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２ 

東京書籍 

新しい科学 ＜内容＞ 

・観察、実験の流れを一ページに収め、ステップごとに操作の手順

が追えるようになっている。 

・観察・実験後の「課題に対する結論を表現しよう」にキーワード

を提示し、自分の言葉で学習内容をまとめることで自分の考えを

持ち、巻頭で紹介されている「発表の仕方」等を活用し対話的に

学びを深められるように工夫されている。 

・「世界につながる科学」「どこでも科学」「科学の歴史」等のコラム

が充実し、生徒が理科の有用性を実感できるようになっている。 

・問題発見の視点、仮説や構想・予想、結論の後の学びを生かすコ

ーナー等、生徒が思考する場面とその内容が明確に示されている。

＜組織、配列、分量＞ 

・継続観察が必要な内容は巻頭で取り扱い、観察・実験のしやすい

時期や実験器具の使用が重ならないよう単元が構成されている。 

・各単元の各章において、いくつかの節に区切られ、節毎に１つの

課題を設定しており、課題解決までが明確になっているため、単

元構成がわかりやすい。 

・「ここがポイント」と QR コードから入れるホームページが連動し

ており、家庭学習におけるサポートがしっかりとしている。 

・巻頭の「科学で調べていこう」は、各節での学習展開をその流れ

に沿って組織することで、生徒に科学的な概念が形成されるよう

に配慮されている。さらに親しみやすいマンガ風にすることによ

り、流れやポイントが分かりやすくなっている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

・薬品の取り扱いでは「接触厳禁」「口に入れてはいけないもの」な

どのマークで分けることで事故防止に配慮されている。 

・課題に対するまとめ（結論）書くときは、学習内容からすぐに書

ける生徒、キーワードを頼りに書く生徒、教科書のまとめを引用

して理解を深める生徒など、多様な生徒に対応できる。 

・本の形状が、Ａ４スリム版であることで縦に対して横幅が狭い分

上から下への流れが強調され、見やすくなっている。使用されて

いる写真が視覚的に面白いものが多くあり、生徒の興味を引く工

夫がされている。 



＜総評＞ 

・生徒が主体的かつ探究的・対話的に学習を進め、科学的な見方・

考え方が自然と養われるよう、内容・構成において十分に考えら

れており、各課題の最後に「学びをいかして考えよう」を設け、

学習内容と日常生活を関連づけながら、思考力・表現力を養うこ

とができる教科書である。また、生徒の興味・関心を高め、理科

の有用性を実感できるコラムやコンテンツ、マンガ風による親し

みやすさなどの工夫が充実している。 
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４ 

大日本 

理科の世界 ＜内容＞ 

・表紙にテラリウムを取り上げるなど、ＳＤＧｓを意識している。

フォントや改行位置の工夫など、ユニバーサルデザインも意識し

た構成がされている。 

・単元のはじめのページでは、これから学習する内容が明示されて

おり見通しを持ちやすい。課題をつかみ、仮説や実験計画、実験・

観察などを経て、考察・まとめに入るプロセスが明解な構成とな

っている。また結果を「結果の例」とし、生徒の気づきから始ま

る主体的で対話的な学びを保証できるように工夫されている。 

・「やってみよう」「くらしの中の理科」「professional」「Science 

Press」「科学のあしあと」など、コラムのページが充実しており、

生徒に興味や関心を持たせることに効果的である。 

＜組織、配列、分量＞ 

・生徒自身が探究を意識できるように「？」で学習課題を提示し、

観察、実験につながるよう配慮されている。１年生は問題を見い

だす力、２年生は計画を立てたり結果から考えたりする力、３年

生では学びを振り返る力を段階的に育成できるよう明記され、学

年を追って内容や分量が段階的に拡張されている。 

・単元末の「探究活動」や「つながる」では、学習したことを活用

し、他の領域や教科との関連が図られるよう工夫されている。単

元末問題は基本的な学習内容の確認ができ、読解力問題では理解

を深める工夫がされている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

・巻末では地域の科学館や博物館で学べるヒントを紹介し、現地調

査などの体験的な活動につながるよう工夫されている。 

・観察や実験の心構えや注意事項を「理科のきまり」に示すことで

安全に実験ができるように配慮されている。 

・「これまでに学習したこと」で、既習事項がしっかりと復習できる。

・観察･実験の項目では、注意が色を変えて記載されている。 

・各学年で目指す資質・能力の育成のために、「探究の過程」を明確

にすることで、発達段階に応じた学習内容になっている。 



＜総評＞ 

・理科が楽しく学べ、かつ確実に理解できるよう、図版を工夫し、

ポイントを明確にして作られている。目的意識をもって観察、実

験が行われ、それが理解につながるよう、丁寧に構成されている。

実験、観察は精選されており、結果を「結果の例」としてあらわ

すことにより、どの生徒でも気づきから始まる主体的で対話的な

学びを保証できるようになっている。コラムのページが充実して

おり、生徒に興味や関心を持たせることに効果的である。 
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１１ 

