


着眼点 種目【国語】 

調査項目 着眼点 

１ 学習指導要領に関する

こと 

 

 

（１） 資質・能力の三つの柱（「知識・技能」の習得、「思考

力・判断力・表現力等」の育成、「学びに向かう力・

人間性等」の涵養）をバランスよく育成 

 

（２） 各教科等及び各学年相互間の関連及び系統性、発展性 

 

（３）主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善 

 

 

２ 地区の教育指導の方針

と重点に関すること 

 

 

（１） 現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力を育

成する教育の推進 

 

（２） 体験的な活動、ＩＣＴや学校図書館等を活用した学習

活動等の充実 

 

（３） 補充的な学習及び発展的な学習など、個の学習状況に

応じた指導の充実 

 

 

３ 印刷・製本等に関するこ

と 

 

 

（１） 教科書の厚み、重量 

 

（２） 文字の大きさ、字間、行間、書体、図版等 

 

（３） 上記以外の使用上の便宜 

 

 

 

 

 



種目【国語】 

発行者【東書】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・「書くこと」の学習について、他の領域と同様に、目次の次

に「国語の学習の進め方」、「６年で学習する言葉の力」と

題して、付けたい力や言語活動について、示されている。 

・「書くこと」の教材については、全国学力・学習状況調査の

出題傾向、結果分析や独自の調査に基づいて工夫がなされ

ている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・２年生から６年生の各学年にわたって、ふるさと教育に関

わる単元が位置付けられ、４年生で「ふるさとの食」、５年

生で「和菓子」「和の文化」、６年生で「町の未来をえがこ

う」という構成になっている。 

・６年生に地域社会の未来を考える単元が位置付けられてい

ることが特色といえる。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・５、６年（１冊） ５年…517ｇ ６年…517ｇ 

・文節ごとの分かち書き…２年最後まで 

・文節単位の改行…２年最後まで 

・巻末資料が十分収録されている。 

 

種目【国語】 

発行者【学図】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・各学年に「説明的」「実用的」「文学的な文章」を書く教材

が２点から４点ずつ配置し、「書くこと」の教材が多く設定

され、様々なジャンルの文章を学べるようになっている。 

・「レッスン」という小教材が２年生から４年生を中心に、各

学年に配置され、付けたい力を焦点化して学ぶことができ

るようになっている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・３年生、昔の遊び、４年生、地域の施設見学のまとめ、外

国と日本の文化の違い、地域の安全マップ作り、５年生、

方言、６年生、日本の魅力再発見の単元が設定され、調べ

学習を通して、ふるさとを見つめることができるような教

材となっている。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・５、６年（上・下分冊）  

５年…上 312ｇ 下…292ｇ 

６年…上 297ｇ 下…288ｇ 

・文節ごとの分かち書き…２年上まで 

・文節単位の改行…１年下まで 

 

 

 



種目【国語】 

発行者【教出】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・１年間で学習する「書くこと」の単元の３分の２程度が上

巻に配置され、「書くこと」を学習した後の、他教科や総合

的な学習、行事などの実際の言語活動で、幅広く身に付け

た力を生かすことができるような単元構成の工夫がなされ

ている。 

・目にした情報を整理する方法などが示されており、日常の

生活と関連させながら「書くこと」の指導を継続して行え

るような構成である。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・２年生でふるさとに伝わる「祭り」などの行事を調べて発

表する単元、５年生で自分のすむ町のよいところを調べて、

「まちじまん」を推薦し合う単元が位置付けられ、これら

の単元において、地域を知り、地域の良さを感じることが

できるようになっている。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・５、６年（上・下分冊）  

５年…上 278ｇ 下…325ｇ 

６年…上 304ｇ 下…306ｇ 

・文節ごとの分かち書き…２年上まで 

・文節単位の改行…１年下まで 

種目【国語】 

発行者【光村】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・単元の最初のページには「書くこと」と「話すこと・聞く

こと」の単元において、前の学年や既習の内容、および「学

習の進め方」が明示されており、学習の系統性や学び方に

ついて、児童が意識しやすい工夫がある。 

・巻末にも「学習を広げよう」と題して、児童がその学年で

身に付けた力について示されている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・全学年において、まんべんなくふるさとに関わる教材が設

定されている。特に、４、５、６年生では、身の回りを見

つめる、考える、書くという高まりで学習が配列されてお

り、系統的な学習ができるよう配慮されている。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・５、６年（１冊） ５年…510ｇ ６年…530ｇ 

・文節ごとの分かち書き…２年上まで 

・文節単位の改行…２年上まで 

・１年間を通して巻末を参考にして学習を進めることができ

るよう考慮されている。質的なことから、上下巻に分かれ

ていると、そういった学習がしにくくなると考え、上下巻

合作の教科書が望ましい。 

 





着眼点 種目【書写】 

調査項目 着眼点 

１ 学習指導要領に関する

こと 

 

 

（１） 資質・能力の三つの柱（「知識・技能」の習得、「思考

力・判断力・表現力等」の育成、「学びに向かう力・

人間性等」の涵養）をバランスよく育成 

 

（２） 各教科等及び各学年相互間の関連及び系統性、発展性 

 

（３）主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善 

 

 

２ 地区の教育指導の方針

と重点に関すること 

 

 

（１） 現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力を育

成する教育の推進 

 

（２） 体験的な活動、ＩＣＴや学校図書館等を活用した学習

活動等の充実 

 

（３） 補充的な学習及び発展的な学習など、個の学習状況に

応じた指導の充実 

 

 

３ 印刷・製本等に関するこ

と 

 

 

（１） 教科書の厚み、重量 

 

（２） 文字の大きさ、字間、行間、書体、図版等 

 

（３） 上記以外の使用上の便宜 

 

 

 

 

 



種目【書写】 

発行者【東書】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・「書写のかぎ」と呼ばれる書写の学習で身に付けるポイント

を１～６年生まで系統立てて示し、児童が見通しをもって

学習ができるようになっている。 

・学習過程は「見つける」→「確かめる」→「生かす」の３

ステップであり、最初のステップ「見つける」で複数の文

字から単元で学習する「書写のかぎ」を児童自身で見つけ

る構造になっており、主体的な学びを引き出しやすくなっ

ている。  

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・多様な学びにつながるように、１～６年生で各教科におけ

る言語活動が、「生活に広げよう」で２つ、「学びを生かそ

う」で１つと、各学年で３つずつ実施されるようにバラン

スよく配置されている。 

・「筆記具と用紙」では、「ノートに書く」「看板を書く」「カ

ードにお祝いの言葉を書く」「持ち物に名前を書く」という

場面を取り上げ、その目的に合わせて筆記具を使い分ける

よう促している。 

３ 印刷・製本等に関すること 
・色覚の多様性に配慮したカラーユニバーサルデザイン。 

 

 

 

種目【書写】 

発行者【学図】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・どの単元においても「確かめて書こう」→「考えて書こう」

→「生かして書こう」→「ふりかえろう」の４ステップの

学習の進み方になっており、特に最初のステップで「試し

書き」を行い、後のステップで「まとめ書き」をすること

で児童が学びの実感を得られるようになっている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・筆遣いの写真が児童の目線で撮影されており、具体的な運

筆のイメージがもちやすくなっている。 

・多様な学びにつなげる言語活動は、「書写の資料館」として

巻末にまとめられ、学年が上がるにつれて少しずつ増えて

いる。 

・アルファベットや都道府県名は繰り返し練習ができるよう

になっている。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・カラーユニバーサルデザインの観点からの、配色とデザイ

ンの配慮。 

 

 



種目【書写】 

発行者【教出】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・７つの段階に分けた学習の進め方の中で、「考えよう」「こ

