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令和元年８月 定例教育委員会 議事日程 

 

１ 日 時 令和元年８月２１日（水）午後１時３０分から 

 

２ 会 場 伊予市役所２階 第１会議室 

 

３ 出席委員  

  教育長         渡 邉 博 隆 

教育長職務代理者    矢 野 ひとみ 

  教育委員        鷹 尾 秀 隆 

  教育委員        髙 橋 久美子 

  教育委員        水 口 良 江 

 

４ 会議に出席した事務局職員 

教育監理監         武 智 茂 記 

事務局長          佐々木 正 孝 

学校教育課指導主幹     福 原 浩 一 

学校教育課指導主事   髙 石 達 也 

学校教育課課長補佐     田 中 富 美 

学校教育課 

学校給食センター所長 川 本 英 人 

社会教育課長      山 岡 慎 司 

社会教育課課長補佐     北 岡 康 平 

社会教育課課長補佐     堀 内 和 美 

社会教育課課長補佐   宇 都 光 英 

 

５  協議事項等 

⑴ 議案審議 

議案第２３号 令和２年度使用小学校教科用図書の採択について 

議案第２４号 令和２年度使用中学校教科用図書の採択について 

⑵ 報告事項等 

ア ９月教育委員会行事予定について 

イ 事務局報告事項等について 

ウ  その他 
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            午後１時３０分 開会 

○佐々木事務局長 開会。 

○渡邉博隆教育長 ただいまから８月定例教育委員会を開催します。 

 午前中は、教育委員の皆さん方は、市内の教職員人権・同和教育研修会のご参加、大変お世

話になりました。 

 小野教育長さんが申された中で「知りません。言えません。」この言葉が非常に印象深く心

に残りました。今後、改めて心して、いろいろな対応をしたいと思いました。 

 なお、本日の委員会開催に当たりまして、５名の傍聴の要望がありましたので、伊予市教育

委員会傍聴人規則第１条の規定に基づき、私が許可しましたので、御報告申し上げます。 

 なお、傍聴人は、伊予市教育委員会傍聴人規則第３条に規定している行為をした場合は退場

を命ずることがありますので、御注意ください。 

 本日の会議録署名人は、髙橋委員さんですので、よろしくお願いします。 

 次に、６月の会議録について、御承認いただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 それでは、次第の５、協議事項等に移ります。 

 (1)議案審議、議案第23号令和２年度使用小学校教科用図書の採択について、事務局に説明

を求めます。 

 福原指導主幹、お願いします。 

○福原指導主幹 それでは、議案書１ページをご覧ください。 

 議案第23号令和２年度使用小学校教科用図書の採択について、教育委員会の議決を求めたい

と思います。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第６号により、令和２年度使用小学校教科

用図書について、採択する必要が生じたので提案をしました。 

 それでは、ここからはお手元の伊予市教科用図書調査委員会の調査研究結果報告に基づき説

明をします。 

 今回、調査研究を行った教科書は、文部科学省の検定を通っておりますので、どの教科書も

採択するにふさわしい教科書となっています。 

 なお、今回は小学校全13教科、62冊の会社についての報告がありますので、それぞれの教科

書の特徴的な事項だけを絞って説明します。後ほど、御審議をよろしくお願いします。 

 それでは、国語から進めさせていただきます。 

 では、１ページをご覧ください。東京書籍です。 

 特長的な事項は、Ｃの一番下の丸です。「巻末の漢字の手引では、音・訓すべての読み方で

調べることができる。」 
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 それから、総合所見の２段落目です。「日常生活や学校生活に関連した多様な場を設定し、

児童が主体的に学習に取り組み、基本的な知識や技能が身に付くように配慮されている。」 

 懸案事項は、Ｂの３つ目の丸のところです。「２年生以上の各教科書冒頭には、『○年生で

学習する言葉の力』が設けられているが、簡単な表記で児童にとって分かりにくい。」 

 それから、Ｃの４つ目の丸です。「『読むこと』では、読むための単元の導入ページや手引

きが掲載されているが、説明の分量が多く、児童にとっては読み取りにくい」 

 続いて、２ページをご覧ください。学校図書です。 

 特長的な事項は、Ａの５つ目の丸です。「我が国の伝統的な言語文化に親しめる『季節のた

より』を設定して、四季折々の言葉に触れられるようになっている。」 

 Ｃの一番下の丸です。「巻末に『言葉の部屋』を設け、発達段階に応じた様々な言葉が掲示

されて、語彙力表現力を高めるのに役立つ。」 

 懸案事項は、Ｂの３つ目の丸です。「３年生以上の学年上巻冒頭には、『○年生でつけたい

力』が設けられて１年間の学習を見通せるようになっているが、児童にとって分かりにくい表

現になっている。」 

 もう一つ、Ｃの４つ目です。「『読むこと』では、読むための手引きが、掲載されている。

また、児童が主体的に学ぶことができるよう学習の進め方が示してあるが、具体的なモデルが

なく、深い学びへの手掛かりが少ない。」 

 １ページ飛ばして、４ページを先に説明させてください。 

 ４ページ、光村図書出版です。 

 特長的な事項は、Ｃの１つ目の丸です。「具体的で多様な言語活動を設定し、児童の日常生

活に必要な基本的な知識や技能が身に付くように配慮されている。」 

 ３つ目の丸です。「『話すこと・聞くこと』『書くこと』では、日常生活や学校生活に関連

した多様な場を設定し、『学習の進め方』で学習を見通し、児童が主体的に学習に取り組める

ように配慮されている。」 

 最後の丸です。「巻末に『言葉の宝箱』を設け、発達段階に応じた『考えや気持ちを表す言

葉』が数多く提示されて、語彙力表現力を高めるのに役立つ。」 

 懸案事項は、総合所見の３つ目の段落です。「『読むこと』では、読むための手引きが、見

開きページで掲載されているが、やや具体性に欠け、深い学びへの手掛かりが少ない。」 

 最後、３ページに戻ってください。教育出版です。 

 特長的な事項は、Ａの８番目の丸です。「書体は読みやすく見やすい教科書体でデジタル機

器での表示も配慮して、新しいフォントを採用している。また、カラーユニバーサルデザイン

にも配慮し、どの児童にとっても明るく見やすく配慮されている。」 

 Ｃの４つ目の丸です。「『読むこと』では、読むための手引きが、大きく見開きページで掲

載されている。また、児童が主体的に学ぶことができるよう、『確かめる』『考える』『深め
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る』『ひろげる』の４つの段階の学習が具体的に示してある。更に、対話的な学習を意識した

対話のモデルが示されている。」 

 最後の丸です。「巻末に『言葉の木』『言葉のまとめ』を設け、発達段階に応じた『考えや

気持ちを表す言葉』が数多く提示されて、語彙力表現力を高めるのに役立つ。」 

 以上のことから、国語科に関しては、引き続き教育出版を採択するのが最も適していると考

えています。 

○渡邉博隆教育長 委員さん方から御意見ございませんでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 それでは、国語科の教科書について、説明どおり教育出版の教科書を承認

することに異議はございませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 それでは、小学校国語の教科書は教育出版社に決定しました。 

