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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 大日本 学図 教出 啓林館 

[観点１] 
基礎・基本の定
着 

①知識や概念の定

着を図り，理解を

深めるための工

夫 

○単元末に「たしかめよ
う」を設けている。学
習内容をふり返って知
識の定着を図るのに有
効である。また，現象
の理由を説明させるよ
うにしていて理解を深
めるのに有効である。 

○単元末に「たしかめよ
う」や「学んだことを生
かそう」を設けている。
学んだことと日常生活
との関連を意識させる
ようにしている。 

○単元末に「ふりかえっ
てみよう」を設けてい
る。学習の内容をふり
返って知識の定着を図
るとともに，理解を深
めるようにしている。 

○単元末に「確かめ」を
設け，単元で学習した
言葉を使って説明させ
るようしていて理解を
深めさせるようにして
いる。 

○単元末の「まとめよ
う」では，まとめの具
体例を示しており，ま
とめ方を理解させるの
に有効である。「たしか
めよう」，「力だめし」
では，基本・活用・応
用の問題が示されてい
て基礎・基本の定着及
び理解を深めるために
有効である。 

○大切な文章は，青の下
線が付けてあり，分か
りやすい。 

○理科プラス（ワークシ
ート）がついていて指
導の参考になる。 

②観察・実験の技能

を習得させるた

めの工夫 

○準備物の表記があり，
フローチャートと番号
を使って観察・実験の
手順が分かりやすく表
記されている。また，
気を付けて調べるポイ
ントを示していて分か
りやすい。 

○「理科の調べ方を身に
つけよう」（資料）が巻
末についていて，活用
しやすい。 

○準備物の表記がない。 
○番号を使って観察・実
験の手順が表記されて
いる。また，気を付け
るポイントを示してい
て分かりやすい。 

○準備物の表記があり，
番号を使って観察・実
験の手順が示されてい
る。また，気を付ける
ポイントを示していて
分かりやすい。 

○準備物の表記があり，
番号を使って観察・実
験の手順が示されてい
て分かりやすい。 

○準備物の表記があり，
番号を使って観察・実
験の手順が示されてい
る。また，気を付ける
ポイントを示していて
分かりやすい。 

○単元の中で実験器具の
扱い方が記述されてい
る。 

  

校種 小学校 種目 理 科 
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       発行者 

調査研究の観点    
東書 大日本 学図 教出 啓林館 

[観点２] 
学習方法の工
夫 

③興味・関心を高め

るための工夫 

○生活や社会と関連する
事象を取り上げ，日常生
活や社会との関連付け
を図っていて興味・関心
を高めるのに有効であ
る。 

○学習内容が実生活・実社
会に関係付けられてい
る内容を掲載していて
興味・関心を高めるよう
に工夫している。 

○学習内容が仕事や生活
に生かされている様子
について掲載されてい
て，興味・関心を高める
ように工夫している。 

○日常生活や社会と関わ
りのある事象を掲載し
ていて，興味・関心を高
めるように工夫してい
る。 

○身近な生活に関連した
話題を紹介し，日常生活
や社会との関係付けを
図っていて，興味・関心
を高めるのに有効であ
る。 

○「地域資料」が掲載され
ていて活用しやすい。 

④問題解決の能力

を育成するため

の工夫 

○問題をつかもう→問題
→観察・実験→結果→考
えよう→まとめの順に
示してある。 

○視覚的に問題解決のた
めの思考の流れが分か
りやすく有効である。 

○？→予想しよう→観察・
実験→（結果）考えよう
の順に示してある。 

○予想を大切にしている
が，まとめは弱い。 

○？→話し合い（子どもの
絵）→観察・実験→結果
→考察→まとめの順に
示してある。 

○全単元を通した流れで
はない。 

○はてな→予想→調べよ
う（観察・実験）→結果
→わかったの順で示し
ている。 

○予想に力を入れている。 

○？→話し合い（予想・計
画）→観察・実験→結果
→考察の順に示してい
る。 

○予想・計画を児童に考え
させるのに適した進め
方になっている。 

[観点３] 
内容の構成・配
列・分量 

⑤単元や資料等の

配列 

○他社と比較して，４，５
年生で総ページ数が少
ない。補充的な学習につ
いては，３年生は基礎の
ページが多く，応用のペ
ージは０である。 

 
 
 
 
 
 
 

 

