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          中学校美術科教科書調査委員会委員長                     坂 本 聖 二 
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          中学校保健体育科教科書調査委員会委員長  髙 橋 剛 三 
 
          中学校外国語科教科書調査委員会委員長                     佐 藤 政 彦 
 
          中学校道徳科教科書調査委員会委員長                     堀 田 智 暁 
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○大和田教育長  皆さん、こんにちは。ただいまから令和２年調布市教育委員会第７回臨

時会を開会いたします。 

 本日の説明のための出席職員及びその席につきましては、この臨時会に限り、配布資料

のとおりとしますので、御了承願います。 

 また、審議する内容により、途中で説明員が入替わりますので、あらかじめ御了承をお

願いいたします。 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 

 日程第１ 令和２年調布市教育委員会第７回臨時会会議録署名委員の指名について 

○大和田教育長   これより日程に入ります。日程第１、令和２年調布市教育委員会第

７回臨時会会議録署名委員の指名について。本件については、調布市教育委員会会議規則

第29条の規定により、福山委員を指名し、教育長の私、大和田とともに署名委員といたし

ます。よろしくお願いいたします。 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 

 日程第２ 会期の決定について 

○大和田教育長   日程第２、会期の決定について。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日から８月６日までの３日間といたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」との声あり） 

○大和田教育長  御異議なしと認め、そのように進めてまいります。 

 なお、会期の途中で案件がすべて終了した場合は、会期を変更する場合がありますので、

あらかじめ御了承ください。 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 

 日程第３ 協議題 

  (1) 令和３年度使用調布市立小・中学校特別支援学級教科用図書の選定について 

○大和田教育長  日程第３、協議題に入ります。 

 最初に私から申しあげますが、今臨時会で協議する案件につきましては、調査研究資料、

以下、調査資料と言うことといたしますが、その調査資料の作成について依頼しておりま

した教科書調査運営委員会から本日報告がなされます。 

 この間、教育委員会としては、選定の公平を期するために、委員それぞれが教科用図書

に目を通すなど独自に調査してきました。こういったことから、委員相互、または委員と
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事務局、あるいは調査運営委員等との事前の打合わせ、あるいは情報交換等は一切行わず、

本日に至ったものでございます。 

 そこで、選定の手順等でございますが、初めに教科書採択の概要と審議の進め方につい

て、指導室長から説明します。 

 協議題の(1)では、説明員として出席している教科書調査運営委員会委員長から調査資

料の作成及び概要について報告の後、各調査委員会委員長からの説明とそれに対する質疑

を行った上で、採択する教科用図書を選定いたしたいと思います。 

 協議題の(2)では、先に国語、社会などの教科ごとに説明及び質疑を行います。すべて

の教科の説明及び質疑が終わった後、国語、書写などの種目ごとに選定を行ってまいりた

いと思います。 

 このことについて御異議ございませんか。 

     （「異議なし」との声あり） 

○大和田教育長  御異議なしと認め、そのように進めてまいります。 

 ここでお諮りいたします。奈尾教育長職務代理者が顧問を務めている教科用図書がござ

いますので、協議題の(2)の一部については、公正な立場から選定するということで、奈

尾教育長職務代理者には退席を願いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

     （「異議なし」との声あり） 

○大和田教育長  御異議なしと認め、そのようにいたしたいと思います。 

 協議題の(1)に入る前に、執行指導室長から教科書採択の概要と審議の進め方について

説明をお願いします。執行指導室長。 

○執行教育部副参事兼指導室長  それでは、私からは、令和３年度から使用する調布市

立中学校及び小・中学校特別支援学級教科用図書の教科書採択の概要と審議の進め方につ

いて御説明いたします。 

 採択については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の規定に基づき、

市内公立学校を１つの採択地区として、義務教育諸学校で使用する教科書を種目ごとに１

種を採択いたします。また、採択は、調布市教育委員会の責任と権限において公正かつ適

正に行うこととし、学習指導要領及び調布市教育委員会の教育方針を踏まえ、教科書調査

運営委員会に調査研究を行うよう依頼し、調査研究報告書の提出を求めました。 

 令和２年度の採択については、小・中学校特別支援学級は、令和３年度に使用する教科

書、中学校は、新学習指導要領に基づき、令和３年度から４年間使用する教科書の採択を
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行います。 

 なお、小・中学校特別支援学級の採択については、本市で採択された小・中学校の検定

合格図書、いわゆる検定本、または特別支援学校用の教科書目録に登載されている教科書、

いわゆる著作本、または学校教育法附則第９条による教科書、いわゆる一般図書の中から

採択を行います。 

 その際、教科書の給与は、原則として１教科につき１学年１種目であり、１教科の中で

検定本、著作本、一般図書の３種を併せて給与することはできません。また、一般図書を

採択する際は、児童・生徒の実態に即した内容であること、可能な限り系統的に編集され

ており、教科の目標に沿う内容であることが適切となっております。 

 続いて、審議の進め方について御説明いたします。 

 初めに、小・中学校特別支援学級の教科書の選定をお願いいたします。特別支援学級の

設置校ごとに作成した調査研究報告書を特別支援学級調査委員長から一括して報告いたし

ます。その後、質疑を行い、次年度の教科書について一括選定をお願いいたします。 

 続いて、中学校の教科書の選定をお願いします。各教科の調査委員長から調査研究の概

要について報告をいたします。教科ごとに報告、質疑を繰り返し、全教科の報告、質疑が

終了した後に、委員の皆様には選定をお願いいたします。なお、教科用図書展示会におい

て、市民の皆様からいただいた中学校教科書に関する御意見、また御要望等の内容も参考

にしていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

○大和田教育長  説明が終わりました。 

 (1)「令和３年度使用調布市立小・中学校特別支援学級教科用図書の選定について」、

協議いたします。 

 初めに、大瀬教科書調査運営委員会委員長から調査資料の作成及び概要について説明を

お願いします。大瀬教科書調査運営委員会委員長。 

○大瀬教科書調査運営委員会委員長  それでは、私から調布市立小・中学校特別支援学

級における教科書調査委員会における調査資料の作成及び概要について説明いたします。 

 令和２年５月15日、第１回の教科用図書調査運営委員会を新型コロナウイルス感染拡大

防止のため文書開催で実施し、調布市教育委員会から令和３年度に使用する調布市立小・

中学校特別支援学級教科用図書の調査研究について依頼がありました。それを受けて、教

科書調査運営委員会は、小・中学校特別支援学級教科書調査委員会に対し、調査研究を行
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い、調査研究報告書を提出することを依頼しました。 

 そして、７月７日の有識者及び保護者が出席した教科書調査運営委員会において、特別

支援学級の調査委員長から報告を受けました。 

 保護者の方からは、採択された教科書の使用状況についての質問や、各学校の各学年で

採択していることへの評価など、御意見をいただきました。また、有識者の方からは、調

布市が個々の実態に即して採択をしていることへの評価、採択した教科書をどのように活

用するかが重要であること、一般図書を採択する場合には継続使用が望ましいことなど、

評価や教科書採択についての御助言をいただきました。 

 教科書調査運営委員会では、採択した教科書の全部を使用するのではなく、児童・生徒

の実態に応じて、一部を効果的に指導できるようにしていくことの重要性について、共通

理解を図ったところです。 

 その後、調査研究報告書を調布市教育委員会に提出いたしました。 

 小・中学校特別支援学級教科書調査委員会における選定資料の作成及び概要については

以上です。 

○大和田教育長  次に、安藤小・中学校特別支援学級教科書調査委員会委員長から説明

をお願いいたします。安藤小・中学校特別支援学級教科書調査委員会委員長。 

○安藤特別支援学級教科書調査委員会委員長  これから、小学校６学級、中学校３学級

における特別支援学級教科書調査研究を順に御説明いたします。 

 最初に、第一小学校特別支援学級における調査研究です。資料の３ページから８ページ

を御覧ください。 

 第一小学校の第１学年と第６学年の想定される児童の実態は、ペースはゆっくりである

が、繰り返し指導することで学習をある程度積み上げることができると考えられます。 

 これらの実態を踏まえ、文部科学省検定本の学習内容を取捨選択し、そのほかの教材と

併用しながら個別に支援したり繰り返し指導したりすることで、ある程度学習が積み上げ

られることができるととらえています。 

 第２学年と第５学年の想定される児童の実態は、個別に支援したり繰り返し指導したり

することで、文部科学省検定本による学習をある程度積み上げることができる児童ととも

に、国語、算数においては、文部科学省著作本を活用して学習する方法が有効な児童も在

籍していると考えられます。 

 第３学年と第４学年の想定される児童の実態は、好奇心が旺盛で、行事等での交流が可
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能であり、ゆっくりと繰り返し指導することで学習がある程度積み上げることができる児

童とともに、国語、算数においては、一般図書を活用して学習する方法が有効な児童も在

籍していると考えられます。 

 以上の実態から、第一小学校では、資料に記載のとおりの教科書を推薦します。 

 なお、特別支援学級における文部科学省検定本については、小・中学校で採択される教

科用図書に準ずるため、通常の学級と同じという表記をしております。 

 次に、八雲台小学校特別支援学級における調査研究です。資料の11ページから16ページ

を御覧ください。 

 八雲台小学校の第１学年から第３学年の想定される児童の実態は、通常の学級の指導内

容の一部を、時間を掛けて丁寧に指導することで、意欲的に取り組み、理解できると考え

られます。 

 第４学年から第６学年の想定される児童の実態は、個に応じて視聴覚情報の活用の仕方

を工夫したり、指導内容を選択したりすることで、意欲的に学び、理解を深めることがで

きると考えられます。また、グループで指導するときには、共通の教科書を使って丁寧に

指導することが、さらに理解を深めるのに有効であると考えられます。 

 これらの実態を踏まえ、文部科学省検定本の学習内容を取捨選択し、そのほかの教材を

併用しながら個別に支援したり繰り返し指導したりすることで、ある程度学習を積み上げ

ることができるととらえています。 

 以上から、八雲台小学校では、資料に記載のとおりの教科書を推薦いたします。 

 次に、富士見台小学校特別支援学級における調査研究です。資料の19ページから24ペー

ジを御覧ください。 

 富士見台小学校の第１学年から第３学年の想定される児童の実態は、繰り返しの学習を

しながら学んでいく段階であり、簡単な意思伝達ができ、児童の実態や発達段階に応じて

平仮名や片仮名、漢字などの文字を読んだり書いたりする力や意欲を高める段階であると

考えられます。 

 第４学年から第６学年の想定される児童の実態は、日常的な言葉掛けで生活の仕方を学

び、自分で考えながら活動できる段階であり、日常会話による意思疎通や、短い文章や一

部の漢字の読み書きができると考えられます。 

 これらの実態を踏まえ、文部科学省検定本の学習内容を取捨選択し、そのほかの教材を

十分に併用しながら個別に支援したり繰り返し指導したりすることで、ある程度学習を積
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み上げることができるととらえています。 

 以上から、富士見台小学校では、資料に記載のとおりの教科書を推薦します。 

 次に、滝坂小学校特別支援学級における調査研究です。資料の27ページから32ページを

御覧ください。 

 滝坂小学校の第１学年の想定される児童の実態は、通常の学級の指導内容をゆっくり学

ぶことで、少しずつ力を付けていくことができ、小学校入門期の内容をバランスよく学習

するためにも、検定教科書を指標として使用することが望ましいと考えられます。 

 第２学年の想定される児童の実態は、児童のペースに合わせ、ゆっくり学習していくこ

とで少しずつ力を付けていることから、第１学年の学習内容の続きからスタートしていく

こととなるため、通常の学級と同じ教科書では難易度が高いと考えられます。また、文字

の習得には差が出ているため、イラストや写真を活用しながら理解を図っていくことで、

基礎的な内容をバランスよく学習していけるものと考えられます。 

 第３学年の想定される児童の実態としては、児童のペースに合わせて、ゆっくり丁寧に

学習していくことで少しずつ力を付けていますが、文字、漢字や片仮名、時計の読み方な

どの習熟に時間を掛ける必要があるため、反復的な学習を楽しみながら継続できる工夫が

された図書が効果的と考えられます。 

 第４学年の想定される児童の実態は、児童のペースに合わせ、ゆっくり丁寧に学習して

いくことで少しずつ力を付けており、国語、算数については文部科学省著作本を使用する

３年生からの継続性を考慮する必要があり、より発展的、抽象的な内容を学習するに当た

って、操作が丁寧に説明されていること、写真やイラストで分かりやすく示してあること

を重視した図書を使用することで抵抗なく学習できると考えられます。 

 第５学年の想定される児童の実態は、児童のペースに合わせ、ゆっくり丁寧に学習して

いくことで少しずつ力を付けています。シリーズ化されているものは、第４学年の発展編

を継続して使用することが効果的であると考えられます。また、より発展的、抽象的な内

容を学習するに当たって、実際に操作ができること、写真やイラストで分かりやすく示し

てあることを重視した図書を使用することで理解を深めることができると考えられます。 

 第６学年の想定される児童の実態は、児童のペースに合わせ、ゆっくり丁寧に学習して

いくことで少しずつ力を付けており、より発展的、抽象的な内容を学習するに当たって、

実際に操作ができること、写真やイラストで分かりやすく示してあることを重視した図書

を使用することで理解を深めること、学習したことを日常生活の中での活用できる力を付
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けることができると考えられます。 

 以上の実態を踏まえ、滝坂小学校では、資料に記載のとおりの教科書を推薦いたします。 

 次に、染地小学校特別支援学級における調査研究です。資料の35ページから40ページを

御覧ください。 

 染地小学校の第１学年から第３学年及び第６学年の想定される児童の実態は、通常の学

級の指導の内容の一部を、時間を掛けて丁寧に指導すれば、意欲的に取り組み組み、理解

できると考えられます。 

 これらの実態を踏まえ、文部科学省検定本の学習内容を取捨選択し、そのほかの教材と

併用しながら個別に支援したり繰り返し指導したりすることで、ある程度学習を積み上げ

ることができるととらえています。 

 第４学年及び第５学年の想定される児童の実態は、通常の学級の指導内容の一部を、時

間を掛けて丁寧に指導すれば、意欲的に取り組み、理解できると思われます。教科によっ

ては、当該学年の検定教科書で学習するより、一般図書を活用して学習するほうが有効で

あると考えられます。 

 以上の実態から、染地小学校では、資料に記載のとおりの教科書を推薦いたします。 

 次に、多摩川小学校特別支援学級における調査研究です。資料の43ページから48ページ

を御覧ください。 

 多摩川小学校の第１学年及び第５学年の想定される児童の実態は、小集団の中で学習を

積み上げていくことで、一定の時間、集中できる児童であり、通常の学級の指導内容のす

べては難しいですが、その一部を、時間を掛けて丁寧に指導したり、児童によっては文部

科学省著作本を活用し、個別に指導をしたりすることで、意欲的に取り組み、理解をする

ことができると考えられます。 

 第２学年から第４学年及び第６学年の想定される児童の実態は、小集団の中で学習する

ことで積み重ねることができ、通常の学級の指導の内容すべては難しいですが、その一部

を、時間を掛け丁寧に指導することで、意欲的に取り組み、理解することができると考え

られます。 

 これらの実態を踏まえ、文部科学省検定本の学習内容を取捨選択し、そのほかの教材を

併用しながら個別に支援したり繰り返し指導したりすることで、ある程度学習を積み上げ

ることができるととらえています。 

 以上の実態から、多摩川小学校では、資料に記載のとおりの教科書を推薦いたします。 
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 続いて、中学校３学級に移ります。 

