
（別紙様式） 

第１２採択地区教科用図書調査研究専門員による調査研究の結果報告 

種目（教科等）【生活】 

  書名 

項目 
新しい生活 

２ 

東京書籍 

内容 

<知識及び技能が習得できるようにするための工夫> 

○習慣や技能が活動に即して指導できるように、教科書の定位置に掲載されている。巻

末に実物大の動植物を掲載した「ポケットずかん」や、習慣や技能、学び方が確認で

きる「かつどうべんりてちょう」がある。 

<思考力、判断力、表現力等を育成するための工夫> 

○思いや願いを実現していく学習の過程で、児童が思考・判断・表現している姿や多様

な学習活動の例が、挿絵や吹き出し、表現作品などで示されている。多様な表現活動

や交流活動も分かりやすく紹介されている。 

<学びに向かう力、人間性等を涵養するための工夫> 

○児童の生き生きとした表情の写真が載せられており、児童の関心・意欲を高める工夫

がされている。また、振り返りを重視し、学習の発展や生活に生かせるように意識さ

れた構成になっている。 

<具体的な活動や体験を通して気付きの質を高めるための工夫> 

○児童の表情がアップされた写真が載せられており、視線を追うと、対象への気付き方

についてヒントが得られるような工夫がされている。また、視線だけでなく、五感を

大切にした学習活動を促すようになっている。 

○発表の絵からは、思考ツールを利用した表現だけでなく伝える相手等も考えられるよ

うになっている。更に、ＩＣＴを活用した学習活動に発展するための方法も書かれて

おり、多様な視点で考えるための工夫がされている。 

○下巻では、学習活動で有効な思考に沿ったツールが載せられており、学習活動の質的

高まりだけでなく、児童も思考ツールを使ってみたいと興味・関心が高まる工夫もさ

れている。 

資料 

○実物大の動植物を掲載した「ポケットずかん」が付いていたり、クイズや特設コラム

があったり、児童の興味・関心を高める工夫がされている。 

○巻末にある「かつどうべんりてちょう」では、生活科の学習で利用できる技能等が示

されており、児童の活動の手助けとなるように工夫されている。 

表記・ 

表現 

○四季によって色を変えた構成がされており、それぞれの活動内容をイメージしやすい

ように工夫されている。 

○２種類のキャラクターにより、活動のヒントや注意点等が示されている。 

総括 

○学習活動に対する児童の豊かな表情の写真が掲載され、学習への興味・関心を高める

工夫がされている。 

○「どきどきわくわく１年生」でスタートカリキュラムが分かりやすく書かれており、

所沢市が推進している幼保小の連携につながるよう配慮されている。 



（別紙様式） 

第１２採択地区教科用図書調査研究専門員による調査研究の結果報告 

種目（教科等）【生活】 

  書名 

項目 
たのしいせいかつ 

４ 

大日本図書 

内容 

<知識及び技能が習得できるようにするための工夫> 

○「がくしゅうどうぐばこ」に動植物が掲載されていて、名前、季節、場所など細かく

まとめられている。「せいかつことば」で語彙力向上、言語能力の育成に向け、様々

な言葉が紹介されている。 

<思考力、判断力、表現力等を育成するための工夫> 

○イラストの吹き出しを、決まったセリフでなく話型として示すことで、児童の思考の

過程を大切にし、児童の言葉を引き出すよう工夫されている。絵や言葉だけでなく、

工作など多様な表現の方法が紹介されている。 

<学びに向かう力、人間性等を涵養するための工夫> 

○絵や写真を用いることで、児童の関心・意欲の向上を図るための工夫がされている。

「がくしゅうどうぐばこ」では、情報の収集と表現についての様々な例が載せられて

おり、学習の際の手助けとなるように工夫されている。 

<具体的な活動や体験を通して気付きの質を高めるための工夫> 

