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令和２年８月 定例教育委員会 議事日程 

 

１ 日 時 令和２年８月２６日（水）午後１時３０分から 

 

２ 会 場 伊予市役所４階 大会議室 

 

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 

事務局長          佐々木 正 孝 

学校教育課指導主幹     灘 岡 雅 人 

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      泉   一 人 

社会教育課課長補佐     岡 市 裕 二 

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 

 

５ 欠席した事務局職員 

教育監理監         武 智 茂 記 

 

６  協議事項等 

⑴ 議案審議 

   議案第28号 令和３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 
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ウ その他 

 

            午後１時３０分 開会 

〇佐々木事務局長 開会 

○渡邉博隆教育長 ただいまより８月定例教育委員会を開催します。 

 猛暑が続いていますが、台風８号の関係で南予は雨が降っているようです。明日、雨になる

というニュースも聞きますが、木々が枯渇してかん水が欲しいということもありまして、やっ

と生き長らえるのかなと、思っています。 

 今日、武智監理監が所用のために欠席をしていますので、お知らせします。 

 なお、本日の委員会開催に当たりまして、６人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、私が許可をしましたので、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、御注意いただけたらと思います。 

 本日の会議録署名人は、水口委員さんでございますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、前回６月の会議録報告ですが、各委員さんに事前にお配りしましたが、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、次の協議事項５の議案審議に入ります。佐々木事務局長、お願いします。 

○佐々木事務局長 それでは、議案書１ページをお願いします。 

 議案第28号令和３年度使用中学校教科用図書の採択について。令和３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る。令和２年８月26日提出。 

 提案理由、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３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 

 以降の説明は、担当から説明します。 

○灘岡指導主幹 失礼します。 

 それでは、ここからはお手元の資料、伊予市教科用図書調査委員会の調査研究結果報告書に

基づいて説明をします。 

 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いますので、どの教科書につい

ても採択するにふさわしい教科書になっています。 

 なお、今回は中学校全11教科69種類についての報告で、各教科の調査書となります。特長的

な事項及び懸案される事項について絞って説明しますので、後ほど御審議をお願いします。 

 それでは、資料１ページの国語をご覧下さい。 

 最初に特長的な事項を説明して、その次に懸案される事項を説明したいと思います。 
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 １ページ、東京書籍。 

 Ｂの２つ目の丸をご覧下さい。『「読むこと」の領域では、「てびき」で、目標から振り返

りまでの学習の流れと学習のポイントを示している。』 

 Ｃの４つ目の丸。『語彙を豊かにするための「広がる言葉」と「言葉を広げよう」のページ

を設けている。』これについては、総合所見でも述べています。 

 総合所見の１段落目、３行目をご覧下さい。『言葉がもつ価値を認識し、国語を尊重する態

度が養われるよう配慮されている。』と示しています。 

 続いて、懸案される事項です。 

 総合所見の２段落目。『各教材で身に付ける資質・能力である「言葉の力」を詳細に説明し

た「学びを支える言葉の力」は、やや情報量が多く、生徒間に理解の差が生じると考えられ

る。』 

 このことについては、Ｃの２つ目の丸とも関連しています。 

 続いて、２ページ目をご覧下さい。三省堂です。 

 Ｂの構成・配列の１つ目の丸。『「読むこと」の領域では、「学びの道しるべ」で目標や学

習の流れをわかりやすく示している。』 

 Ｃの２つ目の丸。『「読み方を学ぼう」のページを設け、詩歌や文章を読み解き、深く読み

味わうためのポイントを図で示している。』 

 これらのことについては、総合所見の２段落目にも示しています。『教材ごとにある「学び

の道しるべ」「読み方を学ぼう」で、学習過程と学び方を示し、生徒が見通しをもって主体的

に学べる構成となっている。』 

 懸案される事項です。 

 総合所見の３段落目です。『しかし、学習を深め、広げる部分がどの教材も同じような内容

であり、それぞれの教材に合わせた具体的な方向が示されていない。』ということであります

が、総合的に評価して、『以上のことから、採択するのに適している教科書であると考え

る。』 

 ３ページ目、教育出版です。 

 Ｂの２つ目の丸。『「話すこと・聞くこと」「書くこと」の領域では学習の流れを示してい

る。』 

 Ｃの１つ目の丸。『日本語の特長や使い方を学ぶための「言葉の小窓」や「文法の小窓」と

ともに、巻末に、「言葉と文法 解説編」のページを設けている。』 

 これについては、総合所見の１段落目の４行目からになります。『社会生活に必要な国語に

ついて、その特質を理解し、適切に使うことができるよう配慮されている。』と示していま

す。 

 懸案される事項です。 
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 総合所見の２段落目になります。『読み取り教材は深い読みが可能な文章が精選されてい

る。しかし、生徒により、難解なものもある。』 

 続いて、４ページをご覧下さい。光村図書です。 

 Ｂの１つ目の丸。『「読むこと」の領域では、「学習」で学習の流れを明示し、「学習の

窓」で深い学びに導く手立てを具体的に示している。』 

 Ｃの４つ目の丸をご覧下さい。『巻頭に、目的に応じた思考法を活用し、考えを深めるため

の「思考の地図」のページを設けている。』 

 これらのことは、総合所見１段落目から示しています。『各教材に「見通しをもつ」「捉え

る」「読み深める」「考えをもつ」「振り返る」といった学習過程が一目でわかる「学習」の

ページを見開きで設け、生徒の主体的な学びを促している。学習を深め、広げる部分では、そ

の教材の内容に合った具体的な文が示され、生徒が最終的なゴールを把握しやすい。』 

 『以上のことから、採択するのに最も適している教科書であると考える』と示しています。 

○渡邉博隆教育長 ただいま国語の４社について説明がありました。 

 御意見はありませんか。髙橋委員さん。 

○髙橋久美子委員 国語を含むほかの教科にも共通しての質問ですが、よろしいでしょうか。 

○渡邉博隆教育長 はい。 

○髙橋久美子委員 ＱＲコードが、国語に限らず、数年前から教科書には、ついていることが

多くなっていると感じます。何年か前に、このＱＲコードがどれぐらい活用されているのか伺

った時、その時点では実際のところ余り使われていないとのことでした。それから数年たっ

て、現在このＱＲコードは、授業の中で、あるいは子供たちの家庭学習の中でどれぐらい利用

されていますか。 

 もう一点は、この教科書選定に当たってＱＲコードがついている、ついていないだけではな

く、そこから何を見ることができるのかというＱＲコードの中身のコンテンツも含めて、これ

は評価されているのかどうかを教えてください。 

○灘岡指導主幹 ＱＲコードについては、授業、あるいは家庭学習で、現在どの程度活用され

ているかは、把握していません。今回、教科書調査研究の中で、ほぼ大体の教科書がＱＲコー

ドによるコンテンツの利用ができるしくみを採用していることは確認できました。これらは、

タブレット、スマホを使わなければならないということですので、学校現場でのタブレットが

どの程度普及されるかということもあります。 

 ただ、今後はＧＩＧＡスクール構想によってタブレットも学校に普及してくると思いますの

で、今後は活用される見通しがありますので、調査員もそれを見越した選定をしています。 

 ただ、選定に当たってのコンテンツの中身ですが、見ていただいて、コンテンツの長所、そ

れから使い勝手、活用しやすさ、しづらさといった点で見ています。顕著なものについては、

この調査資料の中でも掲載しています。 
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○髙橋久美子委員 よくわかりました。 

○渡邉博隆教育長 構いませんか。 

○髙橋久美子委員 はい。 

○渡邉博隆教育長 その他はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 事務局から、採択するのに最も適している教科書は「光村図書」との説明

を受けましたが、説明どおり承認される方は挙手をお願いします。 

            〔賛成者挙手〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 国語につきましては、「光村図書」を採択することに決まりました。 

 それでは次、書写をお願いします。 

○灘岡指導主幹 書写では、このＱＲコードについての検討も十分重ねています。 

 １ページ、東京書籍。 

 Ｂの４つ目の丸をご覧下さい。『ＱＲコードを読み取ることにより、端末機器で、解説付き

の運筆動画、単元に関連する国語科の教科書の紙面やウェブページを視聴することができるコ

ンテンツを用意している。』 

 Ｃの２つ目の丸。『文字を正しく書くためのポイントを単元ごとにまとめた「書写のかぎ」

を設けている。』 

 総合所見の１段落目をご覧下さい。『「見つけよう」「確かめよう」「生かそう」の学習の

流れとともに、自己評価の観点を示すなど系統的・発展的に構成されている。』 

 続いて、懸案される事項です。 

 総合所見の３段落目です。『１ページ当たりの情報量が多いページや、文字がかなり小さく

感じられるページもあり、資料集としては活用できるが、１単位時間の授業で活用するには生

徒の理解に時間を要し、活用しにくい。』 

 ２ページ目をご覧下さい。三省堂です。 

 Ｂの１つ目の丸をご覧下さい。『目標の確認から振り返りまでの学習の流れとともに、文字

を正しく書くためのポイントを示している。』 

 Ｃの２つ目の丸。『毛筆で学んだことを硬筆に活用する「書いて身につけよう」のページを

設けている。』 

 同じくＣの４つ目の丸。『巻末に、「資料編」を設け、生活で使う書式や毛筆補充教材を掲

載している。』 

 これらの特長については、総合所見１段落目、２段落目でもまとめられています。 

 続いて、懸案される事項です。 

 Ｂの４つ目の丸。『ＱＲコードを読み取ることにより、端末機器で、書く時の姿勢や構え
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方、用具の扱い等の動画を視聴することができるコンテンツを用意している。しかし、他の３

社よりも、ＱＲコードの資料が少ない。』このことについては、総合所見でも示しています。 

 続いて、３ページをご覧下さい。教育出版です。 

 Ａの３つ目の丸。『製本サイズはＡＢ判で、１ページあたりのスペースが広い。』 

 Ｂの４つ目の丸。『ＱＲコードを読み取ることにより、端末機器で、運筆動画を視聴するこ

とができるコンテンツも用意されている。』 

 Ｃの５つ目の丸。『文字の歴史や文化に触れるためのコラムを多数掲載している』。 

 総合所見の１段落目と２段落目。『ＱＲコードを読み取ることにより、端末機器で、手本ご

とにすべての運筆動画を視聴することができる。ＡＢ判の製本サイズは１ページの情報量が多

く、見開きにしなくてもよいため、机上に置いた時の手本として使いやすい。』 

 最後４段落目。『文字の歴史や文化に触れるためのコラムを多数掲載しており、伝統的な言

語文化や文字の歴史の流れなど、ふだん生徒が触れることのできない内容が取り上げられてい

る。 

 以上のことから、採択するのに最も適している教科書である。』と示しています。 

 ４ページ目、光村図書をご覧下さい。 

 Ｂの１つ目の丸。『「考えよう」「確かめよう」「生かそう」の学習の流れとともに、文字

を正しく書くためのポイントを示している。』 

 ４つ目の丸。『ＱＲコードを読み取ることにより、端末機器で、運筆や学習に役立つさまざ

まな動画を視聴することができるコンテンツを用意している。』 

 Ｃの１つ目の丸。『毛筆教材では、穂先の動きを二色刷りで表すとともに、筆圧を三段階の

数値で表している。』 

 総合所見１段落目です。『「書写ブック」「日常に役立つ書式」などを活用することで、学

校や社会で役立つ書写の力を付ける工夫がされている。』 

 続いて、懸案事項です。 

 ＱＲコードにもかかわってきます。２段落目です。『ＱＲコードを読み取ることにより、端

末機器で、手本ごとに運筆動画を視聴することができる。しかし、見開き２ページになってい

る手本が多く、教室の机上で使う場合、置き場のスペースを確保することが難しい。』 

 次の段落。『また、評価資料は乏しく、三年間の学習のふり返りという点では不十分であ

る。』 

 総合的に評価して、『以上のことから、採択するのに適している教科書であると考える。』

と示しています。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 書写につきまして、４社の事務局説明をいただきました。 
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 その説明に関して御意見がありましたらお伺いいたします。 

