
  

平成３０年７月６日 

教 育 指 導 課 

 

 

平成３１年度使用の世田谷区立小学校教科用図書（「特別の教科 道徳」を除く） 

の調査研究の結果について 

 

 

１ 平成２６年度採択における調査研究の内容（教科書検討委員会報告書）等の活用 

別紙１「平成２７年度使用世田谷区立小学校教科用図書検討委員会報告書」のとおり。 

 

 

２ 世田谷区立小学校長会と連携した意見聴取 

  平成２７年度からの使用実績を踏まえた現行教科用図書の平成３１年度の使用につい

て、世田谷区立小学校全６１校への調査結果 

   平成３１年度の使用に 支障なし（６１校）、支障あり（０校） 

    ＊意見 一部に扱いが難しい教材がある。（２校） 

        教材の系統性に疑問がある（１校） 

 

 

３ 平成２６年度教科書見本の時点からの変更箇所をまとめた資料（一般社団法人教科書

協会作成）の活用 

別紙２、「平成２６年度教科書見本の時点から変更のあった箇所についてまとめた資料

（小学校用教科書）」のとおり。 



○ 平成２７年度使用世田谷区立小学校教科用図書
検討委員会報告書

・国語
・書写
・社会
・地図
・算数
・理科
・音楽
・図画工作
・家庭
・体育（保健）
・生活

別紙１ 



平成２７年度使用世田谷区立小学校教科用図書　検討委員会報告書 教科

・６学年では、取り上げる文章に幅をもた
せ、中学校における様々な種類の文章を読
む学習への関連を図っている。

・６年下巻末に、６年間で学ぶ漢字のうち、中
学校での読み方を「興味のある人は読んで
みよう」と扱っている。

・第６学年の別冊「学びを広げる」には、中学
校で学習する漢字を含む常用漢字一覧が掲
載されている。

・６年生下巻は、先達の生き方や言葉にふれ
る教材を取り入れている。

・６年最後に「卒業するみなさんへ」の中で小
学校で身に付いた力を確認する「中学校へ
つなげよう」を設定している。

・主な単元のうち、「話すこと・聞くこと」の割
合は約１２％である。
説明や報告をする教材（１２）
メモを取って聞く教材（４）
話し合いのための教材（１２）
その他（あいさつなど）の教材（９）

国語

項目/出版社名 東京書籍 学校図書 三省堂 教育出版 光村

Ａ　内容
「話すこと・聞くこと」の
内容

・主な単元のうち、「話すこと・聞くこと」の割
合は約１７％である。
　説明や報告をする教材（１３）
　メモを取って聞く教材（５）
　話し合いの教材（６）
　その他（あいさつなど）の教材（５）

・主な単元のうち、「話すこと・聞くこと」の割
合は、約１５％である。
　説明や報告をする教材（１０）
　メモをとって話す、聞く教材（１）
　話し合いのための教材（８）
　その他（あいさつなど）の教材（９）

・主な単元のうち、「話すこと・聞くこと」の割
合は、約１６％である。
　説明や報告をする教材（８）
　メモをとって話す、聞く教材（２）
　話し合いのための教材（１２）
　その他（あいさつなど）の教材（９）

・主な単元のうち、「話すこと・聞くこと」の割
合は、約１０％である。
　　説明や報告をする教材（８）
　　メモをとって話す、聞く教材（１）
　　話し合いのための教材（８）
　　その他（あいさつなど）の教材（１３）

・全学年で紹介している冊数は３９１冊

Ｂ　世田谷９年教育と
の関連
・中学校との関連

・主な単元のうち、「読むこと」の割合は
約７２％である。
　文学的な文章の作品（３８）
　詩（４２）
　俳句、短歌、漢詩等（４５）
　説明的な文章の作品（３４）

「書くこと」の内容

・「読むこと」の内容 ・主な単元のうち、「読むこと」の割合は
約６５％である。
　文学的な文章の作品（３６）
　詩（５６）
　俳句、短歌、漢詩等（１１１）
　説明的な文章の作品（２４）

・主な単元のうち「読むこと」の割合は、
約６５％である。
　文学的な文章の作品（２７）
　詩（３１）
　俳句、短歌、漢詩等（３２）
　説明的な文章の作品（３０）

・主な単元のうち「読むこと」の割合は
約６１％である。
　文学的な文章の作品（３４）
　詩（２８）
　俳句、短歌、漢詩等（１５）
　説明的な文章の作品（１７）

・主な単元のうち「読むこと」の割合は、
約６５％である。
　文学的な文章の作品（３６）
　詩（３８）
　俳句、短歌、漢詩等（３２）
　説明的な文章の作品（２２）

・読書習慣、読書への
意欲

・全学年で紹介している冊数は５２６冊 ・全学年で紹介している冊数は２５３冊 ・全学年で紹介している冊数は３４２冊 ・全学年で紹介している冊数は４２８冊

・主な単元のうち、「書くこと」の割合は、
約１８％である。
　手紙を書く教材（３）
　記録を書く教材（８）
　調べたことをまとめる教材（１０）
　詩や物語、俳句の創作（２３）

・主な単元のうち、「書くこと」の割合は、
約２０％である。
　手紙を書く教材（６）
　記録を書く教材（６）
　調べたことをまとめる教材（９）
　詩や物語、俳句の創作（２１）

・ファクシミリや電子メールの通信文の書き
方が取り上げられている。

・インターネットを使って調べた情報を利用す
る際に注意すること、著作権、メディアとの関
わり方などが書かれている。

Ｃ　言語活動・伝統文
化・伝統的な言語文化
の取り扱い・教科「日
本語」との関連

・伝統的な言語文化を取り上げた「日本の言
の葉」という題材を各学年で設定している。
・各学年で教科「日本語」で関連する題材を
取り上げている。

・各学年、伝統的な言語文化に関する事項
の単元が設けられている。
・各学年で教科「日本語」で関連する題材を
取り上げている。

・各学年、伝統的な言語文化に関する音読、・
暗唱を中心とした教材を設定している。
・各学年で教科「日本語」に関する題材を取り上
げている。
・別冊に「星取り」「いろは歌」があり、教科「日本
語との親和性がある。

・各学年、「文化」と示し、伝統的な言語文化
に関する教材を設定している。
・各学年で教科「日本語」に関する題材を取
り上げている。

・２年生以上では、四季ごとに「季節の言葉」
の小単元があり、発達段階に合わせて季節
感を表す言葉が紹介されている。
・各学年で教科「日本語」に関連する題材を
取り上げている。

Ｄ　ＩＣＴ活用の取り扱
い
・インターネットやＩＣＴ
機器を活用した学習活
動の工夫
・情報モラルの取り扱
い

・取り上げられていない。

・メディアとのかかわり方、使い方、著作権
について取り上げている。

・ビデオの映像を使って紹介をする活動、イ
ンターネットの検索方法、電子メールの書き
方などが取り上げられている。

・ネットに書き込みをするときに気を付けるこ
とについて考える活動、著作権、メディアリテ
ラシーについて取り上げられている。

・メディアを使って報告会を開く活動、作った
新聞をインターネットで発信する活動、図書
館でコンピュータを使った本の探し方・調べ
学習などが取り上げられている。
・インターネットの長所、短所など特徴に触れ
ている。

・校内テレビ放送でクラスを紹介する活動、
新聞のニュースとインターネットニュースにつ
いて意見交換会を行う活動などが取り上げ
られている。
・電子メールで伝え合う時の注意点、ネット
から引用した場合の出典の表し方が取り上
げられている。

・全学年上下巻構成になっている。

・総ページ数は１８５０ページ

・１年生のみ上下巻構成になっている。
・２～６年生は１巻構成で、「学びを広げる」と
いう別冊がついている。
・総ページは１６８４ページ

・全学年上下巻構成になっている。

・総ページ数は１８５８ページ

・１～４学年は上下巻構成、５～６学年は一
冊になっている。

・総ページは１７２６ページ

Ｆ　表記・表現
・ユニバーサルデザイ
ン

・カラ―バリアフリーを取り入れている。 ・配慮されている。 ・カラーバリアフリーを取り入れている。 ・カラーユニバーサルデザインを取り入れて
おり、ＣＵＤの認証を受けている。

Ｈ　世田谷の地域性
・地域性に対する配慮

・特に記載はない。 ・２年下では、自分の地域の行事に参加した
ことを報告する活動が取り上げられている。

・主な単元のうち、「書くこと」の割合は、
約２３％である。
　手紙を書く教材（４）
　記録を書く教材（８）
　調べたことをまとめる教材（４）
　詩や物語、俳句の創作（２４）

・主な単元のうち、「書くこと」の割合は、
約２５％である。
　　手紙を書く教材（２）
　　記録を書く教材（１０）
　　調べたことをまとめる教材（９）
　　詩や物語、俳句の創作（１５）

・主な単元のうち、「書くこと」の割合は
約１６％である。
詩・物語・短歌・俳句・随筆の創作（１９）
手紙を書く教材（２）
記録を書く教材（３）
調べたことをまとめる教材（１２）

・４年では、町のお気に入りの場所を紹介す
る活動が取り上げられている。

・「わが町ベスト・スリー」（５年上「話す聞く」）
では、「大蔵大根」「多摩川の自然」「等々力
渓谷」「世田谷ボロ市」が紹介されている。

・５年でふるさとについて学ぶ活動、6年では
自分が住んでいる町を紹介する活動が取り
上げられている。

Ｇ　使用上の便宜 ・各学年も巻頭に詩を取り上げている。
・巻末には「ふろく」があり、既習漢字及び全
学年の漢字一覧表がある。

・各学年上下巻共に（１学年上を除く）「保護
者の方へ」というページがあり、学習内容や
そこで身に付く力についてまとめられてい
る。

・言葉に関する教材が掲載されている別冊
に、資料や発展教材が掲載されている。

・表紙の裏に目次がある。
・巻末に、各学年のねらいが、領域ごとにま
とめてある。（１年上を除く）、資料や発展的
な教材が掲載されている。

・巻頭には単元名・教材名、小単元名などと
領域が明示（１年上巻を除く）してあり、巻末
には既習漢字がまとめてある。

・配慮されている。

Ｅ　構成・分量 ・第１学年から第４学年は上下巻構成、５・６
年は１巻構成になっている。

・総ページ数　２００４ページ



平成２７年度使用世田谷区立小学校教科用図書　検討委員会報告書 教科名 書写

項目/出版社名 東京書籍 学校図書 三省堂 教育出版 光村 日本文教出版

・「もっと書こう」コーナーが設けられ
ており、学年の発達段階に合わせ、
硬筆学習の発展として、意見文など
を書くことを通して意欲を高める内
容となっている。

Ｂ　世田谷９年教育と
の関連
入学期の内容

○姿勢や鉛筆の持ち方の指導
・写真とイラスト１２点示している。
・手の置き位置を示す絵が、児童の
手の大きさに合わせてある。

Ａ　内容
書くことへの意欲の喚
起

・調べたことを模造紙に書こう(６年)
では、社会科との関連でフェルトペ
ンを使って学んだことを生かすことを
通して意欲を高める内容となってい
る。

・好きな短歌や俳句を書いてみよう
(６年)では、国語と関連付けてマス
ターした小筆の使い方を生かすこと
を通して意欲を高める内容となって
いる。

・自己紹介カードや、ポスターを書く
コーナーがあり、他教科と関連付け
て意欲を高める内容となっている。

・「トライあんどチャレンジ」のコー
ナーでノートのまとめ方を取り上げ
ており、国語を始め、他教科の学習
と関連付けて意欲を高める内容と
なっている。

・「新聞の書き方の工夫」というコー
ナーが設けられており、国語や総合
的な学習の時間との関連で、意欲を
喚起させるものとなっている。

○姿勢や鉛筆の持ち方の指導
・写真とイラスト８点示している。
・手の置き位置を示す絵が、児童の
手の大きさに合わせてある。
・書き順の最初の例では、各画の色
が変えてある。

○姿勢や鉛筆の持ち方の指導
・写真とイラスト８点示している。
・ますを４つに分け、「１のへや」など
名前を付けて示した上、書き始めの
位置を△で示している。

○姿勢や鉛筆の持ち方の指導
・イラスト６点示している。
・「とめ」「はね」「はらい」などのめあ
てに沿って、ページごとに取り組める
ようになっている。

○姿勢や鉛筆の持ち方の指導
・写真とイラストを９点示している。
・箸の持ち方の写真もある。
・「がっこうのもじたんけん」を設定し
ている。

○姿勢や鉛筆の持ち方の指導
・写真とイラストを１４点示している。
・手の置き位置を示す絵が、児童の
手の大きさに合わせてある。

・５年巻末で毛筆の行書を、６年巻
末では、硬筆による行書を取り上げ
ている。

Ｃ　言語活動・伝統や
文化に関する取り扱
い、教科「日本語」と
の関連

・２年：いろはうた
・３年：今年の漢字
・６年：色々な時代の文字

・６年：いろはうた ・６年：文字の由来（甲骨文字からひ
らがなの誕生まで、文字の変遷）

・１年：しりたい文字の世界、象形文
字など
・６年：生活と文字(歌舞伎、落語の
看板など、歴史的な文字の紹介）

・６年：文字の歴史(最古の漢字から
ひらがな、かたかなの誕生までを紹
介)

・６年：ひらがなとかたかなのできる
まで。(鉄剣の文字や世界で使われ
ている漢字以外の文字も紹介)

中学校との関連 ・「はってん」のマークで中学校の指
導内容であることを示している。

・６年で行書を紹介している。 ・６年で行書を取り上げ、楷書との違
いを解説している。

・６年で行書を取り上げ、中学校で
学ぶ内容であることを示している。
・「文字の旅」として書道史を示す。

・６年で行書を取り上げている。

・６年：与謝蕪村の句「菜の花や」、
枕草子「春はあけぼの」

Ｄ　ＩＣＴの活用 ・取り上げられていない。 ・取り上げられていない。 ・取り上げられていない。 ・取り上げられていない。 ・取り上げられていない。 ・取り上げられていない。

伝統的、古典等の教材
教科「日本語」の関連

・３年：芥川龍之介、山口誓子の俳
句
・４年：百人一首より、紀貫之、光孝
天皇の句
・５年：枕草子、竹取物語、奥の細道
・６年：論語、漢詩「春暁」

・３年：松尾芭蕉の俳句
・４年：短歌
・５年：枕草子｢春はあけぼの｣
・６年：島崎藤村「椰子の実」

・６年：百人一首、源氏物語 ・６年：正岡子規の俳句、枕草子「春
はあけぼの」

・６年：松尾芭蕉の句「さみだれを
～」　、枕草子「冬はつとめて～」

総ページ数２８８ページ
・１年６単元　　　　・２年５単元
・３年７単元　　　　・４年６単元
・５年６単元　　　　・６年６単元

主体的に学習 ・１・２年はシールを貼って自己評価
をする。
・３年以上は、印を付けて自己評価
をする。

・１・２年はシールを貼って自己評価
をする。
・３年以上は、印を付けて自己評価
をする。

・全学年とも、印を付けて自己評価
をする。

・全学年とも、印を付けて自己評価
をする。
・３年以上で、学習の進め方に１
ページを割いている。

・全学年とも、印を付けて自己評価
をする。
・４年以上で、学習の進め方に１
ページを割いている。

・全学年とも、印を付けて自己評価
をする。
・５年以上で、学習の進め方に１
ページを割いている。

Ｅ　構成・分量 総ページ数２７８ページ
・１年１２単元　　　　・２年１３単元
・３年１２単元　　　　・４年１３単元
・５年１０単元　　　　・６年１３単元

総ページ数２６６ページ
・１年　９単元　　　　・２年９単元
・３年１０単元　　　　・４年９単元
・５年７単元　　　　　・６年７単元

総ページ数２６２ページ
・１年１２単元　　　　・２年１３単元
・３年１２単元　　　　・４年１３単元
・５年１０単元　　　　・６年１３単元

総ページ数３００ページ
・１年４単元　　　　・２年３単元
・３年８単元　　　　・４年７単元
・５年７単元　　　　・６年６単元

総ページ数２７６ページ
・１年６単元　　　　・２年６単元
・３年６単元　　　　・４年５単元
・５年３単元　　　　・６年４単元

・人権上問題となる表現は見受けら
れない。

Ｇ　使用上の便宜
自学自習への配慮

・はっけんしたことをつたえよう（２
年）
・ノートを整理して書こう(３年)
・学級日記(５年)など
他教科、特別活動へも広がるような
意欲づけがなされている。

・かんさつカードをかこう(１年、２年)
・メモのとり方(５年)
・徳川家康の手紙。アンネフランクの
手紙など
・実物が写真で示されていて興味・
関心を呼び起こすようになっている。

・「ひろげよう」で一年生のおもいでを
かこう
・はっけんしたことをかこう(２年)
・楽しかった出来事を書こう(３年)
・新聞で知らせよう(４年)など
学んだ内容をもとに、自分で学習を
広げて行えるようになっている。