 最初に、調布中学校特別支援学級における調査研究です。資料の51ページから53ページ

を御覧ください。 

 調布中学校の第１学年の想定される生徒の実態としては、通常学級からの入学者も多く、

不安を抱く一方で、今度こそ頑張りたいという気持ちが共通して見られる傾向があります。

そのような生徒に対しては、生活年齢相応の教科用図書も可能な範囲で使用しつつ、学習

を通じて中学生にふさわしい自己認知に至ることを目指した授業を行うことが重要である

と考えられます。 

 続いて、第２学年の想定される生徒の実態としては、中学校での１年間の学習の積み上

げを経て、学習への意欲の回復や自宅学習の習慣の定着が見られています。学校で学んだ

内容を、自宅で教科書を使用して確認、定着するという学びのスタイルができている生徒

もおり、前年度からの継続性を大切にする必要があると考えられます。 

 最後に、第３学年の想定される生徒の実態としては、人数が多く、学習上、生活上の課

題は様々ですが、自立活動や生活単元等の授業を通じて、生活年齢相応の自己認知を身に

付けつつある生徒が多く、複式学級の中で後輩をリードしようとする意識もとても高いで

す。教科書を使える場面では、積極的に教科書を利用し、生徒一人一人の中学校生活の学

びを完成させることができると考えられます。 

 これらの実態を踏まえ、第１学年から第３学年については、文部科学省検定本の学習内

容を取捨選択し、そのほかの教材を併用しながら個別に支援したり繰り返し指導したりす

ることで、ある程度学習を積み上げることができると捉えました。 

 以上から、調布中学校では、それぞれの学年において、資料に記載のとおりの教科書を

推薦いたします。 

 次に、神代中学校特別支援学級における調査研究です。資料の57ページから59ページを

御覧ください。 

 神代中学校の第１学年の想定される生徒の実態は、学区に住む第６学年児童の在校観察

の様子から、指示に従って行動でき、学習に対する意欲の高さもうかがえました。生活年

齢を意識し、自分の成長を実感することで、学習に対する気持ちを向上させるとともに、

本人の自尊感情を大切にしていくことができると考えられます。 

 続いて、第２学年の想定される生徒の実態は、これまでの学びから自尊感情を育んでお

り、自己理解を深める段階です。生活年齢を意識し、自分の成長を実感することで、学習
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意欲を向上させるとともに、さらなる自尊感情を育んでいくことができると考えられます。 

 最後に、第３学年の想定される生徒の実態は、どの生徒も中学校生活で精神的に大きく

成長が見られていますが、進路決定に向けて自己理解をさらに進めていくことが課題であ

ると考えられます。 

 これらの実態を踏まえ、第１学年から第３学年については、文部科学省検定本の学習内

容を取捨選択し、そのほかの教材を併用しながら個別に支援したり繰り返し指導したりす

ることで、ある程度学習を積み上げることができるととらえました。 

 以上から、神代中学校では、それぞれの学年において、資料に記載のとおりの教科書を

推薦します。 

 最後に、第三中学校特別支援学級における調査研究です。資料の63ページから65ページ

を御覧ください。 

 第三中学校の第１学年の想定される生徒の実態は、約半数が通常学級からの入学者であ

り、個々に基礎的な学力に課題が見られるものの、入学を機に多くの生徒が学習に前向き

に取り組みたいという気持ちが高まっていると考えられます。学習面では、基礎学力の向

上を図りながら、生活年齢に応じた教科書を実態に合わせて使用することで、中学生であ

るという自己認知を高めていくことが重要であると考えられます。 

 続いて、第２学年の想定される生徒の実態は、個々に学習や生活における課題は見られ

るものの、目的意識を持ち、小集団の中で前向きに授業に取り組んでいます。中学生らし

い一般的な話題や会話も少しずつ増えてきており、基礎学習と併せて可能な限り通常の学

級と同一の教科書を使用することで、生活年齢に応じた学校生活を送ることができると考

えられます。 

 最後に、第３学年の想定される生徒の実態は、個々に学習の理解度に差はあるものの、

生活場面では下級生に優しく声を掛け指示をするなど、多くの生徒がリーダーとしての意

識が高まっています。学習面においても、３年間の総まとめや今後の進路先での学びを考

えたときに、適宜、教科書を使用することで、求められるであろう場に応じた適応力が高

まっていくと考えられます。 

 これらの実態を踏まえ、第１学年から第３学年については、文部科学省検定本の学習内

容を取捨選択し、そのほかの教材を併用しながら個別に支援したり繰り返し指導したりす

ることで、ある程度学習を積み上げることができるととらえました。 

 以上から、第三中学校では、それぞれの学年において、資料に記載のとおりの教科書を
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推薦いたします。 

 説明は以上となります。 

○大和田教育長  ありがとうございました。以上で説明は終わりました。 

 それでは、ただいまの説明について質疑を行います。質疑、意見がございましたらお願

いいたします。加藤委員。 

○加藤委員  素朴な質問をさせていただきます。 

 １つは、特別支援学級において、これらの教科書がどのように、どの程度使われている

のか、私は特別支援学級を参観する機会がそれほど多くないので、１点目の質問です。 

 ２点目は、通常の学級と同じというのがかなり多いのですが、その中に幾つか、そうで

はない、一般のものが入っていますよね。固有名詞を挙げていいのかどうか分かりません

けれども、五味太郎とかエリック・カールとか、そういうものの取扱い、ここで取り上げ

たことと、通常の学級と同じということで列記をされているところでは、学校によってど

のような違いがあるのでしょうか。 

 以上、２点です。よろしくお願いいたします。 

○大和田教育長  安藤特別支援学級教科書調査委員会委員長。 

○安藤特別支援学級教科書調査委員会委員長  まず、教科書の活用の状況についてお話

をしたいと思います。 

 教科書の活用については、様々な学習場面で、児童の実態や学習の内容に応じて使い分

けている状況があります。例えば、一斉指導場面では、教科書を用いて分かりやすい挿絵

や図などを活用して学習内容を確かめ、分かりにくい部分については教科書から離れてＩ

ＣＴ機器などを活用し、または他の教材を活用し、補いながら学習を進めています。 

 また、個別の指導場面では、児童や生徒の習得状況に合わせて教科書を活用したり、ま

たは教科書の内容に沿って個別に準備した教材などを用いて習熟を図ったりしております。 

 また、グループ指導においては、グループの学習内容に応じて、今お話ししたことと同

様に、指導場面や一斉指導場面における習得状況、または学習の内容に合わせて、ほかの

教材と併用しながら、時間を掛けて指導することに役立てています。 

 続いて、一般図書についてですけれども、一般図書の特徴的な部分としましては、抽象

的内容を学習するに当たって、実際に操作ができること、また写真やイラストを多く用い

て分かりやすく示してある、このような部分を重視した一般図書を使用することで、理解

を深めることができると考えた学校や学級が、一般図書を採用しています。 
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 以上です。 

○大和田教育長  加藤委員。 

○加藤委員  ありがとうございました。ただ、補足の質問になってしまいますと、それ

では、通常の学級と同じと記載されているところは、一般のものの必要性をそれほど感じ

ないという判断に立っていると解釈していいのでしょうか。 

○大和田教育長  安藤特別支援学級教科書調査委員会委員長。 

○安藤特別支援学級教科書調査委員会委員長  先日の有識者の方からの御意見の中にも、

今御質問いただいたことにかかわるお話があったのですけれども、検定本を基にしてアレ

ンジをした個別の課題、教材の作成というのは、子どもたちの実態に応じて指導するに当

たり非常に有効であるというお話をいただきました。そういう点から、通常と同じという、

いわゆる検定本を取り入れている学級においても、検定本の学習内容を基に、子どもたち

一人一人の習得状況に合わせて、工夫した補助教材などを作成したり活用したりすること

で、きめ細やかな個に応じた指導ができていると考えています。 

 以上です。 

○大和田教育長  加藤委員。 

○加藤委員  一言、ワードで言えば、補助教材という言葉で納得いたしました。ありが

とうございました。 

○大和田教育長  ほかにございませんか。細川委員。 

○細川委員  初めてのことで、よく分からないので教えていただきたいのですが、通常

図書と一般図書が学校によって使われ方に大きなばらつきがあるということと、この数年

の中での傾向として、通常図書の利用が多くなっているのか、それとも、逆に言えば、一

般図書を利用する学校だとか学年だとかが少なくなっているという傾向がこのところ続い

ているのかなど、教えていただければ有り難いです。 

○大和田教育長  安藤特別支援学級教科書調査委員会委員長。 

○安藤特別支援学級教科書調査委員会委員長  ここ３年、私、調布で勤務させていただ

いているのですけれども、その流れの中で、どのような教科書を活用するかという傾向が

はっきりとあるということは把握しておりません。というのは、やはりその年の各学級の

児童の実態に応じて、より子どもたちの指導のために有効であると思われる教科書を選択

して採択できるようにしていますので、一番大切なのは、その年のその目の前にいる子ど

もたちの児童の実態をしっかりと把握し、その子どもたちに合わせた教科書を選定してい
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くことが重要であると考えています。 

 以上です。 

○大和田教育長  細川委員。 

○細川委員  ありがとうございました。 

○大和田教育長  ほかにございませんか。福山委員。 

○福山委員  特別支援学級の授業というのは、本当に先生方の御苦労も多いと思うので

す。今度、新学習指導要領の下で、子どもたちに例えば主体的・対話的で深い学びとか、

学びに向かう力だとか、また、技能・資質、いわゆる知識・技能、そういったものを意識

して授業をしていただくのだろうなと思うのですが、大きく変化すること、毎年教科書は

子どもたちに合わせて変わっているのですけれども、来年から一般の子どもたちは新学習

指導要領の下で勉強していくわけですが、特別支援学級の場合、何か特別なことというの

はありますか。教えてください。 

○大和田教育長  安藤特別支援学級教科書調査委員会委員長。 

○安藤特別支援学級教科書調査委員会委員長  何より大切なことは、子どもたち一人一

人が学習に見通しを持つことというようにとらえています。子どもたちが主体的に自ら学

んでいくような指導は非常に重要であると考えています。 

 あわせて、子どもたち同士が相互に学び合う場面の設定も、現在、新型コロナウイルス

の感染拡大防止のための配慮も必要ですが、非常に重要な点であるかなととらえています。 

 以上です。 

○大和田教育長  福山委員。 

○福山委員  ありがとうございます。新しい時代が来るかなと思うのです。そういう中

で、一人も取り残さないという気持ちが大事だと思うのですが、それには現場の先生方の

御苦労が本当に多いと思うのです。また子どもたち一人一人に合わせてといいますか、そ

の子どものよさとか能力とかそういったものを見極めながら指導していかれるわけですが、

まず私が思うには、先生たちの意識を変えることが大事かなと思います。生きる力をしっ

かりと育んでいくということが特に特別支援学級の場合、大事かなと思うのです。そうい

った意味では、新しい時代を本当に元気に闊歩していくような、そういう子どもたちにし

ていくには、先生たちがこれまで以上に子どもたちにしっかり目を向けていただいて、思

いを注いでいただくということが大事なのかなと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 
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○大和田教育長  御意見ということでよろしいですか。 

○福山委員  はい。 

○大和田教育長  ほかにございますか。 

 それでは、ちょっと私のほうから１点、確認ということでさせていただきたいのですけ

れども、これまでの御説明の中では、それぞれの児童・生徒、一人一人の実態に合った形

での今回、教科用図書の推薦をしてきたという御説明ですが、一人一人の実態に即した内

容の図書であるということでよろしいですか。その辺をちょっと確認させていただきたい

のですけれども。安藤特別支援学級教科書調査委員会委員長。 

○安藤特別支援学級教科書調査委員会委員長  大前提としてある大切なことは、児童一

人一人の実態に応じて教科書を選定し、その教科書を活用して、さらに子どもたち一人一

人の学習状況や実態をしっかり把握し、適切に指導していくことだと考えております。 

 ですので、選定された教科書を活用しつつ、子どもたちの実態に合わせて教材、または

指導の仕方を工夫して、先ほど御意見の中にもありましたように、子どもたち一人一人の

ために指導の充実が図れるように努めてまいりたいと思います。 

○大和田教育長  ありがとうございました。 

 ほかに質疑等ございますか。 

     （「なし」との声あり） 

○大和田教育長  それでは、ほかにないようですので、以上で質疑を打ち切ります。 

 ここで、各委員からお考えを伺い、本市、調布市の小・中学校の特別支援学級で使用す

る教科書を選定していきたいと考えておりますので、御協力をお願いいたします。 

 特にお考え、御意見を述べたいという方がいらっしゃいましたら、お願いいたします。

では、よろしいですか。 

     （「なし」との声あり） 

○大和田教育長  では、お諮りをいたします。小・中学校の特別支援学級で使用する教

科書につきましては、それぞれの児童・生徒の実態に即した内容、それから理解の程度に

応じ、さらに児童・生徒の特性に応じて使用する教科書を選定する必要があると考えてお

ります。そういう意味で、私は今、最後にちょっと確認の質問をさせていただきました。 

 また、課題としてとらえております一人一人の児童・生徒の実態に応じた教科書を選定

することができるよう、教科書にかかわる調査研究を、保護者の意見も参考にしながら、

継続的に取り組む必要があります。 
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 今回の採択につきましては、これらのことを踏まえ、現状、児童・生徒と直接かかわっ