○鷹尾秀隆委員 はい。 

○渡邉博隆教育長 はい、鷹尾委員さん。 

○鷹尾秀隆委員 ほかの教科についてもよく出てきていますが、このＳＤＧｓと言うのは、ど

ういうふうに理解したら良いでしょうか。 

○灘岡指導主幹 ＳＤＧｓ、サスティーナブル・ディベロップメント・ゴールズで持続可能な

開発目標。国連サミットで採択された達成するために掲げた目標のことです。エス・ディー・

ジーズと読み、近年教育現場でも取り入れられています。 

○鷹尾秀隆委員 具体的には、どういうことですか。 

○渡邉博隆教育長 17の目標について、局長、説明をお願いします。 

○佐々木事務局長 ＳＤＧｓとは、2015年9月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟

193か国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた目標です。 

 具体的には、例えば「飢餓をゼロに」とか「海の豊かさを守ろう」とか、そういうふうな

17の目標を定めています。それにつきまして、今後新しい新教育指導要領につきましてもＳＤ

Ｇｓのことを教育現場で取り上げていくことも書かれていますので、教科書でも記載される内

容と認識しています。 

○渡邉博隆教育長 今後「継続可能的な開発目標」として、それぞれの領域・分野で目標達成

のため頑張っていきましょう、今後取り組んでいきましょうということで、このＳＤＧｓが唱

えられていると理解していただいたらありがたいと思います。 

○鷹尾秀隆委員 わかりました。 

○渡邉博隆教育長 構いませんか。 

○鷹尾秀隆委員 はい。 

○渡邉博隆教育長 そのほかはございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 事務局から、採択するのに最も適している教科書は「教育出版」との説明

を受けましたが、説明どおり承認される方は挙手をお願いします。 

            〔賛成者挙手〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 書写につきましては、「教育出版」を採択することに決まりました。 

 それでは、続きまして社会（地理的分野）の説明をお願いします。 

○灘岡指導主幹 １ページをご覧下さい。東京書籍です。 

 特長的な事項について、Ｂの４つ目の丸をご覧下さい。『他分野と共通で掲載している資料

や特設ページには、「分野関連ワーク」を付すことで、並行して学習する歴史分野や第３学年

で学習する公民的分野を意識した多面的・多角的な学習が展開できるようになっている。』 
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 Ｃの２つ目の丸。『「資料から発見」・「もっと地理」の特設ページで資料を読み取る力を

身に付けたり、学習内容をもっと深めたりできるよう配慮されている。』 

 総合所見２段落目に、『学習課題とともに地理的な見方・考え方が明示されており、それを

働かせた課題解決を行うことで思考力・判断力を育成できるように配慮されている。』 

 懸案される事項です。 

 Ｂの３つ目の丸。『「基礎・基本のまとめ」を設けて基礎・基本の定着に役立てようとして

いるが、「まとめの活動」もあり、内容が多いので煩雑になっている。』 

 『以上のことから、採択するのに適している教科書であると考える。』と示されています。 

 続いて２ページ目、教育出版です。 

 Ａの２つ目の丸。『社会の変化や今日的課題が反映された事象が積極的に教材化されている

点は、おおむね良好である。』 

 Ｃの１つ目の丸。『学習の導入から、課題の設定と追求、まとめに至る構成と記述が一貫し

ており、学習事項の確実な定着を図ることができるように配慮されている。』 

 総合所見の２段落目。『学校や地域の実情に応じて、特設ページの扱いなどにより弾力的な

時数の運用ができるように設定されている。』 

 続いて、懸案される事項です。 

 Ａの３つ目の丸。『各本文中の内容項目のフォントが小さく、見にくくなっている点に工夫

を要する。』 

 Ｃの３つ目の丸。『写真や地図などの資料の色彩が落ち着いているが、やや鮮明さに欠け、

必要なデータを読み取りにくいものもある。』 

 これについては、総合所見でも取り上げています。 

 続いて３ページ、帝国書院です。 

 Ａの４つ目の丸。『本文の理解を促す資料が適宜配置してあり、知識・技能の形成を促すコ

ラムや思考力・判断力・表現力を育む作業が随所に盛り込まれており、良好である。』 

 Ｂの３つ目の丸。『各見開きは、本文・資料・側注などが統一されたレイアウトで配置さ

れ、紙面の使い方が整理されている。』 

 Ｃの４つ目の丸。『「技能をみがく」のコーナーを設け、グラフの読み取り方や地域の調

査・分析の方法を示しており、学習への理解に適している。』 

 総合所見でも示されていますが、１段落目。『世界、日本、地域の地理的事象について、グ

ローバル化、ＳＤＧｓ、少子高齢化、人権、防災等の現代的課題も踏まえ、適切なものがバラ

ンスよく選択されており、生徒が問題解決的な学習を進めることを通して、多面的に地理的特

色をとらえるように構成されている。』 

 『以上のことから、採択するのに最も適している教科書であると考える。』と示していま

す。 
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 ４ページ目、日本文教出版です。 

 特長的な事項、Ｂの２つ目の丸。『章末に「学習のまとめ」を配置し、振り返りができるよ

うになっている。』 

 Ｃの４つ目の丸。『「チャレンジ地理」は、単元全体に関わる問いを考える活動や根拠を明

らかにして、話合い活動を位置づけている。』 

 総合所見の１段落目。『学習課題と資料、本文との関連が適切である。また、世界や日本の

地域的特色を具体的にイメージできる地図・写真・グラフ・しくみ図等の図版が豊富に掲載さ

れているため、生徒が意欲的に問題解決的な学習に取り組むことができる。』 

 続いて、懸案される事項については、Ａの２つ目の丸。『章のはじめや章末の写真資料は豊

富に掲載されているが、それぞれの単元については、少なくなっており、そのバランスに工夫

を要する。』 

 総合所見の２段落目。『統計グラフは小さく読み取りにくいものがある。』 

 続いて３段落目。『主体的・対話的な学びを促すシンキングツールが豊富に掲載されている

が、時間を要するものもあり活用しにくい。』 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 社会（地理的分野）について４社の説明がありました。 

 その説明に対して御意見ございましたらお願いします。 

 髙橋委員さん。 

○髙橋久美子委員 地理以外の教科書にも共通する項目になりますが、ユニバーサルデザイン

とかユニバーサルデザインフォントとか記載されていますが、具体的に、何がどういう基準で

あるとユニバーサルデザインと認められるのか教えて下さい。 

○灘岡指導主幹 ユニバーサルデザインとは、障害のある方にとっても健常者にとっても誰も

が使いやすいという仕組み、デザインです。そういう中、字が大きく見やすいフォントである

とか、色彩であるとかに配慮されている点が大きな特長である教科書は、ユニバーサルデザイ

ンとして示されています。 

○髙橋久美子委員 例えば文字の大きさが、フォントがいくつ以上であるとか、カラー何色刷

りにしなくてはいけないとか、色も同じ赤でも赤の何番とか、そういう規定があるのではな

く、感覚的なもので認定されるのでしょうか。 

○灘岡指導主幹 そこまでは把握していませんので、調べておきます。 

○髙橋久美子委員 ありがとうございます。 

○渡邉博隆教育長 水口委員さん。 

○水口良江委員 今、髙橋委員さんがユニバーサルデザインのことを質問されたので、関連し

てお願いをさせてください。 
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いわゆる文科省の教科書検定の基準というものがあると思いますが、最低限、ユニバーサ

ルデザインの基準をクリアしないと合格しないというところがあるのではないかと思いますの

で、そのあたりも含めて調べてください。 

○渡邉博隆教育長 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 事務局から、採択するのに最も適している教科書は「帝国書院」との説明

を受けましたが、説明どおり承認される方は挙手をお願いします。 

            〔賛成者挙手〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 社会科（地理的分野）につきましては、「帝国書院」を採択することに決まりました。 

 続きまして、社会科（歴史的分野）の説明を、灘岡指導主幹お願いします。 

○灘岡指導主幹 社会科（歴史的分野）、１ページをご覧下さい。東京書籍です。 

 特長的な事項、Ａの４つ目の丸をご覧下さい。『同和問題等人権に関する内容が系統的に整

理され、豊富に記述されている。』 

 Ｂの１つ目の丸。『興味・関心を持たせる「導入の活動」、「学習課題」を解決しながら進

める「問いの追求」、最後に「探究課題」を解決する「まとめの活動」など、課題解決的な学

習を進めやすくしている。』 

 Ｃの２つ目の丸。『多様な思考ツールを活用し、歴史的な見方・考え方を働かせて考察する

「まとめの活動」が設けられている。また、「対話的な活動コーナー」では、視点を明確にし

た話合い活動が充実するよう工夫されている。』 

 それらをまとめて、総合所見の３段落目、『多様な思考ツールを活用させる活動内容を取り

入れて、地理的な見方・考え方を働かせて、時代の特長や転換点を大観することができるよう

にしている。』 

 『以上のことから、採択するのに最も適している教科書であると考える。』と示していま

す。 

 続いて２ページ目、教育出版です。 

 Ａの３つ目の丸。『「歴史の窓」を設け、本文とは異なる視点から歴史を捉えなおす工夫が

されている。』 

 Ｂの３つ目の丸。『持続可能な社会実現に関わる社会の諸課題の扱いを充実させ、それらの

課題を歴史の流れをふまえて考察できるようにしてある。』 

 Ｃの１つ目の丸。『小学校での学習で登場した人物には「巻物マーク」をつけて、振り返る

きっかけをつくっている。』 

 続いて、懸案される事項です。 

 総合所見の３段落目。『「確認／表現」（振り返り）を設けて「思考力・判断力・表現力等
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を身につけさせる」ことを図っているが、資料の配置に溶け込んでおり、工夫が必要であ

