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                               小 山 暢 子 
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          指導室統括指導主事                     濱 田 昌 也 
 
          指 導 室 副 主 幹                     坂 口 昇 平 
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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 
 
１．事務局出席者        教育総務課総務係長                     廣 田 剛 一 
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          委 員                     福 山 めぐみ 
 
〈会議に付した事件〉 
 
議案第33号 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採択について 
 
議案第34号 令和３～６年度使用調布市立中学校教科用図書の採択について 
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○大和田教育長  皆さん、おはようございます。ただいまから令和２年調布市教育委員会

第７回臨時会を再開いたします。 

 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、御了承を願います。 

 また、審議する内容により、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。 

 ここでお諮りいたします。 

 協議題の(2)の一部について、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、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  異議なしと認め、そのようにいたしたいと思います。 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 

 日程第３ 協議題 

  (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  これより日程に入ります。日程第３、協議題に入ります。 

 昨日に引き続き、(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。 

 本件については、昨日、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の説

明、さらに一部の教科について各教科の調査委員会委員長から説明を受け、各委員からの

質疑が終了しているところです。 

 これから説明及び質疑が終了していない教科について、説明及び質疑を行ってまいりま

す。 

 ここで奈尾教育長職務代理者に退席をお願いしたいと思います。 

 

     （奈尾教育長職務代理者退席） 

 

○大和田教育長  それでは、初めに、髙橋中学校保健体育科教科書調査委員会委員長か

ら保健体育科について説明をお願いします。髙橋中学校保健体育科教科書調査委員会委員

長。 
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○髙橋中学校保健体育科教科書調査委員会委員長  保健体育科教科書調査委員長の髙橋

剛三です。保健体育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４社です。 

 まず、学研教育みらい社について報告いたします。 

 Ａの①では、「課題をつかむ」で始まり、「まとめる・深める」で終える作りになって

おります。そのため、生徒には理解しやすい構成となっています。また、要所に「考え

る・調べる」の項目があり、話し合いなど学習活動を広げられる工夫がなされています。 

 Ｂの②では、学年段階に応じて、イラストの量やデータの掲載に変化があり、工夫され

ております。また、がん患者とともに生きる内容は人権への配慮がされており、道徳の観

点からも評価できる内容となっております。 

 Ｃでは、運動、スポーツのよさや大切さ、よりよい生活、日常の生活と健康が深く考え

られるような構成となっていて、課題解決能力と実践力が身につくように工夫されており

ます。 

 思考力、判断力などを育成するために章のまとめを提示し、実際の場面に当てはめて考

えることで、健康の保持増進のための実践力の育成を図るようになっています。 

 続いて、東京書籍について報告いたします。 

 Ａの①では、章ごとに活用する、広げるといった学習活動を細かく明記してあり、授業

展開がしやすく工夫されております。また、自分の課題を見つけ、習得した知識を生かし、

考えさせる課題が設けられております。 

 ②では、カリキュラム・マネジメントの実現に向けて教科書等横断的な視点となってい

る箇所が見受けられました。 

 Ｂの③では、学習のつながりを意識した目次が工夫されており、１年生から３年生まで

の学習内容の流れが分かりやすく提示されております。そのため、生徒も見通しを持って

取り組むことができると予想されます。 

 さらに④では、重要語句のポイントが太字で書かれていて、キーワードが欄外に設けら

れていたりと、基礎的な内容の定着を図るような構成となっております。 

 続いて、大日本図書について報告いたします。 

 Ａの①では、単元ごとに「話し合ってみよう」の項目を掲示し、身近な項目を通して考

えさせることで思考力、判断力の育成を図るようになっております。 

 Ｃでは、各章末ごとに「学びを活かそう」という記入欄があり、その章で学習したこと
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をより深く理解するための課題が示されております。 

 Ｄでは、身近にある啓発マーク、ポスターなどをふんだんに掲載し、より身近な問題で

あることをデータや実体験レポートを載せ、理解しやすい内容となっております。 

 続いて、大修館書店について報告いたします。 

 Ａの①では、保健体育の学び方が掲載されており、学ぶ内容や身につけたい力に応じた

様々な方法を紹介しています。それぞれの特徴には分かりやすい説明があり、教員の指示

が通りやすい内容となっております。 

 Ｂの④では、マーク表示があらゆる場面に掲示され、本文で学んだことをさらに広げた

り、深めたり、様々な情報がまとめられております。 

 Ｃとしましては、思考力、判断力などを育成するための章のまとめを掲示し、実際の場

面に当てはめて考えることで、健康の保持増進のための実践力の育成を図るようになって

おります。 

 保健体育科の調査研究報告は以上です。 

○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。 

 ここで保健体育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。 

     （「なし」との声あり） 

○大和田教育長  質疑がないようですので、質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。 

 以上で保健体育科の質疑等は終了しました。 

 次に、堀田中学校道徳科教科書調査委員会委員長から特別の教科道徳科について説明を

お願いいたします。堀田中学校道徳科教科書調査委員会委員長。 

○堀田中学校道徳科教科書調査委員会委員長  道徳科教科書調査委員長の堀田でござい

ます。道徳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社でございます。 

 まず、学研教育みらいについて報告いたします。 

 Ａの①では、４つのステップ、見つけよう、考えよう、話し合おう、生き方につなげよ

うで考えを深めるように工夫があり、生徒が自らへの問いを見つけ、課題や問題に対して

主体的に向き合うことができるような構成がなされております。 

 次に、Ｂの①でございます。ユニット学習として、１つのテーマを複数の教材で連続し

て学び、考えを深める配列の工夫があります。 
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 次に、Ｄについてです。全学年に命について様々な観点から考える教材を５～７つ程度

配列してございます。 

 続きまして、光村図書の報告です。 

 Ａの①では、教材末の「考えよう」では道徳的価値の理解を深めたり、問題を解決した

りするために話し合う発問が配置されています。 

 Ｂの①では、シーズンごとに分け、テーマが設定され、そのテーマに応じて教材をまと

めてあります。 

 Ｃについてです。教材が良質です。教材を通して様々な価値等について考えたり議論し

たりする教科にとって、教材の良否は大変に重要であり、特筆すべき点であると考えます。

また、教材の各シーズンに１以上の「深めたいむ」が設けられており、既習事項について

自己の考えを深める工夫があります。 

 続きまして、日本文教出版の報告です。 

 Ａの①には、目次や冒頭の「道徳科での学び方」で見通しを持つことができます。単元

ごと、学期末ごとの振り返りが可能となっています。 

 同じくＡの①、「プラットホーム」「参考」のページがあり、考えを広げさせたり、他

領域とつなげさせたりすることができます。 

 Ｃについては、道徳ノートが付属されており、学習の記録や学習の振り返りを行うこと

ができ、評価資料として活用することもできます。 

 続いて、教育出版の報告です。 

 Ａの①では、よりよい人間関係の構築に必要な考え方や、他者とのコミュニケーション

を円滑に行うため、「やってみよう」によりロールプレイや話し合いを通し学ばせること

ができます。 

 Ｂの③では、いじめ問題等について連続して学ぶ構成があります。 

 Ｄについては、生命尊重をテーマとした教材が各学年３時間のユニットで構成されてい

ます。 

 続きまして、東京書籍の報告です。 

 Ａの①です。教科書の巻頭に「道徳の授業はこんな時間に」として授業例が示されてい

るとともに、「話し合いの手引き」が掲載されており、視覚的な分かりやすさを備えた主

体的な学びを促す工夫があります。また「プラス」というコラムがあり、学んだことを広

げたり深めたりすることができます。 



 
- 7 - 

 同じくＡの①、すべての資料の最後に「考えよう」と「自分を見つめよう」との設問に

分かれており、提示されてございます。 

 Ｃについてです。付録に心情円があり、自分の気持ちや考えを大切にする教科特性を生

かす工夫があります。また、巻末に学期ごとに学習を振り返るシートが付属されており、

評価に活用することができます。 

 続きまして、廣済堂あかつきでございます。 

 Ａの①、学年ごとに教科書のテーマが違い、教科書のテーマ設定がすなわち各学年の目

標を示しており、学年間のつながりが明確になっています。同じく「考える・話し合う」

として話題が提示されています。 

 Ｃについては、道徳ノートに22の内容項目について説明がなされており、学習のねらい

が明確になっています。 

 最後に、日本教科書の報告です。 

 Ａの①、教科書の巻頭に「道徳科って何を学ぶの？」と「教科書の使い方」が示されて

おり、主体的な学びに向かわせる工夫があります。また、発問の中に自分の生活や社会と

のつながりについて考えさせることもできます。 

 Ｃについては、巻末に１年間を振り返るワークシートがあり、内容項目ごとに道徳的実

践について振り返ったり、次年度の目標を考えさせたりすることができます。 

 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。 

 ここで特別の教科道徳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  別冊がついているところがあると思うのですけれども、別冊について御意

見が出たのかどうか、どんな御意見だったのか教えていただければと思います。 

○大和田教育長  堀田中学校道徳科教科書調査委員会委員長。 

○堀田中学校道徳科教科書調査委員会委員長  委員会の中では、使い勝手の善しあしに

ついての意見が出されました。別冊になっていることによって、そのものを取り出して使

える使い勝手のよさがある反面、それだけが本体の教科書と分かれてしまって、中学生が

使うものですから、例えば紛失してしまうとかということのデメリットについても実際に

使う先生方からは意見が出ました。ですから、道徳ノートの内容の善しあしというよりは、

中学生に使わせる上での使い勝手の善しあしについての意見が大半でございました。 
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○大和田教育長  ほかにございますか。加藤委員。 

○加藤委員  非常に単純なことなのですが、本市には優れた音楽の先生がいて、教育芸

術社、教育出版ともに、その方の作詞作曲の紹介があるのです。それだけで私は何となく

誇りを胸に感じたくらいなのですが、道徳の教科書に、曲はついていないけれども、この

方の詩が載っていたのです。そのことについて調査委員会では話題になったかどうか、そ

こだけをお聞かせください。 

○大和田教育長  堀田中学校道徳科教科書調査委員会委員長。 

○堀田中学校道徳科教科書調査委員会委員長  話題にはなっておりません。 

○大和田教育長  加藤委員。 

○加藤委員  残念ですが、ありがとうございました。 

 次に、ちょっと面倒な質問をいたします。具体的に言うと、会社名は特に言いませんが、

おじいさん、おばあさんという表現が私には気になって仕方がないのです。自分自身、も

はや、おじいさんと呼ばれても何の抵抗もないのですが、例えばバスの中で出会ったおば

あさんとか、そういうことが道徳の表現の中に結構出てくるのです。ひどい場合は、これ

は小説家のせりふだから仕方ないと言えるかもしれないけれども、じじいというせりふが

出てくるのです。 

 何でこういうことにこだわるか。例を挙げます。実体験です。バスの中である人が倒れ

たのです。運転手さんがすごく機転の利く方で、バスを止めて、救急車を呼んで、お急ぎ

の方は次のバスを利用してくださいと、そこまでやってくれたわけです。ところが、運転

手さんが「おばあさん、大丈夫ですか」と言ったら、その方が何と答えたか。「私はおば

あさんじゃありません」と答えたのです。これは実話です。後で聞いてみたら、その方は

64歳、うちの奥さんが救急車に一緒についていってくれて分かったことなのです。自分の

お孫さんもいないそうです。そういう方は結構いるわけですから、簡単に初めて会う人に

対して、おじいさん、おばあさんと表現してしまっていいのかどうか。 

 長くなって申し訳ないですが、こういう記述の会社がありました。60年代の婦人とか、

別の表現では80歳を超えたおばさんである。こういうのなら、すんなり受け入れられるの

です。こういうことについて委員会としては、あるいは委員会として全然話題にならなか

ったとしたら、委員長として、個人としてでも結構です、どのようにお考えかお聞かせ願

いたいと思います。 

○大和田教育長  堀田中学校道徳科教科書調査委員会委員長。 
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○堀田中学校道徳科教科書調査委員会委員長  まず、委員会として、７社の教科書につ

いて、すべての教材について、すべてを読んで議論したことはございませんでしたので、

表現のことについて委員会として話題にはしておりません。 

 私、個人的な見解を申しますと、先ほどある出版会社の報告のときに述べましたけれど

も、道徳の肝といいましょうか、大切なものは教材だと思っております。ですので、授業

として使う側の学校、あるいは教員が、たとえ採択された教科書であったとしても、中の

教材を使う前にはよく吟味して、使うことが適切かどうかという判断は必ずしております。

ですので、実際に採択された教科書の中に今御指摘のあったような表記、表現があった場

合には、その教材を使うことをせず、別の教材を準備する。１年間35時間の授業でござい

ますので、その辺りを適切に考えながら、よりよい教材、そのときの生徒たちの学校生活

や実態に応じた適切な教材を選択することが重要だと考えています。 

○大和田教育長  加藤委員。 

○加藤委員  委員長の御回答で私なりに納得しました。 

 ただし、委員会の過程で全部の教科書を読んだわけではないのでというのは、ちょっと

不適切な発言かなと私には思われますが、いかがなものでしょうか。 

○大和田教育長  堀田中学校道徳科教科書調査委員会委員長。 

○堀田中学校道徳科教科書調査委員会委員長  誤解がありました。それぞれの委員は分

担して読んでおりますが、それを委員会の場で読み合わせる時間がなかったということで

お伝えしたつもりでおりました。言葉足らずで申し訳ありませんでした。 

○大和田教育長  加藤委員。 

○加藤委員  そういうことなら了解いたします。ありがとうございました。 

○大和田教育長  ほかにございますか。細川委員。 

○細川委員  保護者の見方からしますと、先生の立場からすると道徳は評価するのが難

しい科目かなと思うのですけれども、評価にかかわる観点とでもいいましょうか、評価に

活用できるというのか、そういった点での委員からの意見もしくは見方など、そんなこと

が話に出たのかどうかお聞かせいただきたいです。 

○大和田教育長  堀田中学校道徳科教科書調査委員会委員長。 

○堀田中学校道徳科教科書調査委員会委員長  委員からは、それぞれの観点での意見が

出たり、それについて意見交換をすることがございました。具体的に申しますと、おっし

ゃるとおり評価することが大変難しく、一方ではとても重要なことでございます。中には
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巻末に評価のシートがついていたり、別冊で評価のノートがついていたりするものもあり

ましたので、それらがついているものが望ましいのではないかという意見がある一方、学

校ごとに独自に評価ノート、評価資料を作っている学校もございまして、それで既にやっ

てきているので、そのほうが使いやすいという意見もありましたので、その辺りは委員の

中でも意見が分かれるところではありました。ですので、評価については委員も教員も関

心が高く、話題の中心というか、多くをその話題に割いたという実態もございました。 

○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。 

 以上で特別の教科道徳科の質疑等は終了しました。 

 ここで退席いただいておりました奈尾教育長職務代理者は、席にお戻りいただくようお

願いいたします。 

 

     （奈尾教育長職務代理者復席） 

 

○大和田教育長  ここでいったん休憩とさせていただきます。午前10時10分再開とさせ

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、どうもありが

とうございました。 

 それでは、10時10分から再開したいと思いますので、よろしくお願いします。 

休憩 午前９時59分 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 

再開 午前10時10分 

○大和田教育長  それでは、再開いたします。 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 

○大和田教育長  これから国語（書写）など各教科の種目別に教科用図書の選定を行っ

てまいります。選定に当たっては、各委員から、どの教科書を推薦するか御発言いただき、

その中から１社に絞り込みを行いたいと思います。各委員の教科書の推薦については、教

科書を提供する会社が２社の場合は１回、３社以上の場合は２回以上の推薦を行います。 

 まず、教科書を提供する会社が２社の場合の選定について説明いたします。各委員は１
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社を推薦し、その理由とともに御発言願います。この結果に基づき、過半数を得る１社を

決定していきます。 

 なお、推薦の結果、可否同数の場合は、改めて意見交換を行い、１社を決定してまいり

ます。また、意見交換の後、再度可否同数となった場合には、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の規定により、教育長が決定してまいります。 

 次に、教科書を提供する会社が３社以上の場合の選定について説明します。各委員は推

薦を２回行います。１回目は各委員が２社を推薦し、その理由とともに御発言願います。

この結果に基づき、上位２社が３社以上となる場合もありますので、その３社以上につい

て２回目の推薦を行います。各委員はその上位２社の中から１社を推薦し、原則として過

半数を得る１社が決定するまで繰り返すという方法で行ってまいりたいと思います。 

 なお、２回目以降の推薦において、例えば３社の中から推薦をいただく場合、２票、２

票、１票に分かれる場合がございます。この場合は過半数を得た会社はありませんので、

決定されませんが、１回目の推薦に倣い、２票を得た上位２社による推薦を行い、過半数

を得る１社を決定していきたいと思います。 

 また、推薦の結果、可否同数の場合など、いずれの会社も過半数を得られない場合は、

改めて意見交換をした後に推薦していただく場合もございますので、御協力をお願いいた

します。また、意見交換の後、再度、可否同数となった場合には、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律の規定により、教育長が決定してまいります。 

 選定方法の説明は以上になります。 

 この選定方法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  異議なしと認め、そのように進めてまいります。 

 それでは、国語科（国語）の教科用図書から選定を行いたいと思います。各委員から順

番に２社ずつ御推薦をいただき、国語科（国語）における教科書を選定したいと思います。 

 最初に、細川委員から順次、推薦をお願いいたします。 

○細川委員  前提として、私は保護者の立場であり、先生方の御意見を報告書から何と

か読み取るようなところと、実際に保護者が自分の子どもに読ませるとしたら、どういう

ところかなというところから拝見させていただきました。これは全般的にです。 

 国語に関していいますと、東京書籍と光村図書を挙げたいと思います。 

 東京書籍については、基礎や発展、どちらかというと、とても基礎について充実してい
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るという印象を受けました。また、バランスがいいというところで東京書籍を挙げさせて

いただきます。 

 光村図書に関しては、先生方が非常に重視されている新学習指導要領の主体的で対話的

な学び、深い学び点についての充実が読み取れましたので、光村図書を挙げさせていただ

いた次第です。 

○大和田教育長  ありがとうございました。次に川原委員、お願いします。 

○川原委員  私は、１社目は東京書籍をお願いいたします。 

 委員会の御説明にもあったのですけれども、教材の手引きで学習の流れを確認し、「振

り返り」で身につけた力を確認できる。グループディスカッションやリンクマップを用い

た話合いなどで、生徒の日常生活に関する教材が取り上げられている。動画コンテンツが

工夫されていて、他の教科書ともリンクしている。 

 以上の点等を勘案しまして、東京書籍という形になります。 

 もう１つは、光村図書をお願いいたします。 

 全体的に落ち着いた色使いで読みやすいという点。図書の紹介が非常に多く、これを読

んで語彙力と質を高めることができるのではないか。聞き上手の教材においては、対話的

な学びの基礎として主体的に聞く力を育てることができる。動画コンテンツが工夫されて

いて、教材の続きを専用のウェブサイトで読むことができるという理由で、その２社をお

願いいたします。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続きまして、加藤委員、お願いいたします。 

○加藤委員  国語に関しては、光村図書を一番に推したいと思っています。 

 昨日の質問にもあったように、私は文学作品にとてもこだわりました。例えば「ことば

の力」、大岡信という人は調布に住んでいた方なのです。こういう人の文章とか、三浦哲

郎「盆土産」、向田邦子「字のないはがき」、菊池寛「形」、井上ひさし「握手」、何と

いっても森鴎外の「高瀬舟」がいい意味で重く国語の教科書に載っていることを評価した

い。つまり一言で言えば、近代文学の重厚さがこの教科書にはあると判断しました。 

 次に、三省堂についても似たような感想を持っています。 

 ここでは同じく井上ひさしの「握手」とか森鴎外の「高瀬舟」は載っているのですが、

そこに新しく俳句の夏井いつき、短歌の俵万智、評論文でエッセイといったらいいか、又

吉直樹といった新しい人もうまく採り上げているという点で推薦したいと思います。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて福山委員、お願いいたします。 
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○福山委員  私は光村図書と東京書籍を推薦いたします。 

