナー」の提示や、まとめ方の例示により、
発達段階に応じた学習活動ができるように配慮されている。 

(5)さし絵・写真・地図等の資料と本文の割付を統一し、本文の文字
間を十分とるなどの配慮がされている。 

 

３ 学習指導への配慮 
 ○単元・題材の配列 
○内容の扱い 
「基礎的・基本的な知識・技能 
の習得」のための工夫、 
「思考力・判断力・表現力等の 
育成」のための工夫、 
「主体的に学習に取り組む態度 
を養う」ための工夫、 
関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価  

(1)系統性を踏まえた単元配列にすることで、基本的・基礎的な内容
が身に付き、実生活への活用ができるように図られている。 

(2)児童から生まれる問題が各ページの最初に例示され、資料と会話
文での問題の練り上げや新たな疑問に至る過程が示されて、話し
合い活動から問題を連続的に追究できるように構成されている。 

(3)話し合いの場面で、「社会的な見方・考え方」や、更に追究を深
めるために資料が示されたりしていて、社会的事象の特色や意味
を多角的に考えられるように配慮されている。 

(4)更に調べたいことや他地域の例を取り上げるコーナーを設け、興
味・関心が持てるように配慮されている。 

(5)さし絵・写真・統計資料・地図・年表などの資料を１ページに複
数掲載し、キャラクターによって資料の見方を示唆するとともに、
比較したり、関連付けたりできるように構成されている。 

(6)「学び方・調べ方コーナー」でグラフの読み方などを明示し、知
識・技能の定着を図ることができるように配慮されている。 

 

４ 全体的な特色 調べ活動や表現活動という多様な学習活動を例示し、児童が主体的
に学習を深めることができるように配慮されている。 

 
５ 総合所見  学年の発達段階を考慮し、興味・関心が持てるような資料を例示し、

学習が深まったり広まったりしていくための問題提示やコーナーが
設けられ、主体的に社会事象に関われるように配慮されている。  

 

7



教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：地図 
発行者名  

採択基準 帝国書院（楽しく学ぶ小学生の地図帳） 東京書籍（新しい地図帳） 
１ 教科の目標からの配慮 ・地形図や地球儀の読図技能が段階に応じて身に付けられるよう工

夫され、国土や世界の地理的理解ができるように配慮されている。 ・地図や地球儀に親しみ、基礎的な読図技能とその活用を図りながら国土に対する地理的理解を深められるように配慮されている。 
２ 生徒の学習活動への配慮 
 ○内容の程度 
 ○学習活動への誘意性 
 本文、見出し、設 
問、提示文等の表 
現、さし絵、写真、 
図表、配色、コン 
トラスト等  

(1)日本の地方図は８地方と主要地域の地図を、地名の種類ごとに判

別しやすい表記がなされている。旧市町村名も表記されており、

飯田市では「上村」「南信濃」が表記されている。 
(2)問題提示や着眼点などを吹き出しや囲み枠で配慮するなど、進ん

でテーマ学習ができるよう工夫されている。 
(3)地形図が全体的に明るく鮮明な色調でまとめられ、地形図の情報

を読み取りやすいよう配慮されている。 
(4)統計資料は、各学年の学習に則したデータを分かりやすい図やグ

ラフで示し、有効に活用できるよう工夫されている。 

(1)日本の地方図は８地方に主要都道府県とその周辺を加え、地域の

重要な地名・産物・史跡などをイラストを交えて表記し地図帳を

読み取りやすいよう配慮されている。 
(2)日本にある世界自然遺産や世界文化遺産のすべてを写真入りで紹

介し、地図を基に具体的に追究ができるように工夫されている。 
(3)海底部の青色、都市部の黄色、平地の緑色から高地の茶色まで見

やすく鮮明な彩色・色調で表されるように配慮されている。 
(4)３年生からの使用をふまえ、地図の仕組みと約束事が親しみやす

く説明されるように配慮されている。 
３ 学習指導への配慮 
 ○単元・題材の配列 
○内容の扱い 
「基礎的・基本的な知識・技能 
の習得」のための工夫、 
「思考力・判断力・表現力等の 
育成」のための工夫、 
「主体的に学習に取り組む態度 
を養う」ための工夫、 
関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価  

(1)地図中に歴史上の主な出来事や遺跡を見やすく配置したり、巻末

には産業の様子を最新データで示したりして、各学年の学習に活

用できるよう配慮されている。 
(2)各地方に事例地域をあげて鳥瞰図でその地域的特色を示し、「地

図マスター」のコーナーで地域の特色や地理的な条件を考察でき

るように配慮されている。東京都や愛知県の地図は、修学旅行や

臨海学習などでも大いに活用できる。 
(3)地震・火山・防災に関する写真や主題図を掲載したり、歴史上の

出来事や伝統工芸品、世界遺産名を地図上に示したりして、国土

とその変化を捉えることができるように配慮されている。 
(4)地図帳の使い方に関する内容が冒頭で丁寧に扱われており、初め

て地図帳を手にする３年生に配慮されている。 

(1)地図中に歴史上の遺跡や伝統工芸品などをイラストに表したり、

日本の歴史と世界との関りを示すページを示したりする等、各学

年の学習活動に効果的に使用できるように工夫されている。 
(2)地図記号、索引、方位、縮尺、地形表現、土地利用といった、基

本的な地図の読み方を丁寧に説明し、地球儀の活用についても写

真や図を用いて分かりやすく理解できるように工夫されている。 
(3)日本の自然災害の要因や最新の防災対策について取り上げ、現代

社会にみられる課題を広い視野からとらえられるように配慮され

ている。 
(4)飯田市上村下栗地区など、教科書に出ている地名等は「新しい地

図帳」に掲載されており、教科書での学習を補完し、発展させら

れるように配慮されている。 
４ 全体的な特色  ３学年からの利用を考慮し、見やすく分かりやすい地図表現が用い

られ、様々な角度から学習できるように工夫されている。 ３学年からの使用を考慮した、基礎的、基本的な知識・技能の習得と

なる学習ができるように配慮されている。 
５ 総合所見  初めて地図帳を手にする３年生からの使用に対応し、見やすく分か

りやすい地図表現や資料が豊富に用いられており、どの学年でも

様々な角度から主体的に学べるように工夫されている。 社会科をスタートした３学年からの使用を踏まえて、見やすく分かり

やすい地図帳となっている。又、教科書とのリンクも考えられており、

表記、資料等扱いやすいように配慮されている。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：算数  

発行者名 

 

採択基準 

東京書籍（新しい算数） 大日本図書（たのしい算数） 

１ 教科の目標からの配慮 数学的活動を通して、児童の興味・関心を高め、基礎的な知識・技
能や思考力・判断力・表現力等を身に付け、分かったという実感が
もてるよう配慮されている。 

数学的活動を通して、基礎的・基本的な内容を身に付けるととも
に、児童が自由な発想で見通しをもち、自分の考えを表現する力
や、日常生活に生かす力を育むことができるよう工夫されている。 

２ 生徒の学習活動への配慮 

 ○内容の程度 

 ○学習活動への誘意性 

 本文、見出し、設 

問、提示文等の表 

現、さし絵、写真、 

図表、配色、コン 

トラスト等 

 

(1)｢算数マイノート｣では、発達段階に応じて自分や他者の考えを
記述し数学的な見方・考え方が身に付くよう配慮されている。 
(2)単元末の「いかしてみよう」（６年p172）で日常生活や算数・
数学の世界で生かす場を設け、数学的な見方・考え方を広げる配慮
がされている。 
(3)｢単元プロローグ｣では生活の事象や既習内容を取り上げ、それ
らについて視点を定めて対話することを通して単元全体の課題を発
見して主体的に学習できるよう工夫されている。 
(4)巻末の「ふりかえりコーナー」や単元のはじめの復習問題で、
児童が自力で既習内容を確認できるよう配慮されている。 
(5)幼小の円滑な接続のために、１年①ではA４判に大判化し、教科
書がフラットに開けるよう配慮されている。 

(1)「前学年までのまとめ」を設け、振り返りや学び直しがしやすい
よう配慮されている。 
(2)導入の工夫（６年p51）や発展的に考える様子(６年p126)の例示
など、児童が問題や疑問を見い出し主体的に学習に取り組めるよう
配慮されている。 
(3)３年p95のように、問題を右ページに配置し、解決方法を次のペ
ージに配置する構成を随所に取り入れ、自分の考えをもち、図や
式、文章などで表現できるよう工夫されている。 
(4)考え方に焦点を当てたまとめ「発見！考え方」（６年p126）や
「ひらめきアイテム」(４年p285)を設け、数学的な見方・考え方を
働かせながら学習を進めることができるよう配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

 ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的な知識・技能 

の習得」のための工夫、 

「思考力・判断力・表現力等の 

育成」のための工夫、 

「主体的に学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価 

 

(1)基礎的・基本的な内容の反復学習を重視した単元構成で、知識
及び技能の定着が求められる内容を一つの学期に集中させず、同一
領域の内容が連続しないように配慮されている。 
(2)４年上p63「今日の深い学び」のように友だちとの対話を通して
180°を越える角の見方・考え方を多角的に捉えられるように題材
が配慮されている。 
(3)学習過程をイラストで例示し、主体的に考えながら友達と対話
し、学びをつなぎ深める授業ができるよう配慮されている。 
(6)単元末「たしかめよう」や巻末「ほじゅうの問題」等を設け、
自己評価しながら主体的に学習できるように工夫されている。 

(1)全学年、学年一冊の合本とすることにより、学年はじめに１年間
の学習内容を見通して計画を立てたり、単元配列を入れ替えたりで
きるよう配慮されている。 
(2)図形領域における「しきつめ活動」（５年p26）などにおいて
は、体験活動の充実が図れるように、巻末に付録を付け、授業にお
いて活動が容易に行えるように配慮されている。 
(3)「ふくろう先生のなるほど教室」等、他教科や日常生活との繋が
りを意識しながら学習を進められるよう配慮されている。 
(6)第２学年以上の全時間に学習のめあてが示され、本時のまとめが
めあてと対応していたり、練習問題と併せて、自己評価をしながら
学習が進めたりできるように工夫されている。 

４ 全体的な特色 

 

問題から見通しをもち、既習内容を活用して課題を解決し、学習を
振り返るという一連の学習活動を通して、生きて働く知識や技能、
自ら学んだことを生かす力を育成できるよう配慮されている。 

 問題解決の流れに重点を置き、数学的な見方・考え方を働かせなが
ら思考力、判断力、表現力等を育成する工夫がされている。 

５ 総合所見 

 

児童の生活経験と関係の深い素材や場面を提示することによって、
興味・関心を高め、基礎的な知識・技能や思考力・判断力・表現力を
身に付け、分かったという実感が持てるよう配慮されている。 

また、1時間の授業の終末や単元の終末で、学習の中で働かせた数学
的な見方・考え方を児童が意識できるよう工夫されている。 

単元の導入で、単元全体を見通したアプローチページが用意され、自
ら課題を持って学習できるよう工夫されている。また、学年間の系統
性や、他領域、他教科、日常生活とのつながりを意識しながら学習を
進められるよう配慮されている。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：算数  

発行者名 

 

採択基準 

学校図書（みんなと学ぶ小学校算数） 教育出版（小学校算数） 

１ 教科の目標からの配慮 算数と生活の関わりを大切にしながら、数学的活動を通して主体的
に基礎的・基本的な学習内容を身に付けるとともに、読解力や表現
力、活用力等が育まれるよう配慮されている。 

主体的な学びを目指して、基礎的・基本的な知識・技能を身に付け
るための学習と学年に応じた数学的活動を取り入れ、思考力を育み
ながら、確かな学力を身に付けることができるよう工夫されてい
る。 

２ 生徒の学習活動への配慮 

 ○内容の程度 

 ○学習活動への誘意性 

 本文、見出し、設 

問、提示文等の表 

現、さし絵、写真、 

図表、配色、コン 

トラスト等 

 

(1)「○○さんの考え」（５年上p55）を載せるなど解決の多様な方
法を提示し、一人一人の考えを大切にした学習が出来るように配慮
されている。 
(2)単元の導入では「？を発見」を設け、日常の場面を算数で捉え
ることを通して、新しい課題に主体的に取り組む態度を育成するこ
とができるように配慮されている。 
(3)特設のページを設け、友達と協働的な学習をしたり、単元末に
「生活にいかす 深めよう」のページを設け、身の回りで算数が使
える課題に取り組んだりできるよう工夫されている。 
(4)目次に、関連のある既習単元のつながりを示すことで、年間や
学年を越え系統的な学習内容が見えるよう配慮されている。 

(1)「学びを深める問い??」を示し、話し合いを方向付け、焦点化で
きるようにしてあり、多様な考えのつなげ方、広げ方、深め方を身
に付けられるよう工夫されている。 
(2)単元導入の「どんな学習が始まるかな」のページでは、子どもが
能動的に関われる教材を用意し、目的意識を持って数学的活動に取
り組めるよう配慮されている。 
(3)問題発見や解決の過程を、児童の問いを生かした構成にすること
で、数学的活動の充実と主体的・対話的で深い学びの実現が図られ
るよう工夫されている。 
(4)単元のまとめの問題には、問題ごとに学習内容のページが記さ
れ、自ら学習内容を振り返ることができるよう配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

 ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的な知識・技能 

の習得」のための工夫、 

「思考力・判断力・表現力等の 

育成」のための工夫、 

「主体的に学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価 

 

(1)育てたい「考える力」「判断する力」「表す力」を２学年から
６学年の上巻の冒頭に記載し、単元の中に問題を整理して配置する
ことで、それぞれの力を伸ばすことができるよう配慮されている。 
(3)算数を学習する上で必要となる９つの数学的な見方・考え方を
表すキャラクターを用いることで、友達と関わりながら統合的・発
展的に考えられるよう配慮されている。 
(4)問題解決にあたって図を活用できるように４マス関係表や２本
の数直線を様々な場面で使用できるように配慮されている。 
(5)問題の解決の決め手になる挿絵や、作図の場面で道具の使い方
が分かる連続写真を入れる配慮がされている。 
(6)各学年末にパフォーマンス課題及びパフォーマンス評価の手法
を取り入れ、個に応じた評価ができる場面を設けるとともに、自己
評価もできるよう工夫されている。 