 続きまして、書写お願いします。 

○福原指導主幹 では続いて、書写について説明します。 

 書写の１ページ目をご覧ください。東京書籍です。 

 特長的な事項は、Ｂの１つ目の丸です。「『書写のかぎ』として巻末に１年間の学習のまと

めが記載されるなど、内容が系統的、発展的に構成されている。」 

 Ｃの１つ目の丸です。「巻頭に１年間の学習が見通せるイラストマップがあり、主体的に学

ぶ意欲を引き出すことができる。また、中学年以上では、そのねらいを示すインデックスが毛

筆の左に設けられるなど、ねらいも明確化、焦点化している。」 

 懸案事項は、Ａの４つ目の丸です。「ＡＢ判より大きく直接書き込めるが、毛筆の時の手本

にすると、机上がやや狭くなる。」 

 Ｃの最後の丸です。「日常の場面での様々な文字に興味を示し学習できるようなページがな

い。」 

 続いて、２ページをご覧ください。学校図書です。 

 特長的な事項は、良い点としてＣの２つ目の丸です。「姿勢や鉛筆の持ち方など基礎・基本

を写真やイラスト入りで学ぶことができるよう、配慮されている。」 

 最後の丸です。「書写学習に興味・関心を持って主体的に取り組めるように、様々な資料が

充実している。」 

 懸案事項は、Ｂの１つ目の丸です。「『書き方のかぎ』として教材ごとに見方、考え方を明

記しているが、年間通してまとめられたページがない。」 

 Ｃの５つ目です。「低学年では、水書用紙の活用がない。」 

 ３ページは最後にしますので、４ページを先に行きます。光村図書出版です。 



- 5 - 

 特長的な事項は、Ｂの１つ目の丸です。「『大切のまとめ』として巻末に１年間の学習を見

通せる工夫がされるなど、内容が系統的・発展的に構成されている。」 

 それから、Ｃの６つ目の丸です。「学習指導書の『お手本くん』を用いると、児童一人一人

の名前の手本を作成することができ、個に対応した支援が可能である。」 

 懸案事項は、総合所見の４つ目の段落です。「めあてを明記し、考えながら練習する学習過

程を取り入れているものの、主体的・対話的で深い学びに対する配慮がやや少ない。」 

 ５ページ、日本文教出版です。 

 特長的な事項は、Ｃの最後です。「書写学習に興味・関心を持って主体的に取り組めるよう

に、様々な資料が充実している。」 

総合所見の３つ目の段落です。「水書用紙やイラストの活用により、姿勢や鉛筆の持ち方

など丁寧に基礎・基本を学ぶことができるよう、配慮されている。」 

 懸案事項は、Ｃの３つ目です。「入門期において、イラストでの日常の場面の文字を見つけ

るページがあるが分かりにくい。」 

 それから、総合所見の最後です。「この教科書だけ、同一発行者の国語科教科書がないた

め、硬筆教材と国語科の教科書との関連が図ることができません。」 

 では、最後、３ページに戻ります。教育出版です。 

 特長的な事項は、Ｃの２つ目の丸です。「『はじめの学習』のページなど、基礎・基本を写

真やイラスト入りで分かりやすく提示し、よい姿勢や鉛筆の持ち方など正しく身に付くように

配慮されている。」 

 それから、総合所見、２つ目の段落です。「どの学年においても、硬筆教材に同一発行者の

国語科教科書に掲載されている作品や言語活動の一部が取り上げられるなど、内容は児童の発

達の段階に適応している。」先ほど、国語科が教育出版に決定したので、書写も教育出版に決

めると一番スムーズかと考えられます。 

 ４つ目の段落です。「学習の進め方、めあての表示も分かりやすく、児童が課題を解決しな

がら書写の学習に取り組め、主体的・対話的で深い学びを実現できるように配慮されていま

す。」 

 以上のことから、書写については、教育出版が最も適している教科書であると考えます。 

○渡邉博隆教育長 委員さん方から御意見ございませんでしょうか。 

○矢野ひとみ委員 書写は、どうしても国語の授業との関連が出てくると思います。それで、

この関連も踏まえ、また書写自体についても考えながら教科書を見ました。国語が教育出版に

決まったことで、国語の教科書に掲載されている作品等、それから言語活動の一部が取り上げ

られていて、とても関連があることが、児童の発達段階に適応しているとの説明でしたので、

教育出版が適していると考えます。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 
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 総合所見の第２段落の説明が、矢野委員さんも賛同できるとの御意見がございました。 

 そのほかございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 それでは、説明のとおり、書写につきまして説明どおり教育出版を承認す

ることに異議ございませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。それでは、小学校の書写につきましては、教育

出版に決定しました。 

 続きまして、社会科をお願いいたします。 

○福原指導主幹 それでは、社会科につきましては、先に２ページから説明させていただきま

す。教育出版の教科書です。 

 特長的な事項は、Ｂの２つ目の丸です。「資料を使いながら、問題設定や問題解決をしてい

る構成であり、本文と資料の関連は適切である。第５学年の子どもの反応例では、どの資料を

使って話しているのか分かるように工夫されている。」 

 Ｃの最後です。「導入では写真や実生活を想起させるような資料。選択・判断する場面では

グラフやイラスト、地図などの資料を使い、多角的に考えたり、総合的に捉えられたりできる

ような資料の配置となっている。」 

 懸案事項は、Ｃの３つ目の丸です。「学習問題を立てるきっかけが乏しい。出合わせる資料

が多すぎると感じる単元もある。どの資料からどのように考えるべきか選択・判断したことを

表現する力を養えるよう配慮されているとは言いがたい。」 

 続いて、３ページ、日本文教出版です。 

 特長的な事項は、Ａの３つ目の丸です。「内容が、児童の生活や経験から課題意識をもたせ

たり、学習したことが実生活へ戻ったりするように考えられている。」 

 Ｃの３つ目の丸です。「資料から気付いたことをもとに、学習問題を設定し、予想設定も大

切にしている。また、『見方・考え方コーナー』を設け、問題解決のための視点が分かるよう

にしている。」 

 総合所見、３段落目です。「単元計画の立て方や、まとめ方、調べ方など、様々な方法が示

されている。児童の意識の流れを大切にしており、課題発見、予想、調査というような問題解

決的な学習過程を大切にしている。」 

 懸案事項は、総合所見の２つ目の段落です。「指導者側からすると、単元終末の内容に疑問

が残る。学んだことを生活に生かすことができるように構成しようとしているが、発展的な内

容の乏しさが伺える。」 

 では最後、１ページに戻ります。東京書籍です。 

 特長的な事項は、Ａの４つ目の丸です。「写真やグラフなどの資料が多い。行間を広めにと
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っている。フォントの大きさを本文、吹き出し、資料と分け、各学年に応じた文字量であ

る。」 

 それから、Ｂの２つ目の丸です。「資料を使いながら問題設定や問題解決をしている構成。

本文と資料の関連は適切であり、情報量も適切である。」 

 Ｃの３つ目の丸です。「どの単元でも導入を大切にしている。『つかむ』場面で、資料から

気付いたことをもとに、学習問題を設定し、学習問題について予想する場面や学習計画を立て

て見通しをもたせる場面も大切にしており、主体的に問題を解決しようとする態度を養うよう

に配慮されています。」 

 「どの資料も単元の内容にふさわしく利用しやすい。また、第４学年の愛媛県内の文化財や

年中行事を扱った単元は、伊予市・松前町・砥部町の児童にとっても使いやすい。」 

 以上のことから、社会科は、東京書籍を採択するのが最も適している教科書であると考えま

す。 

○渡邉博隆教育長 委員さん方から意見等はございませんでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ないようでしたら、社会科教科書について、説明どおり承認することに異

議はございませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 それでは、小学校社会科教科書につきましては、東京書籍に決定いたしました。 

 続きまして、地図についてお願いします。 

○福原指導主幹 地図につきましては、２社からの採択になります。 

 それでは、１ページをご覧ください。東京書籍です。 

 特長的な事項は、Ｂの１つ目の丸です。「地図の見方、地図記号などの初歩的なことから、

国土の特徴や防災、歴史まで各学年で学習する内容が系統的・発展的に構成されている。」 

 Ｃの２つ目の丸です。「地図のあらゆる所にイラストや写真を掲載しており、直感的に読み

取ることができる工夫をしている。」 

 懸案事項は、Ｂの３つ目です。「地図と資料の関係は適切である。しかし、地図内の情報が

多く、色合いが若干見づらい。」 

 Ｃの１つ目です。「地図学習で基本的な見方や調べる技能を学習できる。しかし、ページ数

が少なく、基本的な技能を習得させるための資料としては不十分である。地図帳後半には、各

学年で活用できる、農業や水産業の統計資料、自然災害や世界との結びつきなどの資料が用意

されているが若干少ない。」 

 ２ページをご覧ください。帝国書院です。 

 特長的な事項は、Ｂの１つ目の丸です。「地図の見方、地図記号などの初歩的なことから、
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国土の特徴や防災、歴史など、各学年で学習する内容が系統的・発展的に構成されている。広