○他社と比較して，ページ
総数が 10～20 ページぐ
らい少ない。発展的な学
習のページは，読み物だ
けである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○６年生以外はページ総
数が少ない。発展的な学
習のページは，ほとんど
読み物だけである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○ページ総数は他社と比
べて６年生以外は 20 ペ
ージぐらい多い。発展的
な学習のページは，読み
物と観察・実験である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ページ総数は，他社と比
較して一番多い。補充的
な学習のページでは，基
礎・応用ともバランスよ
く入っている。また，発
展的な学習は，読み物・
観察実験・調べ学習・も
のづくりと多彩である。 

○「わくわく理科プラス」
が別冊でついている。
「学習のはじめに」で
は，既習学習の確認，「学
習の終わりに」で力だめ
しの問題が出ている。 

⑥補充的な学習や

発展的な学習に

関する内容の記

述 

○３年「チョウを育てよう」 
【イラスト】 
子どものイラストが吹
き出しで，疑問や感想を
示している。 

【写 真】 
モンシロチョウの成長
過程の写真を多用して
いる。アゲハの写真を使
用している。 

 
 

 

○３年「チョウを育てよう」 
【イラスト】 
子どもやカエルのイラ
ストが吹き出しで，わか
ったことなどを示して
いる。 

【写 真】 
モンシロチョウ・トン
ボ・バッタの成長過程の
写真を使用している。 
 

○３年「チョウを育てよう」 
【イラスト】 
子どものイラストが吹
き出しで疑問，先生のイ
ラストが，まとめや注意
などを示している。 

【写 真】 
アゲハの成長過程の写
真を多用している。いろ
いろなこん虫の成長過
程の写真を使用してい
るので，参考にしやす
い。 

○３年「チョウを育てよう」 
【イラスト】 
子どものイラストが吹
き出しで，疑問や感想を
示している。 

【写 真】 
モンシロチョウの成長
過程の写真を多用して
いる。 

 
 
 

○３年「チョウを育てよう」 
【イラスト】 
子どものイラストが吹
き出しで，疑問や感想を
示している。 

【写 真】 
モンシロチョウの成長
過程の写真を多用して
いる。アゲハの写真を使
用している。 
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       発行者 

調査研究の観点    
東書 大日本 学図 教出 啓林館 

[観点３] 
内容の構成・配
列・分量 

⑥補充的な学習や

発展的な学習に

関する内容の記

述 

○５年「物のとけ方」 
【補充】 

「わかったかな」「で
きるようになったかな」
で，知識や技能を問う問
題を解かせる。（６問） 

【発展】 
「考えよう」で，実験

方法やその理由を考え
させる。（２問） 
 

 
 
○６年「てこのはたらき」
では，思い出そうのとこ
ろで，３年生の学習の
『ものは，形を変えても
重さは変わりません』と
いう既習事項を振り返
るような問いが出てい
る。 

 
 

○５年「もののとけ方」 
【補充】 

「たしかめよう」で，
知識や技能を問う問題
を解かせる。（５問） 

【発展】 
「学んだことを生か

そう」で，実験方法を考
えさせる。（１問） 

 
 
 
  
○６年「てこのはたらき」
では，補充的な学習はな
い。『りかのたまてばこ』
のところで，輪軸の資料
があり，身近な道具（蛇
口の取って，ねじ回し，
水車）の紹介をし，ほか
にどんなものがあるか
探してみようと促して
いる。 

○５年「もののとけ方」 
【補充】 

「ふりかえってみよ
う」で，知識を問う問題
を解かせる。（５問） 

【発展】 
「活用しよう」で，実

験方法を考えさせたり，
グラフを基に説明させ
たりする。（２問） 
グラフの活用として有
効である。 

  
○６年「てこのしくみ」と
はたらきでは，思い出し
てみようのところで３
年生の学習の『ものは，
形を変えても重さは変
わりません』と既習事項
を提示している。また，
活用（学びを生かそう）
問題として，天秤を作っ
て，郵便物の重さをはか
ってみようという問題
を出し，生活の中とつな
がりをもたせようとし
ている。 

○５年「もののとけ方」 
【補充】 

「確かめ」で，知識や
実験方法を解かせる。
（２問） 

【発展】 
「学んだことを使お

う」で，実験方法を考え
させる。（１問） 
 
 
 

  
○６年「てこのはたらき」
では，これまでの学習の
つながりは書いてある
が，補充的な学習はな
い。 

○５年「もののとけ方」 
【補充】 

「たしかめよう」で，
知識を問う問題を解か
せる。（２問） 

【発展】 
「力だめし」で，グラ

フを読み取って計算す
る問題を解かせる。（２
問） 
 グラフの活用として
有効である。 

  
○６年「てこのはたらき」
では，補充的な学習はな
い。発展的な学習とし
て，いろいろな道具の紹
介をしている。 

 