(1)４年p27のように新しい割り算の筆算であっても、既習事項と結
びつけることで解決する事ができるように「なるほど！」でまとめ
られ、学習の系統性が意識できるよう配慮されている。 
(3)単元末のまとめでは、２年上p50のように、つまずきのポイント
が意識できるように配慮されている。 
(4)「算数のミカタ」「身の回りの算数」「センスアップ」を随所に
設け、学習を広げたり、実生活との関わりに触れたりして、知的好
奇心が高まるように配慮されている。 
(5)作業的・体験的な活動の場面で動機付けになる絵や写真を用いた
り、連続写真を用いて作図の手順を示したりし、絵や写真が指導に
生かせるよう配慮されている。 
(6)授業のまとめは、「なるほど！」の吹き出しを用いて児童の言葉
で表されるように工夫されている。 

４ 全体的な特色 

 

これからの社会の中で生きていくために必要な資質・能力を育成す
ることができるよう内容が工夫されている。 

数学的活動の楽しさや数学のよさが実感できるよう、活動の目的や
見方・考え方の見える化を図る配慮がされている。 

５ 総合所見 

 

算数と生活との関わりを大切にしながら、生活場面から問題を見い
出し、数学的な見方・考え方を働かせて問題を主体的に解決する力を
養う展開が工夫されている。また、数学的活動を通して、基礎的・基
本的な学習内容を身につけるとともに読解力や表現力、活用力等が
育まれるよう配慮されている。 

主体的な学びをめざして、作業的・体験的活動を通してねらいを明確
にし、児童の問いの連続で学習を進めるように構成され、「問いつづけ
る力」が育まれるよう工夫されている。また、個性や多様性を生かし
た言語活動により、数学的な考え方を伸ばしながら学習意欲を高めら
れるよう配慮されている。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：算数  

発行者名 

 

採択基準 

啓林館（わくわく算数） 日本文教出版（小学算数） 

１ 教科の目標からの配慮 系統性を重視した単元構成で、数学的活動を積極的に取り入れなが
ら、知識・技能を確実に身に付けるとともに、筋道立てて主体的に
考え、思考力・表現力・判断力等が育まれるよう工夫されている。 

算数の楽しさやよさを感じられるよう、数学的活動の充実を図り、
筋道を立てて考え表現するための学び方が示され、思考力・判断
力・表現力等を育成できるよう工夫されている。 

２ 生徒の学習活動への配慮 

 ○内容の程度 

 ○学習活動への誘意性 

 本文、見出し、設 

問、提示文等の表 

現、さし絵、写真、 

図表、配色、コン 

トラスト等 

 

(1)図の見方やかき方が丁寧に扱われ、巻末掲載するなど、数学的
活動の課題に対して主体的に自分の考えを説明したり、多様な考え
方を数学的に表現し伝え合ったりできるよう配慮されている。 
(2) 各時間の学習に「めあて」や「まとめ」が設定され、児童が
「学びのめばえ」を参考にしながら見通しをもったり、振り返った
りしながら主体的に学習が進められるよう配慮されている。 
(3) 「学びをいかそう」では、日常の事象や算数の学習場面から見
い出した問題を解決する活動を取り入れる工夫がされている。 
(4)「自分の力で」というコーナーを設け、既習事項をもとに主体
的に新たな学びにむかう姿勢が育めるよう配慮されている。 

(1)１年下p9のように、「自分でみんなで」を設け、何に着目し、ど
のように考えていけばよいかが分かるよう工夫されている。 
(2)単元のはじめにある興味や好奇心に働きかける題材や、巻末の
「学び方ガイド」で話し合いや振り返りの観点を明示することで、
学習過程を明瞭にして問題解決ができるよう配慮されている。 
(3)「Hello!Math」で、知識及び技能を実際の場面で活用する活動を
取り上げ、「わかる」「できる」だけでなく、習得した知識及び技
能を問題解決に活用できるよう工夫されている。 
(4)《しっかりチェック》《ぐっとチャレンジ》《もっとジャンプ》
と個に応じ、個を生かした学びができるよう配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

 ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的な知識・技能 

の習得」のための工夫、 

「思考力・判断力・表現力等の 

育成」のための工夫、 

「主体的に学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価 

 

(1)「面積」の学習(５年p128)では、系統性を重視し、三角形の面
積の出し方を先に扱い、三角形に分ければどんな多角形でも面積を
求められるという数学的な見方・考え方を育むよう工夫されてい
る。 
(2)１年p134では、１から始まる数表を使って数と具体物を対応さ
せながら丁寧な指導ができるよう工夫されている。 
(3)多様な考え方を充実させ、話し合いの場面を巻頭「わくわく算
数学習」でモデルとして示している他、適宜設定することで、主体
的・対話的で深い学びが実現できるように配慮されている。 
(4)テープ図・線分図・関係図・表などの書き方については、「図
をつかって考えよう」の中で系統的に扱われ、巻末の「算数資料
集」にまとめられ、指導に生かせるよう配慮されている。 
(5)切り取り付録の使い方（６年p14）などは、手順を細かく分割し
た連続写真を用いて、指導に生かせるよう工夫されている。 
(6)教科書にＱＲコードを付け、家庭での学習にも役立つように工
夫されている。 

(1)４年下p27のように単元はじめには既習事項を確認する場面が設
けられており、つまずきやすい低学年は単元を分散的に構成し、高
学年は関連する内容をまとめた配列にし、各学年で習熟に時間を要
する内容は早期に学習指導できるよう工夫されている。 
(2)単元の始めと終わりや単元と単元の間に、既習事項の定着、確認
をする場面を設定し、つまずきやすい内容については学び直しの機
会を設け、学習内容定着のための配慮がされている。 
(3)数学的な見方・考え方を働かせる視点や探究するための着眼点を
示しながら、学び方と板書例を合わせた学習場面を設け、数学的に
表現し相互に伝え合う活動ができるよう配慮されている。 
(4)他教科や日常生活と結び付けた算数の問題や、個々の習熟の程度
に応じて柔軟に取り扱いができるような問題があり、個に応じた学
習指導のための配慮がされている。 
(6)単元末の「たしかめポイント」では、観点別評価を視野に入れた
提示を行い、自己評価を促す工夫がされている。 

４ 全体的な特色 

 

筋道を立てて考える能力を育て、物事を合理的に処理する力を付け
ることができるように工夫されている。 

数学的な見方・考え方を働かせた数学的活動の充実により、生活や
学習の基盤となる算数の力を築けるよう配慮されている。 

５ 総合所見 

 

系統性を重視し、数学的活動を積極的に取り入れながら、知識・技能
を確実に身につけるとともに、思考力・表現力・判断力等が育まれる
よう工夫されている。また、新しい物事を理解し、創造する能力と主
体的に学習する態度を養うことができるように工夫されている。 

反復練習を要する内容を学年の早期に単元配置し、課題となる問題文
を囲むなど、基礎的・基本的な内容を大切にした構成になっており、
算数の学び方を身に付け、主体的に数学的活動に取り組み、筋道を立
てて考え表現できるように配慮されている。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：理科  
発行者名  

採択基準 東京書籍（新しい理科） 大日本図書（たのしい理科）  
１ 教科の目標からの配慮 自然の事物・現象に触れて問題を見いだす場面を設け、児童の疑

問を基に主体的に問題解決に取り組めるよう配慮されている。 

身近な事象が扱われ、見通しをもった問題解決のために、対話的

に実験計画が立てられるように学習の流れが配慮されている。 
２ 生徒の学習活動への配慮 
 ○内容の程度 
 ○学習活動への誘意性 
 本文、見出し、設 
問、提示文等の表 
現、さし絵、写真、 
図表、配色、コン 
トラスト等  

(1) 巻頭や巻末に各学年目標に沿った理科の学び方が示され、学

習内容、程度が児童の発達段階に応じるよう配慮されている。 

(2) 予想や考察などの思考する場面では、「理科のミカタ」によ 

って、働かせる理科の見方・考え方を示し、問題を科学的に解 

決できるよう工夫されている。 

(3) 身近な事象の観察や具体的な活動が示された単元の導入に

より、児童の興味・関心や問題意識が高められるよう配慮され

ている。 
(1) 発達段階に応じた「理科の学び方」が示されており、児童が

見通しをもち対話的に活動できるよう配慮されている。 

(2) 単元の導入では、身近な生活経験を想起させる写真などを取

り上げて、問題を見付け、理科の見方・考え方を働かせて科学

的に解決できるような工夫がされている。 

(3) 主体的・対話的な活動が行えるように、単元の導入は、直接

自然の事物・現象に触れる写真などで構成され、「考えよう」

では、話し合う場面が設定されるよう配慮されている。 
３ 学習指導への配慮 
 ○単元・題材の配列 
○内容の扱い 
「基礎的・基本的な知識・技能 

の習得」のための工夫、 

「思考力・判断力・表現力等の 

育成」のための工夫、 

「主体的に学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価  

(1) 児童の気付きや疑問を基に追究する単元構成であり、各単元

が季節に適した時期に実施されるよう工夫されている。 

(2) 他学年や他教科での既習内容を想起する場面が随所にあり、

他者と関わりながら系統的に学習が進められるよう、単元の関

連性や連続性が図られている。 

(3) 導入の活動で直接体験を促したり、観察、実験で適切な結果

が得られる方法や手順を示したりして、実感を伴った理解がな

されるよう展開が工夫されている。 

(4) 実物大や拡大した写真を２つ並べたり、数多くの写真を時系

列に配置したりして示し、比較して問題を見付けたり、事実を

基に考察したりすることができるよう工夫されている。 

(1) 他教科との関連について「算数で学ぶこと」などのマークで

示され、既習事項を振り返られるように単元構成が工夫されて

いる。 

(2) 問題解決の過程は、意見交換や議論など、他者との協働によ

って自分の考えを妥当なものするように示され、「はってん」

では、他学年及び中学校との関連が図られている。 

(3) 導入では、活動する場面を設定して直接体験を促し、児童が

主体的に取り組めるよう、展開が工夫されている。 

(4) 観察、実験では、安全が確保された教材が示され、「かんき

ょう」、「ESD」などのコラムを掲載するなど、環境保全の態度

が育成されるよう配慮されている。 
４ 全体的な特色  問題解決の過程における学び方が示され、学習を進めながら問題

を科学的に解決できるよう構成されている。 

自然の事物・現象から問題を見いだし、観察、実験を通して、問

題解決に取り組めるように構成されている。 

５ 総合所見  児童の気付きや疑問から問題を発見し、問題解決の過程を１本の

ラインで結ぶことで、主体的な追究を通して、問題を科学的に解

決することができるよう工夫されている。 

問題を見付け、観察、実験を通して調べ、まとめるという問題解

決の過程を繰り返す中で、思考力、判断力、表現力等が育成でき

るように配慮されている。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：理科  
発行者名  

採択基準 学校図書（みんなと学ぶ 小学校理科） 教育出版（未来をひらく 小学理科） 
１ 教科の目標からの配慮 多様な自然や生物についての写真を掲載し、自然を愛する心情や

主体的に問題解決しようとする態度を養うよう配慮されている。 具体的な観察、実験の結果を基に、更に結論を導く授業展開になっており、問題解決の力が養われるよう配慮されている。 
２ 生徒の学習活動への配慮 
 ○内容の程度 
 ○学習活動への誘意性 
 本文、見出し、設 
問、提示文等の表 
現、さし絵、写真、 
図表、配色、コン 
トラスト等  

(1)各学年ともに児童の発達段階に即しており、児童の実態に応

じるよう配慮されている。 

(2) 各単元の冒頭には、生活経験と結び付けて考えやすい事象が

あり、理科の見方・考え方を働かせて問題を科学的に解決でき

るよう工夫されている。 

(3) 導入部分には学習内容に関する身近な事象の写真があり、

「話し合い」の活動や単元末の「やってみよう！」など、児童が 

 興味・関心をもって活動に取り組めるよう配慮されている。 
(1) 巻頭や巻末に各学年の目標に沿った学習の進め方が示され、

学習内容・分量が児童の発達段階に応じるよう配慮されている。 

(2) 単元の冒頭では、身近な事象から学習が始まるように構成さ

れ、理科の見方・考え方を働かせて、科学的に解決できるよう

に工夫されている。 

(3)さし絵、写真、図表などは適切に配置されている。観察、実験 

ページは紙が黄色で区別され、導線の＋－は色名も表示される

など、視覚的な配慮がされている。 

３ 学習指導への配慮 
 ○単元・題材の配列 
○内容の扱い 
「基礎的・基本的な知識・技能 
の習得」のための工夫、 
「思考力・判断力・表現力等の 
育成」のための工夫、 
「主体的に学習に取り組む態度 
を養う」ための工夫、 
関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価  

(1) 既習事項を基にした思考の過程を意識しており、学習したこ

とが予想や計画の根拠となるように、単元の構成が工夫されて

いる。 

(2) 単元冒頭には、単元を通して児童が働かせる見方・考え方に

ついての記述があり、「計画」の場面では対話を通して学習を

進められるよう図られている。 

(3) 観察、実験などの直接体験ができるように、季節に合わせた

単元配列が工夫されている。 

(4) 児童の興味・関心を高めるような写真が大きく使われてお

り、各単元では、問題解決の過程に沿って学習が進められるよ

う配慮されている。 

(1) 単元の系統性や他教科で学習した内容との関連が掲載され、

授業の中で活用できるよう工夫されている。 

(2) 単元のはじめには「学習のつながり」が提示され、他学年や

中学との単元の関連性が示されている。育てたい力が教師と児

童のやりとりで示され、対話的な学習となるよう配慮されてい

る。 

(3) 児童の思考の流れに違いが出ることを考慮して、児童の意識

に沿った実験が展開できるよう工夫されている。 

(4) さし絵、写真、図表の内容は適正かつ明瞭であり、本文との

関連が密接である。実物大の資料もあり、学習指導に配慮され

ている。 
４ 全体的な特色  身近な事象から問題を見いだして、観察、実験を行い、問題解決

の力を養うように構成されている。 

最先端の科学技術や、日常生活と学習内容を関連させ、理科の面

白さや有用性を身近に感じられるように構成されている。 
５ 総合所見  問題解決の過程で働かせる見方・考え方の視点が示されているこ

とにより、思考力、判断力、表現力等の育成がしやすいよう配慮

されている。 問題解決の流れが対話形式で思考するように表現されていて、具

体的な実験・観察から対話的な学びや思考力の育成に考慮されて

いる。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：理科  
発行者名  

採択基準 信州教育出版（楽しい理科） 啓林館（わくわく理科） 
１ 教科の目標からの配慮 自然と触れ合う中で問題を見いだし、観察、実験を通して、主体

的に問題解決することができるよう配慮されている。 自然の事物・現象への理解を図り、観察、実験に関する基本的な

技能が習得できるよう配慮されている。 
２ 生徒の学習活動への配慮 
 ○内容の程度 
 ○学習活動への誘意性 
 本文、見出し、設 
問、提示文等の表 
現、さし絵、写真、 
図表、配色、コン 
トラスト等  

