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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 

○単元末のまとめでは，図
を多用し，わかりやすく
説明するように工夫さ
れている。 

 
 
 
○第３学年「物体の運動」
における取扱い 

 
既習事項の取扱い
回数 

９ 

単元末のまとめに
おける大切な用語
の数 

29 

 

○単元末のまとめでは，大
切な用語がチェックで
きるように工夫されて
いる。 

 
 
 
○第３学年「物体の運動」
における取扱い 

 
 
既習事項の取扱い
回数 

８ 

単元末のまとめに
おける大切な用語
の数 

27 

  

○単元末のまとめでは，大
切な用語がチェックで
きるように工夫されて
いる。 

 
 
 
○第３学年「物体の運動」
における取扱い 

 
既習事項の取扱い
回数 

５ 

単元末のまとめに
おける大切な用語
の数 

38 

  

○単元末のまとめでは，大
切な項目がチェックで
きるように工夫されて
いる。 

 
 
 
○第３学年「物体の運動」
における取扱い 

 
既習事項の取扱い
回数 

７ 

単元末のまとめに
おける大切な用語
の数 

25 

  

○単元末のまとめでは，大
切な用語が添付のブル
ーシートで隠せるよう
になっており，基礎・基
本の定着及び理解に有
効である。 

 
○第３学年「物体の運動」
における取扱い 

 
既習事項の取扱い
回数 

９ 

単元末のまとめに
おける大切な用語
の数 

47 

  

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
ローチャートや番号を
振って手順が示されて
いる。また，実験を上手
く行うためのポイント
が示してあり，わかりや
すい。 

○準備物の表記があり，番
号を振って手順が示さ
れている。また，実験を
上手く行うためのポイ
ントが示してあり，わか
りやすい。 

○準備物の表記があり，番
号を振って手順が示さ
れている。また，実験を
上手く行うためのポイ
ントが示してあり，わか
りやすい。 

○準備物の表記があり，番
号を振って手順が示さ
れている。 

○薬品や器具を区別し，準
備物が整理して表記さ
れている。番号を振って
手順が示されている。ま
た，実験の上手く行うた
めのポイントが示して
あり，わかりやすい。 

[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 

◯発展的な内容・生活に関
連する内容・科学史に関
わる内容がバランスよ
く，掲載されている。ま
た，各単元で学習した内
容に関連する書籍等の
紹介があり，興味・関心
を高めるために有効で
ある。 

 
◯単元「植物の生活と種
類」における学習内容と
日常生活や社会・職業と
の関連を図った読み物
等の掲載数は３である。 

◯発展的な内容・生活に関
連する内容・科学史に関
わる内容がバランスよ
く，掲載されており，興
味・関心を高める工夫が
されている。 

 
 
 
 
◯単元「植物の生活と種
類」における学習内容と
日常生活や社会・職業と
の関連を図った読み物
等の掲載数は４である。 

◯発展的な内容・生活に関
連する内容・科学史に関
わる内容がバランスよ
く，掲載されており，興
味・関心を高める工夫が
されている。 

 
 
 
 
◯単元「植物の生活と種
類」における学習内容と
日常生活や社会・職業と
の関連を図った読み物
等の掲載数は７である。 

◯発展的な内容・生活に関
連する内容・科学史に関
わる内容がバランスよ
く，掲載されており，興
味・関心を高める工夫が
されている。 

 
 
 
 
◯単元「植物の生活と種
類」における学習内容と
日常生活や社会・職業と
の関連を図った読み物
等の掲載数は 10である。 

◯発展的な内容・生活に関
連する内容・科学史に関
わる内容がバランスよ
く，掲載されている。ま
た，巻末に地域資料がつ
いており，使いやすく，
興味・関心を高めるため
に有効である。 

 
 
