
種目（理科） 

発行者名 

 

採択基準 

東京書籍（新しい理科）   

１ 教科の目標からの配

慮 

・ 自然の事物・現象についての理解を図り、観察、実験に関する 

基本的な技能が身に付けられるよう構成されている。 

・ 問題解決の過程における学び方が示され、学習を進めながら問 

題を科学的に解決できるよう構成されている。 

・ 自然の事物・現象に触れて問題を見いだす場面を設け、児童の 

疑問を基に主体的に問題解決に取り組めるよう配慮されている。 

２ 児童の学習活動へ

の配慮 

○内容の程度 

○学習活動への誘意

性 

 

本文、見出し、設

問、提示文等の表

現、さし絵、写真、

図表、配色、コン

トラスト等 

 

(1)  巻頭や巻末に各学年目標に沿った理科の学び方が示され、学習

内容、程度が児童の発達段階に応じるよう配慮されている。 

(2)  予想や考察などの思考する場面では、「理科のミカタ」によ

って、働かせる理科の見方・考え方を示し、問題を科学的に解

決できるよう工夫されている。 

(3)  身近な事象の観察や具体的な活動が示された単元の導入によ

り、児童の興味・関心や問題意識が高められるよう配慮されてい

る。 

(4)  観察、実験の方法が写真や図などで順序立てて示され、安全へ

の配慮が必要な場面では、赤い文字で強調された「きけんマーク」

によって注意喚起されている。 

(5)  問題解決の過程が大きな文字で示され、拡大図や実物大の写真

を使って、児童の学習意欲を高めるよう配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的 

な知識・技能の習得」 

のための工夫、「思 

考力・判断力・表現 

力等の育成」のため 

の工夫、「主体的に 

学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個 

に応じた指導、他者 

との協働、まとめと 

評価 

(1) 児童の気付きや疑問を基に追究する単元構成であり、各単元が

季節に適した時期に実施されるよう工夫されている。 

(2) 他学年や他教科での既習内容を想起する場面が随所にあり、他

者と関わりながら系統的に学習が進められるよう、単元の関連性

や連続性が図られている。 

(3) 導入の活動で直接体験を促したり、観察、実験で適切な結果が

得られる方法や手順を示したりして、実感を伴った理解がなされ

るよう展開が工夫されている。 

(4) 巻末資料に、観察、実験の技能や学んだことの活用についてま 

とめて掲載し、必要な時に確認できるよう配慮されている。 

(5) 実物大や拡大した写真を２つ並べたり、数多くの写真を時系列 

に配置したりして示し、比較して問題を見付けたり、事実を基に 

考察したりすることができるよう工夫されている。 

(6) 単元末の「たしかめよう」や、巻末の「学んだことをふり返ろ 

う」で、学習内容の定着が図れるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色 

 

・ 児童の気付きや疑問から問題を発見し、主体的な追究を通して、

問題を科学的に解決することができるよう配慮されている。 

・ 「問題をつかもう」から「まとめ」まで、問題解決の過程を大き

な文字で示し、１本のラインで結ぶことで、児童が見通しをもって

学べるよう配慮されている。 

 



種目（理科） 

発行者名 

 

採択基準 

大日本図書（たのしい理科）   

１ 教科の目標からの配

慮 

・ 観察、実験に関する基本的な技能を身に付けられるよう、学年が 

上がってからも既習事項を確認できるように構成されている。 

・ 自然の事物・現象から問題を見いだし、観察、実験を通して、問 

題解決に取り組めるように構成されている。 

・ 身近な事象が扱われ、見通しをもった問題解決のために、対話的 

に実験計画が立てられるように学習の流れに配慮されている。 

２ 児童の学習活動へ

の配慮 

○内容の程度 

○学習活動への誘意

性 

 

本文、見出し、設

問、提示文等の表

現、さし絵、写真、

図表、配色、コン

トラスト等 

 