(1) 学習内容の程度や分量が、各学年とも児童の発達段階に応じ

るよう配慮されている。 

(2) 長野県の特色ある自然と結び付けながら、児童が生活経験や

身の回りの事象から問題を見いだし、理科の見方・考え方を働

かせて問題を科学的に解決できるよう工夫されている。 

(3) 単元の冒頭で、単元全体をイメージできる写真などを提示し

たり、「考えてみよう」で、話し合う場面を設定したりするよ

う配慮されている。 
(1) どの学年においても学習内容の程度や分量が、児童の発達段

階に応じるよう配慮されている。 

(2) 単元導入時に「学習のめあて」が示され、「思い出してみよ

う」「考えてみよう」と問題を提起して、生活経験や既習事項

などから問題意識を高めるよう工夫されている。 

(3) 観察、実験の方法や、記録やまとめの仕方などが図や表で例

示され、見通しをもって学習できるよう配慮されている。 
３ 学習指導への配慮 
 ○単元・題材の配列 
○内容の扱い 
「基礎的・基本的な知識・技能 
の習得」のための工夫、 
「思考力・判断力・表現力等の 
育成」のための工夫、 
「主体的に学習に取り組む態度 
を養う」ための工夫、 
関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価  

(1) 各単元で、児童の意識の流れに沿って問題解決が連続的に展

開されるよう工夫されている。 

(2) 「思い出そう」で、関連する学年や学習事項を示し、他学年

の学習とつながる展開や、「考えてみよう」で、目的に応じた

実験方法や結果の考察を話し合える展開が工夫されている。 

(3) 長野県の季節の移り変わりやそれに応じた生物の生育状況

に合った単元配列になっており、児童が直接自然にふれ、主体

的に取り組むことができるよう工夫されている。 

(4) 児童の興味・関心や問題意識を高めるために、さし絵や写真、 

図表等が工夫され、学習カードも含め、本文の内容と関連付け  

られている。 

(1) 単元の構成や配列は、児童の追究が途切れず学習できるよう、

生活体験や既習事項を取り上げるなどして工夫されている。 

(2) 学習内容と実生活とのつながりを示した「理科の広場」や「は

じめに考えてみよう」などで、問題解決の過程やまとめで、協

力して考えたり、話し合ったりできるよう配慮されている。 

(3) 季節や生物の成長にあった単元配列や、「別の方法」が示さ

れており、児童が主体的に取り組めるよう工夫されている。 

(4) さし絵、写真、図表などが明瞭で、単元の導入ページは見開

きで問題を提示し、観察、実験のページでは関連した技能が図

表で抽出して示され、指導に生かせるようになっている。 
４ 全体的な特色  長野県の特色ある自然や身近な教材を多く取り入れ、児童にとっ

て身近な内容となるよう構成されている。 問題を友達と共有し、問題解決に向けて観察、実験を全員でひと

つずつ進めるよう構成されている。 
５ 総合所見  長野県の地域性を考慮した題材設定や単元配列により、自然を愛

する心情や主体的に問題解決しようとする態度を養うよう工夫

されている。 

観察、実験の視点や考察の仕方、まとめ方や話し合いの仕方など、

図や挿絵で示し、問題解決の力や主体的な態度を養うよう考慮さ

れている。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：生活  

発行者名 

 

採択基準 

東京書籍（あたらしいせいかつ） 大日本図書（たのしいせいかつ） 

１ 教科の目標からの配慮 身近な人々や自然、社会との関わりを通して、自分のよさや可能性に 

気付き、意欲と自信をもって学ぶことができるよう配慮されている。 

身近な人々や自然、社会との関わりを通して、それらの特徴やよさ 

に気付いている児童の姿が具体的に分かるよう配慮されている。 

２ 生徒の学習活動への配慮  ○内容の程度  ○学習活動への誘意性  本文、見出し、設 

問、提示文等の表 

現、さし絵、写真、 

図表、配色、コン 

トラスト等 

 

(1) 児童が感じることや思うことをもとにしたスタートカリキュラ

ムを設け、小学校生活に期待が高まるよう配慮されている。 

(2) 相手意識をもって発表する場面が多く示され、児童が自ら思いを

発信したくなるよう配慮されている。 

(3) 児童の疑問や願いで統一された提示文や、疑問や願いについて気

付きの質が高まるようにされている吹き出しの言葉で、児童自ら

対象に働きかけ、主体的な学びにつながるよう配慮されている。 

(4) 動植物の成長段階が分かる写真や実物大の植物図鑑（ぽけっとず

かん）が付属しており、実物を見つけやすいよう配慮されている。 

(1) 小学校生活の流れが一目で分かるページを設け、安心して学習を

始められるよう配慮されている。 

(2) 遊びや制作のアイデアが細かく示され、児童の発想を十分に生か

すことができるよう配慮されている。 

(3) 観察日記やシール表など、気付きや感動を絵や文で表現した活動

を多く掲載し、思考力や表現力の高まりが期待できるよう配慮され

ている。 

(4) イラストと写真に効果的に吹き出しがつけられており、学習意欲

を高められるよう工夫されている。 

３ 学習指導への配慮  ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的な知識・技能 

の習得」のための工夫、 

「思考力・判断力・表現力等の 

育成」のための工夫、 

「主体的に学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価 

 

(1) 季節の流れを軸に時系列で構成され、算数や図工、音楽などの他

教科とも関連付けながら資質・能力などが段階的に高まるよう配

慮されている。 

(2) 夏と秋を比べたりいつもとの違いを見つけたりする場面が多く

示され、比較しながら、学びを深めたり気付きの質を高めたりする

ことができるよう配慮されている。 

(3) 相手の気持ちを考えたり想像したりする活動を設け、他者の喜び

を実感することができるよう配慮されている。 

(4) 安全面や衛生面などの約束や、調べ方が紙面の同じ場所に分かり

やすく掲載されている。 

(5) 友だちと話合いながら、自分の成長に気付く活動を設け、自信に

つながるよう配慮されている。 

(1) 単元の配列は、動植物の成長、自然の変化などの季節、時間の経

過や地域の特色を考慮するとともに、暦との関連も図りながら活動

できるよう配慮されている。 

(2) 対象に、触れたり話しかけたりしている子どもの姿を多く掲載し、

諸感覚を働かせながら、学びを深めたり、気づきの質を高めたりす

ることができるよう配慮されている。 

(3) 地域の方と栽培活動をしたり交流したりする写真が掲載され、人

と関わりながら活動できるよう配慮されている。 

(4) 「がくしゅうどうぐばこ」のページが設けられ、表現活動や交流

活動の中で活用することができるよう配慮されている。 

(5) 一年間の活動の中での自分の気付きやがんばりをふり返ること

で、自分の成長を実感できるよう配慮されている。 

４ 全体的な特色 

 

主体的・対話的で深い学びが実現できる姿が、挿絵や写真の児童たち 

の関わり合いで具体的に分かるよう配慮されている。 

諸感覚を働かせながら、活動・体験する場を重視し、児童を実感の伴 

った理解に導くよう配慮されている。 

５ 総合所見 

 

各ページの冒頭に、児童の疑問や願いが大きく提示され、児童自ら 

試したり調べたりするなど働きかけ、児童自身の気付きの質が高ま

っていくよう配慮されている。 

様々なワークシートでアイデアが示され、児童が自分の気付きや感 

動を様々な形で表現し、それらを蓄積することで、児童の思考力や表 

現力の高まりが見えるよう配慮されている。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：生活  

発行者名 

 

採択基準 

学校図書（みんなとまなぶしょうがっこうせいかつ） 教育出版（せいかつ） 

１ 教科の目標からの配慮 具体的な体験活動が段階的、系統的に設定され、主体的に学んだり、

振り返りの繰り返しで成長を自覚できたりするよう配慮されている。 

身近な人々、社会及び自然と繰り返し関わる体験活動が十分に設定

され、活動における育てる力が明確になるように配慮されている。 

２ 生徒の学習活動への配慮  ○内容の程度  ○学習活動への誘意性  本文、見出し、設 

問、提示文等の表 

現、さし絵、写真、 

図表、配色、コン 

トラスト等 

 

(1) スタートカリキュラムでは、発達段階や個人差を考慮して、イラ

ストや短文のみの構成で、安心感が持てるように配慮されている。 

(2) ４人のキャラクターが登場し、個々の対話場面を多く設けること

で、児童の活動が深まり広がるように配慮されている。 

(3) 思考力、判断力、表現力の基礎を養うために、分析的に考える力

と創造的に考える力の２つに分けて提示し、多様な場面で養える

ように配慮している。 

(4) 活動を喚起する端的な子どもの言葉が示されたり、楽しい写真が

印刷されたりしており、学習意欲が高まるよう配慮されている。 

(1) 幼児期での遊びや体験を生かした内容をスタートカリキュラム

に生かし、児童が安心して学校生活に慣れるよう配慮されている。 

(2) 活動の広がりや思考の深まりの様子を、発達段階に応じて可視化

し、児童の行動範囲や気付づきが広がるように工夫されている。 

(3) 身近な人々、社会及び自然を自分との関わりで捉え、自分自身や

自分の生活について考えることを「学びのポケット」としてまと

め、学習活動を支えられるよう配慮されている。 

(4) 児童と同じ目線のキャラクターを登場させ、自分との比較や関連

付けがしやすく、思考力が深めるように配慮されている。 

３ 学習指導への配慮  ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的な知識・技能 

の習得」のための工夫、 

「思考力・判断力・表現力等の 

育成」のための工夫、 

「主体的に学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価 

 

(1) 探検、栽培、飼育、遊び、成長の５つの大単元で構成され、活動

をイメージしやすいマークで示すと共に、主に表現活動を中心に他

教科と関連させて学習が進められるように配慮されている。 

(2) 多様な活動写真やキャラクター同士の対話から、子どもたちが自

ら気付き、その気付きの質を高めたり、振り返りで自分の成長を実

感したりすることができるよう配慮されている。 

(3) 単元を通し、身近な人々、社会、自然と直接関わる場や、カード

による「自己評価欄」で振り返る場が多くなるよう配慮されている。 

(4) さし絵や図鑑のイラストはカラーユニバーサルデザインの考え

方に即した配慮がなされている。 

(5) 子どもの主体的な活動を支援する「ものしりノート」や「ちゃれ

んじ図鑑」では、図鑑のページが充実しており、子どもが自分で活

動を広げていけるように配慮されている。 

(1) 教科目標から抽出した「育む６つの力」をサイコロマークで示し

学習のめあてを掴みやすくしたり、教科のマークやコラム等で学

習が他教科や中学年へつながったりするよう配慮されている。 

(2) イラスト等を配して自分で考える事柄と、先生の語り等で活動を

意味付けたり価値付けたりしながら導く場面を抱負に例示し、学

びが深まるように配慮されている。 

(3) 各単元の振り返りで、友だちと交流して認め合ったり、自分の考

えを疑問も含めて捉え直したりできるよう配慮されている。 

(4) 緻密な資料が掲載されており、児童の関心や意欲を促すよう配慮

されている。 

(5) 各単元に「ひんと」が設けられており、見つける、比べる、たと

える、試す、見直す、工夫するなどの学習方法によって、自ら追究

できるよう配慮されている。 

４ 全体的な特色 子どもが意欲的に活動しやすい単元構成や紙面構成、対話や振り返

り場面の設定により、気付きの質を高める配慮がなされている。 

発達段階に応じたカリキュラムや大きく見やすい資料の活用によっ

て、思考力や追究力を培うように配慮されている。 

５ 総合所見 児童の意識や発達段階を大切にして、主体的、対話的で深い学びが実

現できるようにしたり、振り返りによる自己実現が図られるように

したりする工夫がされている。 

身近な人々、社会及び自然に関わる体験活動と振り返りの繰り返し

を、見やすく示すことによって、学びが深められるように配慮されて

いる。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：生活  

発行者名 

 

採択基準 

信州教育出版社（せいかつ） 光村図書（せいかつ） 

１ 教科の目標からの配慮 連続・継続的な活動や体験を通して、想像される子どもの姿を用い、

社会・自然事象、自己について気付けるよう配慮されている。 

３段階の学習過程で学習の流れやねらいを明確にし、学びを広げる

資料を充実させ、深い学びが達成できるよう配慮されている。 

２ 生徒の学習活動への配慮  ○内容の程度  ○学習活動への誘意性  本文、見出し、設 

問、提示文等の表 

現、さし絵、写真、 

図表、配色、コン 

トラスト等 

 

(1) 子どもの入学当初に起こる出会いの姿をもとにしたスタートカ

リキュラムにより、興味・関心が広がるよう配慮されている。 

(2) 多様な「感動体験」「探究活動」「表現活動」を通し、対象への思

いが深まるような学び合いを位置付ける配慮がなされている。 

(3) 同じ対象に上下巻合わせ２年間を通して継続的に働きかけるこ

とのできる単元構成となっており、子どもの連続した学びや質の

高まりを支えられるよう配慮されている。 

(4) 活動の端緒となる吹き出し、写真、イラストが提示されており、

自身の生活場面を想起しながら学習できるよう配慮されている。 

(1) 安心、自信、好奇心をもって学校生活を始められるスタートカリ

キュラムを位置付け、活動意欲をもてるよう配慮されている。 

(2) 「ホップ」「ステップ」「ジャンプ」の3段階で構成されており、

学習への見通しをもって活動できるよう配慮されている。 

(3) 単元の始めが「～してみよう」という言葉で興味・関心を引き出

し、終末では気づきを自覚し関連付ける振り返りを設定すること

で深い学びが達成できるよう配慮されている。 

(4) はっきりとしたポップな絵、字体を用いることで、ユニバーサル

デザインに配慮した表記になっている。 

３ 学習指導への配慮  ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的な知識・技能 

の習得」のための工夫、 

「思考力・判断力・表現力等の 

育成」のための工夫、 

「主体的に学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価 

 

