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令和元年度 第４回「第６地区教科用図書採択教育委員会協議会」記録 

 

期 日：令和元年７月23日（火）10：00～     

場 所：東神楽町役場 ２階 大会議室      

出席者：上川管内市町村教育長（旭川市を除く）  

事務局：東神楽町教育委員会           

 

１ 議題 

○ 各種目報告と採択 

(1) 令和2年度使用中学校用教科用図書 

(2) 令和２年度使用小学校用教科用図書 

・国語 ・書写 ・社会 ・地図 ・算数 ・理科 ・生活 ・音楽 

・図画工作 ・家庭 ・保健 ・特別支援 ・道徳 ・外国語 

２ 記録 

事務局  ただいまから、第４回第６地区教科用図書採択教育委員会協議会を開催する。 

開催に当たり、協議会会長より御挨拶を申し上げる。 

会 長  上川管内の子どもたちのために、よりよい教科用図書を選定できるよう、多く 

の意見をいただきたい。 

事務局  この後の議事は、会長に進行願う。 

会 長  はじめに、事務局から経過報告願う。 

事務局  これまでの経過を報告させていただく。 

     ６月10日に開催した第２回第６地区教科用図書採択教育委員会協議会において、

第６地区教科用図書調査委員を確認し、７月１日に58名の調査委員の出席のもと、

令和元年度第１回第６地区教科用図書調査委員会を東神楽町役場で開催し、調査

研究の要領、観点、報告書の作成等について確認した。 

     調査委員には、その日から自宅において調査研究をしていただいた後、各種

目の調査委員に調査をしていただいた。７月８日と９日には、令和元年度第２

回第６地区教科用図書調査委員会を同会場で開催し、小委員会ごとに「報告書」

を作成していただいた。 

この報告書につきましては、７月19日に皆さんのお手元に配付させていただ 

いた。 

     また、各市町村教育委員会において実施していただいた、令和元年度における

教科書展示会では、140人の閲覧者と25枚のアンケート用紙の提出があり調査の際

の参考としたところである。本日は、最後の協議会となるが、種目ごとに教科用

図書を採択していただくので、よろしくお願いする。 

 

会 長  それでは、はじめに、令和２年度に使用される中学校用教科用図書の採択を先 

に行う。 

事務局  このことについて、第１回の協議会で確認をしたとおり、令和２年度使用の中

学校用教科書については新たな採択替えは行わず、現行使用の教科書を一括して

採択することとしているが、よろしいか。 
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会 長  異議なしと認め、令和２年度使用の中学校用の教科書は、現行使用の教科書が

一括して採択する。 

それでは、これより、令和２年度から使用する小学校教科用図書の採択につい

て、事務局から報告願う。 

 

会 長  令和２年度から使用する小学校教科用図書の採択を行う。種目ごとに教科用図

書の採択を行うので、よろしくお願いする。 

     議事を進めるに当たって、参考にする資料を確認する。一つは北海道教育委員

会から送付された「令和２年度から使用する小学校用教科用図書採択参考資料」、

二つは、「令和２年度から使用する小学校用図書に関する調査研究報告書」、 三

つは各社の「教科用図書の趣旨書」及び教科用図書の見本である。 

では、はじめに国語について、調査研究報告書に基づき調査結果を小委員長か

ら報告願う。 

小委員長 国語小委委員長の小林である。国語科の調査研究結果について報告申し上げる。 

     はじめに「東京書籍」についてである。 

｢知識及び技能｣の内容については､次のような学習活動が取り上げられている。 

第1、2学年において、昔話や神話・伝承の読み聞かせを聞いたり自分で読んだ

りして面白いと思ったところを発表する活動や、昔から伝わる色々な言い方を声

に出して読む活動 

第3、4学年において、身の回りで使用されている簡単な単語をローマ字で読み

書きしたりコンピュータを使ってローマ字入力したりする活動や、ことわざや故

事成語について知り、意味や使い方を調べカードにまとめる活動 

第5、6学年において、「竹取物語」「平家物語」などの古文を言葉のリズムを

大切にして音読する活動や、日常生活の中で相手や場面に応じた敬語の使い方に

ついて考える活動 

「話すこと・聞くこと」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を

達成できるようになっている。 

第1、2学年において、聞いたことを正確に伝える活動や言われてうれしかった

言葉について話し合う活動を通して、日常生活における人との関わりの中で伝え

合う力を高め、自分の思いや考えをもつ。 

第3、4学年において、メモを基に話の順序を組み立て話す活動や、司会や書記

などの役割を決めて話し合う活動を通して、日常生活における人との関わりの中

で伝え合う力を高め、自分の思いや考えをまとめる。 

第5、6学年において、資料を使って自分の考えを発表する活動や異なる立場か

ら考えを生かして話し合う活動を通して、日常生活における人との関わりの中で

伝え合う力を高め、自分の思いや考えを広げる。 

「書くこと」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できる

ようになっている。 

第1、2学年において、メモを基に様子を伝える文章を書く活動や身の回りの人

を紹介する文章を書く活動を通して、日常生活における人との関わりの中で伝え

合う力を高め、自分の思いや考えをもつ活動 
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第3、4学年において、本などで調べたことをレポートにまとめる活動や地域の

よさを伝えるリーフレットを作る活動を通して、日常生活における人との関わり

の中で伝え合う力を高め、自分の思いや考えをまとめる活動 

第5、6学年において、資料を活用して報告する文章を書く活動や説得力のある

意見文を書く活動を通して、日常生活における人との関わりの中で伝え合う力を

高め、自分の思いや考えを広げる活動 

「読むこと」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できる

ようになっている。 

第1、2学年において、話の好きな場面を見付けて音読する活動や動物の秘密に

ついて調べ紹介する活動を通して、日常生活における人との関わりの中で伝え合

う力を高め、自分の思いや考えをもつ活動 

第3、4学年において、物語を読み想像したことを伝え合う活動や本の魅力を友

達に伝える活動を通して、日常生活における人との関わりの中で伝え合う力を高

め、自分の思いや考えをまとめる活動 

第5、6学年において、新聞記事を読み比べる活動や関連のある複数の本を読み

友達に推薦する活動を通して、日常生活における人との関わりの中で伝え合う力

を高め、自分の思いや考えを広げる活動 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第1、2学年の「つかむ」において、学習課題を設定し、見通しをもたせるとと

もに、乗り物について調べカードに書いたり、書いたカードを友達と読み合った

りするなど、考えを広げたり深めたりする活動 

第3、4学年の「つかむ」において、学習課題を設定し、見通しをもたせるとと

もに、事例と筆者の考えの関係を確かめたり、文章を読み考えたことを友達と話

し合ったりするなど、考えを広げたり深めたりする活動 

第5、6学年の「つかむ」において、学習課題を設定し、見通しをもたせるとと

もに、文章の構成に着目して筆者の説明の仕方を考えたり、資料の効果的な活用

の仕方を話し合ったりするなど、考えを広げたり深めたりする活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第1、2学年において、第１学年で、出来事の順序を考えて話す活動、第２学年

で、伝えたいことを選んで話の構成を考えて話す活動を取り扱うなど、２学年を

通じて系統的・発展的に学習できるような工夫 

第3、4学年において、第３学年で、設定を生かし想像を広げて物語を書く活動、

第４学年で、構成を考えて山場のある物語を書く活動を取り扱うなど、２学年を

通じて系統的・発展的に学習できるような工夫 

第5、6学年において、第５学年で、意図を明確にしてインタビューをする活動、

第６学年で、話し手の考えと自分の考えを比べる活動を取り扱うなど、２学年を

通じて系統的・発展的に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 
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第１学年の「話すこと・聞くこと」は13教材、「書くこと」は24教材、「読む

こと」は19教材であり、総ページ数は310ページで、前回より約１％減 

第２学年の「話すこと・聞くこと」は５教材、「書くこと」は21教材、「読む

こと」は12教材であり、総ページ数は342ページで、前回より約２％減 

第３学年の「話すこと・聞くこと」は６教材、「書くこと」は19教材、「読む

こと」は12教材であり、総ページ数は350ページで、前回より約４％減 

第４学年の「話すこと・聞くこと」は５教材、「書くこと」は17教材、「読む

こと」は12教材であり、総ページ数は350ページで、前回より約２％減 

第５学年の「話すこと・聞くこと」は５教材、「書くこと」は16教材、「読む

こと」は13教材であり、総ページ数は303ページで、前回より約２％増 

第６学年の「話すこと・聞くこと」は５教材、「書くこと」は15教材、「読む

こと」は11教材であり、総ページ数は303ページで、前回より約４％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

友達に好きな教科について伝える活動や身近な人に行事を案内する手紙を書

く活動を通して、相手意識や目的意識を明確にするとともに、教材と関連のある

図書を紹介した「こんな本もいっしょに」を掲載するなど、児童の学習意欲を高

める工夫がなされている。 

身に付けたい「言葉の力」を提示し課題を明確にしたり、「ふり返る」で学習

したことを確かめて成長を実感できるようにしたりするなど、児童が主体的に学

習に取り組めるような工夫がなされている。 

巻頭に「国語の学習の進め方」や「○年で学習する言葉の力」を設け、年間を

通して学習することを明確にしたり、シンプルなレイアウトや色使いにより、大

事な情報に着目できるようにしたりするなど、使用上の便宜が図られている。 

 

次に、「学校図書」についてである。 

｢知識及び技能｣の内容については､次のような学習活動が取り上げられている。 

第1、2学年において、かぞえうたを通して数を表す漢字を書いたり読んだりす

る活動や、声に出して確かめながら言葉の音数やアクセントによる語の意味の違

いに気付く活動があげられる。 

第3、4学年において、身の回りで使われている簡単な単語をローマ字で書いた

り読んだりする活動や、ことわざや故事成語の意味を国語辞典で調べ昔から言い

伝えられてきた言葉に触れる活動があげられる。 

第5、6学年において、漢詩の言葉の調子やリズムに親しみながら朗読したり暗

唱したりする活動や、日常よく使われる敬語を理解し相手や場面に応じて使い慣

れる活動があげられる。 

「話すこと・聞くこと」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を

達成できるようになっている。 

第1、2学年において、友達に伝えたいことを話す活動やグループで話し合って

考えをまとめる活動を通して、日常生活における人との関わりの中で伝え合う力

を高め、自分の思いや考えをもつ活動 
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第3、4学年において、学級会で役割を決めて話し合う活動や互いの意見の共通

点や相違点に着目する活動を通して、日常生活における人との関わりの中で伝え

合う力を高め、自分の思いや考えをまとめる活動 

第5、6学年において、理由を明確にして自分の考えを提案する活動やパネルデ

ィスカッションを行う活動を通して、日常生活における人との関わりの中で伝え

合う力を高め、自分の思いや考えを広げる活動 

「書くこと」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できる

ようになっている。 

第1、2学年において、観察して気が付いたことを書く活動や二つのものを比べ

て分かったことを文章にまとめる活動を通して、日常生活における人との関わり

の中で伝え合う力を高め、自分の思いや考えをもつ活動 

第3、4学年において、食べ物の秘密について調べて書く活動や紹介したいこと

についてチラシを作成する活動を通して、日常生活における人との関わりの中で

伝え合う力を高め、自分の思いや考えをまとめる活動 

第5、6学年において、図表を使い調べたことをまとめる活動や構成を工夫して

説得力が増す文章を書く活動を通して、日常生活における人との関わりの中で伝

え合う力を高め、自分の思いや考えを広げる活動 

「読むこと」について、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよ

うになっている。 

第1、2学年において、役割を決めて劇をする活動や場面を分けて順序を確かめ

ながら読む活動を通して、日常生活における人との関わりの中で伝え合う力を高

め、自分の思いや考えをもつ活動 

第3、4学年において、物語の面白さから問いを作って感想を交流する活動や物

語の内容や登場人物の魅力を紹介し合う活動を通して、日常生活における人との

関わりの中で伝え合う力を高め、自分の思いや考えをまとめる活動 

第5、6学年において、伝記を読み人物像を捉える活動や筆者の主張について友

達と意見を共有する活動を通して、日常生活における人との関わりの中で伝え合

う力を高め、自分の思いや考えを広げる活動 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第1、2学年の「がくしゅうのてびき」において、学習課題を設定し、見通しを

もたせるとともに、問いの文と答えを見付けたり、考えたことを友達と話し合っ

たりするなど、考えを広げたり深めたりする活動 

第3、4学年の「学習のてびき」において、学習課題を設定し、見通しをもたせ

るとともに、段落相互の関係を考えたり、文章を読み分かったことを友達と話し

合ったりするなど、考えを広げたり深めたりする活動 

第5、6学年の「学習のてびき」において、学習課題を設定し、見通しをもたせ

るとともに、事実と意見との関係を押さえ要旨をまとめたり、考えたことを友達

と伝え合ったりするなど、考えを広げたり深めたりする活動 
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「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第1、2学年について、第１学年で、伝えたい事柄の順番を考えて話す活動、第

２学年で、伝えたい事柄を行動したことや経験したことに基づいて話す活動を取

り扱うなど、２学年を通じて系統的・発展的に学習できるような工夫 

第3、4学年において、第３学年で、文章の構成を考えて報告する文章を書く活

動、第４学年で、見学したことの中心を明らかにして新聞にまとめる活動を取り

扱うなど、２学年を通じて系統的・発展的に学習できるような工夫 

第5、6学年において、第５学年で、意見や主張が読み手に伝わりやすい文章の

構成を考える活動、第６学年で、複数の意見を基に説得力のある意見文を書く活

動を取り扱うなど、２学年を通じて系統的・発展的に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第１学年の「話すこと・聞くこと」は11教材、「書くこと」は22教材、「読む

こと」は17教材であり、総ページ数は264ページで、前回より約１％増 

第２学年の「話すこと・聞くこと」は８教材、「書くこと」は16教材、「読む

こと」は19教材であり、総ページ数は276ページで、前回より約５％減 

第３学年の「話すこと・聞くこと」は９教材、「書くこと」は20教材、「読む

こと」は13教材であり、総ページ数は306ページで、前回より約３％増 

第４学年の「話すこと・聞くこと」は10教材、「書くこと」は16教材、「読む

こと」は15教材であり、総ページ数は310ページで、前回と同等 

第５学年の「話すこと・聞くこと」は５教材、「書くこと」は15教材、「読む

こと」は15教材であり、総ページ数は336ページで、前回と同等 

第６学年の「話すこと・聞くこと」は５教材、「書くこと」は15教材、「読む

こと」は14教材であり、総ページ数は326ページで、前回より約４％減 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

夏休みの思い出について学級で発表し合う活動やお世話になった人などに礼

状を書く活動を通して、相手意識や目的意識を明確にするとともに、教材と関連

のある図書を紹介した「読書の部屋」を掲載するなど、児童の学習意欲を高める

工夫がなされている。 

「学習のてびき」に学習のプロセスを示したり、「○年生をふり返って」で一

年間の学びを振り返り今後の学習に生かせるようにしたりするなど、児童が主体

的に学習に取り組めるような工夫がなされている。 

上巻の巻頭に「見つける・見つめる」を掲載し、身の回りから語彙や出来事を

書きためることができるようにしたり、ユニバーサルデザインに配慮し、文字の

大きさ、書体、囲みや罫線による地の文との区別、色使いなどのレイアウトを工

夫したりするなど、使用上の便宜が図られている。 

 

次に、「教育出版」についてである。 

｢知識及び技能｣の内容については､次のような学習活動が取り上げられている。 

第1、2学年において、民話や神話の読み聞かせを聞いたり自分で読んだりして

面白いと思ったところを発表したりする活動や、言葉をかけられてうれしかった

経験を紹介し合い、気持ちが伝わる言葉を考える活動 
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第3、4学年において、身の回りで使われている簡単な単語をローマ字で読み書

きしたり自分の名前をコンピュータを使ってローマ字入力したりする活動や、故

事成語を集めて意味を調べカードにまとめる活動 

第5、6学年において、「春暁」「静夜思」などの漢文の響きを味わいながら読む

活動や、話し言葉と書き言葉の違いに気付いたり日常よく使われる敬語の使い方

に慣れたりする活動 

「話すこと・聞くこと」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を

達成できるようになっている。 

第1、2学年において、聞いたことのメモを使って正確に伝える活動やグループ

で話し合って考えをまとめる活動を通して、日常生活における人との関わりの中

で伝え合う力を高め、自分の思いや考えをもつ活動 

第3、4学年において、メモを基に話の構成を考えて発表する活動や司会や提案

者などの役割を決めて話し合う活動を通して、日常生活における人との関わりの

中で伝え合う力を高め、自分の思いや考えをまとめる活動 

第5、6学年において、伝える目的に応じた資料を用いて発表する活動やパネル

ディスカッションを行う活動を通して、日常生活における人との関わりの中で伝

え合う力を高め、自分の思いや考えを広げる活動 

「書くこと」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できる

ようになっている。 

第1、2学年において、メモを基に見付けたことを書く活動や町探検で見付けた

ことを報告する文章を書く活動を通して、日常生活における人との関わりの中で

伝え合う力を高め、自分の思いや考えをもつ活動 

第3、4学年において、調べた生き物について説明する文章を書く活動や図表の

効果を考えて新聞を作る活動を通して、日常生活における人との関わりの中で伝

え合う力を高め、自分の思いや考えをまとめる活動 

第5、6学年において、構成を考えてポスターを作る活動や書く分量や内容を工

夫してパンフレットを作る活動を通して、日常生活における人との関わりの中で

伝え合う力を高め、自分の思いや考えを広げる活動 

「読むこと」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できる

ようになっている。 

第1、2学年において、話の好きな場面を紹介する活動や生き物が成長する様子

について写真を使い説明する活動を通して、日常生活における人との関わりの中

で伝え合う力を高め、自分の思いや考えをもつ活動 

第3、4学年において、物語の面白いところをカードにまとめる活動や紹介した

い本を選び発表する活動を通して、日常生活における人との関わりの中で伝え合

う力を高め、自分の思いや考えをまとめる。 

第5、6学年において、印象に残った本を推薦する活動や伝記を読み人物の生き

方について考える活動を通して、日常生活における人との関わりの中で伝え合う

力を高め、自分の思いや考えを広げる。 
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「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第1、2学年の「～よう（てびき）」において、学習課題を設定し、見通しをも

たせるとともに、文章と絵を合わせて読み身ぶりについて考えたり、考えたこと

を友達と読み合ったりするなど、考えを広げたり深めたりする活動 

第3、4学年の「～よう（てびき）」において、学習課題を設定し、見通しをも

たせるとともに、段落の要点を整理したり、文章を読み分かったことを友達と交

流したりするなど、考えを広げたり深めたりする活動 

第5、6学年の「～よう（てびき）」において、学習課題を設定し、見通しをも

たせるとともに、文章の構成に着目して論の進め方を整理したり、考えたことを

友達と話し合ったりするなど、考えを広げたり深めたりする活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第1、2学年において、第１学年で、夏休みの出来事を思い出しながら質問し合

う活動、第２学年で、昔の遊びについて順序に気を付けて話す活動を取り扱うな

ど、２学年を通じて系統的・発展的に学習できるような工夫 

第3、4学年において、第３学年で、調べたことの中から中心にする内容を決め

て報告文を書く活動、第４学年で、構成を考えて報告するリーフレットを作る活

動を取り扱うなど、２学年を通じて系統的・発展的に学習できるような工夫 

第5、6学年において、第５学年で、根拠となる資料を用いて意見文を書く活動、

第６学年で、理由や根拠を示して説得力のある意見文を書く活動を取り扱うなど、

２学年を通じて系統的・発展的に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第１学年の「話すこと・聞くこと」は10教材、「書くこと」は14教材、「読むこ

と」は19教材であり、総ページ数は310ページで、前回より約９％増 

第２学年の「話すこと・聞くこと」は10教材、「書くこと」は19教材、「読むこ

と」は15教材であり、総ページ数は324ページで、前回より約９％増 

第３学年の「話すこと・聞くこと」は10教材、「書くこと」は25教材、「読むこ

と」は13教材であり、総ページ数は320ページで、前回より約７％増 

第４学年の「話すこと・聞くこと」は10教材、「書くこと」は23教材、「読むこ

と」は13教材であり、総ページ数は342ページで、前回より約10％増 

第５学年の「話すこと・聞くこと」は８教材、「書くこと」は24教材、「読むこ

と」は13教材であり、総ページ数は332ページで、前回より約８％増 

第６学年の「話すこと・聞くこと」は９教材、「書くこと」は21教材、「読むこ

と」は13教材であり、総ページ数は336ページで、前回より約２％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

友達に新しく知ったことを伝える活動や写真や図表を効果的に使い他の学年

の人たちに伝える新聞を作る活動を通して、相手意識や目的意識を明確にすると

ともに、教材と関連のある図書を紹介した「本を読もう」を掲載するなど、児童

の学習意欲を高める工夫がなされている。 
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「～よう（てびき）」に学習の進め方を示したり、「ここが大事」に汎用性のあ

る学習のポイントを紹介したりするなど、児童が主体的に学習に取り組めるよう

な工夫がなされている。 

巻頭に「○年生で学ぶこと」を設け、学習内容を概観することができるように

したり、色覚などの特性を踏まえた判読しやすい配色やレイアウト、表現方法、

文字などの工夫により、学びやすい紙面づくりに配慮したり（全学年）するなど、

使用上の便宜が図られている。 

 

次に、「光村図書」についてである。 

｢知識及び技能｣の内容については､次のような学習活動が取り上げられている。 

第1、2学年において、昔話の読み聞かせを聞いたり自分で読んだりして面白い

と思ったところを発表する活動や、観察したことを記録する文章を書き身近なこ

とを表す語句の量を増し、文章の中で使う活動 

第3、4学年において、日常生活で使われている簡単な単語についてローマ字で書

いたり読んだりする活動や、短歌や俳句をリズムを感じ取りながら音読する活動  

第5、6学年においては、「竹取物語」「平家物語」などの古文をリズムを味わい

ながら音読する活動や話し言葉と書き言葉の違いに気付いたり日常よく使われる

敬語の使い方に慣れたりする活動 

「話すこと・聞くこと」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を

達成できるようになっている。 

第1、2学年において、身近なものについて問題を出し合う活動やあったらいい

なと思うものを発表する活動を通して、日常生活における人との関わりの中で伝

え合う力を高め、自分の思いや考えをもつ。 

第3、4学年において、伝えたいことを理由を挙げて話す活動や司会や記録係な

どの役割を決めて話し合う活動を通して、日常生活における人との関わりの中で

伝え合う力を高め、自分の思いや考えをまとめる。 

第5、6学年において、事実と意見を区別して提案する活動や議題を決めてグル

ープごとに話し合う活動を通して、日常生活における人との関わりの中で伝え合

う力を高め、自分の思いや考えを広げる。 

「書くこと」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できる

ようになっている。 

第1、2学年において、生き物について報告する文章を書く活動やおもちゃの作

り方を説明する文章を書く活動を通して、日常生活における人との関わりの中で

伝え合う力を高め、自分の思いや考えをもつ。 

第3、4学年において、仕事について報告する文章を書く活動や事実を分かりや

すく伝える新聞を作る活動を通して、日常生活における人との関わりの中で伝え

合う力を高め、自分の思いや考えをまとめる。 

第5、6学年において、事実と意見を区別して意見文を書く活動や構成を工夫し

てパンフレットを作る活動を通して、日常生活における人との関わりの中で伝え

合う力を高め、自分の思いや考えを広げる。 
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「読むこと」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できる

ようになっている。 

第1、2学年において、自動車について説明した文章をノートにまとめる活動や

生き物が登場する文章を音読劇にしながら読む活動を通して、日常生活における

人との関わりの中で伝え合う力を高め、自分の思いや考えをもつ。 

第3、4学年において、場面を比べながら読み感じたことをまとめる活動や登場

人物の変化を中心に読み物語の魅力を紹介する活動を通して、日常生活における

人との関わりの中で伝え合う力を高め、自分の思いや考えをまとめる。 

第5、6学年において、伝記を読み自分の生き方について考える活動や複数の文

章を読み考えたことを交流する活動を通して、日常生活における人との関わりの

中で伝え合う力を高め、自分の思いや考えを広げる。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第1、2学年の「がくしゅう」において、学習課題を設定し、見通しをもたせる

とともに、文章に書かれている内容を比べながら読んだり、本を読み分かったこ

とを友達に知らせたりするなど、考えを広げたり深めたりする活動 

第3、4学年の「学習」において、学習課題を設定し、見通しをもたせるととも

に、中心となる語や文を確かめながら読んだり、文章を読んだ感想をグループで

伝え合ったりするなど、考えを広げたり深めたりする活動 

第5、6学年の「学習」において、学習課題を設定し、見通しをもたせるととも

に、文章の表現や構成に注意して要旨をまとめたり、筆者の考えに対する自分の

考えを発表したりするなど、考えを広げたり深めたりする活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第1、2学年において、第１学年で、好きなものとその理由について話す活動、

第２学年で、楽しかったことなどについて順序を考えて発表する活動を取り扱う

など、２学年を通じて系統的・発展的に学習できるような工夫 

第3、4学年において、第３学年で、事例を複数挙げながら説明する文章を書く

活動、第４学年で、構成を考えて説明するリーフレットを作る活動を取り扱うな

ど、２学年を通じて系統的・発展的に学習できるような工夫 

第5、6学年において、第５学年で、構成を工夫しスピーチをする活動、第６学

年で、話し方や資料の提示の仕方などを工夫しスピーチをする活動を取り扱うな

ど、２学年を通じて系統的・発展的に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第１学年の「話すこと・聞くこと」は13教材、「書くこと」は24教材、「読むこ

と」は17教材であり、総ページ数は268ページで、前回より約１％減 

第２学年の「話すこと・聞くこと」は６教材、「書くこと」は21教材、「読むこ

と」は13教材であり、総ページ数は320ページで、前回より約16％増 

第３学年の「話すこと・聞くこと」は５教材、「書くこと」は21教材、「読むこ

と」は13教材であり、総ページ数は320ページで、前回より約10％増 
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第４学年の「話すこと・聞くこと」は５教材、「書くこと」は18教材、「読むこ

と」は14教材であり、総ページ数は324ページで、前回より約９％増 

第５学年の「話すこと・聞くこと」は５教材、「書くこと」は17教材、「読むこ

と」は12教材であり、総ページ数は296ページで、前回より約４％増 

第６学年の「話すこと・聞くこと」は５教材、「書くこと」は17教材、「読むこ

と」は13教材であり、総ページ数は310ページで、前回より約９％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

家の人に学校にいる生き物などを知らせる活動やアンケート調査などを行い

グループで新聞を作る活動を通して、相手意識や目的意識を明確にするとともに、

図書館の活用方法や多様なジャンルの読み物を「本は友達」に掲載するなど、児

童の学習意欲を高める工夫がなされている。 

「学習」で読みの学習過程を明示したり、「学習の進め方」で明確な見通しを

もって学ぶことができるようにしたりするなど、児童が主体的に学習に取り組む

ことができるような工夫がなされている。 

巻末の付録に「学習を広げよう」を掲載し、他教科や日常生活に広げて活用で

きるようにしたり、図書紹介のページのように文字がやや小さい教材には、読み

やすさを強調して作られたユニバーサルデザインフォントを使用したりするなど、

使用上の便宜が図られている。 

 

 

会 長  これから質疑応答を行う。国語の調査研究報告について質問等はないか。 

Ｑ：学習指導要領の「目標」に位置付けられている「言語活動例」について、各者、

どのような配慮がなされているか。また、児童の学習意欲を高めたり刺激した

りするための工夫について、各者どのようになされているか。 

Ａ：学習指導要領の「目標」に位置付けられている「言語活動例」については、各

者とも、各学年の発達段階を考慮していること、日常生活や他教科等へのつな

がりを意識して、国語の時間で学んだ国語の力が、日常生活で生きて働く力に

なることを意識した言語活動例が取り上げられている。 

学習の意欲を高める工夫については、新学習指導要領では、「意欲」の部分を

「主体的」という言葉で表しており、また子どもの意欲を「主体的・対話的で

深い学び」という３つのキーワードでくくった表現のされ方をしているため、

これらを含めて回答する。各者とも、「話すこと・聞くこと」「書くこと」の

単元においては、単元の始めに学習の進め方が示され、終わりには振り返りが

位置付けられているため、学習が始まってから、また終わってからも、子ども

の学びの意欲が持続する工夫がなされているという調査研究を行った。また、

「読むこと」の単元では、東京書籍は３つ、その他は４つの学習過程が手引き

に示されている。 

また、東京書籍、教育出版、光村図書については単元の扉が設定されていて、

子どもたちが新しい単元に入る際に期待を高める工夫がなされている。 
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Ｑ：小学校においても古典に関する指導が求められているが、各者、どのような取

扱いとなっているか。また、図書館の活用や読書活動の充実について、各者、

どのような配慮がなされているか。 

Ａ：古典の取扱いについては、各者とも、高学年において「竹取物語」「平家物語」

「狂言」等が取り扱われ、感想交流や音読などの言語活動を通して、古典に親

しむことを目指している。 

図書館の活用については、各者とも、低学年から特設ページを設け図書館の活

用について学べるようになっている。児童の立場で見てみると、初めて図書館

を利用することから、順序立てて図書館の利用について書いてある教科書もあ

り、使いやすいのではないかとの意見も出ていた。読書活動については、各者

とも読書に親しむ単元を設けたり、単元の中で読書カードを作ったり、教材に

関連する作者を取り上げて、読書が日常に広がるよう工夫している。各者とも、

単元末や巻末、付録の部分で、読書の世界を広げる工夫をしている。 

会 長  他の質問はないか。（なし） 

   ※小委員長退席 

会 長  引き続き、国語の採択の審議に入る。 

・調査委員会での調査研究報告によると、教科書については、取り上げている教

材の内容や取り扱いの分量に取り立てて大きな差異はないということであっ

たと思う。本町の児童の実態踏まえ、「書くこと」、「発展的な学習」の内容

が充実している教育出版がよいと思う。 

・特に、知識及び技能を確実な習得、とりわけ本道の児童は「書く」力に課題が

見られるが、「書く」に関する多くの教材が取り上げるとともに、単元の目標

や発問も工夫され、児童が意欲的に学習に取り組むことができるようになって

いる。また、児童が主体的・対話的で深い学びができるよう、「てびき」で学

習の進め方を示したり、「ここが大事」に汎用性のある学習のポイントを紹介

したりするなど、児童が主体的に学習に取り組めるようになっている。 

会 長  これまでの審議の経過を踏まえて、国語は教育出版と決定することと 

してよろしいか。（異議なし） 

それでは、国語については、教育出版の教科用図書を採択することと決定する。 

 

 

会 長  つづいて、書写について、調査研究報告書に基づき調査結果を小委員長から報

告願う。 

小委員長 書写小委委員長の甲斐である。書写の調査研究結果について報告申し上げる。 

     はじめに「東京書籍」についてである。 

「硬筆」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている。 

第1、2学年において､文字を比べ､画の長さや方向の違いを確かめたり､画の接

し方や交わり方などに気を付けて書いたりする活動を通して、文字を正しく書く。 
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第3、4学年においては、文字の大きさや字間を確かめたり、行の中心や行間に

気を付けたりする活動を通して、配列に注意して書く。 

第5、6学年において、用紙に合った文字の大きさを確かめたり、文字の位置、

字間及び行間に気を付けて書いたりする活動を通して、配列を意識して書く。 

「毛筆」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている。 

第3、4学年において、１～２字の漢字や平仮名の題材で、点画それぞれの書き

方、字形及び穂先の方向などを確かめる活動を通して、点画の種類を理解し筆圧

などに注意して書く。 

第5、6学年において、漢字や平仮名の題材で、終筆から始筆への動きなど、点

画相互、文字相互のつながりを確かめる活動を通して、穂先の動きと点画のつな

がりを意識して書く。 

「硬筆と毛筆の関連」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達

成できるようになっている。 

第3、4学年において、点画の種類や書き方、部首と部首の組立て方など、毛筆

で学んだことを生かして硬筆で書く活動を通して、硬筆による書写の能力の基礎

を身に付ける。 

第5、6学年において、点画のつながりや接し方、文字相互のつながりなど、毛

筆で学んだことを生かして硬筆で書く活動を通して、硬筆による書写の能力の基

礎を身に付ける。 

「主体的・対話的深い学びの実現に資する学習への対応」については、次のよ

うな学習活動が取り上げられている。 

第1、2学年の「できるように なったよ」において、点画の書き方に気を付け

るなど、課題を設定し、見通しをもたせるとともに、がんばったことやできるよ

うになったことをカードに書く活動を行い、書いた内容を友達と伝え合うなど、

考えを広げたり深めたりする活動 

第3、4学年の「はがきでつたえよう」において、文字の大きさや字間に気を付

けるなど、課題を設定し、見通しをもたせるとともに、はがきを書く活動を行い、

これまでの学習をどのように生かしたか友達と話し合うなど、考えを広げたり深

めたりする活動 

第5、6学年の「書写展覧会を開こう」において、文字の大きさや配列に気を付

けるなど、課題を設定し、見通しをもたせるとともに、色紙などに将来の夢を書

く活動を行い、これまでの学習をどのように生かしたか友達と話し合うなど、考

えを広げたり深めたりする活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第１学年において、平仮名について「曲がり、折れ」など、点画の書き方を確

かめた後に、片仮名や漢字の文字の形の違いについて取り扱うなど、系統的・発

展的に学習できるような工夫 

第２学年において、片仮名や漢字について、点画の長短や方向、接し方や交わ

り方を確かめた後に、文章表記について取り扱うなど、系統的・発展的に学習で

きるような工夫 
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第３学年において、毛筆について１字の漢字の筆圧、点画の筆使いを確かめた

後に、２字の平仮名の「曲がり」などの筆使いについて取り扱うなど、系統的・

発展的に学習できるような工夫 

第４学年において、毛筆について１字の漢字の画の長さ、間隔、方向を確かめ

た後に、２字の漢字の組立てや平仮名の筆使いについて取り扱うなど、系統的・

発展的に学習できるような工夫 

第５学年において、点画の組立て方や配列を確かめた後に、目的に応じて筆記

具を選択し、様々な用紙に書く活動について取り扱うなど、系統的・発展的に学

習できるような工夫 

第６学年において、点画のつながり、書く速さ、字形の整え方を確かめた後に、

文字の大きさと配列に注意して書く活動について取り扱うなど、系統的・発展的

に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第１学年の硬筆は43ページであり､総ページ数は49ページで､前回より約20％増 

第２学年の硬筆は34ページであり、総ページ数は45ページで、前回より約10％増 

第３学年の硬筆は20ページ、毛筆は27ページであり、総ページ数は57ページで、

前回より約16％増 

第４学年の硬筆は16ページ、毛筆は25ページであり、総ページ数は53ページで、

前回より約８％増 

第５学年の硬筆は17ページ、毛筆は25ページであり、総ページ数は53ページで、

前回より約８％増 

第６学年の硬筆は17ページ、毛筆は22ページであり、総ページ数は53ページで、

前回より約８％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

課題解決のヒントを与えるキャラクターが登場したり、手紙を書く学習や古文

を視写する学習などの国語の学習との関連を図ったりするなど、児童の学習意欲

を高める工夫がなされている。 

学習過程を分かりやすく図解した「書写の学び方」を掲載したり、教材ごとに

自己評価のための「振り返って話そう」を設けたりするなど、児童が主体的に学

習に取り組むことができるような工夫がなされている。 

当該学年の指導事項を児童に分かりやすく説明した「集めて使おう、書写のか

ぎ」を掲載したり、カラーバリアフリーへの配慮やユニバーサルデザインフォン

トを使用したり（全学年）するなど、使用上の便宜が図られている。 

 

次に、「学校図書」についてである。 

「硬筆」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている。 

第1、2学年において、画の長さや方向の違いを確かめたり、点画相互の間や交

わり方、接し方などに気を付けて書いたりする活動を通して、文字を正しく書く。  
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第3、4学年において、画の長短や文字の中心を確かめたり、文字の大きさや文

字と文字との間に気を付けて書いたりする活動を通して、配列に注意して書く。 

第5、6学年において、用紙に対する文字の大きさを確かめたり、用紙の上下・

左右の余白に気を付けて書いたりする活動を通して、配列を意識して書く。 

「毛筆」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている 

第3、4学年において、１～２字の漢字、平仮名及び片仮名の題材で、漢字と平

仮名の筆使いの違いや文字の組立て方を確かめる活動を通して、点画の種類を理

解し筆圧などに注意して書く。 

第5、6学年において、平仮名や漢字仮名交じりの文言の題材で、点画のつなが

りと筆順との関連を確かめる活動を通して、穂先の動きと点画のつながりを意識

して書く。 

「硬筆と毛筆の関連」については、次のような学習活動を取り上げ、目標が達

成できるようになっている。 

第3、4学年において、点画の方向や間隔、画の長短及び字形の整え方など、毛

筆で学んだことを生かして硬筆で書く活動を通して、硬筆による書写の能力の基

礎を身に付ける。 

第5、6学年において、穂先の動き、点画のつながり及び文字の大きさなど、毛

筆で学んだことを生かして硬筆で書く活動を通して、硬筆による書写の能力の基

礎を身に付ける。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第1、2学年の「文字の形」（第２学年）において、文字の形の違いに気を付け

て書く。という課題を設定し、見通しをもたせるとともに、漢字の外形を確かめ

て書く活動を行い、これまでの学習を振り返るなど、考えを広げたり深めたりす

る活動 

第3、4学年の「ひらがな」（第３学年）において、漢字と平仮名の筆使いの違

いに注意して書くという課題を設定し、見通しをもたせるとともに、始筆や方向

に気を付けて書く活動を行い、これまでの学習を振り返るなど、考えを広げたり

深めたりする活動 

第5、6学年の「字形を整える」（第６学年）において、字形を整えて書くとい

う課題を設定し、見通しをもたせるとともに、筆順、外形、組立てに気を付けて

書く活動を行い、これまでの学習を振り返るなど、考えを広げたり深めたりする

活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第１学年において、平仮名について「曲がり、折れ」など、点画や文字の形を

確かめた後に、片仮名や漢字の形や画の長さなどについて取り扱うなど、系統的・

発展的に学習できるような工夫 

第２学年において、片仮名や漢字について点画の方向や点画の接し方、交わり

方を確かめた後に、文章表記について取り扱うなど、系統的・発展的に学習でき

るような工夫 
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第３学年において、毛筆について１字の漢字の始筆、送筆、終筆や点画、筆圧

について確かめた後に、２字の平仮名の筆使いについて取り扱うなど、系統的・

発展的に学習できるような工夫（判型はＢ５判） 

第４学年において、毛筆について２字の漢字の字形や文字の組立て方を確かめ

た後に、平仮名の筆使いや文字の大きさと配列について取り扱うなど、系統的・

発展的に学習できるような工夫 

第５学年において、穂先の動きと点画のつながりを確かめた後に、文字と行の

中心や文字の大きさと配列について取り扱うなど、系統的・発展的に学習できる

ような工夫 

第６学年において、穂先の動きと点画のつながりや字形の整え方を確かめた後

に、用紙に合った文字の大きさや配列について取り扱うなど、系統的・発展的に

学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第１学年の硬筆は37ページであり、総ページ数は50ページで、前回より約22％増 

第２学年の硬筆は33ページであり、総ページ数は47ページで、前回より約15％増 

第３学年の硬筆は14ページ、毛筆は20ページであり、総ページ数は51ページで、

前回より約４％増 

第４学年の硬筆は18ページ、毛筆は22ページであり、総ページ数は59ページで、

前回より約31％増 

第５学年の硬筆は18ページ、毛筆は21ページであり、総ページ数は53ページで、

前回より約18％増 

第６学年の硬筆は15ページ、毛筆は16ページであり、総ページ数は51ページで、

前回より約24％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

用語の解説をするキャラクターが登場したり、俳句を視写する学習や文学教材

を視写する学習などの国語の学習との関連を図ったりするなど、児童の学習意欲

を高める工夫がなされている。 

学習過程を分かりやすく示した「学習の進め方」を掲載したり、実際に文字を

書き込み自己評価を行う「振り返ろう」を設けたりするなど、児童が主体的に取

り組むことができるような工夫がなされている。 

巻頭・巻末に学習のめあてや裏表紙に学習内容を一覧で示した「保護者の方へ」

を掲載したり、カラーユニバーサルデザインへの配慮やユニバーサルデザインフ

ォントを使用したりするなど、使用上の便宜が図られている。 

 

次に、「教育出版」についてである。 

「硬筆」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている。 

第1、2学年において、文字を比べ、画の方向の違いを確かめたり、画相互の間

や画の長さなどに気を付けて書いたりする活動を通して、文字を正しく書く。 
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第3、4学年において、文字の大きさや行の中心を確かめたり、書き出しの位置

に気を付けて書いたりする活動を通して、配列に注意して書く。 

第5、6学年において、用紙に合った文字の大きさを確かめたり、行間や上下・

左右の余白に気を付けて書いたりする活動を通して、配列を意識して書く。 

「毛筆」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている。 

第3、4学年において、１～２字の漢字、平仮名及び片仮名の題材で、曲がりや

折れなど点画それぞれの筆の動きを確かめる活動を通して、点画の種類を理解し

筆圧などに注意して書く。 

第5、6学年において、平仮名や漢字仮名交じりの文言の題材で、文字の大きさ

や配列と関連付けて、文字のつながりを確かめる活動を通して、穂先の動きと点

画のつながりを意識して書く。 

「硬筆と毛筆の関連」については、次のような学習活動を取り上げ、目標が達

成できるようになっている。 

第3、4学年において、平仮名の筆使い、文字の組立て及び字形を整えるなど、

毛筆で学んだことを生かして硬筆で書く活動を通して、硬筆による書写の能力の

基礎を身に付ける。 

第5、6学年において、文字どうしの大きさや配列、点画のつながりなど、毛筆

で学んだことを生かして硬筆で書く活動を通して、硬筆による書写の能力の基礎

を身に付ける。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第1、2学年の「文字をくらべて話し合おう」において、点画の書き方や文字の

