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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] 
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 

○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 

○「ふしぎ」をつかむ→「ふ
しぎ」を解き明かす（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）→学習をふり返
るの順に示してある。 

○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。 

○問題を見つけよう→予想
をしよう→調べ方を考え
よう→調べよう→記録し
よう→整理しよう→まと
め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。 

○問題を見つける→計画す
る→予想する→調べる→
記録する→考察する→ま
とめる→生かすの順に示
してある。 

○全単元を通した流れでは
ない。 

○やってみよう→はてな？
→予想しよう→計画しよ
う→調べよう→結果から
考えよう→わかった→学
んだことを使おうの順で
示している。 

○予想に力を入れている。 

○問題を見つけよう→予想
しよう→計画を立てよう
→観察しよう・実験しよう
→記録しよう→考察しよ
う・まとめよう→ひろげよ
うの順に示している。 

○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 

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 

○「説明しよう」というキー
ワードを用いて，学習した
内容を活用して，事象につ
いて説明する場面を設定
している。単元末の「たし
かめよう」の場面におい
て，説明の機会を設けてい
る。 

○「発表しよう」「話し合お
う」というキーワードを用
いて，説明や話し合いの活
動を設けている。単元末の
「確かめよう」「学んだこ
とを生かそう」の場面にお
いて，説明させる活動を位
置付けている。 

○予想，考察等の場面におい
て「話し合い」というキー
ワードを示して，話し合い
の活動を設けている。ま
た，「活用 学びを生かそ
う」「活用しよう」の場面
において説明させる機会
を設けている。巻末に「つ
たえる・聞く」に係る学習
スキルを示したページを
掲載している。 

○予想しよう「計画しよう」
「結果から考えよう」等の
問題解決の場面で，話し合
いの活動を設けている。ま
た，「確かめ」の場面及び
「学んだことを使おう」の
場面において，説明させる
機会を設けている。 

○「話し合い」のマークを示
し，予想，観察・実験の計
画，考察の場面等におい
て，話し合いの活動を設け
ている。また，単元末の「た
しかめよう」「力だめし」
の場面で既習事項を活用
して説明させる機会を設
け，「わくわく理科プラス」
に書きこむようにしてい
る。 

 