こが大切」「生かそう」の３ステップを大切にしている。 

・対話的な学びをステップの最後「ふり返る 伝え合う」で

設定し、「書写の言葉」の例を掲載して学びが深まるように

工夫している。 

・多様な学びにつなげる言語活動が多く設定され、特に「手

紙・はがきが書ける子ども」を育てることをねらい、各学

年に手紙の題材を配置している。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・姿勢や運筆の仕方について多くの写真で説明したり、道具

の後片付けまで詳しく解説したりして、丁寧な指導を意識

している。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・手書き文字と近い形で学習できるＵＤフォント使用。 

・色覚の特性を踏まえた判読しやすい配色の工夫。 

 

 

 

種目【書写】 

発行者【光村】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・各単元の学習過程が「考えよう」→「たしかめよう」→「生

かそう」の３ステップとなっており、最初のステップで写

真や図を活用して視覚的に原理・原則を考えさせる構造に

なっている。 

・説明を少なくしたシンプルな紙面にしたり、各単元の紙面

構成を整えたりすることで、児童が主体的に学習に取り組

めるようにしている。 

・押さえておきたい書き方のポイントが、端的な言葉で書か

れてあることにより、児童が書写で学んだ知識・技能の何

を活用させればよいかを考えながら手紙やあて名を書くこ

とができるようになっている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・多様な学びにつなげる言語活動は、単元の終末等に発展的

な学習として取り上げており、３年生以上では、２つの事

例を取り上げ、児童がどちらがよいかを比較して考えられ

るような構成になっている。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・配色とデザインに十分配慮したユニバーサルデザインとＵ

Ｄフォントを使用。 

 

 

 



種目【書写】 

発行者【日文】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・多様な学びつなげる言語活動は全学年に配置され、「国語の

広場」「生活と書写」のコーナーに分けられている。 

・「国語の広場」では何のために、誰に対して、どのような表

現様式で書くのかをはっきりさせた言語活動例が提示さ

れ、スモールステップを踏みながら完成までの手順が明確

に示されている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・「考える」→「確かめる」→「いかす」の３ステップで段階

を踏みながら学習をするようになっている。 

・「考える」場面での筆遣いについての解説が詳しく、児童が

実際に書く時にポイントとして参考にすることができる。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・配色とデザインに十分配慮したカラーユニバーサルとＵＤ

フォントを使用。 

・針金３箇所綴じになっている堅牢な造本と健康に配慮した

植物油インキを使用。 

 

 

 

 





着眼点 種目【社会】 

調査項目 着眼点 

１ 学習指導要領に関する

こと 

 

 

（１） 資質・能力の三つの柱（「知識・技能」の習得、「思考

力・判断力・表現力等」の育成、「学びに向かう力・

人間性等」の涵養）をバランスよく育成 

 

（２） 各教科等及び各学年相互間の関連及び系統性、発展性 

 

（３）主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善 

 

 

２ 地区の教育指導の方針

と重点に関すること 

 

 

（１） 現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力を育

成する教育の推進 

 

（２） 体験的な活動、ＩＣＴや学校図書館等を活用した学習

活動等の充実 

 

（３） 補充的な学習及び発展的な学習など、個の学習状況に

応じた指導の充実 

 

 

３ 印刷・製本等に関するこ

と 

 

 

（１） 教科書の厚み、重量 

 

（２） 文字の大きさ、字間、行間、書体、図版等 

 

（３） 上記以外の使用上の便宜 

 

 

 

 

 



種目【社会】 

発行者【東書】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・重要語句は単元のまとめで一覧にして、この言葉を使って 

単元をまとめるということで、学んだ内容が定着するよう

配慮されている。 

・単位時間の中で、どの見方や考え方を活用していくのかを

キャラクターを使って児童に分かりやすく示している。 

 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・社会科を初めて学ぶ３年生から６年生までの学び方を系統

的に位置付け、発達段階に応じて児童が学んでいけるよう

大変良く配慮されている。 

・単元末のまとめは、活動の中で対話が必然的に生まれるよ

う工夫している。たとえばランキングを作るとか、どっち

の立場に立つなど、児童自らの判断を問い、その根拠を話

さざるを得ないという状況を作り出している。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・３年、４年、５年上、５年下、６年政治国際、６年歴史の

６冊から構成されている。 

・一番厚いものは４年生の１８０ページ 

 

 

 

 

種目【社会】 

発行者【教出】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・単元の構成は、つかむ、しらべる、まとめる、つなげると

いう構成になっており、 問題解決的な学習を身に付ける

ことができるように配慮されている。 

・単位時間は、問いから始まるが、その問い自体が社会的な

見方や考え方を働かせるよう工夫されている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・単元末のまとめは、６年生は知識理解の穴埋め問題を位置

付け、そのあと話し合うようにするなど工夫されている。 

・単元末のまとめは、６年生は知識理解の穴埋め問題を位置

付け、そのあと話し合うようにするなど工夫されている。 

３ 印刷・製本等に関すること 
・３年、４年、５年、６年の４冊で構成されている。 

・一番厚いのは６年生で２７６ページ 

 

 

 

 

 



種目【社会】 

発行者【日文】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・難解な語句を欄外に位置付け、解説も多くあり、文字数や、

資料の多さなどと合わせ、社会科教師が授業を組み立てる

際の情報源として有効である。 

・単元の構成としては、学習問題を解決していく作りになっ

ていて、主体的な学びを意識している。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・どの学年も文字数や資料などが多く、知識量としては３社

の中で一番である。 

・内容的には、非常に時間をかけて深く学ぶ単元（室町文化

やアジア太平洋に広がる戦争の単元）と、多くの時間をか

けずに学ぶ単元があり、作成者の思いが顕著に表れている。 

３ 印刷・製本等に関すること 
・３年、４年、５年、６年と４冊で構成されている。 

・一番厚いのは５年生の２８０ページ 

 

 

 





着眼点 種目【地図】 

調査項目 着眼点 

１ 学習指導要領に関する

こと 

 

 

（１） 資質・能力の三つの柱（「知識・技能」の習得、「思考

力・判断力・表現力等」の育成、「学びに向かう力・

人間性等」の涵養）をバランスよく育成 

 

（２） 各教科等及び各学年相互間の関連及び系統性、発展性 

 

（３）主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善 

 

 

２ 地区の教育指導の方針

と重点に関すること 

 

 

（１） 現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力を育

成する教育の推進 

 

（２） 体験的な活動、ＩＣＴや学校図書館等を活用した学習

活動等の充実 

 

（３） 補充的な学習及び発展的な学習など、個の学習状況に

応じた指導の充実 

 

 

３ 印刷・製本等に関するこ

と 

 

 

（１） 教科書の厚み、重量 

 

（２） 文字の大きさ、字間、行間、書体、図版等 

 

（３） 上記以外の使用上の便宜 

 

 

 

 

 



種目【地図】 

発行者【帝国】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・「地図って何だろう」に始まって、「地図のやくそく」１，

２，３、「地図帳の使い方」１，２と、地図の仕組みや地図

帳の使い方が１２ページにわたって、ていねいに説明され

ている。 

・「トライ」というコーナーで作業的学習も取り入れて、「地

図活用の基本的な技能」が身に付くよう、内容や構成がよ

く配慮されている。 

・日本の「東西南北端」に加え、固有の領土である北方領土

や竹島、尖閣諸島も同じページに写真と説明を掲載して、

領土について見開き１ページでわかるように構成が工夫さ

れている。 

・帝国書院では、「地図マスター」というコーナーを設け、レ

ベル１から３を設定し、さらに巻末の１１７ページにはチ

ェック表を設けて、ステップを踏んで地図活用の技能や社

会的な見方・考え方を育成するようによく配慮されている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・「自然の様子」について、地形と気候を分けて掲載している。