 光村図書につきましては、教材の作品がとても充実しており、作品の後には登場人物の

心情を捉えたり、言葉の意味を考え、読み深めようと促しています。聞き上手になること

が対話を充実させることにつながるとして、聞き方の工夫や質問の種類を学習できるよう

工夫されています。学年に応じて対話や対談等を行い、学習の振り返りで気付いたこと、

感じたことを話し合い、どの質問が相手に迫ることができたか、自分だったらどうするか

等、目標を達成するための十分な量の確保ができております。学びに向かう力を育成でき

る流れとなっていることを評価したいと思います。 

 学習指導要領で育む資質・能力については、学習の見通しを持とうの箇所に色分けをし

て思考力、判断力、表現力と知識、技能が分かりやすく表示されています。「思考の地

図」には思考を広げるコーナーや、整理するコーナー、深めるコーナーが示され、プログ

ラミング思考が位置付けられていると思います。そのほかに著作権についても記述があり、

著作者の許可が必要なくて引用することが可能な場合はどういうときかということも書か

れておりました。こういったところで光村図書を推薦いたします。 

 東京書籍につきましては、「新しい国語」ですが、言葉の力をテーマに、どこまでも子

どもに寄り添い、すべての学習の基盤となる言語能力を中学の３年間で引き出す仕組みが

網羅されています。本来言葉はコミュニケーションの大切な媒体であり、これからの困難

な時代を生きる子どもたちがグローバル化や情報化に対応して、様々な課題に向き合い、

自ら解決していく力が求められます。目次には本編、基礎編、資料編が紹介された後、１

年間で学ぶこと、学習の進め方、教科書の使い方などがあり、見通しが持てるようになっ

ています。教材を通して自ら気付き、考えて、グループで対話し、言葉の力でポイントを

学び、必ず振り返るという学習の流れが分かるように構成され、主体的・対話的で深い学

びへいざなう仕組みは生徒の隠れた可能性を触発し、人としての基本を鍛えることにつな

がると思います。こういったことで推薦させていただきます。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続きまして、奈尾教育長職務代理者、お願

いいたします。 

○奈尾教育長職務代理者  私、各教科の採択に当たって、本市の教育プランの中にあり

ます確かな学力の育成、学習指導要領改訂の中で柱となっております主体的・対話的で深

い学びの実現に向けた学習過程に重点を置いて拝見してきたところでございます。そうい

った中で、特に光村図書、教育出版の２社を推薦させていただきたいと思っております。 
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 光村図書は、学習の見通しを持とうというところで、１年間でどのような学習をするの

か、どんな力を身につけるのか、学年ごとに明示しております。教材がバランスよく配列

してあったり、系統性を段階的に示したり、１年間の学習内容を理解しやすく構成されて

おります。主体的な学び、主体的に聞く力を育てるという点も学習を進める上で大事な点

としてとらえております。 

 教育出版は、言葉を重視していることを強調した構成、工夫がなされています。１年生

の巻頭に言葉とは何か、２年生では言葉の楽しみ、３年生では日本語の特徴を挙げて強調

しておりますし、評論家の文章の中で、正しい日本語を身につけることは豊かな生活の基

礎を作ること、日本語を賢明に扱うことが大切だと、ここら辺りも言葉を重視している教

科書だと思ったところです。さらに、言葉の地図というところで教科書の使い方、国語学

習の進め方について丁寧に示しているのではなかろうかと思います。「学びナビ」、コラ

ム等も各教材に設けたりして、学習の深まりを補充しているといったところも、いいとこ

ろかなと思っております。 

○大和田教育長  ありがとうございました。最後に私、教育長から推薦させていただき

たいと思います。 

 １つは光村図書であります。もう１つは東京書籍であります。両社とも調布市教育委員

会の教育プランの目標であります命の大切さや人の尊厳にかかわる内容の教材で、確かな

学力に基づいた、生きる力をはぐくむために基礎、基本を押さえた上で、幅広い学力層の

生徒が応用力を伸ばしやすい教材が準備されていると思っております。 

 光村図書は、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」の目標を明確に示し、

「とらえる」「読み深める」「考えを持つ」という学習過程が見開きの一覧で分かりやす

く示され、学びを通して主体的な学びを促しています。小学校から中学校への円滑な接続

を図るため、１、２年生に練習、小学校６年生で学習した漢字を設け、確実に習得できる

ようにするとともに、１年の初めに「言葉に出会うために」を設け、音読・発表、ノート、

調べ学習、言葉の手帳など、学習の進め方を説明しています。また、動画コンテンツを工

夫していることや、教材の続きを専用のウェブサイトで読むことができるなど、デジタル

コンテンツの扱い、ネットを活用した学習が可能となっています。 

 一方、東京書籍は、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」で身につけた力を確認することができます。また、他の教科との関

連を図り、教科横断的に取り扱えるよう、話題や題材の選定、年間の教材配列等、分かり
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やすく一覧表で示されています。聞く、話すことでは、「話す」「聞く」「話し合う」の

３系統からなり、スピーチ、プレゼン、リンクマップを用いた話合いなどの実用的な題材

を工夫し、各学年に系統的、段階的に配列されているなど、学習を深める工夫がなされて

いる印象を私は持っております。 

 以上の理由から、光村図書と東京書籍を推薦するものであります。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、東京書籍株式会社が４票、株

式会社三省堂が１票、教育出版株式会社が１票、光村図書出版株式会社が６票となりまし

たので、上位２社である東京書籍株式会社、光村図書出版株式会社の２社に絞りたいと思

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  それでは、ただいま絞りました２社、東京書籍と光村図書について、

各委員から順番に１社ずつ御推薦いただき、国語科（国語）の教科書を選定したいと思い

ます。 

 まず、細川委員から順次お願いいたします。 

○細川委員  光村図書でお願いします。 

○大和田教育長  次に川原委員、お願いします。 

○川原委員  私も光村図書でお願いいたします。 

○大和田教育長  加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  光村図書でお願いいたします。 

○大和田教育長  福山委員、お願いします。 

○福山委員  同じく光村図書です。 

○大和田教育長  次に、奈尾教育長職務代理者。 

○奈尾教育長職務代理者  同じく光村図書でお願いします。 

○大和田教育長  最後、私、大和田ですが、光村図書で推薦していきたいと思います。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、光村図書が６票で、過半数を

得ましたので、国語科（国語）の教科書につきましては光村図書としたいと思います。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  それでは、国語科（国語）の教科書につきましては、光村図書といた

します。 
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 以上で国語科（国語）の選定を終わります。 

 次に、国語科（書写）の教科用図書を選定いたしたいと思います。各委員から順番に２

社ずつ御推薦をいただき、国語科（書写）における教科書を選定したいと思います。 

 細川委員から順次、推薦をお願いいたします。 

○細川委員  私は東京書籍と光村図書を挙げさせていただきます。 

 理由は、東京書籍は、保護者の目でいうと、字を書く、書を書くという基本がすごくし

っかりしていると読むことができました。運筆の理解のしやすさだとか、仮名の字形の見

やすさなど、また、ほかの資料との配置のバランスが非常によいという印象です。 

 光村図書に関しては、作り方が非常に上手だなという印象です。発達段階に応じた簡潔

で分かりやすい説明とか、学習過程を系統的、段階的に設定しているというところが先生

方の評価も高いと理解いたしました。 

○大和田教育長  ありがとうございました。次に川原委員、お願いします。 

○川原委員  私、１つ目は東京書籍をお願いいたします。 

 大判で書き込み式の教材が多く、「目標」や「振り返って話そう」では、見通しを持っ

て主体的に学べるようになっている。身近な場面を題材に教材が工夫されて、巻末に書式

のポイントが示されている。Ｄマークのある単元では、関連する国語の教科書ページ等が

閲覧できて、専用ページでは他教科のデジタル資料も一括して閲覧できるということでご

ざいます。 

 もう１つは光村図書をお願いします。 

 全般的に非常に落ち着いた色使いであり、見通しを持って主体的に学べるようになって

いる。日常生活の関連で、身近な実用的な題材を用いている。本編と練習帳の書写ブック

が収録されて、これは非常に活用できるのではないか。教科書の連動コンテンツが非常に

多く、学習に役立つ資料が非常に多く収録されているということで、そちらの２社でお願

いいたします。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  私は光村図書と三省堂を推薦します。ともに手紙の書き方、はがきの書き

方、入学願書、送り状など、実生活に役立つ内容を含んでいて、力点を置いているという

ところです。なお、昨日の質疑応答の中で国語の教科書と書写の教科書は同じ会社のほう

がいいのではなかろうかという話が出ましたので、それも私の中で推薦理由として働いて

います。 
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○大和田教育長  ありがとうございました。続いて福山委員、お願いします。 

○福山委員  私は光村図書と東京書籍を推薦いたします。 

 光村図書につきましては、１年生から３年生の学習の目標と振り返りが見開きでその場

で見通せるような工夫がされております。考えようというところで配列などを意識し、確

かめようでポイントを確認しながら書いてみるというように、とても分かりやすく、着実

に積み上げが実感できる仕組みになっています。文字の歴史を探るのコラムでは、今、私

たちが使っている文字がいつ、どのように生まれてきたかが文字文化の興味、関心を高め

ることにつながると思います。ＣＵＤの配慮により、とても見やすく適切であると思いま

す。文字の使い分けなど、日常的に役立つ書式、常用漢字表や人名用の漢字表など、充実

しております。さらに、デジタルコンテンツの活用も充実しております。 

 東京書籍「新しい書写」には「文字のいずみ」というページが各学年にあります。そこ

に文字の成り立ちと移り変わりがあり、中国で生まれた漢字を基に日本で仮名が生まれた

という歴史は社会の課題に対応できる能力の養成につながり、新学習指導要領のカリキュ

ラム・マネジメントの実現に向けた横断的な視点として評価ができます。書写の学習で目

標や進め方、「振り返って話そう」で見通しを立てたり、グループで話し合ったりしなが

ら、主体的・対話的で深い学びの実現が可能な流れとなっております。インターネットを

活用して運筆動画や、他の教科のデジタル資料もふんだんに用意されているところを評価

いたしました。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続きまして、奈尾教育長職務代理者、お願

いします。 

○奈尾教育長職務代理者  昨日の教科説明の折に私、国語科の教科委員長に国語の教科

書と書写の教科書は同一の社のものがよろしいのだろうかという質問をさせていただきま

した。その回答の中で、文字の配列等、同じ配列になっているので、やはり同じ社の教科

書のほうが扱いやすいのだという話が出ました。そういったことから国語の教科書と同様

に、私は光村図書と教育出版を推薦させていただきました。 

 光村図書は、先ほど来出ておりますけれども、「学習の進め方」が、巻頭に見通しを持

って学習、活動に取り組もうというのがありまして、考えよう、確かめよう、生かそうと

示されて、主体的な学習が進められるようになっている点。とじ込みの書写ブックには硬

筆の練習帳に28ページものたくさんの練習するところが含まれておりまして、大変豊富に

なっております。動画であるとか写真、外部サイト、資料はとても豊富で、これも主体的
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な学習を進めていく上で大変役に立つ教科書ではないかと思ったところでございます。 

 もう一方の教育出版は、光村図書と同じく学習の進め方について示しています。目標、

考えよう、生かそう、振り返ろう、そういう見通しを持った学習が進められるように構成

されております。一方では、特に小・中と同じ図版を用いている。本市の小学校の教科書

は、書写は教育出版社でありまして、小・中の連続性というところから見ると、学習の接

続、連続性は大事ではないかと思いますが、小学校で学習した漢字等々も示しておりまし

て、小・中の教科書で一貫した学習に取り組めるように構成がなされている点を私は評価

いたしました。 

○大和田教育長  ありがとうございました。最後に私ですが、私の意見、考え方ですけ

れども、昨日の質疑でもございましたように、国語と書写の関連から考えますと、国語が

決まれば書写も一緒の会社にしたほうが指導する教員側としても指導しやすいのではない

かと考えております。基本的には指導の効率性、あるいは効果的な面から考えて、国語と

関連を持たせたほうがよいと考えておりますので、国語の教科書が決まったら、書写も一

緒にしたほうがよいと思っております。 

 そうした中で、光村図書と東京書籍を推薦いたします。 

 光村図書は巻頭に学習の進め方を示し、全教材に目標や学習の振り返りを設け、生徒が

主体的に学べるようにしていることや、動画が39本、写真が161枚、外部サイトに15サイ

トある教科書連動コンテンツには学習に役立つ資料等が豊富に収録されているなど、活用

するに当たり、大変分かりやすく国語の教科書とつながる教材もあることから推薦するも

のです。 

 東京書籍は大きさが大判で、書き込み式教材が豊富であり、巻末コラムでは文字の歴史

や用具、用材、手書き文字などの文字文化が紹介されており、生徒が興味を持ちながら主

体的に取り組める教科書だと思います。 

 以上の理由からこの２社を推薦するものでございます。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、東京書籍が４票、三省堂が１

票、教育出版が１票、光村図書が６票となりましたので、上位２社である東京書籍と光村

図書の２社に絞りたいと思います。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  それでは、ただいま絞りました２社、東京書籍と光村図書について、

各委員から順番に１社ずつ御推薦いただき、国語科（書写）の教科書を選定したいと思い
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ます。 

 まず、細川委員から順次お願いいたします。 

○細川委員  あえて東京書籍でお願いします。 

○大和田教育長  次が川原委員、お願いします。 

○川原委員  私は光村図書でお願いします。 

○大和田教育長  加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  光村図書でお願いいたします。 

○大和田教育長  福山委員、お願いします。 

○福山委員  同じく光村図書でお願いします。 

○大和田教育長  奈尾教育長職務代理者、お願いします。 

○奈尾教育長職務代理者  光村図書でお願いします。 

○大和田教育長  私、大和田も光村図書で推薦したいと思います。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、東京書籍が１票、光村図書が

５票で、光村図書が過半数を得ましたので、国語科（書写）の教科書につきましては光村

図書としたいと思います。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  それでは、国語科（書写）の教科書につきましては光村図書といたし

ます。 

 以上で国語科（書写）の選定を終わります。 

 次に、社会科（地理）の教科用図書を選定いたしたいと思います。各委員から順番に２

社ずつ御推薦いただき、社会科（地理）における教科書を選定したいと思います。 

 また細川委員から順次推薦をお願いいたします。 

○細川委員  地理につきましては、帝国書院と教育出版を推したいです。 

 帝国書院につきましては、各自の考えの幅を持たせる様々な方法などが提示されている

ということ、違った手法、様々な方法を学べるような単元のまとめのページがある。そう

いうところです。 

 教育出版に関しましては、章ごとの振り返りで課題を深く考えさせるトピックの取り上

げ方が理解を深める学習につながっていると考えました。そして全体的に分かりやすいと

いうところを理由といたします。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて川原委員、お願いします。 
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○川原委員  私は、１つ目は教育出版をお願いいたします。 

 中学校での学習の進め方や歴史、公民とのつながりが非常に丁寧に書かれていて、他教

科の学習の参考になる写真が掲載されている。年間の学習活動の見通しが立てやすく、Ｓ

ＤＧｓの説明もあり、地理的分野でのかかわりを学習することができる。学習コラムとし

ての地理の窓。地理の技では、地図やグラフなどの扱い方を学べるようになっている。見

開きページの多くにはキャラクターの吹き出しにより写真や図表への問いかけが見られて、

基本的な知識が確認できる。 

 もう１つは帝国書院をお願いいたします。 

 写真、資料、イラスト等の配置がよく、はっきりしていて見やすく、キャラクターの吹

き出しが多く、写真、地図、イラストへの説明や問いかけで学習の幅を広げるヒントにな

っている。課題と振り返りが見開き１ページ以内に書かれており、生徒の発達段階を考慮

した構成で、見やすい構成になっている。項目ごとに示される本論の中のコラム技術を磨

くの中では、基礎的な技術や資料の使い方、調べ方、作り方などが身につくことができる。

対話的な学びのための本論の中の未来に向けてのテーマでは、ＳＤＧｓのために参考とな

る取組を紹介して、環境、防災、共生等の学習の幅を広げられるということで、以上の２

社をお願いいたします。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  地理につきましては、帝国書院と教育出版をお願いいたします。 

 帝国書院は写真が大変分かりやすい。表紙が親しみやすい。内容的にはＳＤＧｓの取扱

い及び都市集中問題を取り上げているということも私の中では評価の対象としました。 

 次に、教育出版も人口分布の偏りを取り上げているのです。この大事な点も評価の対象

としました。具体例としては、身近な多摩市ニュータウンの例が挙がっている。これも私

にとっては、子どもにとってどうなのかなという疑問は多少ありますけれども、より身近

な教材として扱うことができるのではないかと思いました。なお、地域文化では、岩手県

の早池峰神楽などを取り上げつつ、他教科との関連も意識されているのかなという思いを

いたしました。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて福山委員、お願いします。 

○福山委員  私は、帝国書院と日本文教出版をお願いいたします。 

 帝国書院につきましては、目次の次に教科書の学習の仕方が学習指導要領に沿ってポイ

ントが分かりやすく表示されています。また、地理的な見方、考え方で地理を学習する際
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のヒントとなる視点が示され、次に地理的分野の学習の全体像を見通そうというのが巻頭

１～７で示されています。教科書の全体像や構成がとても分かりやすく示されていて、取

り組みやすくなっていると思います。章と節の最後には必ず振り返ろうのページがあり、

学んだことを確かめ、地理的な見方、考え方を説明するよう促し、思考力、判断力、表現

力を鍛える工夫があり、その中でグループの討議をするなど、主体的・対話的で深い学び

へいざなう学習過程が明確です。コラムの特設ページではＳＤＧｓが取り上げられており

まして、25のテーマを環境、防災、共生の３つの分野で対話的な学びのために役立てられ

るのではないかというところを評価いたしました。 

 日本文教出版につきましては、初めに地理的な見方、考え方についてイラストで分かり

やすく解説されていますが、それを具体的に５つの概念で解説しています。世界や日本、

否、地球を地理的な見方、考え方で見ていることで、どんな世界が広がるのか、どんな課

題の発見が生まれるのかなど、見開きのページで問いかけがあり、学習、課題があり、見

方、考え方で課題解決へのヒントを得て、主体的に考え、グループで話し合い、理解を深

める構成となっています。チャレンジ地図では、持続可能な社会を作るためにエネルギー

や資源、地球温暖化等についても教材が上がっています。様々な言語と人々の生活という

ところで、38ページに国領駅に多くの言語で書かれた案内表示があるものが出ておりまし

た。とても有り難いと思いました。そういうところが評価されるところです。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続きまして、奈尾教育長職務代理者、お願

いします。 

○奈尾教育長職務代理者  私は、帝国書院と教育出版を推薦いたします。両社ともに構

成的な面では共通している点が多く見られるわけですけれども、学習指導要領に基づいて

適切な内容、資料、あるいは図などを提供している点、共通しているかと思います。 

 帝国書院でありますけれども、先ほども出ましたが、写真が鮮明できれいである。地図

も同様ですけれども、地理的な分野での学習には大変大切なところではないかと思ってお

ります。１ページの見開きの中に学習課題、確認しよう、説明しようとまとめてあり、授

業展開が見通し、振り返りで進められるようになっています。つまり、主体的な学びのた

めの工夫が見られる点がいいのではないかと思いました。見開きの左下に、例えば世界の

中での日本の位置であるとか、都道府県の名称と位置などのように、小学校で学習した事

項、あるいは公民、歴史との関連がある内容が示されておりまして、既習事項等について

の振り返りをする中で学びを深めることができるように工夫されているのではないかと思
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いました。地理的な見方、考え方についてでは、地理の学習をするときの視点を５つにま

