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福山市教育委員会会議録（第５回） 
 

 １ 招集年月日 ２０１９年（令和元年）７月２４日（水） 

  午後１時００分 

 

 ２ 場   所 ８１会議室 

 

 ３ 出 席 委 員       ５名 

出席又は欠席 席番 名  前 

出 席 １ 三 好 雅 章 

出 席 ２ 柿 原 博 樹 

出 席 ３ 菅 田 章 代 

出 席 ４ 金   仁 洙 

出 席 ５ 神 原 多 恵 

 

 ４ 会議に出席した事務局職員 

 

 

  

教育次長 佐 藤 元 彦 

管理部長 金 尾 直 樹 

学校教育部長 田 丸   誠 

教育総務課長 來 山 浩一郎 

施設課長 小 森 満 生 

学校再編推進室長 藤 井 紀 子 

学校再編推進室主幹 井 上 誠 之 

中央図書館長 甚 田 温 子 

学事課長 瀬 元 稔 彦 

学びづくり課長 津 田 知 明 

福山中・高等学校事務長 前 田   満 

教育総務課長補佐兼職員担当次長 平 川 博 子 

施設課管理担当次長 好 末 光 弘 

施設課施設担当次長 宮 坂 政 宏 

学びづくり課授業実践担当次長  延 近 良 祐 

学びづくり課授業企画担当次長  渡 部 智 子 

学びづくり課指導主事 仁 科   愛 

学びづくり課指導主事 塚 本 隆 也 



 

 

 ５ 会議に出席した教科用図書選定関係職員 

中学校用教科用図書選定委員会 

会長 吉 川 真 一 

調査員（国語・音楽） 大 島 かよ子 

調査員（社会） 沖 藤   豊 

調査員（数学） 溝 部 貴 之 

調査員（理科） 塚 本 隆 也 

調査員（保健体育） 篠 原 俊 介 

調査員（美術） 谷   佑 亮 

調査員（技術・家庭） 荒 木 雄 一 

調査員（外国語） 桒 田 尚 輝 

 

福山中・高等学校用教科用図書選定会議 

会長 髙 田 芳 幸 

委員 妹 尾 進 一 

委員 戸 田 えつ子 

 

 

 ６ 会議の書記 

教育総務課長補佐兼総務政策担当次長 梅 田 真 治 

教育総務課職員 江 口 啓 介 

教育総務課職員 薮 本 千 咲 
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 【開会時刻 午後１時００分】 

三好教育長 それでは，ただいまから，２０１９年度（令和元年度）第５回福山市教

育委員会会議を開会いたします。 

 本日の議案ですが，議第２６号は人事案件のため，協議事項は教育施策

の意思決定過程の案件のため，福山市教育委員会会議規則第１３条第１項

の規定により秘密会として審議したいと考えます。 

また，審議の順番は公開する案件の後とし，関係者のみで審議したいと

考えますが，御異議はございませんか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議なしということで，これらの案件は秘密会とし，その他の案件は

公開といたします。 

 まず初めに，日程第１ 教育委員会会議録の承認についてです。 

２０１９年６月７日開催の第３回，６月２８日開催の第４回の教育委員

会会議録について，何かございますか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，教育委員会会議録を承認することとし，会議

終了後，委員の皆さまの署名をお願いいたします。 

 次に，日程第２ 教育長の報告についてです。 

教育長報告資料の１ページをお願いします。 

７月１１日に，市政懇談会（神辺ブロック），第１回目スタートとし

て，昨日２３日の西南ブロックまで現在５会場で行っています。今週，明

日，明後日と２回をして，７会場で全て終わります。市長から，未来づく

りビジョンの市の取組について，私からは福山１００ＮＥＮ教育４年目と

なる今年度，子ども主体の学びについて，主体的・対話的で深い学び，そ

れから学びを作る教職員研修，多様な学びの場の提供，教職員の笑顔，元

気と，この４本の柱で説明しています。 

１３日，中学生の主張大会に行ってきました。あいさつをした後，１０

人ぐらいしか聞けませんでしたが，それぞれのテーマで，中学３年生が自

分の言葉で自分の主張をしっかりと述べていました。 

１７日，学校訪問で常石小学校に行きました。来年度から，１～３年生

を異年齢学級にして教育実践をするということで，まずは１学期間，それ

ぞれの学年での子ども主体の学びに取り組んできており，子どもが自分で

考えて，自分で決めて，自分のペースを大切にした学びの姿が見えまし

た。集団と個の学びが大事にされている様子を見てきました。また，夏季

研修等，今後の取組についても校長・教頭を含め確認してきました。 

報告について，御意見，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 それでは，次に，日程第４ 議第２７号 小学校の通学区域の設定及び

廃止についてを議題とします。 

説明をお願いします。 

 

藤井学校再編

推進室長 

資料１の１ページをお願いいたします。 

議第２７号 小学校の通学区域の設定及び廃止について，御説明いたし

ます。 
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東村小学校及び今津小学校並びに服部小学校及び駅家東小学校を再編

し，それぞれ遺芳丘小学校及び駅家北小学校を設置することに伴い，通学

区域を設定及び廃止するものです。 

遺芳丘小学校の通学区域は，東村小及び今津小の通学区域をもって， 

駅家北小学校の通学区域は，服部小及び駅家東小の通学区域をもって設

定し，東村小，今津小，服部小及び駅家東小学校の通学区域は廃止するも

のです。 

設定及び廃止の時期は，２０２０年（令和２年）４月１日とします。 

２ページ及び３ページは，通学区域を示した図です。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

 

三好教育長 御意見，御質問はありませんか。 

 

柿原委員 確認なんですが，この通学区域というのは今までと変更はないというこ

とですか。 

 

藤井学校再編

推進室長 

はい。今までのそれぞれの学校の通学区域を合わせたものとなっていま

す。 

 

三好教育長 他に，何かありますか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 ないようですので，お諮りします。 

議第２７号は，原案どおり可決してよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，議第２７号は原案どおり可決しました。 

 それでは，次に，日程第５ 議第２８号 福山市立小学校、中学校及び

義務教育学校の通学区域に関する規則の一部改正についてを議題としま

す。 

説明をお願いします。 

 

藤井学校再編

推進室長 

４ページをお願いいたします。 

議第２８号 福山市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域に関

する規則の一部改正について，御説明いたします。 

改正理由についてです。 

東村小学校及び今津小学校並びに服部小学校及び駅家東小学校を再編

し，それぞれ遺芳丘小学校及び駅家北小学校を設置することに伴い，通学

区域を定める必要があるものです。 

改正要旨についてです。 

遺芳丘小学校及び駅家北小学校の通学区域を定めるとともに，東村小及

び今津小，服部小及び駅家東小学校の通学区域に係る規定を削除するもの

です。 

施行期日は，２０２０年（令和２年）４月１日とするものです。 

５ページから７ページは，規則の新旧対象表です。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

 

三好教育長 御意見，御質問はありませんか。 
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全教育委員 （なし） 

 

 ないようですので，お諮りします。 

議第２８号は，原案どおり可決してよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 異議なし 

 

三好教育長 御異議ないようですので，議第２８号は原案どおり可決しました。 

 それでは，次に，日程第６ 議第２９号 ２０２０年度（令和２年度）

に使用する福山市立中学校用教科用図書の採択についてを議題とします。 

準備を行いますので，しばらくお待ちください。 

 

 （教科書選定委員会会長ほか 入室） 

（関係課長以外 退室） 

 

三好教育長 それでは，説明をお願いします。 

 

津田学びづく

り課長 

議第２９号 ２０２０年度（令和２年度）に使用する福山市立中学校用

教科用図書の採択について，御説明いたします。 

５月に本教育委員会から，福山市中学校用教科用図書選定委員会に対

し，「２０２０年度（令和２年度）に使用する福山市立中学校用教科用図

書について」を諮問いたしました。 

それを受け，７月２２日に選定委員会会長から福山市教育委員会へ答申

が提出されました。 

本日は，この答申をもとに，福山市立中学校用教科用図書（特別の教科 

道徳を除く。）の採択を御審議いただきますよう，よろしくお願いしま

す。 

それでは，選定委員会会長から教育長へ答申をお渡しします。 

 

