
（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）【外国語（英語）】 

  書名 

項目 NEW HORIZON Elementary English Course 
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> 

○各学年 Unit と Check Your Steps で構成されている。各 Unit では、 初に身に付け

る Goal が示されている。Unit を８時間構成とし各２時間ずつ、出会う「導入」慣れ

る「展開」思いを形にする「まとめ」世界を広げる「オプション」とし５領域を扱っ

ている。 

○映像を通して言語材料を知る Starting Out で使用場面と出会い、ゲームや歌等で繰り

返し音に触れ、コミュニケーション活動を経てまとめの自己表現活動につなげている。

<思考力、判断力、表現力等を育成するための工夫> 

○各単元に３つの段階があり、Starting Out で音や映像で言語材料と出会い、Your 
Turn でペア活動を中心に慣れ親しみ、Enjoy Your Communication で自分の思い

を相手に伝える、という構成である。 

<学びに向かう力、人間性等を涵養するための工夫> 

○５年生のテーマは「日本に生きる私たち（地域・自分・日本）」、６年生のテーマは

「世界に生きる私たち（世界の国々・世界と日本・中学校生活）」である。日本と外

国を比較して学ぶことができるページが複数掲載されている。 

<聞くこと、読むこと、話すこと[やりとり]、話すこと[発表]、書くことなどのコミュニ

ケーションを図る基礎となる資質・能力を育成するための工夫> 

○英語の４技能をマークにし、学習活動がどの技能にあたるのかが分かりやすく示して

いる。各単元が「聞く→話す（やりとり・発表）→読む→書く」の流れになっている。

○重要構文は太文字で示され、アレンジできる箇所は薄文字になっている。言語活動は

易しい表現から段階的に示されており、コミュニケーション活動で何をすればよいか

が分かるよう工夫されている。 

○別冊 Picture Dictionary では、４線上に語彙が記され、書き写しに役立つよう配慮さ

れている。自己表現につながる英語表現が、ヒントとしてまとめられている。 

○計２００か所の二次元コードが、教科書と別冊に用意されている。 

資料 

○巻頭にはテーマを想起させる写真が提示され、巻末には、学習で使用できるカード

や文字を書き写したり自己表現したりできるワークシートが掲載されている。 

○挿絵や写真が大きく、外国の文化等についての情報が掲載されている。 

表記・ 

表現 

○新ユニバーサルデザイン書体が使用されている。 

○単元のはじめの見開きページは、ほぼ文字は無く、写真、絵、中心でテーマを想起

させる紙面である。４線の第２線と第３線の間が広くなっている。 

総括 

○Ａ４サイズである。 

○４技能に対して、自ら学習していけるよう、Starting Out 、Your Turn 、Enjoy Your

Communication という３段階の Unit 内構成である。総括に当たる Check Your Steps

では、見開きページ全体が薄色の枠で作られており、自分でページを作れるような工

夫がされている。以上の工夫から、所沢市の子供たちの主体性の育成につながるよう

なつくりとなっている。 

 