そのため、季節風の説明があったり、雨温図が横に並べて

示され、比較しやすく大変わかりやすくなっている。 

・２次元コードが設置してあり、パソコンやタブレットで読

み込むと他の資料などにつながるようになっている。 

３ 印刷・製本等に関すること 
・索引の行間はやや狭く、9ページ使用 

・索引は黒、赤、青、緑の 4色を使用 

種目【地図】 

発行者【東書】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・固有の領土については、北方領土は北端として１６ページ

に択捉島の説明と写真がある。 

・尖閣諸島は１８ページ、竹島は２７ページに、それぞれの

島が所属する県の載っているページで扱い、写真と説明を

載せている。 

・キャラクターが吹き出しで、見方や考え方、活用の仕方等

について投げかけ意欲や関心を高める配慮がある。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・「自然の様子」を扱ったページは、地形と気候が見開き１

ページで扱われ「日本の産業の様子」でも同じで、水産業・

農業・工業を見開き１ページで扱っている。 

・２次元コードが設置してあり、パソコンやタブレットで読

み込むと他の資料などにつながるようになっている。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・索引の行間は広く、10ページ使用 

・索引は黒、赤の 2色を使用 

・索引欄にチェック欄がある。 





着眼点 種目【算数】 

調査項目 着眼点 

１ 学習指導要領に関する

こと 

 

 

（１） 資質・能力の三つの柱（「知識・技能」の習得、「思考

力・判断力・表現力等」の育成、「学びに向かう力・

人間性等」の涵養）をバランスよく育成 

 

（２） 各教科等及び各学年相互間の関連及び系統性、発展性 

 

（３）主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善 

 

 

２ 地区の教育指導の方針

と重点に関すること 

 

 

（１） 現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力を育

成する教育の推進 

 

（２） 体験的な活動、ＩＣＴや学校図書館等を活用した学習

活動等の充実 

 

（３） 補充的な学習及び発展的な学習など、個の学習状況に

応じた指導の充実 

 

 

３ 印刷・製本等に関するこ

と 

 

 

（１） 教科書の厚み、重量 

 

（２） 文字の大きさ、字間、行間、書体、図版等 

 

（３） 上記以外の使用上の便宜 

 

 

 

 

 



種目【算数】 

発行者【東書】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・数学的な見方・考え方を働かせ、学びを深める問題にお

いて、教科書の端に「今日の深い学び」コーナーを設け、

学び方を繰り返し提示している。発表する場面では、友

だちの考えを読み取って説明する活動や複数の考え方

を比べ、共通点や相違点について、比較検討する活動を

取り入れている。 

・系統性については、３年でテープ図と数直線を並べて表

記、４年で２本の数直線の間にテープ図を入れて表記

し、段階的に指導している。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・プログラミング教育 5個 

・デジタルコンテンツ 79個 

・補充問題 72個 

３ 印刷・製本等に関すること 
・字体は視認性を向上させている。 

・色彩は目に優しい中間色を基調にしている。 

 

 

種目【算数】 

発行者【大日本】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・学年初めの学習で、特によく考えて話し合いながら学習

する内容において、問題をつかむ段階から今日の学習を

振り返る段階まで、問題解決に至る過程を教科書の端を

使って丁寧に示している。また、自分の考えを発表する

仕方や友だちの考えを説明する仕方、複数の考えを比

較、検討する視点を板書例と共に具体的に示し、一年間

の算数の学び方を子どもたちに提示している。 

・系統性については、３年でテープ図と数直線を並べて表

記し、４年でテープ図のテープを細くしながら、２本の

数直線へ移行するなど、児童の思考を大切にしている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・プログラミング教育 8個 

・デジタルコンテンツ 81個 

・補充問題 65個 

３ 印刷・製本等に関すること 
・ユニバーサルデザインフォントを採用している。 

・長時間見ても優しい色合いにしてある。 

 

 

 

 

 



種目【算数】 

発行者【学図】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・６年間を通して身に付けたい見方・考え方をキャラクタ

ー化し、教科書のはじめのページで、子どもにわかりや

すい表現とともに示している。教科書の随所に登場さ

せ、見方・考え方を継続的に育てることを目指している。 

・系統性については、４年でテープ図と数直線を並べて表

すとともに、表や図を活用している。５年で２本の数直

線へ移行し、表も併記している。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・プログラミング教育 12個 

・デジタルコンテンツ 33個 

・補充問題 113個 

３ 印刷・製本等に関すること 

・硬筆体を基本に、太くはっきり読めるように独自に開発し

た文字を採用している。 

・紙は、従来より白色度を上げている。 

 

 

 

 

種目【算数】 

発行者【教出】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・巻頭に「算数で使いたい考え方」コーナーを設け、前学

年で使った考え方を振り返り、授業で使いたい言葉を共

有できるようにしている。また、数学的な見方を獲得す

る場面では、コラム「算数のミカタ」を設け、領域ごと

の数学的な見方を示している。 

・系統性については、３年生上の巻末「かけ算とわり算の

図」でかけ算、わり算の図を振り返った後、２本の数直

線で表記している。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・プログラミング教育 2個 

・デジタルコンテンツ 131個 

・補充問題 85個 

３ 印刷・製本等に関すること 

・ユニバーサルデザインフォントを採用している。 

・軽い紙を使用している。印刷は鮮明で色彩が落ち着いてい

る。 

 

 

 

 

 



種目【算数】 

発行者【啓林館】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・巻頭「学習の進め方」、「わくわく算数学習」において、

問題解決学習の流れを示すとともに、巻末「算数資料集」

において、分かりやすく説明したり、友だちの考えをよ

く聞くポイントを示したりしている。 

・系統性については、４年で数量関係をテープ図と数直線、

矢印という２種類の図で表記し、５年で２本の数直線の

間に細いテープ図を入れ、２本の数直線へ移行してい

る。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・プログラミング教育 9個 

・デジタルコンテンツ 363個 

・補充問題 144個 

３ 印刷・製本等に関すること 

・太さの強弱を抑えたユニバーサルデザイン教科書体を採用

している。 

・書き込みができるスペースを設定している。 

 

 

 

種目【算数】 

発行者【日文】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・「自分で・みんなで」のページで、折込を閉じた状態で

出題からめあてを立てるまでの過程と、答えを導き出す

ための多様な「見方」「考え方」「方略」を示すことに

よって問題解決への見通しをもたせている。 

・系統性については、３年と４年で、テープ図と数直線を

活用して習熟を図り、５年で２本の数直線へと移行して

いる。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・プログラミング教育 5個 

・デジタルコンテンツ 41個 

・補充問題 182個 

３ 印刷・製本等に関すること 
・行間が空いており、読みやすくしている。 

・軽くて裏写りしない用紙を採用している。 

 

 

 

 





着眼点 種目【理科】 

調査項目 着眼点 

１ 学習指導要領に関する

こと 

 

 

（１） 資質・能力の三つの柱（「知識・技能」の習得、「思考

力・判断力・表現力等」の育成、「学びに向かう力・

人間性等」の涵養）をバランスよく育成 

 

（２） 各教科等及び各学年相互間の関連及び系統性、発展性 

 

（３）主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善 

 

 

２ 地区の教育指導の方針

と重点に関すること 

 

 

（１） 現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力を育

成する教育の推進 

 

（２） 体験的な活動、ＩＣＴや学校図書館等を活用した学習

活動等の充実 

 

（３） 補充的な学習及び発展的な学習など、個の学習状況に

応じた指導の充実 

 

 

３ 印刷・製本等に関するこ

と 

 

 

（１） 教科書の厚み、重量 

 

（２） 文字の大きさ、字間、行間、書体、図版等 

 