く見わたす地図を前半に配置しており、地図帳を初めて手にした３年生でも無理なく日本の概

要を俯瞰することができる。」 

 Ｃの１つ目です。「『地図のやくそく』や『地図帳の使い方』などで基本的な見方や調べる

技能を学習できる。また、クイズなどもあり、地図帳に初めて触れる中学年には大変親しみや

すい。さらに、地図帳後半には、各学年で活用できる、農業や水産業の統計資料、自然災害や

世界との結びつきなどの資料が用意されている。」 

 Ｃの最後です。「詳細地図の前に、広く見わたす地図が用意され、一目で分かりやすく国土

や世界を俯瞰することができる。色が鮮やかで、田や山、市街地などはっきりしている。目次

も分かりやすく、右側にあるラベルを見てページを検索しやすい。」 

以上のことから、社会科につきましては、帝国書院を採択するのに最も適している地図帳

であると考えます。 

○渡邉博隆教育長 各委員さんから御意見ございませんでしょうか。 

 矢野委員さん。 

○矢野ひとみ委員 ２社からの選択で、地図を見るのが大好きで開けて見ましたが、ぱっと見

て見やすいなあと思ったのは、やっぱり帝国書院でした。 

 東京書籍は、かなりの情報量で視覚的にもちょっと見にくいかと思います。 

調査委員会の報告書のとおり、３年生から初めて地図帳に触れるようになりますが、いき

なりたくさんの情報がいっぱいあると、とても入りにくい気がしますので、私も帝国書院に賛

成です。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 そのほか御意見ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 地図に関しましては、説明どおり承認することに異議ございませんでしょ

うか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 それでは、小学校の地図に関しましては、帝国書院に決定しました。 

 続きまして、算数科お願いいたします。 

○福原指導主幹 それでは、算数科の説明をいたします。 

 １ページをご覧ください。東京書籍です。 

 特長的な事項は、Ａの３つ目です。「児童の生活や経験などに配慮し、学校や家庭での生活

における身近なところから問題を作成し、興味を持って問題解決に臨めるようにしている。」 

 Ｃの１つ目です。「数学的活動を重視した展開で構成され、基礎的・基本的な概念や性質の
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理解、技能の習熟を確実に行うことができるように配慮されている。」 

 懸案事項は、Ｃの２つ目です。「問題を緑色の台紙に重ねて提示しており見づらさを感じ

る。」 

 最後です。「毎時間の振り返りが吹き出しで書かれている。児童の思考の妨げにならないか

心配される。」 

 総合所見の最後です。「１ページにおける情報量が多く、文字がやや小さく、読みにくさを

感じる。」 

 次に、２ページ、大日本図書です。 

 特長的な事項は、Ａの４つ目です。「児童の生活や経験などに配慮し、学校や家庭での生活

における身近なところから問題を作成し、興味を持って問題解決に臨めるようにしている。」 

 Ｃの１つ目です。「数学的活動を重視した展開で構成され、基礎的・基本的な概念や性質の

理解、技能の習熟を確実に行うことができるように配慮されている。」 

 懸案事項は、Ａの５つ目です。「Ｂ５判でありますが、どの学年も、学年１冊の合本となっ

ているため、やや重さを感じる。」 

 それから、Ｂの４つ目です。後半の真ん中あたり、「しかし、２年生では児童が苦手とする

『時刻と時間』の学習を従来よりも後ろに移動し、夏休み前に位置付けており、学習後の定着

を図る時間が少ない。」 

 Ｃの２つ目です。「問題数が若干少なく基礎的・基本的な問題が多い。チェック欄を設ける

など、児童が主体的に解き直しをしたくなるような工夫があるとよい。」 

 ３ページ、学校図書です。 

 特長的な事項は、Ａの４つ目です。「ＡＢ判で横幅が広くグラフや図形などを描き込みやす

い。」 

 Ｂの２つ目です。「単元の導入では、ストーリーのあるイラストを用いて生活の場面から素

材が提示されており、作業的・体験的な数学的活動を取り入れながら課題把握ができるよう工

夫されている。」 

 Ｃの１つ目です。「割合や倍など、つまずきの多い単元を２つに分け、繰り返し学習できる

単元配列にしている。基礎的・基本的事項も十分理解し、定着できるように配慮されてい

る。」 

 懸案事項は、Ｂの４つ目です。「考え方や計算の仕方の説明が簡潔に示されている。もう少

し丁寧に繰り返して示すなど工夫を要する。」 

 続いて、４ページ、教育出版です。 

 特長的な事項は、Ｂの１つ目です。「単元の導入では、これまで学習したことを、図、言

葉、式等で適切に表され、復習できるようになっている。また、概念や見方・考え方等を拡張

していけるよう単元配列も工夫されている。」 



- 10 - 

 Ｃの１つ目です。「既習事項を繰り返し参照できるように、巻末に〔学びのマップ〕や〔学

びの手引き〕を設けている。前学年の学びが復習できるよう工夫されている。」 

 懸案事項は、Ｂの４つ目です。「毎時間、学習問題→練習問題の流れになっており課題意識

を持たせることが難しい。まとめも、吹き出しや囲み等様々な形で表されており煩雑であ

る。」 

 それから、総合所見の最後です。「学習問題のフォントが他よりも大きくて見やすいのはよ

いが、まとめのフォントが小さく重要性が伝わりにくい。」 

 続いて、５ページを飛ばしまして、６ページに行きます。日本文教出版です。 

 特長的な事項は、Ｂの１つ目、「内容は、系統的・発展的に構成されている。学びを広げる

『Hello!Math』や『つなげる算数』も設定されており、学習したことを生活の場に生かしたり

算数の楽しさを実感したりできるように工夫されている。」 

 Ｃの１つ目です。「数学的な見方・考え方を働かせながら、知識及び技能を習得し、それら

を活用・探求するための手がかりを『カギマーク』で具体的に示している。」 

 懸案事項は、Ｃの最後です。「まとめやヒントを色のついた台紙の上に文字を重ねて提示し

たり、全面に色のついたページに発展問題や復習問題を扱ったりしている箇所があり、見づら

さを感じる。」 

 総合所見の３段落目です。「補充問題が掲載されているものの、基礎的・基本的な内容にと

どまっている。少し程度の高い問題も載せるなど、個々に応じた配慮を要する。」 

 では最後、５ページです。新興出版社啓林館です。 

 特長的な事項は、Ｂの１つ目です。「学習の『めあて』を毎時間設定し、学習の『めあて』

につながる考えや気づきとなる『学びのめばえ』が適宜掲載されており、児童が目的意識をも

って主体的に学習を進められる。」 

 同じくＢの４つ目です。「巻末には『学びのサポート』が掲載されており、新しい学習に入

る前のレディネステストや習熟度別の活用問題があり、主体的学びに配慮されている。」 

 Ｃの３つ目です。「数え棒を使って数の仕組みを説明したり、筆算の練習問題の提示を式の

みでなく筆算の形で提示したりするなど、具体的でわかりやすい提示がなされており、児童が

取り組みやすい。」 

 Ｃの最後です。「『算数ラボ』『算数の自由研究』などでは、生活の場面から探求的学習を

取り上げ、児童が楽しみながら数学的活動に取り組む姿が期待される。」 

 以上のことから、算数につきましては、新興出版社啓林館の教科書が採択するのに最も適し

ていると考えます。 

○渡邉博隆教育長 ６社について説明がございました。御意見ございませんでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ないようでしたら、算数科の教科書については、説明どおり承認すること
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に異議ございませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 それでは、小学校算数科の教科書につきましては、新興出版社啓林館に決定しました。 

