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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 図 開隆堂 

[観点１] 
基礎・基本の定着 

①学習項目に
おける目標
の示し方 

○項目ごとに，見出しの下に「目標」を１～

２つ示している。 

例 「衣服の働きを考えよう」  

・衣服の社会生活上の働きを説明できる。 

・目的に応じて衣服を着用することの大切

さに気づくことができる。 

○項目ごとに，見出しの下に「学習の目標」を

２つ示している。 

例 「衣服の着用」  

・衣服と社会生活とのかかわりに関心を持

つ。 

・Ｔ・Ｐ・Ｏに合わせた自分らしい衣服の着

用を工夫することができる。 

○項目ごとに，見出しの下に「学習の目標」を

１～２つ示している。 

例 「衣服のはたらき」  

・衣服の社会生活上のはたらきがわかる。 

・目的に合った服装について考えることがで

きる。 

②伝統と文化
に関する内
容の記述 

○伝統と文化に関する内容に「伝統・文化」

のマークを付け，写真やイラストなどを掲

載し，事例を紹介している。 

 

・郷土料理 

「日本各地の郷土料理」として，47都道

府県すべてについて記載している。写真が

鮮明で分かりやすい。 

 

・住まいの例 

「日本各地の住まいの例」として，６つ

の県を紹介している。写真は小さいが説明

文を詳しく載せている。世界のいろいろな

住まいも４カ国載せている。     

 

・ゆかたを着てみよう 

  「浴衣を着てみよう」として，浴衣の着

方や和服のたたみ方について，イラストや

文で分かりやすく説明している。 

○伝統と文化に関する内容に写真やイラスト

などを掲載している。また，口絵では年中行

事の事例を紹介している。 

 

・郷土料理 

「全国各地のおもな郷土料理」として，47

都道府県すべてについて記載している。文字

が小さくて分かりにくい。 

 

・住まいの例 

「日本のいろいろな地域の住まい」とし

て，４つの県を紹介している。世界各地の住

まいも４カ国載せている。 

 

 

・ゆかたを着てみよう 

  「ゆかたを自分で着てみよう」として，ゆ

かたの部分名称やゆかたの着方，帯の結び

方，ゆかたのたたみ方について，分かりやす

く説明している。 

○伝統と文化に関する内容に「伝統・文化」の

マークを付け，写真やイラスト，文章などを

載せ，事例を紹介している。 

 

・郷土料理 

「日本各地の郷土料理」として，37都道府

県について記載している。写真が鮮明で分か

りやすい。 

 

・住まいの例 

「日本の特徴ある住まいを見てみよう」と

して，13の県を紹介している。気候・風土・

家の仕事・町並みに分けて掲載しており，分

かりやすい。 

 

・ゆかたを着てみよう 

  「ゆかたを着てみよう」として，ゆかたの

着方やゆかたのたたみ方について，イラスト

や文で分かりやすく説明している。 

校種 中学校 種目 技術・家庭（家庭分野） 
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       発行者 

調査研究の観点    
東 書 教 図 開隆堂 

[観点２] 
主体的に学習に取り組
む工夫 

③興味・関心
を高めるた
めの工夫 

○各領域の始めに，領域で学ぶことを簡潔に

わかりやすくまとめ，興味を高めるように

している。 

 

 

○キャラクターや中学生の写真やイラストを

用いて，各内容に応じた問いかけなどを吹

き出しで示している。 

 

 

○各項目の最初に「話し合ってみよう」「やっ

てみよう」「考えてみよう」「調べてみよう」

を比較的小さい欄で短い言葉を使って記載

している。 

 

○各ページの下に小文字で一口クイズを載せ

て考えさせる工夫をしているが，答えのペー

ジが離れているので分かりにくい。 

 

○表紙と裏表紙には，イラストと料理の写真

を載せている。 

○各領域の中の各章の始めには，自立度チェッ

クで自分のことを振り返る欄があり，興味を

高めるようにしている。 

 

 