（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）【外国語（英語）】 

  書名 

項目 Junior Sunshine 
９ 

開隆堂出版 

内容 

<知識及び技能が習得できるようにするための工夫> 

○各学年 Unit と Project という総復習で構成されている。各 Unit では Let’s Listen で

音声を通して基本的な語彙や英語表現を知り、十分に音声に親しむことができるよう

工夫されている。 

○Let’s Play ではペアやグループでの活動を通して、段階的に英語表現に親しめるよう工

夫されている。学んだ語彙や表現をやりとりの中で使い、自己表現活動へ向かうよう

工夫されている。コミュニケーション活動では、英語表現が吹き出しや絵と短い説明

で示され、主体的に活動できるよう支援がされている。 

<思考力、判断力、表現力等を育成するための工夫> 

○単元のはじまりにゴールの見通しを提示している。まとめの自己表現活動にあたる

Let’s Try では、児童の生活に身近な題材が複数掲載され、身に付けたことを活用

しながら主体的に取り組めるよう工夫がされている。 

<学びに向かう力、人間性等を涵養するための工夫> 

○異文化に触れる活動として、国の有名なもの、季節などに関係するものなどが扱われ

ている。全国の「わが町しょうかい」「何でもランキング」が収録されており、５年

生 Lesson9 で自分の住む地域で題材を考えることができるように工夫されている。 

<聞くこと、読むこと、話すこと[やりとり]、話すこと[発表]、書くことなどのコミュニ

ケーションを図る基礎となる資質・能力を育成するための工夫> 

○４技能を表すマークで学習内容が示されており、くり返し様々な技能を活かしながら

言語材料に親しむ構成である。 

○「読み・書き」は教科書後半に独立している。重要構文の表記においては、やや大き

めの書体で記されている。また、自己表現で変えることができる部分は青色の線が引

かれている。 

○Let’s play では、グループでの活動場面を絵と吹き出しで示している。協働的学習への

見通しをもちやすいように、絵を中心とした紙面構成になっている。 

○二次元コードが用意されており、音声や動画で確認することができるようになってい

る。 

資料 

○巻頭には教科書全 Unit の CAN-DO マップがあり、到達目標が示されている。顔マ

ークに色を塗り、４つのうちいくつできるかという形式である。目次には、Unit
名の下に黄色の色付きで小さめに重要構文が掲載されている。 

○写真の他に絵も随所に掲載されている。 

表記・ 

表現 

○英語は、独自に開発した手書きの形に近いフォントで書かれている。 

○第３線が青色になっており、第２線と第３線の間隔が広めに取られている。 

総括 

○大きさはＡＢ判である。「文字に慣れよう」では鉛筆で書きやすく、消しゴムで消

しやすい特別な紙を使用している。 

○学習内容の見通しがもてる CAN-DO マップが、 初の見開きページに示されており、

単元内も１５分単位に対応できる構成となっている。４技能に対して自ら学習して

いける工夫があることは、所沢市が目指す３つの宝を育てることにつながる構成と

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）【外国語（英語）】 
  書名 

項目 
JUNIOR TOTAL ENGLISH 

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> 

〇毎時間、歌、チャンツ、リスニング等の基本セットが配置され、聞くことが 重視さ

れている。その後、Small Talk、読み書きの練習、Use & Check で場面を変えた活

動を行い、身に付けた表現を場面に応じて使えるような構成になっている。 

〇深い学びの実現のために、年２回、発表用シートを作って自己表現をする Project 

Time があり、コミュニケーションの質が高まる工夫をしている。 

<思考力、判断力、表現力等を育成するための工夫> 

〇繰り返し聞くことの中で、児童自らの気づきが生まれることを大切にし、Lesson ご

との基本セットを繰り返し行って目標表現の定着を図れるように工夫している。 

<学びに向かう力、人間性等を涵養するための工夫> 

○異文化に興味がもてるように、世界を広げる読み物コラム、未来・世界に目を向ける