ていらっしゃる担任の先生方の御意見を尊重することが重要であると判断されます。この

ことから、本件は原案どおり選定することといたしたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

     （「異議なし」との声あり） 

○大和田教育長  御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり選定することと決

定いたしました。 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 

  (2) 令和３～６年度使用調布市立中学校教科用図書の選定について 

○大和田教育長  続けて、(2)「令和３～６年度使用調布市立中学校教科用図書の選定

について」、協議いたします。 

 これ以降、調査運営委員会委員長からの説明の後、各教科の教科書調査委員会委員長か

ら説明を受け、教科ごとに質疑を行ってまいります。 

 なお、説明の順序につきましては、選定の都合により調整することがございますので、

あらかじめ御承知をお願いいたします。 

 初めに、大瀬教科書調査運営委員会委員長から、調査資料の作成及び概要について説明

をお願いいたします。大瀬教科書調査運営委員会委員長。 

○大瀬教科書調査運営委員会委員長  中学校教科書調査委員会における選定資料の作成

及び概要について説明いたします。 

 特別支援学級と同様、第１回の教科用図書調査運営委員会を文書開催とし、調布市教育

委員会から令和３年度から使用する調布市立中学校における教科用図書の調査研究につい

て依頼があり、この依頼を受け、各教科の調査委員会に対し、調査研究を行い、運営員会

に調査研究報告書を提出することを依頼しました。 

 そして、７月３日の教科書調査委員会において、各教科の調査委員長から報告を受けま

した。 

 有識者、保護者の方からは、二次元コードの利用方法や家庭での利用、教科書のデジタ

ル化への期待について、また、持続可能な開発目標、いわゆるＳＤＧｓの取組についてや

調布市の施策等との関連の調査項目の新設についての評価など、御質問及び御意見をいた

だきました。 

 教科書調査運営委員会は、二次元コード等の活用については、児童・生徒一人一人のタ



 

- 17 - 

ブレット端末の環境整備によって活用できるようにしていくこと、ＳＤＧｓについては、

東京都教育委員会の研究指定を受けている学校の研究を広めていくことなど、共通理解を

図りました。 

 その後、調査研究報告書を調布市教育委員会に提出いたしました。 

 中学校教科書調査委員会における選定資料の作成及び概要については以上です。 

○大和田教育長  次に、臼倉中学校国語科教科書調査委員会委員長から国語科（国語・

書写）について説明をお願いいたします。臼倉中学校国語科教科書調査委員会委員長。 

○臼倉中学校国語科教科書調査委員会委員長  国語科の臼倉です。 

 国語の調査研究を報告いたします。調査研究対象の教科書は４社になります。 

 では、光村図書について報告します。 

 まず、Ａの①、アでは、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」の目標を明示

し、「捉える（構造と内容の把握）」「読み深める（精査・解釈）」「考えをもつ（考え

の形成、共有）」という学習の過程を見開きの一覧で分かりやすく示すことで学びを見通

し、主体的な学びを促しています。 

 ウでは、話し合い、討論、議論等に加え、「聞き上手になろう」の教材を新設し、対話

的な学びの基礎として主体的に聞く力、いわゆる質問力を育てるものとなっています。 

 ③では、論理的思考力について、「思考のレッスン」「情報整理のレッスン」を設け、

様々な場面で使える思考ツールや情報の可視化の方法を示すとともに、例示や図解解説を

グラフや図表と関連付け、系統的に教材化しています。また、特設教材「情報」では、メ

ディアについて取り上げ、工夫をしています。 

 Ｂの⑥のアでは、著者インタビューで著者の生の声を聴いたり、スピーチや話合い、古

典の朗読など動画コンテンツを工夫しています。また、教材の作品の続きを専用のウェブ

サイトで読むこともできます。 

 最後にＣでは、論理的思考力を育てるため、冒頭で「思考の地図」を提示したり、比較

や批判的に読む教材、例えばパンフレット、取扱説明書、ウェブサイトの広告、メディア

などを扱って、情報の質を評価、吟味する教材を取り上げたりしています。 

 続いて、教育出版について報告します。 

 まず、Ａの①のアでは、国語の「学び方」を学ぶため、各教材に「学びナビ」のコラム

を設けて、生徒が教材を自覚的に学ぶための「知識」と「方法」「目標」と「振り返り」

を示しています。 
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 Ｂの⑥のアでは、コラム、図書紹介、古典の資料、自習用のワークシートなどが「まな

びリンク」から利用できます。また、専用ページのデジタル資料も閲覧できます。 

 最後にＣでは、全学年、全領域でＳＤＧｓの視点を取り入れた話題や題材を設定してい

ます。また、巻頭の「言葉の地図」では、「思考力、判断力、表現力等」の身に付けたい

力との関連を一覧表にして系統立てて示しています。 

 続いて、東京書籍について報告します。 

 まず、Ａの①、アでは、各教材に「てびき」を設け、「目標」「問いかけ」で目標や学

習の流れを確認し、「振り返り」で身に付けた力を確認できます。また、「言葉の力」や

「学びを支える言葉の力」では、３領域の学習を支える基礎的な力、いわゆる汎用的な学

力を身に付けることができます。 

 ウでは、「グループディスカッション」や「リンクマップを用いた話合い」など、生徒

の興味、関心や日常生活にかかわる教材が系統的、段階的に取り上げられています。 

 Ｂの⑥のアでは、古典の朗読、著者インタビュー、資料の映像、文法解説の補充問題な

ど、動画コンテンツを工夫しています。また、専用ページでは他の教科とリンクもできま

す。 

 最後にＣでは、話すこと・聞くことでは、「話す」「聞く」「話し合う」の３系統から

なり、スピーチ、プレゼンテーション、リンクマップを用いた話合いなど実用的な題材を

工夫し、各学年に系統的、段階的に配列しています。 

 続いて、三省堂について報告いたします。 

 まず、Ａの①のアでは、様々な場面で応用したり組み合わせしたりして活用できる考え

方や学び方として、「読み方を学ぼう」を設け、３年間で22の方略を系統的に設定し、図

解で分かりやすく説明しています。 

 Ｂの⑥のアでは、「読み方を学ぼう」活用ガイド、話すこと・聞くことの動画、ワーク

シート、朗読などが利用できます。また、専用ページのデジタル資料も閲覧できます。 

 最後にＣでは、話すこと・聞くことで、論理的に話す力を育てるため、「グループディ

スカッション系列」「スピーチ系列」「情報系列」「読書活動系列」「総合系列」を各学

年に系統的に配列し、実用的な教材を工夫しています。 

 以上です。 

 続きまして、書写の調査研究を報告いたします。調査研究の対象の会社は４社です。 

 では、光村図書について報告いたします。 
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 まず、Ａの①のアでは、巻頭に「学習の進め方」を示し、全教材に「目標」や「学習を

振り返る」、自己評価の観点を設けて、見通しを持って主体的に学べるようにしています。

また、「学習の窓」で学習のポイントを分かりやすく示しています。 

 ②では、学級目標、本の帯、ノートなどを国語科や学校生活で生かしたり、手紙やはが

き、入学願書、送り状など、身に付けた書写力を日常生活と関連を図り活用できるように、

身近で実用的な題材を多く設定しています。 

 Ｂの⑥のアでは、動画39本、写真161枚、外部のサイト15サイトある教科書連動コンテ

ンツには、用具の準備や片付けの手順、毛筆教材の筆使い、学習に役立つ資料等が豊富に

収録されています。また、ＱＲコードから外部のサイトへアクセスでき、さらに詳しく学

ぶことができます。 

 最後にＣでは、教科書にとじ込み式の「書写ブック（硬筆練習帳）」28ページを収録し

ています。また、巻末で、楷書体、行書体を並べた「常用漢字表」「人名用漢字表（画数

順）」を掲載し、活用しやすくなっています。 

 続いて、教育出版について報告します。 

 まず、Ａの①のアでは、各題材に「目標」や「振り返り」を設けるとともに、「学習の

進め方」や「考えよう」「生かそう」で学習プロセスが明確になっており、見通しが持て

るように工夫しています。 

 イでは、文字に関するコラムや歴史上の人物が残した文字などのテーマを設定し、多様

な文字文化に興味、関心を持てるように設定しています。 

 最後にＣでは、大判、書き込み式になっています。巻末で、小学校で学習した漢字、中

学校で学習した漢字について、「楷書・行書一覧表」が付いています。また、コラムや

「書式の教室」で文字の歴史や実用的な書写の活用などを紹介しています。 

 続いて、東京書籍について報告します。 

 まず、Ａの①のアでは、巻頭の「書写で学ぶこと」「書写の学習の進め方」で学習過程

等を明示し、「目標」や「振り返って話そう」で見通しを持って主体的に学べるようにし

ています。 

 イでは、「生活に広げよう」の単元で、案内状、年賀状、ポスター、本のポップなど、

身近な場面を題材に教材を工夫しています。 

 Ｂの⑥のアでは、「Ｄマーク」がある多くの単元では、毛筆教材の運筆の動画や関連す

る国語の教科書ページを閲覧できます。また、専用ページでは、他教科のデジタル資料も



 

- 20 - 

一括して閲覧できます。 

 最後にＣでは、大判、書き込み式の教材が豊富です。巻末の「書写活用ブック」では

「常用漢字表」「人名用漢字表」を行書で示しています。また、コラムの「文字のいず

み」で文字の歴史や用具、用材、手書き文字など文字文化を紹介しています。 

 続いて、三省堂について報告します。 

 まず、Ａの①のアでは、「目標」や「振り返り」で主体的に学習に取り組めるようにし、

巻頭の「学習の流れ」で見通しを持って学習できるようポイントを解説しています。 

 Ｂの⑥のアでは、硬筆や毛筆の姿勢や持ち方、筆の運び方、用具の扱い方など基礎的な

内容を確認できるよう動画コンテンツを利用できます。また、専用ページのデジタル資料

を閲覧できます。 

 最後にＣでは、「書いて身につけよう」の書き込み欄を通して、硬筆の文字が学校生活

や身近な日常生活から社会生活へと広がるように配慮されています。 

 以上で報告を終わります。 

○大和田教育長  ありがとうございました。以上で国語科の説明は終わりました。 

 ここで国語科（国語・書写）について質疑を承りたいと思います。委員の皆様から質疑、

意見がございましたらお願いいたします。奈尾教育長職務代理者。 

○奈尾教育長職務代理者  御説明ありがとうございました。運営委員長と教科委員長、

お２人にお伺いしたいと思いますけれども、各委員会の中で、本市のいわゆる教育プラン

との関係というのはどの程度話し合いがなされたのか、概要で結構でございますので、お

教えいただければと思います。 

 それから、教科委員長にお伺いいたしますけれども、これは国語だけではなくて、地理

とか音楽もそうですが、国語の教科書と書写というのは同一の社のほうがよろしいのか、

そこら辺りは何か話し合いがあったとすれば、参考にお聞かせいただければ思います。 

 以上２点、お伺いいたします。 

○大和田教育長  大瀬教科書調査運営委員会委員長。 

○大瀬教科書調査運営委員会委員長  調査運営委員会としては、調査をするという委員

会なので、施策に対してはここの調査票にあるように、この項目についてその教科書が取

り扱っているかどうかという調査はいたしましたが、話し合いという進め方はしておりま

せん。 

 以上です。 
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○大和田教育長  臼倉中学校国語科教科書調査委員会委員長。 

○臼倉中学校国語科教科書調査委員会委員長  教育プランとの関連についてですが、２

点あります。 

 まず１点ですが、確かな学力の育成についてです。これにつきましては、国語でいう確

かな学力とは、話す、聞く、書く、読むの４つの言語能力を身に付けて、それぞれを関連

付けて活用できる力であります。こうした力は、習得した言語能力を様々な場面で繰り返

し活用し、らせん階段を上がるように、時に行きつ戻りつしながら、スパイラルに育成さ

れるものであります。そうした視点から、他の教科や様々な教育活動との関連を重視して

考慮いたしました。 

 ２つ目ですが、国語と書写の教科について同一の出版社で採択したほうがよいのかとい

うような御質問だと思います。これにつきましては、同一の出版社で採択する長所として

は、次のような点が挙げられます。まず、書写の教科書で取り上げられている教材に、国

語の教科書とつながる教材があります。例えば、国語の教科書のほうでレポートを書くと

いう題材があるとします。そうしたら、そのレポートをどのように硬筆で書くのかを、同

一社の書写の教科書のほうで取り上げ、そして手書き文字で掲載するなど、そうした相乗

効果を工夫されている例があります。 

 したがいまして、国語と書写の教科書については、同一の出版社で採択したほうがよい

というように私どもは考えました。 

 以上です。 

○大和田教育長  奈尾教育長職務代理者。 

○奈尾教育長職務代理者  ありがとうございました。教育プランとの関連につきまして

は、調査報告の内容の文言と教育プランの項目で一致をするところがあったものですから、

幾らか意識をしながら、それぞれ調査されたのかなと感じたものですから、お伺いをした

ところでございます。 

 教科書と書写につきましては、よく理解できました。ありがとうございました。 

○大和田教育長  ほかに質疑、御意見等がある方はいらっしゃいますか。川原委員。 

○川原委員  今，説明いただいたところによると、Ｂの構成については、これを見ると、

同じとは言いませんけれども、大体方向は各会社一緒だと思うのですが、あとＣは、それ

ぞれの特長がありまして、主で判断を、出版社の方針がいろいろ出ているのがＡの①、ほ

とんどそれで発表されていたと思うのですけれども、そういう考えでよろしいのかという
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こと。 

 あともう１つ、生徒が理解しやすい教科書か、先生方、教師の方が教えやすい教科書で

ちょっと見方が変わるかと思うのですけれども、そういうお話が出たのかどうかをちょっ

と教えていただきたい。 

 最後にもう１つ、書写は、二次元コード、ＱＲコードとかを授業とかでどんな形で使わ

れるのか、あと、生徒が自分でどのぐらい使うのかという使用頻度とか、その状況がお分

かりになれば、教えていただければと思います。 

 以上でございます。 

○大和田教育長  臼倉中学校国語科教科書調査委員会委員長。 

○臼倉中学校国語科教科書調査委員会委員長  まず１つ目の御質問の、各出版社の特に

考え方等で違いが一番出ている部分ということですが、これはいずれも全体を通してとい

うことになりますが、特に今回は主体的・対話的で深い学びですとか、幾つかのキーワー

ドがありますので、各社ともそこにつきましてはＡの新学習指導要領上の工夫ということ

で、それぞれカラーが出ているかと考えます。 

 ２つ目の御質問の、教師が教えるか、生徒が学ぶかということですが、これにつきまし

ては非常に深い問題なのですが、教えることと学ぶことというのは一体です。そして、こ

れは表裏一体の関係にあると思います。教師が教えやすい教科書は、生徒にとっても学び

やすい教科書であると考えております。また、そうした議論が調査委員会の中でも出てお

ります。 

 ３つ目の御質問は、二次元コードとＱＲコード等の活用についてですが、現在におきま

しては、生徒が授業で１人１台タブレットを使うという状況にはございませんが、この後、

今年度中にも早ければ生徒が１人１台タブレットを使って授業に臨むということが予定さ

れていますので、そうした中では、家庭学習とも相まって、ＱＲコード等でウェブサイト

を検索したり、様々な動画コンテンツを見たりというような需要が高まると思います。 

 以上です。 

○大和田教育長  川原委員。 

○川原委員  ありがとうございました。ちょっといろいろ聞きづらいことをお聞きして

あれだったのですけれども、そうすると、今後、書写とか家庭科とかはそうだと思うので

すが、二次元コードとかそういう形の利用はこれから教科書でも案外利用頻度が増えると

いうことで考えてよろしいのでしょうか。 
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○大和田教育長  臼倉中学校国語科教科書調査委員会委員長。 