る。』 

 続いて、『色遣いや見やすいデザインで教科書見開き１ページに集中しやすいものとなって

はいるが、キャラクターと吹き出しの言葉は、必ずしも生徒の問題意識の喚起や資料の多様な

読み取りにつながっていないものもある。』 

 続いて３ページ、帝国書院です。 

 Ａの３つ目の丸をご覧下さい。『中央の歴史だけでなく、地方の歴史も重視して「地域史」

が18ページ掲載されている。』 

 Ｂの２つ目の丸。『文化史では、各時代の代表的な文化を大きな図版で紹介し、伝統文化へ

の関心を高めるものとしている。』 

 Ｃの５つ目の丸。『写真、表、史料などの選択と表示方法に工夫があり、生徒に読み取りや

すくなっている。主題をはっきりと捉えさせ、ポイントを絞った学習方法を取らせやすい。』 

 これらは、総合所見にも反映されています。 

 続いて、懸案される事項。 

 総合所見の４段落目です。『中央の歴史だけでなく、地方の歴史も重視して「地域史」が

18ページ掲載されているが、人権的な視点のコラム等はやや不十分である。』 

 総合的に評価して、『以上のことから、採択するのに適している教科書であると考える。』

と示しています。 

 ４ページ目、山川出版。 

 Ｂの４つ目の丸。『グローバル化に伴い、世界の歴史とその流れをつかむ学びや、日本の歴

史と国際社会のつながりなどを広い視野で学べるよう工夫している。』 

 Ｃの５つ目の丸。『「歴史的な見方・考え方」を働かせて考察できるように豊富な発問を教

科書に示しており、アクティブラーニングへの工夫がなされている。』 

 総合所見の１段落目です。『時代背景や状況、結果、その後の影響などを丁寧に記し、章扉

や章末のまとめで時代ごとの流れが分かる工夫がされている。』 

 続いて、懸案される事項です。 

 Ａの３つ目の丸。『文章量が多く、また、史料や図も高校の教科書で使用しているものが多

い。』 

 総合所見の４段落目。『他社と比べると文量も多く解説的で、資料も小さく見にくい面があ

り、中学生の発達段階に適しているとは言えず、問題解決的な学習に活用しにくい。』 

 続いて５ページ目、日本文教出版です。 

 Ａの３つ目の丸。『文化史は、必要に応じてビジュアルな３、４ページ構成とし、大きな資

料掲載が見られる。』 

 Ｂの２つ目の丸。『複数の資料をもとに、歴史について自分で考えたり、対話したりして歴
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史を学ぶ「チャレンジ歴史」を設けて、主体的・対話的で深い学びを実現するよう施されてい

る。』 

 Ｃの５つ目の丸。『写真、表、史料などの選択と表示方法に工夫があり、生徒に読み取りや

すくなっている。各単元で主要な考察に出される資料は大きく、その他はコンパクトにと、は

っきりと差異をつけてあるので、主題をはっきりと捉えさせ、ポイントを絞った学習方法を取

らせやすい。』 

 続いて、懸案される事項です。 

 総合所見の３段落目。『見開き２ページ１単位時間を原則としているが、資料を大きく掲載

して、不規則な構成となっている面もあり、扱いにくい。』 

 ５段落目、最後の段落です。『「地域に学ぶ」という事例の掲載はその地域への親しみを持

つものとして効果的なものであるが、愛媛県の掲載がほしい。』 

 続いて、６ページ目、育鵬社。 

 Ｂの１つ目の丸。『資料を効果的に使い、問題解決できるような課題設定と、「考え」「判

断した」ことを自分なりの表現方法でまとめる設定で、知識・思考・判断・表現の一体化を図

っている。』 

 Ｂの３つ目。『歴史的事象を「自分事」としてとらえ、主体的に判断し、表現する力を育む

工夫がされている。』 

 Ｃの４つ目の丸。『「歴史モノサシ」を掲載し、歴史全体の中で、今どこを学んでいるか分

かるようにしている。』 

 続いて、懸案される事項です。 

 総合所見の３段落目。『歴史上の人物について、肖像画や写真が多く掲載されており、詳細

な説明も書かれているが、発達段階に応じていない面もある。』 

 続いて、次の段落です。『資料等の表示は見やすく、適しているが、文章量はやや多い。ま

た、文章内の語句もやや難しいものがあり、扱いにくい。』 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 ただいま社会（歴史的分野）について、６社の説明がありました。 

 その説明について御意見がございましたらお願いいします。 

 はい、髙橋委員。 

○髙橋久美子委員 総合所見の中で、中学生の発達段階に応じていないという表記が２社あり

ましたが、具体的にどのような点が発達段階に応じていないのか教えて下さい。 

○灘岡指導主幹 一番は情報量になろうと思います。教科書の紙面に詰まっている文字や語

句、歴史的事象等がたくさん詰まっていたら情報量が多くなるかと思います。また、歴史事象

の詳細なポイントとなる事柄を補足的に載せていたら、それだけ情報量が多くなり、生徒の学
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習の負担になるという調査員からの意見もありました。 

○渡邉博隆教育長 鷹尾委員さん。 

○鷹尾秀隆委員 ちょっと教科書採択とは違うかもしれませんが、よく言われるのが、授業時

間が足りなくて歴史なら、第2次世界大戦以降が飛ばされて、子ども達がそのあたりを分かっ

ていないということを言われますがいかがでしょうか。 

○灘岡指導主幹 それは、教科書の内容的に格差があるというわけではなく、授業時間の確保

の問題ではないのかと思います。 

○渡邉博隆教育長 そのほかに御意見はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 事務局から、採択するのに最も適している教科書は「東京書籍」との説明

を受けましたが、説明どおり承認される方は挙手をお願いします。 

            〔賛成者挙手〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 社会科（歴史的分野）につきましては、「東京書籍」を採択することに決まりました。 

 続きまして、社会科（公民的分野）の説明をお願いします。 

○灘岡指導主幹 社会科（公民的分野）１ページ目をご覧下さい。東京書籍です。 

 Ｂの３つ目の丸。『基礎・基本が身につくように系統的に構成されており、「分野関連マー

ク」により地理、歴史との関わりが分かりやすくなっている。』 

 Ｃの１つ目の丸。『見方・考え方」を働かせ課題をつかむ導入の活動から始まり、学びを深

める本文ページへと展開され、思考力、判断力、表現力を高めるまとめの活動と続き、系統的

な学習が進められるように配慮されている。』 

 このことは、総合所見２段落目にも反映されています。 

 総合所見３段落目をご覧下さい。『学習への興味・関心を高める写真やイラスト、コラム等

が多く取り入れられたり、グループ学習の仕方が示されたりしており、主体的対話的な学びに

生かすことができる。』 

 続いて、懸案される事項です。 

 総合所見４段落目、最後です。『「探究のステップアップ」の内容にボリュームがありすぎ

るので、生徒の学習への負担が大きい。』 

 総合的に評価して、『以上のことから、採択するのに適していると考える。』 

 続いて、２ページ目、教育出版です。 

 Ａの３つ目の丸。『社会の変化や今日的課題が反映された事象を積極的に取り上げること

で、生徒の「未来社会を切り拓くための資質・能力」を育むように配慮されている。』 

 Ｂの１つ目の丸。『章の学習を見通すために、章全体の内容や学習のねらい、学習の視点な

どを明確にした「学習のはじめに」というページが設けられており、問題解決的な学習を進め
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やすい。』 

 Ｃの１つ目の丸です。『各章のまとめのページに「ＳＤＧｓ関連コーナー」を設け、その章

の学習で関連を示したＳＤＧｓの項目が分かるように工夫されている。』 

 続いて、懸案される事項です。 

 Ｃの一番最後、４つ目の丸です。『最後に「表現」のコーナーが設けられ、学習事項の定着

と活用が図られるように構成されているが、中学生には難易度が高すぎる。』 

 総合所見の３段落目。『学習したことを整理しながらまとめる活動として「確認」のコーナ

ーが設けられ、学習事項の確実な定着が図られるよう構成されているが、内容はやや多い。』 

 続いて、３ページ目、帝国書院です。 

 Ｂの１つ目の丸。『実社会に興味・関心をもたせ、そこから課題を引き出せるように、臨場

感のある資料や、直観的に内容を理解しやすいイラスト、関連する身近な事例が配列されてい

る。』 

 Ｃの１つ目の丸。『社会参画への意識を高めるために、「国民として」「消費者として」

「地球の一員として」など、それぞれの単元で立場を明確にしながら追求できるように工夫さ

れている。』 

 続いて、懸案される事項です。 

 Ａの３つ目の丸。『基礎的な技能が身に付くように、「技能をみがく」コーナーが随所に盛

り込まれているが、少し内容が多く、話合い活動に時間がとられてしまい、肝心の本題を補う

ことにはならない点が心配される。』 

 ４ページ目、日本文教出版です。 

 Ａの３つ目の丸。『教科書全編にわたり、社会的な見方・考え方を働かせながら課題を追求

したり解決したりする問いが豊富に設けられており、生徒が意欲的に学習に取り組み、主体

的・対話的で深い学びに向けて取り組みやすい内容になっている。』 

 Ｂの３つ目の丸。『生徒が思考力・判断力・表現力等の向上を図る学習では、空欄への記入

や自由記述などの解答方法や、考えるための技能について、発達段階を考慮した配列となって

いる点が適している。』 

 Ｃの１つ目の丸。『「チャレンジ公民」のページを設け、グループ学習などの進め方を示し

ている。』 

 以上の内容は、総合所見にも含まれています。 

 総合的に評価して、『以上のことから、採択するのに最も適している教科書であると考え

る。』と示しています。 

 ５ページ、自由社です。 

 特長的な事項です。Ｂの１つ目の丸。『各章の扉のページに、小学校で学習した用語や写真

を掲載し、取りかかりやすく配慮されている。』 
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 Ｃの１つ目の丸。『学習したことを、より広めたり深めたりするために、適宜「アクティブ

に深めよう」や「もっと知りたい」というコーナーが設置されている。』 

 総合所見２段落目。『注釈、「ミニ知識」や「ここがポイント」など、興味を引く内容があ

り、学習内容を理解しやすい。』 

 続いて、懸案される事項。 

 Ｂの３つ目の丸。『資料の内容が多いページと少ないページの差が激しく、文字が多すぎ

て、中学生の発達段階では難しい。』 

 Ｃの２つ目の丸。『一つ一つの資料や写真が大きく見やすいが、資料の単純さと写真の解像

度の低さが、中学生の発達段階には適していない。全体的に雑な印象を持つため、活用しにく

い。』 

 それは総合所見のほうにも反映されています。 

 続いて、６ページ。育鵬社です。 

 Ｂの２つ目の丸。『各章に「学習の入り口、これから」を設け、その章で学ぶことを自分事

としてとらえられるようにしている。』 

 Ｃの２つ目の丸。『ＳＤＧｓの17のゴールを一覧できる口絵を用いて、学習したことがどの

ゴールに当たるのかを考えながら学習が進められるように配慮されている。』 

 総合所見１段落目。『グローバル化する社会の中で社会の課題に主体的に向き合い、自分と

社会との接点を自覚できるように多くの資料を使っている。』 

 続いて、懸案される事項です。 

 Ａの３つ目の丸。『教科書の最初に掲載されている地理・歴史・公民の概念図とその説明か

ら、中学生が公民的分野の学習をする意味を理解し、興味・関心を高めるのは難しい。』 

 Ｃの３つ目の丸。『単元の表示と資料や写真などのバランスに工夫を要する内容である。』 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 社会科（公民的分野）６社について説明がございました。 

