
平成３１年度使用

小 学 校 用 教 科 用 図 書 の

選 定 に 必 要 な 資 料

島根県教育委員会



Ａ 東京書籍 Ｉ 光村図書出版

Ｂ 大日本図書 Ｊ 帝国書院

Ｃ 開隆堂出版 Ｋ 啓林館

Ｄ 学校図書 Ｌ 日本文教出版

Ｅ 三省堂 Ｍ 文教社

Ｆ 教育出版 Ｎ 光文書院

Ｇ 信州教育出版社 Ｏ 学研教育みらい

Ｈ 教育芸術社

各発行者記号は、次のとおりである。



「選定に必要な資料」の観点は以下のとおりである。

観 点 説 明

１ 内容、程度、分量等 記述された内容、程度が、児童の発達の段階に適合しているか。また、分量が適

切であるか。

２ 教材の選択や構成等 取り上げられた教材の選択や構成は、学習を効果的に進めるために適切なものに

なっているか。

３ 興味・関心への配慮等 児童が興味・関心をもって学習できるように工夫されているか。

４ 教科の特性、県の実態や課題へ 各教科の特性が生かされ、島根県の実態や課題に適合しているか。

の適合等

５ 発展的学習、自学自習について 発展的に学習する手立てや家庭で自学自習できる工夫が盛り込まれているか。

の工夫

６ その他 観点１～５にあてはまらない内容やその他特筆すべき事項

総括 観点１～５及びその他についての記述や感性を育む要素などを総合したその教科

用図書の全体的な特徴等



　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

Ａ

○６年「プロフェッ
ショナルたち」
(p.191)では、自分の
将来や生き方について
考えることができ、６
年間で身に付けた説明
文の読みの力を使うよ
う示されている。
○１年の単元は、日常
生活に合わせた内容や
韻を踏んで楽しめる内
容が配置されており、
入門期の児童にとって
親しみをもって学習を
始められるよう配慮さ
れている。

○４年下の「世界一美
しいぼくの村」(p.71)
と「世界一美しい村へ
帰る」(p.154)を読み
比べるように構成され
ている。
○３年上「ほけんだよ
り」(p.104)、４年上
「広告」(p.97)、５年
「新聞」(p.65)、６年
「投書」(p.61)と発達
段階に応じた読み比べ
の教材を取り入れ、表
し方の工夫や書き手の
意図を読み取る力が付
くよう工夫されてい
る。

○１年上「ねことねっ
こ」(p.39)「いしやと
いしゃ」(p.64)では、
促音、長音、拗音の言
葉の学習の導入にリズ
ム打ちを取り入れ、定
着が図られるよう工夫
されている。
○３年下「人物を考え
て書こう」(p.27)で
は、４コマ漫画作文を
取り上げ、児童が場面
を楽しみながら物語を
作ることができるよう
工夫されている。

○２年上p.22のように
２年以上の各学年に
「ノート作り」を配置
し、学習の見通しや振
り返りなど、学習の構
えを作る上で参考とな
る項目が設定されてい
る。
○ローマ字の学習が３
年だけでなく４年でも
取り上げられ、ローマ
字の確実な習得を図ら
れるよう配慮されてい
る。(上p.69)

○３年「調べて書こ
う。わたしのレポー
ト」(p.76)では、身近
な題材をテーマに取り
上げてレポート作りを
行うなど、調べ学習の
基本が学べるよう工夫
されている。
○３年下「案内の手紙
を書こう」(p.44)、４
年下「お願いやお礼の
手紙を書こう」(p.50)
など、総合的な学習の
時間と関連付けられる
内容となっている。

○「町の幸福論」
(6年p.129)では隠
岐郡海士町の取組
が紹介されてお
り、ふるさと教育
につながる内容と
なっている。
○２年以上におい
て「図書館へ行こ
う」というページ
が取り入れられ、
学校図書館を活用
する活動が系統
的・段階的に設定
されている。

○各単元の学習で付け
たい力を焦点化し、
「言葉の力」として単
元末に明示するととも
に、巻末には領域ごと
に整理した「『言葉の
力』のまとめ」を設定
し、身に付けた力の振
り返りや確認ができる
よう工夫されている。
○読むことと書くこと
を関連付けた複合単元
を配列し、身に付けた
読みの力を発揮するこ
とができるよう配慮さ
れている。

Ｄ

○４年下「自分の安全
は自分で守ろう」
(p.24)等、「この単元
の学習の流れ」が単元
の冒頭に示され、児童
が見通しをもって学習
に臨めるよう配慮され
ている。
○２年上「お話クイズ
大会をしよう」(p.76)
では、クイズを出し合
う言語活動を通して、
読むことのねらいの達
成を図ることができる
よう配慮されている。

○説明文は２教材で構
成され、「読むレッス
ン」で獲得した力を活
用して主体的に学習で
きるよう工夫されてい
る。
○「東京スカイツリー
のひみつ」(5年上
p.36)では、頭括・尾
括・双括型を読み取
り、「文章構成の効果
を考える①②」(6年上
p.62、下p.86)で書く
力が身に付くよう工夫
されている。

○２年上「ヤマタノオ
ロチ」(p.86)では、島
根の神話を取り上げ、
郷土への関心をもた
せ、児童が興味をもっ
て読み広げるよう工夫
されている。
〇４年下「これであな
たも作家になれる」
(p.64)では、漫画のコ
マを並べ替えたり、吹
き出しにセリフを書い
たりすることで、お話
作りに取り組みやすい
よう工夫されている。

○５年下「表やグラフ
を使って伝えよう」
(p.30)では、根拠を
もって説明する力を伸
ばすために、非連続型
テキストを読み取る学
習が示されている。
○３年下「考えを広げ
よう、まとめよう」
(p.80)や４年上「ド
リームツリーを作って
発表しよう」(p.54)で
は、ウェビングマップ
やＫＪ法など、思考を
整理し表現を広げる方
法が示されている。

〇６年上「インター
ネット・コミュニケー
ション」(p.34)では、
家庭における情報機器
を使った調べ学習など
を行う際に、適切な使
い方ができるよう配慮
されている。
○児童が授業で学んだ
言葉などを各学年の巻
末の資料編に収め、家
庭学習などの拠りどこ
ろとなるよう配慮され
ている。

○巻頭に「学級作
り」があり、３年
上「コロコロス
ピーチ」(p.6)で
は、楽しく言語活
動に取り組めるよ
う配慮されてい
る。
○巻末に「保護者
の方へ」があり、
教科書でめざすこ
とが記載されてい
る。

○２年以上において
「読むために書く」
ページが設定され、読
むことと書くことを組
み合わせた学習が行え
るよう配慮されてい
る。
○巻末の「国語のか
ぎ」では、当該教科書
で学習した内容をまと
めて示し、児童の学習
の拠りどころとなるよ
う工夫されている。
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選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記
号

選　定　に　必　要　な　資　料　の　観　点

総　　　括

国  語　No.1



　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

  ５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

Ｅ

○５年「洪庵のたいま
つ」(p.112)６年「宇
宙時代を生きる」
(p.38)など人物の生き
方について考える伝記
が取り上げられ、自分
を見つめ直し、生き方
を考えることができる
よう配慮されている。
○付箋紙を用いた整理
の仕方やインターネッ
トを活用した情報の集
め方等、発達段階に応
じた情報活用の内容が
取り上げられている。
（4年p.44、5年p.48）

○６年では「ニュース
と編集について」「調
べるための本」「レ
ポートの組み立て」が
螺旋的に配列され情報
活用能力を育成できる
よう工夫されている。
(p.34、112、154)
○教材に登場する新出
漢字を直前の「新しい
漢字を学ぼう」で先に
学習することができる
よう工夫されている。

○１年では「おおきな
かぶ」（p.76）のよう
に大きな挿絵を取り入
れたり、「しっぽしっ
ぽ」（p.62）のように
文と挿絵を一致させた
りして、ページを繰る
楽しみをもたせるよう
工夫されている。
○３年「カルタを作ろ
う」(p.172)では身近
な遊びであるカルタを
自分たちで作る活動を
通して楽しみながら文
をまとめる力を付ける
よう工夫されている。

○学習したことが読書
活動に結び付くよう、
教材に関連した書籍が
単元の終わりに「わた
しの本だな」で紹介さ
れており、学校図書館
活用教育につながるよ
うに配慮されている。
○２年以上の巻頭に
「○年生で学習するこ
と」巻末に「覚えてお
きましょう」を配置し
児童に見通しをもたせ
たりめあてを振り返っ
たりすることができる
よう工夫されている。

○「あんないの手紙を
書こう」（3年p.50）
「お願いやお礼の手
紙」（4年p.46）等、
総合的な学習の時間や
他教科等とつながるよ
うに配慮されている。
○６年「学びを広げ
る」には、中学で学ぶ
常用漢字の一覧が示さ
れ（別冊p.20）、発展
的な学習を促すととも
に、中学校での学習に
向けて意欲的に学習を
進める工夫がされてい
る。

○６年「わたした
ちの言葉」(p.54)
では日本語の面白
さに気付かせると
ともに、対話劇な
どの言語活動を取
り入れ活動的な展
開となるよう配慮
されている。
○３年「南の島へ
ようこそ」
(p.170)では、非
連続型テキストか
ら条件に合った情
報を取り出し、話
したり聞いたりで
きるよう工夫され
ている。

○別冊教科書「学びを
広げる」では、豊かな
情操や伝統文化に触れ
たり、知識・技能を確
かめたり広げたりする
よう配慮されている。
○１年下「あいしてい
るから」(p.4)等、登
場人物の心情に迫り、
自分の考えを広げたり
深めたりすることが可
能な教材が示されてい
る。

Ｆ

○１年上「すずめのく
らし」(p.58)等、説明
文の基本形である「問
い」と「答え」が繰り
返され、文章構成を理
解できるよう工夫され
ている。
○６年上「学校案内パ
ンフレットを作ろう」
(p.32)ではパンフレッ
ト等を作成する活動が
設定され、目的に応じ
て編集を工夫するよう
示されている。

○１年下「天にのぼっ
たおけやさん」(p.52)
では、教師の読み聞か
せを通して児童が昔話
に親しみをもてるよ
う、教材との出会わせ
方が工夫されている。
○６年上「薫風」
(p.16)「迷う」(p.20)
等では、随筆の読みを
深め、「随筆を書こ
う」(p.104)では、書
く力が付くよう配慮さ
れている。

○２年下「いなばのし
ろうさぎ」(p.78)で
は、郷土の昔話に関心
をもち、巻末の付録を
使って楽しみながら神
話に親しむよう配慮さ
れている。
○しかけ絵や点字の表
が取り入れられ、児童
が学習に興味をもつこ
とができるように工夫
されている。(1年上
p.1、2年下巻末、4年
下p.89）

○４年上「見学したこ
とを報告しよう」
(p.50)では、テキスト
やグラフ等複数の資料
を根拠にして文章を作
成する力が付くよう工
夫されている。
○全学年で系統性のあ
る図書館活用計画が位
置付けられ、発達段階
に応じて内容が工夫さ
れている。

○２年上「たんけんし
たことをつたえよう」
(p.54)では、カ－ドに
まとめて活用する活動
をし、生活科等で生か
せるよう工夫されてい
る。
○６年上「考えや意見
をノートにまとめよ
う」(p.14)ではウェビ
ングマップを取り上
げ、他教科の学習にお
ける課題設定等に活用
できるよう配慮されて
いる。

○３年上「気持ち
をつたえる話し
方・聞き方」
(p.76)では、気持
ちが伝わりやすい
話し方や話しやす
い聞き方を体験し
ながら学べるよう
工夫されている。
○巻末に「これま
でこれから」を配
置し、国語の学習
を振り返るよう配
慮されている。

○各学年に日本の文化
を取り扱う小単元を設
け、語句や短歌・俳句
等を取り上げること
で、伝統的な言語文化
に触れられるよう配慮
されている。
○物語教材から幅広い
読書活動へ広がるよう
に、教材が系統的に構
成されるとともに、情
報活用能力が高まるよ
う配慮されている。
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選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記
号

選　定　に　必　要　な　資　料　の　観　点

総　　　括

国  語　No.2



　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
   　の実態や課題へ
　 　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

  ６　その他

Ｉ

○１年下「しらせたい
な、見せたいな」
(p.18)では、学校にい
る生き物等を家族に知
らせるという目的で、
絵に表し、次にそれを
文章化させるプロセス
を経ており、入門期の
児童にとって学習過程
が配慮されている。
○「聞いて楽しもう」
では３年「たのきゅ
う」(p.62)のように、
教師による読み聞かせ
の後、意見交流を行う
工夫がされている。

○３年以上の説明文は
２つの教材で構成さ
れ、３年上「言葉で遊
ぼう」(p.40)のよう
に、前段の教材におい
て段落構成や読みの手
がかりを示す配慮がさ
れている。
○６年「未来がよりよ
くあるために」(p.92)
では、単元全体の流れ
が示され、「話すこ
と・聞くこと」「書く
こと」で求められる力
を主体的に付けられる
よう配慮されている。

○１年下「むかしばな
しがいっぱい」(p.40)
では、国内外の多くの
昔話を連想させるイラ
ストが見開きに描か
れ、興味・関心をもっ
て本に触れようとする
動機付けを図るよう配
慮されている。
○「カンジー博士」の
コーナーでは、しりと
りやクイズ、暗号な
ど、児童が興味・関心
をもって取り組めるよ
う工夫されている。

○物語教材に続き「本
は友達」が配置され、
「『読むこと』につい
て考えよう」（4年
p.90）のように、学習
計画や見通し、振り返
りを示すよう配慮され
ている。
○５年「あめ玉」
(p.14)では、学習問題
が提示され、４年まで
の既習事項を使って主
体的に学習できるよう
配慮されている。

○２年上「かんさつ名
人になろう」(p.34)で
は、観察の観点や記録
文の書き方が丁寧に示
され、生活科の学習に
生かすことができる内
容となるよう配慮され
ている。
○物語文の単元の末尾
に「この本、読もう」
を配置し、本編以外に
作者が著した作品が紹
介されており、児童の
読書活動を促す工夫が
されている。

○２年以上の全学
年において「季節
の言葉」のページ
を設け、季節感を
育む言葉に触れる
機会をもてるよう
工夫されている。
○４年下「『クラ
ブ活動リーフレッ
ト』を作ろう」
(p.44)では、活動
の流れやポイント
が示されており、
児童が学習のめあ
てを把握しやすい
よう工夫されてい
る。

○各単元の終末の「た
いせつ」、巻末の
「『たいせつ』のまと
め」では、学習目標の
明確化から知識・技能
の整理や振り返りま
で、児童自身が何を学
ぶのかを意識し、身に
付けた力を確認できる
よう配慮されている。
○２年以上の各学年に
おいて「○年生の学習
を見わたそう」を巻頭
に配置し、１年間にわ
たる当該学年の学習の
見通しをもたせるよう
配慮されている。
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選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記
号

