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教科用図書調査研究報告書 

１ 校種及び種目 

 

２ 調査研究の観点及び各教科用図書の特徴 

       発行者 

調査研究の観点    
東書 教出 光村 日文 

[観点１] 

基礎・基本の定

着 

①我が国の国土と歴史

に対する理解と愛情

を育てるための工夫 

○年中行事の取り扱い 

地域に古くから残るものという視

点で調べている。（建物，祭り，芸能）

松山市の郷土芸能の体験を掲載して

いる。 

 

 

○環境の保全についての取り扱い 

鴨川をきれいにするための努力に

ついて市役所，職人，地域の方から

聞き取りをしている。 

 

○世界文化遺産の扱い 

画像掲載のあるもの（16） 

 

○日本の位置と領土についての扱い 

・北方領土 

日本固有の領土と記述している。 

「北方領土が１日も早く日本にも

どることが，わたしたち日本人の願

いです。」と記述している。 

・竹島 

日本固有の領土で，韓国が不法に

占領していると記述している。 

・尖閣諸島 

日本固有の領土であるが，中国が

その領有を主張していると記述して

いる。 

○年中行事の取り扱い 

横浜市のまちに伝わる祭りやおは

やしなど年中行事に絞って調べてい

る。おはやしの練習に参加している。 

 

 

 

○環境の保全についての取り扱い 

北九州市の公害をなくすための努

力について関係者や市，工場の人か

ら聞き取りをしている。 

 

○世界文化遺産の扱い 

画像掲載のあるもの（11） 

 

○日本の位置と領土についての扱い 

・北方領土 

日本の領土と記述している。 

・竹島 

日本の領土で，韓国が不法な占拠

を続けていると記述している。 

日本が平和的に解決しようとして

いることについての記述がある。 

・尖閣諸島 

日本の領土であるが，中国が自国

の領土であると主張していると記述

している。中国の船の侵入や，海洋

調査，違法操業に触れた上で，海上

保安庁などによる警戒や取りしまり

について記述している。 

○年中行事の取り扱い 

横浜市のおはやしについて調べた

こと，まちに伝わる行事について調

べたことが中心。おはやし保存会の

人に教えてもらって，おはやしに挑

戦している。 

 

○環境の保全についての取り扱い 

水俣市の公害をなくすための市の

努力，患者さんたちの思いを聞きと

っている。 

 

○世界文化遺産の扱い 

画像掲載のあるもの（17） 

 

○日本の位置と領土についての扱い 

・北方領土 

日本の領土と記述している。 

・竹島 

日本固有の領土で，韓国が不法に

占拠していると記述している。 

日本政府が強く抗議していること

についての記述がある。 

・尖閣諸島 

日本の領土であるが，中国がその

領有を主張していると記述してい

る。 

○年中行事の取り扱い 

栃木市の秋祭りについてグループ

に分かれて調べている。山車会館へ

見学に行く。祭りを支える人びとか

らの聞き取りがある。 

 

 

○環境の保全についての取り扱い 

四日市市を取り上げ，国，市，会

社が行った対策について調べてい

る。 

 

○世界文化遺産の扱い 

画像掲載のあるもの（19） 

 

○日本の位置と領土についての扱い 

・北方領土 

日本の領土と記述している。 

「日本の人々は，これらの島々が

一日も早く返ってくることを願って

います。」と記述している。 

・竹島 

日本固有の領土で，韓国が不法に

占領していると記述している。 

・尖閣諸島 

日本固有の領土であるが，中国も

自国の領土であると主張していると

記述している。 

校種 小学校 種目 社 会 
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       発行者 

調査研究の観点    
東書 教出 光村 日文 

[観点１] 

基礎・基本の定

着 

②国際社会で主体的に

生きていくための基

盤となる知識・技能

を身に付けさせる工

夫 

○47都道府県の学び方の例 

「都道府県の特産品」を地図中に

表す。特産品や特徴などをカードに

して示している。 

 

 

○世界の主な大陸，海洋の例及び世界

の主な国の例 

大陸６，海洋３，国17 

 

○歴史上の人物の扱い及び事例 

学習指導要領

で例示 

その他 合計 

42人 19人 61人 

事例 「学問のススメ」 

○47都道府県の学び方の例 

「やってみよう」でクイズをつく

る。 

 

 

 

○世界の主な大陸，海洋の例及び世界

の主な国の例 

大陸６，海洋３，国18 

 

○歴史上の人物の扱い及び事例 

学習指導要領

で例示 

その他 合計 

42人 22人 64人 

事例 福沢諭吉と「学問のススメ」 

○47都道府県の学び方の例 

特産品，建造物，有名な物を地図

中に示している。 

 

 

 

○世界の主な大陸，海洋の例及び世界

の主な国の例 

大陸６，海洋３，国18 

 