形に気を付けるなど、課題を設定し、見通しをもたせるとともに、「ためし書き」

と「まとめ書き」を書く活動を行い、友達とどのように変わったのかを伝え合う

など、考えを広げたり深めたりする活動 

第3、4学年の「レッツ・トライ」において、字間、行間、配列、及び余白に気

を付けるなど、課題を設定し、見通しをもたせるとともに、学習内容を発表する

ための資料を書く活動を行い、内容を分かりやすく伝える工夫について伝え合う

など、考えを広げたり深めたりする活動 

第5、6学年の「レッツ・トライ」において、文字の大きさや余白に気を付ける

など、課題を設定し、見通しをもたせるとともに、色紙に自作の俳句などを書く

活動を行い、友達とよく書けているところを評価し合うなど、考えを広げたり深

めたりする活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第１学年において、平仮名について「曲がり、折れ」など、点画や文字の形を

確かめた後に、片仮名や漢字の画の方向について取り扱うなど、系統的・発展的

に学習できるような工夫 

第２学年において、片仮名や漢字について点画の方向、長さ、接し方及び交わ

り方を確かめた後に、文章表記について取り扱うなど、系統的・発展的に学習で

きるような工夫 
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第３学年において、毛筆について１字の漢字の始筆、送筆、終筆や点画、筆圧、

字形を確かめた後に、２字の平仮名の筆使いについて取り扱うなど、系統的・発

展的に学習できるような工夫 

第４学年において、毛筆について点画の種類を復習し、筆順と字形を確かめた

後に、平仮名の筆使いや文字の組立て方について取り扱うなど、系統的・発展的

に学習できるような工夫 

第５学年において、文字の組立て方や穂先の動き、筆順と字形を確かめた後に、

文字の大きさや点画のつながりについて取り扱うなど、系統的・発展的に学習で

きるような工夫 

第６学年において、文字の大きさと配列、点画のつながりを確かめた後に、小

筆を使用し、用紙に合った文字の大きさや配列について取り扱うなど、系統的・

発展的に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第１学年の硬筆は39ページであり、総ページ数は49ページで、前回より約９％増  

第２学年の硬筆は28ページであり、総ページ数は41ページで、前回と同様 

第３学年の硬筆は20ページ、毛筆は30ページであり、総ページ数は61ページで、

前回より約３％増 

第４学年の硬筆は21ページ、毛筆は28ページであり、総ページ数は61ページで、

前回より約７％増 

第５学年の硬筆は22ページ、毛筆は26ページであり、総ページ数は53ページで、

前回より約８％増 

第６学年の硬筆は15ページ、毛筆は26ページであり、総ページ数は53ページで、

前回より約８％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

学習のガイダンスをするイラストが登場したり、文学教材を視写する学習や新

聞を書く学習などの国語の学習との関連を図ったりするなど、児童の学習意欲を

高める工夫がなされている。 

学習過程を分かりやすく示した「学習の進め方」を掲載したり、教材ごとに学

習内容についての自己評価欄を設けたりするなど、児童が主体的に取り組むこと

ができるような工夫がなされている。 

巻頭に文字に関連したコラムを掲載したり、色覚等の特性をふまえた、判読し

やすい配色、レイアウト及びユニバーサルデザインフォントを使用したりするな

ど、使用上の便宜が図られている。 

 

次に、「光村図書」についてである。 

「硬筆」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている。 

第1、2学年において、文字を比べて、画の長さや方向の違いを確かめたり、画

の付き方や交わり方などに気を付けて書いたりする活動を通して、文字を正しく

書く。 
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第3、4学年において、文字の中心をそろえ、行を整えることを確かめたり、字

間に気を付けて書いたりする活動を通して、配列に注意して書く。 

第5、6学年において、用紙に対する文字の大きさを確かめたり、用紙に合わせ

た字間や余白に気を付けて書いたりする活動を通して、配列を意識して書く。 

「毛筆」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている。 

第3、4学年において、１～２字の漢字や平仮名の題材で、漢字と平仮名の筆使

いの違いや画の方向などの動きを確かめる活動を通して、点画の種類を理解し筆

圧などに注意して書く。 

第5、6学年において、平仮名や漢字仮名交じりの文言の題材で、筆や小筆を使

用して点画相互、文字相互のつながりを確かめる活動を通して、穂先の動きと点

画のつながりを意識して書く。 

「硬筆と毛筆の関連」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達

成できるようになっている。 

第3、4学年において、点画の筆使い、字形の整え方及び文字の配列など、毛筆

で学んだことを生かして硬筆で書く活動を通して、硬筆による書写の能力の基礎

を身に付ける。 

第5、6学年において、穂先の動き、点画のつながり及び文字の大きさや配列な

ど、毛筆で学んだことを生かして硬筆で書く活動を通して、硬筆による書写の能

力の基礎を身に付ける。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第1、2学年の「できているかな」において、筆記具の持ち方に気を付けるなど、

課題を設定し、見通しをもたせるとともに、鉛筆の持ち方について友達どうしで

確認し合う活動を行い、よい点などについて友達と伝え合うなど、考えを広げた

り深めたりする活動 

第3、4学年の「リーフレットの書き方」において、文字の大きさや配列に気を

付けるなど、課題を設定し、見通しをもたせるとともに、調べたことを紹介する

リーフレットを書く活動を行い、内容や見やすさなどの観点で友達と読み合うな

ど、考えを広げたり深めたりする活動 

第5、6学年の「めざせ！新聞記者」において、文字の配列や筆記具の選択に気

を付けるなど、課題を設定し、見通しをもたせるとともに、新聞記事を書く活動

を行い、紙面を読みやすくする工夫を友達と話し合うなど、考えを広げたり深め

たりする活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第１学年において、平仮名について「曲がり、折れ」など、点画や文字の形を

確かめた後に、片仮名や漢字の点画や文字の形について取り扱うなど、系統的・

発展的に学習できるような工夫 

第２学年において、漢字について筆順、点画の方向、点画の接し方や交わり方

を確かめた後に、文字の中心について取り扱うなど、系統的・発展的に学習でき

るような工夫 



20 

 

第３学年において、毛筆について１字の漢字の点画や穂先の向き、筆圧との関

係を確かめた後に、２字の平仮名の筆使いについて取り扱うなど、系統的・発展

的に学習できるような工夫 

第４学年において、毛筆について部分の組立て方や筆順、字形を確かめた後に、

平仮名の筆使いや２字の漢字の大きさについて取り扱うなど、系統的・発展的に

学習できるような工夫 

第５学年において、穂先の動きや点画のつながりと字形、文字の組立て方を確

かめた後に、用紙に合った文字の大きさについて取り扱うなど、系統的・発展的

に学習できるような工夫 

第６学年において、穂先の動きと点画のつながりや、筆順と点画のつながりを

確かめた後に、用紙に合った文字の大きさや配列について取り扱うなど、系統的・

発展的に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第１学年の硬筆は34ページであり､総ページ数は45ページで､前回より約15％増 

第２学年の硬筆は27ページであり､総ページ数は41ページで､前回より約11％増 

第３学年の硬筆は13ページ、毛筆は23ページであり、総ページ数は57ページで、

前回より約４％増 

第４学年の硬筆は16ページ、毛筆は19ページであり、総ページ数は53ページで、

前回より約８％増 

第５学年の硬筆は19ページ、毛筆は20ページであり、総ページ数は55ページで、

前回より約17％増 

第６学年の硬筆は17ページ、毛筆は16ページであり、総ページ数は53ページで、

前回より約８％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

分かりやすい図やイラストを掲載したり、原稿用紙に書く学習や短歌をつくっ

て書く学習などの国語の学習との関連を図ったりするなど、児童の学習意欲を高

める工夫がなされている。 

学習過程を分かりやすく示した「学習の進め方」を掲載したり、教材ごとに学

習内容についての自己評価欄を設けたりするなど、児童が主体的に取り組むこと

ができるような工夫がなされている。 

裏表紙に児童自らが繰り返し確認できるような筆記具の持ち方を掲載したり、

図表などに識別しやすい組合せの色やユニバーサルデザインフォントを使用した

りするなど、使用上の便宜が図られている。 

 

次に、「日本文教出版」についてである。 

「硬筆」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている。 

第1、2学年において､誤った文字と比べ、画の方向の違いを確かめたり､画の接

し方や交わり方などに気を付けて書いたりする活動を通して､文字を正しく書く。 
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第3、4学年において、文字の中心の目安となる画を確かめたり、字間や行間に

気を付けて書いたりする活動を通して、配列に注意して書く。 

第5、6学年において、用紙に合った文字の大きさを確かめたり、字間、行間及

び余白に気を付けて書いたりする活動を通して、配列を意識して書く。 

毛筆については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるようにな

っている。 

第3、4学年において、１～２字の漢字、平仮名及び片仮名の題材で、点画それ

ぞれの形や字形、筆使いを確かめる活動を通して、点画の種類を理解し筆圧など

に注意して書く。 

第5、6学年において、漢字や漢字仮名交じりの文言の題材で、正しい筆順を意

識し、点画から点画へのつながりを確かめる活動を通して、穂先の動きと点画の

つながりを意識して書く。 

「硬筆と毛筆の関連」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達

成できるようになっている。 

第3、4学年において、漢字、平仮名及び片仮名の筆使い、点画の種類、及び文

字の組立てなど、毛筆で学んだことを生かして硬筆で書く活動を通して、硬筆に

よる書写の能力の基礎を身に付ける。 

第5、6学年において、文字の大きさ、配列、文字の組立て方など、毛筆で学ん

だことを生かして、硬筆で書く活動を通して、硬筆による書写の能力の基礎を身

に付ける。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第1、2学年の「あったことをスピーチしよう」において、点画の書き方や文字

の形に気を付けるなど、課題を設定し、見通しをもたせるとともに、スピーチ原

稿を書く活動を行い、書いた内容を友達と発表し合うなど、考えを広げたり深め

たりする活動 

第3、4学年の「お気に入りの本をしょうかいしよう」において、行の中心に文

字をそろえて書くなど、課題を設定し、見通しをもたせるとともに、本を紹介す

るリーフレットを書く活動を行い、読みやすくするための工夫について伝え合う

など、考えを広げたり深めたりする活動 

第5、6学年の「提案文を書いて、話し合おう」において、目的に応じて使用す

る筆記具を選ぶなど、課題を設定し、見通しをもたせるとともに、提案文を書く

活動を行い、読みやすい紙面にするための工夫について話し合うなど、考えを広

げたり深めたりする活動が取り上げられている。 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫 

第１学年において、平仮名について「とめ、はらい」などの点画の書き方や文

字の形を確かめた後に、漢字や片仮名の点画や書き方などについて取り扱うなど、

系統的・発展的に学習できるような工夫 

第２学年において、漢字について筆順、文字の形、点画の長短や方向を確かめ

た後に、点画の接し方や交わり方について取り扱うなど、系統的・発展的に学習

できるような工夫 
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第３学年において、毛筆について漢字の点画や穂先の向き、筆圧との関係を確

かめた後に、文字の中心や２字の平仮名の筆使いについて取り扱うなど、系統的・

発展的に学習できるような工夫 

第４学年において、毛筆について字形の整え方や部分の組立て方を確かめた後

に、平仮名の筆使いや文字の大きさについて取り扱うなど、系統的・発展的に学

習できるような工夫 

第５学年において、字形の整え方や、穂先の動きと点画のつながりを確かめた

後に、文字の大きさや配列について取り扱うなど、系統的・発展的に学習できる

ような工夫 

第６学年において、文字の組立て方や点画のつながりと筆順を確かめた後に、

用紙に合った文字の大きさや配列について取り扱うなど、系統的・発展的に学習

できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第１学年の硬筆は31ページであり、総ページ数は40ページで、前回と同様 

第２学年の硬筆は29ページであり、総ページ数は40ページで、前回と同様 

第３学年の硬筆は20ページ、毛筆は28ページであり、総ページ数は56ページで、

前回より約８％増 

第４学年の硬筆は21ページ、毛筆は27ページであり、総ページ数は56ページで、

前回より約８％増 

第５学年の硬筆は17ページ、毛筆は23ページであり、総ページ数は52ページで、

前回と同様 

第６学年の硬筆は17ページ、毛筆は23ページであり、総ページ数は52ページで、

前回と同様 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

課題解決に向けたヒントを与えるキャラクターが登場したり、本を 紹介する

学習や提案文を書く学習などの国語の学習との関連を図ったりするなど、児童の

学習意欲を高める工夫がなされている。 

学習過程を分かりやすく示した「（書写）学習の進め方」を掲載したり、教材

ごとに学習内容についての自己評価欄を設けたりするなど、児童が主体的に取り

組むことができるような工夫がなされている。 

巻頭に当該学年の指導事項を児童向けに示した「〇年生の目標」を掲載したり、

左利きでも視写できるレイアウトの工夫やユニバーデザインフォントを使用した

りするなど、使用上の便宜が図られている。 

 

会 長  これから質疑応答を行う。国語の調査研究報告について質問等はないか。 

Ｑ：書写は毛筆と硬筆に分けられると思うが、目的に応じた筆記具をどう選ぶか、

またその特徴を生かして書写活動をすることについて、各者、どのような取扱

いとなっているか。 
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Ａ：各者とも、特に第５学年において、それぞれの筆記具の種類と特徴について、

図解入りで取り上げられている。東京書籍、教育出版、光村図書、学校図書は、

実際にポスターや新聞、手紙の例を考えさせることで、その実用性を実感でき

るように配慮されている。特に教育出版と光村図書は、ポスターや手紙で心を

伝えるための用具として丁寧な取扱いがなされている。 

Ｑ：毛筆の指導における、硬筆の指導と表現や言葉との関連について、各者、どの

ような配慮がなされているか。 

Ａ：各者とも、毛筆書写で身に付けた字形や文字の組立てなどが、硬筆書写の基礎

を養う学習として繰り返し練習するように位置付けられている。すべての教科

書で、毛筆と硬筆が関連付けられて取り扱われている。 

※小委員長退出 

会 長  引き続き、書写の採択の審議に入る。 

・書写は、活動そのものは違うが、国語と深いつながりがあるため、国語との連 

動を考えると「教育出版」がよいのではないか。 

事務局  他の意見はないか。（なし） 

書写は「教育出版」と決定することとしてよろしいか。（異議なし） 

それでは、書写については、「教育出版」の教科用図書を採択することと決定 

する。 

 

 

事務局  つづいて、社会について、調査研究報告書に基づき調査結果を小委員長から報

告願う。 

小委員長 社会小委委員長の温泉である。社会の調査研究結果について報告申し上げる。 

     はじめに「東京書籍」についてである。 

「市を中心とする地域社会に関する内容」については、次のような学習活動を

取り上げ、目標を達成できるようになっている。 

第３学年において、地図や写真を用いて地域の土地や建物の様子について調べ

たり、消防署や警察署などの地域の安全を守る活動について調べたりする活動を

通して、地域社会に対する誇りと愛情、地域社会の一員としての自覚を養う。 

「県を中心とする地域社会に関する内容」については、次のような学習活動を

取り上げ、目標を達成できるようになっている。 

第４学年において、地震や風水害などの自然災害から人々を守る活動について

調べたり、伝統芸能や用水路の開発など、地域の発展に尽くした人々について調

べたりする活動を通して、地域社会に対する誇りと愛情、地域社会の一員として

の自覚を養う。 

「我が国の国土と産業に関する内容」については、次のような学習活動を取り

上げ、目標を達成できるようになっている。 

第５学年において、地球儀や地図帳を用いて北方領土等の日本の国土の様子に

ついて調べたり、米づくりに関わる人々の生産性や品質を高める努力について調

べたりする活動を通して、我が国の国土に対する愛情、我が国の産業の発展を願

い我が国の将来を担う国民としての自覚を養う。 
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我が国の政治と歴史、国際理解に関する内容については、次のような学習活動

を取り上げ、目標を達成できるようになっている。 

第６学年において、国会や内閣の働きから我が国の政治が国民生活に果たす役

割について調べたり、世界地図を用いて大陸の文化の伝播について調べたりする

活動を通して、我が国の歴史や伝統を大切にして国を愛する心情、我が国の将来

を担う国民としての自覚や平和を願う日本人として世界の国々の人々と共に生き

ることの大切さについての自覚を養う。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第３学年において、市の移り変わりの学習において、学習問題を設定し、児童

に見通しをもたせるとともに、市の交通網の発達や土地利用の変化について調べ、

これからの市の発展について話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第４学年において、人々の健康や生活環境を支える事業の学習において、学習

問題を設定し、児童に見通しをもたせるとともに、浄水場の仕組みや水の循環に

ついて調べ、水を大切にするためにできることについて話し合い、考えを広げた

り深めたりする学習活動 

第５学年において、我が国の工業生産の学習において、学習問題を設定し、児

童に見通しをもたせるとともに、工業の盛んな地域の分布と特色について調べ、

工業生産に携わる人々の思いや願いについて話し合い、考えを広げたり深めたり

する学習活動 

第６学年において、グローバル化する世界と日本の役割の学習において、学習

問題を設定し、児童に見通しをもたせるとともに、国際連合の働きや我が国の国

際協力の様子について調べ、地球規模で発生している課題の解決に向けた連携・

協力について話し合い、考えを広げたり深めたりする学習活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

地域に見られる生産や販売の仕事については、農家の人々の仕事、工場で働く

人々の仕事の事例を取り上げるなど、地域の実態に応じて取り扱う内容を選択で

きるよう構成し、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第４学年において、県内の特色ある地域の様子については、景観を生かしたま

ちづくりに取り組む人々、古い町並みを生かしたまちづくりに取り組む人々の事

例を取り上げるなど、地域の実態に応じて取り扱う内容を選択できるよう構成し、

系統的・発展的に学習できるような工夫 

第５学年において、我が国の国土の様子と国民生活については、地形に特色の

ある地域に住む人々の生活、気候に特色のある地域に住む人々の生活の事例を取

り上げるなど、地域の実態に応じて取り扱う内容を選択できるよう構成し、系統

的・発展的に学習できるような工夫 

第６学年において、我が国の政治の働きについては、子育て支援を実現する政

治の取組、震災復興を実現する政治の取組の事例を取り上げるなど、地域の実態

に応じて取り扱う内容を選択できるよう構成し、系統的・発展的に学習できるよ

うな工夫 
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「内容の分量」については、次のようになっている。 

第３学年の「身近な地域や市区町村の様子」は30ページ、「地域に見られる生

産や販売の仕事」は56ページ、「地域の安全を守る働き」は30ページ、「市の様

子の移り変わり」は22ページであり、総ページ数は148ページ 

第４学年の「都道府県の様子」は24ページ、「人々の健康や生活環境を支える

事業」は44ページ、「自然災害から人々を守る活動」は24ページ、「県内の伝統

や文化、先人の働き」は40ページ、「県内の特色ある地域の様子」は36ページで

あり、総ページ数は180ページ 

第５学年の「我が国の国土の様子と国民生活」は60ページ、「我が国の農業や

水産業における食料生産」は58ページ、「我が国の工業生産」は54ページ、「我

が国の産業と情報との関わり」は42ページ、「我が国の国土の自然環境と国民生

活の関わり」は42ページであり、総ページ数は272ページで、前回より約5％増 

第６学年の「我が国の政治の働き」は58ページ、「我が国の歴史上の主な事象」

は158ページ、「グローバル化する世界と日本の役割」は48ページであり、総ペー

ジ数は276ページで、前回より約3％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

寒い土地のくらしにかかわる学習において、雪と共に暮らす札幌市民の事例を

掲載したり、近世の歴史の学習において、アイヌの人たちの伝統や文化を守る取

組を写真等で掲載したりするなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされている。 

自然災害の学習の後に、家庭で備えているものについて話し合う活動を設定し

たり、日本国憲法の学習の前に、くらしの中にある法やきまりを既習内容から振

り返る活動を設定したりするなど、児童が主体的に学習に取り組むことができる

ような工夫がなされている。 

学習場面に応じた学び方について理解できるよう「まなび方コーナー」で具体

的に示したり、巻末に学習した内容をふり返るページを位置付けたり、ユニバー

サルデザインフォントを使用したりするなど、使用上の便宜が図られている。 

 

次に、「教育出版」についてである。 

「市を中心とする地域社会に関する内容」については、次のような学習活動を

取り上げ、目標を達成できるようになっている。 

第３学年において、地図や写真を用いて地域の土地の様子や地域で働く人々に

ついて調べたり、消防署や警察署などの地域の安全を守る活動について調べたり

する活動を通して、地域社会に対する誇りと愛情、地域社会の一員としての自覚

を養う。 

「県を中心とする地域社会に関する内容」については、次のような学習活動を

取り上げ、目標を達成できるようになっている。 

第４学年において、地震や火山の噴火などの自然災害から人々を守る活動につ

いて調べたり、伝統芸能や新田開発など、地域の発展に尽くした人々について調

べたりする活動を通して、地域社会に対する誇りと愛情、地域社会の一員として

の自覚を養う。 
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我が国の国土と産業に関する内容については、次のような学習活動を取り上げ、

目標を達成できるようになっている。 

第５学年において、地球儀や地図帳を用いて北方領土等の日本の国土の様子に

ついて調べたり、米づくりに関わる人々の安全性や品質を高める努力について調

べたりする活動を通して、我が国の国土に対する愛情、我が国の産業の発展を願

い我が国の将来を担う国民としての自覚を養う。 

我が国の政治と歴史、国際理解に関する内容については、次のような学習活動

を取り上げ、目標を達成できるようになっている。 

第６学年において、地域の子育て支援やその制度の成立過程から我が国の政治

の働きについて調べたり、開国後の日本の発展と世界経済とのかかわりについて

調べたりする活動を通して、我が国の歴史や伝統を大切にして国を愛する心情、

我が国の将来を担う国民としての自覚や平和を願う日本人として世界の国々の

人々と共に生きることの大切さについての自覚を養う。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第３学年においては、市の様子の移り変わりの学習において、学習問題を設定

し、児童に見通しをもたせるとともに、交通網の発達や土地利用の変化について

調べ、市がどのように変わっていくのがよいかについて話し合い、考えを広げた

り深めたりする活動 

第４学年においては、人々の健康や生活環境を支える事業の学習において、学

習問題を設定し、児童に見通しをもたせるとともに、ごみの処理やリサイクル、

ごみ処理の抱える問題について調べ、ごみを減らすために必要なことについて話

し合い、考えを広げたり深めたりする学習活動 

第５学年においては、我が国の工業生産の学習において、学習問題を設定し、

児童に見通しをもたせるとともに、我が国の工業生産の特色について調べ、工業

生産にかかわる人々の工夫や努力について話し合い、考えを広げたり深めたりす

る学習活動 

第６学年においては、グローバル化する世界と日本の役割の学習において、学

習課題を設定し、児童に見通しをもたせるとともに、日本とつながりのある国の

産業について調べ、異なる国籍や文化をもつ人たちと共に暮らしていく上で大切

なことについて話し合い、考えを広げたり深めたりする学習活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第３学年においては、地域に見られる生産や販売の仕事については、工場で働

く人々の仕事、農家の人々の仕事の事例を取り上げるなど、地域の実態に応じて

取り扱う内容を選択できるよう構成し、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第４学年においては､自然災害から人々を守る活動については､水害や火山の

噴火、雪の災害から人々を守る活動の事例を取り上げるなど､地域の実態に応じて

取り扱う内容を選択できるよう構成し、系統的・発展的に学習できるような工夫 
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第５学年においては、我が国の国土の様子と国民生活については、気候に特色

のある地域に住む人々の生活、地形に特色のある地域に住む人々の生活の事例を

取り上げるなど、地域の実態に応じて取り扱う内容を選択できるよう構成し、系

統的・発展的に学習できるような工夫 

第６学年においては、我が国の政治の働きについては、震災復興を実現する政

治の取組、雪とともに生きる暮らしを支える政治の取組の事例を取り上げるなど、

地域の実態に応じて取り扱う内容を選択できるよう構成し、系統的・発展的に学

習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第３学年の「身近な地域や市区町村の様子」は38ページ、「地域に見られる生

産や販売の仕事」は50ページ、「地域の安全を守る働き」は34ページ、「市の様

子の移り変わり」は32ページであり、総ページ数は172ページ 

第４学年の「都道府県の様子」は14ページ、「人々の健康や生活環境を支える

事業」は56ページ、「自然災害から人々を守る活動」は34ページ、「県内の伝統

や文化、先人の働き」は46ページ、「県内の特色ある地域の様子」は50ページで

あり、総ページ数は214ページ 

第５学年の「我が国の国土の様子と国民生活」は52ページ、「我が国の農業や

水産業における食料生産」は60ページ、「我が国の工業生産」は52ページ、「我

が国の産業と情報との関わり」は32ページ、「我が国の国土の自然環境と国民生

活の関わり」は40ページであり、総ページ数は252ページで、前回より約9％増 

第６学年の「我が国の政治の働き」は58ページ、「我が国の歴史上の主な事象」

は168ページ、「グローバル化する世界と日本の役割」は40ページであり、総ペー

ジ数は276ページで、前回より約21％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

自然災害にかかわる学習において、有珠山火山防災マップを市や町で共同で作

成している伊達市の事例を掲載したり、自然条件と人々の暮らしにかかわる学習

において、踏切前にロードヒーティングを設置している旭川市の事例を掲載した

りするなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされている。 

日本国憲法の学習の前に、パラリンピックの選手の生活から福祉について考え

る場面を設定したり、我が国と世界の国々とのつながりの学習の後に、多文化共

生社会の実現に向けて必要なことを話し合う活動を設定したりするなど、主体的

に学習に取り組むことができるような工夫がなされている。 

巻頭に児童が社会の学習の進め方や教科書の活用の仕方について理解するこ

とができるよう示したり、巻末に学習した内容を振り返るページを位置付けたり

ユニバーサルデザインフォントを使用したりするなど、使用上の便宜が図られて

いる。 

 

次に、「日本文教出版」についてである。 

「市を中心とする地域社会に関する内容」については、次のような学習活動を

取り上げ、目標を達成できるようになっている。 
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第３学年において、地図や写真を用いて地域や地域の人々の生活の様子につい

て調べたり､消防署や警察署などの地域の安全を守る活動について調べたりする

活動を通して､地域社会に対する誇りと愛情､地域社会の一員としての自覚を養う。 

県を中心とする地域社会に関する内容については、次のような学習活動を取り

上げ、目標を達成できるようになっている。 

第４学年において、水害や津波などの自然災害から人々を守る活動について調

べたり、産業や医療などの面から地域の発展に尽くした人々について調べたりす

る活動を通して、地域社会に対する誇りと愛情、地域社会の一員としての自覚を

養う。 

我が国の国土と産業に関する内容については、次のような学習活動を取り上げ、

目標を達成できるようになっている。 

第５学年において、地球儀や地図帳を用いて北方領土等の日本の国土の様子に

ついて調べたり、米づくりに関わる人々の品質や出荷量を高める努力について調

べたりする活動を通して、我が国の国土に対する愛情、我が国の産業の発展を願

い我が国の将来を担う国民としての自覚を養う。 

我が国の政治と歴史、国際理解に関する内容については、次のような学習活動

を取り上げ、目標を達成できるようになっている。 

第６学年において、地方自治から我が国の政治が国民生活に果たす役割につい

て調べたり、能や狂言、茶の湯など現代に伝わる室町文化について調べたりする

活動を通して、我が国の歴史や伝統を大切にして国を愛する心情、我が国の将来

を担う国民としての自覚や平和を願う日本人として世界の国々の人々と共に生き

ることの大切さについての自覚を養う。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第３学年において、市の様子の移り変わりの学習において、学習問題を設定し、

児童に見通しをもたせるとともに、昔の交通や土地利用、生活道具の時期による

違いについて調べ、これからの市の発展について話し合い、考えを広げたり深め

たりする学習活動 

第４学年において、人々の健康や生活環境を支える事業の学習において、学習

問題を設定し、児童に見通しをもたせるとともに、飲料水や電気の供給の仕組み

や経路について調べ、飲料水や電気を供給する事業が果たす役割について話し合

い、考えを広げたり深めたりする学習活動 

第５学年において、我が国の工業生産の学習において、学習問題を設定し、児

童に見通しをもたせるとともに、我が国の工業地帯や工業地域の分布について調

べ、工業生産のさかんな地域の特色について話し合い、考えを広げたり深めたり

する学習活動 

第６学年において、グローバル化する世界と日本の役割の学習において、学習

問題を設定し、児童に見通しをもたせるとともに、地球規模で発生している問題

について調べ、国際社会において我が国が果たしている役割について話し合い、

考えを広げたり深めたりする学習活動 
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「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第３学年において、地域に見られる生産や販売の仕事については、工場で働く

人々の仕事、農家の人々の仕事の事例を取り上げるなど、地域の実態に応じて取

り扱う内容を選択できるよう構成し、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第４学年において、自然災害から人々を守る活動については、地震や津波、火

山の噴火、雪の災害から人々を守る活動の事例を取り上げるなど、地域の実態に

応じて取り扱う内容を選択できるよう構成し、系統的・発展的に学習できるよう

な工夫 

第５学年において、我が国の国土の様子と国民生活については、気候に特色の

ある地域に住む人々の生活、地形に特色のある地域に住む人々の生活の事例を取

り上げるなど、地域の実態に応じて取り扱う内容を選択できるよう構成し、系統

的・発展的に学習できるような工夫 

第６学年において、我が国の政治の働きについては、子育て支援を実現する政

治の取組、豪雨災害からの復興を実現する政治の取組の事例を取り上げるなど、

児童の興味・関心や地域の実態に応じて取り扱う内容を選択できるよう構成し、

系統的・発展的に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第３学年の「身近な地域や市区町村の様子」は34ページ、「地域にみられる生

産や販売の仕事」は48ページ、「地域の安全を守る働き」は34ページ、「市の様

子の移り変わり」は32ページであり、総ページ数は158ページ 

第４学年の「都道府県の様子」は16ページ、「人々の健康や生活環境を支える

事業」は48ページ、「自然災害から人々を守る活動」は34ページ、「県内の伝統

や文化、先人の働き」は54ページ、「県内の特色ある地域の様子」は36ページで

あり、総ページ数は196ページ 

第５学年の「我が国の国土の様子と国民生活」は60ページ、「我が国の農業や

水産業における食料生産」は66ページ、「我が国の工業生産」は56ページ、「我

が国の産業と情報との関わり」は48ページ、「我が国の国土の自然環境と国民生

活の関わり」は44ページであり、総ページ数は280ページで、前回より約21％増 

第６学年の「我が国の政治の働き」は44ページ、「我が国の歴史上の主な事象」

は180ページ、「グローバル化する世界と日本の役割」は38ページであり、総ペー

ジ数は270ページで、前回より約3％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

地域の発展に尽くした人々にかかわる学習において、日本初の女医である荻野

吟子が活躍したせたな町の事例を掲載したり、寒い土地の暮らしにかかわる学習

において、寒さや雪を防ぐ工夫をしている旭川市の事例を掲載したりするなど、

児童の学習意欲を高める工夫がなされている。 

地域の安全を守る働きの学習の後に、自分たちにできることについて話し合っ

て考えたことをまとめる活動を設定したり、我が国の政治の働きの学習の後に、

自分や学校の生活と憲法や選挙などとの関係を考える活動を設定したりするなど、

主体的に学習に取り組めるような工夫がなされている。 
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巻頭に教科書の活用方法を示した「この教科書の使い方」を掲載したり、巻末

に自分や家族にとっての出来事を書き込むことができる年表を示したり、カラー

ユニバーサルデザインを採用したりするなど、使用上の便宜が図られている。 

 

会 長  これから質疑応答を行う。国語の調査研究報告について質問等はないか。 

Ｑ：社会科においては、社会的な見方、考え方を働かせ、課題を追究したり解決し

たりする活動を通して、資質・能力を育成することが求められているが、この

ことについて、各者、どのような配慮がなされているか。 

Ａ：社会科においては、新学習指導要領で求められている、主体的・対話的で深い

学びの実現に資する内容が記載されている。各者、単元の学習問題を設定し、

児童に見通しをもたせ、「社会的な見方・考え方」を働かせて問題解決的な学

習を進め、様々な方法でまとめる場面を設定することで、主体的・対話的で深

い学びが実現するよう単元を構成している。 

また、教科書の巻頭や各ページ等に、学習の進め方を例示したり、「見方・考

え方」の視点や方法を示したりするようにしている。 

Ｑ：北海道はもとよりオホーツク管内においては、アイヌの人たちの歴史や文化等

に関する学習や、北方領土に関する学習を充実させることが求められているが、

このことについて、各者、どのように取り扱われているか。 

Ａ：アイヌの人たちの歴史や文化等に関する学習は、各者、民族の歴史や文化、交

易、人権、地名などについて、教科書本文、囲み資料、写真などを用いてアイ

ヌ民族の歴史や文化について取り上げている。東京書籍は、第５学年の国土の

学習と第６学年の歴史の学習の中で、教育出版は、第５学年の国土の学習と第6 

学年の政治の学習の中で、日本文教出版は、第６学年の歴史の学習の中でそれ

ぞれ取り上げている。北方領土については、各者、第５学年の国土の学習と第

６学年の歴史で取り扱われている。第５学年では、日本の国土や位置というこ

とで取り上げられ、日本は島国で南北に長く多くの島からなっていて、北方領

土はその中で日本の国土として扱われ、地図で位置を示されており島名や写真

も掲載されている。第６学年では、隣国との関係や、これからの日本として、

領土問題として扱われている。北方領土に関する記述は、我が国固有の領土で

あるものとして、ロシア連邦が占領していて返還するように交渉している、求

めていると記述されている。 

Ｑ：都道府県ごとに、各地域の特色を考えるようにすることが求められているが、

特に、北海道に関する学習において、各者どのように取り扱われているか。 

Ａ：各者、第3学年から第５学年までの学習の中で、北海道を扱っている教材があり、

東京書籍、教育出版は、第６学年のアイヌ民族の記述などで北海道を取り扱っ

ている。第５学年の「寒い土地の暮らし」においては、東京書籍は札幌市や十

勝地方について、教育出版は札幌市について、日本文教出版は旭川市を主に取

り扱っている。また、同じく「水産業の盛んな地域」の学習においては、教育

出版は根室市を取り上げている。 
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会 長  他の質問はないか。（なし） 

   ※小委員長退席 

引き続き、社会の採択の審議に入る。 

・各者とも、学習意欲を高め、主体的に学習に取り組む工夫が見られる。特に教

育出版については、わかりやすいグラフや地図、レイアウト、配色、洗練され

た写真やイラストによってポイントを示すなど、学習を支援する配慮がなされ

ている。また、北海道の地域素材の取り上げのページ数も多く、URL やQR コ

ードの掲載数が教育出版は179箇所と多い。自然災害や領土に関するページも

他者に比べて多く取り扱われていることから、教育出版がよいと思う。 

・各者、使用上の便宜や内容の構成、排列等、大きな差はなく、それぞれに工夫

されているところではあるが、身近な地域が数多く取り上げられていること、

児童が見通しを持って学べる構成となっていること、授業づくりにすぐ活かせ

る構成であることを重視し、教育出版がよいのではないかと思う。 

会 長  他の意見はないか。（なし） 

これまでの審議の経過を踏まえて、社会は教育出版と決定することとしてよろ

しいか。（異議なし） 

それでは、社会については、教育出版の教科用図書を採択することと決定する。 

 

 

会 長  つづいて、地図について、調査研究報告書に基づき調査結果を小委員長から報

告願う。 

小委員長 地図小委委員長の鈴木である。社会の調査研究結果について報告申し上げる。 

     はじめに「東京書籍」についてである。 

各学年の目標が達成できるよう、次のような学習活動が取り上げられている。 

「身近な地域や市区町村の地理的環境を理解すること」については、「地図帳

の使い方」を活用して、方位や地図記号を理解したり、「日本列島広域地図」にお

いて、都道府県における自分たちの住む市（区町村）の位置、市（区町村）の地

形や土地利用、交通の広がりを調べたりする活動。 

「自分たちの都道府県の地理的環境の特色、自然災害から地域の安全を守るた

めの諸活動を理解すること」については、「日本の一般図」を活用して、国内にお

ける北海道の位置関係、北海道全体の地形や主な産業、交通網の様子や主な都市

の位置などを基に、都道府県の様子を理解したり、「日本の自然災害」において、

過去に発生した自然災害について調べたりする活動。 

「我が国の国土の地理的環境の特色や産業の現状を理解すること」については、

「日本とそのまわり」を活用して、世界の中における我が国の国土の位置、国土

の構成、領土の範囲などを理解したり、「日本の資料地図」において、国内の主な

農業生産や工業生産の盛んな地域の分布や輸出・輸入相手国の位置などを調べた

りする活動。 
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「優れた文化遺産、我が国と関係の深い国の生活やグローバル化する国際社会

における我が国の役割を理解すること」については、「日本の歴史と文化」を活用

して、日本の世界遺産について調べたり、「世界の地図」や「世界のおもな国の統

計」を活用して、我が国と他国のかかわりを調べたりする活動。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような工夫がなされている。 

冒頭の世界と日本のイラストマップで学習意欲を喚起したり、キャラクターの

吹き出しで地図活用の手掛かりを示したりすることで、児童が見通しをもって学

習問題の解決に取り組むことができる工夫。 

知床など日本の全ての世界遺産（自然・文化）を写真付きで取り上げるなど、

地域の資源に目を向けたり、保護・活用を考えたりできるようにする工夫。 

「Ｄ（デジタル）マーク」を掲載し、学習を補完するコンテンツやＷｅｂサイ

トへの活用を促すことで、児童が学びを深めることができるようにする工夫。 

「内容の構成・排列」については、巻頭の「地図のぼうけんに出発！」、「発見！

わたしたちの日本」で学習意欲を喚起した後に「日本の47都道府県」、「地図帳の

使い方」で地図帳の使用方法について学び、「日本列島広域図」、「日本の一般図」、

「都市圏図」、「世界の地図」を取り扱うとともに、「資料・統計」を掲載し、系統

的・発展的に学習できるような工夫がなされている。 

「内容の分量」については、「地図帳の使い方」が10ページ、「日本の全図」が

８ページ、「日本の地方図」が33ページ、「世界の地図」が20ページ、「資料・統計」

が31ページであり、総ページ数は102ページで、前回より９％増となっている。 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

 写真やイラスト等の多様な表現を用いたり、アイヌ語に由来する地名や、北

海道の広さをほかの都府県と比較する活動を掲載したりするなど、児童の学習意

欲を高めるような工夫がなされている。 

「キャラクターのセリフ」により、地図の活用の着目点を示したり、学習内容

を補完する指示問題を位置付けたりするなど、児童が主体的に学習に取り組める

ような工夫がなされている。 

ユニバーサルデザイン（レイアウト統一、文字の書体・大きさ、文節改行、色

覚特性に配慮した色づかい）への配慮がなされている。 

 

次に、「帝国書院」についてである。 

各学年の目標が達成できるよう、次のような学習活動が取り上げられている。 

「身近な地域や市区町村の地理的環境を理解すること」については、「地図帳

の使い方」を活用して、方位や地図記号を理解したり、「広く見わたす地図」にお

いて、都道府県における自分たちの住む市（区町村）の位置、市（区町村）の地

形や土地利用、交通の広がりを調べたりする活動。 

「自分たちの都道府県の地理的環境の特色、自然災害から地域の安全を守るた

めの諸活動を理解すること」については、「都道府県を見る地図」を活用して、国

内における北海道の位置関係、北海道全体の地形や主な産業、交通網の様子など

を基に、都道府県の様子を理解したり、「日本の自然災害と防災」において、自分

の住んでいる地域で発生している自然災害の特徴について話し合ったりする活動。 
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「我が国の国土の地理的環境の特色や産業の現状を理解すること」については、

「日本の領土とそのまわり」を活用して、世界の中における我が国の国土の位置、

国土の構成、領土の範囲などを理解したり、資料図「日本の産業のようす」にお

いて、国内の主な農業生産や工業生産の盛んな地域の分布や輸出・輸入相手国の

位置などを調べたりする活動。 

「優れた文化遺産、我が国と関係の深い国の生活やグローバル化する国際社会

における我が国の役割を理解すること」については、「日本の歴史と世界文化遺産」

を活用して、日本の歴史と世界文化遺産を関連付けて調べたり、「世界の地図」や

「日本と世界の結びつき」を活用して、外国とのかかわりを調べたりする活動。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような工夫がなされている。 

雪の多い都市の工夫を示した札幌市中心部の地図で学習意欲を喚起したり、キ

ャラクターの吹き出しで児童の興味・関心を高めたりすることで、児童が見通し

をもって学習問題の解決に取り組むことができる工夫。 

キャラクターの吹き出しで地図の見方を示唆したり、活用を促したりするなど、

児童が社会的事象に自ら着目したり、考えたりできるようにする工夫。 

二次元コードを読み取り学習を支援するコンテンツの活用を促すことで、児童

が学びを深めることができるようにする工夫。 

「内容の構成・排列」については、巻頭の「世界発見！」、「日本をながめてみ

よう」で学習意欲を喚起した後に「地図って何だろう」、「地図のやくそく」、「地

図帳の使い方」で地図帳の使用方法について学び、「広く見わたす地図」、「都道府

県を見る地図」、「都市圏図」、「世界の地図」を取り扱うとともに、「資料・統計」

を掲載し、系統的・発展的に学習できるような工夫がなされている。 

「内容の分量」については、「地図帳の使い方」が12ページ、「日本の全図」が

15ページ、「日本の地方図」が42ページ、「世界の地図」が20ページ、「資料・統計」

が31ページであり、総ページ数は120ページで、前回より40％増となっている。 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

写真やイラスト等の多様な表現を用いたり、北海道の食材を使ってカレーライ

スをつくるために、北海道の野菜の産地を調べたりするなど、児童の学習意欲を

高める工夫がなされている。 

「地図マスターへの道」を設けることで、児童の興味・関心を高めたり、教師

役のキャラクターの問いかけによって学習活動を促したりするなど、児童が主体

的に学習に取り組めるような工夫がなされている。 

ユニバーサルデザイン（レイアウト統一、文字の書体・大きさ、文節改行、色

覚特性に配慮した色づかい）への配慮がなされている。 

 