コーナーやイギリスが舞台の読み物が各 Lesson に入っている。Lesson の 後には、

Use & Check や Check Time があり、自身の振り返りや評価ができるよう工夫され

ている。 

<聞くこと、読むこと、話すこと[やりとり]、話すこと[発表]、書くことなどのコミュ

ニケーションを図る基礎となる資質・能力を育成するための工夫> 

〇聞く→聞く・繰り返して言う→話す（やり取りや発表）→読む・書くの流れで構成さ

れている。各活動は、４技能（５領域）のマークで示されている。 

〇表現は、音声を聞く→指で追う→なぞる→書き写す→書くのステップを踏んでいる。

単語から始まり、文節や文構造の学習へと段階的な流れになっている。 

〇チャンツ等の言語活動を通して語彙や目標表現に慣れた後、自分に当てはまる事柄を

繰り返す活動を行い、実際のコミュニケーションを意識できる工夫をしている。 

〇二次元コードを使って、目標表現の音声を聞くことができるようにしている。また、

聞いた回数をチェックできるようになっている。 

資料 

〇巻頭では、Pre-lesson として既習表現やクラスルームイングリッシュを復習すること

ができるようにしている。巻末には、分類された Word List や歌詞カードがある。 

○挿絵等が大きく、各 Lesson の 初にある見開きの挿絵では、多様な Small Talk が展

開できるように工夫されている。 

表記・ 

表現 

〇ユニバーサルデザインの観点に配慮した書体が使用されている。 

○英語が日本語よりも大きく表記されている。４線の幅が、中学校の４線に近い比率

（５：６：５）になっている。 

総括 

○Ａ４サイズで、文字も書きやすく、紙面を広く使ったレイアウトで児童の興味・関心

を高めることができるようになっている。毎時間の学習の流れが１５分毎に記載さ

れ、見通しをもって活動できるようになっている。 

○各 Lesson には「目標」と「学習の進め方」があり、見通しをもって主体的に学ぶ児

童の育成につながるように工夫している。６年生では、自分の町、地域にあるものや

地域でできることについて伝え合う Lesson があり、ふるさと所沢を愛する心を育む

ことができる構成となっている。 



（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）【外国語（英語）】 

書名 

項目 ＣＲＯＷＮ  Ｊｒ． 
１５ 

三省堂 

内容 

‹知識及び技能が習得できるようにするための工夫› 

○学習の見通しをもつ HOP、コミュニケーション活動を通して、基礎的、基本的な技能

を身に付ける STEP、実際の場面で活用する JUMP の３段階となっている。各学年で、

アルファベットの文字と音を理解できるように工夫されている。 

○各 Lesson は豊富なインプット（聞く・話す）と少量のアウトプット（話す・書く）の

構造になっており、既出表現に繰り返し触れて習熟が図れるよう工夫されている。ま

た、書くこと、読むことに慣れ親しめるよう、活動がバランスよく位置付けられてい

る。 

‹思考力、判断力、表現力等を育成するための工夫› 

○JUMP の活動ではグループの活動を基本としながら、目的や場面を意識し、自分で話

す内容や構成を考え、時には調べながら表現していく活動を積み重ね、コミュニケー

ション力をつけることができるようになっている。 

‹学びに向かう力、人間性等を涵養するための工夫› 

○大単元の初めの HOP では、児童が JUMP に向けてどのようなことが言えるようにな

りたいのか、その為にどんなことを言えるようになればいいのか、学習の見通しがも

てるよう設定されている。また、活動後に振り返りができるように工夫されている。

‹聞くこと、読むこと、話すこと［やりとり］、話すこと［発表］、書くことなどのコミュ

ニケーションを図る基礎となる資質・能力を育成するための工夫› 

○大単元の流れは、「聞く」「話す」活動→「読む」活動→書くことに慣れ親しませる活

動→発表する「話す」活動になっており、それぞれマークで示されている。 

○文構造は基本的なものが選択され、外国語活動や中学校との接続を踏まえて JUMP に 

取り組めるよう工夫されている。また、児童の気付きにつながりやすい場所にヒント

を示している。 

○言語活動に必要な観点で理解・表現の為の語彙が選択されている。語彙の大部分はイ

ラストと共に綴りが示され、表現活動をする際の手助けとなる工夫がされている。 