○臼倉中学校国語科教科書調査委員会委員長  そのように考えております。 

○大和田教育長  川原委員。 

○川原委員  ありがとうございました。 

○大和田教育長  ほかにございますか。加藤委員。 

○加藤委員  少々面倒な質問で大変申し訳ありません。先にお断りしておきます。 

 新学習指導要領に基づいて話し合いを進めるとか、主体的・対話的という観点での教科

書選定になっていっているなとは思うのですが、私が古い人間なのかどうか、文学教材に

ついての記述が報告書にはあまりないのです。そこで、今日がいい機会なのでお聞きした

いと思っていた次第です。 

 例えば、高校の国語が文学国語と論理国語に分かれて、文学国語が選択になるという報

道もなされているくらいなのです。そうなると、文学というものをしっかりととらえるの

は、中学校の３年間がますます大事になるというような前提での質問です。 

 質問は、現代作家が多くなったのはなぜなのでしょうか。そういうことが委員会などで

話題になっていませんか。具体例を挙げるのはあまりよくないかもしれませんが、近代作

家ではないのです。現代作家なのです。まだ生きている方の作品です。特に直木賞作家の

作品が多くなっていると私は思って、確かに作品は面白いし、読みやすい。けれども、文

学的評価は定まっていないのです。そういう中で、小学校の教科書選定で同じ質問をした

のですが、今はやりの新しい現代の文学作家を扱うに当たっては、どんな意義が一番強く

あるのかということをお伺いしたいのです。 

 思い出してみますと、そうしましたら、小学校のときに、池上彰も新しいですからねと

いう答えが返ってきてしまったのです。池上彰は文学作家ではないから、それは答えてほ

しくなかったのですけれども、ここではぜひ、近代作家と現代作家を分けた場合、例えば

子どもが出てくるから子ども向けなのかというと、私はそうは思っていないのです。これ

は大人向けの作品ではないのと思うものも教科書の中に出てきます。それは私の主観でも

あるから、否定されても一向に構わないのですが、そういうことが話題になったのか、あ

るいは、もし話題にならなかったら大変失礼なのですが、臼倉先生の見解でも結構ですの

で、お聞かせ願えればと思います。失礼いたします。 

○大和田教育長  臼倉中学校国語科教科書調査委員会委員長。 

○臼倉中学校国語科教科書調査委員会委員長  今の御質問につきましては、調査委員会
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の中でも話題になりましたので、その一端を御紹介だけしたいと思います。 

 太宰治の「走れメロス」や魯迅の「故郷」、またはヘルマン・ヘッセの「少年の日の思

い出」などの、いわゆる名作と言われる作品については、私が知る限りでも、30～40年の

間は教科書に掲載され、多くの教科書で取り上げられています。また、近代の作家でも、

夏目漱石の「坊っちゃん」であるとか、今言った太宰治ですとか、または永井荷風であっ

たり、森鴎外であったりというのは取り上げられておりまして、今回でもほぼ全社におい

て、やはり日本が世界に誇る文学作品というのはきちんと取り上げられているのがまず前

提です。 

 その上で、今、加藤委員のほうからも御質問がありましたように、現代の作家の取り上

げ方については、各社とも様々な作家を取り上げておりますが、特に今を生きる子どもた

ち、現代を生きている中学生の子どもたちに、やはり現代の同じ時代を生きる作家たちの

持つ時代性ですとか、勢いですとか、そうしたものを体感しながら、やはり読書に対する

興味、関心を喚起させる、そうしたことが大きなメリットかと思います。 

 中には、確かに現代を生きている作家ですとまだ時代の評価が定まっていない方がいた

り、または今生きている方ですといろいろなスキャンダルにこの後の人生で巻き込まれる

ような方もいたりと、評価の定まっていない場合もあるのですが、大きくは今申しあげま

したように、今を生きている子どもたちがその時代性というものを背景にしながら、やは

り読書に対する興味、関心を広く、深く喚起すると。そういうことが一番のメリットだと

考えるのが、今回の調査委員会で出ましたところの一端を御紹介させていただきました。 

 以上です。 

○大和田教育長  加藤委員。 

○加藤委員  私の質問に大変明確にといいますか、しっかりと受け止めてくださった答

弁、感謝申しあげます。特に近代作家の世界に誇るような文豪の作品というものが、教科

書でずっと大事にされていかなければいけないという方向性もよく分かりましたし、委員

会の中で議論もなされているというのを聞いて安心いたしました。ありがとうございまし

た。 

○大和田教育長  ほかに質疑はありませんか。細川委員。 

○細川委員  今の加藤先生のお話を聞いていて、今、教科書でないと岩波文庫にあるよ

うな文芸作品はなかなか家庭では読まないなということを改めて、今の子どもたちの中で

はそういうのを教科書で触れるという、明治期の文豪の作品だとかに触れるというのは、
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とてもいい機会を与えられているなという感想を持ちました。 

 と同時に、やはり今、スマホで漫画を見る時代ですから、家庭の中で文庫本などであり

そうだなと思う重松清さんだとかの現代作家のものが載っているというのも、子どもたち

が親しむ上ではとてもいいのかなというのも私の感想です。これは前置きというか感想で

す。 

 お尋ねしたいのは、委員の先生方（教員）の目線でもってこの教科書を見たときに、各

社によって、構成の分かりやすさだとか、あとは教材の豊富さや取り扱っている教材の内

容でありますとか、あとは基礎的なところを重視しているだとか、もしくは発展的な部分

を多く扱っているだとかというような観点で、幾つか特徴があると思うのですけれども、

先生方が日常の現場の教室で教えられる際には、どういったところを重視されるのかなと

いうところがもしあれば、お聞きしたいと思います。 

○大和田教育長  臼倉中学校国語科教科書調査委員会委員長。 

○臼倉中学校国語科教科書調査委員会委員長  大変範囲の広い御質問かと思いますけれ

ども、実際に授業で扱いますときには、それぞれの学習指導要領にのっとったねらいがあ

りますので、その上での教材が選ばれていますので、どこに主眼を置くかというのもやは

り学習指導要領にある目標、そして目当てに従って主眼が置かれるのであると考えており

ます。 

 この教材だからここに特徴がある、この教材だからここがいわゆる肝であるというよう

に、それぞれ教材には特徴がありますので、そうしたことを踏まえながら、適切に授業で

扱っているというのが調査委員会の中でもちょっと話題になりましたので、御紹介したい

と思います。 

 以上です。 

○大和田教育長  細川委員。 

○細川委員  ありがとうございます。すみません、私の質問の仕方が悪かったかもしれ

ません。例えば、構成がすごく分かりやすい、うまくできているなと思われる教科書もあ

れば、教材の取り上げ方がいいなと思う教科書もあり、また、基礎がすごくしっかりして

いるなと思われるような教科書もあったりする中で、先生方がどんなところを重視される

のかというのをお聞きしたいなと思ったのですが、そこら辺はいかがでしょうか。 

○大和田教育長  臼倉中学校国語科教科書調査委員会委員長。 

○臼倉中学校国語科教科書調査委員会委員長  学習指導要領のねらいは非常に系統的に、
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そして構造的にできておりまして、例えば、説明的文章であれば構成を重視したり、文学

的文章であれば情感ですとか、また主題ですとかモチーフですとか、そうした部分を重視

したり、また、詩歌や俳句等の韻文においては、こういう部分を重視するというように、

それぞれねらいが発達段階に応じて系統的に配列されています。 

 そうした中で、構成だけでも駄目ですし、詩歌や俳句のように情感を訴える言語だけで

も駄目ですし、それぞれねらいを明確にしながら授業はやっております。 

 以上です。 

○大和田教育長  細川委員。 

○細川委員  ありがとうございました。 

○大和田教育長  ほかに何かありますか。細川委員。 

○細川委員  例えば教材の前の導入の部分がとても丁寧に書かれているものと、逆にま

とめの部分、振り返りの部分などが丁寧なものなどが、見ていて私の感想としてはありま

した。先生方としては、例えば力の入れどころとしては、どちらももちろん大事なのでし

ょうけれども、導入なのか、振り返りの部分なのか、そんなことがもし委員の中で話題に

なったりしたようなところがあれば、教えていただきたいと思います。 

○大和田教育長  臼倉中学校国語科教科書調査委員会委員長。 

○臼倉中学校国語科教科書調査委員会委員長  導入もまとめも、またその間の展開も、

いずれも大切だと思っております。 

 以上です。 

○大和田教育長  細川委員。 

○細川委員  ありがとうございます。 

○大和田教育長  ほかに質疑はありませんか。 

     （「なし」との声あり） 

○大和田教育長  ほかにないようですので、以上で質疑を打ち切ります。 

 以上で国語科（国語・書写）の質疑等は終了いたしました。 

 なお、教科用図書の選定については、全教科の説明及び質疑終了後に順次行ってまいり

ます。 

 次に、小坂中学校社会科教科書調査委員会委員長から社会科（地理・歴史・公民・地

図）について説明をお願いします。小坂中学校社会科教科書調査委員会委員長。 

○小坂中学校社会科教科書調査委員会委員長  社会科教科書調査委員長、小坂です。 
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 社会科には、４つの分野がございます。１つ目が地理。地理については４社です。２つ

目が歴史。歴史については７社です。３つ目は公民。公民については６社です。４つ目が

地図帳。地図帳については２社でございます。社会科としては延べトータル19社の御報告、

説明をさせていただきます。長時間になりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 まず、地理についてです。地理は４社です。 

 すべての教科書について、Ａの新学習指導要領上の工夫については述べさせていただき

たいと思っています。 

 それでは、東京書籍からお話し申しあげたいと思っています。 

 まず、Ａ、新学習指導要領上の工夫の①です。主体的・対話的で深い学びの実現に向け

た学習過程となっているかというところでございます。 

 ①のア、各省の最初に自分で課題を考えるページや見開き１ページごとに授業内容を振

り返る課題が設定されています。また、グループでの学習のまとめの作成や対話を促す

「みんなでチャレンジ」といったマークを付ける工夫がなされております。 

 さらに、エですが、資料を読み取ったり、考えたりする活動がページに１つ以上盛り込

まれております。 

 続いて、Ｂ、構成について御説明申しあげます。②のアです。４ページにわたって用語

解説を載せ、詳しい言葉でも学年段階に応じて分かりやすくなるように工夫されておりま

す。 

 以上が東京書籍になります。 

 続いて、地理２社目の帝国書院について御報告させていただきます。 

 Ａの①です。イ、学習内容に合わせた持続可能な社会をつくるための実社会での取組を

載せ、学習内容と生活とのつながりを意識する工夫がなされております。 

 続いて、ウです。学習のまとめの作業の中で話合い活動が設定されている工夫がなされ

ています。 

 続いて、エです。見開き１ページごとに、その学習をまとめる活動が設定されており、

単元の目標を達成するための工夫がなされております。 

 続いて、Ｃ、教科の特性について御報告いたします。各単元のまとめのページにおいて、

考えをまとめるためにそれぞれ違った手法が使われており、考えをまとめるための様々な

方法を学べる工夫がされております。 

 帝国書院については以上でございます。 
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 続いて、３社目、教育出版です。 

 Ａ、新学習指導要領上の工夫です。①、ア、最初の「地理の学習を始めるにあたって」

の部分で、中学校での学習の進め方や「歴史」「公民」とのつながりが丁寧に書かれてい

るため、３年間の学習活動の見通しが立ちやすい。また、毎時間、学習したことを振り返

って確認できるようになっています。 

 続いて、ウです。毎時間、問いがあり、話合い活動を意識した構成になっております。 

 続いて、②についてです。「歴史」や「公民」に関連する説明等があり、スムーズに移

行しやすくなっております。また、他教科の学習の土台になるような図や写真が掲載され

ております。 

 続いて、Ｃです。現代社会の課題と地理の学習を結び付けた課題が設定されており、Ｓ

ＤＧｓとも関連付けがなされております。 

 続いて、地理の４社目、日本文教出版です。 

 Ａの①、各ページに学習課題が示され、節の見通しが立てられています。 

 続いて、イです。資料の読み取りの設問が多く提示され、作業を通じて技能の定着が図

られるようになっております。 

 続いて、②です。インデックスには学習内容の全体の位置付けも明記されており、つな

がりが分かりやすくなっております。 

 続いて、Ｃ、教科の特性です。深い学びにつながる様々な活動、シンキングツールを示

すコーナーが設けられております。 

 以上で地理について御説明申しあげました。 

 続いて、歴史的分野になります。歴史的分野は全部で７社ございます。 

 まず、１社目の育鵬社についてです。 

 Ａ、新学習指導要領上の工夫、①、ア、歴史の縦軸、横軸を意識した振り返り活動が位

置付けられております。 

 続いて、イ、世界の歴史とのかかわりを学び、国際理解を深められるようになっており

ます。 

 続いて、エです。学習のまとめの振り返り問題に参考ページが記入されております。 

 続いて、Ｃ、教科の特性についてです。近現代の内容が深くなっております。また、特

定の人物や事件に注目した内容が多くなっております。 

 続いて、教育出版です。 
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 Ａ、①、ア、年表を用いて、学習のまとめができるようになっております。 

 続いて、エ、歴史学習の技能習得の手順が示されております。練習問題のページが確保

されています。 

 続いて、②です。現代社会の学習内容が、公民の国民国家の成立の内容とつながってお

ります。また、国語科などとのつながりが意識されております。 

 続いて、Ｃ、教科の特性です。各章ごとに身近な地域の歴史に興味を持たせる見開きペ

ージがあります。そして、全体的にバランスのとれた内容、構成となっております。 

 続いて、３社目、帝国書院です。 

 Ａ、新学習指導要領上の工夫の①、アです。「章の問い」の課題を章末で振り返る構成

となっています。見通しを立てたり、振り返ったりできるようになっています。 

 イ、特設ページ「歴史を探ろう」では、当時の社会を地域の視点から見ることができる

ようになっています。 

 ウですが、１つの歴史的事象について、グループ活動をする際に、様々な考え方を持つ

人々の立場に立って話合い活動の充実が促されています。 

 続いて、Ｃです。近現代で、日本と外国の関係にかかわりのある人物を取り上げており

ます。 

 以上が帝国書院です。 

 続いて、歴史的分野の４社目、東京書籍です。 

 Ａ、①、ア、項目ごとの見開きページに、学習課題、チェック、トライなどの設問があ

り、各自で振り返りができるようになっております。 

 また、エですが、単元を貫く課題が提示されています。 

 続いて、Ａの②です。ＳＤＧｓから現代的な諸課題を読み解く説明がございます。 

 続いて、③、ステップチャートなど思考ツールの活用などにより、プログラミング的思

考が位置付けられています。 

 続いて、Ｂ、構成についてです。⑤、小学校とのつながりに配慮しています。 

 続いて、５社目、日本文教出版です。 

 Ａの①、ア、学習の整理と活用で、多面的に時代の振り返りができるようになっており

ます。 

 続いて、イ、オリンピック・パラリンピック、万博等の歴史から、国際交流の重要性等

が学ぶことができます。 
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 ウ、「チャレンジ歴史」で、考察を深める話合い学習の展開を促すことができます。 