（３） 上記以外の使用上の便宜 

 

 

 

 

 



種目【理科】 

発行者【東書】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・物理、化学、生物、地学の各領域での見方や、各学年で身

に付けさせたい考え方にもとづいた、構成や表記の工夫が

されている。 

・例示した考えのすぐ横に根拠となる表も載せてあり、表の

見方の違いと関連させて考えることをうながしており、多

面的に結果を捉える考え方ができるようになっている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・単元の終わりには、学んだことを深めるために、日常生活

と関連付けて発展的に学習出来るようになっている。 

・安全指導と実験方法と区別し、安全指導のみを「きけん」

として注意喚起を促してあり、専科でない教員でも的確に

安全指導がよりできるようになっている。 

 

３ 印刷・製本等に関すること 

・Ａ４判を生かして、余白を適度に確保している。 

・ユニバーサルデザイン書体のうち、点画の正しい教科書体

や学参書体を使用している。 

 

 

 

種目【理科】 

発行者【大日本】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・関連する他教科の内容が取り上げられていたり、物理、化

学、生物、地学の領域が異なっている内容を関連させるよ

うな単元配列がされており、横断的、縦断的な工夫がされ

ている。 

・常に学習課題について主体的に取り組めるように、「問題を

見つける」を再設定して示している。 

 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・プログラミング教育に関する内容に多くのページをさいて

おり、ＩＣＴを活用した学習が充実している。 

・車椅子の児童も自然に登場するなど障がい児への理解の推

進や男女の役割分担を固定化しないようにしている。 

 

３ 印刷・製本等に関すること 

・文節改行の配慮により読みやすくしている。 

・全面的にユニバーサルデザインフォントを使用している。 

 

 

 

 



種目【理科】 

発行者【学図】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・自然界の法則を深く、広く学べるように、１つ１つの学習

内容について詳しく解説がしてあり、教科書を読むことで

知識、理解が深まるような構成になっている。 

・「わかったこと」の後には、「もっと調べたいこと、心に残

ったことは何か。」などの文章を示している。 

 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・防災に関することが多く取り上げられており、随所に様々

な教材と関連付けられている。 

・フローチャートを使うことで、プログラミング的思考を使

いながら水溶液を見分ける問題を扱っている。 

 

３ 印刷・製本等に関すること 

・目で追いやすいように縦の配置でバーを付けている。 

・作業を細かく分解している。また、短い文と写真を対応さ

せている。 

 

 

 

種目【理科】 

発行者【教出】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・学習内容の系統性が意識できるように工夫されており、各

学年で学んだことがまとめられていたり、中学校の内容へ

のつながりが示されたりしている。 

・子どもの疑問や気付きを基に、活動や話し合いを行い、問

題発見につなげる「見つけよう」を掲載している。 

 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・言語活動を重視した学び方に重点が置かれ、国語科との関

連、考察時の話し合い活動の例示、ノートの取り方が丁寧

に扱われている。 

・生活との関連を図りながらプログラミングを体験できるよ

うにしている。 

 

３ 印刷・製本等に関すること 

・上下にゆとりのあるＡ４変形判を採用し、学習の流れを見

やすくしている。 

・問題解決の過程を見やすくデザインしている。 

 

 

 

 



種目【理科】 

発行者【信教】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

見本が送付されていないため、調査することができま

せん。 

 

 

 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

 

 

 

 

 

３ 印刷・製本等に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

種目【理科】 

発行者【啓林館】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・分かったことから新しい問題を見いだし、深い学びへ向か

う力を育むように、「もっと知りたい」を掲載している。 

 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・全体的に平易な言葉遣いや、手書き文字が多く使われてお

り、児童にとって読みやすく親しみやすい。シンプルな表

現と詳しい説明の使い分けがあり、内容が分かりやすくな

っている。 

・深める学習の部分に QRコードが多く使われていて、ＩＣＴ

の活用が意識されている。 

 

３ 印刷・製本等に関すること 

・本文にはユニバーサルデザインフォントを使用し、その他

の文章にも、点画の正しい「学参フォント」を使用してい

る。 

・３・４年生と５・６年生で本文のフォントサイズを変えて

いる。 

 

 





着眼点 種目【生活】 

調査項目 着眼点 

１ 学習指導要領に関する

こと 

 

 

（１） 資質・能力の三つの柱（「知識・技能」の習得、「思考

力・判断力・表現力等」の育成、「学びに向かう力・

人間性等」の涵養）をバランスよく育成 

 

（２） 各教科等及び各学年相互間の関連及び系統性、発展性 

 

（３）主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善 

 

 

２ 地区の教育指導の方針

と重点に関すること 

 

 

（１） 現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力を育

成する教育の推進 

 

（２） 体験的な活動、ＩＣＴや学校図書館等を活用した学習

活動等の充実 

 

（３） 補充的な学習及び発展的な学習など、個の学習状況に

応じた指導の充実 

 

 

３ 印刷・製本等に関するこ

と 

 

 

（１） 教科書の厚み、重量 

 

（２） 文字の大きさ、字間、行間、書体、図版等 

 

（３） 上記以外の使用上の便宜 

 

 

 

 

 



種目【生活】 

発行者【東書】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・願いをもって活動に臨み、学んだことを表現する単元毎

の一連の活動の流れが、イラストや吹き出しを使って

「学びのプロセス」として示されている。教科等の関連

を図る横のつながりと幼児期から中学年への縦のつな

がりを示す例示が豊富にある。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・「スタートカリキュラム」を子どもが視覚的にも意識で

きるように工夫されている。「幼児期に育った力を生か

し、学校を探検する」活動から始まり「友達との関わり

を深める」「他教科へ学びを広げる」「新たな『学び』へ

の思いをもつ」という４つの構成をとっている。 

・幼児期の学びから生活科への学び、そして各教科の学び

へと系統的に広がっていくことを意識させる配慮があ

る。 

３ 印刷・製本等に関すること 
・小単元名、手洗いマーク、約束などを同じ位置に配置し、

学習の流れを示したホワイトボードを挿絵で示している。 

 

 

 

 

種目【生活】 

発行者【大日本】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・白黒のページがあり「どんな色やどんなにおい？」と問

いかけ、子どもの感性に訴え、「すごい」「おもしろうそ

う」といった子どもの願いや思いを大切にすることで、

「主体的な学び」を達成させようという特徴がある。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・「スタートカリキュラム」を視覚的にも意識できるよう

に工夫されている。 

・様々な家庭環境、家族構成を考慮し、画一的な家族の形の

例にならないように配慮した内容を掲載している。 

３ 印刷・製本等に関すること ・学習過程が分かるように、写真を時系列で例示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 



種目【生活】 

発行者【学図】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・全ての単元で、課題をもつ「どきどき」、解決する「い

きいき」、深める「ふむふむ」、発表する「にこにこ」の

４段階で学びを構成してる。また、吹き出しの言葉等で、

子ども同士の対話やかかわりを重視している。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・「スタートカリキュラム」を意識できるように工夫され

ている。 

・教科書の登場人物について、男女の比率に偏りがないよう

にしている。 

３ 印刷・製本等に関すること 
・装飾や指示、アイコンについて最低限のものだけを配置し

ている。学習の流れを例示している。 

 

 

 

 

種目【生活】 

発行者【教出】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・生活科で育成する３つの資質・能力を、「気付く」「自分