○日常生活の場面とのつながりを意識した見開きのページが随所にあり、児童の興味・

関心を高める工夫がされている。 

○伝え合う活動の絵や写真が用いられている。特に地図の作り方が詳しく書かれてお

り、町探検で活用できるように書かれている。また、ＩＣＴの活用についても様々な

場面で取り扱われている。 

○様々な表現活動の場面で、次の活動に繋がる疑問を児童の言葉として書かれていた

り、板書の具体例が載せられていたりして、更に発展的な学習活動に進んでいけるよ

うな工夫がされている。 

資料 

○上下巻末に資料「がくしゅうどうぐばこ」が設けられ、動植物の様子だけでなく、地

図の作り方などの表現方法等についても紹介されている。 

○上巻の「たんけんカメラ」や下巻の「透明シート」によって、興味・関心が高まるよ

うに工夫されている。 

表記・ 

表現 

○振り返りカードや児童のつぶやき・疑問が載せられており、実際に振り返りカードを

書く際の手助けとなるよう工夫されている。 

○見開き左上部の風船の中で、学習活動が明確になるように工夫されている。 

総括 

○季節の変化を意識した構成や、上巻「なかよし」から下巻「はってん」へと発達段階

に即した構成となっている。 

○「めあて」にあたる学習活動や「振り返り」が分かりやすく書かれていることから、

所沢市の授業のスタンダードに沿った学習活動を展開することができるよう工夫さ

れている。 



（別紙様式） 

第１２採択地区教科用図書調査研究専門員による調査研究の結果報告 

種目（教科等）【生活】 

  書名 

項目 
みんなとまなぶ しょうがっこう せいかつ 

１１ 

学校図書 

内容 

<知識及び技能が習得できるようにするための工夫> 

○「生活科学び方図かん」では遊び方の注意やマナー、登下校の防災についてまとめられ

ていて、振り返りができるようにチェック欄が付いている。また、「ものしりノート」

では、生活科で必要な学力や、活動の基本的内容が身に付くように構成されている。 

<思考力、判断力、表現力等を育成するための工夫> 

○友達や家族、地域の人と関わっている様子を写真やイラスト、吹き出しで提示し、思い

や気付きなど児童の思考を深めていくように工夫している。また、児童のカード記録例

が提示されており、どのように考えをまとめればよいか、活動を補助している。 

<学びに向かう力、人間性等を涵養するための工夫> 

○児童同士が関わり合いながら楽しそうに学習している様子や活動例を紹介し、学習意欲

を引き出す工夫がされている。また、４人のキャラクターの成長を可視化したり、カー

ド見本を掲載したりし、意欲や自信をもって学んでいけるよう工夫されている。 

<具体的な活動や体験を通して気付きの質を高めるための工夫> 

○児童の活動の様子を大きな写真で掲載したり、挿絵を見るとどうしていけば良い気付き

になるかのヒントを示したりし、体験への意欲を高め、質の高い気付きが図れるように

工夫されている。 

○児童の作品や表現の様子の写真など多様な表現が示されており、児童も教師もその単元

での思いや願いを適切に表現できるよう工夫されている。また、「生活科学び方図かん」

では表現方法のワンポイントアドバイスを掲載し、気付きの質を高められる工夫がされ

ている。 

○単元ごとに様々な学習活動のヒントが載っている。特に、個と個の対話の場面や、グル

ープや多くの児童との話合いの場面など、人との関わりを重視した多様な対話活動の様

子を示している。 

資料 

○上下巻末には、「生活科学び方図かん」が設けられ、生活科の学習で役立つ基本的な学

習方法が示され、安全のページ、図鑑が掲載されている。 
○単元ごとに「ものしりノート」でいろいろな遊びや飼育の仕方・観察カードの書き方等

が紹介され、二次元コードで、活動の手助けになる動画を見ることもできる。 

表記・ 

表現 

○教科書の上部に「どきどき」「いきいき」「ふむふむ」「にこにこ」のしるしがついて