 続きまして、理科についてお願いいたします。 

○福原指導主幹 では、理科について説明します。 

 資料の１ページをご覧ください。東京書籍です。 

 特長的な事項は、Ｂの１つ目です。「巻頭に前学年までの学習が、巻末には該当学年のまと

めがある。また、大切な言葉として科学的な言葉を各単元及び巻末にまとめて表示してい

る。」 

 Ｃの２つ目の丸です。「理科の見方・考え方、問題解決の過程が明確に表記されており、問

題解決の力を養えるように配慮をされている。」 

 懸案事項は、総合所見の４段落目です。「理科室で学習するにあたってＡ４判の教科書とノ

ートを開ける状態だと机の大きさに４人分のスペースを確保するのは難しいと考えられる。問

題、実験、まとめの文字のフォントと解説のフォントの大きさの差が大きく読解に支障が出る

心配がある。」 

 続いて、２ページ、大日本図書です。 

 特長的な事項は、Ｃの１つ目。「『つくってみよう』『しりょう』で発展的な内容を取り上

げ、興味関心が持続できるようになっている。」 

 続いて、２つ目の丸です。「単元末の『たしかめよう』では、知識・技能それぞれの問題が

掲載されており、基礎・基本の定着を図ることができる内容になっている。」 

 懸案事項は、Ｂの３つ目です。「２学期に、各学年に『物質・エネルギー』の単元が集中し

ており、使用する実験器具が重なる恐れがある。」 

 Ｃの５つ目です。「観察実験方法の説明が不十分で活用しにくく、実験結果、まとめの表記

に工夫を要する。」 

 ３ページは最後に説明いたしますので、続いて４ページです。教育出版です。 

 特長的な事項は、Ａの３つ目です。「直接体験を重視し、五感を働かせた観察や体感的な活

動を取り入れている。」 

 Ｂの３つ目です。「自ら気付いたことを伝え合ったり、結果をもとに発表し合ったりする場

面を取り上げ、対話的に学び合って学習を進められるようにしている。」 

 懸案事項は、Ｃの最後です。「実験方法の説明が不十分で、正確な実験ができるかどうか心

配である。」 

 それに関して、総合所見の４段落目です。「観察・実験の説明を詳しくしているが、ポイン

トを押さえたものとなっていない。問題解決の流れに沿って思考することができ、理科の学び
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が定着する。やや文字が小さく見え、活用しにくい。」 

 ５ページ、新興出版社啓林館です。 

 特長的な事項は、Ａの３つ目です。「観察・実験が豊富に用意され、発展的・選択的内容も

用意されている。」 

Ｂの２つ目です。「単元末には、振り返りのための『まとめのノート』、新しく学習した

言葉、知識・理解の定着のための『たしかめよう』の資料がある。」 

 Ｃの２つ目。「単元導入から単元末まで主体的に学習が進められるように問題解決の流れを

示している。」 

 この教科書も良いのですが、それ以上に良いのが学校図書です。３ページに戻ります。 

 特長的な事項は、Ｂの３つ目です。「観察カードやノートの記録例が随所にあり、児童が活

用しやすく、教員の指導上の参考ともなる。」 

 それから、Ｃの２つ目です。「身に付けたい資質・能力、理科の見方・考え方が学年全体と

各単元に合わせて具体的に示されており、学習の見通しをもつ上で、とても役に立つ。」 

 Ｃの最後です。「愛媛県に関する資料が、数多く取り上げられています。」 

 総合所見の５段落目です。「学習問題の設定、予想、方法、観察、実験、結果、まとめ、と

いった問題解決学習の思考の流れがとても分かりやすく、理科の見方・考え方を働かせて主体

的・対話的に問題解決をしていく中で、資質・能力を育成することができる。」 

 以上のことから採択するに最も適したのはこの学校図書であると考えます。 

○渡邉博隆教育長 委員さん方から意見等ございましたらお願いします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 理科の教科書については、説明どおり承認することに異議ございませんで

しょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 それでは、小学校理科の教科書は学校図書に決定をいたしました。 

 続きまして、生活科の教科書をお願いいたします。 

○福原指導主幹 では、生活科について説明いたします。 

 生活科は７社ありますので、それではまず１ページ、東京書籍です。 

 特長的な事項は、Ｂの１つ目です。「上下巻を通じて、挿絵の登場人物が学びながら成長す

る姿が掲載されているため、一緒に成長している感覚が生まれ、親近感がわく。」 

 Ｂの４つ目の丸です。「紙面は、落ち着いた淡い色調で、大きな文字、文節で分かち書きさ

れていて、読みやすい。」 

 懸案事項は、Ｃの２つ目の後半部分です。「記述するなど目に見えるような評価欄があれ

ば、児童も教師もわかりやすい。」 
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 総合所見の３段落です。「現在使っている東京書籍の教科書ですが、前回はＡＢ判、今回は

Ａ４判と大きくなっております。これは、児童の手には大きすぎ、机上の活動や外の活動に持

って行くことが難しいと考えられる。」 

 続いて、２ページ、大日本図書です。 

 特長的な事項は、Ｃの１つ目です。「学習活動に応じて必要な習慣や技能を随所に示すとと

もに、巻末に『がくしゅうどうぐばこ』を設けているため、約束事などを指導しやすい。」 

 ２つ目の丸です。「学習活動の中で活用できる『せいかつことば』や『きらきらことば』の

コーナーを設けるなど、言語環境が整っている。」 

 懸案事項は、総合所見の３つ目の段落です。「しかし、写真や絵が小さく、文字も読みにく

い。全体的に少し古い印象を受けるので、児童のわくわく感を促すような工夫を要する。」 

 続いて３ページ、学校図書です。 

 特長的な事項は、Ｂの３つ目です。「学習の流れを『どきどき』『いきいき』『ふむふむ』

『にこにこ』の四段階で示していて、活動の手順を意識させやすい。」 

 Ｃの１つ目です。「記録カードに自己評価欄を設け、各単元の終わりには、学習の記録をも

とに振り返る活動を取り上げている。○を付ける自己評価なので、低学年の児童にとって評価

しやすいと考える。」 

 懸案事項は、総合所見の２つ目の段落からです。「しかし、単元の配列が季節に沿った流れ

ではなく、教科書をページに沿って順序よく進めることができないため、実際に指導する際に

は活用しにくい。また、イラストや写真にインパクトがなく、工夫を要する。」 

 続いて、４ページは最後にしますので、５ページです。光村図書出版です。 

 特長的な事項は、Ｃの１つ目です。「活動のヒントや気付かせたいポイントを示した『どう

すれば』のコーナーを設けているため、児童が自分で解決したり、考えたりできるように工夫

されている。」 

 総合所見の２段落目です。「また、シールを用いての振り返りは、児童が評価を書くという

ことと、書いた自己評価のシールを移動することができるという点で工夫されている。」 

 懸案事項は、総合所見の３段落目です。「しかし、朝顔も植木鉢の形状など、愛媛（伊予地

区）の実態に合わない点が見られた。また、全体を通してイラストの使用が多く、その分、実

際の生活の雰囲気が感じられない。祭りを扱った写真も小さくて分かりづらいなど、工夫を要

する。」 

 続いて、６ページです。新興出版社啓林館です。 

 特長的な事項は、Ｂの２つ目の丸です。「学習の流れを『わくわく』『いきいき』『ぐんぐ

ん』の三段階で示していて、学びのプロセスが分かりやすい。また、どの段階なのかをページ

の端にカラーで示して、視覚的にも分かりやすい。」 

 Ｃの２つ目です。「各単元の最後に振り返りを促す『できるかな、できたかな』のコーナー
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や学習内容を生活に生かす『ひろがるきもち』のコーナーを設けているため、児童にとって

は、どのように振り返ったらいいのか分かりやすかったり、学習したことを生活に生かすヒン

トとなって、活動を広げやすかったりする。」 

 懸案事項は、Ｃの１つ目の丸です。「巻末には『がくしゅうずかん』を設けているが、図鑑

は、やや文字が多い。」 

 それから、総合所見の２つ目の段落です。「板書の絵や写真などが掲載されていて、教員に

は参考になる部分があるが、写真の顔が小さかったり、イラストの種類が少なかったりと、そ

の点は工夫を要する。」 

 ７ページ、日本文教出版です。 

 特長的な事項は、Ｂの１つ目、「季節の流れに沿って活動を展開できるように単元を構成し

ているため、活動の最後までの流れが分かりやすい。」 

 Ｃの１つ目です。「学習活動を振り返ったり、次の学びにつなげたりする『ふりかえるつな

げる』のコーナーを設けているため、活動や子どもの意識が円滑に流れると考える。」 

 懸案事項は、総合所見の最後の段落です。「しかし、写真の色がくすんでいるように見え、

鮮明ではない感じを受ける。また、イラストが古く感じるなど、低学年の児童の気を引くよう

な工夫を要する。」 

 それでは、資料の４ページに戻ってください。教育出版です。 

 特長的な事項は、Ｂの最後です。「写真の大きさ、文字とのバランス、配置にも工夫が見ら

れ、とても読みやすくなっている。写真の子どもたちの表情もよい。」 

 Ｃの２つ目です。「単元の終わりに、振り返りのための『なにをかんじたかな』のページや

自己評価のための『まんぞくはしご』のコーナーを設けている。また、児童の気付きの質が高

まるように、多様な言語活動を取り上げている。」 

 最後、総合所見の４つ目の段落です。「生活科の教科の目標を、『きづく』『じぶんででき

る』『かんがえる』などの６つのキーワードに分類し、それぞれの活動ごとに立方体のイラス

トで表示するなど、常に活動のねらいを意識させる教科書のつくりになっている。」 

 以上のことから、今回はこの教育出版を採択するのに最も適している教科書であると考えま

す。 

○渡邉博隆教育長 ７社の説明がございました。委員さんのほうから御意見ございませんでし

ょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ないようでしたら、生活科の教科書について、説明どおり承認することに

