
                                                                           

教   科  

 

種   目  

 

 

発 行 者          

          

     

 

理科 

 

理科 

 

2 東京書籍 

 

 

調査項目 意     見 

１ 学習指導要領 

(平成 29年告示) 

 

・何ができるようになるか 

・何を学ぶか 

・どのように学ぶか 

(1) ○各単元の導入では、児童が主体的に学ぶ意欲を引き出す魅力的な事象

提示がなされている。 

○各単元で、思考力・判断力・表現力を重点的に育成する場面を設定し

「レベルアップ 理科の力」のマークで明示している。ここでは、個

人で考えた後で対話を通して思考を広げ深める構成に配慮している。 

○単元導入の「学ぶ前の私」と単元末の「学んだ後の私」によって、自

己の変容が実感できる工夫がなされている。 

(2) ○思考のヒントとして「学んだことを使おう」を設定し、科学的な概念

形成を図る配慮がされている。また領域ごとに設けられた「学びをつ

なごう」では、下位学年や他の単元での学びと関連づけながら、より

深い理解に導く工夫がなされている。 

○関連する中学校の学習内容を「はってん」として取り上げ、中学校で

の学びに期待感がもてるよう配慮している。 

(3) ○じっくりと考える時間を保障する場では、「考察しよう」に「レベル

アップ 理科の力」を配し、対話の具体例を示して、対話的な学びが

豊かに展開するよう工夫している。 

○「理科のミカタ」では、どのような見方・考え方を働かせればよいか

をヒントとして示し、深い学びを支援する配慮がなされている。 

２ 岐阜県教育振興 

基本計画 

(平成31年3月策定) 

(1) ○５年「流れる水のはたらき」では、長良川上流から下流（郡上市・美

濃市・岐阜市）の写真が大きく扱われている。また、６年「変わり続

ける大地」では、火山灰におおわれた御嶽山頂上付近の様子を写真で

示している。 

○６年「変わり続ける大地」では、「私たちのくらしと災害」という節

を設け、防災・減災のための日頃の取組や命を守るための行動につい

て考え、自ら判断して行動する力を育む配慮がなされている。 

(2) ○６年「電気と私たちのくらし」では、電気の有効利用という観点で、

プログラミングの有用性について考える場を設けている。また、プロ

グラミングを体験する活動の場面では、具体的な方法や手順を示し、

論理的な思考力を育む配慮や工夫がなされている。 

○知識の習得をより確かなものにしたり、基礎的・基本的な技能を確実

に習得したりするための画像・動画等のデジタルコンテンツを豊富に

用意している。 

(3) ○観察・実験の場面では、手順を文字だけではなく、写真や図などでも

示し、具体的な操作を視覚的にイメージしやすくする配慮がある。 

○写真やイラストに登場する人物の男女比や役割に偏りがないよう、大

変よく配慮されている。また、外国人児童のイラストを適切に配し、

多様な児童が協力して学ぶよう配慮されている。 

３ 印刷・製本等 

(1) ○従来より大きいA4版で、資料性を高め、見やすく分かりやすい紙面と

なっている。一方で、用紙は軽量で丈夫なまのにし総重量は従来のも

のと大きく変わっていない。しかし、児童机で教科書を開いた時の専

有面積が大きくなり、扱いにくいデメリットもある。 

(2) ○すべての文字にユニバーサルデザイン書体を用いるとともに、すべて

の文章を分節や単語で改行し、読みやすくする配慮がある。 

(3) ○ノートの書き方、発表のしかた、話し合いのしかたなど言語活動に関

する内容、観察・実験の基礎操作に関する内容、施設の利用や他教科

での学びの活用、学びの振り返りなどの資料が大変充実している。 

意見書 



                                                                          

教   科  

 

種   目  

 

 

発 行 者          

         

      

 

理科 

 

理科 

 

4 大日本図書 

 

 

調査項目 意     見 

１ 学習指導要領 

(平成 29年告示) 

 