おり、活動内容が把握しやすくなっている。 

○ユニバーサルデザインに配慮し、シンプルで見やすい紙面の工夫をしている。 

総括 

○生活科の目標を達成するために、内容を「探検」「遊び」「飼育」「栽培」「家族・成長」

の５つの活動領域に整理し、学習のねらいをはっきりさせている。 

○「自己決定」「他者との関わり」「自分の成長」の３つの特色をもとに構成されており、

所沢市の教育の基本理念『心身のたくましさ』につながる工夫がなされている。 



（別紙様式） 

第１２採択地区教科用図書調査研究専門員による調査研究の結果報告 

種目（教科等）【生活】 

  書名 

項目 
せいかつ 

１７ 

教育出版 

内容 

<知識及び技能が習得できるようにするための工夫> 

○「学びのポケット」では他教科で学習した力が使えるよう整理して掲載したり、「やく

そく」では危険な動植物への注意喚起や衛生面、熱中症予防の対策などの注意喚起をし

たりし、基本的な学習活動や生活の技能が身に付けられるように工夫されている。 

<思考力、判断力、表現力等を育成するための工夫> 

○「ひんと」コラムで見付ける、比べる、たとえる、試す、見通す、工夫するなどの学習

活動を繰り返し提示したり、板書例やワークシート例を掲載したりし、児童の思考を整

理することにつなげる工夫がされている。 

<学びに向かう力、人間性等を涵養するための工夫> 

○「何をかんじたかな」のページでは、書き込み欄やはしごのバロメーターが設けられ、

自己を振り返りながら学びが進められるようになっている。また、「花ちゃん」「大地く

ん」が登場し、自分と比較しながら学習できるようになっている。 

<具体的な活動や体験を通して気付きの質を高めるための工夫> 

○児童の気付きから学習をスタートし、課題を見付け、活動できるような構成になってい

る。特に、写真・挿絵に吹き出しや言葉を少なくしていることで、児童の自由な発想を

引き出せるようになっている。 

○「学びのポケット」では、発表の方法やまとめ方を掲載しており、情報の可視化を重視

している。また、ＩＣＴ関係を利用した方法は下巻から登場し、発達段階に応じて提示

されている。 

○児童が思いや考えを整理できるように、思考ツールが掲載されている。地図化だけでな

く、ＸチャートやＹチャートによる分類等、３年生以降にも利用できるツールも例で示

されている。 

資料 

○上下巻末に「学びのポケット」があり、挨拶の仕方、発表の仕方、調べ方、話合いの仕方

等や、他教科への広がりを確認することができる。 

○上巻の最初に「絵本」や「スタートカリキュラム」があり、安心して楽しく確実に小学

校生活へつなげていけるように工夫されている。 

表記・ 

表現 

○様々な人々との共生について理解を深める観点から、障害のある人が描いた作品を教科

書に掲載することにより支援する「パラリンアート」の作りとなっている。 

○カラーユニバーサルデザインや、ユニバーサルフォント等を使用している。 

総括 

○学習の基盤となる「きづく」「じぶんでできる」「かんがえる」「つたえる」「ちょう

せんする」「じしんをもつ」の６つの力を引き出す構成になっている。 

○児童の主体性を引き出し、仲間、家庭、地域とともに学びを深めることができる構成に

なっており、所沢市の教育の基本理念につながるようになっている 



（別紙様式） 

第１２採択地区教科用図書調査研究専門員による調査研究の結果報告 

種目（教科等）【生活】           令和元年７月１７日 

  書名 

項目 
せいかつ 

３８ 

光村図書出版 

内容 

<知識及び技能が習得できるようにするための工夫> 

〇「どうすれば」のコーナーで、着目させたいポイントや方法を分かりやすく示すよう

工夫されている。また、活動における配慮事項を「！」マークで確認し、安全に活動

が進められるよう配慮されている。 