異議ございませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 
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 それでは、小学校生活科の教科書は教育出版に決定いたしました。 

 続きまして、音楽科をお願いいたします。 

○福原指導主幹 では、音楽科に行きます。 

 音楽科は２社です。 

 先に２ページの教育芸術社から説明させていただきます。 

 特長的な事項は、Ａの３つ目です。「児童が扱い使いやすいサイズであり、製本もしっかり

している。」 

 Ｃの４つ目です。「楽器を紹介する写真では、楽器の持ち方、音の出るしくみが理解しやす

い写真が用いられ、学習への配慮がなされている。」 

 懸案事項は、Ｃの３つ目です。「第３学年のリコーダーの学習においては、写真やイラスト

がふんだんに用いられているが、掲載されている写真には、児童が混乱するのではないかと心

配されるものもある。」 

 総合所見の最後の段落です。「『主体的・対話的で深い学び』の実現に向けた授業改善の推

進について配慮されているが、情報量が多く、説明も複雑なため、扱いにくい。」 

 では、１ページに戻ってください。教育出版です。 

 特長的な事項は、Ａの３つ目です。「第３学年からは、教科書のサイズが、第１学年・第２

学年に比べ、若干大きくなっており、ゆったりとしたレイアウトで学習しやすいよう配慮され

ている。」 

 Ｂの４つ目です。「全校で取り組める楽曲が取り扱われており、学年を超えて演奏に取り組

むことが可能である。」 

 Ｃの３つ目です。ここが先ほどの教科書との違いになりますが、「第３学年のリコーダーの

学習においては、児童から見て理解しやすい向きの写真やイラストを用いたり、基本的な奏法

のポイントを明記したりすることで、児童が学びやすいよう配慮されている。」 

 総合所見の２つ目の段落です。「『表現』及び『鑑賞』の活動を通して、基礎基本を大切に

しながら、児童が音楽的な見方・考え方を働かせ、多様な音楽活動を幅広く体験することがで

きるように構成されている。」 

 以上のことから、この教育出版を採択するのに最も適している教科書であると考えます。 

○渡邉博隆教育長 ２社の説明がございました。委員さんから御意見ございませんでしょう

か。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ないようでしたら、音楽科の教科書について、説明どおり承認することに

異議ございませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。それでは、小学校の音楽科の教科書は教育出版
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に決定をいたしました。 

 続きまして、図画工作科お願いいたします。 

○福原指導主幹 では、図画工作科、１ページをお開きください。開隆堂出版です。 

 特長的な事項は、Ａの３つ目です。「『鑑賞』では、低学年では身近にあるものを、中・高

学年では世界の作品や日本の伝統文化に触れることができる作品を取り上げるなど、内容は、

児童の生活や経験などに対して配慮されている。」 

 Ｂの３つ目です。「作品や楽しんで活動している児童の様子などを多くの図版で示し、簡潔

な言葉で説明している。」 

 それから、総合所見の２つ目です。「題材の冒頭では、育てたい３つの資質・能力を『学習

のめあて』としてキャラクターで示し、特に中心となるめあてを強調してある。末尾には『ふ

りかえり』があり、目的を持って取り組むことができる。」 

 懸案事項は、Ｃの２つ目です。「学年に応じた用具、材料の使い方を『造形の引き出し』と

して丁寧に示すことで、知識及び技能が確実に身に付くように配慮されているが、説明が多め

で文字が小さい。」 

 総合所見の最後です。「各題材にＱＲコードを掲載してあるが、より効果的に活用するため

には、学習環境の整備と学習時間を考えたしっかりした見通しが必要である。」 

 では次に、２ページの日本文教出版について説明します。 

 特長的な事項は、Ａの４つ目の丸です。「全ての題材において造形活動と鑑賞が一体的に学

習することができる内容になっている。」 

 Ｂの１つ目です。「低学年では、幼児期の学びを思い出し、それを生かせる題材を、高学年

では、中学校との接続ページが設けられ、内容は系統的・発展的に構成されている。」 

 Ｃの１つ目です。「学習指導要領における３つの目標を象徴するマークを示し、児童を学習

へ導くよう配慮されている。また、振り返りだけでなく、活動後の話合いによって学びを生活

の中で生かそうとする気持ちを育むよう工夫されている。」 

 総合所見の３段落目です。「発想のヒントとなる言葉を吹き出しで示すとともに、全体とし

て統一された色調やページ構成を基に丁寧に説明するなど、内容は、児童の発達段階に適して

いる。」 

 以上のことから、図画工作科は日本文教出版の教科書が最も適していると考えます。 

○渡邉博隆教育長 ２社の説明がございました。委員さん方から御意見ございましたらお願い

いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 それでは、図画工作科の教科書について、説明どおり承認することに異議

ございませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 それでは、小学校図画工作科の教科書は、日本文教出版に決定しました。 

 続きまして、小学校家庭科についてお願いいたします。 

○福原指導主幹 では、家庭科について説明いたします。 

 資料の１ページ、東京書籍をご覧ください。 

 特長的な事項は、Ｂの１つ目の丸です。「本文、実習例、資料が豊富に提示されており、地

域や学校の実態に応じて、選択して指導できるよう配慮されている。」 

 Ｃの３つ目です。「主体的・対話的で深い学びにつながる活動として、『話し合おう』『調

べよう』『やってみよう』『深めよう』の活動例が示されている。特に、『深めよう』のコー

ナーを設け、生活の中から課題を見付け、学習したことを生かしてよりよい生活になるよう課

題解決に活用する方法等を示している。」 

 懸案事項は、Ｂの２つ目です。「しかし、実習内容の『調理の基礎』において、『材料に適

したゆで方』のじゃがいもの調理については、５年生の初期にじゃがいもの皮をむく難易度が

高い技能が取り上げられている。」これについて、５年生で自然教室に行き、カレーをつくる

とき、最近は、包丁ではなくピーラーで皮をむくのが実態のため、５年生でじゃがいもの皮を

包丁でむくのは難しいのではないかと調査委員会でも議題になりました。 

 それから、Ｂの４つ目です。「『快適な住まい方』の内容については、５年生で整理・整頓

と掃除の仕方、６年生で涼しい住まい方、暖かい住まい方をまとめて学習するように、１学年

に集約されている。季節や内容を関連させて学習できるが、１学年に集約されているため、次

年度に学習内容に触れる機会がなく、生活に生かす機会が減る。」 

 続いて、２ページです。開隆堂出版です。 

 特長的な事項は、Ｂの２つ目の丸です。その後半部分に「特に、『材料に適したゆで方』の

じゃがいもの調理では、５年では皮つきでゆでる実習例、６年で皮をむく実習例が掲載されて

おり、児童の発達段階に応じた構成になっている。」これが東京書籍との違いです。 

 同じくＢの４つ目です。「『快適な住まい方』の内容については、５年で整理・整頓と暖か

い住まい方、６年で掃除の仕方と涼しい住まい方を学習するようになっており、５年、６年と

系統性をもって発展的に学習できるように構成されている。学習の積み上げができるととも

に、各学年において生活を見直す機会となり、生活に生かせる構成となっている。」この２点

が大きな違いで挙げられております。 

 Ｃの最後です。「新設された『生活の課題と実践』に対応して、『レッツトライ』が５年と

６年の間に掲載されている。課題解決に向かうステップが示されていて実践の手助けとな

る。」 

 総合所見の３段落目です。「主体的・対話的で深い学びを実現することができるように『見

つける・気づく』『わかる・できる』『生かす・深める』の３ステップで題材が構成されてい
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て学習が進めやすくなっている。題材の導入のタイトルが『なぜ～だろう』となっており、生