選　定　に　必　要　な　資　料　の　観　点

総　　　括

国  語　No.3



書  写  No.1

　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

  ６　その他

Ａ

○硬筆の教材について
は、日常の書写活動を
意識して文量のあるも
のを準備するととも
に、４～５行にとどめ
て児童への負担過多と
ならないよう配慮され
ている。(4年p.26)
○運筆や点画の接し方
などがよく分かるよ
う、色分けや濃淡で、
穂先の動き、点画のつ
き方等を示し、児童の
理解を助けるよう配慮
されている。(5年
p.18、2年p.22～23)

○５年p.22のように各
単元の毛筆の学習後の
「硬筆に広げよう」の
コーナーで、毛筆と硬
筆を一体化して学習が
進められるよう配慮さ
れている。
○低学年では「～か
な？」、中学年では
「調べよう」等学習課
題を問いかけ、高学年
からは「学習の進め
方」を明示し、問題解
決的な学習が行えるよ
うに工夫されている。
（2年p.22、3年p.18、5
年p.8）

○低学年では「できた
よ！シール」を用い、
めあてを意識させて自
己評価をさせたり、
中・高学年では「学習
を振り返ろう」「自分
のめあてを決めよう」
を適宜設けたりして、
児童が意欲を高め、主
体的に学習するための
支援と配慮がされてい
る。
○４年p.15のように、
身の回りの文字につい
て話し合う活動や現代
の書家の作品を取り上
げ、文字文化への興
味・関心を高めるよう
配慮されている。

○３年p.34のように全
学年に掲載の「生活に
広げよう」では、調べ
学習や観察記録を取り
上げ、各教科との関連
を図ったり、ふるさと
教育のまとめなどに生
かしたりするよう工夫
されている。
○５年p.34のように全
学年に掲載の「書いて
味わおう」では、発達
段階に合わせて名文な
どが美しい写真と共に
取り入れられ、伝統的
な言語文化にふれるこ
とができるよう工夫さ
れている。

○自分で目標を設定し
て学習できるよう見出
しや左ページ端の爪に
学習のステップを示
し、児童が見通しを
もって学習できるよう
工夫されている。（5、
6年p.6）
○学習の前後で自分の
字を比較し、学習の成
果を確かめられるよう
工夫されている。（2年
p.2、5年p.26）

○１年p.12のよう
に点画の書き方を
運動のイラストで
イメージ化し、認
知の特性や手指の
運動性への配慮が
なされている。
○６年p.49のよう
に書き手の思いが
込められた文字の
実例が多く取り上
げられ、文字表現
の広がりや奥深さ
を感じさせるよう
工夫されている。

○版形をワイド版に
し、写真や図、イラス
トを大きめに掲載した
り、教材を見開きで示
したりして学習の内容
がわかるような編集の
仕方が工夫されてい
る。
○「とめ」「はらい」
「筆順」等の学習内容
をアイコンで示し、
１、２年はシールで、
３年生以上は左ページ
端の爪で確認するよう
にし、６年間で系統的
に学習を進められるよ
う工夫されている。

Ｄ

○１つのマスを４つの
部屋に区切り、書き始
めの位置と方向を三角
形で示すなどして、児
童が書き始める場所と
書いていく向きが分か
りやすいよう配慮され
ている。（1年p.6）
○教材とする漢字にで
きるだけ当該学年での
新出漢字を取り上げ、
学年に応じた難易度と
なるよう工夫されてい
る。（4年p.11、6年
p.13）

○１～６年まで一貫し
てイラストキャラク
ターがめあてとポイン
トを示しながら学習を
進めていく構成をとっ
ており、児童自身で学
習が進められるよう工
夫されている。（3年目
次）
○３年生以上では、毛
筆学習の後に「硬筆に
生かそう」を設け、双
方で学んだことが生か
せるよう教材構成が工
夫されている。（3年
p.24）

○写真資料や上達して
いく過程の作品資料、
練習の方法を示す資料
などを取り入れ、児童
が自分の学びを具体的
にイメージできるよう
配慮されている。(5年
p.3、4）
○低学年は、興味を
もって楽しく学習でき
るように、シールが用
意されており、めあて
に対する自己評価がで
きるよう配慮されてい
る。（2年巻頭）

○自主的な学習態度を
育てるために、１年間
で学習したことのまと
めとして、自分のめあ
てを立てて、自分で課
題の字を選び、筆使い
に注意して書くよう工
夫されている。（3年
p.40）
○書き始めの位置、余
白の取り方、メモの仕
方など実際の場面に合
わせて具体的な注意事
項が示されており、実
生活での活用ができる
よう配慮されている。
（4年p.26、5年p.23）

○６年では、発展とし
て中学校で学習する行
書について、点画の特
徴とともに１ページ分
の手本で示されてい
る。（6年p.34）
○３年以上の「硬筆に
生かそう」では、はが
きや手紙の書き方、メ
モの取り方をくわしく
掲載し、書写の力を実
際の生活の中で活用で
きるよう配慮されてい
る。（3年p.24）

○裏表紙に、「保
護者の方へ」とし
て、「単元・学習
の内容・めざすこ
と」が示されてお
り、家庭との連携
が意識されてい
る。
○全学年にわたっ
て教材の文字に筆
順を示す数字を小
さく付記し、児童
が正しい筆順を身
につけられるよう
配慮されている。
（1年p.16、5年
p.17）

○全学年で「しょしゃ
のがくしゅうのしか
た」（1年p.26）「毛筆
学習の進め方」（3年
p.20）を示し、児童が
学習の見通しをもちや
すくする配慮がされて
いる。
○１、２年の「楽しん
で書こう」では、童
謡、数え歌、３年から
の「硬筆に生かそう」
では、俳句、短歌、詩
を用いて、日本語のリ
ズムを楽しみ、伝統的
な言語文化に親しめる
よう工夫されている。
(1年p.36、6年p.21)

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記
号

選　定　に　必　要　な　資　料　の　観　点

総　　　括
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書  写　No.2

　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

Ｅ

○毛筆学習の導入段階
においては、「ほ先は
いつも上のはし」のよ
うに学習内容のポイン
トを凝縮した一文で示
し、児童が合言葉のよ
うに意識して学習でき
るよう配慮されてい
る。（3年p.8）
○素材に文字単体が多
く、基礎・基本を一つ
一つおさえながら学習
を進められるよう工夫
されている。（1年
p.18)

○１～４年では、点画
や字形、配置等基礎・
基本を確実に習得し、
５、６年では生活に生
かす面に重点を置き、
手本のない課題を中心
とした構成が工夫され
ている。（5年p.12、6
年p.20）
○高学年では、硬筆学
習の後に毛筆学習を位
置づけ、自分の課題を
見つけて毛筆学習に取
り組むよう工夫がされ
ている。(6年p.8)

○巻頭折込部分では、
生活や歴史、道具など
と結びつけながら、多
様な切り口で、書写学
習への興味・関心をも
たせるよう工夫されて
いる。(4年巻頭)
○５年「ひろげよう」
(p.22)では、自分たち
の教室の文字環境につ
いて見直し、計画を立
てて実際に改善すると
いう実践的な学習が設
定され、児童が学習の
成果を発揮し、実感で
きるよう配慮されてい
る。

○「ひろげよう」とい
う活用の単元では、４
年「お礼の手紙を書こ
う」(p.18)のように、
地域の人や身近な人と
の関わりの中で学習し
たことをまとめるとき
に書写の学習を生かす
ことができるよう配慮
されている。
○「おかしいところを
見つけましょう」とい
う課題が設けられ、児
童が思考・判断しなが
ら学習内容を身につけ
られるように工夫され
ている。（2年p.20）

○メモをとる学習では
「速く書くことに適し
た書き方」として楷書
の許容の字体とともに
行書を紹介し、中学校
での学習との接続を意
識できるよう工夫され
ている。(6年p.23）
○６年では資料「書写
学習のヒント」を巻末
に掲載し、日常生活に
必要な書写の知識を３
ページにまとめ、実際
に文字を書く場面に役
立てられるよう配慮さ
れている。(6年p.33～
35)

○２年p.6～7のよ
うに、児童が学習
に集中できるよ
う、写真、イラス
ト等の情報量を抑
え、教材を中心と
した紙面構成が工
夫されている。
○上部に説明、下
部に実際に書く欄
という配置に統一
され、児童が学習
に取り組みやすい
よう配慮されてい
る。(1年p.8～9)

○単元でおさえたい内
容や解説をシンプルに
示すように工夫されて
いる。
○２年「おれいの気持
ちを伝えよう」
(p.36)、４年「お礼の
手紙を書こう」
(p.18)、６年「お世話
になった人へメッセー
ジをおくろう」(p.30)
のように、地域の人と
の交流がテーマとなる
学習課題が設定され、
生活に書写の学習が生
かせるよう工夫されて
いる。

Ｆ

○１年の指書きや空書
き、３年の毛筆の道具
の扱い方など、絵図や
写真資料をもとに入門
期の指導がていねいに
できるよう工夫されて
いる。(1年p.8、3年
p.3）
○４～６年では、「は
じめの学習」として姿
勢と持ち方等前学年の
まとめが掲載されてお
り、これまでの学習を
振り返ることができる
よう工夫されている。

○３年以上の単元で
は、学習の始めと終わ
りに書く「ためし書
き」「まとめ書き」の
欄が並べてあり、児童
が学習の成果を自分で
確かめられるよう工夫
されている。
○１年「しょしゃのた
いそう」や１～４年
「よい姿勢の合い言
葉」など児童にわかり
やすい言葉を用いて継
続して姿勢や運筆の基
本を定着させることが
できるよう配慮されて
いる。(1年p.42～43)

○３年p.39のように３
年以上では、これまで
に学習してきたことの
中から、自分でめあて
を設定する単元を設
け、児童自らめあての
解決に向かって学習を
進められるよう工夫さ
れている。
○全学年巻頭折込で、
文字と生活との関わり
を取り上げ、書写と生
活の結び付きを児童に
意識させ、書写学習へ
の興味・関心を高めら
れるよう工夫されてい
る。

○「おすすめの本を紹
介しよう」では、「お
すすめ図書カード」や
「読書カード」「本の
帯」を作るなど、読書
と関連のある活動が紹
介されている。（3年
p.43）
○「トライあんどチャ
レンジ」では、「算数
で生かす」のように他
の教科の学習で書写の
学習をどのように生か
せるかを具体的な例を
あげて示している。（2
年p.24)

○６年p.39のように、
「はってん」という
マークで全学年を通し
て発展的な内容が明示
されている。また、保
護者・教員向けのこの
マークについての説明
が裏表紙に示されてい
る。
○３年からは、毛筆の
学習を硬筆に生かすと
いう「学習の進め方」
がイラストやマークを
使って示され、児童が
見通しをもって学習を
進められるよう工夫さ
れている。（4年p.10）

○「筆記用具とら
の巻」のコーナー
では、身近な筆記
用具の特徴とどの
ような場面に適し
ているかを紹介
し、日常生活に結
びつけるよう配慮
されている。（2年
p.41）
○穂先に朱墨をつ
けて書く方法を紹
介し、自分の書い
た字の穂先の動き
が自分で分かるよ
う工夫されている
（3年p.48）

○「学年のまとめ」に
は文学作品の一節が素
材文として取り上げら
れ、書写しながら優れ
た表現を味わえるよう
工夫されている。（4
年p.41)
○学習したことを生活
の中に生かす単元「書
いて伝えよう」では、
１年はカード、２年は
招待状、３年は本の紹
介のように発達に応じ
た社会的な広がりが意
識された素材が取り上
げられている。
(1年p.34、2年p.32、3
年p.43）

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記
号

選　定　に　必　要　な　資　料　の　観　点

総　　　括
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書  写　No.3

　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

Ｉ

○低学年では、言葉に
よる説明を少なくし、
文字や図を大きくして
ある。また、なぞり書
きや指書き、空書きを
ていねいに行うよう工
夫されている。(3年
p.10)
○３年の毛筆学習の導
入では、「筆の持ち
方」「力の入れ方」に
ついての学習をていね
いにできるようにし、
毛筆学習を進める上で
のつまずきを少なくし
ようとする配慮がされ
ている。（3年p.6、
20）

○２年p.10～21のよう
に「はらい」「おれ」
「そり」「点」「画の
つき方と交わり方」に
ついて、それらのバリ
エーションを具体例を
あげながら示し、正し
い点画の書き方が身に
付くよう配慮されてい
る。
○単元に入る前に試し
書きを行うコーナーを
設け、単元の学習後の
まとめ書きと比べるこ
とで、児童が学習の成
果を確かめやすくする
よう工夫されている。
（5年p.5）

○漢字の組み立てを考
える際に、文字の一部
分をシールで貼り付け
るように工夫し、児童
が興味をもって考える
ことができるよう配慮
されている。（4年
p.16、17）
○毛筆の学習では、穂
先に注意を向けるた
め、「ななめほさき
ちゃん」を登場させ、
ほさきちゃんの表情か
ら正しい穂先の位置を
身につけられるよう工
夫されている。（3年
p.10）

○国語の他の領域の学
習と関連付けた単元を
学年に１つ設定し、書
写の学習を活用する場
面を設け、学習内容を
習得させるよう工夫さ
れている。（1年p.16）
○３～５年では見学の
お礼の手紙の書き方が
縦書き、横書きの両方
で紹介され、ふるさと
学習等、地域の人にお
世話になったときに参
考にできるよう工夫さ
れている。（5年p.32）

○３年の巻末には、１
～３年で学習する漢字
がすべて毛筆で書かれ
ており、それを手本に
色々な言葉を毛筆で書
くことに進んで取り組
めるよう工夫されてい
る。
○６年生の巻末には、
「発展」として中学校
で学習する行書が紹介
され、楷書との比較に
よりその特徴が示され
ており、円滑な接続が
促されるよう配慮され
ている。

○「まとめ」の単
元には、その学年
で学習した内容が
１ページに示され
るとともに、１年
間の学習を整理し
て確実に習得でき
るよう工夫されて
いる。
○１年の学習の最
初に「えんぴつの
もちかた」の単元
を設定し、これか
らの学習を支える
基礎を確実に習得
させるよう配慮さ
れている。

○６年p.6のように、実
際に児童が学習してい
くときに具体的に例を
示しながらていねいに
学習を進めていけるよ
う工夫されている。
○目次では「学習の見
通しをもとう」のよう
に、学習内容が見開き
で分かるように示して
あり、児童が見通しを
もって学習できるよう
工夫されている。

Ｌ

○低学年の硬筆学習で
は、鉛筆の先が見える
持ち方を取り上げ、教
材について１ページを
使って大きく示したり
して、入門期の児童に
配慮されている。（1年
p.4、8）
○３年の毛筆学習の導
入に「筆となかよくな
ろう」の単元を設定
し、いろいろな線を書
いてみたり毛筆で絵を
描いてみる等、毛筆学
習への抵抗を少なくす
るよう配慮されてい
る。

