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１ 内容
（１）学習指導要領に示された各
学年の目標及び内容の押さえ方
に対して配慮しているか。
（２）児童の発達段階に対して配慮
しているか。

(１)配慮している。
・仮想のクラスや登場人物の家族
との交流などのイラストの場面を用
いながら、英語の語彙や表現を理
解できるようになっている。
(２)発達段階に応じて興味がもてる
内容になっている。
・ストーリーの流れを理解し、歌や
チャンツで口慣らしを行い、慣れ親
しんだ表現を実際のコミュニケー
ションのやり取りで使い、最後に見
ながら、自分のことを書いてまとめ
る学習を進める中で、英語の基礎・
基本が身に付くようになっている。

(１)配慮している。
・英語の知識を理解し、活用できる
基本的な技能を着実に身に付ける
ことができるようになっている。
(２)発達段階に応じて興味がもてる
内容になっている。
・各ユニットを３つに分け、基礎的
な知識・技能の習得と活用から思
考力・判断力・表現力等を養う言語
活動になっている。
・聞く、口慣らし、簡単な練習、コ
ミュニケーション活動、書くという学
習をスモールステップで表現の確
実な習得と、活用を図ることができ
る。

(１)配慮している。
・外国語活動の内容からの接続が
円滑になるように配慮している。
(２)発達段階に応じて興味がもてる
内容になっている。
・５，６年ともに、毎学期に３つの大
単元を設定し、さらに、各学期に
HOP,STEP,JUMPの小単元に分け
て、見通しをもち、知識と技能を習
得し、最後に実際の場面で表現し
ながら活用できるようになってい
る。

(１)配慮している。
・コミュニケーション活動を多く設
け、英語を使ってコミュニケーショ
ンを取ろうとする意識や態度を身
に付けられるようになっている。
(２)発達段階に応じて興味がもて
る内容になっている。
・各ユニットを３つに分け、少しず
つ文章が長く、詳しくするなど、易
から難になっている。
・インプット・インテイクで英語を聞
いて意味や使い方を推測、理解
し、アクティビティで学んだ表現を
実際に使って、自分の言いたいこ
とを伝えることができるようになっ
ている。

(１)配慮している。
・単語の習得から表現の習得へと
配列がなされており、自己表現の
活動につなげられるよう配慮して
いる。
(２)発達段階に応じて興味がもて
る内容になっている。
・2学年を通して、身近なことから
世界のことに視野を広がながら学
習できるようになっている。

２ 構成上の工夫
（１）重点調査項目
「主体的・対話的で深い学び」の実
現に向け配慮しているか。
（２）各領域の分量について児童
の発達段階を十分に配慮している
か。

(１)配慮している。
・児童が推測したり、表現したりす
る内容が多い。
・グループ活動の人数を指定してい
るので、場の設定が明確である。
・projecttimeではグループで地域
の良いところについて話し合う活動
を取り入れるなど、主体的、対話
的、深い学びができるようになって
いる。
(２)発達段階に配慮している。
・４技能がバランスよく配置されて
いる。

(１)配慮している。
・児童が推測したり、表現したりす
る内容が比較的少ない。
・英語が理解できなかったとして
も、具体的な場面から、会話や語
彙を想像できるようになっており、
児童が主体的に学べるようになっ
ている。
(２)発達段階に配慮している。
・「聞く」「話す」活動がたくさん入っ
ている。「読む」活動では、英語の
歌なども取り入れられているが、文
章をなぞり書きしたり、見ながら書
いたりする活動は比較的少ない。

(１)配慮している。
・児童が推測したり、表現したりす
る内容が多い。
・コミュニケーション活動では、グ
ループでの活動を中心とし、主体
的、協働的に学び合えるようになっ
ている。
(２)発達段階に配慮している。
・「聞く」活動では、よく知られてい
る童話などを用いるなど工夫して
いる。

(１)配慮している。
・児童が意欲的に必然性をもって
学習に取り組むことができるよう
になっている。
・コミュニケーション活動がたくさん
取り入れられているが、お互いの
考えを述べ合う活動は比較的少
ない。
(２)発達段階に配慮している。
・「聞く」活動、「読む」活動、「文章
をなぞり、見ながら書く」活動が多
く入っている。