とめて示しておりまして、興味、関心を持って学習に取り組めるように工夫がされており

ます。地理的な分野の学習の全体像を見直そうでは、歴史的分野、公民的分野で学ぶ事柄

との関連を図で示しておりまして、考えを深めていけるようになっているのではなかろう

かと思います。 

 教育出版になりますけれども、１年生のほう、巻頭に小学校の社会科の学習を振り返ろ

う。小学校で学んだことを一度想起させて、その上で、次に中学校の社会科の学習を知ろ

うと示して、３分野について地理的な見方、考え方についてなどを示しております。学習

の進め方については、学習課題、確認、表現を１ページ見開きに示しておりまして、これ

も主体的な学習を進めやすく、工夫して構成がなされていると思います。 

○大和田教育長  ありがとうございました。最後に私、大和田ですが、私は帝国書院と

日本文教出版を推薦したいと思います。 

 帝国書院は、地図との関係もございますけれども、各章末で学習内容をまとめ、振り返

ることで基礎的、基本的な知識や技能の習得がしやすくなっていると思います。学習課題

が提示され、学習の目当てが明確であること、教科書の出てくる用語、語句の説明、解説

が丁寧に明記されています。 

 一方、日本文教出版は章ごとに色を変えるなど、視覚的に分かりやすい工夫がされてお

り、使用されている写真、資料も鮮明で見やすいと思います。各節ごとに二次元コードが

表記されており、学習内容に関係した動画が見られるようになっています。また、インタ

ーネットを使用した調べ学習の例などが提示されていることから推薦するものでございま

す。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、教育出版が４票、帝国書院が

６票、日本文教出版が２票となりましたので、上位２社である教育出版と帝国書院の２社

に絞りたいと思います。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  それでは、ただいま絞りました２社、教育出版社と帝国書院につきま

して、各委員から順番に１社ずつ御推薦いただき、社会科（地理）の教科書を選定したい

と思います。 

 まず、細川委員からお願いいたします。 

○細川委員  帝国書院をお願いします。 
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○大和田教育長  川原委員、お願いします。 

○川原委員  同じく帝国書院をお願いいたします。 

○大和田教育長  加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  帝国書院でお願いいたします。 

○大和田教育長  福山委員、お願いします。 

○福山委員  帝国書院でお願いします。 

○大和田教育長  奈尾教育長職務代理者、お願いします。 

○奈尾教育長職務代理者  帝国書院でお願いします。 

○大和田教育長  最後、大和田ですけれども、私も帝国書院でお願いしたいと思います。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、教育出版社がゼロ票、帝国書

院が６票で、帝国書院が過半数を得ましたので、社会科（地理）の教科書につきましては

帝国書院としたいと思います。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  それでは、社会科（地理）の教科書につきましては帝国書院といたし

ます。 

 以上で社会科（地理）の選定を終わります。 

 次に、社会科（歴史）の教科用図書を選定いたしたいと思います。これも同じく各委員

から順番に２社ずつ御推薦いただき、社会科（歴史）における教科書を選定したいと思い

ます。 

 細川委員からお願いいたします。 

○細川委員  帝国書院と東京書籍をお願いいたします。 

 帝国書院につきましては、グループ活動などの際に様々な考え方を持つ人たちの立場に

立つ話合いが促されている、多面的、多角的に考えるようなトピック等もあるというとこ

ろ。また、先生方の評価として、歴史の流れを正確に、かつ分かりやすく表現、内容も余

すところがない、深く考えるために活用できる内容であるというところが理由です。 

 東京書籍につきましては、章ごとの導入や振り返りがとても丁寧であるという印象です。

写真、資料等が非常に豊富であり、本文から疑問などを持ったときに、そういう資料に飛

んで広げたり深めたりする学びにつながるのではないかというところです。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて川原委員、お願いします。 

○川原委員  私は、１社目は東京書籍をお願いいたします。 
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 理由といたしましては、全般的にバランスのとれた内容、表記で、写真や資料、イラス

ト、図表が多く配置され、非常に読みやすいということ。各章の初めには章の探求課題が

あり、章の終わりにはまとめや、まとめの活動があり、学習した内容を振り返り、理解で

きたかを確認できる。そこに描かれているキャラクターの吹き出しにより、写真、地図、

イラスト等を見ることによって資料を読み取り、学習の幅を広げることができる。各項目

のページ下には時代を示す表示があり、右下にはチェック、トライとして本文からの基本

的な発問が設定され、基本的な内容を学習することができる。ＳＤＧｓについて、現代的

な諸課題を読み解く説明があり、項目として取り上げられているということでございます。 

 もう１社は帝国書院をお願いいたします。 

 全体的に写真、資料、イラスト等の配置がよい、各項目の見開き１ページごとのキャラ

クターの吹き出しは写真、指標についての発問で、これからの学習の興味を引くことがで

きる。見開きの右ページ横に時代を示す表示がある。左ページ下には小学校や地理、公民

との関連を示す事項が示され、振り返りや他教科とのつながりを意識することができる。

対話的な学びのために、本文中のコラム、43テーマでは、未来社会を作るために先人たち

の取組を紹介してＳＤＧｓが示され、参考になる取組を紹介して学習の幅を広げられる。

最後に、章末に、章の学習を振り返ろうにおいて学んだことを確かめ、歴史的な見方、考

え方を働かせて、時代の特色を説明しようにより学んだことの振り返りができるようにな

っているという理由でお願いいたします。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  私は、歴史に関しては教育出版と帝国書院を推薦します。 

 まず教育出版に関してですが、編集上の工夫という点で例を挙げますと、見出しにクリ

スマスまでには帰れるさ、これが太字で出てくるのです。一体何と子どもに食いつかせる

といいますか、疑問を持たせるといいますか、こういう工夫が幾つかあるので、それを評

価したいと思いました。 

 次に帝国書院は、写真のキャプションも工夫があります。例えばこの場面を写したとき

に、教科書採択の様子と、それはいかにも工夫がないのです。時々意見を言ってしまって

申し訳ないのですけれども、調布市報にもそういうキャプションが出てきて、もっと考え

ればいいのにと思うことがあるのですが、今の例で言えば、教科書採択に奮闘している教

育委員たちとか、せめてそのようなキャプションなら、まだいいのですが、○○の様子と

いうのは、何かいかにも工夫が足りない。そういう点では帝国書院にはそういう工夫のな
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い○○の様子などというキャプションは見当たらないのです。ちょっとしたことですけれ

ども、私なりの評価の対象といたしました。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて福山委員、お願いいたします。 

○福山委員  私は、東京書籍と帝国書院を推薦いたします。 

 東京書籍につきましては、単元ごとに導入の活動があり、そこでは○○に迫ろう、○○

について探ろう、○○の様子をとらえよう、○○について考えようと、すべてが単元全体

の学習課題をつかみ、みんなでチャレンジの囲いではグループで話し合うよう促し、４人

の生徒のキャラクターによる研究課題への問いかけがあります。スキルアップや歴史にア

クセス、読み取る等、様々な仕掛けで展開され、まとめで課題解決を図るという流れは、

学ぶことに関心を持ち、主体的に思考し、生徒同士で目標を共有しながら深い学びへつな

がるよう工夫されています。第７章の３節、新たな日本と世界では、冷戦後の国際社会の

動きなどについて取り上げています。この中で持続可能な社会をどう実現すればよいか、

つまりＳＤＧｓの開発目標についても、2030年までの目標達成のために我が国はどうある

べきか、地球規模の課題に目を向けられるようまとめられているところを評価いたします。 

 帝国書院につきましては、この教科書の学習の仕方については学習指導要領の主体的・

対話的で深い学びに沿って、本文ページの見開きの初めには学習課題が示され、見通しを

持って授業が展開され、最後に確認しよう、説明しようで振り返りができるようになって

います。「タイムトラベル」のイラストは、いろいろな思いを膨らませながら学習の内容

が深まる仕組みとなっています。対話的な学びのためにＳＤＧｓの持続可能な開発目標な

どを通して、語り合ったりしながら未来の社会はどうあるべきかの問題提起がなされ、深

い学びへといざなう仕組みはとても分かりやすく構成されています。ユニバーサルデザイ

ン、ＵＤフォントなど、色覚特性の方への配慮があり、帝国書院を推薦いたしました。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて奈尾教育長職務代理者、お願いいた

します。 

○奈尾教育長職務代理者  東京書籍と教育出版を推薦いたします。 

 東京書籍は、学習過程が主体的・対話的で深い学びの実現に向けた構成になっていると

思います。各章の展開では、見開き１単位時間として導入資料、学習課題、本文、チェッ

ク・アンド・トライの流れで進め、学習の内容を確実に定着できるように工夫され、まさ

しく本市の教育プランで求めている点と一致しているかなととらえました。このチェッ

ク・アンド・トライは見開きの右下欄に記されておりまして、例えば学習課題に江戸時代
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にはどのような交通路や都市が発達したのでしょうかとあって、チェックとして江戸時代

に整備された街道や航路を３つ挙げましょうと。トライで街道や航路が整備された目的を

説明しましょうと、学習課題を解決するため、基本的な内容を確認した上で取り進めるよ

うになっており、これは主体的な学習を進める上で、とてもいい進め方ではなかろうかと

思いました。探求のステップを節ごとに示したり、課題の追求を深めるためのコラム、活

動、マークなど、ＩＣＴを活用した学習ができるため、細やかに工夫されている点を評価

いたしました。 

 教育出版は、特に歴史の学習は、小学校で学習したことを基にして中学校でさらに深め

ていく上で接続連続性という点で大事かなと考えておりますが、本市の小学校の社会科の

教科書は教育出版を使っている関係で、同じ資料を掲載するなどして小学校での学習との

つながりを考慮している点。また、学習過程も、つかむ、調べる、まとめる、つなげると

いう小学校の学習を紹介して、さらに広げたり深めたりする学習へと関連づけた学習の進

め方を構成しております。こういった点、教育出版を推薦したところであります。 

○大和田教育長  ありがとうございました。最後に大和田、私ですが、東京書籍と帝国

書院を推薦いたします。 

 東京書籍は章の初めと章の末尾に、その章の連続した年表を配置して、各章のつながり

に系統性を持たせていること、当時の様子を表す絵と現在の写真を掲載することで、比較

しやすい工夫があること、１時間ごとの学習内容が歴史全体のどこの部分を学んでいるか

を確認できる年表表記の工夫があること、学習の中心になる資料を大きい紙面で記載し、

分かりやすいことなど、全体的にバランスのとれた内容、表記になっていることから推薦

するものです。 

 帝国書院は、歴史の流れを正確かつ分かりやすく表現し、内容も余すことなく学習する

ことができ、歴史について深く考えるための活用ができている内容となっていると思いま

す。見開き２ページの構成を基本に、使いやすさに工夫を図るとともに、年代や時代を結

びつける工夫や、地域史を設定し、地理的分野、公民的分野との関連を図っていることな

どから推薦するものです。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、東京書籍が５票、教育出版が

２票、帝国書院が５票となりましたので、上位２社である東京書籍と帝国書院の２社に絞

りたいと思います。これに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」との声あり） 
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○大和田教育長  それでは、ただいま絞りました２社、東京書籍と帝国書院について、

各委員から順番に１社ずつ御推薦いただき、社会科（歴史）の教科書を選定したいと思い

ます。 

 細川委員からお願いいたします。 

○細川委員  東京書籍をお願いいたします。 

○大和田教育長  川原委員、お願いします。 

○川原委員  私は帝国書院をお願いいたします。 

○大和田教育長  加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  ２社となると、帝国書院とならざるを得ないという発言にさせていただき

ます。 

○大和田教育長  福山委員、お願いします。 

○福山委員  東京書籍でお願いします。 

○大和田教育長  奈尾教育長職務代理者、お願いします。 

○奈尾教育長職務代理者  東京書籍をお願いいたします。 

○大和田教育長  私、大和田ですが、東京書籍を推薦したいと思います。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、東京書籍が４票、帝国書院が

２票で、東京書籍が過半数を得ましたので、社会科（歴史）の教科書につきましては東京

書籍としたいと思います。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  それでは、社会科（歴史）の教科書につきましては東京書籍といたし

ます。 

 以上で社会科（歴史）の選定を終わります。 

 次に、社会科（公民）の教科用図書を選定いたしたいと思います。各委員からまた順番

に２社ずつ御推薦いただき、社会科（公民）における教科書を選定したいと思います。 

 細川委員から順次お願いいたします。 

○細川委員  私は東京書籍と教育出版を推させていただきます。 

 東京書籍については、グラフ、写真等の資料が最も豊富であり、本文とも関連づけて学

びやすいということが報告されております。また、学校でのトラブルなどの身近な問題か

ら導入されているようなところがあり、もっと公民というトピックも現代の課題をきちん

と取り上げていると印象を持ちました。 
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 教育出版に関しても、地理や歴史等、ほかの教科との関連が最も豊富であるという報告、

章ごとの、どこを学んでいるかということについて、他社にない工夫等があるということ

もそうですし、各章の導入等、とても丁寧で、話し合い等が深められるのではないかとい

うところ。こちらもトピックの取り上げ方が現代の課題、加藤委員風にいうと、例えば沖

縄の基地問題などを取り上げているところも含めて非常に印象に残りました。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて川原委員、お願いします。 

○川原委員  私は、まず東京書籍をお願いいたします。 

 全体的にバランスのとれた内容、表記であって、写真、グラフ、イラスト、図表等が豊

富で、本文との関連が学びやすく、キャラクターの吹き出しにより資料を読み取ったり、

考えたり、学習の幅を広げられる。スキルアップマークの集まる、まとまる、読み取るに

は、基本的、基礎的な技能を身につけ、その能力を活用して情報を集めたり、読み取った

り、まとめたりする学習ができるようになっている。見開き１ページごとの下段のチェッ

ク・アンド・トライで取り組む課題を、チェックで基本的な内容を確認し、学習の幅を広

げられるように構成されている。章の終わりには基礎、基本のまとめ、まとめの活動があ

り、章で学習した内容を振り返り、理解できたかを確認することができる。それに続いて、

もっと公民では学習内容を深めたり広げたりと、違う視点でとらえたりすることができる。 

 ２社目は教育出版をお願いいたします。 

 写真、資料、イラストの配置がよく、見やすい。巻頭に公民で学ぶ主な内容と学習の見

通しや具体的な学び方、公民ノート作りがあり、学習の見通しが立てやすい。巻頭や巻末

にＳＤＧｓとしての記載があり、公民を学習する道筋がつけられていて、各見開きでは公

民分野との関係がページの右下に表記されている。学習コラムの中の公民の窓、38テーマ

の中では、現代社会の諸問題を学習することができ、興味や関心を広げていくことができ

る。キャラクターの吹き出しが非常に多く、写真、地図、イラストへのちょっとした説明

や問いかけで学習の幅やヒントになっているということで、その２社をお願いいたします。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  公民に関しては、東京書籍と日本文教出版を推薦いたします。 

 まず東京書籍ですが、随分とここまでタレントが教科書に登場するのかという驚きは正

直なところありました。ＡＫＢの投票が出てくるのです。これは多分、賛否両論あるかと

は思うのですけれども、公民という考え方の入り口としては評価してもいいかなと私は思

いました。２点目は、領土問題が適切に書かれていると思いました。３点目は、文化、芸
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術もしっかり公民の分野で取り上げてくれていると評価いたしました。 

 次に日本文教出版ですが、グラフや写真がうまく使われている。あるいは、章の初めに

漫画で導入するという親しみやすさとともに、拉致問題を扱ってくれているのです。中学

生がらちされてしまったという事態があるわけでして、そのことを中学生に授業の中でも

しっかり伝えて考えさせるという必要は、政治的立場はともかくとして、私は非常に悲し

い出来事として伝えていくべきだと思っていますので、ここも評価の対象といたしました。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて福山委員、お願いします。 

○福山委員  私は、東京書籍と教育出版でお願いいたします。 

 まず東京書籍ですが、各章ごとに導入の活動が示され、見通しを立て、学習課題に取り

組み、コラムのみんなでチャレンジではグループで話し合うことを促しています。ページ

の下にはチェックとトライの投げかけで、学習内容の大事なポイントをチェックし、再確

認することができます。さらに、押さえるべき箇所は見方、考え方の囲みの欄があり、深

い学びへいざなう仕掛けとなっております。この流れで最後に基礎、基本のまとめで章の

学習を振り返る構成となっていることは、主体的・対話的で深い学びへの実現に向けた新

たな発見や豊かな発想を引き出す授業に期待ができると思います。タイムリーな課題とし

て、持続可能な社会の実現に向けた内容で、これも何回も申しあげておりますが、ＳＤＧ

ｓの2030年までの目標について記載がありまして、地球規模で平和な社会の実現について

学習することは、その主体となり得る子どもたちの資質・能力を高めるために効果的だと

評価させていただきます。 

 次に教育出版ですが、公民の学習を社会科学習の集大成ととらえ、地理や歴史で学んだ

知識や情報を生かし、持続可能な未来の在り方の構築のために何が必要か教科書全体のテ

ーマとして貫かれています。その中に先ほどのＳＤＧｓも含まれております。単元の至る

所に他教科との横断的な視点が明記されています。社会科の地理や歴史分野との関連だけ

ではなく、他教科と関連できる表記もありますので、これはカリキュラム・マネジメント

の横断的な実現に向けての可能性がありますので、評価いたします。またＣＵＤへの配慮、

ＵＤフォントの配慮により、どのページも見やすくなっております。 

○大和田教育長  ありがとうございました。奈尾教育長職務代理者、お願いいたします。 

○奈尾教育長職務代理者  東京書籍と教育出版を推薦いたします。 

 東京書籍では、歴史的分野の教科書と同様の構成になっているという点、学習がしやす

いのではなかろうかと思います。各章はまず導入資料として写真、絵図、グラフ等で示し、
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学習内容への興味、関心を高めています。学習課題、本文、チェック・アンド・トライの

流れで構成されており、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた学習の過程になってい

て、学びを進めやすいのではなかろうかと思いました。強調したいのは、巻頭に公民の学

習について、公民の学習のねらいについて分かりやすく詳しく書かれております。公民分

野の学習は中学校で初めて勉強するわけですけれども、言葉として、学習自体をとても大

事にしているのだと感じたところであります。そういう中で、ねらいのところであります

けれども、人々が安心して暮らせる社会とはどのような社会かを具体的に思い描きながら、

今の自分にできることを考え続けましょうと。ここら辺りは、ねらいの中でもとても大事

なところではなかろうかと思ったところであります。また、考えを発表しようとか、話し

合おうなど、対話的な学習を多く取り入れて、自分の考えを深められるよう工夫がなされ

ている点。様々なコーナーで学習を深めたり、進めやすくしたりしている点もいいところ

かなと思ったところです。 

 教育出版になりますけれども、先ほど福山委員からも出ましたが、公民の学習はこれま

で学んできたことを踏まえた社会科学習の集大成となるとありました。これもねらいと同

じ表現であろうと思うところであります。また、東京書籍と同じように見開きごとにまと

められている点も、学習が進めやすいかなと。学習課題、本文、確認、表現の流れで学習

過程が組まれております。両社ともの工夫でありますけれども、本文の中に番号でグラフ、

写真、説明文を示して、学習内容の理解に役立てられるように工夫してあり、丁寧だなと

とらえました。資料、写真が大変多く使用されていて、見やすくて扱いやすいのではなか

ろうかなと。マーク等も「まなびリンク」であるとか、様々な工夫がなされていて、興味

を持ちながら学習を進めることができるようになっているかなと思いました。 

○大和田教育長  ありがとうございました。最後に私、大和田ですが、東京書籍と日本

文教出版を推薦いたします。 

 まず両社の共通事項として、言葉の定義が巻末などに記載され、理解が深められる工夫

や適切な人権上の配慮がなされていると思います。一方、経済分野においては、安心して

働ける社会について考えることで、昨年、調布市で制定された調布市がん対策の推進に関

する条例第８条に規定されているがん教育の推進にもつながることになると思います。 

 東京書籍は、最初に現代社会の特色として、持続可能な社会、グローバル化、少子高齢

化、情報化の４点を現代社会の背景としてとらえ、文化や社会の見方や考え方が分かりや

すく表示され、自分たちの生活とのつながりが意識されています。またグラフや写真など
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の資料が豊富で、印刷や光沢感も見やすいように工夫されていること、見開き１ページが

