平成２３年度使用

小 学 校 用 教 科 用 図 書 の
選 定 に 必 要 な 資 料
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各発行者記号は次のとおりである。
記号
発行者名
Ａ
東京書籍
Ｂ
大日本図書
Ｃ
開隆堂
Ｄ
学校図書
Ｅ
三省堂
Ｆ
教育出版
Ｇ
信濃教育会
Ｈ
教育芸術社
Ｉ
光村図書
Ｊ
帝国書院
Ｋ
啓林館
Ｌ
日本文教（旧大阪書籍）
Ｍ
日本文教
Ｎ
文教社
Ｏ
光文書院
Ｐ
学習研究社
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選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
１．内容，程度，分量等

２．教材の選択や構成等

○１年生の入門期の児童が， ○１年下「いろいろな ふね」
意欲的に国語学習に取り組め の説明文教材では，まとめ方，
るよう，
導入の教材において，書き方などの例を具体的に示
内容や字の大きさが工夫され し，児童が主体的に学習する際
ている。
に，分かりやすいよう工夫され
○６年下では，
「海のいのち」 ている。
Ａ 「ヒロシマのうた」など登場 ○４年下「
『ゆめのロボット』
人物の生き方を考えることに を作る」では，筆者の考えをイ
より，自分自身の生き方にも ンタビュー記事と説明文の両方
目を向けることのできる単元 から読み取ることによって，よ
が設定されている。
り深く読み取ることができるよ
う工夫されている。

３．興味・関心への配慮等

○５年下「伝えよう、委員会活
動」では，４年生に活動の内容
を知ってもらうという必要感の
ある身近なテーマを題材に取り
上げている。また，興味・関心
をもって取り組めるようにリー
フレット作りといった活動を取
り入れるなど工夫されている。
○３年上「自然のかくし絵」で
は，挿し絵や写真が美しく，学
習への興味が高まるよう工夫さ
れている。

４．教科の特性，県の実態や課題への適合等

(感性をはぐくむ要素を含む）

○６年下「ふるさとの良さをしょう
かいしよう」では，ふるさとの良さ
をいろいろな方法で調べ，これまで
に学習した形式の中から選択して紹
介するなど，ふるさとを見つめ，児
童が主体的に学習できるよう工夫さ
れている。
○２年上「言いつたえられているお
話をしろう」では，
「やまたのおろ
ちのお話」が出てくるなど，郷土へ
の関心を高めることができるよう工
夫されている。

○「読む」
「書く」
「話す・
聞く」の各領域の教材が，
バランスよく，系統的に
配列されている。
○大単元の導入のぺージ
に，単元名とねらいに加
え，挿し絵や写真，言葉
による問いかけがあり，
児童が主体的・意欲的に
学習に取り組むよう工夫
されている。

○巻末には，
「言葉の力」のまとめが，前学年での既習事項の「言葉の力」とともに記載されており，身に付けたい力の系統が分か
るよう工夫されている。
○１年下「しをかこう」のよ ○６年上「卒業レポートを書こ ○４年上「漢字の部屋」のよう ○２年上「むかしの物語をたのしも
うに，発達の段階に応じて詩 う（予告編）
」で，レポートを に，漢字のもつ特質や成り立ち う」では，郷土への関心をより具体
の書き方が学べるよう工夫さ 作成するための計画を立て，６ などが掲載され，児童が興味を 的にもつことができるように，
「ヤ
れている。
年下「卒業レポートを書こう」 もって学習できるよう工夫され マタノオロチ」の物語が取り上げら
○４年下「点字を通して考え で，
レポートをまとめるという，ている。
れている。
る」
「アイデアを提案しよう」 １年間を通して系統的に取り組 ○３年上「コロコロ・スピーチ」 ○４年上「見学したことを書こう」
Ｄ に見られるように，社会生活 む単元が組み込まれている。 のように，学年始めに「話すこ ５年下「地域の観光案内をしよう」
におけるユニバーサルデザイ ○２年上
「気もちをつたえよう」と・聞くこと」を通して児童が のように，他教科との関連を図りな
ンなどの大切さが考えられる では，
「あたま・おなか・しっ コミュニケーションを楽しめる がら地域を教材として取り上げてい
よう配慮されている。
ぽ」等の言葉を使い作文の構成 よう配慮されている。
る作品が組み込まれている。
が分かりやすく学習できるよう
工夫されている。
○巻末に「保護者の方へ」があり，家庭との連携が図れるように工夫されている。

○書く力を育てることに
重点が置かれ，メモや構
成の仕方が具体的に例を
挙げて示されており，児
童が主体的に書く力を身
に付けていけるよう工夫
されている。
○漢字の読みかえを例文
とともに表示したり，
「漢
字の部屋」を設けたりす
るなど，漢字の学習に親
しんでいけるよう工夫さ
れている。
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選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
１．内容，程度，分量等

○１年下「きょだいな きょ
だいな」では，文型や例文の
提示があり，詩の創作意欲を
高めるような内容となってい
る。
○３年から６年を通じて，国
Ｅ 語辞典や漢字辞典を取り上
げ，系統的・発展的に学習が
深まるよう工夫されている。

２．教材の選択や構成等

３．興味・関心への配慮等

○２年
「きつねのおきゃくさま」○４年「二十才のわたしへ」の
のように，児童に読む楽しさが ように，十年後の自分を想像し
伝わるような物語の選択がされ ながら，意欲的に学習ができる
ている。
よう配慮されている。
○５年「コウノトリが教えてく ○５年「
『十秒』が命を守る」６
れた」
「動物とともに生きるた 年「宇宙時代を生きる」
「
『なべ』
めに」のように，読む学習から の国、日本」のように，近年に
話す学習に連続してつながるよ おいて話題性のある教材を用い
う工夫されている。
て，児童の興味・関心を高める
よう工夫されている。

４．教科の特性，県の実態や課題への適合等

○３年「クラスのことを調べよう」
のように，身近な題材を見付け，表
やグラフなどの資料を使いながら，
書く学習を進めることができるよう
に配慮されている。
○全学年の各単元末には，
「わたし
の本だな」として，関連図書を紹介
し，学習を深めていけるように工夫
されている。

語
総

科

No．２
括

(感性をはぐくむ要素を含む）

○２年からは「学びを広
げる」という別冊が用意
され，調べ学習や発展学
習に活用できるように配
慮されている。
○「あまんさんの部屋」
として，学年にふさわし
い本を表紙写真とあらす
じで紹介し，読書活動へ
の興味・関心を高めるよ
うに工夫されている。

○巻末には，
「わたしの学び」
「わたしが読んだ本」のとじ込みがあり，学習や読書活動の記録を残すことができるように工夫されて
いる。
○３年では，上の「ローマ字 ○１年下「はたらくじどう車」 ○１年～５年の下「国語の学習 ○２年下「
『お話びじゅつかん』を ○巻頭に単元ごとのめあ
１」
で学習したことを下の
「ロ「のりもののことをしらせよう」これまで これから」では，１ 作ろう」では，読んだ本の紹介カー てを掲げ，見通しをもっ
ーマ字２」で復習できるよう のように，読むことと書くこと 年間の学習を振り返り，次学年 ドを張り出して美術館を作ろうとい て意欲的に学習できるよ
に構成され，定着を図る工夫 の教材が効果的に位置付けられ の目標が設定できるように記入 う活動をとおして，読書への意欲を う配慮されている。
がされている。
ている。
欄が設けられ，主体的に学習で 高め，読書の幅も広げられるよう工 ○巻頭に「ひろがる言葉」
○
「生き方を考えながら読む」○５年下「まんがの方法」では， きるよう工夫されている。
夫されている。
と題して，美しい写真と
では５年下で金子みすずを， 教材文の具体例としてまんが絵 ○４年上「写真をもとにスピー ○３年上・４年上の
「言葉を見直す」ともに言葉に着目するよ
Ｆ ６年下では伊能忠敬を取り上 が多数取り上げられ，筆者の意 チをしよう」では，児童が興味・ や５年上・６年上の「言葉のはたら うな詩や文が掲載された
げ，人の生き方を考えること 図を児童が興味・関心をもって 関心をもつような写真を提示し，きを考える」に見られるように，言 り，１年上の「なにが、
で自分の生き方に目を向ける 読解し，意欲的に調べ学習がで 写真から読み取ったことをもと 葉の特徴や働きについて見直し，表 かくれているのでしょう」
ような高学年にふさわしい単 きるよう工夫されている。
にスピーチできるよう工夫され 現に生かすことができるよう工夫さ のように美しい写真が多
元が設定されている。
ている。
れている。
く用いられたりして，国
○巻末の付録「言葉のとびら」では，表現・ノート・メモ・原稿用紙の使い方などその学年に適した言語に関する知識が分かりやす 語学習への意欲付けがさ
くまとめられ，児童が進んで学習するときに参考となるよう工夫されている。
れている。
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選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
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

語
総

科

No．３
括

(感性をはぐくむ要素を含む）

○１年下「じどう車くらべ」 ○３年上「イルカのねむり方」 ○４年上「カンジーはかせの漢 ○１年上「おおきなかぶ」は，同じ ○２年以上の各学年にあ
では，自動車の「しごと」と では，簡潔な説明文により文章 字しりとり」
，５年「カンジー博 言葉を繰り返しながら，ついにかぶ る「季節の言葉」では，
「つくり」について同じ文型 構成を学習し，次の説明文「あ 士の暗号解読」では，しりとり が抜ける様子を「やっぱり」
「なか 四季に関連した詩，短歌
の繰り返しで表され，入門期 りの行列」に生かして学習でき やクイズ形式で，児童が楽しく なか」
「とうとう」などの副詞を使 などに触れ，行事，天候
の説明文教材としてふさわし るように構成されている。
漢字学習に取り組み，言葉への って表し，語感を育てていくのに適 などを表す言葉と出会う
い内容となっている。
○６年「
『平和』について考え 興味・関心を高めていくよう工 している。
ことで語彙を増やし，豊
○６年「感情」
「生き物はつ る」では，原爆ドームについて 夫されている。
○全学年に取り入れられている「聞 かな情操をはぐくむよう
Ｉ ながりの中に」
「海の命」な の教材文を読み取り，
”調べる・ ○２年下「図書館たんていだん」 いて楽しもう」では，民話・むかし 工夫がされている。
ど，多様な感情を揺さぶると まとめる・伝える”学習が連動 では，児童が探偵団になって図 話を読んでもらい楽しむという，読 ○１年下「おみせやさん
ともに，生き方や命について し，総合的な国語力を培うとと 書館の秘密を探るなど，
主体的・ み聞かせの試みがみられ，日本文化 ごっこをしよう」
，４年下
考えることのできる単元が工 もに平和について考え続けるこ 意欲的に学習に向かうよう工夫 の豊かさを感じ，親しんでいくよう「ウナギのなぞを追って」
，
夫されている。
との大切さを伝えている。
されている。
工夫されている。
５年「天気を予想する」
○「漢字の広場」
「かたかなのひろば」として，前の学年で習った漢字やかたかなを使って文を作り，日常生活に生かしていくこと のように，他教科との関
ができるように工夫されている。また，６年の狂言「柿山伏」のように，演じられる言葉がそのまま使われている教材も取り上げ， 連を図った単元が組み込
声に出して読むことで日本語の言葉の響きやリズムを感じるよう工夫されている。
まれている。
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選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
１．内容，程度，分量等

○１年p.6のように，なぞり
書きを多く取り入れ，入門期
の児童が無理なく書写学習に
入ることができるよう工夫さ
れている。
○２年p.20や３年p.10のよう
に，文字の組み立てや運筆が
Ａ 分かるように点画を色分けし
たり濃淡墨で穂先を示したり
するなど，児童の理解を助け
る配慮がされている。

２．教材の選択や構成等

○３～６年の各単元で，毛筆の
学習後に「広げよう」のコーナ
ーで硬筆学習を設定し，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。
○低学年の「ひみつをみつけよ
う」
「たんけんしよう」
，高学年
の「調べよう」
「たしかめよう」
で学習課題を投げかけたり，高
学年で「学習の進め方」を明示
したりして，問題解決的な学習
が行えるよう工夫されている。