吉川教科書選

定委員会会長 

２０２０年度（令和２年度）に使用する福山市立中学校用教科用図書に

ついて（答申） 

貴教育委員会から２０１９年（令和元年）５月３０日付で諮問されまし

たことについて，当選定委員会は，調査員に対して「調査の観点」を示

し，調査研究を依頼しました。 

そして，調査員による専門的な調査研究の報告及び教科書展示会での市

民アンケートを参考にして慎重に審議するとともに，特徴等を整理した資

料を別紙のとおり作成しましたので，答申します。 

 

三好教育長 それでは審議を始めます。教科用図書選定委員会会長から，答申につい

て説明してください。 

 

吉川教科書選

定委員会会長 

まず，答申作成の経緯について説明いたします。 

本選定委員会は，５月３０日付けで，福山市教育委員会から，２０２０

年度（令和２年度）に使用する福山市立中学校用教科用図書について，諮

問を受けました。 

同日，開催いたしました第１回選定委員会において，中学校用教科用図

書の調査研究の観点，教科書展示会アンケートの内容を決定しました。 

その後，調査員に対して，調査研究の観点を示し，教科用図書の調査研

究をするよう指示いたしました。 

調査員は，本日，参考資料として配付しています広島県教育委員会が作

成した選定資料を参考にしながら，観点に沿って，全ての教科用図書の調
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査研究を行い，結果を報告書としてまとめました。 

７月１２日に，第２回選定委員会を開催いたしました。 

調査員から提出された「調査研究報告書」をもとにした報告と教科書展

示会において収集した市民の意見の２点をもとに審議をし，答申として取

りまとめたところです。 

お手元の別冊資料１を御覧ください。 

資料の表紙から３枚めくって目次を御覧ください。 

この資料は，「１ 調査研究報告書」，「２ 教科書展示会アンケート集

計結果」，「３ 参考資料」で構成しています。 

１ページを御覧ください。 

報告書に記載している発行者です。各教科，この発行者番号順に答申を

作成しています。 

２ページを御覧ください。 

国語についての概要です。 

発行者，調査研究の視点などをまとめ，教科ごとの冒頭につけていま

す。 

３ページを御覧ください。 

調査の観点ごとに，全ての発行者について，特徴を記載しております。 

４６ページを御覧ください。 

教科書展示会アンケート集計結果です。 

１ 回収枚数は，１１枚，２ 回答者の状況，３ 特に関心を持たれた

教科書は，表のとおりです。 

４ 感想・意見は，すべて原文のまま掲載しております。 

感想・意見の主な内容は，「教科書の内容・構成」「授業づくりへの活

用」などについてでした。 

４８ページを御覧ください。 

２０１９年度（令和元年度）使用福山市立中学校用教科用図書一覧で

す。 

答申の説明は，以上です。 

 

三好教育長 答申資料において，特徴等が整理されていますので，この答申に沿いま

して，選定委員会としての意見を聴きながら，採択していきたいと考えま

すが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 種目ごとに説明を受け，その後，質疑・応答・審議を５分程度と考えて

おります。 

それでは，説明をお願いします。 

 

吉川教科書選

定委員会会長 

現在,本市においては,福山１００ＮＥＮ教育４年目となり,子ども主体

の学びづくりに取り組んでいるところです。各学校では，生徒が自分の考

えをもち，友だちと対話しながら,その考えを深めたり,広げたりして，授

業づくりを進めています。 

今回は，２０２０年度（令和２年度）１年間に限り使用する教科書を，

各発行者とも前回２０１５年度（平成２７年度）に採択を行った際と同じ

教科書について審議し，採択するものです。本市の取組の視点から，各発

行者の特徴を１点ずつ説明します。 

 

国語調査員 報告書の２ページをお開きください。 

国語は，「東京書籍」から「光村図書出版」までの５者について，（ア）
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から（オ）の５つの観点，１２の視点で，御覧の方法により，調査研究を

行いました。 

まず，報告書３ページ，東京書籍です。 

観点イと付箋①のページを御覧ください。 

「観察・分析して論じよう」の批評文を書く単元では，上段に目標を３

点示し，下段に「学習の流れ」として批評文を書く６つの手順を示してい

ます。 

付箋②のページを御覧ください。 

「６読み合って評価する」として，完成後，他の人と読み合い，論の進

め方や表現の工夫などを話し合う活動を設定しています。下段から左のペ

ージにかけて，３つの異なる視点で書かれた批評文の完成例を示していま

す。 

次に，報告書３ページ，学校図書です。 

観点オと付箋③のページを御覧ください。 

ページ中ほどに「読書１」を設定しています。 

１ページめくってください。 

左側のページ中ほどに「読書２」を設定しています。 

付箋④のページを御覧ください。 

「読書１」では，森鴎外の「木精」を紹介しています。 

付箋⑤を御覧ください。 

ページ左下に「読書に広げるために」で，同一の作者，テーマの作品を

掲載しています。 

次に，報告書４ページ，三省堂です。 

観点アと付箋⑥のページを御覧ください。 

巻頭に「領域別教材一覧」として，つけたい力を示しています。「話

す・聞く」の領域では，縦に「つけたい力」を６点示しています。横には

言語活動と教材名があり，それぞれの教材でつける力をオレンジの○で示

しています。 

付箋⑦のページを御覧ください。 

教材の冒頭，右下には旗の印を設け，つけたい力として目標を示してい

ます。 

付箋⑧のページを御覧ください。 

「学びの道しるべ」として，教材の冒頭ページと同じ目標が示されてい

ます。 

次に，報告書４ページ，教育出版です。 

観点アと付箋⑨のページを御覧ください。 

巻頭に「教材で扱う内容」として，縦に教材の種類，教材名等を示して

います。表の上段，「読むこと」の「文学的文章」にある「少年の日の思

い出」には，「「語り手」に着目する」として，「学習内容の重点」が示さ

れています。 

付箋⑩のページを御覧ください。 

単元の扉に「八 考えを共有する」として，単元名と単元の目標を示し

ています。 

付箋⑪のページを御覧ください。 

教材の冒頭ページの右下には「目標」が示されています。 

付箋⑫のページを御覧ください。 

「みちしるべ」には，「目標と振り返り」として冒頭と同じ目標が示さ

れています。 

次に，報告書４ページ，光村図書出版です。 

観点アと付箋⑬のページを御覧ください。 

巻頭に「学習の見通しをもとう」として，「話すこと 聞くこと」では，
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「言葉に出会うために 声を届ける」等の教材を横に示し，縦には，言葉

の力をつけるために，「話題の設定・取材」等の４点を示しています。教

材名の下には，それぞれにつけたい言葉の力を葉っぱのマークで示してい

ます。 

付箋⑭のページを御覧ください。 

単元の扉に「１ 学びをひらく」として，単元名と単元の目標を示して

います。 

次のページを御覧ください。教材の冒頭ページの右下には目標が示され

ています。 

付箋⑮のページを御覧ください。 

「学習」にも，教材の冒頭ページと同じ目標が示されています。 

国語は，以上の５者です。 

なお，現在使われている教科書は，最後に報告した「光村図書出版」で

す。 

以上で報告を終わります。 

 

三好教育長 今使用している光村図書と今回の教科書で大きな違いはありますか。 

新しく加わっているとか，変更しているとか。 

 

国語調査員 今使っているものと，大きな違いはありません。 

 

柿原委員 どの教科書も単元ごとにそれぞれ目標や付けたい力を明らかにしたり，

振り返りを書いて後でまとめたりと，どれもよくできているという感想で

す。 

基本的には，熟考して調査していて，これまでの教科書をあえて変える

必要があるかどうかというところがポイントではないかと思います。 

 