・何ができるようになるか 

・何を学ぶか 

・どのように学ぶか 

(1) ○巻頭の「理科の学び方」で、１年間の理科学習の見通しがもてるよう

配慮されている。 

○学習単位ごとの「結論（わかったこと）」で、基礎・基本を着実に押

さえている。また単元末には知識・技能を定着させるための問題「確

かめよう（たしかめよう）」を配している。 

○巻末の「使い方を覚えよう」では、器具の基本操作が身に付くよう写

真やイラストを用いてわかりやすく解説している。また、安全面に配

慮した表記がなされている。 

(2) ○「サイエンスワールド」のコーナーでは、中学校での学習内容との関

連が示されている。また、算数科での学習内容との関連についても配

慮されている。 

○理科の学習内容と関連する用語を英語と関連させて紹介したり、科学

者の言葉を英文で紹介したりしている。 

○ESDや防災教育、キャリア教育等との関連が図れるよう、マークを用

いて強調している。 

(3) ○理科の見方につながる着目点を単元のはじめに明示している。 

○考察の場面では、キャラクターの台詞によって考え方の視点を示して

いる。 

○「深めよう」のコーナーで、学習したことを活用する場を設けたり、

「りかのたまてばこ」で学習に関連した資料を取り上げたりして理解

を深めるための工夫があり、対話的な学びが実現できるよう配慮され

ている。 

２ 岐阜県教育振興 

基本計画 

(平成31年3月策定) 

(1) ○６年「土地のつくりと変化」では、噴火した御嶽山の様子が写真で扱

われている。また、４年「ものの温度と体積」では、尾濃大橋（一宮

市）の橋の継ぎ目の役割を紹介している。 

○学習内容と関連付けながら、日頃から防災・安全意識を高める工夫が

されている。 

(2) ○コンピュータで調べる活動を紹介しつつ、情報モラルについても取り

上げている。 

○センサーを用いて、必要な時だけ明かりがつくプログラミングを体験

する活動を取り上げている。 

○発行者のウェブサイトにデジタルコンテンツ集が位置づけられてい

る。 

(3) ○特別支援教育や多文化共生等によく配慮した写真やイラストが用い

られている。 

３ 印刷・製本等 

(1) ○環境に配慮した用紙と植物油インキを使用している。 

○表紙は丈夫で汚れにくい加工が施され、製本には開きやすいアジロ綴

じが採用されている。 

(2) ○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の使

用、読みやすい位置での改行等により、特別支援教育での使用に大変

よく配慮している。 

○学習単位ごとの課題として「問題」が大変見やすく示されている。 

 (3) ○巻末には、ノートの書き方、コンピュータや施設の活用、器具の基礎

操作、１年間の学習内容のまとめ、チャレンジ問題等が大変わかりや

すく配されている。 

 



                                                                           

教   科  

 

種   目  

 

 

発 行 者          

         

      

 

理科 

 

理科 

 

11 学校図書 

 

 

調査項目 意     見 

１ 学習指導要領 

(平成 29年告示) 

 

・何ができるようになるか 

・何を学ぶか 

・どのように学ぶか 

(1) ○各単元ごとに主に育てたい資質・能力を明示し、単元末でそれらの観

点で学びを振り返る構成が仕組まれている。 

○すべての児童が安全に器具の使い方を習得できるよう、レイアウトの

工夫がなされている。また、観察・実験の準備物の示し方がわかりや

すくていねいである。 

○「まとめよう」には、大事な言葉やその定義が明示されている。 

(2) ○学んだことを次の学びにつなげて生かす工夫や、日常生活や身の回り

の職業と関連づける配慮がなされている。 

○巻末資料の中で、算数や国語の学習内容との関わりについて、ていね

いに説明している。また「資料」のコーナーで日常生活との関わりや

外来種生物との関わりを示している。 

○「活用」のコーナーでは、写真を用いながら実験方法が具体的に示さ

れており、わかりやすい。 

(3) ○考察の場面で、児童同士が対話を通じて深く学べる場を意図的に設定

している。 

○実験結果からわかったことを相手にわかりやすく説明する活動の場

を多く設け、新たな視点や気づきを生み出す工夫がなされている。ま

た、考察の視点を明示することで、深い学びを実現するための配慮が

ある。 

２ 岐阜県教育振興 

基本計画 

(平成31年3月策定) 