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

(感性をはぐくむ要素を含む）

○低学年では，
「できたよ！シー ○全学年に掲載の
「生活に広げよう」○挿し絵や図の色使いが
ル」を用い，中・高学年では「学 で，手紙や新聞作り，書き初め，卒 美しく，また，植物や動
習をふり返ろう」
「めあてを立て 業制作などを取り上げ，書写の時間 物を多く描いており，児
よう」を適宜設け，児童が意欲 に学んだことが，学校生活に生かせ 童の情緒をはぐくむもの
を高め，主体的に学習するため るよう工夫されている。
となっている。
の支援と配慮が見られる。
○６年p.30のように「文字の話」の ○用具や筆使い等，写真
○中・高学年では，表紙裏に「ど コーナーでは，道具の作り方，手書 による図解を多く取り入
うしたらいいのかな」と題して きとコンピュータの比較，昔の人た れ，教師にとっても児童
各学年の学習内容に応じて，手 ちの手紙などを掲載し，書写活動の にとっても分かりやすい
書き文字例をよりよく直してい 周辺にも目を向けながら，書写学習 説明となっている。
く導入がされており，児童の学 の中で今日的な課題に目を向けさせ ○様々な筆記具での書写，
習への見通しと意欲をもたせる るための工夫がされている。
いろいろな場面での書写
よう工夫されている。
活動が取り上げられ，生
○教科書のサイズが，半紙の縦横比率に合わせてＢ５判より横に５㎜広い変型判になっており，半紙での文字の位置が分かりやすく 活に生かす書写学習の姿
なっている。
勢が全学年を通して貫か
○発展的な内容については，必要最小限に抑えられ，２年p.37で毛筆学習，５年p.30で行書の紹介がされている。
れている。
○低学年ではページ数が少な ○３年以上では，毛筆学習の後 ○１年p.8の「ぴょんとはねる」 ○４年p.39や６年p.14のように，大 ○豊富な写真やイラスト
く，負担のない量になってい に「硬筆に生かそう」を設け， などのように，イラストやキャ 筆や小筆，サインペン等，目的に応 等により，児童が視覚的
る。
毛筆と硬筆の学習内容の関連を ラクターの吹き出しを使い，注 じた道具を選び，読む人や見る人に に学習課題を捉えられる
○１年p.6のように，１つの 図り，双方で学んだことが生か 意事項やヒントを提示して，児 分かりやすく表現できるよう配慮さ よう配慮されている。
マスを４つの部屋に区切り， せるよう，教材構成上の工夫が 童の追求意欲を喚起できるよう れている。
○毛筆にも筆順を示す小
書き始めの位置と方向を三角 されている。
配慮されている。
○２年以上の「生活に生かそう」に 数字が付けられ，確実に
Ｄ 形で示すなどして，児童が自 ○３年p.16のように二文字以上 ○３年p.6「用具の後しまつ」５ は，はがき，感謝カード，年賀状， 筆順が身に付くよう工夫
分で学習に取り組めるよう工 の課題は見開き２ページの大き 年p.７「しんにょうの書き方」 目標カード，絵手紙などを掲載し， されている。
夫されている。
さで扱い，半紙の大きさに近づ のように写真資料が豊富で，学 書写の力を実際の生活の中で活用す ○全学年で「学習に生か
○３年p.15のように，右払い けるよう配慮されている。
習内容を視覚的に捉え，主体的 るための配慮が見られる。
そう」
「生活に生かそう」
の穂先を図示し，筆にかける
に学習が進められるよう配慮さ
が教科書の冒頭と巻末に
力の強さを数字で表して，児
れている。
配置され，書写学習が他
童の理解を助けるよう工夫さ
教科や生活に生かせるよ
れている。
う配慮されている。
○裏表紙に，
「保護者の方へ」として，単元・学習の内容・身に付くことが表示されており，家庭との連携が意識されている。３年
p.9では，
「毛筆」について，始筆・送筆・終筆を写真で示し，児童の興味を喚起するよう工夫されている。
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選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
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

○３年p.8の「ほ先はいつも ○３年p.10のように，中学年で ○２年p.20「おかしいところを ○「ひろげよう」では，思い出（１
上のはし」ように，学習内容 は穂先を大きく掲載して，筆の みつけましょう」のように，児 年）
，お礼の気持ち（２年）
，お知ら
のポイントを凝縮した一文で 動きが理解しやすいよう工夫さ 童が文字の形や画の長さなどの せのはがき（３年）
，レポート用紙
表し，合言葉のように児童が れている。
間違いに気付き，主体的に学習 の書き方（５年）などを掲載し，書
意識して学習することができ ○高学年では，硬筆での書写力 が進められるよう工夫されてい 写の学習で身に付けた力を他の教科
るよう工夫されている。
を高めるための毛筆学習という る。
で生かせるよう工夫されている。
Ｅ ○低学年では，課題の数をで 基本姿勢がとられ，硬筆の学習 ○巻頭折込部分では，全学年と ○４年p.2のように，書写活動で用
きるかぎり少なく抑えて，ポ の後に毛筆の学習へとつなげて も興味深い問いかけで，書写学 いる道具のでき方などを掲載し，日
イントを絞って効果的な学習 いく構成になっている。
習に興味・関心がわくよう配慮 本の伝統的な文化や技術にも目が向
ができるよう配慮されてい
されている。
けられるよう配慮されている。
る。
○高学年では，手本を見ずに自分で考えて書く教材が準備され，児童の主体的な学習を促すよう工夫されている。６年p.23に発展的
な内容として，行書を取り上げている。
「こんな字を見たことがありますか」と問いかけ，中学校の書写学習への意欲を高めるよう
工夫されている。
○５年p.11のように，文字の
「へん」と「つくり」をはっ
きりとした色彩で色分けして
示しており，文字の組み立て
方が視覚的に捉えやすいよう
工夫されている。
○２年以上では，巻末に前学
Ｆ 年で習う漢字と当該学年で習
う漢字をすべて掲載し，児童
が文字を進んで調べられるよ
う工夫されている。

○低学年の教材には，食べ物等 ○４年p.39のように，４年生以 ○２年生以上の「トライあんどチャ
児童の日常生活でよく使われる 上では，これまで学習してきた レンジ」では，既習事項を基に，様々
語が多く用いられており，教材 ことの中から，自分でめあてを な書式の書写に挑戦するコーナーを
への抵抗感を少なくしている。 設定する単元を位置付け，児童 設け，書写学習が実際の生活に生か
○３年p.11のように，濃淡墨を 自らがめあての解決に向かって せるよう工夫されている。
用いて穂先や運筆を視覚的に掲 学習を進めるための工夫がされ ○全学年冒頭で，文字と生活との関
載したり，
「とん・すうっ・と ている。
わりを取り上げ，書写と生活の結び
ん」等の言葉で感覚的に捉えさ ○冒頭の折込部分に写真・イラ 付きを児童に意識させるよう工夫さ
せたりするなど工夫されてい ストを多く用い，児童の視覚に れている。
る。
訴えることで，書写学習に対す
○１～４年では，
よい姿勢を
「ぐ る興味・関心を高めるよう配慮
う・ぺた・ぴん・さっ」という されている。
覚えやすく適切な言葉で統一し
て表し，継続して基本を定着さ
せるよう配慮されている。
○「はってん」というマークで，発展的な内容が明示されている。このマークについての説明が，裏表紙に教師・保護者向けに掲載
されており，その内容は無理なく分かりやすく工夫されている。

(感性をはぐくむ要素を含む）

○単元で押さえたい内容
を解説を少なくしてシン
プルに示すよう工夫され
ており，児童にとって負
担が少なく捉えやすい内
容となっている。
○「ひろげよう」という
活用の単元では，２年p.
36「お礼の気持ちをつた
えよう」のように，文字
で伝えるという視点の教
材が多く取り上げられ，
学習したことが言語生活
に生かされるよう工夫さ
れている。
○３年の毛筆入門期では
道具や運筆の扱いが丁寧
で，多くの写真を用いて
視覚に訴える配慮がされ，
児童が学習事項を理解し
やすいよう工夫されてい
る。
○硬筆教材に「ないた赤
おに」
「夕鶴」
，詩歌等の
文学作品を取り上げ，児
童の豊かな感性をはぐく
むための配慮がされてい
る。

選
記
号

定

に

必

要

な

資

料
書 写 科 No．３
総
括

選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
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

○全学年ともページ数が，児 ○低学年では硬筆による基本点 ○３年p.8「目指せ、点画名たん ○６年p.17「ユニセフについて」p.
童の負担の少ないものになっ 画の学習が丁寧であり，特に２ てい」のように，シールの点画 23「昔の文字、今の文字」５年p.16
ている。低学年では，文字の 年では画の方向のいろいろ，つ を使って漢字を完成させる活動 「身の回りのものを使って作ろう」
量を精選して文字や図版を大 け方と交わり方のいろいろなど が取り上げられ，興味・関心を p.23「世界の文字」等のコラムを掲
きく示し，児童が分かりやす が取り上げられている。
もって書写活動に取り組めるよ 載し，書写学習の中で，今日的な課
くゆとりをもって取り組める ○中学年では，毛筆で書くとき う工夫されている。
題に目を向けさせるための配慮がさ
よう配慮されている。
の力の入れ方（筆圧）や点のい ○４年以上巻頭の「書写パーク」 れている。
Ｉ ○中学年では，薄墨での点画 ろいろなどを取り上げ，きめ細 では１年間の学習の流れをイラ ○５年p.34「六年生を送る会に向け
写真を大きく示す，筆の穂先 かな説明で児童がつまずきやす ストで分かりやすく示すととも て」
，６年p.34「卒業にあたって」
をイラストで示す，手を筆に い点についての配慮が多く見ら に，学年が上がるにつれて紙面 では，書写で学んだことが，実際の
見立てて空書きするなど，毛 れる。
を広げていくように工夫されて 学校生活ですぐに生かせるよう工夫
筆の特徴を理解して書くこと
おり，学習への期待感を高める されている。
への配慮がされている。
よう配慮されている。
○発展的な内容は，巻末の「もっと知りたい」で示されている。中学校で学習する「行書」について５・６年の教科書の巻末で取り
上げ，楷書との比較で特徴が示されている。小学校で学んだことを生かし，無理なく中学校の学習内容へ進めるような配慮がされて
いる。
○低学年ではページ数は多い ○目次がすっきりしており，そ ○全学年にパンダのキャラクタ ○「生活に生かそう」のコーナーを
が言葉による説明が少なく， の学年で学習する内容がまとめ ーを用い，２年p.10のように， 設け，６年では「手紙」や「レポー
イラストを多く用いて学習内 られているとともに，振り返り キャラクターの吹き出しによっ ト」
「好きな言葉」など，書写で学
容を視覚的に，児童に伝える もできるよう工夫されている。 て注意事項やヒントを提示して，習したことが，実際の生活に生かせ
ような配慮が見られる。
○３年の毛筆学習では，筆使い 児童の追求意欲を喚起できるよ るよう工夫されている。
○３年以上で，学習のまとめ ①・②という単元構成にして， う工夫されている。
○５年p.6のように，
「用具のできる
のページに緑墨を用い，低学 焦点を絞って学習に取り組める ○６年p.9のように，あえてバラ まで」を，写真を用いて詳しく掲載
Ｍ 年では文字のバックを青・ ようにしている。
４年以上でも，ンスの悪い字形を提示し，どう し，日本の伝統的な文化や技術にも
茶・緑色に分けて文字を白抜 字形・組み立て方・文字の大き すれば字形を整えて書くことが 目が向けられるよう配慮されてい
きにして示すなど，色彩を効 さと配列で単元が構成されてお できるかを児童が主体的に考え る。
果的に用いて児童の理解を助 り，基礎・基本を身に付ける学 ることができるよう工夫されて
ける配慮がされている。
習が意図されている。
いる。
○発展的な内容については，
「行書で書いてみよう」で示されている。中学校で学習する行書について，５・６年の教科書で取り上
げ，俳句や詩を用いて児童の興味を喚起するよう工夫されている。小学校で学習したことを生かし，意欲をもって中学校への学習内
容へと進めるような配慮がされている。

(感性をはぐくむ要素を含む）

○ポイントとなる箇所は
大きく目立つように示す，
つまずきやすい箇所は丁
寧な解説を施すなど，児
童の立場に立って教材の
研究がされている。
○低学年は正確な硬筆の
点画，中学年は毛筆の点
画と字形，高学年は文字
の大小と配列とねらいを
絞った構成にしてあり，
効果的に学習が積み重ね
られるよう工夫されてい
る。

○イラストやキャラクタ
ー，色彩を効果的に用い，
児童の興味・関心を高め
るだけでなく，無理なく
学習が進められるよう配
慮されている。
○単元のまとめの「生活
に生かそう」の教材には，
環境や福祉に関かわる内
容の文章や
「ふるさと」
「わ
たしと小鳥とすずと」の
ような詩など，児童の豊
かな感性をはぐくむこと
が期待できるものが多く
取り上げられている。
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定
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な

資

料
社 会 科 No．１
総
括

選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
１．内容，程度，分量等

○地図帳や地球儀の活用を促
す学習場面が適所に設けら
れ，地図に対する基本的な知
識や技能が身に付きやすいよ
う工夫されている。
○学習の基礎・基本となる言
Ａ 葉を｢ことば｣として枠囲みで
明示し，学習内容の理解に役
立てると共に，学習のまとめ
や以降の学習に役立つよう工
夫されている。

２．教材の選択や構成等

○各学年上の第１単元に「学習
の進め方」を設け，
「つかむ」
「調
べる」
「まとめる・いかす」の
学習段階をたどりながら問題解
決の流れに沿った主体的な学習
ができるよう工夫されている。
○３～５年の単元末に補助教材
が明確に示してあり，各学校が
実態に応じて選択して扱った
り，比較・発展に活用したりで
きるよう工夫されている。

