
 教科用図書選定の理由（令和 2年度使用小学校用教科用図書） 

 

浜田地区教科用図書採択協議会 

 

種  目   国語 

 

記  号   Ａ 

 

出版社名   東京書籍 

 

選定理由    

 

○小学校入門期の学習材として、繰り返しによる音声言語の活用を図っている。これ

は、幼稚園・保育園での体験や言葉の学びと小学校での学びのつながりをスムーズ

にするものとして有効である。 

 

○特別支援教育への配慮が、随所になされている。 

 ① シンプルですっきりした紙面のレイアウト（集中しやすさ） 

 ②言語の学習において、各品詞の役割を形や色で分かりやすく視覚化できるように

している。また、スモールステップでの学習で、各段階の学習に無理を生じにく

くしている。 

 ③低学年では、単語や文節等の語のまとまり感をとらえやすくするため、改行位置

の工夫を施している。また、写真と文章とを対とし読解しやすいレイアウトにも

配慮している。 

 

○学習の「めあて」と「振り返り」が行いやすい紙面構成になっている。☆印で単元

としての問いを明示し、その問いを解決していく過程も紙面に割り振られている。

これは、児童が学習を進める上だけでなく、若い教師が授業のねらい・目標からそ

れることなく単元の学習を進めていく上でも有効である。 

 

○児童の語彙力を高めるため、「ことばあつめ」の特設単元を設けている。また、各

単元の巻末に「言葉」欄を設け、自然な形で語彙を広げていく助けとなっている。 

 

○島根県児童の課題のひとつである「比べ読み」「広げ読み」「条件に応じた表現」に

関した学習資料（巻末）や作品紹介（単元末）が豊富である。 

 

○音声言語（聞く・話す）の学習に際し、その例示の中に、敢えてうまくいかないパ

ターンを示す等して、コミュニケーションのリアルさを出している。 

  



 教科用図書選定の理由（令和 2年度使用小学校用教科用図書） 

 

浜田地区教科用図書採択協議会 

 

種  目   書写 

 

 

記  号   A 

 

 

出版社名   東京書籍 

 

 

選定理由    

 

〇３年生以上には各ページに『書写のかぎ』のインデックスがあり、 

既習の学習の振り返りや今後の学習の見通しが持ちやすい。 

 

〇振り返りで、児童同士が対話をすることで理解が深められるようにな

っている。 

 

〇一単元に一つ『書写のかぎ』を示し、ポイントを児童の個人思考 

 によって考えることで主体的な活動が期待できる。 

 

〇教材の構成に一貫性があり、わかりやすい。 

 

〇どのページもレイアウトが変わらず児童にとっては安心感がある。キ

ャラクターが少なく見た目もすっきりとしている。 

 

〇児童に定着している「ぺた、ぴん、とん」や「とん、すう、ぴた」と

いった擬音で表す学習が継続されており、使いやすい。 

 

〇『文字のいずみ』は知的好奇心をくすぐるよう工夫されており、発展

的な学習の展開に生かしやすい。 

 

〇文字の形が見やすく、美しい。 

  



 教科用図書選定の理由（令和 2年度使用小学校用教科用図書） 

 

浜田地区教科用図書採択協議会 

種  目   社会 

 

 

記  号   Ａ 

 

 

出版社名   東京書籍 

 

 

選定理由    

 

○まとめや発展学習で、より新指導要領を意識した学習方法にふれているとこ

ろは他の教科書と違うところ。（まとめ方の方法の種類や思考ツールを利用

する等） 

 

○内容・分量ともに多いため、指導者がさまざまな学習活動を展開できる汎用

性・拡張性がある。 

○６年社会は、歴史と公民が別冊になっているため、使用する際も持ち帰る際

も便利。 

○大切な言葉を「ことば」としておさえ、色を変えて説明されており、理解に

役立つ。 

○同和問題学習に関わる資料が別枠で紹介してあり、学習に有効活用できる。 

○重要語句（キーワード）が「ことば」のコーナーで解説してあるのがよい。 

○3年生では学び始めの社会科にあって、表紙、巻頭、もくじ、大単元の導入

ページのレイアウトや構成が児童につかみやすいと感じる。 

○ドラえもんの吹き出しによる学習問題や疑問も親しみやすい。 

○写真が鮮やかで大きく、視覚優位の現代の児童は興味・関心を持ちやすい。 

○石見銀山を取り扱ったページがある。 

○吉野ヶ里遺跡の出土物の中に、出雲との交易を示すものがあることが記述さ

れており、我が県の歴史に思いをはせることができる。 

○「まとめる」の所は、ワークシート的に記入しながら振り返ることができる

ようになっている。 

○「まなび方」コーナーを見ることで、興味を持ったことを図書館や Web で調

べたり、次の時間に学習したいことをみつけたりすることができ、自学自習

や発展的な学習につながることが期待できる。 



 教科用図書選定の理由（令和 2年度使用小学校用教科用図書） 

 