◯単元「植物の生活と種
類」における学習内容と
日常生活や社会・職業と
の関連を図った読み物
等の掲載数は７である。 

校種 中学校 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 

④原理や法則
の理解を深
めるための
観察・実験，
ものづくり
の取扱い 

ものづくりの

取扱いの数

（通年） 

15 

ものづくりの

取扱いの数

（通年） 

23 

ものづくりの

取扱いの数

（通年） 

14 

ものづくりの

取扱いの数

（通年） 

11 

ものづくりの

取扱いの数

（通年） 

14 

補充的な観

察・実験の

数（通年） 

150 

補充的な観

察・実験の

数（通年） 

114 

補充的な観

察・実験の

数（通年） 

80 

補充的な観

察・実験の

数（通年） 

93 

補充的な観

察・実験の

数（通年） 

129 

○補充的な観察・実験が多

く取り扱われており，生

徒が主体的に学習に取

り組む手立てとして有

効である。  

○補充的な観察・実験が多

く取り扱われており，生

徒が主体的に学習に取

り組む手立てとして有

効である。  

○補充的な観察・実験が取

り扱われている。  

○補充的な観察・実験が取

り扱われている。  

○補充的な観察・実験が多

く取り扱われており，生

徒が主体的に学習に取

り組む手立てとして有

効である。  

⑤探求する能
力の基礎と
態度の育成
を図る工夫 

○各学年の巻頭に，「探求

の流れの例」として探求

の学習の過程を示して

いる。 

 

 

 

課題 

→関連情報を収集 

→仮説 

→実験計画 

→観察・実験 

→結果を整理 

→考察 

→まとめ 

 

○第２学年「電圧と電流の

関係」において，導入→

課題→実験計画→実験

→結果→考察・話合いで

示されており，考察で話

合い活動をするよう工

夫されている。 

○各学年の巻頭の「『理科

の世界』の使い方」の「２ 

課題をつかみ，観察や実

験をしましょう」に探求

の学習の過程を示して

いる。 

 

これまでの学習 

→学習課題 

→観察・実験を計画 

→観察・実験 

→結果 

→考察 

 

 

 

○第２学年「電圧と電流の

関係」において，導入→

課題→実験→結果→考

察→話し合ってみよう

で示されており，考察で

話合い活動をするよう

工夫されている。 

○各学年の巻頭に「観察・

実験の進め方」として探

求の学習の過程を示し

ている。 

   

 

 

目的 

→計画 

→観察・実験 

→結果 

→考察 

→まとめ・発表 

 

 

 

○第２学年「電圧と電流の

関係」において，導入→

課題→実験→結果→考

察で示されており，仮説

や実験計画の場面が省

略されている。 

○第１学年の巻頭に，「理

科学習の進め方」として

探求の学習の過程を示

している。 

   

 

 

疑問 

→課題 

→仮説，計画 

→観察・実験，結果 

→考察 

→新たな疑問，さら

なる課題へ 

 

 

○第２学年「電圧と電流の

関係」において，導入→

課題→話し合おう（実験

計画）→実験→結果→考

察で示されており，話合

い活動で実験計画を立

てるよう工夫されてい

る。 

○第１学年「身のまわりの

物質 いろいろな物質

とその性質」の単元内に

おいて「探求のしかた」

として探求の学習の過

程を示している。 

 

課題設定 

→予想 

→目的 

→計画 

→観察・実験 

→結果 

→考察 

→まとめ 

 

○第２学年「電圧と電流の

関係」において，導入→

課題→予想してみよう

→実験→結果→考察で

示されており，生徒に予

想を立てさせる場面を

設けるよう工夫されて

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単元の配列
の工夫 

○第３学年の単元は，分野

別の配列になっている。 

 

 
 
○全学年のページ総数は

888 ページで，各学年に

付録を添付している。 

○第３学年の単元は，学習

内容のつながりを重視

した配列に工夫されて

いる。 
 
○全学年のページ総数は

930 ページであり，発展

的な内容は読み物だけ

である。 

○第３学年の単元は，学習

内容のつながりを重視

した配列に工夫されて

いる。 
 
○全学年のページ総数は

934 ページで，第２学年

のみに付録を添付して

いる。 

○第３学年の単元は，分野

別の配列になっている。 

 

 
 
○全学年のページ総数は

870 ページで，各学年に

付録を添付している。 

○第３学年の単元は，分野

別の配列になっている。 

 

 
 
○ページ総数は，本編 850

ページ，別冊 266ページ

の合計 1116 ページであ

る。 
 
○別冊では，問題演習など

で学習内容の確認，定着

ができるよう工夫され

ている。 

⑦補充的な学
習や発展的
な学習に関
する内容の
工夫 

 