(１)配慮している。
・児童が推測したり、表現したりす
る内容が多い。
・コミュニケーション活動がたくさん
取り入れられているが、お互いの
考えを述べ合う活動は比較的少な
い。
(２)発達段階に配慮している。
・単元とは別に「書く」活動が十分
に準備されており、中学に行くまで
に基礎が十分身に付くと思われ
る。

３ ユニバーサルデザインに関す
る配慮をしているか。
（１）児童にとって読みやすい表現
であるか。
（２）印刷、写真、挿絵、図形等が
見やすく、分かりやすいか。

(１)読みやすい表現になっている。
・読みやすい表現になっているが、
５年生の導入期の文字表記が多
い。
(２)印刷、写真、挿絵、図形などが
見やすく分かりやすくなっている。

(１)配慮している。
・実際の使用に即した場面設定、
興味を喚起する話題、他者と関わ
りながら進めていく活動を配置して
いる。
(２)発達段階に応じて興味がもてる
内容になっている。
・２学年を通して、学年を追って発
達段階に適合した内容を選択でき
るようにしている。
・主に外国を扱った単元が６年生に
入っている。食べ物や、学校生活
などで外国についての学習が入っ
ている。
・授業は映像を見ながら内容を捉
え、口慣らしをしながら表現や語彙
に慣れ親しみ、やり取りや発表によ
る発信活動を行うようになってい
る。
(１)配慮している。
・児童が推測したり、表現したりす
る内容が多い。
・語彙や表現が豊富で、言語活動
が充実している。
・コミュニケーション活動では、伝え
合うだけでなく、友達の発表から考
えたことなども学習できるように
なっている。
(２)発達段階に配慮している。
・「聞く」「話す」活動がたくさん入っ
ているが、文章をなぞり書きする
シートが別になっており、児童に
よっては使いにくいことが考えられ
る。読む活動が、比較的少ない。
(１)読みやすい表現になっている。
(２)印刷、写真、挿絵、図形などが
見やすく分かりやすくなっている。

４ 使用上の便宜
（１）教員にとって、使いやすくする
ための配慮がされているか。
（２）児童が家庭学習を行う際の配
慮がされているか。
（３）地域性に対して配慮している
か。

(１)配慮している。
・慣れ親しみが深まっていくように、
活動等が組まれており、教員と児
童双方に授業の進度がわかるよう
になっている。
(２)
・児童だけでも家庭学習を進められ
るようになっている。
(３）配慮している。
・さまざまな地域に配慮している
が、地域の特徴を扱った内容は比
較的少ない。

(１）配慮している。
・慣れ親しみが深まっていくように、
活動等が組まれており、英語指導
に慣れていない教員に、使いやす
い配慮をしている。
(２)
・教科書内では家庭学習に対応で
きるような内容は見られない。
(３)配慮している。
・さまざまな地域に配慮している。

(１）配慮している。
・慣れ親しみが深まっていくように、
活動等が組まれており、英語指導
に慣れていない教員に、使いやす
い配慮をしている。
(２）
・教科書内に家庭学習に対応でき
るような内容がある。
(３)配慮している。
・さまざまな地域に配慮している
が、特徴を扱った内容は比較的少
ない。

(１)配慮している。
・慣れ親しみが深まっていくように、
活動等が組まれており、教員と児
童双方に授業の進度がわかるよう
になっている。
(２)
・教科書内では家庭学習に対応で
きるような内容は見られない。
(３)配慮している。
・さまざまな地域に配慮している。

(１)配慮している。
・慣れ親しみが深まっていくよう
に、活動等が組まれているが、進
出語彙の慣れ親しみの活動例は
比較的少ない。
(２）
・アルファベットに関する学習が用
意されている。
(３）配慮している。
・さまざまな地域に配慮している
が、地域の特徴を扱った内容は
比較的少ない。

(１)配慮している。
・慣れ親しみが深まっていくよう
に、活動等が組まれているが、応
用編の活動が入っており、教員に
よっては扱いが難しいことも考えら
れる。
(２)
・教科書内で家庭学習に対応でき
るようになっている。
(３）配慮している。
・さまざまな地域に配慮している。

(１)配慮している。
・慣れ親しみが深まっていくように、
活動等が組まれているが、英語指
導に慣れていない教員にとっては
扱いが難しいことも考えられる。
(２)
・別ページに文字や文章が学習で
きるように準備されている。
(３)配慮している。
・さまざまな地域に配慮している。