 事務局説明について御意見がありましたらお願いします。 

 髙橋委員。 

○髙橋久美子委員 先ほどと同じようなことになりますが、中学生の発達段階にあっている

か。あっていないかという表記が非常に多く出ています。ただ単に文字数や分量だけではない

ように見受けられますが、このような内容に関して、どのように捉えたら良いのか教えて下さ

い。 

○灘岡指導主幹 中学生の発達段階自体もさまざまではありますが、授業の中で生徒全体に教

えることを想定しています。実際に生徒の指導に当たっている先生が資料を見たときに、中学

生の発達段階にあっているか、あっていないか判断しているようです。 
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○髙橋久美子委員 この発達段階にあっているとかあっていないとかについては、非常に漠然

とし過ぎていて、これを読んだときに私たちがこの内容に同意することもできない。同意しな

いこともできない。どういうふうに捉えて評価すべきか、わかりにくい印象という感想です。 

○渡邉博隆教育長 発達段階を考慮してという捉え方自体は、いわゆる実際に現場の子供たち

を教えている先生方の段階的なワンステップ、ツーステップ、スリーステップの段階で一番理

解がしやすい、入りやすい、教えやすいと言うことです。子供たちは入りやすい、理解しやす

い、そういうふうな教材であれば発達段階を考慮していると理解していいと思います。 

 ところが、そういうふうなことを要素としていろいろな事象がたくさんあったり、あるいは

その事象自体が余りにも中学生の事象としてふさわしくなかったりというふうな内容について

は、検定に合格はしていますが、どれぐらい各説明をして理解を進めるかというふうなことが

教師には求められています。だから、そういう事象、事例が起こった際に、教師としてスムー

ズに授業展開をできるような形の教材配列の内容が組まれていれば発達段階に応じたと表現し

ているのだろうと思います。 

 ところが、そこのところが難しかった場合は、やはり発達段階に即してないので、教師負担

もあるし子供自身の理解が進まない傾向を示すということになり、そのあたりの発達段階とい

う意味合いを考慮して、現場の先生が表現していると理解していただくとありがたいと思いま

す。 

 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 事務局から、採択するのに最も適している教科書は「日本文教出版」との

説明を受けましたが、説明どおり承認される方は挙手をお願いします。 

            〔賛成者挙手〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 社会科（公民的分野）につきましては、「日本文教出版」を採択することに決まりました。 

 続きまして、地図についてお願いします。 

○灘岡指導主幹 地図１ページをご覧下さい。東京書籍。 

 Ａの４つ目の丸です。『授業でよく取り上げられる地域や日本の三大都市圏については、多

くの資料が選択されている。』 

 Ｂの２つ目の丸。『生徒の興味・関心を高める資料を取り上げ、学習に取り組む意欲や態度

が高まるような構成になっている。』 

 Ｃの３つ目の丸。『世界の各州・日本の各地方には、主題図を「基本資料」の形で設けら

れ、基礎的・基本的な知識を習得できるように配慮されている。』 

 続いて、懸案事項です。 

 Ｃの１つ目の丸。『教科書にはない資料がたくさん掲載されて新鮮さがある。資料の読取に
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も活用できる。しかし、写真資料は地図をメインとしているので、やや小さく、しかも掲載数

が少ない点に工夫を要する。』 

 総合所見の３段落目。『また、歴史的な資料も多く、歴史的分野でも活用できるように配慮

されているが、地理的分野での活用については物足りないので活用しにくい。』 

 続いて２ページ目、帝国書院です。 

 Ａの２つ目の丸。『基本的に地理的分野の学習指導要領の目標・内容に沿っており、かつ歴

史的分野・公民的分野の学習でも活用できる内容となっている。』 

 Ｂの３つ目の丸。『大判化（Ａ４判）の利点を生かし、地域の結びつきをより重視した図取

りとなるように配慮されている。』 

 Ｃの１つ目の丸。『写真資料は、地図をメインとしているので、やや小さく掲載されてい

る。歴史的分野に関わる地名なども地図に適宜盛り込まれ、活用しやすい。』 

 これらのことは、総合所見にも反映されています。 

 『以上のことから、採択するのに最も適している教科書であると考える。』地 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 地図のほうは２社ということで説明がございました。 

 その説明について御意見が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 事務局から、採択するのに最も適している教科書は「帝国書院」との説明

を受けましたが、説明どおり承認される方は挙手をお願いします。 

            〔賛成者挙手〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 地図につきましては、「帝国書院」を採択することに決まりました。 

 続きまして、数学をお願いします。 

○灘岡指導主幹 数学の１ページ目をご覧下さい。東京書籍です。 

 Ａの２つ目の丸。『巻末の「数学の自由研究」の内容は、数学的に興味深いもので、生徒の

学習意欲をより高めるものである。また、他の教科とも関連付けられた内容になっている。』 

 Ｂの２つ目の丸。『例題で解き方を説明したあと、その方法で練習問題を解くという学習の

流れがあり、自主的に学習を進めやすい。特に基礎的な内容の解説が丁寧である。』 

 Ｃの５つ目の丸です。『巻末の数学的な見方・考え方についてのページは分かりやすく、生

徒の主体的で深い学びを促すものである。』 

 続いて、懸案される事項です。 

 Ｂの４つ目の丸。『「Ｄマーク」のあるページでは、インターネット上で学習ができる。コ

ンテンツは豊富であるが、ＱＲコードは巻頭の一か所のみで、関連付けを表す記号も見つけに
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くい。』 

 Ｃの２つ目の丸。『各章ごとに導入問題は工夫されているが、誘導的で教師の工夫や生徒の

思考が生かされにくい。』 

 これらのことは、総合所見にも反映されています。 

 ２ページ目、大日本図書です。 

 Ａの２つ目の丸。『章末の「社会にリンク」や巻末の「Ｍathful」の内容は、数学史や社会

における数学の有用性などを取り上げており、生徒が実生活と結び付けて、興味深く取り組め

るものである。』 

 Ｂの２つ目の丸。『例題の後に「たしかめ」「Ｑ」「プラスワン」「補充問題」等の演習が

配列されており、生徒が段階的に練習することができる。』 

 Ｃの３つ目の丸。『随所の補充問題「プラスワン」があり、解答は次ページに示され、生徒

が主体的に基礎学力を身に付けられるようになっている。』 

 続いて、懸案される事項です。 

 Ｂの３つ目の丸。『WEBサイトに、操作して学習できるデジタルコンテンツや資料が見られ

るが、情報量は多くない。また、関連付ける紙面上の記号も分かりにくく利用しづらい。』 

 Ｃの５つ目の丸。『重要事項の説明で、文字表記の強調が曖昧で、生徒が重要事項を明確に

把握しにくい。』 

 これらの内容は、総合所見にも反映されています。 

 続いて、３ページ目、学校図書です。 

 Ａの４つ目の丸。『各章の「深めよう」、巻末の「さらなる数学へ」のページに発展的な内

容や協働学習ができる内容が取り上げられている。学習内容との関連が十分にあり、また生徒

の興味・関心をひく内容である。』 

 Ｃの５つ目の丸です。『巻末に協働学習のページがあり、生徒が互いに主体性をもって見

方・考え方や表現力を養うことができるようになっている。』 

 総合所見の２段落目。『生徒の思考の流れに沿って、数学への興味・関心を維持しながら、

思考の流れに沿った学習を進めることができるよう配列が工夫されている。』 

 続いて、懸案される事項。 

 Ｂの３つ目の丸です。『該当箇所に表記されているＱＲコードを読み取ることで、インター

ネット上のコンテンツを利用できるが、量は少ない。』 

 Ｃの４つ目の丸。『力をつけるための問題数は他社と比べやや少なく、教科書だけでは十分

な定着及び発展が図られにくい。』 

 以上の事柄は総合所見にも反映されています。 

 続いて４ページ目、教育出版です。 

 Ａの４つ目の丸。『発展的な内容やコラムを豊富に扱っており、生徒の数学的な事象に対す
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る興味関心を高めることができる。』 

 Ｂの３つ目の丸。『例題で解き方を説明したあと、その方法で「たしかめ」問題を解くとい

う学習の流れがあり、自主的に学習を進めやすい。』 

 Ｃの４つ目の丸。『「数学の広場」では、実生活や社会と数学の関わりについて取り上げ、

生徒が興味・関心をもてるように配慮されている。』 

 続いて、懸案事項です。 

 Ｂの５つ目の丸。『「まなびリンク」のある箇所では、学習に役立つWEBサイトを見ること

ができるが、使える単元は少なく、「まなびリンク」の記号も見付けにくい。』 

 Ｃの５つ目の丸。『右側面に表題や小項目がなく、必要な単元やページを探す上では使いに

くい。』 

 これらの内容は、総合所見にも反映されています。 

 ５ページ目、啓林館です。 

 Ａの２つ目の丸。『学習向上に向けた工夫が多く、段階的な難易度で示された練習問題や

「振り返り」の表示が複数あり、問題数も十分確保されている。』 

 Ｂの４つ目の丸。『タブレット・スマホ等を使って必要な情報を随所で見ることができ、該

当箇所にＱＲコードがあるので使いやすい。』 

 Ｃの４つ目の丸。『巻末に「学びのあしあと」があり、該当学年での学習内容を主体的に振

り返ることができるようになっている。』 

 その下の丸。『「説明しよう」では、生徒が筋道を立てて説明し、数学的な表現力を身に付

けられるように配慮されている。』 

 総合所見にも反映されています。 

 総合的に評価して、『以上のことから、採択するのに最も適している教科書であると考え

る。』と示しています。 

 続いて、６ページ目、数研出版をご覧下さい。 

 Ａの４つ目の丸。『巻末の「数学旅行」に身の周りの事象に関連付けた発展的な内容や章末

の「やってみよう」では学んだ内容を深める活動が取り上げられ、学習内容と関連付けられて

いる。』 

 Ｂの５つ目の丸。『章初めの「ふりかえり」では、その章の学びに関連する既習事項を振り

返ることができ、どの生徒にとっても学びやすい。』 

 Ｃの２つ目の丸。『基礎的な力を身に付ける「確認問題」「問題Ａ」があり、応用的な力を

身につける「問題Ｂ」がある。さらに、巻末にも同様に問題が配列され、習熟を図ることがで

きる。』 

 続いて、懸案される事項です。 

 Ｂの３つ目の丸。『WEBサイトで生徒が操作して学習できるコンテンツや資料が豊富にある
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が、ＱＲコードは巻頭の一か所のみで、関連付けを表す記号も見付けにくい。』 