○「思い出して書こ
う」の単元が学年始め
に設けられ、既習事項
の確認をしたうえで当
該学年の学習に入って
いくよう工夫されてい
る。（5年p.9）
○全学年を通して「考
える」「確かめる」
「いかす」という学習
過程をとっており、書
写の学習の仕方が６年
間で身に付くよう工夫
されている。

○全学年に同じキャラ
クターを用い、キャラ
クターの吹き出しに注
意事項やヒントを提示
し、児童の興味・関心
を高めるよう工夫され
ている。
○とびらに４コマ漫画
でその学年での学習の
中心を示し、児童が興
味・関心をもって学習
を始められるよう配慮
されている。

○６年p.32の「筆記具
の特ちょうをいかして
書こう」のように、課
題について各自で考え
た後、みんなで話し合
う活動を設定し、話し
合いによって学びを深
める学習ができるよう
工夫されている。
○「広がる学び」の
コーナーを設け、実際
の生活に生かすための
具体的な方法を提示し
たり、毎日の生活や他
の学習に広げることを
促したりするよう配慮
されている。(3年p.36)

○２、４、５、６年の
巻末に「チャレンジ」
のコーナーが設けら
れ、毛筆、余白、行書
等について、発展的な
学習ができるよう工夫
されている。また、裏
表紙に教師や保護者へ
の説明がされている。
○４年p.44のように３
年生以上に「字形が整
う３つのポイント」を
それぞれの学年の漢字
を用いて示し、実際に
文字を書く場面で確か
められるように工夫さ
れている。

○学習漢字一覧表
には全ての漢字に
ついて筆順を分割
式で示し、児童が
自分で筆順を確か
められるよう配慮
されている。
○３年p.43のよう
に３、４年には、
毛筆によるひらが
な表が提示してあ
り、小筆を使って
色々な言葉を書く
ことにチャレンジ
できるよう工夫さ
れている。

○全学年を通して
「もっと書こう」の単
元では、国語の「書く
こと」の学習と関連さ
せ、実際に文字を書く
場面を設定し、学習し
たことを生かせるよう
工夫されている。
○６年p.39のように
「まとめ」には唱歌や
俳句、百人一首などを
素材として取り上げ、
伝統的な言語文化に親
しめるよう配慮されて
いる。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記
号

選　定　に　必　要　な　資　料　の　観　点

総　　　括
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　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

Ａ

○各学習活動において
考えられる活動内容や
必要な知識についてま
とめられているととも
に、写真等の資料もふ
んだんに使われ、学習
の道筋がわかりやすく
示されている。
○児童が「つかむ」
「しらべる」「まとめ
る」「いかす」という
見通しをもって問題解
決的な学習に主体的に
取り組めるよう配慮さ
れている。

○選択教材が用意され
ている単元では、地域
の実態に応じてどの教
材を選択しても同じよ
うに学習できるよう配
慮されている。（3・4
年下p.4～33）
○５年下「自然災害を
防ぐ」(p.128～137)や
３・４年上「市のよう
す」(p.20～41)のよう
に、すべての学年で東
日本大震災を取り上げ
るなど、現代の社会事
象について考えられる
よう配慮されている。

○活動の様子が写真で
紹介されており、多様
な学習方法に興味がも
てるよう工夫されてい
る。(5年下p.94～95)
○身近な地域（松江
市、出雲市、大田市）
の優れた伝統や文化、
史跡が教材として取り
上げられている。(3・
4年下p.124～125、6年
上p.25、73、巻末の年
表)

○５年上「わたしたち
の国土」(p.9)、６年
上「新しい日本、平和
な日本へ」(p.151)で
は、竹島問題等の領土
に関する問題について
紹介されている。
○６年上p.12～15の
絵図、p.68の年表
等、時代の様子や人物
と社会の関わりなどが
一見して比較でき、学
習問題を把握しやすい
よう配慮されている。

○各単元の終わりに、
学習してきたことを生
かしてより深く学びを
広げていける「ひろげ
る」という題材を提示
することにより、児童
の学びの広がりに配慮
している。
○６年下「ひろげる～
中学校に向けて」
(p.110）やさくいんの
提示など、中学校の社
会科の学習にスムーズ
に移行できるよう配慮
されている。

○６年下「子育て
支援の願いを実現
する政治」をはじ
め、児童が利用し
たことがあるであ
ろう施設や体験な
ど、身近なところ
から学習へと導入
されている。
○地図の読み取り
(3・4年上p.17)、
地図帳、地球儀(5
年上p.5)を取り上
げ、これらを効果
的に活用できるよ
う配慮されてい
る。

○調べる際に話を聞く
人が多く紹介されてお
り、事柄を知るだけで
なく、そこに生きる人
や願いを知ることがで
き、社会科のねらいに
迫る工夫がなされてい
る。
○学習をしていくうえ
で重要な語句を「こと
ば」として示し、単元
の終末では「ことば」
を使って学習が振り返
られるよう工夫されて
いる。

Ｆ

○単元導入時の写真や
資料を大きく配置する
とともに端的な文章で
必要な事項をまとめて
おり、見やすい紙面と
なるよう配慮されてい
る。
○問題解決的に学習を
進められるように、
「活動」「キーワー
ド」「学習問題」「学
びのてびき」などにつ
いて説明してある「教
科書の使い方」が示さ
れている。

○５年上「食料生産を
支える人々」では、中
心教材である「米作
り」「水産業」の様子
が詳しくとらえられる
よう構成されていると
ともに、要点がつかめ
るよう端的にまとめら
れた選択教材が複数用
意されている。（5年
上p.90～95）
○新エネルギーである
シェールガスやバイオ
マスなど新しい話題を
積極的に取り上げてい
る。（5年下p.60～
61）

○児童がさまざまな学
習活動に取り組んでい
る様子が写真で紹介さ
れており、調べ活動な
どに見通しをもって取
り組めるよう工夫され
ている。(3・4年下
p.46～47)
○「自然条件と人々の
くらし」において、自
分たちが住んでいる地
域の様子と比べること
により、より意欲的に
学習に取り組めるよう
配慮されている。（5
年上p.21～22）

○５年上「わたしたち
のくらしと国土」
(p.12)、６年上「平和
で豊かな暮らしをめざ
して」(p.144)、６年
下「世界の中の日本」
(p.43、52)では、竹島
問題等の領土に関する
問題について紹介され
ている。
○６年下「憲法と私た
ちのくらし」(p.32～
33)で、様々な人権課
題を取り上げ、人権を
尊重し合う社会につい
て考えるよう工夫され
ている。

○「深める」では、新
聞づくり(6年上p.36)
や意見文の書き方(6年
上p.146～147)につい
ての説明があり、自ら
学習を進めていく手立
てが工夫されている。
○各単元の終末には学
習内容に関わる人、も
の、ことについて紹介
する「もっと知りた
い」のページがあり、
学びを深めていけるよ
う工夫されている。

○浜田港や石見銀
山(5年上p.75、5
年下p.62)が掲載
されており、他の
地域を調べたり比
べたりして学ぶ動
機づけとなってい
る。
○「わくわく！社
会科ガイド」で
は、様々な調べ方
が具体的に紹介さ
れている。（3・4
年上 p.122）

○児童のノートの例を
示したり児童のイラス
トに吹き出しをつけた
りして、社会的事象に
疑問をもち、追究し、
まとめていく学習の様
子を児童の姿から示
し、児童主体の学習に
つながるように配慮さ
れている。
○単元の終わりにキー
ワードを活用して学習
のまとめをする活動を
設け、思考力が育つよ
う工夫されている。
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選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記
号

選　定　に　必　要　な　資　料　の　観　点

総　　　括

社  会　No.1



　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

Ｉ

○「教科書をヒントに
学習を進めよう」で、
学習問題の見つけ方、
調べ方、まとめ方につ
いて、学年段階を考慮
して説明されている。
○ホップ(見つける)､
ステップ(調べる・話
し合う)､ジャンプ(ま
とめる・広げる)とい
う学習過程が明示さ
れ、見通しをもって学
習が進めていけるよう
配慮されている。

○５年「地形の特色と
人々のくらし」では、
中心教材である山地に
すむ人たちのくらしの
様子が詳しくとらえら
れるよう構成されてい
るとともに、要点がつ
かめるよう端的にまと
められた選択教材が複
数用意されている。
（5年p.34～37）
○情報化社会への対応
について、防災と関連
づけた選択教材を設
け、児童が自らの課題
としてとらえることが
できるよう工夫されて
いる。(5年p.174、
186)

○「ごみのゆくえ」で
学校のごみを、「くら
しをささえる水」で学
校の水道の様子を取り
上げ、児童の興味・関
心が高まるよう工夫さ
れている。（3・4年下
p.40、62）
○各単元のタイトルを
学習課題で示し、活動
のめあてがとらえやす
いよう工夫されてい
る。

○５年「日本の国土」
（p.17)、６年「戦争
の時代から平和の時代
へ」(p.143)におい
て、竹島問題等の領土
に関する問題が記述さ
れている。
○６年「大昔の人々の
暮らしを劇にしよう」
では、自分たちの住ん
でいるふるさとの歴史
に視野を広げるように
配慮されている。
（p.28～29）

○学習のまとめの活動
では、「旅行計画書を
作ろう」(3・4年下
p.114～115)、「家で
魚料理に挑戦しよう」
(5年p.92)など、様々
な方法を提示し、学習
と家庭でのくらしがつ
ながるよう工夫されて
いる。
○「水の旅すごろくを
作ろう」など、児童が
主体的に学習できるよ
う工夫されている。
(3・4年下p.72～73）

○巻末の「これま
でに学習した『た
いせつ』」で、前
学年までの学習内
容や生活に役立つ
事がらをまとめて
示している。
○６年巻末にある
年表に「今の自分
の写真をはった
り、絵をかいたり
しよう」コーナー
をつくり、歴史と
自分のくらしをつ
なげてとらえられ
るよう工夫されて
いる。

○単元の初めに大きさ
やレイアウト、アング
ルを工夫した写真や絵
を配置し、意欲的に学
習が進められるよう配
慮されている。
○５、６年は各学年１
冊となっており、年間
を見通したり振り返っ
たりしながら学習でき
るよう配慮されてい
る。

L

○単元初めの「学習の
まど」で学習の見通し
がもてるように、ま
た、終末の「ふりか
えってみよう」で視点
を明確に活動が振り返
られるよう工夫されて
いる。
○「この教科書のしく
み」で「わたしの問
題」～「わたしの見
方・考え方」のまとま
りを繰り返す学習の進
め方を説明し、この方
法を貫いている。

○選択教材においても
それぞれに「振り返っ
てみよう」が設けら
れ、いずれの教材を選
択しても十分な振り返
りができるよう配慮さ
れている。（3・4年上
P.90～91、106～107）
○東日本大震災や福島
第一原発などの話題が
取り上げてあり、
ニュースと学びが結び
付けられるよう工夫さ
れている。（5年下
p.107）

○「住みよいくらしを
つくる」を「安全なく
らしを守る」の前に配
置し、くらしと学習と
のつながりが実感しや
すいものから学習が展
開されるよう工夫され
ている。(3・4年下)
○小泉八雲原作の「稲
むらの火」(3・4年下
p.107）、隠岐から都
の貴族へ送った税の札
（6年上p.29）など、
郷土の歴史・文化に関
心を向けられるよう工
夫されている。

○５年上「日本の国土
と人々のくらし」
（p.9)、６年上「新し
い日本へのあゆみ」
（p.163)では、竹島問
題等の領土に関する問
題が記述されている。
○「振り返りシート」
などが例示されている
ことで、言語活動の在
り方がイメージしやす
く、充実できるよう工
夫されている。

○各単元終末の「大き
くジャンプ」では、学
習を深めていくことが
できるよう配慮されて
いる。
○「やってみよう」や
「考えるヒント」な
ど、学習の定着を図る
ための活動や資料の読
み取りに向けたヒント
を示し、学び方を習得
できるよう配慮されて
いる。

○重要語句をキー
ワードとして示
し、本文中にも太
ゴシック体で示す
ことで、進んで読
み進めていくこと
ができるよう配慮
されている。
○「地図となかよ
しになろう」では
地図帳の使い方を
集中的に扱い、活
用ができるよう工
夫されている。
(3・4年下p.2～
15)

○学習問題とそれに対
するまとめが明示され
ており、習得すべき内
容がわかりやすく示さ
れている。
○巻頭の「問いの旅」
では問題解決的な学習
の見通しを示し、児童
が主体的に学習を進め
ることができるよう配
慮されている。
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選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記
号

選　定　に　必　要　な　資　料　の　観　点

総　　　括

社  会  No.2



地  図　No.1

　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

Ａ

○大きさがＡ４判に
なっており、文字や記
号が大きく表してあ
る。
○地図帳の使い方（小
学校の基礎・基本とな
る地図記号、縮尺、方
位、さくいん）や地図
の読み取り方が４ペー
ジにわたり説明されて
いる。（p.9～12）

○南西諸島(p.14、15)
や新潟県（p.36）オセ
アニア（p.61～62）に
ついて、全体像が分か
るように示されてい
る。
○小６の歴史学習に関
わる地名や旧跡など地
形図の中に多く掲載さ
れ、統一して青囲みで
示されている。

○「日本の地形」で
は、世界自然遺産の写
真など、多くの写真が
掲載されており、児童
の興味・関心が高まる
よう工夫されている。
（p.4～5）
○各地方のページで
は、地方の特産品や有
名な建造物などのイラ
ストやマークが多く掲
載されており、児童の
関心が高まるよう工夫
されている。

○中国地方のページに
は隠岐諸島を囲みにせ
ずに示されるととも
に、竹島の位置（方位
や距離）を取り上げ示
されている。（p.23～
24）
○「日本の歴史と文
化」のページに出雲大
社のイラストや、石見
銀山遺跡の写真と解説
が示されている。(p.71
～72)

○各ページのキャラク
ターのセリフが問いか
けの形で示されてお
り、発展的学習や自学
自習を促すよう工夫さ
れている。
○マイインデックスの
欄が設けられており、
児童が行ったことがあ
る所や行ってみたい所
を書き込めるように工
夫されている。(p.88)

○日本の自然災害
のページでは海底
のプレートやトラ
フを掲載し、地震
の大きさを円で表
現している。
（p.89～91）
○首都東京のペー
ジには東京オリン
ピックの予定会場
が示され、関心が
もてるよう工夫さ
れている。（p.43
～45）

○地形図について、土
地の高低差をとらえや
すい色づかいがされて
おり、立体的に見える
よう工夫されている。
○地域の特産品や有名
な建造物がイラストや
マークで大きく記さ
れ、読み物としても活
用できるよう工夫され
ている。