浜田地区教科用図書採択協議会 

 

種  目   地図 

 

記  号   Ｊ  

 

出版社名   帝国書院 

 

選定理由   

 

◯淡い色合いと文字のバランスよく、情報量も適切で地図が見やすく、目的のものを

探しやすい。 

 

○初めて地図を活用する３年生にとってわかりやすく、地図に親しんだり興味関心を

高めたりする工夫や配慮がなされている。（Ｐ７～１８） 

 

○各ページで「地図マスターへの道」が設けてあり、興味関心をもたせながら地図活

用の力を向上させることが期待できる。 

 

○二次元コードが設けてあり、様々な映像や資料を見ることができ、学びを深めたり、 

意欲を高めたりできるよう工夫されている。 

 

◯世界の地図のページには、そのページに記載されている国の簡単なデータが写真付

きで示されており、外国に興味を持つとともに外国語活動でも有効に活用できる。ま

た、物語の舞台となった場所や○○世界一などの記述もあり、子どもたちの外国への

興味関心につながる。 

 

○囲み地図が設けられており、その地域の産業やくらしの様子についてより理解が深

まるように工夫されていたり、巻末の資料図が豊富にあったりするなど各学年の学習

内容に沿った資料が豊富にある。 

 

○「日本固有の領土」として、北方領土や尖閣諸島とともに竹島も記載されており、

分かりやすく書かれている。(P．30) 

 

○領海・接続水域・排他的経済水域の記述があり、領土問題と関連しながら、問題意

識をもって学べるように配慮されている。(P．29) 

 

○自然災害に備えての記載が充実している。過去の災害だけでなく、未来に向けての

災害への備えを記述するとともに、地域の防災マップ作りへの発展も視野に入れて構

成されている。（P．94） 

  



 教科用図書選定の理由（令和 2年度使用小学校用教科用図書） 

 

浜田地区教科用図書採択協議会 

 

種  目   算数 

 

 

記  号   Ａ 

 

 

出版社名   東京書籍 

 

 

選定理由    

 

〇1年生の入門期の 2単元をＡ４の冊子形式にして、教科書を開いたりブロックを置

いたりすることが難しい入学後すぐの児童にとって扱いやすい工夫がされている。 

 

〇操作活動を数枚の写真で示したり、動きを矢印で示したりして動的でわかりやすい。

(1年ｐ57） 

 

○巻頭に「学びのとびら」を設定し、多様な答えの問題を設定することで、授業開き

で学び合う楽しさを実感できるようになっている。（２年以上） 

 

○高学年の教科書は割とシンプルで児童が自分で教科書を見返しやすいつくりにな

っている。 

 

○図やイラストは、色が濃く分かりやすい。また、高学年でも図や絵、写真（５年 

割合など）が多用されており、配慮を要する児童にとっても親しみがもてる。 

 

〇「算数で読み解こう」のコーナーでは、防災、環境問題など今日的な課題に対して

算数を活用して考えるページがある。（４年生以上） 

 

〇問題に使われる数字や場面などが生活の中にあるものを取り上げている。（スカイ

ツリー、ドッジボール等） 

 

〇最終単元として「算数卒業旅行」を設け数学のいろいろな世界を体験させることで、

中学校へのスムーズな移行ができるよう工夫されている。（6年下） 

 

〇Dマークで詳しい動画や練習問題へアクセスすることができ家庭学習での予習復習

に役立つようになっている。（全学年） 

 

〇プログラミング教育につながる内容がある。（5年生以上） 

  



 教科用図書選定の理由（令和 2年度使用小学校用教科用図書） 

 

浜田地区教科用図書採択協議会 

 

種  目   理科 

 

 

記  号   A 

 

 

出版社名   東京書籍 

 

 