(1) 身近な地域の豊かな自然や日常的な事象、動物の姿等を取り上げ

た単元構成となっており、活動の広がりだけでなく、動物との別れ

等の活動の収束にも重きを置く工夫がされている。 

(2) 対象に働きかけ、思いを実現していく子どもの活動の姿が吹き出

し、写真、イラストなどを用いて示され、気付きの質の深まりを感

じられるよう配慮されている。 

(3) 学校生活と日常生活が双方向的につながる言葉やイラストが示

され、自身の感覚が深まる振り返りができるよう配慮されている。 

(4) 県内の学校の実践から生み出された写真、挿絵、文章、作品を掲

載し、地域性や季節感を感じながら学べるよう配慮されている。 

(5) 各単元で自分や友達の姿を振り返る場面を設け、対象と関わる中

で自己の成長や友達の支えを感じられる配慮がなされている。 

(1) 子ども、学校、地域の実態に合わせた活動の組み立ての中に、主

体的・対話的な学ぶことや、自分の考えを発信する場を数多く設け

るとともに、他教科とのつながりも示す配慮がされている。 

(2) 「どうすればコーナー」で活動のヒントを示し、対象に関わる中

で試行錯誤したことを多様な人と関わりながら学びを深められる

配慮がされている。 

(3) 文や写真やイラストで双方向的な交流活動の様子を示し、対象と

関わり合いながら活動や振り返りができるよう配慮されている。 

(4) 動植物のイラストに名前も示す、「～してみよう」という言葉で

活動を始める等、対象に関わる意欲を引き出す配慮がされている。 

(5) 各単元末で「ジャンプシール」に活動への思いを書き、それをも

とに交流して自身や友の成長を感じられるよう配慮されている。 

４ 全体的な特色 子どもの願いから立ち上がる端緒や意識の高まり具合が様々に示さ

れ、成長してきた自分を実感できるよう工夫されている。 

各単元の学習の流れがわかりやすい構成になっており、児童自身が

活動を見通せるように配慮されている。 

５ 総合所見 「人間愛」の育成を基本理念に置き、長野県の地域性を大事にした単

元展開を設定し、繰り返し対象に関わる体験活動を通して学びを深

められるよう工夫されている。 

文、写真、イラスト、言葉等の活動の例示により、活動が中学年への

接続や他教科の学習と結びつくよう工夫し、学びが深まっていくよ

うに配慮されている。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：生活  

発行者名 

 

採択基準 

啓林館（わくわくせいかつ） 日本文教出版（わたしとせいかつ） 

１ 教科の目標からの配慮 身近な生活から社会へ広がるように単元を配列し、子どもの生活の

中の気付きから学びにつながるように配慮されている。 

思いや願いを実現する過程での気付きの伝え合い、振り返りや、適切

な習慣や技能を活用できることを大切にできるよう配慮されている。 

２ 生徒の学習活動への配慮  ○内容の程度  ○学習活動への誘意性  本文、見出し、設 

問、提示文等の表 

現、さし絵、写真、 

図表、配色、コン 

トラスト等 

 

(1) 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿をスタートカリキュラム

として位置づけ、学びに向かう力を育てる配慮がされている。 

(2) 幼児期や今までの経験や学びをもとにして、試行しながら深めら

れるように、学習活動が分かりやすく配列されている。 

(3) それぞれの単元は「わくわく（導入）」「いきいき（主な活動）」

「ぐんぐん（ふり返り）」の３つの段階で構成されていて、主体的・

対話的に学びが深まっていくように配慮されている。 

(4)「がくしゅうずかん」には学習に役立つ情報が整理して掲載され

ていて、自分で調べたり考えたりできるように配慮されている。 

(1) スタートカリキュラムで、幼児期や１年生の学びを生かした学校

生活の様子や学習の見通しがつかみやすいよう配慮されている。 

(2) 繰り返し関わりながら季節の変化に気付く学習活動や、地域の中
で生活している人々と関わる学習活動等が工夫されている。 

(3) 全単元に位置づけた伝え合う活動や、「学びのまど」の欄をもとに

した振り返りを通して、気付きの質の高まりを感じたり、次の課題

をもって主体的に学んだりすることができるよう配慮されている。 

(4) 淡いイラストや児童の表情を捉えた写真を使用し、写真に語りを
添えわかりやすくして、意欲を引き出すよう配慮されている。 

３ 学習指導への配慮  ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的な知識・技能 

の習得」のための工夫、 

「思考力・判断力・表現力等の 

育成」のための工夫、 

「主体的に学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価 

 

(1) 髪の毛の色が違う子どもや、車いすに乗った子どもを表すなど、

多様な子ども、保護者、地域の方とのかかわり・交流や共生を意識

できるよう配慮されている。 

(2) 子どもたちがもつ課題について、紙面右下にめくり言葉を設定

し、活動が単発的にならず気付きの質が繰り返し深まり、思いや願

いの連続性を大切にしている。 

(3) 学びや出会いをふり返り、先生の評価も加え、自分のよさに気づ

き、子どもが満足感や達成感を感じるように配慮されている。 

(4) 写真やイラストは適切で分かりやすいものが用意されており、児

童の関心や意欲を引き出すように配慮されている。 

(5) 友達と考えを深めるための話合いの仕方や、考えを広げるための

ウェブマップの紹介など、学び方を分かりやすく示している。 

(1) ページ内を同じ配列にして「課題設定→活動→振り返り」で単元
構成をしたり、他教科との関連を踏まえたりしながら、十分な活動

や体験の積み重ねが継続的に行えるよう工夫されている。 

(2) もの・ひと・ことと繰り返し関わり、思考ツール等を用いて感じ

たり身につけたりしていく学習のプロセスや振り返りの活動が位

置付けられ、実感を伴い気付きの質が高まるよう配慮されている。 

(3) 身近な社会、人や自然との関わりで自分の生活を捉え、よりよい

生活に向けた思いや願いを実現できるよう配慮されている。 

(4) 折り込みで植物の成長を確認する、調べ方をページの右側に配す

る等、実際に見たり、活動したくなったりするよう工夫されている。  
(5) 単元末の振り返りで、気付きを伝え合い様々な気付きが生まれた

り、自分の成長を感じたりすることができるよう配慮されている。 

４ 全体的な特色 

 

３段階での構成で活動の深まりが分かりやすく記述されていて、子

どもが見ても理解しやすいように配慮されている。 

活動の中で「気付きを促す、引き出す、伝え合う」「学んだことを振り

返る」などにより、自分の生活につなげられるよう配慮されている。 

５ 総合所見 

 

児童の日常生活から生まれる思いや願いから始まり、分かりやすく

段階を踏みながら、活動を通して気づきが深まるように配慮されて

いる。 

課題設定・活動・振り返りの流れを全単元で示し、今までの学びを生

かして次の学年や他教科とつなげたり、実生活や社会とつなげたりし

ながら、学びを広げ気付きの質を深められるよう配慮されている。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：音楽  
発行者名  

採択基準 教育出版（音楽のおくりもの） 教育芸術社（小学生の音楽） 
１ 教科の目標からの配慮 （１）児童が興味関心を持ちやすい多様な教材や活動が掲載され、

表記の仕方が工夫されていることで、主体的・対話的に学ぶこと

ができるよう構成されている。 （１）様々な楽曲や音楽活動をバランスよく配置し、友と協働しなが

ら主体的・対話的に学ぶことができるよう構成されている。 
２ 生徒の学習活動への配慮  ○内容の程度  ○学習活動への誘意性  本文、見出し、設 
問、提示文等の表 
現、さし絵、写真、 
図表、配色、コン 
トラスト等  

（１）学年に応じて多彩な教材があり、既習事項と関連づけ系統的
に力がつくよう題材の構成が工夫されている。 

（２）身の回りの音に意欲を持たせたり、多彩な創作活動を組み合
わせたりして友だちと関わり合いながら学年ごとに経験を積み
重ね、学習できるよう展開の工夫がされている。 

（３）各学年にある「音楽ランド」には、子どもたちの興味や習熟
に応じて、多くの教材の中から選択できるよう配慮されている。 

（４）教材の右上に感じたことをメモできるように場所があったり、

「まなびナビ」として学び方のヒントが示されたりして、児童が

見通しをもって主体的に学習を深めていくことができるように配

慮されている。 

（１）学年の発達段階に応じた教材や学習内容が系統的に配列され、
基礎基本の力が身につくよう工夫されている。 

（２）リズムあそび、創って二人組でつなげたり重ねたりする教材が
掲載され、友と関わり合いながら学習が展開できるよう工夫され
ている。 

（３）鑑賞では演奏者のコラムがあり、楽曲についてより児童が意欲
をもって音楽への思いや良さを感じることができるよう配慮さ
れている。 

（４）児童が見通しをもって取り組めるよう学習の手順が掲載された

り、活動の例や吹き出しによりポイントが分かるようにしたりし

て主体的に取り組めるよう配慮されている。 
３ 学習指導への配慮  ○単元・題材の配列 
○内容の扱い 
「基礎的・基本的な知識・技能 
の習得」のための工夫、 
「思考力・判断力・表現力等の 
育成」のための工夫、 
「主体的に学習に取り組む態度 
を養う」ための工夫、 
関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価  

（１）「音楽を形づくっている要素」が「音楽のもと」として示され
たり、「学びナビ」や「学び合う音楽」が示されたりして、主体
的・対話的な学びができるよう工夫されている。 

（２）学年の最初に「スキルアップ」や学習をふりかえるマーク、
関連教材が示されており、６年間を見通して学習を発展させな
がら基礎基本の力が身につくよう工夫されている。 

（３）ペアやグループで活動できる学習が多く掲載され、児童が自
然と関わり合いながら活動できるよう工夫されている。 

（４）拡大写真や見開きの写真があり、教材の情景や心情が捉えや
すくなり、様子を思いうかべながら歌うことができるように配
慮がされている。 

（５）巻末の「『音楽のもと』のまとめ」で、「音楽を形づくってい

る要素」を観点にふりかえりができるように工夫されている。 

（１）題材ごとに「音楽を形づくっている要素」が配置されており、
題材を関連させながら学習できるよう配慮されている。また、共
通教材も題材の中にきちんと位置付けられている。 

（２）学習の中で、友だちと演奏をしたり、その楽曲の思いを感じて
話し合わせたりする活動例が掲載され、主体的・対話的に学習で
きるよう工夫がされている。 

（３）題材の左上には教材ごとの学習目標が、右下にはその学習で大
切な「音楽を形づくっている要素」が示されており、どのような
資質・能力を身につければよいか分かるよう工夫されている。 

（４）教材曲の特徴的なリズムや旋律の動きを線や図形、色で大きく
視覚化され捉えやすいように配慮されている。 

（５）巻頭に「音楽の木」があり、一年間で何を勉強すべきか見通し

を持って学習に取り組めるよう工夫されている。 
４ 全体的な特色  ・「まなびナビ」「音楽のもと」があり、児童の主体的・対話的な 

学びを促し、系統的に基礎基本を身につけていく工夫がされて 
いる。 ・郷土と音楽のつながり、多方面に関わる人々と音楽のつながりを 

紹介し、興味をもって生活の中で音楽に親しむ態度を育むよう配 
慮されている。 

５ 総合所見  ・学習の見通しや活動が分りやすく明示され、資質・能力を育みな

がら、学びが深まる構成や配列になるよう工夫されている。 ・学びが実感を持ってつながっていくように、段階的・系統的に学習

が進められるよう、題材構成が配慮されている。 
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教科用図書調査研究調書                                           小中別：小学校  種目：図画工作 
発行者名 

採択基準 開隆堂出版（図画工作） 日本文教出版（図画工作） 
１ 教科の目標からの配慮 ・学習のめあてを３種類のキャラクターを使って題材の巻頭に表し、活

動内容や題材でつけたい力を、児童にもわかりやすく、楽しく活動で

きるように配慮されている。 ・造形的な見方・考え方を働かせながら学習できるよう，冒頭部で教科の

目標を明確に伝えている。また、児童の表情や吹き出しを使って、創造

的に発想や構想ができるように工夫されている。 
２ 児童の学習活動への配慮 
 ○内容の程度 
 ○学習活動への誘意性 
 本文、見出し、設 
問、提示文等の表 
現、さし絵、写真、 
図表、配色、コン 
トラスト等  

(1)各領域の学習が発達段階に応じて、系統立てて組み立てられており、

前年度の学習を生かして造形活動に取り組めるよう配慮されている。 

(2)多様な表現の作品例が掲載されており、色々な視点から発想や構想を

深めたり広げたりできる配慮がなされている。 

(3)題材の最初に学習のめあてが明記されており、児童が主体的に創作活

動を進めていけるような投げかけの工夫がされている。 

(4)巻末に「造形の引き出し」があり、各用具や材料の特性を知り、表現

に生かしていけるよう配慮されている。刃物等の安全な使い方につい

ての記載がされるなど、安全面での配慮がなされている。 

(1)各題材のめあてと，活動の方向を示すリード文、めあてを達成してい

るこどもの具体の姿や，友と共に楽しく活動している写真が大きく表さ

れ，児童の活動意欲が高まるよう工夫されている。 

(2)主に使う用具をページ左下に図示したり，「きをつけよう」「使ってみ

よう材料と用具」でその特性を理解できるようにしたりするなど，用

具の安全な使い方について工夫されている。 

(3)作品を大きく美しく掲載したり，材料の感じや細部の工夫まで読み取

れるようにしたりするなど，迫力ある誌面構成がなされ，子どもたちが

興味関心をもって読めるように工夫されている。 
３ 学習指導への配慮 
 ○単元・題材の配列 
○内容の扱い 
「基礎的・基本的な知識・技能 
の習得」のための工夫、 
「思考力・判断力・表現力等の 
育成」のための工夫、 
「主体的に学習に取り組む態度 
を養う」ための工夫、 
関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価  