学習１時間の構成となっており、その時間で学習した内容の確認や、さらに内容を深める

課題を提示していることなど、学習しやすい内容となっていることから推薦するものです。 

 日本文教出版は、巻頭に国際社会共通の目標であるＳＤＧｓ、持続可能な社会を作るた

めの目標を基本として置き、身近な事例を示して公民的態度の育成を図ろうという配慮が

感じられております。各章にチャレンジ学習課題を設定し、具体的課題の解決に取り組む

とともに、シンキングツールを使い、学習の整理と活用を学ばせています。地理的分野や

歴史的分野で学んだ事項を振り返らせる問いかけが教科書の下側に見やすく表記されてい

ることなどから推薦するものであります。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、東京書籍が６票、教育出版が

４票、日本文教出版が２票となりましたので、上位２社である東京書籍と教育出版の２社

に絞りたいと思います。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  それでは、ただいま絞りました２社、東京書籍と教育出版について、

各委員から順番に１社ずつ御推薦いただき、社会科（公民）の教科書を選定したいと思い

ます。 

 細川委員からお願いいたします。 

○細川委員  教育出版をお願いします。 

○大和田教育長  川原委員、お願いします。 

○川原委員  東京書籍をお願いいたします。 

○大和田教育長  加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  東京書籍、お願いいたします。 

○大和田教育長  福山委員、お願いします。 

○福山委員  東京書籍をお願いします。 

○大和田教育長  奈尾教育長職務代理者、お願いします。 

○奈尾教育長職務代理者  東京書籍をお願いします。 

○大和田教育長  大和田ですが、東京書籍を推薦いたします。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、東京書籍が５票、教育出版が

１票で、東京書籍が過半数を得ましたので、社会科（公民）の教科書につきましては東京

書籍としたいと思います。これに御異議ありませんか。 
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     （「異議なし」との声あり） 

○大和田教育長  それでは、社会科（公民）の教科書につきましては東京書籍といたし

ます。 

 以上で社会科（公民）の選定を終わります。 

 次に、社会科（地図）の教科用図書を選定したいと思います。本種目は各委員から順番

に１社ずつ御推薦いただき、社会科（地図）における教科書を選定したいと思います。 

 細川委員から順次推薦をお願いいたします。 

○細川委員  帝国書院を推薦いたします。 

 地図が見やすく、とても基本に丁寧だと感じました。また、資料が豊富であるというこ

とで、生徒が自らいろいろ調べたりするのに、深める、広げる学習につながると思います。 

○大和田教育長  ありがとうございました。川原委員、お願いします。 

○川原委員  私も帝国書院をお願いいたします。 

 サイズが大判で、カラーリングが非常に明るく、索引が見やすく、使いやすく、巻頭に

地図帳の使い方が詳しく丁寧に書かれており、地図帳を活用しやすいということ。二次元

コードの使用で学習の興味がわき、理解を深め、いろいろなコンテンツを見ることによっ

て学習の幅を広げることができる。大半の地図や資料のページに地図活用のコーナーが設

けられて、地図や資料を参考にしながら地図活用の技能を身につける問いかけがあって、

興味を持って学習を進めていくことができるということで、それでお願いいたします。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  私は帝国書院を推薦いたします。理由は２つです。 

 １つは、卒業後も大人になっても地図帳を開くことがありますという御家庭が結構ある

のです。そのように見てみると、丈夫な装丁になっている、紙質も丈夫にできているとい

うところは大事にしたいと考えました。もう１つは、先ほど地理の学習は教科書、帝国書

院と決まりました。それとの関連でいえば、やはり帝国書院の教科書に対して帝国書院の

地図のほうがふさわしいと考えた次第です。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて福山委員、お願いいたします。 

○福山委員  私も帝国書院をお願いいたします。 

 まず、表紙がエンボス加工にコーティングがしてあって、とてもすてきな、きれいな、

どういう技法か分かりませんが、とても色鮮やかで、中を開きますと、ＣＵＤの対応でと

ても見やすく、ダイナミックです。そういうところが私も買いたいと思いました。そのぐ
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らい見入ってしまったぐらいです。教科書と連動する部分があると思いますので、先ほど

の地理的分野と連動して帝国書院をお願いしたいと思います。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて奈尾教育長職務代理者、お願いいた

します。 

○奈尾教育長職務代理者  帝国書院を推薦いたします。 

 先ほど来出ておりますように、地理的分野の教科書との関連で、やはり地理と地図的分

野は一緒のほうが学びやすい、扱いやすいのではなかろうかと思うところが１点でありま

す。これも出ましたけれども、Ａ版で大きくて、とても見やすい。濃淡がはっきりしてい

るという表現が適切かどうか分かりませんけれども、とてもきれいに見取ることができる

のではなかろうかと思いました。内容的には、学習課題が見出しの横に設定されておりま

して、学習の見通しが立てやすい。あるいは、地図帳の使い方が詳細に書かれておりまし

た。これも授業で活用しやすいように配慮がなされているのだなと思ったところです。ま

た、小学校で学習した内容を示してありましたし、小・中の連携もきちんと接続といいま

すか、考えられているなと思ったところです。資料がとても豊富で、これもいわゆる自発

的な学習を進めるのにとても参考になるのではなかろうかと思ったところであります。 

○大和田教育長  ありがとうございました。最後に私、大和田ですが、私も帝国書院を

推薦したいと思います。地図としてはＡ４サイズの大きさがちょうどよく、内容としても、

各地域の特色や統計資料などが記載されており、資料としても活用が図られます。また、

様々な言語、宗教、アイヌ語の地名など、人権に配慮された記載であること。色覚特性に

配慮した色使いやユニバーサルデザインが採用されていること。表記文字が丸ゴシック、

太字で見やすくなっています。また、地図の表記で立体的に表現され、土地の様子が分か

りやすくなっていることなどから帝国書院を推薦するものであります。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、帝国書院が６票で、帝国書院

が過半数を得ましたので、社会科（地図）の教科書につきましては帝国書院としたいと思

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  それでは、社会科（地図）の教科書につきましては帝国書院といたし

ます。 

 ここでしばらく休憩とさせていただきます。午後は１時10分に再開させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 
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休憩 午前11時38分 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 

再開 午後１時10分 

○大和田教育長  それでは、再開いたします。 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 

○大和田教育長  午前中に引き続き、教科用図書の選定を行いたいと思います。 

 それでは、数学科の教科用図書を選定いたしたいと思います。各委員から順番に２社ず

つ御推薦いただき、数学科における教科書を選定したいと思います。 

 細川委員から順次推薦をお願いいたします。 

○細川委員  数学につきましては、数研出版と東京書籍の２社を推させていただきます。 

 数研出版につきましては、各単元で多様な意見を比較、検討する場面があり、グループ

活動への動機づけがなされている。または理解度に応じて取捨選択ができる要素が充実し

ている等の御意見もございますので、そういったところから、また新しい学習内容と既習

事項の確認等が系統的に意識して学べるようなところがあるということでございますので、

そういったところから推す次第です。 

 また東京書籍に関しましては、導入が丁寧と感じます。数学は特に一度つまずいてしま

うと取り戻すのがなかなか難しいなどということがあると思いますし、できない子に分か

りやすくというところにポイントを置いて見させていただいたときに、とても分かりやす

い作りになっていると感じました。文章の説明等が丁寧になされていると拝見しましたの

で、東京書籍を推させていただく次第です。 

 以上です。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて川原委員、お願いします。 

○川原委員  １つ目は学校図書をお願いいたします。 

 こちらの教科書はイラスト、グラフ、図表が適切に配置され、明るく大人しい配色で非

常に見やすくなっている。巻頭で教科書での数学の学び方などの説明があり、学習の流れ

が分かり、算数から数学への振り返りのページや、既習事項との関連がまとめられ、振り

返ることができ、学習の手助けとなる。話題の中の大切なところは囲み、色彩、活字を変

えて強調されている。章末には章の振り返りのまとめ問題や、章を学んでや深めようがあ

り、学習の流れがはっきりしている。「Ｔｅａ Ｂｒｅａｋ」や「役立つ数学」など、さ

らに数学に対して興味を持てるような内容が扱われている。巻末の折り込みページに各学
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年の学習内容と関連のある初歩的なプログラミングが掲載され、数学の学習やプログラミ

ングへの興味が深まる内容が提示されているということです。 

 もう一社は啓林館をお願いいたします。 

 こちらはイラスト、グラフ、図表が適切に配置され、落ち着いた配色で、非常に見やす

い。各章や節の初めには、キャラクターの吹き出しの一言が学習を進める上で役立つよう

になっている。本文は学んだことを確認して身につける、「みんなで学ぼう編」として章

の学習やもっと練習しよう、章末問題の構成で、みんなで考えたり、話し合ったり、確認

して、いろいろな問題に取り組んで学んだ事項を身につけ、利用できるようになっている。

巻末の「自分から学ぼう編」は裏表紙のついた別冊とも言える内容で、振り返ろう、力を

つけようでは算数や各学年の振り返り問題が出題され、既習事項を確認できるようになっ

ており、参考にすることができるということで２社をお願いします。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  数学につきましては、啓林館と大日本図書を推薦いたします。 

 啓林館、昨日、私が質問でこだわった中学１年生の最初の導入という点では随分丁寧さ

が感じられました。他社と比べて表紙がユニークで親しみやすい。内容と全然関係ないと

言われてしまえばそれまでですが、子どもにとっては大事な点ではないかと思います。 

 次に大日本図書ですが、これもやはり１年生の導入のところで、１年生の部分、文字が

大きく工夫されているという調査報告からの説明もありましたので、これも評価理由とい

たしました。もう一点は生活との関連、単なる抽象的な数学の学びでなく、数学が生活と

どう関連するのかという視点もあります。なお、カルロス君というキャラクターを登場さ

せて、これは国際的視点といったらいいのでしょうか、もはや日本の学校生活の中でも外

国の子が結構いるのだという意味合いも込めて導入されているキャラクターかなと思って、

これも評価の対象といたしました。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて福山委員、お願いします。 

○福山委員  私は、東京書籍と啓林館をお願いします。 

 東京書籍は、まず１年生の教科書がゼロ章からスタートしていることに少々驚きました

が、よくよく見てみると、算数から数学へとのタイトルを見て、小学生が中学生になると

きの不安やどきどきへの温かい配慮であることが分かりました。数学は積み重ねが大事で

す。基本から丁寧に学びを重ね、広げていくことで、数学の面白さが見えてくると思いま

す。各章末には問題の解決を振り返って、さらに考えを深める深い学びのページや、社会
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で活用される数学として、学びを広げようというページがあり、身近な生活の中で、意外

なところで数学が潜んでいる面白さといったものが生徒の関心を呼び、主体的に学びを高

めていく工夫をしていただいています。巻末には基本を身につけようと、補充の問題があ

り、赤い星印の少し難しい問題でも、身につける力をさらに伸ばすコーナーがあります。

３年生になると思考力、表現力を高めるために数学の自由研究があります。そういったと

ころを評価いたします。 

 啓林館につきましては、「未来へひろがる数学」というタイトルの教科書なのですが、

冒頭に見開きに教科書の構成について分かりやすく解説がしてありますが、「みんなで学

ぼう編」と「自分から学ぼう編」の２編がなんと前後に分かれていて、向きも異なるユニ

ークさで興味を引かれました。そして生徒へのあいさつ文が学年に応じて数学が面白く楽

しいものから、自ら進んで知りたい、学びたいという気持ちの大切さを感じる、２年生に

なるとそうなるということを想定して、次、３年生になると、自ら進んで考え、疑問を持

ち解決しようという姿勢が力となっていくというステップを踏んでいく、導入部分から生

徒への配慮をしていただいていることを評価したいと思います。「みんなで学ぼう編」が

１章から７章まであり、章末にはすべて学びを確かめ、身につける章末問題があり、次の

ステップに入っていくように仕組まれております。いわゆる見通しを立て、学習したこと

がしっかり身につくよう構成されています。かわいいキャラクターのヒントや投げかけで

学びを深める効果があり、練習問題もたっぷり用意されています。各学年でプログラミン

グ思考を育むページがあり、全体的に流れが分かりやすく、ＵＤフォントを使用して、紙

面もすっきりとしている教科書であるということで評価いたします。 

○大和田教育長  ありがとうございました。次に奈尾教育長職務代理者、お願いいたし

ます。 

○奈尾教育長職務代理者  東京書籍と大日本図書を推薦いたします。 

 東京書籍は、各学年の巻頭にこの本の使い方が各学年と共通して同じ内容で示されてお

りまして、学習の一貫性をうかがうことができるようになっています。また、主体的に学

習に取り組める工夫がされています。章の扉では生徒の興味、関心を高め、意欲的に取り

組めるよう日常生活の場面を１コマのイラストを基に章への導入を工夫しております。学

習課題を明確にした授業を展開していけるように、学習課題と問題Ｑを設定して、問題Ｑ

は①、②のステップで学習活動を進めやすく、まとめにつながっていくようになっていて、

自主的に学習を進められる工夫がなされています。学習過程が問題をつかむ、見通しを立
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てる、問題を解決する、振り返る、深めるで構成されて、過程の途中で、自分で考えてみ

よう、話し合ってみようの活動を取り入れるなどして深い学びに向かうように工夫されて

おります。自主的に学習ができるように補充問題も豊富に組まれております。 

 大日本図書は、東京書籍と同様に各章に新しい学習を始めるための導入の活動を載せて

あります。生徒の興味、関心を高め、意欲を引き出す工夫だととれます。巻頭にこの教科

書の使い方のページがありますが、考えよう、学びにプラス、「ＭＡＴＨＦＵＬ」等、豊

富なマークで課題やヒント、解決への糸口などを示して、学習を進めるために丁寧に書か

れています。また、力を伸ばそう、活用・探求、レポートを書こう、社会にリンクなど、

自分で取り組むことができるように工夫されております。各学年の巻頭には数学の世界へ

ようこそのページを設けて、問題発見、問題解決の流れを、問題を見いだそう、解決の仕

方を探ろう、解決しよう、深めようの４つのステップを説明し、数学的活動の取組が分か

るように工夫されております。 

○大和田教育長  ありがとうございました。最後、私、大和田でございます。私は東京

書籍と啓林館を推薦したいと思います。 

 まず、東京書籍は何を学ぶか目的が明確に記載されているとともに、各学年の単元それ

ぞれの前の学習ということで、前回学習した内容がいつ学習したかが分かりやすく表示さ

れ、他教科の学習との関連が明記されております。また、インターネットを使った学習が

できる箇所や、他教科の学習と関連のある内容等については、それぞれのマークが付与さ

れているなど、学習内容をさらに深める配慮がなされていることから推薦するものです。 

 啓林館は、様々な場面で数学的な見方や考え方が書かれており、学習したことが他教科

や生活とのつながりに意識されています。また、プログラミング教育の内容が適宜位置付

けられていることなどから、啓林館を推薦するものであります。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、東京書籍が４票、大日本図書

が２票、学校図書が１票、啓林館が４票、数研出版が１票となりましたので、上位２社で

ある東京書籍と啓林館の２社に絞りたいと思います。御異議ありませんか。 

     （「異議なし」との声あり） 

○大和田教育長  それでは、ただいま絞りました２件、東京書籍と啓林館について、各

委員から順番に１社ずつ御推薦いただき、数学科の教科書を選定したいと思います。 

 細川委員からお願いいたします。 

○細川委員  東京書籍を推します。 
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○大和田教育長  ありがとうございます。川原委員、お願いします。 

○川原委員  啓林館をお願いいたします。 

○大和田教育長  加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  啓林館でお願いいたします。 

○大和田教育長  福山委員、お願いします。 

○福山委員  啓林館、お願いします。 

○大和田教育長  奈尾教育長職務代理者、お願いいたします。 

○奈尾教育長職務代理者  東京書籍をお願いします。 

○大和田教育長  私も東京書籍になってしまいましたけれども、３対３になりました。 

 ただ今の結果、同数になってしまいましたので、東京書籍と啓林館の２社になっていま

すけれども、各委員で、今まで御推薦した中で特にこの点がいいからどちらかを勧めるな

どの意見がありましたら、ぜひ御意見を賜りたいと思いますが、いかがでしょうか。加藤

委員。 

○加藤委員  こういう機会があるとは思わなかったのですが、ダブった言い方になるか

もしれませんけれども、導入の工夫、学年の始まりの丁寧さは啓林館が優れていると私は

思います。学びを生かそうというところでプログラミング的発想といいますか、プログラ

ミング的思考といいますか、そこへ導こうとする意図も感じられますので、それは先ほど

言い落としております。ぜひお考えいただければと思います。啓林館です。 

○大和田教育長  ありがとうございました。ほかに御意見等ある方、いらっしゃいます

か。川原委員。 

○川原委員  私も啓林館をお願いしたのですけれども、ほかの午前中の項目でもあった

別冊の考えがいい悪い、いろいろあると思うのですが、裏のほうに別冊がついているとい

う感じで、問題が多い少ないはいろいろ議論があるかと思うのですが、両方のポイントが

非常に使えるので、それでいいかなと思いました。 

○大和田教育長  ありがとうございました。ほかに御意見のある方はいらっしゃいます

か。細川委員。 

○細川委員  東京書籍を推しているのですが、先ほど言えなかったこととして、単元ご

との導入について、とても身近なところに題材を置いてスタートしているというところで、

学習の進み具合、段階に応じてというところでいうと、とても入り方が丁寧だと感じてお

ります。巻末の自由研究などは、自らの学習を展開していくという上でも活用ができるの
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ではないかということ。分かりにくい子などに関しては、数学マイノートという部分につ

いても、とても参考になるのではないかと思いました。 

○大和田教育長  ありがとうございます。福山委員。 

○福山委員  非常に悩むところで、甲乙はつけられないというぐらい、本当にレベルが

高い教科書でありまして、いずれも、どちらとも言えないぐらいなのですが、私の場合は、

数学はいったん行き詰まると、そこからもう一度というのは本当に大変なので、積み重ね

が大事だと思います。ですから、小学校から中学校に行く、算数から数学に行くというと

ころもそうですし、優しくスタートして、着実に重ねていくというステップを踏んでいく

という取組が優れているのかなと感じましたので、啓林館を選択させていただきます。 

○大和田教育長  ありがとうございます。奈尾教育長職務代理者。 

○奈尾教育長職務代理者  今の福山委員と重なる部分があるのですが、私は逆に東京書

籍を推薦するところでありますが、算数、数学というのは小学校からの積み重ねがとても

大事な学習であろうと思いますし、繰り返しの学習をすることによって力をしっかりとし

たものとして身につけるということが特に求められる教科ではないかと思うところであり

ます。そういう点から、東京書籍の教科書、小学校、中学校の連携を非常に大切にしてお

ります。小学校の教科書は、本市は東京書籍を使っていると思うのですが、「新しい算

数」ということで、問題解決の進め方が中学校と共通している部分があります。連携とい

うことからいきますと、目次に小学校で習った内容が単元ごとに明記されておりますし、

学習を進める上で、小学校でこういうことを学習した、それでは中学校ではという深まり

をそこで求めることができるのではないか。小・中一貫した問題解決型の学習によって、

数学的な思考力であるとか表現力をはぐくめる面での構成が東京書籍のほうが優れている

のではないかと私は思うところであります。 

○大和田教育長  ありがとうございました。私は最初に推薦したのが同じ東京書籍と啓

林館、２社なのです。先ほどもほかの委員からも出ましたけれども、東京書籍も啓林館も

それぞれに長所、いいところがありまして、推薦させていただいて、私が先ほど述べまし

た理由では、全体的なバランス、前の学習が分かりやすく、どこでされたのかというのが

明記されていることが１つの評価として、東京書籍を推薦したのですが、今、皆様方の意

見を聞きまして、基本的にどっちが優劣ということではなくて、啓林館も啓林館の長所が

あるのかなと思っております。御意見を変えられる方がいらっしゃらなければ、私は東京

書籍から啓林館に推薦を変えていこうかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 



 
- 40 - 

     （「異議なし」との声あり） 

○大和田教育長  それでは、今、私がお話ししたような理由で、もう一度、再度、確認

のために推薦の会社名を細川委員からお願いしたいと思います。東京書籍と啓林館の両社

のうち推薦するほうをおっしゃっていただければと思います。 

 細川委員、お願いします。 

○細川委員  東京書籍です。 

○大和田教育長  川原委員。 

○川原委員  啓林館をお願いします。 

○大和田教育長  加藤委員。 

○加藤委員  啓林館をお願いいたします。 

○大和田教育長  福山委員。 

○福山委員  啓林館です。 

○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  東京書籍をお願いします。 

○大和田教育長  私、大和田は先ほど言った理由で啓林館に変えさせていただきたいと

思います。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、東京書籍が２票、啓林館が４

票となり、啓林館が過半数を得ましたので、数学科の教科書につきましては啓林館といた

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  それでは、数学科の教科書につきましては啓林館といたします。 