会 長  これから質疑応答を行う。地図の調査研究報告について質問等はないか。（特

になし） 

   ※小委員長退席 
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会 長  引き続き、地図の採択の審議に入る。 

・２者とも大きな差はない。地図については、子どもたちが使いやすい、見やす

い、わかりやすいことがポイントになると思うが、帝国書院は、地図上に文字

が重なっていないなど、すっきりとしてバランスが取れているため、わかりや

すいものになっている。また、北海道に関わる内容や自然災害等に関する内容

も多く取り扱っており、URL やQR コードの掲載数も38 箇所と多く、特にQR コ

ードについては各ページに掲載されている点が評価できると思う。 

・地図帳については、見やすさ、わかりやすさ、親しみやすさが需要になってく

ると思うが、帝国書院はそのような地図帳になっていると思う。また、地図帳

の見方や使い方についての説明が充実しており、自然災害や産業についての資

料も充実している。 

会 長  これまでの審議の経過を踏まえて、地図は帝国書院と決定することとしてよろ

しいか。（異議なし） 

それでは、地図については、帝国書院の教科用図書を採択することと決定する。 

 

 

会 長  つづいて、算数について、調査研究報告書に基づき調査結果を小委員長から報

告願う。 

小委員長 算数小委委員長の森である。算数の調査研究結果について報告申し上げる。 

     はじめに、「東京書籍」についてである。 

「数と計算」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できる

ようになっている。 

第１学年において、水槽に入れる魚の数を数えたり、絵を見てひき算の話を作

ったりする活動を通して、整数の加法や減法の意味を理解するとともに、計算の

仕方を考える力を育成する。 

第２学年において、乗り物に乗っている人数を求めたり、求める式を立てたり

する活動を通して、乗法が用いられる場合とその意味を理解するとともに、計算

の仕方を考察する力を育成する。 

第３学年において、クッキーを同じ数ずつ分けたり、パイを何人に分けられる

かを求めたりする活動を通して、整数の除法の意味を理解するとともに、計算の

仕方を考察する力を育成する。 

第４学年において、ポットとやかんに入った水の量の合計を求めたり、２本の

テープを合わせた長さを求めたりする活動を通して、小数や分数の意味を理解す

るとともに、計算の仕方を考察する力を育成する。 

第５学年において、リボンの代金を求めたり、鉄の棒１ｍの重さを求めたりす

る活動を通して、小数の乗法や除法の計算の意味を理解するとともに、計算の仕

方を考察する力を育成する。 

第６学年において、ペンキで塗る板の面積を求めたり、針金の重さを求めたり

する活動を通して、分数の乗法や除法の計算の意味を理解するとともに、計算の

仕方を考察する力を育成する。 
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「図形」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている。 

第１学年において、似ている形を集めたり、色板でいろいろな形を作ったりす

る活動を通して、図形についての感覚を豊かにするとともに、形の特徴を捉え、

形の構成を考える力を育成する。 

第２学年において、紙を折って長方形の特徴を調べたり、紙を切って正方形を

作ったりする活動を通して、基本的な図形の概念を理解するとともに、平面図形

の特徴を捉え、考察する力を育成する。 

第３学年において、いくつかの三角形を仲間分けしたり、コンパスを使って二

等辺三角形をかいたりする活動を通して、基本的な図形の概念を理解するととも

に、平面図形の特徴を捉え、考察する力を育成する。 

第４学年において、いくつかの四角形を仲間分けしたり、平行四辺形をかいた

りする活動を通して、平面図形を理解するとともに、図形を構成する要素及びそ

れらの位置関係に着目し、考察する力を育成する。 

第５学年において、形も大きさも同じ図形を選んだり、合同な三角形のかき方

を考えたりする活動を通して、図形の意味と性質を理解するとともに、図形を構

成する要素や図形間の関係などに着目し、考察する力を育成する。 

第６学年において、複数の図形を仲間分けしたり、同じ形に見える図形を見付

けたりする活動を通して、図形の意味を理解するとともに、図形を構成する要素

や図形間の関係などに着目し、考察する力を育成する。 

「測定」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている。 

第１学年において、２本の鉛筆の長さを比べたり、ペットボトルの水の量を比

べたりする活動を通して、数量の関係についての理解の基礎となる経験を重ねる

とともに、量の大きさの比べ方を考える力を育成する。 

第２学年において、鉛筆の長さを測ったり、はがきの横と縦の長さを測ったり

する活動を通して、量の概念を理解するとともに、量の単位を用いて的確に表現

する力を育成する。 

第３学年において、電池とコンパスの重さを比べたり、はかりを使って筆箱の

重さを測ったりする活動を通して、量の概念を理解するとともに、量の単位を用

いて的確に表現する力を育成する。 

「変化と関係」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成でき

るようになっている。 

第４学年において、２つの時刻の関係を表や式に表したり、表の見方について

考えたりする活動を通して、表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、二つ

の数量の関係を表や式を用いて考察する力を育成する。 

第５学年において、うさぎ小屋の混み具合を比べたり、米の取れ具合を考えた

りする活動を通して、表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、二つの数量

の関係を表や式を用いて考察する力を育成する。 
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第６学年において、水の深さと時間の変わり方を考えたり、画用紙の枚数から

重さを求めたりする活動を通して、表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、

二つの数量の関係を表や式、グラフを用いて考察する力を育成する。 

「データの活用」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成で

きるようになっている。 

第１学年において、海の生き物を種類ごとに縦に並べたり、個数の分だけ色を

塗ったりする活動を通して、量の大きさを簡単な絵や図などに表す技能を身に付

けるとともに、データの個数に着目して捉える力を育成する。 

第２学年において、休み時間の過ごし方を表に表したり、表やグラフから分か

ることを考えたりする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付ける

とともに、データの特徴に着目して考察する力を育成する。 

第３学年において、けがをした時間を表やグラフに表したり、グラフから分か

ることを考えたりする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付ける

とともに、データの特徴に着目して考察する力を育成する。 

第４学年において、気温の変化をグラフに表したり、グラフから特徴を捉えた

りする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、デー

タの特徴や傾向に着目して多面的に捉え考察する力を育成する。 

第５学年においては、好きな給食の割合をグラフに表したり、２つのグラフか

ら分かることを考えたりする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に

付けるとともに、データの特徴や傾向に着目して多面的に捉え考察する力を育成

する。 

第６学年において、縄跳びの回数のデータを整理したり、データから分かるこ

とを考えたりする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付けるとと

もに、データの特徴や傾向に着目して批判的に考察する力を育成する。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第１学年の「加法の学習」において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、和が10より大きい数になる加法の計算方法について考え、操作や図を使

った考え方などについて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第２学年の「乗法の学習」において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、箱の中のお菓子の数の求め方について考え、考えの共通点などについて

話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第３学年の「乗法の学習」において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、かけられる数が10より大きい乗法の計算の仕方について考え、考えの共

通点などについて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第４学年の「数量の関係を表す式の学習」において、学習課題を設定し、見通

しをもたせるとともに、●の数の求め方について考え、図や式を使った考え方な

どについて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第５学年の「平面図形の性質の学習」において、学習課題を設定し、見通しを

もたせるとともに、４つの角の大きさの和の求め方について考え、考えの共通点

などについて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 
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第６学年の「円の面積の学習」において、学習課題を設定し、見通しをもたせ

るとともに、円の一部の面積の求め方について考え、考えの共通点などについて

話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第１学年において、個数や順番を数える学習の後に、１位数の加法や減法の学

習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第２学年において、２位数の加法や減法の学習の後に、乗法が用いられる場合

とその意味の学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第３学年において、３位数に１位数をかける乗法の学習の後に、除数が１位数

で商が２位数の除法の学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第４学年において、２位数の除法の学習の後に、小数の乗法や除法の学習を取

り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第５学年において、小数の乗法や除法の学習の後に、異分母の分数の加法や減

法の学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第６学年において、分数の乗法の学習の後に、分数の除法の意味の学習を取り

扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第１学年の「数と計算」は131ページ、「図形」は13ページ、「測定」は17ペー

ジ、「データの活用」は５ページであり、総ページ数は173ページで、前回より約

６％増 

第２学年の「数と計算」は139ページ、「図形」は19ページ、「測定」は36ペー

ジ、「データの活用」は４ページであり、総ページ数は258ページで、前回より約

10％増 

第３学年の「数と計算」は153ページ、「図形」は29ページ、「測定」は30ペー

ジ、「データの活用」は15ページであり、総ページ数は298ページで、前回より約

10％増 

第４学年の「数と計算」は171ページ、「図形」は78ページ、「変化と関係」は

13ページ、「データの活用」は19ページであり、総ページ数は322ページで、前回

より約11％増 

第５学年の「数と計算」は85ページ、「図形」は85ページ、「変化と関係」は43

ページ、「データの活用」は23ページであり、総ページ数は310ページで、前回よ

り約８％増 

第６学年の「数と計算」は93ページ、「図形」は56ページ、「変化と関係」は44

ページ、「データの活用」は34ページであり、総ページ数は281ページで、前回よ

り約８％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

「単元プロローグ」で児童が課題を見いだす様子を例示したり、「いかしてみ

よう」で学習したことを日常生活に活用する活動を取り上げたりするなど、児童

の学習意欲を高める工夫がなされている。 
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「学びのとびら」で問題解決の過程を可視化したり、「算数で読みとこう」で

主体的に関わることができる教材を取り上げたりするなど、主体的に学習に取り

組めるような工夫がなされている。 

第１学年の第一分冊をＡ４判とし、ノートの機能を備えたり、ユニバーサルデ

ザイン教科書体を使用したりするなど、使用上の便宜が図られている。 

 

次に、「大日本図書」についてである。 

「数と計算」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できる

ようになっている。 

第１学年において、水槽に入れる魚の数を数えたり、式と具体的な場面を関連

付けたりする活動を通して、整数の加法や減法の意味を理解するとともに、計算

の仕方を考える力を育成する。 

第２学年において、乗り物に乗っている人数を求めたり、求める式を立てたり

する活動を通して、乗法が用いられる場合とその意味を理解するとともに、計算

の仕方を考察する力を育成する。 

第３学年において、いちごを同じ数ずつ分けたり、クッキーを何人に分けられ

るかを求めたりする活動を通して、整数の除法の意味を理解するとともに、計算

の仕方を考察する力を育成する。 

第４学年において、２つのバケツに入った水の量の合計を求めたり、ペットボ

トルの水の量を求めたりする活動を通して、小数や分数の意味を理解するととも

に、計算の仕方を考察する力を育成する。 

第５学年において、リボンの代金を求める式を考えたり、木の棒１ｍの重さを

求めたりする活動を通して、小数の乗法や除法の計算の意味を理解するとともに、

計算の仕方を考察する力を育成する。 

第６学年において、ペンキで塗る板の面積を求める式を考えたり、針金の重さ

や長さの求め方を考えたりする活動を通して、分数の乗法や除法の計算の意味を

理解するとともに、計算の仕方を考察する力を育成する。 

「図形」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている。 

第１学年において、似ている形を集めたり、色板でいろいろな形を作ったりす

る活動を通して、図形についての感覚を豊かにするとともに、形の特徴を捉え、

形の構成を考える力を育成する。 

第２学年において、紙を折って長方形の特徴を調べたり、紙を切って正方形を

作ったりする活動を通して、基本的な図形の概念を理解するとともに、平面図形

の特徴を捉え、考察する力を育成する。 

第３学年において、いくつかの三角形を仲間分けしたり、コンパスを使って二

等辺三角形をかいたりする活動を通して、基本的な図形の概念を理解するととも

に、平面図形の特徴を捉え、考察する力を育成する。 

第４学年において、いくつかの四角形を仲間分けしたり、平行四辺形のかき方

を説明したりする活動を通して、平面図形を理解するとともに、図形を構成する

要素及びそれらの位置関係に着目し、考察する力を育成する。 
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第５学年において、合同な図形を探したり、合同な三角形のかき方を説明した

りする活動を通して、図形の意味と性質を理解するとともに、図形を構成する要

素や図形間の関係などに着目し、考察する力を育成する。 

第６学年において、複数の図形を仲間分けしたり、２つの図形が同じ形といえ

る理由を説明したりする活動を通して、図形の意味を理解するとともに、図形を

構成する要素や図形間の関係などに着目し、考察する力を育成する。 

「測定」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている。 

第１学年において、２本の鉛筆の長さを比べたり、ペットボトルの水の量を比

べたりする活動を通して、数量の関係についての理解の基礎となる経験を重ねる

とともに、量の大きさの比べ方を考える力を育成する。 

第２学年において、しおりの長さの測り方を考えたり、はがきの横と縦の長さ

を測ったりする活動を通して、量の概念を理解するとともに、量の単位を用いて

的確に表現する力を育成する。 

第３学年において、のりとはさみの重さを比べたり、はかりを使って大豆の重

さを測ったりする活動を通して、量の概念を理解するとともに、量の単位を用い

て的確に表現する力を育成する。 

「変化と関係」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成でき

るようになっている。 

第４学年において、表から変化の様子を読み取ったり、水の減り方をグラフに

表したりする活動を通して、表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、二つ

の数量の関係を表や式を用いて考察する力を育成する。 

第５学年において、ドッジボールの成績を比べたり、電車の乗車率の変化を考

えたりする活動を通して、表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、二つの

数量の関係を表や式を用いて考察する力を育成する。 

第６学年において、紙の重さから枚数を求める方法を考えたり、印刷と枚数の

関係を調べたりする活動を通して、表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、

二つの数量の関係を表や式、グラフを用いて考察する力を育成する。 

「データの活用」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成で

きるようになっている。 

第１学年において、野菜の絵を種類ごとに縦に並べたり、個数の分だけ色を塗

ったりする活動を通して、量の大きさを簡単な絵や図などに表す技能を身に付け

るとともにデータの個数に着目して捉える力を育成する。 

第２学年において、育てたい野菜のカードの数を表に表したり、グラフから分

かることを考えたりする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付け

るとともに、データの特徴に着目して考察する力を育成する。 

第３学年において、遊びたい遊びの種類を表に表したり、グラフから分かるこ

とを考えたりする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付けるとと

もに、データの特徴に着目して考察する力を育成する。 
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第４学年において、気温の変化をグラフに表したり、２つのグラフを比べたり

する活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、データ

の特徴や傾向に着目して多面的に捉え考察する力を育成する。 

第５学年において、グラフから傾向を捉えたり、海外の国や地域へ行った日本

人の人数をグラフに表したりする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を

身に付けるとともに、データの特徴や傾向に着目して多面的に捉え考察する力を

育成する。 

第６学年において、本の貸出冊数のデータを整理したり、データの特徴を表す

代表値を考えたりする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付ける

とともに、データの特徴や傾向に着目して批判的に考察する力を育成する。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第１学年の「加法の学習」において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、和が10より大きい数になる加法について考え、考えの共通点などについ

て話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第２学年の「位数の加法の学習」において、学習課題を設定し、見通しをもた

せるとともに、計算の仕方について考え、考えの共通点などについて話し合い、

考えを広げたり深めたりする活動 

第３学年の「乗法の学習」において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、２位数をかける乗法の計算の仕方について考え、考えの共通点などにつ

いて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第４学年の「除法の学習」において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、２位数を１位数で割る除法について考え、考えの共通点などについて話

し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第５学年の「平面図形の性質の学習」において、学習課題を設定し、見通しを

もたせるとともに、四角形の内角の和が360度となる理由について考え、考えの共

通点などについて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第６学年の「分数の乗法、除法の学習」において、学習課題を設定し、見通し

をもたせるとともに、計算の仕方について考え、考えの相違点などについて話し

合い、考えを広げたり深めたりする活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第１学年において、個数や順番を数える学習の後に、１位数の加法や減法の学

習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第２学年において、２位数の加法や減法の学習の後に、乗法が用いられる場合

とその意味の学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第３学年において、１位数に２位数をかける乗法の学習の後に、除法が用いら

れる場合とその意味の学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第４学年において、２位数の除法の学習の後に、小数の乗法や除法の学習を取

り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 
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第５学年において、小数の乗法や除法の学習の後に、異分母の分数の加法や減

法の学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第６学年において、分数の乗法の学習の後に、分数の除法の意味の学習を取り

扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第１学年の「数と計算」は124ページ、「図形」は10ページ、「測定」は17ペ

ージ、「データの活用」は４ページであり、総ページ数は177ページで、前回より

約17％増 

第２学年の「数と計算」は132ページ、「図形」は17ページ、「測定」は37ペ

ージ、「データの活用」は７ページであり、総ページ数は243ページで、前回より

約10％増 

第３学年の「数と計算」は141ページ、「図形」は25ページ、「測定」は28ペ

ージ、「データの活用」は16ページであり、総ページ数は263ページで、前回より

約15％増 

第４学年の「数と計算」は155ページ、「図形」は69ページ、「変化と関係」

は14ページ、「データの活用」は18ページであり、総ページ数は287ページで、前

回より約13％増 

第５学年の「数と計算」は79ページ、「図形」は81ページ、「変化と関係」は

38ページ、「データの活用」は23ページであり、総ページ数は289ページで、前回

より約17％増 

第６学年の「数と計算」は52ページ、「図形」は49ページ、「変化と関係」は

34ページ、「データの活用」は30ページであり、総ページ数は269ページで、前回

より約13％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

「ふくろう先生のなるほど算数教室」で興味・関心を高める教材を取り上げた

り、「算数たまてばこ」で生活と結び付ける活動を取り上げたりするなど、児童の

学習意欲を高める工夫がなされている。 

「算数まなびナビ」で学習の進め方を例示したり、単元の導入で児童自身が問

題や疑問を見いだす様子を例示したりするなど、主体的に学習に取り組めるよう

な工夫がなされている。 

他教科の学習と関連した題材にはリンクマークを付けたり、ユニバーサルデザ

イン教科書体を使用したりするなど、使用上の便宜が図られている。 

 

次に、「学校図書」についてである。 

「数と計算」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できる

ようになっている。 

第１学年において、花瓶に入れる花の数を数えたり、駐車場に残った車の台数

を求めたりする活動を通して、整数の加法や減法の意味を理解するとともに、計

算の仕方を考える力を育成する。 
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第２学年において、身の回りからかけ算の式で表せる場面を探したり、一円玉

を積み重ねて九九の表を作ったりする活動を通して、乗法が用いられる場合とそ

の意味を理解するとともに、計算の仕方を考察する力を育成する。 

第３学年において、あめを同じ数ずつ分けたり、わり算の式になる問題を作っ

たりする活動を通して、整数の除法の意味を理解するとともに、計算の仕方を考

察する力を育成する。 

第４学年において、やかんに入れた水の量の表し方を考えたり、ジュースの量

を求めたりする活動を通して、小数や分数の意味を理解するとともに、計算の仕

方を考察する力を育成する。 

第５学年において、鉄の棒の重さを求めたり、ジュース１Ｌの代金の求め方を

考えたりする活動を通して、小数の乗法や除法の計算の意味を理解するとともに、

計算の仕方を考察する力を育成する。 

第６学年において、ペンキで塗る塀の面積を求める式を考えたり、牛乳を飲む

回数の求め方を考えたりする活動を通して、分数の乗法や除法の計算の意味を理

解するとともに、計算の仕方を考察する力を育成する。 

「図形」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている。 

第１学年において、いろいろな形の物をころがしたり、ロボットや車を作った

りする活動を通して、図形についての感覚を豊かにするとともに、形の特徴を捉

え、形の構成を考える力を育成する。 

第２学年において、動物を囲んだ形を仲間分けしたり、紙を折って辺の長さを

比べたりする活動を通して、基本的な図形の概念を理解するとともに、平面図形

の特徴を捉え、考察する力を育成する。 

第３学年において、いろいろな長さのストローで三角形を作ったり、三角形を

仲間分けしたりする活動を通して、基本的な図形の概念を理解するとともに、平

面図形の特徴を捉え、考察する力を育成する。 

第４学年において、地図記号から平行な直線を見付けたり、身の回りから台形

や平行四辺形を探したりする活動を通して、平面図形を理解するとともに、図形

を構成する要素及びそれらの位置関係に着目し、考察する力を育成する。 

第５学年において、合同な三角形を探したり、対応する辺や角を調べたりする

活動を通して、図形の意味と性質を理解するとともに、図形を構成する要素や図

形間の関係などに着目し、考察する力を育成する。 

第６学年において、拡大図や縮図をかいたり、地図から実際の距離を考えたり

する活動を通して、図形の意味を理解するとともに、図形を構成する要素や図形

間の関係などに着目し、考察する力を育成する。 

「測定」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている。 

第１学年において、２本のひもの長さを比べたり、ハンカチの広さを比べたり

する活動を通して、数量の関係についての理解の基礎となる経験を重ねるととも

に、量の大きさの比べ方を考える力を育成する。 
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第２学年において、長さを測る道具を作ったり、消しゴムの長さを測ったりす

る活動を通して、量の概念を理解するとともに、量の単位を用いて的確に表現す

る力を育成する。 

第３学年において、文房具を重い順番に並べたり、かさが同じで素材のちがう

物の重さを比べたりする活動を通して、量の概念を理解するとともに、量の単位

を用いて的確に表現する力を育成する。 

「変化と関係」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成でき

るようになっている。 

第４学年において、階段の段数と高さの関係を表に表したり、水の増え方をグ

ラフに表したりする活動を通して、表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、

二つの数量の関係を表や式を用いて考察する力を育成する。 

第５学年において、市と町の混み具合を比べたり、二酸化炭素の排出量をグラ

フに表したりする活動を通して、表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、

二つの数量の関係を表や式を用いて考察する力を育成する。 

第６学年において、水の量と深さの関係を調べたり、２つの比例のグラフを比

べたりする活動を通して、表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、二つの

数量の関係を表や式、グラフを用いて考察する力を育成する。 

「データの活用」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成で

きるようになっている。 

第１学年において、果物の数を調べたり、ペットボトルのふたの数を整理して

数えたりする活動を通して、量の大きさを簡単な絵や図などに表す技能を身に付

けるとともに、データの個数に着目して捉える力を育成する。 

第２学年において、３月の天気を表に表したり、抜けた乳歯の本数を表すグラ

フから分かることを考えたりする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を

身に付けるとともに、データの特徴に着目して考察する力を育成する。 

第３学年において、通った自動車の種類を表に表したり、保健室に来た人数を

表したグラフを読み取ったりする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を

身に付けるとともに、データの特徴に着目して考察する力を育成する。 

第４学年において、月別気温のグラフから情報を捉えたり、体温の変化のグラ

フの工夫を考えたりする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付け

るとともに、データの特徴や傾向に着目して多面的に捉え考察する力を育成する。 

第５学年において、交通事故の原因別人数をグラフに表したり、グラフから分

かることを考えたりする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付け

るとともに、データの特徴や傾向に着目して多面的に捉え考察する力を育成する。 

第６学年において、反復横跳びの結果のデータから代表値を求めたり、データ

から分かることを考えたりする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身

に付けるとともに、データの特徴や傾向に着目して批判的に考察する力を育成する。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 
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第１学年の「加法、減法の学習」において、学習課題を設定し、見通しをもた

せるとともに、具体的な場面で探した数量による問題づくりについて考え、作っ

た問題などについて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第２学年の「減法の学習」において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、誤答の間違え方について考え、計算の留意点などについて話し合い、考

えを広げたり深めたりする活動 

第３学年の「乗法の学習」において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、並んだおはじきの数の求め方について考え、考えの共通点などについて

話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第４学年の「折れ線グラフの学習」において、学習課題を設定し、見通しをも

たせるとともに、グラフから読み取れることについて考え、読み取りが正しいか

どうかなどについて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第５学年の「平面図形の面積の学習」において、学習課題を設定し、見通しを

もたせるとともに、面積を求める公式の「÷２」の表す意味について考え、考え

の相違点などについて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第６学年の「比の学習」において、学習課題を設定し、見通しをもたせるとと

もに、1000人分のカレーを作るときの材料の量などについて考え、解決方法など

について話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第１学年において、個数を比べる学習の後に、数の合成や分解の学習を取り扱

い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第２学年において、まとめて数える学習の後に、十進位取り記数法の学習を取

り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第３学年において、加法や減法、乗法、除法の学習の後に、長さや重さの単位

と測定の学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第４学年において、除数が１位数の除法の学習の後に、除数が２位数の除法の

学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第５学年において、小数の乗法や除法の学習の後に、分数の加法や減法の学習

を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第６学年において、分数の乗法や除法の学習の後に、比の学習を取り扱い、系

統的・発展的に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第１学年の「数と計算」は114ページ、「図形」は13ページ、「測定」は13ペー

ジ、「データの活用」は４ページであり、総ページ数は196ページで、前回より約

29％増 

第２学年の「数と計算」は117ページ、「図形」は18ページ、「測定」は27ペー

ジ、「データの活用」は７ページであり、総ページ数は287ページで、前回より約

21％増 
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第３学年の「数と計算」は110ページ、「図形」は14ページ、「測定」は22ペー

ジ、「データの活用」は13ページであり、総ページ数は299ページで、前回より約

12％増 

第４学年の「数と計算」は105ページ、「図形」は62ページ、「変化と関係」は

16ページ、「データの活用」は18ページであり、総ページ数は323ページで、前回

より約18％増 

第５学年の「数と計算」は71ページ、「図形」は63ページ、「変化と関係」は30

ページ、「データの活用」は18ページであり、総ページ数は331ページで、前回よ

り約14％増 

第６学年の「数と計算」は38ページ、「図形」は39ページ、「変化と関係」は25

ページ、「データの活用」は25ページであり、総ページ数は293ページで、前回よ

り約12％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

日本の自然や伝統文化等を学習の素材として取り入れたり、ページの左側に

「～したいな」などの児童の視点に立った言葉で表したりするなど、児童の学習

意欲を高める工夫がなされている。 

ページの右側に問題の解決に必要な数学的な見方・考え方を示したり、学習の

めあてが疑問や話し合いの中から出てくるように工夫したりするなど、主体的に

学習に取り組めるような工夫がなされている。 

各学年末の「今の自分を知ろう！」でパフォーマンス評価の考えを取り入れ、

自己評価ができるようにしたり、ユニバーサルデザイン教科書体を使用したりす

るなど、使用上の便宜が図られている。 

 

次に、「教育出版」についてである。 

数と計算については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている。 

第１学年において、葉の枚数を数えたり、残ったまつぼっくりの数の求め方を

考えたりする活動を通して、整数の加法や減法の意味を理解するとともに、計算

の仕方を考える力を育成する。 

第２学年において、乗り物に乗っている人数を求めたり、おはじきを使ってか

け算に表したりする活動を通して、乗法が用いられる場合とその意味を理解する

とともに、計算の仕方を考察する力を育成する。 

第３学年において、クッキーを何袋に分けられるのかを求めたり、いちごを同

じ数ずつ分けたりする活動を通して、整数の除法の意味を理解するとともに、計

算の仕方を考察する力を育成する。 

第４学年において、ペットボトルに入った水の量の表し方を考えたり、紅茶と

牛乳を合わせた量を求めたりする活動を通して、小数や分数の意味を理解すると

ともに、計算の仕方を考察する力を育成する。 
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第５学年において、リボンの代金を求める式を考えたり、棒１ｍの重さを求め

たりする活動を通して、小数の乗法や除法の計算の意味を理解するとともに、計

算の仕方を考察する力を育成する。 

第６学年において、棒の重さを求める式を考えたり、２本のリボンの長さを比

べたりする活動を通して、分数の乗法や除法の計算の意味を理解するとともに、

計算の仕方を考察する力を育成する。 

「図形」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている。 

第１学年において、いろいろな形の箱を組み合わせたり、ストローで三角形を

作ったりする活動を通して、図形についての感覚を豊かにするとともに、形の特

徴を捉え、形の構成を考える力を育成する。 

第２学年において、動物を直線で囲んだり、紙を切って四角形や三角形を作っ

たりする活動を通して、基本的な図形の概念を理解するとともに、平面図形の特

徴を捉え、考察する力を育成する。 

第３学年において、ストローで作った三角形を分類したり、コンパスを使って

三角形をかいたりする活動を通して、基本的な図形の概念を理解するとともに、

平面図形の特徴を捉え、考察する力を育成する。 

第４学年において、平行四辺形のかき方を考えたり、コンパスを使ってひし形

をかいたりする活動を通して、平面図形を理解するとともに、図形を構成する要

素及びそれらの位置関係に着目し、考察する力を育成する。 

第５学年において、合同な四角形を探したり、合同な三角形をかいたりする活

動を通して、図形の意味と性質を理解するとともに、図形を構成する要素や図形

間の関係などに着目し、考察する力を育成する。 

第６学年において、縮尺の異なる複数の写真を比べたり、縮図から実際の長さ

を求めたりする活動を通して、図形の意味を理解するとともに、図形を構成する

要素や図形間の関係などに着目し、考察する力を育成する。 

「測定」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている。 

第１学年において、２本の鉛筆の長さを比べたり、布の広さを比べたりする活

動を通して、数量の関係についての理解の基礎となる経験を重ねるとともに、量

の大きさの比べ方を考える力を育成する。 

第２学年において、しおりの長さを比べたり、はがきの横と縦の長さを測った

りする活動を通して、量の概念を理解するとともに、量の単位を用いて的確に表

現する力を育成する。 

第３学年において、スポンジと電池の重さを比べたり、筆箱の重さを測ったり

する活動を通して、量の概念を理解するとともに、量の単位を用いて的確に表現

する力を育成する。 

「変化と関係」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成でき

るようになっている。 
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第４学年において、長方形の横と縦の長さの関係を表をもとに考えたり、グラ

フに表したりする活動を通して、表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、

二つの数量の関係を表や式を用いて考察する力を育成する。 

第５学年において、プールの混み具合を考えたり、人口密度を求めたりする活

動を通して、表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、二つの数量の関係を

表や式を用いて考察する力を育成する。 

第６学年において、水を入れたときの時間と深さの関係を調べたり、式に表し

たりする活動を通して、表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、二つの数

量の関係を表や式、グラフを用いて考察する力を育成する。 

「データの活用」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成で

きるようになっている。 

第１学年において、あさがおを色ごとに整理したり、野菜の個数を○で表した

りする活動を通して、量の大きさを簡単な絵や図などに表す技能を身に付けると

ともに、データの個数に着目して捉える力を育成する。 

第２学年において、育てたい野菜の種類を表に表したり、グラフから分かるこ

とを考えたりする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付けるとと

もに、データの特徴に着目して考察する力を育成する。 

第３学年において、通った乗り物の種類をグラフに表したり、自由研究のテー

マを表にまとめたりする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付け

るとともに、データの特徴に着目して考察する力を育成する。 

第４学年において、気温の変化を表に表したり、変化の様子を調べたりする活

動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、データの特徴

や傾向に着目して多面的に捉え考察する力を育成する。 

第５学年において、ももの収穫量を表に整理したり、割合を比べたりする活動

を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、データの特徴や

傾向に着目して多面的に捉え考察する力を育成する。 

第６学年において、読んだ本の冊数と人数の関係を調べたり、グラフに表した

りする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、デー

タの特徴や傾向に着目して批判的に考察する力を育成する。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第１学年の「加法の学習」において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、加法のよりよい計算の仕方について考え、10のまとまりを用いる意味な

どについて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第２学年の「２位数の加法の学習」において、学習課題を設定し、見通しをも

たせるとともに、既習の加法の計算との違いについて考え、位ごとに計算する意

味などについて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第３学年の「時刻と時間の学習」において、学習課題を設定し、見通しをもた

せるとともに、既習の問題との違いについて考え、考え方の相違点などについて

話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 
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第４学年の「除法の学習」において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、既習の計算の活用について考え、十の位から計算する意味などについて

話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第５学年の「立体図形の体積の学習」において、学習課題を設定し、見通しを

もたせるとともに、面積の学習を活用する方法について考え、考えの相違点など

について話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第６学年の「比例の学習」において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、10のまとまりを基に解決の方法について考え、倍数を基にした考え方な

どについて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第１学年において、数の合成や分解の学習の後に、２位数の表し方の学習を取

り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第２学年において、十を単位としてみられる数の加法や減法の学習の後に、２

位数の加法や減法の学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第３学年において、分数の加法や減法の学習の後に、小数の加法や減法の学習

を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第４学年において、四則計算の結果の見積もりの学習の後に、小数の乗法や除

法の学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第５学年において、約数や倍数の学習の後に、分数の加法や減法の学習を取り

扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第６学年において、文字を用いた式の学習の後に、比例の関係や反比例の関係

の学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

内容の分量については、次のようになっている。 

第１学年において、「数と計算」は117ページ、「図形」は16ページ、「測定」は

16ページ、「データの活用」は４ページであり、総ページ数は180ページで、前回

より約７％増 

第２学年において、「数と計算」は138ページ、「図形」は22ページ、「測定」は

38ページ、「データの活用」は５ページであり、総ページ数は279ページで、前回

より約16％増 

第３学年において、「数と計算」は139ページ、「図形」は28ページ、「測定」は

34ページ、「データの活用」は17ページであり、総ページ数は298ページで、前回

より約16％増 

第４学年において、「数と計算」は140ページ、「図形」は74ページ、「変化と関

係」は16ページ、「データの活用」は26ページであり、総ページ数は346ページで、

前回より約21％増 

第５学年において、「数と計算」は84ページ、「図形」は88ページ、「変化と

関係」は46ページ、「データの活用」は22ページであり、総ページ数は308ページ

で、前回より約12％増 
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第６学年において、「数と計算」は50ページ、「図形」は54ページ、「変化と

関係」は34ページ、「データの活用」は30ページであり、総ページ数は274ページ

で、前回より約15％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

授業開きの特設教材で問題解決の楽しさを味わうことを促したり、「広がる算

数」で児童の興味・関心を高める探究的な教材を掲載したりするなど、児童の学

習意欲を高める工夫がなされている。 

「主体的・対話的で深い学びのモデルページ」で学習の進め方を示したり、「算

数のミカタ」で数学的な見方を促したりするなど、主体的に学習に取り組めるよ

うな工夫がなされている。 

典型的な誤答の見られる問題に「考えるヒント」を掲載し、解決の着眼点を与

えたり、ユニバーサルデザイン教科書体を使用したりするなど、使用上の便宜が

図られている。 

 

次に、「啓林館」についてである。 

数と計算については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている。 

第１学年において、石の上のかえるの数を数えたり、木に残った柿の数を求め

たりする活動を通して、整数の加法や減法の意味を理解するとともに、計算の仕

方を考える力を育成する。 

第２学年において、乗り物に乗っている人数を求めたり、かけ算になる問題を

作ったりする活動を通して、乗法が用いられる場合とその意味を理解するととも

に、計算の仕方を考察する力を育成する。 

第３学年において、いちごを等分する方法を考えたり、わり算になる問題カー

ドを作成したりする活動を通して、整数の除法の意味を理解するとともに、計算

の仕方を考察する力を育成する。 

第４学年において、サイクリングの道のりを求めたり、テープの長さを求めた

りする活動を通して、小数や分数の意味を理解するとともに、計算の仕方を考察

する力を育成する。 

第５学年において、リボンの代金を求めたり、ひも１ｍの代金を求めたりする

活動を通して、小数の乗法や除法の計算の意味を理解するとともに、計算の仕方

を考察する力を育成する。 

第６学年において、ペンキで塗る壁の面積を求めたり、リボンの長さを求めた

りする活動を通して、分数の乗法や除法の計算の意味を理解するとともに、計算

の仕方を考察する力を育成する。 

「図形」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている。 

第１学年において、形を写し取ったり、色板でいろいろな形を作ったりする活

動を通して、図形についての感覚を豊かにするとともに、形の特徴を捉え、形の

構成を考える力を育成する。 
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第２学年において、紙を切って正方形を作ったり、色紙を敷き詰めて模様を作

ったりする活動を通して、基本的な図形の概念を理解するとともに、平面図形の

特徴を捉え、考察する力を育成する。 

第３学年においては、いくつかの三角形を仲間分けしたり、コンパスを使って

二等辺三角形をかいたりする活動を通して、基本的な図形の概念を理解するとと

もに、平面図形の特徴を捉え、考察する力を育成する。 

第４学年において、点をつないで四角形を作ったり、コンパスを使って平行四

辺形をかいたりする活動を通して、平面図形を理解するとともに、図形を構成す

る要素及びそれらの位置関係に着目し、考察する力を育成する。 

第５学年において、図形を切り取って重ね合わせたり、合同な三角形をかいた

りする活動を通して、図形の意味と性質を理解するとともに、図形を構成する要

素や図形間の関係などに着目し、考察する力を育成する。 

第６学年において、対称な図形をかいたり、方眼を使って拡大図や縮図をかい

たりする活動を通して、図形の意味を理解するとともに、図形を構成する要素や

図形間の関係などに着目し、考察する力を育成する。 

「測定」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている。 

第１学年において、２本の鉛筆の長さを比べたり、場所取りゲームをしたりす

る活動を通して、数量の関係についての理解の基礎となる経験を重ねるとともに、

量の大きさの比べ方を考える力を育成する。 

第２学年において、こぶしを使ってものの長さを比べたり、はがきの横の長さ

を測ったりする活動を通して、量の概念を理解するとともに、量の単位を用いて

的確に表現する力を育成する。 

第３学年において、三角定規と鉛筆の重さを比べたり、ランドセルの重さを測

ったりする活動を通して、量の概念を理解するとともに、量の単位を用いて的確

に表現する力を育成する。 

「変化と関係」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成でき

るようになっている。 

第４学年において、長方形の横と縦の長さの関係を表に表したり、水のかさと

重さをグラフに表したりする学習活動を通して、表やグラフに表す技能を身に付

けるとともに、二つの数量の関係を表や式を用いて考察する力を育成する。 

第５学年において、４つの部屋の混み具合を比べたり、都道府県の面積と人口

について考えたりする活動を通して、表やグラフに表す技能を身に付けるととも

に、二つの数量の関係を表や式を用いて考察する力を育成する。 

第６学年において、水の深さと時間の関係を考えたり、針金の長さと重さの関

係を考えたりする活動を通して、表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、

二つの数量の関係を表や式、グラフを用いて考察する力を育成する。 

データの活用については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できる

ようになっている。 
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第１学年において、果物を種類ごとに縦に並べたり、個数の分だけ色を塗った

りする活動を通して、量の大きさを簡単な絵や図などに表す技能を身に付けると

ともに、データの個数に着目して捉える力を育成する。 

第２学年において、好きな遊びを表やグラフに表したり、表やグラフから分か

ることを考えたりする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付ける

とともに、データの特徴に着目して考察する力を育成する。 

第３学年において、好きな遊びをグラフに表したり、表やグラフの表し方を工

夫したりする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、

データの特徴に着目して考察する力を育成する。 

第４学年において、気温の変化を表に表したり、２つの都市の気温をグラフに

表したりする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、

データの特徴や傾向に着目して多面的に捉え考察する力を育成する。 

第５学年において、グラフから分かることを考えたり、作物別産出額をグラフ

に表したりする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付けるととも

に、データの特徴や傾向に着目して多面的に捉え考察する力を育成する。 

第６学年において、ソフトボール投げの記録を比べたり、グラフに表したりす

る活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、データの

特徴や傾向に着目して批判的に考察する力を育成する。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第１学年の「数の比べ方や数え方を考える学習」において、学習課題を設定し、

見通しをもたせるとともに、いろいろなお金の出し方について考え、それぞれの

考え方などについて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第２学年の「乗法の学習」において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、箱の中のチョコレートの数について考え、図や式を用いた考え方などに

ついて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第３学年の「数量の関係を表す式の学習」において、学習課題を設定し、見通

しをもたせるとともに、□に当てはまる数について考え、図や式を用いた考え方

などについて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第４学年の「四則に関して成り立つ性質の学習」において、学習課題を設定し、

見通しをもたせるとともに、カードの代金の求め方について考え、図や式を用い

た考え方などについて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第５学年の「小数の乗法の学習」において、学習課題を設定し、見通しをもた

せるとともに、計算の方法について考え、考えのよいところや共通点などについ

て話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第６学年の「データの考察の学習」において、学習課題を設定し、見通しをも

たせるとともに、記録の比べ方について考え、資料の整理の仕方や比べ方などに

ついて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 
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「内容の構成・配列」については、次のような工夫がなされている。 

第１学年において、個数や順番を数える学習の後に、１位数の加法や減法の学

習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第２学年において、２位数の加法や減法の学習の後に、乗法が用いられる場合

とその意味の学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第３学年において、除数が１位数の除法の学習の後に、余りを求める除法の学

習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第４学年において、２位数の除法の学習の後に、小数の乗法や除法の学習を取

り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第５学年において、小数の乗法や除法の学習の後に、異分母の分数の加法や減

法の学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第６学年において、分数の乗法の学習の後に、分数の除法の意味の学習を取り

扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第１学年において、「数と計算」は117ページ、「図形」は12ページ、「測定」は

13ページ、「データの活用」は２ページであり、総ページ数は176ページで、前回

より約２％増 

第２学年において、「数と計算」は143ページ、「図形」は24ページ、「測定」は

38ページ、「データの活用」は６ページであり、総ページ数は291ページで、前回

より約５％増 

第３学年において、「数と計算」は142ページ、「図形」は24ページ、「測定」は

26ページ、「データの活用」は16ページであり、総ページ数は296ページで、前回

より約３％増 

第４学年において、「数と計算」は139ページ、「図形」は66ページ、「変化と関

係」は26ページ、「データの活用」は24ページであり、総ページ数は313ページで、

前回より約９％増 

第５学年において、「数と計算」は84ページ、「図形」は70ページ、「変化と関

係」は116ページ、「データの活用」は18ページであり、総ページ数は301ページで、

前回より約９％増 

第６学年においては、「数と計算」は44ページ、「図形」は54ページ、「変化と

関係」は42ページ、「データの活用」は28ページであり、総ページ数は297ページ

で、前回より約３％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

「わくわく算数ひろば」で主体的に探究活動に取り組めるよう配慮したり、「学

びのサポート」で自主的に取り組むことのできる内容を取り上げたりするなど、

児童の学習意欲を高める工夫がなされている。 

児童自らが課題意識や見通しをもって学習に取り組める場面を設定したり、各

時間の学習に「めあて」や「まとめ」を設定したりするなど、主体的に学習に取

り組めるような工夫がなされている。 
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巻末に考えを伝えるときのわかりやすい説明の仕方が掲載されていたり、ユニ