三好教育長 先ほど会長からも１年のみ使う教科書であるとの説明もありました。今

使っていて特に不都合があるとか，課題があるかどうかというところを踏

まえた上で，１つ１つ審議いただく中で，今のものを特に変える必要があ

るかどうかという点を議論の中心に据えて審議したいと思いますが，いか

がですか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 それでは，改めて使っている上での難しさや，使いやすさ，変える必要

があるかどうかという点についてどうですか。 

 

国語調査員 現在，使用していての不都合は聞いておりません。 

今使っている光村図書の教科書の利点を御説明します。 

１３２ページをお開きください。 

このページの左下に，「他教科に生かす」という項目があります。この

「他教科に生かす」のところに２つの○があると思いますが，ここの１つ

目に，「理科の実験レポートを書く」という項目があります。ここで，実

際に使っている理科の教科書でレポートを書く単元がありますが，このレ

ポートの例と酷似したつくりになっているところから，他教科に渡っても

使いやすいという声を聞いています。 

 

柿原委員 他の科目についてもですが，今使っている教科書以外についても，これ

までと比べてこの教科書はここが変わったという気づきがあれば教えてい

ただけますか。 



- 7 - 

 

国語調査員 今までと大きく変わった点は，他の教科書についてもありませんが，ど

の教科書についても，各学年に渡って読書についての項目が設けられてい

るなど，それぞれ工夫がなされています。 

 

金委員 今使っている光村図書をやめるとすれば，１年だけ違うものを選ぶとい

うことですよね。この５者であまり差がなくて，とりたててこれにしなけ

ればいけないという理由がなく，現場の先生が４年間これに基づいてやっ

ているのであれば，あと１年ぐらいはこのままの教科書で行くのが現実的

な対応ではないかと思います。 

１年間だけ変えて，来年また改訂がありますよね。それで新たに次の教

科書に変わっていくというのは，子どもにとっても先生にとってもあまり

良くないような気がしました。 

 

三好教育長 それでは，国語につきましては，現在使用している光村図書出版と考え

ますが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，国語につきましては，光村図書出版を採択い

たします。 

 次に，書写について，説明をお願いします。 

 

国語調査員 続いて書写の調査研究報告を行います。 

報告書の５ページをお開きください。 

書写は，「東京書籍」から「光村図書出版」までの５者について，（ア）

から（オ）の５つの観点，９つの視点で，御覧の方法により，調査研究を

行いました。 

それでは，報告書６ページ，東京書籍です。 

観点オと付箋①のページを御覧ください。 

第１学年「職場訪問をしよう」では，職場体験の依頼文・礼状の書き方

を示しています。 

付箋②のページを御覧ください。 

第２学年「防災訓練に参加しよう」では，会話のメモ，計画書の書き方

等の例を示しています。 

付箋③のページを御覧ください。 

第３学年「効果的に書こう」では，「ノートを書くときに」で，上と下

の２つのノートを比べ，どちらが読みやすいか，工夫点を見つけたり，左

側のページの「確かめよう」でノートをわかりやすく書くためのポイント

を示したりしています。 

続いて，報告書６ページ，学校図書です。 

観点オと付箋④のページを御覧ください。 

第１学年，ページ下段「書写の窓」では，小学校で学習した漢字と少し

異なってもいい楷書のいろいろな書き方を記載しています。 

付箋⑤のページを御覧ください。 

第１学年から第３学年まで，「書き初めをしよう」を設定しています。 

付箋⑥のページを御覧ください。 

第３学年では，「書写を生活に生かそう」で，筆記用具について８種類

を示しています。下段から左ページにかけて，修学旅行新聞，卒業式の寄

せ書き等，各例の下や横に，どのような筆記用具が適切であるかをピンク

で囲って示しています。 
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次に，報告書７ページ，三省堂です。 

観点オと付箋⑦のページを御覧ください。 

第１学年「行事の目標を書こう」では，学校行事などの目標を書く活動

を設定しています。 

付箋⑧のページを御覧ください。 

第２学年「生活に生かそう」です。ここでは，職場体験学習のお礼状を

行書で書くという活動を設定しています。手紙の例の右側から下段にかけ

て，「①文章を考える」から「④封筒に入れて投函する」までの４つの手

順を示しています。 

付箋⑨のページを御覧ください。 

第３学年「効果的に書こう」では，家や学校にある文字の工夫を見つけ

て報告し合う活動や，本の表紙やポスターなどを示しています。 

次に，報告書７ページ，教育出版です。 

観点オと付箋⑩のページを御覧ください。 

第１学年「学習を生かして書く」では，原稿用紙・レポートの書き方や

手紙の書き方を示しています。 

付箋⑪のページを御覧ください。 

第２学年「学習を生かして書く」では，新聞・ポスター，案内状などの

書き方を示しています。 

付箋⑫のページを御覧ください。 

第３学年「身のまわりの多様な文字に関心を持ち，効果的に文字を書こ

う」では，多様な表現による文字として，案内板，表札，横断幕などの例

を示し，下段には「考えるためのヒント」（１）書かれた目的等５つの視

点を示しています。 

次に，報告書７ページ，光村図書出版です。 

観点オと付箋⑬のページを御覧ください。 

日常の書式の一つとして，右ページに送り状の書き方，下段に願書の書

き方を赤字による注意事項とともに示しています。また，左のページに

は，のし袋の書き方，下段に原稿用紙の使い方を示すとともに校正記号の

使い方を例示しています。 

書写は，以上の５者です。 

なお，現在使われている教科書は，最後に報告した「光村図書出版」で

す。 

以上で報告を終わります。 

 

三好教育長 何か，御質問はありませんか。 

 

神原委員 先ほど国語が光村図書出版を使っていて，書写についても同じものを使

っていますが，やはり同じ発行者を使った方が使いやすいということはあ

りますか。 

 

国語調査員 光村図書出版の６１ページをお開きください。 

この書写のページと，光村図書出版の２年生の国語の教科書の１１３ペ

ージを御覧ください。この２つを比較して見ていただきますと，職場体験

の手紙の書き方ということで，この国語の教科書の文例と書写の教科書の

文例が同じものを使用しています。また，書写の教科書の６１ページに

は，同じ職場体験でも，文例を変えて掲載していますので，今子どもたち

がこの教科書両方を使っていく中で，つながりを感じて使っていくことが

できます。 

 

金委員 光村図書は，つながりを感じさせるように書写も作っているということ
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ですか。 

 

国語調査員 今お示ししたところの他に，先ほどお開きいただいた７１ページと，１

年生の光村図書の教科書の１３１ページをお開きください。 

この２つのページを比較して見ていただきますと，先ほどの手紙の文面

の歩かに，実際に情報を集めるといったような国語的な考え方を書写の教

科書でも生かして作られているということがあります。 

 

金委員 他の出版社の書写は，国語の方とは連動させてないようですね。 

光村は実用的な手紙の書き方とかがあっていいと思います。 

 

菅田委員 国語と書写が連動しているかどうかというのは，私は特にいいとか悪い

とかはないと思います。書写でやろうと思ったことが国語でできるという

ことであって，教科書が同じである必要性は感じません。先生たちが使っ

ていて良いと思うところとか，特徴みたいなものを教えていただけます

か。 

 

国語調査員 今，カリキュラム・マップを活用して，書写と関連付けた授業づくりに

取り組んでいます。書写の授業を行うときには，それぞれどのような文例

がいいかということを教員の間でも考えます。 

例えば，書写と国語が連動していることで，教員が教材の準備をする時

に，子どもたちが国語で学んだことを，書写に戻って改めて文字の並びを

意識したり，手紙の文例については，相手がある単元ですので，国語の内

容と書写の内容の文例が同じであるところから，敬語の話をしたりといっ

た問いをだすなど，国語と書写を関連させた指導を行うために活用してい

ます。 

 