(1)  発達段階に応じた「理科の学び方」のページが示されており、

児童が見通しをもち対話的に活動できるよう配慮されている。 

(2)  単元の導入では、身近な生活経験を想起させる写真などを取り

上げて、問題を見付け、理科の見方・考え方を働かせて科学的に

解決できるような工夫がされている。 

(3)  主体的・対話的な活動が行えるように、単元の導入は、直接自

然の事物・現象に触れる写真などで構成され、「考えよう」では、

話し合う場面が設定されるよう配慮されている。  

(4)  観察、実験の方法が図で順序立てて示されている。また野外活

動や薬品の取扱いで事故の恐れのある場面は、「注意」マークや

「ポイント」マークで強調するなど、安全に配慮されている。 

(5)  児童が時間ごとの自然の事物・現象の変化をとらえるために、

自然の事物・現象の変化が時系列で示されている。 

３ 学習指導への配慮 

○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的 

な知識・技能の習得」 

のための工夫、「思 

考力・判断力・表現 

力等の育成」のため 

の工夫、「主体的に 

学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個 

に応じた指導、他者 

との協働、まとめと 

評価 

(1) 他教科との関連について「算数で学ぶこと」などのマークで示

され、既習事項を振り返られるように単元構成が工夫されている。 

(2) 問題解決の過程は、意見交換や議論など、他者との協働によっ

て自分の考えを妥当なものするように示され、「はってん」では、

他学年及び中学校との関連が図られている。 

(3) 導入では、活動する場面を設定して直接体験を促し、児童が主

体的に取り組めるよう、展開が工夫されている。 

(4) 観察、実験では、安全が確保された教材が示され、「かんきょ

う」、「ESD」などのコラムを掲載するなど、環境保全の態度が育成

されるよう配慮されている。           

(5) さし絵、写真が明瞭で、本文の内容と関連する理科の見方がふ

き出しで表現されており、児童が考えやすいよう配慮されている。 

(6) 単元末に「たしかめよう」、巻末に「チャレンジ問題」を設定し

て、単元で学習した内容の定着が図れるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色 

 

・ 問題を見付け、観察、実験を通して調べ、まとめるという問題 

解決の過程を繰り返す中で、思考力、判断力、表現力等が育成

できるように扱われている。 

・ 巻頭に「話し合いのしかた」が示され、予想を振り返りながら 

話し合い考察する対話的な活動が重視されている。 

 



種目（理科） 

発行者名 

 

採択基準 

学校図書（みんなと学ぶ 小学校 理科）   

１ 教科の目標からの配

慮 

・ 自然の事物・現象についての理解を図り、観察、実験に関する基

本的な技能が身に付けられるよう構成されている。 

・ 身近な事象から問題を見いだして、観察、実験を行い、問題解決

の力を養うように構成されている。 

・ 多様な自然や生物についての写真を掲載し、自然を愛する心情や

主体的に問題解決しようとする態度を養うよう配慮されている。 

２ 児童の学習活動へ

の配慮 

○内容の程度 

○学習活動への誘意

性 

 

本文、見出し、設

問、提示文等の表

現、さし絵、写真、

図表、配色、コン

トラスト等 

 

(1) ３年では、児童の思いや願いを学習の始めに位置付けるなど、

各学年ともに児童の発達段階に即しており、児童の実態に応じる

よう配慮されている。 

(2) 各単元の冒頭には、生活経験と結び付けて考えやすい事象があ

り、理科の見方・考え方を働かせて問題を科学的に解決できるよ

う工夫されている。 

(3) 導入部分には学習内容に関する身近な事象の写真があり、「話

し合い」の活動や単元末の「やってみよう！」など、児童が興味・

関心をもって活動に取り組めるよう配慮されている。 

(4) 観察、実験の方法や図が順序立てて示されており、安全に配慮

が必要な場合は「注意」と朱書きで強調する配慮がされている。 

(5) 「実験器具の使い方」には、児童の目線からの写真と短い文が

掲載され、児童が読みやすく活動しやすいよう配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的 

な知識・技能の習得」 

のための工夫、「思 

考力・判断力・表現 

力等の育成」のため 

の工夫、「主体的に 

学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個 

に応じた指導、他者 

との協働、まとめと 

評価 

(1) 既習事項を基にした思考の過程を意識しており、学習したこと

が予想や計画の根拠となるように、単元の構成が工夫されている。 

(2) 単元冒頭には、単元を通して児童が働かせる見方・考え方につ

いての記述があり、「計画」の場面では対話を通して学習を進めら

れるよう図られている。 

(3) 観察、実験などの直接体験ができるように、季節に合わせた単

元配列が工夫されている。 

(4) 「観察する」や「理科室の使い方」が巻末に示され、観察する

生き物への配慮や、細かい工程ごとに写真と説明を対応させるな

ど、安全に観察、実験を行えるよう配慮されている。 

(5) 児童の興味・関心を高めるような写真が大きく使われており、

各単元では、問題解決の過程に沿って学習が進められるよう配慮

されている。 

(6) 単元末の「まとめよう」では、単元で学習した内容が整理され

ており、学習内容の定着が図れるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色 

 

・ 問題解決の過程で働かせる見方・考え方の視点が示されてい

ることにより、思考力、判断力、表現力等の育成がしやすいよ

う配慮されている。 

・ 多様な予想を基にした複線的な学習や、既習事項を生かした

学習など、主体的に問題解決ができるよう工夫されている。 

 



種目（理科） 

発行者名 

 