 では、Ｂ、構成です。イ、「女性史コラム」を新設し、各時代の女性の姿を紹介してい

ます。 

 では、続いて、６社目になります。学び舎です。 

 Ａの①、イです。生活とのつながりが意識されています。 

 また、ウですが、資料集等で扱うことの多い資料が豊富で、グループ活動などで多面的

に話し合いができます。 

 続いて、Ｂ、構成です。④、イ、文字フォントが全体的に多くなっています。 

 続いて、Ｃ、教科の特性です。現代の課題、沖縄、パレスチナ、震災などを歴史的に扱

っております。 

 続いて、７社目、山川出版社です。 

 Ａ、①、振り返り学習では、違う時代を同じテーマで比較しながらまとめることができ

るようになっております。まとめの練習問題のページが見やすくなっています。 

 ②ですが、高校の歴史学習につながる人物の紹介があります。 

 続いて、Ｃ、教科の特性ですが、学習の初めに、２世紀から18世紀まで、２世紀ごとに

見開きページで世界の様子をとらえています。 

 以上が山川出版社になります。 

 以上、歴史的分野について７社を報告いたしました。 

 続いて、公民的分野になります。公民的分野は全部で６社になります。 

 まず１つ目、東京書籍です。 

 Ａ、新学習指導要領上の工夫の①、ア、学習課題が立てられています。見通しを立てた

り振り返ったりすることができます。 

 そして、ウ、各単元の導入やまとめで、話合い活動が行える工夫がされております。 

 エ、各単元の終わりに、単元の振り返りができる練習問題が確保されております。 

 続いて、Ｃ、教科の特性です。グラフや写真などの資料が他社と比べても豊富であり、

本文とも関連付けて学びやすくなっております。印刷や紙の光沢感もみやすいように工夫

されております。 

 以上が東京書籍です。 

 続いて、２社目、日本文教出版です。 

 Ａ、新学習指導要領上の工夫、①のアです。学習課題が立てられており、見通しを立て



 

- 31 - 

たり振り返ったりすることができます。 

 続いて、ウ、章の初めに、漫画で話合いの項目があります。 

 エ、各単元の終わりに、単元等の振り返りができる練習問題が確保されています。そし

て、シンキングツールとして、フィッシュボーンやウェビングマップなど９種類紹介され

ています。 

 続いて、Ｃ、教科の特性です。社会に参画する手掛かりであり、「明日に向かって」と

いう項目があります。 

 続いて、３社目、教育出版です。 

 Ａ、新学習指導要領上の工夫の①のイの部分ですが、経済分野では、暮らしにおいて経

済活動の意味を考えさせることで単元のまとめをしています。 

 また、エですが、各単元の終わりに、単元等の振り返りができる練習問題が確保されて

います。 

 続いて、②です。社会科の地理・歴史的分野との関連だけでなく、他教科との関連も表

記され、その表記の量は他社と比べても豊富であります。 

 続いて、Ｃ、教科の特性です。ＳＤＧｓと公民的分野との関連を意識し、教科書各見開

きで学ぶ内容がＳＤＧｓのどの目標と関連しているか表記する工夫がされております。 

 以上が教育出版です。 

 続いて、４社目になります。帝国書院です。 

 Ａの新学習指導要領上の工夫、①、イです。経済的分野では、パンが届くまでの工程を

通じ、社会的な見方、考え方を高めるような設定がされています。 

 ウでは、社会生活における決まりの意義について、グループでの話合いが設定されてい

ます。 

 続いて、②です。教科等横断的な視点となっているかの部分についてですが、小学校の

社会科、中学校の地理・歴史的分野で学んだ既習事項との関連付けがどの見開きでもなさ

れています。 

 続いて、Ｃ、教科の特性です。資料が豊富で、色も鮮やかで見やすくなっています。 

 続いて、５社目、育鵬社です。 

 Ａ、新学習指導要領上の工夫、①のイです。学習内容と生活とのつながりが意識できる

ようになっています。 

 また、エ、各単元の終わりなどに振り返りができる練習問題があります。 
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 ②です。持続可能な社会を築く単元があり、総合的な学習の時間との関連があります。 

 ③です。世界の諸地域では、課題の設定から発表までのプロセスが書かれています。 

 続いて、Ｃ、教科の特性です。社会科のまとめとして、よりよい社会についてレポート

をまとめる項目があります。 

 続いて、６社目、自由社です。 

 Ａ、新学習指導要領上の工夫の①、ウ、章末に「アクティブに深めよう」というグルー

プ活動などを行える工夫が必ずあり、その内容も充実しています。 

 エ、各単元の終わりなどに振り返りができる練習問題がございます。 

 続いて、Ｂ、構成です。④です。資料や写真に多くの色が使われ、見分けがしやすい工

夫がなされています。 

 以上が公民的分野の６社についての御報告です。 

 続いて、４つ目、地図帳、２社について御報告いたします。 

 まずは帝国書院です。 

 Ａ、新学習指導要領上の工夫の①です。ア、見出しの横に学習課題が設定されおり、学

習の見通しが立てられる構成となっています。 

 続いて、ウです。各地域の特色や統計資料などが記載されているため、資料集としても

活用できます。また、ジグゾー学習の際に活用できるようになっております。 

 続いて、エです。地図活用の技能を身に付けるための「地図活用」のコーナーが設けら

れており、地図から読み取れる情報を整理することができます。 

 続いて、Ｃ、教科の特性です。地図や雨温図、諸産業の特色の読み取りなどの地理的技

能を身に付けるだけでなく、「社会的な見方・考え方」を働かせた学習にも大いに活用が

できるようになっています。 

 続いて、２社目、東京書籍です。 

 Ａ、新学習指導要領上の工夫の①のイです。ＳＤＧｓに関する問題を取り上げているた

め、世界の人々の生活に関する項目が設定されています。 

 続いて、ウです。各地域の特色や統計資料などが記載されているため、資料集としても

活用できます。ジグゾー学習の際に活用できるようになっています。 

 続いて、Ｂの①です。一般図や各資料が地理的分野の教科書の構成に沿って配列されて

いて、授業での活用がしやすくなっています。 

 続いて、Ｃ、教科の特性です。生徒の興味、関心を高めることや対話的活動を行う上で
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必要となる資料が豊富で、生徒が具体的なイメージを持って学習が深められるような工夫

が見られます。 

 以上が地図帳の２社です。 

 延べ19社について御報告いたしました。長い時間ありがとうございました。以上です。 

○大和田教育長  ありがとうございました。以上で説明は終わりました。 

 ここで社会科（地理・歴史・公民・地図）の質疑を承りたいと思います。委員の皆様か

ら質疑、意見がございましたらお願いいたします。川原委員。 

○川原委員  今の御説明では話が全然出ていなかったのですが、どの科目ということで

はなくて、キャラクターが入って、吹き出しが入っていますけれども、この辺の比重とい

いますか、その辺のお話はあったのでしょうか。ちょっとお聞かせいただければ。 

○大和田教育長  小坂中学校社会科教科書調査委員会委員長。 

○小坂中学校社会科教科書調査委員会委員長  キャラクターや吹き出しについては、特

に協議はされませんでした。 

 以上です。 

○大和田教育長  川原委員。 

○川原委員  分かりました。それともう１つ、先ほど国語、書写で表裏一体というお話

があったのですけれども、地理と地図に関してどんなお話があったのか、ちょっと教えて

いただければ。お願いします。 

○大和田教育長  小坂中学校社会科教科書調査委員会委員長。 

○小坂中学校社会科教科書調査委員会委員長  地理と地図帳についてですけれども、こ

れは地理からというより、地図帳から御説明を申しあげたほうがいいかなと思いますので、

地図帳についてですが、帝国書院について、先ほど御説明申しあげた、地図活用の技能を

身に付けるための「地図活用」のコーナーが設けられていて、地図から読み取れる情報を

整理することができる、これが帝国書院の地図活用の部分で、東京書籍については、Ｂ、

構成の部分です。一般図や各資料が地理的分野の教科書の構成に沿って配列されており、

授業での活用がしやすくなっていますというように御説明させていただきましたが、２社

とも、地理とのつながりというのは地図帳に関してはあると認識しています。 

 以上です。 

○大和田教育長  川原委員。 

○川原委員  ありがとうございました。 
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○大和田教育長  ほかにございませんか。福山委員。 

○福山委員  多くの教科書にＳＤＧｓのことが掲載されているわけですが、その展開の

仕方は様々だと思うのですけれども、ＳＤＧｓ、持続可能な開発目標、これについてどう

いう意見があったか、教えていただけますか。 

○大和田教育長  小坂中学校社会科教科書調査委員会委員長。 

○小坂中学校社会科教科書調査委員会委員長  持続可能な社会を実現するためには、Ｓ

ＤＧｓというところの部分は非常に重要と認識しています。その部分については、各社特

色がございますが、どこの教科書、どのような考え方、記載が望ましいというところまで

は議論はされておりません。 

 以上です。 

○大和田教育長  福山委員。 

○福山委員  業者の方たちのそのとらえ方というよりも、先生方が協議をされる中で、

ＳＤＧｓについてどういった意見をお持ちなのかというのをちょっとお伺いしたいのです。 

○大和田教育長  小坂中学校社会科教科書調査委員会委員長。 

○小坂中学校社会科教科書調査委員会委員長  それについては、子どもたちが自分自身、

自らの問題としてとらえていく必要があるというように認識しております。また、教員も

協議の中ではそのような話が出ております。 

 以上です。 

○大和田教育長  福山委員。 

○福山委員  国連で出されたこの目標というのは、世界中の国で決めた2030年までの目

標であるわけですが、それについての認識というか、そういったものがどの程度なのかな

と。要するに、先生たちのお考えとかそういったものが、どこまで子どもたちに語られる

のかなというのをちょっとお伺いしたかったので質問いたしましたが、そこまで深くはな

くても良いので、お願いします。 

○大和田教育長  執行指導室長。 

○執行教育部副参事兼指導室長  ＳＤＧｓに関しましては、実は調布市の公立中学校の

中では１つ、神代中学校のほうでＳＤＧｓに関する研究の取組の推進校ということで、昨

年度来、取組をしまして、市内の小・中学校の教職員のほうにもその研究の成果の一端を

御紹介させていただいているところです。 

 今回、本当は本年度、このＳＤＧｓの学校教育での取組の内容について研究等を発表す
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る予定ではございましたけれども、集めての発表会はできないのですが、ただ、研究の内

容を紙面上で公表するということで、教職員等のＳＤＧｓに関する基本的な知識と子ども

たちにどう教育していくのかというところの基本的な取組の概要について、さらに研究を

広めまして、その資質・能力を教える側にも高めていくというような取組を進めていると

ころでございます。 

 それにあわせて、このように今回、教科書の中にも多く取り上げられていますので、ま

すますその点について、教員のほうも意識が高まっていくかなと思っているところです。 

 以上です。 

○大和田教育長  福山委員。 

○福山委員  ぜひ研究の成果を期待したいと思います。今、地球温暖化の問題ですとか、

またポリ袋を有料にしたということですとか、自然社会の様々な現象というのは私たちと

全く関係がないということはなくて、そういうことについてこの研究の成果として、今、

自分にできることは何なのかというようにとらえていただけるような示唆をしていただけ

れば有り難いかなと思います。この際、本当に多くの教科書に取り上げられているという

ことは、これからグローバル社会の中に飛び出していく子どもたちが、そういった世界市

民としての意識を持って取り組んでいかなければいけないことがたくさんあるかと思いま

す。そういう意味で、中学生の本当に大事な時期にしっかり勉強ができたらいいかなと思

いますので、よろしくお願いします。 

○大和田教育長  ほかにございますか。細川委員。 

○細川委員  巻末の資料だとか、本文中にも掲載されている資料、グラフ等々がござい

ますけれども、例えば発表や何か自分で調べたりするときにも使いやすさだとか、そうい

ったこともあろうかと思います。例えば授業などでの活用に関してのことだとか、自主学

習などでの使い方だとか、こういう資料についての何か話が委員会などで出されたのかど

うか、お聞きしたいです。 

○大和田教育長  小坂中学校社会科教科書調査委員会委員長。 

○小坂中学校社会科教科書調査委員会委員長  資料の活用については、委員会の中でも

話が出ています。新しい学習指導要領で思考力、判断力、表現力について学習していく、

これはとても重要なことですので、資料を読み解く力、また資料を活用する力は、今後の

子どもたちにとって大変重要な力だと認識しています。そのことについては、調査委員が

注視して、よく見て検討したところでございます。 
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 以上です。 

○大和田教育長  細川委員。 

○細川委員  ありがとうございました。 

○大和田教育長  ほかにございますか。 

     （「なし」との声あり） 

○大和田教育長  では、ほかにないようですので、以上で質疑を打ち切ります。 

 以上で社会科（地理・歴史・公民・地図）の質疑等は終了しました。 

 ここでしばらく休憩とさせていただきます。午後３時40分に再開ということにさせてい

ただきますので、よろしくお願いします。 

 なお、この休憩をもって各教科の説明員の入れ替えを行います。御説明ありがとうござ

いました。 

休憩 午後３時26分 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 

再開 午後３時40分 

○大和田教育長  それでは、再開をいたします。 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 

○大和田教育長  次に、生田目中学校数学科教科書調査委員会委員長から数学科につい

て説明をお願いいたします。生田目中学校数学科教科書調査委員会委員長。 

○生田目中学校数学科教科書調査委員会委員長  数学科教科書調査委員長、生田目でご

ざいます。数学科の調査研究を報告いたします。 

 調査研究対象の教科書は７社です。 

 まず、大日本図書です。 

 Ａ、①、アは、章の最初に、導入の活動について考える教材となっており、今後の見通

しが立てやすくなっております。 

 ③、ア、プログラミング教材はありませんが、プログラミング的思考をする上で必要な

「数学的な見方や考え方」が身に付くような教材「伝えよう」や「判断しよう」などが多

く登場しています。 

 Ｃは、数学的な見方、考え方を働かせて、どのように学べばよいか説明されています。 

 以上です。 

 次に、教育出版社です。 
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 Ａ、①、ア、それぞれの問いに「もどって確認」など必要な知識を明記し、見通しを立

