
令和２年度～５年度使用教科書採択結果及び採択理由
鹿児島大学教育学部附属小学校

１の観点による調査研究の結果，以下の理由で各教科等の教科書を採択しております。

１ 教科用図書調査研究の観点

（１） 各教科の目標や各学年の目標は正しく取り入れられているか。
（２） 正確かつ公正であり，多面的・総合的な配慮がなされているか。
（３） 基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得を図る工夫がなされているか。
（４） 必要な思考力，判断力，表現力等の育成が図られ，主体的・対話的で深い学びにつながるような工夫がなされているか。
（５） 各分野・領域の分量等に偏りはなく，系統的・発展的に構成されているか。
（６） 興味・関心をもって，意欲的に学習に取り組めるように配慮されているか。例えば，生命の尊厳，郷土の自然や伝統・文化，先人の伝記，スポーツ，情報化への対応等の現代的な課

題など，多様な教材が取り上げられ，課題意識や課題追究への意欲を高め，深い学びにつながるような工夫がなされているか。
（７） 学び方や考え方を習得するための工夫がなされており，例えば，発達の段階に応じた体験的な学習等が効果的に取り入れられているか。
（８） 統計や資料の内容，正確さ，新しさ等が適切であり，図解・写真・図表等は効果的であるか。
（９） 紙質や製本，印刷の鮮明度等は良好で，使用上の利便性や親しみやすさに配慮がなされているか。
（10） 編集・紙面構成及び用語や文章は，ねらいや発達の段階に応じて適切であり，統一性があるか。
(11) 図書の内容と一体のものとして音声，映像等が示されている場合は，その内容が効果的であるか。

２ 採択教科書及び採択理由

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８） （９） （10) （11）
観点 教科の目標 正確かつ公 基礎的・基本的 思考力，判断力， 各分野・領域 興味・関心 学び方・考え方 統計や資料 紙質・製本 編集 音声・映像等

学年の目標 正多面的・総 な知識及び技能 表現力の育成 の分量 図解・写真 印刷 紙面構成
採択図書 合的な配慮 の習得 系統的･発展的 文章
出版社
国 国語 学習指導要領の 内容の記述 基礎的・基本的 必要な思考力， 各分野・領域 興味・関心 学び方や考え 統計や資 紙質や製 編集・紙 図書の内容と
語 光村図書 趣旨が適切に生か は正確かつ公 な知識および技能 判断力，表現力等 の分量に偏りは をもって意欲 方を習得するた 料の内容， 本，印刷の 面構成及び 一体のものとし

されている。 正であり，多 が確実に習得でき の育成が図られ， なく，系統的・ 的に学習に取 めの工夫がよく 正確さ，新 鮮明度は良 用語や文章 て音声，映像等
面的・総合的 るように系統的に 主体的・対話的で 発展的によく構 り組めるよう なされており， しさが適切 好で，使用 は，ねらい が工夫され，効
な配慮がなさ 配列されている。 深い学びにつなが 成されている。 多様な教材を 発達の段階に応 であり，図 上の利便性 や発達の段 果的である。
れている。 また，学習用語を るような工夫がよ また，３年以上 取り扱うなど じた体験的な学 解・写真・ や親しみや 階に応じて

まとめるページが くなされている。 の説明的文章 配慮されてい 習として読書活 図表等は工 すさに配慮 適 切 で あ
掲載されており， また，単元構成や は，２教材構成 る。伝統的な 動や情報の活用 夫され効果 がよくなさ り，統一性
児童自身が学習を 学習の手引きにも になっており指 言語文化に親 等が効果的に取 的である。 れている。 がある。ま
振り返る工夫がな 工夫がなされてい 導教材や構成の しみやすいよ り入れられてい また，実物 た，高学年
されている。 る。 工夫がなされて う配慮がよく る。また，「学 の展示資料 は年間通し

いる。 なされている。習の手引き」や を配置する て１冊で学
学習過程に沿っ など，思考 習するよう
た課題の明示な を整理する 編成されて
ど配慮がなされ ための資料 いる。
ている。 が使用され