選定理由    

 ○A4 版サイズで文字や写真，図の大きさ，字体，文節での改行，イラ

ストや背景の配色などが工夫されており，読みやすくなっている。

多様な児童の学習状況にも対応できるように配慮されている。 

 ○各単元末にある「学びをつなごう」で，つながりのある単元を系統

的にまとめたり，３年から６年までの学習内容をキーワードでつな

いでまとめたりするなど，系統性を意識した構成になっている。 

〇各学年の巻頭に工夫がみられる。3～4 年ではインパクトのある写真

を掲載し，児童の学習意欲を喚起している。6年ではキャリア教育と

の関連を図っている。 

○資料として，島根県内各所の写真を掲載されており，児童の生活とよ

り関連させるよう工夫されている。 

○巻末には，「理科の調べ方を身につけよう」のコーナーが設けられ，

ノートの書き方・話し合いの仕方，観察・実験の仕方，施設の活用が

説明されていて，児童が自主的に学習活動に取り組めるように工夫さ

れている。 

〇児童の問題解決の筋道に配慮した学習の構成がなされている。「考え

よう」「理科のミカタ」の項を設け，思考力・表現力の向上への配慮

をするなど，児童の問題解決能力を育成するという点で優れている。 

○鮮明な写真やイラストと適切な資料により，実生活での様々な場面と

のつながりが感じられるように工夫がされており，感性を育む上で効

果的である。 

  



 教科用図書選定の理由（令和 2年度使用小学校用教科用図書） 

 

浜田地区教科用図書採択協議会 

 

種  目   生活科 

 

記  号   K 

 

出版社名   新興出版社啓林館 

 

選定理由    

 

〇 「スタートブック」が 1年生の負担を軽減するように工夫されている。 

  ・数字のルビ 

  ・見出しが「あいうえお」になっている。 

  ・文字が少なくて写真が多い。 

  ・幼児期の活動とつながっていて、安心して学習できる。 

〇 １つの単元が「わくわく」「いきいき」「ぐんぐん」の３段階で構成され、 

インデックスで位置づけられている。 

〇 すべての単元で、活動の振り返りをし、次の活動や実生活へつながるよう 

になっている。 

  ・できるかな できたかな 

  ・ひろがるきもち 

〇 町探検の絵地図が、活動が進むにつれ書き込みが増えて、深まるようにな 

っているので、視覚的に児童がとらえやすい。 

〇 見開きの「わくわくボックス」で児童の興味・関心を高めている。 

  ・クイズ、本当の大きさの写真、自分で書き込む欄 

〇 裏表紙に自分のマークを描くところがあり、自分の教科書という気持ちを 

育てることができる。 

〇 「がくしゅうずかん」に工夫があり、児童の発達段階に応じた学び方がで 

きるようになっている。 

・１年生と２年生の内容の変化 

・「せかいにひろがろう」３年生の外国語活動へのつながり、オリンピックにも

関連させている。 

〇 どの単元の中にも、他教科とのつながりがあり、児童や教師にも参考にな 

る。 

〇 いろいろな思考ツールや具体的な表現方法の提示 

〇 「かんがえよう」では、道徳に関連させて構成されている。 

〇 QRコードが多彩に用いられていて、学習を深めることができる。 

  ・歌 

  ・生き物の図鑑 

〇 全体的に見やすく学習活動の流れが分かりやすい。読んでいて楽しい。 

  



 教科用図書選定の理由（令和 2年度使用小学校用教科用図書） 

 

浜田地区教科用図書採択協議会 

 

種  目   音楽 

 

 

記  号   Ｈ 

 

 

出版社名   教育芸術社 

 

 

選定理由    

 

○歌唱，合奏等，楽曲のレベルが児童に適したものである。 

 

○島根県出身の演奏家が登場する。（5 年 p.43）また，「ちいきにつたわ

る音楽を調べよう」として，石見神楽が例示されている。（4 年 p.28）

本県教育の基本理念である「島根を愛す」人づくりにつなげることが

できる。 

 

○国歌「君が代」にあわせ，国際大会における歌い方や聴き方等，マナ

ー面の記述もあり，本県教育の基本理念である「世界を志す」人づく

りにつなげることができる。 

 

○全体を通じ，２学年連続での題材配置となっており，繰り返し学習す

ることで音楽性の向上をねらっている。複式学級が多くある本地区の

指導に適している。 

 

○ＱＲコードが随所にあり，興味をもって学習に取り組むことができる。

また，発展学習として家庭での学習につなげることもできる。 

 

○特集「音楽が人と人をつなぐ」があり，音楽がもつ力を伝えたり，生

涯学習につなげたりする視点がある。（6年 p.47） 

 

  



 教科用図書選定の理由（令和 2年度使用小学校用教科用図書） 

 

浜田地区教科用図書採択協議会 

 

種  目   図画工作 

 

記  号   Ｌ 

 

出版社名   日本文教出版 

 