バーサルデザイン教科書体を使用したりするなど、使用上の便宜が図られている。 

次に、「日本文教出版」についてである。 

数と計算については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている。 

第１学年において、葉の枚数を数えたり、木に残った柿の数を求めたりする活

動を通して、整数の加法や減法の意味を理解するとともに、計算の仕方を考える

力を育成する。 

第２学年において、乗り物に乗っている人数を求めたり、テープの長さを比べ

たりする活動を通して、乗法が用いられる場合とその意味を理解するとともに、

計算の仕方を考察する力を育成する。 

第３学年において、お菓子を同じ数ずつ分けたり、除法の式になる問題を作っ

たりする活動を通して、整数の除法の意味を理解するとともに、計算の仕方を考

察する力を育成する。 

第４学年において、ジュースのかさの表し方を考えたり、リボンの長さを求め

たりする活動を通して、小数や分数の意味を理解するとともに、計算の仕方を考

察する力を育成する。 

第５学年において、リボンの代金を求める式を考えたり、パイプ１ｍの重さを

求めたりする活動を通して、小数の乗法や除法の計算の意味を理解するとともに、

計算の仕方を考察する力を育成する。 

第６学年において、ペンキで塗る屋根の面積を求める式を考えたり、除法の計

算の仕方を考えたりする活動を通して、分数の乗法や除法の計算の意味を理解す

るとともに、計算の仕方を考察する力を育成する。 

「図形」について、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるように

なっている。 

第１学年において、色板を動かして形を変えたり、色の棒を使っていろいろな

形を作ったりする活動を通して、図形についての感覚を豊かにするとともに、形

の特徴を捉え、形の構成を考える力を育成する。 

第２学年において、紙を折って長方形を作ったり、紙を切って三角形を作った

りする活動を通して、基本的な図形の概念を理解するとともに、平面図形の特徴

を捉え、考察する力を育成する。 

第３学年において、いろいろな長さのストローで三角形を作ったり、三角形を

仲間分けしたりする活動を通して、基本的な図形の概念を理解するとともに、平

面図形の特徴を捉え、考察する力を育成する。 

第４学年において、いろいろな形の四角形を作ったり、身の回りにある四角形

を探したりする活動を通して、平面図形を理解するとともに、図形を構成する要

素及びそれらの位置関係に着目し、考察する力を育成する。 

第５学年において、身の回りにある合同な図形を探したり、合同な三角形をか

いたりする活動を通して、図形の意味と性質を理解するとともに、図形を構成す

る要素や図形間の関係などに着目し、考察する力を育成する。 
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第６学年において、縮尺の異なる複数の写真を比べたり、拡大図や縮図をかい

たりする活動を通して、図形の意味を理解するとともに、図形を構成する要素や

図形間の関係などに着目し、考察する力を育成する。 

「測定」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるよう

になっている。 

第１学年において、鉛筆の長さを比べたり、ペットボトルの水の量を比べたり

する活動を通して、数量の関係についての理解の基礎となる経験を重ねるととも

に、量の大きさの比べ方を考える力を育成する。 

第２学年において、はがきの横と縦の長さを測ったり、ものさしを使って直線

を引いたりする活動を通して、量の概念を理解するとともに、量の単位を用いて

的確に表現する力を育成する。 

第３学年において、三角定規とボールペン、消しゴムの重さを比べたり、ラン

ドセルの重さを測ったりする活動を通して、量の概念を理解するとともに、量の

単位を用いて的確に表現する力を育成する。 

「変化と関係」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成でき

るようになっている。 

第４学年において、長方形や正方形の縦と横の長さの関係を表にまとめたり、

言葉の式で表したりする活動を通して、表やグラフに表す技能を身に付けるとと

もに、二つの数量の関係を表や式を用いて考察する力を育成する。 

第５学年において、シートに座っている人の混み具合を考えたり、人口密度を

求めたりする活動を通して、表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、二つ

の数量の関係を表や式を用いて考察する力を育成する。 

第６学年において、水を入れたときの時間と深さの関係を調べたり、式に表し

たりする活動を通して、表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、二つの数

量の関係を表や式、グラフを用いて考察する力を育成する。 

「データの活用」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成で

きるようになっている。 

第１学年において、動物の数を比べたり、見やすく整理したりする活動を通し

て、量の大きさを簡単な絵や図などに表す技能を身に付けるとともに、データの

個数に着目して捉える力を育成する。 

第２学年において、メダルの数をグラフに表したり、グラフから分かることを

考えたりする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、

データの特徴に着目して考察する力を育成する。 

第３学年において、好きなスポーツの種類を表に表したり、通った乗り物の種

類をグラフに表したりする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付

けるとともに、データの特徴に着目して考察する力を育成する。 

第４学年においては、気温の変化を表に表したり、変化の特徴を考えたりする

活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、データの特

徴や傾向に着目して多面的に捉え考察する力を育成する。 
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第５学年において、果物の生産量の割合を調べたり、地域別面積をグラフに表

したりする活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、

データの特徴や傾向に着目して多面的に捉え考察する力を育成する。 

第６学年において、ソフトボール投げの記録を比べたり、グラフに表したりす

る活動を通して、数量を表やグラフに表す技能を身に付けるとともに、データの

特徴や傾向に着目して批判的に考察する力を育成する。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第１学年の「加法の学習」において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、加法のよりよい計算の仕方について考え、式に表しやすい図などについ

て話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第２学年の「２位数の加法の学習」において、学習課題を設定し、見通しをも

たせるとともに、既習の加法の計算との違いについて考え、計算の順序などにつ

いて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第３学年の「乗法の学習」において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、乗法の計算について考え、考えの共通点などについて話し合い、考えを

広げたり深めたりする活動 

第４学年の「除法の学習」において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、既習の除法の計算との違いについて考え、考えの相違点などについて話

し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第５学年の「平面図形の性質の学習」において、学習課題を設定し、見通しを

もたせるとともに、四角形の内角の和の求め方について考え、考えの共通点など

について話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第６学年の「分数の乗法、除法の学習」において、学習課題を設定し、見通し

をもたせるとともに、計算の仕方について考え、いつでも使える計算の仕方にな

っているかなどについて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第１学年において、数の合成や分解の学習の後に、１位数の加法や減法の学習

を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第２学年においては、乗法九九の学習の後に、乗法に関して成り立つ性質の学

習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第３学年においては、２位数に１位数をかける乗法の学習の後に、２位数に２

位数をかける乗法の学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第４学年においては、四則に関して成り立つ性質の学習の後に、小数の乗法や

除法の学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第５学年において、偶数や奇数の学習の後に、約数や倍数の学習を取り扱い、

系統的・発展的に学習できるような工夫 

第６学年において、分数の乗法の学習の後に、分数の除法の学習を取り扱い、

系統的・発展的に学習できるような工夫 
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「内容の分量」については、次のようになっている。 

第１学年の「数と計算」は137ページ、「図形」は13ページ、「測定」は17ペ

ージ、「データの活用」は４ページであり、総ページ数は190ページで、前回より

約15％増 

第２学年において、「数と計算」は126ページ、「図形」は20ページ、「測定」

は33ページ、「データの活用」は３ページであり、総ページ数は281ページで、前

回より約１％増 

第３学年において、「数と計算」は130ページ、「図形」は25ページ、「測定」

は26ページ、「データの活用」は17ページであり、総ページ数は294ページで、前

回より約３％減 

第４学年において、「数と計算」は156ページ、「図形」は66ページ、「変化

と関係」は49ページ、「データの活用」は19ページであり、総ページ数は323ペー

ジで、前回より約４％増 

第５学年において、「数と計算」は73ページ、「図形」は84ページ、「変化と

関係」は36ページ、「データの活用」は20ページであり、総ページ数は314ページ

で、前回より約３％増 

第６学年において、「数と計算」は46ページ、「図形」は52ページ、「変化と

関係」は34ページ、「データの活用」は34ページであり、総ページ数は281ページ

で、前回より約６％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

「単元アプローチ」で遊びの要素がある内容を掲載したり、「算数アドベンチ

ャー」で数学的な面白さを実感できる内容を掲載したりするなど、児童の学習意

欲を高める工夫がなされている。 

「自分で みんなで」で学習の進め方の例示を掲載したり、「さあ、算数の学

習を始めよう！」で問題解決的な学習の展開例を掲載したりするなど、主体的に

学習に取り組めるような工夫がなされている。 

「算数ノートをつくろう」で児童が考えた過程を適切に示したノートの見本を

掲載したり、ユニバーサルデザイン教科書体を使用したり（全学年）するなど、

使用上の便宜が図られている。 

 

会 長  これから質疑応答を行う。算数の調査研究報告について質問等はないか。 

Ｑ：子どもが目的意識をもって主体的に取り組む「数学的活動」の大切さが一層

強調されているが、各者、この点について、どのような配慮がなされている

か。また、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付けさせるための取

扱いはどのようになっているか。 

Ａ：目的意識をもって主体的に取り組む「数学的活動」については、、各社にお

いて、単元のページにすぐ入るのではなく、日常の事象などから問題を発見

し、目的意識を持って数学的活動に取り組むための工夫がされている。 
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基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付けさせるための反復学習につ

いては、各者とも、毎時の練習問題に加え、単元の導入前に既習事項を確認

する復習問題、単元の終わりに学んだことを確かめる問題を用意している。

さらに、巻末には20ページ程度の補充問題を用意して、授業の中だけでなく、

自主学習、家庭学習で活用できるように工夫している。 

Ｑ：小学校では算数、中学校では数学であるが、特に小学校では算数嫌いになら

ないために、子どもの興味・関心を高めるため、日常の事象や身近な題材な

どとの関連が有効と考えるが、各者、この点について、どのような工夫がな

されているか。 

Ａ：子どもの興味・関心を高めるための日常の事象との関連については、数学的

活動に対する配慮がなされており、その中に「日常の事象から見いだした問

題を解決する活動」として、日常の事象との関連が大きく図られている。各

者とも、日常の事象から問題を発見し、目的意識をもって数学的活動に取り

組むための工夫が各者にみられる。 

Ｑ：算数としての系統性を重視する観点から､既に学習した事柄を振り返ったり､

思い起こさせたりする場面の位置づけが重要であると考えるが、この点につ

いて、各者、どのような工夫がなされているか。また、「プログラミング的

思考」などを育むプログラミング教育の位置づけが求められているが、この

点について、各者、どのような取り扱いになっているか。 

Ａ：既習事項の振り返りや思い起こさせるための工夫については、各者とも、単

元の導入前に既習事項を確認する復習問題を用意しており、また、既習内容

をまとめた資料を巻末に用意し、単元からリンクできるようにするなどの工

夫がなされている。 

プログラミング教育については、各者とも、プログラミング的思考に留意し

た教材や、コンピュータを使ったプログラミングを体験できるコンテンツも

用意されている。 

会 長  他の質問はないか。（なし） 

   ※小委員長退席 

会 長  引き続き、算数の採択の審議に入る。 

・各者とも、学習指導要領の総則や算数科の各学年の目標を達成できるように工

夫された学習活動で構成されていると思う。その中でも教育出版は、既習事項

を活用したり統合したりして、学習内容や見方・考え方を関連付けて学べるよ

う系統的、発展的な単元排列について工夫していると思う。また、授業びらき

の特設教材や巻末には、探求的な教材を掲載して児童の興味・関心を高める工

夫をしている。 

・各者とも、取扱内容や使用上の配慮事項等に大きな差はないが、特に教育出版

では、子どもたちに考えるヒントがあり、考える力を身に付けるように工夫が

されている。まとめ、振り返り、既習が確かめられ、問題も多く用意されてい

ることから、子どもたちの学習意欲を高めながら、見通しを立てた主体的な学

習ができるよう工夫されていることから、教育出版がよいのではないか。 
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・自力解決や､各活動を通して数学的な思考力や表現力を高めるという観点から､

教育出版がよいのではないかと思う｡教育出版の教科書の中で、典型的な誤答

のみられるような問題を意図的に取り上げ、考えるヒントを掲載し自力解決を

支援しているところが多い｡また､ノートに書く活動を重視して､友達の一単位

時間の授業ノートの例を示し､数学的な思考力や表現力を高めるような工夫が

なされている｡また､北海道に関わりのある内容の掲載が多いのも特徴である。 

会 長  他の意見はないか。（なし） 

これまでの審議の経過を踏まえて、算数は教育出版と決定することとしてよろ

しいか。（異議なし） 

それでは、算数については、教育出版の教科用図書を採択することと決定する。 

 

 

会 長  つづいて、理科について、調査研究報告書に基づき調査結果を小委員長から報

告願う。 

小委員長 理科小委委員長の高野である。理科の調査研究結果について報告申し上げる。 

     はじめに「東京書籍」についてである。 

「物質・エネルギー」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達

成できるようになっている。 

第３学年において、粘土やアルミニウム箔の形を変えて重さを調べる実験、ゴ

ムで動く車を作るものづくりなどの活動を通して、差異点や共通点を基に、問題

を見出すといった問題解決の力を養う。 

第４学年において、温度による空気の体積の変化を調べる実験、乾電池で走る

車を作るものづくりなどの活動を通して根拠のある予想や仮説を発想するといっ

た問題解決の能力を養う。 

第５学年において、食塩とミョウバンが水に溶ける量を調べる実験、電磁石を

利用したコイルモーターを作るものづくりなどの活動を通して、予想や仮説を基

に、解決の方法を発想するといった問題解決の力を養う。 

第６学年において、ろうそくが燃え続けるにはどうすればよいかを調べる実験、

てこの働きを利用した「郵便物専用はかり」を作るものづくりなどの活動を通し

て、より妥当な考えをつくりだすといった問題解決の力を養う。 

「生命・地球」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成でき

るようになっている。 

第３学年において、ホウセンカやピーマンの栽培、日なたの地面と日陰の地面

の温度を調べる観察などの活動を通して、差異点や共通点を基に、問題を見出す

といった問題解決の力や生物を愛護する態度を養う。 

第４学年において、動物のからだのつくりと動き方を調べる観察、月の見える

位置の変わり方を調べる観察などの活動を通して、根拠のある予想や仮説を発想

するといった問題解決の能力や生物を愛護する態度を養う。 
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第５学年において、ヘチマの花粉の働きを調べる実験、水の量を変えて流れる

水の働きを調べる実験などの活動を通して、予想や仮説を基に、解決の方法を発

想するといった問題解決の力や生命を尊重する態度を養う。 

第６学年において、吐き出した空気と吸う空気の違いを調べる実験、日没後の

月の形と方位を調べる観察などの活動を通して、より妥当な考えをつくりだすと

いった問題解決の力や生命を尊重する態度を養う。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第３学年の「音を出して調べよう」において、学習課題を設定し、見通しをも

たせるとともに、音が伝わるときに、音を伝える物が震えているかについて調べ、

音が聞こえなくなった理由について話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第４学年の「とじこめた空気と水」において、学習課題を設定し、見通しをも

たせるとともに、閉じ込めた水をおして、体積が変わるかについて調べ、空気の

体積変化との違いについて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第５学年の「物のとけ方」において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、水の量や温度を変えて、物が水にとける量について調べ、食塩とミョウ

バンのとけ方の違いについて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第６学年の「てこのはたらき」において、学習課題を設定し、見通しをもたせ

るとともに、てこが水平につり合うときのきまりについて調べ、てこが水平につ

り合うときの重りの位置関係と重さについて話し合い、考えを広げたり深めたり

する活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第３学年において、「物の重さをくらべよう」では、同体積で重さを比べる教

材を塩と砂糖とし、児童の疑問を基にした問題を解決する学習が進められるよう

単元を構成するなど、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第４学年において、「水のすがたと温度」では、「自然のなかの水のすがた」

を学習した後に位置付けることで、相互の学習内容の関連が図られるよう単元を

構成するなど、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第５学年において、「流れる水のはたらき」では、資料を基に水の働きについ

て学習した後、その知識を活用して、条件を制御しながら流水の実験が行われる

よう単元を構成するなど、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第６学年において、「月の形と太陽」では、第4学年における月の学習を踏ま

えた観察の後に、モデル実験を通して月の形が変わって見える理由について考え

られるよう単元を構成するなど、系統的・発展的に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第３学年において、物質・エネルギーは77ページ、生命・地球は72ページ、資

料等は27ページであり、総ページ数は176ページで、前回より約13パーセント増 

第４学年において、物質・エネルギーは68ページ、生命・地球は111ページ、

資料等は33ページであり、総ページ数は212ページで、前回より約15パーセント増 
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第５学年において、物質・エネルギーは51ページ、生命・地球は101ページ、

資料等は28ページであり、総ページ数は180ページで、前回より約7パーセント増 

第６学年において、物質・エネルギーは74ページ、生命・地球は117ページ、

資料等は29ページであり、総ページ数は220ページで、前回より約6パーセント増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

コラム「理科のひろば」では、学習内容が社会に生かされていることを紹介し、

理科を学ぶ意義をとらえられるようにしたり、北海道の有珠山が噴火する様子の

写真を掲載したりするなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされている。 

特集ページの「私の研究」では、研究のテーマの決め方、調べ方、まとめ方な

どを示したり、「学んだことを振り返ろう！」では、１年間で学習した内容を振

り返りながら学習できるようにしたりするなど、児童が主体的に学習に取り組む

ことができるような工夫がなされている。 

全ての文字に、児童が字形を判別しやすく、読み間違いにくいUD書体を使用す

るなど、使用上の便宜が図られている。 

 

次に、「大日本図書」についてである。 

物質・エネルギーについては、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成で

きるようになっている。 

第３学年において、アルミニウムや鉄などの種類の違う物の重さを調べる実験、

ゴムで動く車を作るものづくりなどの活動を通して、差異点や共通点を基に、問

題を見出すといった問題解決の力を養う。 

第４学年において、加えた力の大きさと空気の体積や手応えの関係を調べる実

験、電気の働きで回る送風機を作るものづくりなどの活動を通して、根拠のある

予想や仮説を発想するといった問題解決の能力を養う。 

第５学年において、食塩とミョウバンが水に溶ける量を調べる実験、電磁石を

利用したチョウのおもちゃを作るものづくりなどの活動を通して、予想や仮説を

基に、解決の方法を発想するといった問題解決の力を養う。 

第６学年において、燃やす前と燃やした後の空気をいろいろな方法で調べる実

験、紙とストローでつり合いを利用したおもちゃを作るものづくりなどの活動を

通して、より妥当な考えをつくりだすといった問題解決の力を養う。 

「生命・地球」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成でき

るようになっている。 

第３学年において、ホウセンカやヒマワリの栽培、時刻を変えて影の位置と太

陽の位置を比べながら調べる観察などの活動を通して、差異点や共通点を基に、

問題を見出すといった問題解決の力や生物を愛護する態度を養う。 

第４学年において、骨のつくりと腕の動きの関係を調べる観察、星の見える位

置や並び方の変化と時間の関係を調べる観察などの活動を通して、根拠のある予

想や仮説を発想するといった問題解決の能力や生物を愛護する態度を養う。 
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第５学年において、受粉させた花とさせなかった花の変化を調べる実験、流れ

る水の量と働きの関係を調べる実験などの活動を通して、予想や仮説を基に、解

決の方法を発想するといった問題解決の力や生命を尊重する態度を養う。 

第６学年において、吸う空気と吐いた空気の違いを調べる実験、月の形と太陽

の位置の関係を調べる実験などの活動を通して、より妥当な考えをつくりだすと

いった問題解決の力や生命を尊重する態度を養う。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第３学年の「電気の通り道」において、学習課題を設定し、見通しをもたせる

とともに、どのようなものが電気を通すのかについて調べ、電気を通すものと通

さないものに分けたときに言えることついて話し合い、考えを広げたり深めたり

する活動 

第４学年の「とじこめた空気や水」において、学習課題を設定し、見通しをも

たせるとともに、とじこめた空気に力を加えたときの空気の体積や手ごたえにつ

いて調べ、加えた力の大きさと空気の体積や手ごたえの関係について話し合い、

考えを広げたり深めたりする活動 

第５学年の「電磁石の性質」において、学習課題を設定し、見通しをもたせる

とともに、電磁石の極を変えるにはどのようにすればよいかについて調べ、電流

の向きと極のでき方の関係について話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第６学年の「ものの燃え方」において、学習課題を設定し、見通しをもたせる

とともに、窒素、酸素、二酸化炭素にはものを燃やす働きがあるかについて調べ、

空気中でものが燃える理由について話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第３学年において、「ものの重さ」では、同体積で重さを比べる教材をアルミ

ニウム、鉄等とし、児童の疑問を基にした問題を解決する学習が進められるよう

単元を構成するなど、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第４学年において、「すがたを変える水」では、単元の中で身近に見られる現

象を位置付け、日常生活と学習内容の関連が図られるよう単元を構成するなど、

系統的・発展的に学習できるような工夫 

第５学年において、「流れる水のはたらき」では、条件を制御しながら流水の

実験を行い、導き出した結論を実際の川に当てはめて考えられるよう単元を構成

するなど、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第６学年において、「月と太陽」では、月と太陽の位置を調べた後に、モデル

実験を通して月の形が変わって見える理由について考えられるよう単元を構成す

るなど、系統的・発展的に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第３学年において、物質・エネルギーは86ページ、生命・地球は82ページ、資

料等は24ページであり、総ページ数は192ページで、前回より約37パーセント増と

なっている。 
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第４学年において、物質・エネルギーは78ページ、生命・地球は118ページ、

資料等は26ページであり、総ページ数は222ページで、前回より約26パーセント増 

第５学年において、物質・エネルギーは52ページ、生命・地球は110ページ、

資料等は28ページであり、総ページ数は190ページで、前回より約13パーセント増 

第６学年において、物質・エネルギーは74ページ、生命・地球は116ページ、

資料等は32ページであり、総ページ数は222ページで、前回より約18パーセント増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

コラム「りかのたまてばこ」では、学習内容が社会に生かされていることを紹

介し、理科を学ぶ意義をとらえられるようにしたり、北海道別海町で見られた巻

積雲の写真を掲載したりするなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされている。 

特集ページの「自由研究」では、研究のテーマの決め方、計画の立て方、まと

め方などを示したり、「まとめ」では、１年間で学習した内容を振り返りながら

学習できるようにしたりするなど、児童が主体的に学習に取り組むことができる

ような工夫がなされている。 

全ての文字に、児童が字形を判別しやすく、読み間違いにくいUD書体を使用す

るなど、使用上の便宜が図られている。 

 

次に、「学校図書」についてである。 

物質・エネルギーについては、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成で

きるようになっている。 

第３学年において、粘土の置き方や形を変えて重さを調べる実験、ゴムの力で

走る車を作るものづくりなどの活動を通して、差異点や共通点を基に、問題を見

出すといった問題解決の力を養う。 

第４学年において、温度による空気の体積の変化を調べる実験、乾電池で走る

車を作るものづくりなどの活動を通して、根拠のある予想や仮説を発想するとい

った問題解決の能力を養う。 

第５学年において、食塩とミョウバンが水に溶ける量を調べる実験、電磁石を

利用したコイルモーターを作るものづくりなどの活動を通して、予想や仮説を基

に、解決の方法を発想するといった問題解決の力を養う。 

第６学年において、ろうそくが燃え続けるにはどうすればよいかを調べる実験、

てこの働きを利用した「郵便物専用はかり」を作るものづくりなどの活動を通し

て、より妥当な考えをつくりだすといった問題解決の力を養う。 

「生命・地球」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成でき

るようになっている。 

第３学年において、ホウセンカやヒマワリの栽培、影の向きと太陽の見える方

向を調べる観察などの活動を通して、差異点や共通点を基に、問題を見出すとい

った問題解決の力や生物を愛護する態度を養う。 

第４学年において、自分の腕や手のつくりを調べる観察、朝に見える月の動き

を調べる観察などの活動を通して、根拠のある予想や仮説を発想するといった問

題解決の能力や生物を愛護する態度を養う。 
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第５学年において、ヘチマの花粉の働きを調べる実験、流れる水の働きを調べ

る実験などの活動を通して、予想や仮説を基に、解決の方法を発想するといった

問題解決の力や生命を尊重する態度を養う。 

第６学年において、吐き出した空気と吸い込む空気の違いを調べる実験、月の

形の変化と太陽の関係を調べる観察などの活動を通して、より妥当な考えをつく

りだすといった問題解決の力や生命を尊重する態度を養う。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第３学年の「風のはたらき」において、学習課題を設定し、見通しをもたせる

とともに、風車の物を持ち上げる力を大きくする方法について調べ、風の強さに

よって風車の物を持ち上げる力はどのように変わったかについて話し合い、考え

を広げたり深めたりする活動 

第４学年の「電気のはたらき」において、学習課題を設定し、見通しをもたせ

るとともに、乾電池の向きを変えると、モーターの回る向きが変わる理由につい

て調べ、回路を流れる電流の向きについて話し合い、考えを広げたり深めたりす

る活動 

第５学年の「ふりこの運動」において、学習課題を設定し、見通しをもたせる

とともに、ふりこが１往復する時間は何によって変わるのかについて調べ、ふり

こが１往復する時間は、ふりこの長さや重りの重さに関係しているかについて話

し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第６学年の「ものの燃え方と空気」において、学習課題を設定し、見通しをも

たせるとともに、ろうそくが燃える前と燃えた後の空気では何が違うのかについ

て調べ、ろうそくが燃えた後の空気では、石灰水が白く濁った理由について話し

合い、考えを広げたり深めたりする活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第３学年において、「かげと太陽」では、影踏み遊びから太陽と自分の影の位

置関係について考えられるよう単元を構成するなど、系統的・発展的に学習でき

るような工夫 

第４学年において、「水の３つのすがた」では、「自然の中の水」の単元の次

に位置付けることで、相互の学習内容の関連が図られるよう単元を構成するなど、

系統的・発展的に学習できるような工夫 

第５学年において、「種子の発芽と成長」では、「ふりこの運動」の単元の次

に位置付け、ふりこの学習で習得した「条件制御の方法」が生かされるよう単元

を構成するなど、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第６学年において、「電気と私たちの生活」では、既習の内容や生活経験と関

連付けながら学習が進められるよう単元を構成するなど、系統的・発展的に学習

できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第３学年において、物質・エネルギーは83ページ、生命・地球は74ページ、資

料等は23ページであり、総ページ数は180ページで、前回より約29パーセント増と

なっている。 
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第４学年において、物質・エネルギーは72ページ、生命・地球は109ページ、

資料等は23ページであり、総ページ数は204ページで、前回より約16パーセント増 

第５学年において、物質・エネルギーは47ページ、生命・地球は118ページ、

資料等は27ページであり、総ページ数は192ページで、前回より約12パーセント増 

第６学年において、物質・エネルギーは91ページ、生命・地球は114ページ、

資料等は23ページであり、総ページ数は228ページで、前回より約6パーセント増 

コラム「資料」では、学習内容が日常生活に生かされていることを紹介し、理

科を学ぶ意義をとらえられるようにしたり、北海道の有珠山が噴火する様子の写

真を掲載したりするなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされている。 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

特集ページの「わたしの自由研究」では、研究のテーマの決め方、調べ方、ま

とめ方などを示したり、「学んだこと」では、1年間で学習した内容を振り返りな

がら学習できるようにしたりするなど、児童が主体的に学習に取り組むことがで

きるような工夫がなされている。 

 

次に、「教育出版」についてである。 

物質・エネルギーについては、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成で

きるようになっている。 

第３学年においては、粘土や新聞紙の形を変えて重さを調べる実験、風で動く

ほかけ車を作るものづくりなどの活動を通して、差異点や共通点を基に、問題を

見出すといった問題解決の力を養う。  

第４学年において、閉じ込めた空気を暖めたり冷やしたりして体積の変化を調

べる実験、電気の働きで走るプロペラカーを作るものづくりなどの活動を通して、

根拠のある予想や仮説を発想するといった問題解決の能力を養う。 

第５学年において、食塩が水に溶ける限度について調べる実験、電磁石の性質

を利用した電池チェッカーを作るものづくりなどの活動を通して、予想や仮説を

基に、解決の方法を発想するといった問題解決の力を養う。 

第６学年において、ろうそくの燃焼前後の空気に含まれる酸素などの量を調べ

る実験、乾電池をおもりにしたさおばかりを作るものづくりなどの活動を通して、

より妥当な考えをつくりだすといった問題解決の力を養う。 

「生命・地球」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成でき

るようになっている。 

第３学年において、ホウセンカやヒマワリの栽培、日なたと日陰の地面の温度

を調べる観察などの活動を通して、差異点や共通点を基に、問題を見出すといっ

た問題解決の力や生物を愛護する態度を養う。 

第４学年において、腕や脚を動かすときの筋肉の様子を調べる観察、午後に見

える半月の位置の変化を調べる観察などの活動を通して、根拠のある予想や仮説

を発想するといった問題解決の能力や生物を愛護する態度を養う。 



65 

 

第５学年において、花粉をつけた花の実のでき方を調べる実験、流す水の量を

変えて流れる水の働きを調べる実験などの活動を通して、予想や仮説を基に、解

決の方法を発想するといった問題解決の力や生命を尊重する態度を養う。 

第６学年において、吸い込む空気と吐き出した息の違いを調べる実験、月の光

っている側に太陽があるかを調べる観察などの活動を通して、より妥当な考えを

つくりだすといった問題解決の力や生命を尊重する態度を養う。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第３学年の「電気の通り道」において、学習課題を設定し、見通しをもたせる

とともに、乾電池、豆電球、導線をどのようにつなぐと、明かりがつくのかにつ

いて調べ、明かりがついたときのつなぎ方とつかなかったときのつなぎ方につい

て話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第４学年の「電流のはたらき」において、学習課題を設定し、見通しをもたせ

るとともに、乾電池2個のつなぎ方と回路に流れる電流の大きさについて調べ、直

列つなぎのときと並列つなぎのときの回路に流れる電流の大きさについて話し合

い、考えを広げたり深めたりする活動 

第５学年の「電流が生み出す力」において、学習課題を設定し、見通しをもた

せるとともに、回路に流す電流の向きを変えると、電磁石は、極が入れかわるの

かについて調べ、電流の向きと電磁石の極との関係について話し合い、考えを広

げたり深めたりする活動 

第６学年の「ものの燃え方と空気」において、学習課題を設定し、見通しをも

たせるとともに、窒素、酸素、二酸化炭素のうち、どの気体にものを燃やす働き

があるのかについて調べ、ものを燃やす働きがある気体について話し合い、考え

を広げたり深めたりする活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第３学年において、「チョウを育てよう」では、チョウを飼育し、卵から幼虫、

蛹、成虫までの育ち方の過程をとらえられるよう単元を構成するなど、系統的・

発展的に学習できるような工夫 

第４学年において、「季節と生き物」では、第3学年で学んだ観察の方法を用い

てサクラを観察し、季節と生き物についての学習を進められるよう単元を構成す

るなど、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第５学年において、「物のとけ方」では、児童が見いだした問題を計画的に調べ、

物が水に溶ける現象への理解を深められるよう単元を構成するなど、系統的・発

展的に学習できるような工夫 

第６学年において、「月の見え方と太陽」では、月の満ち欠けの原因について、

観察から得られた月と太陽の位置関係を基に、推論しながら調べられるよう単元

を構成するなど、系統的・発展的に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 
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第３学年の物質・エネルギーは86ページ、生命・地球は92ページ、資料等は22

ページであり、総ページ数は200ページで、前回より約11パーセント増 

第４学年の物質・エネルギーは80ページ、生命・地球は132ページ、資料等は28

ページであり、総ページ数は240ページで、前回より約15パーセント増 

第５学年の物質・エネルギーは68ページ、生命・地球は134ページ、資料等は26

ページであり、総ページ数は228ページで、前回より約16パーセント増 

第６学年の物質・エネルギーは84ページ、生命・地球は126ページ、資料等は26

ページであり、総ページ数は236ページで、前回より約13パーセント増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

コラム「科学のまど」では、学んだことと関連した身の回りの話題を紹介し、

理科を学ぶ意義を実感できるようにしたり（全学年）、豊平川に鮭の稚魚を放流

する小学校の取組の写真を掲載したり（第5学年）するなど、児童の学習意欲を高

める工夫がなされている。 

特集ページの「わたしの研究」では、研究のテーマの決め方、調べ方、まとめ

方などを示したり（全学年）、「学んだこと」では、１年間で学習した内容を振

り返りながら学習できるようにしたり（全学年）するなど、児童が主体的に学習

に取り組むことができるような工夫がなされている。 

全ての文字に、児童が字形を判別しやすく、読み間違いにくいUD書体を使用す

るなど、使用上の便宜が図られている。 

 

次に、「啓林館」についてである。 

物質・エネルギーについては、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成で

きるようになっている。 

第３学年において、粘土をいろいろな形に変えて重さを調べる実験、ゴムで動

く車を作るものづくりなどの活動を通して、差異点や共通点を基に、問題を見出

すといった問題解決の力を養う。 

第４学年において、閉じ込めた空気の体積や手応えを調べる実験、電気の働き

で動く扇風機を作るものづくりなどの活動を通して、根拠のある予想や仮説を発

想するといった問題解決の能力を養う。 

第５学年において、食塩とミョウバンが水に溶ける量を調べる実験、電磁石を

利用したコイルモーターを作るものづくりなどの活動を通して、予想や仮説を基

に、解決の方法を発想するといった問題解決の力を養う。 

第６学年において、物を燃やす前と後の空気の違いを調べる実験、てこの働き

を利用したさおばかりを作るものづくりなどの活動を通して、より妥当な考えを

つくりだすといった問題解決の力を養う。 

「生命・地球」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成でき

るようになっている。 

第３学年において、ホウセンカやマリーゴールドの栽培、日なたと日陰の地面

の温度を調べる観察などの活動を通して、差異点や共通点を基に、問題を見出す

といった問題解決の力や生物を愛護する態度を養う。 
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第４学年において、自分の体を触って体の中で曲げられるところを調べる観察、

星の位置や並び方の観察などの活動を通して、根拠のある予想や仮説を発想する

といった問題解決の能力や生物を愛護する態度を養う。 

第５学年において、ヘチマの受粉と実のでき方を調べる実験、流れる水と地面

の様子を調べる実験などの活動を通して、予想や仮説を基に、解決の方法を発想

するといった問題解決の力や生命を尊重する態度を養う。 

第６学年において、吸う息と吐き出した息の違いを調べる実験、モデルを使っ

た月の位置と月の形の変化を調べる実験などの活動を通して、より妥当な考えを

つくりだすといった問題解決の力や生命を尊重する態度を養う。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第３学年の「風とゴムの力のはたらき」において、学習課題を設定し、見通し

をもたせるとともに、ゴムを伸ばす長さと車が動く距離について調べ、ゴムを伸

ばす長さと、ものの動きについて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第４学年の「もののあたたまり方」において、学習課題を設定し、見通しをも

たせるとともに、ビーカーの中の水の温まり方について調べ、温まった水の動き

からビーカーの中の水が温まる順序について話し合い、考えを広げたり深めたり

する活動 

第５学年の「もののとけ方」において、学習課題を設定し、見通しをもたせる

とともに、水の量と物が溶ける量について調べ、水の量を2倍にすると、水に溶け

る物の量も２倍になることについて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

第６学年の「水よう液の性質」において、学習課題を設定し、見通しをもたせ

るとともに、金属にうすい塩酸を加えたときの変化について調べ、塩酸には、金

属を溶かす働きがあることついて話し合い、考えを広げたり深めたりする活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第３学年において、「かげと太陽」では、影つなぎや影踏みの遊びから影と太

陽との関係について考えられるよう単元を構成するなど、系統的・発展的に学習

できるような工夫 

第４学年において、「水のゆくえ」では、「水のすがた」を学習した後に位置

付けることで、相互の学習内容の関連が図られるよう単元を構成するなど、系統

的・発展的に学習できるような工夫 

第５学年において、「流れる水のはたらき」では、モデル実験と実際の川とを

結び付けて考えられるよう単元を構成するなど、系統的・発展的に学習できるよ

うな工夫 

第６学年において、「月と太陽」では、第4学年における月の学習を踏まえたモ

デル実験や観察などの学習から導入し、資料を活用した学習へと進められるよう

単元を構成するなど、系統的・発展的に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第３学年において、物質・エネルギーは76ページ、生命・地球は80ページ、資

料等は23ページであり、総ページ数は179ページで、前回より約13パーセント減 
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第４学年において、物質・エネルギーは82ページ、生命・地球は92ページ、資

料等は29ページであり、総ページ数は203ページで、前回より約13パーセント減 

第５学年において、物質・エネルギーは54ページ、生命・地球は106ページ、資

料等は35ページであり、総ページ数は195ページで、前回より約19パーセント減 

第６学年において、物質・エネルギーは71ページ、生命・地球は113ページ、資

料等は35ページであり、総ページ数は219ページで、前回より約15パーセント減 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

コラム「理科の広場」では、身近な生活と関連した話題を紹介し、理科を学習

する意義を実感できるようにしたり、北海道三笠市で採取されたアンモナイトの

化石の写真を掲載したりするなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされている。 

特集ページの「自由研究」では、研究のテーマの決め方、調べ方、まとめ方な

どを示したり、「理科を振り返ろう～理科の見方～」では、1年間で学習した内容

を振り返りながら学習できるようにしたりするなど、児童が主体的に学習に取り

組むことができるような工夫がなされている。 

全ての文字に、児童が字形を判別しやすく、読み間違いにくいUD書体を使用す

るなど、使用上の便宜が図られている。 

全ての文字に、児童が字形を判断しやすく、読み間違いにくいUD書体を使用す

るなど、使用上の便宜が図られている。 

 

会 長  これから質疑応答を行う。国語の調査研究報告について質問等はないか。 

Ｑ：理科の授業では、観察、実験などの結果から事象を考えることが特に大切と思

われるが、各者、この点についてどのような配慮がなされているか。 

Ａ：各者、結果を分析・考察する場面を設定し、結果をもとに子どもが自分の考え

を検証することができるようにしている。さらに、各者、取り上げる場面は異

なるが、子どもたちがノートにまとめる際の見本を示し、学びの基礎を身に付

け、考える力を育むような工夫がなされている。 

Ｑ：プログラミング教育への対応について、プログラミング的思考の育成という点

で、各者、どのような配慮がなされているか。 

Ａ：各者、第６学年の電気の単元で取り扱いがある。例えば、電気の有効活用の観

点でプログラミングの有用性について考える場面でプログラミング教育を位置

付け、理科の学びを更に深める事ができるようにしている。他に、QRコードを

読み込むことで、コンピュータやタブレットでプログラミング体験ができるよ

うにするなど、具体例をもとにプログラムを学習できるようにしている教科書

もある。 

Ｑ：日常生活との関連を図り、理科の学習の面白さを感じることが大切と言われて

いるが、各者、この点についてどのような工夫がなされているか。 

Ａ：各者とも、日常生活と学習内容を関連させ、理科の面白さや有用性を感じられ

るように理科の学びを身のまわりの現象と結びつけて紹介している。例えば、

児童がわくわくするような資料をたくさん掲載したり、身の回りでどのように
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活用されているか紹介したり、自然の多様性、共通性、連続性が実感できる資

料や、学習内容と関連する最先端の科学技術を紹介するなどの工夫がされてい

る。また、博物館等との連携を図り、学校では体験することが困難な自然や科

学に関する情報を提供している。 

Ｑ：報告書の中で触れられていなかった部分であるが、理科の授業では実験、観察

を抜きに考えられないが、その際の事故防止について、各者、どのような配慮

がされているか、調査委員会で調査研究されていれば教えていただきたい。 

Ａ：各者、教科書の前もしくは後ろで、安全眼鏡の使用についてなど特設的に取り

上げている。 

会 長  他の質問はないか。（なし） 

   ※小委員長退席 

会 長  引き続き、理科の採択の審議に入る。 

・「教育出版」は、「物質・エネルギー」「生命・地球」のそれぞれの内容において、

北海道との関わりのある内容を多く取り上げ、とりわけ、自然災害については、

昭和新山、奥尻島、有珠山などを掲載するなどして、学ぶことの意義や有用性

の実感、理科への関心を高める工夫をし、児童が意欲的に学習に取り組むこと

ができるようになっている。 

・また、児童が主体的・対話的で深い学びができるよう、導入で既習事項を確認

したり、児童が実験の結果を明確に結論付けることができる実験方法を工夫し

たりするなど、児童が主体的に学習に取り組めるようになっている。 

会 長  それでは、理科については、教育出版の教科用図書を採択することと決定する。  

 

 

会 長  つづいて、生活について、調査研究報告書に基づき調査結果を小委員長から報

告願う。 

小委員長 生活小委委員長の北山である。生活の調査研究結果について報告申し上げる。 

     はじめに「東京書籍」についてである。 

各学年の目標が達成できるよう、次のような学習活動が取り上げられている。

「学校、家庭及び地域の生活に関する内容」については、学校で見付けたことを

他者に伝えたり、町を探検したりする活動を通して、自分と身近な人々、社会及

び自然との関わりについて考える。 

「身近な人々、社会及び自然と関わる活動に関する内容」については、動物を

飼育して特徴を調べたり、動くおもちゃを製作したりする活動を通して、活動の

よさや大切さに気付き、自分たちの遊びや生活をよりよくする。 

「自分自身の生活や成長に関する内容」については、自分が成長したことをま

とめたり、感謝の気持ちをお世話になった人に伝えたりする活動を通して、自分

のよさや可能性に気付き、意欲と自信をもって生活する。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、単元