ている。
書 書写 教科や学年の目 正確かつ公 確実な習得を図 具体的な学習課 分量に偏りは 繰り返し学 学習の手順を 運筆や姿 紙面は明 説明と手 二次元コード
写 光村図書 標は正しく取り入 正であり，多 ることができるよ 題を提示し，課題 なく，硬筆，毛 習し，運筆能 示してあり，観 勢などにつ るく写真も 本を明確に から，動画で学

れられている。 面的・総合的 うに配慮されてい を解決するために 筆が各学年の指 力を身に付け 点ごとに自分の いての説明 鮮 明 で あ 分けて学習 習できる。
な配慮がなさ る。鉛筆の持ち方 どのような工夫が 導事項に即した られるように ペースで主体的 を擬音語や る。姿勢や 過程が捉え
れている。 を実物大のイラス 必要か考えるよう 題材で取り入れ 水書用紙が添 に学習を進めて リズムのあ 筆記具の取 やすいよう

トと自分の姿を比 に工夫がなされて られている。 付されている。いくことができ る言葉で示 り扱いが写 に統一性を
較できるようにし いる。 書きはじめや るように工夫さ している。 真や絵で示 もたせてい
ている。 古典等が課題 れている。 漢字と手紙 され見やす る。

として取り扱 の書き方の い。
われている。 関連がみら

れる。



社 新しい社会 教科の目標や各 正確かつ公 基礎的・基本的 必要な思考力・ 各分野・領域 興味・関心 学び方や考え 統計や資 ５・６年 文字の大 ゲーム・クイ
会 東京書籍 学年の目標は，正 正であり，多 な知識及び技能の 判断力・表現力等 の分量等に偏り をもって意欲 方を習得するた 料の内容， 生 は 分 冊 きさやふり ズ形式のデジタ

しく取り入れられ 面的・総合的 確実な習得を図る の育成が図られ， なく，系統的・ 的に学習に取 めの工夫がなさ 正確さ，新 で，見開き がななど， ルコンテンツが
ている。 な配慮がよく 工夫がなされてい 主体的・対話的で 発展的によく構 り組めるよう れており，発達 しさ等が適 が 多 用 さ 児童の発達 豊富に掲載され

なされている。る。 深い学びにつなが 成されている。 によく配慮さ の段階に応じた 切であり， れ，写真・ の段階に配 ている。
るような工夫がよ れている。 体験的な学習等 図解・写真 資料が充実 慮した編集
くなされている。 が効果的に取り ・図表等は しており， の工夫がさ

入れられてい 効果的であ 学び方や学 れている。
る。 る。 習の楽しさ

が伝わるよ
うにしてあ
る。

地 楽しく学ぶ小学 教科の目標や各 正確かつ公 各ページの地図 様々な地図や統 小学校３年生 興味・関心 地図の使い方 統計や資 紙質や製 編集・紙 図書の内容と
図 生の 学年の目標は，正 正であり，多 の読み取りの問題 計等を使い，読み からの使用を念 をもって意欲 や書き方，資料 料の内容が 本，印刷の 面構成及び 一体のものとし
帳 地図帳 しく取り入れられ 面的・総合的 や，47都道府県の 取りを通して必要 頭に，一般図の 的に学習に取 の使い方につい 豊富で，正 鮮明度等は 用語や文章 て音声，映像等
帝国書院 ている。 な配慮がよく クイズなどが掲載 な思考力・判断力 前に「広く見渡 り組めるよう て掲載があり， 確さ，新し 良好で，使 は，ねらい が示されてお

なされている。され基礎的・基本 ・表現力等の育成 す地図」をはじ によく配慮さ 体験的な学習に さ等も適切 用上の利便 や発達の段 り，内容が効果
的な知識及び技能 が図られ，主体的 めに示すなど教 れている。 つながるように であり，図 性や親しみ 階に応じて 的である。
の確実な習得を図 ・対話的で深い学 科書の内容に応 してある。 解・写真・ やすさに配 適 切 で あ
る工夫がなされて びにつながるよう じ，地図資料や 図表等は効 慮がされて り，統一性
いる。 な工夫がよくなさ 統計資料が系統 果的に活用 いる。 がある。