(1)全学年を通して、分野・領域毎にねらいを考慮し、材料の種類や技法

などの関連が図られており、表現や鑑賞の活動を広げることができる

ようバランスよく題材の配列がなされている。 

(2)活動の面白さや楽しさを感じ取れる写真を掲載し、題材に対して興味

関心をもって創作活動ができるように配慮されている。 

(3)「小さな美術館」や「みんなのギャラリー」として様々な造形作品・

造形活動を紹介し、児童が興味を持ち、造形活動の幅を膨らませて

いくことができるような工夫がされている。 

(4)プログラミング教育の導入に合わせて、コンピューターを使った活動

や、使わなくてもプログラミング的思考を養うことができる活動が紹

介されている。QRコードを読み取ることで、英語学習との関連性も配

慮されている。 

(1)6学年を通して，同じ素材や用具に繰り返し関わることができるよう，

題材を系統的に設定し，発達の段階と共に学びを深めていくことができ

るよう工夫されている。 

(2)表現活動中の相互鑑賞や対話的な鑑賞の様子が掲載され，表現と鑑賞

を結びつけながら主体的に取り組むための工夫がなされている。 

(3)安全面で配慮すべき点が「きをつけよう」に示され，また巻末の「使

ってみよう材料と道具」では，各道具の正しい扱い方が丁寧にまとめ

られており，用具を安全に使うための工夫がなされている。 

(4)「学習のめあて」が読み取れる活動情景写真，作品図版に加え，「形や

色の世界を広げる“ちろたん”」「つながりひろがりのあるページ」さ

らにフクロウのマークによる「道徳とのつながり」などで情報を整理

し，直感的に活動内容が分かるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色  ・表現の多様性を感じることができる作品例を随所に掲載し、いろいろ

な側面から児童の制作意欲を刺激し、発想を広げるなど、主体的な学

びを支えている教科書と言える。 

・誌面の構成・色彩は比較的落ち着いており，目に優しい印象を受けるが，

掲載されている子どもたちの表情が大変豊かで，造形表現の楽しさをし

っかり感じ取ることができる教科書であると言える。 
５ 総合所見  ・児童が友とかかわって制作に取り組むことができる造形活動、言語活

動を重視し対話的な活動がなされる題材など、より深い学びを行える

ように考慮されている。 ・題材との出会いから終末までを時系列に沿って子どもの目線で構成され

るとともに、様々な図画工作を通じた活動を紹介し、図画工作のもつ可

能性や力を感じることができるよう工夫されている。 
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教科用図書調査研究調書                                              小中別：小学校  種目：家庭  

 

発行者名 
採択基準 東京書籍（新しい家庭） 開隆堂（わたしたちの家庭科） 
１ 教科の目標からの配慮 ○実践的・体験的活動を通して、日常生活に必要な基礎的な理解を図るとともに、それ

らに係る技能を身に付けられるよう配慮されている。 

〇日常生活の中から見いだした課題について、問題解決的な学習を通して課題を解決す

る力が養えるように工夫されている。 

〇生活の営みに係る見方・考え方を働かせ、家族の一員として生活をよりよくしようと

工夫する実践的な態度が育つよう工夫されている。 
○日常生活に必要な基礎的な理解を図るとともに、それらに係る技能をスモールステッ

プで積み上げ、身に付けられるよう配慮されている。 

〇生活を見つめることから課題を設定し、問題解決的な学習を通して課題を解決する力

が養えるように配慮されている。 

○生活の営みに係る見方・考え方を働かせ、家族の一員として生活をよりよくしようと

工夫する実践的な態度が育つよう配慮されている。 
２ 生徒の学習活動への配慮 
 ○内容の程度 
 ○学習活動への誘意性 
 本文、見出し、設 
問、提示文等の表 
現、さし絵、写真、 
図表、配色、コン 
トラスト等  

(1)衣食住の各題材が 5年生と 6年生に配置され、身近な内容を前半に位置付け、児童

の発達段階に配慮した題材配列になっている。 

(2)身近な生活の問題を題材の導入で提示し、問題解決的な学習を３ステップで配置す

ることで、生活を工夫創造する力が養えるよう題材構成が工夫されている。 

(3)「やってみよう」「深めよう」で児童の活動例が示され、興味・関心をもって追究し、

家庭生活を実感的にとらえられるよう配慮されている。 

(4)「安全に実習しよう」を巻末に示し、本文中に「安全マーク」や「チェック覧」を

付し、安全や衛生への注意が喚起されるよう工夫されている。 

(5)大きく鮮明な実寸大の写真や図の配置、UD教科書体・つめ見出し・折り込みページ

の使用で読みやすくし、児童の意欲を高めるよう工夫されている。 

(1)衣食住の各題材が 5年生と 6年生に配置され、スモールステップで基礎・基本を身

につけられるよう系統的な配列になっている。 

(2)身近な生活の問題を題材の導入で提示し、問題解決の流れに沿った小題材の配列に

より、生活を工夫創造する力が養えるよう題材構成が工夫されている。 

(3)「やってみよう」「生活に生かそう」で児童の活動例が示され、実習例を幅広く取り

上げ、家庭生活を実感的にとらえられるよう配慮されている。 

(4)「安全に実習をしよう」を巻頭で記述し、本文中に「安全マーク」や「チェック覧」

を用い、安全や衛生への注意が喚起されるよう配慮されている。 

(5)各内容に関連した写真・図版・イラストが豊富で、マークやつめ見出しの使用によ

り、児童の意欲を高めるように配慮されている。 
３ 学習指導への配慮 
 ○単元・題材の配列 
○内容の扱い 
「基礎的・基本的な知識・技能 
の習得」のための工夫、 
「思考力・判断力・表現力等の 
育成」のための工夫、 
「主体的に学習に取り組む態度 
を養う」ための工夫、 
関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価 

(1)２年間の題材配列が目次ページに見開きのイラストで示され、児童の意欲を引き出

し見通しをもって学習できるよう工夫されている。 

(2)「生活を変えるチャンス！」を衣食住の５か所に設け、実態に応じ学んだことを家

庭生活や地域の行事で活用できるよう工夫されている。 

(3)生活の営みに係る見方・考え方をひとめでわかる「家庭科の窓」として、巻頭での

解説や各題材の最初に明示することで、その視点を基に生活事象を捉えられるよう題

材の取扱いが配慮されている。 

(4)児童同士で対話できるよう「話し合おう」「深めよう」等の学習活動が示され、他者

との協働により考えを深められるように題材が構成されている。 

(5)写真やイラストは人権や福祉への配慮がなされ、「日々の備え」「プロに聞く」「持続

可能なくらしへ」等で時代の進展に応じた内容が取り上げられている。 

(6)各題材で３ステップごとの「めあて」や「ふり返ろう」、実習題材の「できたかな？」

を設け、評価の観点が明確になるよう工夫されている。 

(1)「これまでの学習をつなげよう」で他教科の既習事項との関連が示され、小学校か

ら中学校の学習内容を関連させ学習できるよう組まれている。 

(2)「チャレンジコーナー」「レッツトライ 生活の課題と実践」を設け、学んだことを

家庭生活や地域の行事で活用できるよう配慮されている。 

(3)生活の営みに係る見方・考え方を「生活の見方・考え方 ４つの視点」として、目

次ページに示したり教科書の中に配置したりして、４つの視点を基に生活事象を捉え

られるよう題材の取扱いがなされている。 

(4)学びを深める小課題「考えよう」「話し合おう」等を設け、学びを生活につなげ、他

者との協働により考えを深められるよう題材が構成されている。 

(5) 写真やイラストは人権や福祉への配慮がなされ、「生活の中のプログラミング」「持

続可能な社会を生きる」等で時代の進展に応じた内容が取り上げられている。 

(6)題材の最初に「学習のめあて」と「できたかな」のチェック欄が示され、まとめや

評価の観点を明確にして学習の定着を図るよう工夫されている。 
４ 全体的な特色  サイズをA4版にして見開きページを効果的に使い、２年間の学習内容を他教科・ 

他学年・中学校での学習に発展させることができるよう、学習内容のつながりを明確に

示している。 各題材の導入でフォトランゲージの手法を使い、題材名にカタカナを取り入れたり、 

教科書欄外に「一口メモ」を加えたりして、児童が学習に興味・関心をもって課題の解

決に取り組めるよう配慮されている。 
５ 総合所見  各大題材の最初の「家庭科の窓」を基に、生活の営みに係る見方・考え方を働かせな 

がら、「３ステップによる問題解決的な学習」や課題と実践に関する「生活を変えるチ

ャンス！」を通して、児童が自ら考え、深い学びや実践的態度の育成につながるよう工

夫されている。また全ての児童に読みやすく意欲を高める工夫が多くされている。 
生活の営みに係る見方・考え方を働かせながら学べるよう、クローバーで表現された

4つの視点が学習の中で位置付けられ、身近な生活から課題を発見できるような提示

や小題材による問題解決的な学習の配列により、児童が主体的に考え、生活を工夫創

造できる力が養えるように配慮されている。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：保健  

発行者名 

採択基準 ２ 東京書籍（新しい保健） ４ 大日本図書（たのしい保健） 

１ 教科の目標からの配慮 (1) 身近な生活の中の課題を自分ごととして捉え、様々な学習活動を通

して知識を習得し、そうした知識を基に自分の考えを表現したり、他

者と交流したりすることができるよう構成されている。 

(1) 導入場面で身近な生活と重ねて自分ごととして考えることで、主体

的に取り組めるようにし、単元のまとめとして知識や技能が習得され

やすいよう配慮されている。 

２ 生徒の学習活動への配慮  ○内容の程度  ○学習活動への誘意性  本文、見出し、設問、 

提示文等の表現、さし絵、 

写真、図表、配色、コン 

トラスト等 

(1) 思考、判断したことを表現するために、１～４の各ステップの記述

欄を広く設け、書き込みがしやすいよう工夫されている。 

(2) 全ての小単元が「気付く・見付ける」から「まとめる・生かす」の

４つのステップで構成されており､児童の主体的・対話的な学びをサポ

ートするよう工夫されている。 

(3) 大きな写真やイラストが使用されていたり、追究方法別にマークが

示されていたりするなど、学習の意欲を高められるよう工夫されてい

る。 

(1) 大単元の導入で、日常生活の場面のイラストから健康･安全を視点に

学習課題をもてるようにし、「話し合う」などの学習活動により主体的･

対話的に学習できるよう配慮されている。 

(2) 役立つ知識や関連する動画や資料のウェブサイトの紹介を掲載し、

学習に広がりをもてるよう配慮されている。 

(3) 不安や悩みを軽くする方法を紹介したり、自分の経験を振り返った
りする事で、体育や生活と関連させて実感を伴って理解できるよう配

慮されている。 

３ 学習指導への配慮  ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的な知識・技能の習得」

のための工夫、「思考力・判断力・表現

力等の育成」のための工夫、「主体的に

学習に取り組む態度を養う」ための工

夫、関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価 

(1) 学習指導要領に示された内容について系統的な順序で示され、児童

が前年度の学習を踏まえて取り組めるよう工夫されている。 

(2) 「けがの手当」では、胸骨圧迫とAED について資料を示し、防災・

安全についての学習が充実するよう配慮されている。 

(3) 資料ページに豊富に写真やイラストが示されており、学びを広げら

れるよう工夫されている。 

(4) 各単元の終わりに「もっと知りたい、もっと調べたい」ことを記述

する欄が設けられ、単元の学習を振り返るとともに、更に学びを広げ

ることができるよう工夫されている。 

(1) 学習指導要領のねらいに即して系統的な順序に配慮し、内容が網羅

できるよう構成されている。 

(2) １時間の中に「話し合ってみよう」「やってみよう」「活用し深めよ

う」などの学習活動を位置づけ、関わり合いながら学習を進められる

よう配慮されている。 

(3) 写真やイラストを見開きページにまとめ、場面や状況をイメージし

ながら児童が理解しやすいよう配慮されている。 

(4) 「活用を深めよう」を授業のまとめとして位置づけ、１時間ごとの

まとめをするとともに、大単元全体の学習のあゆみをふり返られるよ

う配慮されている。 

４ 全体的な特色 

 

(1) 課題解決の学習過程を４つのステップで構成され、自分の考えを書

き込めるなど、主体的に学習を進められるよう工夫されている。 

(2) 各小単元の終わりに「資料」が示され、学習したことをより発展的

に学ぶことができるよう工夫されている。 

(1) 大単元導入時に学習ゲーム「わたしたちはどこかな？」を行い、絵

から日常に潜む保健的な課題を見いだし、多様な学習活動を通して資

質･能力を育成するよう配慮されている。 

(2)  様々な学習活動を通して課題を解決し、大単元の終末には、記号と

記述によるまとめができるよう配慮されている。 

５ 総合所見 

 