 これは総合所見にも反映しておりますが、総合的に評価して、『以上のことから、採択する

のに適している教科書であると考える。』 

 ７ページ目をご覧下さい。日本文教出版です。 

 Ａの３つ目の丸。『温暖化や地震、桜の開花、点字、睡眠時間、バリアフリー、時差など、

日常の中に数学の学習内容が潜んでいることを取り上げており、非常に話題が豊富である。』 

 Ｂの２つ目の丸。『「学習のめあて」が課題ごとに示されており、生徒が見通しを持って取

り組みやすくなっている。』 

 Ｃの１つ目の丸。『巻末には「マイトライ」として、一人一人の学習状況に応じて取り組め

る問題や学んだことを深める問題が多く取り上げられている。』 

 懸案される事項です。 

 Ｂの３つ目の丸。『WEBマークのあるページでは、関連したデジタル資料が用意されており

コンテンツは豊富であるが、動作環境が限定されていたり、表示記号が見付けにくかったりす

る。』 

 Ｃの４つ目の丸。『生徒の実生活や興味関心に即した導入は、生徒に親しみやすいものであ

るが、多様な考え方を引き出したり、学習したことを活用したりすることの工夫は乏しい。』 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 ただいま事務局より７社について、数学の説明がありました。 

 御意見がございましたらお願いいたします。 

 髙橋委員さん。 

○髙橋久美子委員 日本文教出版の総合所見の３段落目、『掲載されている用語については、

他社の教科書では取り上げていないものがある』と載っていますが、どういう状況なのでしょ

うか。 

○灘岡指導主幹 コラムであるとか、補助的な発展的な学習では、各社によって取り上げ内容

等はさまざまです。例えば江戸時代の算数、数学はどういうものかなという部分で算術や尺貫

法を取り上げるというような内容です。この内容は、触れても触れなくても数学の履修内容と

しては影響のない分野ですので、時間的なゆとりを必要といたします。このような内容を掲載

されている教科書のことを言っています。 

○渡邉博隆教育長 そのほかはございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 事務局から、採択するのに最も適している教科書は「啓林館」との説明を

受けましたが、説明どおり承認される方は挙手をお願いします。 

            〔賛成者挙手〕 
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○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 数学につきましては、「啓林館」を採択することに決まりました。 

 それでは、続きまして理科の説明をお願いします。 

○灘岡指導主幹 理科１ページ目をご覧下さい。東京書籍です。 

 Ａの２つ目の丸。『導入場面には、身のまわりの生物や日常的に目にする現象の観察が多く

取り上げられている。本文中のコラムによって、日常生活や社会との関連を振り返ることがで

きる。』 

 同じく４つ目の段。『製本サイズはＡ４スリム判で、持ちやすく理科室や野外でも開きやす

い。不透明度の高い再生紙を使用し、品質を保持しつつ軽量化されている。』 

 Ｂの２つ目の丸。『各単元の指導時期や内容の関連性をふまえ、生徒の科学的概念の形成に

配慮された単元配列になっている。』 

 Ｃの３つ目の丸。『「結果の見方」「考察のポイント」によって結果の分析や考察のための

視点を示すことで、根拠に基づいて考察できるようになっている。』 

 総合所見の２段落目。『また、生徒が自然の事物や現象を科学的に捉え、科学的に探究する

方法を用いて考えることができるように、内容の関連性や配慮がなされている。』 

 これらのことは、総合所見にも反映されています。 

 『以上のことから、採択するのに最も適している教科書であるといえる。』と示していま

す。 

 続いて２ページ目、大日本図書です。 

 Ａの２つ目の丸。『ダイナミックな写真、イラストが掲載されており、教科書全体を通して

理科への興味・関心を高め、意欲的に探究しようとする態度が育まれるようにしている。』 

 Ｂの１つ目の丸。『単元の配列は、小学校との関連を重視し、観察・実験のしやすい時期、

学年によって理科室の使用が重ならないこと、発達段階などに配慮して決めている。』 

 Ｃの４つ目の丸。『難しい用語や小数を扱った計算など、つまずきやすそうな部分が丁寧に

補足されていて、生徒の理解に配慮されている。』 

 続いて、懸案される事項です。 

 Ａの４つ目の丸。『マークのあるところでは、ウエブサイトを利用した学習ができるが、利

用できる内容の説明がなく活用しにくい。』 

 Ｃの５つ目の丸。『「問題の発見」に力を入れているが、その後の「計画」「検証」「考

察」といった探究の流れが見えにくく、探究活動を行うには工夫が必要である。』 

 総合的に評価して、『以上のことから、採択するのに適している教科書であるといえる。』

と示しています。 

 ３ページ目、学校図書。 

 特長的な事項です。Ａの２つ目の丸。『防災・減災をテーマにした紙面が設けられており、



- 22 - 

科学を学ぶ意義や有用性を実感できる。』 

 Ｂの２つ目の丸。『年間指導計画がゆとりをもって作成されており、探究活動の充実ができ

るとともに基礎的・基本的な学習内容が定着しやすい。』 

 Ｃの３つ目の丸。『探究によって「しっかり〇〇」などのタイトルがついており、特に力を

入れたい項目が示されている。』 

 続いて、懸案される事項です。 

 Ａの４つ目の丸。『ＱＲコード教材が設けられており、家庭学習に用いることができるが、

学習内容の説明がなく、活用しにくい。』 

 総合所見２段落目。『探究の過程が、すべての観察・実験で示されているため、探究の過程

が意識しやすいが、数ページにわたり記載されており、コンパクトさに欠ける。』 

 続いて、４ページ目、教育出版です。 

 Ｂの２つ目の丸。『「学んでいくこと」や「これまでの学習」で学習の系統、「思い出そ

う」で既習内容を示すことで、系統的に学習を進めるよう配慮されている。』 

 Ｃの３つ目の丸。『疑問や課題に対して、「仮説を立てる」、「計画を立てる」、「考察を

する」が設けられ、主体的な探究活動で、科学的に探究する力や態度の育成が段階的に無理な

く行える。』 

 続いて、懸案される事項です。 

 Ａの４つ目の丸。『「学びリンク」では、学習に役立つ情報をウェブサイトで見ることがで

きるが、簡単な情報の説明がなく、利用しにくい。』 

 Ｂの４つ目の丸。『単元配列の最後が、どの学年も物理となっており、一年の最後に物理分

野を扱うことは難しい。』 

 以上です。 

 ５ページ目、啓林館です。 

 Ａの２つ目の丸。『「部活ラボ」や「仕事ラボ」など、理科の有用性を感じることのできる

コラムが掲載されている。』 

 Ｂの１つ目の丸。『各単元の指導順序を入れ替えて指導しても支障がないようになってい

る。』 

 Ｃの２つ目の丸。『教科書の「かきこみ」欄に書いて考えたり、「探Ｑシート」に書いて話

し合ったりできるなど、言語活動の充実が図られている。また、課題解決学習も行いやす

い。』 

 Ｂの４つ目の丸。『単元配列が生物、地学、化学、物理となっていて、年度の後半に化学や

物理分野を扱うことは難しい。』 

 Ｃの４つ目の丸。『学習内容の重要部分より先にレポート形式のものが載っており、生徒の

理解度が心配される。』 
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 以上のような内容は、総合所見にも反映されています。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 事務局より５社の理科の説明がありました。 

 御意見のある方、よろしくお願いします。 

○渡邉博隆教育長 鷹尾委員さん。 

○鷹尾秀隆委員 年度の後半に化学や物理分野を扱うことは難しいというのはどういう意味で

すか。 

○灘岡指導主幹 化学や物理分野は、多くの生徒が苦手とする分野です。その学習を年度の後

半、押し迫った時期に勉強するのは厳しい。もちろん、年間計画で授業時間を確保しています

が、年度末となると、差し迫った指導になってしまうことが懸念されます。 

○鷹尾秀隆委員 わかりました。 

○渡邉博隆教育長 体験活動をするような生物や地学は、教科書を持って外へ出て野外活動で

学習することができますが、化学や物理は、教室内でいろいろな実験をするようになり、やは

り、年度末、切羽詰まった時期でなく、できるだけ早い時期に織り交ぜることで学習が進めや

すいかと思います。 

私らが教えていた時は、地学を割と後半に割り振っていました。生物が１学期間。生物が

終了したら、化学、物理、そして地学。きちんと分けられている訳ではありませんが、そうい

う領域的なものが意識されて、調査研究しているのかと思います。 

 したがって、化学や物理の学習は、早い時期に対応して履修させておくことが大事かという

ふうな意味合いで、理解していただくとありがたいと思います。 

 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 事務局から、採択するのに最も適している教科書は「東京書籍」との説明

を受けましたが、説明どおり承認される方は挙手をお願いします。 

            〔賛成者挙手〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 理科につきましては、「東京書籍」を採択することに決まりました。 

 続きまして、音楽（一般）をお願いします。 

○灘岡指導主幹 音楽（一般）の１ページをご覧下さい。教育出版です。 

 Ｂの１つ目の丸。『主要教材では「比べてみよう」、「深めてみよう」で学びが深められる

よう教材が配列されており、生徒の興味関心を高めるとともに、主体的に協働的に学ぶことが

できるよう「学びのユニット」に示しており、視覚的にもわかりやすい。』 

 Ｃの１つ目の丸。『音楽表現に工夫を促すようなアドバイスを書いたイラストや聴き取った
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ことを記録できるスペースが多数あり、生徒が主体的・対話的で深い学びの実現に向けて、進

んで学び合う活動ができるよう、配慮されている。』 

 総合所見２段落目。『主要教材では楽曲ゆかりの地を美しく大きな写真で視覚的にわかりや

すく掲載されており、楽譜・説明文・資料などの文字は大きく見やすいので、生徒が学習する

のに適している。』 

 『以上のことから、採択するのに最も適している教科書であるとあります。』 

 ２ページ目、教育芸術社。 

 Ｂの１つ目の丸。『各教材に音楽を形作っている要素と、各教材で身に付く三つの資質・能

力が示されており、各教材を通して身につけられる学力が系統的・発展的に構成されてい

る。』 

 ４つ目の丸。『能や尺八曲などの日本の伝統音楽について、謡では演奏者からのアドバイス

等があり配慮されている。』 

 総合所見の２段落目。『各教材に音楽を形作っている要素が示されており、それらの要素に

ついて解説するなど、生徒の学習を支援できるよう構成されている。』 

 続いて、懸案される事項です。 

 Ｃの２つ目の丸です。『鑑賞教材や「深めよう！音楽」では、自分の考えを書き込めるワー

クシートが活用でき、生徒が意欲的に学習に取り組めるよう配慮されているが、スペースが少

ない。』 

 総合所見の３段落目。『しかし、やや要素について解説することに偏っている面が見られ、

生徒には理解しにくいと考えられる。写真や説明文・資料などの文字がやや小さく見づらい。

また、図もわかりにくい。』 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 音楽（一般）、２社の説明でした。御意見ありましたらお願いします。 

 髙橋委員さん。 

○髙橋久美子委員 教科書の評価とは直接には関係ありませんが、どちらの教科書も能とか尺

八とか長唄とか日本の伝統音楽について、演奏のポイントが示されている。とかアドバイスが

ある。とか掲載されていますが、洋楽器についてはそういう表記がありませんが、今中学校で

は、日本の伝統楽器を実際に演奏する場面があるということですか。 

○渡邉博隆教育長 先日中山中学校へ学校訪問した際、中山中学校では、琴を並べて演奏でき

るようにしていました。この教科書は次年度、2021年度からの採用になりますが、現在もそう

いう形でしたら、次の音楽科でも、伝統文化としてこれを継承するのではないかと思います。

そういう現場は見ることができました。 

○灘岡指導主幹 小学校においても、備品として和楽器、琴、尺八等の購入が進んでいます。 
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○渡邉博隆教育長 その他、御意見はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 事務局から、採択するのに最も適している教科書は「教育出版」との説明