れている。 的・発展的に配 できるよう
列されている。 によく配慮

されている。
算 みんなと学ぶ小 教科の目標や各 内容の記述 基礎的・基本的 必要な思考力， どの題材も， 児童の生活 ６年間を通し 統計や資 縦Ｂ５， 発達の段 図書の内容と
数 学校算数 学年の目標は正し は正確かつ公 な知識及び技能の 判断力，表現力等 適切な組織・配 場面や身近な て育成する思考 料，写真等 横Ａ５サイ 階に応じて 一体のものとし
学校図書 く取り入れられて 正であり，多 確実な習得を図る の育成が図られ， 列になってい 事象を課題と 力，判断力，表 も大きく， ズとしたこ 用語の解釈 て音声，映像等

いる。 面的・総合的 工夫がとてもよく 主体的・対話的で る。 して扱うこと 現力等が「三つ 見やすい。 とで，学び やルビをふ の内容が効果的
な配慮がなさ なされている。 深い学びにつなが で，児童が興 の学びの力」と 図や吹き出 方，考え方 るなどの工 に示されてい
れており，身 るような工夫がと 味・関心を抱 して，具体的に しが，思考 を児童が書 夫が見られ る。
近な事象から てもよくなされて きやすいもの 書かれており， の過程に沿 き込みやす る。 二次元コード
問題を見いだ いる。 となっている。児童が学び方， っており， いものとな から直接コンテ
す導入や日常 考え方を身に付 児童の思考 っている。 ンツが活用で
生活との関連 けやすいつくり を促すよう き，用具の使い
がとてもよく になっている。 効果的に配 方や図形のかき
図られている。 置されてい 方等をスライド

る。 や映像等で分か
りやすく示して
いる。

理 未来をひらく小 音の性質，雨水 内容の記述 結果を基にした 問題解決の過程 系統的・発展 学習内容と 巻頭に各学年 写真や図 良好であ 発達の段 図書の内容と
科 学理科 の行方と地面の様 は正確かつ公 考察を重視した内 に沿って思考を整 的に学ぶことが 関連した身近 の学び方が問題 が鮮明で， り，使用上 階に応じて 一体で詳しく示
教育出版 子といった新内容 正である。記 容になっている。 理するために効果 できる配列で， な自然事象が 解決の過程に沿 また，比較 の利便性に 配慮がされ されている。Ｑ

を含め，各学年の 述内容の量が 実験器具の使い方 的なノートの使い 領域の分量の偏 多数掲載され って記されてい を基本とし 優 れ て い ている。 Ｒコードを読み
目標に沿った学習 適切である。 や操作方法につい 方が示されている。りがなく適切で ており，探究 る。既習内容を た構成にな る。紙質が こむと，プログ
内容が設定されて 根拠が明確な て，安全上の留意 子どもの吹き出し ある。 心や自然に親 関係付けながら っているた 良く，印刷 ラミングや災害
いる。 安全指導の記 点及び手順を確認 に考える視点とな しもうとする 追究し，結果か め，理解を の発色も良 等の情報が得ら

述があり，自 できる内容になっ る言葉が適切に記 態度が高まる ら考察する構成 促す上で効 い。 れる。
然災害につい ている。 されている。 内容になって になっている。 果的である。
ても記されて いる。
いる。

生 光村図書 教科の目標，学 内容は多面 多様な表現方法 具体的な体験活 季節ごとの配 見開きによ 多様な学習活 子どもの 印刷状況 単元が三 二次元コード
活 せいかつ 年の目標ともに正 的・総合的な による子どもの気 動や表現活動の例 列になってお る挿絵やシー 動や具体的な調 活動の写真 は鮮明で， 段階の構成 で動画・音声を