において、学習課題を設定し見通しをもたせるとともに、２年間にわたり、思い

や願いを実現する登場人物を掲載したり、「学びを深める」コーナーを掲載した

りするなど、考えを広げたり深めたりする活動が取り上げられている。 
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「内容の構成・排列」については、生活科の学びと中学年以降の学びのつなが

りをイメージできる「つながる ひろがる」を位置付け、中学年以降の教育との

接続を図るなど、系統的・発展的に学習できるような工夫がなされている。 

「内容の分量」については、18の単元で構成され、総ページ数は260ページで、

前回より約９％増となっている。 

冬の行事として「さっぽろ雪まつり」を取り上げ、季節ごとの行事に気付かせ

たり、キャラクターが思考を促すヒントの投げかけをしたりするなど、児童の学

習意欲を高める工夫がなされている。 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

各単元の最初のページに育成すべき資質・能力を吹き出しとイラストで示した

り、巻末に実物大の動植物を掲載した「ポケットずかん」を示したりするなど、

児童が主体的に学習に取り組めるような工夫がなされている。 

全ての紙面に強い色彩の使用を避け、落ち着いた淡い色調を使用したり、掲載

されている全ての文字をユニバーサルデザインフォントで統一したりするなど、

使用上の便宜が図られている。 

次に、大日本図書についてである。 

各学年の目標が達成できるよう、次のような学習活動が取り上げられている。 

「学校、家庭及び地域の生活に関する内容」については、校庭を探検して絵に

表したり、インタビューカードを作成したりする活動を通して、自分と身近な人々、

社会及び自然との関わりについて考える。 

「身近な人々、社会及び自然と関わる活動に関する内容」については、花や野

菜を栽培し観察したり、楽しいおもちゃを製作したりする活動を通して、活動の

よさや大切さに気付き、自分たちの遊びや生活をよりよくする。 

「自分自身の生活や成長に関する内容」については、自分発見すごろくを製作

したり、これからの自分について手紙を書いたりする活動を通して、自分のよさ

や可能性に気付き、意欲と自信をもって生活する。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、単元

において、学習課題を設定し見通しをもたせるとともに、「せいかつことば」を

掲載したり、「がくしゅうどうぐばこ」を掲載したり（全学年）するなど、考え

を広げたり深めたりする活動が取り上げられている。 

「内容の構成・排列」については、これまでの成長を振り返る活動を位置付け、

中学年以降の教育との接続を図るなど、系統的・発展的に学習できるような工夫

がなされている。 

内容の分量については、９の単元で構成され、総ページ数は273ページで、前回

より約４％増となっている。 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

「探検カメラ」の活用し、見付けたことを記録したり（上巻）、透明シート「探

検ライト」を使って夜の町の様子について考えたり（下巻）するなど、児童の学

習意欲を高める工夫がなされている。 
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単元の導入に見開きのダイナミックな写真を示したり（上下巻）、話形を示し

て児童自身の言葉を引き出す吹き出しを示したり（上巻）するなど、児童が主体

的に学習に取り組めるような工夫がなされている。 

全ての紙面に色覚の特性によらず情報が読み取れる配色をしたり、見やすく読

みやすいユニバーサルデザインフォントを使用するなど、使用上の便宜が図られ

ている。 

 

次に、「学校図書」についてである。 

各学年の目標が達成できるよう、次のような学習活動が取り上げられている。 

「学校、家庭及び地域の生活に関する内容」については、学校を探検して発見

カードを製作したり、町探検すてき発見カードを製作したりする活動を通して、

自分と身近な人々、社会及び自然との関わりについて考える。 

「身近な人々、社会及び自然と関わる活動に関する内容」については、アサガ

オを栽培し観察したり、おもちゃの動かし方を調べたりする活動を通して、活動

のよさや大切さに気付き、自分たちの遊びや生活をよりよくする。 

「自分自身の生活や成長に関する内容」については、がんばったカードを製作

したり、これからの私について作文を書いたりする活動を通して、自分のよさや

可能性に気付き、意欲と自信をもって生活する。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、単元

において、学習課題を設定し見通しをもたせるとともに、多様な対話活動の様子

を掲載したり、「学び方図かん」を掲載したりするなど、考えを広げたり深めた

りする活動が取り上げられている。 

「内容の構成・排列」については、「はってん」で理科、社会科とのつながり

を明示し、３年生の学習を見に行く活動を位置付け、中学年以降の教育との接続

を図るなど、系統的・発展的に学習できるような工夫がなされている。 

内容の分量については、11の単元で構成され、総ページ数は256ページで、前回

より約２％減となっている。 

冬の行事として「旭川冬まつり」を取り上げ、季節ごとの行事に気付かせたり

（下巻）、４人のキャラクターのつぶやきなどで、子どもの気付きの質を高めた

り（全学年）するなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされている。 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

各単元のタイトルを工夫して自己決定の場を設定を示したり、児童の学びが深

まるよう２段階の学びの構成を示したりするなど、児童が主体的に学習に取り組

めるような工夫がなされている。 

全ての紙面で見やすく分かりやすい色使いにしたり、記号やマーク表示をでき

るだけ抑えて、シンプルで見やすい工夫をしたりするなど、使用上の便宜が図ら

れている。 
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次に、「教育出版」についてである。 

各学年の目標が達成できるよう、次のような学習活動が取り上げられている。 

「学校、家庭及び地域の生活に関する内容」については、校庭を散策して気付

きの質を高めたり、町探検計画や地図を作成したりする活動を通して、自分と身

近な人々、社会及び自然との関わりについて考える。 

「身近な人々、社会及び自然と関わる活動に関する内容」については、花を栽

培したり、動くおもちゃを製作したりする活動を通して、活動のよさや大切さに

気付き、自分たちの遊びや生活をよりよくする。 

「自分自身の生活や成長に関する内容」については、自分探検カードを製作し

たり、３年生になることについて作文を書いたりする活動を通して、自分のよさ

や可能性に気付き、意欲と自信をもって生活する。 

主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応については、単元にお

いて、学習課題を設定し見通しをもたせるとともに、育成する資質・能力を「サ

イコロ」のアイコンとして掲載したり、「学びのポケット」を掲載したりするな

ど、考えを広げたり深めたりする活動が取り上げられている。 

内容の構成・排列については、コラム「はってん」で理科、社会科とのつなが

りを位置付け、中学年以降の教育との接続を図るなど、系統的・発展的に学習で

きるような工夫がなされている。 

内容の分量については、16の単元で構成され、総ページ数は272ページで、前回

より約16％増となっている。 

冬の行事として「さっぽろ雪まつり」を取り上げ、季節ごとの行事に気付かせ

たり（下巻）、キャラクターが児童と同一視線で試行錯誤したりするなど、児童

の学習意欲を高める工夫がなされている。 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

各単元の最初にインデックスを配置したり、「もしも」のページを示したりす

るなど、児童が主体的に学習に取り組めるような工夫がなされている。 

全ての紙面に色覚等の特性を踏まえて判断しやすい配色をしたり、文字や記号

を読みやすいよう写真やイラストに重ならないようにしたりするなど、使用上の

便宜が図られている。 

 

次に、「光村図書」についてである。 

各学年の目標が達成できるよう、次のような学習活動が取り上げられている。 

「学校、家庭及び地域の生活に関する内容」については、通学路の様子を調べ

たり、公共施設を探検したりする活動を通して、自分と身近な人々、社会及び自

然との関わりについて考える。 

「身近な人々、社会及び自然と関わる活動に関する内容」については、モルモ

ットを飼育したり、動くおもちゃを製作したりする活動を通して、活動のよさや

大切さに気付き、自分たちの遊びや生活をよりよくする。 

「自分自身の生活や成長に関する内容」については、私のこと発表会をしたり、

これからの自分についてまとめたりする活動を通して、自分のよさや可能性に気

付き、意欲と自信をもって生活する。 
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「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、単元

において、学習課題を設定し見通しをもたせるとともに、各単元に「ホップ」の

ページで見通しを掲載したり、「ステップ」のページで活動を深く豊かにするヒ

ントを掲載したりするなど、考えを広げたり深めたりする活動が取り上げられて

いる。 

「内容の構成・排列」については、磁石で動くおもちゃを作る活動など、有機

的に中学年に結び付けていく活動を位置付け、中学年以降の教育との接続を図る

など、系統的・発展的に学習できるような工夫がなされている。 

「内容の分量」については、16の単元で構成され、総ページ数は256ページで、

前回より約14％増となっている。 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

学びを記録するための、張り替え可能なシールを活用したり（上下巻）、キャ

ラクターを配置し、対話場面を数多く掲載（上下巻）したりするなど、児童の学

習意欲を高める工夫がなされている。 

各単元の学習活動を「ホップ」「ステップ」「ジャンプ」の３段階で示したり

（全学年）、「ステップ」の段階に活動を広げるヒントを掲載したり（全学年）

するなど、児童が主体的に学習に取り組めるような工夫がなされている。 

全ての紙面において文字と写真、写真と写真との区別を明確にしたり、色によ

る識別に頼ることなく形や濃淡で識別できるようにしたりするなど、使用上の便

宜が図られている。 

 

次に、「啓林館」についてである。 

各学年の目標が達成できるよう、次のような学習活動が取り上げられている。 

「学校、家庭及び地域の生活に関する内容」については、学校のまわりを歩い

たり、発見したことを伝えたりする活動を通して、自分と身近な人々、社会及び

自然との関わりについて考える。 

「身近な人々、社会及び自然と関わる活動に関する内容」については、生物を

飼育して特徴を調べたり、おもちゃを製作したりする活動を通して、活動のよさ

や大切さに気付き、自分たちの遊びや生活をよりよくする。 

「自分自身の生活や成長に関する内容」については、自分の成長をまとめたり、

ありがとうカードを製作したりする活動を通して、自分のよさや可能性に気付き、

意欲と自信をもって生活する。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、単元

において、学習課題を設定し見通しをもたせるとともに、多様な学習活動例を掲

載したり、「ひろがるきもち」のコーナーで生活を豊かにしようとする姿を掲載

したりするなど、考えを広げたり深めたりする活動が取り上げられている。 

「内容の構成・排列」については、「３年生へのステップブック『みらいにむ

かって』」を位置付け、中学年以降の教育との接続を図るなど、系統的・発展的

に学習できるような工夫がなされている。 
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「内容の分量」については、18の単元で構成され、総ページ数は287ページで、

前回より約７％減となっている。 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

冬の行事として「さっぽろ雪まつり」を取り上げ、季節ごとの行事に気付かせ

たり（上巻）、キャラクターが気付きを促し疑問を投げかけたり（全学年）する

など、児童の学習意欲を高める工夫がなされている。 

各単元においてわくわくの扉を掲載し、単元の導入を工夫したり、巻頭に学習

過程「わくわく、いきいき、ぐんぐん」を示したりするなど、児童が主体的に学

習に取り組めるような工夫がなされている。 

全ての紙面に色覚特性への対応を示し、誰もが見やすく、読み間違いが少ない

よう配慮したり、紙面上部に安全上の注意が必要な場面に「！」マークを掲載し

たりするなど、使用上の便宜が図られている。 

 

次に、「日本文教出版」についてである。 

各学年の目標が達成できるよう、次のような学習活動が取り上げられている。 

「学校、家庭及び地域の生活に関する内容」については、通学路を歩いてみた

り、町の「すてき」を発表したりする活動を通して、自分と身近な人々、社会及

び自然との関わりについて考える。 

「身近な人々、社会及び自然と関わる活動に関する内容」については、小動物

を飼育して特徴を調べたり、おもちゃを製作したりする活動を通して、活動のよ

さや大切さに気付き、自分たちの遊びや生活をよりよくする。 

「自分自身の生活や成長に関する内容」については、自分の成長に関するイン

タビューをしたり、成長発表会をしたりする活動を通して、自分のよさや可能性

に気付き、意欲と自信をもって生活する。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、単元

において、学習課題を設定し見通しをもたせるとともに、「学びのまど」を掲載

したり、「ちえとわざのたからばこ」を掲載したりするなど、考えを広げたり深

めたりする活動が取り上げられている。 

「内容の構成・排列」については、「３年生になるのが楽しみだね」を位置付

け、中学年以降の教育との接続を図るなど、系統的・発展的に学習できるような

工夫がなされている。 

「内容の分量」については、17の単元で構成され、総ページ数は278ページで、

前回より約３％増となっている。 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

地域の施設として「旭山動物園」を取り上げ、公共物や公共施設の利用に気付

かせたり（下巻）、キャラクターが気付きのポイントや学習のヒントを提示した

りするなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされている。 

各単元で｢学習のめあて｣を表示したり、小単元の導入場面に｢考えるための技

法｣を示したりするなど､主体的に学習に取り組めるような工夫がなされている。 
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全ての紙面で文字の大きさ、色づかいを工夫するなど、カラーユニバーサルデ

ザインに配慮したり、下巻巻末に実物大の点字を触って体験できる紙面を掲載し

たりするなど、使用上の便宜が図られている。 

 

会 長  これから質疑応答を行う。生活の調査研究報告について質問等はないか。 

Ｑ：生活科においては、子どもたちの「気付き」の質を高めることが求められてい

るが、この点について、各者、どのような配慮がなされているか。 

Ａ：各者とも､写真やイラストを多く掲載することで､より多くの気付きが生まれ､

対話的な授業が展開されることにより、質が高められるような配慮がされてい

る。また、身近な北海道とかかわりのある内容を取り上げることで気付きの質

を高める意図として、7 者中4 者が北海道とかかわりのある内容を資料として

取り上げ、その内容は3 ページから最大21ページとなっている。 

Ｑ：小学校入学前の幼児期の学びを各教科にスムーズにつなげていくことが重要で

あり、そのために生活科を中心として、第1 学年で「スタートカリキュラム」

を編成することが求められているが、この点について、各者、どのような配慮

がなされているか。 

Ａ：各者とも､多くのページを使って､スタートカリキュラムの内容を扱っている｡

例えば、学校探検といった活動を通して挨拶の仕方や学校生活のルールなどを

取り上げるなど、遊びや活動を通して学ぶ保育所や幼稚園からのゆるやかな接

続を意図した構成の工夫などがなされている。 

なお、各者スタートカリキュラムの内容を取り上げているページ数は8ページ 

から最大で35 ページとなっている。 

Ｑ：身近な動物や植物に興味・関心をもち、生き物を大切にすることができるよう

にすることが求められているが、この点について、各者、どのような配慮がな

されているか。 

Ａ：各者、単元構成の中で、動植物の飼育、栽培に関する単元が各者4～5 あり、活

動を通して動植物に興味・関心をもち、生き物を大切にすることができるよう

に配慮されている。 

Ｑ：どこの出版社もユニバーサルデザインを用いているが、ユニバーサルデザイン

への配慮について、各者、どのような工夫がなされているか。 

Ａ：各者とも、文字はユニバーサルデザイン書体を採用しており、イラストの配色

もコントラストの強い配色を用いるなど、ユニバーサルデザインの工夫がなさ

れている。 

会 長  他の質問はないか。（なし） 

   ※小委員長退席 

会 長  引き続き、生活の採択の審議に入る。 

・各者とも、学習意欲を高めるための配慮がされていると思うが、特に教育出版

がよいと思う。全体的に導入から活動、振り返りという展開が分かりやすくデ

ザインされていること、第３学年以降の理科、社会科につなげる配慮が十分な
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されているという点からも評価できる。 

・各者ともに工夫されていると感じるが､特に教育出版がよいと思う｡「学びのポ

ケット」を掲載し、子どもたちの考えを広げたり深めたりする活動が取り入れ

られていたり、北海道に関する内容も比較的多く取り上げられており教育出版

がよいと思う。 

会 長  これまでの審議の経過を踏まえて、生活は教育出版と決定することとしてよろ

しいか。（異議なし） 

それでは、生活については、教育出版の教科用図書を採択することと決定する。 

 

 

会 長  つづいて、音楽について、調査研究報告書に基づき調査結果を小委員長から報

告願う。 

小委員長 音楽小委委員長の嘉屋である。音楽の調査研究結果について報告申し上げる。 

     はじめに「教育出版」についてである。 

各学年の目標が達成できるよう、「歌唱」については、次のような学習活動が

取り上げられている。 

第1、2学年において、遊びながら体を動かして歌ったり、歌詞の表す情景を想

像して歌ったりする活動。 

第3、4学年において、手合わせをしながらリズムにのって歌ったり、旋律の特

徴を生かした表現を工夫して歌ったりする活動。 

第5、6学年において、楽曲の特徴を捉えて歌ったり、自分たちの思いや意図を

生かした表現を工夫して歌ったりする活動。 

各学年の目標が達成できるよう、「器楽」については、次のような学習活動が

取り上げられている。 

第1、2学年において、手や打楽器を用いて歌詞に合わせてリズムを打ったり、

音色に気を付けて簡単なリズムを打ったりする活動。 

第3、4学年において、パートの役割や曲の特徴を捉えて演奏したり、音の重な

りに気を付けて演奏したりする活動。 

第5、6学年において、自分たちの思いや意図を生かした演奏を工夫したり、楽

器の音色を組み合わせて表現効果を工夫したりする活動。 

各学年の目標が達成できるよう、「音楽づくり」については、次のような学習

活動が取り上げられている。 

第1、2学年において、言葉を基につくったリズムをつなげて遊んだり、音の重

なりやリズムを選んで演奏したりする活動。 

第3、4学年において、いろいろな楽器の音の響きや組合せを楽しんだり、役割

を基に音楽をつくって即興的に表現したりする活動。 

第5、6学年において、和音に含まれる音を使って旋律をつくったり、曲を特徴

付けている音型を基に音楽をつくったりする活動。 

各学年の目標が達成できるよう、「鑑賞」については、次のような学習活動が
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取り上げられている。 

第1、2学年において、音楽に合わせて体を動かしながら聴いたり、曲や演奏の

楽しさを見いだしながら聴いたりする活動。 

第3、4学年において、曲想とその変化に気を付けながら聴いたり、曲や演奏の

よさなどを見いだしながら聴いたりする活動。 

第5、6学年において、曲や演奏のよさなどを見いだしながら聴いたり、曲想と

その変化と音楽の構造との関わりに気を付けて聴いたりする活動。 

〔共通事項〕については、次のような学習活動が取り上げられている。  

第1、2学年において、音の出し方を工夫していろいろな音を見つけたり、楽曲

の曲調を感じ取って聴いたりする活動。 

第3、4学年において、拍の流れにのって歌や遊びを楽しんだり、曲の流れを感

じ取って聴いたりする活動。 

第5、6学年において、楽曲の面白さを感じ取って聴いたり、旋律や響きの変化

を捉えて演奏したりする活動。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第1、2学年において、「みんなで合わせて」において、学習課題を設定し、見

通しをもたせるとともに、使う楽器の音の出し方を工夫して合奏するなど、考え

を広げたり、深めたりする活動。 

第3、4学年において、「わたしたちの表現」において、学習課題を設定し、見

通しをもたせるとともに、楽器の音や声の響きを聴き合いながら演奏するなど、

考えを広げたり、深めたりする活動。 

第5、6学年において、「音楽に思いをこめて」において、学習課題を設定し、

見通しをもたせるとともに、楽曲に込められた思いを感じ取って歌うなど、考え

を広げたり、深めたりする活動。 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第1、2学年において、曲の特徴に合わせて体を動かす学習の後に、聴こえた音

を書いたり、曲の楽しさについて友達と交流したりする学習を取り扱うなど、系

統的・発展的に学習できるような工夫。 

第3、4学年において、旋律の流れに合わせて体を動かす学習の後に、指揮の動

きをしながら聴き取ったことを書いたり、曲のよさを交流したりする学習を取り

扱うなど、系統的・発展的に学習できるような工夫。 

第5、6学年において、曲の特徴に着目して聴く学習の後に、楽器の関わりや曲

の特徴に気を付けて聴いたり、曲のよさなどを交流したりする学習を取り扱うな

ど、系統的・発展的に学習できるような工夫。 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第１学年の歌唱の教材数は36、器楽の教材数は７、音楽づくりの教材数は13、

鑑賞の教材数は14であり、総ページ数は76ページで、前回より約６％増 

第２学年の歌唱の教材数は34、器楽の教材数は10、音楽づくりの教材数は９、
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鑑賞の教材数は18であり、総ページ数は76ページで、前回より約６％増 

第３学年の歌唱の教材数は29、器楽の教材数は19、音楽づくりの教材数は10、

鑑賞の教材数は19であり、総ページ数は78ページで、前回より約５％増 

第４学年の歌唱の教材数は28、器楽の教材数は10、音楽づくりの教材数は５、

鑑賞の教材数は42であり、総ページ数は78ページで、前回と同様 

第５学年の歌唱の教材数は26、器楽の教材数は12、音楽づくりの教材数は４、

鑑賞の教材数は67であり、総ページ数は78ページで、前回と同様 

第６学年の歌唱の教材数は28、器楽の教材数は10、音楽づくりの教材数は４、

鑑賞の教材数は７であり、総ページ数は78ページで、前回と同様 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

見開きごとの「学習のめあて」や、教材曲や学習活動に即した児童への解説を

示したり、北海道民謡の「ソーラン節」を歌唱と鑑賞の教材として取り上げたり

するなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされている。   

「学びナビ」や「学び合う音楽」コーナーを掲載したり、巻末資料に「『音楽

のもと』まとめ」等の豊富な資料を掲載したりするなど、主体的に学習に取り組

めるような工夫がなされている。 

折込ページを取り入れたり、題材名や「音楽のもと」等にユニバーサルデザイ

ンフォントを使用したりするなど、使用上の便宜が図られている。 

 

次に、「教育芸術社」についてである。 

各学年の目標が達成できるよう、「歌唱」については、次のような学習活動が

取り上げられている。 

第1、2学年において、遊びながら体を動かして歌ったり、歌詞の表す情景を想

像しながら歌ったりする活動。 

第3、4学年において、手遊びをしながら拍を感じて歌ったり、旋律の特徴を生

かした表現を工夫て歌ったりする活動。 

第5、6学年において、歌声の重なり合う響きを感じ取って歌ったり、歌詞と旋

律の特徴を生かした表現を工夫して歌ったりする活動。 

各学年の目標が達成できるよう、「器楽」については、次のような学習活動が

取り上げられている。 

第1、2学年において、手や打楽器を用いて歌詞に合わせてリズムを打ったり、

曲想を感じ取って工夫して演奏したりする活動。 

第3、4学年において、互いの楽器の音を聴き合って演奏したり、音の重なりに

気を付けて演奏したりする活動。 

第5、6学年において、自分たちの思いや意図を生かして演奏を工夫したり、楽

器の音色の特徴を生かして演奏したりする活動。 

各学年の目標が達成できるよう、「音楽づくり」については、次のような学習

活動が取り上げられている。 

第1、2学年において、リズムに合う言葉でリズム遊びをしたり、身の回りの音
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を声で表して音楽をつくったりする活動。 

第3、4学年において、リコーダーを用いてお囃子の旋律をつくったり、打楽器

の音を組み合わせて音楽づくりをしたりする活動。  

第5、6学年において、音楽の仕組みを生かしてリズムアンサンブルをつくった

り、和音に含まれる音を選んで旋律をつくったりする活動。 

各学年の目標が達成できるよう、「鑑賞」については、次のような学習活動が

取り上げられている。 

第1、2学年において、音楽に合わせて体を動かしながら聴いたり、曲や演奏の

楽しさを見いだしながら聴いたりする活動。 

第3、4学年において、曲想とその変化と音楽の構造との関わりに気を付けて聴

いたり、日本の民謡の特徴を感じ取りながら聴いたりする活動。 

第5、6学年において、楽器の響きに気を付けてオーケストラの演奏を聴いたり、

日本の歌の言葉と旋律の美しさについて感受したことを書いたりする活動。 

〔共通事項〕については、次のような学習活動が取り上げられている。 

第1、2学年において、様子を思い浮かべて楽曲を聴いたり、歌詞の表す情景を

想像しながら歌ったりする活動。 

第3、4学年において、曲の特徴を感じ取って聴いたり、拍の流れや旋律を感じ

て演奏したりする活動。 

第5、6学年において、曲想と歌詞の内容との関わりに気を付けて歌ったり、曲

想の変化を味わいながら聴いたりする活動。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第1、2学年において、「ドレミであそぼう」において、学習課題を設定し、見

通しをもたせるとともに、選んだ音でつくった短い旋律のつなげ方を工夫するな

ど、 考えを広げたり、深めたりする活動。 

第3、4学年において、「いろいろなリズムを感じ取ろう」において、学習課題

を設定し、見通しをもたせるとともに、反復や変化を使ったリズムで音楽をつく

るなど、考えを広げたり、深めたりする活動。 

第5、6学年において、「いろいろな音色を感じ取ろう」において、学習課題を

設定し、見通しをもたせるとともに、声の響きの重なりを生かして音楽をつくる

など、考えを広げたり、深めたりする活動。 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第1、2学年において、リズムに合う言葉でリズム遊びをする学習の後に、太鼓

の口唱歌を組み合わせてリズムをつくる学習を取り扱うなど、系統的・発展的に

学習できるような工夫。 

第3、4学年において、三三七拍子のリズムを基にリズムをつくる学習の後に、

反復や変化を使ってリズムアンサンブルをつくる学習を取り扱うなど、系統的・

発展的に学習できるような工夫。 

第5、6学年において、音楽の仕組みを生かしながら音楽をつくる学習の後に、
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声の響きの重なりを生かしてボイスアンサンブルをつくる学習を取り扱うなど、

系統的・発展的に学習できるような工夫。 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第１学年において、歌唱の教材数は37、器楽の教材数は15、音楽づくりの教材

数は８、鑑賞の教材数は11であり、総ページ数は83ページで、前回より約11％増 

第２学年において、歌唱の教材数は37、器楽の教材数は15、音楽づくりの教材

数は８、鑑賞の教材数は17であり、総ページ数は83ページで、前回より約11％増 

第３学年において、歌唱の教材数は23、器楽の教材数は27、音楽づくりの教材

数は６、鑑賞の教材数は22であり、総ページ数は87ページで、前回より約16％増 

第４学年において、歌唱の教材数は24、器楽の教材数は14、音楽づくりの教材

数は６、鑑賞の教材数は66であり、総ページ数は87ページで、前回より約16％増 

第５学年において、歌唱の教材数は20、器楽の教材数は９、音楽づくりの教材

数は２、鑑賞の教材数は28であり、総ページ数は87ページで、前回より約16％増 

第６学年において、歌唱の教材数は22、器楽の教材数は８、音楽づくりの教材

数は２、鑑賞の教材数は19であり、総ページ数は87ページで、前回より約16％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

裏表紙に子どもが郷土芸能を受け継いで活躍している写真や、該当ページに演

奏家のメッセージを掲載したり、北海道民謡の「ソーラン節」を鑑賞教材として

取り上げたりするなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされている。 

巻頭の「音楽の木」や、巻末の「ふり返りのページ」を掲載したり、各ページ

に学習のねらいや音楽を形づくっている要素を示したりするなど、主体的に学習

に取り組めるような工夫がなされている。 

「歌いつごう日本の歌」のコーナーを掲載したり、白を基調とするユニバーサ

ルデザインフォントを採用したりするなど、使用上の便宜が図られている。 

 

会 長  これから質疑応答を行う。音楽の調査研究報告について質問等はないか。 

Ｑ：これからの世代の文化の担い手である子どもたちの育成において、教科書の果

たす役割は大きいと思うが、この観点から、我が国や郷土の音楽の指導の充実

を図ることが求められているが、各者、どのような工夫がなされているか。 

Ａ：例えば、北海道民謡であるソーラン節は、教育出版は4年生、教育芸術社は第５

学年において、各者とも取り上げている。各者とも、歌唱・器楽・音楽づくり・

鑑賞の４つの活動を関連づけた構成がなされており、我が国や郷土の音楽のよ

さや面白さ、親しみがもてるようにしている。 

Ｑ：音や音楽及び言葉によるコミュニケーションを図り、音楽科の特質に応じた言

語活動を適切に位置付けられるよう指導を工夫することが求められているが、

各者、どのような工夫がされているか。 

Ａ：各者とも共通しているが、効果的な言語活動が位置付けられるよう工夫がなさ

れている。例えば歌唱では、共通教材である3年生の「ふじ山」において、体を

使って、旋律の動きに合わせて高くなったり低くなったりして、この曲の盛り



81 

 

上がりはどこなのか、子どもたちが体で感じながら歌う工夫がされている。音

楽づくりにおいては、リズムや和音、音階に視点を当てて、子どもたち同士で

思いや意図を共有し、試行錯誤しながら取り組めるような内容になっている。 

会 長  他の質問はないか。（なし） 

   ※小委員長退席 

会 長  引き続き、音楽の採択の審議に入る。 

・特に、歌唱や合奏などの目標が児童にとって分かりやすく示され、かつ、教材

数も多く、ユニバーサルデザインの観点からも見やすく構成されるなど、児童

が意欲的に学習に取り組むことができるようになっており、「教育出版」がよ

いと思う。 

・児童が主体的・対話的で深い学びができるよう、「学びナビ」や「学び合う音楽

コーナー」を掲載するなどして、教師が本時の目標を踏まえて授業を展開でき

るように構成さし、児童が主体的に学習に取り組めるようになっており、「教

育出版」がよいと思う。 

会 長  これまでの審議の経過を踏まえて、音楽は教育出版と決定することとしてよろ

しいか。（異議なし） 

それでは、音楽については、教育出版の教科用図書を採択することと決定する。 

 

 

会 長  つづいて、図画工作について、調査研究報告書に基づき調査結果を小委員長か

ら報告願う。 

小委員長 図画工作小委委員長の吉中である。図画工作の調査研究結果について報告申し

上げる。 

     はじめに「開隆堂」についてである。 

「造形遊びをする活動」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を

達成できるようになっている。 

第1、2学年において、土を掘って触り心地を味わったり、落ち葉などの自然の

材料を集めて組み合わせたりする活動を通して、進んで表す態度を身に付け、つ

くり出す喜びを味わう。 

第3、4学年において、空気を入れた袋を積み重ねてつないだり、段ボールを切

って組み合わせたりする活動を通して、進んで表す態度を身に付け、つくり出す

喜びを味わう。 

第5、6学年において、集めた落ち葉を色分けして地面に模様をかいたり、学校

のいろいろな場所を生かして、来た人を楽しませる飾りを考えたりする活動を通

して、進んで表す態度を身に付け、つくり出す喜びを味わう。 

「絵や立体、工作に表す活動」については、次のような学習活動を取り上げ、

目標を達成できるようになっている。 

第1、2学年において、手や指を使って絵の具でかいたり、カッターナイフを使

っていろいろな線を切ったりする活動を通して、進んで表す態度を身に付け、つ

くり出す喜びを味わう。 
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第3、4学年において、凹凸のある身近な材料を台紙に貼って版画に表したり、

のこぎりで切った板を組み合わせて楽しく使えるものをつくったりする活動を通

して、進んで表す態度を身に付け、つくり出す喜びを味わう。 

第5、6学年において、地域のすてきなものを絵に表したり、光の美しさを生か

した飾りをつくったりする活動を通して、進んで表す態度を身に付け、つくり出

す喜びを味わう。 

「鑑賞する活動」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成で

きるようになっている。 

第1、2学年において、いろいろな紙を触って紙の違いや感触を話し合ったり、

身近なものを使って何かに変身するよさを友達と一緒に感じたりする活動を通し

て、面白さや楽しさを感じ取る。 

第3、4学年において、自然の材料の中から気に入ったものを集めて空き箱に並

べた作品のよさを友達と話し合ったり、絵から感じた音について交流して感じ方

の違いを味わったりする活動を通して、面白さや楽しさを感じ取る。 

第5、6学年において、作品をよく見て表し方の似ているところや違っていると

ころを話し合ったり、我が国や諸外国の龍の作品を見て形や色の違いなど作品の

よさを味わったりする活動を通して、面白さや楽しさを感じ取る。 

［共通事項］については、次のような学習活動が取り上げられている。 

第1、2学年において、粘土で好きなものやつくりたいものを見つけてつくった

り、紙や紙製品を使って飾るものや遊ぶものをつくったりする活動を通して、形

や色などを基に、自分のイメージをもつ活動 

第3、4学年において、線の組み合わせ方や色の塗り方を工夫して絵に表したり、

色厚紙でつくった箱を組み合わせて入れ物をつくったりする活動を通して、形や

色などの感じを基に、自分のイメージをもつ活動 

第5、6学年において、季節から受けたイメージを絵に表したり、板材を加工し

て生活で役立つ入れ物や木箱をつくったりする活動を通して、形や色などの造形

的な特徴を基に、自分のイメージをもつ活動 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第1、2学年の「こころのはなをさかせよう」の題材において、学習課題を設定

し、見通しをもたせるとともに、飾りを見た人が楽しくなるためにはどうすれば

よいかを考え、友達と話し合い、力を合わせて飾り付けるなど、考えを広げたり

深めたりする活動 

第3、4学年の「わくわくネイチャーランド」の題材において、学習課題を設定

し、見通しをもたせるとともに、楽しい遊び場にするにはどうすればよいかを考

え、友達と話し合い、力を合わせて遊び場をつくるなど、考えを広げたり深めた

りする活動 

第5、6学年の「同じもの、たくさん」の題材において、学習課題を設定し、見

通しをもたせるとともに、同じものを集めて場所とどう組み合わせるかを考え、
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友達と話し合い、力を合わせて場所の特徴を生かしながら手を加えるなど、考え

を広げたり深めたりする活動 

「内容の構成・配列」については、次のような工夫がなされている。 

第1、2学年において、土の触り心地を楽しむ造形遊び、色水を自由につくる造

形遊びなど、材料や方法などについて、学校や地域の実態に応じて取り扱う内容

を選択できるよう構成し、発展的に学習できるような工夫 

第3、4学年において、光と影の飾りづくり、板や紙などの様々な材料の工作な

ど、材料や方法などについて、学校や地域の実態に応じて取り扱う内容を選択で

きるよう構成し、発展的に学習できるような工夫 

第5、6学年において、アルミ針金などの線材を使った工作、身近な材料を用い

て新しい製品をつくるなど、材料や方法などについて、学校や地域の実態に応じ

て取り扱う内容を選択できるよう構成し、発展的に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第1、2学年において、「造形遊びをする活動」が13ページ、「絵や立体、工作

に表す活動」が59ページ、「鑑賞する活動」が24ページであり、総ページは114

ページで、前回より約27％増 

第3、4学年において、「造形遊びをする活動」が８ページ、「絵や立体、工作

に表す活動」が65ページ、「鑑賞する活動」が23ページであり、総ページは114

ページで、前回より約27％増 

第5、6学年において、「造形遊びをする活動」が８ページ、「絵や立体、工作

に表す活動」が56ページ、「鑑賞する活動」が30ページであり、総ページは114

ページで、前回より約21％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

「みんなのギャラリー」に、「アートキャラバン（美唄市）」（第1、2学年下）

や、「白楊アイス・スノーキャンドル（札幌市）」（第3、4学下）を掲載するなど、

児童の学習意欲を高める工夫がなされている。 

巻末の「造形の引き出し」（全学年）に、表現内容の要素を紹介したり、材料

や用具の使い方を掲載したりするなど、児童が主体的に学習に取り組むことがで

きるような工夫がなされている。 

題材ごとに三つの育てたい資質・能力を示した「学習のめあて」を掲載したり

（全学年）、読みやすいユニバーサルデザインフォントを採用したり（全学年）す

るなど、使用上の便宜が図られている。 

 

次に、「日本文教出版」についてである。 

「造形遊びをする活動」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を

達成できるようになっている。 

第1、2学年において、砂や土に触れながらいろいろな形をつくったり、段ボー

ルを切ってつなげたりする活動を通して、進んで表す態度を身に付け、つくり出

す喜びを味わう。 
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第3、4学年において、身近な場所にひもを結んでつないだり、窓から見える景

色に様々な形や色のセロハンを重ねて貼り付けたりする活動を通して、進んで表

す態度を身に付け、つくり出す喜びを味わう。 

第5、6学年において、光や影の特徴を生かして色などの美しさを味わったり、

集めた落ち葉を色分けして地面に模様をかいたりする活動を通して、進んで表す

態度を身に付け、つくり出す喜びを味わう。 

「絵や立体、工作に表す活動」については、次のような学習活動を取り上げ、

目標を達成できるようになっている。 

第1、2学年において、空き箱を組み合わせて形をつくったり、インクを付けた

ローラーを転がしてできた形を基に絵に表したりする活動を通して、進んで表す

態度を身に付け、つくりだす喜びを味わう。 

第3、4学年において、用具を使って粘土の形を変えたり、色づくりや筆使いな

どを工夫して花をかいたりする活動を通して、進んで表す態度を身に付け、つく

りだす喜びを味わう。 

第5、6学年において、電動糸のこぎりで曲線切りした板を組み合わせてパズル

をつくったり、墨の濃さを変えながら思いのままにかいたりする活動を通して、

進んで表す態度を身に付け、つくりだす喜びを味わう。 

「鑑賞する活動」については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成で

きるようになっている。 

第1、2学年において、身近なものを粘土で写し取った凹凸の形の面白さを話し

合ったり、様々な色や形の透明な紙を重ね合わせて見える形の特徴について話し

合ったりする活動を通して、面白さや楽しさを感じ取る。 

第3、4学年において、葉や小石を並べて自然のよさや面白さを感じ取ったり、

美術作品の人物の動作を真似て感じたことを友達と交流したりする活動を通して、

面白さや楽しさを感じ取る。 

第5、6学年において、美術作品やいろいろな模様をカードにして友達と話し合

ったり、日本の美術作品に触れてよさや美しさを味わったりする活動を通して、

面白さや楽しさを感じ取る。 

〔共通事項〕については、次のような学習活動が取り上げられている。 

第1、2学年において、紙を切っていろいろな形をつくって教室に飾ったり、毎

日の生活の中で感じたことを絵に表したりする活動を通して、形や色などを基に、

自分のイメージをもつ活動 

第3、4学年において、絵の中に開く仕組みを取り入れたり、木を組み合わせて

動物の家を形に表したりする活動を通して、形や色などの感じを基に、自分のイ

メージをもつ活動 

第5、6学年において、様々な色や強さの光を当てて美しい空間をつくったり、

安全で安心な町づくりを計画して模型で提案したりする活動を通して、形や色な

どの造形的な特徴を基に、自分のイメージをもつ活動 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 
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第1、2学年の「カラフルいろみず」の題材において、学習課題を設定し、見通

しをもたせるとともに、色水をつくりながらしてみたいことを考え、友達と話し

合い、色のつくり方を交流するなど、考えを広げたり深めたりする活動 

第3、4学年の「切ってかき出してくっつけて」の題材において、学習課題を設

定し、見通しをもたせるとともに、用途に合わせた用具の使い方を考え、友達と

話し合い、用具の使い方を交流するなど、考えを広げたり深めたりする活動 

第5、6学年の「わくわくプレイランド」の題材において、学習課題を設定し、

見通しをもたせるとともに、木の枝を使って遊ぶものを考え、友達と話し合い、

お互いの作品のよさを交流するなど、考えを広げたり深めたりする活動 

「内容の構成・配列」については、次のような工夫がなされている。 

第1、2学年において、砂や土の造形遊び、身近な自然のスケッチなど、材料や

方法などについて、学校や地域の実態に応じて取り扱う内容を選択できるよう構

成し、 発展的に学習できるような工夫 

第3、4学年において、布をつなぐ造形遊び、大きな透明シートを使った造形遊

びなど、材料や方法などについて、学校や地域の実態に応じて取り扱う内容を選

択できるよう構成し、発展的に学習できるような工夫 

第5、6学年において、ビー玉を使った迷路、自然を感じる造形遊びなど、材料

や方法などについて、学校や地域の実態に応じて取り扱う内容を選択できるよう

構成し、発展的に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第1、2学年の「造形遊びをする活動」が18ページ、「絵や立体、工作に表す活

動」が68ページ、「鑑賞する活動」が12ページであり、総ページは132ページで、

前回よりも約16％増 

第3、4学年の「造形遊びをする活動」が18ページ、「絵や立体、工作に表す活

動」が68ページ、「鑑賞する活動」が10ページであり、総ページは130ページで、

前回よりも約14％増 

第5、6学年の「造形遊びをする活動」が10ページ、「絵や立体、工作に表す活

動」が64ページ、「鑑賞する活動」が12ページであり、総ページは130ページで、

前回よりも約14％増 

「教科書 美術館」に、「あみのもりのいきもの（北海道）」や「日ノ浜遺跡出

土の動物土偶（市立函館博物館）」を掲載するなど、児童の学習意欲を高める工夫

がなされている。 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

「ひらめきポケット」に、試したくなるテーマを設定したり、発想を広げる多

様な図版を掲載したりするなど、児童が主体的に学習に取り組むことができるよ

うな工夫がなされている。 

題材ごとに三つの育てたい資質・能力を示した「学習のめあて」を掲載したり、

学年に合わせ､文字の大きさを調整したりするなど､使用上の便宜が図られている。 
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会 長  これから質疑応答を行う。図画工作の調査研究報告について質問等はないか。 