選定理由    ①子どもの思いが吹き出しの形でたくさん書かれており、絵本のように楽しめる。制作過程の流れが分かりやすく、制作過程の中での作り手の思いを感じとることができる。 ②表紙裏の作品紹介が図画工作への興味関心を引きつけるものになっている。（１・２年下、３・４年上・下、５・６年上・下） ③アートカードの扱いが載っており、各小学校に配布された県立美術館のアートカードを活用した観賞活動ができる。（５・６年(上)Ｐ．１７） ④すべての題材が見開きで提示してあり、集中して見やすい。 ⑤作品がカラフルで児童の発達段階あったものが多く、子どもの興味関心を高めたり、発想の手助けにしたりできる。 ⑥身近にあるものを並べるなどの、指導者が取り組みやすいような造形遊びの例示が低学年に多くある。 ⑦題材や単元のネーミング、写真が子どもたちの興味を引きつけるものになっている。 ⑧高学年のつながりひろがりのページに職人、作家、アーティストの話が載っており、キャリア教育につなげることができる。（５・６年下Ｐ．５２、Ｐ．５３） ⑨５・６年下の「未来のわたし」（Ｐ．４８，４９）は、卒業前の６年生に、今までの自分を見つめさせることのできる内容である。 ⑩言葉では明示されていないが、教科等との関連を考えられた題材が設定され、児童の実態に合わせている。(例：１・２年下Ｐ．３０、３１音づくり→音楽、３・４年上Ｐ．２０、２１風→理科、Ｐ．４４ゴム→理科、５・６年上Ｐ４６、４７言葉から思いを広げて→国語) ⑪裏表紙にある「形や色を楽しもう」のコーナーは、発達段階に応じた視点で形や色に興味が持てるよう工夫してある。 ⑫共同絵の具の使い方が具体的に図示されていて分かりやすい。（１・２上Ｐ．６２） ⑬パレットでの混色の仕方や筆洗の使い方など、絵の具の使い方が分かりやすく提示してある。（３・４年上Ｐ．５８）併せて、木版画の表現の仕方や用具の説明も分かりやすい。（３・４年下Ｐ．５８） ⑭季節を生かしたり、季節を楽しんだりする題材がある。（３・４年上Ｐ．１８，１９） ⑮例示作品を見てから、使われている道具を知るというページ構成になっており、児童が想像力を働かせ、活動意欲を高める構成になっている。 ⑯２年生でひもの結び方が載っていて、生活経験の少ない現代の実情に合っている。（１・２年下Ｐ６３） ⑲題材のめあてが３観点に分けて書いてあり、児童にも分かりやすい内容になっている。 ⑳道徳の内容を意識して指導できるようにマークで関連を明示してある。 ㉑「中学生になるあなたへ」で、小学校６年間の総括とこれからの指針となるメッセージが提示されている。（５・６年下Ｐ．６４） 
  



 教科用図書選定の理由（令和 2年度使用小学校用教科用図書） 

 

浜田地区教科用図書採択協議会 

 

種  目   家庭科 

 

記  号   A 

          

出版社名   東京書籍 

 

選定理由    

 

○Ａ４サイズで従来の物より大きくなっているが，情報量が多くなりす

ぎず，実寸大の物の提示など、子どもたちがイメージしやすくなって

いる。 

 

○５年生と６年生の単元配当が均一になっており、単元の入れ替えや複

式学級での単元配当が行いやすい。 

 

○「話し合おう」「考えよう」といったコーナーが設けてあり、自分の考

えをもち、言語活動の充実を図ることができるようになっている。 

 

○４観点（協力、健康・快適・安全、生活文化持続可能な社会）から、

新しく取り入れられた「持続可能な社会」を意識した単元や言葉が多

くある。 

 

○衣食住についての「日本の伝統」がコラムとして掲載されている。児

童が日本のよさを感じ取れる内容になっている。 

 

〇「生活を変えるチャンス！」（Ｐ３１，６１等） 

学んだことを実際に自分の生活で活用するためのポイントが示されて

おり，児童のやる気を引き出す工夫がされている。 

 

○巻末にある原寸大の写真（野菜の切り方等）は、児童が参考にしやす

い。また、QR コードがついているので，タブレットを使って一人一人

の技能を補いやすいものになっている。 

  



 教科用図書選定の理由（令和 2年度使用小学校用教科用図書） 

 

浜田地区教科用図書採択協議会 

 

種  目   保健 

 

 

記  号   A 

 

 

出版社名   東京書籍 

 

 

選定理由    

 