しく取り入れられ 配慮がなされ 付きや状況に応じ 示だけでなく，活 り，子どもの実 ルを活用した べ方が例示され や関連する 利便性もあ で示されて 閲覧することが
ている。 ている。スタ た基本的な生活習 動の際に着目させ 生活との関連が 振り返りのペ ており，学び方 教材の写真､ る。情報量 おり，学び でき，図書の内

ートカリキュ 慣・生活技能が具 たいポイントまで 意識されてい ージなど活動 や考え方を習得 イラストが が精選され の過程を捉 容と一体とした
ラムや他教科 体的に例示されて 例示するなど，思 る。各分野・領 意欲を高める するための工夫 多用されて ている。 えやすい構 画像や動画が示
との関連が考 いて，工夫がよく 考力，判断力，表 域の分量等に偏 工夫がなされ がよくなされて いて，効果 成となって されており，効
慮された構成 なされている。 現力等の基礎が培 りなく，系統的 ている。 いる。 的である。 おり，適切 果的である。



となっている。 われる工夫がよく ・発展的に構成 である。
なされている。 されている。

音 小学校音楽 教科，学年の目 何を目標と 各領域において， 音楽を形づくっ 各分野・領域 我が国の伝 発達の段階に 表現の工 特別支援 目標，内 多くの教材
楽 教育芸術社 標は正しく取り入 して，どのよ 基礎的・基本的な ている要素が各教 の分量に偏りは 統的な音楽に 応じた音楽活動 夫をするた 教育の視点 容，〔共通 で二次元コード

れられている。 うな活動を通 知識及び技能の習 材に複数明記して なく，系統的・ ついて，全学 をどのように取 めに，写真 で，優しい 事項〕の掲 が示されてお
して何を身に 得を図る工夫がな あり，捉えやすい 発展的に構成さ 年を通して題 り入れていくの 資料や挿絵 色調やカラ 載の仕方が り，奏法や動画
つけさせたい されている。 要素が強調してい れている。 材として設定 かがより明確に が効果的に ーユニバー より統一性 ・資料を閲覧で
かがより分か るため，焦点化さ され，日本人 示されている。 掲載されて サルデザイ がある。特 きる。
る紙面の構成 れた視点をもとに として我が国 いる。 ンの配慮が に，活動内
なっている。 思考しやすい工夫 の音楽文化に リコーダ なされてい 容について

がなされている。 より愛着をも ーの運指表 る。 は，一貫性
つことができ が折り込み Ａ４より がある内容
るよう工夫さ で運指を確 縦 が 短 め になってい
れている。 認しながら で，幅広で る。
問いかけに 演奏できる。見やすい。

よって課題意
識をもって深
い学びに向か
う工夫がなさ
れている。

図 図画工作 教科，学年の目 多面的・総 巻末に用具の使 一つの題材にお 各分野・領域 写真を数多 体験的な活動 明るい写 写真や文 写真と文 内容と関連さ
工 日本文教出版 標が適切に取り入 合的に学習で い方等の基本的な いて様々な表現方 の分量等に偏り く使い，意欲 が一目で分かる 真が多く， 章から題材 章が児童の れており，活用

れられている。 きるように， 知識・技能面が発 法を示しており , はなく，心身の をもたせる工 ように写真を効 子どもの生 のねらいが 発達に応じ しやすい。
共通事項を意 達の段階に応じて 子どもの思考力を 発達に応じて， 夫がなされて 果的に使ってい き生きとし わかる工夫 て適切に掲
識して，絵や イラストを用いて 高めるものとなっ 幅広く材料が選 いる。また， る。 た表現活動 を し て い 載されてい
文章が記載さ 分かりやすく幅広 ている。問題解決 定してあり，系 数多くの材料 言語活動を意 の様子が伝 る。より鮮 る。
れている。 く掲載されている。的に学習が進めら 統性が明確であ 等が示され， 識して，子ども わるような 明な明るい 活動の過

れるような工夫が る。 子どもの発想 のつぶやきなど 効果的な構 写 真 が 多 程や，様々
なされている。 を生かしやす を効果的に使っ 成がなされ い。子ども な発想の仕