菅田委員 同じ教材だから，さらに教材を膨らませて使っていけるということです

ね。 

 

三好教育長 他にいかがですか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 それでは，特に使ってみての課題はなく，つながりがあることの良さに

ついて今説明がありましたので，書写につきましては，光村図書出版と考

えますが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，書写につきましては，光村図書出版を採択い

たします。 

また，以後の説明で，現在使っている中での教員たちの評価，それから

現行の教科書も含めて他の教科書との違い，変更点を説明の中に入れてく

ださい。 

 次に，社会（地理的分野）について，説明をお願いします。 

 

社会調査員 報告書の８ページをお開きください。 

地理は，「東京書籍」から「日本文教出版」までの４者について，（ア）

から（オ）の５つの観点，１２の視点で，御覧の方法により，調査研究を

行いました。 
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それでは，報告書９ページ，東京書籍です。 

観点イと付箋①を御覧ください。 

九州地方の単元の導入ページです。「鹿児島の市街地から見た桜島」な

ど九州地方の特徴や概要が読み取れる写真と帯グラフを掲載しています。 

ページをめくってください。 

左ページ上に，九州地方の地図や阿蘇山の写真，気候を読み取れるグラ

フを掲載するとともに，「ためしてみよう」というコーナーで，「九州地方

のどの辺りに火山が多いか説明しましょう」など読み取りや思考に基づい

た説明や，ノートに書く活動を促しています。 

次に，報告書９ページ，教育出版です。 

観点エと付箋②のページを御覧ください。 

このページでは，左ページ上に横須賀市が作成した津波ハザードマップ

を示し，左ページ中ほどの欄外には，「ハザードマップ」という語句につ

いて，補足する解説が掲載されています。 

また，右ページ下には，コラム「地理の窓」としてこの時間の学習に関

連した「釜石の津波防災教育の取組」を掲載しています。また，その下に

は，本文記述に関連した内容のある他ページを示す「関連ページ」を示し

ています。 

次に，報告書１０ページ，帝国書院です。 

観点エと付箋③のページを御覧ください。 

アフリカ州について学習するページです。「アフリカの文化と歴史」と

書かれた下に「解説」として，本文にある「植民地」という重要語句につ

いて，補足の説明が加えられています。 

右ページ上段には，「共生」の視点から「南アフリカ共和国の変化」

が，羅針盤マークが付いたコラムとして掲載されています。 

このように，学習内容に関連して，未来の社会をつくるために参考にな

る取組や事例を紹介しています。 

次に，報告書１０ページ，日本文教出版です。 

観点ウと付箋④のページを御覧ください。 

「地域からのメッセージ」というコラムで，日本各地で起こった事象

や，地域で行っている取組などについて，紹介しています。 

ここでは，東日本大震災時に発生した，福島第一原発事故を取り上げ，

これからの電力をどうしていくかについて，提言がなされています。 

見開きの上半分には，写真，地図資料，グラフが掲載され，本文の内容

を視覚的に補完しています。 

地理的分野は，以上４者です。 

なお，現在使われている教科書は，１つ目に報告した東京書籍です。 

現行の良い点については，報告書９ページを御覧ください。 

観点エについて御説明します。 

本文の補足や関連事項を説明する「地理にアクセス」，「ティーブレイ

ク」や，基礎的・基本的な技能を身につける「地理スキルアップ」など，

様々なコラムを掲載しているほか，本文の重要語句に関連ページを記載し

ていたり，他の分野の学習に関連のある内容に分野関連マークを付けてい

たりといった工夫があります。 

東京書籍の教科書１４ページを御覧ください。 

ここでは，主な国々の国名と位置ということで，本文の他にも左下の

「地理スキルアップ 統計資料の使い方」で，どのように地理で技能を身

につけるかという補足がされています。また，１５ページの右側にティー

カップのマークがありますが，これが「ティーブレイク」というもので，

本文とは別の視点からの解説，コラムとなっています。またその下の鉛筆

のマークでは活動を紹介しており，このように活動を促しているところが
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良い点だと聞いています。 

大きく内容として変わったところはありませんが，時事的なところで，

熊本地震や日本人のノーベル賞受賞などが加わっています。 

 

三好教育長 何か，御質問はありませんか。 

 

柿原委員 地理については，福山市のことが紹介されていたらうれしいですね。 

 

三好教育長 東京書籍の入りが九州地方ということですが，同じここの単元で，他の

教科書で扱いが違うところとか，それぞれの良い点，どういう扱いになっ

ているかというのを教えてください。 

 

社会調査員 地方の導入の部分についてですが，東京書籍の補足をまずさせていただ

きます。１８０ページをお開きください。 

先ほどの説明では，ここまでの説明しかしなかったのですが，１８３ペ

ージにも同じような縮尺の地図が載っていて，このように同じ縮尺のもの

が載っているのは東京書籍だけで，非常に比較しやすく作られています。

九州地方に限らず，地方の学習になりますと，追究テーマというのが出て

くるのですが，東京書籍の九州地方の追究テーマは，この１８３ページに

ありますので，いわゆる２回目の授業で追究テーマが出てくるというのも

大きな特徴となっております。 

他者で説明いたしますと，教育出版の１６２ページを御覧ください。 

こちらも同じ九州地方の導入となっていますが，こちらも１回目の授業

のところで，下の方に追究テーマを載せています。 

東京書籍では，九州地方だけの写真ではなく，南西部として載せていま

す。 

次に，帝国書院の１６８ページを御覧ください。 

こちらは一転して写真を見開きで大きく載せています。次のページに

は，単元の授業で自然環境に注目してという追究テーマをあげています。 

日本文教出版では，１７０ページを御覧ください。 

こちらも，２ページ目を見ると日本の諸地域ということで全ての地域の

写真が掲載されています。 

１７２ページには，同じページに同縮尺の地図が載っており，その下に

追究テーマが載っています。 

 

三好教育長 今説明がありましたように，特に課題はなく，説明してもらった特徴が

良い点ということで，社会（地理的分野）につきましては，東京書籍と考

えますが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，社会（地理的分野）につきましては，東京書

籍を採択いたします。 

 次に，社会（歴史的分野）について，説明をお願いします。 

 

社会調査員 続いて，歴史の調査研究報告を行います。 

報告書の１１ページをお開きください。 

歴史は，「東京書籍」から「学び舎」までの８者について，（ア）から

（オ）の５つの観点，１２の視点で，御覧の方法により，調査研究を行い

ました。 

まず，報告書１２ページ，東京書籍です。 
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観点イと付箋①のページを御覧ください。 