・かんさつカード(２年)
・メモの取り方(５年)など
・書写で学んだ文字の書き方を他教
科にも生かしていけるようになってい
る。
・写真、絵、図、イラストなどがふん
だんに取り入れ、分かりやすい。

・筆への力の入れ方の説明がキャラ
クターを使ってなされており、見てい
て楽しい仕上がりになっている。
・漢字の組み立てを考えて書こう(４
年)では、｢もんがまえ｣の中に入る部
分を考えて、シールを貼るようになっ
ている。

・色彩豊かに編集している。パンダ
のキャラクターを配している。

Ｆ　表記・表現
人権に配慮した表現

・人権上問題となる表現は見受けら
れない。

・人権上問題となる表現は見受けら
れない。

・人権上問題となる表現は見受けら
れない。

・人権上問題となる表現は見受けら
れない。

・人権上問題となる表現は見受けら
れない。

＜巻末＞
・当該学年の漢字が示されている。

Ｈ　世田谷区の地域
性に対する配
慮日常の生活にいか
せる内容の工夫

１年：ノート、名前、書き初め
２年：ノート、観察したこと、書き初
め、御礼
３年：自己紹介、ノート、書き初め、
名前、調べたこと
４年：手紙やはがき、ノート、書き初
め、年賀状、新聞
５年：ノート、書き初め、手書き文字
６年：ノート、書き初め、手書き文字

１年：観察カード
２年：１年生をむかえる言葉、観察
カード
３年：はがき
４年：短歌
５年：いろいろな筆記具、６年生を送
る言葉、身の回りに生きている書写
６年：ポスター、文語詩、手紙

１年：思い出
２年：お礼、はがき
３年：お知らせのはがき、ノート
４年：お礼の手紙、新聞、ノート
５年：教室の文字、レポート用紙
６年：聞いて書く、ポスター

１年：友達のよいところ、お礼
２年：観察カード、お例の手紙
３年：原稿用紙、自由研究のまとめ
方
４年：手紙
５年：筆記用具の使いこなし、メモ
６年：小筆で書く

１年：絵日記
２年：手紙
３年：はがき、原稿用紙
４年：手紙、はがき、原稿用紙、新聞
５年：手紙、はがき、原稿用紙、新聞、漢
字のいろいろな書き方
６年：手紙、はがき、エアメール、原稿用
紙、ノート、新聞の工夫、電話メモ、漢字
のいろいろな書き方

１年：絵日記、年賀状
２年：原稿用紙、横書き
３年：お礼の手紙
４年：お願いの手紙、学級新聞
５年：案内の手紙、ポスター
６年：メモの取り方

巻末などの工夫 ＜巻末＞
・当該学年の他に１学年下の漢字が
示してある。

＜巻末＞
・当該学年の漢字が示されている。

＜巻末＞
・当該学年の他に１学年下の漢字も
示されている。

＜巻末＞
・当該学年の他に１学年下の漢字が
示されている。

＜巻末＞
・当該学年の他に１学年下の漢字が示
されている。
・次年度以降の学習につながる内容が
掲載されている。
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・３・４年で地域に受け継がれている祭りや郷土芸能を取り上げてい
る。
・５年下巻の「昔から伝わる工業生産」で，高岡銅器づくりや輪島塗な
ど伝統を生かした工業を取り扱っている。
・６年の室町文化では、茶の湯の体験を紹介している。

・３・４年で町に残る行事しらべや昔の道具を使う体験活動などを取り
上げている。
・５年下巻の「工業の今と未来」で岩手県の伝統工芸品南部鉄器を取り
扱っている。
・６年室町文化では茶の湯、水墨画、生け花を紹介している。

・３･４年で、地域に受け継がれているお囃子を取り上げている。
・５年の「日本の工業生産の特色」で河内木綿などを取り扱っている。
・６年室町文化では茶の湯、水墨画、生け花の体験を紹介している。

・３・４年上巻では、昔から伝わる行事調べや、昔の道具を使う体験活
動が紹介されている。
・５年下巻の「日本の工業の特色」で輪島塗を扱っている。
・６年の室町文化では、能の体験を取り上げている。

社会

項目/出版社名 東京書籍 教育出版 光村図書 日本文教出版
Ａ　内容
・学習指導要領・世田谷
区教育要領を踏まえた
内容

・思考力を育成するため
の配慮

・学習指導要領・世田谷区教育要領の目標や内容を踏まえ、適切に編
集されている。

・学習指導要領・世田谷区教育要領の目標や内容を踏まえ、適切に編
集されている。

・学習指導要領・世田谷区教育要領の目標や内容を踏まえ、適切に編
集されている。

・学習指導要領・世田谷区教育要領の目標や内容を踏まえ、適切に編
集されている。

・各学年の単元に｢まなび方コーナー｣が掲載され，資料の読み取り方
や調査の仕方，まとめ方などが紹介されている。
・まなび方コーナーで比較の仕方や理由を考えることを示している。
・情報化の進展にかかわる内容では、３つの内容を「ひろげる」で紹介
している。比較や発展、補充など柔軟な扱いが可能となり、実態に合わ
せて活用することができる。

・各小単元の終末に「まとめる」コーナーがあり、キーワードを空欄に記
入して、表や図、グラフを完成させながら学習を振り返る設定がされて
いる。
・「深める」コーナーがあり、学習を踏まえて話し合ったり、表現したり、
考えたりできる設定がされている。

・登場する博士や子どもの挿絵の吹き出しに，考えることの視点が書か
れている。
・各小単元末に，調べたことのまとめが掲載されている。

・各小単元ごとに「ふりかえってみよう」のコーナーがあり、ふりかえりの
手順と進め方が掲載されている。
・単元のまとまりごとに「大きくジャンプ」というコーナーがあるところもあ
り、学習を踏まえて新たな疑問を調べたり、話し合ったりする設定がさ
れている。

・5年下巻「わたしたちの暮らしを支える情報」の「ふりかえってみよう」
のコーナーでは、情報ネットワークとわたしたちとの付き合い方を考え
させる設定がされている。

Ｂ　世田谷９年教育との
関連

・生活科や中学校社会
科との関連

・３・４年生上巻「学校のまわり」のつかむ段階でお気に入りの場所をさ
がす活動を示し、社会科への導入となっている。まなびのポイント、学
び方コーナーで社会科の町探検の視点や方法について説明している。

・６年下巻の巻末に「中学校に向けて」というページを設け、地理、歴
史、公民的分野と小学校社会科との関連が紹介されている。

・３、４年上巻の巻頭で、教科書の使い方を明示し、社会科における学
び方を示している。「わたしたちの住むまちはどんなまち」で生活科のた
んけんを振り返り、好きな場所を紹介し合う活動を示している。

・６年下巻の巻末の「深める」コーナーで、将来に向けて自分たちがで
きることを考えようというコーナーがあり、中学校で学んでいきたいこと
を宣言文にする活動が設定されている。

・３・４年上巻「わたしたちのまちは、どんなまち」で生活科の「まちたん
けん」の内容との関連づけが図られている。

・６年下巻の巻末に自分たちの未来を考える活動と意見文の作品例が
載っており、中学校の学習内容を意識できるようになっている。また日
本国憲法の前文や国民の祝日など中学校の学習内容につながる資料
が巻末に掲載されている。

・３、４年上巻の巻頭で、「問いの旅」というページが設定され、社会科
における学習の仕方を説明している。

・６年下巻の巻末に大きくジャンプというコーナーがあり、日本人として
自分には何ができるかについて考える活動が紹介されている。

Ｃ　言語活動・伝統や文
化に関する教育の取り
扱い、教科「日本語」と
の関連
・言語活動を促す内容

・各学年ともに「学び方コーナー」で、観察、調査、表現の学習方法を紹
介している。
・単元の終わりの「まとめる」において、話し合い活動や紙芝居、マップ
作りなどの表現活動を取り入れている。

・各学年とも「学びのてびき」のコーナーで、資料の読み取り方、ノート
のまとめ方、メモのとり方などが紹介されている。
・単元の終わりの「まとめる」においてキーワードを挙げ、学習内容を説
明したり、自分の考えをまとめたりする活動を取り入れている。

・各学年ともに「たいせつ」で観察、調査、表現の仕方を紹介している。

・単元の終わりの「まとめる・広げる」において、企画書や年表、マップ
作りなどの表現活動を取り入れている。

・各学年とも「学び方・調べ方」のコーナーでインタビューの仕方や電話
取材の仕方などを紹介している。
・単元の終わりの「ふりかえってみよう」でふりかえる手順や学習内容を
示している。

・我が国の伝統や文化
への関心

Ｄ　ＩＣＴ活用の扱い
・情報モラル

・５年下巻「情報を生かすわたしたち」では、情報活用のルールやマ
ナーについて学ぶようにしている。

・５年下巻の「情報を生かすわたしたち」では、「深める」のコーナーで情
報ルールを考える活動を取り上げている。

・５年下巻「情報とわたしたちのくらし」において、情報との付き合い方
や情報ルールについて考える活動を単元の最後に設定している。
・６年「たいせつ」ではインターネットを利用する際の注意を扱っている。

・問題解決的な構成 ・各単元が「つかむ」「調べる」まとめる」「いかす」の問題解決学習に
沿って展開されている。学習問題を設定するページがある。

・各小単元の導入部分で、学習問題が書かれており、問いをもって学
習を進める形がとられている。学習のてびきや伝え方など、調べ方や
問題解決のための資料の読み取り、表現等を学びながら問題解決を
図る構成になっている。特に大切なことばを「キーワード」として適宜提
示している。

・各巻頭で「ホップ見つける」「ステップ調べる・話し合う」「ジャンプまと
める・広げる」の問題解決学習の仕方を提示し、これに沿った内容と
なっている。学習問題を設定するページがある。

・導入部で資料をもとにして疑問や学習課題をもたせる構成になってい
る。見開きで毎時ごとの課題をもち、調べてまとめる構成となっている。

Ｅ　構成・分量
・単元の配列、時数配当

・適切に編集されている。 ・適切に編集されている。 ・適切に編集されている。 ・適切に編集されている。

・拉致問題
・「北朝鮮が日本人を無理矢理連れ去った拉致問題や核兵器の開発な
どの多くの問題が残されています」と記述があり、帰国する拉致被害者
の写真を載せている。

・「韓国・朝鮮と日本」と題して「1965年、韓国との国交が結ばれました。
日本に対しては、・・・日本は、こうした拉致の問題をふくむさまざまな問
題の解決に向けてはたらきかけを行っています。」と記述している。

・「しかし、日本人を無理矢理連れ去った拉致問題や核兵器の開発・実
験など多くの課題が残されています。」と記述している。

・６年上巻に「北朝鮮側が、日本人を北朝鮮に無理やり連れ去っていた
ことを認め、日本国民に大きなしょうげきをあたえました。現在、こうした
問題の解決に向けた努力が続けられています。という記述している。

Ｆ　表記・分量
・我が国の領土、領土問
題（竹島・尖閣諸島）

・５年上巻P9「北海道の北東に続く歯舞群島、色丹、国後、択捉島は、
日本固有の領土です。ところが、７０年ほど前に起きた太平洋戦争が終
わったあとソビエト連邦が占領し、その後もソビエト連邦を引き継いだ
ロシア連邦が不法に占領しています。日本政府は、これらの島を早く返
すように求めて交渉を続けています。北方領土が一日も早く日本にも
どることが、私たち日本人の願いです。」

・竹島については「日本固有の領土ですが韓国が不法に占領していま
す。」、尖閣諸島については「日本固有の領土ですが中国がその領有
を主張しています。」と記述している。

・５年上巻「北海道の北東に連なる歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島
の島々は、北方領土と呼ばれる日本の領土です。しかし、１９４５（昭和
２０）年、太平洋戦争が終わったあとソビエト連邦（今のロシア連邦）が
不法に占拠し、そこに住んでいた日本人は強制的に退去させられ、今
に至っています。日本は北方領土の一日も早い返還をロシア連邦に求
め続けています。」P13「これらの島々をめぐる問題を解決することは我
が国にとって重要な課題です。日本は、自国の主張を相手国や国際社
会にしっかりと伝えながら、平和的な解決に向けて、粘り強く努力を続
けていく必要があります。」
・「島根県の竹島は、日本の領土でありながら、１９５４年から韓国が不
正な占拠を続けています。日本はこれに抗議するとともに、国際的な場
で話し合いによって平和的に解決しようと、韓国に対するはたらきかけ
を重ねてきています。また、沖縄県の尖閣諸島も日本の領土でありな
がら、中国が自国の領土であることを出張しています。その周りの日本
の海では、中国の船が侵入し、日本の同意を得ることなく海洋調査を
行ったり、違法に漁業を行ったりするなどの行為をくり返しています。日
本は、海上保安庁などによる警戒やとりしまりを強め、そうした行為をし
ないように中国に求めています。」と記述している。

・５年「北海道の北東にある歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島の北方
領土は、もとから日本の領土ですが、第二次世界大戦の後、ソビエト連
邦(今のロシア連邦)が占領し、今も不法に支配しています。これらの
島々が一日も早く日本にもどるよう、日本政府は返還を求める交渉を
続けています。」

・竹島については「日本固有の領土です。しかし、韓国が不法に占拠し
ており、日本政府は強く抗議しています。」とある。
・尖閣については「日本固有の領土ですが中国がその領有を主張して
います」と記述している。

・５年上巻P9「７０年ほど前、第二次世界大戦ののち、ソビエト連邦は択
捉島や、その近くにある国後島、色丹島、歯舞群島を占領しました。こ
れらの島々は、北方領土とよばれ、現在、ソビエト連邦を引きついだロ
シア連邦が不法に占拠しています。日本政府は、北方領土は日本の固
有の領土であるため、これらの島々を返すようにロシア連邦にはたらき
かけ、話し合いを続けています。日本の人々は、これらの島々が一日も
早く帰ってくることを願っています。」

・領土をめぐる課題として「日本海にある竹島は、日本固有の領土です
が、現在、韓国が不法に占拠しています。また、東シナ海にある尖閣諸
島は、日本固有の領土ですが、中国も自国の領土であると主張してい
ます。」と記述している。

・６年政治単元で世田谷区の「世田谷区子ども条例」や「赤ちゃん訪問」
について取り上げられている。

・世田谷区に関する記述なし. ・世田谷区の記述はなし。

・オリンピック、パラリン
ピック

・６年上巻P142「終戦から１９年後の１９６４（昭和３９）年に東京でオリ
ンピックを開催し、世界の国々から注目されるまでになりました。」P148
「アジアで最初となる東京オリンピックが、１９６４（昭和39）年に開かれ
ました。この頃の日本の産業は急速に成長しており、オリンピックを見
に来た外国の人々は、日本の復興ぶりに目を見張りました。オリンピッ
クのための競技施設だけではなく、ホテルがいくつも建てられ、道路や
下水道が整備され、新しい都市づくりが行われました。地上高く高速道
路が通され、地下鉄も新たにつくられました。東京と大阪の間には、東
海道新幹線がつくられ、移動の時間が大幅に短くなりました。オリン
ピックの成功は、国民に自信を与え、産業がさらに発展するきっかけと
なりました。」

・６年上巻P138「１９６４年には、アジアで最初のオリンピックが東京で
開かれました。戦争が終わってから２０年足らずで、日本は国際的な大
会が開けるまでになったのです。」P140「東京オリンピックが開かれたこ
ろから、国内では新幹線や高速道路が次々に整備され、外国との貿易
もさかんになって、日本は、世界有数の工業国へと発展していきまし
た。」

・６年P141「１９６４（昭和３９）年には、アジアで初めてのオリンピック大
会が、東京で開かれました。オリンピックにあわせて、新幹線や高速道
路なども建設され、東京オリンピック大会は、戦後の日本の復興と経済
発展の様子を世界に示すものとなりました。」

・６年上巻「１９６４（昭和３９）年に、世界の９４カ国、５０００人以上の選
手が参加する、オリンピック東京大会が開かれました。日本は戦後２０
年足らずで復興を果たし、経済発展をとげたことを世界に示しました。
その後も日本万国博覧会や冬季オリンピック札幌大会などを開き、日
本は平和で民主的な国家として、世界の国々が友好を深めるために大
きな役割を果たしました。」

Ｇ　使用上の便宜 ・各学年の発達段階に合わせて適切に使用しやすく掲載されている。 ・各学年の発達段階に合わせて適切に使用しやすく掲載されている。 ・各学年の発達段階に合わせて適切に使用しやすく掲載されている。 ・各学年の発達段階に合わせて適切に使用しやすく掲載されている。

Ｈ　世田谷の地域性に対
する配慮、その他

・世田谷区に関する記述なし。
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Ａ　内容
・学習指導要領を踏まえた編
集

・学習指導要領や世田谷区教育要領に基づく適切な内容構成である。 ・学習指導要領や世田谷区教育要領に基づく適切な内容構成である。

教科名 地図

項目/出版社名 東京書籍 帝国書院

・領土問題 ・日本の北端を択捉島としている。
・歯舞、色丹、国後、択捉を地図とともに写真資料も掲載している。北方領土の地形を詳しく掲載している。
・日本の領土の端が写真と文章で説明されている。