○ふたごのきょうだいのキャラクターを用い，

各内容に応じた問いかけなどを吹き出しで

示している。また，手書き風の文字で，興味

を高めるようにしている。 

 

○各項目の最初に「Ｑ」のマークを大きく設定

し，文末は「考えてみよう」「調べてみよう」

「理由をあげてみよう」などと，興味を高め

るようにしている。 

 

○各ページの下には，小文字での記述はない。 

 

 

 

○表紙と裏表紙には，イラストを載せている。 

○各領域の各内容に入るはじめのページには

見開きで，目次と内容に関連した大きな写真

を載せており，興味を高めるようにしてい

る。 

 

○キャラクターや中学生のイラスト等を用い

て，各内容に応じた問いかけなどを吹き出し

で示している。 

 

 

○各項目の最初に「話し合ってみよう」「考え

てみよう」「調べてみよう」「やってみよう」

を記載し，興味を高めるようにしている。 

 

 

○各ページの下に小文字で豆知識を載せ，興

味・関心を持たせる工夫をしている。 

 

 

○表紙には４領域に関わる写真を，裏表紙には

各地域の伝統野菜の写真を載せている。 
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       発行者 

調査研究の観点    
東 書 教 図 開隆堂 

[観点２] 
主体的に学習に取り組
む工夫 

④実践的・体
験的な学習
を実施する
ための工夫 

○幼児と触れ合おう 

・「幼児の施設へ行ってみよう」「中学校へよ

うこそ」「幼児の生活を見てみよう」の３項

目を載せ，触れ合い体験前後の活動の流れ

や，触れ合い体験の活動の流れを分かりや

すく写真で載せている。 

 

 

○調理例 

 肉の調理：実習例（２）組み合わせる料理

の例（４）参考例（６） 

 魚の調理：実習例（２）組み合わせる料理

の例（４）参考例（６） 

 野菜の調理：実習例（１）組み合わせる料

理の例（２）参考例（６） 

エコクッキング（３）・弁当づくり（２） 

 

 

 

 

・視覚的に理解しやすいように写真が大きく

掲載され，作り方の手順と写真をリンクし

て手順ごとに区切って分かりやすく説明し

ている。 

 

・「組み合わせる料理の例」が，半ページ分を

使って記載されている。 

 

 

・「材料と分量」の記載項目では，材料と分量

のみの記載である。 

 

 

○布を使った製作物例 

  ７例は完成の写真を大きく掲載し，作り

方も図と説明文で分かりやすく載せてい

る。さらに「いろいろな小物を作ろう」と

して４例紹介し，短時間で簡単にできるも

のを紹介している。 

○幼児とのふれ合い  

・「ふれ合い実習の事前準備と注意点」「幼児と上

手にふれ合うためのおもなコツ」「ふれ合い実習

を終えて」の流れをイラストや写真を含めて文章

を中心に説明している。 

 

 

 

○調理例 

 主食の調理：実習例（５） 

 主菜の調理：実習例（８） 

 副菜の調理：実習例（５） 

 汁物の調理：実習例（４） 

 （参考）デザート・間食の調理（７） 

 

 

 

 

 

 

・比較的小さい写真を載せている。写真と作り

方がリンクしていないので，文字の多さが目

立ち，分かりにくい。 

 

 

・組み合わせる料理については，主食・主菜・

副菜・汁物と分けて，それぞれの調理の例を

載せている。 

 

・「材料・分量」の記載項目で，材料名の前に

６つの基礎食品群をサイコロマークで分か

るように示している。 

 

○布を使った製作物例 

６例を紹介し，作り方は図と説明文で分か

りやすく紹介している。応用した完成品の写

真を小さい写真ではあるが複数（１作品につ

き２～１１例）載せている。 

○ふれ合いを体験する 

・「方法１ 保育所や幼稚園などに行ってみよう」

「方法２ 幼児を学校に招待しよう」「方法３ 子

育て支援センターや児童館に行ってみよう」「方

法４ 幼児の世界を体験してみよう」に分けて載

せ，特に方法１は写真を中心に大きく紹介して

いる。 

 