く，子どもの ている。 ている。 の生き生き 方が分かる
他題材への活 とした表現 ような写真
用意欲を高め 活動の様子 を選定して
るものである。 が伝わる。 いる。

新しい家庭科 教科の目標や学 多面的・総 基礎的・基本的 学習の進め方を 題材の分量等 意欲的に取 学び方や考え 統計や資 A4版で写 ねらいや 映像の内容が
家 東京書籍 年の目標は正しく 合的に学習で な知識及び技能を 示し，児童が学習 に偏りはなく， り組めるよう 方を習得するた 料の内容等 真や図，資 発達の段階 効果的である。
庭 取り入れられてお きるよう，生 習得できるよう， 段階を意識できる 系統的・発展的 配慮されてい めに学び方の手 は適切かつ 料が多く， に応じて適
科 り，学習指導要領 活やこれまで 言葉や実物大の写 ようにして，問題 により工夫され る。 順が示してされ 効果的であ 児童が親し 切であり，

の趣旨が生かさ の学習などの 真で分かりやすく 解決的な学習の流 て構成されてい 児童に身近 ていたり，写真 る。 みやすく， 統一性があ
れ，内容の改定も つながりを示 説明したり，生活 れを踏まえて学習 る。 なものを題材 や図で示されて 調理の手 理解しやす る。
反映されている。 すための，他 の自立に必要な要 を展開できるよう 児童が系統を として取り上 いたりなどの工 順や布を用 い工夫がな

教科と関連す 点を巻頭にまとめ な工夫がなされて 意識し，見通し げ，子どもの 夫がなされてい いた製作の さ れ て い
る内容や，安 て掲載したりして いる。 をもって取り組 思いや願いを る。 手順におい る。
全，環境，キ いる。 主体的・対話的 めるようになっ 反映させ，意 地域や学校の て，図解や
ャリア教育， で深い学びを実現 ている。 欲的に取り組 実態に応じて取 実物大の写
伝統文化，防 するための活動の めるような工 り入れやすいよ 真，統計が
災，外国語活 工夫がなされてい 夫がなされて うに工夫されて 効果的に提
動のマークを る。 いる。 いる。 示されてお
分かりやすく り，内容理
配慮して表記 解を助ける
されている。 ものとなっ

ている。

保 東京書籍 教科の目標及び 正確かつ公 基礎的・基本的 必要な思考力， 各分野・領域 興味・関心 学び方や考え 統計や資 紙質や製 編集・紙 図書の内容と
健 新しい保健 各学年の目標は， 正であり，多 な知識及び技能の 判断力，表現力等 の分量等に偏り をもって，意 方を習得するた 料の内容， 本，印刷の 面構成及び 一体のものとし

正しく取り入れら 面的・総合的 確実な習得を図る の育成が図られ， はなく，系統的 欲的に学習に めの工夫がなさ 正確さ，新 鮮明度等は 用語や文章 て音声，映像等
れており，学習指 な面から配慮 工夫がなされてい 主体的・対話的で ・発展的によく 取り組めるよ れており，発達 しさ等が適 良好で，使 は，ねらい が示されている



導要領の趣旨が生 がなされてい る。 深い学びにつなが 構成されてい うによく配慮 の段階に応じた 切であり， 用上の利便 や発達の段 場合は，その内
かされている。各 る。健康の大 単元にかかわる るような工夫がよ る。学習内容に されている。 体験的な学習等 図解・写真 性や親しみ 階に応じて 容が効果的であ
学年の各項目は正 切さ，体の発 知識をまとめるコ くなされている。 関する補充的な 自分の考えを が効果的に取り ・図表等は やすさに配 適 切 で あ る。タブレット
しく取り入れら 育，けがや病 ーナーが設けられ 思考を発揮する 情報を掲載し， まとめ，記述 入れられてい 効果的であ 慮がなされ り，統一性 等で関連するコ
れ，正しい単元配 気の防止など，ている。 場面が分かりやす 発展的な学びに する欄が充実 る。１単位時間 る。具体的 ている。 がある。単 ンテンツを閲覧
列となっている。 身近な生活に く設定されている。つながる記述が している。単 の流れが明示さ な場面を想 元を見通す できる工夫があ