現代に関する単元の導入ページです。 

「新幹線と高速道路」の写真を示すとともに，「いつごろの写真だろ

う」などの問いかけをキャラクターの吹き出しで示しています。ページ下

には，学習する時代についての年表を掲載し，時代の流れにつながりを持

たせています。 

ページをめくってください。２０世紀後半～現在までの写真を時代順に

並べるとともに，「現代の日本にはどのような出来事があったのでしょう

か」などの問いかけや説明を掲載しています。 

次に，報告書１２ページ，教育出版です。 

観点エと付箋②のページを御覧ください。 

左ページ上には，「鴨川の河原に立てられた札」と後醍醐天皇の人物画

を掲載するとともに，キャラクターの吹き出しにより，「この歌には，世

の中のどのような様子がよまれているのかな」という疑問を示し，学習課

題を「鎌倉幕府がほろんだのち，どのような動きがあったのでしょうか」

と提示しています。 

右ページ右下の「ふりかえる」というコーナーでは，ステップ１「建武

の新政が，２年余りで終わった原因を確かめよう」という課題と，ステッ

プ２「室町幕府と鎌倉幕府のしくみを比べて，どのような共通点や違いが

あるか説明しよう」といった２段階の課題を掲載しています。 

次に，報告書１３ページ，清水書院です。 

観点オと付箋③のページを御覧ください。 

「近代化の進む世界と日本」のまとめでは，学習した出来事を年表に整

理したり，写真資料や風刺画を年表中の項目と関連付けたりする活動や，

近代社会の特徴について，江戸時代と比較して説明する活動など，多様な

まとめを掲載しています。 

次に，報告書１３ページ，帝国書院です。 

観点アと付箋④のページを御覧ください。 

右ページ上の「朝鮮半島から伝わった文化」というコラムでは，「有田

焼」など豊臣秀吉の朝鮮出兵に関わって，朝鮮半島から伝わった文化や学

問について紹介しています。 

このような，日本史と世界史のつながりを意識したコラムの数は，合計

５２点を扱っています。 

次に，報告書１３ページ，日本文教出版です。 

観点エと付箋⑤のページを御覧ください。 

左ページ上には，「日本に来たヨーロッパ人のようす」といった，学習

内容に関連した絵画資料を掲載するとともに，キャラクターの吹き出し

で，「どのような人たちがむかえているのかな」という疑問を示していま

す。 

また，右ページ右下には，「学習の確認と活用」を設け，「織田信長の行

ったことで，今までにない新しいことがらは何かを整理しよう」といった

課題と，活用として「鉄砲とキリスト教の伝来が，日本にどのような影響

をあたえたのか説明しよう」といった課題を掲載しています。 

次に，報告書１４ページ，自由社です。 

観点ウと付箋⑥のページを御覧ください。 

「もっと知りたい」というコラムを設け，本文の学習と関連したテーマ

を扱っています。 

ここでは，「日本」という国名のおこりについて，紹介しています。 

タイトルの下には，「私たちの国の名前「日本」これはどのような意味

をもち，どのようにしてできたのだろうか？」という問いかけを示してい

ます。 
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全編をとおして，「もっと知りたい」というコラムを３５項目設けてい

ます。 

次に，報告書１４ページ，育鵬社です。 

観点エと付箋⑦のページを御覧ください。 

左ページ上に，「冷戦の様子」など，単元の学習内容に関連した地図を

掲載するとともに，キャラクターの吹き出しで「当時の世界はどんなよう

すだったのかな」という問いかけをしています。 

右ページ上部には，当時の様子やできごとがわかる写真を掲載し，下に

は，鉛筆のマークで「冷戦の始まりについて，「アメリカ」「ソ連」という

語句を使って説明しましょう。」といった，本時のまとめとしての課題を

示しています。 

次に，報告書１４ページ，学び舎です。 

観点ウと付箋⑧のページを御覧ください。 

左ページの中ほど『歴史を体験する「火と人類の歴史をさぐる」』とし

て，当時の人々の生活を想起するための体験活動として，火おこしを掲載

しています。 

左ページ下に，「いろいろな発火法」として，日本で古くから使われて

いた「火おこしの方法」を紹介しています。 

右ページは，火おこし体験の流れを例示しています。 

歴史的分野は，以上８者です。 

なお，現在使われている教科書は，１番目に報告した東京書籍です。 

以上で報告を終わります。 

現行の良さとしては，地理的分野と重なる部分が多くあります。報告書

１２ページの観点ウを御覧ください。 

各大項目に設定した「深めよう」で，本文の学習に関連した読み物を設

けています。また，「トライ」では，「調べましょう」「整理してみましょ

う」など，読み物に関する学習を促しています。 

東京書籍の歴史の教科書，５８ページ，５９ページを御覧ください。 

「古代までの日本」の単元末の学習で扱うもので，「深めよう」という

コラムで，現代に受け継がれる神話というところが掲載されています。 

右下には「トライ」として，自分たちの住む地域を舞台にした神話や伝

説が残っていないか調べましょうとあり，また，その神話や伝説を題材に

した伝統的な芸能や行事が残っていないか調べましょうなど，調べる活動

への促しをしています。こういった「深めよう」といったコラムが各章に

掲載してあります。 

また，大きな変更点はありません。 

 

金委員 この間に出た新しい教科書というのは，自由社ですか。前回の選定時か

らありましたか。前回も学び舎はありましたか。 

 

延近授業実践

担当次長 

前回からは全く変わっていません。 

 

 

金委員 色々と教科書によって捉え方が違うというのはつくづく思いました。 

個人的には学び舎の人間の歴史と正反対の自由社の教科書と合わせたら

良い教科書になるのではないかと思いました。 

学び舎は教えるのが難しいと感じました。全体を網羅していませんか

ら，これは一般的ではないなと思いました。 

自由社も全部読んだんですが，神話的要素から書いてあって，読み物と

しては非常に面白く読めますが，幅広く万遍なく教えていけるのかどうか

というところが印象的でした。 
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東京書籍は割と幅広く扱っていて偏りがないと思います。 

歴史を教えていくのは非常に難しいと思いますね。 

国語なんかは題材が変わると教え方も変わるので難しいと思います。 

社会は，４年間同じものを使っていたからといって，変えることは可能

だと思います。ただ，個人的には，あまり変わらないので，今のままでい

いような気はします。来年変える際に，改めて考え直すのが良いと思いま

す。 

 

三好教育長 何か，御質問はありませんか。 

 

三好教育長 社会（歴史的分野）につきましては，東京書籍と考えますが，いかがで

しょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，社会（歴史的分野）につきましては，東京書

籍を採択いたします。 

 次に，社会（公民的分野）について，説明をお願いします。 

 

社会調査員 続いて，公民の調査研究報告を行います。 

報告書の１５ページをお開きください。 

公民は，「東京書籍」から「育鵬社」までの７者について，（ア）から

（オ）の５つの観点，１２の視点で，御覧の方法により，調査研究を行い

ました。 

まず，報告書１６ページ，東京書籍です。 

観点イと付箋①のページを御覧ください。 

「公民にチャレンジ「私たちの政治参加」のコーナーで鞆中学校の生徒

が実際に行っている取組を参考に，自分たちの地域について調べ，政治参

加をしていく手順を紹介しています。 

活動は，大きく「問題把握」「問題分析」「意思決定」「提案・参加」の

４つの段階に分けています。 

各段階に記述された活動について，生徒が主体的に取り組めるよう，そ

れぞれにヒントや，鞆中学校の生徒が行った具体的な内容を示していま

す。 

次に，報告書１６ページ，教育出版です。 

観点アと付箋②のページを御覧ください。 

左ページ上部に，学校生活で起こりうるトラブルを３ケース紹介してい

ます。 

右ページ上部には，中心課題となる，マンションの駐車場問題を掲載し

ています。 

この問題解決を実現していくための手立てとしての例として，右ページ

中ほどには，話し合いの場面を設けています。 

ページをめくってください。「誰もが大切にできるルールとは」とし

て，話し合いで出された意見をフローチャート図で示しています。 

次に，報告書１７ページ，清水書院です。 

観点オと付箋③のページを御覧ください。 

「もっと知りたい公民」というコーナーです。 

このページでは，「地球環境の危機」と題して，その下に「地球温暖化

が進むと，世界はどう変化していくのだろう」という問いで学習への促し

を示すとともに，地図や写真を掲載して，様々な「地球温暖化の影響」を

示しています。 
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また，右ページからは，「多様な生態系を守るために」や「国境を越え