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

(感性をはぐくむ要素を含む）

○３・４年上p.74「工場の仕事」 ○３・４年下p.110,111と６年上p. ○基礎的・基本的な知識
で取り上げてあるかまぼこ工場 25に，身近な地域（松江市・出雲市） や技能を確実に取得でき
は，比較的各地域にもあり，具 の優れた伝統や文化・史跡が教材と るように工夫してあり，
体的な学習につなげやすい事例 して取り上げられ，郷土理解や郷土 思考力・判断力・表現力
である。
愛をはぐくむのに効果的である。 を発揮しながら問題を解
○５年下p.2,3や６年上p.62やp. ○５年上p.8,9で北方領土問題につ 決させるとともに，言語
86,87に見られるように，過去と いて詳しく説明されている。また， による表現活動が随所に
現在のくらしを対比する教材提 地図内の竹島については，名称の 取り入れられている。
示によって，児童の興味・関心 記載はないが，日本の領土として ○身近なキャラクターの
が高まるよう工夫されている。 明記されている。
吹き出し等によって学習
の進め方が示され，児童
の主体的な学習を引き出
○巻末に，教科書で取り上げた「都道府県」「
・ ことば」「
・ ことがら」「
・ 地名」「
・ 国名」「
・ 人物」の索引が設けられ，学習の整理や振 すよう工夫されている。
り返り，参照等に使用できるように配慮されている。
○学習をまとめる表現活動の ○「学びのてびき」を適所に配 ○３・４年上p.117「昔の道具と ○３・４年上p.20,21「わたしたち ○ＡＢ判を採用し，５年
特設ページ「伝え合う」を大 置し，グラフや地図，写真の読 くらし」では，昔のくらしの様 のまちはどんなまち」の中に，
「図 下p.46に見られるように，
単元ごとに位置付け，学習の み取り方を示すなど，資料活用 子を描いたイラストが具体的で 書館を利用して調べよう」の小単元 見開きで写真やイラスト
内容や流れに即した多様な言 能力の育成のための工夫がされ あり，昔の道具やくらしぶりに が設けてあり，積極的な図書館の活 などの資料がダイナミッ
語活動が例示してある。
ている。
対する興味・関心がもちやすい 用が促されている。
クに示され，より見やす
○５年上p.22からの「特色 ○巻頭に教科書の使い方等につ よう工夫されている。
○５年上p.12,13「日本の周りは？」 くて使いやすい紙面構成
Ｆ ある地域」の学習では，沖 いて掲載し，学習の進め方を理 ○３・４年下p.47などのように では，北方領土と竹島，尖閣諸島 になっている。
縄と北海道，高地と低地を 解しやすくするとともに，児童 「やってみよう」のコーナーが についても名称とともに明記し， ○単元末に「広げ深める」
左右のページで比較しなが による学びの姿が見える多彩な 設けてあり，児童の興味・関心 領土を意識した取り上げ方をして コーナーを設け，学んだ
ら学習できるよう工夫されて 活動の写真を採用して学習活動 を引き出すよう工夫されている。いる。また，３・４年下p.107の分 ことを生かして総合的な
いる。
をイメージしやすいよう工夫さ
県地図には，竹島の位置と名称が明 学習等への発展が図られ
れている。
記されている。
るよう工夫されている。
○３・４年下p.18,19や６年下p.28,29では，安全で快適なまちづくりや政治への参加に向けた提案など，多様な観点から地域・社会
への参画が例示されている。
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料
社 会 科 No．２
総
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選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
１．内容，程度，分量等

○巻頭に「わくわくどきど
き社会科って楽しいな」
「学
習のヒント」というコーナ
ーを設け，問題解決的な学
習が進められるよう工夫され
ている。
Ｉ ○５・６年の教科書は，学ん
だことを振り返りながら，学
習に取り組むことができるよ
うに１冊にまとめられてい
る。

２．教材の選択や構成等

○学習展開の中で取り組んでほ
しい・活用してほしい学習方法
を「学びナビ」で，学習活動へ
の誘いを「学びキャラクター」
で示し，児童が自ら学ぶための
ヒントとなるよう工夫されてい
る。
○資料などからの気付きや思い
を直接書き留める「私の書き込
み欄」
やノートづくりを促す
「わ
たしのノートマーク」が設けら
れている。

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

○更に力を伸ばしたい子どもた ○地図については,３・４年下p.106
ちのために，単元末に「学びの ～111に見られるように，様々な地
ひろば」
，巻末に「もっとひろげ 図資料を各単元の適所に示すこと
る」などの補充的な教材が位置 で，学習内容との関連の中で，基本
付けられている。また，発展的 的な知識や技能の習得と活用が図れ
な学習内容については「若葉マ るよう配慮されている。
ーク」を付し，個に応じた活用 ○５年p.15「国土の学習」では，
ができる資料として提示されて 北方領土問題についてふれるとと
いる。
もに，竹島についても地図上に名
○３・４年下p.48,49に見られる 称とともに明記されている。
ように，児童の問題追究への意
欲を喚起する資料が，インパク
トのある写真を中心に提示され
ている。
○写真や絵・グラフなどが効果的に取り上げられており，児童が見通しをもちながら学習を進めることができるよう工夫されてい
る。その際，気付きや疑問を書き留めることができるよう紙面上の工夫がされている。
○３・４年上p.72,73や５年 ○３・４年上p.26～33のように ○子どもたちの身近なキャラク ○３・４年上p.71「店ではたらく人
下p.66～68では，消費者教育 ＡＢ判をいかし，４ページ分の ターを登場させ，ガイダンスを びとの仕事」では，野菜やくだもの
や情報モラルに視点を当てた 見開きのページなど，ダイナミ 行わせることで，楽しく学習が の産地の資料の中に島根県のブドウ
内容が取り上げられている。 ックな紙面構成になっている。 進められるよう工夫されている。が取り上げられている。
○各小単元末には「たしかめ また，写真資料も多く掲載され ○全学年にわたって「大きくジ ○３・４年下p.2～17では，
「地図を
よう」を設け，ガイドブック， ている。
ャンプ」を各単元末に設定し， 楽しもう」を設定することで，八方
Ｌ 手紙・図・新聞・紙芝居など ○６年上では，天下統一から江 児童が興味・関心をもつような 位や縮尺，等高線など，資料の読図
の多様な表現活動が例示され 戸時代前半の政治的内容と，江 内容を取り上げることで，総合 に必要な基礎的な技能や，地図帳の
ている。
戸時代の民衆の生活と文化の内 的な学習の時間への発展を意識 活用方法を習得できるよう配慮され
容が分かれており，民衆の動き させる構成になっている。
ている。
が学習しやすくなっている。
○竹島については，名称の記載はな
いが，地図上に明記されている。
○巻頭の「この教科書のしくみ」のコーナーで，教科書のページを例に挙げながら，学習の進め方を示すことで，見通しをもった学
習が展開できるよう工夫されている。

(感性をはぐくむ要素を含む）

○全体を通して暖色のイ
ラストが多く用いてあり，
柔らかく温かなイメージ
である。
○問題解決の手順等を例
示したり，ワークシート
の箇所を設けたりして，
児童が主体的に学習を進
めることができるよう工
夫されている。

○３・４年下p.60,61に見
られるように，大単元の
導入ページでは，ＡＢ判
をいかしたインパクトの
ある写真で紙面を構成し，
児童の学習意欲を喚起し
ようとしている。
○「学び方・調べ方コー
ナー」を設けて，観察力・
資料活用力や表現力に関
わる学習技能を系統的に
育てるよう工夫されてい
る。

選
記
号

定

に

必

要

な

資

料
社 会 科 No．３
総
括

選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
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

○随所に「ことばのまど」を ○３・４年上p.109「交通安全 ○全学年にわたって「ひろげよ ○５年下p.32,33「領土の広がりと
設け，用語解説などをして児 のためのルール」では，
「自転 うふかめよう」と題した特設ペ 位置」では，
「日本のかかえる領土
童の理解を助ける配慮がされ 車に乗るときのルール」のコー ージを設け，発展的な学習内容 の問題」として，北方領土ととも
ている。
ナーを設け，学習内容と自分た のほか，補充的な学習内容へも に竹島についても記述され，不法
○それぞれの学習場面に， ちの生活を関連付ける構成にな 対応している。
に占拠されている問題を取り上げ
Ｍ 「学び方教室」を設け，学 っている。
○先生と子どものキャラクター ている。
び方や調べ方のポイントに ○全学年とも各小単元が「問題 それぞれに役割を決めて，親し ○６年上p.17に加茂岩倉遺跡,p.160
ついて説明を加えることで， の設定」
「調べ方を考えて調べ みやすい言葉で活動を促し，学 に石見銀山の記述がある。
児童が学習を進めるときに る」
「調べたことをまとめる」 習の道案内をする構成となって
参考にできるよう工夫され といった問題解決的な学習が展 いる。
ている。
開できるよう工夫されている。
○５年上p.20に見られるように，実際に調べ学習を進める上で有効なサイトのホームページアドレスを紹介し，パソコンの活用がで
きるよう工夫されている。

(感性をはぐくむ要素を含む）

○道徳との関連について，
「ハートマークの囲み」
を示して，社会規範に対
する好ましい態度を育て
るよう配慮されている。
○新聞やポスター，ニュ
ース番組作り，討論会な
ど，学習のまとめ方・表
現方法を紹介し，児童の
情報発信につながるよう
工夫されている。

選
記
号

定

に

必

要

な

資

料
地 図 No．１
総
括

選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
１．内容，程度，分量等

○小学校の学習量に十分対応
した内容・分量である。
○ページのレイアウトが統一
されており，利用しやすいよ
う配慮されている。
○p.3「地図のなぞとき」で
Ａ は，地図の利用の仕方の基
礎・基本となる約束が，１か
ら６まで丁寧に順を追って分
かりやすく説明されている。

２．教材の選択や構成等

３．興味・関心への配慮等

○各学年の学習内容に沿った ○学習課題や地図学習上での視点が
教材で構成されており，特に 「調べてみよう」や「地図のポケッ
p.57以降の「さまざまな地図 ト」に記述されており，主体的な学
にチャレンジ」では，地図の 習に役立つよう工夫されている。
種類や読み取り方について多 ○地図にも豊富なイラストが大きく
彩な学習ができるよう配慮さ 掲載されており，興味をもたせなが
れている。
ら，学習に取り組めるよう工夫され
○小口を見ると，都道府県に ている。
ついては青，世界については ○各県の多彩な「おくにじまん」が
茶で色分けされており，利用 イラスト付きで分かりやすく掲載さ
しやすいよう工夫されている。れており，自然や産業に目を向けさ
せるよう工夫されている。

４．教科の特性，県の実態や課題への適合等

○地形的に他県と比べて特色のあ
る都道府県については，大きな地
図や具体的な資料が掲載されてお
り，児童が地域学習をする際の良
い資料となる。
○p.8「日本の地形の様子」の地
図に，竹島が名称とともに明記さ
れている。
○地球環境や伝統文化に配慮した
資料が多く掲載されており，今日
的な課題にも触れられるよう考慮
されている。

○地図はすべて横開きに統一されており，児童が使いやすいように配慮されている。
○さくいんが，都道府県名等は赤字，山・島・平野は緑字，川・海・湖は青字に色分けされており，児童が使いやすい。
○資料が豊富で，小学校の学 ○各学年の学習内容について ○キャラクターの吹き出しに学習課 ○日本海側の代表的な都市として
習について詳しく学ぶことの 資料がバランスよく構成され 題や着眼点が適切に書かれており， 松江が取り上げられ，気候につい
できる内容・分量である。 ており，効果的に学習が進め 主体的な学習に役立つよう工夫され て他の地域と比較しやすい。
○地図の土地利用の色分けの られるよう配慮されている。 ている。
○p.1の「都道府県の区分」の地
凡例がページごとに示され， ○扉のページやp.16～18に都 ○各国や地域の特色を表す写真や， 図に，竹島が名称とともに明記さ
利用しやすいよう配慮が見ら 道府県や日本列島が見開きで 世界で活躍する日本人の写真が掲載 れている。
れる。
示されており，日本の全体像 され，興味・関心が高まるよう工夫 ○地球環境に関した資料がまとめ
Ｊ ○p.7「地図帳の使い方」で が捉えやすくなっている。
されている。
て掲載されており，今日的な課題
は地図帳の使い方が順を追っ ○世界地図では，地形図の次 ○「世界の国々」のページに世界の にも触れられるように考慮されて
てわかりやすく説明されて に同じ地域の国別色分け地図 おもなスポーツとはじまった国の写 いる。
いる。具体的な紹介マップ を載せ，世界の国への興味が 真が掲載され，興味・関心を高める ○p.23,24に中国地方全体の地図
も載っており，発展的な調べ 高まるよう工夫されている。 よう工夫されている。
が大きく見開きで扱われている。
学習にも使える内容になって
○統計の各種資料が豊富である。
いる。
他者と比べて資料が新しい。
○地方別の地図では全体を掲載するために，その地域の地形の特性に応じて，縦開きや横開きになっており，折り込み資料が多い。
○p.12で地図を使ったまとめ方の具体例が掲載されており，社会科以外の学習時間にも利用できるよう配慮されている。

(感性をはぐくむ要素を含む）

○写真や地図が大きく，
初めて地図学習に取り組
む児童にとって利用しや
すいよう配慮されている。
○全体に落ち着いた色調
で表現されている。鳥か
ん図がとても丁寧に描か
れており，地形や高低差
が把握しやすくなってい
る。
○実際の地球の様子とし
て捉えやすいよう，
「世界
の大陸と地域」は宇宙か
ら見た地球のイメージで
描かれている。
○各学年の学習内容と関
連のある資料が豊富に掲
載され，児童の関心に応
じて詳しく調べることが
できるよう配慮されてい
る。
○はっきりした色彩や文
字・記号等の表記で，読
み取りやすい。
○世界の国々を有名な物
語や動物など，児童が知
っているものと結び付け
て身近に感じさせること
ができるよう工夫されて
いる。

選
記
号

定

に

必

要

な

資

料
算 数 科 No．１
総
括

選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
１．内容，程度，分量等

○４年下p.118のように各巻
末に練習問題をまとめ，補
充・発展的な問題は，選択的
に扱えるよう配慮されてい
る。
○３年上p.15のようにキャラ
Ａ クターや人物の台詞で課題解
決に向けてのヒントや活動の
流れを提示し，それを手がか
りに思考を深めるよう工夫さ
れている。