○調理例 

 肉の調理：実習例（４）組み合わせ調理の手

順（例）（２） 

 魚の調理：実習例（５）組み合わせ調理の手

順（例）（１） 

 野菜の調理：実習例（４） 

調理実習例にあと１品加えてみよう（８） 

電子レンジを使ってみよう（４） 

弁当をつくろう，おかず例（７品） 

        弁当をつめよう（５例） 

おやつやデザートをつくろう（８例） 

 

・視覚的に理解しやすいように写真が大きく掲

載され，作り方の手順と写真をリンクして手

順ごとに区切って分かりやすく説明してい

る。 

 

・「組み合わせ調理の手順（例）」はタイム表で

分かりやすく記載されている。 

 

 

・「材料と分量」の記載項目で，材料名の後に

切り方の名称を載せている。 

 

 

○布を使った製作物例 

６例は完成の写真を大きく掲載し，作り方

も図と説明文で分かりやすく載せている。技

術分野と関連させた作品例を１例，応用作品

例を３例載せている。 
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       発行者 

調査研究の観点    
東 書 教 図 開隆堂 

[観点３] 
内容の構成・配列・分
量 

⑤発展的な学
習の扱い方 

○発展マークとともに６箇所の記載がある。  

  

 

 

 

○発展マークについての説明 

「学習指導要領に示されていない内容です

が，必要に応じて学習しましょう。」 

 

○発展マークとともに 12 箇所の記載がある。目次

に発展マークをつけているので，何ページに記

載されているのか分かりやすい。 

 

 

○発展マークについての説明 

「学習指導要領に示されていない内容です。学

習の進んだ人や，興味を持った人は，必要に応

じて取り組んでみましょう。」 

 

○発展マークとともに 12 箇所の記載があり，それ

ぞれ見開き２ページを使って掲載している。各領

域の目次に「発展」の記載をしているので，

何ページに記載されているのか分かりやすい。 

  

○発展マークについての説明 

「発展的な学習の内容。（この「発展」で取り扱う

内容は，学習指導要領に示されているものでな

く，一律に学習しなければならない内容ではな

い。）」 

[観点４] 
内容の表現・表記 
 
 

⑥本文記述と
関連付けが
なされた資
料等の活用 

○「リンク」として，教科書の中で関連するページ

や技術分野に関連することが記載されてい

る。また，「他教科」として，他教科（教科名，単

元名）に関することが記載されている。 

○「参考」の中に，教科書の中で関連するページ

が記載されている。技術分野に関連することや，

他教科（教科名，単元名）に関連することは記載

されていない。 

○「リンク」として，教科書の中で関連するページや

技術分野に関連すること，他教科（教科名，単元

名）に関連することが記載されている。 

[観点５] 
言語活動の充実 
 
 
 

⑦実習等の結
果 を 整 理
し，考察す
る学習活動
の工夫 

○「幼児との関わり方についてまとめよう」

では，触れ合い体験のまとめ方の例が写真

で掲載されている。また，レポートに書い

たら良いポイントが書かれているので分か

りやすい。 

 

○巻末資料として，「学んだことを発表しよ

う」で，２ページにわたってコンクールの

様子やプレゼンテーションの例を写真や短

い文章で紹介している。 

○「ふれ合い実習を終えて」では，「まとめよう」とし

て，まとめるためのチェックポイントを箇条

書きで書いているだけで，新聞，レポートの

例が掲載されておらず分かりにくい。 

 

 

○巻末資料として，言語活動に関わる記載はな

い。 

○「ふれ合い体験をふり返る」では，ふれ合い体験

レポートの記述の例が箇条書きで記載されてい

る。また，レポート例が写真で掲載されている。 

 

 

 

○巻末資料として，「言語活動の充実のために」

で，考えたり，判断したりする力や表現する力を

身につけるための流れや，書いて気持ちを伝え

る例を全４ページにかけて載せている。 

 