た取り組み」など，地球環境を守るための取り組みを紹介しています。 

次に，報告書１７ページ，帝国書院です。 

観点アと付箋④のページを御覧ください。 

ここでは，「住み良いマンションにしていこう！」と題して，マンショ

ンのイラストを示すとともに，「起こっている問題を三つ以上あげてみま

しょう」という問いを掲載しています。 

ページをめくってください。 

左ページには，ケース１として「スロープ設置の費用はだれがいくら負

担する？」を設け，イラストや吹き出しで話合いの様子を示しています。 

右ページには，ケース２として「ごみおき場の掃除規則は変えられ

る？」を掲載し，図や解決案を示し，「あなたならＡ～Ｃのどの解決案に

賛成しますか。また，それはなぜですか」という問いを掲載しています。 

次に，報告書１７ページ，日本文教出版です。 

観点イと付箋⑤のページを御覧ください。 

「明日に向かって」という特設ページです。 

「環境保全への取り組み」として，船橋市の取組を例にあげ，左ページ

上部には，千葉県船橋市沿岸での潮干狩りやのり漁の写真を，右ページ上

部には，遊歩道と看板や，緑のカーテンなど，船橋市の取組の写真を掲載

しています。 

左ページ下段の左から，「テーマを決める」「調査をする」「調査をまと

める」「参加・提案」という，社会参加の手順を例示しています。 

次に，報告書１８ページ，自由社です。 

観点オと付箋⑥のページを御覧ください。 

「もっと知りたい」のコーナーです。 

「国連平和協力活動への取り組み」をテーマとして，「ＰＫＯやそのほ

かの活動もみてみよう」という問いかけにより，多様な事例に触れるよう

促しています。 

左ページ上部では「自衛隊の海外でのおもな活動」を地図で示し，ＰＫ

Ｏ活動とＰＫＯではない活動が色分けされて掲載されています。 

また右ページ上には，「国際平和協力活動の種類」や写真を掲載して，

日本の国際平和活動へ貢献している事例を紹介しています。 

次に，報告書１８ページ，育鵬社です。 

観点オと付箋⑦のページを御覧ください。 

「地球環境問題と日本」の題したコーナーです。左ページには，「日本

の環境対策と地球温暖化問題」や「１００年先の子どもたちのために」な

ど，今日的な課題と，未来に向けて取り組むべきことについて，読み物と

して掲載しています。 

右ページには，「主要国の森林割合」のグラフを掲載するとともに，キ

ャラクターの吹き出しにより，「日本の地球環境問題への取組について調

べてみましょう」という，学習への促しを示しています。 

公民的分野は，以上７者です。 

なお，現在使われている教科書は，１番目に報告した東京書籍です。 

以上で報告を終わります。 

現行のいい点については，３分野ともに東京書籍の教科書を取り扱って

いますが，３つにまたがって関連する，わかりやすい表示を紹介します。 

１１１ページをお開きください。 

右上に３つ円のマークがあると思います。３色で示していますが，これ

が分野の関連を示すマークとなっています。オレンジが公民，青が歴史，

緑が地理の教科書を示しています。 

こういったつながりを示すところが特徴です。 
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なお，大きな変更点はありません。 

 

三好教育長 何か，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 社会（公民的分野）につきましては，大きな変更点はないということ

で，東京書籍と考えますが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，社会（公民的分野）につきましては，東京書

籍を採択いたします。 

 次に，地図について，説明をお願いします。 

 

社会調査員 続いて，地図の調査研究報告を行います。 

報告書の１９ページをお開きください。 

地図は，「東京書籍」と「帝国書院」の２者について，（ア）から（オ）

の５つの観点，９の視点で，御覧の方法により，調査研究を行いました。 

それでは，報告書の２０ページ，東京書籍です。 

観点イと付箋①のページを御覧ください。 

ヨーロッパ州に関連した資料を掲載した見開きです。 

左ページ右下にある「混合農業の仕組み」では，女の子のキャラクター

の吹き出しで「一つの畑で同じものを育て続けないのはどうしてかな」と

いう疑問を示しています。 

右ページ左上にある「１ ヨーロッパの言語分布」では，男の子のキャ

ラクターの吹き出しで「言葉が違って困ることはないのかな」という疑問

を示しています。 

また，地図中にある「ジャンプ」では，関連する資料が掲載されている

ページを示しています。 

次に，報告書の２０ページ，帝国書院です。 

観点イと付箋②のページを御覧ください。 

ヨーロッパ州の資料図（２）です。 

「①ヨーロッパのようす」の左下「地図をみる目」では「ヨーロッパの

地形の特色はアルプス山脈などの険しい山脈と，その北側に広がる起伏の

少ない地域であることに着目しよう」という，地図を見る着眼点を示して

います。 

ページをめくってください。 

左ページの②資源・鉱工業の地図内にある，「やってみよう」では，「エ

アバス社の工場を見つけ，どの様な国がかかわっているか確認しよう」と

いう，学習活動の促しを示しています。 

地図は，以上２者です。 

なお，現在使われている地図は，最後に報告した帝国書院です。 

以上で報告を終わります。 

現行の良い点を申し上げます。 

帝国書院５ページを御覧ください。 

オーストラリア州を例にこの地図帳の使い方を示しています。 

ここで縮尺などの見方をわかりやすく説明しております。 

また，統計のところで数値が変わるというのはありますが，大きな変更

点についてはありません。 
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三好教育長 何か，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 特にないようですので，地図につきましては，現在使っている帝国書院

と考えますが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，地図につきましては，帝国書院を採択いたし

ます。 

 次に，数学について，説明をお願いします。 

 

数学調査員 報告書の２１ページをお開きください。 

数学は，「東京書籍」から「日本文教出版」までの７者について，アか

らオの５つの観点，１２の視点で，御覧の方法により，調査研究を行いま

した。 

それでは，報告書２２ページ，東京書籍です。 

観点イと付箋①のページを御覧ください。 

第１学年「空間図形」，「１ 色々な立体」では，右ページ下段にありま

す，「Ｑ：調べてみよう」で５つの正多面体の共通点や違いを調べます。 

付箋②のページを御覧ください。 

正多面体の展開図５種類を実際に組立て，模型を使い観察を行います。 

付箋③のページを御覧ください。 

問７の表にあるように，正多面体の頂点，面，辺について表にまとめ，

正多面体の特徴を考える活動を位置付けています。 

続いて，報告書２２ページ，大日本図書です。 

観点ウと付箋④のページを御覧ください。 

第１学年巻末資料「Ｍａｔｈｆｕｌ」では，社会や歴史等とのつながり

を扱っています。 

付箋⑤のページを御覧ください。 

「科学技術に生きる座標の考え」としてタッチパネルやＧＰＳには，数

学で学習した「座標」の考えが使われていることを紹介しています。 

付箋⑥のページを御覧ください。 

巻末のページからは補充学習を扱った「小学校の復習」「まとめの問

題」を設けています。 

続いて，報告書２３ページ，学校図書です。 

観点ウと付箋⑦のページを御覧ください。 

第１学年巻末資料「さらなる数学へ」では，右ページに「表現する力を

身につけよう」として，レポートの作成の手順を示しています。 

１枚めくっていただくとレポート例，さらに１枚めくっていただくと発

表の仕方が示されています。 

付箋⑧のページを御覧ください。 

ここからは，「課題学習・自由研究」として，日常や教科等とのつなが

りを扱っています。 

付箋⑨のページを御覧ください。 

ここでは，複雑な形の面積を求める方法を考える問題を設けています。 

付箋⑩のページを御覧ください。 

ここからは，「小学校の計算」や「１年の復習」を設け，補充学習を扱

っています。 

続いて，報告書２３ページ，教育出版です。 
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観点オと付箋⑪のページを御覧ください。 