活の中から課題を見付けられるよう工夫されている。」 

 以上のことから、家庭科につきましてはこの開隆堂出版を採択するのに最も適している教科

書であると考えます。 

○渡邉博隆教育長 ２社の説明がございました。委員さん方からの意見がありましたらお願い

いたします。 

 鷹尾委員さん。 

○鷹尾秀隆委員 ５年生では、じゃがいもの皮がむけないけれど、６年生になったらなぜむけ

るようになるのか、分からないところです。それを考えた根拠を教えてください。 

○福原指導主幹 実際問題、６年生が全員むけるようになるかというと、これは非常に難しい

問題です。 

 ただ、５年生と６年生で実習をしますが、５年生のしょっぱなにじゃがいもの皮をむくよ

り、１年間包丁を使う等、家庭科を学習した上で、じゃがいもに挑戦する方が、児童の発達段

階を考えると、無理がないとの判断になります。 

○渡邉博隆教育長 矢野委員さん。 

○矢野ひとみ委員 東京書籍も開隆堂出版も、本当にどちらも甲乙つけがたかったですが、私

の判断の決め手は、快適な住まい方の内容について、まとめて１学年に集約して学習するか、

２年間に分けて学習するかの違いです。 

家庭科は指導時数自体が少ないので、１年前に学習しただけでは忘れやすいかと思いま

す。去年も学習した内容について、今年もそれに関連付けた指導計画で学習すると、実際に子

ども達の生活の力が身に付くような気がしましたので、開隆堂出版で私も賛成です。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。そのほかございませんでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 では、家庭科の教科書について説明どおり承認することに異議ございませ

んでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。それでは、小学校家庭科の教科書については、

開隆堂出版に決定をいたしました。 

 続きまして、保健について説明をお願いいたします。 

○福原指導主幹 では、保健の資料は２ページの大日本図書から説明します。 

 特長的な事項は、Ｃの３つ目です。「章のはじめの学習ゲームやシールを活用することによ

り、児童の学びに向かう力・人間性等の涵養を図れるように配慮されている。」 

 それから、総合所見の１つ目です。「養護教諭、スクールカウンセラーなど、身近な人物か

らのアドバイスや教科書に出てくる人物が、学習したことと自分の経験を照らし合わせて書い
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た作文などが載っているため、児童は自分の生活や経験などと照らし合わせながら学習を進め

ることができる。」 

 懸案事項は、その次です。「しかし、情報量はやや少なく、児童が発展的な学習を行う際

に、活用しにくいことが予想される。」 

 それから、総合所見の最後のところです。「考えを記入する欄や学習のまとめの欄が少な

く、児童に基礎的知識及び技能を身に付けさせるのに不安がある。」 

 続いて、３ページ、文教社です。 

 特長的な事項は、Ｃの２つ目の丸です。「『わたしの○○宣言』のコーナーが項末に設けら

れ、思考し表現することを重視していることで、問題を解決する力を養えるよう配慮されてい

る。」 

 総合所見の最初の段落です。「ＬＧＢＴや災害に向き合う考え方など今日的な課題が示され

ているため、児童はこれからの生活に関わることと意識して学習を進めることができる。」 

 懸案事項は、総合所見の最後です。「考えを記入する欄や学習のまとめの欄が少なく、児童

の基礎的知識及び技能を身に付けさせるのに不安がある。」 

 続いて、４ページ、光文書院です。 

 特長的な事項は、Ｃの２つ目です。「『いかそう伝えよう』コーナーが項末に設けられ、思

考し説明することを重視していることで、問題を解決する力を養えるように配慮されてい

る。」 

 続いて、３つ目の丸です。「自分事として捉えやすい発問や、生活に根差した問題設定が多

く載っており、児童が意欲的に学習に取り組むための配慮がなされている。」 

 総合所見の１段落目です。「『共生社会の実現について』や『情報モラル』、『防災』など

多くの今日的課題が示されているため、児童はこれからの生活を意識しながら学習を進めるこ

とができると考える。」 

 懸案事項は、総合所見の４段落目です。「しかし、章ごとの学習ページ数に違いがあり、学

習の流れが把握しづらいため、指導者によっては、十分に指導しきれない不安がある。」 

 ５ページ、学研教育みらいです。 

 特長的な事項は、Ａの３つ目です。「教科書に出てくる人物が、学習したことと自分の経験

を照らし合わせて書いた作文や養護教諭、薬剤師などが語る吹き出しが各所にあり、内容が児

童の生活や経験に配慮されている。」 

 Ｃの３つ目の丸です。「日常生活で起こりうる困難な場所での具体的な対処法を多く紹介し

ており、児童が興味・関心を持って主体的に取り組めるように配慮されている。」 

 懸案事項は、総合所見の最後です。「他社と比べると文字が小さく、１ページにおける情報

量も多いため、児童にとっては、学習意欲が持続しにくい。」 

 １ページに戻ってください。東京書籍です。 
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 特長的な事項は、Ｃの３つ目の丸です。「導入資料や学習課題、課題解決の資料、振り返り

の活動が充実しており、児童が課題を自分のこととして捉え、意欲的に学習に取り組めるよう

に配慮されている。」 

 総合所見の１段落目です。「多くの今日的な健康課題が取り上げられており、内容は、児童

の生活や経験などに配慮がなされている。特に薬物乱用防止のために愛媛の高校生がパレード

をしている様子を導入として扱っている章があるなど、児童の興味・関心を高めるための手立

てが優れている。」 

 「また、学習の流れ（ステップ１から４）が導入ページで必ず示されていたり、どの章にお

いても同じ流れ、同じページ数で学習を進めることができるようにページ構成を整えていたり

するため、経験の浅い教員でも分かりやすく授業を進めることができる。」 

 以上のことから、今回はこの東京書籍を採択するのに最も適している教科書であると考えま

す。 

○渡邉博隆教育長 保健の教科書５社について説明していただきました。委員さん方から御意

見ございませんでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ないようでしたら、保健の教科書について、説明どおり承認することに異

議はございませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 それでは、小学校保健の教科書につきましては、東京書籍に決定いたしました。 

 続きまして、英語についてお願いします。 

○福原指導主幹 それではまず、１ページの東京書籍をご覧ください。 

 特長的な事項は、Ｂの２つ目の丸です。「どの単元も、『Starting Out』で音に出合い、

『Your Turn』で会話に慣れ、『Enjoy Communication』でコミュニケーションを楽しめる題材

や言語活動を配列している。」 

 それから、総合所見の３段落目です。「世界の文化や生活を紹介するコーナーでは、写真が

豊富に使われているため、児童が世界に興味をもち、主体的に外国語を用いて、コミュニケー

ションを図ろうとする態度が養われるように配慮されている。」 

 懸案事項は、次の段落です。「単元の最初の見開き１ページに、全体の内容が分かるような

つくりになっていないため、単元全体の内容に見通しがもちにくい。単元ごとに、児童が自己

評価できる振り返りコーナーが設けられていないため、どんな力が身についたのか実感しにく

い。」 

 続いて、２ページ、開隆堂出版です。 

 特長的な事項は、Ｂの１つ目です。「巻頭はＣＡＮ－ＤＯマップが、巻末には『学んだこと
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リスト』が掲載されており、一年間の学習の目標と流れが目に見えるため、できるようになっ