 以上で数学科の選定を終わります。 

 次に、理科の教科用図書を選定いたしたいと思います。各委員から順番に２社ずつ御推

薦いただき、理科における教科書を選定したいと思います。 

 細川委員から順次推薦をお願いいたします。 

○細川委員  啓林館と東京書籍を推します。 

 啓林館につきましては、探究ページ、探Ｑシート、探Ｑラボ、いずれにしましても主体

的・対話的で深い学びの持ち方など、話合い活動などによくつながるものであります。資

料が豊富であること等も含めまして、啓林館を推したいと思います。 

 東京書籍につきましては、とても構成が見やすいというところが大きいです。導入と結
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びの流れがとても体系的にできているというところもあります。理科の観点から解決する

構成というところも非常に学習しやすいのかなと感じます。 

○大和田教育長  ありがとうございました。次に川原委員、お願いします。 

○川原委員  １社目は大日本図書をお願いします。 

 理由といたしましては、資料、写真は見やすい色彩で、基本的事項については文字の字

体や大きさが変わって読みやすくなっている。単元の初めに全体の流れが分かる内容が示

され、これまで学習したこと、これから学習することが続き、今後の学習の指針にするこ

とができる。実験、観察等では目的、着目点が明示され、「結果の整理」「結果から考え

よう」に続くという流れになっていて理解しやすく、観察、実験の方法についての説明は

イラスト、写真で分かりやすく示されている。やってみよう、話し合おうでは小実験を行

ったり、自分で課題を考えたり、グループで話すきっかけを与えて主体的・対話的で深い

学びが行える流れになっている。二次元コードの検索では器具の使い方等の動画がメイン

で、基本的事項を確認できる。 

 もう１つは啓林館をお願いいたします。 

 全体的に写真、イラスト、資料がはっきりして読みやすく、本文やコラム等において観

察や実験におけるキャラクターの吹き出しが学習を進める上で役に立っている。実験・観

察・実習では、サイエンス資料で技術の習得に役立つ資料があり、安全面での配慮も充実

していて、安全教育についても掲載されていて、観察や実験において安全、注意マークが

注意書きとともに示され、安全を確認しながら学習することができる。単元の最初のペー

ジで学習の見通しを立て、つながる学び、探究の振り返りや、学んだ後にトライの項目で

振り返りをする学習活動が位置付けられている。学習コラムとして、いろいろなラボとし

て50項目が出ており、身の周りの科学として紹介している。巻末の探究シートは書き込み

式になっていて、課題、仮説、計画、結果、考察をまとめることができ、話合い活動をす

ることで充実して使用することができる。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  理科につきましては、大日本図書と東京書籍を推薦いたします。 

 まず大日本図書ですが、読解力問題、つまり昨日の調査報告の内容の中にも言語能力の

育成という表現で説明がありました。この点で理科という分野を超えて、これから非常に

必要な能力、学習指導要領に沿った言語能力の育成というところが意識されていると思い

ました。併せて、これはむしろ言語能力とは違った写真の力といったらいいのでしょうか、
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特に３年の大日本図書では余白、緩やかな空間がとても印象的でした。教科書というと、

ついつい活字でがちがちの印象が強くなってしまうところなのですが、ここはうまく工夫

されていると思っているところです。 

 次に、東京書籍について申しあげます。 

 これも動物の写真を実に上手に使っていると思いました。併せて、これは様々な問題と

関係するところですが、ツバルという国の温暖化問題、非常に深刻な実体をきっちりと子

どもに提示、示そうとしている。併せて、外来生物をどうしたらいいのだろうというのは、

日本として大きな問題の１つになっているわけで、それも子どもに考えさせようとしてい

ると私は思えましたので、推薦した次第です。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて福山委員、お願いします。 

○福山委員  私は大日本図書と啓林館を推薦いたします。 

 大日本図書ですが、最初に理科の学習の進め方の解説が分かりやすく書かれていて、見

通しを持って主体的に学習ができるようになっております。また、興味や関心が持てるよ

う写真や画像などで観察、実験が楽しくなるような工夫があります。単元末には課題を見

つけて探究しようという探究活動があり、その流れで、次にまとめのページ、単元末問題

が全学年に設定されています。これにより自己の学習活動を振り返りながら、身につけた

知識を確認したり、広げたりして次につなげることができると思います。紙面はＵＤフォ

ントやＣＵＤに配慮されております。環境マークや発展マークを使って、特徴的なところ

が発展マークで、環境については３年生の地球の明るい未来のためにという単元で自然環

境と人間というタイトルで、最近の異常気象による自然災害に直面している現状から、自

然環境の保全や生命の大切さなど、ここから学びに向かう力をつけられることを期待しま

す。発展マークについては、さらなる学びを深めることにつながると思います。こういう

ところを評価させていただきました。 

 啓林館につきましては、研究の扉を開いてみようと、わくわくするような最初の呼びか

けのタイトルと、各単元に入る前のちょこっと覗いてみようという科学にアクセスするＱ

Ｒコードや、単元の始まりに学びの見通しが明記されています。いろいろなマークで学習

のポイントや星が見えるような工夫があり、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた学

習過程がとても丁寧に配慮されております。単元の最後には、学習のまとめで振り返り学

んだ後に、リトライで学習する前と後の自分の考えがどのように変化しているかを確認し

ます。次に力試しで学習がどこまで身についたかをチェックし、さらにみんなで、探究ク
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ラブで生徒のキャラクターの語りとヒントで交流をしながら学びを深め、広げられるよう

に構成されています。このような様々な工夫により知識や技能、思考力や判断力、科学す

る力、学びに向かう力を育成し、資質や能力を高められることを期待しています。以上の

ことで評価いたしました。 

○大和田教育長  ありがとうございました。次に奈尾教育長職務代理者、お願いします。 

○奈尾教育長職務代理者  大日本図書と啓林館を推薦いたします。 

 大日本図書は、小学校、中学校、高等学校の接続を考慮した構成になっていると思いま

す。中学校１年では小学校で学んだこと、例えば個体、液体の変化と、小学校で水と氷の

関係を学んできておりますけれども、中学校２年では中学校１年で学んだこと、中学校３

年では中学校１、２年で学んだことや、高校で学ぶ物理で扱うことなどを思い出そう、あ

るいは発展のコーナーとして設定している点、小・中・高の接続を十分に考慮した構成作

りになっていると捉えます。学習の進め方については、課題をつかもう、観察や実験をし

よう、結果を基に考えよう、３学年共通の学習過程を示しております。特に１年生の教科

書には探究の進め方について６ページにわたって詳しく説明、解説がしてあります。探究

することの重要さを強調しているものと評価しているところであります。探究の過程を、

課題を見つけよう、計画を立てよう、結果から考えよう、振り返ろうのステップとして、

学びを深めていく過程をとても重視した構成、工夫がなされているととらえます。写真で

あるとか絵、図、グラフなどの資料がとても豊富過ぎるぐらい豊富にまとめられておりま

すし、各単元末には練習問題が多く設けられていたり、先ほども出ましたように、読解力

問題として言語能力の育成を意識した問題もページを割いて掲載されております。子ども

たちの学習意欲を高める、意欲的に取り組む、深い学びにつなげるといった意図を感じる

ところであります。 

 啓林館は、巻頭に、１年、探究の扉を開いてみよう、２年生、あなたの探究を進めよう、

３年、あなたの探究を生かしていこうと書かれて、次のページに探究の捉え方、進め方、

探究の過程が示されております。課題の把握、追求、解決などの活動を繰り返すことで探

究的な学習を進めることが重要であることを図で構成し、理解を深めるよう設定されてお

ります。また、巻末に基本的な探究の流れを具体的に示して重要さを強調しております。

教科書の使い方については、学習過程を８つのステップで構成し、自学自習、スムーズに

進められるよう構成しております。大日本図書同様に写真、絵図が、教科書としては横幅

が若干広い分を活用して、大きく見やすく掲載されております。マーク等も豊富にあり、
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学習の意欲を高める一翼を担っているものととらえております。 

○大和田教育長  ありがとうございました。私、大和田は、理科は啓林館と大日本図書

を推薦したいと思います。 

 啓林館は、単元最初に学習の見通しを立てて、「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ること。

「科学コラム」などでは、様々な角度から生活に密着している他教科とのつながりを意識

させていること。実習、観察、実験の方法を説明する部分では十分にイラストや写真が使

用され、分かりやすく見やすくなっていることから推薦するものです。 

 大日本図書は、単元初めに総括するページがありまして、どの章で何を学ぶのかを意識

して入っていけ、実験、観察、実習では目的や着目点が示され、結果の整理、考察という

分かりやすい流れで構成されていること。章末問題やまとめでも既に学習した事項を振り

返ることができ、小学校からの系統的なつながりが分かりやすく掲載されていること。本

文のレイアウトが見開きで分かりやすいと思うことから推薦するものであります。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、東京書籍が２票、大日本図書

が５票、啓林館が５票となりましたので、上位２社である大日本図書と啓林館の２社に絞

りたいと思います。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  それでは、ただいま絞りました２社、大日本図書と啓林館について、

各委員から順番に１社ずつ御推薦いただき、理科の教科書を選定したいと思います。 

 細川委員からお願いいたします。 

○細川委員  啓林館を推します。 

○大和田教育長  川原委員、お願いします。 

○川原委員  啓林館をお願いいたします。 

○大和田教育長  加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  大日本図書をお願いいたします。 

○大和田教育長  福山委員、お願いします。 

○福山委員  大日本図書をお願いします。 

○大和田教育長  奈尾教育長職務代理者、お願いします。 

○奈尾教育長職務代理者  大日本図書をお願いします。 

○大和田教育長  私、大日本図書を推薦いたします。 
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 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、大日本図書が４票、啓林館が

２票で、大日本図書が過半数を得ましたので、理科の教科書につきましては大日本図書と

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  それでは、理科の教科書につきましては大日本図書といたします。 

 次に、音楽科（一般）の教科用図書を選定いたしたいと思います。本種目は各委員から

順番に１社ずつ御推薦いただき、音楽科（一般）における教科書を選定したいと思います。 

 細川委員から順次推薦をお願いいたします。 

○細川委員  教育芸術社を推薦いたします。 

 曲数が多いことは生徒の選択肢が広がることになります。主体的に学ぶという上でもと

ても大事な部分ではないかと感じます。また社会とのつながり等もとても意識されており

ますし、グループで共有する工夫などが主体的・対話的で深い学びにつながるものと考え

ます。評価の観点が明示されているという部分については、先生方にとってはとてもいい

のではないかと感じた次第です。 

○大和田教育長  ありがとうございます。次に川原委員、お願いします。 

○川原委員  私も教育芸術社をお願いいたします。 

 理由といたしましては、学習する内容は、音楽によって生活を明るく豊かなものにする

ために表現と鑑賞等に分かれ、学習内容と各曲の関連度の大きさを示す一覧があり、学習

内容が分かりやすく表記されている。親しみやすい楽曲から始まっており、合唱に取り組

みやすく、各学年に応じた内容表記となっていて、分野、領域別に色でまとめてあり、見

やすくなっている。曲数が多く、生徒の実態に合わせて選曲でき、多種多様な曲が掲載さ

れている。著作権に関して細かい説明があり、音楽を通してグループで話し合う活動が促

されている。それぞれの教材に対しての留意点や、他の曲との対比などを考えさせるよう

な問いかけがあり、グループなどで話し合うことができる工夫がなされている。最後に、

冒頭の演奏家や作家のメッセージは生徒の意欲を高める。 

○大和田教育長  ありがとうございます。次に加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  音楽科については教育出版を推薦します。 

 理由としましては、洋の東西、非常にバランスよく配置されている。古典現代もうまく

バランスされている。そのような印象です。著作権の記述、他の会社もあるのですが、こ

ちらのほうが丁寧だろうなと私は読み取りました。 
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○大和田教育長  ありがとうございました。福山委員、お願いします。 

○福山委員  音楽は教育芸術社を推薦いたします。 

 音楽によって生活を明るく豊かなものにしようという全体の目標の下、学習内容が示さ

れています。歌唱と創作に分けて、それぞれ表現の工夫をするよう構成されています。楽

曲の一つ一つに具体の目標、例えば作者のメッセージを受け止め、思いを込めて合唱しよ

うとか、情景を思い浮かべながら表情豊かに歌おうなど、目当てが明確です。さらに、曲

想や歌詞の内容、音色の響きなど、創意工夫をする中で思考力、判断力、表現力や知識や

技能などの資質・能力を育成することを可能とする流れとなっているというところです。

「深めよう！音楽」では、キャラクターの呼びかけをヒントに、その課題に取り組み、マ

イメロディーで意見交換をしながら旋律を完成させ発表する、レッツクリエートのコーナ

ーでは、構成を工夫して、言葉によるリズムアンサンブルを作るなど、様々な創作により

学びに向かう力をはぐくむ仕組みとなっています。教材の配列にも工夫があり、歌舞伎や

文楽、日本の伝統的な芸術文化の役割や世界の音楽とのつながりなど、音楽の奥の深さを

感じるところで、内面的な資質の育成につながるものと期待できるところが評価した理由

です。 

○大和田教育長  ありがとうございました。次に奈尾教育長職務代理者、お願いします。 

○奈尾教育長職務代理者  教育芸術社を推薦します。 

 すべての曲に学習目標が明示されておりまして、見通しを立てて学習に取り組みやすい

という点、親しみやすい楽曲から始まっていて、器楽や合唱に取り組みやすいのではない

かといった点がいいのではないかととらえました。中学で学習する内容を表現、鑑賞の２

つに分けて、構造的に分かりやすく示しております。ここでも１年間の具体的な内容、関

連した事項を理解でき、見通しを持って学習に取り組めるものととらえました。音楽の約

束であるとか、発表し合う活動の進め方であるとか、そういったものも十分に子どもたち

の理解できる内容でまとめられていると思います。鑑賞曲も「ジョーズ」のテーマである

とか「アイーダ」とか「モルダウ」、生徒がよく耳にする曲が１年から２年、３年と配列

されている点も評価できるととらえました。 

○大和田教育長  ありがとうございました。私、大和田は教育芸術社を推薦いたします。 

 教育芸術社はすべての曲に学習する目標があるとともに、活動のポイントが記載されて

いること、日本、諸外国の鑑賞教材には時代背景の年表が日本の歴史とともに併記されて

いることなど、音楽と国や地域、歴史との結びつきを知る教材が準備されていると思いま
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した。日本の伝統や作曲家、時代背景などが丁寧に記載されていて、音楽と生活など、音

楽の果たす役割が示されていること、表現と鑑賞の関連が図られていることなどが推薦す

る主な理由でございます。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、教育出版が１票、教育芸術社

が５票で、教育芸術社が過半数を得ましたので、音楽科（一般）の教科書につきましては

教育芸術社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  それでは、音楽家（一般）の教科書につきましては教育芸術社といた

します。 

 次に、音楽科（器楽合奏）の教科用図書を選定したいと思います。本種目も各委員から

順番に１社ずつ御推薦いただき、音楽科（器楽合奏）における教科書を選定したいと思い

ます。 

 細川委員から順次推薦をお願いいたします。 

○細川委員  私は教育芸術社を推薦いたします。 

 これも評価の観点が明示されているということが１つ。初歩的な課題から基礎的なとこ

ろ、発展的な楽曲まで段階的に取り組みやすくなっているというところ。様々なジャンル

から生徒が意欲的に取り組める楽曲が厳選されているというところでございます。 

○大和田教育長  ありがとうございました。次に川原委員、お願いします。 

○川原委員  教育芸術社をお願いいたします。 

 目次に中学生の器楽の学習内容が表示されていて、器楽と創作に分かれて学習内容と各

曲の関連との一覧があり、学習の見通しが持てるようになっている。日本の音楽から西洋

の音楽まで幅広く全世界の観点で音楽を捉えることができるようになっていて、生徒が様

々なジャンルから意欲的に取り組めるような楽曲が厳選されている。リコーダーの曲が豊

富に掲載されていて、奏法の説明が丁寧で分かりやすい。掲載されている曲ごとに奏法、

表現の工夫等のコメントがあり、演奏時の参考にすることができる。数多くの打楽器の種

類が掲載されており、音楽を深める手段とすることができるということで、教育芸術社で

お願いいたします。 

○大和田教育長  ありがとうございました。次に加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  器楽につきましても教育出版を推薦します。 

 リコーダーを始め、ギターや箏、三味線、太鼓等々、いろいろな楽器を扱っていること
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と、一番の理由は、音楽（一般）の教科書で私は教育出版を推薦した立場上、器楽も同じ

会社で推薦したほうがよいという判断でそのようにいたしました。 

○大和田教育長  ありがとうございました。次に福山委員、お願いします。 

○福山委員  教育芸術社を推薦いたします。 

 目次を見ますと、器楽で学習する内容が分かりやすく紹介されています。「深めよう！

音楽」では、グループでの話し合いにより、アーティキュレーションを決めて演奏したり、

パートの役割や音の重なり方などの工夫により、それぞれのグループの特徴が出せる面白

さがアンサンブルセミナーで紹介されています。そういうところで主体的・対話的で深い

学びの実現への構成となっていると思います。楽器の使い方が分かりやすい写真で丁寧に

紹介されています。演奏者によって個性を持った音になるということや、尺八などシンプ

ルな楽器だからこそ無限の可能性を持つ自分の思いを表現できる楽器なのだと、プロのメ

ッセージなどもあり、打楽器など含めて基本を忠実に身につけることの大切さなどを感じ

ることで、生徒の可能性を広げることが期待できるというところで教育芸術社を推薦いた

します。 

○大和田教育長  ありがとうございます。次に奈尾教育長職務代理者、お願いします。 

○奈尾教育長職務代理者  教育芸術社を推薦いたします。 

 先ほどの加藤委員と同じように、音楽（一般）と同一社の教科書が使用しやすいと基本

的に思うものですから、先ほど音楽（一般）が教育芸術社でもありましたので、教育芸術

社を推薦するところであります。音楽（一般）と同様に学習課題が明示されております。

つまり課題、取り組む、演奏する、個人で、あるいは友達と、グループで、そして深める、

総合評価も取り入れながらという学習過程で進められるようになっております。恐らく生

徒たちもこの流れに乗りやすいのではないかと思われるところであります。楽器の説明が

細かく詳しく載っておりますし、基本的な奏法も丁寧に載っている点も、器楽の教科書と

してはいいのではなかろうかと思ってございます。 

○大和田教育長  ありがとうございました。私、大和田も今出た御意見と同じなのです

けれども、教育芸術社を推薦いたします。 

 １つの理由としては、音楽（一般）と器楽合奏は同じ会社のほうがよろしいのかなとい

う１つの考え方。楽器の奏法についても、先ほど奈尾教育長職務代理者がお話しされてい

ましたけれども、奏法についての解説や写真が豊富であること、小学校から学習の積み重

ねと系統性が考慮されていることなどから推薦するものでございます。 
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 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、教育出版社が１票、教育芸術

社が５票で、教育芸術社が過半数を得ましたので、音楽科（器楽合奏）の教科書につきま

しては教育芸術社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  それでは、音楽科（器楽合奏）の教科書につきましては教育芸術社と