てやすくなっています。また、章末問題の前に単元の学習のまとめのページを設定し、振

り返りを行うことができるようになっています。 

 Ｂは、目次に既習内容の振り返りを示していて、他学年とのつながりが明確であります。

また、章の最後に学びのマップを示しており、他学年とのつながりが分かりやすくなって

います。 

 Ｃ、新しい学習指導要領に沿った数学的活動や数学的考え方について随所に記載があり

ます。 

 次に、日本文教出版です。 

 Ａ、①、アは、各ページに「めあて」が分かりやすく記載されています。人物が会話形

式で見通しを立てる構成になっています。吹き出しの中に文字数も多くあります。 

 ③、アは、全学年に、巻末のマイトライにて「プログラムと数学」のページが設置され

ています。 

 Ｃ、随所に「大切な見方・考え方」が記載されています。 

 次に、東京書籍社です。 

 Ｂ、①、単元ごとに身近な題材からスタートして、発達段階に配慮している構成になっ

ています。 

 ③、目次に小学校で習った内容が単元ごとに明記されています。 

 Ｃ、巻末の深い学びでは、大切にしたい「見方・考え方」が示され、生徒の興味をひく

内容になっています。 

 続いて、数研出版社です。 

 Ａ、①、アは、生徒の対話やキャラクターの吹き出しにより、見通しを立てやすい。ま

た、学年の終わりには、学びの自己評価をまとめることもできるようになっています。 

 ②、生徒の理解度に応じて取捨選択できる要素が充実しており、習熟度別の編成を行う

場合にも活用しやすいです。 

 Ｃ、キャラクターが吹き出しにより、どのように考えればよいか問題を解決するための

ヒントや留意点などを示しています。 

 次に、啓林館社です。 

 Ａ、①、アは、説明する活動や話合い活動をするのが分かるようになっています。学習

したことが他の学習や生活とのつながりに意識させられています。 
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 Ｃは、「みんなで学ぼう編」と「自分から学ぼう編」に分かれ、数学の面白さを感じな

がら学習できるようになっています。 

 最後は、学校図書社です。 

 Ａ、①、アは、冒頭に学習方法が簡潔に掲げられ、学習語には振り返りや深める内容の

課題が提示され、学習の流れがはっきりと分かるようになっています。 

 Ｂ、①は、無理なく学習が積み上げられるように構成されています。１年生の作図学習

後に、平行線と面積の内容が扱われ、教材配列の工夫が施されています。 

 Ｃ、「Tea Break」や「役立つ数学」等、さらに数学への興味、関心をそそる内容が扱

われています。 

 説明は以上になります。 

○大和田教育長  ありがとうございました。以上で説明は終わりました。 

 ここで数学科の質疑を承りたいと思います。委員の皆様から質疑、意見がございました

らお願いします。川原委員。 

○川原委員  別冊についてお伺いしたいのですけれども、別冊が付いている会社と、別

冊的なものも含めて後ろの問題の量が多いとか、そういう本もありますが、その辺の御意

見が出たのかということ。 

 それから、先ほどもちょっとお伺いしたのですけれども、キャラクターの吹き出し、先

ほどほかの委員とお話ししたら、邪魔という意味で言ったということを言われたのですが、

邪魔ではなくて、逆に、先生方がいろいろな質問をしなくても、案外、ちょっとしたこと

で生徒がヒントになるということで、私はあったほうがいいかなと思うのですけれども、

その辺の御意見はあったかどうかをちょっと教えていただければ。お願いします。 

○大和田教育長  生田目中学校数学科教科書調査委員会委員長。 

○生田目中学校数学科教科書調査委員会委員長  まず１つ目の別冊ですが、別冊は７社

中、明らかに付随しているのが１社ございます。あとは、巻末に補充問題や様々な内容が

ありますが、別冊の内容に関してあまり深く協議はされておりません。ただ、どの教科書

会社も、別冊の中に数学の学び方を深める内容があったり、今回、レポートの書き方等の

部分があったりということで、そのあるなし等は話をしました。 

 キャラクターに関しては、キャラクターの吹き出しで説明してあったり、キャラクター

は使っていないですけれども、同じ意味を表現している教科書会社もあり、キャラクター

についてあるなしの協議はしておりません。１年生に関しては、あると、小学校からの移
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行で、教科書に対して触れやすいかなというところはあるかもしれませんが、具体的には

協議しておりません。 

 以上です。 

○大和田教育長  川原委員。 

○川原委員  分かりました。すみません、キャラクターはちょっと私の考え過ぎだった

みたいです。以上でございます。ありがとうございました。 

○大和田教育長  ほかにございませんか。奈尾教育長職務代理者。 

○奈尾教育長職務代理者  ありがとうございました。１つの教科で７社というのは大変

多い教科の１つだと思うのですけれども、それぞれの教科書についてこの観点に基づいて

調査をされたとは思うのですが、７社ですと、何か共通して、これだけは丁寧に見ていき

ましょうとか、例えば学習過程、学習の見通しの持ち方であるとか、振り返りのさせ方で

あるとか、何か共通して比べたと言ったら変ですけれども、それぞれの特徴について共通

した課題の下に調査をされたようなところがありましたら、教えていただければと思いま

す。 

○大和田教育長  生田目中学校数学科教科書調査委員会委員長。 

○生田目中学校数学科教科書調査委員会委員長  共通している項目は、ここにあるＡか

らＤまでに関して、必ず漏れのないようにということを押さえ、それ以上のことをやると、

少しそれる可能性がありましたので、以上のようにＡからＤについてしっかり共通して話

合いをしました。 

 以上です。 

○大和田教育長  奈尾教育長職務代理者。 

○奈尾教育長職務代理者  報告の内容のとおりということでございますね。ありがとう

ございました。 

○大和田教育長  ほかにございませんか。加藤委員。 

○加藤委員  単純なことを１点と、ちょっと的外れな質問を１点と、２点、お願いいた

します。 

 １つは、子どもにとっては意外と表紙のデザインは大事なように私は感じるのですが、

その点での話題は委員会ではあったでしょうかというのが１点目です。 

 もう１点は、不登校経験者などと一緒に勉強していますと、中学校の数学の最初の入り

口でつまずいている子が私には多く感じられます。そうではないよというのなら、そのよ



 

- 40 - 

うにおっしゃっていただいて結構なのですが、あくまでも私の経験則ですので、違ってい

たらごめんなさい。 

 つまり、正の数、負の数でもう引っかかってしまうのです。何で左側にあったのを右側

に持ってくるとプラスがマイナスになってしまうのだと。もうそれで大混乱を起こしてし

まう子が結構いますよね。そうすると、それは指導上の問題だけとは思えない。教科書編

成上でも、その観点を持っていていいのではないかなと私は感じながら、数学の教科書を

眺めさせていただいたのですが、いかがなものでしょうか。ちょっと面倒な質問で申し訳

ないのですが。 

○大和田教育長  生田目中学校数学科教科書調査委員会委員長。 

○生田目中学校数学科教科書調査委員会委員長  表紙に関しては、今回、話題には挙が

りませんでした。会議ではそういうことです。 

 あとは、算数から数学に移行することも、今回の調査委員会の中ではそういう視点では

なく、授業を構成する上で、先ほど伝えましたＡからＤについて調査しましたので、特に

１年生が正負の数でつまずくというところを調査の中で話合いに持ち込んだことはありま

せんので、ちょっと今お答えできないかなと思います。よろしいですか。 

○大和田教育長  加藤委員。 

○加藤委員  では、中１のことはこちらに置いておきます。同じような質問なのですが、

学年の始まりの部分を丁寧に書いたほうがという観点は持っていてもいいかなと私は思う

のです。あるいは、単元ごとの始まりの部分を丁寧に。この点についてはいかがでしょう

か。 

○大和田教育長  生田目中学校数学科教科書調査委員会委員長。 

○生田目中学校数学科教科書調査委員会委員長  導入に関しては、記載があったかと思

うのですけれども、導入が丁寧であったり、身近な話題を扱っているかということは調査

委員会の中で必ず話題になりました。それは説明でもここに書いてあると思います。 

○加藤委員  ありがとうございました。 

○大和田教育長  ほかにございませんか。細川委員。 

○細川委員  加藤委員の御質問にも通じる部分はあるのですけれども、拝見していて、

構成として、すっきりしてポイントが明確なものと、あとは、本文に丁寧に説明等が書か

れているもの等がございまして、子どもの視点からすると、どちらが分かりやすいのかな

というようなところがちょっと分からない。私などは、ぱっと見て、すっきりと要点がぱ
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っと目につくほうが分かりやすいなと思ったのですけれども、案外、丁寧に本文中に解説

みたいなものが書かれているほうが、もしかしたら、子どもには分かりやすいのかななど

というところも疑問に思いまして、現場の先生方でそんな御意見が出たのかどうかという

ようなところもお聞きしたい。 

 やはり加藤委員もおっしゃられたように、つまずく子にとっては、導入だとかそれまで

の振り返りみたいなものが結構大きなところだろうなと思いますので、分かりやすさとい

うのがどんなところに着目して見ればいいのかというのを、ちょっと教えていただけたら

と思います。 

○大和田教育長  生田目中学校数学科教科書調査委員会委員長。 

○生田目中学校数学科教科書調査委員会委員長  この件に関して話合いは少ししました。

種類を区別すると、今おっしゃられたとおり、明確に、割と定義的なことが書かれている

ものと、そうでない傾向のものがありまして、単純に数学をシステマチック的に覚えるよ

うな、古いと言ったらあれですけれども、そういう授業をするのか、今問われている学び

合いをやっていきながら授業をするかで、子どもの習熟というか理解度は大きく変わると

思うのですけれども、来年以降は必ず学び合いということなので、今回、学び合おうとい

うところを表現している、学び合ったり自分で考えるというところを明確に示している教

科書会社もあったので、そこの教科書会社の特徴はこちらで把握して、そんな報告を作り

ました。そのような話合いをしました。 

 以上です。 

○大和田教育長  細川委員。 

○細川委員  ありがとうございました。 

○大和田教育長  ほかに質疑はございませんか。 

     （「なし」との声あり） 

○大和田教育長  では、ほかにないようですので、以上で質疑を打ち切ります。 

 以上で数学科の質疑等は終了いたしました。 

 次に、生野中学校理科教科書調査委員会委員長から理科について説明をお願いします。

生野中学校理科教科書調査委員会委員長。 

○生野中学校理科教科書調査委員会委員長  理科教科書調査委員長の生野です。理科の

調査研究を報告いたします。 

 調査研究対象の教科書は５社です。 
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 まず、啓林館について報告いたします。 

 Ａの①、アは、単元最初のページで学習の見通しを立て、「つながる学び」「探究の振

り返り」「学んだ後にリトライ！」の項目で、振り返りをする学習活動が位置付けられて

います。 

 Ｂの③は、日常の生活に学習をつなげる「科学コラム」として、「部活ラボ」「お料理

ラボ」「お仕事ラボ」「防災減災ラボ」「深めるラボ」の５つのカテゴリーで１年34、２

年46、３年48の豊富な資料が紹介されています。また、マークとともに「学ぶ前にトラ

イ！学んだあとにリトライ！」「つながる学び」「つながるページ」「算数・数学と関

連」などについて、生徒の興味、関心を高めるような学習のつながりを意識した記載が工

夫されています。 

 Ｃは、主体的・対話的な学びの場面を「話し合ってみよう」「考えてみよう」「表現し

てみよう」などで意図的に設けています。さらに、どのような見方、考え方を働かせるの

かを「比較」「予想」「分類」「作図」などのマークで示しています。実験の流れが分か

りやすい紙面構成になっていて、巻末の探Ｑシートではレポートの書き方も詳しく記され

ています。 

 次に、東京書籍について報告いたします。 

 Ａの①、ウは、生徒の実験、観察、実習等の探究過程にグループ活動や話し合い活動を

様々な場面で促しています。イラストと吹き出しで教師や生徒同士の思考活動に対する具

体的な対話例が示され、グループ活動の充実が促されています。 

 Ｂの①は、単元の初めにその単元を総括するページがあり、どの章で何を学ぶのかを意

識して単元に入っていけます。これまでに学習したことも掲載しているので、学習のつな

がりをつかみやすいです。 

 Ｃは、各節の結論では、自分でまとめる形式になっていて表現力の育成につながります。

実験、観察の考察では「考察のポイント」「考察しよう」において考察を促すヒントを示

しています。随所に現れる、生徒たちの会話が科学的な思考を促すよう工夫されています。 

 次に、大日本図書について報告いたします。 

 Ａの①、アは、各単元の最初のページに、全体のテーマをとらえる文章があります。続

いて、「これまで学習したこと」「これから学習すること」が示されていて見通しが持て

ます。章末問題やまとめで振り返りができます。 

 ウは、考えを深めるために「話し合おう」という問い掛けがあり、話合い活動を促して
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います。イラストと吹き出しで生徒同士の話合い活動の例を示して、グループ活動や話合

い活動を様々な場面で促しています。 

 Ｂの①は、実験、観察、実習ではタイトル、目的、着目点が示され、「結果の整理」

「結果から考えよう」で、考察、振り返りをする流れになっています。章末問題やまとめ

でも振り返りができます。 

 次に、教育出版について報告いたします。 

 Ａの①、アは、各単元の最初のページで学習の見通しを立てられるよう「学んでいくこ

と」の記述があります。「思い出そう」「学習前の私」「学習語の私」などで、振り返り

をする学習活動が位置付けられています。 

 ③のアは、３年のハローサイエンスには「コンピュータを動かすプログラミングの考え

方」を扱っています。 

 Ｃは、コラムの「ハローサイエンス」が１年で39、２年で52、３年で54と充実していま

す。巻末にその一覧があり検索しやすいよう工夫されています。また、巻末に１年は「生

物カード」、２年は「原子モデルカード」、３年は「星座早見」のクラフト教材がありま

す。 

 次に、学校図書について報告いたします。 

 Ａの①、アは、各章の初めにCan-Do Listがあり、目標や見通しが立てやすくなってい

ます。章末では、Can-Do Listの振り返りがあり、ＱＲコードからまとめや基礎問題が活

用できるようになっています。 

 ウは、イラストと吹き出しで教師、生徒の話合い活動の例を示し、グループ活動や話合

い活動を様々な場面で促しています。 

 ②は、各章末に「つなげてふかめる」という学習した内容を他の学びにつなげるところ

があり、そこで他教科とのつながり、他学年とのつながりを考える設定になっています。 

 説明は以上です。 

○大和田教育長  ありがとうございました。以上で説明は終わりました。 

 ここで理科の質疑を承りたいと思います。委員の皆様から質疑、意見がございましたら

お願いいたします。川原委員。 

○川原委員  教科書のサイズが３通りあると思うのですけれども、この辺のお話は出ま

したかということと、各教科書の単元というか何章という順番が各社ばらばらになってい

ると思うのですが、その辺はどういう御意見が出たかどうか教えていただきたい。 
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○大和田教育長  生野中学校理科教科書調査委員会委員長。 