J

○大きさが横長ＡＢ判
になっており、１ペー
ジ当たりの情報量が多
く、紙面を効果的に
使って構成されてい
る。
○「地図帳の使い方」
では、地図の使い方を
身に付けるための課題
が設定されるなど、地
図学習の導入期に必要
な基本的な事項を学習
できるようにしてい
る。（p.5～10）

○p.21やp.27など、日
本の各地方の囲み地図
では、環境や防災など
のテーマで地域学習で
きるよう工夫されてい
る。
○「私たちの地球」で
は、平面で捉えさせる
のではなく球面で捉え
させたり、日本中心で
はない地球を見せたり
する工夫がされてい
る。（p.51～52）

○首都東京は鳥瞰図を
用いて表現し、視覚的
に興味を引くようにし
ている。（p.41～43）
○世界地図では、地形
図の下部に国旗や写真
を必ず掲載し、世界の
国への興味が高まるよ
う工夫されている。
（p.53～62）

○日本列島の地形図に
「竹島」の写真と解説
が掲載されている。
（p.16～17）
○日本の歴史のページ
には石見銀山が明記さ
れている。（p.70）

○キャラクターのセリ
フが問いかけの形で示
されており、発展的学
習や自学自習を促すよ
う工夫されている。
○「日本の都道府県」
には47都道府県の代表
的な産物や建物がイラ
ストで記されており、
児童が調べられるよう
工夫されている。
（p.2～3）

○「日本列島」で
は、北方領土、竹
島、尖閣諸島の写
真と解説が掲載さ
れている。（p.13
～18）
○「日本の歴史」
には年表を掲載
し、歴史上の出来
事を地図帳に合わ
せて調べられるよ
う工夫されてい
る。（p.69）

○地形図について効果
的な色づかいがされて
おり、土地利用の様子
がわかるよう工夫され
ている。
○地域の様子やそこに
住む人々の様子を鳥瞰
図、囲み地図などでと
らえることができるよ
う工夫されている。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

選　定　に　必　要　な　資　料　の　観　点

記
号

総　　　括

9



　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
     の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

Ａ

○３年上p.68のように
学習の入口では、既習
内容を振り返る活動を
取り上げ、新しい内容
に入っていけるよう工
夫されている。
○６年p.63のように基
礎的な問題に塗りつぶ
しがされていたり「ほ
じゅうもんだい」が用
意されていたりして、
能力に応じて取り組め
る仕組みになってい
る。

○３年下p.60のように
話を図や式に表し、児
童の理解を深めてから
算数の問題場面を図に
表すという構成がなさ
れており、図や式に表
して考えることをス
モールステップで示す
という配慮がなされて
いる。
○２年下p.43のように
「考えようつたえよ
う」を設定し、式を読
んだり考え方を説明し
たりする活動に取り組
むことができるよう工
夫されている。

○円周率の計算に挑戦
した数学者を紹介して
いる。外国の学者だけ
でなく、日本の学者の
活躍も紹介しており、
児童の興味・関心を高
めるよう工夫されてい
る。（5年下p.87）
○子どもたちがいきい
きと活動している場面
の写真を効果的に用い
て活動内容をイメージ
化しやすいよう配慮さ
れている。(1年上
p.80)

○「算数の目で見てみ
よう」では、非連続型
テキストを読み取る問
題が示されており、生
活に役立てることがで
きるよう工夫されてい
る。(5年上p.118)
○各都道府県のマーク
を取り上げ、対称図形
について学ぶことを通
し、自分たちが住んで
いる地域にも目を向け
ていけるよう配慮され
ている。（6年p.18～
19）

○「算数の目で見てみ
よう」では、グラフ等
の資料を読み解きなが
ら、児童の活用の力が
高まるよう工夫されて
いる。(5年下p.112)
○「ほじゅうのもんだ
い」「おもしろ問題に
チャレンジ！」が設け
られ、児童が実態に応
じて自主的に学習に取
り組めるよう工夫され
ている。(3年下p.117)

○６年「算数卒業
旅行」では、数学
への移行に抵抗感
が生まれないよう
配慮されている。
○目次に単元の系
統、巻末に「ふり
かえりコーナー」
「さく引」を設
け、学習したこと
を振り返られるよ
う工夫されてい
る。(1年を除く)

○「こえにだしていお
う!!」「かあどをつ
かって」を設け、数に
親しみながら数感覚を
養っていけるよう工夫
されている。（1年上
p.25、44）
○「算数をつかって
やってみよう」のよう
に、活動を通して算数
への理解が深まるよう
工夫されている。（3
年下p.51）

Ｂ

○低学年では半具体
物・ドット図・テープ
図、中・高学年では線
分図・数直線図等を発
達段階に応じて、用い
ることができるように
配慮されている。
○加法の計算の単元で
は、被加数を一定にし
児童が筋道を立て論理
的に考えることができ
るよう工夫されてい
る。（2年p.22～28）

○図や吹き出しを使っ
てこれまでの学習や経
験を想起させ、学習の
レディネスをそろえる
ことで単元の導入時の
学習課題にスムーズに
取り組むことができる
よう工夫されている。
(5年p.28)
○算数の入門期から、
個に合った多様な学び
を保証するような構成
となっている。(1年
p.19)

○３年p.30～31のよう
に遠足などの児童が楽
しみな内容を導入に配
置し、興味・関心を
もって取り組めるよう
工夫されている。
○「九九のカードゲー
ム」では、学んだこと
を習熟できるよう楽し
みながら繰り返し学べ
るよう工夫されてい
る。（2年p.131）

○立式した後にその理
由を書く欄を設け、言
葉で説明することで論
理的な思考の育成が図
られるよう配慮されて
いる。（6年p.45）
○６年p.200のように
「算数に関する本を読
んでみよう」では、算
数に関する図書を紹介
し、読書の幅を広げる
よう工夫されている。

○4年p.86～87のよう
に三角定規などの使い
方を絵や写真を提示し
て説明してあり、児童
自ら習熟を図ることが
できるよう配慮されて
いる。
○単元末のまとめの練
習には、自ら学習内容
に立ち戻れるように
フィードバックを示
し、自己評価に役立て
ることができるよう配
慮されている。

○巻末には、学習
で使える教具が切
り抜いて使えるよ
うになっており、
算数的活動が授業
時間内で効果的に
できるよう配慮さ
れている。
○全学年共通の
キャラクターの吹
き出しを通して、
児童の思考の手助
けとなるよう配慮
されている。

○「わくわく算数
ミュージアム」等、算
数の有用性や面白さを
感じられるよう工夫さ
れている。（6年p.179
～200）
○全学年において学年
１冊とすることで、既
習事項を振り返りなが
ら新しい課題を解決し
ていく算数的活動が充
実するよう配慮されて
いる。
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選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記
号

選　定　に　必　要　な　資　料　の　観　点

総　　　括

算  数  No.1



　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

Ｄ

○１年生からきまりを
見つける活動を設定
し、多様な考え方を身
に付けていけるよう工
夫されている。（1年
p.84～85）
○計算の補充問題を数
多く設定し、基礎・基
本の定着に向けて配慮
されている。（3年下
p.118～119）

○２年上p.6～7のよう
に「算数でよくつかう
考え方」を各学年で示
し、数学的な考え方を
系統立てて指導できる
よう工夫されている。
○「単位量あたりの大
きさ」の後に「小数の
わり算」を単元配当
し、１あたりの大きさ
を求めるという考え方
で学習できるよう工夫
されている。（5年
p.38、79）

○導入課題や活動場面
などを大判の写真やイ
ラストを使って提示
し、興味・関心をもっ
て単元の学習に入って
いけるよう工夫されて
いる。
○くり上がりの書き方
の例を示し、児童が選
択できるよう配慮され
ている。（2年上
p.39）

○５年p.96のように
「チャレンジ 算数を
使おう」を各学年で設
定し、式や図を読む力
や文章から関係を読み
取る力をつけられるよ
う工夫されている。
○５年p.15のように
「ノート名人になろ
う」のページを設け、
その学年に応じたノー
トの書き方を身に付け
ることができるよう工
夫されている。

○３年下p.22～23のよ
うに作図や道具の使い
方について写真を使っ
て説明してあり、児童
が自主的に学習できる
よう工夫されている。
○「サポート」「補充
問題」「チャレンジ」
の３種類の問題が巻末
にあり、個の実態に応
じて選択的に取り組め
るよう工夫されてい
る。

○６年別冊「中学
校へのかけ橋」
で、数学的な考え
方の視点から既習
事項を振り返った
り、中学校の内容
に体験的にふれた
りできるよう工夫
されている。
○音楽など他の教
科の学習と関連の
ある教材を提示
し、児童の興味・
関心を高める工夫
がなされている。
（5年p.102）

○子ども同士が関わり
ながら学ぶことができ
るように工夫された教
具や、興味・関心を
もって算数的活動に取
り組めるような教具が
付録になっている。
○数の大きさを１円玉
の高さで表し、数と量
を結びつけながら数量
関係を身に付けられる
よう工夫されている。
（2年下p.40）

、

Ｆ

○４年下p.23のように
基本の問題の後にス
テップアップ算数とし
て一人一人に応じた練
習問題が示されてい
る。
○単元導入では、既習
事項を参考に考えられ
るように構成されてい
る。

○３年以上は、冒頭で
「算数で使いたい考え
方」を示し、算数的な
考え方を系統立てて身
に付けられるよう配慮
されている。
○小数のかけ算、割り
算の演算決定におい
て、数直線やことばの
式を提示し、児童が多
面的に理解できるよう
工夫されている。(5年
p.33、57)

○各学年の最初に「算
数がすきになるはじめ
の一歩」を設け、児童
が興味・関心をもちな
がら算数の学習の仕方
について確認していけ
るよう工夫されてい
る。
○３年下p.70のように
「よくあるまちがい」
「身のまわりの算数」
等コラムを入れ、算数
に対して関心がもてる
よう工夫されている。

○どの学年において
も、冒頭で具体的な問
題を解く過程を通し、
学習の進め方について
示している。また、そ
の中で、話し合うこと
を提示しており、言語
活動の充実のための工
夫がなされている。
○「算数で使いたい考
え方」を３年以上の上
巻に設け、例を挙げて
数学的な考え方がわか
るよう工夫されてい
る。

○６年p.31のように
「ちからをのばそう」
では、ページに関連し
て、基礎から発展問題
まで対応できるよう工
夫されている。
○５年p.226のように
「広がる算数」を設
け、個に応じて発展的
な学習ができるよう工
夫されている。

○「友だちのノー
トをみてみよう」
を設け、学年に応
じたノートの書き
方と、教師の適切
な評価言が分かる
よう工夫されてい
る。(4年上p.35)
○６年「数学への
とびら」では、数
学へスムーズに移
行できるよう配慮
されている。
（p.188）

○６年p.77～80のよう
に実際の大きさを体感
させ量感を育てる工夫
がされている。
○高学年の巻末には日
本の理系の技術力の高
さを紹介し、未来の後
継者を育むための配慮
がされている。
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選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記
号

選　定　に　必　要　な　資　料　の　観　点

総　　　括

算  数  No.2



　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

Ｋ

○２年上p.140のよう
に「算数しりょうしゅ
う」では、学習したこ
とを発展させ、児童の
興味が増すようなト
ピックを取り上げてい
る。
○加法と減法の時間を
別々にとるなど、確実
に知識を理解し、技能
を身に付けられるよう
に時間設定の工夫がみ
られる。（3年下
p.80）

○巻末に切り取り教具
や算数資料集が掲載さ
れ、児童が操作活動を
通して、実感を伴った
理解ができるよう配慮
されている。
○ブロックで数を量と
して捉え、またテープ
図へ発展できるよう工
夫されている。さら
に、各学年で図のかき
方が示され、発達段階
に沿って図を使って考
える活動に取り組んで
いけるよう工夫されて
いる。(2年上p.54）

○５年p.8のように見
開きでダイナミックな
写真が掲載され、児童
の関心・意欲を高める
よう工夫されている。
○雲州そろばんの写真
を示したり（3年下
p.106）、島根県の人
口密度に関する問題を
掲載したり（5年
p.150）して、島根の
児童が算数への関心を
深めていけるような問
題が示されている。

○６年p.188のように
「よみとる算数」で文
章やグラフ・表などの
読解と思考・判断の根
拠などを説明する問題
を扱い、読解力が養え
るよう配慮されてい
る。
○学習のめあてが記載
されるとともに、振り
返りとして感想を書く
活動も示されている。
感想の例文には、学習
のまとめや今後の学習
に生かされる考え方の
視点が示されている。

○６年p.94～95のよう
に「算数実験室」「算
数の自由研究」などが
設定され、算数を深く
学習していきたい意欲
をもった児童の参考と
なるよう配慮されてい
る。
○巻末に「発見！算数
島」があり、基礎・基
本を確かめる問題や発
展的な問題など様々な
問題が設定されてお
り、個々の児童の理解
に応じた問題が設定さ
れている。

○補足的な内容は
巻末にまとめて示
されており、児童
が授業に集中でき
るよう配慮されて
いる。
○５年p.3のよう
に高学年において
は「算数から仕事
へ」が設けられて
おり、キャリア教
育の視点とともに
算数を学ぶ意義を
感じ取れるよう配
慮されている。

○６年p.4のように
「算数でよく使う考え
方」で、これまでの学
習を「にている」「き
まり」「もどる」の視
点から振り返り、児童
が考えていく手立てを
獲得できるよう工夫さ
れている。
○２年以上の本編や巻
末に「さがしてみよ
う」が設定され、量感
を身に付けながら、進
んで算数を生活の中に
生かそうとする意欲を
高められるよう工夫さ
れている。

Ｌ

○１年「いくつといく
つ」では、数の分解を
１ページごとに示し、
１年の児童が数につい
ての理解を深めるため
の工夫がなされてい
る。(p.29)
○AB判紙面の側注に設
けた「もう一度考えよ
う」は、本文の問題や
「直後の問題」を補完
するような内容になっ
ており、学んだことが
定着できるよう配慮さ
れている。(5年下
p.63)

○３年下p.25のように
「よみとろうあらわそ
う」では、絵や図、さ
らに線分図や数直線を
活用して問題解決でき
るよう系統立てて構成
されている。
○角と角度の単元で
は、角度を理解するた
めの学習用具が付録と
して設けられており、
全児童で取り組めるよ
う配慮されている。
（4年上p.20）

○単元の導入部分で児
童に身近な事柄から課
題が示され、興味・関
心が高まるよう工夫さ
れている。
○「いち・に・算活」
では身の回りのもので
かけ算に表せるものを
探す学習活動が示され
ており、児童の意欲を
高めながら算数と生活
の関連について理解が
深まるよう工夫されて
いる。（2年下p.32）