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年上p72,73のように，単元 ○写真を効果的に使い，４年上 ○６年下p.59のように「算数のおは
最初の基本問題は，考え方や解 p.60のように道具の使い方を分 なし」を設け，その単元に関連した
答が次ページに書かれており， かりやすく表したり，５年上
トピックを紹介することで，学習内
児童が主体的に解決できるよう p.84のように問題解決のイメー 容の広がりや深まりを図っている。
配置の工夫がされている。
ジづくりをしたりするなど配慮 ○３年上p.62のように「考える力を
○４年下p.56のように「おぼえ されている。
のばそう」では，図，表，グラフ等
ているかな？」を適宜設け，既 ○５年下p.12のように「マイノ を適切に用いて考えたり，分かりや
習事項が反復練習できるよう配 ート」で，言葉や数，式，図， すく説明したり，関数的な考え方を
慮されている。
表，グラフなどを適切に用いて 育てたりするなど，数学的な思考力
○３年生以上の巻末に「チャレ 考えたり，説明，表現したりす を育成するよう工夫されている。
ンジ」を設け，算数の楽しさを る学習活動の例示がしてあると
味わわせたり，生活への活用・ ともにノートの作り方がアドバ
意欲づけを促している。
イスされている。
○１年p.32,33のように，色覚バリアフリーの観点から，色調や配色の組み合わせを考えた紙面作りがされている。
○５年上p.116のように「算数の目で見てみよう」では，他教科や日常生活と関連付けながら課題追究できるよう工夫されている。
○キャラクターが思考の助け ○１年の「とけい」では「なん ○５年上p.120のように「わくわ ○６年上p.24,25のように単元最初
となるヒントをくれるので分 じ なんじはん」を先に取り上 く算数」では，算数的ゲームを のページには，児童が主体的に考え
かりやすい。
げ，別単元で「なんじなんぷん」 したり，生活の中の算数や多様 たり話し合ったりできるよう書き込
○５年上p.86のように「もっ を学習するようにして理解しや な考え方に触れたりできるよう み欄を設けている。
と算数」を設けることで，学 すくしている。
工夫されている。
○２年上p.76のように「読みとって
習内容の広がりや深まりを実 ○６年上p.24,25のように単元 ○４年下p.50のように「思い出 考えよう」では，たくさんの情報（言
Ｂ 感させるとともに，学習指導 最初のページには，解法・解答 そう」のコーナーでは，既習の 葉や図，条件等）の中から必要な内
要領を越えた内容については を示さず，次ページに示し，豊 教科書内容がそのまま示されて 容を選んで解く学習が設定されてお
５年上p.73のように「はって かな思考のための配置が工夫さ おり，学習時の内容が思い出し り，児童の思考力・判断力を高める
ん」と明示し，挑戦意欲を高 れている。
やすいよう工夫されている。
よう工夫されている。
めている。

(感性をはぐくむ要素を含む）

○習得させたいことを細
かく丁寧に記述してある。
○特設ページ「かたちで
あそぼう」で，図形の柔
軟な見方・考え方をさせ
ることで図形に対する感
覚を豊かにするよう工夫
されている。
○学習で使う教具を切り
抜いて使えるよう厚紙の
巻末ページが設けてあり，
算数的活動が体験的・効
果的に行えるよう工夫さ
れている。

○既習事項をもとにした
自由な発想を大切にして
いる。
○課題解決のために数直
線を多く用いてあり，量
的な捉え方ができるよう
工夫されている。
○５年上p.74のように
「図
を使って考えよう」では，
視覚的に理解や考えを促
すことができ，図を使っ
て課題解決する利点に気
○４年下p.132,136のように，
「ふくしゅう」や「計算練習」及びその答えが設定されており，自主的に復習できるよう工夫されてい 付かせるよう工夫されて
る。
いる。
○６年下p.69「わくわく算数ミュージアム」では，環境や福祉，国際問題，歴史などと関連させながら学習できる。

選
記
号

定

に

必

要

な

資

料
算 数 科 No．２
総
括

選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
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

(感性をはぐくむ要素を含む）

○１年p.33のように問いかけ ○３年上p.70「けいじ板に絵を ○２年上から「ページの数にな ○４年上p.83のように，かり商の立 ○表紙裏の「算数見つけ
の違いが１年生にも見てすぐ はろう」のように学習したこと るように式をつくろう」と数の て方の思考過程が言葉と絵と吹き出 た」や単元導入の「見た
に分かるように網掛けをして を生活や新しい学習の中で活用 捉え方を日々の学習の中で広げ し，更に式で分かりやすく表されて ことあるかな」コーナー
強調してある。
できるよう工夫されている。 る工夫や算数的活動の場面が一 おり，
どのように考えれば良いのか，等，生活の中にある算数
○２年上p.2,3「べんきょう ○１年p.39のように問題場面の 目で分かるようにページに示さ どう表現すれば良いのか，具体的に がビジュアルな写真で紹
したこと」のように各教科書 絵を考えさせること，２年上p. れている。
示され言語化が図られている。
介され，身の回りにある
Ｄ の目次の前に前学年（上巻） 42のように式を読むことやp.57 ○各学年最後の「算数アドベン ○５年上p.126のように教科書でい 算数が実感でき，見方・
の内容が領域別にまとめてあ やp.117のように問題作りが， チャー」では，身の回りから， っしょに学ぶ友だちのそれぞれの考 捉え方を広げるよう工夫
り，目次には関連する学習内 多数取り入れられており，演算 日本，世界へと視野を広げ，算 えを発表する場面を取り上げ，お互 されている。
容が示してあって，既習事項 決定や式の意味の理解が促され 数を用いて伝統文化や自然を考 いに認め合い高め合えるよう工夫さ ○練習問題では，考え方
を振り返られるよう工夫され るようになっている。
え，環境問題や食の問題に取り れている。
を忘れたら何ページを見
ている。
組めるようになっている。
ればいいか記されており，
○２年上から自分の考えを伝えるのに役立つ言葉や用語を巻末の「この本で出てきたことばと記号」にまとめたり,「ことば」のコ 自力解決できるよう工夫
ーナーに言葉の意味や説明を記述したりするなど，算数科学習における言葉が大切にされている。
されている。
○中学校への架け橋小冊があり，小・中学校への学びのつなぎが図られている。
○２年上p.18「友だちのノー ○４年上p.49「よくあるまちが ○６年上のp.14ように，導入段 ○学びの手引き（４年上p.124「算 ○基礎的・基本的な内容
トを見てみよう」のように友 い」のように誤答例を提示し， 階に活動を取り入れたり，すぐ 数で使いたい言葉」
，５年上p.108
「算 を押さえながら，児童の
だちのよさを見付けながらノ 理解が促されるよう工夫されて に使用できる教具が組み込まれ 数で使いたい考え方」
，６年上p.108 主体的な問題解決を通し
ートを整理することが定着す いる。
たりしており，興味・関心が高 「算数を広げる力」
）を設け，数学 て思考力・判断力・表現
るように，各学年で繰り返し ○２年上p.74のように「学ぶこ まるよう工夫されている。
的な見方や考え方・活用力の育成, 力を高めることを大切に
取り上げられている。
と→たしかめ→練習」と１時間 ○２年上p.90の「学んだことを 言語活動を大切にしている。
している。
Ｆ ○３年上p.10にあるように， の中で確認できる構成になって つかおう」のように算数を使っ ○４年上p.121「計算のくふうのコ ○「算数ワールド」では
中学年から計算の学習では， いる。また，
「たしかめ」の問 て身近な環境問題に取り組める ツ」やp.122「文章題のコツ」には 折る・切る・線を引くな
数の関係を示す数直線図が継 題には３段階の顔マークで自己 ようになっている。また，キャ 問題解決のための道筋や必要な情報 ど手を動かす活動や，知
続的に用いられ，系統性を重 評価ができるよう工夫されてい ラクターの吹き出しで様々なヒ 収集の仕方が示されている。
恵を働かせるミニクイズ
視した内容になっている。 る。
ント等を示し，進んで学習がで ○３年下，５年下には，島根県内の やゲームなどの活動が多
きるようになっている。
写真が使用されている。
く取り入れられており，
○児童の発達段階や中学へのつながりを意識した紙面構成や特設ページの設定になっている。
算数的活動を通して豊か
○問題やヒントは白地に，重要なことは色が着いた地に記載されており，見やすくなっている。
な感性がはぐくまれるよ
うになっている。

選
記
号

定

に

必

要

な

資

料
算 数 科 No．３
総
括

選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
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

(感性をはぐくむ要素を含む）

○２年上p.89のように基礎的 ○１年p.38のように，３枚の連 ○５年上p.146のように，数直線 ○６年上p.24,25「みんなで話しあ ○基礎的・基本的な内容
な内容を確実に習得できるよ 続写真の濃淡を変えることによ 図のかき方が丁寧に示してあり，いましょう」のように，自分の考え を重視するとともに，問
う基本問題や少し発展させた って，手の動きが理解できるよ 計算の意味や仕方等を説明する を言葉，数，式，図，表，グラフな 題数を多くしたり，低学
問題を２種類のマーク（□， う工夫されている。
際，積極的に活用できるよう工 どを適切に用いて説明したり，グル 年ではスモールステップ
△）で取り上げたり，同類問 ○２年以上の目次には，該当単 夫されている。
ープやクラスで話し合ったりする活 の問題を工夫するなど学
題が分かりやすいよう色を着 元の既習事項の単元名と，練習 ○２年上p.27の「学しゅうのか 動を通して，言語活動を充実させる 習の定着を大切にしてい
Ｋ けたりして，練習問題に取り 問題のページが示されており， んそう」のように，算数のよさ とともにコミュニケーション能力が る。
組みやすいよう工夫されてい 主体的に反復による学習が行え や楽しさ，学習したことを事後 はぐくまれるよう工夫されている。 ○２年上p.73「買えます
る。
るよう工夫されている。
に活用する意欲付け等がなされ，○例示の吹き出しなどは丁寧な言葉 か？買えませんか？」の
○３年上p.48では筆算の繰り ○家庭学習も視野に入れ，巻末 主体的に取り組めるよう工夫さ 遣いであり，相手を大切にする思い ように算数的活動をとお
上がりを記入するように思考 に児童が自ら取り組むことので れている。
がもてるよう配慮されている。
して「数感覚」
「量感覚」
の流れが記載してあり，確実 きる「算数のまど」を設けてい
「図形の感覚」などを低
に学習できるよう工夫されて る。
学年から身に付けること
いる。
ができるよう工夫されて
○２年以上のp.4などに「学習の進め方」が具体的に示されており，系統立てて学び方が身に付けられるよう工夫されている。
いる。
○５年以上の表紙の英語表記や６年下p.100のように，中学校の学習とのつながりを考慮した構成が工夫されている。
○６年上p.15のように「たし ○１年p.30のように，計算学習 ○４年上p.48の「いち・に・算 ○２年上から各巻見開きに，学習過 ○見通しをもったり，考
カメぽいんと」で定着度を捉 の導入は絵のお話作りから始ま 活」のように，各単元で算数的 程「つかむ」
「見通す」
「解決する」 えを話し合ったりするこ
え，
「選んでトライ！じっく っており，具体的な場面から演 活動を扱い，基礎的・基本的な 「発表する」
「話し合う(話し合いの とを大切にし，児童が主
りチェック」
「ぐっとチャレ 算がイメージできるよう工夫さ 知識・技能を確実に身に付け， ポイント)」の例を示し，児童が主 体的に学習に取り組める
ンジ」で実態に合わせた補 れている。
学ぶことの楽しさが実感できる 体的に学習に取り組めるよう工夫さ よう工夫されている。
充・発展的な問題が選択的に ○３年上p.3のように単元の導 よう工夫されている。
れている。
○巻末に「活用」のペー
Ｍ 扱えるようになっている。 入前に「次の学習のために」と ○各学年上の巻末の
「マップ」
「算 ○２年上p.16のように，各単元の中 ジや「いかす算数」のコ
○１年に
「まとめてかぞえる」題し，反復により既習事項を想 数ノートをつくろう」を使い， で「話し合いマーク」とその視点が ーナーがあり，学習し身
の単元を設定し，上学年で学 起させ，次の学習への理解の広 年間を通して筋道を立てて考え，示され，発表の仕方「まず」
「はじ に付けたものを，日常生
習するかけ算・わり算問題の がりにつながるよう工夫されて 分かりやすく説明したり，伝え めに」
「次に」
「そして」
「最後に」
「よ 活や他教科の学習に活か
素地となる考え方に触れられ いる。
合ったりしながら楽しく学習で って」など細かく例示し，言語活動 せるような内容が取り上
るよう工夫されている。
きるよう工夫されている。
の充実が図られるよう工夫されてい げられている。
る。
○幅広いＡＢ判の紙面を活用し，各ページの右側にヒントや疑問，考え方が細かく示され，思考を促すよう工夫されている。
○２年下p.66のように「なるほど算数」では，学習内容と関連させた内容を取り上げ，算数のよさに気付かせるよう工夫されている。
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選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
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

○４年「すずしくなると」の ○各単元のはじめに「思い出そ ○４年｢星ざカード｣，６年｢飛び ○５年「物のとけ方」や６年｢もの
グラフと記録の関係付け，５ う」があり，これまでの学習や 出る人体模型」など，学習を深 の燃え方と空気」のように，自分の
年「植物の発芽と成長」の条 くらしとの関連を意識できるよ める教具をつくる活動により， 考えを図で表現するよう工夫されて
件制御の表整理にあるよう うに工夫されている。５年p.65 児童の関心を高める工夫がされ いる。
に，問題解決能力をはぐくむ のように「調べよう」によって， ている。
○４年p.84の「ヘチマの成長のよ
よう考慮されている。
単元の見通しがもてるよう工夫 ○３年p.58，５年p.42にあるよ うすをまとめよう」に見られるよ
Ａ ○３年p.52～55，p.134に見 されている。
うに，実物大を示したり大きさ うに，成長と気温の変化を比較し，
られるように，研究の課題例 ○５年p.144に見られるように の比較をしたりしながら，
興味・ 関係づけて考えることができるよう
や手順，ノートのまとめ方が 実験器具の使い方や資料の集 関心を高めるよう工夫されてい 工夫されている。
丁寧に示され，初めて理科学 め方を資料として巻末にまと る。
習に取り組む３年に取り組み めて紹介する工夫がされてい
やすいよう配慮されている。 る。
○巻末に「資料」として，記録の仕方や話し合いの仕方，実験器具の使い方などが掲載され，必要に応じて学習できるように構成さ
れている。