○生野中学校理科教科書調査委員会委員長  サイズについては、５社それぞれで、意見

を交わしました。一見すると、例えば東京書籍とかはすごく縦に長く感じてしまうかもし

れませんが、実はほかのＡ４サイズと同じサイズになっています。横がちょっと狭いので

長く見えたりとか、目の錯覚というところもありまして、各社いろいろなサイズがあるよ

うに見えますが、実はそんなに大きくは違っていないというように話合いをしました。 

 横幅が狭ければ、机に置いたときに、その横が空くので、ノートとか筆箱とかを置くの

にいいかもしれないなという話も出たし、教科書が大きければ、配置もスペースとかゆと

りを持って、生徒が見やすい教科書になるので、それはそれでいいねという話題で、大き

ければ大きいなりにいいし、狭かったり長かったりすることでいい点があるので、各社そ

れぞれよい点が上手にサイズに表れているなという話をしました。 

 また、サイズで言うと、厚さ、重さということも含まれるかと思うのですが、この教科

書は全社、資料とかも大変きれいですし豊富です。これまでですと、理科といったら１年

のときに資料集を買って、３年間、それを一緒に教科書と使っていたことがあるかと思い

ますが、この教科書だったらもう資料集は要らないねというように話題にもなりました。

なので、これまででしたら教科書と資料集、２つ学校に持ってこなければいけないところ

を、この１冊で済むとなれば、大きく感じるかもしれませんが、内容が充実しているので、

とてもいい教科書だなというように話題になりました。 

 また、問題集も買ったりしていますが、この教科書全社、ＱＲコードなど付いていたり

して、そこからまた別の問題集がひも付けされたりしていますので、教科書には見えてい

ませんけれども、実はいろいろ豊富な問題集がありますので、これだけ持っていれば教科

書、資料集、全部含まれているので、かえってコンパクトにまとまっているのではないか

なというような意見もありました。 

 ２つ目の質問で、単元の順番ですが、理科は教科の特性といいますが、単元ごとにそれ

ほどつながりがないものもありますので、その地域の状況ですとか学校の状況に合わせて

入れ替えても何ら問題がないなということで、単元の順番によってこっちのほうがいいと

か、こっちはまずいとかということは全くないというように話し合いでは確認をしました。 

 以上です。 

○大和田教育長  川原委員。 

○川原委員  本当に的確な御説明ありがとうございました。 
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○大和田教育長  ほかにございませんか。 

 では、川原委員が先ほどから発言しているので、理科の分野ではキャラクターについて

何か御意見が出ていたら教えてください。なかったらないで構いません。生野中学校理科

教科書調査委員会委員長。 

○生野中学校理科教科書調査委員会委員長  キャラクターについては、話合いの話題に

なりました。キャラクターの扱いも、男子、女子、またいろいろ偏りなく人権に配慮した

扱いで出てきますし、子どもの視線でキャラクターが会話をしますから、子どももその会

話に一緒になって考え始めるということで、主体的に学びに向かう力というのに結び付く

のではないかというように思いました。 

 私が思った感覚でいきますと、今、コロナ対応で自宅学習が増えたりしていますが、そ

ういったときにこういう教科書だったら、教科書の中で多面的に物事をとらえて、多角的

に考えられるのは、やはりそういうキャラクターの会話などはとても有効ではないかなと

感じました。なので、理科では好評でした。 

 以上です。 

○大和田教育長  ありがとうございました。川原委員、よろしいですか。 

○川原委員  ありがとうございました。 

○大和田教育長  ほかに質疑はありませんか。 

     （「なし」との声あり） 

○大和田教育長  それでは、ほかにないようですので、以上で質疑を打ち切ります。 

 以上で理科の質疑等は終了いたしました。 

 次に、平岡中学校音楽科教科書調査委員会委員長から音楽科（一般・器楽合奏）につい

て説明をお願いいたします。平岡中学校音楽科教科書調査委員会委員長。 

○平岡中学校音楽科教科書調査委員会委員長  音楽科教科書調査委員長の平岡です。音

楽科の調査研究報告をいたします。 

 調査研究対象の教科書は２社で、音楽と器楽がございます。 

 まず、音楽について、教育芸術社から報告いたします。 

 Ａの①、ア、ウ、エについては、曲数が多く、生徒の実態に合わせて選曲できるように

なっています。また、単元ごとに「深めよう！音楽」などの学習コーナーを設け、自分の

考えを記入し、改善点を考えさせることで見通しを持ち学習できるようになっています。

また、自らの考えをグループ活動などで共有できる工夫がされ、主体的・対話的で深い学
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びの実現を図ろうとしています。 

 Ａの②、上から４番目については、社会と音楽とのつながりが図とともに掲載してあり、

音楽が実社会でどのように役割を果たしてきたのかが掲載されています。 

 次に、Ｂの③、上から２番目については、各教材に、観点や何について学ぶべきか記入

されており理解しやすくなっています。また、目次の次のページに学習内容と各曲の関連

度の一覧があり、新学習指導要領の新しい評価の観点も明示され、生徒や教員に分かりや

すくなっています。 

 次に、Ｃの上から４番目については、ポイントとなる音楽の要素について、各項目に記

載があり、分かりやすくなっています。また、創作の分かりやすいワークシートが掲載さ

れています。 

 続きまして、教育出版社の音楽について報告します。 

 Ａの①、ア、ウについては、「話し合おう」では、自分の考えをまとめ話し合わせるよ

うにしており、対話的な学びが実現できるようになっています。また、「比べてみよう」

や「深めてみよう」では、「似ているところ」「違うところ」など記入できるようになっ

ており、見通し、話合い、振り返りができるようになっています。 

 次に、Ｂの③、上から１番目については、目次の次のページに学習内容と各曲の関連の

一覧「学びのユニット」があり、学びを深めるための内容をまとめてあります。 

 ⑥のアについては、二次元コードでワークシートや掲載曲、鑑賞教材の楽器紹介などが

視聴できるようになっています。 

 次に、Ｃの上から１番目については、日本の歌曲のページには、歌詞の内容と音楽の変

化について問い掛けてあり、歌詞と音楽の関係性を考えるきっかけとなっています。 

 次に、器楽につきまして、教育芸術社から報告いたします。 

 Ａの①、ウ、エについては、奏法を習得するために、段階的に初歩的な課題から掲載さ

れており、質量とも十分であります。また、アンサンブル曲が多数あり、グループやペア

での活動ができるようになっています。 

 ア、イ、ウ、エについては、単元ごとに、目標を達成するための基礎的、発展的な楽曲

が複数掲載されており、学習の見通しが持てるようになっています。 

 Ｂの②、アについて、ギターの運指が見やすく、生徒に分かりやすくなっています。 

 ③、上から３番目について、目次の次のページに学習内容と各曲の関連度の一覧があり、

評価の観点との関連も掲載されていて、新学習指導要領の観点が生徒と教員に分かりやす
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くなっています。 

 次に、教育出版社の器楽について報告いたします。 

 Ａの①、ウについて、「話し合いながら、決めて演奏する」ページが設けられているの

で、自分で考え相手に伝えるという、学び合いの手法を取り入れています。 

 ア、イ、ウ、エについて、単元ごとに、最初のページに基本事項があり、その後に楽曲

が複数あることで学習の見通しが持てる構成となっています。 

 Ｂの⑥について、目次に二次元コードがあり、演奏技法や範奏を動画で簡単に見ること

ができ、充実しており、家庭での復習等に活用できるようになっております。 

 以上で報告を終わります。 

○大和田教育長  ありがとうございました。以上で説明は終わりました。 

 ここで音楽科（一般・器楽合奏）の質疑を承りたいと思います。委員の皆様から質疑、

意見がございましたらお願いいたします。細川委員。 

○細川委員  初めてなので素朴な質問なのですが、これ、２社ということは、どちらか

で、例えば極端な話、毎回教科書会社が変わる、あっちに行ったりこっちに行ったりとい

うこともあり得なくはないわけですけれども、そのように教科書が変わるということにつ

いて、例えば音楽科の先生方の中で何か話題みたいなものは出たのでしょうか。 

○大和田教育長  平岡中学校音楽科教科書調査委員会委員長。 

○平岡中学校音楽科教科書調査委員会委員長  委員会の中では、こっち、あっち、こっ

ちにするということで混乱が生じるということは特に出ていません。中心の話合いという

のは、やはり、新しく学習指導要領が変わるということで、いかに対話的で深い学びがで

きるかというようなところを考えて、先生方は教科書を見ておりました。 

 以上です。 

○大和田教育長  細川委員。 

○細川委員  では、その辺についてはあまり影響がなく、Ａの新学習指導要領の内容に

ついてが重視されるということですね。ありがとうございました。 

○大和田教育長  ほかにございませんか。 

     （「なし」との声あり） 

○大和田教育長  それでは、ほかにないようですので、以上で質疑を打ち切ります。 

 以上で音楽科（一般・器楽合奏）の質疑等は終了しました。 

 次に、坂本中学校美術科教科書調査委員会委員長から美術科について説明をお願いいた
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します。坂本中学校美術科教科書調査委員会委員長。 

○坂本中学校美術科教科書調査委員会委員長  美術科教科書調査委員長の坂本です。美

術科の調査研究を報告いたします。 

 調査研究対象の教科書は３社です。 

 まず、光村図書について報告いたします。 

 Ａ、①、ウについては、生徒の主体的・対話的な学びが生まれるような作品を選定して

あります。また、作品についての意見交換などが具体的に示されており、グループディス

カッションを取り入れやすくなっています。 

 Ａ、②、アにつきましては、題材の随所に、他教科とのつながりを示すコラムを設け、

美術での学びが他教科とどうつながるのか実感を持って理解できるようにしています。特

に道徳と関連する題材のページの左下には「道徳科とのつながり」というマークを示して

あり、生徒が道徳との関連を意識して学べるように工夫してあります。 

 Ｂ、⑥、アについてです。各単元にＱＲコードが配置され、インターネットを通して題

材に関連する技法の動画や掲載作品の音声ガイドなどが閲覧でき、家庭学習において生徒

の表現活動や鑑賞活動を支援することで、主体的な学びがしやすくなっています。 

 Ｃの上から２番目につきまして、「最後の晩餐」に添えられたトレーシングペーパーは、

遠近法の指導に最適であり、大変使いやすい内容になっています。 

 次に、日本文教出版について報告いたします。 

 Ａの①、ウについては、生徒が考えを伝え合ったり、友達と相談したりしながら活動を

行う様子を紹介し、対話を通して思考力を働かせ、学びを深めることができるように工夫

しています。 

 Ａ、②、アにつきまして、身近なデザインの部分は道徳にも横断的に指導できるように

なっています。また、道徳の教科とのつながりが明記されています。 

 Ｃの一番上についてです。教科書の作りや大きさが机上に置いても安定しますので、作

業やグループ活動の際に使用しやすくなっています。 

 上から４番目です。図版の大きさと解像度の高さは特筆されます。大きな図や写真配置

が思い切りよく、とても迫力があります。大判であることにより、素材の繊維の様子まで

確認することができます。 

 続きまして、開隆堂出版について報告いたします。 

 Ａ、①のウにつきまして、共同制作や友達とかかわりながら進める活動を多く取り上げ、
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対話が自然と行われるような設定になっています。 

 Ｂ、⑥、アにつきましては、各題材にはＱＲコードを掲載し、インターネットと連携す

ることで、用具の安全な使い方や作り方などの動画、作家について解説したファイルを始

めとする資料や教科書に掲載した以外の参考資料を見ることができます。 

 Ｃの上から３番目です。見開きのページが多く、迫力のある図録として資料に活用でき

ます。また、作品の細部まで見えるように図版を原寸大で扱ったり、部分を拡大するなど

して、探究的な活動ができるように工夫してあります。 

 報告は以上です。 

○大和田教育長  ありがとうございました。以上で説明は終わりました。 

 ここで美術科の質疑を承りたいと思います。委員の皆様から質疑、意見がございました

らお願いいたします。川原委員。 

○川原委員  美術はやはり鑑賞が比重を案外占めていると思うのですけれども、各社、

非常にＱＲコードを充実していろいろな作品が載っていますし、生徒の作品もすごく載っ

ているところもあるのですが、この辺に関してはどういう御意見が出たのでしょうか。 

○大和田教育長  坂本中学校美術科教科書調査委員会委員長。 

○坂本中学校美術科教科書調査委員会委員長  ＱＲコードにつきましては、実は、各社、

掲載されている数には差があるのですけれども、基本的に、授業中に使用するというより

も、例えば長期休業中に家庭に持ち帰ったときに、そこで使用して課題に対して取り組ん

でいくとか、そのような使い方をしますので、授業中に鑑賞の素材として使うというよう

なことは先生方もあまり想定されていなかったので、その辺の話は授業中ということは出

てきませんでした。 

 一応そのような形での話合いではありました。 

○大和田教育長  川原委員。 

○川原委員  そうすると、授業では、もちろん時間の問題もあるしいろいろあるので、

そんなには生徒さんも見られないというか。 

○大和田教育長  坂本中学校美術科教科書調査委員会委員長。 

○坂本中学校美術科教科書調査委員会委員長  授業中にそれを使ってということは、将

来的に今後またそういうのを考えていく部分もあると思いますけれども、現段階ではほと

んどないと思います。 

○大和田教育長  川原委員。 
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○川原委員  分かりました。ありがとうございました。 

○大和田教育長  ほかにございますか。細川委員。 

○細川委員  拝見していて、領域というのでしょうか、単元というのでしょうか、そう

いったものの配列の分かりやすさとか明瞭さというものと、あとは取り上げている教材、

鑑賞用の資料などの迫力だとか、見方がそのポイントによって、是非は言えませんけれど

も、先生方はどんなところにポイントを置いて御覧になったりなさるのかなと。そんな意

見が出たりしたのでしょうかというのをちょっとお聞きしたい。 

○大和田教育長  坂本中学校美術科教科書調査委員会委員長。 

○坂本中学校美術科教科書調査委員会委員長  鑑賞に関して言いますと、教科書を使っ

て鑑賞するという授業ですと、やはりサイズ的には大きいほうがいいのではないかという

ことで出ていました。ただ、先生方それぞれ好みが実はありまして、教科書を鑑賞素材と

して使わない方もいらっしゃって、今、大きな画面に映して見たりですとかそのような方

もいらっしゃいますので、そこに関して意見は様々には出ていました。 

 それと、題材の並びとかですと、これもいわゆる素材の取扱方とか、美術科の先生の場

合は、教科書に載っているものをそのままそっくり素材として使うということが基本的に

はあまりありませんので、それぞれの先生方が独自にいろいろな素材を取り入れて、その

中で絵を描いたりですとか、工芸をやったりですとか、そのような形でやっていますので、

特に並び方がというようなことではあまり話は出ていませんでした。 

○大和田教育長  細川委員。 

○細川委員  例えば題材の並び方というより、見やすさみたいな、そのようなところと

いうのは，いかがでしょうか。 

○大和田教育長  大瀬教科書調査運営委員会委員長。 

○大瀬教科書調査運営委員会委員長  すみません、運営委員長というよりは、美術科が

いないので、私が代わり説明させていただきます。 

 今、委員長からも説明がありましたように、美術の場合、使い方として、前から順番に

やっていくという教科書ではないのです。ですから、ある単元のときに何ページを開けな

さいとか、行ったり来たりしますので、配列の使いやすさというのはないと思います。 

○大和田教育長  細川委員。 

○細川委員  分かりました。 

○大和田教育長  ほかにございませんか。 
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     （「なし」との声あり） 