[観点４] 
内容の表現・表
記 
 

⑦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

の工夫 

○第４～第６学年の巻頭
には，「さぁ，理科の世界
にとび出そう‼」で学習
の進め方の資料を掲載
している。巻末では学年
の振り返り，学習の進め
方「理科の調べ方を身に
つけよう」，「こん虫の切
り紙（第３学年）」などの
学年に応じた，資料を掲
載している。 
 

○各学年の巻頭には，「理
科の学び方」で学習の進
め方の資料を掲載して
いる。巻末では，一年間
の学習の振り返りと次
学年の学習例の紹介を
している。第３学年で
は，「かんがえるシール」
と自然の観察で使用す
るシートが添付されて
いる。 

 

○各学年の巻頭には，自然
の事象をうたった「詩」，
学習の進め方について
の「科学の芽を育てよ
う」を掲載している。巻
末では，科学者の紹介と
「見つける，伝える，聞
く，観察，記録，調べる，
まとめ，実験器具の使い
方」の資料を取り上げ，
学習スキルの定着を図
る扱いをしている。 

 

○各学年の巻頭には，達人
のメッセージと春の野
原，花や虫，河川の航空
写真，月面の資料を示
し，自然に対する感性を
育む扱いをしている。巻
末では，この一年間で学
んだ知識をまとめてい
る。また，生き物，天体，
気象，環境のミニ図鑑，
達人のメッセージを掲
載している。 

 

○各学年の巻頭の見開き
に自然をキーワードに
した環境への興味・関心
を高める写真と文章と
「学習の進め方」を掲載
している。巻末では，算
数とのつながりを示し
た資料，地域資料集，理
科の本の紹介，次学年の
学習例の紹介を掲載し
ている。「算数のまど」を
設けて算数科との関連
について記述してあり，
指導の参考になる。   
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       発行者 

調査研究の観点    
東書 大日本 学図 教出 啓林館 

[観点４] 
内容の表現・表
記 
 
 

⑦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

の工夫 

○各単元の冒頭では写真
を使用して自然事象を
提示し，子どものイラス
トが吹き出しで，疑問を
投げかけている。 

 

○各単元の冒頭では写真
を使用して自然事象を
提示している。自分の考
えをもったり，話したり
する場面で，学習の様子
をあらわす，子どものイ
ラストが掲載されてい
る。 

○各単元の冒頭では写真
を使用して自然事象を
提示している。また，事
象について複数の写真
を並べて提示している。
子どものイラストと考
えることを促す吹き出
しが掲載されている。 

○各単元の冒頭では写真
を使用して自然事象を
提示している。学習の様
子をあらわす子どもの
イラストが掲載されて
いる。人体の実物大のイ
ラストを掲載している。 

○各単元の冒頭では写真
を使用して自然事象を
提示している。子どもの
イラストが掲載されて
いる。単元末の「ひろげ
よう」では，大きな写真
を使用している。 

 

[観点５] 
言語活動の充
実 
 
 
 

⑧観察・実験の結

果を整理し，考

察する学習活動

の工夫 

○考察文の要素 
・関連付けられた結論
の記述 

・比較に基づく特徴の
記述 

・既習内容との比較を
用いた記述 

 
 
○３年じしゃくにつけよ
うでは，磁石につく物調
べの表があり，実験結果
を整理しやすくしてい
る。 

 
 
 
○６年「物の燃え方と空
気」燃焼条件・酸素二酸
化炭素の性質 
・関連付けられた結論
の記述 

・比較に基づく特徴 
 

○考察文の要素 
・関連付けられた結論
の記述 

・比較に基づく特徴の
記述 

・既習内容との比較を
用いた記述 

 
 
○３年じしゃくの不思議
をしらべようでは，身近
な道具の写真の下に予
想と結果が記述できる
ように工夫が見られる。 

 
 
 
○６年「物の燃え方と空
気」燃焼条件・酸素二酸
化炭素の性質 
・関連付けられた結論
の記述 

・比較に基づく特徴 
 

○考察文の要素 
・関連付けられた結論
の記述 

・比較に基づく特徴の
記述 

・既習内容との比較を
用いた記述 

 ・事象を解釈した記述 
 
○３年じしゃくのひみつ
では，調べるもの（例）
の写真の横に予想と結
果が記述できるように
工夫が見られ，有効であ
る。また，表の書き方も
あり，参考になる。 

 
○６年「物の燃え方と空
気」燃焼条件・酸素二酸
化炭素の性質 
・実験結果が中心の記
述 

・事象を解釈した記述 

○考察文の要素 
・関連付けられた結論
の記述 

・比較に基づく特徴の
記述 

・既習内容との比較を
用いた記述 

 
 