いたします。 

 次に、美術科の教科用図書を選定いたしたいと思います。また同じ繰り返しですが、各

委員から順番に２社ずつ御推薦いただき、美術科における教科書を選定したいと思います。 

 細川委員からお願いいたします。 

○細川委員  私は光村図書と日本文教出版の２社を推したいと思います。 

 光村図書については、主体的・対話的な学びにつながる作品についての意見交換などが

具体的に示されているというところで、グループディスカッションが取り入れやすいとい

うところや、生徒が主体的に作品を鑑賞するような工夫がなされているというところ、社

会とのつながりが見られる題材等が多いというところがあります。大きくは内容的な偏り

がなく、バランスがよいというところや、各題材の目標が明確であったり、発想、構想、

技能、鑑賞が全体を通して系統的に書かれていること、絵、彫刻、デザインなどが明確に

区分されていて、とても見やすいという印象です。 

 日本文教出版については、「自分らしさを見つける」「見えたものを大切にする」「じ

っくり見る」といった生徒が主体となって美に対するという内容がとても充実していると

いうところがあります。大きく特筆されるところで、図版の大きさや解像度の高さ、図や

写真配置の思い切りのよさ、とても迫力がある。素材、繊維の様子まで確認することがで

きるような詳細な写真は大きなインパクトがあると考えます。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて川原委員、お願いします。 

○川原委員  １つ目は光村図書をお願いいたします。 

 理由といたしましては、全体を通して読みやすく、美術作品や折り込み資料等、適切に

配置されており、大判のものが多く、迫力を感じられる作りになっている。１年では巻頭

の美術って何だろう、美術で学ぶことで小学校、図画工作から中学校、「美術とは何か」

から始まり、３年間でどのような学習を行うかが分かりやすくまとめられている。各題材

に目標として問いかけがあり、生徒が主体的に作品を鑑賞し、自然に対話が生まれるよう

に工夫されている。各単元にＱＲコードの表示があり、掲載作品の説明や中学校生徒の作
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品が多数掲載されており、本人制作時の感想もあり、生徒自身が作品を制作「するときの

参考になっている。教科書で大きく掲載されている作品をＱＲコード等で見ると、「風神

雷神図屏風」や、ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」、北斎の「富嶽三十六景」、ゴッホの

「星月夜」、ピカソの「ゲルニカ」などの解説は美術館のイヤホンガイドのようなイメー

ジで、美術の学習に興味を持ち、表現活動や鑑賞についてフォローする手助けになるとい

う理由で光村図書をお願いいたします。 

 もう１つは日本文教出版をお願いいたします。 

 １年生の表紙のフェルメールの「真珠の耳飾りの少女」はインパクトがあり、ＱＲコー

ドにおいてはフェルメール研究の第一人者の方が優しく作品鑑賞の方法を説明しており、

１つの作品から美術の楽しさや面白さに興味を持ち、フォローする手助けになる。全体的

に作品や写真が鮮明で迫力があり、大判であることにより素材の生の様子まで確認するこ

とができ、印象深く学習することができる。巻頭にこれからの学習の指針が示され、学習

に生かすことができる。小学校の図画工作から１年生が入学後に興味を抱くような工夫や、

小学校での経験を活用できる題材が適切に配置されている。題材の配列は分野ごとに分け

られ、見やすく構成され、使用しやすく、確認しやすい。美術とは何かから始まり、３年

間でどのような学習を行うかが分かりやすくまとめられている。最後に、各題材には学び

の目標、３つの目標が明確に示されていて、参考作品として生徒の作品も多数掲載され、

学習を進める上で参考になる。 

○大和田教育長  ありがとうございました。次に加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  美術につきましては、日本文教出版と開隆堂を推薦したいと思います。 

 日本文教出版は、全体的に紙面が大変ゆったりしています。写真や図版がとても明快で

す。ちょこんと小さく載っているのではなくて、見る側のことも考えながら配置されてい

るなと私は読みました。世界と日本ということを恐らく意識させているのではないかと思

われる部分もありましたので、この会社を推薦いたしました。 

 開隆堂につきましては、例えば私たちが幼いころには伊藤若冲などという人の絵は知ら

ずに育っているはずなのです。そういう人を大きく取り上げながら、全体として名画を大

変多く紹介しています。併せて見開きのページを作って、そこでまた強調したいことを強

調するという工夫もされていると解釈いたしました。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて福山委員、お願いします。 

○福山委員  日本文教出版と光村図書にいたします。 
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 日本文教出版は、まず教科書そのものがとても大きなインパクトがあり、写真や題材も

カラーユニバーサルデザインの配慮と、ＵＤフォントを使って、とても分かりやすい表示

になっています。特に最も印象的なのが浮世絵作品で、葛飾北斎の原寸大の絵は波のブル

ーの色が実物に限りなく近い色刷りになっており、圧倒されます。各題材のページでは学

習する目的や題材名を明記し、身につけたい学習の目標が３つのポイントで明記されてい

ます。見通しが立てやすく、学習指導要領の３つの柱に沿った構成となっております。デ

ザインや工芸の人の手による技のすばらしい作品の鑑賞や、ピクトグラムやイメージの力

で伝えるポスターなどについても、視覚からの訴えで見た人の心を動かす印象的な表現へ

のチャレンジなどは専門性の視点から特筆すべきところだと思います。ＱＲコードの内容

もとても充実しており、貴重なコンテンツが生徒の学習を支えてくれるものと期待できま

す。 

 光村図書につきましては、ＱＲコードで教科書のタイトル「うつくしい！」の筆者であ

る谷川俊太郎さんの朗読を聞かせていただきました。とても深い意味を感じました。目次

の次に美術って何だろう、美術で学ぶこととはについてイラスト入りで解説しています。

この疑問は小学生から中学生へ接続時に生徒の誰もが抱く不安や心配を払拭するような滑

り出しとなっています。学年に応じた題材が用意され、目標が示され、１年生には取り組

みやすい題材を通して主体的・対話的で深い学びの実現に進める構成となっております。

２年、３年になると、絵や彫刻などでは歴史的な時代背景の中で表現された作品の意図や

工夫を感じることを目標とする題材が数多く挙げられています。ほかの教科との横断的な

視点が教育の質を高めるカリキュラム・マネジメントの実現に大いに貢献できるものと感

じました。以上の理由で光村図書を推薦いたします。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて奈尾教育長職務代理者、お願いいた

します。 

○奈尾教育長職務代理者  光村図書と日本文教出版を推薦いたします。 

 光村図書でありますが、２分冊になっております。Ａ判ということで、図が大きくて、

写真もとてもきれいで、極めて美しいという感じを持ちました。見開き２ページの中でひ

とまとまりの学習という構成があって、学習しやすいかなと思っております。各題材にお

いては学習の目標が明示されるとともに、目標への迫り方、具体的な内容が下段に書かれ

ておりました。鑑賞、表現の２分野に分けて学習の方向を示していて、分かりやすく、取

り組みやすく構成されております。学習指導要領にあります発想や構想に関する資質・能
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力、技能に関する資質・能力、鑑賞に関する資質・能力について学習するようになってお

り、着実に身につけられるよう教材の配列が工夫されていると思います。学びを深めるた

めに対話的な学習活動が多く取り入れられているのもよろしいのではなかろうかと思いま

した。 

 日本文教出版でございますが、光村図書のＡ判をさらに横に広くした判で、図版が大き

く、かつ１、２、３年と３分冊になっております。光村図書同様に見開き２ページでひと

まとまりの学習になっております。表紙の写真がとてもきれいで、しかも横が若干広い分、

迫力を感じたところであります。表紙に美術との出会い、学びの実感と広がり、学びの探

究と出会いとありまして、見開きで題材に対するコメントを加えて、学習への興味、関心

を高める、あるいは意欲をわかせる構成になっていると思います。主体的に学習を進めや

すいように、教材が理解されやすいように図版等の配置が的確に行われている。これは光

村図書と同じでありますが、多少の表現の仕方は違いますけれども、題材で学びの目標と

して３つが示されています。造形的な見方を豊かにする視点や、議論に関する目標、発想

や構想、鑑賞に関する目標、主体的学習に取り組むための目標、学習の狙いがとても明確

であって、見通しを持って学習に取り組むことができるよう配慮されている点も評価した

ところであります。共通しているのは生徒の作品を取り入れて、身近なものとして感じな

がら学習に取り組める構成が評価できるのではなかろうか。これは共通したところであり

ますけれども、ということで２社を推薦いたします。 

○大和田教育長  ありがとうございました。私、大和田は日本文教出版と光村図書を推

薦したいと思います。 

 まず日本文教出版は「美術とは何か」から始まり、３年間を通じてどのような学習を行

うかが分かりやすくまとめられ、美術の学びを積み上げられる構成となっております。生

徒に作品と出会う楽しさや実感を味わってもらうために、実物の鑑賞体験に近い造本や印

刷による色合いが非常にきれいで、実物に近い教科書となっています。特に浮世絵が掲載

されているページでは実物に近い図版で色合いや最後の彫りまで表示されており、彫り師

の技のすばらしさが実感できるような内容となっています。学習が自己、生活、社会、環

境へ広がるように題材が構成されて、発達段階や内容の系統性などが配慮されております。

Ａ４判幅広の教科書で作品が大きくレイアウトされて、見やすく構成されているとともに、

伝統文化の観点や紙面構成が工夫されていると思いました。 

 光村図書は、３年間で学ぶことが２冊の教科書でまとめられ、題材の随所に他教科との
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つながりを示すコラムがあり、美術での学びが他教科とどうつながるかが理解できるよう

になっています。原寸大で鑑賞しようというページを設け、原寸大の写真で興味、関心を

高めるとともに、作者の工夫された表現との関連を考えることができることから光村図書

も推薦するものであります。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、開隆堂が１票、光村図書が５

票、日本文教出版が６票となりましたので、上位２社である光村図書と日本文教出版の２

社に絞りたいと思います。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  それでは、ただいま絞りました２社、光村図書と日本文教出版につい

て、各委員から順番に１社ずつ御推薦いただき、美術科の教科書を選定したいと思います。

細川委員からお願いします。 

○細川委員  私は光村図書を推薦いたします。 

○大和田教育長  川原委員、お願いします。 

○川原委員  日本文教出版をお願いいたします。 

○大和田教育長  加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  日本文教出版をお願いします。 

○大和田教育長  福山委員、お願いします。 

○福山委員  日本文教出版をお願いいたします。 

○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  日本文教出版を推薦します。 

○大和田教育長  私、大和田も日本文教出版を推薦いたします。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、光村図書が１票、日本文教出

版が５票となりましたので、日本文教出版社が過半数を得ましたので、美術科の教科書に

つきましては日本文教出版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  それでは、美術科の教科書につきましては日本文教出版といたします。 

 次に入る前に、ここでしばらく休憩とさせていただきます。再開は午後２時40分といた

したいと思います。では、ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午後２時28分 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 
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再開 午後２時40分 

○大和田教育長  それでは、再開いたします。 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 

○大和田教育長  次に、技術家庭（技術）の教科用図書を選定したいと思います。各委

員から順番に２社ずつ御推薦いただき、技術家庭（技術）における教科書を選定したいと

思います。 

 細川委員からお願いいたします。 

○細川委員  私は、東京書籍と開隆堂を推薦いたします。 

 東京書籍については、よく整理されていて、全体の流れが見通しやすいというところ、

思考ツールが随所に活用されていて、自分の考えを深めたり、グループ活動に利用できる

工夫がなされているような点であります。 

 開隆堂につきましては、身近なところからの入りやすいところがとても生徒にとっては

使いやすいのではないかと思われます。他教科との連携を広げ、深めて学習することがで

きるのではないかと考えました。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて川原委員、お願いします。 

○川原委員  私は、１つは東京書籍をお願いいたします。 

 全体的に写真、イラスト、資料等がはっきりしていて読みやすい。本文やコラム等にお

いて観察や実験における対話的なキャラクターの吹き出しも多く、学習を進める上で役立

つ。各単元の最初に目標があり、これから学習することの課題を考えることができ、身に

つけておきたい基礎技能が分かりやすく収録され、生徒自らが確認しやすい。多くの具体

的な実習例が手順どおり書かれており、関連した内容や発展的内容の「技術の匠」「技術

のとびら」「資料」「ポイント」「ひとくちＱ＆Ａ」等に伝統技術から最新技術に至る様

々な資料的記述がなされている。 

 もう１つは開隆堂をお願いいたします。 

 全体的にはっきりした色彩で、イラストなどの大きさや配置が適切でバランスがよく、

内容により活字の大きさやフォントが変わり、大事な項目が強調されるようになっている。

ＱＲコードの読み取りで教科書の内容に関するコンテンツを参照でき、学習の手助けにな

る。巻頭のガイダンスは学習の流れに沿った説明で、学習の見通しが分かるようになって

いる。各単元には学習の目標や、調べてみよう、考えてみよう、話し合ってみようの項目

があり、振り返ろうでは学習したことを整理することができるようになっている。各ペー
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ジ下の豆知識は、学習を進める上で非常に参考になる。実生活に関連する課題を学習でき、

各単元の参考にでは、学習の幅を広げ、理解する手助けになっていて、コラム等は基本、

基礎の定着や探究的な活動に生かすことができるように工夫されている。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  技術家庭科のうち、正直に申しあげますと、私、家庭科が先に定まってし

まったものですから、技術科も開隆堂がいいのではないかと判断してしまいました。もう

１つは教育図書です。写真にさっきからこだわっていますけれども、写真が小さかったり

暗かったりするよりは見やすいもののほうがいいなという判断がいつでもあります。 

 開隆堂に関しては技術科、著作権の問題をしっかり取り上げてくれていて、ここは中学

生のうちからもっとしっかり学習しておいたほうがいいと思っているのです。実は私は個

人的に著作権の問題で被害者になったことがあるものですから、これにとてもこだわりを

持っています。そういうマイナス事項ではなく、プラス思考で言えば、分かりやすさの点

で開隆堂を推薦したい。併せて情報セキュリティー、情報モラル、著作権の問題とも関連

するのですけれども、この辺もこの教科書の中ではしっかり伝えられていると思いました。 

 もう１つの教育図書については、書き文字の柔らかさが目につきました。ハンドブック

というものの扱いをどうするかというのを実は昨日聞きそびれてしまったのですけれども、

これも教師側の使いようによっては工夫ができるだろうと思った次第です。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて福山委員、お願いします。 

○福山委員  東京書籍と教育図書を推薦いたします。 

 東京書籍の場合、技術分野の学習の方法について巻頭で丁寧に説明されています。４編

が統一した学習方法となっていて、第１章で技術の原理、法則と仕組みをしっかり理解し、

第２章では物作りなどを通して技術の見方、考え方を働かせながら課題を設定し、問題解

決をする、数多くの問題解決例を参考にしながら、製作品の評価、改善、修正等を行い、

第３章で１章、２章の学習を踏まえて、話し合いの中で社会の発展につなげるための技術

の最適化を考える。この問題解決のプロセスはＰＤＣＡのサイクルにも当てはまり、この

繰り返しで新たな問題発見につながっていくという仕組みになっております。要所要所で

Ｄマークコンテンツも豊富に用意されています。特に「技術の匠」はとてもよい刺激にな

ると思いますし、未来の夢をかなえるためにも、子どもたちがこのテクノロジーの学習が

身について、面白い、分かったとなれば、新学習指導要領が求める資質・能力を育成する

ことにつながると期待できます。 
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 次に教育図書についてですが、全体をＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ編に学習の内容が分かれてい

て、それぞれ学習の扉でこれから学ぶ学習の趣旨と目標が分かりやすく解説されています。

各編は１章から３章への流れが作られていて、章末で必ず学んだことをまとめる構成とな

っています。各単元のページには「めあて」と学習のキーワードが明記され、やってみよ

うや振り返るまで、確実に設計や計画の基礎が身につく流れとなっています。生徒にとっ

て、じっくり学び、学びを深め、生かすというこの教科書の趣旨を理解し、自ら工夫した

り想像することが学習指導要領の趣旨に沿っていると感じます。特集でプログラミングを

学ぼうと、とても分かりやすく作ってみようというコーナーで、ゲームの例は生徒をわく

わくさせるような内容となっています。 

 以上のようなことでこの２社を推薦いたします。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて奈尾教育長職務代理者、お願いしま

す。 

○奈尾教育長職務代理者  東京書籍と開隆堂を推薦いたします。両社ともに小学校、中

学校、高等学校との関連、あるいは身近な課題への取組、写真であるとか資料が鮮明で見

やすいなど、共通している点が多くあるととらえました。 

 まず東京書籍ですが、課題解決の進め方が各章ごとに問題の発見、課題の設定、設計、

計画、製作、育成、評価改善、修正の流れになっており、統一されています。主体的な学

習に十分に取り組めるように工夫がなされていると思います。学習の効果を上げるために、

Ｄマークでコンピュータやインターネットを活用できるようにし、シミュレーション、動

画など、学習への興味、関心を高めることができるよう工夫してあります。巻頭に、技術

分野のガイダンスに10ページ強を充ててあり、１年生の最初に学習するようになっていま

す。技術の学習の見通しを持って取り組むために大変大切であると考えます。技術におい

てはいろいろ危険を伴う器具、用具を使用しますが、安全面への配慮がとても行き届いて

いると思います。電気のこぎり、ドリル、かんな、のこぎりなどの使い方、注意点などが

細やかに記されている点を評価したいと思います。 

 開隆堂ですけれども、巻頭のガイダンスはとても分かりやすくて、学習の見通しを持つ

のには大変効果的であろうと思います。技術の内容については大きく３つに分けて構成し

ておりますが、さらに見通しを持てるように学習の流れを示して、充実した学びになるよ

う工夫しております。安全面の配慮については、東京書籍同様に巻頭に作業の安全のペー

ジを２ページとってありますが、細かく示して安全確保に向けて注意を促しています。多
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くのマークで学習資料であるとかコンテンツの活用を促している点、評価したいと思いま

す。 

○大和田教育長  ありがとうございました。私、大和田は東京書籍と教育図書を推薦い

たします。 

 東京書籍は見開きで学習の目標、初めの活動、作業、まとめの流れが示されており、知

識や技能を分かりやすく表現できていること、作業手順のレイアウトが構造化されており、

ひと目で分かること、小学校マーク、他教科マークがあり、関連が明確であることなどか

ら推薦するものであります。 

 教育図書は、発達段階に応じた丁寧な表現を使用し、分かりやすい表記となっているこ

と、ハンドブックが別冊であり、生徒の資料活用の力が身につくように配慮されているこ

となどを理由として推薦するものであります。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、東京書籍が５票、教育図書が

３票、開隆堂が４票となりましたので、上位２社である東京書籍と開隆堂の２社に絞りた

いと思いますが、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  それでは、ただいま絞りました２社、東京書籍と開隆堂について、各

委員から順番に１社ずつ御推薦いただき、技術科の教科書を選定したいと思います。 

 細川委員からお願いします。 

○細川委員  東京書籍を挙げさせていただきます。 

○大和田教育長  川原委員、お願いします。 

○川原委員  開隆堂をお願いいたします。 

○大和田教育長  加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  開隆堂をお願いいたします。 

○大和田教育長  福山委員、お願いします。 

○福山委員  東京書籍をお願いします。 

○大和田教育長  奈尾教育長職務代理者、お願いします。 

○奈尾教育長職務代理者  東京書籍をお願いします。 

○大和田教育長  私、大和田は東京書籍をお願いします。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、東京書籍が４票、開隆堂が２

票となりましたので、東京書籍が過半数を得ましたので、技術家庭（技術）の教科書につ
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きましては東京書籍としたいと思います。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  それでは、技術家庭（技術）の教科書につきましては東京書籍といた