(1) ○６年「大地の変化とつくり」では濃尾地震が扱われており、根尾谷断

層や断層観察館（本巣市）が紹介されている。 

○学習内容と関連付けながら、日頃から防災・安全意識を高める工夫が

されている。 

(2) ○ウェブサイト上で、LEDを点滅させるプログラム体験ができる活動が

設定されている。 

○６年「水溶液の性質」では、フローチャートによってプログラミング

的思考を用いて水溶液を見分ける問題を扱っている。 

○デジタルコンテンツをQRコードによって活用できるよう促している。 

(3) ○イラストや写真は、男女バランスよく掲載しているが、男女の役割に

は若干の偏りがみられる。多文化共生の視点からの配慮はやや弱い。 

３ 印刷・製本等 

(1) ○AB版で、厚み・重量・ページ数ともに標準的である。 

(2) ○写真やイラストを多く配し、親しみやすい構成にしているが、文字の

大きさや配色などにやや配慮に欠く部分が見られる。 

○本文やキャラクターの台詞については、改行位置に配慮し、読みやす

く構成されている。 

(3) ○巻末には、言語活動に関すること、器具の操作、１年間に学んだ内容

のまとめ、図書館やインターネットの利用等が位置づけられており、

活用しやすい。特に、器具の基礎操作についての説明はていねいでわ

かりやすい。 

 

 

 

 

 

意見書 



                                                                         

教   科  

 

種   目  

 

 

発 行 者          

         

      

 

理科 

 

理科 

 

17 教育出版 

 

 

調査項目 意     見 

１ 学習指導要領 

(平成 29年告示) 

 

・何ができるようになるか 

・何を学ぶか 

・どのように学ぶか 

(1) ○巻頭に「学習の進め方」を示すとともに、各単元にキャラクターによ

るナビゲーションを配して、問題解決の学習の流れを意識しながら見

通しをもって取り組めるよう配慮している。 

○各単元に観察カードやノートの記録例を豊富に掲載し、学ぶ力を育む

工夫がされている。また、観察・実験の方法がていねいに説明されて

おり、準備物もチェック欄がありわかりやすい。 

○基礎技能の確実な習得のため、器具操作が掲載されているページの一

覧を示し、児童が主体的に参照できるよう工夫されている。 

○観察・実験を通して獲得した知識は、「結論（わかった）」で明示し

ている。 

(2) ○巻頭に前学年で学んだことを掲載し、巻末には１年間で学んだことを

配置し、学習の振り返りができるよう配慮している。 

○各単元のはじめに既習事項や次につながる内容を「学習のつながり」

で示し、学びの系統性を意識した構成になっている。 

○「科学のまど」のコーナーで日常生活との関連を、「発展」のコーナ

ーで中学校の内容との関連を図っている。 

(3) ○巻頭に「自分たちの考えを伝え合い、学び合おう」を配置し、学びを

深めるための手立てを具体的に示している。 

○観察・実験の結果から自分の予想や見通しを振り返って妥当な考えを

形成できるよう「結果から考えよう」を配し、考察する場面を大切に

扱っている。 

○話し合いのイメージがもちやすくなるよう、イラストを用いてわかり

やすく示している。 

２ 岐阜県教育振興 

基本計画 

(平成31年3月策定) 

(1) ○５年「流れる水と土地」では、写真によって長良川上流（郡上市）と

下流（岐阜市）の様子を取り上げている。また、災害を防ぐための川

岸ブロック（美濃市）が紹介されている。 

○６年「土地のつくり」では濃尾地震が大きく取り上げられ、根尾谷断

層（本巣市）が紹介されている。 

(2) ○タブレットPCを用いた観察など、ICT機器の活用場面を多く掲載して

いる。ウェブサイトを利用して学習を進められる箇所には「まなびリ

ンク」のマーク、デジタルコンテンツが用意されている箇所にはQR

コードを示し、活用を促している。 

○キャラクターの猫を動かすプログラミングを体験する活動を設定し

ている。 

(3) ○障がいがある方が描いた作品を掲載するなど、様々な人との共生につ

いて理解を深めるための配慮がある。 

３ 印刷・製本等 

(1) 〇A4変形版を採用し、学習の流れを見やすくしている。 

〇発達の段階に応じて、文字の大きさや行間を変えて読みやすくする配

慮がなされている。 

(2) 〇色覚等の特性を踏まえた判読しやすい配色やレイアウト、ユニバーサ

ルデザインフォントの使用等の工夫により、学びやすい紙面構成がさ

れている。 

○学習単位ごとの「問題」と「結論」を赤枠で囲い、明示している。 

(3) 〇巻末には、１年間の学習のまとめ、科学者の業績やメッセージ、環境

図鑑などが配置されている。 

 