○２年以上各学年の上
巻末に「算数で使いた
い言葉・考え方」がま
とめて示してあり、学
年に応じた説明の仕方
を身に付けられるよう
配慮されている。
○問題解決的な学習の
手順を４段階に整理し
て、具体的な着眼点を
示すことで見通しを立
てたり考えたことを話
し合ったりすることが
できるよう工夫されて
いる。(4年下p.21)

○５年上p.11のように
ページの右端に学習の
流れや既習事項を振り
返ったり、ステップ
アップ練習へ進んだり
できるなどの工夫がさ
れている。
○各巻末にある「算数
マイトライ」では、児
童が主体的に学習を進
めていけるよう工夫さ
れている。

○「もうすぐ中学
生」を設けて、小
学校の学習をふま
えた中学校の学習
内容について紹介
するなど、中学校
との連携に配慮し
ている。(6年
p.96)
○３年下p.12のよ
うに「なるほど算
数」では算数に関
する情報が紹介さ
れており、算数の
楽しさを感じとれ
るようになってい
る。

○身近な生活や他教科
との関連をもたせた場
面設定となるよう工夫
されている。(3年上
p.70)
○問題解決のヒントや
発展的な問題などをAB
判紙面の側注に示すこ
とで、本文中の問題や
図、まとめなどが読み
やすくなるよう配慮さ
れている。(6年上
p.58)
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選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記
号

選　定　に　必　要　な　資　料　の　観　点

総　　　括

算  数  No.3



理  科  No.1

　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

Ａ

○４～６年の学年の初
めに、問題解決の過程
を示し、見通しをもっ
た学習ができるよう工
夫されている。
○巻末には、「理科の
調べ方を身につけよ
う」として、ノートの
書き方や話し合いの仕
方、観察や実験器具の
使い方、算数学習の活
用の仕方などが掲載さ
れ、理科に必要な技能
を発達段階に即して習
得できるよう配慮され
ている。

○各単元の学習におい
て見通しをもって学習
できるよう、「問題を
つかもう・問題・予想
しよう・計画しよう・
観察実験・結果・考え
よう・まとめ」という
学習の流れが示されて
いる。
○６年p.13のように、
各単元の初めには「思
い出そう」があり、こ
れまでの学習との関連
を意識できるような構
成になっている。

○３年「チョウを育て
よう」では、幼虫の実
際の大きさを擦り出し
で示したり、成長の様
子が順序よく表れるよ
う大きさを変えたペー
ジで示したりすること
で、児童の興味を引く
よう構成されている。
○巻末に３年「こん虫
の切り紙をつくろ
う」、６年「とび出る
人体模型」があり、児
童が制作活動を通して
理解を深められるよう
工夫されている。

○４年p.58、86、163
のように、気温とヘチ
マの成長を同時に示
し、ヘチマと気温の変
化を比較し、関連付け
て考えることができる
よう工夫されている。
○５年p.74～75では、
島根県の斐伊川の写真
を含め全国各地の川や
川原の様子を掲載し、
その特徴をまとめられ
るよう配慮されてい
る。

○４年p.65、５年
p.59、60「理科のひろ
ば」では、学習と身近
な生活を結び付けたり
発展的な学びにつなげ
たりできるよう配慮さ
れている。
○各学年の巻末の「理
科の調べ方を身につけ
よう」の中に「話し合
いの仕方」が掲載さ
れ、言語活動の充実を
図ることができるよう
配慮されている。

○「つくってあそ
ぼう」(3年p.128)
では、ものづくり
活動を１つの学習
活動として展開で
きるよう構成され
ている。
○５年「魚のたん
じょう」ではメダ
カの雄と雌、受精
直後からのたまご
の変化等、特徴が
つかみやすい拡大
写真が示されてい
る。

○写真、絵、図表、イ
ラスト、吹き出しなど
が、効果的に配置さ
れ、児童が興味をもっ
て見ることができ、さ
らに理解が深まるよう
配慮されている。
○観察・実験後、児童
が学習内容を確認でき
るよう、４年p.120、
６年p.96のように問題
に対するまとめが箇条
書きで示されている。

Ｂ

○各学年の初めに、
「理科の学び方」とし
て問題解決学習の流れ
を箇条書きでイラスト
や図とともに示し、見
通しをもって学習でき
るよう工夫されてい
る。
○５年「植物の発芽」
(p.20)では、条件制御
の考え方を文や表で強
調し、各学年で育成す
る問題解決能力を意識
して学習できるよう配
慮されている。

○４年「ものの温度と
体積」、５年「植物の
発芽」「流れる水のは
たらき」では、多様な
方法から選択して主体
的に学習に取り組める
よう、別の（実験）方
法が紹介されている。
○５年「発芽の条件」
(p.19)では、ガラス
コップを使った栽培に
より、発芽の様子がよ
く分かる実験方法が示
してある。

○６年p.18にあるよう
に資料「りかのたまて
ばこ」では、自然事象
や日常生活、研究等が
紹介され、児童の興
味・関心を高めるよう
工夫されている。
○４年p.57では、夏の
大三角の写真の前面に
星座の絵が描かれた透
明シートがあり、児童
の興味・関心を高める
とともに星座観察が容
易になるよう工夫され
ている。

○単元の終わりには、
「たしかめよう」「学
んだことを生かそう」
があり、学習内容を振
り返り言葉や文で説明
したり、活用したりす
る力を高めるよう配慮
されている。
○６年「ものの燃え
方」(p.26)には、昔な
がらの鉄作りである
「たたら吹き」が紹介
され、その中に安来市
の「和鋼博物館」等の
資料が掲載されてい
る。

○３年p.45、６年p.56
にある「ジャンプ」で
は、発展的な内容が示
され、知的好奇心を高
めるよう配慮されてい
る。
○５年p.66～69のよう
に、各学年で「自由研
究」のページがあり、
研究の進め方が箇条書
きで分かりやすく示さ
れ、自主的な発展学習
となるよう配慮されて
いる。

○各学年の巻末に
ある「ふりかえろ
う」では、上学年
や中学校の学習内
容が紹介され、系
統的に学べるよう
配慮されている。
○５年p.47～48に
は、顕微鏡の使い
方が折り込みで掲
載され、p.75の観
察が開いたままで
きるよう工夫され
ている。

○学校や地域の実態、
児童の思いや考えに応
じて多様な方法から実
験方法等を選ぶことが
できるなど、主体的な
学習が展開できるよう
工夫されている。
○６年p.168のように
学習内容を生活と結び
つけた資料により、学
習したことをもとに自
分の生活が振り返られ
るよう配慮されてい
る。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

発
行
者
略
称

選　定　に　必　要　な　資　料　の　観　点

総　　　括
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理  科　No.2

　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

Ｄ

○各学年の初めには、
「見つけよう・調べよ
う・まとめよう」とい
う学びの流れを示し、
児童が問題解決の過程
を理解し、見通しを
もって学習が進められ
るよう配慮されてい
る。
○５年p.35にあるよう
に、課題・予想・実験
結果・考察・まとめな
どを書いたノート例を
示し、問題解決の過程
が充実するよう工夫さ
れている。

○各単元の学習におい
て見通しをもって学習
できるよう、「問題を
つかもう・問題・予想
しよう・計画しよう・
観察実験・結果・考え
よう・まとめ」という
学習の流れが示されて
いる。
○６年p.13のように、
各単元の初めには「思
い出そう」があり、こ
れまでの学習との関連
を意識できるような構
成になっている。

○各学年に「科学者の
伝記を読もう」が掲載
され、実在の科学者を
紹介し、自然や科学へ
の興味・関心を高めら
れるよう工夫されてい
る。
○６年p.94のように、
各単元には「読み物」
があり、児童が新たな
課題意識をもてるよ
う、学習内容と身近な
生活との関わりやつな
がりが紹介されてい
る。

○６年「てんびんを
作って郵便物の重さを
量ってみよう」(p.93)
にあるように、ものづ
くりを通して実感を伴
う理解が図られるよう
工夫されている。
○３年「かげと太陽」
(p.23)では、大事な言
葉として「科学的な言
葉」を示し、「科学的
な言語」を用いて記録
ができるよう配慮され
ている。

○４年p.124のように
「活用しよう」「学び
を生かそう」では、学
習内容を実生活に生か
している内容を示し、
発展的な学習へつなが
るよう工夫されてい
る。
○巻末前の「考えよう
調べよう」では、「見
つける・伝える・聞
く・記録・調べる・ま
とめ」等の方法を示
し、主体的な学習を進
めることができるよう
配慮されている。

○４年p.125「科
学者の伝記を読も
う」や５年p.159
「調べる」では、
図書館を活用して
学習を進めること
ができるよう工夫
されている。
○単元の最初の
ページに単元で使
用する器具や関連
する既習事項の掲
載があり、見通し
をもった学習がで
きるよう配慮され
ている。

○巻頭見開きに、美し
い自然の写真と自然を
題材にした詩が掲載さ
れ、児童の自然に対す
る感性が高まるよう配
慮されている。
○各学年の巻末には理
科学習で必要となる技
能や図書館活用の仕方
をまとめ、言語活動の
充実を図り、思考力や
表現力を高められるよ
う配慮されている。

Ｆ

○４年～６年の初めに
は、前学年の学習内容
を確かめたり、各単元
の最初のページでは、
他の単元とのつながり
を押さえたりすること
で、学習内容の系統性
が意識できるよう工夫
されている。
○問題解決の過程が、
同一のキャラクターで
示され、学習に見通し
をもって取り組むこと
ができるよう配慮され
ている。

○５年p.23のように、
各学年で「ノートの使
い方」が示され、問題
解決の過程を整理する
技能が、発達段階に即
して習得できるよう工
夫されている。
○各学年のp.4～5で
「学年の学び方」が示
してあり、問題づくり
からまとめまでの見通
しをもって学習できる
よう配慮されている。

○６年「人や他の動物
の体」(p.42)では、実
際の大きさの臓器のイ
ラストを示すなど、児
童の興味・関心を高め
るよう工夫されてい
る。
○各学年の巻末には、
「図鑑コーナー」が掲
載され、児童が主体的
に自然に触れたり、学
習を広げ深めたりでき
るよう工夫されてい
る。

○各単元末には「学ん
だことを使おう」があ
り、学習内容をもと
に、自然事象などを説
明する活動を通して思
考力を高めるよう工夫
されている。
○５年p.58、176のよ
うにグループで学習し
たり、３年p.59のよう
に場を共有したりする
様子を示し、言語活動
を通した学び合いがで
きるよう配慮してい
る。

○３年p.58のように各
単元の中に「チャレン
ジ」という発展的課題
が紹介され、児童の関
心を高めるとともに、
自主的な学習を促して
いる。
○６年p.110～111のよ
うに、随所に「資料」
が設けられ、学習した
ことをさらに詳しく学
んだり、生活との関連
を学んだりできるよう
工夫されている。

○４年p.112～115
には、理科室での
学習の仕方や実験
器具の使い方が示
してあり、安全意
識をもって実験が
できるよう配慮さ
れている。
○各学年の裏表紙
にその学年の学習
内容に関わる「理
科の安全の手引
き」が掲載され、
安全面に配慮され
ている。

○各学年の表紙に自然
事象の写真が掲載さ
れ、理科学習と実生活
とのつながりを意識し
て学習をスタートでき
るよう配慮されてい
る。
○巻頭・巻末を始め、
随所に「達人からの
メッセージ」や「自然
や生物の美しい写真」
が掲載され、児童の感
性を高めるよう配慮さ
れている。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記
号

選　定　に　必　要　な　資　料　の　観　点

総　　　括
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理  科　No.3

　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

Ｇ

○３年～６年の初めに
見開きで１年間の学習
が写真とともに掲載さ
れ、見通しをもって学
習に取り組めるよう工
夫されている。
○３年「身近なしぜん
のかんさつ」(p.30～
37)では、動物のすみ
かや様子を観察し食べ
物とのつながりに気付
けるよう、写真・吹き
出し・観察カード等が
効果的に示されてい
る。

○３年、５年の巻頭
「学習の準備」では、
早期に取りかかる準備
内容を示したり、４年
p.4～5では、生き物や
栽培活動の時期を年間
スケジュールで掲載し
たりして、見通しを
もって学習できるよう
配慮されている。
○３年「身近なしぜん
のかんさつ」「植物を
育てよう」は、暖かく
なった時季に設定さ
れ、寒冷な地域に配慮
した構成となってい
る。

○３年p.76～77、109
～111の「資料」で
は、学習内容と関連し
た情報や発展的内容、
偉人などを紹介し、児
童の興味・関心が高ま
るよう工夫されてい
る。
○６年「月と太陽」
(p.76～77)のように、
単元の初めには身の回
りの自然事象を見開き
で紹介し、児童に疑問
を抱かせるよう配慮さ
れている。

○６年p.85や５年p.44
にあるように、レポー
トやワークシートの作
成例を示し、書く活動
を中心に言語活動が充
実するよう配慮されて
いる。
○５年p.20～22では、
「条件制御」を意識し
て予想や実験・考察が
できるよう示し、各学
年で培うべき問題解決
能力が高まるよう配慮
されている。

○「しらべてみよう」
(5年p.144)、「やって
みよう」(6年p.15)の
ように、学習内容に関
わる発展的内容を紹介
し、児童の課題意識を
高めるよう配慮されて
いる。
○４年p.59にあるよう
に全学年の「やってみ
よう自由研究」で、研
究の具体的な進め方を
示し、児童が自主的に
研究に取り組めるよう
配慮されている。

○４年「生き物の
くらし」では、四
季それぞれの身近
な動植物を多種類
取り上げ、写真で
示している。
○サイズはＢ５版
であり、持ち運び
や机上で扱いやす
いよう配慮されて
いる。

○自然の美しさを感じ
らるよう、各学年の表
紙と裏表紙に四季の風
景写真が掲載され、巻
頭には身近な自然、月
から見た地球の写真等
が掲載されている。
○地域の動植物の発育
時期や地域素材の活用
など、地域の特性を生
かした学習ができるよ
う配慮されている。

Ｋ

○４年p.23のように、
各単元のまとめのペー
ジには、「新しく学習
した言葉」があり、言
葉の定着が図られるよ
う工夫されている。
○各学年の巻頭には、
「学習の進め方」が示
してあり、問題解決の
過程を理解した上で学
習を進められるよう配
慮されている。

○４年p.84～85のよう
に、単元の最初には見
開きで学習内容に関わ
る自然事象等の写真と
学習のめあてを提示
し、見通しをもった学
習ができるよう配慮さ
れている。
○単元末には、「まと
めよう・たしかめよ
う・力だめし・ひろげ
よう」が設けてあり、
学習内容を確かめ、学
習内容と日常生活の事
象をつなげて考えられ
るよう配慮されてい
る。

○３年p.109のよう
に、各単元末には「ひ
ろげよう」があり、学
習内容と関連した情報
が紹介され、児童の興
味・関心を高めるよう
配慮されている。
○３年の巻末には、
「たんけんカード」、
４年の巻末には「光る
星座カード」があり、
児童が主体的に自然に
触れたり、観察したり
できるよう工夫されて
いる。