第１学年「資料の整理と活用」では，左ページ中段にあります問３の表

１１ Ａ組の借りた本の冊数を表した表と，右ページの上段にあります表

１２ Ｂ組の借りた本の冊数を表した表をもとに，２つのデータの分布を

比較させ，それぞれの特徴を平均値などの数値を求めたうえで，問４で２

つのデータの傾向の違いを説明する活動を位置付けています。 

続いて，報告書２３ページ，新興出版社 啓林館です。 

観点ウと付箋⑫のページを御覧ください。 

第１学年巻末として「力をつけよう」を設け，自ら進んで取り組むこと

ができる問題や，身に付けた力をさらに伸ばすための問題が設けてありま

す。 

付箋⑬のページを御覧ください。 

「数学広場」では，興味・関心に応じて取り組むことができる数学を活

用する課題を取り上げています。 

付箋⑭のページを御覧ください。 

別冊ＭａｔｈＮａｖｉブックでは，「学びをいかそう」が設けてあり，

ここでは，「緊急地震速報」について取り上げ，右ページには，そのレポ

ート例を示してあります。 

続いて，報告書２４ページ，数研出版です。 

観点オと付箋⑮のページを御覧ください。 

第１学年「２ 資料の比較」では，左ページ上段，Ｑの表にありますよ

うに，合計の人数が異なる１年生と３年生のハンドボール投げの記録を比

較するために，同じページの下段にあります問１で相対度数を求めさせ，

右ページの問３でグラフに表したうえで，２つのデータの傾向のちがいに

ついて，気付いたことを説明する学習を位置付けています。  

次に，報告書２４ページ，日本文教出版です。 

観点アと付箋⑯のページを御覧ください。 

節末にある「基本の問題」の１の問題の右端を御覧ください。 

「数量の等しい関係を式に表すこと」と示され，この問題が解けなかっ

たときには，８２ページの例１に戻り，振り返ることができるよう参考と

なるページが示されています。 

右ページの「２章のくり返し練習」でも同様に，各問題の右端には，ど

こで学んだかがわかるように示されています。 

数学は，以上７者です。 

なお，現在使われている教科書は，３番目に説明した「学校図書」で

す。 

以上で報告を終わります。 

現在使用している教科書から大きな変更点はありません。 

また，現在使用している教科書の特徴についてですが，１学年２３２ペ

ージをお開きください。 

資料の活用です。 

学年を通して，ルーラーキャッチを扱っています。 

２３３ページ下段に，男の子と女の子が，オレンジ色の吹き出しの中

で，今後の学習につながる発問を提示しています。 

２３６，２３７ページも同様にここまでの学習を振り返り，また新たな

問いを出しており，単元を通して，つながりを持たせるようになっていま

す。 

２４２ページを御覧ください。 

ここまで学習したことをもとに，今後の学習のつながりを意識できるよ

うにしています。 

特に現在使っていて難しいとか課題があるという話は聞いていません。 
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三好教育長 何か，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 それでは，御質問はないようですので，数学につきましては，現在使用

している学校図書と考えますが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，数学につきましては，学校図書を採択いたし

ます。 

 次に，理科について，説明をお願いします。 

 

理科調査員 報告書の２５ページをお開きください。 

理科は，「東京書籍」から「新興出版社啓林館」までの５者について，

アからオの５つの観点，１３の視点で，御覧の方法により，調査研究を行

いました。 

それでは，報告書２６ページ，東京書籍です。 

観点イと付箋①を御覧ください。 

ページ上側に「探究の流れの例」として，丸１，「ふしぎ」を見つけよ

う，丸２，関連情報を収集しよう，丸３，仮説を立てよう，など，探究の

８つの学習過程を示し，それぞれを緑色の矢印でつないでいます。 

左のページ，中ほど，「力のはかり方と表し方」を例に，先ほどの８つ

の学習過程が，教科書の中でどのように表記されているのかを示していま

す。 

次に報告書２６ページ，大日本図書です。 

観点エと付箋②を御覧ください。 

第３学年で「化学変化とイオン」について学習する単元です。 

左のページ，上側の写真では，この単元の学習内容と関連するものとし

て，中学校２年生のときに「物質は原子や分子でできていること」を学習

したときのようすを示しています。 

ページの下側の写真では，この単元のそれぞれの章で実際に行うことに

なる実験のようすを示しています。 

次に報告書２７ページ，学校図書です。 

観点イと付箋③を御覧ください。 

「観察・実験の進め方」として，１，目的，２，計画，３，観察・実

験，など，探究の６つの学習過程を示しています。 

「２ 計画」では，キャラクターの吹き出しを用いて生徒の思考の例

を，「３ 観察・実験」では，観察・実験を行うときの注意を示すなど，

観察・実験を具体的にどのように進めていくのか説明しています。 

次に報告書２７ページ，教育出版です。 

観点エと付箋④を御覧ください。 

「化学変化とイオン」について学習する単元です。 

左のページ，中ほど，橋から川に向かって液体を流している写真を提示

し，この単元の学習内容と関連するものとして，群馬県吾妻郡の湯川で

は，石灰岩の粉末を水に混ぜて投入し，川の水の酸性を弱めていることを

示しています。 

右のページ，中ほどには，キャラクターの吹き出しで，「くぎがとける

のもイオンが関係しているのかな」と，単元の学習内容に関する問いを提

示しています。 
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次に報告書２７ページ，新興出版社啓林館です。 

観点ウと付箋⑤を御覧ください。 

これは，教科書本編とは別に付属している「マイノート」です。 

左のページは「サイエンスアプローチ」です。ページ左下には，「観察

１へのアプローチ」というマークで，観察や実験を行う前に取り組む課題

を，「実験１からのアプローチ」というマークで，観察や実験で得たこと

を生かして取り組む課題を示しています。 

右のページは「ステップアップ」です。ステップ１「基本のチェッ

ク」，ステップ２「力だめし」，ステップ３「学年末総合問題」の３つのス

テップで，基本の確認から応用までの力を身に付けていくようにうながし

ています。 

理科は，以上５者です。 

各者とも，内容について大きな変更点はありません。 

なお，現在使われている教科書は，最後に報告した新興出版社啓林館で

す。 

なお，教員から不都合や使いにくさや課題は聞いていません。 

マイノートの７ページを開いたまま，教科書８７ページを御覧くださ

い。 

実験１について，実験装置が，全く同じパーツ，全く同じ配置で示され

ています。このことにより，実際に使用している教員からは，配線等の学

習内容について，段階的に生徒の実態に応じて学習することができると聞

いています。 

 

三好教育長 何か，御質問はありませんか。 

 

神原委員 個人的には，分冊タイプのものは使いにくいところと使いやすいところ

とあると思っています。 

生徒たちが開く手間，机に広げるスペース，書き込む作業時間などの問

題もありますよね。 

良いところ悪いところそれぞれあると思いますが，今の話だと分冊タイ

プを使用していても，不都合はないと先生方は捉えているということです

か。 

 

理科調査員 教員からは，開くスペースの問題や作業が増えて授業内容を圧迫してい

るなどの不都合は聞いていません。 

 

三好教育長 他にいかがでしょうか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 理科につきましては，現行の新興出版啓林館と考えますが，いかがでし

ょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，理科につきましては，新興出版啓林館を採択

いたします。 

開始から２時間経過していますので，これより１０分間，１５時１５分

まで休憩といたします。 

 

 （１０分 中断） 
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三好教育長 それでは，再開します。 

次に，音楽（一般）について，説明をお願いします。 

 