でできる」｢考える｣｢伝える｣「挑戦する」「自信を持つ」

のより具体的な６つの力に細分化し、スモールステップ

での学びができる。巻末の「学びのポケット」は、各教

科等の知識や技能とのつながりを意識することができ

る。 

 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・絵本６ページ分の「なかよしのき」による導入に特徴が

ある。幼児期に絵で想像を広げた経験を基にして、それ

を生活科の学びへとつなげている。 

・幼児期の終わりまでに育って欲しい「１０の姿」をイラ

ストで下段に示し、それに対応する小学校での活動の様

子を写真で示している。幼児期に育んだ資質･能力を小

学校生活で発揮する姿へとつなげている。 

３ 印刷・製本等に関すること 
・体験活動・表現活動・資料の３つの要素で構成され、思考

を可視化した板書を示している。 

 

 

 

 

 

 



種目【生活】 

発行者【信教】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

見本が送付されていないため、調査することができない。 

 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

 

３ 印刷・製本等に関すること  

 

 

 

種目【生活】 

発行者【光村】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・単元の学習過程を思いや願いをもつ・見通しをもつ過程

を「ホップ」、やってみる・考える・表す過程を｢ステッ

プ｣、振り返る・伝え合う過程を｢ジャンプ｣の３段階と

し、学習の流れやねらいが明確になっている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・「スタートカリキュラム」を視覚的にも意識できるよう

に工夫されている。 

・通学路の安全について、生活科での学習を日常生活の中で

生かしたい内容等をイラストや文章で掲載している。 

３ 印刷・製本等に関すること 
・文字と写真、写真と写真とを区別できるように罫線を入れ

いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



種目【生活】 

発行者【啓林館】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・思いや願いをもつを「わくわく」、活動や体験を「いき

いき」、伝え合う活動や振り返りを「ぐんぐん」の３つ

の段階に分けた構成になっている。単元の導入に「わく

わくボックス」を位置付け、子どもの「やってみたい」

という願いを大切にしている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・「スタートカリキュラム」を視覚的にも意識できるよう

に工夫されている。 

・児童の多様な家庭環境に配慮した写真やイラストを掲載

している。 

３ 印刷・製本等に関すること 
・小単元、各種コーナーや、めくり言葉などを定位置に配置

している。 

 

 

 

 

 

種目【生活】 

発行者【日文】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・見開きごとに育成すべき資質・能力の３つの柱に基づい

た「学習のめあて」をわかりやすい言葉で説明している。

漠然とした活動のイメージではなく、今日の授業では何

に着目し、どんな能力が身に付くとよいのかが分かりや

すい。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・「スタートカリキュラム」を視覚的にも意識できるよう

に工夫されている。 

・多様な家庭の状況に対応できるように、家族の構成、男

女の役割等に配慮した内容を掲載をしている。 

・世界のあいさつ・ことば・あそびを掲載している。 

３ 印刷・製本等に関すること 
・「盛り上がり印刷」で凸部分をつくり、児童が点字を直接

体験できるページを掲載している。 

 

 

 

 





着眼点 種目【音楽】 

調査項目 着眼点 

１ 学習指導要領に関する

こと 

 

 

（１） 資質・能力の三つの柱（「知識・技能」の習得、「思考

力・判断力・表現力等」の育成、「学びに向かう力・

人間性等」の涵養）をバランスよく育成 

 

（２） 各教科等及び各学年相互間の関連及び系統性、発展性 

 

（３）主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善 

 

 

２ 地区の教育指導の方針

と重点に関すること 

 

 

（１） 現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力を育

成する教育の推進 

 

（２） 体験的な活動、ＩＣＴや学校図書館等を活用した学習

活動等の充実 

 

（３） 補充的な学習及び発展的な学習など、個の学習状況に

応じた指導の充実 

 

 

３ 印刷・製本等に関するこ

と 

 

 

（１） 教科書の厚み、重量 

 

（２） 文字の大きさ、字間、行間、書体、図版等 

 

（３） 上記以外の使用上の便宜 

 

 

 

 

 



種目【音楽】 

発行者【教出】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・題材の目標を達成するために願いをもち、それを生かすた

めの表現の仕方について順序立ててまとめられている。一

人一人はもちろん、グループや学級でも表現を深めていく

ことができるよう工夫されている。 

・他者との関わりを通して、音楽のよさや面白さを見出し聴

き深める力の育成を目指した教材が選択されている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・国歌「君が代」について全学年の教科書に同じように歌詞・

楽譜・さざれ石の写真と説明が掲載されている。さらに５・

６年生の教科書には、歌詞の大意が掲載されている。 

・岐阜県にどんな歌があり、どんな時に歌われているのかが、

写真で伝わるように工夫されている。 

 

３ 印刷・製本等に関すること 

・活動の仕方や音楽用語、音楽の授業で使いたい言葉などに

ついて、使いやすさに配慮し丁寧に記述されている。 

・迫力のある大きな写真や実物大の鍵盤ハーモニカ写真、ICT

の活用などを工夫している。 

種目【音楽】 

発行者【教芸】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・歌唱に限らず、鑑賞や音楽づくり、器楽などのどんな活動

でも、主体的な学びができるように工夫されている。 

・四分音符は〇で「たん」、四分休符「うん」は色の違う●で

四分音符と同サイズに表記し、視覚的にも同じ長さのリズ

ムであることを１年生の児童がとらえやすいように表記さ

れている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・国歌「君が代」について目標や内容と関連させ、写真やコ

ラムを掲載し発達の段階に即して、適切な指導を行うこと

を重要視している。 

・拍節的なリズムと拍節的ではないリズムの２種類ある民謡

のうち、郡上節がどちらになるのかを記載することで、音

楽的な学びをさらに深めることができるように工夫されて

いる。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・児童にとって分かりやすい記述や表記が工夫されている。 

・リズムや旋律などについてより正しくとらえられるように

工夫したイラストや、子ども目線の解説写真が掲載されて

いる。 

 

 





着眼点 種目【図画工作】 

調査項目 着眼点 

１ 学習指導要領に関する

こと 

 

 

（１） 資質・能力の三つの柱（「知識・技能」の習得、「思考

力・判断力・表現力等」の育成、「学びに向かう力・

人間性等」の涵養）をバランスよく育成 

 

（２） 各教科等及び各学年相互間の関連及び系統性、発展性 

 

（３）主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善 

 

 

２ 地区の教育指導の方針

と重点に関すること 

 

 

（１） 現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力を育

成する教育の推進 

 

（２） 体験的な活動、ＩＣＴや学校図書館等を活用した学習

活動等の充実 

 

（３） 補充的な学習及び発展的な学習など、個の学習状況に

応じた指導の充実 

 

 

３ 印刷・製本等に関するこ

と 

 

 

（１） 教科書の厚み、重量 

 

（２） 文字の大きさ、字間、行間、書体、図版等 

 

（３） 上記以外の使用上の便宜 

 

 

 

 

 



種目【図画】 

発行者【開隆堂】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・三つの柱のうち、編集者が重点を置きたいと考えた項目が

目立つ色で示され、それに対応する評価の言葉が、ページ

の最後に、子どもへの問いかけで記述されている。 

・全学年で１１９題材。「造形遊び」が約１３％、「絵」が約

４１％、「立体」が約１１％、「工作」が約２９％、「鑑賞」

が約５％で、特に１・２年では「絵」が４３～４５％と多

い。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・いくつかの題材でＱＲコードが掲載されており、スマート

フォンやタブレットなどで、道具の使い方や作品例などが

紹介されている。 また、５．６年「上」にはＩＣＴを活

用した表現が、５．６年「下」にはデジカメなどの使い方

が紹介されている。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・Ａ４判（210×297）総ページ 56ページ 

 重量 214ｇ 

・表紙はビニル加工 

・ニュアンスや質感の再現を図った印刷 

 

 

種目【図画】 

発行者【日文】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・どの題材でも「学びに向かう力・人間性」を大切にし、ペ