Ｑ：工作に表す活動の充実が大切と言われているが、各者、この点について、どの

ような配慮がなされているか。 

Ａ：各者、紙から段ボール、木材などと徐々に固い材料を使って作品を製作すると

いった、発達の段階に応じた教材を使う流れになっている。その際には、道具

として、まず手でちぎったり丸めたりといった手の機能をスタートに、はさみ

やカッター、金槌、のこぎり、高学年では電動のこぎりを扱える指導がなされ

ている。 

Ｑ：北海道内の美術や文化に関するものが紹介されたが、広く日本という視野でみ

たときに、我が国の美術や文化に関する取り扱いについて､各者、どのような配

慮がなされているか。 

Ａ：各者、各学年で鑑賞のみならず作品のヒントとして、日本の様々な作品が取り

扱われており、例えば、浮世絵、水墨画、屏風絵などがある。 

また、各者、工芸にも目を向けており、曲げわっぱやふくべ細工など、各地域

の工芸についても紹介している。 

会 長  他の質問はないか。（なし） 

   ※小委員長退席 

会 長  引き続き、図画工作の採択の審議に入る。 

・子どもへの感性の問いかけ、具体的にはやってみたいと考えることを仕向ける

構成や、多様な題材が提供されていること、何をどのように学ぶかがよりわか

るオリエンテーションのページの配置など、学びを広げるよう生活や社会、他

教科との学びをつなぐという工夫をしているという点から、日本文教出版がよ

いのではないかと思う。 

・各者とも工夫されており、調査研究結果からも大きな差はないという印象を受

けた。図画工作は、まず興味を引き出すことが大切であり、自分もやってみた

い、または想像をかき立て自分なりに作り上げていくということを子どもたち

に芽生えさせることが大事と考え、その点では、日本文教出版がよいと思う。 

会 長  これまでの審議の経過を踏まえて、日本文教出版と決定することとしてよろし

いか。（異議なし） 

それでは、図画工作については、日本文教出版の教科用図書を採択することと

決定する。 

 

 

会 長  つづいて、家庭について、調査研究報告書に基づき調査結果を小委員長から報

告願う。 

小委員長 家庭小委委員長の小林である。家庭の調査研究結果について報告申し上げる。 

     はじめに「東京書籍」についてである。 

各学年の目標を達成することができるよう、次のような学習活動が取り上げら

れている。 
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「Ａ家族・家庭生活」については、家庭生活と家族の大切さや家庭生活が家族

の協力によって営まれていることに気付くよう、第５学年において自分にできる

仕事を見つけたり、団らんを持つ計画を立てたりする活動や、第６学年において

生活時間を工夫したり、地域の人々と心のつながりを深めるために工夫できるこ

とを考えたりする活動。 

「Ｂ衣食住の生活」については、食生活、衣生活、住生活に関する知識及び技

能を身に付けるとともに、それらの課題を解決する力を養うよう、第５学年にお

いて「青菜のおひたし・ゆでいも」や「ご飯とみそ汁」を作ったり、「マイ・ミ

ニバッグ」や「エプロン」を製作したりする活動や、第６学年において家族が喜

ぶ一食分の献立を考えたり、「トートバッグ」を製作したりする活動。 

「Ｃ消費生活・環境」については、消費生活・環境に関する知識及び技能を身

に付けるとともに、それらの課題を解決する力を養うよう、第５学年において目

的に合った選び方や買い方を考えたり、環境や資源に配慮した生活を工夫したり

する活動や、第６学年において目的や品質を考えた適切な買い方を考える活動。 

「家族・家庭生活の課題と実践」については、日常生活の中から問題を見いだ

して課題を設定し、よりよい生活を考え、計画を立てて実践できるよう、家族の

ために小物入れを作ったり、年末そうじの計画を立てたりするなど、学んできた

ことを生かすための具体的な活動例が取り上げられている。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、学習

課題を設定し、見通しをもたせるとともに、手ぬいで学習したことを生かして生

活をよりよくする様々な方法を考え実践したり、自分の考えを根拠や理由を明確

にして分かりやすく説明・発表したりするなど、考えを広げたり深めたりする活

動が取り上げられている。 

「内容の構成・排列」については、児童が達成感や実践する喜びを味わうこと

ができるよう学習内容を27の大題材で構成し、「自分にできそうな家庭の仕事を

見つけよう」や「手ぬいのよさを生活に生かそう」などの基礎的な学習をした後

に、「１食分の献立を立てて、調理しよう」や「計画を立てて、工夫して作ろう」

など基礎的・基本的な知識及び技能を応用的な教材で活用するなど、２年間を通

して、系統的・発展的に学習することができるような工夫がなされている。 

「内容の分量」については、「Ａ家族・家庭生活」は28ページ、「Ｂ衣食住の

生活」は95ページ、「Ｃ消費生活・環境」は８ページ、「Ａ家族・家庭生活及び

Ｂ衣食住の生活」は５ページ、「Ｂ衣食住の生活及びＣ消費生活・環境」は９ペ

ージあり、「その他」はなく、総ページ数は145ページで、前回より約12％増とな

っている。 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

「環境」「日本の伝統」「日々の備え」などのマークや「資料」「プロに聞く」

などのコラム欄を掲載することによって興味・関心をもたせたり、ワークシート

を掲載し学習活動を促したりするなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされて

いる。 
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「いつも確かめよう」として写真や挿絵でまとめて掲載し、必要に応じて調べ

させたり、「生活を変えるチャンス！」を示すことで、児童の生活の中から課題

を見付けられるよう促し、家庭学習へとつなげたりするなど、児童が主体的に学

習に取り組むことができるような工夫がなされている。 

ユニバーサルデザインフォントを使用したり、大題材ごとに「学習の流れ」を

掲載したりするなど、使用上の便宜が図られている。 

 

次に、「開隆堂」についてである。 

各学年の目標を達成することができるよう、次のような学習活動が取り上げら

れている。 

「Ａ家族・家庭生活」については、家庭生活と家族の大切さや家庭生活が家族

の協力によって営まれていることに気付くよう、第５学年において自分にできる

仕事を見つけたり、家族の一員として仕事の仕方を考えたりする活動や、第６学

年において生活時間を工夫したり、地域の人々との関わりを見つめ地域の一員と

してできることを考えたりする活動。 

「Ｂ衣食住の生活」については、食生活、衣生活、住生活に関する知識及び技

能を 身に付けるとともに、それらの課題を解決する力を養うよう、第５学年に

おいて｢青菜のおひたし・ゆでいも｣や｢ご飯とみそ汁｣を作ったり、｢カード入れ｣

や｢ランチョンマット｣を製作したりする活動や、第６学年において栄養のバラン

スのよい一食分の献立を考えたり、｢マイバッグ｣を製作したりする活動。 

「Ｃ消費生活・環境」については、消費生活・環境に関する知識及び技能を身

に付けるとともに、それらの課題を解決する力を養うよう、第５学年において計

画的な買い物の仕方を考えたり、目的に合った物の選び方や買い方を工夫したり

する活動や、第６学年において環境に配慮した生活について考える活動。 

「家族・家庭生活の課題と実践」については、日常生活の中から問題を見いだ

して課題を設定し、よりよい生活を考え、計画を立てて実践できるよう、家族の

ために昼食を作ったり、布を使ってプレゼントを製作したりするなど、学んでき

たことを生かすための具体的な活動例が取り上げられている。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、学習

課題を設定し、見通しをもたせるとともに、手ぬいの知識や技能を自分の生活へ

の工夫に生かす様々な方法を考え実践したり、自分の考えを根拠や理由を明確に

して分かりやすく説明・発表したりするなど、考えを広げたり深めたりする活動

が取り上げられている。 

「内容の構成・排列」については、児童が達成感や実践する喜びを味わうこと

ができるよう学習内容を22の大題材（59の小題材）で構成し、「生活を支える家

庭の仕事」や「手ぬいを生活に生かそう」などの基礎的な学習をした後に、「１

食分のこんだてを立てよう」や「目的に合ったふくろを作ろう」など基礎的・基

本的な知識及び技能を応用的な教材で活用するなど、２年間を通して、系統的・

発展的に学習することができるような工夫がなされている。 
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「内容の分量」については、「Ａ家族・家庭生活」は25ページ、「Ｂ衣食住の

生活」は42ページ、「Ｃ消費生活・環境」は８ページ、「Ａ家族・家庭生活及び

Ｃ消費生活・環境」は４ページ、「Ｂ衣食住の生活及びＣ消費生活・環境」は46

ページ、「その他」は12ページあり、総ページ数は137ページで、前回より約20％

増となっている。 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

「環境」「消費」「防災」などのマークや「参考」「学習内容に関する人」な

どのコラム欄を掲載することによって興味・関心をもたせたり、チェックリスト

を掲載し学習活動を促したりするなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされて

いる。 

生活の様々な場面を想起することができる写真や挿絵を掲載し、必要に応じて

調べさせたり、「チャレンジコーナー」を示すことで、児童の生活の中から課題

を見付けられるよう促し、家庭学習へとつなげたりするなど、児童が主体的に学

習に取り組むことができるような工夫がなされている。 

ユニバーサルデザインフォントを使用したり、大題材ごとに「学習のめあて」

を掲載したりするなど、使用上の便宜が図られている。 

 

会 長  これから質疑応答を行う。家庭の調査研究報告について質問等はないか。 

Ｑ：家族や家庭、衣食住、消費や環境などについて、日常的に必要な基礎的な理解

を図るとともに、それらに係る技能を身に付けるようにすることが求められて

いるが、各者、この点について、どのような取扱いになっているか。 

Ａ：東京書籍は、知識・技能の定着のため、学習の目標と評価を重視し、すべての

小題材のはじめに学習の「めあて」、終わりにそれに呼応した「ふり返ろう」

を設けてこまめに学習をふり返り、学習内容が定着するようになっている。ま

た、各実習には「できたかな」の囲みがあり、実習にあたってのポイントが自

己評価として活用でき、より確実な技能の定着を図ることができる。 

開隆堂出版は、小題材数が多く、家族や家庭、衣食住、消費や環境について日

常生活に必要な基礎的な理解を図り、それらに係る技能をスモールステップで

積み上げ、身に付けられるようになっている。また、基礎的・基本的な知識や

技能の理解が深まるよう、実習・製作では、手順図が児童の視線の流れを考慮

して横流れになっている。 

Ｑ：生活の中から問題を見出し、課題を設定し、解決方法を検討し、計画、実践、

評価、改善するという一連の学習過程を重視することが求められているが、各

者、この点について、どのような取扱いになっているか。 

Ａ：東京書籍は、どの題材も3つのステップで学習を進めており、日常生活の課題を

見出し、学習の中で他者との交流を図り、課題を解決し、振り返って改善して

いくような課題解決型の学習の流れになっている。 

開隆堂出版も同様に、3つのステップで学習を進めており、生活を見つめるこ 

とから問題を見出し、課題を設定し、主体的に様々な解決方法を考えて実践し、

実践を評価・改善して考えを発表するなどの主体的・対話的で深い学びを通し

て課題解決する力を養えるつくりとなっている。 
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会 長  他の質問はないか。（なし） 

   ※小委員長退席 

会 長  引き続き、家庭の採択の審議に入る。 

・各者とも、それぞれ工夫されていると思うが、具体的なめあて、チェックリス

トを設定していること、自らの学びや活動をしっかりと振り返ることができる

工夫がされていること、環境、消費、防災などのマークを使っているコラムの

掲載があることなどから、児童の興味・関心が高まるような工夫がされており、

総合的に判断して開隆堂出版がよいと思う。 

・各者とも工夫されており、大きな差はないと思うが、主体的に学習に取り組む

工夫において、開隆堂出版がより優れているのではないかと思う。各題材が学

習のめあてで始まり、最後に「ふりかえろう」「いかそう」が設定され、家庭

実践につながるよう工夫されている。主体的に学べるよう、対話と学びあいの

ある体験的な活動が多数設定されていることから、開隆堂出版がよいと思う。 

会 長  これまでの審議の経過を踏まえて、家庭は開隆堂と決定することと 

してよろしいか。（異議なし） 

それでは、家庭については、開隆堂の教科用図書を採択することと決定する。 

 

 

会 長  つづいて、保健について、調査研究報告書に基づき調査結果を小委員長から報

告願う。 

小委員長 保健小委委員長の鈴木である。保健の調査研究結果について報告申し上げる。 

     はじめに「東京書籍」についてである。 

次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるようになっている。 

第3、4学年の「健康な生活」については、実験結果を基に体を清潔にする理由

を考えたり、健康に過ごすための友達へのアドバイスを考えたりする活動を通し

て理解するとともに、課題を見付け、その解決に向けて考え、それを表現する活

動が位置付けられている。 

「体の発育・発達」では、自分の身長の変化や発育の個人差について調べたり、

体をよりよく発育させるための生活に向けて実行したいことを考えたりする活動

を通して理解するとともに、課題を見付け、その解決に向けて考え、それを表現

する活動が位置付けられている。 

第5、6学年の「心の健康」では、心と体が影響し合っていることについて考え

たり、不安や悩みへの対処の方法について考えたりする活動を通して理解し、簡

単な対処をするとともに、課題を見付け、その解決に向けて思考、判断し、それ

らを表現する活動が位置付けられている。 

「けがの防止」については、けがや事故の原因について考えたり、事例の場面

で予測される危険や回避する方法について考えたりする活動を通して理解し、け

がなどの簡単な手当をするとともに、けがを防止するために危険の予測や回避の

方法を考え、それらを表現する活動が位置付けられている。 
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「病気の予防」では、感染症や生活習慣病の予防の仕方について考えたり、喫

煙、飲酒などが健康に及ぼす影響について調べたりする活動を通して理解すると

ともに、課題を見付け、その解決に向けて思考、判断し、それらを表現する活動

が位置付けられている。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第3、4学年の「健康な生活の学習」において、「毎日を健康に過ごすにはどの

ような生活の仕方がよいのか」という課題を設定し、児童に見通しをもたせると

ともに、「調べる・解決する」で事例を基に健康な生活の仕方について話し合い、

「深める・伝える」で生活を見直した子どもがどのように変わるのかを考え話し

合うなど、自分の考えを広げたり深めたりする活動 

第5、6学年の「けがの防止の学習」において、「交通事故はどうすれば防止で

きるのか」という課題を設定し、児童に見通しをもたせるとともに、「調べる・

解決する」で事例を基に危険と回避するための対策について考え、「深める・伝

える」で交通事故を防ぐための環境整備の例から工夫されていることについて話

し合うなど、自分の考えを広げたり深めたりする活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第3、4学年においては、体の成長について学習した後、体の発育と個人差につ

いて考える活動を位置付け、思春期の体の変化の学習においても同様の学習活動

ができるようにするなど、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第5、6学年においては、不安や悩みへの対処について学習した後、相手に自分

の気持ちや考えを上手に伝える活動を位置付け、自分から他者へと考える視野を

広げられるようにするなど、系統的・発展的に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第3、4学年においては、「健康な生活」は20ページ、「体の発育・発達」は21

ページであり、総ページ数は45ページで、前回より約55％増 

第5、6学年においては、「心の健康」は16ページ、「けがの防止」は28ページ、

「病気の予防」は32ページであり、総ページ数は81ページで、前回より約59％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

各項目末に学習内容と関連のある資料を掲載したり、学習に関連するデジタル

教材の充実を図ったりするなど、児童の学習意欲を高める工夫。 

単元のはじめに単元の目標や学習内容を示したり（全学年）、課題の解決に結

び付く視点などをキャラクターの吹き出しで示したり（全学年）するなど、児童

が主体的に学習に取り組むことができるような工夫。 

健康についての考えや様子の変化を確認できるチェック表を掲載したり、ユニ

バーサルデザインフォントを使用したりするなど、使用上の便宜が図られている。 

 

次に、「大日本図書」についてである。 

次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるようになっている。 
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第3、4学年の「健康な生活」については、自分の１日の生活を振り返り、健康

な生活の仕方について考えたり、身の回りの環境の整え方について考えたりする

活動を通して理解するとともに、課題を見付け、その解決に向けて考え、それを

表現する活動が位置付けられている。 

「体の発育・発達」については、１年生から４年生までの自分の身長の変化を

調べたり、思春期における体の変化について調べたりする活動を通して理解する

とともに、課題を見付け、その解決に向けて考え、それを表現する活動が位置付

けられている。 

第5、6学年の「心の健康」については、不安や悩みに関する自分の経験を振り

返ったり、不安や悩みへの対処として呼吸法を行ったりする活動を通して理解し、

簡単な対処をするとともに、課題を見付け、その解決に向けて思考、判断し、そ

れらを表現する活動が位置付けられている。 

「けがの防止」については、予測される危険や安全な行動について考えたり、

けがをしたときの行動について考えたりする活動を通して理解し、けがなどの簡

単な手当をするとともに、けがを防止するために危険の予測や回避の方法を考え、

それらを表現する活動が位置付けられている。 

「病気の予防」については、病気になったときの要因について自分の経験を振

り返ったり、喫煙や飲酒などが健康に及ぼす影響について考えたりする活動を通

して理解するとともに、課題を見付け、その解決に向けて思考、判断し、それら

を表現する。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第3、4学年の「健康な生活の学習」において、「毎日を健康に過ごすにはどの

ような生活をすればよいのか」という課題を設定し、児童に見通しをもたせると

ともに、「話し合ってみよう」で自分の生活の課題を解決するための方法を話し

合い、「活用して深めよう」で事例の子どもの悩みを解決する方法を考え記述す

るなど、自分の考えを広げたり深めたりする活動 

第5、6学年の「けがの防止の学習」において、「犯罪被害から身を守るにはど

うすればよいのか」という課題を設定し、児童に見通しをもたせるとともに、「や

ってみよう」で事例を基に予測される危険や犯罪被害を防ぐための安全な行動に

ついて考え、「活用して深めよう」で犯罪被害を含めた安全マップを作成するな

ど、自分の考えを広げたり深めたりする活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第3、4学年においては、１日の生活の仕方や健康によい生活環境について学習

した後、自分の生活を振り返る学習を位置付け、課題を発見し生活に生かすこと

ができるようにするなど、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第5、6学年においては、生活の仕方と病気の予防について学習した後、がんと

生活習慣のかかわりについて考える活動を位置付け、学習内容を広げて知識を深

められるようにするなど、系統的・発展的に学習できるような工夫 
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「内容の分量」については、次のようになっている。 

第3、4学年においては、「健康な生活」は16ページ、「体の発育・発達」は17

ページであり、総ページ数は37ページで、前回より約27％増 

第5、6学年においては、「心の健康」は12ページ、「けがの防止」は16ページ、

「病気の予防」は25ページであり、総ページ数は57ページで、前回より約16％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

児童が単元の学習課題に気付くことができる「学習ゲーム」を掲載したり、学

習に関連するデジタル教材の充実を図ったりするなど、児童の学習意欲を高める

工夫。 

学習の流れを示した教科書の使い方を掲載したり、、課題の解決に結び付くヒ

ントなどをキャラクターの吹き出しで示したりするなど、児童が主体的に学習に

取り組むことができるような工夫。 

健康や安全と自分の夢や目標とのつながりを伝えるページを掲載したり、ユニ

バーサルデザインフォントを使用したりするなど、使用上の便宜が図られている。 

次に、「文教社」についてである。 

次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるようになっている。 

第3、4学年の「健康な生活」については、健康な生活を送るために大切なこと

を考えたり、１日の生活で自分が心がけていることを振り返ったりする活動を通

して理解するとともに、課題を見付け、その解決に向けて考え、それを表現する

活動が位置付けられている。 

「体の発育・発達」については、自分の身長の変化や発育の仕方の違いについ

て調べたり、思春期における異性の友達との関わり方について考えたりする活動

を通して理解するとともに、課題を見付け、その解決に向けて考え、それを表現

する活動が位置付けられている。 

第5、6学年の「心の健康」については、不安や悩みに関する自分の経験を振り

返ったり、対処の方法について話し合ったりする活動を通して理解し、簡単な対

処をするとともに、課題を見付け、その解決に向けて思考、判断し、それらを表

現する活動が位置付けられている。 

「けがの防止」については、けがの場所や原因について考えたり、予測される

危険や回避する方法について考えたりする活動を通して理解し、けがなどの簡単

な手当をするとともに、けがを防止するために危険の予測や回避の方法を考え、

それらを表現する活動が位置付けられている。 

「病気の予防」については、自分が経験したことのある病気の原因について学

習したことを基に考えたり、喫煙や飲酒などが健康に及ぼす影響について考えた

りする活動を通して理解するとともに、課題を見付け、その解決に向けて思考、

判断し、それらを表現する活動が位置付けられている。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第3、4学年の「健康な生活の学習」において、「健康な生活を送るためには、
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１日の過ごし方をどうすればよいのか」という課題を設定し、児童に見通しをも

たせるとともに、「考えてみよう」で事例を基に体調が変化する理由を話し合い、

「新しい自分にレベルアップ」で自分の生活を振り返り、気を付けることを考え

記述するなど、自分の考えを広げたり深めたりする活動 

第5、6学年の「心の健康の学習」において、「心の健康を保つにはどうすれば

よいのか」という課題を設定し、児童に見通しをもたせるとともに、「考えてみ

よう」で不安や悩みを抱えたとき、誰にどのような相談をすることができるのか

を考え、「新しい自分にレベルアップ」で相談の仕方や受け方で大切なことを話

し合うなど、自分の考えを広げたり深めたりする活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第3、4学年においては、毎日の生活と健康について学習した後、健康に関する

目標や理由を伝え合う活動を位置付け、目標を意識して健康な生活を送ることが

できるようにするなど、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第5、6学年においては、喫煙の害について学習した後、たばこを勧められたと

きの対処を考える活動を位置付け、飲酒や薬物乱用の学習においても同様の学習

活動ができるようにするなど、系統的・発展的に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第3、4学年における「健康な生活」は、16ページ、「体の発育・発達」は16ペ

ージであり、総ページ数は33ページで、前回より約32％増となっている。 

第5、6学年における「心の健康」は12ページ、「けがの防止」は16ページ、「病

気の予防」は24ページであり、総ページ数は53ページで、前回より約17％増とな

っている。 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

学習に関する資料やホームページのアドレスを掲載したり、児童向けの豆知識

を脚注に掲載したりするなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされている。 

学習内容に応じて「考えてみよう」や「調べてみよう」などの学習方法を提示

したり、課題解決の視点等をキャラクターの吹き出しで示したりするなど、児童

が主体的に学習に取り組むことができるような工夫がなされている。 

知ってほしい情報を「もっと知りたい」などのコーナーとして掲載したり、ユ

ニバーサルデザイン等の観点から書体や文字の大きさを工夫したりするなど、使

用上の便宜が図られている。 

 

次に、「光文社」についてである。 

次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるようになっている。 

第3、4学年の「健康な生活」については、健康な生活を送るために手や衣服な

どの汚れを調べたり、身の回りの環境の整え方について調べたりする活動を通し

て理解するとともに、課題を見付け、その解決に向けて考え、それを表現する活

動が位置付けられている。 
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「体の発育・発達」については、思春期における男女の体の変化を比べたり、

体をよりよく発育させるための生活の仕方について考えたりする活動を通して理

解するとともに、課題を見付け、その解決に向けて考え、それを表現する活動が

位置付けられている。 

第5、6学年の「心の健康」については、自分の経験や事例を基に心と体の関係

について考えたり、不安や悩みへの対処の方法について話し合ったりする活動を

通して理解し、簡単な対処をするとともに、課題を見付け、その解決に向けて思

考、判断し、それらを表現する活動が位置付けられている。 

「けがの防止」については、けがや事故の原因について考えたり、危険を予測

し、安全な行動の仕方について調べたりする活動を通して理解し、けがなどの簡

単な手当をするとともに、けがを防止するために危険の予測や回避の方法を考え、

それらを表現する活動が位置付けられている。 

「病気の予防」については、自分の生活を振り返り生活習慣病の予防の仕方に

ついて考えたり、喫煙や飲酒などが健康に及ぼす影響について調べたりする活動

を通して理解するとともに、課題を見付け、その解決に向けて思考、判断し、そ

れらを表現する活動が位置付けられている。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第3、4学年の健康な生活の学習において、「健康に過ごすためには身の回りの

環境をどのように整えればよいのか」という課題を設定し、児童に見通しをもた

せるとともに、「話し合おう」で部屋の明るさなど生活環境の大切さについて話

し合い、「学んだことを生かそう 伝えよう」で事例を基に環境を整える方法を

考え記述するなど、自分の考えを広げたり深めたりする活動 

第5、6学年の「病気の予防の学習」において、「むし歯などを予防するために

はどうすればよいのか」という課題を設定し、児童に見通しをもたせるとともに、

「調べよう」でむし歯や歯周病の起こり方について調べ、「学んだことを生かそ

う 伝えよう」でむし歯を予防するために、今後の生活で気を付けることを考え記

述するなど、自分の考えを広げたり深めたりする活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第3、4学年においては、体の清潔で手の汚れについて学習した後、汚れの洗い

残しが多い箇所を考える活動を位置付け、学習したことを広げ、実生活に生かす

ことができるようにするなど、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第5、6学年においては、交通事故の防止について学習した後、安全な行動の仕

方について考える活動を位置付け、犯罪被害の防止の学習においても同様の学習

活動ができるようにするなど、系統的・発展的に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第3、4学年における「健康な生活」は16ページ、「体の発育・発達」は19ペー

ジであり、総ページ数は41ページで、前回より約41％増 
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第5、6学年における「心の健康」は14ページ、「けがの防止」は18ページ、「病

気の予防」は27ページであり、総ページ数は65ページで、前回より約33％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

単元のはじめに、単元で学習する内容をストーリー形式で示したり（全学年）、

学習に関連するウェブサイトの情報を掲載したり（全学年）するなど、児童の学

習意欲を高める工夫がなされている。 

考えを広げるための視点などをキャラクターの吹き出しで提示したり（全学

年）、学習内容の理解を深める科学的な資料を掲載したり（全学年）するなど、

児童が主体的に学習に取り組むことができるような工夫がなされている。 

単元ごとに学習内容の確認や振り返りができる「学習のまとめ」を掲載したり

（全学年）、基礎的・基本的事項は太字や色文字を使用したりするなど、使用上

の便宜が図られている。 

 

次に、「学研」についてである。 

次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるようになっている。 

第3、4学年の「健康な生活」については、２人の１日の生活の仕方を比べ、健

康な生活の仕方について考えたり、実験結果を基に部屋の環境と健康について考

えたりする活動を通して理解するとともに、課題を見付け、その解決に向けて考

え、それを表現する活動が位置付けられている。 

「体の発育・発達」については、思春期に起こる体の変化や男女の違いについ

て調べたり、給食の献立を調べ、栄養のバランスについて考えたりする活動を通

して理解するとともに、課題を見付け、その解決に向けて考え、それを表現する

活動が位置付けられている。 

第5、6学年の「心の健康」については、心と体が密接に関係している事例を基

に自分の経験を振り返ったり、不安や悩みへの対処として呼吸法の実習をしたり

する活動を通して理解し、簡単な対処をするとともに、課題を見付け、その解決

に向けて思考、判断し、それらを表現する活動が位置付けられている。 

「けがの防止」については、けがや事故などの体験を振り返ったり、けがや事

故を防ぐための工夫について調べたりする活動を通して理解し、けがなどの簡単

な手当をするとともに、けがを防止するために危険の予測や回避の方法を考え、

それらを表現する活動が位置付けられている。 

「病気の予防」については、病原体が要因となって起こる病気の予防について

調べたり、資料を基に喫煙や飲酒などが健康に及ぼす影響について調べたりする

活動を通して理解するとともに、課題を見付け、その解決に向けて思考、判断し、

それらを表現する活動が位置付けられている。 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、次の

ような学習活動が取り上げられている。 

第3、4学年の「健康な生活の学習」において、「部屋の明かりをつけたり、空

気を入れ替えたりするのはなぜか」という課題を設定し、児童に見通しをもたせ
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るとともに、「考える 調べる」で部屋の換気など生活環境の大切さについて話

し合い、「まとめる 深める」で事例を基に教室や部屋の環境を整える方法を考

え記述するなど、自分の考えを広げたり深めたりする活動 

第5、6学年の「心の健康の学習」において、「不安や悩みを抱えたときは、ど

うすればよいのか」という課題を設定し、児童に見通しをもたせるとともに、「考

える 調べる」で不安や悩みを抱えたときに自分で行えそうな対処について調べ、

「まとめる 深める」で仲間との話合いの中で参考になった対処の方法を考え記

述するなど、自分の考えを広げたり深めたりする活動 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第3、4学年においては、１日の生活の仕方について学習した後、数日間の自分

の生活を記録し、振り返る活動を位置付け、学習したことを実生活で確かめるこ

とができるようにするなど、系統的・発展的に学習できるような工夫 

第5、6学年においては、不安や悩みへの対処について学習した後、体と心をリ

ラックスさせる体験的な活動を位置付け、実感を伴って理解し、実生活に生かす

ことができるようにするなど、系統的・発展的に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第3、4学年における「健康な生活」は、14ページ、「体の発育・発達」は18ペ

ージであり、総ページ数は37ページで、前回より約12％増 

第5、6学年における「心の健康」は14ページ、「けがの防止」は14ページ、「病

気の予防」は25ページであり、総ページ数は57ページで、前回より約８％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

単元のはじめに学習内容や児童がもつ疑問の例を示したり、学習に関連するウ

ェブサイトの情報を掲載したりするなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされ

ている。 

教科書のはじめに学習の進め方を掲載したり、学習内容に関連する職業に携わ

る人や専門家による解説を掲載したりするなど、児童が主体的に学習に取り組む

ことができるような工夫がなされている。 

単元ごとに学習の振り返りや学びを生かした取組ができる「ふり返る・深め

る・つなげる」を掲載したり、ユニバーサルデザインフォントを使用したりする

など、使用上の便宜が図られている。 

 

事務局  これから質疑応答を行う。保健の調査研究報告について質問等はないか。 

Ｑ：新学習指導要領においては、健康に関する基礎的な内容の理解と、健康な生活

を送るための資質や能力の育成、心身ともに健康で安全な生活態度の育成など、

「心身の健康の保持増進」が強調されているが、このことについて、各者、ど

のような配慮がなされているか。 

Ａ：各者、第3・4 学年において、自分の生活を振り返って他者と比較したり、体を

清潔にする理由や身の回りの環境の整え方などについて調べたり考えたりする

活動が取り上げられている。また、第5・6 学年において、心と体が影響し合っ
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ていることを取り上げ、不安や悩みに関する自分の経験や、病気の原因や予防

について考える活動を通して理解し、簡単な対処の仕方などを生活に取り入れ､

生かすことで｢心身の健康の保持増進｣につながる配慮がなされている。 

Ｑ：健康によい生活を続けようとする態度を養うことが大切と考えるが、各者、こ

の点についてどのような配慮がなされているか。 

Ａ：各者、生活習慣病を取り上げ、適切な運動や栄養バランスのよい食事、十分な

休養や睡眠に気を付けることの大切さを話し合い、伝え合う学習活動により、

健康によい生活を続けようとする理解や態度を養う配慮がなされている。 

Ｑ：新たに設けられた「けがや病気からの回復」について、各者、どのように示さ

れているか。 

Ａ：各者とも、回復を早めるための簡単な手当や適切な対処の方法について、イラ

ストや写真を交えて示されている。 

事務局  他の質問はないか。（なし） 

   ※小委員長退席 

事務局  引き続き、保健の採択の審議に入る。 

・心と体のつながりや、ネット犯罪被害等の今日の課題を掲載していることや、

写真等の配置がわかりやすく掲載されていること、また「学習を振り返ろう」

で自分の学んだ理解度を確認できること、ステップ学習が視覚的に見やすく学

習の見通しが立てやすいこと、ワークシートの内容が多様で各活動による理解

が深まる構成になっていることなど、使用上の便宜が図られている東京書籍が

よいと思う。 

・東京書籍をがよいと思う。ステップ学習は、順を追って学習するのに視覚的で

見通しが立てやすい。また、見やすさという観点では、学習内容の理解に役立

つコンテンツが非常に豊富で、多彩な排列になっている。さらに、ワークシー

トも学習意欲の向上につながる構成になっているということからも、東京書籍

がよいと思う。 

事務局  これまでの審議の経過を踏まえて、保健は東京書籍と決定することとしてよろ

しいか。（異議なし） 

それでは、保健については、東京書籍の教科用図書を採択することと決定する。 

 

 

事務局  つづいて、特別支援について、調査研究報告書に基づき調査結果を小委員長か

ら報告願う。 

小委員長 特別支援小委委員長の高野である。特別支援の調査研究結果について報告申し

上げる。 

はじめにリーブルの国語「しりとりしましょ！たべものあいうえお」について

である。 

取扱内容については、次のとおりである。 

食べ物や飲み物のイラストを用いたしりとりを通して、言葉の響きやリ

ズムに親しみ、文字に親しめるよう構成されている。  
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巻末には、索引の一覧、楽譜つきの歌などが掲載されており、様々な場

面での言語活動に使用できるよう考慮されている。  

子どもになじみ深い食べ物や飲み物で構成されており、楽しみながら食

べ物の名前を学ぶことができるよう工夫されている。  

 

次に、偕成社の国語｢『おれたち、ともだち！』絵本ともだちや｣につてである。 

取扱内容については、次のとおりである。 

きつねと森の動物たちの交流についての物語を通して、情景や場面の様子、心

情などが想像できるよう構成されている。 

起承転結が分かりやすい物語であり、子どもが楽しみながら読み進めることが

できるよう配慮されている。 

挿絵の色彩が鮮やかで､子どもの興味･関心を高めるよう工夫されている。 

 

次に、合同出版の社会「絵でわかる こどものせいかつずかん３ おでかけの

きほん」についてである。 

場面別の基本的生活習慣を学ぶことにより、身の回りの生活に対する関

心が高まるよう構成されている。  

外出時の準備や行き先別など 20の場面が見開きページに簡潔な説明とイ

ラストで構成され、理解しやすいよう配慮されている。  

明るい色彩でイラストと、平仮名の説明文で書かれており、子どもが内

容をイメージしやすいよう工夫されている。  

 

次に、旺文社の社会「学校では教えてくれない 大切なこと（２）友だち関係

（自分と仲良く）」につついてである。 

取扱内容は、次のとおりである。 

様々な場面別に、自分自身や身近な人々とのかかわりなどについて気付

いたり理解したりできるよう構成されている。  

学校や家庭で実際に経験することの多い場面が例示されており、生活経

験に応じて学習できるよう配慮されている。  

子どもが身近に感じられる登場人物やストーリーがマンガで描かれてお

り、興味･関心を引くよう工夫されている。  

 

次に、旺文社の社会「学校では教えてくれない 大切なこと（６） 友だち関

係（気持ちの伝え方）」についてである。 

子どもが感じる気持ちの解説を通して、身近な人々とのかかわりなどに

ついて理解し、表現できるよう構成されている。  

子どもが経験する場面と関連付けて例示されており、生活経験に応じて

学習できるよう配慮されている。  

子どもが身近に感じられる登場人物やストーリーがマンガで描かれてお

り、興味･関心を引くよう工夫されている。  
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次に、婦人之友の理科「よくみるよくきく よくする絵本 たべものとからだ」

についてである。 

人の体のつくりのうち、消化器に関する説明を通して、動物の活動や成

長に関する学習ができるよう構成されている。  

人の体の仕組みや習慣が、身近な動物などと比較されており、興味や関

心をもって学習することができるよう配慮されている。  

文章が平仮名と片仮名で書かれており、子どもが主体的に学習できるよ

う工夫されている。  

 

次に、ポプラ社の音楽「おととあそぼうシリーズ31 おてほんのうたがながれ

るてあそびうたえほん」についてである。 

全 22曲の手遊び歌を聴きながら音楽に楽しく関わり、音楽に親しむ態度

を養い、豊かな情操を培うよう構成されている。  

見開きページに歌詞と手遊びの手順が明るい色彩の挿絵で描かれており、

子どもが興味･関心をもてるよう配慮されている。  

カラオケボタンの設定や曲を選択するボタンが分かりやすいアイコンで

示されており、操作しやすいよう工夫されている。  

 

次に、金の星社の家庭、技術・家庭、職業・家庭「おてつだいの絵本」につい

てである。 

家庭の中の自分の役割に気付き、家庭生活についての基礎的な理解がで

きるよう場面別に「おてつだい」の例が示されている。  

「掃除、片付け」等、具体的な手立てやマナーがイラストと文で説明さ

れ、子どもがイメージしやすいよう配慮されている。  

イラストを多く用いた紙面構成であり、様々な生活年齢の子どもが見通

しをもって理解できるよう工夫されている。  

 

次に、開隆堂の家庭の技術・家庭、職業・家庭「職業・家庭たのしい家庭科 わ

たしのくらしに生かす」についてである。 

衣食住に関する問いについて考えることを通して、家族や自分の役割等

について理解できるよう構成されている。  

１項目４ページの中に記述欄が設けられるなど、生徒が主体的に学習で

きるよう配慮されている。  

各項目は、文章による解説を基本に、写真やイラストを活用して子ども

に分かりやすいよう工夫されている。  

 

次に、東洋館出版社の家庭、技術・家庭、職業・家庭「くらしに役立つ家庭」

についてである。 

家庭分野で学習する「家族・家庭生活」「衣食住の生活」「消費生活・

環境」の内容を系統的に学習できるよう構成されている。  
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学んだことを振り返る問いが掲載されており、問いを考えることで自分

の生活に生かすことができるよう配慮されている。  

各章は、文章による解説を基本に、写真やイラストを活用して子どもに

分かりやすいよう工夫されている。  

 

会  長   これから質疑応答を行う。特別支援の調査研究報告について質問等はな

いか。（なし）  

※小委員長退席  

会  長   引き続き、特別支援の採択の審議に入る。  

・いずれの図書についても、学習のために障害の程度に応じた様々な配慮がされ

ており、写真やイラストを使ったもの、ルビ付きの文章のもの、マンガによっ

て子どもたちの興味・関心をひきつけるなど、イメージしやすい内容になって

いることから、すべての図書を採択すべきと考える。 

・いずれの図書も各障害に配慮された取扱内容となっているため、すべての図書

を採択すべきと考える。 

会 長  他の意見はないか。（なし） 

これまでの審議の経過を踏まえて、特別支援は全種を採択することと決定して

よろしいか。（異議なし） 

それでは、特別支援については、すべての一般図書を採択することと決定する。 

 

 

会 長  つづいて、道徳について、調査研究報告書に基づき調査結果を小委員長から報

告願う。 

小委員長 道徳小委委員長の川瀬である。東特の調査研究結果について報告申し上げる。 

     はじめに「東京書籍」についてである。 

「生命の尊厳」については、次のような学習活動を取り上げ、生命ある全ての

ものをかけがえのないものとして尊重し、大切にすることができるようになって

いる。 

第１学年において、心臓の音を聞いてどのようなことを感じるかや動物の赤

ちゃんにどのようなことを言ってあげたいかを考える活動を取り上げている。

特に、いじめの問題については、友達ができたとき、どのようなことを思った

かを考える活動を取り上げている。 

第２学年において、どのようなときに生きていると感じるかや自分が生まれた

とき、周りの人はどのようなことを思ったかを考える活動を取り上げている。

特に、いじめの問題については、友達が本当のことをごまかそうとしたら、ど

うするかを考える活動を取り上げている。 

第３学年において、どのようなときに命のつながりを感じるかやどのようなと

きに助け合って生きていることを感じたかを考える活動を取り上げている。特に、

いじめの問題については、みんなが仲よく、いじめのない楽しいクラスをつくる

ために、どのようなことをしようと思うかを考える活動を取り上げている。 
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第４学年において、どのようなときに命の尊さを感じたり考えたりするかや命

の大切さをどのように感じたかを考える活動を取り上げている。特に、いじめ

の問題については、日々の生活の中で、自分でよく考えて行動していることは、

どのようなことがあるかを考える活動を取り上げている。 

第５学年において、自分や他人の生命について、どのようなことを大切にして

いるかや生きているからこそ感じること、できることは何かを考える活動を取り

上げている。特に、いじめの問題については、知らない人に親切にしている人を

見たとき、どのようなことを感じたかを考える活動を取り上げている。 

第６学年において、命の大切さについて、家族とどのようなことを話し合った

かや人の命を守るために努力しているのを見たり聞いたりしたとき、どのような

ことを思ったかを考える活動を取り上げている。特に、いじめの問題については、

自分にとって、友達とは、どのような存在かを考える活動を取り上げている。 

「自然」については、次のような学習活動を取り上げ、自然の美しさや偉大さ、

不思議さを感じることができるようになっている。 

第１学年において、動物や植物の世話をするとき、どのようなことに気を付け

ているかを考える活動を取り上げている。 

第２学年において、自然や生き物を見たりさわったりしたとき、どのようなこ

とが心に残るかを考える活動を取り上げている。 

第３学年において、身近な自然を大切にするために、どのようなことをしよう

と思うかを考える活動を取り上げている。 

第４学年において、これまで自然や生き物に、どのように接してきたかを考え

る活動を取り上げている。 

第５学年において、身近な自然を守るためにできることは、どのようなことが

あるかを考える活動を取り上げている。 

第６学年において、解決していく必要のある自然環境の問題は、どのようなこ

とかを考える活動を取り上げている。 

「伝統と文化」については、次のような学習活動を取り上げ、有形無形の美し

さ、国や郷土への誇り、愛情を感じることができるようになっている。 

第１学年において、自分の住む町や国のすてきなところはどのようなところか

を考える活動を取り上げている。 

第２学年において、自分が住んでいる町や国のどのようなところが好きかを考

える活動を取り上げている。 

第３学年におて、外国の人に知ってもらいたい日本のよさは、どのようなもの

があるかを考える活動を取り上げている。 

第４学年において、自分の生まれ育った町で大切にされているものは、どのよ

うなものかを考える活動を取り上げている。 

第５学年において、自分の生まれ育った地域で大切にされている伝統や文化に

は、どのようなものがあるかを考える活動を取り上げている。 
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第６学年において、自分の生まれ育った地域のよさを守るために、どのような

ことができるかを考える活動を取り上げている。 

「情報化への対応」については、次のような学習活動を取り上げ、単に情報機

器の操作や活用など、その注意点を扱うのではなく、活用するのは人間であるか

らこそ、例えば「節度、節制」や「規則の尊重」など関わりのある道徳的価値に

ついて考えを深めることができるようになっている。 

第１学年において、いたずら書きを扱い、いたずらや嘘が広がると、どのよう

なことになるかを考える活動を取り上げている。 

第２学年において、たんじょう日カードを扱い、言葉の伝え方で、相手がどの

ような気持ちになるかを考える活動を取り上げている。 

第３学年において、手紙を扱い、してよいことと、してはいけないことを区別

するためには、どのような行動をとればよいかを考える活動を取り上げている。 

第４学年において、ゲーム機を扱い、熱中しすぎて困ったことが起きないよう

にするには、どのようなことに気を付けなければならないかを考える活動を取り

上げている。 

第５学年において、インターネットを扱い、自分や他の人の個人情報を守るた

めには、どのようなことに気を付けなければいけないかを考える活動を取り上げ

ている。 

第６学年において、スマートフォンを扱い、スマートフォンと賢く付き合うた

めには、どのようなことが大切かを考える活動を取り上げている。 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