・日本の北端を択捉島としている。
・歯舞、色丹、国後、択捉を掲載している。択捉島のとなりに沖縄島の同縮尺図を掲載して大きさを表している。
・尖閣諸島、竹島、国後島の写真と説明を掲載している。
・日本の領土の端が写真と文章で説明されている。

・地図の見方や考え方 ・地図帳の使い方１、２で日本列島－九州から北海道ー、関東地方、沖縄島を例にあげて説明している。
・ながめてみよう日本のすがたで日本周辺の国を含めた地形、日本の自然－地形－で日本の地形図を示している｡
・日本の４７都道府県で行政区分が記されている。

・地図帳の使い方１．２で大阪、日本列島、新潟を例にあげて説明している。
・日本の都道府県の行政区分の地図があり、それぞれの特色が記されている。
・宇宙からながめた日本列島の図があり、日本の周辺の国を俯瞰している。

・国旗に関する資料 ・世界の国々のページに１９６カ国の国旗と赤十字と国連とオリンピック旗が掲載されている。 ・日本とそのまわりの地図に周辺国の国の国旗を示している。
・各州毎に分類して１９７カ国の国旗を掲載されている。　ヨーロッパの中にEU旗が掲載されている。
・世界の国々に赤十字と国連とオリンピック旗が掲載されている。

Ｂ　世田谷９年教育と
の関連
・各学年の関連

・「地図帳の使い方」を４Ｐにわたって取り上げており、児童自ら学習を進めていくことができるようになっている。
・３・４年向けには地図帳の使い方を説明している。東京や京都、奈良、大阪などの主要都市については拡大地図が
掲載されている。
・５年生には地図上に産業との関わりがイラストで示されている。
・６年生に関しては、歴史上の建造物や世界の国の文化遺産や産物などがイラストで示されている。
・７か所（那覇、宮崎、高松、松本、上越、東京、帯広）の気温と降水量のグラフを掲載している。また、日本全体の１
月と６月の降水量がくらべられる地図が掲載されている。

・「地図のなりたちとやくそくごと」や「地図帳の使い方①②」を設け、地図記号や縮尺などを説明している。地図の活用の練習が
できるように６ページにわたって取り上げている。
・３・４年向けには、東京や京都、奈良、大阪などの主要都市については拡大地図が掲載されている。
・５年生には地図上に産業との関わりがイラストで示されている。
・６年生に関しては、歴史上の建造物や世界の国の文化遺産や産物などがイラストで示されている。
・５か所（那覇、松本、上越（高田）、東京、札幌）の気温と降水量のグラフを掲載している。また、日本全体の地形と８月と２月の
気温がくらべられる地図が掲載されている。

・防災の扱い ・自然災害や防災についての情報をまとめた地図が見開き３ページにで掲載しており、日本全図をもとに
災害場所を取り上げている。

・災害への備えや防災についての具体的に示した地図等がある。
・洪水の備えや防災設備など災害への備えについて具体的に示した資料がある。

Ｃ　言語活動・伝統や文化
に関する教育の取扱い、教
科「日本語」との関連
・我が国の伝統や文化に対
する関心を高め、理解を深
める内容や学習活動の工夫

・地図上にイラストで歴史的遺産の場所が明示されている。
・京都、奈良のページでは、歴史的建造物などが示されている。大仏、金閣寺、銀閣寺の資料が掲載され
ている。
・日本の歴史と文化ー世界文化遺産ーで日本の文化遺産や伝統行事が資料とともに掲載されている。
・都道府県の図表に伝統工芸品が掲載されている。

・京都、奈良のページでは、歴史的建造物などが示されている。
・日本の歴史のページに年表や時代別の日本地図、歴史的建造物の資料が掲載されている。
・現在の東京都と江戸時代の江戸の町の様子が比較できるようになっている。

Ｄ　ＩＣＴ活用の取扱い ・記述なし。 ・記述なし。

・カラーユニバーサルデザインに配慮している。 ・カラーユニバーサルデザインに配慮している。

・必要最低限の地図・資料は
押さえてあるか。

○押さえている。
・平面図の数８６、絵地図・鳥瞰図の数０、断面図０、目的別断面図２１
・地球儀の見方、使い方の説明がある。

○押さえている。
・平面図の数９５、絵地図・鳥瞰図の数２３、断面図の数４、目的別資料図７２
・地球儀の見方、使い方の説明がある。

・縦横ともにA４判
・地図の縮尺、方位、全体の位置がどのページにもあり、写真や図を入れて説明している。
・一つの大きなテーマは、見開きや折り込みで掲載している。

・AＢ判
・地図の縮尺、方位、全体の位置がどのページにもあり、写真や図を入れて説明している。
・一つの大きなテーマは、見開きや折り込みで掲載している。

Ｈ　世田谷の地域性
に対する配慮、その
他
・地域性への配慮

・配慮されている。
・東京都とそのまわりで地勢図、土地利用図が、首都東京で交通や主な建造物などがイラストや資料と共に示されて
いる。
・首都東京では、中心部を３ページで掲載している。

・配慮されている。
・空から首都・東京をながめてみようで東京都の鳥瞰図、土地利用図、台地の水害対策に関する資料や浅草や臨海副都心の資
料が、また、東京都の島々についての絵地図が示されている。東京都とそのまわりと東京都の中心部、江戸の地図や東京駅付
近の断面図や東京スカイツリーの資料が掲載されている。
・空から首都東京を眺めてみようでは、東京都全体を鳥瞰図で３ページにわたって掲載している。

・体裁

Ｇ　使用上の便宜

・索引
・索引の引き方について説明されている｡
・日本８ページと世界２ページに分け、赤と黒で表記している｡
・地名等の前に記号で種類分けがしてある。
・子どものイラストと吹き出しで説明されている。

・索引の引き方について説明されている｡
・日本５ページと世界１ページに分け、赤と黒と青で表記している｡
・地名等の前に記号で種類分けがしてある。
・子どものイラストと吹き出しで説明されている。

・基本図や資料図の扱
いはどのようになって
いるか。

・児童が学習するのに十分な質や量である。
・地図帳の使い方が７項目にまとめてある。
・日本地図をＡ４、３ページにわたって取り扱っている。
・日本とそのまわりをＡ４片面の地図で表している。

・児童が学習するのに十分な質や量である。
・地図の約束が４項目、地図帳の使い方が5項目にまとめてある。
・日本とそのまわりを見開きで扱っている。

・発展的な学習を促す
方法はどうなっている
か。

・地図上の人物の吹き出しが発展的な学習を促している。 ・地図上の人物の吹き出しが発展的な学習を促している。
・トライという枠組みで発展的な学習が示されている。キャラクターの吹き出しを用いて、短い言葉でまとめられてい
る。

・地理や地図について学ぶ
意欲を喚起させる内容となっ
ているか。

・人物のイラストと吹き出しが、かかれている。
・地図上にイラストで特産物や歴史的遺産や建造物、乗り物などが描かれている。

・人物のイラストと吹き出しが、かかれている。
・地図上にイラストで特産物や歴史的遺産や建造物、乗り物などが描かれている。

Ｅ　構成・分量
・全体の内容配列

➀日本概観図➁日本の地形図➂都道府県区分図➃地図帳の使い方➄日本と周辺の国と地域
➅日本列島図➆日本の地方地図➇世界全図と地球儀➈世界の地域地図
➉資料・索引、日本の自然災害、世界全図・国旗

➀都道府県区分図➁地図帳の使い方➂日本と周辺の国と地域➃日本列島図➄日本の地方地図
➅世界全図と地球儀➆世界の地域地図・国旗➇資料・索引➈地震・火山の災害と防災➉世界全図

Ｆ　表記・表現
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・日常生活の様々な場面を取り上げ
ていて、適切に問題等が設定されて
いる。

Ｈ　世田谷の地域性に
対する配慮
・日常生活に活かせる
内容

・日常生活の様々な場面を取り上げ
ていて、適切に問題等が設定されて
いる。

・日常生活の様々な場面を取り上げ
ていて、適切に問題等が設定されて
いる。

・日常生活の様々な場面を取り上げ
ていて、適切に問題等が設定されて
いる。

・日常生活の様々な場面を取り上げ
ていて、適切に問題等が設定されて
いる。

・日常生活の様々な場面を取り上げ
ていて、適切に問題等が設定されて
いる。

「記録のとくちょうをあらわそう」のよ
うに、活動の形で表されている。

Ｇ　使用上の便宜
・授業の流れに沿った
ページ構成

・単元全体、毎時の学習で「見通し・
振り返り学習」が展開できる構成に
なっている。

・アプローチページ⇒小単元⇒練習
⇒小単元⇒まとめの練習という構成
になっている。

・学びの準備⇒導入問題⇒小単元
⇒毎時の課題⇒毎時の練習問題と
いう構成になっている。

・毎時の学習は 問題⇒ステップ⇒
発表・話合い⇒まとめ⇒たしかめ・
練習の構成になっている。

・復習⇒準備⇒単元⇒練習・復習と
いう展開を基本としている。

・既習事項の確認⇒単元の導入⇒
問題⇒練習⇒算数的活動⇒確認の
構成になっている。

Ｆ　表記・表現
・各単元名の表記

・「資料の特ちょうを調べよう」のよう
に、活動の形で表されている。

「資料の特ちょうを調べよう」のよう
に、活動の形で表されている。

「資料の調べ方」のように、体言止め
の形で表されている。

「資料の調べ方」のように、体言止め
の形で表されている。

「資料の調べ方」のように、体言止め
の形で表されている。

・総ページ数　　　　　　１５０２ページ
・練習問題　　　　　　３７８．５ページ

・総ページ数　　　　　　１４９０ページ
・練習問題　　　　　　　３３０ページ

・総ページ数　　　　　　１５１６ページ
・練習問題　　　　　　３２５．５ページ

・総ページ数　　　　　　１６９２ページ
・練習問題　　　　　　　４５７ページ

・サイズ　　　　Ｂ５判
・１～５年　　　上下巻２分冊
　６年　　　　　　合本　　　１冊

・サイズ　　　　　Ｂ５判
・１～６年　　　　合本　　　　１冊

・サイズ　　　　　Ｂ５判
・１・５年　　　　　合本　　　１冊
　２・３・４年　　　上下巻２分冊
　６年　　　　　　　１冊・別冊
　　　　　　　「中学校へのかけ橋」

・サイズ　　　　　Ｂ５判
・１・５・６年　　　合本　　　１冊
　２・３・４年　　　上下巻２分冊

・サイズ　　　　　Ｂ５判
・１・５・６年　　　合本　　　１冊
　２・３・４年　　　上下巻２分冊

・サイズ　　　　ＡＢ判
・１年　　　　　　合本　　　１冊
　２～６年　　　上下巻２分冊

・ICTを活用した授業の取扱いにつ
いて、特に表記はない。

Ｅ　構成・分量
・　領域ごとの配分

数と計算  ５９９ページ　（５３．４％）
量と測定  ２０２ページ　（１８．０％）
図　　 形  １６１ページ　（１４．３％）
数量関係 １６０ページ　（１４．３％）

数と計算  ５２２ページ　（５１．５％）
量と測定  １８６ページ　（１８．３％）
図　　 形  １５７ページ　（１５．５％）
数量関係 １４９ページ　（１４．７％）

数と計算  ６０１ページ　（４９．７％）
量と測定  ２３２ページ　（１９．２％）
図　　 形  ２０２ページ　（１６．７％）
数量関係 １７４ページ　（１４．４％）

数と計算  ５７５ページ　（５０．９％）
量と測定  １７８ページ　（１５．８％）
図　　 形  １８２ページ　（１６．１％）
数量関係 １９５ページ　（１７．３％）

数と計算  ５３５ページ　（４７．５％）
量と測定  ２０７ページ　（１８．４％）
図　　 形  １７３ページ　（１５．４％）
数量関係 ２１１ページ　（１８．７％）

数と計算６１７.５ページ（５０．０％）
量と測定  ２４１ページ　（１９．５％）
図　　 形  １９１ページ　（１５．５％）
数量関係 １８６ページ　（１５．１％）

・総ページ数　　　　　　１５３８ページ
・練習問題　　　　　　３０５．５ページ

・総ページ数　　　　　　１３３４ページ
・練習問題　　　　　　３１１．５ページ

Ｄ　ICT活用の取扱い ・ICTを活用した授業の取扱いにつ
いて、特に表記はない。

・ICTを活用した授業の取扱いにつ
いて、特に表記はない。

・ICTを活用した授業の取扱いにつ
いて、特に表記はない。

・ICTを活用した授業の取扱いにつ
いて、特に表記はない。

・ICTを活用した授業の取扱いにつ
いて、特に表記はない。

・「もうすぐ中学生」と題して、「０より
小さい数」「文字を使った式」「確率」
などについて触れている。（７ページ
分）

Ｃ　言語活動・伝統や
文化に関する教育の
取扱い、教科「日本
語」との関連
・言語活動が重視さ
れ、思考力・表現力を
高める内容の扱い（３
年）

・巻頭で教科書の使い方や考えを説
明させる指示文を記載している。
ノートづくりの例を示し、書き方の工
夫や自分の考えを表現することを取
り上げている。
・巻末に学年で学習した言葉や記号
の索引があり、下巻には上巻の用
語等も再掲されている。

・巻頭で教科書の使い方を説明し、
算数の学び方やノートの書き方の工
夫、自分の考えを表現することを取
り上げている。
・巻末に学年で学習した言葉や記
号、きまりなどの索引がある。

・巻頭で教科書の使い方を説明し、
「算数でよく使う考え方」を整理して
記載している。
・ノートの書き方や自分の考えを表
現することを取り上げている。
・巻末に該当の教科書に出ていた用
語や言葉の索引がある。
・「もし、～だったら・・・です」といった
説明のための文型や算数用語を取
り上げている。

・巻頭で教科書の使い方、算数の学
習の進め方を説明し、１つの問題を
例に算数の学習の進め方を説明し
ている。
・ノートづくりの例を示し、書き方の
工夫や自分の考えを表現することを
取り上げている。
・巻末に学年で学習した言葉や記号
の索引がある。下巻には上巻の用
語等も再掲されている。

・巻頭で教科書の使い方、算数の学
習の進め方を説明している。
・巻末にノートづくりの例を示し、書
き方の工夫や自分の考えを表現す
ることを取り上げている。
・巻末に説明するときに使う順序を
表す言葉や話型を示している。

・巻頭で算数の学習の進め方、教科
書の使い方を説明している。
・ノートづくりの例を示し、書き方の
工夫や自分の考えを表現することを
取り上げている。

Ｂ　世田谷９年教育と
の関連
・中学校数学の内容と
の接続（６年）

・「算数卒業旅行」と題して、「０より
小さい数」「無理数」「垂直二等分
線」「確率」などについて触れてい
る。（１６ページ分）

・「数学の世界へ」と題して、「０より
小さい数」「方程式」「関数」などにつ
いて触れている。（７ページ分）

・別冊「中学校へのかけ橋」で、「数
と計算」「文字と式」「図形」「ともなっ
て変わる量」の４分野について触れ
ている。（２１ページ分）

・「数学へのとびら」と題して、「正負
の数」「平方根」の素地となる問題に
触れている。（１５ページ分）

・「算数卒業研究」と題して、「ピタゴ
ラスの定理」について触れている。
「中学で学ぶ数学の簡単な紹介」で
は、「負の数」「方程式」「証明」「関
数」「確率」について触れている。（２
１ページ分）

・（４位数）÷（３位数）を扱っている。

・関数の考えを育てる
内容の扱い（６年比例）

・導入では、４つの具体例を表を
使って表し、比例であるものを見付
け出させている。発展として、具体例
を使い、一次関数を説明している。
また、ダイヤグラム、階段関数のグ
ラフも扱っている。

・導入では、４つの具体例で一方が
増えるのにともなって増えるもの（ま
た減るもの）にふれてから、表の変
化を調べさせている。

・導入では、紙のたばの枚数を調べ
る方法を考えさせる実験をさせ、10
枚ごとの重さの表と、1cmごとの枚
数の表を作成させている。巻末の問
題で比例を利用して、海面の上昇に
ついて予想させている。

・導入では、５つの具体例を用いてと
もなって変わる２つの量にふれてか
ら、水槽に水を入れたときの時間と
深さの関係を扱っている。比例を利
用して、針金の重さから長さを求め
る問題などを扱っている。

・導入では、４つの具体例を用いてと
もなって変わる２つの量にふれてか
ら、上の事例の表の変化を調べさせ
ている。比例を利用して、針金の長
さから重さを求める問題などを扱っ
ている。

・導入では、４つの具体例でともなっ
て変わる２つの量に触れてから、水
槽に水をいれたときの時間と深さの
関係を扱っている。比例を利用し、
重さから本数や面積を導き出す問
題を扱っている。