○５年、６年巻末には
「地域資料集」があ
り、身近な自然につい
て調べたり、他の地域
と比べたりできるよう
工夫されている。６年
ｐ.205には大田市の三
瓶小豆原埋没林が掲載
されている。
○６年「水よう液の性
質」(p.84)の問いのよ
うに、各学年における
問題解決能力が育つよ
う問題提示の仕方が工
夫されている。

○各単元の学習後の
「まとめよう」では、
５年p.51のように手書
きのシートが紹介さ
れ、自学を進めていく
上でのポイントが意識
できるよう配慮されて
いる。
○５年p.40のように、
「理科の広場」では、
発展的な内容を詳しく
解説し、自主的な学習
を促すよう配慮されて
いる。

○各学年に「わく
わく理科プラス」
という学習前と学
習後に活用する
ノートが付属して
いる。
○各学年の巻末に
「理科につながる
算数のまど」の
コーナーがあり、
算数の学習内容と
理科学習とのつな
がりを意識できる
よう配慮されてい
る。

○理科の有用性を実感
できるよう、学習内容
と日常生活・地域教材
を関連づける構成がさ
れている。
○教科書に付属してい
る「わくわく理科プラ
ス」をはじめ、巻末の
「つくってみよう！
（ものづくり広場）」
「算数のまど」「地域
資料集（5年、6年）」
「読んでみよう理科の
本」などの資料が充実
している。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記
号

選　定　に　必　要　な　資　料　の　観　点

総　　　括
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　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

Ａ

○上巻「すたあとぶっ
く」において、生活科
におけるスタートカリ
キュラムで使用できる
よう配慮されている。
○種子から発芽、花芽
分化の様子が一目で分
かるよう構成されてい
る。

○上巻「もうすぐ２年
生」で新１年生の招待
活動と振り返り活動が
示され、自分の成長を
感じることができるよ
う工夫されている。
○町探検が２回設定さ
れており、活動を繰り
返すことにより気付き
の質を高め、学習を深
めることができるよう
工夫されている。

○上巻では、同一の公
園の夏、秋、冬の場面
を取り上げて季節の変
化や遊びの違いがわか
るよう工夫されてい
る。
○下巻「うごくうごく
わたしのおもちゃ」で
は、身近にある材料を
使った簡単なおもちゃ
を紹介したり、単元の
終わりには「おもちゃ
図かん」を入れたりし
て児童の製作意欲が高
まるよう工夫されてい
る。

○下巻「つたわる広が
るわたしの生活」では
相手意識をもって伝え
方を考えることで、言
語活動の充実と人との
つながりを意識できる
構成となっている。
○クラスの児童の様子
を挿絵や写真で紹介す
る中に、車椅子や外国
の児童も登場させ、福
祉や人権に関する内容
にも配慮されている。

○巻末に「べんりて
ちょう」を付け、自分
で調べたり観察したり
できるよう、工夫され
ている。
○上巻には付録として
「ポケットずかん」が
付いており、季節ごと
に身近な草花や虫を探
して調べることに役立
つよう工夫されてい
る。

○学習した内容に
ついてクイズペー
ジを設け、興味を
もたせながら理解
を深まるよう工夫
されている。
○上巻の「ほんと
うのおおきさずか
ん」では、実物大
の図により植物の
種類を判別しやす
いよう工夫されて
いる。

○活動名の下に課題が
示され、児童の意識に
沿った学習が展開でき
るよう工夫されてい
る。
○上巻下巻とも一年間
が四季ごとに色分けさ
れ、学習する単元がわ
かりやすく示されてい
る。

Ｂ

○上巻「みんななかよ
し」は、家庭から小学
校へ登校する様子が描
かれており、小学校生
活をスタートさせる１
年生の意識に沿った構
成となっている。
○上巻下巻とも単元の
とびらのページは、２
ページにわたる大きな
写真によって単元の内
容が表されている。

○上巻「あったかい
ね、ともだちだね」で
は、植物だけでなく身
近な動物についても取
りあげ、児童が親しみ
をもつよう配慮されて
いる。
○下巻p.13では、「ビ
ンゴカード」を取り入
れゲームをしながら春
を見つける探検ができ
るよう工夫されてい
る。

○上巻「いきものとな
かよし」では、葉が印
刷されたアクリルシー
トを使いながら隠れて
いる虫たちを探すこと
で、興味をもって学習
を進めることができる
よう工夫されている。
○下巻p.30「生きもの
はっけん」では、紙面
を縦に使い水の中の生
き物がより大きく見え
る工夫をすることで、
学習内容に興味がもて
るよう工夫されてい
る。

○上巻「かぞくでいっ
しょにおしょうがつ」
では、家族の一員とし
て何ができるか考えら
れるよう工夫されてい
る。
○下巻「自分はっけ
ん」では自分の良いと
ころに気付き、自尊感
情が高まるよう配慮さ
れている。

○巻末に「がくしゅう
どうぐばこ」として、
道具の使い方や簡単な
調理、栽培の仕方、電
車の乗り方等がまとめ
てあり、実生活の中で
生かされるよう工夫さ
れている。
○「せいかつことば」
の欄があり、語彙が増
やせるよう工夫されて
いる。

○下巻「わたしの
町はっけん」で
は、見つけたこと
を絵地図で紹介す
るなど社会科への
接続に配慮されて
いる。
○下巻p.48「夜の
長さってどのくら
いかな？」では、
時間の感覚を視覚
的に理解できるよ
う工夫されてい
る。

○ページの右上に児童
の言葉で単元の課題が
示されており、児童の
意識に沿った学習が展
開できるよう工夫され
ている。
○上巻p.68には白黒写
真を用い、児童が自ら
秋の色を想像できるよ
うに工夫されている。
また、特大写真を用い
て興味深く学習を進め
ていけるよう配慮され
ている。
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選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記
号

選　定　に　必　要　な　資　料　の　観　点

総　　　括

生  活  No.1



　 １　内容、程度、
　　 　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
　 　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

Ｄ

○４人のキャラクター
が学校や町を探検した
り、生き物を育てたり
する設定になってお
り、児童が親しみをも
てるよう工夫されてい
る。
○児童のそれぞれの活
動における表現活動が
分かりやすく掲載され
ている。

○「町のきせつ図か
ん」では、風景だけで
なく各地の様子と祭り
等の写真を掲載するこ
とで、学習内容を広げ
る工夫がされている。
○下巻p.70～73ではだ
んごむしの成長を細か
く写真で紹介してあ
り、気付きのきっかけ
が得られるよう工夫さ
れている。

○巻頭には見開きの大
きなページを設け、上
巻は１日の様子をすご
ろく風に、下巻は町の
様子をクイズ形式で示
し、興味をもつよう工
夫されている。
○「野さい図かん」で
は、たくさんの野菜の
栽培方法を掲載するこ
とで、栽培活動に意欲
をもつことができるよ
う配慮されている。

○下巻「もっと知りた
いしらべたい。」で
は、町探検１と２で活
動する学習スタイルが
示され、気付きの質を
高められるよう工夫さ
れている。
○下巻「みんなのすて
きはっ見」「みんなみ
んなありがとう」や下
巻「町のくふう」の活
動により、自尊感情を
育てることや福祉との
関連に配慮されてい
る。

○上巻「あそびにいこ
うよ」の中の「ものし
りノート」で紹介され
る遊びは、児童が自主
的に取り組める内容が
集められている。
○下巻p.28「チャレン
ジ図かん」では、さら
に調べたい見つけたい
という思いを紹介し、
発展的に取り組めるよ
う工夫されている。

○単元の終末には
発展学習が取り上
げられ、児童の自
主的な活動につな
げるよう工夫され
ている。
○「学び方図か
ん」では児童の活
動に生かせる内容
が掲載され、でき
たところにチェッ
クができるよう工
夫されている。

○「生活科学び方図か
ん」で、学ぶ力が付け
られるように話す、聞
く、見る、書くをはじ
め安全に関することや
道具の使い方等につい
て示されている。
○各ページのタイトル
が児童の言葉で示され
ており、活動に親しみ
をもたせるようになっ
ている。

Ｆ

○上巻の「わくわくど
きどきしょうがっこ
う」では小学校生活が
イメージしやすくなる
よう工夫されている。
○上巻p.23「みんなで
つたえあおう」等の
ページには、巻末資料
や他教科との関連を示
すマークがあり、学習
を広げたり、支えたり
することができるよう
工夫されている。

○上巻「かぞくにこに
こ大さくせん」では、
家族の一員として自分
ができることに挑戦し
たいという意欲を高め
られるよう配慮されて
いる。
○下巻p.16とp.50に町
たんけんの単元が２回
設定されており、活動
を繰り返すことにより
気付きの質を高め、学
習を深めることができ
るよう工夫されてい
る。

○上巻p.45では児童が
興味をもてるよう、
「レンチキュラー板」
を使い、朝顔の発芽を
体を使って表現する活
動が紹介されている。
○下巻p.14、p.46のよ
うに、野菜や生き物の
クイズを載せること
で、児童が興味をもっ
て調べる活動ができる
よう工夫されている。

○下巻p.62には、学習
したことをさまざまな
方法で発表している場
面が紹介されており、
言語活動が充実するよ
う工夫されている。
○下巻p.50「えがおの
ひみつたんけんたい」
では、仕事についての
インタビュー活動の例
が示されており、キャ
リア教育にもつながる
内容となっている。

○巻末に「ぐんぐんポ
ケット」として、「話
し方」「聞き方」「安
全」等のまとめが実生
活で生かされるよう工
夫されていたり、「本
を読もう」では、関連
図書を紹介し読書や調
べ学習につなげたりす
るよう配慮されてい
る。
○「おうちでちゃれん
じ」コーナーにより学
習したことを家庭へ広
げられるよう配慮され
ている。

○巻末の生活ノー
トは１年間を振り
返る時に直接書き
込むことが出来る
よう工夫されてい
る。
○ページの右上の
「はっ見ヒント」
や注意事項の記
載、振り返りコー
ナーにより、児童
が主体的な学びに
なるよう工夫され
ている。

○「ぐんぐんポケッ
ト」上巻の２、下巻の
３、４、５のように、
児童の表現力を養うこ
とを重視した構成と
なっている。
○上巻p.44やp.65で
は、生き物を育てなが
ら生き物の気持ちに
なって考えることで思
いやりの気持ちがもて
るよう工夫されてい
る。
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選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記
号

選　定　に　必　要　な　資　料　の　観　点

総　　　括

生  活  No.2



　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

Ｇ

○上巻「みんなともだ
ち」は「学校の生活」
や「友だち」「安全」
等についての紹介があ
り、入学したての児童
が小学校での生活につ
いてイメージできるよ
う工夫されている。
○上巻・下巻を通し
て、地域の自然を大切
にしていこうとする気
持ちを育むよう配慮さ
れ、季節にそった構成
となっている。

○上巻p.68のように、
うさぎの家を板とくぎ
を使って作成するなど
友達や地域の人と協力
して行う活動例が紹介
されている。
○下巻の大豆の栽培で
は、大豆を題材とし
て、栽培体験や人との
コミュニケーション等
総合的に学習できるよ
うに配慮されている。

○上巻「はしれはし
れ」では、風や磁石の
力等で動く車づくりを
遊び場とともに紹介
し、児童の興味・関心
を高められるよう工夫
されている。
○下巻「すすめすいす
い号」では、児童が
乗って遊ぶことのでき
る大型の船づくりを紹
介し、共同製作や遊び
への興味・関心が高め
られるよう工夫されて
いる。

○１年間の行事を取り
上げるなど、地域や地
域の人との関わりを大
切にした観点で構成さ
れている。
○作文や詩を取り上げ
るなど、言語活動を重
視するとともに、書く
ことによって気付きの
質を高めるよう配慮さ
れている。

○上巻には「たんごの
せっく」「たなばた」
をはじめ日本の伝統的
な行事を取り上げ、家
庭でも季節を感じなが
ら生活を豊かにしてい
くことができるように
配慮されている。
○下巻「わたしとかぞ
く」では、家庭におい
ても児童ができること
を具体的に取り上げ、
実践の意欲を高められ
るよう工夫されてい
る。

○下巻の町探検で
は、地域に伝わる
民話や福祉につい
て調べたりお年寄
りとの交流をした
りすることで住む
町のよさを感じる
ことができるよう
工夫されている。
○単元の導入に季
節の様子が表れて
いる詩が紹介して
あり、豊かな心を
育めるよう配慮さ
れている。

○それぞれの活動の中
で手紙の交流や対話に
よって人との関わり方
を学んでいく構成と
なっており、家庭や地
域での活動に広がって
いくよう配慮されてい
る。
○地域に根ざした教材
と直接体験を重視した
活動が工夫されてい
る。

Ｉ

○上巻「なかよしいっ
ぱいだいさくせん」で
は、学校探検に併せて
あいさつの仕方や安全
な登下校の仕方等、学
校生活で大切にしたい
ことをスムーズに学ぶ
ことができるよう工夫
されている。
○上巻p.48～49では、
体全体で春を感じるよ
うな活動例が示されて
いる。

○下巻「うごくおも
ちゃにちょうせんだ」
では、作る過程におけ
る試行錯誤の場面を取
り上げ、主体的に考え
ることの大切さが伝わ
るよう工夫されてい
る。
○上巻「みんなであそ
ぼうはるなつあきふ
ゆ」では、季節を感じ
ながら草原や公園、砂
場で遊ぶ様子を具体的
に示し、活動しやすい
よう工夫されている。

○上巻「きせつのおく
りもの」では、同じ公
園の様子が季節ごとに
描かれ、季節の変化に
気づけるよう工夫され
ている。
○下巻「あそんでため
してくふうして」で
は、児童の興味・関心
を高めるような写真が
掲載されている。

○上巻「みんなのにこ
にこだいさくせん」で
は、よりよい「ふるま
い」について考えさせ
る展開となっている。
○下巻では地域の人と
かかわりながら住んで
いる町について調べた
り、野菜を育てたりす
る構成となっており、
地域の人材を生かすよ
う工夫されている。

○「もっとやってみた
い」のコーナーを発展
学習のヒントとして示
し、上巻p.42では、春
の花の栽培時に秋植え
の植物を紹介して秋へ
の見通しをもたせてい
る。
○下巻p.54～55では、
生き物の飼い方の図が
示され、実際に飼うと
きの参考となるよう配
慮されている。

○下巻p.21では、
見つけたことを絵
地図で紹介するな
ど社会科への接続
が配慮されてい
る。
○上巻p.18「どう
すれば～かな」と
いうコーナーで
は、児童の考える
ヒントが示されて
いる。