関する知識や 見られる。 元末には理解 れており，流れ 起しやすい ことができ る。
健康で安全な の状況をチェ を意識して取り ような写真 る 図 が あ
生活を営む実 ックできる工 組む工夫がなさ が充実して る。
践力を身に付 夫もある。 れている。 いる。
ける工夫がな
されている。

外 啓林館 教科や各学年の 正確かつ公 基礎的・基本的 必要な思考力， 各分野の分量 興味・関心 学び方や考え 統計や資 良好であ 発達の段 図書の内容と
国 Blue Sky 目標は正しく取り 正であり多面 な知識及び技能の 表現力，判断力等 は偏りなく，系 をもてるよう 方を習得させる 料，図解や り，使用上 階に応じて 一体のものが使
語 Elementary 入れられており， 的・総合的な 確実な習得を図る の育成が図られて 統的・発展的で に，各単元の ための工夫がよ 写真は，正 の利便性や 関心や興味 用され，映像や

学習指導要領の趣 配慮がなされ 工夫がなされてい いる。児童が目的 ある。 最後に，英語 くなされ，大単 確で鮮明， 親しみやす を高めるよ 音声が充実して
旨がよく生かされ ている。身近 る。ジングル（擬 をもって話す内容 文字の習熟に 圏の言語や文 元ごとに達成度 関心や興味 さが学年に うな構成上 いる。
ている。 な内容を中心 音語）などが充実 を考えながらコミ 関して重点が置 化に触れる内 を記述で振り返 を高めるた 応じて配慮 の配慮がよ

に取り扱って しており，児童が ュニケーション活 かれた配列とな 容が設定され る活動が設定さ めに効果的 さ れ て い くなされて
いるので，児 英語の音声に慣れ 動ができるような っている。 ている。 れている。 である。 る。 いる。
童が取り組み 親しみやすくなっ 工夫がされている。
やすくなって ている。
いる。

道 学研 教科・各学年の 内容は正確 巻頭や巻末に自 ページの最初や 系統的・発展 興味関心を 巻頭に，対話 ポスター 紙質や製 重点項目 図書の内容と
徳 目標は正しく取り かつ公正であ 分を見つめること 最後に主体的に考 的に構成されて もって，意欲 の方法が掲載さ や写真，漫 本，印刷の について複 一体のものとし
新・みんなの道 入れられ，学習指 り，多面的・ ができる学びの記 えることができる いる。内容項目 的に学習に取 れたり，学び方 画などの多 鮮明度等は 数教材を設 て，音声，映像
徳 導要領の趣旨が適 総合的な面か 録が設けられてお ような主題に関わ との関係が明示 り組めるよう の工夫や考え方 様な形式を 良 好 で あ ける工夫や 等が効果的に活

切に生かされてい らの配慮がな り，自分の成長や る問いが記載され され，内容，程 によく配慮が を習得するため 用いている。る。文字の 巻末で他教 用されている。
る。 されており， 今後の課題に気付 ている。また，「広 度が発達の段階 なされている。の工夫ができる また，ユニ 大きさなど 科等との関

多様な見方が くことができるよ げよう」「深めよう」に応じて配慮が スポーツ選手 ように，「深め バーサルデ の工夫がな 連を明記す
予想される学 うな工夫がなされ などのページがあ なされている。 や先人の伝記 よう」などのペ ザインの原 さ れ て い るなどの工
習ができるよ ている。 り，主体的に考え も豊富で，様 ージが設定され 則を表で示 る。また， 夫がなされ
うになってい られるような工夫 々な生き方に たりされてい し，教材の 学習の進め ている。
る。 がなされている。 ついて学べる る。 内容につい 方が分かり

ように工夫が て理解する やすく整理
なされている。 ことができ された記載

るよう工夫 になってお
がなされて り，意欲を
いる。 喚起しやす

くする工夫
がなされて
いる。