科 No.１
括

(感性をはぐくむ要素を含む）

○文章表現や長さが学年
の発達の段階に即してい
る。６年p.12,14に見られ
るように各学年において，
「まとめ」は「課題」に
対して，短く対応してわ
かりやすい表記となって
いる。
○６年p.11に見られるよ
うに，各学年において課
題の下には学習内容と準
備物を記し，１時間の学
習が見通しをもったもの
となるよう配慮されてい
る。
○各学年の巻頭では，各学年 ○３年p.10,11では５種類から ○４年-１のp.57の透明シートを ○３年
「しぜんのかんさつをしよう」○児童が多くの教材や実
で重視されている問題解決能 の選択，５年「植物の発芽」で 使用しながら，夜空から星座を や６年-１「ものの燃え方」のよう 験方法から選択できるな
力を示した「理科の学び方」 は代替教材を紹介し，地域の特 見付ける活動を促し，星につい に図書の活用を積極的に取り上げ， ど，主体的な学習が展開
により，見通しをもった学習 性にあわせて学習が進められる ての興味・関心が高められるよ 自主的な調べ学習を促すよう工夫さ できるよう配慮されてい
となるよう工夫されている。 よう配慮されている。
う工夫されている。
れている。
る。
○各単元末の
「ふりかえろう」○５年-２のp.48～50に見られ ○４年-２「ものの温度と体積」 ○４年-１「とじこめた空気や水」 ○各学年の巻末には「学
Ｂ では，３年では選択肢から用 るように学習課題や予測，実 や５年-２
「流れる水のはたらき」や６年-１「ものの燃え方」では， んだことをふりかえろう」
語を選んで文を完成させる形 験の方法を見開きで示し，そ に「別の実験方法」とあるよう 見えない事象を絵図にかかせ，表現 を設け，上学年や中学校
式，４年からは穴埋め形式と の結果を次ページで示すなど に，多様な方法から選択して主 することを促す工夫がされている。 との系統性が明確になる
なり，発達の段階に即した配 学習を計画的に進めることが 体的な学習が展開されるよう配
よう配慮されている。
慮がされている。
できよう配慮されている。
慮されている。
○６年-１「わたしたちをとりまくかんきょう」や６年-２「生物と地球のかんきょう」では，美しい写真と豊富な資料により環境保
全意識を高めるよう工夫されている。
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選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
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

○３年「ものの重さと体積」 ○巻頭の折込では，３年～６年 ○「読み物」では，
「～をさがし ○５年p.138「もののとけかた」に
や４年「１日の気温と天気」 までの内容を示し，学年間の系 てみましょう」
「～とくらべてみ 見られるように，自分の考えをまと
のように，算数との関連を図 統性がわかるよう工夫されてい ましょう」等，子どもの興味を めることを重視して，｢説明してみ
り，算数の学習内容が丁寧に る。
高めながら活動へと促すよう配 ましょう｣が単元まとめとして設定
説明されている。
○４年「１日の気温と天気」p. 慮されている。
されている。
○３年p.88にあるような実験 19,20に見られるように，学習 ○３年p.8,9に見られるように， ○３，４年巻末「調べる」では，学
Ｄ 結果の書き込み形式が，５年 課題から準備，観察，結果，考 イラストが精密で，大きく描か 校図書館利用の仕方や資料の探し方
p.18,19では「ノートの例」 察までの学習の流れが分かりや れており，細部まで分かりやす が説明され，図書を活用した調べ学
となるように，結果を整理す すく示してあり，見通しをもっ い。また写真も大きくインパク 習へと発展するよう配慮されてい
る技能が，発達の段階に即し て学習に取り組めるよう配慮さ トがあり，児童の関心を高める る。
て習得できるような構成とな れている。
よう配慮されている。
っている。
○巻末の「考えよう・調べよう」では，学年ごとの話し方や観察の仕方，調べ方，記録の仕方，まとめ方のポイントが示され，授業
中の必要となった時に使用しやすいよう配慮されている。
○発展的な内容が巻末の「わ
くわくチャレンジ」として充
実しており，児童の実態に応
じて活用できるよう工夫され
ている。
○３年p.127，６年p.127に見
Ｆ られるように，
単元初めに
「学
びのとびら」を設け，学年の
発達の段階に応じて，問題意
識をもたせるよう工夫されて
いる。

○「はてな→調べよう→わかっ
た」の学習展開を基本とし，マ
ークを記して学習展開に見通し
をもって学習できるよう工夫さ
れている。
○３年p.118や５年p.16,17にあ
るように，観察･実験の結果を
整理し考察している話し合い場
面をイラストで示し，考察する
学習場面の指導にヒントを与え
る構成になっている。

科 No.２
括

(感性をはぐくむ要素を含む）

○各学年において，美し
い自然風景の見開き写真
と詩を重ね合わせ，自然
に対する豊かな心情をは
ぐくむよう工夫されてい
る。
○５年p.31に見られるよ
うに，各学年において問
題解決学習を重視し，観
察･実験の場面では，観察
記録やノート例を示し，
結果から整理･考察場面の
充実が図られている。

○５年p.131「人の誕生」
，６年p. ○５年p.124や６年p.20に見られる ○各学年に設けられた，
40「人の体のつくりとはたらき」 ように，各単元末の「確かめ」では， 美しい自然のダイナミッ
では，実際の大きさのイラスト 定められた条件の中で自分の考えを クな写真と「達人からの
を掲載し，児童が関心をもって 書きまとめる問題が設定されてお メッセージ」は感性を高
学習を進められるよう工夫され り，読解力と論理的に説明する力を める配慮がされている。
ている。
はぐくむ配慮がされている。
○各学年の「科学のまど」
○４年「月と星」
「冬の星」では， ○４年p.179の「学んだことを使お では，日常生活との関連
家庭での自主的な学習ができる う」のように，学習内容をもとに自 が図られ，視野を広げ，
ように，
「星ざ早見」や「星ざカ 然の事象などを説明しながら，理科 理解を深めるよう工夫さ
ード」を作成して調べることが 学習の有用性が実感できるよう配慮 れている。
できるよう工夫されている。
されている。

○４年p.182に見られるように，各学年において，教科書に出てくる言葉が掲載頁を示しながらまとめて紹介され，言葉を大切にし
た活動を充実していく配慮がされている。
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選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
１.内容，程度，分量等

○３年，５年の巻頭「学習の
準備」では早期に取り掛かる
準備内容を示したり，４年p.
4では栽培に関する年間スケ
ジュールを掲載したりして，
見通しをもった学習が進めら
Ｇ れるよう配慮されている。
○各学年，観察･実験器具の
扱い方を単元の途中で示すこ
とにより，問題解決の過程の
中で器具が使用されるよう配
慮されている。

２.教材の選択や構成等

○６年「植物のからだとはたら
き」のシロツメクサ（p.45）
，
オオアレチノギク（p.57）のよ
うに，身近な素材を使った教材
が工夫されている。
○３年p.4「１年間の学習」に
あるように「身近なしぜんの観
察」や「植物を育てよう」の単
元が温かくなった時季に設定さ
れており，山間部の涼冷な地域
に配慮した単元配列になってい
る。

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

○３年p.126や５年p.158「しり ○５年p.140や６年p.135にあるよう
ょう」では，自ら見出した問題 に，実験の手順は，詳しい文章と写
の解決に向かった科学者に添い 真により説明され，読解力をはぐく
ながら読むことにより，科学に むよう配慮されている。
対する興味・関心を高めるよう ○４年p.26,５年p.147,６年p.113
配慮されている。
にあるように，学習内容をまとめた
○５年p.61「いろいろ花の花粉」 りレポートを作成したりすることが
や５年p.84「天気の変化」に見 重視されており，
「書く」活動が充
られるように，学年に応じて使 実するよう配慮されている。
用される写真は，自然のすばら
しさが感じられ，資料性が高く，
児童の興味･関心を高めるよう配
慮されている。
○３年p.46などにあるように，児童の目線で撮った写真や児童を中心としたイラストを随所に配置して，児童の学習意欲を喚起でき
るよう配慮されている。
○巻末の「さくいん」では， ○単元始めに５年p.34のように ○３年巻末「生き物しりょう集」 ○３年p.102「電気で明かりをつけ
重要な言葉を参照できるよう 「思い出してみよう」を設け， と「たんけんカード」
，４年巻末 よう」や５年p.87「もののとけ方」
に掲載したり，単元末「学習 前学年までの内容の系統性を踏 「光る星座カード」では，野外 にあるように，まとめ方を具体的に
をまとめよう」に「言葉のチ まえて学習が展開されるように 観察と共に家庭における自主的 示し，結果を整理し考察する学習が
ェック」を設けたりして，言 配慮されている。
な学習を促す工夫がされている。充実するよう配慮されている。
葉の定着が図られるよう工夫 ○５年p.68～70に見られるよう ○３年p.86や５年p.69の「わた ○６年p.163には，大田市の埋没林
されている。
に，予想に基づいて実験の結果 しのくふう」において，児童の について掲載されている。
Ｋ ○３年p.31では線でつなぐ・ を考察していくことを促すよう 発想を大切にして，意欲的に学
色を塗る等の多様な活動を， 工夫されている。
習が進められるよう配慮されて
６年p.31では定められた言葉
いる。
を使って説明する問題を設
○４年p.123,125に見られるよう
け，発達の段階に合わせた言
に，
「理科の広場」や「力だめし」
語活動が充実するよう工夫さ
では，身近な生活との関連を図
れている。
っている。
○５・６年では，地域の特色を生かした学習が展開されるよう，巻末に「地域資料集」を掲載し，身近な自然に興味をもち，大切に
していこうとする態度をはぐくむことに配慮されている。

科 No.３
括

(感性をはぐくむ要素を含む）

○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。
○５年p.72以降に見られ
るように，家族に囲まれ
た赤ちゃんの写真や，p.
74の聞き取りの例のよう
に，知識だけでなく，生
命尊重のための感性が磨
かれるよう配慮されてい
る。

○理科と身近な生活を関
連付けた内容を設けたり，
地域資料の活用を図った
りして，理解がより深ま
るよう配慮されている。
○各学年に「理科から仕
事へ」が見開きで設けら
れ，学習への意識や自然
に対する見方や考え方に
つながるよう工夫されて
いる。

選
記
号

定

に

必

要

な

資

料
生 活 科 No．１
総
括

選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
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

(感性をはぐくむ要素を含む）

○幼児教育から小学校への円 ○上巻p.13のように右コーナー ○上巻p.46「ぐんぐんのうと」 ○下巻p.57に図書館活用のページが
滑な接続に配慮されたスター に，
「あいさつ」
「やくそく」な では，自分ができるようになっ あり，情報活用や公共施設利用を促
トカリキュラムとなってい ど生活ルールやマナーが記述さ たことについて友だちと交流す す工夫がされている。
る。
れている。
る場面が描かれ，成果を自覚す ○下巻p.76にある点字やマークを探
○下巻p.22,30,31など,友だ ○上巻p.24～29では，種からつ るよう工夫されている。
す活動や車椅子の友だちが多く描か
ちと自分の気付きなどを伝え ぼみまでの成長の様子が一覧で ○下巻p.50では，
「パワーアップ れた挿し絵は，福祉などの今日的な
Ａ 合うことで,言語活動の充実 きるようにページの開き方が工 させたいな」の見出しやコーナ 課題に配慮されている。
とコミュニケーション能力の 夫されている。
ーが設けてあり，子どもの気づ ○上巻p.4「がっこうにいこう」で
育成が図られている。
○下巻p.11～22では，苗植えか きを深める新たな動機付けにつ は多くの人が描かれ，安全に登下校
○５つのキャラクターが登場 ら野菜の収穫から発表まで一括 いて工夫されている。
ができるように安心感を深める工夫
し，気を付けることを語りか して示してあり，児童に活動の
がされている。
けるなどして，思考・判断を 見通しがつきやすいよう工夫さ
促すよう工夫されている。 れている。
上巻巻末に「ポケットずかん」が付され，季節ごとの情報がコンパクトにまとめてあり，探検等で使いやすいよう工夫されている。

○活動への意欲や期待感
を喚起する美しい写真や
挿絵が豊富に掲載されて
いる。また,挿絵は淡い色
調で落ち着いて学習に取
り組めるように配慮して
いる。
○活動や体験をとおして,
学習習慣や生活の基盤を
つくることをめざした内
容を豊富に取り入れてい
る。

○四季の変化を軸にした単元 ○上巻p.4からの絵では，家族 ○上巻p.54ではアクリルシート ○上巻p.25などには，
「せいかつこ
構成がされ，児童の思考の深 の様子などが描かれ，徐々に対 を使い，草むらの中から虫を見 とば」が書かれており，語彙を増や
まりを考慮した活動が展開で 象を広げ,入学当初の児童の発 つけようという気持ちを高める すよう配慮されている。
きるよう工夫されている。 達の段階に配慮されている。 工夫がされている。
○下巻p.132「あたたかいねたすけ
○より詳しく学習する場面で ○下巻p.56,57では白地図が床 ○下巻p.13では，
「ビンゴカード」合う町」では，手話や点字など福祉
は，キャラクターが登場し， 地図として紹介され，３年生の を取り入れ，ゲームをしながら の今日的な課題に配慮されている。
問いかけたり語りかけたりし 学習との接続が配慮されてい 探検が進むよう工夫されている。○下巻p.52では，生き物と人の生活
Ｂ て，思考・判断を促すよう工 る。
○下巻p.84では，どこがいけな の24時間が取り上げられ，規則正し
夫されている。
いか名人に聞く場面が写真や絵 い生活習慣づくりに配慮されてい
○下巻p.74,75では，調べた
で描かれており，子どもの気付 る。
ことを伝える方法が豊富に紹
きを深める新たな動機付けとな
介されている。
るよう工夫されている。
各巻末の「がくしゅうどうぐばこ」では，児童の興味に沿って活用できるよう，虫や草花,道具の使い方やクッキングなど豊富な内
容が項目ごとに整理されている。