○ホップ、ステップ、
ジャンプ等の印によ
り、単元の導入から終
末までの学習が見通せ
るよう構成されてい
る。
○単元終わりの「ジャ
ンプ」では、気付きを
絵と文で表して友だち
と伝え合うよう構成さ
れており、気付きの質
を高めるための言語活
動が位置づけられてい
る。
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選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記
号

選　定　に　必　要　な　資　料　の　観　点

総　　　括

生  活　No.3



　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

Ｋ

○上巻「ひろがれえが
お」では、家の人の笑
顔を見つけたり、どう
したら喜んでもらえる
か考えながら実践した
りすることで、家族へ
の思いと家族の一員と
しての自分の役割を考
えることができるよう
工夫されている。
○下巻p.38ではゴムや
空き缶などの特性を紹
介してあり、おもちゃ
づくりのヒントとなる
よう配慮されている。

○単元は時系列で構成
されており、季節に
合った活動や夏休みの
過ごし方を事前に学習
できるよう配慮されて
いる。
○下巻p.20とp.62に町
探検が２回設定されて
おり、活動を繰り返す
ことにより気付きの質
を高め、学習を深める
ことができるよう工夫
されている。

○上巻「がっこうたん
けん」の見開きページ
や他のわくわくページ
の拡大写真など、興味
をもって学習に取り組
めるよう工夫されてい
る。
○下巻p.46、74の「季
節とびら」では季節の
風物詩を取り上げるな
ど写真が効果的に使わ
れており、興味をもっ
て学習に取り組めるよ
うに工夫されている。

○「つたえあおう」の
コーナーでは、発表の
仕方やまとめ方が分か
りやすく示してあり、
言語活動を充実させる
ことができるよう工夫
されている。
○挿絵には、様々な世
代の人や障がいのある
人が描かれており、福
祉との関連が配慮がさ
れている。

○上巻「わくわくずか
ん」下巻「いきいきず
かん」では、あいさつ
の仕方や道具の使い
方、調べ方についての
まとめがあり、実生活
や学習に生かせるよう
工夫されている。
○別冊「せいかつたん
けんブック」は、動植
物の図鑑として活用し
ながら活動を深めるこ
とができるよう工夫さ
れている。

○教科書に直接記
入する欄を設け、
学習の記録をする
ことができるよう
工夫されている。
○上巻p.26,p.68
や下巻p.18,p.96
のように「ありが
とう」のページが
設けられ、道徳教
育との関連が図ら
れている。

○ページの左上に「わ
くわく」「いきいき」
「つたえあおう」
「ちゃれんじ」の表示
があり、活動の見通し
がもてるよう配慮され
ている。
○やさしい色合いの絵
と人物の表情がよくわ
かる大きくて効果的な
写真により、児童が親
しめるよう配慮されて
いる。

Ｌ

○幼児教育から小学校
への円滑な接続に配慮
されたスタートカリ
キュラムの内容とし
て、７つの項目に整理
して示されている。
○上巻p.100「きせつ
のちがいをさがしてみ
よう」では春夏秋冬の
絵を見開きで示し、季
節の違いがとらえられ
るよう工夫されてい
る。

○下巻p.98では、自分
や友達のいいところを
探す活動を取り入れ人
とのつながりを意識で
きる構成となってい
る。
○上巻は、四季の変化
を中心テーマとして、
様々な活動が展開され
るよう工夫されてい
る。

○単元のとびらは、興
味をひく絵が見開きで
描かれており、学習に
意欲的に取り組めるよ
う工夫されている。
○下巻p.24では、野菜
を育てる過程が写真で
ていねいに示されてお
り興味・関心を高めら
れるよう工夫されてい
る。

○下巻p.96「将来への
とびら」、p.112「こ
れからわたしは…」で
は、キャリア教育との
関連が図られている。
○下巻p.46「大切に育
てるよ」では、生命尊
重を踏まえ、道徳教育
との関連にも配慮され
ている。

○上巻「夏休みがやっ
てくる」下巻「夏休み
にしたいことは…」で
は、計画や記録の仕方
を紹介し自学自習に生
かせるよう工夫されて
いる。
○「なんでもずかん」
では植物図鑑のほか安
全教室や調べたことの
まとめ方や、話し方伝
え方も紹介され、子ど
もの興味に応じて発展
的に活用できるよう工
夫されている。

○表紙裏､下巻
p.132には点字を
載せ、福祉の視点
を取り入れてい
る。
○上巻p.32、50、
下巻p.38、82な
ど、学習したこと
を追究したり実生
活に生かしたりで
きるよう工夫され
ている。

○活動ごとに課題が示
されており、児童が見
通しをもって学習する
ことができるよう工夫
されている。
○表紙、裏表紙につな
がる絵は親しみやす
く、生活科の学習の見
通しをもつことができ
るよう配慮されてい
る。
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記
号

選　定　に　必　要　な　資　料　の　観　点

総　　　括

生  活　No.4



　１　内容、程度、
      分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
     配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

Ｆ

○１年の児童が、意欲
的に学習に取り組める
よう、身体表現ができ
る教材が多く取り入れ
られている。（1年p.8
～9）
○４年以上の「スキル
アップ」のページでは
各学年の発達段階に合
わせた発声練習やリズ
ムの復習、リズムアン
サンブルに活用できる
楽曲が載っており、学
年を通して活用できる
よう工夫されている。
（4～6年p.6～7）

○各学年とも題材で学
習する共通事項が「音
楽のもと」として記載
されており、学習内容
がわかりやすくなるよ
う工夫されている。
○教材として採用され
ている楽曲が、人気映
画のテーマ曲や世界の
民謡など幅広いジャン
ルの中から選択されて
いる。

○３年以上の歌唱教材
では折り込みページを
効果的に使って日本の
情景の美しさが写真で
紹介されており、児童
が興味をもって歌える
よう工夫されている。
○１年の鍵盤ハーモニ
カの導入では、原寸大
の楽器の写真が見開き
で示され、息の出し方
も具体的に説明されて
おり、意欲をもって取
り組むことができるよ
う工夫されている。
（1年p.32～37）

○「音楽ランド」には
同じ教材で学年に応じ
た合唱奏の楽譜が掲載
されており、全校で共
通して取り組むことが
できるよう工夫されて
いる。
○４年「日本のお祭り
をたずねて」では石見
神楽、５年「日本の民
ようをたずねて」では
安来節が取り上げられ
ている。

○巻末に｢音楽のもと｣
のまとめが記載されて
おり、児童にも分かり
やすい言葉や図で身に
付けたい力がまとめら
れている。
○巻末には「にっぽん
のうたみんなのうた」
が記載され文部省唱歌
以外にも歌い継いでい
きたい日本の歌が取り
上げられている。

○国歌「君が代」
については、学年
の実態を考慮した
歌詞の大意が記載
されており、細石
についても写真付
で分かりやすく説
明されている。
○１～３年では透
明シートを活用
し、楽しく聴いた
り歌ったりする活
動ができるよう工
夫されている。

○明るく楽しい雰囲気
の挿絵や写真、キャラ
クター、折り込みペー
ジや見開きページ等を
ふんだんに使って、楽
しく学習できるよう工
夫されている。
○「にっぽんのうた
みんなのうた」では感
性にうったえる、美し
い写真や資料が多く用
いられている。

Ｈ

○１年の児童が、意欲
的に学習に取り組める
よう、幼児期によく歌
われる曲をたくさん取
り上げている。（1年
p.4～5）
○３年のリコーダーの
導入では、演奏時の姿
勢やタンギング、息の
強さ、穴のとじ方など
を写真や図を用いてわ
かりやすく示されてい
る。

○和音や旋律など音楽
を特徴づけている要素
が題材として系統的・
段階的に取り上げら
れ、繰り返して学習が
できるよう配慮されて
いる。（5年p.22、6年
p.22）
○題材名が文章で示さ
れるとともに、最初の
ページ左側に見出しで
標記されており、児童
が学習の内容や流れを
つかみやすいよう工夫
されている。

○共通教材を「こころ
のうた」と位置付け、
我が国の自然や文化、
日本語のもつ美しさを
味わう視点から曲につ
いて説明されている。
○３～６年巻末の「音
楽の歴史をつくった
人」というコーナーに
は、世界的に有名な作
曲家についての記載が
あり、児童の興味・関
心を高めるよう工夫さ
れている。

○アンサンブル活動が
全学年を通して取り上
げられ、友達と合わせ
て演奏することの楽し
さを味わい、気持ちを
合わせて演奏する意欲
を育てるよう工夫され
ている。（4年p.42）
○３年「郷土の音楽」
では石見神楽、４年
「郷土の民謡」では安
来節が取り上げられて
いる。

○巻末には「ふりかえ
りのページ」が設けら
れ、共通事項や音楽の
仕組みについてまとめ
てあり、学んだ内容を
確認することができる
よう工夫されている。
（各学年p.72）
○「みんなで楽しく」
のページでは歌唱曲や
合奏曲の楽譜があり、
学習した内容をさらに
発展させ、様々な楽曲
に取り組むことができ
るよう工夫されてい
る。

○「日本と世界の
音楽に親しもう」
では我が国の音楽
文化に愛着をも
ち、他国の音楽文
化を尊重する態度
が養われるよう配
慮されている。
○題材では共通事
項を中心に表現・
鑑賞・音楽づくり
の教材が関連を
もって取り上げら
れている。（4年
p.36～43）

○題材ごとに、歌唱・
器楽・音楽づくり・鑑
賞の学習を関連づけて
教材が選択されてお
り、学校や児童の実態
に応じて学習をすすめ
ていくことができるよ
う配慮されている。
○感じ取ったことを言
葉で説明したり、表現
を工夫したりするため
の手掛かりとして、絵
譜やキャラクターから
のアドバイス、コラム
が示されている。
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記
号

選　定　に　必　要　な　資　料　の　観　点

総　　　括

音  楽   No.1



　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

○各領域とも発達の段
階に応じた適切な内
容・程度で、相互鑑賞
の場面や共同的な活動
を設定した題材がバラ
ンスよく精選されてい
る。
○多くの題材が掲載さ
れ、領域によっては選
択題材が設定されてお
り、地域や学校、児童
の実態に合わせて内容
が選択できるよう工夫
されている。

○描いたり作ったりす
る活動を通して、育て
たい力を３点にまと
め、題材名と共に示さ
れている。
○題材のねらいや観点
別に示した振り返りの
視点が分かりやすく示
されている。

○３・４年上p.34のよ
うに、初めて取り扱う
用具のある題材では、
扱い方が分かるよう配
慮されている。
○扉絵は、「小さな美
術館」とアーティスト
の作品や活動を紹介し
て、造形活動への関
心・意欲が高められる
よう工夫されている。

○「造形コレクショ
ン」として、玩具や自
然を取り上げ、〔共通
事項〕の視点で生活の
中の造形美を見出すこ
とができるよう工夫さ
れている。（1・2年上
下p.43ほか）
○題材で扱った材料・
用具と郷土の伝統文
化、他教科との関連が
図られるよう工夫され
ている。(1・2年下
p.29、3・4年上p.39）

○１・２年上p.40～41
のように「みんなの
ギャラリー」が各学年
掲載され、様々な場面
で美を楽しむことに目
が向けられるよう工夫
されている。
○３・４年上p.18のよ
うに「ひらめきコー
ナー」で、簡単に出来
る工作を紹介し、授業
以外でもつくる活動に
取り組めるように配慮
されている。

○もくじには題材
名と共に使用する
材料・用具が一覧
として示されてい
る。
○材料用具の扱い
方だけでなく、ア
レルギーや衛生面
に配慮されてい
る。

○ねらい、観点、振り
返りと題材の流れが見
開きで示されている。
導入の言葉も併せて示
されており、題材に向
かう意欲が喚起される
よう工夫されている。
○子どもたちの鑑賞風
景や他者へプレゼント
する題材など、コミュ
ニケーションや言語活
動を重視した題材を取
り入れている。

Ｌ

○発達の段階を踏まえ
て取り扱う材料や用具
が設定されており、各
領域とも内容や程度な
ど教材がバランスよく
精選され、表現と鑑賞
が一体的に学習できる
よう配慮されている。
○低学年では、体全体
で材料と関わる題材が
多く配列してある。

○１つの題材について
屋外、屋内の両方での
学習活動が掲載されて
おり、児童や学校の実
態に応じて選択できる
よう工夫されている。
○各題材の紙面には、
活動内容、学習のめあ
て（４つの観点）、発
想や表現の手だてとな
るヒントやポイントが
示されている。

○作品と共に活動のプ
ロセスやアイデアス
ケッチなどが適宜示し
てあることで、児童が
見通しをもって取り組
むことができるよう工
夫されている。(1・2
年上p.24)
○各学年の巻頭に、児
童の造形活動の様子が
掲載されており、１年
間の学習への見通しと
学習意欲がもてるよう
工夫されている。

○世界遺産や伝統的な
文化遺産、郷土の民芸
品などを取り上げ、伝
統技法を使った題材で
活動できるよう工夫さ
れている。（5・6年上
p.50～51、3・4年上
p.50～51）
○３・４年から、作品
と共に児童の感想を取
り上げ、文章から他者
の思いを感じ取ること
ができるよう工夫され
ている。(上p.11)

○５･６年上p.28～31
のように「図画工作の
広がり」では、作品の
発表場面や地域との交
流の取り扱いがあり、
展示をする際の工夫と
しても活用できる。
○「ぞうけいのもり」
では、生活と色や形を
結び付けて考えること
ができるような発展的
な題材が示されてい
る。（5・6年下p.50～
51）

○中学校美術の活
動を紹介し、教科
のつながりを意識
できるよう工夫さ
れている。(5･6年
下p.48～49)
○３･４年下p.54
のように危険を伴
う用具の取扱いに
ついて写真や絵を
用いて示し、安全
に活動できるよう
配慮されている。

○題材の初めに、ねら
い、観点、振り返りと
題材の流れが見開きで
示され、主に大切にし
たい観点に下線が引い
てある。
○多くの作品と共に視
線や手の動きを中心に
した写真が多く用いら
れており、児童が題材
に向かいやすいよう配
慮されている。
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選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記
号

選　定　に　必　要　な　資　料　の　観　点

総　　　括

Ｃ

図画工作  No.1



家  庭  No.1

　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

Ａ

○段階標本の写真によ
り、調理結果を予測し
たうえで判断できるよ
う工夫されている。
(p.16、69)
○「いつもたしかめよ
う」に基礎的・基本的
な技能が集約され、必
要に応じて活用できる
よう工夫されている。
(p.114～124)

○小題材は、「学習の
めあて」とそれに即し
た「ふり返ろう」が設
けられ、スモールス
テップを踏みながら学
習を積み上げていける
よう工夫されている。
○各題材に「これだけ
はできるようになろ
う」を設け、基礎的・
基本的な技能を確認し
ながら学習できるよう
工夫されている。