○大和田教育長  ほかにないようですので、以上で質疑を打ち切ります。 

 以上で美術科の質疑等は終了いたしました。 

 次に、藤江中学校技術家庭科教科書調査委員会委員長から技術家庭科（技術・家庭）に

ついて説明をお願いいたします。藤江中学校技術家庭科教科書調査委員会委員長。 

○藤江中学校技術家庭科教科書調査委員会委員長  技術家庭科教科書調査委員長の藤江

です。 

 まず、技術科の調査研究を報告いたします。調査研究対象の教科書は３社です。 

 まず、東京書籍社について報告いたします。 

 Ａの①、多くの具体的な実習例を始め、関連した内容や発展的な内容の「技術の匠」

「技術のとびら」「資料」「ポイント」「ひとくちＱ＆Ａ」などに、伝統技術から最新技

術に至る様々な資料的記述が多くなされています。思考ツールが随所に活用されており、

自分の考えを深めたり、グループ活動に利用できる工夫がされています。 

 Ａの②、学習のまとめで「生活に生かそう」という項目があり、他教科で学習したこと

や授業で学んだことを生活で生かしやすく深い学びにつなげることができます。 

 ③、身近な課題に取り組ませ、考えさせることから学習がスタートできるように構成さ

れています。これからの生活や社会の中でプログラミング的思考や能力を活用したり、情

報を利用するための基本的な仕組みを理解できたりするように工夫されています。 

 次に、開隆堂です。 

 Ａの①、説明や図を多く取り入れており、視覚的にも非常に分かりやすく、生徒たちの

興味、関心をひくような「探究」「参考」の欄が充実しています。 

 Ａの②、各単元の「調べてみよう」「探究」では、思考力、表現力、判断力を問う質問

が設けられており、他学年で学んだことを生かし、他教科との連携を踏まえて学習を深化

させる工夫が多く見られています。 

 Ｂの②のイ、情報モラルに関する工夫点があります。 

 続いて、教育図書です。 

 Ａの①、実験や観察の資料が多く取り入れられており、生徒が技術の仕組みなどを把握

しやすいものになっています。 

 Ａの③、主体的に取り組めるように問題解決型のフローチャートになっています。また、

話し合う場面が取り入れられ、言語活動の充実を図る工夫がされています。 
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 Ｃの一番上です。ハンドブックが付属されており、生徒の資料活用能力が身に付くよう

に配慮されています。 

 続いて、家庭科です。 

 東京書籍です。 

 Ａの①、イ、領域同士の関連性が、マークで分かりやすく提示されています。実習には

「私のオリジナル」という項目があり、生活での実践ができるようになっています。 

 ウ、「活動」というコーナーで具体的なシチュエーションが設定されており、話合いが

しやすくなっています。また、思考ツールの例が掲載されており、活用することで対話を

助けるようになっています。 

 Ｃの２番目です。防災手帳、幼児の視野体験の付録が付いています。 

 続いて、開隆堂です。 

 Ａの①、ア、１つの見開きの中に、学習目標、学習活動、学習の振り返りまでが位置付

けられています。学びが「見える」構成となっています。 

 イ、主体的、対話的、深い学びの過程が設定されており、「生活に生かそう」という表

現で提示されているなど、課題解決学習の取り組みやすさがあります。 

 ウ、「アクティブ・ラーニング」の課題が随所に設定されており、「話し合ってみよ

う」コーナーがあるなど、グループ活動が設定しやすい構成となっています。 

 Ｃの一番上です。作業の安全、生活の安全、衛生に配慮した内容が教科書全体を通して

記載されています。製作実習例が容易なものから難易度の高いものまで、多種多様な例が

掲載されています。 

 Ｄ、一番上です。調理実習での記述には、アレルギー物質を含む食品については黄色い

マークが付けられています。 

 次に、教育図書です。 

 Ａの①、ア、「見つめる」「学ぶ」「ふり返る」の流れに沿って学習できるようになっ

ています。各領域の冒頭にある「自立度チェック」で、何を学ぶべきかと見通しを持つこ

とができます。 

 ウ、主体的・対話的に取り組めるワークが掲載されています。「話し合ってみよう」

「調べてみよう」というコーナーがあり、主体的な学習を促しています。 

 Ｃ、３番目です。食物サンプルのシール付きで、楽しく学べる工夫がされています。 

 Ｄ、一番上です。食物アレルギーのある生徒へ対応できるよう、特定原材料を使用する



 

- 53 - 

料理に代替食品の例を示しています。 

 以上で報告を終わります。 

○大和田教育長  ありがとうございました。以上で説明は終わりました。 

 ここで技術家庭科（技術・家庭）の質疑を承りたいと思います。委員の皆様から質疑、

意見がございましたらお願いいたします。加藤委員。 

○加藤委員  ２点、質問させていただきます。 

 １つは、本市、調布市では、食物アレルギーについて不幸な出来事が起きたわけで、こ

の点での教科書への評価というのは、今のお話を伺っていると、あるのではないかなと思

われますが、もう少し明快にお話しいただければ有り難い。 

 もう１つは、これも本市独特かもしれません。児童養護施設が２つあるのです。これは

家庭科の問題だと思いますけれども、私のかかわっている範囲では、ほとんど虐待を受け

ている子なのです。児童虐待防止法やそれに関する記述については話題になった、ないし

は評価の対象になったかどうかお伺いいたします。 

 以上２点、よろしくお願いいたします。 

○大和田教育長  藤江中学校技術家庭科教科書調査委員会委員長。 

○藤江中学校技術家庭科教科書調査委員会委員長  食物アレルギーについてですけれど

も、これはやはり非常に重く受け止めておりますので、本市の教員に関しても非常に重要

なものと考えております。記述に関しては、どの教科書に関してもやはり非常に重要視さ

れていると思われますが、その内容においては、各教科書会社によって多少違う部分があ

るのではないかと思っております。 

 ２番目の養護施設、虐待関係のお話ですけれども、虐待に関しては話の中に挙がってお

りませんが、やはり家庭科分野で小学校から中学校に上がる最初の分野で、家族、家庭生

活を上げなさいということが設定されております。それに沿って、本市でも非常に重要な

ことだと考えておりますので、小学校から中学校に上がる最初のときにこの項目を設定す

るように考えております。 

 以上です。 

○大和田教育長  加藤委員。 

○加藤委員  大変納得しやすいお答え、ありがとうございました。参考にいたします。 

○大和田教育長  ほかにございませんか。 

     （「なし」との声あり） 
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○大和田教育長  それでは、ほかにないようですので、以上で質疑を打ち切ります。 

 以上で技術家庭科（技術・家庭）の質疑等は終了いたしました。 

 次に、佐藤中学校外国語科教科書調査委員会委員長から外国語科（英語）について説明

をお願いいたします。佐藤中学校外国語科教科書調査委員会委員長。 

○佐藤中学校外国語科教科書調査委員会委員長  外国語科教科書調査委員長の佐藤です。

外国語科の調査研究を報告いたします。 

 調査研究対象の教科書は６社です。105ページからになります。よろしくお願いします。 

 まず、啓林館について報告いたします。 

 Ａの①のアは、段階を追って学習できる構成となっています。目標、例文・練習、長文、

スピーチ、総合的な言語活動の構成となっております。 

 Ｂの①は、１年の文法項目がBe動詞、一般動詞の後にcanを学習するため、従来よりも

理解しやすいよう配慮されています。 

 Ｃは、パートごと見開き２ページ内に、５領域の言語活動がカバーされて構成されてい

ます。 

 東京書籍について報告いたします。 

 Ａの①のイは、部活動や食文化、防災、国際協力、ＳＤＧｓなど、トピックが中学生の

日常に焦点を当てたもので、他の学習や生活とのつながりが十分考えられています。 

 エは、５領域をバランスよく扱い、十分な学習量が確保されています。各単元のまとめ

としての質問が易しいものから難しいものへと配慮されており、生徒が取り組みやすい内

容となっております。 

 Ｂの①の上から２番目は、各単元は復習、予習しやすい配列となっております。各学年

の最初にUnit０という単元を設け、前学年の既習内容の振り返りができるような工夫があ

ります。 

 Ｃの上から３番目は、キーセンテンスには基本的かつ汎用性の高い文を使用しておりま

す。日本語の文法説明が簡潔に記載されております。 

 開隆堂について報告いたします。 

 Ａの①のアは、各課にRetell、Interactの流れで定着、自己表現される工夫があります。 

 Ｂの④のイは、文字が大きく、行間も十分取られ、視認性に優れています。欧文書体や

活字書体が上手に使われています。 

 Ｃの上から２番目は、漫画による言語材料の導入で、使用場面が分かりやすくなってお
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ります。 

 次に、光村図書について報告いたします。 

 Ａの①のエは、Goalで「聞く」「話す」「読む」の活動があり、まとめ学習となってい

ます。 

 Ｂの③の上から２番目は、ターゲットとなる文法が一目で分かりやすいような工夫がさ

れています。 

 Ｃは、帯教材「”その場でスピーキング”Let's Talk！」を用いて生徒の発話の機会を

多く設けております。 

 三省堂について報告いたします。 

 Ａの①のエは、目標を達成するための練習の種類が多岐にわたり、４技能の練習ができ

るように配置されております。 

 Ｂの①は、既習事項を用いて学習が進むように工夫されています。入門期は易しく、２

年で現在完了形、３年で受動態、現在完了進行形、仮定法を扱っております。 

 Ｃは、アクティブ・ラーニングが活発に行われるよう、意見交換や協力して取り組んだ

り、自らじっくり思考するタスクなどが多く設けられています。 

 教育出版について報告いたします。 

 Ａの①のアは、「文法のまとめ」や「振り返り」のコーナーがあり、学期ごとに既習事

項を用いた自己表現活動ができるように設定されています。 

 Ｂの②のアは、Think＆Tryの学年ごとの課題が以下の順に設定されています。１年は自

由に言ってみよう、２年はプラス１してみよう、３年は２～３文付け足してみよう、自由

にやり取りを加えようとなっております。 

 Ｃの１番目は、４技能のうち「話す」活動が少なくなっておりますが、その分、文法や

読む量が増えております。 

 説明は以上になります。 

○大和田教育長  ありがとうございました。以上で説明は終わりました。 

 ここで外国語科（英語）の質疑を承りたいと思います。委員の皆様から質疑、意見がご

ざいましたらお願いいたします。奈尾教育長職務代理者。 

○奈尾教育長職務代理者  先ほどからキャラクターのお話が出ているわけなのですが、

ここではＢの構成の②のイに人権上の配慮というところがございます。絵であるとか人物

絵とか、キャラクターも含めて、人権上、話題になったといいますか問題になったといい



 

- 56 - 

ますか、そういったところはなかったのでしょうか。お伺いします。 

○大和田教育長  佐藤中学校外国語科教科書調査委員会委員長。 

○佐藤中学校外国語科教科書調査委員会委員長  英語科のほうでは、そこら辺の人権上

の配慮に関する内容については特に話題には上がりませんでした。 

 以上になります。 

○大和田教育長  奈尾教育長職務代理者。 

○奈尾教育長職務代理者  分かりました。ありがとうございました。 

○大和田教育長  ほかにございませんか。加藤委員。 

○加藤委員  非常に単純な質問をいたします。ある会社では、ＡＬＴに聞いてみようみ

たいな言葉が出てくるのです。私は、ずっとＡＥＴと表現していかなかったかなと、ちょ

っとそこだけ引っかかってしまったのですが、どなたにお聞きすればよろしいのでしょう

か。よろしくお願いいたします。 

○大和田教育長  濱田指導室統括指導主事。 

○濱田指導室統括指導主事  調布市ではＡＥＴ、アシスタント・イングリッシュ・ティ

ーチャー、イングリッシュのほうを使っております。 

○大和田教育長  加藤委員。 

○加藤委員  そうすると、教科書にＡＬＴと出てきたときには、何らかの説明を教師が

すれば、それで済むよという考え方でいいのでしょうか。 

○大和田教育長  濱田指導室統括指導主事。 

○濱田指導室統括指導主事  はい、そのとおりでございます。 

○大和田教育長  加藤委員。 

○加藤委員  ありがとうございました。 

○大和田教育長  ほかにございますか。 

 では、１点、私のほうからお聞きしたいのですけれども、今年から小学校においては新

学習指導要領をもう実施済みでやっていますけれども、その中で特に５年、６年生が英語

の教科化が図られております。そうした状況の中で、来年度から中学校の英語をやるに当

たって、小学校と中学校の連動性、報告書にも書いてありますけれども、その中でどのよ

うな意見が出たかをもし教えていただければ有り難いのですけれども。佐藤中学校外国語

科教科書調査委員会委員長。 

○佐藤中学校外国語科教科書調査委員会委員長  報告書の中では、Ｂ、構成、①、教材
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配列の工夫のところに、小学校と連携の部分が主に書かれていると思います。そのような

中で、東京書籍におけるUnit０というのが、前学年または小学校と連携がうまく取れてい

るということで報告に上がっております。 

 以上です。 

○大和田教育長  分かりました。ありがとうございました。 

 ほかに御質問、御意見等ありますか。 

     （「なし」との声あり） 

○大和田教育長  それでは、ほかにないようですので、以上で質疑を打ち切ります。 

 以上で外国語科（英語）の質疑等は終了しました。 

 協議の途中ではありますけれども、本日の協議はここまでとし、明日、引き続き協議い

たしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

     （「異議なし」との声あり） 

○大和田教育長  異議なしとのことでありますので、さよう決定します。 

 それでは、明日８月５日水曜日午前９時30分に第７回臨時会を再開いたしますので、午

前９時15分までに御参集をお願いいたします。 

 これにて令和２年調布市教育委員会第７回臨時会を散会いたします。どうもありがとう

ございました。お疲れさまでした。 

 

 

 

 

 

   

 

 