学図 

中学校科学 ＜内容＞ 

・巻頭の「なぜ理科を学ぶの」は理科を学ぶ有用性を意識させ「理

科のトリセツ」で、教科書の取り扱いが明示されている。 

・観察、実験を「探究」のページからスタートさせ、探究活動を繰

り返しながら学習を進めている。また、「気づき」に具体的な写真

を取り入れ、考察までの流れを矢印で示すことにより、自らの気

づきから探究が進められるように配慮されている。 

・実験・観察の説明において、仮説から実験計画を立案するなど探

究のプロセスを意識した構成となっており、一つ一つステップア

ップできるように工夫されている。 

・年間指導計画の配当時間を大幅に削減することにより、余裕をも

って実情にあわせた学習指導を行うことができる。 

＜組織、配列、分量＞ 

・単元毎、身につけたい資質・能力、１時間毎の課題から次時への

つながりまでが記載されており、生徒が主体的に学びを進められ

る。１年では「問題発見」、２年では「仮説・計画」、３年では「振

り返り」を目標としてそれぞれの観察・実験について例示をする

工夫がされている。 

・コラムや基本問題を QR コードでまとめ、教材とすることで精選さ

れた編集になっている。コードに資料説明が添えられている。 

・「Can Do List」で各章における学びの目標や、わかっていること

を自分たちで評価しながら学習に取り組める工夫がされている。

確認しながら授業を行うことで、支援にもつなげることができる。

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

・一覧表や実験器具の操作場面の写真をページ全体に拡大すること

で、生徒の理解を助ける工夫がされている。 

・興味を引く単元のタイトルと写真の組み合わせにより、理科が苦

手な生徒でも学習内容に興味・関心がもてるようになっている。

カラフルではあるが落ち着いた色調でまとめられ、見やすい。 

・「この自由研究がスゴイ！」「学び続ける理科マイスター」「サイエ

ンスカフェ」「つなげて深める」など多種のコラムでは、学習内容

に関連した身近なこと、発展的なことを紹介し、生徒の関心や理

解を深めることができる工夫がされている。 



＜総評＞ 

・新学習指導要領の内容を十分に備え、さらに必要なことを端的に

学習する構成である。そのため、十分な時間を確保することがで

き、学校や生徒の実態に合わせた学習指導を行える。QR コンテン

ツも充実しており、家庭における教科書を用いた学習を充実させ

ることができる。実験・観察の操作、結果、考察、ふり返りの流

れがわかりやすく、生徒が同じ視点に立って学習に取り組むこと

ができる教科書になっている。 



別紙様式２ 

種目名 理 科 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 

校長 稲垣 浩人 教諭 目黒 卓 

教諭 望月 康広 教諭 宇佐美 裕司 

発行者 

番号 教科書名 
調査・研究結果 

（①内容、②組織、配列、分量 ③生徒の発達段階への配慮） 
略 称 

１７ 

教育出版 

自然の探究 

中学理科 

＜内容＞ 

・観察、実験の手順が整理され、表により結果をまとめられるよう

になっている。目的から結論までの流れが系統的に示されている。

・「ハローサイエンス」では、発展的な内容や最新の科学技術、また、

他教科とのつながりを知ることができる。 

・防災情報を多く取り入れ異常気象への関心を高めている。 

・全学年の先頭ページに掲載されている「探究の進め方」は、具体

的な事例をもとにして、探究の各ステップを詳しく解説している。

各学年の既習事項を用いることで経験を元に見通しを持った学び

が進められるようになっている。「疑問」から始まり「結論」に至

るまでの過程が明確で、実験や観察の目的を理解し、自学自習を進

めやすくなっている構成である。 

＜組織、配列、分量＞ 

・基礎・基本的な知識を習得し、その後活用していくよう単元が配

列されており、段階を追って理解を深めていくことができる。 

・探究の過程を「仮説を立てる」などのマークを用いて示し、科学

的概念を形成させるための過程が明確に示されている。 

・章の始まりが興味を持たせる文章であり、さらに「学習前の私」

「学習後の私」を設けることで、学習での変容がわかりやすい。 

・「参考」「チャレンジ」「思い出そう」などが本文中に組み込まれて

おり、多様な実験に触れながら学習を進めていくことができる。