５ その他
※各教科ごとで、伝えたいことが
あれば記載する。なければ記載し
なくてよい。

・アルファベットの習熟に対する活
動が各Lessonに必ず入っている。
・単元の終わりに振り返りシートが
あり、そのまま児童の評価に使用
することができる。
・観点別の単元のゴールが、単元
の最初に明記されており、児童と教
員が目標を共有できる。
・QRコードが付いており、単元の内
容を音声で確認することができる。
・ページ下にアルファベットの音に
ついて学習できる項目がある。

・アルファベットの習熟に対する活
動が各Lessonに必ず入っている。
・単元の終わりに振り返りシートが
あり、そのまま児童の評価に使用
することができる。
・単元のゴールとそれぞれのセク
ションごとの目標が、単元の最初に
明記されており、児童と教員が目
標を共有できる。

・単元のゴールが、単元の最初に
明記されており、児童と教員が目
標を共有できる。
・各単元にアルファベットを復習で
きるページがある。
・振り返りを準備しているが、項目
を「考える」と「深める」に限定して
いる。
・QRコードが付いており、文章を見
ながら、音声を聞き、繰り返して練
習することができる。

・単元の目標が単元の最初に記載
されており、児童と教員が目標を
共有できる。
・５年生の世界の学習の単元で
は、世界地図や時差の掲載、実践
英語などを多用し世界について分
かりやすくしている。
・世界のことをより深く知ることがで
きる内容が多い。
・まとめと振り返りがあるが、使い
方を考える必要がある。
・ＱＲコードが付いており、単元の
目標などを聞くことができるように
なっている。

・単元の終わりに振り返りシートが
あり、そのまま児童の評価に使用
することができる。
・各単元の終わりには、アルファ
ベットに関する学習などがある。
・QRコードが付いており、単語の
発音を聞くことができる。

・QRコードが付いており、語彙を聞
いたり、聞きながらゲームなどの
活動をしたりすることができる。表
示が分かりやすい。
・前年度の学年の内容があり、復
習で１時間とる活動がある。
・単元の終わりに簡単な振り返り
シートがあり、時間をかけずに振り
返りが書けるようになっている。

・アルファベットの習熟に対する活
動が別ページに入っている。
・ページ下に、アルファベットの音に
関する学習と、Small talkの例が記
載されている。
・QRコードが付いており、語彙を聞
いたり、聞きながらゲームなどの活
動をしたりすることができる。表示
が分かりやすい。
・別添付でピクチャーディクショナ
リーが付いている。

調査の観点

東京書籍

(１)配慮している。
・十分にインプットできた言葉をア
ウトプットし、基礎的な知識や技能
の習得ができるようにしている。
(２)発達段階に応じて興味がもてる
内容になっている。
・各ユニットとも、音声を聞きながら
表現や語彙に慣れ親しみ、さらに、
単元を通して様々なコミュニケー
ション活動が取り入れられている。
・主に外国を扱った単元が６年生に
・主に外国を扱った単元が６年生 入っている。食べ物や、衣装などで
に入っている。食べ物や、衣装な 外国についての学習が入ってい
どで外国についての学習が入って る。
いる。

(１)配慮している。
・身近なことから導入し、世界に視
点が向くようにしている。
・コミュニケーション活動がたくさん
取り入れられている。
(２)発達段階に配慮している。
・４技能がバランスよく配置されて
いる。文章構造を理解できるよう
に、色を分けるなど工夫している。
別ページにアルファベットの練習
ページや、５文ほどの長めの文章
をなぞり書きや、書写できるように
配慮している。

(１)読みやすい表現になっている。 (１)読みやすい表現になっている。 (１)読みやすい表現になってい
(１)読みやすい表現になっている。 (１)読みやすい表現になっている。
(２)印刷、写真、挿絵、図形などが (２)印刷、写真、挿絵、図形などが る。
(２)印刷、写真、挿絵などが見やす (２)印刷、写真、挿絵、図形などが
見やすく分かりやすくなっている。 見やすく、情報が多いので児童の (２)印刷、写真、挿絵、図形などが く分かりやすくなっている。
みやすくなっているが、写真を多用
理解の支援になっている。
見やすく分かりやすくなっている。
しているため色彩が多く、児童に
よっては情報量が多すぎるため抵
抗感を感じることも考えられる。