◯補充的な学習としての

単元末問題のページ数

は 37.5 ページあり，発

展的な学習の取扱いに

関する内容は 81 個掲載

されており，発展的な内

容が充実している。 

◯補充的な学習としての

単元末問題のページ数

は 41 ページあり，発展

的な学習の取扱いに関

する内容は 112個掲載さ

れており，発展的な内容

が特に充実している。 

◯補充的な学習としての

単元末問題のページ数

は 38 ページあり，発展

的な学習の取扱いに関

する内容は 49 個掲載さ

れている。発展的な内容

についての扱いは少な

い。 

◯補充的な学習としての

単元末問題のページ数

は 50 ページあり，発展

的な学習の取扱いに関

する内容は 86 個掲載さ

れており，発展的な内容

が充実している。 

◯補充的な学習としての

単元末問題のページ数

は 45.5 ページあり，発

展的な学習の取扱いに

関する内容は 68 個掲載

されている。また，別冊

のマイノートに補充的

な内容が 220ページ用意

されており，補充的な学

習については非常に充

実している。 

[観点４] 
内容の表現・表記 
 
 
 

⑧科学的な探
求を行うた
めの写真及
び資料等の
取扱い 

○第１学年の火山の形と

マグマの粘りけに関す

る資料において，見開き

２ページの３分の２を

使い，火山の形の写真及

びマグマの粘りけと火

山の形のモデル実験を

示している。１ページ後

に，火山の形のモデルが

示されている。写真は美

しいが，関連性がわかり

にくい。 

○第１学年の火山の形と

マグマの粘りけに関す

る資料において，見開き

２ページを使い，モデル

実験，溶岩の様子，噴火

の様子等の写真を用い

てまとめている。構造的

な配列になっておらず，

関連性がわかりにくい。

岩石の成分や色は別ペ

ージに１ページを使い

示されており，火山の形

やマグマの粘りけとの

関連性にはふれていな

い。 

○第１学年の火山の形と

マグマの粘りけに関す

る資料において，見開き

２ページを使い，噴火の

様子，マグマの粘りけ，

マグマの成分（色），溶

岩の様子，火山の形を，

写真や図を用いて構造

的にまとめ，視覚的に示

している。 

○第１学年の火山の形と

マグマの粘りけに関す

る資料において，ページ

３分の１を使いマグマ

の粘りけ，火山の形，噴

火の様子，主な火山噴出

物，火山の例をイラスト

とともにまとめている。

別ページに見開き２ペ

ージを使い，火山の形と

噴火の様子，主な火成岩

を配列している。写真は

多いが，関連性がわかり

にくい。 

○第１学年の火山の形と

マグマの粘りけに関す

る資料において，見開き

２ページを使い，火山の

形，溶岩の色，噴火のよ

うす，マグマの粘りけと

火山の例を，写真や図を

用いて構造的にまとめ，

視覚的に示している。 
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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５] 
言語活動の充実 
 
 
 

⑨観察，実験
の結果を分
析し解釈す
る学習活動
の工夫 

◯第２学年の「電気とその

エネルギー」の電流によ

る発熱量の学習におい

て，時間と温度上昇，電

力と温度上昇の関係を

一つのグラフにまとめ

て表記してある。そのた

め発熱量が電力と比例

していることが，グラフ

から理解しにくい。ま

た，結果の見方や考察の

ポイントについては示

されている。 

 

◯第２学年の「電気とその

エネルギー」の電流によ

る発熱量の学習におい

て，時間と温度上昇，電

力と温度上昇の関係を

別々にグラフにしてあ

り，発熱量が時間と，ま

た電力とそれぞれ比例

していることが示され

ている。実験における考

察の視点は示されてお

り，まとめ方の例が提示

してある。 

◯第２学年の「電気とその

エネルギー」の電流によ

る発熱量の学習におい

て，時間と温度上昇，電

力と温度上昇の関係を

別々にグラフにしてあ

り，発熱量が時間と，ま

た電力とそれぞれ比例

していることが示され

ている。実験における考

察の視点は示されてお

り，まとめ方や考察の例

が提示してある。 

◯第２学年の「電気とその

エネルギー」の電流によ

る発熱量の学習におい

て，時間と温度上昇，電

力と温度上昇の関係を

別々にグラフにしてあ

り，発熱量が時間と，ま

た電力とそれぞれ比例

していることが示され

ている。実験における考

察の視点は示されてお

り，まとめ方や考察の例

が提示してある。 

◯第２学年の「電気とその

エネルギー」の電流によ

る発熱量の学習におい

て，時間と温度上昇，電

力と温度上昇の関係を

別々にグラフにしてあ

り，発熱量が時間と，ま

た電力とそれぞれ比例

していることが示され

ている。実験における考

察の視点は示されてお

り，まとめ方の例が提示

してある。 

 