○３年じしゃくでは，磁石
につくもの・つかないも
ののノートの書き方が
載せてあり，実験結果を
整理しやすくしている。 

 
 
 
○６年「物の燃え方と空
気」燃焼条件・酸素二酸
化炭素の性質 
・関連付けられた結論
の記述 

・比較に基づく特徴 
※燃焼条件の記述が明
確でない。 

○考察文の要素 
・関連付けられた結論
の記述 

・比較に基づく特徴の
記述 

・既習内容との比較を
用いた記述 

 ・事象を解釈した記述 
 
○３年じしゃくのふしぎ
では，磁石につく・つか
ないを表にまとめる表
の例があり，実験結果を
整理しやすくしている。 

 
 
 
○６年「物の燃え方と空
気」燃焼条件・酸素二酸
化炭素の性質 
・関連付けられた結論
の記述 

・比較に基づく特徴 
・事象を解釈した記述 
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       発行者 

調査研究の観点    
東書 大日本 学図 教出 啓林館 

[観点５] 
言語活動の充
実 
 

⑨科学的な言葉や

概念を使用して

自分の考えを論

述する活動の工

夫 

○４年動物のからだのつ
くりと運動では，説明し
ようで指が動く仕組み
を「ほね・きん肉・関節」
の言葉を使って説明さ
せている。 

 
 
○４年「とじこめた空気と
水」 

・「説明しよう」 
  空気でっぽうの玉が
飛ぶしくみを図・絵・言
葉で説明させる。 

・「たしかめよう」 
  空気・水を入れた注射
器を押した時のピスト
ンの動きについて説明
させる。 

 
 
 
○６年てこのはたらきで
は，「たしかめよう」のと
ころで，くぎぬきを使う
とき，図ア・イのどちら
が小さい力で釘を抜く
ことができるか説明さ
せる問題が出ている。 

○４年動物の体のつくり
と運動では，「まとめる
ことができたかな？」の
みで，論述する活動は見
られない。 

 
 
 
○４年「とじこめた空気や
水」 

・「話し合おう」 
  空気でっぽうの玉が
飛ぶしくみを図・絵・言
葉などで説明させる。 

・「学んだことを生かそ
う」 

  空気・水を入れた注射
器を押した時のピスト
ンの動きについてやと
うふがつぶれない理由
を説明させる。 

 
○６年てこのはたらきで
は，「学んだことを生か
そう」のところで，「支
点・力点・作用点」とい
う言葉を使って説明さ
せる問題が出ている。 

 

○４年人の体のつくりと
運動では，ふりかえって
みようで「力を入れてう
でを曲げたとき，（ウ）は
どうなりますか。」と言
葉を入れて説明させて
いる。 

 
○４年「空気と水」 
・「考えてみよう」 
  空気でっぽうの玉が
飛ぶしくみを図・絵・言
葉などで説明させる。 

・「活用―学びを生かそう
ー」 

  水でっぽうで，どうし
て水が飛び出すか，空
気・水の性質をもとに説
明させる。  

 
 
 
○６年てこのしくみとは
たらきでは，「活用しよ
う」で，はさみのつくり
を「支点・力点・作用点」
を使って説明させる問
題が出ている。 
 

○４年の体のつくりと運
動では，たしかめのとこ
ろで，「きん肉」という言
葉を使って，説明させて
いる。 

 
 
 
○４年「とじこめた空気と
水」 

・「イメージ図で表そう」 
  空気でっぽうの玉が
飛ぶしくみを図・絵・言
葉などで説明させる。 

・「学んだことを使おう」 
シートは空気のどの

ような性質を利用して
いるか説明させる。 

 
 
 
 
○６年てこのはたらきで
は，「学んだことを使お
う」のところで，洋ばさ
みと和ばさみのつくり
の違いを「支点」という
言葉を使って説明させ
る問題が出ている。 

○４年のヒトの体のつく
りと運動では，たしかめ
ようで（ ）の中に言葉
を入れ，その入れた言葉
を使って説明させてい
る。 

 
 
○４年「とじこめた空気や
水」 

・「話し合い」 
  空気でっぽうの玉が
飛ぶしくみを図・絵・言
葉で説明させる。 

・「たしかめよう」 
  前玉が飛ぶわけにつ
いて空気の様子を考え
ながら説明させる。 

 
 
 
 
○６年てこのはたらきで
は，「たしかめよう」で道
具のどこを持てば小さ
な力で作業できるか考
えさせる問題が出てい
る。さらに，「力だめし」
では，てこのしくみを使
った道具のつくりにつ
いて説明させる問題が
出ている。  

 

 