（４年　整数の除法） ・（３位数）÷（３位数）を扱っている。 ・（３位数）÷（３位数）、（４位数）÷
（３位数）を扱っている。

・（３位数）÷（２位数）まで扱ってい
る。

・（４位数）÷（２位数）を扱っている。 ・（４位数）÷（３位数）を扱っている。

・学習指導要領・世田谷区教育要領
を踏まえた編集がなされている。

・数についての感覚を
豊かにし、言葉や数に
よる表現力を育てる扱
い
（２年　テープ図）

・問題文の場面を絵にあらわして整
理し、問題にあわせてテープ図のか
き方を示し、言葉や数字を書き入れ
て整理する活動を中心にしている。
・図をもとに問題をつくる活動があ
り、図を２本使うよさにふれている。

Ａ　内容 ・学習指導要領・世田谷区教育要領
を踏まえた編集がなされている。

・学習指導要領・世田谷区教育要領
を踏まえた編集がなされている。

・学習指導要領・世田谷区教育要領
を踏まえた編集がなされている。

・学習指導要領・世田谷区教育要領
を踏まえた編集がなされている。

・学習指導要領・世田谷区教育要領
を踏まえた編集がなされている。

・上巻でたし算とひき算の簡単な図
を扱い、下巻で問題文にあうテープ
図をかいて立式する指導を行う。順
序立ててテープ図の指導をしてい
る。

・一つの単元において、問題文にあ
わせて、テープ図のかき方を順序立
てて示し、自力でテープ図をかく活
動を取り入れている。

・単元の導入で簡単な図とテープ図
を比較している。問題文にあわせ
て、テープ図のかき方を順序立てて
示し、自力でテープ図をかく活動を
取り入れている。図をもとに問題を
つくる活動がある。

・上巻でたし算とひき算のテープ図
を指導し、簡単な場面のテープ図を
かく練習をする。下巻で問題文にあ
わせてテープ図のかき方を順序立
てて示し、自力でテープ図をかく活
動を取り入れている。

・上巻でたし算とひき算の図のかき
方を指導し、別の単元で問題文にあ
わせてテープ図のかき方を順序立
てて示し、問題文とあう図を選び、文
とテープ図と式を関連づけてから、
自力でテープ図をかく活動を取り入
れている。下巻でテープ図を２本使
うよさにふれている。

算数

項目/出版社名  東京書籍 大日本図書  学校図書 教育出版  啓林館 日本文教出版 
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Ａ　内容
学習指導要領・世田谷区教育要領
にの目標や内容

・世田谷区教育要領で示された発展的内容についても「はって
ん」と示されて、扱われている。

・世田谷区教育要領で示された発展的内容についても「ジャン
プ」と示されて、扱われている。

・世田谷区教育要領で示された発展的内容についても「読み
物」「資料」と示されて、扱われている。

・世田谷区教育要領で示された発展的内容についても「チャレ
ンジ」と示されて、扱われている。

・世田谷区教育要領で示された発展的内容についても「発展」
と示されて、扱われている。

理科

項目/出版社名 東京書籍 大日本図書 学校図書 教育出版 啓林館

観察、実験等の目的、扱う薬品や
器具・手順の説明、安全に配慮

・各学年で、使用する器具や薬品の扱いについて、巻末の「理
科の調べ方をみにつけよう」の中で、「実験器具の使い方」「薬
品の扱い方」等詳しく説明されている。

・｢きけん」のマークを使って、観察・実験の中で、安全に気をつ
けなければいけないことを示している。

・各学年で、使用する器具や薬品の扱いについて、各単元の
中で、「薬品の扱い方と実験の注意」として詳しく説明されてい
る。

・｢注意」のマークを使って、観察・実験の中で、安全に気をつけ
なければいけないことを示している。

・各学年で、使用する器具や薬品の扱いについて、巻末の「考
えよう、・調べよう」の中で、「実験器具の使い方」として詳しく説
明されている。

・｢注意」のマークを使って、観察・実験の中で、安全に気をつけ
なければいけないことを示している。

・各学年で、使用する器具や薬品の扱いについて、巻末にコー
ナーを設けて、説明されている。また、裏表紙に「理科の安全
に手引き」としてまとめられている。

・｢注意」「危険」のマークを使って、観察・実験の中で、安全に
気をつけなければいけないことを示している。

・各学年で、使用する器具や薬品の扱いについて、単元の中
で、「実験器具の使い方」として詳しく説明されている。

・｢注意」のマーク（９種類）を使って、観察・実験の中で、安全に
気をつけなければいけないことを示している。
・教科書内で使われているマークは、特に安全についてのマー
クが細かく設定されている。
・４年「みんなで使う理科室」として、６ページにわたり、器具や
理科室の使い方をまとめて示している。

児童の関心・意欲を高め、問題意
識を醸成する工夫

・全学年の各単元のはじめに「思い出そう」のマークで、既習事
項の想起させ、問題意識をもたせるコーナーがある。

・４年電気の単元では、「３年で、学習したこと」として、コーナー
を設けて、既習事項を想起させている。

・５．６年の各単元のはじめに「思い出してみよう！！」のマーク
で、既習事項の想起と生活体験の場を示した問題意識をもた
せるページがある。

・全学年の各単元のはじめに「学習のつながり」「前学年までに
学習したこと」のコーナーで、既習事項の想起させ問題意識を
もたせるページがある。

・全学年の各単元について、別冊の「わくわく理科プラス」の
「思い出してみよう」のコーナーで、既習事項の想起させ問題
意識をもたせるページがある。

繰り返し学習や発展的な学習 ・各学年、各単元の最後に、知識・技能の習得や活用を図るた
めの「説明しよう」「理科のひろば」のページが設定されている。
・各学年にある「たしかめよう」のページに、知識・技能の習得
を図るための問題と、発展的な問題が示されている。

・各学年、各単元の最後に、知識・技能の習得や活用を図るた
めの「確かめよう」「学んだことを生かそう」のページが設定され
ている。
・各学年、各単元にある「りかのたまてばこ」や「ジャンプ」「やっ
てみよう」のページに発展的な内容が示されている。

・各学年、各単元の最後に、知識・技能の習得や活用を図るた
めの「ふりかえってみよう」のページが設定されている。
・各学年の各単元にある「活用しよう」に、発展的な問題が示さ
れている。

・各学年、各単元の最後に、知識・技能の習得を図るための
「確かめ」のページが設定されている。
・各学年の各単元にある「しりょう」や「科学のまど」で学んだこ
とに関する身の回りの話が載せられている。また巻末に「チャ
レンジ」「学んだことを使おう」のページに各単元の発展的な内
容が示されている。

・各学年、各単元の最後に、知識・技能の習得を図るための
「確かめよう」「力だめし」のページが設定されている。
・各学年の各単元に「ひろげよう」のページが設定され、発展的
な内容が示されている。

Ｂ　世田谷９年教育との関連
生活科や中学校理科の学習との
つながり

・６年巻末の「たくさんの発見をしたね」に中学校１年で学習す
る内容が記載されている。

・６年巻末の「中学生になったら」に６年で学習した単元とつな
がりのある中学校の単元名が示されている。
・６年「水溶液」⇒中学校「物質の溶解」「溶解度と再結晶」等

・６年の巻末に「もうすぐ中学生」として中学校で学習する単元
名とその内容に関わる写真とが示されている。「火山と地震」
「地層の重なりと過去の様子」等

・６年の巻末に「中学校で学ぶこと」として、中学校で学習する
内容が分野ごとに示されている。

・６年巻末の「６年生の理科をふり返ろう」に中学校でも６年生
で学習したことを生かし学習していくことを促す記述がある。

観察、実験の結果を整理し考察す
る活動

・全学年の各単元に学習の「考察」の場面で、考えるヒント等が
子どもの吹き出しで示されている。

・全学年の各単元に「考えよう」のマークがあり、児童の記録用
紙の例や、考えるヒント等が子どものイラストの吹きだしで示さ
れている。

・全学年の各単元に「考察」のマークがあり、児童が考えるヒン
トとなる文章が記載されている。

・全学年の各単元に「結果から考えよう」の見出しがあり、児童
の記録用紙の例とともに、何について考察するのかが文章で
しめされている。

・全学年の各単元に学習の「考察」の場面で、「話し合い」の
マークで、考えるヒント等が子どもの吹き出しで示されている。

Ｃ　言語活動・伝統や文化に関す
る教育の取扱い、教科「日本語」と
の関連
言語活動の充実を図るための学習
活動

・巻末に話し合いの仕方が詳しく記載されている。 ・巻頭の「理科の学び方」のページがあり、「伝えよう」「ふりか
えってみよう」の項目で発表の仕方、ふり返りの仕方を説明し
ている。

・「伝える・聞く」といった言語活動の仕方が、巻末に詳しく書かれてい
る。

・全学年の各単元に「計画しよう」の見出しで話し合いの場面
が設定されている。

・各単元の「まとめよう」の中に「新しく学習した言葉」の見出し
を付け、新しく学習した言葉とその関連ページを示している。

・全学年の各単元に学習の「予想」や「考察」の場面で、「話し
合い」のマークで話し合いの場面を設定しており、考えるヒント
等が子どもの吹き出しで示されている。

Ｅ　構成・分量
継続して扱う教材についての構成

〈各学年で主として扱われている植物教材〉
３年生・ホウセンカ　ヒマワリ　ワタ　ピーマン
４年生・主としてヘチマ
　　　　・その他にキュウリ　ツルレイシ
５年：インゲンマメ

〈各学年で主として扱われている植物教材〉
３年生・主としてヒマワリ　ホウセンカ
　　　　・その他にヘチマ
４年生・主としてツルレイシ
　　　　・その他にヘチマ
５年：インゲンマメ、その他にダイズ

〈各学年で主として扱われている植物教材〉
３年生・ヒマワリ　ホウセンカ
４年生・ﾍﾁﾏ
５年：インゲンマメ、その他にハス

〈各学年で主として扱われている植物教材〉
３年生・ヒマワリ　ホウセンカ
４年生・主としてヘチマ
　　　　・その他にヒョウタン　ツルレイシ
５年：インゲンマメ、その他にトウモロコシ、ヘチマ、アサガオ、
ツルレイシ
*ヘチマ、アサガオ、ツルレイシは、結実の授業で使うために育
てるとして扱われている。

〈各学年で主として扱われている植物教材〉
３年生・ホウセンカ　マリーゴールド　ヒマワリ
４年生・主としてヒョウタン
　　　　・その他にヘチマ　ツルレイシ
５年：インゲンマメ

Ｄ　ＩＣＴ活用の取扱い
情報モラルの取扱い

・コンピューターを扱う単元の中でコンピューターを使う際の注
意が「コンピューター」のマークで示されている。

・特に記述は見られない。 ・５・６年の巻末の「調べる」の中に、インターネット情報に対し
ての注意、電子メールのマナーが示されている。

・特に記述は見られない。 ・特に記述は見られない。

単元の配列と季節との配列 ３年「風やゴムで動かそう」では、ゴムのはたらき、風のはたら
きを同単元で扱い、車を使って学習を進めている。

３年「風やゴムでものを動かそう」では、ゴムのはたらき、風の
はたらきを同単元で扱い、車を使って学習を進めている。

３年「ゴムのはたらき」と「風のはたらき」を別単元で扱い、「ゴ
ムのはたらき」では車を使い、「風のはたらき」では風車を使い
学習を進めている。

３年「風やゴムのはたらき」では、風のはたらきとゴムのはたら
きを同単元で扱い、車を使って学習を進めている。

３年「風やゴムのはたらき」では、風のはたらきとゴムのはたら
きを同単元で扱い、車を使って学習を進めている。

ページの図や文字の分量・構成 •３～６年生の各学年、年間を通して１冊で構成されている。
•教科書は縦B５判横A４判のサイズ。

•３～６年生の各学年、年間を通して１冊で構成されている。
•教科書は縦B５判横A４判のサイズ。

•３～６年生の各学年、年間を通して、１冊で構成されている。
•教科書は縦B５判横A４判のサイズ。

•３～６年生の各学年、年間を通して、１冊で構成されている。
•教科書は縦B５判横A４判のサイズ。

•３～６年生の各学年、年間を通して、本冊と学習の始めと終わ
りに用いるプラスの教材の２冊で構成されている。
•教科書は縦B５判横A４判のサイズ。

グラフや資料、図絵、写真等 ・問題解決の学習の流れが、『問題をつかもう』『問題』『予想しよう』
『計画しよう』『観察』『実験』『結果』『考えよう』『まとめ』と示されてい
る。

・問題解決の学習の流れが、『問題を見つけよう』『予想しよう』『調べ
方を考える』『調べる』『結果を記録する』『結果を整理する』『わかった
ことをまとめる』と示されている。

・問題解決の学習の流れが、『問題』『話し合い』『予想』『観察』『実
験』『結果』『考察』『まとめ』と示されている。

・問題解決の学習の流れが、『やってみよう』『はてな』『予想しよう』
『予想しよう』『計画しよう』『調べよう』『結果から考えよう』『わかった』
と示されている。

・問題解決の学習の流れが、『問題を見つけよう』『予想しよう』『計画
を立てよう』『観察・実験しよう』『記録しよう』『考察しよう』『まとめよう』
『ひろげよう』と示されている。

Ｆ　表記・表現
人権に配慮した表現

・人権に配慮した表現になっている。

・キャラクターや写真に出てくる子どもが、外国籍の子どもも含
まれている。

・人権に配慮した表現になっている。 ・人権に配慮した表現になっている。 ・人権に配慮した表現になっている。

・キャラクターに車いすに乗っている児童が掲載されている。

・人権に配慮した表現になっている。

・キャラクターに車いすに乗っている児童が掲載されている。

巻頭、巻末、まとめ、トピックス等 〈巻末〉ノートの書き方、話し合いの方法、実験•観察器具の使
用方法などの説明が載せられている。

•以下の付録がある。
３年　昆虫の切り紙シート
４年　星座カード
５年：実物大子宮の中の子どもの育ち方
６年：飛び出る人体模型

〈巻末〉「ふりかえろう」で、１年間の学習の振り返りの問題を示
している。次学年の学習について写真や言葉で示している。

・以下の付録がある。
３年　学習に使うシール　動物・植物シート

〈巻末〉理科室の使い方、実験•観察器具の使用方法が写真と
言葉で示してある。１年間の学習の振り返り、次学年の学習に
ついて写真と言葉で示している。

•付録はない。

〈巻末〉実験•観察器具の使用方法が写真と言葉で示されてい
る。１年間の学習の振り返りを写真と言葉で示している。

・以下の付録がある。
４年　　星座カード

〈巻末〉「理科につながる算数のまど」では、算数で学んだことを理科
で生かせる事項を図絵や言葉で示している。「地域資料集」では学習
に関連する各地域の資料がある。

・以下の付録がある。
３年　昆虫・植物の説明シート
４年　星座カード
・別冊で学んだことを確認するワークシート集がある。

Ｇ　使用上便宜
自学自習への配慮

「私の研究」というページを設け、普段の生活で疑問に思ったこ
とを研究し、まとめる方法を図絵写真、言葉で示している。

「自由研究」というページを設け、自分が調べたいことについて
計画、調べ方、まとめ方などの手立てを写真図絵、言葉で示し
ている。

「考えよう調べよう」というページを設け、学んだことや普段の
生活から疑問や知りたいことを見つけ、調べ方や記録の手立
てを写真図絵、言葉で示している。

「わたしの研究」というページを設け、学んできたことからもった
疑問からテーマを決め、研究の計画の立て方や調べ方、まと
め方の手立てを写真図絵、言葉で示している。

「自由研究」というページを設け、自分のもつ疑問からテーマを
決め、研究の計画の立て方や実験、まとめ方、発表の手立て
を図絵や言葉で示している。

日常の生活にいかせる内容の工
夫

・単元末の問題「たしかめよう」には、ビンのふたを開ける、ペッ
トボトルの注意書き「凍らせないでください」など、身近な生活
の内容から出題が見られる（4年）

・「学んだことを生かそう」で、日常生活への活用例を考えさせ
ている。
・「ジャンプ」で、日常生活への活用例を紹介している。
・湯気、干し野菜、結露など身近な現象を題材に取り入れてい
る。

・「学んだことを使って」で、ものづくりをする活動例が掲載され
ている。
　例　明かりのつくおもちゃ作り（３年）
・「活用」マークや「仕事に生かす・くらしに生かす」マークで、学
んだことをくらしに生かす活用例を紹介している。

・「学んだことを使おう」マークで、学習したことを日常生活で応
用するできるような内容が盛り込まれている。
・「資料」の中で、日常生活での活用例が紹介されている。

・「理科の広場」や「ひろげよう」というコーナーに、学習したこと
が身近な生活のどのようなところに応用されているかが紹介さ
れている。

Ｈ　世田谷の地域性に対する配
慮、その他

地域性に対する配慮

・使われている写真には、地域名を入れている。
・「わたしの研究」ページに、世田谷区立教育センターが紹介さ
れている。

・使われている写真には、地域名を入れている。
・5年川原の石について書かれた読み物や増水した川の写真
に、世田谷区の川（多摩川河口）が紹介されている。
・「てこのはたらき」の最初のページに用賀小学校付近の写真
が使われている。（6年）