します。 

 次に、技術家庭（家庭）の教科用図書を選定したいと思います。また各委員から順番に

２社ずつ御推薦いただき、技術家庭（家庭）における教科書を選定したいと思います。 

 細川委員からお願いいたします。 

○細川委員  私は、東京書籍と開隆堂を挙げさせていただきます。 

 東京書籍につきましては、とてもバランスがよく、項目ごとも分かりやすいと感じまし

た。「活動」というコーナーで具体的なシチュエーションなどが設定されていて、話し合

いがしやすくなっていたり、思考ツールの例が掲示されていて、対話的な学習につながる

と感じました。 

 次は開隆堂でありますけれども、アクティブラーニングの課題が随所に設定されている

など、話し合いがしやすい工夫がとてもなされているということや、主体的・対話的で深

い学びの過程が大変明確であり、課題解決による学習の取組のしやすさがあるというとこ

ろ。製作実習例がとても多様であるというところを主な理由といたします。 

○大和田教育長  ありがとうございました。次に川原委員、お願いします。 

○川原委員  １つ目は東京書籍をお願いいたします。 

 理由としては、全体的に写真、イラスト、資料が明るくはっきりしていて読みやすく、

本文やコラム等において観察や実験における対話的なキャラクターの吹き出しも多く、学

習を進める上で役に立つようになっている。目次は自立と共生を目指した構成になってい

て、分野ごとにシンプルにまとまっている。各単元には目標や調べてみよう、考えてみよ

う、話し合おう、やってみようの項目があり、まとめようでは学習したことを振り返り、

整理することができるようになっている。インターネット関連の教材が多く、ＳＤＧｓに

関する題材も衣、食、住、消費と掲載され、持続可能な社会の実現に取り組む学習ができ

る。家庭分野の学習にかかわる仕事につく16名からのメッセージが掲載されていて、将来

の選択にとっても参考にすることができる。 

 東京書籍は以上でございます。 

 もう１つは開隆堂をお願いいたします。 

 全体的に見やすい色彩で、資料の配置がよく、バランスもよく、内容により活字の大き
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さやフォントが変わり、大事な項目が強調されている。巻頭のガイダンスにより、学習の

流れに沿った説明で学習の見通しが分かるようになっている。主体的・対話的で深い学び

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る。ＱＲコードのコンテンツでいろいろな項目を見ることができ、

実験や実施の手順がよく理解できる。食生活分野では調理に時間や写真が掲載され、系統

的な構成になっている。調理実習例での記述には、アレルギー物質を含む食品については

黄色で表示され、アレルゲンの代替食材について関心、意識を持つようにしている。ＳＤ

Ｇｓに関する題材が家庭生活、衣、食、住、消費の５つあり、持続可能な社会の実現を学

習するようになっている。 

○大和田教育長  ありがとうございました。次に加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  家庭科につきましては、開隆堂と教育図書を推薦いたします。 

 まず開隆堂ですが、なんといっても本市にかかわりの深い食物アレルギーの解説がよく

できているというのが１点です。私は事情のある子どもを家に預かって生活させるという

活動もしてきているのですが、そういう中で感じたのは、いわゆる普通の家族、普通の家

庭というのは発想の転換を図らなければいけないのではないかということなのです。よく

挿絵などで家族の絵が出てくると、親２人、子ども２人、昔こういうのを標準家庭と呼ん

だそうなのですけれども、標準とは何なのか、普通とは何なのかということを考えさせる

教科書になっていると考えました。昨日も質問しましたが、児童虐待についても触れてい

ます。併せて本市でも今、５つでしょうか、６つでしょうか、細川委員に後で詳しく確か

めますが、子ども食堂という活動も活発になっていて、開隆堂の教科書はこれを写真つき

で取り上げているのです。そういう意味でもこの会社を推薦したいという次第です。 

 次に教育図書ですが、同じく食物アレルギーを扱っているし、児童虐待に関しては件数

を具体例として経年で、数字で示してくれているのです。こういうことを中学生のうちか

ら考えさせないと、本当の意味での児童虐待はなくなっていかないのではないかとも考え

ます。併せて児童相談所という役所の紹介も教育図書はしてくれています。そういう意味

でこの会社を推薦いたしました。 

○大和田教育長  続いて福山委員、お願いします。 

○福山委員  開隆堂と教育図書を推薦いたします。 

 開隆堂につきましては、大きくＡ、Ｂ、Ｃの３つの分野でテーマごとに学習の目標から

話し合ってみよう、考えてみよう、振り返りと学習の流れが見通せる構成となっています。
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学習のまとめでは、それぞれの学習を振り返って、まとめる、自己評価をすることで知識、

技能を培い、思考力、判断力、表現力などの資質・能力をバランスよくはぐくめる流れと

なっています。ＱＲコードによる数多くのコンテンツが学習の助けとなり、生徒の興味、

関心を高める効果につながるのではないかと思います。Ａ、Ｂ、Ｃのすべてのテーマの中

でＳＤＧｓの視点を生かし、テーマごとに持続可能な家庭生活等を目指して「話し合って

みよう」というコーナーが設定されています。生活に生かすにはどうすればよいかとか、

世界に目を向けてみたとき、どうあるべきか等、対話の中で世界市民、地球市民として世

界の連帯の大切さを学べることで、新たな発見や豊富な発想が生まれ、深い学びとつなが

ることが期待できます。教科書の最後は災害から命と生活を守るためにで、とてもタイム

リーなページで締めくくられております。 

 以上で推薦の理由といたします。 

 教育図書につきましては、目次の次ページに私たちの暮らし、１月から12月まで伝統的

な日本の文化というべき年中行事がきれいな写真とイラストで掲載されています。導入、

やってみよう、学びを生かそう、章末のまとめという構成になっており、６項目の課題解

決学習も、自分の課題を持って学習に取り組み、自立への道を明確にするためのステップ

が示されています。それが学びを生かすことにつながる構成となっています。章末のまと

めで章の振り返りをするときに、確認しようで学習がどの程度身についたかを確認し、考

えてみようで思考力、判断力、表現力を鍛え、最後に自分の言葉でまとめようということ

で主体的に学習に取り組む態度を培う構成となって、これはとても分かりやすく、生徒が

着実に知識、技能を身につけられると思います。こうした理由で推薦いたしました。 

○大和田教育長  続いて奈尾教育長職務代理者、お願いします。 

○奈尾教育長職務代理者  開隆堂と教育図書を推薦いたします。 

 開隆堂は写真やグラフ等、とてもきれいで読みやすい。見開きページの中に学習目標、

学習活動、振り返りが位置付けられています。学びが進む過程において、小学校との関連

やメモマーク、リンクマークでの補充説明、資料の提示、さらに、やってみよう、話し合

ってみよう、参考などを設け、主体的・対話的で深い学びに進んでいくのがたやすくなっ

ているととらえられます。調理における衛生面、安全面についても、絵や写真で細かに示

して分かりやすい、細かいところまで行き届いた配慮がなされているととらえました。本

市の課題でもあります食物アレルギー関連についても十分な説明、配慮が見られる点を評

価したところです。 
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 教育図書も写真が見やすく、グラフ等も読みやすくなっております。自主的で主体的な

学習を進められるよう、分かりやすく構成されております。まず各章が導入、やってみよ

う、学びを生かそう、章末のまとめで構成されています。さらに、やってみようを３つの

ステップ、見詰める、学ぶ、振り返るに構成して、学習が深められるよう工夫されており

ます。安全、環境など、様々なマークで学習内容を補充、あるいは補説して学びを深める

工夫をしております。開隆堂同様にアレルギー問題については取り上げられております。 

 両社とも小学校とのリンク、他教科との関連、デジタルコンテンツを豊富に活用できる

など構成されている点を評価したところであります。 

○大和田教育長  私、大和田は開隆堂と教育図書を推薦いたします。 

 開隆堂出版は、学習の振り返りができるように構成され、写真を使っているページが多

く、分かりやすいこと、調理実習での記述にはアレルギー物質を含む食品に色をつけるな

ど、食物アレルギーへの取組が見られること、生活習慣病のがんについても明記されてい

ることなどから推薦いたすものです。 

 教育図書は、実習につながる部分に工夫が見られ、生徒が主体的に授業に参加できる内

容になっていること、作業手順のレイアウトが構造化されており、ひと目で分かること、

実習例のパターンが多く、生徒の実体に合わせて選択できることなどが推薦する理由とし

ております。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、東京書籍が２票、教育図書が

４票、開隆堂が６票となりましたので、上位２社である教育図書と開隆堂の２社に絞りた

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  それでは、ただいま絞りました２社、教育図書と開隆堂について、各

委員から順番に１社ずつ御推薦いただき、技術家庭科（家庭）の教科書を選定したいと思

います。 

 細川委員からお願いいたします。 

○細川委員  開隆堂を推します。 

○大和田教育長  川原委員、お願いします。 

○川原委員  開隆堂をお願いします。 

○大和田教育長  加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  開隆堂でお願いいたします。 
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○大和田教育長  福山委員、お願いします。 

○福山委員  開隆堂でお願いします。 

○大和田教育長  奈尾教育長職務代理者、お願いします。 

○奈尾教育長職務代理者  開隆堂をお願いします。 

○大和田教育長  大和田も開隆堂を推します。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、開隆堂が６票で過半数を得ま

したので、技術家庭科（家庭）の教科書につきましては開隆堂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  それでは、技術家庭科（家庭）の教科書につきましては開隆堂といた

します。 

 次に、外国語科（英語）の教科用図書を選定いたしたいと思います。各委員から順番に

２社ずつ御推薦いただき、外国語（英語）における教科書を選定したいと思います。 

 細川委員から順次推薦をお願いいたします。 

○細川委員  私は東京書籍と三省堂を推薦いたします。 

 東京書籍につきましては、トピックが中学生の日常に焦点が当てられていて、ほかの学

習、生活などにつながりやすいというところ、提示されている活動が多種多様であること、

５領域のバランスがとてもよいということ、予習、復習などがしやすい配列であり、学年

最初の振り返りなどのユニットゼロの工夫などが見られるというところ、キーセンテンス

など基本的かつ反映性の高い文が使用されているというところがポイントかと思っており

ます。 

 三省堂ですけれども、各レッスンがとても明確な構成であるということ、必ずペアで会

話するようなタスクがあるということ、練習の種類が多岐であるということ、既習事項を

用いて学習が進むという工夫で振り返りがしやすいということ、英語ではとても大事かと

思うのですが、小・中学校の接続が丁寧であるということ、併せてアクティブラーニング、

活発に行われるような意見交換や、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るというところです。全体的に導入がとても身近で、バランスが

よいような、分かりやすいという印象を持っています。 

○大和田教育長  ありがとうございました。次に川原委員、お願いします。 

○川原委員  １つ目は三省堂をお願いいたします。 
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 写真、イラストが豊富で、項目により字体、色使い、活字の太さも配慮され、教材の配

列は既習事項を用いて学習が進むように工夫されていて、学習のつながりを意識して、ど

の領域を学んでいるのか、目次が工夫されている。各レッスンの構成が理解する、活用す

る、分析する、振り返るの形式になっており、学習の筋道を立てたり、学んだりすること

を確認できる。各レッスンにおいて目標を達成するための練習の種類が多岐にわたり、聞

く、読む、話す、書くことを練習できるように配置されている。アクティブラーニングが

活発に行われるように、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課題

などが多く設けられていて、学習を進めることができる。 

 もう１つは光村図書をお願いします。 

 全体的に見やすく落ち着いた優しい色使いで、イラストや写真等の資料の配置も適切に

なっている。目次や各パートの基本文が見やすく、そのユニットでの文法がひと目で分か

るような工夫がある。他教科とのつながりが全学年の教科書に明記されていて、社会、美

術、音楽などの教科との関連を図れるようになっている。各学年には帯教材、「“その場

でスピーキング”Ｌｅｔ’ｓ Ｔａｌｋ！」があり、生徒の発話の場面を増やすようにし

ている。ユニットの終わり、Ｇｏａｌでは「聞く」「話す」「読む」の活動があり、まと

めの学習や振り返りができるようになっている。 

○大和田教育長  ありがとうございます。続いて加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  英語科につきましては、三省堂と教育出版を推薦したいと思います。 

 三省堂については、１年生の活字がやや小さいかなという疑問はありますが、取り扱っ

ている材料、話材が「不思議の国のアリス」、ハンプティ・ダンプティなどを登場させて

親しみやすいようにしている工夫が感じられます。併せて車いすバスケも話材にしている

のです。これは他の生き方の問題とかかわるということで大事だと思いました。あるいは、

オーストラリアの先住民族のことを取り上げたり、アイ・ハブ・ア・ドリーム、アメリカ

の人種差別問題等も大きく取り上げながら、世界的視野を培うという意味合いがあるのだ

ろうと。併せてネルソン・マンデラ、マララ・ユスフザイといった人たちのことも話材に

しています。そこを評価したいと思いました。 

 次に教育出版は、１年生の導入としては字が大きいという印象を持ちました。併せて旭

山動物園を取り上げながら、興味、関心を高めようとしている工夫。あるいは、手塚治虫

がここに出てくるとは思わなかったです。ここは子どもたちにとっても非常に親しみやす

く、興味がわきやすいのではないかと思いました。広島の平和教育や、オードリー・ヘッ
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プバーンが女優としての活動ばかりでなく、世界のいろいろな人権の活動に活躍してくれ

ているというところの紹介は印象に残りました。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて福山委員、お願いします。 

○福山委員  私は、東京書籍と三省堂を推薦いたします。 

 東京書籍ですが、Ａ４サイズで巻頭に英語を学ぶ意義について解説してあり、学びのロ

ードマップには、２年生がユニット０～11、２年生が１～７、３年生が１～６が示され、

どのように学ぶのか分かるように和訳をして示されています。目次には見通しを立てられ

るようユニットごとに活動目標を明記して、さらに文法についてもポイントが示されてい

ます。要所要所のＱＲコードを読み取り、音声で教科書の本文が聞き取れることは、生徒

が１人で学習することもできる効果があります。これまで英語を読めば意味が分かるのに、

言葉で聞いても理解できないということが原因で苦手意識を持ったり、英語学習の障害に

なったりしている人が多いと言われてきましたが、豊富なデジタルコンテンツを活用する

ことでリスニング力が高まることになるかと期待ができます。その他、小学校から中学校

へ丁寧に接続されている、各科の初めにリスニングでポイントの導入をしているところも

併せて、とても丁寧に子どもたちが成長できるように作られている教科書だと思いました

ので、推薦いたします。 

 三省堂です。 

 巻頭の見開きにグローバル社会を生きる子どもたちが、この教科書を学ぶためのキーワ

ードとも言える４つの言葉が明記されています。言葉を使う、かかわる、考える、学ぶ、

これこそ国際社会の中で様々な国や、地域の人や、文化とかかわり、自分と向き合い、自

分の世界を広げ、自分にできることは何かを考える、人としての基盤を作るための学習で

あると思います。レッスンの一つ一つの単元末には文法のまとめがあり、学習の振り返り

や再確認をして次のステップに進む準備ができます。学年に応じた題材を豊富に用いて、

様々な工夫があり、新学習指導要領が目指す資質・能力の育成に応じた仕掛けが随所に見

られるところを評価いたしました。 

○大和田教育長  ありがとうございました。次に奈尾教育長職務代理者、お願いします。 

○奈尾教育長職務代理者  三省堂と東京書籍を推薦します。 

 三省堂ですけれども、今お話がありましたように、目次が大変工夫されています。各レ

ッスンの学習概要が示され、さらに各扉で学習の見通しや学習のポイントが示されている

ので、主体的な学習を進めやすいのではなかろうかと思われます。テイクアクションでは
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ペアでの会話を取り入れ、対話的学習も大切にしております。小学校での既習事項、小学

校の英語活動、英語学習からの積み重ねが大変重要かなと思うところでありますが、小学

校での既習事項をページの下に、○○を繰り返し練習しようと示して、関連内容を取り上

げ、小・中の接続を大事にする中で身につくように工夫がなされております。授業や自学

学習で活用できる付録を豊富に用意しております。例えば１年生では36ページにわたって

たくさん用意がなされております。 

 東京書籍ですが、三省堂同様に目次のページが工夫されて、見通しを持って学習できる

ようになっております。プレビューを設けて文法を形で覚えるのではなくて、文法を使う

目的、場面、状況を理解できた上で使うように工夫がなされています。プレビューにはＱ

Ｒコードでアニメと音声を見取ることができ、意欲的に取り組めるよう工夫されておりま

す。文学であるとか食品表示、東証などの話題を取り入れており、他教科との関連も図っ

ているのも特徴かと思われます。本市の小学校では東京書籍の教科書を使用しております。

中学１年生のレッスン５までは小学校との接続について触れながら進められていますけれ

ども、構成が同じユニットを設けて小学校の学習内容の要点がまとめてあります。丁寧な

接続になっている点、学び方が一緒で安心できるのではなかろうかと思います。三省堂と

の違いといってもいいかと思いますが、基礎文との関連、センテンス、文法等を取り上げ

ている点は特筆できるところではなかろうかと思って推薦するところであります。 

○大和田教育長  ありがとうございました。私、大和田は東京書籍と三省堂を推薦いた

します。 

 東京書籍は、教科書のサイズがＡ４判で大きく見やすく、学習目標と文法が記載され、

学習の見通しが立てられる工夫があること、各単元でトピック提示、リスニング、トピッ

クを踏まえた会話文、本文といった構成をとり、生徒がトピックについて考え、興味を持

って振り返りができる工夫がなされていること。小学校から中学校への丁寧な接続がなさ

れており、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、日本語の文法説明が

簡潔に記載されているなど、学習者の意欲にこたえる内容となっていることから推薦する

ものです。 

 一方、三省堂は教科書の紙の色がやや黄色味がかった色で、目に優しく感じられ、見開

きの左ページに新出文型のドリルがあり、学習の定着が図られていること、書くことを意

識した文はブロック体で、読み物については活字体を使用するなど、字体の使い分けが効

果的であること、日常生活でよく使う会話表現が使われていて、実用的であること、巻末
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の資料に英語表現に使える語句が多く載っており、便利で使いやすいことなどから推薦す

るものであります。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、東京書籍が４票、三省堂が６

票、教育出版が１票、光村図書が１票となりましたので、上位２社である東京書籍と三省

堂の２社に絞りたいと思います。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  それでは、絞りました２社、東京書籍と三省堂について、各委員から

順番に１社ずつ御推薦いただき、外国語科（英語）の教科書を選定したいと思います。細

川委員からお願いいたします。 

○細川委員  三省堂を推薦します。 

○大和田教育長  川原委員、お願いします。 

○川原委員  三省堂をお願いいたします。 

○大和田教育長  加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  三省堂をお願いいたします。 

○大和田教育長  福山委員、お願いします。 

○福山委員  三省堂をお願いします。 

○大和田教育長 奈尾教育長職務代理者、お願いします。 

○奈尾教育長職務代理者  東京書籍をお願いします。 

○大和田教育長  私は東京書籍を推薦いたします。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、東京書籍が２票、三省堂が４

票で、三省堂が過半数を得ましたので、外国語科（英語）の教科書につきましては三省堂

としたいと思います。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  それでは、外国語科（英語）の教科書につきましては三省堂といたし

ます。 

 ここで奈尾教育長職務代理者に退席をお願いしたいと思います。 

 

     （奈尾教育長職務代理者退席） 

 

○大和田教育長  次に、保健体育科の教科用図書を選定いたしたいと思います。各委員
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から順番に２社ずつ御推薦いただき、保健体育科における教科書を選定したいと思います。 