○生活場面の見開きの
イラスト・写真によ
り、身近な生活の実態
から自分なりに課題を
もって学習に取り組め
るよう工夫されてい
る。（p.36～37、44～
45）
○子どものキャラク
ターが随所に登場し、
吹き出しで思考を促す
疑問や話し合いの例を
示すことで、主体的に
学ぶ意欲がわくよう工
夫されている。
（p.49、70）

○学習のまとめ方とし
て、パンフレット作成
例、レポート作成例、
話合い活動例が紹介さ
れ、言語活動の充実が
図れるよう工夫されて
いる。（p.43、51、70
～71）
○内容を総合的に扱う
題材が設けられ、家庭
生活の営みの関連性を
捉えて学習が進められ
るよう工夫されてい
る。（p.92～101）

○「自由研究」で、実
践の進め方から結果の
まとめ方まで例示があ
り、一連の学習過程を
見通すことができ、家
庭で実践しやすいよう
工夫されている。
（p.25、81）
○「プロに聞く！」が
随所に設けられ、学習
内容と社会生活とのつ
ながりに気付けたり、
学習を深められたりで
きるよう工夫されてい
る。（p.29、107）

○調理・製作に必
要な用具を左手で
扱っている写真が
あり、左利きの児
童に配慮されてい
る。(p.33、115～
121)
○実物大の写真を
用いて、切る際の
手指の使い方や力
を入れている部分
が細部まで確認し
やすいよう工夫さ
れている。(p.115
～121)

○基礎的・基本的な内
容を押さえながら、身
近な生活を出発点に主
体的に問題解決的な学
習が展開できるよう工
夫されている。
○題材は、「見つめよ
う」「計画しよう・活
動しよう」「生活に生
かそう・課題を見つけ
よう」の３部で構成さ
れ、学習の見通しがも
てるよう工夫されてい
る。

Ｃ

○実習・製作する小題
材が細分化して配列さ
れ、スモールステップ
を踏みながら基礎・基
本の定着が図れるよう
工夫されている。
○調理手順が写真で示
され、状態（沸騰や卵
の加熱等）を確認しな
がら調理が再現できる
よう工夫されている。
(p.16～17、72～73)

○題材は、「学習のめ
あて」で始まり、「話
し合おう」「やってみ
よう」等を経て、「ふ
り返ろう」で題材全体
の学習を振り返って自
己評価できるよう工夫
されている。
○各題材の終わりに
「生かそう」が設けら
れ、家庭での実践を促
す提案が示されてい
る。(p.29、85)

○「ひと口メモ」に学
習内容に関連する言葉
の解説があり、興味・
関心をもって学習に取
り組めるよう工夫され
ている。
○豊富な製作例・調理
例が写真で示され、学
習意欲や家庭での実践
意欲を喚起するよう工
夫されている。(p.12
～17、21～24)

○地産地消という言葉
やしじみ汁（島根県）
を紹介し、地域に伝わ
る食材や調理例を調べ
ることを推奨して、地
域の特色に目を向ける
ことができるよう工夫
されている。（p.15、
51、63）
○巻末の「家庭科学習
でよく使われる用語」
が内容別に集約・分類
され、レポート作成や
話合い活動等で活用で
きるよう工夫されてい
る。

○「チャレンジコー
ナー」が随所に設けら
れ、学んだことを生か
す複数の例示が写真付
きで紹介され、家庭で
の実践を促す具体例を
数多く示すことで、児
童が家庭の状況に応じ
て実践できるよう工夫
されている。
○中学校技術・家庭科
で学習する内容を紹介
し、発展的な学習や中
学校への接続に配慮さ
れている。(p.109)

○食物アレルギー
について触れてあ
り、食の安全への
視点が示されてい
る。（p.10、12、
71）
○実習・製作中の
安全への注意喚起
が折り込みページ
にまとめられてお
り、常に開いたま
まで確認できるよ
う工夫されてい
る。

○基礎的・基本的な内
容を押さえ、豊富な情
報や例示により、学習
内容を活用したり、実
践したりできるよう工
夫されている。
○題材は、「学習のめ
あて」と「振り返り」
が設けられ、学習の見
通しがもてるよう工夫
されている。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記
号

選　定　に　必　要　な　資　料　の　観　点

総　　　括
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保  健　No.1

　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

Ａ

○保健学習の入門期と
して「自分の夢」を問
うことで、健康の大切
さを意識づけるよう工
夫されている。
（3・4年口絵3）
○全体的に写真やイラ
ストなどバランスよく
配置されており、図表
も分かりやすい構成と
なっている。

○「大きくなってきた
わたし」では、赤ちゃ
んの頃のくつや手の大
きさを現在の自分と比
較する体験を通し成長
を実感できるよう工夫
されている。（3・4年
p.16）
○「健康な生活」では
自分と環境の要因を自
分の経験と関連させな
がら、話し合いと活動
を通して理解できるよ
う工夫されている。
（3・4年p.4）

○キャラクターが学習
のナビゲーター役とし
て登場し、興味・関心
をもって学習が進めら
れるよう工夫されてい
る。
○「まめちしき」では
詳しい学習内容を知る
ことができ、児童の興
味・関心が高められる
よう工夫されている。

○「けんこうによいか
んきょう」では、既習
事項をもとに実際の生
活場面でどうすればよ
いかを問い、思考力・
判断力・表現力を育成
できるよう工夫されて
いる。(3・4年p.11)
○５・６年「感染症の
予防」の学習では、嘔
吐物の処理方法が具体
的に示されており、感
染病防止の意識が高め
られるよう工夫されて
いる。(5・6年p.35)

○「つなげよう」の
コーナーにより他教科
との関連を明記し、横
断的な学びができるよ
う配慮されている。
○「広げよう」では、
安全マップを大きく取
り上げ、作成の目的や
視点、注意点が明示さ
れており、身の回りの
安全意識を高めるとと
もに既習事項を発展的
に深められるよう工夫
されている。（5・6年
p.27）

○教科書の目次に
４年間の学習項目
が全て示されてお
り、見通しをもっ
て保健学習が進め
られるよう工夫さ
れている。
○学習内容に関連
したホームページ
アドレスを紹介
し、学んだことを
発展的に深めるこ
とができるよう工
夫されている。

○各章の終わりに、
「学習を振り返ろう」
のページがあり、学び
を確かめ、生活に生か
せるよう工夫されてい
る。
○学習内容に応じて
「書き込み欄」が効果
的に配置され、思考
力・判断力・表現力を
育てるとともに学習し
たことを日常生活に実
践的に生かせるよう工
夫されている。

Ｂ

○「イラスト比較」や
「生活の振り返り」を
大切にした学習の流れ
が、学習を身近に捉
え、進められるよう工
夫されている。
○「やってみよう」
「話し合ってみよう」
の学習活動が多く、児
童の生活体験を基盤に
学習が深められるよう
に工夫されている。

○３・４年「育ちゆく
体とわたし」では、
テープを切って貼る作
業を通して身長の伸び
を捉えたりシールを
使って朝食の献立を表
したりするなど、具体
的に理解できるよう工
夫されている。
（p.18、27 シール）
○５・６年「心と体の
つながり」では、慣用
句を紹介することで、
心と体がつながってい
ることについて理解が
深められるよう工夫さ
れている。（p.7）

○章の導入で「学習
ゲーム」を取り入れ、
楽しみながら学習への
課題意識がもてるよう
に工夫されている。
○３・４年「育ちゆく
体とわたし」の学習で
は、シールを用いた活
動があり楽しみながら
学習が進められるよう
工夫されている。
（p.18、26）

○５・６年「不安や悩
みの解消法」として、
「体ほぐしの運動」の
活用を紹介すること
で、運動との関連を図
られるよう工夫されて
いる。（p.11）
○５・６年「たばこや
飲酒の害」の学習で
は、児童の興味・関心
の実態を考え低年齢に
おける害や陥りやすい
状況等のデータが示さ
れている。（p.41、
43）

○「もっと知りたい」
コーナーでは、生活で
活用できることや発展
的な事柄を示してい
る。
○５・６年「不安や悩
みの対応」について、
具体例が示されてい
る。（p.10～13）

○中学年の表紙
は、「給食」で食
育との関連を、高
学年では「運動」
との関係を意識づ
けている。
○数多くのキャラ
クターが説明や問
題提起などの役割
をもち、効果的な
学習の道筋が示さ
れている。

○「イラスト比較」や
生活経験を大切にした
学習により、楽しみな
がら主体的に学ぶこと
ができるよう工夫され
ている。
○「やってみよう」
「話し合ってみよう」
など、学習を身近なも
のであるという意識を
もたせている。また、
「話し合ってみよう」
の学習活動を重視する
ことで、コミュニケー
ション力を高められる
よう工夫されている。

選　　定　　に　　必　　要　　な　　資　　料

記
号
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　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

Ｍ

○児童の生活や体験を
生かした学習により、
探究心をもって学習を
進める流れが工夫され
ている。
○大切な学習事項は、
大きな文字で簡潔にま
とめられ、バックの色
付けを工夫してとらえ
やすくなるよう配慮さ
れている。

○５・６年「病気の予
防」では、ウェビング
法を用いて導入し、学
習課題を児童から効果
的に引き出し見通しを
持った学習になるよう
に工夫されている。
（p.24）
○５・６年「病気や虫
歯予防」（p.34）のよ
うに、学習内容を簡潔
にまとめた図で表し、
原因と現象を関係づけ
て理解できるよう工夫
されている。

○アスリートからの
メッセージで、健康の
大切さに気付かせるよ
う工夫されている。
○キャラクターからの
豆知識やメッセージに
より、興味深く学習で
きるよう工夫されてい
る。

○３・４年「体のより
よい発育」では、生活
習慣の大切さを「体力
向上」（体力テスト結
果）と関係させて学習
を進める工夫がされて
いる。（p.24）
○地域事故の実態か
ら、水の事故を重点的
に取り上げるととも
に、着衣泳を紹介する
ことで自分の命を守る
意識をもたせる工夫が
されている。（5・6年
p.20）

○発展コーナーでは、
「熱中症」「食中毒」
「教えて保健の先生」
「新型インフルエン
ザ」等、児童の生活と
深く関わる事項を取り
上げている。
○３・４年「体の発
育」では、給食や郷土
料理を取り上げ、食育
との関連を図る工夫が
されている。（p.23）

○情報コーナーが
単元と関連付けて
配置されている。
○中学年の教科書
の最後に、心と体
をつなぐメッセー
ジである詩が示さ
れている。

○学習場面に適した
キャラクターが登場
し、効果的に学習のポ
イントやアドバイスを
することで、楽しみな
がら学習が進むように
工夫されている。
○児童の生活経験や学
習内容との関係を考慮
し、「考えてみよう」
「調べてみよう」話し
合ってみよう」「やっ
てみよう」の４つの学
習活動が効果的に配置
されている。

Ｎ

○３・４年p.11のよう
に、基本的な学習内容
が簡潔にまとめてある
「つかむ」コーナーが
設けてあり、理解をた
すける工夫がなされて
いる。
○学んだことをもとに
して考えるコーナーが
あり、習得したことを
活用するよう工夫され
ている。

○５・６年「犯罪被
害」や「地震や津波」
では、実生活の様々な
場面で適切な行動がと
れるように思考・判断
面を重視する工夫がさ
れている。（p.21～
22、27）
○３・４年「体の発
育」では、食事・運
動・すいみんに焦点を
当てた学習展開がなさ
れ、その重要性が理解
できるように工夫され
ている。（p.26～28）

○色鮮やかな写真等で
見やすく楽しみながら
学習できるように工夫
されている。
○「知っておくとため
になる内容」を載せる
ことで、興味をもって
学習が進められるよう
工夫されている。

○犯罪被害としてネッ
ト被害を取り上げ、注
意を喚起するととも
に、ネットトラブルに
対応する手段について
紹介している。
○「食育マーク」を明
示し、食育に関する学
習内容が分かるよう工
夫されている。

○「見つけよう」「あ
てはめよう」の欄が設
定され、学んだ事を生
活場面で生かせるよう
工夫されている。
○５・６年「心の健
康」の学習では、中学
校の学習内容と関連づ
けて、適度なストレス
について紹介されてい
る。

○１時間の学習内
容を明確にし、授
業の充実が図られ
るように工夫され
ている。
○基本的な内容を
しっかり学ぶ「習
得」と学んだこと
をもとにして考え
る「活用」を明示
し、興味をもって
学習が進められる
よう工夫されてい
る。

○イラストが豊富で楽
しく学習を進められ、
学習内容のまとまりを
枠組みで整理して示し
ている。
○「危険から身を守
る」の学習内容は、生
活の様々な場面で的確
な行動ができるように
工夫されている。
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　１　内容、程度、
　　　分量等

　２　教材の選択
　　　や構成等

 ３　興味・関心への
 　　配慮等

 ４　教科の特性、県
 　　の実態や課題へ
 　　の適合等

　５　発展的学習、
　　　自学自習に
      ついての工夫

　６　その他

Ｏ

○「ここで学ぶこと」
では、学習の見通しを
もって学習できるよう
工夫されている。
○５・６年「心の発
達」の学習では、思春
期の悩みとその対策が
具体的に書かれてい
る。（p.32）

○興味をもって学習が
進むよう「かがくの
目」を取り入れ、理解
を深めるよう工夫され
ている。
○章末に、「学習のま
とめ」があり、児童が
学習を振り返るととも
に学びを生かせるよう
工夫されている。

○児童や教師などの
キャラクターがセリフ
で語りかける形式で児
童にとって親しみやす
く工夫されている。
○「もっと知りたい・
調べたい」のコーナー
では、発展的な内容が
写真とともに示されて
いる。（5・6年p.34～
35）

○３・４年「身の回り
の清けつや環境」で
は、生活や経験を振り
返る活動や実験などを
取り入れ、体験的に理
解できるよう工夫され
ている。（p.11、13）
○５・６年「不安やな
やみへの対処」では、
具体的な専門家からの
アドバイスや対処法を
載せ、児童の不安や悩
みが軽減できるよう工
夫されている。（p.12
～13）

○学習したことを家庭
や地域で広げ生かすた
め「おうちで」「ちい
きで」の表示により活
動を促す工夫がされて
いる。
○５・６年「薬物乱用
の害」の学習では、発
展として医薬品の正し
い使い方を示すこと
で、中学校での学習と
の関連が工夫されてい
る。（p.49）

○「友達と」コー
ナーを設定し、友
達と一緒に学習し
たり、課題解決し
たりできるよう工
夫されている。
○学習課題と学習
の進め方が明確で
スムーズに学習が
進められるように
工夫されている。
また学習内容につ
いて分かり易く関
係づけられた図が
示されている。

○関連するページを示
し、学習を広げたり深
めたりする児童の興
味・関心が高められる
よう工夫されている。
○章末では、「学習の
ふり返り」「学びを生
かして」「明日につな
げる」と、発展的な学
習につながるよう工夫
されている。
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