・使われている写真には、地域名を入れている。
・世田谷区立教育センターのプラネタリウムが紹介されてい
る。（4年）

・使われている写真には、地域名を入れている。
・3年「生き物をさがそう」の中に、世田谷区の野原が出ている。
・4年「月や星の動き」の中に、世田谷区の昼間に見える月が
出ている。

・使われている写真には、地域名を入れている。
・4年「月や星」の単元で、二子橋の写真が使われている。



平成２７年度使用世田谷区立小学校教科用図書　検討委員会報告書 教科名

Ｈ　世田谷区の地域
性に対する配慮・その
他

・差異は特になし ・差異は特になし

Ｆ　表記・表現
・人権への配慮
・国歌の取り扱い
・レイアウト

・人権に配慮した表現になっている。
・国歌については各学年、巻末の資料ページの前に載せている。（細石の写真と解説がある。）国旗
の扱いについては、1年生にひのまる（共通教材）として載せている。
・見開きページに、楽譜や写真等の様々な学習内容が盛り込まれたページだてとなっている。

・人権に配慮した表現になっている。
・国歌については各学年、巻末に載せている。国旗の扱いについては、1年生にひのまる（共通教
材）として載せている。
・片面に楽譜、もう片面に図や写真というレイアウトが多い。

Ｇ　使用上の便宜
・「巻末」について
・印刷製本について

・巻末に「おんがくのもと」として、その学年で学習した内容を示している。また、打楽器等の奏法を
示している。
・紙質がやや厚く、折り込みのページがあり、比較的厚めので製本となっている。

・巻末に「ふりかえりのページ」として、学習内容をまとめて示している。
・巻末に「音楽の歴史をつくった人」として、鑑賞教材に関連した作曲家についての写真と紹介をし
ている（３～６年生）
・紙質がやや薄く、比較的薄めの製本となっている。

Ｄ　ＩＣＴ活用の取り扱
い
・情報モラル

・「日本の民謡」（５年）でインターネットで調べるよう促す記述がある。

・「インターネットを使うときには、ルールやマナーを守ろう」と記述されている。

・以下の題材ではインターネットで調べるよう促す記述がある。
「郷土の音楽」（３年）、「郷土の民謡」（４年）、「声による世界の国々の音楽」（５年）、「楽器による
世界の国々の音楽」（６年）
・特に記述なし。

Ｅ　構成・分量

・教材のバランス

・学習を深める内容

・ページの構成

・教材数　　全学年の合計　　表現　２５７　　　鑑賞　１２４
・発展的な学習として、音符や休符、記号に関する内容は「はってん」、活動については「もっとあそ
ぼう」として、マークと説明文が示されている。
・習得、活用の観点から、題材を基礎・基本の定着を図る主要部分と、弾力的な運用が可能な選択
部分等により構成している。
・紙面左上に「学習のねらい」を示し、「活動のポイント」をマークを使って示し、児童が学習内容を捉
えながら活動できるようにしている。また〔共通事項〕を見開きごとに題材の下に示している。
・透明シートを活用している。（１．２年生では児童が曲のイメージを想起しやすく、３年生では、児童
が音符や記号を確認しながら学習できるようにしている）
・共通教材を見開きまたは折り込みのページで扱い、曲と関連するエピソード等を掲載している。

・教材数　　全学年の合計　　表現　２３７　　　鑑賞　９０
・発展的な学習は「ステップアップ」（より知識を広げる学習）として示されている。
　　へ長調、二短調、全休符、２分休符、１６分休符
・知識と教養が確実に身につけられるように、学習のめあてとなる「題材」を設定し、６年間を通して
段階的、系統的に学びが発展構成している。
・紙面左上に「学習のねらい」を示し、「学習の見通し」を意識することができる。
・キャラクターにより、その題材で学ぶ学習内容や発展的な学習内容を説明している。

Ｂ　世田谷９年教育と
の関連
・繰り返し学習や発展
的に学習する内容

・２学年ごとに、系統的に学習できるような題材構成となっている。
・発展的な学習として、音符や休符、記号等に関する内容は「はってん」、活動については「もっとあ
そぼう」としてマークと説明文が示されている。

・２学年ごとに、系統的に学習できるような題材構成となっている。
・発展的な学習内容は「ステップアップ」として示され、マークと説明文が示されている。
・３～６年では巻末に「ふりかえりのページ」が設けられている。

Ｃ　言語活動・伝統や
文化に関する教育の
取り扱い、教科「日本
語」との関連
・伝統や文化に対する
関心を高める内容

・教科「日本語」との関
連

・共通教材や日本歌曲を「にっぽんのうた　みんなのうた」として１教材を２～４ページで構成し、曲と
関連するエピソードを示している。

・６年「日本の楽器の音色にしたしもう」では箏と尺八、５年「日本の民謡をたずねて」では篠笛や歌
舞伎、４年では日本のおまつり、３年では和楽器の音色やお囃子、２年では日本の太鼓、１年では
わらべうたについての学習内容がみられる。

・教科「日本語」の関連として、共通教材の他に「にっぽんのうた みんなのうた」として、全体で１９曲
取り上げられている。

・共通教材を「心の歌」として１教材２ページで構成している。

・「日本と世界の音楽に親しもう」では雅楽(６年)筝や尺八(５年）、「日本の音楽に親しもう」では民
謡（４年）やおはやし(３年)、「にほんのうたをたのしもう」(１・２年）ではわらべうたや遊び歌を取り
扱っている。２年の「ひょうしをかんじてリズムを打とう」では日本のおまつりの音楽を取り扱ってい
る。また、巻末に日本の音楽についての「鑑賞資料」がある（３～６年）。
・教科「日本語」の関連として、共通教材の他に「歌いつごう日本の歌」として、全体で１６曲取り上
げられている。

音　楽

項目/出版社名 教育出版 教育芸術社

Ａ　内容
・共通事項について

・リコーダー奏法

・意欲の喚起

・学習の軸に「共通事項」が位置づけられており、学習のねらいと共に「共通事項」が示されている。

・共通事項を関連付けながら「音楽づくり」の活動が「音のスケッチ」として、１１の活動があげられて
いる。
・リコーダー（３年）については、指使いや息の使い方、タンギングなどについてふれられている。

・全学年各１回以上、書き込む欄が確保されており、言葉で自分の気づいたこと、感じたことを記し
て、学習に取り組めるように工夫されている。

・学習の軸に「共通事項」が位置づけられており、巻末には「ふりかえりのページ」として、「共通事
項」の学習した部分について、まとめて示してある。
・共通事項を関連付けながら「音楽づくり」の活動が「音や音楽をつくる学習」として、１９の活動が
あげられている。
・リコーダー（３年）については、指使いや息の使い方、タンギングなどについてふれられている。特
にタンギング、息の強さについては図で示されている。
・3,4年各１回では書き込む欄が確保されており、言葉で自分の気づいたこと、感じたことを記して、
意欲的に学習に取り組めるように工夫されている。



平成２７年度使用世田谷区立小学校教科用図書　検討委員会報告書 教科名 図画工作

Ｇ　使用上の便宜
・巻頭、巻末、まとめ、
トピックスの内容

・ひらめきコーナー　全学年　２Pずつ（１・2年　Ｐ18、19、３・４年　Ｐ18、19、５・６年　Ｐ18、19）
○ねらいが明確で使用しやすい。

・図画工作の広がり　（中）（高）Ｐ２～Ｐ６
○ねらいが明確で使用しやすい。

Ｈ　世田谷の地域性
に対する配慮

・３・４下では世田谷美術館での鑑賞の様子が掲載されている。 ・５・６年上では、地域の美術館や街中の工夫してデザインされた造形物などを紹介している。

Ｅ　構成・分量
・題材の配列、時数配
当と内容との関係

・授業の流れに沿った
ページの構成

・標準授業時数をふまえた適切な内容で取扱われている。
<目次で示されている題材数>
(低）
・造形遊び８ ・ 絵１８ ・ 立体４ ・ エ作１３ ・ 鑑賞３
（中）
・造形遊び５ ・ 絵１５ ・ 立体４ ・エ 作１１ ・ 鑑賞５
（高）
・造形遊び４ ・ 絵１３ ・ 立体４ ・ エ作１１ ・ 鑑賞５
（選択して扱う題材も掲載されている。）
・題材の順番が絵画、工作など適切に示されている。
・学習のふりかえりが４つの観点でまとめて示されている。（関心・意欲/発想/技能/鑑賞）
・学習のめあてについては、４観点のうち１点が示されている。

・標準授業時数をふまえた適切な内容で取扱われている。
<目次で示されている題材数>
(低）
・造形遊び８ ・ 絵１４ ・ 立体８ ・ エ作１１ ・ 鑑賞３
（中）
・造形遊び８ ・ 絵１３ ・ 立体８ ・ エ作１０ ・ 鑑賞２
（高）
・造形遊び４ ・ 絵１２ ・ 立体８ ・ エ作８  ・鑑賞４
（選択して扱う題材も掲載されている。）
・題材の順番が絵画、工作など適切に示されている。
・学習のめあてが４つの観点でまとめて示されている。（関心・意欲/発想/技能/鑑賞）
・学習のふりかえりについては、重点ポイントについてふりかえれるよう児童のつぶやきの言葉として掲載されて
いる。

Ｆ　表記・表現
・「表現」「観賞」につい
て
・レイアウト、ユニバー
サルデザイン

・「表現」「観賞」について、活動内容やねらいを通して発達段階に合わせて適切に説明している。
・「ゆめをかたちに」のコーナーで、作家等の活動を紹介する中で、表現活動について伝えている。

・CUD（カラーユニバーサルデザイン）マークの取得見込である。

・「表現」「観賞」について、活動内容やねらいを通して発達段階に合わせて適切に説明している。
・「ぞうけいのもり」や「ずがこうさくのひろがり」の一部で、作家等の活動を紹介する中で、表現活動について伝え
ている。

・カラーユニバーサルデザインに関する校閲を専門家から受けている。

Ｂ　世田谷９年教育との
関連
・就学前教育や中学校美
術への接続の工夫

Ｃ　言語活動・伝統や文
化遺産等に対する関心
を高める取り扱い、教科
｢日本語」との関連

・「パレットコーナー」や「みんなのギャラリーのコーナー」（低・中・高）「見つけたことを話してみよう」（５・６年下）
の題材等を通して伝統や文化遺産に対する関心を高め、学習活動を通して深く学ぶ工夫がある。
・日本に古くからあるおもちゃや工芸品を取り上げている。
・東洋の伝統的な表現で使われる墨を使った題材や、日本の国宝を鑑賞のページで取り上げている。

・「教科書美術館」「図画工作の広がり」のコーナー（高）や「使って楽しい焼き物」「味わってみよう和の形」の題材
等を通して伝統や文化遺産に対する関心を高め、学習活動を通して深く学ぶ工夫がある。
・日本に古くからあるおもちゃや工芸品を取り上げている。
・東洋の伝統的な表現で使われる墨を使った題材や、日本の国宝を鑑賞のページで取り上げている。

Ｄ　ＩＣＴ活用の取扱い
・インターネットやＩＣＴ
機器を活用した学習活
動
・情報モラルの取扱い

・タブレット型コンピュータを使った活動写真が掲載されている。 ・タブレット型コンピュータを使った活動写真を掲載している。

・（高）下巻　Ｐ５７の約３分の１を使って、インターネットを活用する際のリテラシー（モラル）が示されている。

・就学前教育で扱われるクレヨン、パス、粘土、おりがみなど、１年生が取り組みやすい題材が取上げられてい
る。
・（高）美術科や技術科との関連のある写真や用具などを取り上げている。

・就学前教育で扱われるクレヨン、パス、粘土、おりがみなど、１年生が取り組みやすい題材が取上げられてい
る。
・（高）で「中学校へ向かって」と題して２Pで中学生の作品を紹介している。
・（高）美術科や技術科との関連のある写真や用具などを取り上げている。

・安全への配慮 ・安全について配慮すべき点を分かりやすく「安全」マークで示し、写真やイラストを用いて具体的に例示してい
る。

・安全について配慮すべき点を分かりやすく「きをつけよう」マークで示し、写真やイラストを用いて具体的に例示
している。

・他教科や総合的な学習
の時間との関連

・生活科や国語、算数、理科、総合的な学習の時間との関連が図られている。また、お互いのよさを感じ合える
活動を重視したり、手紙やカードづくりなど思いやりや自己肯定感を高め、敬愛しあう、美しいものに感動する心
を育てるなど、道徳との関連も図られている。

・生活科や国語、算数、理科等との関連が図られている。また、お互いのよさを感じ合える活動を重視したり、手
紙やカードづくりなどの思いやりや自己肯定感を高め、敬愛しあう、美しいものに感動する心を育てるなど、道徳
との関連が図られている。
・道徳との関連が分かりやすいページには、道徳マーク（青い鳥のマーク）を示している。

・「造形遊び」「絵」「立体」「工作」「観賞」の５つに分けて題材が設定されている
（表現（１）造形遊び１７　表現（２）絵・立体・工作93　・観賞13）

項目/出版社名 開隆堂 日本文教出版

Ａ　内容 ・学習指導要領・世田谷区教育要領に示された目的や内容を踏まえている。 ・学習指導要領・世田谷区教育要領に示された目的や内容を踏まえている。

・「造形遊び」「絵」「立体」「工作」「鑑賞」の５つに分けて題材が設定されている。
（表現（１）造形遊び２０　表現（２）絵・立体・工作９２　・鑑賞９）

・「表現」や「観賞」の題材



平成２７年度使用世田谷区立小学校教科用図書　検討委員会報告書 教科名

Ｇ　使用上の便宜 ・教科書に直接記入できるページがある。
・使われているマークが１５種類であり、マーク自体は見やすいものとなっている。

・教科書に直接記入できるページがある。
・使われているマークは１０種類であり、その他に学習内容によってページが色分けされ分かり
やすくなっている。

Ｈ　世田谷区の地域
性に対する配慮・その
他

・題材ごとに「ふり返ろう」「これだけはできるようになろう」があり、日常化しやすくなっ
ている。

・題材ごとに「ふり返ろう」「生かそう」があり、日常化しやすくなっている。
・発展的な学習の環境を考えた住まいの例として、深沢環境共生住宅が写真入りで紹介されて
いる。

Ｅ　構成・分量 ・調理実習の過程が見開き２ページに大きな番号をつけて並べられている。
・家庭科の基礎的・基本的技能を示す拡大版が１１ページある。

・調理実習の過程が見開き２ページにまとめられ、写真でその工程が示されている。
・裏表紙に食材の切り方の資料を配置している。また巻末に調理と製作実習の資料を載せて
いる。

Ｆ　表記・表現 ・図や写真が、１枚がページの半分を使用している写真があるなど大きく提示してい
る。

・図や写真では、手元のアップや背景の色使いなど見やすく工夫している。

Ｃ　言語活動・伝統や
文化に関する教育の
取り扱い、教科「日本
語」との関連

・「DO活動」では、様々な場面で話し合い活動や調べる活動を取り入れている。

・伝統的な内容は、「伝統」「プロに聞く」でわかりやすく解説している。

・「話し合おう」や「調べよう」といった、調べ学習の際の問題を導き出すヒントが示されていた
り、調べる資料として使えたりする内容が取り入れられている。
・伝統的に使われてきた用語について「ひとくちメモ」として説明している。

Ｄ　ＩＣＴ活用の取り扱
い

・買い物の情報収集や注文支払いについて、インターネットの表記がある。 ・買い物の情報収集や注文支払いについて、インターネットの表記がある。

・安全や環境に対する
配慮

・「安全」について、マークでの提示だけでなく、「だんらんのための仕事からはじめよ
う」で自分で探し考える活動ができるように工夫されている。
・「環境」マークによって環境に配慮した活動を示しているとともに、巻末に環境につ
いての特集が組んである。

・「安全」マークによって、チェック項目を設け、図や写真で内容が示されている。

・環境について、マークで分かるように提示されており、各テーマごとにまとめて取り上げてい
る。

Ｂ　世田谷９年教育と
の関連

・中学校への接続
・発展的な内容
・繰り返し学習

・最後の題材では、２年間の学習を振り返り、中学校の学習の様子が内容ごとに分
かるよう４枚の写真で示さ、これから頑張ってみたいことを記述するようになってい
る。
・「いつも確かめよう」では、基礎技能の確かめが繰り返しができるよう工夫されてい
る。
・資料や自由研究では、発展的な内容の例が示されている。
・全体を通して繰り返し学習できるような題材の配置になっている。

・巻末「成長したわたしたち」で、目次を参考に２年間の学習の振り返りと、｢中学生に向かって」
で写真５枚を参考に中学の技術・家庭科で学びたいことを記述するようになっている。
・「発展」マークや「チャレンジコーナー」で発展的内容や家庭での実践を促す内容が示されて
いる。
・全体を通して、繰り返し学習ができるような題材配列になっている。