 細川委員から順次推薦をお願いいたします。 

○細川委員  私は、東京書籍と大日本図書を挙げさせていただきます。 

 東京書籍に関しては、基礎的・基本的な知識の習得のために「見つける」で学習の目標

を明確にし、習得状況を確認しながら学習活動を進めるようになっているというところが

あります。活用する、広げるといった学習活動が細かく明記してあり、授業展開がしやす

いと報告されているところ。自分の課題を見つけるなど、習得した知識を生かし、考えさ

せられる課題が設けられているところなどであります。資料が豊富であるというところ、

基礎的な内容の定着を図るようになっているところがポイントかと思います。 

 大日本図書に関していいますと、見やすい、左に本文、右に資料という形で整理されて

いて、見通しが立てやすいというところが分かりやすいと感じました。「話し合ってみよ

う」というところも考えさせたり、話合いという対話的な学びにつながるというところも

あろうかと思います。最初に学習のねらいを明確にした上で、各章末の「学びを活かそ

う」というところで、より深く理解するための課題が示されているところがポイントだと

読ませていただきました。 

○大和田教育長  ありがとうございました。次に川原委員、お願いします。 

○川原委員  １つ目は大日本図書をお願いいたします。 

 全体的に写真、イラスト、図表、グラフが豊富で、非常に見やすい。また、イラストに

も説明があり、分かりやすく読むことができる。各章は本文資料、章末資料「学びを活か

そう」、章の学習のまとめの流れになっているので、学習を進めやすい。見開きページの

各単元の構成は、本文を左ページに置き、右ページには課題学習、資料、イラスト、図表

等が配置され、開いただけでとても見やすく、分かりやすい。各章に「つかもう」「やっ

てみよう」「話し合ってみよう」「活用して深めよう」として一連の流れが設定されてい

る。各章末ごとに「学びを活かそう」の記入欄があり、学習した内容をより考え、思考力

をはぐくむことにつながるための課題が示されている。 

 もう１つは大修館書店をお願いいたします。 

 全体的に落ち着いて見やすく、見開きページの構成は本文を中心に右側、左側、下段に

写真、資料、図表、イラストが配置され、非常に見やすい。各項目の「課題をつかむ」や

「学習のまとめ」では、グループでの話合いの機会を増やしている。巻頭からＳＤＧｓを

取り上げ、保健体育の学習とかかわりが深いものを紹介している。「保健体育の学び方」
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では、学ぶ内容や身につけたい力に応じた様々な方法を紹介して、それぞれの特徴を分か

りやすく説明して授業を進めることができる。各項目はつかむ、身につける、考える、ま

とめる、振り返るの順で構成されていて、教科書を使用して学びを深めることができる。 

 以上の２社でお願いいたします。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  保健体育科につきましては、東京書籍と学研教育みらいを推薦したいと思

います。 

 東京書籍は活字が読みやすい。これは何らかの工夫があるのではないかと印象を持ちま

した。内容的には、もちろんＳＤＧｓをうまく取り入れていること。私は今、決して性教

育が十分だとは思っていない人間ですので、ここで性情報への対処という内容で取り上げ

ている。中身はまだまだ浅いなとは思いますけれども、取り上げていること自体は評価し

たい。併せて、そういうことととても関連する世の中になってしまいましたが、ネットト

ラブルのことも保健体育の中で取り上げているというのはとても大事なことではないかと

思いました。 

 次に学研教育みらいについては、同じく性情報について取り扱っていますが、非常に微

妙な問題なので、カウンセリングルームへという導きをしているのです。これもとてもデ

リケートなところをうまく編集していると思いました。併せて、教科書というと、ついつ

い有名人を取り上げやすいのですけれども、そうでない一般の人にもスポットを当てた書

き方が私には感じられましたので、以上で推薦の理由といたします。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて福山委員、お願いします。 

○福山委員  私は、学研教育みらいと東京書籍を推薦いたします。 

 学研教育みらいにつきましては、巻頭に目次が１年から３年まで見開きに明記されてい

ます。体育編と保健編の説明もあり、次のページに６種類の口絵があり、教科書の強いメ

ッセージを感じることができます。単元の学習の目標が提示され、「課題をつかむ」の中

で話し合ったり、見方、考え方のポイントを示して、様々な資料を活用し、最後にまとめ

る・深めることで主体的・対話的で深い学びへいざなう仕掛けとなっております。保健編

では性的マイノリティー、ＬＧＢＴのことや素地についても触れています。多様な生き方

や人権尊重の視点を育むことは大事なことだと思います。各章の終わりには、章のまとめ

で、振り返りの中で、学習指導要領で育むべき資質・能力の３つの柱が一体的に育成でき

たかを確かめ、さらに生かすところまで明確に流れができています。学習の最後に、とも
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に生きる社会、人類と地球の未来のためにというテーマで７つのメッセージで締めくくっ

ていますが、ＳＤＧｓの持続可能な社会を作るためにと題して、地球環境の保全について

書かれているところといった内容を通して評価させていただきました。 

 東京書籍については、目次の見開きには巻頭、巻末資料や章末資料、読み物の技能、実

習資料が明記されているので、全体が把握しやすくなっています。１時間の学習の流れが

見つける、学習課題、課題の解決、広げると４つのステップで主体的・対話的で深い学び

を実現する構成となっています。豊富な資料やＤマークコンテンツの充実は、生徒が１人

で学習するときに繰り返してコンテンツを確認することで、身につく学習が可能になると

思いますし、ユニバーサルデザインやＵＤフォントの配慮で教科書が見やすくなっていま

す。しかもＤマークコンテンツが、文字だけでは想像できないものは、動画で関連する学

習の内容があれば、その紹介のウェブページ等、至る所に満載され、さらに関心を高め、

学びに向かう力の育成により資質・能力が高まることが期待できます。巻末資料にはＳＤ

Ｇｓから考えようと持続可能な開発目標17項目の達成のために、自分にどのような貢献が

できるかを考えようと投げかけています。以上のようなことで推薦させていただきます。 

○大和田教育長  私、大和田は東京書籍と学研教育みらいを推薦いたします。 

 東京書籍は、１年生から３年生までの学習内容の流れが分かりやすく示されていること、

文字が大きく、図や絵も見やすいこと、食物アレルギーや、がん教育、防煙教育、薬物乱

用防止等、調布市の教育プラン並びに取組重点事項が教科書内容に充実されていることな

どを理由としております。 

 一方、学研教育みらいでは、単元ごとに学習課題をつかむ、考える、まとめよう、振り

返るという順番で構成され、学習がしやすいこと、食物アレルギー、生活習慣病の起こり

方、予防、喫煙の害等が掲載されていることなど、がん、喫煙に関して防止するための学

習内容が併記されていることから推薦するものであります。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、東京書籍が４票、大日本図書

が２票、大修館書店が１票、学研教育みらいが３票となりましたので、上位２社である東

京書籍と学研教育みらいの２社に絞りたいと思います。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  それでは、ただいま絞りました２社、東京書籍と学研教育みらいにつ

いて、各委員から順番に１社ずつ御推薦いただき、保健体育科の教科書を選定したいと思

います。 
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 細川委員からお願いいたします。 

○細川委員  東京書籍を挙げさせていただきます。 

○大和田教育長  川原委員、お願いします。 

○川原委員  私はほかの委員の方、２つ選んだ以外の２つを選びましたので、そのどち

らかということで、東京書籍をお願いします。 

 理由としては、巻頭、巻末の資料や特集の資料等が豊富で、イラストのバランスや資料

の配置など、展開がしやすい構成であるということ。重要語句のポイントが太字で書かれ

ていたり、キーワードが欄外に設けられていたりと、基礎的な内容の定着を図れるように

なっている。単元ごとに事例が載せてあり、興味、関心を持つ材料になっているという理

由で東京書籍をお願いいたします。 

○大和田教育長  ありがとうございます。次に加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  東京書籍をお願いいたします。 

○大和田教育長  福山委員、お願いします。 

○福山委員  学研教育みらいをお願いします。 

○大和田教育長  私、大和田は東京書籍を推薦いたします。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、東京書籍が４票、学研教育み

らいが１票で、東京書籍が過半数を得ましたので、保健体育科の教科書につきましては東

京書籍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  それでは、保健体育科の教科書につきましては東京書籍といたします。 

 次に、特別の教科道徳科の教科用図書を選定いたしたいと思います。各委員から順番に

２社ずつ御推薦いただき、特別の教科道徳科における教科書を選定したいと思います。 

 細川委員からお願いいたします。 

○細川委員  私は、光村図書と東京書籍を挙げさせていただきます。 

 光村図書に関しては、教材末の「考えよう」で話し合う発問がうまく配置されていると

いうところ。教材配列という点で、テーマに応じてうまくまとまっているというところ、

何よりも教材が良質であるということは特筆すべき点であるということでありますので、

こちらを選ばせていただきました。 

 東京書籍でありますが、主体的に学ぶ工夫があるというところで、中でも「プラス」と

いうコラムが非常に学びを広げ、深められるというところがあろうかと思います。「考え
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よう」という項目についても、グループで対話的に深い学びができるのではないか、取り

組みやすくなっていると思われます。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて川原委員、お願いします。 

○川原委員  １社目が教育出版をお願いいたします。 

 理由としては、サイズがコンパクトで、明るく読みやすい。ユニバーサルデザインに配

慮されており、写真、イラスト、地図、漫画等が文章に合わせてサイズを変えて、明るく

見やすくなっていて、行間に余裕があり、行数の間のドットが使いやすい。教材の初めに

発問があり、テーマの問いかけを考えられ、グループで話合いができ、意見交換ができる

ようになっている。教材の終わりの学びの道しるべにおいては、教材をより深く、多角的、

多面的に考えられる問いかけになっていて、主人公の心を考えさせるようになっている。

道徳に課せられる大きな課題であるいじめにも間接的、直接的にアプローチしている。 

 もう一社は光村図書をお願いいたします。 

 教科書サイズがコンパクトで扱いやすく、全体的に落ち着いた色使いで読みやすい。教

材は縦書きになっているが、手引きなどは横書きで、本文との区別ができ、分かりやすく

読むことができる。１年間の道徳の時間を４つのテーマに分け、それに応じ教材をまとめ

ている。定番教材や新聞記事、漫画、歌詞、写真、絵画など、様々な素材を教材化してい

るので、それぞれの考えや価値観で考え、議論したりすることができる。人間関係、いじ

め、情報、環境等の問題を挿入してあり、これから直面すると考えられるいろいろな課題

に取り組み、考えられる。裏表紙のＱＲコードで学習に役立つ情報を多数の外部サイトで

見ることができ、朗読を中心としているため、教材をゆっくりと鑑賞することができ、学

習の参考にすることができるということで、以上２社でお願いいたします。 

○大和田教育長  ありがとうございます。続いて加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  特別の教科道徳につきましては、学研教育みらいと教育出版を推薦したい

と思います。 

 まず学研教育みらいについてですが、読みやすい活字が工夫されていること。一番の驚

きは、手塚治虫の「ブラック・ジャック」を漫画そのまま載せていることなのです。しか

も、ついこの間、事件として大きく報道された難病にかかった方が早く自分の命を終わら

せてくれと医者に頼んだ、その内容がそっくりそのまま、ブラック・ジャックとドクタ

ー・キリコの間の確執として、中学２年生にはきつい内容かなとは思えます。でも、命っ

て何だろうということを深く考える意味では大変貴重な教材、随分大胆なものを取り上げ
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てくれたなという意味で推薦の一番の理由にしたいと思います。併せてシロクマの写真や

ら、ゴリラの写真やら、文章ではとても読み取ることが難しい内容を写真によって提示す

ることはとても大事なことだと思います。それも推薦理由として付け加えておきたく思い

ます。 

 次に教育出版ですが、同じく写真の重さというものを考えさせられました。特に３年生

の56ページに「ハゲワシと少女」が出てくるのです。ほとんど解説文がないのです。この

写真を見て君たちはどう思うのかな、この写真は何なのかな、まさに今の学習指導要領に

沿った対話的で深い学びにつなげられる内容になっていると感じました。併せて１年生の

ところでは、ルールとマナーの違いって何だろう、この微妙な問題を投げかけているし、

ちょっと意見が違うかもしれないけれども、いじりといじめの違いは何だろうと取り上げ

ているのです。私は、いじりは、もういじめだというとらえ方をする人間ですけれども、

中学１年生にいじりといじめと君たち、どう違うんだろうねと投げかけることは、先ほど

申しあげたように、自分たちの思考を巡らせて、心の中をきちっと見詰めて深く考える教

材になっていると思いました。ということが推薦の理由です。 

○大和田教育長  ありがとうございました。続いて福山委員、お願いします。 

○福山委員  私は学研教育みらいと光村図書です。 

 学研教育みらいは、「明日への扉」という教科書の題です。巻頭に新しい扉を開くとし

て、各学年に応じた温かなエールのようなメッセージが書かれています。道徳で学ぶこと、

考えることについて４つあるのですが、見つけよう、考えよう、話し合おう、生き方につ

なげようという４つのステップが示されています。さらに、よりよく生きるための22の鍵

が明記されていますが、これも４つの領域があり、自分を見詰め伸ばす、人と支え合って

生きる、社会に生きる一員として生命を輝かせて生きるとあります。これは道徳的価値に

基づいた人間としての生き方を身につける大事なキーワードだと思います。教材の後ろに

関連情報としてクローズアップのコーナーがあり、先哲の言葉や世界の偉人の残した言葉

などが紹介されて、生き方の選択肢を増やせるような工夫があります。まさに学びに向か

う力や人間性を磨くための道しるべとしての配慮だと思います。多くの教材の中で感動的

な作品が数多く、特に２年生の「美しい母の顔」という作品を読みましたときに、思わず

感動して泣いてしまいましたが、心を揺さぶられる作品は生徒の心を豊かにしてくれると

思います。総じて新学習指導要領に沿って、人間としての資質・能力をはぐくみ、高めて

いく効果が期待できる教科書だと思います。 
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 光村図書、教科書はとてもシンプルですが、教科書の一つ一つの作品が身近で、とても

内容の濃い作品満載です。３シーズンに分かれていて、それぞれのユニットのテーマも明

確で、最後のページ「考えよう」で目当ての問いの見方を変えて考えたり、話し合ったり

して、さらに「つなげよう」で今日学んだことを自身の生活にどのようにつなげていける

かを考えることで深い学びの実現になるよう構成されています。さらに、シーズンで１回

から２回設けられている「深めたいむ」では、グループでの話合いによって、これまでの

学習を基に、与えられたテーマについて考えを深め広げていく、まさに主体的・対話的で

深い学びの実現に向けた仕掛けになっています。以上の理由で推薦させていただきました。 

○大和田教育長  ありがとうございます。私、大和田は学研教育みらいと光村図書を推

薦させていただきます。 

 学研教育みらいは、学習の目的が明らかになっていて、これは当たり前の話なのですけ

れども、学習の進め方、学習過程が生徒たちに伝えやすいようになっていること、いじめ

問題、情報モラル、命の大切さ等、現実的な課題が含まれ、教科書も生徒が扱いやすいサ

イズになっているなと考えております。教材では何を考えていくのかという目当てがそれ

ぞれ示されており、教材冒頭ではどう学ぶのか、教材の末ではなぜ学ぶのかを提示するな

ど、工夫がされていると感じているところでございます。 

 一方、光村図書は、先ほど福山委員もおっしゃられましたけれども、３つの視点、シー

ズンという言葉を使っていますが、１年間の学習の道筋を明示するなど、生徒にも分かり

やすくなっています。さらに、学年ごとにこの教科書が目指した姿、自他の生命と、その

多様性をとうとび、他者や社会とのかかわりの中でコミュニケーション、学び合いながら、

自立した高い志を持って未来を切り開いていく姿などが巻末に記載されていることなど、

道徳を学ぶ目的が明確であること、がん教育、食育、健康、命に関する教材が多くあるこ

となどから推薦するものであります。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、東京書籍が１票、教育出版が

２票、光村図書が４票、学研教育みらいが３票となり、光村図書と学研教育みらいの２社

に絞りたいと思いますが、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  それでは、ただいま絞りました２社、光村図書と学研教育みらいにつ

いて、各委員から順番に１社ずつ御推薦いただき、特別の教科道徳科の教科書を選定した

いと思います。細川委員からお願いいたします。 
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○細川委員  光村図書を挙げます。 

○大和田教育長  ありがとうございます。川原委員、お願いします。 

○川原委員  同じく光村図書をお願いいたします。 

○大和田教育長  加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  学研教育みらいをお願いいたします。 

○大和田教育長  福山委員、お願いします。 

○福山委員  学研教育みらいをお願いします。 

○大和田教育長  私は光村図書を推薦いたします。 

 ただいま委員の皆様からいただいた御意見によりますと、光村図書が３票、学研教育み

らいが２票で、光村図書が過半数を得ましたので、特別の教科道徳科の教科書につきまし

ては光村図書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  それでは、特別の教科道徳科の教科書につきましては光村図書といた

します。 

 ここで退席いただいておりました奈尾教育長職務代理者は、席にお戻りいただくようお

願い申しあげます。 

 

     （奈尾教育長職務代理者復席） 

 

○大和田教育長  それでは、ここで議案を作成するまでの間、しばらく休憩とさせてい

ただきます。再開は午後４時35分とさせていただきます。暫時休憩いたします。 

休憩 午後３時56分 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 

再開 午後４時35分 

○大和田教育長  それでは、再開いたします。 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 

○大和田教育長  ここで、事務局より追加の資料が提出されましたので、追加日程を配

布してください。 

     （資料配布） 

○大和田教育長  この際、配布された追加日程を日程に加えて審議したいと思いますが、
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御異議ありませんでしょうか。 

     （「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。 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 

 追加日程 

  議案第33号 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採択につ

いて 

○大和田教育長  追加日程に入ります。 

 議案第33号「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採択につい

て」を議題といたします。 

 初めに、執行教育部副参事兼指導室長から、提案理由の説明を願います。執行教育部副

参事兼指導室長。 

○執行教育部副参事兼指導室長  議案第33号「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採択について」、御説明いたします。 

 提案理由といたしましては、調布市教育委員会が令和３年度に調布市立小・中学校特別

支援学級で使用する教科用図書の採択を行うため提案するものでございます。 

 使用する教科用図書の案につきましては、別紙を御覧ください。調布市教育委員会が採

択を行う調布市立小・中学校特別支援学級の教科用図書の一覧でございます。 

 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申しあげます。 

○大和田教育長  以上で説明は終わりました。これより質疑を求めます。 

     （「なし」との声あり） 

○大和田教育長  質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本件は原案どおり承認すること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、本件は原案承認と決定いたしました。 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 

  議案第34号 令和３～６年度使用調布市立中学校教科用図書の採択について 

○大和田教育長  次に、議案第34号「令和３～６年度使用調布市立中学校教科用図書の

採択について」を議題といたします。 

 執行指導室長から、提案理由の説明を願います。執行指導室長。 
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○執行教育部副参事兼指導室長  議案第34号「令和３～６年度使用調布市立中学校教科

用図書の採択について」、御説明いたします。 

 提案理由といたしましては、調布市教育委員会が令和３年度から６年度まで調布市立中

学校で使用する教科用図書の採択を行うため提案するものでございます。 

 使用する教科用図書の案につきましては、資料裏面を御覧ください。調布市教育委員会

が採択を行う調布市立中学校の教科用図書の一覧でございます。 

 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申しあげます。 

○大和田教育長  以上で説明は終わりました。これより質疑を求めます。 

     （「なし」との声あり） 

○大和田教育長  それでは、質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本件は原案どおり承認すること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、本件は原案承認と決定いたしました。 

 ここで私から一言申しあげます。ただいまをもちまして２件の採択が終了し、来年度使

用する教科用図書が採択されました。教科用図書は、学校教育を行う上で大変重要な役割

を担っておりますので、本日採択された教科用図書を基に各学校においてより充実した教

育、指導が行われますことを心から期待したいと思います。 

 採択に当たりましては、教科書調査運営委員会の大瀬委員長を始め、小・中学校特別支

援学級教科書調査委員会の委員長、中学校教科書調査委員会の各教科の調査委員長、運営

委員の皆様、そして各教科別の調査委員会の皆様に大変お骨折りをいただきました。誠に

ありがとうございました。教育委員会を代表して、心からお礼を申しあげます。 

 関係者の皆様には、大瀬委員長からくれぐれもよろしくお伝えいただきますようお願い

申しあげます。 

 以上で今臨時会に付されました案件は、すべて終了いたしました。 

 昨日、日程第２において会期を明日、８月６日までの３日間にしておりましたが、本臨

時会に付された案件がすべて終了いたしましたので、本臨時会の会期を本日までの２日間

にしたいと思います。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  御異議なしと認めます。よって、会期は本日までの２日間と決定いた

しました。 



 
- 77 - 

 これにて令和２年調布市教育委員会第７回臨時会を閉会いたします。どうもありがとう

ございました。 
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