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

・ページ数が増え、文字が大きくなった。重要語句や実験の注意、

課題と結論の囲みを朱色で表し、重要箇所を強調するなどユニバ

ーサルデザインに配慮されている。ページの幅を十分に生かして

構成しているため、写真、図版の大きさにゆとりがあり見やすい。

・「理科で使う算数・数学」を掲載し、算数や数学が苦手な生徒にも

学習が進めやすいよう配慮されている。 

・各時間の学習内容に関連した小学校などの既習内容を取り上げな

がら今日の学習内容に入る構成になっているので、生徒が関連を

意識して学習に取り組みやすいと思われる。 

・巻末に、動植物カードや原子モデル、星座早見盤が付録されて、

生徒一人一人が学習できる工夫がされている。 



＜総評＞ 

・巻頭の「探究の進め方」に沿って、各単元での学習が具体的に進

められるように構成されていることで、生徒が探究の過程を体得

できるように工夫されている。ページの幅を十分に生かし、図版

や実験・観察のページなどを充実させることで、見やすく使いや

すくなっている。要点チェック、重要用語の整理、基本問題やハ

ローサイエンスや発展などのコラムにより、既習事項の確認や学

習内容の深化を生徒自らできるように工夫されている。 



別紙様式２ 

種目名 理 科 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 

校長 稲垣 浩人 教諭 目黒 卓 

教諭 望月 康広 教諭 宇佐美 裕司 

発行者 

番号 教科書名 
調査・研究結果 

（① 内容、②組織、配列、分量 ③生徒の発達段階への配慮） 
略 称 

６１ 

啓林館 

未来へひろ

がるサイエ

ンス 

＜内容＞ 

・全体を通して、「探究」という言葉を中心に据えた学習活動を展開

し、これにより学ぶ意欲が非常に高まり、見通しをもって探究で

きる配慮がされている。（教科書の最初に書かれた「探究の過程」）

・説明用のとても丁寧な図や写真と、興味付けのためのダイナミッ

クな写真を上手に紙面に配置している。 

・「みんなで探 Qクラブ」は、身近な題材を使用し、既習内容の確認

と発展的な探究ができる。身に付けた探求の力を身近な課題から

自由に活用でき、もっと調べてみたいという気持ちをかき立てる。

自由研究や総合的な学習の時間の課題設定にもつながる。 

・ページ数増により生徒の興味・関心を引き出すコラムや写真、最

先端の情報などが大変多く掲載されている。 

＜組織、配列、分量＞ 

・単元の導入の写真と、「学ぶ前にトライ」を活用して、生徒の動機

付けを十分に行うことができる。 

・「ラボ」という様々な内容のコーナーを配置し、各教科と横断的に

つなげている。また、家庭で学習を進めるときその単元と日常の

結びつきを非常にイメージしやすい。 

・各章の後の「基本のチェック」、単元後の「学習のまとめ」によっ

て学習の定着の確認や振り返りが非常に行いやすい。「力だめし」

は一問一答ではなく質問文を読み取って考える問題が、他のもの

に比べとても多く出題されている。 

・各節のはじめの「？」は、学習課題をどの生徒にもわかりやすい

言葉で提示している。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

・「つながる学び」で小、中学校での既習事項との関連を図り、既習

事項を踏まえながら科学的な概念が形成されるようにとても工夫

され、さらに「高校○○へ」では高校理科への接続も意識できる。

・１年の文字サイズが、２．３年のものより大きい。文字を紙面の

中央（本文の幅が一定）、写真等は紙面の端に配置され突出して見

やすい。学習障害の子どもにとっての配慮が十分にされている。 

・サイエンス資料として算数や数学との関連を一つにまとめてあり、

数学の面から生徒の学びをサポートしている。 



＜総評＞ 

・新学習指導要領の理念に忠実にそった内容であり、子どもの探究

心を持たせる動機付け、探究を行う上での支援など、身近な疑問

から深い学びへと上手に導いている。今までにはなかった実験も

紹介されている。２年の観察のスキルでは思考ツールについて紹

介するなど、思考する上でのツールを教科書内で紹介している。

各種の「ラボ」や「他教科との関連」「サイエンス資料」「ひろが

る世界」等、資料集としても十分活用できる教科書になっている。