・題材の取り扱い、家
庭との連携

・全ての題材が「見つめよう」「計画しよう・活動しよう」「生活に生かそう・新しい課題
を見つけよう」という３ステップで構成されており、問題解決的に学習できる流れと
なっている。また、題材のまとめにおいて、生活にいかそうという小題材を設定し、家
庭実践を促すよう工夫している。

・各題材にあわせて、「めあて→考えよう・話し合おう・調べよう→やってみよう→ふり返ろう・生
かそう」の順に学習が進められており、家庭実践につながる流れが意識的に取り入れられてい
る。

・実践的・体験的活動
を通した、実感を伴っ
て理解

・調理や製作の料理や作品の例示として、イラストや写真で見やすく、活動への意欲
が高まるよう工夫されている。また、料理の種類では、献立の工夫に向けて、栄養素
の働きごとに６種類ずつ提示するなど、実践に結び付くよう工夫されている。

・調理や製作については、見開きのページの中に写真やイラストが多く取り入れられており、実
践的・体験的活動で身に付けさせたい技能がわかりやすくなっている。また、裏表紙にも食材
の切り方・包丁の扱い方が写真で載っていたり、献立の工夫に向けた料理の種類は、今まで
の学習が生かされるよう、調理の仕方や食材の種類ごとに提示されている。

家庭

項目/出版社名 東京書籍 開隆堂

Ａ　内容
・基礎的・基本的な知
識・技能

・「これだけはできるようになろう」と、基礎的・基本的な知識・技能へのチェックができ
るようになっているとともに、いつでもつまずいたときに確かめられるよう、目次に「基
礎技能をいつも確かめよう」のページを表示している。

・「ふり返ろう」「できたかな」のコーナーで基礎的・基本的な知識・技能のチェックができるように
なっている。また、巻末資料で「調理実習・製作実習を成功させるために」という写真入り資料
がついており、基本的なポイントがまとめられ失敗を避けできるだけ成功体験をさせることで
「できる」という実感を伴わせる工夫がされている。



平成２７年度使用世田谷区立小学校教科用図書　検討委員会報告書 教科 体育（保健）

項目/出版社名 東京書籍 大日本図書 文教社 光文書院 学研教育みらい
学習指導要領・世田谷区教育要領に示された目
標や内容をふまえた編集がなされている。

４年「思春期にあらわれる変化（２）」
・思春期の体の変化についてイラストと文章、写
真で示されている。初経や精通についての解説
がある。

４年「おとなの体になるためのじゅんび（２）」
・思春期の体の変化についてイラストと文章で示
されている。月経の仕組みについての解説が資
料の欄にある。初経や精通の体験談が資料の欄
にある。

４年「思春期の体の変化」
・思春期の体の変化についてイラストと文章で示
されている。月経と射精の仕組みがイラストで示
されている。初経や精通の体験談がある。

４年「思春期の体の変化」
・思春期の体の変化についてイラストと文章、写
真で示されている。初経と精通について文章で解
説されている。月経の起こり方がイラストで示され
ている。

４年「体の中で起こる変化」
・思春期の体の変化についてイラストと文章、写
真で示されている。月経や射精について文章で解
説されている。初経や精通についての体験談が
ある。

A　内容

・学習指導要領・世田谷
区教育要領を踏まえた
目標や内容

・実践的な理解を促し、
知識を活用する学習方
法の工夫

学習指導要領・世田谷区教育要領に示された目
標や内容をふまえた編集がなされている。

学習指導要領・世田谷区教育要領に示された目
標や内容をふまえた編集がなされている。

学習指導要領・世田谷区教育要領に示された目
標や内容をふまえた編集がなされている。

学習指導要領・世田谷区教育要領に示された目
標や内容をふまえた編集がなされている。

６年「病気の予防」
喫煙、飲酒を勧められたときの断り方を考えて記
述する欄がある。薬物については、薬物には手を
出さない、という自分の決意と理由を書き、署名さ
せる欄がある。

６年「病気の予防」
喫煙、飲酒を勧められたときの断り方を考えて記
述する欄がある。薬物については、薬局などで
売っている薬の使い方について考えさせる欄があ
る。

６年「病気の予防」
喫煙、飲酒、薬物を勧められたときの断り方を考
えて記述する欄がある。

６年「病気の予防」
飲酒を勧められたときの断り方を、アルコールの
害に触れながら書く欄がある。

６年「病気の予防」
喫煙、飲酒を勧められたときの断り方を考えて練
習する欄がある。また、薬物を進められたときの
心得が載っている。

B　世田谷９年教育との
関連
・自分の健康を適切に管
理し改善していく能力を
はぐくもうとする内容の
工夫
・繰り返し学習や発展的

３年「けんこうな生活」
・「広げよう」コーナーに１週間の生活調べ

３年「毎日の生活とけんこう」
・自分の生活を振り返り、見直す活動

３年「毎日の生活とけんこう」
・自分の１週間の生活調べをして、生活の リズ
ムを見直す。

３年「けんこうな生活」
・１日の生活時間表を作る。

・巻末P,48で半ページを使用し「がんを予防しよ
う」ということで、がんを防ぐための新１２か条など
が掲載されている。

P,36の「病気の予防」で生活習慣病の１つとして
がんが紹介されている。

P,32の「病気の予防」で生活習慣病の１つとして
がんが紹介されている。

P,3８の「病気の予防」で生活習慣病の１つとして
がんが紹介されている。

P,40の「もっと知りたい調べたい」で「『がん』って
どんな病気？」ということで、がんの主な原因やが
ん予防について半ページを使用して掲載してい
る。３年「毎日の生活とけんこう」
・「もっと知りたい・調べたい」コーナーに１週間の
生活記録を作って、自分の生活を振り返る活動

【発展的な学習】　全９個所 【発展的な学習】　全７個所 【発展的な学習】　全１１個所 【発展的な学習】　全９箇所 【発展的な学習】　全１９箇所

５年「けがの防止」
「インターネットを正しく使おう」として、例示があ
る。

C　言語活動・伝統や文
化に関する教育の取
扱、教科「日本語」との
関連

・言語活動の充実

３・４年「話し合ってみよう」４ヶ所
５年「話し合ってみよう」５ヶ所
６年「話し合ってみよう」」５ヶ所

３・４年「話し合ってみよう」５ヶ所
５年「話し合ってみよう」10ヶ所
6年「話し合ってみよう」４ヶ所

３・４年「考えてみよう」４ヶ所
　　　　「話し合ってみよう」１ヶ所
５年「考えてみよう」４ヶ所
　　「話し合ってみよう」７ヶ所
６年「考えてみよう」２ヶ所
　　「話し合ってみよう」４ヶ所

４年「つたえよう」１ヶ所
学んだことをもとにほかの人にアドバイスをする。
５年「つたえよう」１ヶ所
６年「つたえよう」３ヶ所

３・４年「考えてみよう」５ヶ所
５年「話し合ってみよう」４ヶ所
６年「話し合ってみよう」４ヶ所

６年　病気の予防
見開きページの最初に学習の課題が明記されて
いる。学習活動として「話し合ってみよう」「考えて
みよう」「やってみよう」「調べてみよう」「活用して
深めよう」等のマークがある。

６年　病気の予防
見開きページの最初に「話し合ってみよう」「やっ
てみよう」「調べてみよう」のマークとともに、学習
課題が明記されている。

６年　病気の予防
「やってみよう」「考えてみよう」「調べてみよう」
「話し合ってみよう」のマークとともに学習課題が
明記されている。

６年　病気の予防
導入部分にチェック欄や問いかけがある。
「つかむ」のマークとともにまとめがされている。
「学んだことをあてはめよう」のマークとともに活用
課題が明記されている。

D　ＩＣＴ活用
・情報モラルの取扱い

５年「けがの防止」
「まめちしき」の欄に、インターネットを通じて子ど
もが犯罪に巻き込まれる事件が多く起こっている
と書いてある。

特に記載なし ５年「けがの防止」
メールやインターネットにおける掲示板などでも犯
罪に巻き込まれる事例が増えていると書いてい
る。

５年「けがの防止」
「インターネットの正しい使い方を身につけよう」と
して、例示がある。

６年　病気の予防
小単元の最初に「ここで学ぶこと」として学習課題
が明記されている。「ふり返ってみよう」「話し合っ
てみよう」「調べてみよう」「かつよう」「考えてみよ
う」「チェックしよう」のマークとともに課題が明記さ
れている。

F　表記・表現

・人権に配慮した表現

・グラフや写真等のレイ
アウト等についてユニ
バーサルデザイン

人権に配慮された表現になっている。 人権に配慮された表現になっている。 人権に配慮された表現になっている。 人権に配慮された表現になっている。 人権に配慮された表現になっている。

３年　健康
菌増殖実験の寒天写真
手を水だけで洗ったもの、石鹸をつけて洗った後
のもの２枚の写真を提示している。写真は3.5×
2.6(cm)の大きさで示している。

３年　健康
菌増殖実験の寒天写真
手を洗う前、水だけで洗ったもの、石鹸で洗った
後のものの３枚の写真を提示している。写真は2.7
×2.8(cm)の大きさである。

３年　健康
菌増殖実験の寒天写真
手を洗わないとき、水だけで洗ったもの、石鹸で
洗った後のものの３枚の写真を提示している。写
真は4.5×3.8(cm)の大きさである。

E　構成・分量 3年　けんこうな生活
見開きページの最初に「やってみよう」のマークと
ともに、学習課題が明記されている。

3年　けんこうな生活
見開きページの最初に「やってみよう」「話し合っ
てみよう」のマークとともに、学習課題が明記され
ている。

3年　けんこうな生活
見開きページの最初に「やってみよう」「考えてみ
よう」「調べてみよう」「話し合ってみよう」のマーク
とともに学習課題が明記されている。

3年　けんこうな生活
見開きページの最初に、問いかけやイラストととも
に学習課題が明記されている。

3年　けんこうな生活
見開きページの最初に、「チェックしよう」「考えて
みよう」「かつよう」のマークとともに学習課題が明
記されている。

３年　健康
菌増殖実験の寒天写真
手を洗わないとき、水だけで洗ったもの、石鹸で
洗った後のものの３枚の写真を提示している。写
真は4.5×3.5(cm)の大きさである。

３年　健康
菌増殖実験の寒天写真
手を洗う前、水だけで洗ったもの、石鹸で洗った
後のものの３枚の写真を提示している。写真は、
3.5×3.6(cm)の大きさである。

５年　けがの防止
安全施設などの環境整備の例
自転車専用通行帯など交通標識を３×１．５～３．
５（ｃｍ）の写真で８つ示している。

５年　けがの防止
安全な環境づくり
スクールゾーンなど３つの写真３×４．５（ｃｍ）の
大きさで示している。

５年　けがの防止
交通安全施設
道路標識のイラストを６つ、エスコートゾーン等の
道路標示を８つの写真３×３～５（ｃｍ）の大きさで
示している。

５年　けがの防止
交通事故を防ぐ安全な環境づくり
交通標識など９つの写真を２×２～３（ｃｍ）の大き
さで示している。

５年　けがの防止
交通事故を防ぐための工夫や努力
交通標識など８つの写真を３～５×３～６．５（ｃ
ｍ）の大きさで示している。

・発展的な内容として、がんの原因と検診・治療
等について押さえている。
・単元末に、学習したり理解したりしたことを生活
の中で意識できるような書き込み欄の設定があ
る。
・学習後、家庭や地域で確かめたり調べたりする
勝どの手がかりを紹介。

G　使用上の便宜
自学自習への配慮

「コンピュータを使って調べること」「つなげよう」
（ほかの学年とのつながり）「つなげよう」（ほかの
教科とのつながり）「じゅ業の後で調べること」「ま
めちしき」「はってん」などのマークを手掛かりに自
学自習ができるよう配慮がなされている。

「ミニちしき」「しりょう」「はってん」などのマークを
手掛かりに自学自習が進められるように配慮され
ている。

「発展」「学習したことを生かして」（矢印）「つぶや
きくん」などのマークを手掛かりに、自学自習がで
きるよう配慮がなされている。

「はってん」「ほかの教科とのかかわり」（クリップ）
「ほかの学年のほけん学習とのかかわり」（階段）
「知っておくとためになる内容」（ライト）「関連する
ホームページの紹介」（パソコン）「一度学習した
内容」などのマークを手掛かりに、自学自習がで
きるよう配慮がなされている。

「おうちで」「ちいきで」「くわしい説明や関連する情
報」（鉛筆立て）「参考となるウェブサイトのしょうか
いや情報の活用」（パソコン）「発展」などのマーク
を手掛かりに、自学自習ができるよう配慮がなさ
れている。

H　世田谷の地域性に
対する配慮、その他

・日常の生活にいかせる
内容の工夫

・発展的な内容として、がんの予防について押さ
えている。

・単元末に、学習したり理解したりしたことを生活
の中で意識できるような書き込み欄の設定があ
る。
・学習後、家庭や地域、実生活とのかかわりが分

・生活習慣病の１つとして、がんを紹介。

・単元末に、学習したり理解したりしたことを生活
の中で意識できるような書き込み欄の設定があ
る。
・学習後、家庭や地域、実生活とのかかわりが分

・生活習慣病の１つとして、がんを紹介。

・単元末に、学習したり理解したりしたことを生活
の中で意識できるような書き込み欄の設定があ
る。

・生活習慣病の１つとして、がんを紹介。

・単元末に、学習したり理解したりしたことを生活
の中で意識できるような書き込み欄の設定があ
る。
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D　ICT活用の取り扱
い

・インターネットやＩＣＴ
機器を活用した学習活
動

・情報モラルの取扱い

町探検の持ち物としてデジタルカメラが
紹介、電子黒板を使った発表方法が紹
介、インターネットを使って調べる活動
が載っている。
電子メールを使ったインタビューの仕方
が紹介されている。
巻末にデジタルカメラやコンピュータの
使い方が紹介されている。

写真で学習活動を紹介する様子が紹介
されている。
デジタルカメラが学校探検の際の道具と
して紹介されている。
写真を使った発表の様子の絵が載って
いる。
メールを使ったインタビューが紹介されて
いる。

町探検でデジタルカメラが持ち物として
紹介されている。
巻末の「学び方ずかん」に「道ぐをつか
う」としてデジタルカメラ、携帯端末、ビ
デオ、ボイスレコーダーが記録するため
の道具として紹介されている。
インターネットで調べる活動が紹介され
ている。

上巻「あきとともだちになろう」で、秋の自然
を使った遊びの工夫の具体例が示されて
いる。
下巻「おもちゃ図かん」で６種のおもちゃの
作り方、遊び方の具体例が示されている。

別冊の「せいかつたんけんブック」で、それ
ぞれの季節の自然の遊びについて具体例
が示されている。
下巻「つくろうあそぼうくふうしよう」で身近
な物を使い、材料の特性を活かしておも
ちゃを作り、工夫できるように示されてい
る。

「くさばなのあそびずかん」や、「あきのずか
ん」で春や秋に見られる植物や、遊び方が
示されている。
「おもちゃをつくってみよう」で、身近な物を
使ったおもちゃの作り方が示されている。

上巻「あきといっしょに」で自然の物を使ったあ
そびについて取り上げている。
下巻「あそんでためしてくふうして」で身近なも
のを使ってくり返し作り、遊ぶ活動が取り上げ
られている。

キャラクターやマークで安全に配慮する
ように促している。
「いかのおすし」「おはしも」など防犯、
防災に対する記述がある。

「がくしゅうどうぐばこ」の中に、安全に関
するページがある。キャラクターや吹き出
しを用いて、注意を促している。「いかの
おすし」の記述が見られる。

「安全のページ」として、イラスト付きで
注意を促している。
「いかのおすし」など防犯に対する記述
が見られる。

イラストや写真で注意を促している。
「いかのおすし」など防犯に対する記述
が見られる。

キャラクターやマークを用いて注意を促
している。
道路の歩き方や「いかのおすし」を取り
上げ安全について示されている。

植物の観察にデジタルカメラの絵載って
いる。
夏休みの思い出を発表する際、デジタル
カメラで写真を見せる方法が載ってい
る。
実物投影機でテレビに映す発表方法が
載っている。

調べる手段としてパソコンが紹介されてい
る。
実物投影機でテレビに拡大する発表方法
が絵で紹介されている。

Ｃ　言語活動・伝統や
文化に関する教育の
取扱い、教科「日本
語」との関連
・活動や体験したこを
言葉や絵、動作、劇化
などで表す表現活動
・言葉に対する関心を
高め、伝え合う学習活
動の工夫

写真を見せる、劇にする、実演を交え
るなどの発表方法が紹介されている。
気付きを促す言葉が書かれている。
巻末にあいさつや気持ちの伝え方が紹
介されている。
自己紹介やインタビューの仕方が紹介
されている。
地域の方に伝える活動や町へ伝えに
行く活動が設定されている。