「言語活動」については、各学年に、学習の進め方や「話し合いの約束」、コ

ミュニケーションを通して道徳的価値について考える「出会う・ふれ合う」を配

置し、児童が多様な感じ方や考え方に接する中で、考えを深め、判断し、表現す

る力などをはぐくむことができるように工夫されている。 

「問題解決的な学習」については、第３学年以上に、問題解決的な学習に対応

した教材「問題を見つけて考える」を配置し、自分との関わりで道徳的価値を捉

え、自分なりに発展させていくことへの思いや課題が培われるように工夫されて

いる。 

「体験的な学習」については、各学年に、体験活動との関連を図った教材を配

置し、体験的行為や活動を通じて学んだ内容から道徳的価値の意義などについて

考えを深めるように工夫されている。 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第１学年では、Ａは12教材、Ｂは９教材、Ｃは10教材、Ｄは６教材、Ｅは９

教材、全体で46教材であり、総ページ数は125ページで、前回より約６％増 

第２学年では、Ａは10教材、Ｂは10教材、Ｃは10教材、Ｄは８教材、Ｅは10教

材、全体で48教材であり、総ページ数は143ページで、前回より約４％増 

第３学年では、Ａは11教材、Ｂは９教材、Ｃは13教材、Ｄは８教材、Ｅは11教

材、全体で52教材であり、総ページ数は165ページで、前回より約３％増 
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第４学年においては、Ａは11教材、Ｂは９教材、Ｃは13教材、Ｄは８教材、Ｅ

は11教材、全体で52教材であり、総ページ数は169ページで、前回より約３％増 

第５学年では、Ａは９教材、Ｂは８教材、Ｃは15教材、Ｄは９教材、Ｅは12

教材、全体で53教材であり、総ページ数は181ページで、前回より約３％増 

第６学年では、Ａは10教材、Ｂは８教材、Ｃは13教材、Ｄは10教材、Ｅは12教

材、全体で53教材であり、総ページ数は197ページで、前回より約３％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

「自らを振り返るための工夫」については、各学年に、「学習の記録」や「学

習のふり返り」、１年間の学習を振り返る「かがやく自分に」、「学習のまとめ」を

配置し、自らの道徳的な成長を実感したり、新たな課題や目標をもったりするこ

とができるようになっている。 

「家庭や地域との連携を深めるための工夫」については、各学年に、家庭や地

域との連携を促す「付録つながる 広がる」を配置し、家庭や地域社会との共通

理解を深めることができるようになっている。 

 

次に、「学校図書」についてである。 

「生命の尊厳」については、次のような学習活動を取り上げ、生命ある全ての

ものをかけがえのないものとして尊重し、大切にすることができるようになって

いる。 

第１学年において、動植物を育てているとき、どのようなことを感じるかや動

物の赤ちゃんも人間の赤ちゃんと同じだと思うところは、どのようなところかを

考える活動を取り上げている。特に、いじめの問題については、友達にやさしく

されたり、やさしくしたりしたときに感じたことは何かを考える活動を取り上げ

ている。 

第２学年において、どのようなときに、生きていることがすばらしいと感じる

かや新しい命が生まれることについて、どのようなことを感じたかを考える活動

を取り上げている。特に、いじめの問題については、みんなが笑顔になるために、

大切なことは何かを考える活動を取り上げている。 

第３学年において、命が大切だと思ったのは、どのようなときかや命あるもの

を大切にするとは、どのようなことをすることかを考える活動を取り上げている。

特に、いじめの問題については、友達と仲良しになるには、どのようなことが大

切かを考える活動を取り上げている。 

第４学年において、命について、どのようなことを感じるかや命を大切だと思

ったことは、どのようなことかを考える活動を取り上げている。特に、いじめの

問題については、色々な立場の人が一緒に生活をするとき、大切なことはどのよ

うなことかを考える活動を取り上げている。 

第５学年において、命とはどのようなものかや、今を生きていることをどのよ

うに感じているかを考える活動を取り上げている。特に、いじめの問題について

は、相手の気持ちや立場を考えて、思いやりのある行動をするためには、どのよ

うなことが必要かを考える活動を取り上げている。 
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第６学年において、限られた時間の中でお互いを大切にすることはどのような

ことかや命をつないでいくとはどのようなことかを考える活動を取り上げている。

特に、いじめの問題については、差別や偏見のない社会にしていくためには、ど

のような心と態度が必要かを考える活動を取り上げている。 

「自然」については、次のような学習活動を取り上げ、自然の美しさや偉大さ、

不思議さを感じることができるようになっている。 

第１学年において、家や学校で育てている生き物に、どのような言葉をかけて

あげたいかを考える活動を取り上げている。 

第２学年において、これから、どのような気持ちで生き物と接していくかを考

える活動を取り上げている。 

第３学年において、自然の不思議さやすばらしさを感じたのは、どのようなと

きかを考える活動を取り上げている。 

第４学年において、身近な自然を大切にしていくために、どのような考えで暮

らしていくとよいかを考える活動を取り上げている。 

第５学年において、自然と共に生きるために、どのようなことが必要かを考え

る活動を取り上げている。 

第６学年において、地球に生きる一人として自分ができることは、どのような

ことかを考える活動を取り上げている。 

「伝統と文化」については、次のような学習活動を取り上げ、有形無形の美し

さ、国や郷土への誇り、愛情を感じることができるようになっている。 

第１学年において、自分の回りにある昔から伝わっていることやものは何かを

考える活動を取り上げている。 

第２学年において、自分の生まれ育った町のよいところや自慢できるものは、

どのようなものがあるかを考える活動を取り上げている。 

第３学年において、身の回りにある昔から伝わる文化や伝統には、どのような

ものがあるかを考える活動を取り上げている。 

第４学年において、自分の生まれ育った町の宝物には、どのようなものがある

かを考える活動を取り上げている。 

第５学年において、伝統や文化を陰で支える人は、どのような思いで受け継い

でいるかを考える活動を取り上げている。 

第６学年において、先人は、どのような思いで伝統や文化を発展させてきたの

かを考える活動を取り上げている。 

「情報化への対応」については、次のような学習活動を取り上げ、単に情報機

器の操作や活用など、その注意点を扱うのではなく、活用するのは人間であるか

らこそ、例えば「節度、節制」や「規則の尊重」など関わりのある道徳的価値に

ついて考えを深めることができるようになっている。 

第１学年において、友達に伝える場面を扱い、失敗した友達にどのような言葉

をかけてあげるかを考える活動を取り上げている。 
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第２学年において、オンラインゲームを扱い、やってはいけないことには、ど

のようなことがあるかを考える活動を取り上げている。 

第３学年において、謝る場面を扱い、どのような言葉や振る舞いをすれば相手

に気持ちが伝わるかを考える活動を取り上げている。 

第４学年において、SNSを扱い、相手と分かり合うために、どのようなことを

大切にするとよいかを考える活動を取り上げている。 

第５学年において、電話を扱い、お互いの気持ちを伝え合うにはどのようなこ

とに気を付けたらよいかを考える活動を取り上げている。 

第６学年において、インターネットを扱い、情報社会の中で責任ある行動をとる

ために、どのようなことに気を付けて判断するかを考える活動を取り上げている。 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

言語活動については、各学年の別冊に、道徳的課題について主体的に取り組む

ことができる発問「かんがえよう」や自らの生活や考えを見つめ、振り返る発問

「みつめよう」等のマークを配置し、児童が多様な感じ方や考え方に接する中で、

考えを深め、判断し、表現する力などをはぐくむことができるように工夫されて

いる。 

「問題解決的な学習」については、各学年の別冊に、主体的に道徳的課題に気

付き、焦点化して考える発問を配置し、自分との関わりで道徳的価値を捉え、自

分なりに発展させていくことへの思いや課題が培われるように工夫されている。 

「体験的な学習」については、各学年の別冊に、役割演技を通して道徳的価値

の理解を深める「やってみよう」を配置し、体験的行為や活動を通じて学んだ内

容から道徳的価値の意義などについて考えを深めるように工夫されている。 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第１学年では、Ａは10教材、Ｂは８教材、Ｃは10教材、Ｄは７教材、Ｅは４教

材､全体で39教材であり､総ページ数は別冊を含め164ページで､前回より約２％減 

第２学年では、Ａは10教材、Ｂは８教材、Ｃは12教材、Ｄは６教材、Ｅは４教

材､全体で40教材であり､総ページ数は別冊を含め160ページで､前回より約９％減 

第３学年では、Ａは10教材、Ｂは８教材、Ｃは11教材、Ｄは６教材、Ｅは５教

材､全体で40教材であり､総ページ数は別冊を含め180ページで､前回より約４％減 

第４学年では、Ａは10教材、Ｂは８教材、Ｃは11教材、Ｄは６教材、Ｅは５教

材､全体で40教材であり､総ページ数は別冊を含め184ページで､前回より約10％減 

第５学年では、Ａは９教材、Ｂは７教材、Ｃは13教材、Ｄは６教材、Ｅは５教

材､全体で40教材であり､総ページ数は別冊を含め200ページで､前回より約２％減 

第６学年では、Ａは９教材、Ｂは７教材、Ｃは13教材、Ｄは６教材、Ｅは６教

材､全体で41教材であり､総ページ数は別冊を含め200ページで､前回より約２％減 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

「自らを振り返るための工夫」については、各学年に、道徳の学びを、自分の

これからにつなげていくことを意識させる「つなげていこう」を配置し、自らの

道徳的な成長を実感したり、新たな課題や目標をもったりすることができるよう

になっている。 
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「家庭や地域との連携を深めるための工夫」については、各学年の別冊に、学

習内容を解説し、家庭教育との連携を図ることを目的とした「保護者の方へ」を

配置し、家庭や地域社会との共通理解を深めることができるようになっている。 

 

次に 「教育出版」についてである。 

「生命の尊厳」については、次のような学習活動を取り上げ、生命ある全ての

ものをかけがえのないものとして尊重し、大切にすることができるようになって

いる。 

第１学年において、生まれたばかりの動物の赤ちゃんをどう思うかや生きてい

るからできることはどのようなことかを考える活動を取り上げている。特に、

いじめの問題については、勇気を出して言えたとき、どのような気持ちになっ

たかを考える活動を取り上げている。 

第２学年において、命という言葉を聞いて、どのようなことを思い浮かべるか

や今まで生きてきて楽しかったことやできるようになったことは何かを考える活

動を取り上げている。特に、いじめの問題については、友達と仲良くするために

大切なことは、どのようなことかを考える活動を取り上げている。 

第３学年において、生き物を見たとき、どのような気持ちになるかや命の大切

さについて、生きていると感じることがあるかを考える活動を取り上げている。

特に、いじめの問題については、友達とお互いに分かり合うために自分にできる

ことは、どのようなことがあるかを考える活動を取り上げている。 

第４学年において、自分の命を支えているものは何かや精一杯生きるというこ

とは、どのようなことかを考える活動を取り上げている。特に、いじめの問題に

ついては、いじめを起こさないために、自分にできることは、どのようなことが

あるかを考える活動を取り上げている。 

第５学年において、かけがえのない命を未来にどのように伝えていくかや命を

輝かせるとは、どのようなことかを考える活動を取り上げている。特に、いじめ

の問題については、友達と関わるときに大切にしたいことは、どのようなことが

あるかを考える活動を取り上げている。 

第６学年において、命という言葉を聞いて、どのようなことを考えるかや大切

な命であることが分かると、自分の生き方はどのように変わっていくかを考える

活動を取り上げている。特に、いじめの問題については、自分の意見を相手が受

け入れてくれないと感じたとき、どのように行動するかを考える活動を取り上げて

いる。 

「自然」については、次のような学習活動を取り上げ、自然の美しさや偉大さ、

不思議さを感じることができるようになっている。 

第１学年において、自然のよいところや自然の中でどのような遊びをしたいか

を考える活動を取り上げている。 

第２学年において、春という季節のよいところや自分たちの回りにある春は、

どのようなものがあるかを考える活動を取り上げている。 
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第３学年において、自然を大切にするということは、どのようなことかを考え

る活動を取り上げている。 

第４学年において、自然や動物を大切にするために、自分ができることは何か

を考える活動を取り上げている。 

第５学年において、自然環境を守るために、自分たちができることはどのよう

なことかを考える活動を取り上げている。 

第６学年において、どのようにしたら身近な自然環境を守っていくことができ

るかを考える活動を取り上げている。 

「伝統と文化」については、次のような学習活動を取り上げ、有形無形の美し

さ、国や郷土への誇り、愛情を感じることができるようになっている。 

第１学年において、自分の生まれ育ったところには、どのような行事があるか

を考える活動を取り上げている。 

第２学年において、自分の生まれ育ったふるさとや住んでいる町のよさは何か

を考える活動を取り上げている。 

第３学年において、自分の生まれ育った地域の行事や活動に参加するとき、大

切にするとよいことは何かを考える活動を取り上げている。 

第４学年において、自分の暮らしている地域でどのようなことができるかを考

える活動を取り上げている。 

第５学年において、自分が住む地域の伝統や文化を受け継ぐときに必要なこと

は、どのようなことかを考える活動を取り上げている。 

第６学年において、地域の未来を考えて、自分の住む地域で大切にして受け継

いでいきたいことは、どのようなことかを考える活動を取り上げている。 

「情報化への対応」については、次のような学習活動を取り上げ、単に情報機

器の操作や活用など、その注意点を扱うのではなく、活用するのは人間であるか

らこそ、例えば「節度、節制」や「規則の尊重」など関わりのある道徳的価値に

ついて考えを深めることができるようになっている。 

第１学年において、掲示板を扱い、嘘をついたりいたずらをしたりするのは、

なぜよくないのかを考える活動を取り上げている。 

第２学年において、電話を扱い、知らない相手から、学級の友達の電話番号を

教えてほしいと言われたとき、どのように受け答えをするかを考える活動を取り

上げている。 

第３学年において、ゲーム機を扱い、ゲーム依存にならないために、どのよう

なことに気を付けるかを考える活動を取り上げている。 

第４学年において、インターネットを扱い、自分の情報を守るために大切なこ

とは、どのようなことかを考える活動を取り上げている。 

第５学年において、携帯電話を扱い、インターネットでのいじめを防ぐために

大切なことは、どのようなことかを考える活動を取り上げている。 

第６学年において、電子掲示板を扱い、社会を支えている法やきまりを守るこ

との大切さとは、どのようなことかを考える活動を取り上げている。 
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「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

「言語活動」については、各学年に、自分や友達の考えを記入する欄や道徳

的価値に対する問い、今後の行動を示唆する「学びの手引き」を配置し、児童

が多様な感じ方や考え方に接する中で、考えを深め、判断し、表現する力など

をはぐくむことができるように工夫されている。 

「問題解決的な学習」については、各学年に、学習のねらいを明確にする「導

入」を配置し、自分との関わりで道徳的価値を捉え、自分なりに発展させていく

ことへの思いや課題が培われるように工夫されている。 

「体験的な学習」については、各学年に、役割演技を通して道徳的価値の理解

を深める「やってみよう」を配置し、体験的行為や活動を通じて学んだ内容から

道徳的価値の意義などについて考えを深めるように工夫されている。 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第１学年では、Ａは10教材、Ｂは７教材、Ｃは12教材、Ｄは７教材、Ｅは４教

材、全体で40教材であり、総ページ数は130ページで、前回より約10％増 

第２学年では、Ａは10教材、Ｂは８教材、Ｃは11教材、Ｄは８教材、Ｅは４教

材、全体で41教材であり、総ページ数は138ページで、前回より約６％増 

第３学年では、Ａは11教材、Ｂは10教材、Ｃは13教材、Ｄは４教材、Ｅは４教

材、全体で42教材であり、総ページ数は148ページで、前回より約９％増 

第４学年では、Ａは９教材、Ｂは10教材、Ｃは13教材、Ｄは６教材、Ｅは４教

材、全体で42教材であり、総ページ数は160ページで、前回より約11％増 

第５学年では、Ａは９教材、Ｂは６教材、Ｃは14教材、Ｄは８教材、Ｅは４教

材、全体で41教材であり、総ページ数は164ページで、前回より約８％増 

第６学年では、Ａは12教材、Ｂは６教材、Ｃは12教材、Ｄは８教材、Ｅは４教

材、全体で42教材であり、総ページ数は168ページで、前回より約11％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

「自らを振り返るための工夫」については、各学年に、一年間の道徳の学習で

心に残った授業とその理由を記入する「一年間の道徳の学習をふり返ろう」を配

置し、自らの道徳的な成長を実感したり、新たな課題や目標をもったりすること

ができるようになっている。 

「家庭や地域との連携を深めるための工夫」については、各学年に、学校と家

庭との連携を促すことを目的とした「家の人から一言」を配置し、家庭や地域社

会との共通理解を深めることができるようになっている。 

次に、「光村図書」についてである。 

「生命の尊厳」については、次のような学習活動を取り上げ、生命ある全ての

ものをかけがえのないものとして尊重し、大切にすることができるようになって

いる。 

第１学年において、自分が生きていると感じるのは、どのようなときかや

自分が大きくなったと感じるのは、どのようなときかを考える活動を取り上

げている。特に、いじめの問題については、自分がよくないと思うことを見

たとき、どのようにするとよいかを考える活動を取り上げている。  
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第２学年において、命がつながっていると感じるのは、どのようなときか

や命は大切だと感じるのは、どのようなときかを考える活動を取り上げて

いる。特に、いじめの問題については、みんなで楽しく過ごすためにでき

ることは、どのようなことかを考える活動を取り上げている。  

第３学年において、自分は命を大切にするために、何ができるかや自分の回り

の生きている仲間とは、どのようなものがあるかを考える活動を取り上げてい

る。特に、いじめの問題については、自分が正しいと思ったことをすることが

大切と感じるのは、どのようなときかを考える活動を取り上げている。 

第４学年において、命は、なぜ大切だと思うかや人間と機械の違うところ

は、どのようなところかを考える活動を取り上げている。特に、いじめの問

題については、誰に対しても分け隔てをしないで接するために自分にできる

ことは、どのようなことがあるかを考える活動を取り上げている。  

第５学年において、精一杯生きるとは、どのような生き方をすることかや生

きていることの不思議さすばらしさを、どのようなときに感じるかを考える

活動を取り上げている。特に、いじめの問題については、友達とすれ違いが

起きたとき、どのようにするとよいかを考える活動を取り上げている。  

第６学年において、精一杯生きるということは、どのように生きることかや

命がつながっているということは、どのようなことかを考える活動を取り上

げている。特に、いじめの問題については、誰にでも公正で公平な態度でい

るために、どのような気持ちが必要かを考える活動を取り上げている。  

自然については、次のような学習活動を取り上げ、自然の美しさや偉大さ、不

思議さを感じることができるようになっている。 

第１学年において、植物や動物を育てるときは、どのような気持ちで世話をし

たらよいかを考える活動を取り上げている。 

第２学年において、身近にある自然で、大切にしたいと思うのは、どのような

ことかを考える活動を取り上げている。 

第３学年において、自分の学校や地域で、どのように自然と関わっている

かを考える活動を取り上げている。  

第４学年において、自然を大切にするために、自分にできることは、どのよう

なことかを考える活動を取り上げている。 

第５学年において、自然と人は、どのようにして関わっていくとよいか

を考える活動を取り上げている。  

第６学年において、自分の回りにある自然を大切にする活動には、どのような

ものがあるかを考える活動を取り上げている。 

「伝統と文化」については、次のような学習活動を取り上げ、有形無形の美し

さ、国や郷土への誇り、愛情を感じることができるようになっている。 

第１学年において、自分が知っている昔の遊びは、どのようなものがある

かを考える活動を取り上げている。  
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第２学年において、おせち料理の他に、願いを込めて作られた日本の料理には

どのようなものがあるかを考える活動を取り上げている。 

第３学年において、風呂敷のように、日本で昔から使われている道具には、ど

のようなものがあるかを考える活動を取り上げている。 

第４学年において、自分の生まれ育った地域に古くから伝わっていることで、

未来へ残していきたいと思うことは何かを考える活動を取り上げている。 

第５学年において、和菓子のように、大切にしたい日本の伝統や文化には、ど

のようなものがあるかを考える活動を取り上げている。 

第６学年において、自分の生まれ育ったところに対して、どのような思いをも

っているかを考える活動を取り上げている。 

「情報化への対応」については、次のような学習活動を取り上げ、単に情報機

器の操作や活用など、その注意点を扱うのではなく、活用するのは人間であるか

らこそ、例えば「節度、節制」や「規則の尊重」など関わりのある道徳的価値に

ついて考えを深めることができるようになっている。 

第１学年において、みんなが使う場所を扱い、どのようなことに気を付けなけ

ればいけないかを考える活動を取り上げている。 

第２学年において、自分が作った作品を扱い、勝手にまねをされてしまったと

きにどのような気持ちになるかを考える活動を取り上げている。 

第３学年において、インターネットを扱い、夢中になりすぎないようにするた

めに、どのようなことを大切にするかを考える活動を取り上げている。 

第４学年において、電子メールを扱い、自分の考えや気持ちを相手が正しく受

け取れるように伝えるには、どのような工夫をしたらよいかを考える活動を取り

上げている。 

第５学年において、インターネットを扱い、情報を発信するときに気を付

けなければならないことは何かを考える活動を取り上げている。 

第６学年において、インターネットを扱い、著作権や肖像権などが必要とされ

るのはなぜかを考える活動を取り上げている。 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。  

「言語活動」については、各学年に、経験や考えを引き出す「キャラク

ターによる問いかけ」や多面的・多角的に考えられる発問「考えよう・話

し合おう」、学習したことを他教科や日常生活につなげる「つなげよう」

を配置し、児童が多様な感じ方や考え方に接する中で、考えを深め、判断

し、表現する力などをはぐくむことができるように工夫されている。  

「問題解決的な学習」については、各学年に、問題解決的な考えを促す

発問「考えよう・話し合おう」を配置し、自分との関わりで道徳的価値を

捉え、自分なりに発展させていくことへの思いや課題が培われるように工

夫されている。  

「体験的な学習」については、各学年に、役割演技を通して道徳的価値

の理解を深める「演じて考えよう」を配置し、体験的行為や活動を通じて

学んだ内容から道徳的価値の意義などについて考えを深めるように工夫さ

れている。  



112 

 

「内容の分量」については、次のようになっている。  

第１学年では､Ａは 11教材､Ｂは 10教材､Ｃは 15教材､Ｄは５教材､Ｅは５

教材、全体で 46教材であり、総ページ数は 144ページで、前回より約 13％増  

第２学年では､Ａは 12教材､Ｂは９教材､Ｃは 15教材､Ｄは６教材､Ｅは６

教材、全体で 48教材であり、総ページ数は 168ページで、前回より約 11％増  

第３学年では､Ａは 11教材､Ｂは 12教材､Ｃは 15教材､Ｄは６教材､Ｅは６

教材、全体で 50教材であり、総ページ数は 184ページで、前回より約５％増  

第４学年では､Ａは 10教材､Ｂは 13教材､Ｃは 14教材､Ｄは６教材､Ｅは７

教材、全体で 50教材であり、総ページ数は 192ページで、前回より約４％増  

第５学年では､Ａは 10教材､Ｂは 11教材､Ｃは 14教材､Ｄは８教材､Ｅは８

教材、全体で 51教材であり、総ページ数は 204ページで、前回より約４％増  

第６学年では､Ａは 10教材､Ｂは 11教材､Ｃは 14教材､Ｄは８教材､Ｅは８

教材､全体で 51教材であり､総ページ数は 220ページで､前回より約６％増  

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

「自らを振り返るための工夫」については、各学年に、「学習のまとまり」の

区切りに道徳で学んだことを記録する「学びの記録」を配置し、自らの道徳的な

成長を実感したり、新たな課題や目標をもったりすることができるようになって

いる。 

「家庭や地域との連携を深めるための工夫」については、各学年に、長期休業

中の自主的な学びや家庭での話合いにつなげる「夏休みの前に」、「冬休みの前

に」等を配置し、家庭や地域社会との共通理解を深めることができるようになっ

ている。 

 

次に、「日本文教出版」についてである。  

「生命の尊厳」については、次のような学習活動を取り上げ、生命ある全ての

ものをかけがえのないものとして尊重し、大切にすることができるようになって

いる。 

第１学年において、今までに生まれたての命と出会ったことは、どのようなこ

とがあるかや生き物に命があると感じたことは、どのようなことがあるかを考え

る活動を取り上げている。特に、いじめの問題については、誰とでも仲よくする

ことが大切だと思ったことは、どのようなことがあるかを考える活動を取り上げ

ている。 

第２学年において、自分が大きくなったと思うのは、どのようなときかや生き

ているからできると思うことは、どのようなことかを考える活動を取り上げてい

る。特に、いじめの問題については、人によって違った態度を取らないためには、

どのような考えが大切かを考える活動を取り上げている。 

第３学年において、命を大切にするために、どのようなことに気を付けたいか

やかけがえのない命をどのように守っていくかを考える活動を取り上げている。

特に、いじめの問題については、誰でも大切にするために気を付けたいことは、

どのようなことかを考える活動を取り上げている。 



113 

 

第４学年において、身の回りの命を大切にするために、できることは何かや命

あるものを大切にするとは、どのようなことかを考える活動を取り上げている。

特に、いじめの問題については、いじめや仲間はずしをせず、相手と仲よく活動

するために、どのような考え方が大切かを考える活動を取り上げている。 

第５学年において、精一杯生きるとは、どのような生き方かや命の大切さにつ

いて、感じたこと、考えたことはどのようなことかを考える活動を取り上げてい

る。特に、いじめの問題については、友達との関係で、どのようなことを大切に

しているかを考える活動を取り上げている。 

第６学年において、先祖から受け継いできた生命を大切にするとはどのような

ことかや命あるものをつなげていくには、どのような思いをもつことが大切かを

考える活動を取り上げている。特に、いじめの問題については、身近にある不公

平や差別に対して、どのように立ち向かっていきたいかを考える活動を取り上げ

ている。 

「自然」については、次のような学習活動を取り上げ、自然の美しさや偉大さ、

不思議さを感じることができるようになっている。 

第１学年において、生き物にやさしくしたとき、どのような気持ちだったかを

考える活動を取り上げている。 

第２学年において、生き物を観察したり生き物について話したりしたことは、

どのようなことがあるかを考える活動を取り上げている。 

第３学年において、動植物の世話をするときに大切にしたいことは、どのよう

なことかを考える活動を取り上げている。 

第４学年において、人間と自然の生き物が、共に生きる社会をつくるために大

切なことは何かを考える活動を取り上げている。 

第５学年において、自然を大切にしたいと思ったことには、どのようなことが

あるかを考える活動を取り上げている。 

第６学年において、身近な自然環境を守るためには、どのような心構えが大切

かを考える活動を取り上げている。 

「伝統と文化」については、次のような学習活動を取り上げ、有形無形の美し

さ、国や郷土への誇り、愛情を感じることができるようになっている。 

第１学年において、日本に昔から伝えられてきたものには、どのようなものが

あるかを考える活動を取り上げている。 

第２学年において、自分の生まれ育った地域の祭りには、どのような願いが込

められているかを考える活動を取り上げている。 

第３学年において、普段の生活の中にある日本や自分の住んでいる地域の文化

には、どのようなものがあるかを考える活動を取り上げている。 

第４学年において、自分の生まれ育った町のよさを大切にするためにできるこ

とはどのようなことかを考える活動を取り上げている。 

第５学年において、文化や伝統を大切に守り続けることのよさとは、どのよう

なことかを考える活動を取り上げている。 
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第６学年において、地域の人たちは、ふるさとの誇りをなぜ大切に守り続けて

いるのかを考える活動を取り上げている。 

「情報化への対応」については、次のような学習活動を取り上げ、単に情報機

器の操作や活用など、その注意点を扱うのではなく、活用するのは人間であるか

らこそ、例えば「節度、節制」や「規則の尊重」など関わりのある道徳的価値に

ついて考えを深めることができるようになっている。 

第１学年において、嘘をつくことを扱い、何度も嘘をついていると、どのよう

になってしまうかを考える活動を取り上げている。 

第２学年において、電話を扱い、どうして相手によって話し方を変えるのかを

考える活動を取り上げている。 

第３学年において、インターネットを扱い、約束を守るにはどのような考えが

大切かを考える活動を取り上げている。 

第４学年において、メールを扱い、自分たちの学校や学級のよさを紹介すると

したら、どのようなことがあげられるかを考える活動を取り上げている。 

第５学年において、携帯電話を扱い、友達との関係で、大切にしていることは

どのようなことかを考える活動を取り上げている。 

第６学年において、携帯電話を扱い、毎日同じリズムで生活するためには、ど

のようなことに気を付ければよいかを考える活動を取り上げている。 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

「言語活動」については、各学年の別冊に、自分や友達の考えを記入する欄や

ペアトーク、グループトークの学習形態を示唆する「話し合ってみよう」等を配

置し、児童が多様な感じ方や考え方に接する中で、考えを深め、判断し、表現す

る力などをはぐくむことができるように工夫されている。 

「問題解決的な学習」については、各学年に、問題をつかむ活動や考える活動

を促す発問などを示した「学習の手引き」を配置し、自分との関わりで道徳的価

値を捉え、自分なりに発展させていくことへの思いや課題が培われるように工夫

されている。 

「体験的な学習」については、各学年に、役割演技や動作化の写真を提示した

「学習の手引き」を配置し、体験的行為や活動を通じて学んだ内容から道徳的価

値の意義などについて考えを深めるように工夫されている。 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第１学年では､Ａは11教材､Ｂは８教材､Ｃは13教材､Ｄは５教材､Ｅは６教材、

全体で43教材であり、総ページ数は別冊を含め188ページで、前回より約３％増 

第２学年では、Ａは11教材、Ｂは８教材、Ｃは13教材、Ｄは６教材、Ｅは７教

材、全体で45教材であり、総ページ数は別冊を含め204ページで、前回と同様 

第３学年では、Ａは11教材、Ｂは９教材、Ｃは12教材、Ｄは６教材、Ｅは７教

材、全体で45教材であり、総ページ数は別冊を含め216ページで、前回と同様 

第４学年では、Ａは９教材、Ｂは10教材、Ｃは13教材、Ｄは６教材、Ｅは７教

材、全体で45教材であり、総ページ数は別冊を含め224ページで、前回と同様 
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第５学年では、Ａは８教材、Ｂは９教材、Ｃは14教材、Ｄは７教材、Ｅは７教

材、全体で45教材であり、総ページ数は別冊を含め224ページで、前回と同様 

第６学年では、Ａは９教材、Ｂは８教材、Ｃは13教材、Ｄは８教材、Ｅは７教

材、全体で45教材であり、総ページ数は別冊を含め224ページで、前回と同様 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

「自らを振り返るための工夫」については、各学年の別冊に、自分の意見や友

達の意見､話合いの内容などを記入する自由記述欄を配置し､自らの道徳的な成長

を実感したり､新たな課題や目標をもったりすることができるようになっている。 

「家庭や地域との連携を深めるための工夫」については、各学年の別冊に、家

庭や地域社会との連携による指導への配慮として「保護者記入欄」を配置し、家

庭や地域社会との共通理解を深めることができるようになっている。 

 

次に、「光文」についてである。 

「生命の尊厳」については、次のような学習活動を取り上げ、生命ある全ての

ものをかけがえのないものとして尊重し、大切にすることができるようになって

いる。 

第１学年において、これから、どのようなことをがんばって命を輝かせたいか

やこれからどのようにして命を大切にしていきたいかを考える活動を取り上げて

いる。特に、いじめの問題については、いけないことをしている人を見たとき、

どのようなことを思ったかを考える活動を取り上げている。 

第２学年において、命の大切さについて、どのようなことがわかったかや自分

や友達の生きる力を感じる場面は、どのような場面かを考える活動を取り上げて

いる。特に、いじめの問題については、一人一人を大切にすることが大事なのは、

どのようなときかを考える活動を取り上げている。 

第３学年において、命のつながりについて、どのようなことを考えたかや自分

の命は、何に支えられていると思うかを考える活動を取り上げている。特に、い

じめの問題については、友達になるときに大切にしていることは、どのようなこ

とかを考える活動を取り上げている。 

第４学年において、精一杯生きるとは、どのようなことかや自分たちがこれか

ら命を大切にするためにできることは何かを考える活動を取り上げている。特に、

いじめの問題については、強い心で行動できたことや、そのときの気持ちは何か

を考える活動を取り上げている。 

第５学年において、自分の命が支えられていると感じるのは、どのようなとき

かやよりよく生きるということは、どのようなことかを考える活動を取り上げて

いる。特に、いじめの問題については、自分の短所を改め、長所を伸ばしていく

ためには、どのようにするとよいかを考える活動を取り上げている。 

第６学年において、命を輝かせるとは、どのようにすることかや限りある命を、

どのように生きていくとよいかを考える活動を取り上げている。特に、いじめの

問題については、仲間外れのないクラスにするためには、どのようなことを心が

けたり実行したりすればよいかを考える活動を取り上げている。 
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「自然」については、次のような学習活動を取り上げ、自然の美しさや偉大さ、

不思議さを感じることができるようになっている。 

第１学年において、自然や動物と仲よくしたとき、どのようなことを思ったか

を考える活動を取り上げている。 

第２学年において、自分の好きな花や木のどのようなところが好きかを考える

活動を取り上げている。 

第３学年において、植物を育てているとき、不思議だと思ったことは何かを考

える活動を取り上げている。 

第４学年において、動物と一緒に生きるということは、どのようなことかを考

える活動を取り上げている。 

第５学年において、自然の仕組みを守るために自分ができることは、どのよう

なことかを考える活動を取り上げている。 

第６学年において、自然の偉大さについて、どのようなことを感じるかを考え

る活動を取り上げている。 

「伝統と文化」については、次のような学習活動を取り上げ、有形無形の美し

さ、国や郷土への誇り、愛情を感じることができるようになっている。 

第１学年において、自分の生まれ育った町の好きなところは、どのようなとこ

ろかを考える活動を取り上げている。 

第２学年において、自分の生まれ育った地域の人たちの心がこもった活動は、

どのようなことかを考える活動を取り上げている。 

第３学年において、自分の生まれ育った地域で大切にされているものは何かを

考える活動を取り上げている。 

第４学年において、自分の生まれ育った町にある大切にしていきたいものは何

かを考える活動を取り上げている。 

第５学年において、世界遺産から、日本や日本人のどのようなよさが分かるか

を考える活動を取り上げている。 

第６学年において、日本のよさを受け継いでいくために、自分たちができるこ

とは何かを考える活動を取り上げている。 

「情報化への対応」については、次のような学習活動を取り上げ、単に情報機器

の操作や活用など、その注意点を扱うのではなく、活用するのは人間であるからこ

そ、例えば「節度、節制」や「規則の尊重」など関わりのある道徳的価値について

考えを深めることができるようになっている。 

第１学年において、スマートフォンやゲーム機を扱い、ルールにはどのような

ものがあるかを考える活動を取り上げている。 

第２学年において、パソコンやスマートフォンを扱い、どのようなマナーが大

切かを考える活動を取り上げている。 

第３学年において、噂話を扱い、人の話やニュースを聞いたとき、どのように

判断したらよいかを考える活動を取り上げている。 



117 

 

第４学年において、ゲーム機を扱い、よい友達関係を作るために、どのような

ことが大切かを考える活動を取り上げている。 

第５学年において、スマートフォン等を扱い、使い方が原因で問題が起こらな

いようにするためには、どのようなことに気を付けるとよいかを考える活動を取

り上げている。 

第６学年において、スマートフォン等を扱い、上手に使っていくためには、ど

うしたらよいかを考える活動を取り上げている。 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

「言語活動」については、各学年に、話合い活動についての方法を示したオリ

エンテーションページや教材と関連したコラム「ことばのたからもの」を配置し、

児童が多様な感じ方や考え方に接する中で、考えを深め、判断し、表現する力な

どをはぐくむことができるように工夫されている。 

「問題解決的な学習」については、各学年に、様々な考えや意見を基に問題の

解決に向けて取り組むことができる「キャラクターの投げかけ」を配置し、自分

との関わりで道徳的価値を捉え、自分なりに発展させていくことへの思いや課題

が培われるように工夫されている。 

「体験的な学習」については、各学年に、よりよい人間関係の構築に向けた「み

んなでやってみよう！」を配置し、体験的行為や活動を通じて学んだ内容から道

徳的価値の意義などについて考えを深めるように工夫されている。 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

第１学年では、Ａは14教材､Ｂは11教材､Ｃは16教材､Ｄは10教材､Ｅは２教材､

全体で53教材であり､総ページ数は152ページで､前回と同様 

第２学年では､Ａは14教材､Ｂは10教材､Ｃは17教材､Ｄは７教材､Ｅは２教材､

全体で50教材であり､総ページ数は160ページで､前回と同様 

第３学年では､Ａは８教材､Ｂは15教材､Ｃは19教材､Ｄは８教材､Ｅは２教材､

全体で52教材であり､総ページ数は176ページで､前回と同様 

第４学年では､Ａは10教材､Ｂは14教材､Ｃは18教材､Ｄは８教材､Ｅは２教材､

全体で52教材であり､総ページ数は180ページで､前回と同様 

第５学年では､Ａは12教材､Ｂは11教材､Ｃは17教材､Ｄは11教材､Eは２教材､全

体で53教材であり､総ページ数は184ページで､前回と同様 

第６学年では､Ａは14教材､Ｂは９教材､Ｃは16教材､Ｄは12教材､Ｅは２教材、

全体で53教材であり､総ページ数は188ページで､前回と同様 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

「自らを振り返るための工夫」については､各学年に、授業後の心の動きや学

びを継続し道徳性をより深め育む「学びの足あと」を配置し､自らの道徳的な成長

を実感したり､新たな課題や目標をもったりすることができるようになっている。 

「家庭や地域との連携を深めるための工夫」については、各学年に、家庭や地

域の人たちとの関わりをもたせた活動を提示した「ひろげる」を配置し、家庭や

地域社会との共通理解を深めることができるようになっている。 
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次に、「学研」についてである。 

「生命の尊厳」については、次のような学習活動を取り上げ、生命ある全ての

ものをかけがえのないものとして尊重し、大切にすることができるようになって

いる。 

第１学年において、自分が元気だと感じるのは、どのようなときかや生きてい

ることがすごいと思ったことは、どのようなことがあるかを考える活動を取り上

げている。特に、いじめの問題については、よいことをすると、どのような気持

ちになるかを考える活動を取り上げている。 

第２学年において、自分の命を宝物と感じるのは、どのようなときかや生きて

いてよかったと思うのは、どのようなときかを考える活動を取り上げている。特

に、いじめの問題については、相手のことを思って行動できたとき、どのような

気持ちだったかを考える活動を取り上げている。 

第３学年において、家族との別れは、どうして悲しみが深いのかや自分の命は、

どのような人たちに支えられていると思うかを考える活動を取り上げている。特

に、いじめの問題については、回りの人と友達になるためには、どのようなこと

が大切かを考える活動を取り上げている。 

第４学年において、命がつながっていることについて、どのようなことを思う

かや精一杯生きていると感じるのは、どのようなときかを考える活動を取り上げ

ている。特に、いじめの問題については、自分にとって、本当の友達とは、どの

ような友達だと思うかを考える活動を取り上げている。 

第５学年において、これまでに命の大切さを感じたことは、どのようなことが

あるかや命の重さについて実感したことは、どのようなことがあるかを考える活

動を取り上げている。特に、いじめの問題については、いじめられている人を見

かけたとき、どのようなことをしたいと思うかを考える活動を取り上げている。 

第６学年において、病気やけがと闘っている人から、どのようなことを感じる

かや命が受け継がれていくことについて、どのようなことを感じるかを考える活

動を取り上げている。特に、いじめの問題については、心遣いや思いやりを、ど

のような形で伝えられるかを考える活動を取り上げている。 

「自然」については、次のような学習活動を取り上げ、自然の美しさや偉大さ、

不思議さを感じることができるようになっている。 

第１学年については、生き物を大切にできたとき、どのような気持ちだったか

を考える活動を取り上げている。 

第２学年については、身近な動物や植物のために、自分にできることは何かを

考える活動を取り上げている。 

第３学年については、限りある自然を守るため、自分にどのようなことができ

るかを考える活動を取り上げている。 

第４学年については、生き物が支え合って生きていることを、どのように思う

かを考える活動を取り上げている。 
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第５学年については、環境を破壊する心、守る心は、どのような気持ちから生