を受けましたが、説明どおり承認される方は挙手をお願いします。 

            〔賛成者挙手〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 音楽（一般）につきましては、「教育出版」を採択することに決まりました。 

 それでは、続きまして音楽（器楽合奏）をお願いします。 

○灘岡指導主幹 １ページ目、教育出版です。 

 Ｂの１つ目の丸。『学びのねらいを示し、学びのポイントでは基礎的な技能を身に付けてか

ら、まとめの曲を学習できるように内容が系統的・発展的に構成されている。』 

 Ｃの３つ目の丸。『「名曲旋律集」では、歌唱や鑑賞教材の旋律の一部をリコーダーや箏、

ギターで演奏できる楽譜を取り上げている。』 

 総合所見の２段落目。『見開きのページごとに、学習のねらい、練習曲、まとめの曲を示す

など、曲想と音楽の構造や背景などとの関わり及び音楽の多様性について理解できるよう配慮

されている。』 

 懸案事項として、次の段落、総合所見の４段落目です。『しかし、音楽表現の創意工夫に生

かせる技能習得のヒントや曲想、音楽の構造についてあまり示されていない。』 

 ２ページ目、教育芸術社です。 

 Ａの２つ目の丸。『アンサンブルの章では、ポピュラー音楽等の生徒が親しみやすい教材が

取り上げられており、生徒がより主体的に取り組むことができる。』 

 Ｃの２つ目の丸。『「楽器でＭｅｌｏｄｙ」では、名曲の旋律の一部をリコーダーや箏、三

味線、篠笛で演奏できる楽譜を取り上げており、生徒の音楽経験をさらに広げることができ

る。』 

 総合所見２段落目。『それぞれの楽器の演奏の様子や仕方の写真を多数取り上げられたり、

「Ｑ＆Ａ」やコラムで技能習得のヒントや曲想・音楽の構造や背景について示したりして、生

徒が主体的に学びながら創意工夫を生かした音楽表現に必要な技能が身に付くよう配慮されて

いる。』 

 『以上のことから、採択するのに最も適した教科書である。』と示しています。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 ２社の説明がありました。 

 御意見がありましたらお願いします。 

○矢野ひとみ委員 意見ではありませんが、教育芸術社のＢの構成・配列のところで、『リコ
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ーダーでは、アルトリコーダーとソプラノリコーダーの楽譜を載せており、同じ運指で吹ける

ように配慮されており、生徒が演奏しやすい。』とありますが、これはすごいなと思いまし

た。小学校でソプラノリコーダーを演奏して、中学校でアルトリコーダーを演奏するのが、本

当に大変だったので、これをスムーズに移行できるように配慮されていることは、とても素晴

らしいと思いました。 

○渡邉博隆教育長 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 事務局から、採択するのに最も適している教科書は「教育芸術社」との説

明を受けましたが、説明どおり承認される方は挙手をお願いします。 

            〔賛成者挙手〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 音楽（器楽合奏）につきましては、「教育芸術社」を採択することに決まりました。 

 続きまして、美術をお願いします。 

○灘岡指導主幹 １ページ目をご覧下さい。開隆堂です。 

 Ａの２つ目の丸。『「学びの資料」では、技能の習得を補助するページが充実しており、主

体的に学習する力を育てるために有効である。』 

 Ｂの２つ目の丸。『各領域の扉のページで学習の見通しと意義をはっきり説明してあるの

で、生徒が意欲喚起しやすい構成になっている。』 

 Ｃの２つ目の丸。『各題材の目標が観点別に生徒目線で設定されており、指導しやすい。』 

 懸案事項として、総合所見の３段落目。『他の教科書と比べて、図や解説などの情報量が多

いが、文字が全体的に小さく、やや読みづらい。』 

 総合的に評価して、『以上の点から、採択するのに適している教科書であると考える。』 

 ２ページ目、光村図書です。 

 Ａの３つ目の丸。『「地域の魅力を伝える」という題材ではパッケージデザインやゆるキャ

ラが取り上げられており、地元に根付いた教材を考える上での参考になる。』 

 Ｂの３つ目の丸。『「最後の晩餐」の上にトレーシングペーパーが重なるようになってお

り、一点透視図法の構造を描きこめたり、せりふを考えさせたりすることができるように工夫

されている。生徒に話し合い活動を取り入れた鑑賞をさせるのに都合がよい。』 

 Ｃの２つ目の丸。『スケッチを指導する際にも、スケッチの技術面だけでなく、作者の「こ

う表現したい」だからこういうスケッチをしたという過程が載っているため、「主題」を意識

した描画指導に有効である。』 

 これらの内容については、総合所見にも反映されています。 

 『以上の点から、採択するのに最も適している教科書である。』と示しています。 

 ３ページ目、日本文教出版です。 
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 Ａの４つ目の丸。『「２・３下」では、美術作品（最後の晩餐など）をどこまで修復するべ

きかという問題に視点を当てることにより、美術文化の継承を考えさせる内容になってい

る。』 

 Ｂの３つ目の丸。『授業の生徒の様子が写真で大きく掲載されており、制作の楽しさが伝わ

ってくる。』 

 Ｃの２つ目の丸。『デジタルコンテンツでＱＲコードから立体作品が360°回転して見える

しくみになっていたり、絵画の見方の動画が見られるようになっていたり工夫されている。』 

 続いて、懸案される事項です。 

 総合所見の４段落目、『内容的には以前の教科書とあまり変わらず、新しい材料や新しい時

代の新しい発想が少ない。３冊構成のため、より発達段階に適しているが、学習指導要領で１

年と２・３年として目標を立てているので使いづらい。』 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 美術３社の説明がございました。それについて御意見ございましたらお願いいたします。 

 御意見はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 事務局から、採択するのに最も適している教科書は「光村図書」との説明

を受けましたが、説明どおり承認される方は挙手をお願いします。 

            〔賛成者挙手〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 美術につきましては、「光村図書」を採択することに決まりました。 

 続きまして、保健体育をお願いします。 

○灘岡指導主幹 １ページ目をご覧下さい。東京書籍です。 

 Ａの２つ目の丸。『体育分野や保健分野の見方、考え方を働かせ、課題を発見し、合理的な

解決に向けた学習過程になるよう工夫されている。』 

 Ｂの２つ目の丸。『各単元で、「見つける」「学習課題」「課題の解決」「広げる」の４ス

テップで構成され、体育や保健の見方・考え方を働かせながら学習が進められるようにしてい

る。』 

 Ｃの１つ目の丸。『学習を深め広げる資料は口絵や章末資料に掲載することによって、１単

位時間で無理なく授業を展開できるよう配慮されている。』 

 続いて、懸案事項です。 

 Ｃの４つ目の丸。『各章末に資料が豊富に掲載されているが、関連資料が多すぎて理解しづ

らい。』 

 総合的に判断して、『以上のことから、採択するのに適している教科書であると考える。』
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と示しております。 

 ２ページ目、大日本図書です。 

 Ａの２つ目の丸です。『学年別に内容が配列され、各学年とも、学習指導要領に示された内

容の所定配当時数内での指導が可能なように構成されている。』 

 Ｂの１つ目の丸。『指導内容を体系化して、身近な生活における健康・安全に関する基礎的

な内容を実践的に学習するようにしている。』 

 Ｃの２つ目の丸。『』課題を発見する活動「つかもう」、課題を解決する活動「やってみよ

う」、「話し合ってみよう」、「調べてみよう」、学習したことを活かす活動「活用して深め

よう」などの活動により、思考力、判断力、表現力等が総合的に育成されるように配慮されて

いる。 

 続いて、懸案事項です。 

 総合所見の３段落目です。『章末のまとめの問題や振り返り学習の問題については、ＷＥＢ

サイトに入らないと解くことができない。心肺蘇生等の見開きのページは、３年間使用する教

科書としては、破損しやすい。』 

 続いて、３ページ。大修館書店。 

 Ａの２つ目の丸。『各単元に対応した資料やコラム等が豊富に掲載されている。』 

 総合所見の３段落目前半です。『学習過程を明確化して、指導計画が立てやすく、すべての

教師が無理なくスムーズに指導できるように配慮されている。』 

 懸案事項になります。 

 Ｂの３段落目、３つ目の丸。『小単元ごとにページの構成が変わっていて、統一性がなく見

づらい。』 

 Ｃの１つ目の丸です。『各章で、学習課題をつかむ→身につける・考える→まとめる・振り

返る、の３ステップで構成されており、学習過程は分かりやすいが、発展や深まりの展開はし

づらい。』 

 総合所見の３段落目の後半です。『それ以上の発展や深まりが展開しづらい構成になってい

る。また、イラストや資料の色合いは比較的暗い。』 

 ４ページ目をご覧下さい。学研教育みらい。 

 Ａの２つ目の丸。『生徒の発達段階を踏まえ、身近な問題・自他の問題として取り組むこと

ができるようにしている。』 

 Ｂの１つ目の丸。『各章の扉で小学校、中学校、高校の学習内容を見通すことができ、系統

的・発展的に構成されている。』 

 Ｃの２つ目の丸。『小単元ごとに「考える・調べる」「まとめる・深める」という場面を設

け、話し合ったり、説明し合ったりするなど、コミュニケーション能力や論理的な思考力の育

成を促すための言語活動を随所に設けている。』 
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 総合所見にそれらの内容も入っております。 

 『以上のことから、採択するのに最も適している教科書であると考える。』と示していま

す。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 保健体育４社の説明が終わりました。御意見ございましたらお願いいたします。 

 ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 事務局から、採択するのに最も適している教科書は「学研教育みらい」と

の説明を受けましたが、説明どおり承認される方は挙手をお願いします。 

            〔賛成者挙手〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 保健体育につきましては、「学研教育みらい」を採択することに決まりました。 

 続きまして、技術・家庭（技術分野）の説明をお願いします。 

○灘岡指導主幹 １ページ目をご覧下さい。東京書籍。 

 Ａの２つ目の丸。『ガイダンスで、技術分野の学習の仕方が分かりやすく具体的に示されて

おり、学習が進めやすい。』 

 Ｃの４つ目の丸。『発電方法によって変わるコストや、エネルギー変換効率などを視覚的に

分かりやすく図にまとめているので、生徒にとって違いがわかりやすい。』 

 総合所見１段落目。『対話的な学びや体験学習の場を設定したり、豊富な資料を提示したり

するなど、技術の見方・考え方を働かせて、意欲的に問題解決的な学習に取り組めるよう配慮

されている。』 

 懸案事項です。 

 総合所見の４段落目。『しかし、小さい写真やイラストがたくさん掲載されていて、説明の

ための分量も多いので、見にくいレイアウトとなっている。』 

 総合的に評価して、『以上のことから、採択するのに適している教科書であると考える。』

と示しています。 

 ２ページ目、教育図書。 

 Ｂの１つ目の丸。『各領域の学習内容が章ごとに系統的に構成されていて、一連の流れを理

解した上で学習しやすい。』 

 Ｃの３つ目の丸。『学習内容の基礎が十分に身につくよう、プログラミング言語や作成例

は、生徒が取り組みやすい内容である。』 

 総合所見の１段落目。『各編のそれぞれに設計・計画ができるワークシートが最終ページに

添付され、問題解決に役立てることができる。』 
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 懸案事項として、総合所見の２段落目から。『ガイダンスの指導を行う際には、資料があま