○二次元コードが随所に配置されており、単語や文の音声を確認することができ、児童

が家庭学習で利用することもできるようになっている。 

資料 

○巻末には、学習した動作や気持ちを表す単語や、学習した表現などが一覧になってい

る。アルファベット表やイラスト等、児童が活用しやすくまとめられている。 

○Lesson の初めに、見開きで色鮮やかに新出単語が学習できるように絵で描かれてお

り、児童が興味・関心をもてるような工夫がされている。 

表記・ 
表現 

○「読み」の活動用の書体は、中学校で主として使用しているものを使用している。日

本語はゴシック体が使用されている。 

○５・６年生共に、文字は大きめで活動の配置も同じになっており、流れが理解しやす

 くなっている。４線は第３線のみ青線になっている。 

総括 

○大きさはＡＢ判となっている。 
○大単元が HOP・STEP・JUMP の流れになっている。これは、見通しをもち、振り返

れるだけでなく、児童・教師共に、学習の流れがわかりやすい構成となっている。ま

た、JUMP の活動を取り入れることによって、中学校で行われることの多い、プロジェ

クト型の言語活動に繋がり、所沢市の子供たちが主体的に取り組めるようになってい

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）【外国語（英語）】 

  書名 

項目 
ＯＮＥ ＷＯＲＬＤ Ｓｍｉｌｅｓ 

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> 

○映像を通した基本表現→チャンツ→聞く活動を行い、音声によるインプットを重視し

た構成になっている。 

○単元ごとに活動のモデルが示され、児童が活動で身に付ける技能がどう活かされるか

が示されている。また、文章中の空欄に自分の考えを入れ、文構造を理解しながら自

分の思いを伝え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> 

〇単元の流れは、映像を見て内容を捉え、慣れ親しみ発信する活動が段階的に展開され

ている。例文を参考に、自分のことを伝える活動が Final Activity として配置され、

児童が目的意識と相手意識をもって活動に取り組め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> 

○目標と振り返りの観点を明示し、主体的な学習の実現を目指している。また、学級作

りにつながる活動や他教科の学びが生かせる活動が複数盛り込まれている。 

<聞くこと、読むこと、話すこと[やりとり]、話すこと[発表]、書くことなどのコミュ

ニケーションを図る基礎となる資質・能力を育成するための工夫> 

○各活動において、どの技能を重点的に扱うかがマークや色分けで示されている。 

○児童が自分の考えを伝える際は、青い空欄で示され、基本的な文章表現に繰り返し触

れ、文構造を視覚的に理解しやすくなっている。 

○実際の日常生活に即した言語活動が効果的に配列されている。ペアやグループでの協

働学習が随所に取り入れられ、コミュニケーションに必然性をもたせている。 

○単元の初めに映像を見て日本語で考える活動が取り入れられ、教科書の紙面と映像を

関連付けて考えられるように工夫がされている。 

資料 

○各 Lesson の Read and Write ごとに巻末のワークシートがあり、活動内容がわかり

やすいように配慮し、シールなどを貼りながら活動することで、成果物として残しや

すいように工夫している。 

〇挿絵が大きく情報量も適切であり、児童が何を見たらよいのか工夫されている。 

表記・ 

表現 

○独自のフォントで見やすく、模倣しやすい工夫がされている。  

○アルファベットの学習では文字の高さを意識できるように、４線は５：６：５の縦幅

になっている。第３線のみ青線で示されている。 

総括 

○大きさはＡＢ判で、イラストや写真も随所にあり、児童が負担感を感じないように工

夫されている。 

〇巻頭に１年間の目標を示すことで、児童が学習の見通しと学習意欲をもつことや、自

分の学びを振り返ることができ、所沢市が目指す主体的に学ぶ児童の育成につながる

工夫となっている。また、学習の成果を My book としてまとめ、円滑な中学校への

接続も意識されている。 



（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）【外国語（英語）】 

  書名 

項目 
Here We Go! 