たことが分かる。」 

 Ｃの１つ目です。「『Let’s Play』や『Let’s Try』では、繰り返し対話の練習ができ、

ペアやグループでの協働的・対話的な活動が設定されている。」 

 総合所見の３段落目です。「『Project』では、４技能を統合し、身に付けた知識や技能を

用いて取り組む学習となっている。自分の考えや気持ちを友達に伝え合うことができる基礎的

な力が養われるように配慮されている。」 

 ３ページです。学校図書です。 

 特長的な事項は、Ｂの２つ目です。「全ての単元に、学習の目標と進め方が明示されてお

り、児童が見通しを立てて、学習に取り組めるよう配慮されている。」 

 Ｃの１つ目です。「『読む』『書く』活動に特化したページが設定されている。各単元で、

アルファベットを読むから単語を読む項目があり、アルファベットの読みと音が違うことに気

付かせることができる。また、文字を写す活動がほとんどであるが、毎時間少しずつ書く活動

があるため、書くことの習慣化を図れる。」 

 懸案事項は、総合所見の３段落目です。「『話す』活動では、聞いたことを繰り返すことが

やや多いため、学習が単調になる心配がある。『Project Time』、『話す』活動を行うが、ペ

ージをまたがって活動しなければならず、活用しにくい。」 

 総合所見の最後です。「写真やイラストが豊富に使用されているが、１ページ内の日本語で

の指示などの情報量が多く、行間が少ないため、見にくい。そのため、単元で学ぶ大事な表現

がどれなのか一目で分かりにくい。」 

 次、４ページ、三省堂です。 

 特長的な事項は、Ｂの３つ目です。「コミュニケーションを円滑にするためのポイント（ア

イコンタクトやリアクションなど）が紹介されており、児童の言語活動を豊かにできる。」 

 Ｃの３つ目です。「『書く』活動は、単元の最後に配置されている。単元で慣れ親しんだ言

葉を使って、文字を書き写すことから始まり、最後は児童が伝えたいことを表現できるように

なっている。」 

 懸案事項は、総合所見の最後の段落です。「単元ごとの振り返りを書いたり、言語活動の記

録をしたりするスペースが十分ではないため、指導者が事前にワークシートなどを準備する必

要がある。」 

 ５ページを最後にしますので、６ページをご覧ください。光村図書出版です。 

 特長的な事項は、Ｂの２つ目です。「巻頭で、既習事項の復習ができるコーナー（『Let’s

 Start』）がある。また、CAN-DOリストが示されており、各単元内の目標や学習の流れを明示

してあるため、児童が見通しをもって学習を進められる。」 

 総合所見の３段落目です。「児童が、英語の表現に繰り返し触れるよう、段階的に内容が平
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易なものから、難度が高くなるよう配列されており、無理なく活動できるように工夫されてい

る。」 

 懸案事項は、最終段落です。「各単元最後にある児童の振り返りの内容が、やや分かりにく

い。」 

 続いて、７ページ、新興出版社啓林館です。 

 特長的な事項は、Ｂの１つ目です。「全ての単元において、『扉』『Part１から３』『Acti

vity』『Looking Back』『Let’s Read and Write』の順に、題材や活動を配置してい

る。既習事項を復習し、徐々に文字を読んだり書いたりする機会を増やし、中学校へのスムー

ズな接続ができるようになっている。」 

 総合所見の１段落目です。「各Unitは、身近な題材を基にした４技能５領域の活動と異文化

理解、自己評価等があり、各Unitの構成がパターン化されている。UnitのめあてやPartのスモ

ールステップが明記されており、指導しやすい。」 

 懸案事項は、Ｃの最後です。「巻末のアルファベットカードは、文字が小さく、学習者が色

をぬるようになっており、児童によっては、見やすく作成できるか心配である。」 

 総合所見の３段落目です。「扱われている写真は、児童が興味をもちやすいスポーツ選手、

文化人などの写真を掲載しているが、全体的に写真の掲載は少ない。振り返りでは、記述で書

く項目が２つであるが、児童によっては時間がかかるのではないかと心配される。」 

 では最後に、５ページです。教育出版です。 

 特長的な事項は、Ｂの１つ目です。「各単元には『Activity』と『Final Activity』のコー

ナーが設けられ、言語活動の質が、段階的に平易なものから難度が高くなるように配列されて

いる。」 

 Ｃの１つ目です。「児童が、英語の表現に繰り返し触れられるよう、実際の使用に即した場

面設定や興味がわく話題など、学習内容を工夫している。」 

 総合所見、最初の段落です。「４技能５領域の言語活動がバランスよく配置されている。十

分に『聞く』活動を行ったあと、『話す』活動へとつながっている。コミュニケーションの目

的や場面、状況に応じた活動コーナーが設けられており、基礎的な技能が身に付くよう配慮さ

れている。」 

 それから、総合所見の５段落目です。現場の先生、調査員が魅力を一番に感じた理由がこれ

です。「文部科学省から現在配布されている『We Can！』『Let’s Try』とほぼ同じ学習内

容と単元構成である。英語と日本語の量も適切であるため、児童だけでなく指導者も安心して

取り組める内容となっている。」これが一番の理由です。 

 以上のことから、採択するのにふさわしいのはこの教育出版であると考えます。 

○渡邉博隆教育長 英語科は７社について説明がありました。それについて委員さんからの御

意見ございましたらお願いいたします。 
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            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 それでは、英語科の教科書について、説明どおり承認することに異議ござ

いませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 それでは、小学校の英語科につきましては、教育出版に決定いたしました。 

 続きまして、最後になりますが、道徳科についてお願いいたします。 

○福原指導主幹 では、道徳科に+行きます。 

 １ページをご覧ください。東京書籍です。 

 特長的な事項は、Ａの２つ目です。「児童の発達の段階に適応している。１年生は、スター

トカリキュラムを意識した内容になっている。」 

 Ｂの２つ目です。「中学年からは、『つながる・広がる』のページを設け、教材と他教科等

との関係を示している。」 

 Ｃの４つ目です。「実話や創作による教材、詩や写真から考えたり、紙芝居を作ったりする

など、多様な教材を掲載している。」 

 懸案事項は、Ｃの３つ目です。「巻末に学習を振り返るページがある。１単位時間ごとに学

習を振り返るのはマークに色を塗るだけになっていて、考えを記入できるのは、学期ごとに４

回となっており、評価に活用するには、量が少ない。」 

 続いて、２ページ、学校図書です。 

 特長的な事項は、Ｂの１つ目、「いじめ問題に関する教材には、『ともに生きるマーク』を

付け、年間を通して、計画的に配列している。また、情報モラルに関する教材もある。目次と

巻末にマークがあり、関連教材が分かりやすい。」 

 Ｃの２つ目です。「別冊に低中高学年別に話合いや役割演技等の学習活動が示されており、

児童が主体的に学ぶことができるように工夫されている。また、１時間ごとに自分や友達の考

えを記入する欄があり、自己評価欄もある。」 

 懸案事項は、総合所見の３段落目の後半です。「資料が充実している分、道徳ノートとして

活用するには、記述スペースが少ない。また、２冊を併用することで学習の進め方もよく分か

るが、煩雑になり、使いにくい可能性がある。別冊を挟み込んで収納することができない。」 

 続いて、３ページ、教育出版です。 

 特長的な事項は、Ｂの３つ目です。「本文の内容に合わせた挿絵や写真などを数多く用いて

いる。」 

 Ｃの１つ目です。「教材名の下にキャラクターの吹き出しで、価値への方向付けが示されて

おり、問題意識をもって学習に取り組むことができる。」 

 ２つ目です。「『考えよう』『深めよう』『つなげよう』があり、児童が、考え、議論しな
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がら道徳的価値についての学びが深められるように工夫されている。」 