○１時間の学習過程を「課題提示、学習方法の提示、思考・判断・表現、

学習のまとめ・活用」となるように４ページを基本に構成し、主体的・

対話的な学びにつながるよう工夫されている。 

○発達段階に応じた文章や資料の配列となるよう、工夫されている。 

○振り返りのページでは、何を学んだか整理しながら知識を習得できる

構成となっている。 

○大単元導入時に学習ゲームを提示し関心を高め、主体的な課題解決学

習が進められるよう配慮されている。 

○児童の学習意欲を喚起するためのキャラクターの吹き出しは、イラス

トが魅力的ではない。また、シールを活用するようになっているが扱

いが難しい。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：保健  

発行者名 

採択基準 ２０７ 文教社（わたしたちの保健） ２０８ 光文書院（小学保健） 

１ 教科の目標からの配慮 (1) 身近な生活行動、生活環境の中から学習課題を見付け、「考える」「調

べる」「話し合う」活動を位置付け追究し、単元のまとめに記述する欄

を設け、自分の生活の中での実践につなげられるよう構成されている。 

(1) 健康や安全に対する課題を自分ごととして捉えて追究することを通

して、知識を習得することができるよう配慮されている。 

２ 生徒の学習活動への配慮  ○内容の程度  ○学習活動への誘意性  本文、見出し、設問、 

提示文等の表現、さし絵、 

写真、図表、配色、コン 

トラスト等 

(1) 単元のはじめに、生活場面をイメージしたイラストを基に、自分の

生活を振り返り、課題を明らかにして話し合うことを通して、主体的・

対話的な学習ができるよう配慮されている。 

(2) 「心の健康」では、学習活動の中に、ペアやみんなでできる運動を

位置付けるなど、運動領域の「体ほぐしの運動」と関連させて学習で

きるよう配慮されている。 

(3) 小単元のまとめの背景を黄色にするとともに、大切な語句を太字で

示すなど、見やすさや理解しやすいよう配慮されている。 

(1) 単元のはじめに４コマ漫画が示され、学習内容に対する問いをもち

やすくしたり、「話し合おう」が設定されていたりするなど､主体的・

対話的な学びを促すよう配慮されている。 

(2) 運動領域の「体ほぐしの運動」や、特別の教科道徳をはじめ、算数、

理科、家庭科といった他教科、他領域の学習との関連が図れるよう配

慮されている。 

(3) ページ下部に豆知識を掲載し、課題解決や発展的な学習に役立つ情

報が提示されている。 

３ 学習指導への配慮  ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的な知識・技能の習得」

のための工夫、「思考力・判断力・表現

力等の育成」のための工夫、「主体的に

学習に取り組む態度を養う」ための工

夫、関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価 

(1) 学習指導要領に示された内容について、４年間を見通した系統的な

順序で示されている。 

(2) 事例などを用いたディスカッションやブレインストーミングによ

り、友達と相互に関わり合いながら主体的・対話的に学習できるよう

配慮されている。 

(3) 脚注の「つぶやきくん」により、児童へのメッセージを記載し、学

習意欲がもてるよう配慮されている。 

(4) 各学年の章末に、「みんなで宣言しよう」の欄があり、単元の学習を

振り返るとともに、これからの健康な生活に向き合えるよう配慮され

ている。 

(1) 学習内容はねらいに即しており、４年間を見通して系統的な順序で

配列されている。 

(2) けがや病気からの回復について詳しく触れるなど、心身の健康につ

いて学習できるよう配慮されている。 

 (3) 保健に関連する職業や専門家のキャラクターのつぶやきが児童の主

体的な学びをサポートするよう配慮されている。 

(4) 大単元の終わりに「学習のまとめ」が設定され、自分の生活に生か

したいことをまとめる機会を設けるなど、知識の習得から今後の日常

生活の活用へと学びが深まるよう配慮されている。 

４ 全体的な特色 

 

(1) 学習の見通し持てるよう、単元のはじめに日常生活等を踏まえたイ

ラストを入れ、自ら課題を見付け追究しやすいよう配慮されている。 

(2) 学習したことを踏まえながら、今後の生活について考え、健康に対

する意欲が高まるよう配慮されている。 

 (1) 学習の進め方が明確に示されたり、友達と考えを伝え合う学習活動

が保障されたりするなど、見通しをもって他者と交流しながら学習で

きるよう配慮されている。 

(2) 学習の流れが分かりやすいように紙面を構成し、基本的・基礎的な

知識・技能を習得できるよう配慮されている。 

５ 総合所見 

 

○単元の導入が日常からの動機づけにつながるよう配慮されている。 

○資料が豊富で知識を習得できるよう詳しく解説されているが、1 時間

に扱う量としては多い。 

○図やグラフなど大きく示されていてわかりやすいが、実物写真など科

学的な資料が少ない。 

○原則１時間見開き1 ページの構成とし、日常生活での実践に結び付け

ることができるよう配慮されている。 

○話し合って考える活動や自分の考えを友達に伝える活動を取り入れ、

他者と考えを交流できるよう配慮されているが、話し合い活動に偏る

傾向がある。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：保健  

発行者名 

採択基準 ２２４ 学研教育みらい（みんなの保健）  

１ 教科の目標からの配慮 (1) 生活を振り返ったり、実習などの活動を取り入れたりすることで、

健康や安全について実践的に理解できるように構成されている。 

 

２ 生徒の学習活動への配慮  ○内容の程度  ○学習活動への誘意性  本文、見出し、設問、提示
文等の表現、さし絵、写真、

図表、配色、コントラスト等 

(1) 身近な生活場面の写真と自己の生活とを重ねながら問いを設定でき

るようにし、「調べる」「話し合う」などの活動により、主体的・対話

的に学習できるよう工夫されている。 

(2) 関連する情報を掲載したり、マークを使って学習の仕方をサポート

したりするなど、児童が学びやすいよう工夫されている。 

(3) 写真やイラストにより場面や状況を視覚的にイメージしやすくし、

学習意欲を高められるよう工夫されている。 

 

３ 学習指導への配慮  ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的な知識・技能の習得」

のための工夫、「思考力・判断力・表現

力等の育成」のための工夫、「主体的に

学習に取り組む態度を養う」ための工

夫、関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価 

(1) 学習指導要領の内容に即した事例を取り上げ、系統的な順序で配列

されている。 

(2) 「おうちで」や「ちいきで」では、家庭や地域での取組例を示して

生活場面での実践につなげたり、多様な学習形態により、関わりなが

ら主体的に学習を進めたりできるよう工夫されている。 

(3) 写真やイラストを用いて、生活場面をイメージしたり結びつけたり

しながら、児童が考えやすいよう工夫されている。 

(4)「ふり返る」「深める」「つなげる」が大単元のまとめとして位置づけ

られ、知識の習得や思考力の育成、主体的な態度について確認すると

ともに、生活に生かせるように工夫されている。 

 

４ 全体的な特色 

 

(1) 日々の生活行動を振り返り、健康との関連から課題を見いだし、他

者と交流しながら多様な学習活動を通して、資質・能力を育成できる

ように工夫されている。 

(2) 学習内容の補足や発展的な内容を、見開きページで資料として提示

し、主体的な学習をサポートするよう工夫されている。 

 

５ 総合所見 

 

○１時間の学習内容が見開き２ページにまとめられており、学習課題に

即して学習が展開されるように工夫されている。実物写真を多く掲載

し、興味・関心を高めるとともに科学的な理解が図られるよう工夫さ

れている。 

○生活と重ねて自分ごととして考えたり、他教科と関連付けたりするこ

とで、主体的に実践意欲が高められるように工夫されている。 

○振り返りのページでは、自己評価に加えて、学習したことを生かして

自分の考えを表現すること、生活に生かすことを大切に構成されてい

る。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：英語  

発行者名 

 

採択基準 

東京書籍(NEW HORIZON Elementary English 

Course 5, 6, Picture Dictionary) 
開隆堂（Junior  Sunshine） 

１ 教科の目標からの配慮 「聞く」「話す」から「読む」「書く」活動へ展開されるよう、内容が構
成され、実際のコミュニケーションにおける基礎的な技能を習得できる
よう配慮されている。 

単元の前半は聞く活動を繰り返し行い、後半は実際に友達とコミュニケー
ション活動をすることを通して、４技能をバランスよく習得できるよう工
夫されている。 

２ 生徒の学習活動への配慮  ○内容の程度  ○学習活動への誘意性  本文、見出し、設 

問、提示文等の表 

現、さし絵、写真、 

図表、配色、コン 

トラスト等 

 

(1) 使用する語や表現、量、難易度が発達段階に応じて考慮され、学習が
無理なく進められるよう配慮されている。 

(2) ２～３の単元を学習した後に、既習事項を用いて自分の考えや気持ち
を発表できるよう内容構成が配慮されている。 

(3) 日常生活に即した身近な話題から始まり、６年では、地球に暮らす生
き物や世界のつながりについて扱うなど、様々な話題をとりあげ、児
童の興味・関心が高まるよう工夫されている。 

(4) 「聞く」「話す」活動から始まり、既習事項を活用しながら、「読む」
「書く」活動に関連付けて学習ができるよう配慮されている。 

(5) やり取りや発表の活動の進め方が一目で分かるよう手順を追って示
され、どの語や文を入れ替えると自己表現につながるのか視覚的に分
かり、主体的に取り組めるよう配慮されている。 

(1) ３、４年生の外国語活動での既習事項を生かし、発達段階に応じて繰
り返し学習できるよう配慮されている。 

(2) 語彙に慣れ親しむ活動を繰り返し行い、複数の単元を学習した後に、
自分の考えを紹介したり友達とのやり取りを楽しんだりする「Project」 
の学習が位置付けられている。 

(3) 四季の行事や日常生活、学校生活に沿うよう単元が配列されており、
児童の関心・意欲が高まるよう工夫されている。 

(4) 繰り返し語彙に親しむ活動が重ねられ、単元の最後には既習事項を生
かしたコミュニケーション活動が取り入れられている。またその単元
で学習した単語を書くよう工夫されている。 

(5) イラストや写真、ピクトグラムを取り入れて、児童が文字の意味を推
測しやすくするよう配慮されている。 

３ 学習指導への配慮  ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的 

な知識・技能の習 

得」と「思考力・ 

判断力・表現力等 

の育成」のバラン 

ス、関連性・連続 

性、個に応じた指 

導、まとめと評価 

 

(1) ２～３の単元で学習したことを活用し、自分の考えを発表する活動が
年間に３つ設定され、既習事項を繰り返し指導できるよう配慮されて
いる。 

(2) 言語活動に必要な表現を各パートで理解、練習し、それらを組み合わ
せて活動できるよう、言語材料が適切に配列されている。 

(3) 学習した語や表現が別冊の「Picture Dictionary」にまとめられてお
り、各パートでどの語を使えばよいか主体的に選ぶことができるよう
配慮されている。 

(4) 英語を使う目的意識や相手意識をもちながら学習し、単元のまとめで
は、自分の考えを伝え合ったり、発表したりすることができるよう配
慮されている。 

(5) 活動に用いる語が文字として表記される際に、理解できるようその意
味を表す絵が添えられている。 

(6) ５、６年の単元の目標や、文字と音についての目標が「Picture 
Dictionary」の巻末にまとめられ、できるようになったことを児童が
チェックできるよう工夫されている。 

(1) １年間の児童の生活に即した場面や状況などで単元を設定し、既習の知
識と新たに得られた知識を活用してコミュニケーション活動ができる
よう工夫されている。 

(2) 単元の最初に扱った内容を語彙習得の活動をした後で再び取り入れる
など、言語材料の配列が工夫されている。音声で慣れ親しんだ単語を書
くなど、文字の学習が段階的に取り上げられている。 

(3) 児童が興味・関心をもって学習できる題材が設定され、ペアやグループ
活動などを多く取り入れ、友達と関わり合いながら主体的に学べるよう
工夫されている。 

(4) 児童にとって身近な場面や状況が設定され、必然性のあるコミュニケー
ション活動となるよう工夫されている。 

(5) 単元の最初のページには、その単元のゴールがイメージできるようなイ
ラストや写真が取り入れられている。 

(6) 一つ一つの活動を振り返るリストが設けられ、児童の到達度を把握でき
るよう工夫されている。単元の最終ページにも目標に沿って簡単に振り
返られるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色 

 

・２～３の単元のまとめに位置付いている「Check Your Steps」では、
児童が既習表現を活用し、見通しをもちながら主体的に活動に取り組む
ことができるよう工夫されている。 
・言語活動の際に使う語や表現が別冊の「Picture Dictionary」にまとめ
られており、児童の習熟の度合いに応じて取り組めるよう配慮されてい
る。 

・どの単元でも外国語活動で慣れ親しんできた活動やチャンツが取り入れ
られ、学年が上がっても多くの児童が抵抗なく学習できるよう工夫され
ている。 
・児童の興味・関心に配慮し、複数の単元で学んだことを活用し、自分の
思いを伝える活動が位置付けられている。 

５ 総合所見 

 

言語活動の目的や場面を明確にすることで単元の目標を達成しやすくし
たり、文化や場面の様子が分かりやすい写真を掲載したりすることで、
児童が主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度を養うよう工夫
されている。 

言語活動の目的や場面が児童の生活に身近であり、単元の目標を達成でき
るように学習過程が組まれ，児童の日常生活に身近な題材を取り上げ、協
働的・対話的な活動を繰り返すなど、主体的に学べるよう考慮されている。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：英語  

発行者名 

 

採択基準 
学校図書 １・２  三省堂（ ） 

１ 教科の目標からの配慮 前学年、前単元までの既習事項を生かして、４技能５領域の活動がバラ
ンスよく繰り返されるよう構成されている。 

身近な場面設定の中で、「聞くこと」から他の技能へと言語活動を通して、
既習事項が活用できるよう配慮されている。 

２ 生徒の学習活動への配慮  ○内容の程度  ○学習活動への誘意性  本文、見出し、設 

問、提示文等の表 

現、さし絵、写真、 

図表、配色、コン 

トラスト等 

 

(1) 発達段階に合わせた身近な場面が設定され、場面に日本語表記がある
ことで、無理なく内容を想像できるよう配慮されている。 

(2) 各単元に「Small Talk」のコーナーが設けられ、音声で十分慣れ親し
んだ内容を使って答えたり、既習事項を生かしたりしながら話す活動
へ展開できる構成が配慮されている。 

(3) 聞く活動の多くで、自分の気持ちや考えと重ね合わせる問いかけがあ
り、主体的な活動を促すよう工夫されている。 

(4) 各単元末に「Shaggy’s Story」を設け、既習表現を用いた話を聞き、
場面や内容を想像しながら、英文を見ることにより、音声と文字を関
連付けた学習ができるよう配慮されている。 

(5) 書き写す文の場面がイラストで示され、意味を想像しながら、取り組
めるよう配慮されている。 

(1) 無理なく学習ができるように、日本語による説明文が端的で、使用す
る英語の分量が配慮されている。 

(2) 児童が目標を設定し、目標に沿った振り返りを行う項目があり、既習
の英語表現を使って主体的な言語活動ができるよう配慮されている。 

(3) 単元の導入部分の語彙が充実していて、児童の興味・関心を引き出す
よう工夫されている。 

(4) 聞くことの活動で学んだ英語表現を使って、５領域それぞれの言語活
動へつなげられるよう、学習活動が精選されている。 

(5) 絵や挿絵は、英語表現や会話、学習活動の見通しをもち、絵の辞典と
して活用できるよう配慮されている。 

３ 学習指導への配慮  ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的 

な知識・技能の習 

得」と「思考力・ 

判断力・表現力等 

の育成」のバラン 

ス、関連性・連続 

性、個に応じた指 

導、まとめと評価 

 

(1) 「Word Corner」では、前後の単元と関連のある語彙を扱い、繰り返
し既習事項にふれられるよう工夫されている。 

(2) 音声で十分慣れ親しむことができるよう、キーセンテンスを聞いた回
数をチェックする項目を設けられたり、聞く視点を変えて複数回聞い
たりできるよう工夫されている。 