○歴史上の人物の扱い及び事例 

学習指導要領

で例示 

その他 合計 

42人 22人 64人 

事例 新しい考え方を主張した福沢諭

吉 

○47都道府県の学び方の例 

自分の住む県，知っている県を白

地図に書き込むようにしている。ク

イズ作り，「パンフレット作り」で県

をPRする学習に発展させている。 

 

○世界の主な大陸，海洋の例及び世界

の主な国の例 

大陸６，海洋３，国18 

 

○歴史上の人物の扱い及び事例 

学習指導要領

で例示 

その他 合計 

42人 27人 69人 

事例 「学問のススメ」 

[観点２] 

学習方法の工夫 

③見通しを立てたり，

振り返ったりする学

習のための構成上の

工夫 

○「つかむ」「調べる」「まとめる」「い

かす」の視点で学習活動が示されて

いる。 

 

 

○まとめ方の例 

ノートへのまとめ，カード作り，

話し合い，歴史マップ，郷土カルタ，

紙しばいなど 

○その時間の学習課題，活動が示され

ている。単元の終わりに「まとめる」

「深める」が設定されている。 

 

 

○まとめ方の例 

地図，ポスター，ちらし，話し合

い，標語，パンフレットなど 

○見開きで「見つける（ホップ）」「調

べる・話し合う（ステップ）」「まと

める・広げる（ジャンプ）」が示され

ている。 

 

○まとめ方の例 

ノートへのまとめ，絵地図，ポス

ター，ガイドブック，新聞，紙しば

いなど 

○見開きではじめに本時の課題，終わ

りにまとめが示されている。 

 

 

 

○まとめ方の例 

「ふりかえってみよう」の手順を

もとにまとめている。 

「大きくジャンプ」を設定し，発

展的な学習や学習したことを深化さ

せようとしている。 

[観点３] 

内容の構成・配

列・分量 

④単元や資料等の配列 

 

 

○５年生の教科書では，地域事例を 10

地域扱っている。 

 

○５年生の補充的・発展的教材の分量 

36 

○５年生の教科書では，地域事例を８

地域扱っている。 

 

○５年生の補充的・発展的教材の分量 

20 

○５年生の教科書では，地域事例を13

地域扱っている。 

 

○５年生の補充的・発展的教材の分量 

30 

○５年生の教科書では，地域事例を６

地域扱っている。 

 

○５年生の補充的・発展的教材の分量 

34 
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       発行者 

調査研究の観点    
東書 教出 光村 日文 

[観点４] 

内容の表現・表

記 

 

 

 

⑤本文記述との適切な

関連付けがなされた

イラスト・写真等の

活用 

 

５年下 

「日本の工業の輸入と輸出の特徴」 

○主な輸入品，輸出品の取扱額の変化

が６年分載っており，移り変わりを

読み取ることができる。しかし，６

年分あることにより，読み取りが複雑

になり，読み取りが難しい児童が出る

可能性もある。 

５年下 

「日本の工業の輸入と輸出の特徴」 

○輸入と輸出を比べる棒グラフが同じ

見開き２ページに記載してあり，比

較しやすい。また，輸出入品の年代

変化も棒グラフにより，円グラフの読

み取りが苦手な児童にもとらえやす

い。 

○日本の主な貿易相手国が輸出入につ

いて一枚の世界地図上に記載されてお

り，比較しやすい。 

５年下 

「日本の工業の輸入と輸出の特徴」 

○輸出入の品の割合をあらわす世界地

図の色合いは落ち着いているが，色

合いが似ており読み取りにくい。ま

た，輸入品の割合の変化も色合いが似

ており，やや読み取りにくい。 

 

５年下 

「日本の工業の輸入と輸出の特徴」 

○主な原料・エネルギーの資源の輸入

先が世界地図で分かり易く表現して

ある。また，輸出入の貿易額の比較

のページでは，世界地図の資料の読み

取り方が，「学び方，調べ方コーナ

ー」に記載されており，児童の学び方

の参考になる。 

 

[観点５] 

言語活動の充実 

 

 

 

⑥調べたことや考えた

ことを適切に表現す

る力を育成するため

の工夫 

４年下  

「わたしたちの県」 

○兵庫県を取り上げている。その学習

のまとめ方の例示がていねい（学習

課題やわかったことの記述など）で

，児童がまとめる時の参考にしやすい

反面，詳しすぎて考えなくなる可能性

もある。 

４年下  

「わたしたちの県」 

○福岡県を取り上げている。県の特徴

をまとめるノート例が示してある。

しかし，市の特徴をまとめる例が掲

載されておらず，まとめるのが難し

い児童が出る可能性がある。 

４年下  

「わたしたちの県」 

○県の自慢カルタづくりは例示がして

あるが広島県の特色と異なるため，

広島の実態とつなげにくい。 

○神奈川県が取り上げられているが，

三浦市の朝市の様子などは広島県の

様子と実態が違うため広島県との比

較に難しさがある。 

４年下  

「わたしたちの県」 

○同じ中国地方の岡山県を取り上げて

いることで児童がまとめやすい。 

○教科書にふりかえり用の児童が記入

するページがある。 

 

 