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> 

〇各学年 Unit で構成され、Step では、ストーリーの中の基本的な表現を聞くことから

始まり、聞く活動→チャンツ→簡単な練習により、慣れ親しむ工夫がされている。歌

や文字遊び、ポスター作り等を行う Fun time が配置されている。 

○単元がバックワードデザインで構成されている。チャンツの後に Let’s Play が設定さ

れ、語彙や表現に慣れ親しんだ後に表現を用い、思いを伝え合う活動が設定されてい

る。また、例文を参考に自分の考えを書く You can do it!がある。 

<思考力、判断力、表現力等を育成するための工夫> 

○児童が自信をもって自分のことを伝え合えるように、各単元がスモールステップで構

成されている。また、ストーリーを通した学習を重視し、児童が目的や場面、状況を

理解しやすいようにしている。 

<学びに向かう力、人間性等を涵養するための工夫> 

○教科書の見開きでその時間の学習ができ、児童は見通しをもって学習に取り組めるよ

うになっている。Unit の 後には振り返りを書くスペースがあり、自己評価ができ

るようになっている。Response の例も示され、相手意識をもつための活動も設定さ

れている。 

<聞くこと、読むこと、話すこと[やりとり]、話すこと[発表]、書くことなどのコミュ

ニケーションを図る基礎となる資質・能力を育成するための工夫> 

〇各活動の重点技能がマークで示されている。活動の流れは「聞く－やりとりをする－

読む－書く－発表する」の流れで統一されている。 

○文構造については、カードを並べ替えて文にしたり、空欄に絵を描いたりして視覚的

に理解できるようになっている。 

○これまでに学習した文字や語を聞く活動を中心に、何度も触れる機会が設定されてい

る。各単元末には、それらを使ったコミュニケーションの活動が設定されている。表

現をスパイラルに活用できるように、効果的に配置されている。 

〇二次元コードを活用し、音声や映像を確認できるようになっている。 

資料 

○Can-Do リストの一覧があり、学習内容が示されている。水性ペンで書けるペンマン

シップシート・すごろく・学びのパスポート等、付属資料が複数掲載されている。 

○写真や挿絵に統一感があり、見やすい構成となっている。 

表記・ 

表現 

○オリジナルの書体を用いている。同社の国語の教科書と統一され、ローマ字など連動

した学習ができるようになっている。 

○英文は１行ごとに改行され、文頭を揃えている。４線は、第２線と第３線の間が広め

にとられている。 

総括 

○大きさはＡＢ判である。 

○各 Unit は、聞く活動→話す活動→読む・書く活動で構成され、無理なく学習できる

構成である。また、会話を続ける術としての Response が充実しており、児童が自信

をもって対話を楽しんだり、よりよく自己表現しようとしたりできる工夫がされ、所

沢市が目指す主体的・対話的で深い学びの実現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）【外国語（英語）】 

  書名 

項目 Blue Sky elementary 
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› 

○全ての構成が扉、Part1、Part2、Part3、Looking Back、Let’s Read and Write とな

っている。Part1,2 で「聞く」「話す」を中心とした活動の Jingle や Chant が随所に

あり、繰り返し聞いたり口にしたりして定着できるように構成されている。 

○Part3 でインプットしたことをアウトプットする発表活動を行えるようになってい

る。繰り返し「聞く」「話す」活動を行った後に「読み」「書き」を行う構成となって

いる。 

‹思考力、判断力、表現力等を育成するための工夫› 

○Jingle や Chant でねらいとしている言葉を繰り返し聞いたり、言ったりして定着を

図れるようになっている。ねらいとなる言葉を理解した後、Activity において、場面

に合わせて自分の言いたいことを考え、ペアやグループで表現し合えるように工夫さ

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› 

○Part の 初にめあてが提示され、毎時間児童がバロメータ形式で振り返れるように工

夫されている。各 Unit の「Did you know?」というコラムでは、児童の興味を高め

る異文化の内容を取り上げ、もっと知りたいという意欲がもてる工夫をしている。 

<聞くこと、読むこと、話すこと[やりとり]、話すこと[発表]、書くことなどのコミュ

ニケーションを図る基礎となる資質・能力を育成するための工夫> 

○各 Unit に「聞く」「話す」活動が複数にある。学習が進むにつれ「読む 」「書く」活

動も増える。どの技能を重点的に扱うかが、各活動にマークで示されている。 

○Unit で学習した表現は、次の Unit でも発展して使えるよう単元配置が工夫されてい

る。スパイラルに学習ができ、定着が図れる構成となっている。 

○基本的な語彙は Chant 等を通して繰り返し言ったり聞いたりできると共に、一部を

変えて自分の言いたい表現に変えられるような視覚的な工夫もされている。 

○二次元コードで音声を聞くことができるようになっている。 

資料 

○巻頭にはアルファベット表があり、巻末には、教科書と同じ絵カードがミシン目入り

で付いている。また、単語が分類された Word List や Can-Do List も付いている。 

○語句や表現を導入する際に、イラストなどをヒントとして音声を聞くことで、日本語

を介さず、児童自らその意味や使い方に気付けるように促している。 

表記・ 

表現 

○ＵＤフォントが使用され、すべての児童にとって学習しやすいよう配慮している。 

○日本語と英語の文字の大きさに差はない。４本線の幅も国語のローマ字学習や中学校

で使用する４線とかけ離れないように工夫されている。 

総括 

○大きさはＡＢ判で、直接教科書に書くことができるようになっている。英語の文章を

書く活動は全て右のページに４線が設定されており、書きやすさも考慮されている。

○Unit の 初に児童目線でのめあてが分かりやすく記載されている。バロメータ形式で

楽しく振り返れるように工夫されている。見開きページが授業の１時間分の構成とな

っている。Unit の 後には、学んだことを生かし、自分のことを発信できるようにな

っており、所沢市が目指す主体的・対話的で深い学びにつながる工夫となっている。

 