(3) 各単元の冒頭に「レッスンの目標」としてゴールを明確にし、目標に
基づく振り返り「Check Time」が設けられ、ゴールに向かって主体的
に取り組めるよう工夫されている。 

(4) 年間２回の「Project Time」で、既習事項を生かした発展的な表現活
動を促し、児童の学習段階に応じた取り組みができるよう配慮されて
いる。 

(5) 各単元末の「Use & Check」は単元のめあてに関連した問題が設定さ
れ、例文やさし絵を基にしながら４技能をバランスよく取り入れるよ
う工夫されている。 

(6) 単元末で、３つの資質・能力に基づいた自己評価や、思いの記述がで
きるため、児童の到達度を把握することができる。 

(1) Hopで扱う２～３単元のねらいや各単元の内容、Jump で扱う場面設
定が系統的であり、５領域の目的と内容に適している。 

(2) 児童の目的に合った英語表現を使って｢話すこと｣の活動が行えるよう
に、多くの語彙に触れたり、それらを使った表現を実際の場面で使った
りする学習活動ができるよう配慮されている。 

(3) 伝える方法や英語表現を児童の習熟や目的に応じて選択し、考えながら
学習することで、主体的な言語活動となるよう配慮されている。 

(4) 単元のまとまりごとの場面設定が明確であり、既習表現を選んでコミュ
ニケーションに取り組むことができるよう配慮されている。 

(5) 挿絵や写真は英語表現を推測できるように関連付けられており、学習活
動の見通しがもてるよう工夫されている。 

(6) Jumpで振り返ったことを、Jump２で改善し、まとめと振り返りが二
段階で行うことができるとともに、巻末のCAN-DOリストで各観点の
自己評価が行えるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色 

 

・単元の始まりに付ける力が示され、15 分単位で活動ができる構成で作
られており、さらに各活動での指示が明確なため、学習展開を構成しや
すいよう工夫されている。 
・前学年とつながる内容や前後の単元とつながる内容が扱われており、既
習事項を生かすことで児童の負担が少なく取り組めるよう工夫されて
いる。 

・単元のまとまりが、５年生では自分のことや他者のこと、６年生では学
校のことや地域のことなど発達段階に応じた場面設定になるよう工夫さ
れている。 
・単元のまとまりによって児童の発達や興味・関心に即した言語活動に配
慮しながら、関連性のある段階的な指導ができるよう工夫されている。 

５ 総合所見 

 

身近な話題や日常の場面が設定されており、相手の状況や場面を推測し
て、自分の気持ちを伝え合うことができるよう、また、 様々な国の文化
を学び、他教科との関連を図ることで英語を通した学習の意欲が高まる
よう配意されている。 

語彙や表現に十分に慣れ親しんだ後、それらを児童の思考に応じて言語活
動ができるよう配慮され、分かりやすく伝えること、会話を続ける工夫な
どが扱われ、コミュニケーションを図ろうとする態度を養うよう配意され
ている。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：英語  

発行者名 

 

採択基準 

教育出版（ONE WORLD Smiles） 光村図書（Here We Go!） 

１ 教科の目標からの配慮 平易な聞く活動から、徐々に発信へとつなげ、５領域の技能をバランス
よく習得できるよう工夫されている。 

聞く活動から徐々に話す活動、書く活動、読む活動へと学習が進んでいき、
段階を追って基礎的な技能を身に付けられるよう配慮されている。 

２ 生徒の学習活動への配慮  ○内容の程度  ○学習活動への誘意性  本文、見出し、設 

問、提示文等の表 

現、さし絵、写真、 

図表、配色、コン 

トラスト等 

 

(1) 「読むこと」「書くこと」への負担感が考慮され、他教科で学んだ教
材を盛り込み無理なく進められるよう配慮されている。 

(2) 必然性のある活動の設定と「ふりかえり表」を通して、学習への関
心・意欲が高まるよう配慮されている。 

(3) 学校生活に即した身近な題材が多く、写真や地図などとともに分か
りやすく示されている。 

(4) 既習事項を活用しながら、「聞く」活動から徐々に「話す」活動や「書
く」活動につなげ５領域を関連付けて学習ができるよう配慮されて
いる。 

(5) 写真、図表、地図が鮮明で、伝える相手として外国人の姿を掲載す
るなど、「やりとり」や「発表」の様子が分かりやすいイラストを使
い、理解や表現を助けるよう配慮されている。 

(1) 平易な表現から少しずつ難しい表現へと学習が進むよう配慮されてい
る。 

(2) 各単元の終末には、その単元で学習した言語材料を用いて、互いの考
えや気持ちを伝え合う活動が展開されるよう配慮されている。 

(3) 他教科で学んだことを生かせる活動が設定されており、児童の学習意
欲が高まるよう工夫されている。 

(4) 各単元の「Hop」で聞く活動、「Step」で聞く、話す、書く活動を通し
て外国語表現に慣れ親しみ、「Jump」でそれまでの学習を生かした４
技能に関わる活動ができるよう配慮されている。 

(5) 写真、さし絵が鮮明であり、やり取りや発表の仕方が絵や写真で示さ
れており、児童の理解を助けるよう配慮されている。 

３ 学習指導への配慮  ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的 

な知識・技能の習 

得」と「思考力・ 

判断力・表現力等 

の育成」のバラン 

ス、関連性・連続 

性、個に応じた指 

導、まとめと評価 

 

(1) We Can!を基に語彙、表現、単元が構成されていて、基礎から発展的
な学習へと系統的な指導ができるよう配慮されている。 

(2) コミュニケーションへの気付きを促し、学んだ知識や技能を生かしな
がら「話すこと」「書くこと」の構成を配列するなど、児童の思考力、
判断力、表現力等を高めるよう工夫されている。 

(3) ペアやグループで取り組む活動、協力し合う活動を通して、自尊感情
や他者理解を深め、児童が主体的に学習に取り組めるよう配慮されて
いる。 

(4) ６年 Lesson７～９の単元末では、学んできた要素を組み合わせて、
文構造への気付きを促す活動を設定するなど、既習事項の定着を助け
るよう配慮されている。 

(5) 絵カード、自己表現のためのワークシート、活動用シールなど、言語
活動を行う際、表現意欲を高めるよう工夫されている。 

(6) この教科書で目指すことが「知識及び技能」「思考力、判断力、表現
力等」「学びに向かう力、人間性等」の観点で冒頭にまとめられていて、
年間を通じて意識できるよう工夫されている。 

(1) 単元の配列は We Can! と共通している部分が多く、平易なものから段
階的に難度が高くなるように配列されている。 

(2) 各単元の「Hop」でストーリー映像を見ながら英語の使用場面を理解し、
「Hop」と「Step」で表現に慣れる練習が行えるよう工夫されている。 

(3) 単元の途中では友達との簡単なやり取り、単元の最後には、その単元で
学習したいくつかの言語材料を用いてのやり取りや発表が位置付けら
れ、習熟の程度が配慮されている。 

(4) コミュニケーションの目的が明確に示されており、目的を達成するため
に必要な表現を考えて言語活動を行えるよう配慮されている。 

(5) 単元のゴールの様子や発表で使う資料が写真で示され、児童が見通しを
もてるよう工夫されている。 

(6) 各単元のはじめに、その単元のゴールと、単元内での段階を追った目標
が示されており、見通しをもって指導することができるよう工夫されて
いる。 

４ 全体的な特色 

 

・児童が学習の見通しをもって学べるように、単元の目標が明示され、必
然性のある活動や「ふりかえり表」を通して、児童が学習の見通しをも
って学べるよう工夫されている。 
・６年生の最後には、児童が身に付けた力について「My Book」として
まとめ、自己の高まりを実感することができるよう配慮されている 

・各単元は「Hop」「Step1」「Step2」「Jump」の順で見開きごとに進み、
スモールステップで４技能が身に付けられるよう配慮されている。 
・アルファベットの読み書きの学習が定期的に配置され、アルファベット
の形や名称、音を認識し、徐々に書くことができるよう配慮されている。 

５ 総合所見 

 

各学年や単元で目標や振り返りを明確に位置付けたり、他教科で学んだ
要素を英語学習に生かしやすい活動やテーマを設定したりすることで、
児童が学習の見通しをもって主体的に学べるよう考慮されている。 

コミュニケーションの目的がはっきりした言語活動や、単元で学習したこ
とを活用して行う言語活動が位置付けられ，また多様な文化にふれたり、
友と関わりながら活動したりすることをとおして、学習の意欲を高めるよ
う工夫されている。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：英語  

発行者名 

 

採択基準 

啓林館（Blue Sky） 

１ 教科の目標からの配慮 全単元で、４技能５領域がバランスよく位置付けられ、基礎的な知識及
び技能が習得できるよう工夫されている。 

２ 生徒の学習活動への配慮  ○内容の程度  ○学習活動への誘意性  本文、見出し、設 

問、提示文等の表 

現、さし絵、写真、 

図表、配色、コン 

トラスト等 

 

(1) 各パートのめあてを達成することで単元の目標に到達できる仕組み
になっており、スモールステップで進められるよう学習過程が配慮さ
れている。 

(2) 単元末には、主体的に考え、伝え合う言語活動の場が設定され、必要
な語句はWord Listから選択できるよう工夫されている。 

(3) 音声から習得した表現を用い、自分に重ねて考えたり伝えたりする活
動があり、児童の主体的な学びを促すよう工夫されている。 

(4) チャンツに文字とアクセントが表記されている。繰り返し聞き、発話
する音声中心の活動や、アルファベットの復習をし、書く活動など、
５領域を関連付けた学習となるよう配慮されている。 

(5) 英語の語句の意味や英語表現が推測できるような写真やさし絵があ
り、児童の理解を助けるよう配慮されている。 

３ 学習指導への配慮  ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的 

な知識・技能の習 

得」と「思考力・ 

判断力・表現力等 

の育成」のバラン 

ス、関連性・連続 

性、個に応じた指 

導、まとめと評価 

 

(1) １単元が３パートで区切られ、見開き１ページを２時間で扱うよう学
習の流れがパターン化されている。身近な基礎的内容から既習事項を
意識した発展的な活動へと学びが工夫されている。 

(2) 単元表紙には、Small Talkに使える素材が表現され、絵を見ながら既
習事項を使って導入に適した即興的なやり取りができる。 

(3) 相手を意識しながら英語を使う必然性のある場面設定がされている。
繰り返しの学習に適している題材に「モジュールマーク」があり、短
時間学習にも対応できるよう配慮されている。 

(4) 年間３回の「REVIEW」では、自分の得た情報や状況を基に他者を
意識した、思考力、判断力、表現力等を働かせたコミュニケーション
能力の育成が見込まれるよう配慮されている。 

(5) ページの英語表記、さし絵や語句や英語表現の明確な提示により、語
句の意味や表現を無理なく習得できるよう工夫されている。 

(6) 単元学習後の自己評価の記述による振り返りから、児童の「学びに向
かう力」を把握することができる。Can-Do リストは、年間の４技能
５領域の到達度が確認できるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色 

 

・学習の流れが見開き１ページで明確化されており、各パートで４技能が
網羅されている。 
・自己評価で学習意欲を喚起し、場面や状況を考えたり他者を意識したり
した、必要感のあるコミュニケーション活動を通して、児童の「学びに
向かう力」を高められるよう配慮されている。 

５ 総合所見 

 

言語活動の目的や場面、状況が明確で、 異文化理解や音声の違いへの気
付き、場面や状況に応じた活動を段階的に取り入れており、主体的に、
自分の考えや気持ちを表現する活動を行えるよう配意されている。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：道徳 

発行者名 

 

採択基準 

東京書籍（新しい道徳） 学校図書（かがやけ みらい） 

１ 教科の目標からの配慮 道徳授業が起点となり考え続けたくなる活動を配列することで、生

き方についての考えを深められるよう配慮されている。 

自他の考えを比べたり体験から立場の違いを考えたりできる発問や

活動を示し、多面的・多角的に考えられるよう配慮されている。 

２ 生徒の学習活動への配慮  ○内容の程度  ○学習活動への誘意性  本文、見出し、設 

問、提示文等の表 

現、さし絵、写真、 

図表、配色、コン 

トラスト等 

 

(1) 歌、先哲の生き方など、多様な教材を、発達段階に合わせて配
置し、児童自ら関心をもち読み進められる配慮がされている。 

(2) 「つながる・広がる」では、他教科との関連が示されることで、
つながりを意識することができるよう工夫されている。 

(3) 発達段階に合わせた人間関係の築き方の活動があり、実際に関
わり合う活動で道徳的価値が深められるよう配慮されている。 

(4) 「問題を見付けて考える」で、発達段階に応じた問題を、児童
自ら他者と関わりながら追求できるよう配慮されている。 

(1) 「きづき」は、学校行事や生活に配慮した題材を配置し、児童が
興味・関心をもって読み進めることができるよう配慮されている。 

(2) 「きづき」に、教材文のみが掲載されており、教材を読んだ際に、
児童自らが問いをもてるよう配慮されている。 

(3) 「まなび」に、「自分の考え」と「友だちの考え」の記述欄があり、
他者の考えに意識を向けられるよう工夫されている。 

(4) 巻末に「まなびのヒント」を掲載し、他者と共に追求する際の留
意点や学び方を示し、実際に行いたくなるように工夫されている。 

３ 学習指導への配慮  ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的な知識・技能 

の習得」のための工夫、 

「思考力・判断力・表現力等の 

育成」のための工夫、 

「主体的に学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価 

 

(1) 教材を発達段階に合わせて配列したり、自分との関わりで考え
られる教材を配置したり、道徳的価値の自覚を深める指導がで

きるように配慮されている。 

(2) 話し合い活動を促す教材を巻頭に配置し、授業のはじめに、話
し合いや追求のあり方を指導できるよう配慮されている。 

(3) 現代的な課題の教材を配置し、特にいじめ問題については、複
数教材で考えられるよう配慮されている。 

(4) 巻末に折り込みとして多数の写真が用意され、視覚的な理解や
他教科との関わりに生かせるよう工夫されている。 

(5) 「学習の振り返り」があり、児童の実態に合わせた評価欄に毎
時自己評価できるようにし、また学期毎、年毎に自己評価頁を

設け、成長の様子を継続して把握できるよう配慮されている。 

(1) 「きづき」は、文章だけでなく、新聞記事や漫画など多様な読み
物教材を学校行事や発達段階に配慮して配置し、児童の興味・関

心を促せるよう配慮されている。 

(2) 教材文と発問が分冊形式になっており、ねらいに合わせて活用し
ながら、多様な授業づくりがしやすいよう配慮されている。 

(3) 情報モラル、いじめ問題等を扱い、自他の考えを記述する欄を設
けており、比較の中でよりよく判断できるよう配慮されている。 

(4) 「きづき」は、教材ごとにQRコードで登場人物の絵が表示でき

るようになっており、内容理解の助ける工夫がされている。 

(5) 「まなび」には、視点毎に教材がまとめられており、それぞれの
視点についての児童の育ちを、記述内容を基に捉えられるよう工

夫されている。 

４ 全体的な特色 

 