<思考力、判断力、表現力等を育成するための工夫> 

〇単元の導入「ホップ」で、日常生活やこれまでの体験を学びにつなげられるような問

いかけの工夫がされている。また、全体を通して多様な活動方法、表現方法が示され

ており、児童が主体的に考え、表現する工夫がされている。 

<学びに向かう力、人間性等を涵養するための工夫> 

〇すべての単元が「ホップ」「ステップ」「ジャンプ」の３段階で構成されている。見通

しをもって意欲的に学習し、さらに吹き出しなどを使って、日常生活の中で学びを生

かす意欲を喚起するよう工夫されている。 

<具体的な活動や体験を通して気付きの質を高めるための工夫> 

〇四季の動植物のイラストは児童がいろいろな動植物を探したくなるよう工夫されて

いる。種や野菜、球根を実物大の写真で示し、児童が対象に直接働きかけ、意欲を高

められるように工夫されている。 

〇上下巻末に体験活動と表現活動が例示され、児童がいつでも参考にできるようになっ

ている。また、児童の活動の様子を写真で掲載するとともに、吹き出しで他者との会

話の中で働きかけの工夫に気付ける構成になっている。 

〇試行錯誤する活動と表現を繰り返しながら、気付きの質が高められるよう工夫されて

いる。自分自身の活動の振り返りをシールに書き、所定の場所に貼れるように工夫さ

れている。 

資料 

〇二次元コードを用い、季節の資料、交通安全、道具の使い方を動画で確認できるよう

になっている。 

〇「きせつのおくりもの」のページではダイナミックな写真や絵が使われ、資料が進ん

で探したくなるよう工夫されている。 

表記・ 

表現 

〇ユニバーサルデザインの視点から配色に配慮し、文字と写真、写真と写真との区別も

明確にできるよう工夫されている。 

〇「ホップ」「ステップ」「ジャンプ」の構成で学習のプロセスが分かりやすくなるよう

工夫されている。 

総括 

〇スタートカリキュラムの例が示され、幼児期から小学校へ、また他教科や上位学年へ

の学びのつながり、広がりを意識して構成されている。 

〇所沢市が目指す『主体的・対話的で深い学び』の授業実践につながるよう、児童の学

びへの意欲を高め、深い学びを実現する工夫がされている。 



（別紙様式） 

第１２採択地区教科用図書調査研究専門員による調査研究の結果報告 

種目（教科等）【生活】           令和元年７月１７日 

  書名 

項目 
せいかつ 

６１ 

新興出版社啓林館

内容 

<知識及び技能が習得できるようにするための工夫> 

〇「気をつけよう」「こんなときどうしよう」「できるかな できたかな？」で危険な

生き物・安全教育・ルール・マナーを、「がくしゅうずかん」では、話合いの仕方や

記録カードの書き方など学習内容が分かりやすく例示されている。 

<思考力、判断力、表現力等を育成するための工夫> 

〇「ぐんぐん」に楽しかったことや気付いたことを表現する多様な方法が例示されてい

る。また、デジタルカメラやタブレット端末などのＩＣＴを活用するなど、豊かな表

現力が育成されるよう工夫されている。 

<学びに向かう力、人間性等を涵養するための工夫> 

〇導入のページで活動に対して思いや願いを強くもち、活動を自分のこととして捉えて

いけるよう工夫されている。「わくわく」「いきいき」「ぐんぐん」と学びのプロセス

が分かりやすく構成されている。 

<具体的な活動や体験を通して気付きの質を高めるための工夫> 

〇写真と同等数の挿絵があり、それぞれ説明や働きかけ方などのアドバイスが書かれて

いる。二次元コードで動画や音声などを視聴でき、対象に直接働きかけることができ

るよう工夫されている。 

〇気付いたことについて、絵・言葉・劇化などの多様な方法で表現する活動が随所に掲

載されている。また、振り返りカード例や適切な思考ツールが掲載されており、教師

の支援の例が示されている。 