採択基準 

教育出版（未来をひらく小学理科）   

１ 教科の目標からの配

慮 

・ 具体的な記録例や実験器具の使い方の例が示され、観察、実験な 

どに関する基本的な技能が身に付けられるように構成されている。 

・ 観察、実験の結果を基に、更に結論を導く授業展開になっており、 

問題解決の力が養われるよう構成されている。 

・ 学習と関連する事例を紹介し、自然を愛する心情や、問題解決 

しようとする態度を養うよう配慮されている。 

２ 児童の学習活動へ

の配慮 

○内容の程度 

○学習活動への誘意

性 

 

本文、見出し、設

問、提示文等の表

現、さし絵、写真、

図表、配色、コン

トラスト等 

 

(1) 巻頭や巻末に各学年の目標に沿った学習の進め方が示され、学 

習内容や分量が児童の発達段階に応じるよう配慮されている。 

(2) 単元の冒頭では、身近な事象から学習が始まるように構成され、

理科の見方・考え方を働かせて、科学的に解決できるように工夫

されている。 

(3) 学習の動機付けとなる専門家のメッセージや実物大の資料が掲 

載され、興味をもって追究できるように配慮がされている。 

(4)  観察、実験の方法や図が詳しく示されており、安全については 

赤い文字で強調された「危険」マークで示すことによって注意喚 

起されている。 

(5) さし絵、写真、図表などは適切に配置されている。観察、実験 

ページは紙が黄色で区別され、導線の＋－は色名も表示されるな 

ど、視覚的な配慮がされている。 

３ 学習指導への配慮 

○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的 

な知識・技能の習得」 

のための工夫、「思 

考力・判断力・表現 

力等の育成」のため 

の工夫、「主体的に 

学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個 

に応じた指導、他者 

との協働、まとめと 

評価 

(1) 単元の系統性や他教科で学習した内容との関連が掲載され、授

業の中で活用できるよう工夫されている。 

(2) 単元のはじめには「学習のつながり」が提示され、他学年や中

学との単元の関連性が示されている。育てたい力が教師と児童の

やりとりで示され、対話的な学習となるよう配慮されている。 

(3) 児童の思考の流れに違いが出ることを考慮して、実験の手順を

Ａ・Ｂのように連記して複線的な授業の展開を示すなど、児童の

意識に沿った実験が展開できるよう工夫されている。 

(4) 観察、実験では「危険」マークによって安全に対する注意喚起

が図られている。裏表紙に「理科の安全の手引き」も設けられ安

全面に配慮されている。 

(5) さし絵、写真、図表の内容は適正かつ明瞭であり、本文との関

連が密接である。実物大の資料もあり学習指導に配慮されている。 

(6) 単元末に「確かめ」問題や、巻末の「〇年で学んだこと」で、

学習内容の定着が図れるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色 

 

・  単元のはじめには「学習のつながり」が示され、単元間のつなが

りが分かる。問題解決の流れが対話形式で思考するように表現さ

れ、対話的な学びや思考力の育成に配慮されている。 

・ 最先端の科学技術や、日常生活と学習内容を関連させ、理科の 

面白さや有用性を身近に感じられるように配慮されている。 

 



種目（理科） 

発行者名 

 

採択基準 

信州教育出版社（楽しい理科） 

１ 教科の目標からの配

慮 

・ 県内の身近な素材を活用して、自然の事物・現象への理解を図り 

観察、実験の基本的な技能を身に付けるよう構成されている。 

・ 自然と触れ合う中で問題を見いだし、観察、実験を通して、問題 

解決することができるよう構成されている。 

・ 長野県の地域性を重視し、自然を愛する心情や主体的に問題解決 

しようとする態度を養うよう配慮されている。 

２ 児童の学習活動へ

の配慮 

○内容の程度 

○学習活動への誘意

性 

 

本文、見出し、設

問、提示文等の表

現、さし絵、写真、

図表、配色、コン

トラスト等 

 