多様な学習が進められるように教材が配置され、児童と教師が問題

を共有して追求が進められるよう発問が精選されている。 

分冊形式で読み物と発問が分けられており、児童がもつ問いを大切に

した追求を保障している。 

５ 総合所見 

 

教材の冒頭で学習のテーマを示したり、発問を精選したりすること

で、授業で考えることや話し合うことを焦点化して、学習する内容

がわかりやすくなるよう配慮されている。 

「きづき」だけを使い、児童が立ち上げる問いを基に、授業を展開し

たり、「まなび」を使い、つながりを意識した学習を展開したり、教

師の工夫で多様な学びができるよう配慮されている。 
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教科用図書調査研究調書                                            小中別：小学校  種目：道徳 

発行者名 

 

採択基準 

教育出版（はばたこう明日へ） 光村図書（きみがいちばんひかるとき） 

１ 教科の目標からの配慮 役割演技や動作化の活動を示し、感じた思いを伝え合うことで道徳

的価値を多面的・多角的に考えられるよう配慮されている。 

年間を３つのまとまりに分け、系統的に教材配置し、児童が自分の生

き方への考えを深めることができるよう配慮されている。 

２ 生徒の学習活動への配慮  ○内容の程度  ○学習活動への誘意性  本文、見出し、設 

問、提示文等の表 

現、さし絵、写真、 

図表、配色、コン 

トラスト等 

 

(1) アスリートや日本社会の発展に貢献した先人や偉人などの教材
の配列が、児童の発達段階に応じて配慮されている。 

(2) 動作化や役割演技などの活動のやり方を、吹き出しとイラスト
で示すことで、児童が取り組みやすくなるよう工夫されている。 

(3) 動作化や役割演技などの体験的な活動を位置づけ、道徳的価値
を多面的・多角的に考えられるよう工夫されている。 

(4) 教材文の後に児童が共感できそうな考えを複数示し、児童が多
面的・多角的に考えるきっかけがつかめるよう配慮されている。 

(1) 道徳的価値の葛藤を多く含んだ身近な事象を発達段階に応じて取
り上げ、児童が自分の姿と重ねやすい配慮がなされている。 

(2) 冒頭で問題意識を立ち上げられる発問、「考えよう・話し合おう」
を設け、主体的・対話的な追求を誘う工夫がされている。 

(3) 「考えよう・話し合おう」では、児童自らが仲間と思いを伝え、
自身の思いを見つめ直したくなる発問の工夫がされている。 

(4) 「演じて考えよう」では、役割演技や話し合いの手立てを示し、
考えを深める体験的な学習ができるよう配慮がなされている。 

３ 学習指導への配慮  ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的な知識・技能 

の習得」のための工夫、 

「思考力・判断力・表現力等の 

育成」のための工夫、 

「主体的に学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価 

 

(1) 低学年では物語教材、中学年では生活教材、高学年では先哲の
生き方を取り上げた実話教材を盛り込み、発達段階に応じた教

材配列が工夫されている。 

(2) 「やってみよう」を提示し動作化や役割演技をしたり、自分に
置き換えて考えたりする体験的な活動を促すことで、他者と関

わり合いながら学習に取り組めるよう配慮されている。 

(3) いじめ問題、情報モラルなどの現代的な課題を、多様な教材で
構成し、多面的・多角的に考えられるよう配慮されている。 

(4) 登場人物や主人公の表情を細やかに表現し、絵や写真から人物
の心情や気持ちの変化が想像できるよう工夫されている。 

(5) 巻末の「学びの記録」と「一年間の道徳の学習のふり返り」を
利用し、児童の学びや成長が把握できるよう工夫されている。 

(1) まとまりごとのテーマを目次に示し、関連教材を配置し、現代的
な課題を連続して扱えるなど、教材配列について工夫されている。 

(2) 「つなげよう」では、他教科や学校行事との関連付け、図書の紹
介があり、計画的発展的な指導ができるよう配慮されている。 

(3) 複数の教材とコラムを組み合わせた「ユニット」を位置づけ、い
じめなどの現代的な課題が豊富に取り上げられ、多面的・多角的

に考える場を設定できるよう配慮がされている。 

(4) 学習内容の理解を助けるさし絵、写真、QR コードなどが適所に

配置され、道徳的価値の追求に迫れるよう配慮されている。 

(5) 「学びの記録」では、低学年ではマーク式、中学年以上は記述式
と発達段階に応じた振り返りの記述を促すことができる工夫がさ

れている。 

４ 全体的な特色 

 

道徳的な行為に関する体験的な学習を取り入れ、児童が自ら考え、

対話を通して考えを深められるよう工夫されている。 

児童が自分の問題として捉えられる構成となっており、問題解決的な

学習、体験的な学習が展開できるように工夫されている。 

５ 総合所見 

 

動作化や役割演技などの体験的な学習を多く設け、自分ごととして

考えた上で、他者と関わりながら深い学びが展開できるように配慮

されている。 

現代的な課題や身近な場面を含めた多様な教材を配置し、問題解決的

な学習などの指導方法の工夫を取り入れ、多面的・多角的に考えたり、

自分との関わりで深めたりできるよう工夫されている。 
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発行者名 

 

採択基準 

日本文教出版（生きる力） 光文書院（ゆたかな心） 

１ 教科の目標からの配慮 発達段階に応じた言葉で内容項目が示されたり多様な教材が掲載さ

れたりして、学習の意義を理解し進んで学べるよう工夫されている。 

読み進める際に、児童が立ち止まって考える発問がページの下部に配

置され、多面的・多角的に考えることができるよう配慮されている。 

２ 生徒の学習活動への配慮  ○内容の程度  ○学習活動への誘意性  本文、見出し、設 

問、提示文等の表 

現、さし絵、写真、 

図表、配色、コン 

トラスト等 

 

(1) 「道徳ノート」が別冊で付き、文字が未習得の時期でも印や色
を付ける方法で学びの記録ができるよう工夫されている。 

(2) 教材中の出来事から道徳的価値について考えられる発問を一つ
に絞って提示し、児童が熟考できる配慮がなされている。 

(3) 教材で追求した後に「学習の手引き」を配置し、問題解決的な
学習の在り方を示し、より深く考えられるよう配慮されている。 

(4) 教材名の横にあらすじや登場人物を示し、場面把握が容易にな
るよう配慮がされている。 

(1) 追求への必要感が持てる冒頭の発問や、教材欄外の発問が適切に
配置され、児童が追求したくなるような配慮がされている。 

(2) 教材終末の「まとめ」「広げる」は、追求への促しがあり、児童が
主体的に、相互に関わり合って学習できるように工夫されている。 

(3) 全学年で「みんなでやってみよう」のページを設け、体験的な学
習を通して考えることができるように配慮されている。 

(4) 見開き２ページを基本にレイアウトされ、１、２年は、文の途中
でページをめくることがないように配慮されている。 

３ 学習指導への配慮  ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的な知識・技能 

の習得」のための工夫、 

「思考力・判断力・表現力等の 

育成」のための工夫、 

「主体的に学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価 

 

(1) 多様な主教材に加え、「ふろく」として補助教材をそろえ、各学
校や児童の実態に応じた指導ができるよう配慮されている。 

(2) 学びの流れが発問で示され、児童の問いや追求を大切にした指
導ができるよう配慮されている。 

(3) 全学年で年 3 回「人との関わり」について継続的に指導できる

よう教材を配列し、その中でいじめ問題にかかわる教材を掲載

し、計画的に人権尊重の精神を育めるよう配慮されている。 

(4) 写真や絵図が豊富かつ色彩が鮮やかで、見開き一面で扱ったり、
印象的な場面や部分をアップにしたりして、指導過程で内容の

理解を補えるような配慮がされている。 

(5) 「道徳ノート」に自由記述欄を設けて考えを深めたり、保護者
に提示して児童の成長を共有できたりする配慮がされている。 

(1) 発達段階に応じて配列され、生命尊重、情報モラル等の学年共通
のテーマについては、単元で学習できるように配慮がされている。 

(2) 各学年の重点主題は、中表紙に大きく発問を示した後に複数の教
材が掲載され、意識を継続して学習できるよう配慮されている。 

(3) いじめなどの現代的課題について、全学年で連続して指導できる
ように教材が配置され、発問は多様な価値観を引き出せるよう配

慮されている。 

(4) さし絵や写真が適切に配置され、内容理解や登場人物の心情理解
がしやすいように配慮されている。 

(5) 巻末の「学びの足あと」では、１、２学年では「かお」、３学年以
上は「心の矢印」の欄を設け、児童が１時間の振り返りを短時間

で記入でき、蓄積できるように工夫されている。 

４ 全体的な特色 

 

学びの流れを 3つの発問で示し、児童と教師が追求への見通しをも

ち、主体的に学べるよう配慮がなされている。 

冒頭で問いがもてる発問、教材に沿った発問、終末で振り返りの発問

を示し、全学年共通の学習の流れで構成されている。 

５ 総合所見 

 

「ふろく」を含めた多様な教材で、精選された発問が示され、追求

時に別冊の「道徳ノート」を活用することで、児童が自らの成長を

感じたり、多面的・多角的に考えたりできるよう工夫されている。 

問いをもてる発問を冒頭に、立ち止まって考える発問を中盤に、道徳

的価値を深く考えられる発問が終末に示され、仲間と共に考え、追求

を日常生活に生かしたくなるような配慮がされている。 
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発行者名 

 

採択基準 

学研教育みらい（新・みんなの道徳） 廣済堂あかつき（小学生の道徳） 

１ 教科の目標からの配慮 つなげ、広げ、深め、やってみようという内容の特設ページを配置

し、多様な学習形態で追求できる配慮がされている。 

関連書籍や格言、調べ学習へと、「学習を広げる」発問により、多面

的・多角的に道徳的価値をとらえる配慮がされている。 

２ 生徒の学習活動への配慮  ○内容の程度  ○学習活動への誘意性  本文、見出し、設 

問、提示文等の表 

現、さし絵、写真、 

図表、配色、コン 

トラスト等 

 

(1) 話し合いを、１年生は２人組、２年生以上は４人組と例示する
など、発達段階に応じて学習が進められるよう工夫されている。 

(2) 教材冒頭に主題名を記載しないことで、その児童なりの問いを
もち、道徳的価値の追求ができるよう工夫されている。 

(3) 各学年に役割演技を行う教材があり、演技の仕方をイラストで
示し、困難なく活動を行える配慮がされている。 

(4) 教材末の「考えよう」の発問から多面的・多角的に考えること
ができるよう配慮されている。 

(1) 文章の長さや分量、難易度、発問の質や量について、一単位時間
内で追求できるよう、発達段階に応じた配慮がされている。 

(2) 本冊で学んだことを基に別冊「道徳ノート」で考えることで、道
徳的価値の理解をさらに深めたくなる工夫がされている。 

(3) 「学習の道すじ」として学習のめあてが示されており、学習の見
通しをもちながら主体的に学べる工夫がされている。 

(4) 「学習を広げる」で、役割演技や関連書籍、格言、調べ学習に誘
う内容を示し、多面的・多角的な学習への配慮がされている。 

３ 学習指導への配慮  ○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的な知識・技能 

の習得」のための工夫、 

「思考力・判断力・表現力等の 

育成」のための工夫、 

「主体的に学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個に応じた指導、

他者との協働、まとめと評価 

 

(1) ２学年ごとに発達段階を考慮した重点内容項目で「ユニット学
習」を設けたり、年間を通じた学びについて示したりして、見

通しをもった指導が行えるよう配慮されている。 

(2) 教材の後にコラムを設け、道徳的価値について多面的・多角的
に考え、より深く学べる場を設定できるよう配慮されている。 

(3) 全学年でいのちを最重点テーマとし、複数の教材で学習できる
ように教材を配置し、生命尊重についていじめをはじめ様々な

側面から考える場が設定できるよう配慮されている。 

(4) 見開きで原寸大の写真を掲載することで、イメージを持ちやす
く、自分との関わりで考えることができるよう工夫されている。 

(5) 巻頭に「自分のことを書いてみよう」、巻末に「心の宝物」を記
入する欄を設け、児童の成長を把握できるよう工夫されている。 

(1) 発達段階に合う、長く読み継がれている読み物教材や、親しみや
すい人物教材を、各学年に適切に配列する工夫がされている。 

(2) 本冊で学んだ内容を基に、自己を見つめ、考えを深めていくこと
ができる別冊「道徳ノート」を活用できるようにすることで、発

展的な授業構成を創意工夫できる配慮がされている。 

(3) 現代的な課題に関わる教材を発達段階に応じて取り上げ、身近な
問題として捉え、多様な価値観を引き出せる配慮がされている。 

(4) さし絵は内容理解を行う指導の妨げにならないように色合いを
柔らかくし、適切な大きさとなるような配慮がされている。 

(5) 別冊「道徳ノート」に、１年間の「学習の記録」を累積していく
ことで、児童、保護者が読み返し学習状況を振り返るとともに、

成長が確かめられるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色 

 

教材冒頭に主題名を明示せず、道徳的価値を多面的・多角的に考え

ることができるよう工夫されている。 

本冊では児童の話し合いや発展的な学習、別冊では自己を見つめる観

点を大切にした学習ができるよう工夫がされている。 

５ 総合所見 

 

教材との出会い・教材をもとに他者との対話・対話をもとに自己へ

の問い直しという一連の授業の構成で、児童の主体的な学びから道

徳的価値の理解を深められるよう配慮されている。 

教材をもとに主体的・対話的な学習ができる本冊と、自己と向き合い

道徳的な思考を深められる別冊で、多面的多角的な思考を促し、道徳

的価値の理解を深められるよう配慮されている。 
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