〇繰り返しの活動が強く意識されている。特に、振り返りを重視して、振り返りから自

らの成長や学びの深まりを実感したり、更に発展的な活動に広げたりできるよう工夫

されている。 

資料 

〇上下巻末の「がくしゅうずかん」に用具の使い方や学び方、交通の安全などの資料が

まとまっており、児童が使いやすい工夫がされている。 

〇上巻巻頭に「スタートブック」下巻巻末に「ステップブック」があり、幼児期から上

位学年へと、学びがスムーズにつながるよう配慮されている。 

表記・ 

表現 

〇児童が親しみやすいキャラクターの台詞でヒントが示され、児童の会話例を載せてい

ることで、無理なく学習できるよう工夫されている。 

〇「めくり言葉」を使って、次の活動につながるように意図して構成されている。 

総括 

〇構成が「わくわく」「いきいき」「ぐんぐん」の３段階に整理されており、学習の流

れを明確化し、児童にとって分かりやすい構成になっている。 

〇多様な学習活動の例や対象と繰り返し関わる姿が、所沢市の教育の基本理念『未来を

拓く知恵』の育成につながる構成になっている。 



（別紙様式） 

第１２採択地区教科用図書調査研究専門員による調査研究の結果報告 

種目（教科等）【生活】           令和元年７月１７日 

  書名 

項目 
わたしとせいかつ 

１１６ 

日本文教出版 

内容 

<知識及び技能が習得できるようにするための工夫> 

○上下巻末に「ちえとわざのたからばこ」があり、いつでもどこでも使える知識や知恵、

技が身に付けられるよう工夫されている。「ポケット図かん」では、遊び方や説明が

掲載されている。 

<思考力、判断力、表現力等を育成するための工夫> 

○板書のイラストや、児童の活動写真が載っており、児童の表現活動の充実を図ってい

る。また、イラストや写真で、普段の生活を思い返しているところや、家庭、地域の

人と関わる場面が掲載されている。 

<学びに向かう力、人間性等を涵養するための工夫> 

○上下巻末に図鑑・資料がついており、対象に自ら働きかけ学んでいけるよう工夫され

ている。実践写真で学習の見通しをもつことができ、教科書の中にいる友達と同じこ

とをやってみたいと興味、関心をもつことができるようになっている。 

<具体的な活動や体験を通して気付きの質を高めるための工夫> 

○五感を駆使して対象に働きかけるような写真を掲載したり、写真や絵に働きかけのヒ

ントとなりそうな言葉を示したりすることで、児童も教師も働きかけの視点がもちや

すくなるよう工夫されている。 

○振り返りカードの例が載せてあり、体験したことや気付いたことを、児童にとっては

どのような視点で書けばよいのか、教師にとってはどのような視点で働きかければよ

いのか、分かりやすく示している。 

○活動意欲を引き出すために、単元の導入で話合いの場面を例示している。また、思考

ツールを活用し思いや願いを可視化するなど、気付きの質を高める工夫がされてい

る。 

資料 

○上下巻末に｢ちえとわざのたからばこ」が掲載されていて、いつでもどこでも使える

知識や知恵、技などについて紹介されている。 

○単元に深く関連する内容は、｢ポケット図かん」として各単元に掲載されていて、児

童が主体的に活動していける工夫がされている。 

表記・ 

表現 

○めあてが３つの柱で分かりやすく提示されている。また、側注で学習活動の中で注意

することを児童と教師で一緒に確認できるようになっている。 

○下巻の裏表紙には実物大の点字が掲載されていて、実際に触って体験できるようにな

っている。 

総括 

○上下巻末に児童が主体的に知識及び技能を身に付けていけるための「ちえとわざのた

からばこ」が掲載されている。 

○対象に自ら働きかけたくなるような写真が掲載されているため、所沢市の身近な自然

にも興味・関心をもって学習していくことができるような工夫となっている。 