ージの最後に子どもの言葉で願う姿が示されている。 

・全学年で１３４題材。「造形遊び」が約１７％、「絵」が約

３３％、「立体」が約１９％、「工作」が約２２％、「鑑賞」

が約８％である。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・３．４年「上」でデジカメでの撮影の仕方が、５．６年「下」

でデジカメの応用、インターネットの利用の注意点などが

紹介されている。また、ＩＣＴの利用が可能な題材では、

鑑賞のために作品完成後にデジカメで撮影したり、インタ

ーネットの活用を推奨したりしている。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・Ａ４版（212×297）総ページ 64～66ページ 

 重量 245ｇ～253ｇ 

・表紙は、耐水性のあるコーティング 

・ニュアンスや材質感の再現を図った印刷 

 





着眼点 種目【家庭】 

調査項目 着眼点 

１ 学習指導要領に関する

こと 

 

 

（１） 資質・能力の三つの柱（「知識・技能」の習得、「思考

力・判断力・表現力等」の育成、「学びに向かう力・

人間性等」の涵養）をバランスよく育成 

 

（２） 各教科等及び各学年相互間の関連及び系統性、発展性 

 

（３）主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善 

 

 

２ 地区の教育指導の方針

と重点に関すること 

 

 

（１） 現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力を育

成する教育の推進 

 

（２） 体験的な活動、ＩＣＴや学校図書館等を活用した学習

活動等の充実 

 

（３） 補充的な学習及び発展的な学習など、個の学習状況に

応じた指導の充実 

 

 

３ 印刷・製本等に関するこ

と 

 

 

（１） 教科書の厚み、重量 

 

（２） 文字の大きさ、字間、行間、書体、図版等 

 

（３） 上記以外の使用上の便宜 

 

 

 

 

 



種目【家庭】 

発行者【東書】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・表紙見開きに「家庭科はあなたの生活をよりよく変えてい

く教科です」と、家庭科の目標そのものを示す文言を掲げ、

これまでの学習と５・６年生での家庭科学習の見通しを、

山登りの図で表現している。若手教員が急増する現場の実

態に合わせて、経験の少ない教師にも指導しやすく、児童

にもイメージしやすいレイアウトとなっている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・学んだことを生かして家庭生活をよりよくしようとする例

が多く紹介されており、家庭の生活改善に直結しやすく工

夫されている。 

・巻末には、「いつも確かめよう」のコーナーがあり、安全へ

の構え、調理や製作の技能の基本などが分かりやすく、豊

富に掲載されているため、基本的な技能の習得や家庭での

実践に、児童の大きな助けとなっている。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・ユニバーサルデザインに配慮したフォント・字間・行間・

色使い・紙面構成となっている。 

 

 

 

種目【家庭】 

発行者【開隆堂】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・表紙見開きに「これまでの学習を家庭科につなげよう」「は

じめよう家庭科」の文言を掲げ、４年生までの学習と、２

年間の学習内容をクローバーのくきでつなぐレイアウトと

なっている。 

・ユニットを入れ替える場合も、クッキングやソーイングの

最初は必ずこの内容を扱わなくてはいけないということ

が、「はじめの一歩」というタイトルで良く分かるように配

慮されている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・「レッツトライ生活の課題と実践」と題して、４ページ、３

つの課題例をあげており、学校や地域に広げた課題例が紹

介されている。 

・巻末には、「生活の中のプログラミング」に触れ、今日的な

課題が意識されている。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・文の意味がつかみやすいように、１つの単語が行をまたが

ないように、多くの箇所を調整している。 

 

 

 





着眼点 種目【保健】 

調査項目 着眼点 

１ 学習指導要領に関する

こと 

 

 

（１） 資質・能力の三つの柱（「知識・技能」の習得、「思考

力・判断力・表現力等」の育成、「学びに向かう力・

人間性等」の涵養）をバランスよく育成 

 

（２） 各教科等及び各学年相互間の関連及び系統性、発展性 

 

（３）主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善 

 

 

２ 地区の教育指導の方針

と重点に関すること 

 

 

（１） 現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力を育

成する教育の推進 

 

（２） 体験的な活動、ＩＣＴや学校図書館等を活用した学習

活動等の充実 

 

（３） 補充的な学習及び発展的な学習など、個の学習状況に

応じた指導の充実 

 

 

３ 印刷・製本等に関するこ

と 

 

 

（１） 教科書の厚み、重量 

 

（２） 文字の大きさ、字間、行間、書体、図版等 

 

（３） 上記以外の使用上の便宜 

 

 

 

 

 



種目【保健】 

発行者【東書】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・単元目標を達成するために、毎時間の内容の道筋が明記さ

れていて、見通しをもちやすくなっている。 

・「ステップ１ 気づく・みつける」では、イラストや写真か

ら自ら課題をつかむことができるように工夫されている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・課題について、主体的・対話的に思考し判断するとともに、

表現する活動を通して解決できるように、「ステップ２ 

調べる・解決する」・「ステップ３ 深める・伝える」・「ス

テップ４ まとめる・生かす」という流れで、進めること

ができるように作られてる。 

・「資料」や「読み物」により、学習した内容を深めたり広

げたりしている。例えば、身近な生活の中のユニバーサル

デザインについて、写真を用いて具体的に説明をしてい

る。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・ページ数 １２６ページ 

・３，４年…140ｇ ５，６年…240ｇ 

・写真 187 カ所 

・Ａ４判 目次は見開き２ページで構成 

 

種目【保健】 

発行者【大日本】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・実生活を表すイラストから、指定した人物を探す活動を通

して、描かれている人々の行動や要因を考え、興味関心を

もって課題づくりができる構成になっている。 

・「やってみよう」・「話し合ってみよう」・「活用して深めよう」

などと位置付けることで、学習の動機付けがなされている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・学習内容に関連する「資料」やさらに発展させた「もっと

知りたい」のコーナーは、学習を広げたり深めたりする。

例えば、身近な生活の中のトイレについて、ユニバーサル

デザインのマークが例示されている。 

 

 

３ 印刷・製本等に関すること 

・ページ数 94 ページ 

・３，４年…120ｇ ５，６年…150ｇ 

・写真 114 カ所 

・Ａ４判 目次は見開き２ページで構成 

 

 

 



種目【保健】 

発行者【文教社】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・「振り返ってみよう」や「調べてみよう」では、学習内容と

自分の生活を繋げて考えることができるようになってい

る。 

・「新しい自分にレベルアップ」のコーナーでは、理解してい

ることをどう活用していくかを考えることができるように

なっている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・単元の課題が最初に提示されていて、学習内容につながる

イラストや活動が位置付けられている。単元の導入の部分

では、学習内容に関わる疑問や学習の方向について、キャ

ラクターの子どもたちが投げかけている。 

・学習内容をさらに深めるために「発展」のコーナーが設け

られていて、LGBTに関する内容も取り上げられている。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・ページ数 86 ページ 

・３，４年…150ｇ ５，６年…210ｇ 

・写真 111 カ所 

・Ａ４判 目次は見開き２ページで構成 

 

 

種目【保健】 

発行者【光文】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・「はじめに」の学習活動が最初に位置付いていて、学習内容

につながる活動や、自分の生活を振り返る活動を通して、

課題を明確にしている。 

・課題解決に向かって「調べよう」・「話し合おう」「考えよう」・

「やってみよう」などの活動に繋がっている。また、「さらに   

広げよう 深めよう」や「自分の生活に生かす・伝える」 

では、学習内容をさらに深めたり、今後の自分に生かした 

りすることができるようになっている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・４コマ漫画で学習内容に触れることで、課題を導き学習の