○豊富な情報を提示し,活
動内容を選択しやすいよ
う配慮されている。
○下巻p.94「教えてあげ
るよ、きみのすてき」で
は，豊かな人間関係の構
築とともに，自尊感情を
高める配慮がされている。
○上巻p.70では白黒写真
を使い，子どもの自由な
発想・気付きを引き出す
工夫がされている。

選
記
号

定

に

必

要

な

資

料
生 活 科 No．２
総
括

選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
１．内容，程度，分量等

○同じ公園が季節ごとに描か
れ，季節の変化への気付きや
児童の思考の深まりを考慮し
た活動が展開できるよう工夫
されている。
○下巻p.55などでは，作文用
Ｄ 紙を使って，作文を書く活動
が紹介され，言語活動の充実
への配慮がされている。
○各教科との関連が意図さ
れ，教科名が示されている。

２．教材の選択や構成等

○上巻p.90からの「しあわせい
っぱい」では，
「いえのしごと」
を取り上げ，自分がしてもらっ
ていることとしていることを調
べ，家族の一員としての気持ち
の高揚を意図した単元となって
いる。
○上巻p.25などには，活動のね
らいを付した自己評価コーナー
があり，振り返りができるよう
工夫されている。

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

○下巻p.32「つくってあそぼう」 ○下巻p.28「町のくふうを見つけよ
では，多様なおもちゃがそれぞ う。
」では，バリアフリーや手話な
れ詳しく紹介してあり，作って どが紹介され，福祉などの今日的な
みたいという気持ちを高めるよ 課題に配慮されている。
う工夫されている。
○上巻p.30「きをつけてあるこう
○上巻p.38「ものしりノート」 ね。
」や安全な歩き方など，p.114，
では，多様な活動を紹介し，児 115「あんぜんのぺえじ」などで,学
童の活動への意欲を高めるよう 習や生活における安全への配慮がさ
工夫されている。
れている。

(感性をはぐくむ要素を含む）

○鮮明な絵や写真，多様
な表現方法の例示がある。
○ＡＢ判を生かしたダイ
ナミックな紙面で，学習
に役立つ資料が豊富に掲
載されている。
○環境や福祉といった今
日の諸課題に配慮されて
いる。

下巻の巻末に「学びかたずかん」が設けられ，児童の活動ごとに活かせる内容が豊富に盛り込まれている。

○上巻p.1に「きょうかしょ
のつかいかた」のページがあ
り，調べ学習を進めやすいよ
う工夫されている。
○下巻p.16,17「まちのあん
心たんけん」などには，地域
Ｆ の人々に守られながら成長し
ていくことに気付き,安心安
全について意識を向けるよう
工夫されている。
○各教科との関連が意図さ
れ，教科名が示されている。

○探検活動では，人に焦点を当 ○上巻p.31などでは「○○みつ ○上巻末「ぐんぐんちからポケッ
てた探検活動が紹介され，下巻 けビンゴ」を取り入れ，ゲーム ト」
，下巻末「ぐんぐんまなぶポケ
p.44では，
「えがお」
「えがおの をしながら探検などの活動が進 ット」では，あいさつなど人と関わ
ひみつ」をキーワードにし，
「あ むよう工夫されている。
るマナーや安全のルールを含めた学
の人にまた会いにいきたいな。
」○下巻p.26には写真を用いたク び方についてまとめてある。
を設定している。
イズを取り入れ，断面はどうな ○下巻p.56「見つけたよあこがれの
○下巻p.52などには，発表会場 っているのかなど，内部を知り しごと」では，様々な人々との関わ
面で，見付けたことを伝える方 たいという興味を高めるよう工 りを深められるよう配慮されてい
法が豊富に紹介されている。 夫なされている。
る。
○p.19のようにワークシートに
対する先生のコメントが書かれ
ており，意欲を高めるよう配慮
されている。
巻末の「めもりんノート」は，１年間の活動の見通しをもたせ，学びの足跡が自覚できるよう配慮されている。

○上巻p.27「たねのきも
ち。
」
，p.70「かぞくみん
なの気もち。
」など美しい
挿し絵をもとに気持ちを
語る「おはなしのじかん」
を設け，道徳と関連させ
た活動や,「はってん」コ
ラムで理科などへつなが
る内容を示している。
○空を見たり，砂をさわ
ったり，葉っぱに埋もれ
たりなど，五感を使った
気付きを引き出すよう工
夫されている。

選
記
号

定

に

必

要

な

資

料
生 活 科 No．３
総
括

選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
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

(感性をはぐくむ要素を含む）

○同学年児童が語りかける形 ○下巻p.22「雪遊び」,下巻p. ○伝統行事の中の昔の遊びが多 ○地域に根ざした教材と直接体験を ○鮮明な絵や写真，たく
で記述されており，親近感を 52「麦作り」など，地域性を活 く取り入れられ，地域の人とと 重視した活動が工夫されている。 さんの表現方法の例示が
もたせながら児童の思考・判 かしたダイナミックな活動が取 もに活動しようという意欲が高 ○下巻p.95「人にやさしい町」では， ある。
断を促すよう工夫されてい り上げられている。
められるよう工夫されている。 バリアフリーや手話などが紹介さ ○下巻p.38「春さがし」p.
る。
○下巻p.64～p.87では，大豆の ○命と向かい合う活動を主体的 れ，福祉などの今日的な課題に配慮 58「いっぱいみのって」
○「いつものばしょ」では季 栽培から豆腐作りまでの活動の に体験する例として，ヤギやウ されている。
のように，単元の導入に
Ｇ 節の変化への気付きや児童の 中に五感を使った遊びを取り込 サギを２年間飼育する活動内容
詩が紹介され，豊かな心
思考の深まりを考慮した活動 み，豊かな体験を通して学習で を取り入れ，飼育活動での配慮
で活動を展開しようとす
が展開できるよう工夫されて きるよう配慮されている。
すべきことが強調されている。
る構成になっている。
いる。
○行事が多く取り上げられ，
行事を通して季節感を感じる
よう工夫されている。
上巻がお月見までの季節を取り扱った内容で構成され，入門期の学習に配慮された構成になっている。
○同じ公園が季節ごとに描か
れ，季節の変化への気付きや
児童の思考の深まりを考慮し
た活動が展開できるよう工夫
されている。
○下巻p.70～89の「あそんで
Ｉ ためしてくふうして」では，
多様な遊びが紹介されてい
て，物の機能的な動きに着目
できるよう工夫されている。

○課題解決的な活動が，
「ホッ
プ」
「ステップ」
「ジャンプ」で
進むような構成になっている。
○「どうすればきせつをみつけ
られるかな？」では，自分の五
感で季節を感じるよう促してい
る。
○絵と写真を合成して，視野を
広げてみようとする構成になっ
ている。

○下巻「まちとたんけん大はっ ○下巻p.38～45では，地域の人々と
けん」では，１年生での学習の の関わりの中で野菜作りが進めら
発展として，同じ場所で季節を れ，感謝の気持ちを手紙にして送る
見付ける活動を設け，季節の特 構成となっており，地域の人材を活
徴を楽しい絵で表し，子どもの かすよう工夫されている。
好奇心をくすぐるよう工夫され ○上巻p.48,49のように，はだしで
ている。
歩いたり，草原にねころんだり，草
○上巻p.72～p.81では，継続し や水にさわったりするなど，体を通
て生き物を探すように季節ごと して季節の変化を感じる構成になっ
の生き物をまとめ，鳴き声を付 ている。
すなど，生き物探しへの意欲付
けが図られている。
「ホップ」
「ステップ」
「ジャンプ」の構成のほかに，
「つづけたい さがしたい」のページを構成し，継続的な活動が意図されている。

○ＡＢ判を生かした生き
物・花の絵の美しさは，
生命の息吹を感じさせる
効果を生んでいる。
○家族との関わりを見つ
める単元では，
「みんなの
にこにこだいさくせん」
というネーミングで，児
童の発達の段階に即し，
豊かな心で活動しようと
する構成になるよう配慮
されている。

選
記
号

定

に

必

要

な

資

料
生 活 科 No．４
総
括

選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
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

○四季の変化を軸にした単元
構成がされ，児童の思考の深
まりを考慮した活動が展開で
きるよう工夫されている。
○キャラクターが登場し，問
いかけたり語りかけたりし
Ｋ て，思考・判断を引き出せる
よう工夫されている。

○町探検の活動では，人に焦点
を当てた探検活動が紹介され，
地域の人々を名人として学ぶな
ど関わりを大切にした構成にな
っている。
○上巻p.53「まいにちがんばる
よ」のように，活動できたこと
をチェックする自己評価コーナ
ーがあり，振り返りができるよ
う工夫されている。

○上巻p.21「さあ、しゅっぱつ
だ！」下巻p.10「さあ，さくせ
んかいぎだ！」など，子どもの
気持ちを高揚させるタイトルで
意欲化が図られている。
○下巻p.51「どうやってうごい
ているの？」のように，自分で
課題を解決し，活動が科学的な
思考とつながるよう工夫されて
いる。

○クレヨンのキャラクターが
登場し，問いかけたり語りか
けたりして，思考・判断を促
すなどの工夫がされている。
○生き物だけでなく，雲の変
化も加えて，四季の変化がわ
Ｍ かりやすく紹介されている。
○「みんなで話しあおう。
」
「し
らべてみよう。やってみよ
う。
」などでは，マークを使
って活動の広がりや深まりを
もつよう配慮されている。

○下巻p.26～35「はじめての野
さいづくり」では，土づくりか
ら紹介し，地域の人から得た知
恵を活用する構成になってい
る。
○下巻p.37のように，収穫した
あとに，貼り絵やジオラマ製作
など，図画工作科と関連した内
容を紹介し，達成感が深まるよ
う工夫されている。

４．教科の特性，県の実態や課題への適合等

(感性をはぐくむ要素を含む）

○表紙裏に「保護者の方へ」を設け， ○見付ける,比べる,伝え
上巻p.52「１がっきのことをはなそ るなどの活動を通して,気
う。
」などでは，家庭と連携して児 付きの質を高めるよう配
童の成長を見守っていく重要性が強 慮されている。
調され，学習が円滑に進むよう配慮 ○言葉や文字で思いを表
されている。
現することによる交流の
○下巻p.86「わくわくタウンフェス 場が多く掲載され,言語活
タ」では，友だちとの関わりの大切 動が大切にされている。
さを描写した絵があり，幼保との連
携，お年寄りとの交流など地域の
人々とのつながりが配慮されてい
る。
別冊「めいじん？ブック」では，上下巻の内容が関連付けられており，詳しく知りたいときに活用できるように構成されている。
○上巻p.82両開きの「あつまれ ○表紙裏に実際の点字を施し，福祉
あつまれあそびひろばへ」は， などの今日的な課題に配慮してい
楽しさが伝わり，活動への意欲 る。
付けに効果があるよう工夫され ○上巻p.14,下巻p.106では，自らの
ている。
安全を考える場面を設定し，地域の
○上巻p.33では，花の種につい 方にあたたかく見守られ，安全に登
て好奇心を高めることができる 下校ができる自信と安心感を深める
ように山折りページを設けるな よう工夫されている。
ど工夫されている。
○下巻p.58「つくってワクワクあそ
○下巻p.27「お見とおしカード」 んでワイワイ」では，友だちとの関
などの多様なカードで，気付き わりの大切さを描写した絵があり，
や思いを表現しやすいよう工夫 幼保との連携，お年寄りとの交流な
されている。
ど地域の人々とのつながりが配慮さ
れている。
巻末の「なんでもずかん」では，様々な生き物や多様な遊びが紹介され，項目ごとに分かりやすくまとめてある。

○鮮明な絵や写真，たく
さんの表現方法の例示が
ある。
○白い息をはく，葉っぱ
に埋もれるなど，五感を
使った気付きを引き出す
工夫がされている。
○一つの単元が終わるご
とに振り返る活動を位置
付け,自分の成長に気付く
よう工夫されている。

選
記
号

選
１．内容,程度,分量等

定

定
に

必

に
要

必

な

２．教材の選択や構成等

資

料

要
の

観

な

資

料

音 楽 科 No．１

点

３．興味・関心への配慮等
○３年p.7,５年p.4のように，学習

総
４．教科の特性,県の実態や課題への適合等

括

(感性をはぐくむ要素を含む）

○各学年同じ題材数で統一され

○全学年で「音楽会を開こう」と

○１年p.20のように，低学年から自国の ○時代の変化に応じた新しい

ており，学年間の系統を見通せ

いう題材を最後に位置付け,１年間 内容にふさわしい写真や注釈があ

わらべ歌をはじめ，他国の遊び歌を取り 曲から「日本の歌

るように構成してある。

のまとめができるよう工夫されて

り，歌詞の理解を助けている。

入れることにより，我が国や世界の文化 として我が国に古くから歌い

○題材の目標に即して，学習の

いる。

○３年p.11から数ページ，側面から に目を向けるよう工夫されている。

めあてや活動の具体的な手順が

○音楽づくりは，各学年統一して

の写真によって実物を感じながらリ ○どの学年にも共通の合唱曲が選ばれて 上げられるなど，多様なジャ

番号で示されるとともに，評価

「音楽づくりを楽しもう」という

コーダーの運指を学習できる工夫が おり，全校で取り組むことができるよう ンルの曲が取り上げられてい

Ａ 項目があり，めあてを意識した

題材が設定され，段階的に系統的

随所にされている。

主体的な学習が行えるよう配慮

な学習が進められるよう組織され

○１年p.34のように拍を意識しなが ○児童の発達の段階に重ねてみると，リ ○活動の手順が示され，児童

されている。５年p.24では個か

ている。

ら口真似で旋律を追ったり，２年p. ズム，音域の難易度は高い傾向にあるが， が主体的に学習活動に取り組

ら集団へ活動を広げる流れにな

○各学年の始めに，みんなで心を

20,３年p.19のように遊び方やカー

っている。

合わせて一つの音楽をつくってい

ド記入の例示があることで鑑賞がよ られている。

○低学年に持ちやすいＢ５版

○２年p.13のように，五線を意

く体験ができる教材が選択されて

り主体的な活動となったりするよう

サイズでコンパクトに内容が

識した鍵盤楽器の導入は次学年

いる。

工夫されている。

まとめられている。

工夫されている。

心の歌」

継がれてきた歌も数曲が取り

る。

児童にとってなじみやすい曲が取り入れ めるよう配慮されている。

への基礎となっている。
○共通事項のポイントについては，児童に学習課題として投げかけるように記載してあることで，児童が主体的に学習活動を進めることができるよ
う工夫されている。
○２年p.46や６年p.24のように