巻末に、様々な種類の絵本の作り方や、
紙芝居、劇、ペープサートなど発表の仕
方が紹介されている。巻末に手紙の出し
方、野菜のはんこの作り方や、絵手紙の
作り方が紹介されている。
気付きを促すような言葉が書かれてい
る。
あいさつやお礼の仕方が紹介されてい
る。

新聞にまとめ、発表する活動が紹介さ
れている。気付きを促す言葉が書かれ
ている。
巻末に「話す」「聞く」かく」「そうだんす
る」「はっぴょうする」のそれぞれの方法
について紹介されている。

伝え合う機会を促すページが単元の最
後にいくつか設定されている、気付きを
促す言葉が書かれている。
巻末の「ぐんぐんポケット」に「まほうの
ことば」として日常の挨拶が、「ひろがる
ことば」として伝え方が載っている。
巻末の「ぐんぐんポケット」に「話し合お
う」として話し合いの仕方が紹介されて
いる。「つたえよう」として手紙の書き方
や電話のかけ方が紹介されている。

伝え合う機会が単元の最後に多く設定
されている。
気付きを促す言葉が書かれている。
巻末の「わくわくずかん」「いきいきずか
ん」にあいさつのしかた、話し方・聞き
方、グループでの発表のしかた、インタ
ビューの話型などが紹介されている。

発表会の様子を絵で紹介している。ポス
ターや実物投影機を使っての発表の方
法や、実際のものを用意したり、やって
みせたり、体験したりする方法が紹介さ
れている。
巻末の「なんでもずかん」に自己紹介の
仕方や、考えの伝え方など話型が載っ
ている。
気付きを促す言葉が書かれている。
話し合いを促す単元が設定されている。

発表の様子、伝え合う様子が写真で紹介
されている。
やってみせる、ものを見せるなど伝え方が
紹介されている。
気付きを促す言葉が書かれている。
下巻「ひろがれ わたし」で保育園の先生
やおじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、
お母さん等に話を聞く活動が紹介されてい
る。大きくなったわたしのことをみんなに伝
える活動が紹介されている。

巻末の「ぐんぐんポケット」の「記ろくしよ
う」にデジタルカメラ、ビデオカメラで記
録できることが紹介されている。

生活

項目/出版社名 東京書籍 大日本図書 学校図書 教育出版 啓林館 日本文教出版 光村図書
学習指導要領・世田谷区教育要領の目
標や内容を踏まえた編集がなされてい
る。

学習指導要領・世田谷区教育要領の目標
や内容を踏まえた編集がなされている。

Ａ　内容
・学習指導要領・世田
谷区教育要領を踏まえ
た目標や内容

・自然の不思議さやお
もしろさ、遊びの工夫

・安全への配慮

それぞれの季節のあそびの中で、自然の
物を使った遊びを取り上げている。
「あそびずかん」の中に、遊びの工夫の具
体例が示されている。

上巻「いきものとなかよし」の単元など自然
の不思議さやおもしろさを実感する内容が記
されている。
「がくしゅうどうぐばこ」の中に、遊びの工夫
の具体例が示されている。「はっけんくふう
おもちゃ作り」で、身近な材料を使って工夫し
ながらおもちゃを作る活動が示されている。

「町のきせつ図かん」で四季の変化を示し、
「ものしりノート」で遊びの工夫の具体例が
示されている。
「つくってあそぼう」で、身近な材料を使って
動くおもちゃを作る活動が示されている。

キャラクターを用いて、注意を促してい
る。道路の安全な歩き方や様々な表示
や標識について取り上げている。「いか
のおすし」の記述が見られる。

＜社会科＞
町探検の方法が紹介され、施設や仕事
に目が向けられるようになっている。
＜理科＞
磁石や風を利用したおもちゃが紹介され
ている。おもちゃの作り方が紹介されて
いる。

マークを使って注意を促している。
防犯パトロールやこども110番、信号、横断
歩道、踏切などを絵や写真で示している。

＜社会科＞
町探検で施設や町の人の仕事、バリアフ
リーに目が向けられるよう、写真が紹介さ
れている。
＜理科＞
耳を澄ましたり、触ったり、においをかいだ
りする観察の活動が載っている。

＜社会科＞
町探検を通して、図書館（公共施設）や
町の人の仕事、バリアフリーなどに気
付けるよう紹介している。
＜理科＞
磁石や風を利用したおもちゃの作り方
が載っている。

＜社会科＞
町探検の方法と、図書館や公民館など
の公共施設が紹介されている。
＜理科＞
磁石や空気を使ったおもちゃの作り方
や遊び方を紹介している。

学習指導要領・世田谷区教育要領の目
標や内容を踏まえた編集がなされてい
る。

学習指導要領・世田谷区教育要領の目
標や内容を踏まえた編集がなされてい
る。

学習指導要領・世田谷区教育要領の目
標や内容を踏まえた編集がなされてい
る。

学習指導要領・世田谷区教育要領の目
標や内容を踏まえた編集がなされてい
る。

学習指導要領・世田谷区教育要領の目
標や内容を踏まえた編集がなされてい
る。

Ｂ　世田谷９年教育と
の関連

・社会科・理科への接
続を図るための内容

巻末に写真等を記録した伝え方が紹介
されている。

どの地域でも使えるように配慮してあ
る。

＜社会科＞
図書館や児童館など、公施設が紹介さ
れている。
町探検で地域の店や働く人を調べる様
子が紹介されている。
＜理科＞
風や影を使った遊びが紹介されてい
る。

＜社会科＞
通学路で季節を見つける学習が設定さ
れており、お店や公園など町の様子を調
べる様子が紹介されている。
＜理科＞
風や影を使った遊びが紹介されている。

写真やメール等の情報についての記述
はない。

タイトル、見出し、吹き出しなどで、学び
を引き出す工夫をしている。巻末に「がく
しゅうどうぐばこ」として資料や調べ方な
どをまとめている。

F　表記・表現
・写真や挿絵などの資
料の工夫

子どもたちの実際に活動している写真が
大きく掲載されている。イラストの色調も
落ち着いている。

＜社会科＞
町探検で公共の施設や仕事、バリアフ
リーなどが紹介されている。
＜理科＞
風と遊ぶおもちゃの作り方が紹介され
ている。

タイトル、見出し、吹き出しなどで、学び
を引き出す工夫をしている。巻末に「べ
んりてちょう」や「ポケットずかん」という
形で単元のまとめがある。

イラストによる説明が多く、吹き出しを
多く使って説明をしている。イラストの
色調も落ち着いている。キャラクターに
より思考を促すヒントや安全上の留意
点を表している。

メールを送る際の注意が紹介されてい
る。

単元の中に、疑問を投げかけ、気付き
につながる言葉かけがある。

どの地域でも使えるように配慮してあ
る。

G　使用上の便宜
・自学自習への配慮

E構成・分量
・学び方を学ぶ上での
具体的な説明の構成

H　世田谷の地域性に
対する配慮、その他

吹き出しに示唆をするような言葉を多く
入れている。上下巻末に「生きものずか
ん」のページを設定し、調べ方や資料を
まとめている。。「導入、企画、実行、振
り返り」等など学び方がわかるステップ
になっている。

写真やメール等の情報についての記述
はない。

巻末の「ぐんぐんポケット」の「記ろくしよ
う」に被写体への撮影の許可、撮影の
際の周囲への配慮についての記述が
ある。

上下巻末に「ぐんぐんポケット」として身
につけさせたい習慣や技能を何度も繰
り返して活用できるようまとめてある。
また、各ページの上部にそのポケットの
数字を示している。

電子メール送信について「大人といっ
しょにする」など注意喚起している。

タイトル、見出し、吹き出しなどで、学び
を引き出す工夫をしている。活動の安
全的な注意点、詳しいカードの例示が
されている。巻末に具体的な手立てや
活動を深める内容が示されている。「わ
くわく」「いきいき」「つたえあおう」「ちゃ
れんじ」の４段階で活動を広げていく構
成となっている。

活動の様子を写真や挿絵、ふき出しで
ページ全体で大きく示している。ページ
を折ることで植物の成長を比較できる
ようになっている。

自立、協同、問題解決のスキルを繰り返
し活用して身につけることができる構成
になっている。

写真やメール等の情報についての記述は
ない。

活動や気付きのヒントや、詳しいカードの
例示がたくさんある。ホップ・ステップ・ジャ
ンプと活動を広げていく構成になってい
る。

活動の様子を写真や挿絵、ふき出しで示し
ている。

単元のはじめのページに活動の様子が
大きく絵で表現されている。たくさんの情
報を写真やイラストで伝えている。

家庭との連携について「めくり」で記載し
ている。他教科との関連、手だての例示
等も書かれている。

どの地域でも使えるように配慮してあ
る。
上巻「きせつだより（ふゆ）」に世田谷区
のボロいちの写真が掲載されている。

自ら考えるための「どうすればいいのか
な」のコーナーがある。

どの地域でも使えるように配慮してある。
上巻「みんなであそぼう はる なつ あき
ふゆ」に世田谷区の呑川緑道の写真が季
節の定点観測で掲載されている。

写真やメール等の情報についての記述
はない。

単元のはじめのページに活動の様子
が大きく写った写真を載せている。たく
さんの情報を写真やイラストで伝えてい
る。

単元のはじめのページに見開きで大き
く活動を表す写真を載せている。カー
ド、グラフ、絵画や立体図形等、多様な
表現活動が例示されている。

単元の中に「せいかつことば」があり、関
わりのある言葉がピックアップされてい
る。

どの地域でも使えるように配慮してあ
る。

「ものしりノート」や他のページにも生活
カードがたくさん例示されている。

どの地域でも使えるように配慮してあ
る。

学び方や思考方法が示してある。

どの地域でも使えるように配慮してあ
る。

別冊「せいかつたんけんブック」がつい
ており、野外活動の資料が示されてい
る。

日常的な写真が多くあり、身近な生活に
活かすことができるようになっている。
夏休みの過ごし方にも触れられている。

単元名が、呼びかけや気持ちを表す言
葉になっていて、日常生活に活かすこ
とができる内容になっている。

学習したことを家庭や地域に広げるた
めの工夫をしている。

学習したことを家庭や地域に広げるた
めの工夫をしている。
土日の公共施設の利用について触れ
られている。

学習したことを家庭や地域に広げるため
の工夫をしている。

家庭への働きかけができるように、「みん
なにこにこ」という表現を使っている。

単元末に「やってみよう」の記述があ
り、家庭でも取り組めることがある。巻
末の「べんりてちょう」にも取り組めるこ
とがある。



1 

平成２６年度教科書見本の時点から変更のあった箇所についてまとめた資料（小学校用教科書） 

 

（１）変更箇所の対象等 

原則として、単純な誤記、誤植、脱字もしくは誤った事実の記載を除き、学習指導要領に直結する内容や学習上の支障とな  

る内容を具体的に対照表の形式で示している。 

 

（世田谷区の採択教科書の発行者分） 

№ 教科名 発行者名・書名 訂正箇所 訂正箇所数 ページ 

１ 国語 三省堂「しょうがくせいのこくご」 1年 

4年 

5年 

6年 

1 

1 

2 

1 

 

3 

２ 書写 教育出版 無し － － 

３ 社会 教育出版「小学社会」 3･4年 

5年 

6年 

1 

4 

5 

8 

４ 地図 東京書籍「新編 新しい地図帳」  2 10 

５ 算数 学校図書「みんなと学ぶ 小学校算数」 2年 

3年 

4年 

5年 

6年 

2 

2 

1 

6 

4 

11 

６ 理科 学校図書「みんなと学ぶ 小学校 理科」 4年 

6年 

3 

1 

21 

別紙２ 



2 

№ 教科名 発行者名・書名 訂正箇所 訂正箇所数 ページ 

７ 生活 教育出版「せいかつ上 みんな なかよし・せいかつ下 

なかよし ひろがれ」 

 2 25 

８ 音楽 教育芸術社「小学生の音楽」 2年 

3年 

6年 

1 

1 

3 

26 

９ 図画工作 開隆堂出版「図画工作」 5･6年 1 30 

10 家庭 開隆堂出版「わたしたちの家庭科」 5･6年 6 31 

11 体育（保健） 学研教育みらい「新・みんなのほけん」 3･4年 

5･6年 

2 

5 

33 

 

 

（２）訂正箇所・内容の詳細 

次葉のとおり。 



三省堂「しょうがくせいのこくご 一年上」【15 三省堂 国語 135】 

 

【見本本から 30年度供給本の訂正箇所一覧】 

 

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。 

  

訂正箇所 
見  本  本 30 年 度 供 給 本 

頁 行 

 

5 

 

中央 

 

 

草花で作った輪を持っている児童の机についている手 

 

削除 

3



三省堂「小学生の国語 四年」【15 三省堂 国語 435】 

 

【見本本から 30年度供給本の訂正箇所一覧】 

 

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。 

  

訂正箇所 
見  本  本 30 年 度 供 給 本 

頁 行 

 

95 

 

右下 4 

 

 

うまく言えないこの気持ち。ゆっくり読みたい詩集です。 

 

うまく言えないこの気持ち。きっと共感できるはず。 

4



三省堂「小学生の国語 五年」【15 三省堂 国語 535】 

 

【見本本から 30年度供給本の訂正箇所一覧】 

 

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。 

  

訂正箇所 
見  本  本 30 年 度 供 給 本 

頁 行 

 

48 

 

 

下段 

 

 

ウェブサイト「山口キッズウェブ」 

 

 

ウェブサイト「ステップしずおかキッズ」 

 

 

165 

 

下段 

 

③お湯を注ぎ，2分ほどむらします。 

 

 

③お湯を注ぎ，30秒～2分ほどむらします。 

 

5



三省堂「小学生の国語 六年」【15 三省堂 国語 635】 

 

【見本本から 30年度供給本の訂正箇所一覧】 

 

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。 

  

訂正箇所 
見  本  本 30 年 度 供 給 本 

頁 行 

 

168 

 

下段表 

 

 

5 弁護士・裁判官・検察官 5.3％ 

 

5 法律家（弁護士・裁判官・検察官） 5.3％ 

6



三省堂「しょうがくせいのこくご 一年下」【15 三省堂 国語 136】 

三省堂「小学生のこくご 二年」【15 三省堂 国語 235】 

三省堂「小学生のこくご 二年 学びを広げる」【15 三省堂 国語 236】 

三省堂「小学生の国語 三年」【15 三省堂 国語 335】 

三省堂「小学生の国語 三年 学びを広げる」【15 三省堂 国語 336】 

三省堂「小学生の国語 四年 学びを広げる」【15 三省堂 国語 436】 

三省堂「小学生の国語 五年 学びを広げる」【15 三省堂 国語 536】 

三省堂「小学生の国語 六年 学びを広げる」【15 三省堂 国語 636】 

 

【見本本から 30年度供給本の訂正箇所一覧】 

 

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。 

 

 

訂正箇所 
見  本  本 30 年 度 供 給 本 

頁 行 

 

 

 

 

 

（該当なし） 

 

（該当なし） 
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頁 行

上 45 下 学習をふり返
かえ

ろう

下 81 右囲み

また，この事故をきっかけに，国内の原子力発電所のすべてが検査
けんさ

のため運転を

休止しました。そして，今も，そのほとんどが運転を休止しています。

また，この事故をきっかけに，国内の原子力発電所のすべてが検査
けんさ

のため運転を

休止しました。その後，一部の原子力発電所では運転が再開されています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2017年2月現在
げんざい

）

頁 行

 上 2 地図

上 144 地図

上 95 下注
※平成

へいせい

28年（2016年）熊本地震
じしん

によって阿蘇地方も大きな被害
ひがい

を受けましたが，

　 あか牛の生産を絶
た

やさないよう，関係者の努力が続けられています。

下 52
右上写真
キャプ
ション

北九州市立小
こ

森
もり

江
え

西
にし

小学校では，自然に近い状態
じょうたい

の水辺（ビオトープ）を校庭に

つくり，地域の人々とともに育てたほたるの幼虫
ようちゅう

を放流しています。市では，地

元の自然を見直し，

北九州市立高槻
たかつき

小学校では，人工の川や飼育
しいく

小屋を校内につくり，ほたるの幼虫
ようちゅう

を地域の人々とともに育てて，近くの川に放流しています。市内の各地で，地元

の自然を見直し，

下 57 表 1922年ごろから，神
じん

通
づう

川の下流で発生。 1910年代から，神
じん

通
づう

川の下流で発生していたと推定
すいてい

される。

※「北九州工業地帯」は，「北九州工業地域」ということもあります。

教育出版「小学社会 ５上・５下」【17　教出　社会533・534】

【見本本から30年度供給本の訂正箇所一覧】

訂正箇所
見　本　本 30　年　度　供　給　本

教育出版「小学社会 ３･４上・３･４下」【17　教出　社会333・334】

【見本本から30年度供給本の訂正箇所一覧】

訂正箇所
見　本　本 30　年　度　供　給　本
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頁 行

上 104 年表 ・富国強兵　（　　　　）を整備して強い国に ・徴兵令
ちょうへいれい

　（　　　　）を整備して強い国に

上 110 11～12
日本は，樺太

からふと

(サハリン)の南半分と，南
みなみ

 満州
まんしゅう

の鉄道や鉱山の権利
けんり

を得ました。 日本は樺太
からふと

(サハリン)の南半分を領土にし，リヤオトン(遼東
りょうとう

)半島の一部や南
みなみ

満州
まんしゅう

の鉄道，鉱山の権利
けんり

を得ました。

上 145 グラフ 選挙権の拡大 選挙権の拡大（人口に対する割合
わりあい

）

下 13 4，表

下 30 2

下 13 側注

解説 選挙権

　選挙権が認められる年齢
ねんれい

は，2016年7月3日に投票が行われた選挙より，それま

での20才から，18才に引き下げられました。

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。

20才以上 18才以上

教育出版「小学社会 ６上・６下」【17　教出　社会633・634】

【見本本から30年度供給本の訂正箇所一覧】

訂正箇所
見　本　本 30　年　度　供　給　本

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

9



 