 懸案事項は、Ｂの２つ目です。「教材を内容項目ごとにまとめて配列し、内容項目に応じた

キーワードを示している。同じ内容項目について連続して学習するため、１年生では内容が難

しくなり、発達段階に適してないと思われる題材がある。」 

 総合所見の最後の段落です。「『学びの記録』は、記述スペースが少ないため、評価に生か

しにくい。ワークシートなどを用意する必要がある。」 

 続いて、４ページです。光村図書出版です。 

 特長的な事項は、Ｂの１つ目です。「いじめ問題、情報モラル、環境など現代的な課題に対

応し、コラムを組み合わせて深く考えられるように配列している。」 

 Ｃの２つ目です。「『考えよう・話し合おう』で、発問が明示されており、課題を意識して

主体的に学習に取り組むことができる。発問は、吟味されており、考え、議論する道徳の考え

に沿っている。『つなげよう』では、学びを他教科や日常生活に生かし、実践意欲と態度が育

つよう配慮されている。」 

 懸案事項は、Ｂの２つ目です。「１年間を３つのまとまりに分け、指導要領の４つの視点に

重点を置いて学習する構成になっている。そのため、各学校の行事等に合わせた計画が立てに

くい可能性もある。」 

 Ｃの３つ目です。「『学びの記録』のページでは、１時間ごとの振り返りと学期ごとにまと

めを書く欄があり、評価の手助けとなる。ただ、記述スペースが少ないため、活用しにくいと

思われる。」 

 ５ページは最後にします。 

 ６ページです。光文書院です。 

 特長的な事項は、Ｂの１つ目です。「現代的課題に対応できる情報モラルやいじめへの対応

をさまざまな角度から考えられるように配列している。」 

 Ｃの１つ目です。「巻頭のオリエンテーションで、学習の視点、１時間の展開、授業後の気

付きや教科書の使い方が丁寧に示されている。道徳ノートの例もあり、教師だけでなく、児童

の参考にもなる。」 

 懸案事項は、Ｃの３つ目になります。「巻末の毎時間の振り返りを記入するページは、記述

スペースが少なく、児童が考えをまとめるのには不十分で、評価として活用しにくい。」 

 それから、７ページ、学研教育みらいです。 

 特長的な事項は、Ｂの１つ目、「現代的課題の情報モラル、いじめ問題、キャリア教育など

に対応している。『いのちの教育』を複数時間配置し、系統的に学習できるようにしてい

る。」 

 Ｃの３つ目です。「実話や創作による教材、詩や写真から考える教材など、多様な内容であ

る。また、５年生では東日本大震災を違う視点で２教材続けて扱うなど、物事の多面的・多角
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的に考えられるように配慮されている。」 

 総合所見の３段落目です。「『深めよう』『やってみよう』『つなげよう』『考えよう』の

ページを設け、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深め、道徳的な

判断力、心情、実践意欲と態度が育つよう配慮されており、『考え、議論する道徳』の実現に

ふさわしい。」 

 懸案事項は、下から２段落目です。「巻末に、１年の学習を振り返るページを設けている

が、記述スペースが少なく、評価につなげにくい。」 

 ８ページです、廣済堂あかつきです。 

 特長的な事項は、Ｂの２つ目、「現代的に対応している。特に、『命の教育』のページを設

け、命の教育の充実を図っている。」 

 Ｃの１つ目です。「『学習の道すじ』の学習課題や発問は、吟味されており、考え、議論す

る道徳の考え方に沿っている。また、自己の生き方についての考えを深められるよう配慮され

ている。」 

 懸案事項は、Ｂの３つ目です。「『道徳ノート』の配列は、内容項目ごとにまとめられてお

り、『読み物』冊子の掲載順と異なるため、児童には、使いにくい。」 

 Ｃの２つ目の丸の後半です。「しかし、書くスペースが多すぎて、精選して活用する必要が

ある。しおりになっていて、提出後、教師が確認しやすい工夫がある。」 

 では、戻ってもらって、５ページです。日本文教出版です。 

 特長的な事項は、Ｂの３つ目です。「本文の内容に合わせた明るい挿絵や鮮やかな写真、漫

画形式などを用いており、児童が意欲的に学習に取り組めるよう配慮されている。」 

 Ｃの３つ目です。「『道徳ノート』は記述スペースが多く、児童の実態や授業の展開に応じ

た活用ができるようになっており、１年間の学習の蓄積ができる。児童が、自分の学習状況や

変化、成長を実感できるようになっている。」 

 総合所見の３段落目です。「『心のベンチ』や『学習の手引き』などにより、体験的な学習

や問題解決的な学習が示され、主体的な学びの授業が展開できるように工夫されている。ま

た、多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深められるよう配慮されてい

る。」 

 以上のことから、この日本文教出版の教科書が採択に最も適していると考えます。 

○渡邉博隆教育長 ８社について説明がありました。委員さん方から御意見がございましたら

お願いいたします。 

 水口委員。 

○水口良江委員 道徳の採用につきまして、昨年非常にいろいろな意見があったと思います

が、学校訪問をした時に、ノートの活用を見せていただきました。学校の現場で、記述がたく

さんある、この道徳ノートを活用することによって先生方の評価の仕方もよりスムーズになっ
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たり、子ども達が道徳を振り返り、自分のアクティブ・ラーニング、いじめを解消するつなが

りに進んだり、より効果があったという学校現場の声があったかどうか、教えてください。 

○福原指導主幹 学校訪問をした時に、この道徳ノートについて、とても活用している学校は

非常に多かったと思います。こういった評価の観点も含めまして、学校現場の先生方の意見も

引き続き、この道徳ノートが一番の強みであるので、この教科書を使いたいという声が強かっ

たと思います。 

○渡邉博隆教育長 そのほか御意見ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 それでは、ないようでしたら、道徳科につきまして説明どおり承認するこ

とに異議ございませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 それでは、小学校道徳科の教科書につきましては、日本文教出版に決定をいたしました。 

 これで全教科が終わりましたので、審議の結果につきまして事務局より確認を求めます。 

○福原指導主幹 では、確認させていただきます。 

 国語、教育出版。書写、同じく教育出版。社会、東京書籍。地図、帝国書院。算数、新興出

版社啓林館。理科、学校図書。生活、教育出版。音楽、教育出版。図画工作、日本文教出版。

家庭、開隆堂出版。保健、東京書籍。英語、教育出版。道徳、日本文教出版。以上です。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 伊予市教育委員会では、今確認したとおり、令和２年度の小学校における各教科の教科書を

採択することに決定をいたしました。 

 それでは、次の審議に移ります。 

 議案第24号令和２年度使用中学校教科用図書の採択について、事務局に説明を求めます。 

○福原指導主幹 それでは、議案書の２ページをご覧ください。 

 令和２年度使用中学校教科用図書の採択について、教育委員会の議決を求めたいと思いま

す。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第６号により、令和２年度使用中学校教科

用図書について、採択する必要が生じたので提案しました。 

 なお、今回は令和２年度の１年間だけ使用する中学校用教科書の採択になります。令和３年

度からの新学習指導要領に基づく中学校教科用図書の採択は次年度改めて行います。 

 それでは、今回お手元に令和２年度使用伊予市中学校教科用図書の採択についてという１枚

の答申書があると思いますので、これを御用意ください。 

 こちらは平成27年度に行った平成28年度使用中学校教科用図書調査結果よりのものです。 

 まず、国語科は５社の中から光村図書出版。書写は５社の中から教育出版。社会（地理的分
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野）は４社の中から帝国書院。社会（歴史的分野）は８社の中から東京書籍。社会（公民的分

野）は７社の中から日本文教出版。地図は２社の中から帝国書院。数学は７社の中から新興出

版社啓林館。理科は５社の中から東京書籍。音楽（一般）は２社の中から教育出版。同じく音

楽（器楽合奏）は２社の中から教育芸術社。美術は３社の中から光村図書出版。保健体育は４

社の中から学研教育みらい。技術・家庭（技術分野）は３社の中から開隆堂出版。技術・家庭

（家庭分野）は３社の中から東京書籍。英語は６社の中から開隆堂出版でした。 

 なお、今回は道徳については含まれておりません。 

 これら全ての教科において、平成28年度からの４年間の実績で市内４つの全中学校長より継

続が望ましいという御意見をいただいております。したがって、これらの教材の図書を引き続

き採択するのがふさわしいものと考えます。 

○渡邉博隆教育長 今説明がございましたとおりです。何か御意見ございますでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 それでは、中学校の教科書については、全教科一括して採択させていただ

いてよろしいでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 中学校の教科書について、説明どおり承認することに異議ございませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。それでは、中学校の教科書は調査研究結果、校

長先生の意向も踏まえ、説明のとおり採択することに決定をいたしました。 

 それでは、暫時休憩といたします。 

            午後３時１５分 休憩 

            午後３時２０分 再開 

○渡邉博隆教育長 それでは、再開します。 

 協議事項等(2)の報告事項等について、「ア ９月教育委員会行事予定について」学校教育

課からお願いします。 

○髙石指導主事 ９月の学校教育課、学校関係の行事について説明を行った。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

続きまして、社会教育課、お願いします。 

○堀内課長補佐 ９月の社会教育課の行事について説明を行った。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 続きまして、「イ 事務局報告事項等について」お願いします。佐々木事務局長。 

○佐々木事務局長 ９月の補正予算関係について説明を行った。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 
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 それでは、「ウ その他」ということで、何かありましたらお願いします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 ないようでしたら、以上で８月の定例教育委員会を閉じさせていただきま

す。 

○佐々木事務局長 閉会。 

 

            午後４時００分 閉会 

 

 

 

 