りないため、技術分野の内容を始める際には、活用しにくい。多様なイラストで理解や興味を

高めているが、わかりやすい実物画像の方が、イラストよりも望ましい。』 

 ３ページ目、開隆堂です。 

 Ａの２つ目の丸。『実習例が豊富で、技術の見方・考え方を働かせつつ課題に取り組む学び

の過程が重視されており、授業以外での活用にも役立つ。また、実習例にドジョウの養殖やス

ギ人工林の育成など、新しい題材例が紹介されている。』 

 Ｃの１つ目の丸。『実習において、失敗した際の修正方法が他の教科書より明確で多い。そ

のため、実習の参考資料として効果的である。』 

 総合所見です。２段落目。『実習作業の手順の画像が多く使われ、他の教科書より基礎、応

用ともに理解しやすい。』 

 総合的に評価して、『以上のことから、採択するのに最も適している教科書であると考え

る。』と示しています。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 ただいま３社の説明がございました。 

 御意見ありましたらお願いいたします。 

 ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 事務局から、採択するのに最も適している教科書は「開隆堂」との説明を

受けましたが、説明どおり承認される方は挙手をお願いします。 

            〔賛成者挙手〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 技術・家庭（技術部門）につきましては、「開隆堂」を採択することに決まりました。 

 続きまして、技術・家庭（家庭部門）の御説明をお願いいたします。 

○灘岡指導主幹 家庭分野１ページをご覧下さい。東京書籍です。 

 Ａの３つ目の丸。『自分の食生活を振り返らせ、より良い食生活の実施に向けて考え実践さ

せたり、衣生活の問題に気づかせその改善策を考えさせたりと、生徒の生活を基盤とした学習

内容である。』 

 Ｃの２つ目の丸。『問題解決のための手立てを、多様に考えることができるように、吹き出

しのヒントがあったり、具体的な事例が提示されたりしている。話合い活動の場面が多く設定

されている。』 

 総合所見の２段落目。『他教科との関連を提示し、問題解決に活用したり、学習成果を生か

したりできるようにしている。』 
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 懸案事項についてです。 

 総合所見の３段落目。『資料が豊富であるが、情報量が多すぎ、文字や図もやや小さいた

め、活用しにくい。』 

 総合的に評価して、『以上のことから、採択するのに適している教科書であると考える。』 

 ２ページ目をご覧下さい。教育図書。 

 Ｂの２つ目の丸。『題材の最初に「めあて」と「キーワード」が明記され、最後に「学習の

ふり返り」を置いて、生徒が学習に取り組みやすいよう構成されている。』 

 Ｂの３つ目の丸。『課題解決のプロセスの写真が多く、各方面からの資料も豊富である。』 

 Ｃの３つ目の丸。『調理実習や布を用いた製作学習、幼児とのふれあい学習において、安全

に学習が進められるよう資料が提示されている。また、実習を安全かつ衛生的に行うために注

意することをマークで記載されており、安全性が配慮されている。』 

 続いて、懸案事項です。 

 Ａの３つ目の丸。『問題解決的な学習の設定場面がやや少なく、事例も生徒の生活に身近で

ないものが取り上げられている。』 

 総合所見のほうにもそのことが書かれています。 

 ３ページ、開隆堂です。 

 Ａの２つ目の丸。『家庭分野のガイダンスで、「生活の見方・考え方」や「主体的・対話的

で深い学び」について、具体的な解説があり、教員も生徒も問題解決的な学習の仕方がよく分

かり、見通しをもって学習に取り組める。』 

 Ｂの６つ目の丸。『調理実習例が豊富であり、生徒が家庭生活に生かすこともできる。』 

 Ｃの４つ目の丸。『調理や衣服製作、幼児とのふれあい体験において、安全に学習が進めら

れるよう留意点が具体的に記載されている。』 

 その下の段、５つ目の丸です。『現代的課題であるＳＤＧｓや性的マイノリティ、高齢者、

障がい者への配慮等人権に関する視点が明確であり、どの人も家庭・社会の一員として生活の

自立に向かう方向性が示唆されている。』 

 総合所見にも反映されています。 

 『以上のことから、採択するのに最も適した教科書であると考える。』と示してあります。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 ただいま技術・家庭（家庭分野）について、３社の説明がございました。それについて、御

意見がある方はお願いします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 事務局から、採択するのに最も適している教科書は「開隆堂」との説明を

受けましたが、説明どおり承認される方は挙手をお願いします。 
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            〔賛成者挙手〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 技術・家庭（家庭分野）につきましては、「開隆堂」を採択することに決まりました。 

 続きまして、英語をお願いします。 

○灘岡指導主幹 英語１ページ、東京書籍です。 

 Ｂの２つ目の丸。『導入→文法・本文→発展的な活動と進む各単元は、テーマが一貫してお

り、生徒は目的・場面・状況を把握しながら学習をすることができる。そのため、主体的・対

話的で深い学びを促す学習課題の設定がしやすい。』 

 Ｂの４つ目の丸。『ＱＲコードを読み取り、本文と語句の音声を聞いたり、関連する映像を

見たりできる箇所が随所にあり、生徒の主体的な学習を支援する仕組みとなっている。』 

 Ｃの４つ目の丸。『「３段階読み」で、自然に読む回数を増やすことができ、読む力が自然

に身に付く工夫がなされている。また、自分の考えをより深め、それを表現する力を育成する

ためには、多様で深い題材に触れることが必要であるが、題材の量・質ともに十分確保されて

いる。』 

 総合所見の２段落目。『十分な文章量が確保されており、豊かな言語活動の中で資質・能力

の伸長を図ることができる。』 

 『以上のことから、採択するのに最も適している教科書であると考える。』と示していま

す。 

 ２ページ目、開隆堂。 

 Ａの３つ目の丸。『小学校との接続へ配慮し、キャラクターを通して、やりとりを聞く活動

から、４技能５領域の力をバランスよく育成する学習へ移行できるようになっている。』 

 Ｂの３つ目の丸。『自己表現活動を行うページでは、教科書に直接書き込みをすることがで

きる箇所が多いが、ノートやワークシートと区別し、兼ね合いに留意する必要がある。』 

 Ｃの４つ目の丸。『多様なものの見方や考え方を共有できるような場面設定が多く、深まり

を持たせる授業展開ができる。』 

 総合所見の１段落目。Ｂの５つ目の丸にもありましたが、『各ページにＱＲコードがあり、

コンテンツも豊富である。音声、動画、文字表示の視聴ができるので、家庭での生徒の主体的

な学習が期待できる。』 

 続いて、懸案事項です。 

 Ｃの２つ目の丸。『文法を学習する際に、重点事項の説明と場面や本文との関連が分かりに

くく、重点事項を把握しづらい。』 

 ３つ目の丸。『概要をつかむ→詳細を読み込む→表現につなげる、という３つのステージの

読み方で、読む力を身に付けるとともに自分の考えを深め表現する力を育成するよう工夫され

ているが、教師に時間的な配分を委ねられており、指導に差異が生じる。』 
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 この内容については、総合所見のほうにも反映されています。 

 ３ページ目、三省堂です。 

 Ａの２つ目の丸。『題材は人権、国際理解、環境、自然などのＳＤＧｓや、今日的な課題に

ついても、多岐にわたり多数取り上げている。』 

 Ｂの２つ目の丸。『導入→文法・本文→表現活動へと繋げ、知識・技能を習得した後、思考

力・判断力・表現力を育てることができる仕組みになっている。』 

 Ｃの３つ目の丸。『１年生の最初にｂｅ動詞と一般動詞を同時に学習する。小学校での学習

活動を生かして、聞いたり話したりする活動から文法事項を整理し、理解させていくように配

慮されている。』 

 懸案事項です。 

 Ｃの２つ目の丸。『４技能５領域の力の定着に、スモールステップを採用している。そのた

めの段階や説明事項等の情報量が多く、下学年ほど文字に圧倒され、学習意欲が継続しにく

い。』 

 総合所見の２段落目の後半です。『しかし、１年生で現在形・過去形・未来表現のすべてを

学習することは、学習者への負担となる。』 

 ４ページ目、教育出版です。 

 Ａの２つ目の丸。『題材は人権、国際理解、環境、自然などのＳＤＧｓや、日本の伝統や文

化などについて、多岐にわたっており、多数取り上げられている。』 

 Ｂの１つ目の丸。『小学校との円滑な接続のため、１年生の１学期は聞く活動中心の活動

で、段階的に４技能５領域の力をバランスよく育成する学習へ移行できるよう工夫されてい

る。』 

 Ｃの３つ目の丸。『学習活動は、リスニングでの導入→文法・本文→長文の読解、といった

流れでパターン化しており、段階的に無理なく基礎的・基本的な文法事項と文構造の習得がで

きるようになっている。』 

 続いて、懸案事項です。 

 Ｂの２つ目の丸。『巻頭のＱＲコードを読み取ることで、音声を聞くことができるが、コン

テンツを利用できる箇所はやや少ない。』 

 Ｃの２つ目の丸。『１年生の初期段階で学習する文法事項や文章量が多く、生徒の理解度や

意欲といった学習状況に格差を生じさせることにつながる。』 

 ５ページ目をご覧下さい。光村図書です。 

 Ａの４つ目の丸。『４人の中学生が、３年間ひと続きのストーリーを展開するという編成で

ある。英語が得意な生徒もそうでない生徒も、話の展開を楽しみにしながら、また自分自身を

投影しながら学習に取り組むことができる。』 

 Ｂの３つ目の丸。『本文ストーリーの内容を自分の言葉でリテリングすることができ、話す
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力を育成することに配慮されている。また、即興でやり取りを続ける力を育成することに配慮