(1) 学習内容の程度や分量が、各学年とも児童の発達段階に応じる

よう配慮されている。 

(2)  長野県の特色ある自然と結び付けながら、児童が生活経験や身

の回りの事象から問題を見いだし、理科の見方・考え方を働かせ

て問題を科学的に解決できるよう工夫されている。 

(3)  単元の冒頭で、単元全体をイメージできる写真などを提示した

り、「考えてみよう」で、話し合う場面を設定したりするよう配

慮されている。 

(4)  観察、実験の手順は、写真やさし絵を使って具体的に示され、

安全については、注意マークや赤い枠で強調されるなど適切に配

慮されている。 

(5)  さし絵、写真、図表等は鮮明で、細かい箇所はズームアップさ

れた写真、図等を用いるなど、見やすさに配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的 

な知識・技能の習得」 

のための工夫、「思 

考力・判断力・表現 

力等の育成」のため 

の工夫、「主体的に 

学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個 

に応じた指導、他者 

との協働、まとめと 

評価 

(1)  各単元で、児童の意識の流れに沿って問題解決が連続的に展開

されるよう工夫されている。 

(2)  「思い出そう」で、関連する学年や学習事項を示し、他学年の

学習とつながる展開や、「考えてみよう」で、目的に応じた実験

方法や結果の考察を話し合える展開が工夫されている。 

(3)  長野県の季節の移り変わりやそれに応じた生物の生育状況に合

った単元配列になっており、児童が直接自然にふれ、主体的に取

り組むことができるよう工夫されている。 

(4)  観察、実験では、赤い枠により注意点を強調したり、生命尊重

や環境保全のカードを示したりするなどの配慮がされている。 

(5)  児童の興味・関心や問題意識を高めるために、さし絵や写真、

図表等が工夫され、学習カードも含め、本文の内容と関連付けら

れている。 

(6)  単元末には、「まとめよう」や児童のレポートが位置付けられ、 

まとめの観点が明確になるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色 

 

・ 長野県の特色ある自然や身近な教材を多く取り入れて生活経験と

関連させ、児童にとって身近な内容となるよう配慮されている。 

・ 問題解決の過程で、児童の意識の流れに沿い、身近な事象から問 

題を見いだし、自分たちで主体的に解決することができるよう配慮 

されている。 

 



種目（理科） 

発行者名 

 

採択基準 

啓林館（わくわく理科）   

１ 教科の目標からの

配慮 

・ 自然の事物・現象への理解を図り、観察、実験に関する基本的な

技能が習得できるよう構成されている。 

・ 観察、実験の視点や考察の仕方、まとめ方や話し合いの仕方など、

図や挿絵で示し、問題解決の力が養えるよう構成されている。 

・ 自然の事物・現象の写真やイラストを使って示し、自然を愛する

心情や主体的な態度を養うよう配慮されている。 

２ 児童の学習活動へ

の配慮 

○内容の程度 

○学習活動への誘意

性 

 

本文、見出し、設

問、提示文等の表

現、さし絵、写真、

図表、配色、コン

トラスト等 

 

(1) どの学年においても学習内容の程度や分量が、児童の発達段階

に応じるよう配慮されている。 

(2) 単元導入時に「学習のめあて」が示され、「思い出してみよう」

「考えてみよう」と問題を提起して、生活経験や既習事項などか

ら問題意識を高めるよう工夫されている。 

(3) 観察、実験の方法や、記録やまとめの仕方などが図や表で例示

され、見通しをもって学習できるよう配慮されている。  

(4) 観察、実験の流れや考察の視点が見出しと矢印でつなげてまと 

  められており、安全に留意する点はイラストや赤字で示して目立 

つよう配慮されている。 

(5)  大きく鮮明な写真等を見開きで利用するなどして児童の興味・

関心を高め、観察、実験の結果を次ページに配置して予想や考察

をしやすくするよう配慮されている。 

３ 学習指導への配慮 

○単元・題材の配列 

○内容の扱い 

「基礎的・基本的 

な知識・技能の習得」 

のための工夫、「思 

考力・判断力・表現 

力等の育成」のため 

の工夫、「主体的に 

学習に取り組む態度 

を養う」ための工夫、 

関連性・連続性、個 

に応じた指導、他者 

との協働、まとめと 

評価 

(1) 単元の構成や配列は、児童の追究が途切れず学習できるよう、

生活体験や既習事項を取り上げるなどして工夫されている。 

(2) 学習内容と実生活とのつながりを示した「理科の広場」や「は

じめに考えてみよう」などで、問題解決の過程やまとめで、協力

して考えたり、話し合ったりできるよう配慮されている。 

(3) 季節や生物の成長にあった単元配列や、「別の方法」が示されて

おり、児童が主体的に取り組めるよう工夫されている。 

(4) 自然観察の仕方や身近なものを利用した実験道具が提案されて

いたり、「みんなで使う理科室」で器具や理科室の使い方などがま

とめて示されていたり、自然環境や安全に配慮されている。  

(5) さし絵、写真、図表などが明瞭で、単元の導入ページは見開き

で問題を提示し、観察、実験のページでは関連した技能が図表で

抽出して示され、指導に生かせるようになっている。 

(6)  単元のまとめが箇条書きに整理して示されており、学習内容の 

  定着が図れるよう工夫されている。 

４ 全体的な特色 

 

・ 問題を友達と共有し、問題解決に向けて観察、実験を全員で 

  ひとつずつ進めるよう構成されている。 

・ 巻末に器具の使い方や算数の活用、ものづくりの例、さくい 

 ん等をまとめたり、切り離して使える教材が付録でついていた 

 りして，児童の学習を助けるよう工夫されている。 

 