方向性を示している。 

・人権や福祉に配慮した内容の資料が多く紹介され、LGBTも

取り上げている。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・ページ数 94 ページ 

・３，４年…140ｇ ５，６年…190ｇ 

・写真 142 カ所 

・Ａ４判 目次は５ページで構成。目次で１ページ、学習意

義、学習方法について４ページ 

 



種目【保健】 

発行者【学研】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・最初に「つかむ」の活動が設定されていて、学習内容に繋

がるように、自分の生活を振り返ったり、実験して検証し

たりすることができるようになっている。 

・「考える」「調べる」「話し合う」などの活動を通して学習を

進め、「まとめる 深める 生活につなげる」でまとめる流

れとなっている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・学習内容に関わる、「学習してみたいこと」を位置付け、子

どもの吹き出しにより単元の方向が提示されている。 

・「かがくの目」という資料により、科学的見地からの資料も

多く掲載されている。 

・「もっと知りたい 調べたい」においては、心身の個人差に

配慮しつつも、探求心に応じて学習を広げたり深めたりで

きるようにしている。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・ページ数 94 ページ 

・３，４年…140ｇ ５，６年…200ｇ 

・写真 157 カ所 

・Ａ４版 目次は見開き３ページで構成 

 ５、６年生の教科書には３、４年生で学んだことを記載 

 

 

 

 





着眼点 種目【英語】 

調査項目 着眼点 

１ 学習指導要領に関する

こと 

 

 

（１） 資質・能力の三つの柱（「知識・技能」の習得、「思考

力・判断力・表現力等」の育成、「学びに向かう力・

人間性等」の涵養）をバランスよく育成 

 

（２） 各教科等及び各学年相互間の関連及び系統性、発展性 

 

（３）主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善 

 

 

２ 地区の教育指導の方針

と重点に関すること 

 

 

（１） 現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力を育

成する教育の推進 

 

（２） 体験的な活動、ＩＣＴや学校図書館等を活用した学習

活動等の充実 

 

（３） 補充的な学習及び発展的な学習など、個の学習状況に

応じた指導の充実 

 

 

３ 印刷・製本等に関するこ

と 

 

 

（１） 教科書の厚み、重量 

 

（２） 文字の大きさ、字間、行間、書体、図版等 

 

（３） 上記以外の使用上の便宜 

 

 

 

 

 



種目【英語】 

発行者【東書】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・学びやすく指導しやすいよう、１ページ１時間扱いの見開

き構成となっており、活動の見通しがもちやすくなってい

る。内容は日常生活に密着しており、多くの児童が自分の

学校生活と重ね合わせて学習への関心・意欲を高めながら

学習に取り組む事ができる。すべての児童にとって読みや

すく書きやすい新ユニバーサルデザインの書体が取り入れ

られている。 

・音声中心のユニットの授業が１時間終わるごとに、「わたし

のせりふ」として１文ずつ、児童が自分で選んだ言葉を書

きためる構成となっている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・二次元コード数 5 年 47 個 6 年 47 個 

・CLIL（内容言語総合型学習）を軸に、他教科で学んだ題材

を扱っている。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・鉛筆で書きやすい用紙を使用 

・新４線と新ユニバーサルデザイン書体を使用 

・コミュニケーションカードにミシン目 

 

 

種目【英語】 

発行者【開隆堂】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・冒頭に出口を見通せるリスニング活動があり、単元の出口

に向けてターゲットとなる英語表現を使った活動が段階的

に繰り返し設定され、無理のない構成となっている。活動

にも必然性をもたせ、児童が楽しんで活動できるようにな

っている。 

・「文字に慣れよう」のコーナーが巻末に設けられ、「音と文

字の関係」や「アルファベット、文の書き方」などを段階

的かつ系統的に学習することで無理なく読み書きができる

ように配慮されている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・二次元コード数 5 年 34 個 6 年 35 個 

・「チャレンジ」コーナーを 5 年生は 3 か所、6 年生は 2 か所

設定している。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・書きやすい４線と消しやすい特別の用紙を使用 

・読みやすい独自のフォントを使用 

・絵カードの教科書と切り離す部分にミシン目 

 

 

 

 



種目【英語】 

発行者【学図】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・１時間の流れが分かりやすく、単元の最初に目標と学習の

進め方が位置づいている。 

・音声によるインプットと繰り返しと気付きを大切にしてお

り、レッスンのシーンや身に付けさせたい目標表現を繰り

返して聞くような構成になっている。 

・４技能５領域を示すアイコンマークがついている。Sounds 

& Lettersのコーナーで文字の読みを何度も繰り返したり、

年間１０回位置付けてある Alphabet Corner でアルファベ

ットの読み書きを繰り返したりするなど、読み・書きも繰

り返すことで身に付けるように配慮されている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・二次元コード数 5 年 27 個 6 年 27 個 

・発表シートを使って、Show&Tell 形式で発表を行う Project 

Time を設定している。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・学年配当漢字や上位学年配当漢字にはすべてルビを付記し

ている。 

・書きやすい縦幅、5:6:5 の比率の４本線を使用 

 

 

種目【英語】 

発行者【三省堂】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・「学びの見通しを立てる」→「語彙や表現を増やす」→「実

際の場面で表現する」という学びのプロセスが大切にされ

ており、自分の気持ちや考えを伝え合う言語活動を柱とし

ている。 

・各単元はパターン化され、学びやすく指導しやすい構成と

なっている。読ませる文章は文字が大きくなっているなど

の配慮があり、既習の表現を繰り返し聞いたり話したりす

る、音声で学んだことを読んだり書いたりする、学んだ語

彙を実際に使う活動を行うなど、スパイラルに言葉の力が

育成されるように構成されている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・二次元コード数 5 年 74 個 6 年 80 個 

・Juｍp 単元では、2 回自己目標を設定している。 

・進んで挑戦できる発展マークがある。 

３ 印刷・製本等に関すること 
・コミュニケーションカードにミシン目 

・専用の手書き文字フォントを使用 

 

 

 



種目【英語】 

発行者【教出】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・映像を見ながら音声を聞く冒頭の見開きは各単元の目標活

動へとつながる内容となっており、学習の見通しをもって

学べる。 

・児童が楽しめる活動も多様で、付録についているカードや

シールなどの教材も豊富。 

・単元の前半に「聞く」活動を多く取り入れ、音声による豊

富なインプットにより５領域の力が段階的に育めるよう

な配慮が見られる。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・二次元コード数 5 年 1 個（㏋） 6 年 1 個（㏋） 

・辞書の使い方として自分の思いや考えを表現するために参

照することができるページが設定されている。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・書くときのアルファベットに近いフォントを使用 

・文字を読みやすい位置で改行 

・コミュニケーションカードにミシン目 

 

種目【英語】 

発行者【光村】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・学習の手順が分かる単元構成となっており、単元全体を見

通すことができ、授業をスムーズに進めることができる。 

・楽しんで活動できるゲーム的な要素を取り入れたり必然性

をもたせたりした活動が多く、児童は楽しみながら主体的

に活動に参加できる。 

・聞く活動から始まり、話す活動を経て、徐々に読む活動に

つなげるなど、無理のない流れで学習が進んでいる。 

・読み書きの学習のために、音と文字の学習がスモールステ

ップで提示されている。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・二次元コード数 5 年 57 個 6 年 58 個 

・世界の多様性に気づき、見方・考え方を広げる Review 単

元などを設定している。また、CLIL（内容言語統合型学習）

を軸に、他教科で学んだ題材を扱っている。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・オリジナルの書体や UD 書体を使用 

・軽くて裏写りしにくく、鉛筆で書きも見やすい質感の紙を

使用 

 

 

 

 

 



種目【英語】 

発行者【啓林館】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・各単元が３つのパートから構成されており、指導内容がひ