 

東京書籍「新編 新しい地図帳」【2 東書 地図 431】 

 

【見本本から 30 年度供給本の訂正箇所一覧】 

訂正箇所 
見   本   本 30 年 度 供 給 本 

頁 行 

71-72 
日本の 

世界遺産 
（平成 25年までの情報を記載） 

○新規登録の世界遺産を追加 

・富岡製糸場と絹産業遺産群（平成 26年 6月） 

・明治日本の産業革命遺産－製鉄・製鋼，造船，石炭産業（平成 27年 7月） 

・ル・コルビュジエの建築作品－近代建築運動への顕著な貢献 国立西洋美

術館（東京都台東区）を含む 7か国 17資産。（平成 28年 7月） 

・「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群（平成 29年 7月） 

89-91 
日本の 

自然災害 
（平成 25年までの情報を記載） 

○自然災害の追加 

・平成 26年 8月豪雨（広島市安佐地区ほか） 

・2012年 12月～13年 3月の大雪 

・口永良部島新岳噴火（平成 27年年 5月） 

・平成 27年 9月関東・東北豪雨（茨城県常総市及び宮城県大崎市ほか） 

・平成 28年熊本地震（平成 28年 4月） 

・鳥取県中部地震（平成 28年 10月） 

・平成 29年 7月九州北部豪雨（福岡県朝倉市ほか） 

 

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。 

＊更新を行うことが適切な事実の記載（道路や鉄道の新規開通など）、若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、

適宜更新を行っている。 
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学校図書「みんなと学ぶ 小学校算数 ２年上」 【11 学図 算数 234】

【見本本から 30年度供給本の訂正箇所一覧】

訂正箇所
見本本 30年度供給本

頁 行

79 下段
吹出

＊誤記，誤植，脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ，地図等の図版，本文中の数値等）については，適宜更新を行っている。
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学校図書「みんなと学ぶ 小学校算数 ２年下」 【11 学図 算数 235】

【見本本から 30年度供給本の訂正箇所一覧】

訂正箇所
見本本 30年度供給本

頁 行

95 20

＊誤記，誤植，脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ，地図等の図版，本文中の数値等）については，適宜更新を行っている。
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学校図書「みんなと学ぶ 小学校算数 ３年上」 【11 学図 算数 334】

【見本本から 30年度供給本の訂正箇所一覧】

訂正箇所
見本本 30年度供給本

頁 行

80 中段
～

下段
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訂正箇所
見本本 30年度供給本

頁 行

113 上段右

＊誤記，誤植，脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ，地図等の図版，本文中の数値等）については，適宜更新を行っている。
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学校図書「みんなと学ぶ 小学校算数 ４年下」 【11 学図 算数 435】

【見本本から 30年度供給本の訂正箇所一覧】

訂正箇所
見本本 30年度供給本

頁 行

49 4 ① 校庭の面積。 ① 教室の面積。

＊誤記，誤植，脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ，地図等の図版，本文中の数値等）については，適宜更新を行っている。
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学校図書「みんなと学ぶ 小学校算数 ５年」 【11 学図 算数 534】

【見本本から 30年度供給本の訂正箇所一覧】

訂正箇所
見本本 30年度供給本

頁 行

28 2 ～ 3

162 3 A のような立体の体積を求めます。 A のような形の体積を求めます。
エー エー

8 それぞれの式は，この立体の それぞれの式は，この形の

13 ② この立体の体積を ② この形の体積を

15 B のような立体の体積を求めたいと思います。 B のような形の体積を求めたいと思います。
ビー ビー

228 中段右

16



訂正箇所
見本本 30年度供給本

頁 行

270 6

276 右
5～ 7

279 左
5～ 6

＊誤記，誤植，脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ，地図等の図版，本文中の数値等）については，適宜更新を行っている。
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学校図書「みんなと学ぶ 小学校算数 ６年」 【11 学図 算数 634】

【見本本から 30年度供給本の訂正箇所一覧】

訂正箇所
見本本 30年度供給本

頁 行

43 問題４

58
15
16

18
19

18



訂正箇所
見本本 30年度供給本

頁 行

108 右上図

212 20

＊誤記，誤植，脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ，地図等の図版，本文中の数値等）については，適宜更新を行っている。
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学校図書「みんなとまなぶ しょうがっこうさんすう １ねん」 【11 学図 算数 134】
学校図書「みんなと学ぶ 小学校算数 ３年下」 【11 学図 算数 335】
学校図書「みんなと学ぶ 小学校算数 ４年上」 【11 学図 算数 434】
学校図書「みんなと学ぶ 小学校算数 ６年 中学校へのかけ橋」 【11 学図 算数 635】

【見本本から 30年度供給本の訂正箇所一覧】

訂正箇所
見本本 30年度供給本

頁 行

（該当なし） （該当なし）

＊誤記，誤植，脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ，地図等の図版，本文中の数値等）については，適宜更新を行っている。
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※誤記，誤植，脱字もしくは誤った事実の記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。
※学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。
※更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ，地図等の図版，本文中の数値等）については，適宣更新を行っている。

学校図書　「みんなと学ぶ　小学校　理科　4年」　【11　学図　理科 433】

【見本本から 30年度供給本の訂正箇所一覧】

訂正箇所
見　　本　　本 30　年　度　供　給　本

頁 行

17 下右図

158 8

　ほねには，きん肉がついています。
　きん肉がちぢんだり，元にもどったり

することにより，うでは関節の部分で曲

がります。

　ほねには，きん肉がついています。
　きん肉がちぢんだり，ゆるんだりする

ことにより，うでは関節の部分で曲がり

ます。

午前１時 午後１時
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※誤記，誤植，脱字もしくは誤った事実の記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。
※学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。
※更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ，地図等の図版，本文中の数値等）については，適宣更新を行っている。

訂正箇所
見　　本　　本 30　年　度　供　給　本

頁 行

169 左

見
つ
け
る

記
録

調
べ
る

観
察

実
験
器
具
の
使
い
方

伝
え
る

聞
く

考
え
よ
う
調
べ
よ
う

実験の後

●���残
のこ

った薬品は，決められた
ところへ集めます。

●���使った後のよう器など，きれいに
あらい , 元の場所にしまいます。

●���水道のじゃ口やガスの元せんが，
しまっているかかくにんします。

●����ゴミは分
ぶん

別
べつ

して，すてます。
　○�もやせるごみ，もやせないごみ，

ガラス，かん電池などに分けます。

●！

まず先生をよびます。

すぐに冷
つめ

たい水で
よく冷

ひ

やします。

火をあつかうとき

●  じゅんび
□  つくえの上にぬれたぞうきんや , マッチを使う
　  ときには，もえさし入れなどを用意します。

□ 火のそばには，もえやすいものを置
お

きません。
□ 火をつけたまま , ものを動かしません。
□  火を使う実験で使った器

き

具
ぐ

は熱
あつ

くなっている
　  ので , すぐにはさわりません。

□  火がきちんと消えているかかくにんをして ,
　  決められた場所にしまいます。

やけどをしたとき
試
し

験
けん

管
かん

の底
そこ

をわら
ないように，ブラ
シを試験管の長さ
に合わせて持ち，
強くおさないよう
にします。

 169

見
つ
け
る

記
録

調
べ
る

観
察

実
験
器
具
の
使
い
方

伝
え
る

聞
く

考
え
よ
う
調
べ
よ
う

実験の後

●���残
のこ

った薬品は，決められた
ところへ集めます。

●���使った後のよう器など，きれいに
あらい , 元の場所にしまいます。

●���水道のじゃ口やガスの元せんが，
しまっているかかくにんします。

●����ゴミは分
ぶん

別
べつ

して，すてます。
　○�もやせるごみ，もやせないごみ，

ガラス，かん電池などに分けます。

試
し

験
けん

管
かん

の底
そこ

をわら
ないように，ブラ
シを試験管の長さ
に合わせて持ち，
強くおさないよう
にします。

●！

まず先生をよびます。

すぐに冷
つめ

たい水で
よく冷

ひ

やします。

火をあつかうとき

●  じゅんび
□  つくえの上にぬれたぞうきんや ,マッチを使う
　�ときには，もえさし入れなどを用意します。

□  火のそばには，もえやすいものを置
お

きません。
□  火をつけたまま ,�ものを動かしません。
□  火を使う実験で使った器

き

具
ぐ

は熱
あつ

くなっている
　��ので ,すぐにはさわりません。
□  火がきちんと消えているかかくにんをして ,
　��決められた場所にしまいます。

やけどをしたとき

●  実験用ガスコンロの使い方

□  カチッと音がするまで，調
ちょう

節
せつ

つまみを左に回す。
　   �火がつかなかったら，「消」にもどしてやり直す。
□  �調節つまみを回して，ほのおの大きさを調節する。
□  ��調節つまみを「消」まで右に回して火を消す。

調節つまみ

 169
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※誤記，誤植，脱字もしくは誤った事実の記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。
※学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。
※更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ，地図等の図版，本文中の数値等）については，適宣更新を行っている。

学校図書　「みんなと学ぶ　小学校　理科　6年」　【11　学図　理科 633】

【見本本から 30年度供給本の訂正箇所一覧】

訂正箇所
見　　本　　本 30　年　度　供　給　本

頁 行

131 11-18 資料 試料

23



※誤記，誤植，脱字もしくは誤った事実の記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。
※学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは，必要な訂正を行っている。
※更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ，地図等の図版，本文中の数値等）については，適宣更新を行っている。

学校図書　「みんなと学ぶ　小学校　理科　3年」　【11　学図　理科 333】

【見本本から 30年度供給本の訂正箇所一覧】

訂正箇所
見　　本　　本 30　年　度　供　給　本

頁 行

（該当なし） （該当なし）

学校図書　「みんなと学ぶ　小学校　理科　5年」　【11　学図　理科 533】
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頁 行

下 75 右 はってん　　じ石に　くっつく　ものは　何
なに

で　できて　いるのかな。

下 83 右下 〔凧
たこ

あげまつり（兵庫
ひょうご

県
けん

姫
ひめ

路
じ

市
し

）の写真〕 〔鬼
おに

追
お

い（兵庫
ひょうご

県
けん

姫
ひめ

路
じ

市
し

）の写真に差し替え〕

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

教育出版「せいかつ上　みんな なかよし ・ せいかつ下　なかよし ひろがれ」【17　教出　生活137・138】

【見本本から30年度供給本の訂正箇所一覧】

訂正箇所
見　本　本 30　年　度　供　給　本
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教育芸術社「しょうがくせいの	 おんがく１」【27　教芸　音楽132】

教育芸術社「小学生の音楽４」【27　教芸　音楽432】

教育芸術社「小学生の音楽５」【27　教芸　音楽532】

【見本本から30年度供給本の訂正箇所一覧】

頁 　行

（該当なし） （該当なし）

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。

訂正箇所
見本本 30年度供給本
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教育芸術社「小学生の音楽２」【27　教芸　音楽232】

【見本本から30年度供給本の訂正箇所一覧】

頁 　行

表紙１ 中段 カスタネットの色（上が赤、下が青） カスタネットの色（上が青、下が赤）

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。

訂正箇所
見本本 30年度供給本
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教育芸術社「小学生の音楽３」【27　教芸　音楽332】

【見本本から30年度供給本の訂正箇所一覧】

頁 行

69 中段 佐原の大祭
たいさい

夏祭り（佐原太鼓） 佐原の大祭（佐原太鼓）
たいさい　　　　　　

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。

訂正箇所
見本本 30年度供給本
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教育芸術社「小学生の音楽６」【27　教芸　音楽632】

【見本本から30年度供給本の訂正箇所一覧】

頁 　行

43 下から６行目 （インドネシア〈バリ島〉） （インドネシア）

43 最終行 写真はバリ島のガムラン

74 下段 しかし、本人の固い意思と周囲の人々の協力もあって、 しかし、本人の強い意思と周囲の人々の協力もあって、

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。

訂正箇所
見本本 30年度供給本
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頁 行

（該当なし）

頁 行

2 下段 　墨
すみ

田
だ

区
く

蔵
ぞう

（東京都）

30　年　度　供　給　本

（該当なし）

　すみだ北斎美術館蔵
ぞう

（東京都）

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。

訂正箇所

【見本本から３０年度供給本の訂正箇所一覧】

見　本　本

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。

開隆堂出版 「図画工作 ５・６下 ゆめを広げて」　【９ 開隆堂 図工５３２】

開隆堂出版 「ずがこうさく １・２上 わくわくするね」　【９ 開隆堂 図工１３１】
開隆堂出版 「ずがこうさく １・２下 みんなおいでよ」　【９ 開隆堂 図工１３２】
開隆堂出版 「図画工作 ３・４上 できたらいいな」　【９ 開隆堂 図工３３１】
開隆堂出版 「図画工作 ３・４下 思いをこめて」　【９ 開隆堂 図工３３２】
開隆堂出版 「図画工作 ５・６上 心をつないで」　【９ 開隆堂 図工５３１】

【見本本から３０年度供給本の訂正箇所一覧】

訂正箇所
見　本　本 30　年　度　供　給　本
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頁 行

54
左下
図

83
右下
表

2 　よごれがあるかを調べ，取りあつかい絵表示
ひょうじ

を見て，手

　順よく洗たくをしましょう。

中央

⑤干す

　●取りあつかい絵表示を
　　見て，干し方をくふう
　　する。

　●取りあつかい表示を
　　見て,干し方をくふう
　　する。

　よごれがあるかを調べ，取りあつかい表示
ひょうじ

を見て，

　手順よく洗たくをしましょう。

開隆堂出版「わたしたちの家庭科 ５・６」　【９　開隆堂　家庭５３２】

訂正箇所

【見本本から３０年度供給本の訂正箇所一覧】

85

見　本　本 30　年　度　供　給　本
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頁 行

訂正箇所

【見本本から３０年度供給本の訂正箇所一覧】

見　本　本 30　年　度　供　給　本

111 下

113
右から２列
下から４行 　取りあつかい絵表示

えひょうじ

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。

　取りあつかい表示
ひょうじ
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学研教育みらい「新・みんなのほけん３・４年」【224　学研　保健　335】
【見本本から平成30年度供給本の訂正箇所一覧】

頁 行

27

体の変化，
一人一人ち
がうね
小６のりお

声変りが起こったのは，４年生の冬休み。
　…（中略）…
でも，５年生になると，

声変りが起こったのは，５年生の冬休み。
　…（中略）…
でも，６年生になると，

27

体の変化，
一人一人ち
がうね
初経が起
こった時期

小３のとき 小４のとき

訂正箇所
見　本　本 30　年　度　供　給　本

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。
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学研教育みらい「新・みんなの保健５・６年」【224　学研　保健　535】
【見本本から平成30年度供給本の訂正箇所一覧】

頁 行

13 下囲み
困ったときの相談窓口
●24時間いじめ相談ダイヤル

困ったときの相談窓口
●24時間子供SOSダイヤル

19
下囲み（写
真キャプ
ション）

（宮城県富谷町） （宮城県富谷市）

25 脚注
ウェブサイト『気象庁「天気の急変から身を守るため
に」』でくわしく知ることができます。

ウェブサイト『気象庁「急な大雨や雷・竜巻から身を守
るために」』でくわしく知ることができます。

37 脚注
ウェブサイト『厚生労働省「生活習慣病を知ろう！」』
で，さまざまな生活習慣病について，くわしく知ること
ができます。

ウェブサイト『スマート・ライフ・プロジェクト「生活
習慣病を知ろう！」』（スマート・ライフ・プロジェク
ト事務局）で，さまざまな生活習慣病について，くわし
く知ることができます。

51
写真キャプ
ション

地域のスポーツ活動に参加 地域のスポーツ活動の開催

訂正箇所
見　本　本 30　年　度　供　給　本

＊誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

＊学習を進める上に支障となる記載が発見されたときは、必要な訂正を行っている。

＊更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載（グラフ、地図等の図版、本文中の数値等）については、適宜更新を行っている。
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