                                                                         

教   科  

 

種   目  

 

 

発 行 者        

  

       

        

 

理科 

 

理科 

 

26 信州教育出版 

 

 

調査項目 意     見 

１ 学習指導要領 

(平成 29年告示) 

 

・何ができるようになるか 

・何を学ぶか 

・どのように学ぶか 

(1)  

(2)  

(3)  

２ 岐阜県教育振興 

基本計画 

(平成31年3月策定) 

(1)  

(2)  

(3)  

３ 印刷・製本等 

(1)  

(2)  

(3)  

 

 

 



                                                                         

教   科  

 

種   目  

 

 

発 行 者          

          

     

 

理科 

 

理科 

 

61 啓林館 

 

 

調査項目 意     見 

１ 学習指導要領 

(平成 29年告示) 

 

・何ができるようになるか 

・何を学ぶか 

・どのように学ぶか 

(1) ○「見つける」→「調べる」→「ふり返る」の学習過程で、問題解決の

能力を育む工夫がされている。「結果」「結果から考えよう」「まと

め」を区別して明示している。 

○器具の使い方は該当箇所で丁寧に解説しており、観察・実験の手順を

安全面に配慮しながら、大変わかりやすく示している。 

○単元導入での「はじめに考えてみよう？」と同じ問いを単元末の「も

う一度考えてみよう！」に示し、学びの深まりを実感できる工夫がさ

れている。 

○「ふり返ろう まとめノート」では、学習内容をまとめる習慣づけが

できるよう配慮がされている。また、「新しく学習した言葉」、巻末

索引で基礎用語の確実な定着を図るための工夫がある。 

(2) ○「理科の広場」や単元末の「つなげよう」では、日常生活や社会との

関連した内容を扱い、興味や関心を高め学習の有用性を実感できるよ

う配慮している。 

○「理科につながる算数のまど」では、算数の学習内容を理科で生かせ

るよう工夫されている。また、海洋プラスチックや外来種生物など今

日的な課題についても取り上げられている。 

(3) ○「まとめ」の後に「もっと知りたい」のコーナーを設け、わかったこ

とから新しい問題を見出し、深い学びへ向かう力を育む配慮がある。 

○実験の予想・計画の場面や結果から考察する場面では、協働的な活動

の場面を設け、深い学びにつながるよう配慮している。 

２ 岐阜県教育振興 

基本計画 

(平成31年3月策定) 

(1) ○５年「雲と天気の変化」では、白川郷を取り上げ、雪の多い地域での

くらしを紹介している。また、６年「大地のつくりと変化」では、御

嶽山の噴火を取り上げている。 

○６年「火山や地震とわたしたちのくらし」では、自然災害から身を守

る行動や日頃の備えを紹介し、自然への畏敬の念と防災・減災への意

識をもたせるよう配慮している。 

(2) ○６年「プログラミングを体験しよう」で、センサーライトを題材とし

て巻末シート等を用いて、必要な時だけ点灯するよう条件と動作を考

えさせる活動を仕組んでいる。 

○紙面にQRコードを掲載し、学習内容と関連する参考情報をタブレット

等で閲覧できるようにしており、コンテンツも極めて充実している。 

(3) ○写真やイラストでは、性別や人種・身体的特徴、様々な障がい等に大

変よく配慮されている。 

３ 印刷・製本等 

(1) ○軽量で印刷が鮮明な用紙や、AB版でも開きやすく強度が保てる「あじ

ろ綴じ」を採用している。 

(2) ○観察・実験の手順を矢印で結んだり、キャラクターの会話を意味改行

したりするなどインクルーシブ教育に配慮している。 

○文字はすべてユニバーサルデザインフォントを用い、視認性と可読性

を高めている。 

(3) ○巻末には「フムロウ博士の資料室」として、ノートのまとめ方や話し

合いのしかたなど言語活動に関すること、「算数のまど」、「器具の

使い方」、「ものづくり広場」など日常的に活用できる内容が多く掲

載されている。 

 

 