と目で分かるため、指導しやすくなっている。 

・単元の扉には全体の目当てが、各パートにはそのパートの

目当てが明示され、児童にも学習目標が分かるようになっ

ている。 

・チャンツなどを通して何度も聞いたり発話したりするな

ど、音声からのインプットを多く取り入れ、各ユニット末

には「読む」「書く」練習の場「Let’s Read ( and Write )」

を設定している。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・二次元コード数 5 年 48 個 6 年 44 個 

・学期末の Review に challenge 問題を設定している。言語

活動が展開できるように、掲示板やポスター、グラフ等の

情報を掲載している。 

３ 印刷・製本等に関すること 

・「メディア・ユニバーサル・デザイン協会」による検証が

されている。 

・4 線は 5:6:5 の比率となっている。 

・コミュニケーションカードにミシン目 

 

 

 

 

 





着眼点 種目【道徳】 

調査項目 着眼点 

１ 学習指導要領に関する

こと 

 

 

（１） 資質・能力の三つの柱（「知識・技能」の習得、「思考

力・判断力・表現力等」の育成、「学びに向かう力・

人間性等」の涵養）をバランスよく育成 

 

（２） 各教科等及び各学年相互間の関連及び系統性、発展性 

 

（３）主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善 

 

 

２ 地区の教育指導の方針

と重点に関すること 

 

 

（１） 現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力を育

成する教育の推進 

 

（２） 体験的な活動、ＩＣＴや学校図書館等を活用した学習

活動等の充実 

 

（３） 補充的な学習及び発展的な学習など、個の学習状況に

応じた指導の充実 

 

 

３ 印刷・製本等に関するこ

と 

 

 

（１） 教科書の厚み、重量 

 

（２） 文字の大きさ、字間、行間、書体、図版等 

 

（３） 上記以外の使用上の便宜 

 

 

 

 

 



種目【道徳】 

発行者【東書】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・良質な教材が多く、主人公が葛藤や困難を乗り越えていく

様子が分かりやすく描かれており、児童が毎時間、読み物

教材を中心に学習することで、発達段階に応じて確実に道

徳性を高めていくことができるような工夫がなされてい

る。 

 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・児童が主人公や登場人物に入り込み、主人公等の気持ちを

考えることを通して、道徳的価値をつかむことを大切にし

たつくりになっている。 

・記述内容から児童の成長を見取ることができるように、「学

習の振り返り」のページを位置付けている。 

 

３ 印刷・製本等に関すること 

・低学年は、分かち書きされている。 

・５行ごとに行番号が付いている。 

 

 

 

種目【道徳】 

発行者【学図】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・全学年で「よみもの」と「実効性のある力の育成」を意図

した分冊に分かれている。分冊では、自らを振り返る問い

を位置付け、自分自身の生き方やこれまでの経験・体験と

結び付けて考えられるように工夫されている。 

・全学年において、巻末付録に各教科等と関連した内容を「コ

ラム」に掲載している。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・学びの記録を残すことができるように、別冊「まなび」が

用意されている。学期ごと・年度ごとの評価に必要なポー

トフォリオになる。 

・年間の振り返りとして、考えたことや感じたことを記述す

る欄を位置付けている。 

 

３ 印刷・製本等に関すること 

・１学年は、分かち書きされている。 

・５行ごとに行番号が付いている。 

 

 

 

 

 



種目【道徳】 

発行者【教出】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・全学年で読みもの教材に「かんがえよう」と「ふかめよう」

が位置付けられ、考えたことを「ふかめよう」で、実際に

どのように行動に移していったらよいのかを考えさせるこ

とが意図されている。 

・実際の行動と結び付けながら価値を学べるように、モラル

スキルトレーニングを位置付けている。 

 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・各学年の巻末に「道徳の学習を振り返る」ページを配置し

ている。一年間の学習で心に残ったことや成長した自分を

振り返ったり、次年度で頑張りたいこと等を記述させたり

する内容になっている。 

 

３ 印刷・製本等に関すること 

・２学年７月までは、分かち書きされている。 

・５行ごとに行番号が付いている。 

 

 

 

種目【道徳】 

発行者【光村】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・すべての教材に「考えよう・話し合おう」「つなげよう」が

あり、展開例や学び方が示されており、実感を伴って道徳

的価値を捉えさせる配慮がなされている。 

・多くの教材末について問題解決的な学習に対応できるよう

な問いを位置付けている。 

 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・１年間を三つの「学習のまとまり」に区切り、それぞれの

まとまりの終わりに「学びの記録」を設けている。 

・１年間の学習で心に残ったことや成長した自分を振り返る

ことができる欄を設けている。 

 

３ 印刷・製本等に関すること 

・１年生は文節分かち書き、２年生は２～３文節分かち書き

されている。 

 

 

 

 

 

 



種目【道徳】 

発行者【日文】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・全学年で読みもの教材に、「考えてみよう」と「見つめよう 

生かそう」が位置付けられ、考えたことを、実際にどのよ

うに行動に移していったらよいのか見つめさせる工夫がな

されている。 

・読み物教材の中の問題場面を話し合うのに適した教材を配

置している。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・別冊の「道徳ノート」により、自分の感じたことを書き込

む記述欄が位置付いている。 

・自分の考えを深めることができるように、自由に書き込め

る欄が設けてある。 

 

３ 印刷・製本等に関すること 

・低学年は、分かち書きされている。 

・５行ごとに行番号が付いている。 

 

 

 

種目【道徳】 

発行者【光文】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・全学年各教材の最初にリード文があり、教材の下段の児童

が考えるヒントとなる吹き出しが、「考え・議論する」キー

ワードとなっている。また、各教材末には、道徳的価値を

自分事として捉え直す問いと生活に広げる問いが位置付

き、「実効性のある力の育成」が意図されている。 

 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・様々な立場の考え方に触れながら議論し合うことで、道徳

的な価値について、多面的・多角的に思考し、教材のもつ

本質的な価値に迫ることができる工夫がなされている。 

・児童が学習後の振り返りができるよう、巻末に自己評価シ

ート「学びの足あと」を用意している。 

 

３ 印刷・製本等に関すること 

・低学年は、分かち書きされている。 

・５行ごとに行番号が付いている。 

 

 

 

 

 

 



種目【道徳】 

発行者【学研】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・「つなげよう…実践力」「深めよう…議論」「広げよう…内容

の補足」「やってみよう…役割演技」が約半数の教材に付属

しており、読み物教材で学んだことをもとに、多様な学習

ができる工夫がなされている。 

・読み物教材の中の問題場面を話し合うことができる教材を

配置している。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・各学年の巻末に「心の宝物（学びの足跡）」のページを配置

している。４つの視点について、一年間の学習で心に残っ

たことや成長した自分を振り返ったり、次学年に向けて頑

張りたいこと等を記述させたりする内容になっている。 

 

３ 印刷・製本等に関すること 

・低学年は、分かち書きされている。 

・５行ごとに行番号が付いている。 

 

 

 

種目【道徳】 

発行者【あかつき】 

調査項目 特色 

１ 学習指導要領に関すること 

・全学年で「よみもの」と「分冊」に分かれている。分冊は、

内容項目ごとに構成されており、自分がどのように考えて

きたのかを内容項目ごとに振り返ることができるように工

夫されている。 

・生活上の問題場面を話し合うのに適した教材を配置してい

る。 

２ 地区の教育指導の方針と重

点に関すること 

・別冊の道徳ノートに、「授業記録」「話し合い活動の記録」

「体験活動の記録」「心のしおり」を位置付けている。 

・学年の初めと終わりに今の自分を見つめるコーナーを位置

付けている。 

 

３ 印刷・製本等に関すること 

・低学年は、分かち書きされている。 

 

 

 

 

 

 