されている構成となっている。』 

 総合所見の１段落目。『十分な文章量が確保されており、豊かな言語活動の中で、資質・能

力の伸長を図ることができる。』 

 ２段落目、『各単元は「扉」「Part１～３」「Goal」が基本構成である。各単元の目標に向

かって基礎的な知識・技能を習得・活用しながら、５領域の力をバランスよく伸ばすことがで

きる。』 

 懸案事項です。 

 Ｃの４つ目の丸。『多様なものの見方や考え方を共有できるような問いを設けることで、生

徒の多面的なものの考え方や視野を養うことが期待できるが、問いの内容が難解なものもあ

る。』 

 総合所見にこれらは載っています。 

 総合的に評価して、『以上のことから、採択するのに適している教科書であると考える。』

と示しています。 

 ６ページ目、啓林館です。 

 Ｂの１つ目の丸。『』１年生前半の単元構成は、文法・本文→練習→活用と流れ、後半は、

それに、読んで考える活動が加わることで、無理なく自分の考えを深められるような手立てを

取っている。 

 Ｃの４つ目の丸。『今日的な課題や生徒の身近な題材を見開き２ページで掲載し、長文を一

気に読ませ、読解力を育成するよう工夫している。』 

 懸案事項についてです。 

 Ａの２つ目の丸。『教材は、職業・伝統文化・自然・社会などへの見識を深め、豊かな人間

性を育む題材が選択されている。しかし、上学年で英文の教材としてやや質的にやや不十分な

ものもある。』 

 Ｂの４つ目の丸。『ＱＲコードを読み取ることで、音声、文字表現の視聴ができるが、単元

ごとのコンテンツの量にやや偏りがある。』 

 Ｃの６つ目の丸。『３年間を通して学習する文章量が比較的やや少なく、教科書だけでは、

経験する十分な文章量は確保できにくい。』 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 英語からは６社についての説明がございました。 

 御意見ございましたらお願いいたします。髙橋委員さん。 

○髙橋久美子委員 英語の場合、高校受験まで、大学受験までに覚えなければならない英単語

数を文科省で決められていると思います。もちろん、文科省の検定を通過しているので基準は
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クリアしていると思いますが、各出版社毎で、英単語数は非常に差があったと思うのですが、

各出版社毎の扱っている単語数が分かれば教えてください。 

○渡邉博隆教育長 調査員が数えた数字ではありますが、東京書籍１万44、開隆堂5,787、三

省堂8,035、教育出版9,463、光村8,085、それから啓林館7,235という報告を受けています。 

 なお、語数で採択基準の目安にするのかという観点も当初ありましたが、調査員の研究の中

で、総合所見等にも記載していますが、語数よりも内容や構成・配列に魅力がある出版社を選

択し、語数は併記しなかったという経緯があります。 

○渡邉博隆教育長 その他ございませんか。水口委員さん。 

○水口良江委員 ４技能５領域を具体的に教えて下さい。 

○灘岡指導主幹 学習指導要領に示されているものです。「聞くこと」「読むこと」「話すこ

と」「書くこと」の４技能で、「話すこと」が「やり取り」と「発表」の２つの領域に分かれ

て５領域となります。 

○渡邉博隆教育長 そのほか御意見はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 事務局から、採択するのに最も適している教科書は「東京書籍」との説明

を受けましたが、説明どおり承認される方は挙手をお願いします。 

            〔賛成者挙手〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 英語につきましては、「東京書籍」を採択することに決まりました。 

 最後ですけども、特別な教科 道徳についてお願いします。 

○灘岡指導主幹 １ページ目をご覧下さい。東京書籍です。 

 特長的なところ、Ａの４つ目の丸。『ＳＮＳでのいじめ問題など、新しい情報モラルの問題

を取り上げているなど、生徒の実態に即した教材がある。』 

 Ｂの４つ目の丸。『28テーマで35本の教材が掲載されている。その他に付録教材もあり、実

態に合わせて差し替えることもできる。』 

 Ｃの１つ目の丸。『新聞教材や漫画教材、小中関連教材などの教材や問題解決的な学習、体

験的な学習など、多様な学習を提案している。そのため、自己を見つめ、物事を広い視野から

多角的に考えられるよう配慮されている。』 

 懸案事項として、総合所見の５段落目。『これまで活用してきた教材が多いので、教員は指

導しやすいかもしれない。しかし、生徒の身近な生活とは少し離れた内容もあるので、生徒が

自分のこととして考えにくい面もある。巻末に、学期ごとに学習を振り返るページもあるが評

価に活用するには記述させる内容が不十分である。』 

 ２ページ目、教育出版。 

 Ｂの２つ目の丸。『「生命の尊さ」について考える教材が３本あって充実しており、多様な
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教材から考えを深められる。』 

 Ｃの４つ目の丸。『「学びの道しるべ」では、登場人物の気持ちを問うものと、考えを練り

合い、深め合う道徳につながるものとバランスよく書かれている。』 

 総合所見２つ目の丸。『学年が上がるにつれて集団や社会とのかかわりについて学ぶ教材が

増え、生徒の発達段階に応じた配慮がある。』 

 懸案事項です。 

 Ｃの１つ目の丸。『巻頭の「道徳科で学びを深めるために」は学び方の視点が簡潔にまとめ

られており、道徳の授業への意欲づけや指導の参考になる。しかし、要点だけがまとめられて

いて、授業では扱いにくい。』 

 総合所見の一番最後の段落。『巻末に学習を振り返るページがあるが、記述欄が少なく、評

価に生かすには不十分である。』 

 ３ページ目、光村図書。 

 Ａの４つ目の丸。『定番教材は少ないが、小学校での定番教材やＡＩとの関わりを考える教

材もあり、多様な教材が選択されていて、生徒の学習意欲を喚起させる工夫がある。また、プ

ラスチックの問題などを取り上げた「海とストロー」など、話題となっている現代的な課題を

複数取り扱っている。』 

 Ｂの４つ目の丸。『教材末には２つの設問の他に、「見方を変えて」「つなげよう」の欄が

あり、多面的、多角的な学びができるよう配慮されている。』 

 Ｃの２つ目の丸。『読み物教材だけでなく、絵本や漫画形式の教材、データや複数の資料か

らなる教材など、多様な教材を掲載している。』 

 懸案事項です。 

 Ｃの１つ目の丸。『巻末には、「学びの記録」が設けられており、生徒が感じたことや考え

たことを毎時間記録することができる。ただ、十分に思いを表現するにはスペースが小さく、

学期ごとの評価にも活用しにくい。』 

 『以上のことから、採択するのに適している教科書であると考える。』 

 続いて、４ページ、日本文教出版です。 

 Ａの５つ目の丸。『定番教材と新しい教材のバランスがよく、スポーツ選手や漫画形式、グ

ラフを扱う教材など多様な教材がある。また、全国各地の地域的な教材が掲載されている。』 

 Ｂの３つ目の丸。『いじめに関する教材「いじめと向き合う」や社会の一員として考える

「よりよい社会と私たち」に焦点を当て、ユニット形式で各学期に配列している。』 

 Ｃの１つ目の丸。『別冊の「道徳ノート」は発問欄が空欄になったことで、より自由に活用

できるようになった。また、「自分へのふり返り」もあるので、評価にも活用しやすい。』 

 総合所見の３段落目。『また、生徒が本音で語り合える資料や話合いの場が取り入れられて

おり、生徒が対話的な学びを通して物事を多面的・多角的に考え、自己を見つめ、人間として
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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、採択するのに最も適している教科書であると考える。』と示していま

す。 

 ５ページ目、学研教育みらいです。 

 Ｂの１つ目の丸。『「命の教育」を重要テーマとし、全学年にわたって「生命の尊さ」や他

の内容項目とともに複数の教材を通して、命について多面的・多角的に考えられる。』 

 Ｃの１つ目の丸。『巻頭に、道徳で学ぶこと・道徳で考えることが５項目で示されている。

また、道徳科の授業で考えを深めるための４つのステップが明示されており、学習の展開を理

解しやすい。』 

 懸案事項です。 

 総合所見３段落目。『「深めよう」「クローズアップ」「クローズアッププラス」のところ

では、話し合う活動や役割演技についてのテーマや進め方が詳しく書かれている。しかし、本

教材の内容を離れた発展的な「クローズアップ」「クローズアッププラス」もあり、授業で扱

う場合の時間配分が難しい。』 

 ６ページ目、廣済堂あかつき。 

 Ｂの２つ目の丸。『いじめ問題に関して、別の視点で考えた複数の教材が用意されている。

また、巻末に「いじめを許さない私たちの心」として特集が組まれている。』 

 Ｃの３つ目の丸。『「学習の手がかり」には、ねらいとする価値に迫る問いがある。「考え

を広げる・深める」には、物事を多面的、多角的に考え、生き方について考えを深められる問

いがある。』 

 懸案事項です。 

 Ｃの５つ目の丸。『学習の振り返りとしての記述は、評価に活用するには不十分である。』 

 総合所見４段落目。『本冊と別冊を両方することで、学びを深める構成になっている。しか

し、本冊は比較的文章が中心で、文章を読むことに抵抗のある生徒には難しく感じられる。ま

た、１時間の枠の中で本冊の教材と別冊「道徳ノート」の資料の両方を扱うのは難しい。』 

 ７ページ目、日本教科書。 

 Ａの４つ目の丸。『いじめを許さない心を鍛えるという観点から、生命尊重を学び深める教

材が多い。また、キャリア教育や情報モラルなどの現代的課題についても触れている。』 

 Ｃの２つ目の丸です。『各教材の最後には、生徒が考え、話し合う視点がはっきりと示され

ている。』 

 総合所見２段落目。『生命尊重を基盤とした、いじめを許さない心を育てていこうとした教

材が多い。しかし、教材の多様性への配慮が少なく、物事を広い視野から多面的・多角的に考

える手がかりとすることが難しい。』 

 続いて、懸案事項。 
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 その次の段落。『巻末に、１年間の学習を振り返って、22の内容項目それぞれに関して４段

階で自己評価するページがあるが、評価に活用するには不十分である。また、補助資料が乏し

く、自己を見つめ、物事を広い視野から多面的・多角的に考えるための工夫があまり見られな

い。』 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 なお、本日の教育委員会の開催時間について、４時を過ぎることを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 承認されましたので、会議を続けます。 

そしたら、ただいま７社についての説明がございました。 

 御意見ある方、お願いいたします。 

 ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 事務局から、採択するのに最も適している教科書は「日本文教出版」との

説明を受けましたが、説明どおり承認される方は挙手をお願いします。 

            〔賛成者挙手〕 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 特別な教科 道徳につきましては、「日本文教出版」を採択することに決まりました。 

 以上で中学校の採択教科書の審議を終わらせていただきます。 

 審議結果につきまして、事務局より確認を求めますので、よろしくお願いします。 

○灘岡指導主幹 国語、光村図書。書写、教育出版。社会（地理的分野）、帝国書院。社会

（歴史的分野）、東京書籍。社会（公民的分野）、日本文教出版。地図、帝国書院。数学、啓

林館。理科、東京書籍。音楽（一般）、教育出版。音楽（器楽合奏）、教育芸術社。美術、光

村図書。保健体育、学研教育みらい。技術・家庭（技術分野）、開隆堂。技術・家庭（家庭分

野）、開隆堂。英語、東京書籍。特別な教科 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３年度の中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。 

 暫時休憩といたします。 

            午後４時００分 休憩 

            午後４時０５分 再開 

○渡邉博隆教育長 それでは、再開します。 
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 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」お願いし

ます。 

○髙石指導主事 ９月の行事について説明を行った。 

○堀内課長補佐 １０月１５日、南山崎小学校で開催される伊予市人権・同和教育研究会につ

いて説明を行った。 

○渡邉博隆教育長 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 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 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。 

○泉課長 ＩＹＯ夢みらい館の指定管理制度導入の延期について説明を行った。 

○渡邉博隆教育長 他にありませんか。 

            〔「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４０分 閉会 

 

 