○１年p.2のように拍の流れに乗っ ○写真や挿し絵が多く,１年p.24の

○４年p.32のように全国のお祭りについ ○音楽を形づくっている要素

表現と鑑賞の相互の関連を図る

て体を動かす活動が楽しめるよう

ように児童の写真が挿入されてお

て写真付きで取り上げられており,石見

よう配慮されている。

な教材が随所に設定されている。

り，児童がその情景に入り込んでい 神楽もその一つとして紹介されている。 うカテゴリーとし，３年以上

○音楽づくりの学習では，音遊

○２年p.14のように，音符の長さ

るような間接体験ができるよう工夫 ○全学年共通の合唱曲で，合唱奏をした は紙面に明記してある。

びやリズムづくり，旋律づくり

を歌の中で楽しく学習できるよう

されている。

など，児童がイメージをふくら

な，独自の教材が取り入れられて

○４年以上の巻頭に世界的に活躍す むことができるよう工夫されている。

いる。

る音楽家，５年p.19のように作詞者 ○我が国や諸外国の音楽から，様々な時 くりを学習することができる

ある音楽をつくっていけるよう

○３年生p.22のように，リコーダ

からのメッセージを取り上げるなど 代や曲種のものを取り上げ，音楽のもつ ように題材が配列されてい

系統的に構成されている。

ーの技能を高める学習と旋律をつ

興味がもてるよう工夫されている。 多様な良さや面白さを感じ取ることがで る。

○各学年とも年間に２つの題材

くる学習を絡ませ，児童が楽しく

○１年p.30のようにほぼ原寸大の鍵 きるよう配慮されている。

○「にっぽんのうた

群を設け，基礎となる学習から

取り組めるよう工夫されている。

盤ハーモニカ写真があり，入門期指

のうた」など感性に訴えるよ

それを活用しながら音楽表現を

導に活用しやすい工夫がされてい

うな美しい写真や,児童自身

めざす題材へと配列が工夫され

る。

がその情景に入り込んでいる

Ｆ ませながら，自分にとって価値

について「音楽のもと」とい

り手話を取り入れたりして全校で取り組 ○各学年とも「音のスケッチ」
で段階的かつ系統的に音楽づ

みんな

ている。

かのような写真を取り入れる

○４年のp.24のように，３年以上は題材ごとに身に付けたい力を共通事項の言葉で明記してあり，児童がこの題材でどんなことを学習するのかがよ

ことで児童の思いをふくらま

く分かるよう配慮されている。

せることができるよう工夫さ
れている。

選

定

に

必

要

な

資

料
音 楽 科 No．２

記
号

選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
１．内容，程度，分量等
○各学年の年間時数に伴って題材数

２．教材の選択や構成等

３．興味・関心への配慮等

総
４．教科の特性，県の実態や実態への適合等

括

（感性をはぐくむ要素を含む）

○４年のp.38のように，鑑賞と表現の関 ○３年以上の巻末の資料が充実しており， ○共通教材以外にも歌い継がれている童謡や

○題材数，教材数ともに精選され

が配慮され,系統的な学習ができるよ 連を図った教材を選び，深まりと広がり 児童の興味・関心が高まるよう配慮されて 唱歌を取り入れたり，環境保護に関連した曲

ていて，ゆとりをもって系統的に

う,一題材に対する教材が精選されて のある学習ができるよう配慮されている。 いる。
いる。

や友だちづくりの歌を取り入れたりしている。 学習できるよう工夫されている。

○４年のp.30のように，比較鑑賞するこ ○１年のp.18のようにイラストや写真がア ○音楽を通して，我が国の文化に対する理解

○一題材に表現と鑑賞の学習を関

○１年のp.8のように，低学年から表 とで効果的な学習ができるよう工夫され イデアにあふれていて，具体的な手立てや を深め，更には諸外国の文化にも親しんでい

連付けながら，目標に迫っていく

現と鑑賞の学習の関連を図り，音楽

いくつかの教材によって構成され

ている。

ヒントになるよう工夫されている。

けるよう配慮されている。

Ｈ の基本となる拍の感得や基礎的な技 ○２年のp.35の音探しや３年のp.27の音 ○題材の目標に即して，活動の具体的な手 ○各学年とも文学と関わらせた「物語と音楽」 ている。
能を楽しみながら身に付けていくよ

づくりの活動に生かせるオリジナル曲を 立てが示されていたり，直接書き込みなが を取り上げている。また，様々な合唱曲や合

○児童の感性に訴えるような写真

う工夫されている。

はじめ，様々なジャンルから児童の心情 ら学習できる部分もあったり，児童が意欲 奏曲が紹介されており，実態や用途に応じて

や挿し絵，イラストが数多く，大

○音楽づくりの学習を他の音楽活動

に即した曲が精選されている。

きく取り入れられている。

的に取り組めるよう工夫されている。

取り扱うことができるよう配慮されている。

と関連させながら，系統的に取り入
れられている。
○題材の目標に対する児童の学習課題に共通事項が記載されている。また，３年以上では，
「音楽のしくみ」として曲が成り立つしくみを学習し，音楽づくりとの関連を図っ
ている。

選
記
号

定

に

必

要

な

資

料
図画工作科 No．１
総
括

選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
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

(感性をはぐくむ要素を含む）

○２学年分を一冊としてい ○教室内での多様な表現活動の ○インデックスの工夫・リンク ○「みんなの美術館」では，地域と ○
「○○ページもみよう。
」
る。分量は他社の８割程度で 展開に配慮し，
「平面」の表現 表示等，児童の利用のしやすさ の関わりを図っている。
のリンク表示や見開き右
ある。
に関する記述を多くしている。 に配慮がされている。
○５・６年p.60「未来へ向かって」 側のインデックスにより，
○表紙裏には，大きく児童の ○１・２年p.5,6「せんせいあ ○３・４年p.36のように，作品 は，自分を見つめたり，将来につい 類似の題材の参照が容易
活動風景を提示し，児童の意 のね」p61，62「パレードパレ の一部を拡大して表記し，作者 て考えたりする学習であり，今まで であり，弾力的な活用が
欲的な創作活動を触発してい ード」のように，音楽や生活科 の思いや工夫を強く伝えるため の学習のまとめ，中学校へのステッ しやすい。
Ａ る。
との関連を示し，指導の効果を の支援を行っている。
プとなっている。巻末のコーナーも ○各ページ右下の「パラ
○多くの選択肢の中から選ぶ 高める内容構成となっている。
中学校学習内容との関連を図ってい パラまんが」にも見られ
ことができ，表現の系統性が
る。
るように，児童が手に取
理解しやすい。また，見通し
○巻末では，
『チャレンジひろば』 りたくなる工夫を凝らし
をもって指導しやすく，弾力
を設け，昔から各地域に伝わる遊び ている。
的な指導計画ができるよう配
も紹介し，日本の文化を大切にする
慮されている。
配慮がされている。
○定型化した「めあて」
「ふきだし」等の記載により児童や指導者の学習過程の円滑な進行を支援している。
○表現では「平面」に，
「鑑賞」では高学年に，それぞれ力点を置くなど選択と集中がされている。
○５・６年p.22,54のように，リサイクルの画用紙づくりや，割り箸作品が紹介され，環境問題への対応の工夫がされている。
○「染め物」
「すみ絵」
「編み物」
「シーサーづくり」など，日本の美術，伝統工芸に関連付けた題材が紹介されている。
○全体的に，原色を使った明 ○１・２年上p.21「てでさわっ ○各学年p.18,19「ひらめきコー ○１・２年上p.32「ゆめのまちさん ○全体として児童の主体
るい大判の作品を多く紹介 てかくのきもちいい」のように ナー」では，アイデアのつまっ ちょうめ」や５・６年上p.20「見つ 的な創造活動・自由な発
し，意欲的な創作活動を触発 ｢概念砕き」の作品例を提示し， た工作が紹介されており，つく けたことを話して見よう」
のように，想の具体化を図った構成
している。
児童の豊かな発想を促してい ることに関心をもたせている。 話し合いや共同作業によって，言語 になっている。
○目次から分かるように， る。
○題材のタイトルが親しみやす 活動の大切さを意識した活動が行わ ○「造形遊び」では基礎
５・６年では題材を選択でき ○中・高学年の「造形遊び」
「立 く，児童の関心を高める効果が れるような構成となっている。
的な技法を，他の「表現」
るようにして児童の意欲の喚 体」に関する記述が少なく，
「平 ある。
○運動会等の学校行事や学級掲示と では主体的に発想を広げ
Ｃ 起を図っている。
面」に関する記述が多い。３ ○目次の下に解説されているつ の関わりとなる活動も紹介し，造形 ようとする内容構成にな
○作者の意図や表現の方法の ・４年下「絵の具で遊んで『自 けたい力を三種類の「マーク」 活動の広がりを示している。
っている。
理解を支援するために，３年 分のいろがみ』
」のように技法 で示し，
「ふりかえり」で自己評
○大判の作品・写真を示
以上では作品一つひとつにコ の学習をもとに児童の創造性を 価する紙面構成をとり，児童自
し，児童の感性を揺さぶ
メントが添えられている。 広げて平面に表す指導内容に力 身が何を学ぶのかが分かるよう
る紙面構成となるよう工
点がおかれている。
工夫されている。
夫されている。
○全体として鑑賞に関する記述
が充実している。
○日本各地の工芸品や，祭りの美を紹介し，伝統や文化に目を向けさせるよう配慮されており，出雲竹人形が紹介されている。
○各巻のp.6,7には著名な作家が登場し，児童たちに自分の思いを語り，児童の創作意欲の触発を図っている。

選
記
号

定

に

必

要

な

資

料

選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
１．内容，程度，分量等

○大判の教科書であり，紙面
を活かして写真，図版，解説
等，情報量が多く，基礎・基
本を明確に伝える記述となっ
ている。
○「絵」
「立体」
「工作」
「造
Ｍ 形遊び」
「鑑賞」の扱いを各
ページ左上に色で分類して偏
りがなく扱えるようになって
いる。

２．教材の選択や構成等

○１・２年下 p.22「スルスル
メカでビューン」のように，一
つのテーマから，様々な表現が
できることを示し，児童の発想
が広がるような構成になってい
る。
○１・２年下p.14,15「たのし
いこと見つけた」のように，日
常生活の中にあるできごとを掘
り下げて考えられるよう題材設
定が工夫されている。

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

○発達の段階，校種のつながり ○１・２年上p.9，30のように，学
への配慮，５・６年下p.30,31「 級掲示，当番活動，生活科，縦割り
12年後のわたし」のように，な 班活動とリンクさせた造形活動を紹
りたい自分の表現等児童の生き 介したり，５・６年上では，p.26の
方を考慮した内容の取扱いがさ ように地域への働きかけを明確に呼
れている。
びかけたりしている。
○５・６年下p.9のように，作り ○一つの題材から多様な発想を引き
方の手順を示した写真，イラス 出せるような「ふきだし」等の紙面
トに加え，追究の仕方のヒント の工夫がされている。
になるコメントが添えられてお
り，児童が主体的に学習できる
ようになっている。
○５・６年上下巻末のようにインターネット活用の手引きを載せ，容易に入手できるアプリケーションソフトを使ったパソコンによ
る作品づくりや，ネットによる鑑賞学習への対応を図っている。
○日本の伝統工芸品，建造物，墨絵などを積極的に紹介し，伝統や文化を大切にする配慮がされている。
○学習のめあてや「おもなようぐ」
「くふう」
「きをつけよう」
「かたづけ」
「ふりかえり」
「ふきだし」等を定型化して記載し，児童
や指導者の学習の展開を支援している。

図画工作科 No．２
総
括
(感性をはぐくむ要素を含む）

○全体として児童の主体
性と基礎・基本の習得と
のバランスを配慮した構
成がされている。
○優れた作品を提示する
ことにより，児童と指導
者がより豊かなイメージ
をもって学習に取り組め
るようになっている。

選
記
号

定

に

必

要

な

資

料
家 庭 科 No．１
総
括

選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
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