〇つけたい力をはっきり示し、何を学ぶのかがわかりやすい。 

 

〇「まとめる・いかす」「解説」「まめちしき」で知識、技能を習得し

ながら、まとめができる。 

 

〇「気づく・見つける。調べる・解決する。深める・伝える。まとめる・

生かす。」が毎時間設定され、学習の流れがはっきりとしている。 

 

〇QRコードを使って動画をみることができ、児童の学習が意欲的、主体

的に行えるような工夫がある。 

 

〇「どんな自分になりたいかな」を考えることにより、自ら課題を見つ

け、主体的に学習に取り組むことができる。（5・6ｐ80） 

 

〇ユニバーサルデザイン、インターネットの使い方などの「資料」は、

学びを人生や社会に生かそうとしたり、学びに向かう力を育てたりす

る工夫が図られている。 

 

〇写真やイラスト、4コマ漫画がとてもバランスよく配置されており、見

やすく、児童の学習意欲が高まる工夫がされている。 

 

〇写真やイラストでは女性を喫煙者に書いたもの等があり、特定の性別

に偏らないような配慮がみられ、偏見を生みにくくしている。   



 教科用図書選定の理由（令和 2年度使用小学校用教科用図書） 

 

浜田地区教科用図書採択協議会 

 

種  目   外国語 

 

 

記  号   Ａ 

 

 

出版社名   東京書籍 

 

 

選定理由    

 

○A4サイズのテキストで、見やすい構成となっている。 

○５年生では「自分・地域・日本」と身近な内容、６年生では「世界の

国々・世界と日本・中学校への扉」と地理的・時間的に広がった内容構

成になっている。 

○Enjoy Communicationでは、主となるコミュニケーション活動の流れが

示され、どの児童も取り組みやすい。５年生ではペアでのやりとりを中

心に設定され、６年生ではグループでの発表が多く設定されるなど、よ

り場面や状況を意識したコミュニケーション活動になるよう配慮されて

いる。 

○各Unitが、児童の日常生活から導き出される題材が選定されている。 

○内容のまとまりごとに、成果物をまとめ、自分の学びをふり返ったり、

発展的に活用したりできるページがある。 

○Small Talk のテーマが毎時間設定してあるので、年間を通して身近な

テーマが網羅できている。 

○外国風のイラストや現代風のイラスト、多くの写真などを取り入れて、

児童の関心を高める工夫がされている。 

○巻末のカードが多く準備され、児童の興味を高める工夫がしてある。 

○別冊のPicture Dictionaryを活用して、児童が家庭学習でも外国語を

学ぶことができるように工夫してある。 

○Over the Horizon では、他教科との関連から発展的な学習を行うこと

ができる。 

〇６年生の Let’s Read and Writeでは、書くページがまとめてあり、

表現する力の変容を感じやすい。また、友達と交換して読むことになっ

ており、相手意識をもって書く機会になる。 
  



 教科用図書選定の理由（令和 2年度使用小学校用教科用図書） 

 

浜田地区教科用図書採択協議会 

 

種  目   特別の教科 道徳 

 

記  号   P 

 

出版社名   廣済堂あかつき株式会社 

 

選定理由    

 

○本冊「みんなで考え，話し合う 小学生の道徳」 

・入学当初はイラストのみの教材になっており，親しみやすい。 

・教材の内容によっては２時間連続で配置し，じっくりと深く考えることができる。 

・3 人のスポーツ選手の夢に向かう姿勢から，共通する心を考え，自分の夢や生き方

を見つめることができる。 

・5・6年で継続する教材があり，一緒に成長するイメージで学習を進めることができ

る。 

・考えよう 話し合おう～学習の道すじ～ 

「学習の道すじ」 

→めあてが明記（3年以上）されており，学習の見通しがもてる。 

→話合い考えたいことが示されていて，道徳的価値について深めることができる。 

「学習を広げる」 

→本の紹介，人物の紹介，このひとこと，活動しようなどが示されていて，道徳

的諸価値への思考を深めることができる。 

 

○別冊「自分を見つめ，考える 道徳ノート」（本冊に収納方式） 

・構成 

①内容項目ごと（教材№入り） 

②道徳的諸価値の理解 

③内容項目について自己を見つめる  

④学習の記録 

⑤話し合い活動の記録 

⑥体験活動の記録 

⑦心に残っている授業の記録 

・「心のしおり」 

振り返ってノートに書く時のポイントが記載 

①毎時間の学習の振り返り 

②内容項目別自己評価 

 ③家族からの欄 

 

 