まれるかを考える活動を取り上げている。 

第６学年については､自然や動植物との共存のために､大切にしたいと思うこ

とは、どのようなことかを考える活動を取り上げている。 

「伝統と文化」については、次のような学習活動を取り上げ、有形無形の美し

さ、国や郷土への誇り、愛情を感じることができるようになっている。 

第１学年については、昔からある楽しいことや素敵なことは、どのようなもの

があるかを考える活動を取り上げている。 

第２学年については、自分の住んでいる地域で好きなところは、どのようなと

ころかを考える活動を取り上げている。 

第３学年については、自分が生まれ育った地域の祭りや行事には、どのような

ものがあるかを考える活動を取り上げている。 

第４学年については、日本に昔から伝わるもののよさは、どのようなところか

を考える活動を取り上げている。 

第５学年については、自分たちが受け継ぐ日本人の心には、どのようなものが

あるかを考える活動を取り上げている。 

第６学年については、日本で、古くから大切にしてきているものには、どのよ

うなものがあるかを考える活動を取り上げている。 

「情報化への対応」については、次のような学習活動を取り上げ、単に情報機

器の操作や活用など、その注意点を扱うのではなく、活用するのは人間であるか

らこそ、例えば「節度、節制」や「規則の尊重」など関わりのある道徳的価値に

ついて考えを深めることができるようになっている。 

第１学年については、掲示板を扱い、いたずらをしたことがよくないのは、ど

うしてかを考える活動を取り上げている。 

第２学年については、作成したニュースの記事を扱い、間違ったことが広まる

と、どのようになるかを考える活動を取り上げている。 

第３学年ついては、パソコンを扱い、約束を守るために必要なことは、どのよ

うなことかを考える活動を取り上げている。 

第４学年については、個人情報を扱い、情報が広く知られてしまうと、どのよ

うなことが起きるかを考える活動を取り上げている。 

第５学年については、インターネットを扱い、情報の発信者として、どのよう

なことが大切かを考える活動を取り上げている。 

第６学年について、インターネットを扱い、気を付けなくてはいけないことは

何かを考える活動を取り上げている。 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

「言語活動」については、各学年に、自ら考え、他者と意見を交わし、考えを

深め広げる「学び方のページ」や思いや考えを可視化する書き込み欄を配置し、

児童が多様な感じ方や考え方に接する中で、考えを深め、判断し、表現する力な

どをはぐくむことができるように工夫されている。 
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「問題解決的な学習」については、各学年に、多面的・多角的に学んで道徳的

価値を追求する「学び方のページ（深めよう）」を配置し、自分との関わりで道

徳的価値を捉え、自分なりに発展させていくことへの思いや課題が培われるよう

に工夫されている。 

「体験的な学習」については、各学年に、教材内容を基に、役割演技など体験

的な学習活動で考える「学び方のページ（やってみよう）」を配置し、体験的行

為や活動を通じて学んだ内容から道徳的価値の意義などについて考えを深めるよ

うに工夫されている。 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

※Ａは「主として自分自身に関すること」、Ｂは「主として人との関わりに関

すること」、Ｃは「主として集団や社会との関わりに関すること」、Ｄは「

主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること」、Ｅは「複数の

内容項目が含まれている教材」を表す。 

第１学年においては、Ａは11教材、Ｂは８教材、Ｃは９教材、Ｄは６教材、Ｅ

は３教材、全体で37教材であり、総ページ数は136ページで、前回より約６％増 

第２学年においては、Ａは12教材、Ｂは８教材、Ｃは９教材、Ｄは６教材、Ｅ

は４教材、全体で39教材であり、総ページ数は140ページで、前回より約６％増 

第３学年においては、Ａは９教材、Ｂは９教材、Ｃは11教材、Ｄは６教材、Ｅ

は４教材、全体で39教材であり、総ページ数は152ページで、前回より約３％増 

第４学年においては、Ａは９教材、Ｂは９教材、Ｃは11教材、Ｄは６教材、Ｅ

は４教材、全体で39教材であり、総ページ数は156ページで、前回より約３％増 

第５学年においては、Ａは９教材、Ｂは９教材、Ｃは９教材、Ｄは８教材、Ｅ

は４教材、全体で39教材であり、総ページ数は164ページで、前回より約３％増。 

第６学年においては、Ａは９教材、Ｂは９教材、Ｃは９教材、Ｄは８教材、Ｅ

は４教材、全体で39教材であり、総ページ数は168ページで、前回より約２％増 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

自らを振り返るための工夫については、各学年に、心に残ったことなどを記入

する「心の宝物」を配置し、自らの道徳的な成長を実感したり、新たな課題や目

標をもったりすることができるようになっている。 

家庭や地域との連携を深めるための工夫については、各学年に、家庭生活や

地域社会に関わりのある教材を配置し、家庭や地域社会との共通理解を深め

ることができるようになっている。  

「使用上の便宜」については、次のようになっている。 

・道徳の学習の進め方を示すページを設けている。 

・カラーユニバーサルデザインやユニバーサルデザインフォントが採用されて 

いる。 

 

次に、「廣あかつき」についてである。 

「生命の尊厳」については、次のような学習活動を取り上げ、生命ある全ての

ものをかけがえのないものとして尊重し、大切にすることができるようになって

いる。 
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第１学年については、どのようなときに生きていると感じるかや動物の赤ちゃ

んに、どのようなことを言ってあげたいかを考える活動を取り上げている。特に、

いじめの問題については、どのようにしたら、友達を悲しませたり友達とけんか

をしたりしないで、仲よくすることができるかを考える活動を取り上げている。 

第２学年については、命の大切さを感じるときは、どのようなときかや命とは、

どのようなものだと思うかを考える活動を取り上げている。特に、いじめの問題

については、誰かをいじめたり、いじわるをしたりする人がいたら、どのように

したらよいかを考える活動を取り上げている。 

第３学年については、家の人たちは、どのような思いで命を守ってきてくれた

のかや命がつながっていくということは、どのようなことかを考える活動を取り

上げている。特に、いじめの問題については、友達と互いに心が通じ合えたと思

ったことは、どのようなことがあるかを考える活動を取り上げている。 

第４学年については、自分の命が大切なのは、なぜだと思うかや命とは、どの

ようなものかを考える活動を取り上げている。特に、いじめの問題については、

自分が正しいと思ったことを自信をもってすることができる人は、どのような心

をもっているのかを考える活動を取り上げている。 

第５学年については、なぜ、命はかけがえのないものなのかや命を大切にして

生きるということは、どのようなことかを考える活動を取り上げている。特に、

いじめの問題については、いじめを許さない、見過ごさないために、自分はどの

ような心を育てたいかを考える活動を取り上げている。 

第６学年については、命の価値や重さについて、どのようなことを感じるかや

命のつながりについて、どのようなことを思うかを考える活動を取り上げている。

特に、いじめの問題については、いじめをなくすために、できることやしなけれ

ばならないことはどのようなことかを考える活動を取り上げている。 

「自然」については、次のような学習活動を取り上げ、自然の美しさや偉大さ、

不思議さを感じることができるようになっている。 

第１学年については、生き物の世話をしたとき、どのような気持ちで世話をし

たかを考える活動を取り上げている。 

第２学年については、動物の命を大切にするために、どのようにしたらよいか

を考える活動を取り上げている。 

第３学年については、自然の生き物にとっての幸せとは、どのようなことかを

考える活動を取り上げている。 

第４学年については、自然環境を守るために、自分にはどのようなことができ

るかを考える活動を取り上げている。 

第５学年については、自然を大切にするために、どのようなことが必要かを

考える活動を取り上げている。  

第６学年については、環境問題の解決に向けて、身近なところでできることは

何かを考える活動を取り上げている。 
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「伝統と文化」については、次のような学習活動を取り上げ、有形無形の美し

さ、国や郷土への誇り、愛情を感じることができるようになっている。 

第１学年については、自分の生まれ育った町の好きな場所はどこで、なぜ好き

なのかを考える活動を取り上げている。 

第２学年については、自分の生まれ育った町には、どのような祭りがあるかを

考える活動を取り上げている。 

第３学年については、自分の生まれ育った郷土で、大切に受け継がれてきたも

のは何かを考える活動を取り上げている。 

第４学年については、自分の生まれ育った郷土や日本の自慢できるすてきなと

ころは何かを考える活動を取り上げている。 

第５学年については、伝統や文化を受け継ぎ、発展させていくことは、なぜ大

切なのかを考える活動を取り上げている。 

第６学年については、国や郷土の伝統や文化を守っていくことには、どのよう

な意味があるのかを考える活動を取り上げている。 

「情報化への対応」については、次のような学習活動を取り上げ、単に情報機

器の操作や活用など、その注意点を扱うのではなく、活用するのは人間であるか

らこそ、例えば「節度、節制」や「規則の尊重」など関わりのある道徳的価値に

ついて考えを深めることができるようになっている。 

第１学年については、落書きを扱い、よく考えないで、よくないことをしてし

まったことは、どのようなことがあるかを考える活動を取り上げている。 

第２学年については、作成したニュースの記事を扱い、間違ったことが広まる

と、どのようになるかを考える活動を取り上げている。 

第３学年については、インターネットを扱い、正しいと思うことを自信をもっ

て行うためには、どのような心が必要かを考える活動を取り上げている。 

第４学年については、インターネットを扱い、どのようなことに気を付けなけ

ればならないかを考える活動を取り上げている。 

第５学年については、インターネットを扱い、情報を得たり、発信したりする

ときに、どのようなことに心がけなければならないかを考える活動を取り上げて

いる。 

第６学年については、スマートフォンを扱い、節度を守り、節制を心がけるこ

とは、なぜ大切なのかを考える活動を取り上げている。 

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

「言語活動」については、各学年に、児童が学習の見通しをもって自ら課題意

識や問題追求への意欲を高める「考えよう 話し合おう」や別冊に、話合い活動

の記録ページを配置し、児童が多様な感じ方や考え方に接する中で、考えを深め、

判断し、表現する力などをはぐくむことができるように工夫されている。 

「問題解決的な学習」については、第３学年以上に、児童が学習の見通しをも

って問題追求への意欲を高める「学習の道すじ」を配置し、自分との関わりで道

徳的価値を捉え、自分なりに発展させていくことへの思いや課題が培われるよう

に工夫されている。 
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「体験的な学習」については、各学年に、体験を想起させたり、役割演技を促し

たりする問いや活動を配置し、体験的行為や活動を通じて学んだ内容から道徳的

価値の意義などについて考えを深めるように工夫されている。 

「内容の分量」については、次のようになっている。 

※Ａは「主として自分自身に関すること」、Ｂは「主として人との関わりに関す

ること」、Ｃは「主として集団や社会との関わりに関すること」、Ｄは「主と

して生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること」、Ｅは「複数の内容項

目が含まれている教材」を表す。 

第１学年については､Ａは11教材､Ｂは８教材､Ｃは10教材､Ｄは５教材､Ｅは２教

材、全体で36教材であり、総ページ数は別冊を含め148ページで、前回より約10％減 

第２学年については､Ａは11教材､Ｂは８教材､Ｃは11教材､Ｄは５教材､Ｅは２教

材、全体で37教材であり、総ページ数は別冊を含め156ページで、前回より約５％減 

第３学年については､Ａは10教材､Ｂは９教材､Ｃは11教材､Ｄは５教材､Ｅは４教

材、全体で39教材であり、総ページ数は別冊を含め164ページで、前回より約７％減 

第４学年については､Ａは10教材､Ｂは９教材､Ｃは11教材､Ｄは５教材､Ｅは４教

材、全体で39教材であり、総ページ数は別冊を含め176ページで、前回より約６％減 

第５学年については､Ａは11教材､Ｂは８教材､Ｃは10教材､Ｄは６教材､Ｅは４教

材、全体で39教材であり、総ページ数は別冊を含め204ページで、前回より約７％減 

第６学年については､Ａは11教材､Ｂは８教材､Ｃは10教材､Ｄは６教材､Ｅは４教

材、全体で39教材であり、総ページ数は別冊を含め212ページで、前回より約７％減 

「使用上の配慮事項等」については、次のような工夫がなされている。 

自らを振り返るための工夫については、各学年の別冊に、心に残った教材やその

理由を記入する「心に残っている授業の記録」を配置し、自らの道徳的な成長を実

感したり、新たな課題や目標をもったりすることができるようになっている。 

家庭や地域との連携を深めるための工夫については、各学年の別冊に、家の人に

見てもらったことを記録するチェック欄を設けた「心のしおり」を配置し、家庭や

地域社会との共通理解を深めることができるようになっている。 

「使用上の便宜」については、次のようになっている。  

・道徳の学習の進め方を示すページを設けている。 

・カラーユニバーサルデザインやユニバーサルデザインフォントが採用されている。 

会 長  これから質疑応答を行う。道徳の調査研究報告について質問等はないか。 

Ｑ：いじめを扱った教材は、各者、どのような工夫がされているか。 

また、子どもたちの間にもスマートフォンの普及が広がってきていることにか

かわり、情報モラルについて、どのような内容が扱われているのか。 

Ａ：いじめを扱った教材は、各者様々あるが、その多くがSNSに関わって何気ない言

動が誤解を生み、いじめにつながるといった内容の教材を意識的に取り上げて

いる。また、第三者的な立場でいることもいじめに加担していると理解させる

ために、傍観している立場の人の気持ちや取るべき行動について考えさせる発

問を意識的に取り入れている。 
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情報モラルについても、SNSに関わって何気ない言動が誤解を生み、いじめに

つながるといった内容の教材を意識的に取り上げている。 

Ｑ：各者、偉人を扱っている教材があるが道徳の教材としてどのような工夫がされ

ているのか。 

また、子どもたちの多様な考えを引き出す工夫、「考え・議論する道徳」にな

るよう、各者、どのような工夫がされているか。 

Ａ：偉人を扱っている教材については、各者とも困難や挫折を乗り越え、成功を掴

み取る内容が多くなっている。また、困難や挫折を乗り越えるにあたって、あ

きらめず自分を貫くだけでなく、自らを反省し生き方を変えたり、他者の意見

を取り入れたりと、様々な乗り越え方を意図的に扱って児童が困難に出会った

ときどうすればよいのかなど多様な考え方を学ばせるよう工夫されている。 

「考え・議論する道徳」については、児童の多様な考えを引き出せる発問を工

夫するとともに、賛成か反対か判断を迫る発問や役割演技などを効果的に取り

入れて、児童自身の考えを表し話せるような発問や場作りについて各者工夫し

ている。 

会 長  他の質問はないか。（なし） 

   ※小委員長退席 

会 長  引き続き、道徳の採択の審議に入る。 

・道徳については、相対的に大きな差はないように思う。その中で、問題解決的

な学習について、各学年に「考えよう・話し合おう」を配置して、自分との関

わりで道徳的な価値をとらえ、自分なりに発展させていくという課題が培われ

るように工夫されていること、また、体験的な学習についても、「演じて考え

よう」を配置し、体験的行動や活動を通じて学んだ内容から、道徳的価値の意

義などについて考え深めるよう工夫されているという点について、光村図書が

優れていると思う。 

・現在使用している光村図書がよいと思う。特に、使用上の配慮等についての工

夫について、自らを振り返る工夫などについては、各学年に学習のまとまりの

区切りに道徳で学んだことを記録する「学びの記録」を配置し、自らの道徳的

な成長を実感したり、新たな課題や目標をもったりすることができるように工

夫されている。さらに、前回採択した教科書であり、各学校に置いて教材研究

が進んでいることを踏まえ、光村図書を採択すべきではないか。 

会 長  これまでの審議の経過を踏まえて、道徳は光村図書と決定することとしてよろ

しいか。（異議なし） 

それでは、道徳については、光村図書の教科用図書を採択することと決定する。 

 

 

会 長  つづいて、「外国語」について、調査研究報告書に基づき調査結果を小委員長か

ら報告願う。 

小委員長 外国語小委委員長の桑原である。特別支援の調査研究結果について報告申し上

げる。 
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     はじめに「東京書籍」についてである。 

「聞くこと」については、目標を達成することができるよう、次のよう

な学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、名前や好きなもの・ことなど、身近で簡単な事柄に

ついて、それらを表すイラスト等と結び付ける活動  

第６学年において、中学校生活や将来の夢など、身近で簡単な事柄につ

いて、必要な情報を得る活動  

「読むこと」については、目標を達成することができるよう、次のよう

な学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、活字体で書かれた文字を見て、どの文字であるかや

その文字が大文字であるか小文字であるかを識別する活動  

第６学年において、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表

現を、夢宣言カードなどの中から識別する活動  

「話すこと [やりとり ]」については、目標を達成することができるよう、

次のような学習活動が取り上げられている。  

第５学年において､色､スポーツ､食べものについて､それぞれ何が好きか

をたずねたり､相手に指示をして道を案内し､それに応じたりする活動  

第６学年において、中学校で入りたい部活動をたずねたり、将来なりた

い職業をたずねたりして、短い会話をする活動  

「話すこと [発表 ]」については、目標を達成することができるよう、次

のような学習動が取り上げられている。  

第５学年において、時間割や好きな行事など、日常生活に関する身近で

簡単な事柄を話す活動  

第６学年において、小学校の思い出や夢に関することなど、身近で簡単

な事柄について、自分の考えや気持ちなどを話す活動  

「書くこと」については、目標を達成することができるよう、次のよう

な学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、文字の読み方が発音されるのを聞いて、活字体の大

文字、小文字を書く活動  

第６学年において、将来の夢などについて、音声で十分に慣れ親しんだ

簡単な語句や基本的な表現を用いた例の中から言葉を選んで書く活動  

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、

次のような  学習活動が取り上げられている。  

第５学年の Unit４において、学習課題を設定し、見通しをもたせるとと

もに、友達へのインタビューをしたり、紹介カード作りをしたりするなど、

ペアやグループでその課題を解決することを通して、考えを広げたり深め

たりする活動  

第６学年の Unit２において、学習課題を設定し、見通しをもたせるとと

もに、宝物紹介カードを作ったり、自分の宝物を紹介したりするなど、ペ

アやグループでその課題を解決することを通して、考えを広げたり深めた

りする活動  
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「聞くこと」については、目標を達成することができるよう、次のよう

な学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、名前や好きなもの・ことなど、身近で簡単な事柄に

ついて、それらを表すイラスト等と結び付ける活動  

第６学年において、中学校生活や将来の夢など、身近で簡単な事柄につ

いて、必要な情報を得る活動  

「読むこと」については、目標を達成することができるよう、次のよう

な学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、活字体で書かれた文字を見て、どの文字であるかや

その文字が大文字であるか小文字であるかを識別する活動  

第６学年において、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表

現を、夢宣言カードなどの中から識別する活動  

「話すこと [やりとり ]」については、目標を達成することができるよう、

次のような学習活動が取り上げられている。  

第５学年において､色､スポーツ､食べものについて､それぞれ何が好きか

をたずねたり、相手に指示をして道を案内し、それに応じたりする活動  

第６学年において、中学校で入りたい部活動をたずねたり、将来なりた

い職業をたずねたりして、短い会話をする活動  

「話すこと [発表 ]」については、目標を達成することができるよう、次

のような学習動が取り上げられている。  

第５学年において、時間割や好きな行事など、日常生活に関する身近で

簡単な事柄を話す活動第６学年において、小学校の思い出や夢に関するこ

となど、身近で簡単な事柄について、自分の考えや気持ちなどを話す活動  

「書くこと」については、目標を達成することができるよう、次のよう

な学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、文字の読み方が発音されるのを聞いて、活字体の大

文字、小文字を書く活動  

第６学年において、将来の夢などについて、音声で十分に慣れ親しんだ

簡単な語句や基本的な表現を用いた例の中から言葉を選んで書く活動  

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、

次のような  学習活動が取り上げられている。  

第５学年の Unit４において、学習課題を設定し、見通しをもたせるとと

もに、友達へのインタビューをしたり、紹介カード作りをしたりするなど、

ペアやグループでその課題を解決することを通して、考えを広げたり深め

たりする活動  

第６学年の Unit２において、学習課題を設定し、見通しをもたせるとと

もに、宝物紹介カードを作ったり、自分の宝物を紹介したりするなど、ペ

アやグループでその課題を解決することを通して、考えを広げたり深めた

りする活動  
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使用上の配慮事項等については次のとおりである。 

「Let's Chant」や「Let's Sing」を取り上げたり、「Small Talk」等用のペ

アやグループ活動による実際にコミュニケーションを図る機会を設けたりするな

ど、児童の学習意欲を高める工夫がなされている。 

Unitの冒頭に「Our Goal」を設けたり、巻末の「コミュニケーション配カード」

を設けたりするなど、児童が主体的に取り組むことができるような工夫がなされ

ている。 

全ての児童にとって、読みやすいフォントとなるよう配慮したり、識別しやす

い配色を用いたりするなど、使用上の便宜が図られている。 

 

次に「学校図書」についてである。 

「聞くこと」については、目標を達成することができるよう、次のよう

な学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、自己紹介や持っているものなど、身近で簡単な事柄

について、それらを表すイラスト等と結び付ける活動  

第６学年において、中学校生活や部活動など、身近で簡単な事柄につい

て、必要な情報を得る活動  

「読むこと」については、目標を達成することができるよう、次のよう

な学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、活字体で書かれた文字を見て、どの文字であるかや

その文字が大文字であるか小文字であるかを識別する活動  

第６学年において、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表

現を、中学校生活に向けた思いを発表する文などの中から識別する活動  

「話すこと [やりとり ]」については、目標を達成することができるよう、

次のような学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、好きな教科をたずねたり、相手に指示をして道を案

内し、それに応じたりする活動  

第６学年において、友達を紹介したり、入りたい部活動をたずねたりし

て、短い会話をする活動  

「話すこと [発表 ]」については、目標を達成することができるよう、次

のような学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、自己紹介や今の気分など、日常生活に関する身近で

簡単な事柄を話す活動  

第６学年において、好きな人物や中学校生活に関することなど、身近で

簡単な事柄について、自分の考えや気持ちなどを話す活動  

「書くこと」については、目標を達成することができるよう、次のよう

な学習活動が取り上げられている。  

第５学年ににおいて、文字の読み方が発音されるのを聞いて、活字体の

大文字、小文字を書く活動  
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第６学年において、中学校生活に向けた思いなどについて、音声で十分

に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を用いた例の中から言葉を選ん

で書く活動  

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、

次のような  学習活動が取り上げられている。  

第５学年の Lesson７において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、誕生日をたずねたり、誕生日にほしいものをたずねたりするなど、

ペアやグループでその課題を解決することを通して、考えを広げたり深め

たりする活動  

第６学年の Lesson６において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、道をたずねたり、観光で行くとしたらどこに行きたいかをたずね

合ったりするなど、ペアやグループでその課題を解決することを通して、

考えを広げたり深めたりする活動  

「内容の構成・排列」にいては、次のような工夫がなされている。  

第５学年において、外国語活動において学習した挨拶をしたり、身近な

ものを英語で言ったりするなどの内容を踏まえ、好きな教科やスポーツを

たずねて自己紹介をしたり、ものの数や値段を伝え合ったりするなどの活

動をした後に、誕生日やほしいものを伝え合う内容を扱うなど、系統的・

発展的に学習できるような工夫  

第６学年において、第５学年において学習した内容を絵や写真を用いて

説明したり、アクティビティに挑戦したりする内容を踏まえ、日本の祭り

についてたずねたり、夏休みの思い出を伝えたりするなどの活動をした後

に、小学校の思い出として楽しかったことなどを伝え合う内容を扱うなど、

系統的・発展的に学習できるような工夫  

「内容の分量」については、次のようになっている。  

第５学年で、総ユニット数は 10ユニット、総ページ数は 157ページとなっ

ている。  

第６学年で、総ユニット数は 10ユニット、総ページ数は 153ページとなっ

ている。  

「使用上の配慮事項等」については、次のとおりである。 

「Songs for Lessons」を取り上げたり、「Use & Check」等のペアやグループ

活動による実際にコミュニケーションを図る機会を設けたりするなど、児童の学

習意欲を高める工夫がなされている。 

Lessonの冒頭に「レッスンの目標」を設けたり、Lessonの最後に「Check Time」

を設けたりするなど、児童が主体的に取り組むことができるような工夫がなされ

ている。 

全ての児童にとって、読みやすいフォントとなるよう配慮したり、識別しやす

い配色を用いたりするなど、使用上の便宜が図られている。 
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次に「教育出版」についてである。 

「聞くこと」については、目標を達成することができるよう、次のよう

な学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、好きなものや嫌いなものなど、身近で簡単な事柄に

ついて、それらを表すイラスト等と結び付ける活動  

第６学年において、中学校の学校行事や１日の生活など、身近で簡単な

事柄について、必要な情報を得る活動  

「読むこと」については、目標を達成することができるよう、次のよう

な学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、活字体で書かれた文字を見て、どの文字であるかや

その文字が大文字であるか小文字であるかを識別する活動  

第６学年において、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表

現を、中学校でしたいことの文などの中から識別する活動  

「話すこと [やりとり ]」については、目標を達成することができるよう、

次のような学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、好きなものをたずねたり、相手に指示をして道を案

内し、それに応じたりする活動  

第６学年において、入りたい部活動をたずねたり、楽しみたい学校行事

をたずねたりして、短い会話をする活動  

「話すこと [発表 ]」については、目標を達成することができるよう、次

のような学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、好きなものやほしいものなど、日常生活に関する身

近で簡単な事柄を話す活動  

第６学年において、スポーツ選手や中学校生活に関することなど、身近

で簡単な事柄について、自分の考えや気持ちなどを話す活動  

「書くこと」については、目標を達成することができるよう、次のよう

な学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、文字の読み方が発音されるのを聞いて、活字体の大

文字、小文字を書く活動  

第６学年において、将来の夢などについて、音声で十分に慣れ親しんだ

簡単な語句や基本的な表現を用いた例の中から言葉を選んで書く活動  

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、

次のような  学習活動が取り上げられている。  

第５学年の Lesson７において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、ほしいものを聞いて注文を完成させたり、オリジナル・メニュー

を考えたりするなど、ペアやグループでその課題を解決することを通して、

考えを広げたり深めたりする活動  

第６学年の Lesson８において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、つきたい職業についてたずね合ったり、その理由をたずね合った

りするなど、ペアやグループでその課題を解決することを通して、考えを

広げたり深めたりする活動  
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「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。  

第５学年において、外国語活動において学習した挨拶をしたり、身近な

ものを英語で言ったりするなどの内容を踏まえ、起床時刻をたずねたり、

自分の得意なことを伝えたりするなどの活動をした後に、オリジナルメニ

ューを使って、レストランのロールプレイをする内容を扱うなど、系統的・

発展的に学習できるような工夫  

第６学年において、第５学年において学習した内容を絵や写真を用いて

説明したり、アクティビティに挑戦したりする内容を踏まえ、自分の町に

あるおすすめの場所についてたずね合ったり、夏休みの思い出について伝

え合ったりするなどの活動をした後に、中学校でしたいことを発表する内

容を扱うなど、系統的・発展的に学習できるような工夫  

「内容の分量」については、次のようになっている。  

第５学年の総ユニット数は、９ユニット､総ページ数は 118ページ  

第６学年の総ユニット数は、９ユニット､総ページ数は 112ページ  

使用上の配慮事項等については、つぎのとおりである。 

「Let's Say It Together」や「Let's Sing」を取り上げたり、「Activity」

等のペアやグループ活動による実際にコミュニケーションを図る機会を設けたり

するなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされている。 

Lessonの最後に「ふりかえろう」を設けたり、巻末に「My Word Bank」を設け

たりするなど、児童が主体的に取り組むことができるような工夫がなされている。 

全ての児童にとって、読みやすいフォントとなるよう配慮したり、識別しやす

い配色を用いたりするなど、使用上の便宜が図られている。 

 

次に「啓林館」についてである。 

「聞くこと」については、目標を達成することができるよう、次のような

学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、誕生日やほしいものなど、身近で簡単な事柄について、

それらを表すイラスト等と結び付ける活動  

第６学年において、中学校の行事や学校生活など、身近で簡単な事柄につ

いて、必要な情報を得る活動  

「読むこと」については、目標を達成することができるよう、次のような

学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、活字体で書かれた文字を見て、どの文字であるかやそ

の文字が大文字であるか小文字であるかを識別する活動  

第６学年において、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現

を、円グラフなどの中から識別する活動  

「話すこと[やりとり]」については、目標を達成することができるよう、

次のような学習活動が取り上げられている。  
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第５学年において、友達の誕生日をたずねたり、相手に指示をして道を案

内し、それに応じたりする活動  

第６学年において、将来つきたい職業をたずねたり、やってみたい部活動

をたずねたりして、短い会話をする活動  

「話すこと[発表]」については、目標を達成することができるよう、次の

ような学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、自分の名前や好きなものなど、日常生活に関する身近

で簡単な事柄を話す活動  

第６学年において、将来の夢や中学校でやってみたいことに関することな

ど、身近で簡単な事柄について、自分の考えや気持ちなどを話す活動  

「書くこと」については、目標を達成することができるよう、次のような

学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、文字の読み方が発音されるのを聞いて、活字体の大文

字、小文字を書く活動  

第６学年において、中学校でやってみたいことなどについて、音声で十分

に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を用いた例の中から言葉を選んで

書く活動 

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、

次のような学習活動が取り上げられている。  

第５学年のUnit７において、学習課題を設定し、見通しをもたせるととも

に、店の場所を伝えたり、友達の家までの道案内をしたりするなど、ペアや

グループでその課題を解決することを通して、考えを広げたり深めたりする

活動 

第６学年のUnit６において、学習課題を設定し、見通しをもたせるととも

に、思い出の学校行事ランキングを作成したり、学校行事でしたことを書い

たりするなど、ペアやグループでその課題を解決することを通して、考えを

広げたり深めたりする活動  

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。  

第５学年において、外国語活動において学習した挨拶をしたり、身近なも

のを英語で言ったりするなどの内容を踏まえ、友達の好きな教科をたずたり、

自分の行きたい国に友達を誘ったりするなどの活動をした後に、自分の食べ

てみたいオリジナルランチを考えて発表する内容を扱うなど、系統的・発展

的に学習できるような工夫  

第６学年において、第５学年において学習した内容を絵や写真を用いて説

明したり、アクティビティに挑戦したりする内容を踏まえ、自分の好きなも

のを伝えたり、自分が住む都道府県を紹介したりするなどの活動をした後に、

自分の住む地域のよさなどを発表する内容を扱うなど、系統的・発展的に学

習できるような工夫  

「内容の分量」については、次のようになっている。  
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第５学年において、総ユニット数は９ユニット、総ページ数は136ページ 

第６学年において、総ユニット数は９ユニット、総ページ数は136ページ 

使用上の配慮事項等については次のとおり 

「Jingle」や「Chant」を取り上げたり、「Activity」等のペアやグループ

活動による実際にコミュニケーションを図る機会を設けたりするなど、児童

の学習意欲を高める工夫がなされている。  

Lessonの冒頭に「GOAL」を設けたり、Lessonの最後に「Looking Back」を

設けたりするなど、児童が主体的に取り組むことができるような工夫がなさ

れている。 

全ての児童にとって、読みやすいフォントとなるよう配慮したり、識別し

やすい配色を用いたりするなど、使用上の便宜が図られている。  

 

次に「光村図書」についてである 

「聞くこと」については、目標を達成することができるよう、次のような

学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、名前や好きなものなど、身近で簡単な事柄について、

それらを表すイラスト等と結び付ける活動  

第６学年において、将来の夢や中学校でしたいことなど、身近で簡単な事

柄について、必要な情報を得る活動  

「読むこと」については、目標を達成することができるよう、次のような

学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、活字体で書かれた文字を見て、どの文字であるかやそ

の文字が大文字であるか小文字であるかを識別する活動  

第６学年において、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現

を、中学校でがんばりたいことを発表する文などの中から識別する活動  

「話すこと[やりとり ]」については、目標を達成することができるよう、

次のような学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、どんなものが好きかをたずねたり、相手に指示をして

道を案内し、それに応じたりする活動  

第６学年において、入りたい部活動をたずねたり、がんばりたい教科をた

ずねたりして、短い会話をする活動  

「話すこと[発表 ]」については、目標を達成することができるよう、次の

ような学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、時間割や家でする手伝いなど、日常生活に関する身近

で簡単な事柄を話す活動  

第６学年において、中学校でしたいことや将来に関することなど、身近で

簡単な事柄について、自分の考えや気持ちなどを話す活動  

「書くこと」については、目標を達成することができるよう、次のような

学習活動が取り上げられている。  
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第５学年において、文字の読み方が発音されるのを聞いて、活字体の大文

字、小文字を書く活動  

第６学年において、職業などについて、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な

語句や基本的な表現を用いた例の中から言葉を選んで書く活動  

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、

次のような学習活動が取り上げられている。  

第５学年のUnit８において､学習課題を設定し、見通しをもたせるととも

に、どこに何があるかを伝え合ったり､道案内をしたりするなど､ペアやグル

ープでその課題を解決することを通して､考えを広げたり深めたりする活動  

第６学年のUnit７において、学習課題を設定し、見通しをもたせるととも

に、思い出に残る行事を伝え合ったり、その理由を伝えたりするなど、ペア

やグループでその課題を解決することを通して、考えを広げたり深めたりす

る活動  

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。 

第５学年において、外国語活動において学習した挨拶をしたり、身近なものを

英語で言ったりするなどの内容を踏まえ、誕生日をたずね合ったり、紹介したい

国を選び、その国のよいところを調べてクイズを出し合ったりするなどの活動を

した後に、自分たちが考えた町の道案内をする内容を扱うなど、系統的・発展的

に学習できるような工夫 

第６学年において、第５学年で学習した内容を絵や写真を用いて説明したり、

アクティビティに挑戦したりする内容を踏まえ、友達と夏休みの思い出をインタ

ビューし合ったり、自分たちの町のよいところを紹介したりするなどの活動をし

た後に、中学校でがんばりたいことを発表する内容を扱うなど、系統的・発展的

に学習できるような工夫 

「内容の分量」については、次のとおり。 

     第５学年は、総ユニット数は９ユニット、総ページ数は140ページ 

     第６学年は、総ユニット数は９ユニット、総ページ数は144ページ 

使用上の配慮事項等については、次のとおり 

「Let's chant.」や「英語の歌」を取り上げたり、「You can do it!」等のペ

アやグループ活動による実際にコミュニケーションを図る機会を設けたりするな

ど、児童の学習意欲を高める工夫がなされている。 

教科書の冒頭に「CAN-DO」を設けたり､Lessonの最後に｢ふりかえろう｣を設け

たりするなど､児童が主体的に取り組むことができるような工夫がなされている。 

全ての児童にとって、読みやすいフォントとなるよう配慮したり、識別しやす

い配色を用いたりするなど、使用上の便宜が図られている。 

 

次に「三省堂」についてである。 

「聞くこと」については、目標を達成することができるよう、次のよう

な学習活動が取り上げられている。  
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第５学年において、持ちものやできることなど、身近で簡単な事柄につ

いて、それらを表すイラスト等と結び付ける活動  

第６学年において、日本の文化ややってみたい活動など、身近で簡単な

事柄について、必要な情報を得る活動  

「読むこと」については、目標を達成することができるよう、次のよう

な学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、活字体で書かれた文字を見て、どの文字であるかや

その文字が大文字であるか小文字であるかを識別する活動  

第６学年において、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表

現を、本の表紙などの中から識別する活動  

「話すこと [やりとり ]」については、目標を達成することができるよう、

次のような学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、自分の持っているものを伝えたり、相手に指示をし

て道を案内し、それに応じたりする活動  

第６学年において、正月やお祭りについて伝えたり、自分のプロフィー

ルを伝えたりして、短い会話をする活動  

「話すこと [発表 ]」については、目標を達成することができるよう、次

のような学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、自己紹介やおすすめの場所など、日常生活に関する

身近で簡単な事柄を話す活動  

第６学年において、日本の行事や夏休みの思い出に関することなど、身

近で簡単な事柄について、自分の考えや気持ちなどを話す活動  

「書くこと」については、目標を達成することができるよう、次のよう

な学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、文字の読み方が発音されるのを聞いて、活字体の大

文字、小文字を書く活動  

第６学年において、職業などについて、音声で十分に慣れ親しんだ簡単

な語句や基本的な表現を用いた例の中から言葉を選んで書く活動  

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、

次のような  学習活動が取り上げられている。  

第５学年の Lesson１において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、自分の好きな食べものや飲みものを伝え合ったり、自分の誕生日

にほしいものを伝え合ったりするなど、ペアやグループでその課題を解決

することを通して、考えを広げたり深めたりする活動  

第６学年の Lesson４において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、夏休みにどこに行ったかを伝え合ったり、週末に楽しんだことを

伝え合ったりするなど、ペアやグループでその課題を解決することを通し

て、考えを広げたり深めたりする活動  

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。  
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第５学年において、外国語活動において、学習した挨拶をしたり、身近

なものを英語で言ったりするなどの内容を踏まえ、持っているものやでき

ることをたずねて自己紹介をしたり、友達や家族の紹介をしたりするなど

の活動をした後に、先生にインタビューをして先生を紹介する内容を扱う

など、系統的・発展的に学習できるような工夫  

第６学年において、第５学年で学習した内容を絵や写真を用いて説明し

たり、アクティビティに挑戦したりする内容を踏まえ、学校を紹介したり

夏休みにしたことやものの様子や特徴を説明したりするなどの活動をした

後に、小学校での思い出を紹介する内容を扱うなど、系統的・発展的に学

習できるような工夫  

「内容の分量」については、次のようになっている。  

第５学年において、総ユニット数は 10ユニット、総ページ数は 128ページ

となっている。  

第６学年において、総ユニット数は 10ユニット、総ページ数は 128ページ

となっている。  

使用上の配慮事項等については次のとおり 

「Sound Chant」や「Word Chant」を取り上げたり、「Talk to Friends」等の

ペアやグループ活動による実際にコミュニケーションを図る機会を設けたり（全

学年）するなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされている。 

巻末に「 CAN-DOリスト」を設けたり、「 Words & Phrases」を設けたりす

るなど、児童が主体的に取り組むことができるような工夫がなされている。 

全ての児童にとって、読みやすいフォントとなるよう配慮したり、識別しやす

い配色を用いたりするなど、使用上の便宜が図られている。 

次に「開隆堂」についてである。 

「聞くこと」については、目標を達成することができるよう、次のよう

な学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、日付や誕生日など、身近で簡単な事柄について、そ

れらを表すイラスト等と結び付ける活動  

第６学年において、部活動や学校行事など、身近で簡単な事柄について、

必要な情報を得る活動  

「読むこと」については、目標を達成することができるよう、次のよう

な学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、活字体で書かれた文字を見て、どの文字であるかや

その文字が大文字であるか小文字であるかを識別する活動  

第６学年において、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表

現を、夏休みの思い出などの中から識別する活動  

「話すこと [やりとり ]」については、目標を達成することができるよう、

次のような学習活動が取り上げられている。  
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第５学年において、友達に好きな季節をたずねたり、相手に指示をして

道を案内し、それに応じたりする活動  

第６学年において、中学生になったらがんばりたい部活動をたずねたり、

なりたい職業をたずねたりして、短い会話をする活動  

「話すこと [発表 ]」については、目標を達成することができるよう、次

のような学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、月・日付や時間割など、日常生活に関する身近で簡

単な事柄を話す活動  

第６学年において、学校行事や将来の夢に関することなど、身近で簡単

な事柄について、自分の考えや気持ちなどを話す活動  

「書くこと」については、目標を達成することができるよう、次のよう

な学習活動が取り上げられている。  

第５学年において、文字の読み方が発音されるのを聞いて、活字体の大

文字、小文字を書く活動  

第６学年において、感謝の手紙などについて、音声で十分に慣れ親しん

だ簡単な語句や基本的な表現を用いた例の中から言葉を選んで書く活動  

「主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応」については、

次のような  学習活動が取り上げられている。  

第５学年の Lesson１において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、名刺カードを作ったり、自己紹介をして名刺交換したりするなど、

ペアやグループでその課題を解決することを通して、考えを広げたり深め

たりする活動  

第６学年の Lesson４において、学習課題を設定し、見通しをもたせると

ともに、日本のことを紹介する文を完成させたり、日本のことを紹介する

カードを作ったりするなど、ペアやグループでその課題を解決することを

通して、考えを広げたり深めたりする活動  

「内容の構成・排列」については、次のような工夫がなされている。  

第５学年において、外国語活動で学習した挨拶をしたり、身近なものを

英語で言ったりするなどの内容を踏まえ、自己紹介をして名刺交換をした

り、友達の誕生日をたずねてクラスの誕生日ポスターを作成したりするな

どの活動をした後に、あこがれの人や自分の町を紹介する内容を扱うなど、

系統的・発展的に学習できるような工夫  

第６学年において、第５学年の学習した内容を絵や写真を用いて説明し

たり、アクティビティに挑戦したりする内容を踏まえ、友達との共通点を

探したり、自分の一日を紹介したりするなどの活動をした後に、将来の夢

や中学校でしたいことを発表する内容を扱うなど、系統的・発展的に学習

できるような工夫  

「内容の分量」については、次のようになっている。  

第５学年で、総ユニット数は９ユニット、総ページ数は 119ページ  
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第６学年で、総ユニット数は 11ユニット、総ページ数は 127ページ  

使用上の配慮事項等については次のとおり 

「Let's Sing」や「Let's Chant」を取り上げたり、「Let's Try」等のペアや

グループ活動による実際にコミュニケーションを図る機会を設けたりするなど、

児童の学習意欲を高める工夫がなされている。 

表紙裏に「CAN-DOマップ」を設けたり、Lessonの最後に「ふりかえりをしよう」

を設けたりするなど、児童が主体的に取り組むことができるような工夫がなされ

ている。 

全ての児童にとって、読みやすいフォントとなるよう配慮したり、識別しやす

い配色を用いたりするなど、使用上の便宜が図られている。 

 

会 長  これから質疑応答を行う。外国語の調査研究報告について質問等はないか。 

・外国語の目標は、外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働

かせ、外国語による聞くこと、読むこと、話すこと、書くことの言語活動を通

して、コミュニケーションを図る基礎となる資質・能力を次のとおり育成する

ことを目指しており、教科の目標が達成できるようになっている東京書籍がよ

いと思う。 

・特に、異文化に対する興味・関心を高めるため、チャンツや歌、ペアやグルー

プ活動によるコミュニケーションを図る機会を設けたり、旭山動物園の外国人

向けのパンフレットを掲載したりするなど、児童が意欲的に学習に取り組むこ

とができるようになっている。 

・また、児童が主体的・対話的で深い学びができるよう、学習の流れや手順を分

かりやすく構成したり、複式学級にも対応した単元構成にしたりするなど、児

童が主体的に学習に取り組めるようになっている。 

さらに、中学校の英語とスムーズな接続が図れる構成になっていることから、

東京書籍がよいと思う。 

会 長  これまでの審議の経過を踏まえて、外国語は東京書籍と決定することとしてよ

ろしいか。（異議なし） 

それでは、外国語については、東京書籍の教科用図書を採択することと決定する。 

 

会 長  以上で、令和２年度から使用する第６地区教科用図書の採択を終了する。 

 