○p.2にあるように，基礎技 ○p.8,28にあるように，
「学習 ○p.64,65,98,99にあるように， ○p.1にあるように，２年間の学習
能が目次としてまとめられて のめあて」
「ふり返ろう」が設 身近な生活の中から題材を取り を山登りに例え，問題解決学習の筋
おり，児童が活用しやすいよ 定されており，問題解決的に学 上げ，問題解決の方法を具体的 道を示しながら，他教科の関連学習
う工夫されている。
習を進めながら，題材の終わり に示しており，主体的な学習へ 例も挙げられており，家庭科と４年
○p.64,65にあるように，買 には自己評価できるよう配慮さ とつながる工夫がされている。 までの学習とのつながりを分かりや
い物のポイントや具体的な方 れている。
○p.84～93にあるように，生活 すく示すよう工夫されている。
Ａ 法が筋道を追って実践的にわ ○p.27,73にあるように，
「これ に役立つ物作りの作品例と製作 ○p.28,99にあるように，
「高齢者と
かりやすく示されおり，いろ だけはできるようになろう」を 過程・ポイントが多く取り上げ のかかわり」
「地域の野菜の利用」
いろな買い方やプリペイドカ 設定し，
「～ができる」という られており，作品作りへの意欲 などを取り上げることで，身近な生
ードについても取り上げら 具体項目を挙げ，基礎技能の定 を高め，今後の生活に生かせる 活に目を向け，家庭・地域の中でよ
れ，現代の消費生活との関 着を確認しながら学習が進めら よう配慮されている。
りよい関わりを考え実践できるよう
連・対応に配慮されている。 れるよう工夫されている。
工夫されている。
○p.15,29にあるように，
「日本の伝統」
「自由研究」のコーナーが設けられており，発展的な調べ学習や実践例・日本の伝統にも触
れられるよう配慮されている。
○ＡＢ判を採用して図表，写真等を豊富に掲載している。
○p.16,17,90,91にあるよう ○p.12,30,50にあるように，環 ○p.1にあるように，２年間の見 ○p.46,47にあるように，地域の食
に，製作の手順を見開きペー 境・安全・消費者・食育など学 通しをもたせるガイダンスとし 材を生かした郷土料理や伝統料理に
ジで横に流れるように示すこ 習を深めるマークに従って情報 て，写真を用いて親しみやすく 触れる活動を紹介することで，地域
とで，視覚的に理解できるよ が示されており，必要な情報を まとめられており，学習意欲を の特色に目を向けることができるよ
う配慮されている。
活用しながら学習を進めること 喚起し，興味をもって学習を進 う工夫されている。
○p.39にあるように，五大栄 ができるよう工夫されている。 められよう工夫されている。
○p.107～109にあるように，２年間
養素の体内での働きに合わ ○p.32,69にあるように，
「でき ○p.88～92,97にあるように，製 の学習を振り返り，自分にできるこ
Ｃ せ，食品グループとの関わり たかな」
「ふり返ろう・生かそ 作例や調理例が多く紹介されて とをまとめることで，家庭・地域の
が同一ページに簡単にまとめ う」を設定し，自己評価しなが おり，それらを参考にしながら， 中でよりよい関わりを考え，実践に
られており，食品に含まれて ら学習を振り返ることができる 自分の思いにあった作品作りや 生かせるよう工夫されている。
いる栄養素がイメージしやす よう工夫されている。
調理ができるよう配慮されてい
いよう配慮されている。
る。
○p.84にあるように，各題材の終わりに「チャレンジコーナー」が設けられ，
「おべんとうを作ろう」
「そうじ名人になろう」など，
学習したことを生かして自主的に家庭生活で実践できるように工夫されている。
○ＡＢ判を採用して図表，写真等を豊富に掲載している。

(感性をはぐくむ要素を含む）

○p.45,66,70にあるよう
に，児童の言語活動の充
実を考慮して，図表・グ
ラフ・発表例など活用で
きる資料が多く取り上げ
られている。
○本文の記述や資料に加
え，p.44,96,97にあるよ
うに「プロのひと言」
「～
からのアドバイス」が取
り上げられており，より
学習が深まるよう工夫さ
れている。

○全体を通して写真が多
く用いられ，視覚的に理
解しやすく，またキャラ
クターにより学習のヒン
ト等を示すことによって
児童の学習の一助となる
よう工夫されている。
○p.21,47にあるように，
「ひと口メモ」
「発展」と
して多くの情報を提供し，
児童の興味・関心に応じ
て課題を追究していける
よう工夫されている。

選
記
号

定

に

必

要

な

資

料
保 健 科 No．１
総
括

選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
１．内容，程度，分量等

○３・４年は内容が厳選され
たゆったりとした紙面構成で
あり，５・６年は学習に関連
する情報が豊富に記載されて
いる。また，文字の大きさや
写真，イラスト等の構成に工
Ａ 夫がされている。
○学習した知識を活用して考
えることができるように，小
単元ごとに「かつよう」の欄
が設定してある。

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

○特に３・４年では，p.8のよ ○各単元の最初には
「学習課題」
，○３・４年p.16では，赤ちゃんの手
うに，自分の生活をチェックす 小単元ごとには「考えてみよう」 形と靴の写真を掲載し，現在の自分
る欄があり，自己との関わりで 「話し合ってみよう」等，教科 と比較することで発育していること
学習内容を捉えることができる 書を活用しながら学んでいくた を実感できるようにし，p.18,19で
よう工夫されている。
めの見通しが示してある。
は，作業を通して個人差について実
○５・６年p.20では，２つの絵 ○各単元の最後の「広げよう」 感を伴って学べるようになってい
を比較することにより，危険を では，個々の児童の興味・関心 る。
予測するための視点が学べるよ に応じて学んだ内容の補足がで ○５・６年p.49では，小学校の保健
うになっている。また，p.25の き，
「学習をふり返ろう」では， 領域で学んできた内容と健康三原則
「広げよう」では，学んだ知識 自己の健康課題の把握やその解 とを関連させながら，生活習慣の改
を生かした安全マップ作成の方 決について考え，実践ができる 善について考えることができるよう
法が示してある。
ようになっている。
になっている。
○欄外に学習内容に関連した補足説明がしてある。また，学習内容に関連した機関等のホームページアドレスが紹介してあり，興味・
関心をもった児童が発展的な学習に自主的に取り組むことができるように配慮されている。

(感性をはぐくむ要素を含む）

○３・４年，５・６年と
もに教科書の最初に保健
学習をする意義が児童に
語りかけるように示され
ている。
○イラストや写真が豊富
で，児童にとって親しみ
やすいものになっている。
○３・４年p.24「つなげ
よう」のように，他教科
等で関連して学習する内
容が示されており，全教
育活動を通して計画的に
指導していくことが意識
されている。
○３・４年p.6,7のように， ○５・６年p.13では「体ほぐし ○各単元の最初で保健に関する ○３・４年p.12,13のように，学習 ○イラストが豊富で，児
自己との関わりで学習を捉え の運動」が取り上げてあり，保 ゲーム等によって学習への動機 内容に関連したアドバイス等が，保 童にとって親しみやすい
たり，学習したことを生活に 健領域と運動領域との関連を図 付けを行うなど，楽しく学習が 健に関する専門家の声として数多く キャラクターが用いられ
生かしたりしていくことがで ることができるよう工夫されて 進められるよう工夫されている。掲載されている。
ている。
きるように，書き込み欄が豊 いる。
○各小単元の最初には教科書を ○３・４年p.21，22では，児童の感 ○３・４年，５・６年そ
富に設定してある。
○５・６年の「交通事故による 活用しながら学んでいくための 想が紹介されており，共感をもちな れぞれのp.3「はってん」
Ｂ ○児童の思考を促すための工 けがを防ごう」では，自転車を 見通しが示してある。特に５・ がら体の変化に伴う不安を解消でき では，保健で学習するよ
夫として，吹き出しによるキ 中心に取り上げながら，人の行 ６年では「話し合ってみよう」 るよう工夫されている。
うに決められている以外
ャラクターの言葉が随所に設 動や環境に関わって事故が発生 が多く設定されており，話し合 ○５・６年p.29の「やってみよう」 の内容であることが明記
定されている。
する場合があることを学ぶこと いを通して学習を進めていくよ のように，学んだ知識を活用して考 され，内容は今日的課題
ができるよう工夫されている。 う工夫されている。
えることができるよう工夫されてい を取り上げている。また，
る。
５・６年p.44,45のように
○欄外の「ミニちしき」では，学習内容と関連した日常生活に役立つコメントや，学習内容を補足する説明が豊富に掲載されている。 児童の心に訴えかける内
○５・６年p.27～40「資料」のように，学習と関連した内容が読み物として紹介してあり，児童の興味・関心に応じて学習を深めて 容となっている。
いくことができるようになっている。
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料
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選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
１．内容，程度，分量等

○３・４年p.4のように単元
のはじめに自分の生活を振り
返るチェック欄があり，児童
の身近な問題として学習を進
められるよう工夫されてい
る。
Ｎ ○各小単元の終わりには，養
護教諭等の言葉が他の記述よ
り大きな文字で示され，学習
のまとめとして活用できるよ
う工夫されている。

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

(感性をはぐくむ要素を含む）

○児童の理解の助けとなるよう ○単元のまとめでは，学習した ○３・４年p.23では「体のよりよい ○同一のキャラクターが
に写真やグラフ，記述内容が豊 ことを振り返りながら，自分の 発育」について，気球の中に示され 課題を提示したり，説明
富である。
考えを書き込むことで，今後の たことを実践すると気球が上昇する をしたり，まとめを促す
○５・６年のp.10,11のように の生活に生かせるよう工夫され ように発育していくことが分かりや など，統一感がありすっ
書き込み欄が多く，自分の考え ている。
すく示されている。
きりとまとまっている。
をはっきりもって学習が進めら ○３・４年p.8や５・６年p.19の ○５・６年のp.25のように「情報コ ○書き込み欄，チェック
れるよう工夫されている。
ように「やってみよう」では学 ーナー」や「発展」の欄を設け，よ 欄が随所に配置されてい
○５・６年のp.34,35のように 習したことをもとに，実生活で り深く学習が進められるように配慮 る。５・６年ではp.2や
写真やイラスト，比較のための 実践したり，地域に目を向けた されている。
p.22のように学習後再度
図などを多用し，
「たばこの害」 りすることができるような働き
確認をし，自己の学習成
を分かりやすく学習できるよう かけがされている。
果が確認できるよう工夫
工夫されている。
されている。
○絵や写真，グラフ，キャラクターなどが多数用いられ，適切に配置されており，児童が興味をもって学習が進められるよう工夫さ
れている。
○発展的に学習する内容も示されており，より深く学習できるよう工夫されている。
○５・６年p.12,13では，学 ○５・６年p.21では，
「こんな ○３・４年p.10では，チェック ○３・４年p.26～28では，
「食事」
「運 ○イラストやカラー写真
校の生活と家での生活の様子 ときどうする？」と問いかけ， 欄を設け「体のせいけつ」につ 動」
「休養・すいみん」について各 が豊富で視覚的に内容が
をイラストで表現し，生活の 自分の考えを記述することによ いて自分の生活と関連させて学 １ページずつ取り上げてあり，その 捉えられるよう工夫され
中でけがが起こりそうな場面 り，自分の生活と関連付けて安 習が進められるよう工夫されて 重要性がより理解できるようにして ている。
を想起できるよう工夫されて 全な行動が考えられるよう工夫 いる。
ある。また，この学習との関連で， ○「知ってる？」では，
いる
されている。
○５・６年p.35では，自分の生 p.29「知ってる？」のコーナーでは， 学習内容と関連した今日
Ｏ ○５・６年p.20，21では記述 ○３・４年生p.14では，文字を 活をチェックするとともに「よ 「早寝・早おき・朝ごはん」が紹介 的な課題が掲載されてお
内容を厳選し，イラストをも 大きくしたり，ゴシック体で表 い生活習慣を身につけるために されている。
り，興味をもって読み進
とに学習が進められるよう工 したりするなど，大切なポイン 心がけたいこと」を記述するこ ○５・６年p.28では，かぜや熱中症 めたり，自ら取り組んだ
夫されている。
トを示し，学習内容が理解しや とにより，実生活に生かされる を例にしながら，学習した知識を活 りできるようになってい
すいよう工夫されている。
よう工夫されている。
用して考えることができるよう工夫 る。
されている。
○「はってん」の欄を設け，より深く学習できるよう工夫されている。５・６年p.23では，ネットモラル等について注意すべきこと
を示しており，子どもたちの現状を踏まえた内容を盛り込んでいる。
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選 定 に 必 要 な 資 料 の 観 点
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

○各ページに学習内容と関連 ○単元のはじめに「ここで学ぶ ○３・４年p.2のように自己の生 ○「やってみよう」として実演や実
した情報を豊富に掲載し， こと」として学習内容が明示さ 活と結び付けながらチェックを 習の内容が取り上げられ，学んだこ
様々な事項を習得できるよう れており構成が分かりやすい。 行うなど，学習への動機付けが とを生活の中でより確かなものにし
工夫されている。
○５・６年p.26，27では イン できるよう工夫されている。
ていくことができるよう配慮されて
○３・４年p.11のように，イ フルエンザと食中毒を詳しく取 ○５・６年p.35のように，発展 いる。
ラストをもとにして話し合う り上げるとともに，p.29では新 的な内容が紹介されており，関 ○３・４年p.17，19では体の変化に
Ｐ など具体的な資料やイラスト 型インフルエンザにも触れ，現 心のある児童がより深く広く学 ついて児童の感想に併せて大人の話
を効果的に提示している。 在の状況に合った教材が選択さ 習できるよう配慮されている。 も紹介され，思春期の不安を解消す
○５・６年p.34のように，カ れている。
るよう工夫されている。
ラー写真で比較が行われ，
○３・４年p.22では食育に関するこ
学習内容が分かりやすく示さ
とやおべんとう作りについて取り上
れている。
げ，今日的課題に対応している。
○欄外に関連施設のホームページアドレスが紹介されるなど，関連事項が多く取り上げられており，発展的に学習を進めるのに役
立つよう工夫されている。

(感性をはぐくむ要素を含む）

○３・４年，５・６年と
もに，表紙裏には健康に
ついて学ぶ意義や学んだ
ことを実践していくこと
の大切さが語りかけるよ
うに示してある。
○文字の大きさ，色，書
体が読みやすく工夫され，
イラストや写真が豊富で
分かりやすい。
○「？」
，
「やってみよう」
などのマークを使い，内
容を分かりやすく示して
いる。