音楽調査員 報告書の２８ページをお開きください。 

はじめに，音楽（一般）の報告を行います。 

音楽（一般）は，教育出版と教育芸術社の２者について，ア～オの観

点，１０の視点により御覧の方法で調査研究を行いました。 

まず，報告書の２９ページ，教育出版です。 

観点イと付箋①のページを御覧ください。 

第２・３学年下 創作「音楽を自由に構成しよう」の学習では，「チャ

イムの音列をモチーフとして，学校の一日を音楽で構成しよう」を設定

し，活動１で学校の一日を時間の経過で示し，活動２で表現の方法，活動

３でまとまりのある音楽を構成する工夫等を示しています。右下にキャラ

クターの吹き出しで，学習活動のポイントを示しています。 

次に，報告書の２９ページ，教育芸術社です。 

観点オと付箋②のページを御覧ください。 

第２・３学年下 鑑賞『組曲｢展覧会の絵｣から』の学習では，Ｓｔｅｐ

１「音色」「旋律」等，色を分けて，キャラクターの吹き出しで「ポイン

トに着目して考えてみよう」等の鑑賞のポイントを示すことで，ページ中

ほどにあるＳｔｅｐ１の表，「曲の特徴や感じ取ったこと」について，ポ

イントを踏まえて記入できるようにしています。Ｓｔｅｐ３では友達のプ

レゼンからわかったことを記述する欄を設けています。 

音楽（一般）は，以上２者です。 

なお，現在使われている音楽一般の教科書は，２番目に報告した教育芸

術社です。 

以上で報告を終わります。 

特に大きく変わった変更点はありません。 

現在使っている教科書の良い点を御説明します。 

先ほど申しました３０ページ，『組曲「展覧会の絵」から』のところに

ありますように，実際に子どもたちがステップ１の表で，プレゼンからわ

かったこと，感じ取ったことをまとめた後に，友達のプレゼンからわかっ

たことを聞いて，再度曲を聴きなおすというところで，子どもたちが自分

自身の気づきをたくさん発言していくという姿が見られたと調査員から聞

いています。 

５２ページを御覧ください。 

「指揮をしてみよう」という項目で，指揮をする時のポイントが，イラ

ストに沿って説明されています。このイラストを使って，合唱コンクール

や文化祭等で，子どもたちが実際に指揮をしたと聞いております。 

不都合については，聞いておりません。 

 

三好教育長 何か，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 特にないようですので，音楽（一般）につきましては，教育芸術社と考

えますが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，音楽（一般）につきましては，教育芸術社を
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採択いたします。 

 次に，音楽（器楽合奏）について，説明をお願いします。 

 

音楽調査員 報告書の３０ページをお開きください。 

次に，音楽（器楽合奏）の報告を行います。 

音楽（器楽合奏）は，教育出版と教育芸術社の２者について，ア～オの

観点，７つの視点により御覧の方法で調査研究を行いました。 

まず，報告書３１ページ，教育出版です。 

観点イと付箋③のページを御覧ください。 

箏の学習では，「音のスケッチ」として平調子の響きを生かして「荒城

の月」の前奏をつくる活動を設定しています。活動１で「荒城の月」の曲

想をイメージして２小節の前奏をつくる活動を設定し，活動２，活動３で

イメージをまとめるための学習の流れを示しています。右下のキャラクタ

ーの吹き出しで，前のページで学習した「押し手」という奏法の活用を促

しています。 

次に，報告書３１ページ，教育芸術社です。 

観点イと付箋④のページを御覧ください。 

箏の学習では，「Ｍｙ Ｍｅｌｏｄｙ」として平調子に調弦して旋律を

つくる活動を設定しています。 

「Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ！！」の『「さくらさくら」の前奏をつくってみ

ましょう。』では，手順①②を示し，左ページの「いろいろな奏法」を活

用することで，イメージを広げるように促しています。 

音楽（器楽合奏）は，以上２者です。 

なお，現在使われている音楽（器楽合奏）の教科書は，２番目に報告し

た教育芸術社です。 

以上で報告を終わります。 

大きな変更点は特にありません。 

良いところについては，付箋４のページをお開きください。 

色々な奏法が紹介されており，左ページに合わせ爪，すくい爪など，多

くの箏の奏法が写真付きで説明されています。 

多くの子どもたちにとってイメージしにくい余韻を説明しており，この

余韻についても写真を付け，実際に子どもたちが聞いてみることで，イメ

ージしやすくなっていると聞いています。 

特に不都合などは聞いておりません。 

 

三好教育長 何か，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 特にないようですので，音楽（器楽合奏）につきましては，現在使用し

ている教育芸術社と考えますが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，音楽（器楽合奏）につきましては，教育芸術

社を採択いたします。 

 次に，美術について，説明をお願いします。 

 

美術調査員 報告書３２ページをお開きください。 

美術は，「開隆堂出版」から「日本文教出版」までの３者について

（ア）から（オ）までの５つの観点，１０の視点，御覧の方法により，調
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査研究を行いました。 

まず，報告書３３ページ，開隆堂出版です。 

観点ウと付箋①のページを御覧ください。 

題材名「心ひかれる風景」です。ページ中段には「◆モネの自然を見つ

める目」という文を示しています。右の折り込みページを開いて御覧くだ

さい。モネの描いた風景画を掲載し，題材に関連する鑑賞作品として掲載

しています。 

次に，裏側を御覧ください。ここでは発想や構想のヒントとなる資料と

して，上段には公園や木々の写真や吹き出しを，下段には参考となる［生

徒作品］を掲載しています。このように一つの学習題材に対し，まず鑑

賞，そして絵画で表現するという関連する学習題材をまとめて提示してい

ます。 

次に，報告書３４ページ，光村図書出版です。 

観点アと付箋②のページを御覧ください。 

題材名「見て描く楽しみ」の右側には美術科の４つの観点に沿ったこの

題材での「目標」を示しています。 

一番上には，「□スケッチを通して感じたままにあらわすことを楽しも

う。」と書かれています。このように，この学習題材でのねらいを，４つ

の観点ごとに分け示しています。 

また，「目標」の下には問いのマーク（Ｑ）を設け，「若葉の柔らかさ

は，どのような線や色であらわせるだろう？」という線や色の視点を意識

した問いを掲載しています。 

次に，報告書３４ページ，日本文教出版です。 

観点イと付箋③のページを御覧ください。 

題材名「身近な人を見つめて」のページでは，中央付近に「ＰＯＩＮ

Ｔ」の枠を設け，「それぞれの作品のしぐさやポーズ，服装などのほかに

体のバランスや動きに注目して，表現の参考にしましょう。」と記し，絵

画などで表現をする際のヒントを提示しています。 

また，右ページの右下「生徒作品」「絵を描く友だち」では，「作者の言

葉」を設けるなど，作者の制作意図や工夫したところを具体的に示してい

ます。 

美術は，以上３者です。 

なお，現在使われている教科書は，２番目に報告した光村図書出版で

す。 

以上で，報告を終わります。 

使用していての不都合等は特に聞いておりません。 

なお，現在使用している光村図書出版の特徴についてですが，観点エに

ありますように，巻末に，「色と光の特徴を知ろう」「形と材料の特徴を知

ろう」を設け，形，色，材料，光に関するページを折り込みで掲載してい

ます。 

光村図書の１年生，付箋２の６０ページをお開きください。 

参考となるページが大きく示されています。 

また，その前には，学習を支える資料として，技法や道具の使い方が細

かいところまで詳しく資料として掲載されています。 

報告書のイで，「日常への興味・関心を高める工夫」として，鑑賞作品

の一部を原寸大で掲載したり，見開きに折り込み４ページの大型図案を用

いたりしています。 

同じく１年生の２２ページを御覧ください。 

「風神 雷神 自然と人」というところです。折り込み４ページで大き

く風神雷神図が掲載されており，鑑賞作品としてとても見やすいとの声が

ありました。 
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三好教育長 何か，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 特にないようですので，美術につきましては，光村図書出版と考えます

が，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，美術につきましては，光村図書出版を採択い

たします。 

 次に，保健体育について，説明をお願いします。 

 

保健体育調査

員 

報告書３５ページをお開きください。 

保健体育は，「東京書籍」から「学研教育みらい」までの４者について，

（ア）から（オ）の５つの観点，１０の視点で，御覧の方法により，調査

研究を行いました。 

発展的な内容として，発展マークを付して，章末に資料を掲載していま

す。 

まず，報告書３６ページ，東京書籍です。 

観点ウと付箋①のページを御覧ください。 

章末資料として上中央に発展マークを付し，発展的な学習内容を掲載し

ています。母体内の胎児の様子や胎盤とへその緒等，母体と胎児がどのよ

うにつながっているのかを，図や写真，文章で説明しています。 

右のページでは，助産師，鈴木せい子さんが書かれた読み物や，元プロ

野球選手の松井秀喜さんの言葉を先輩からのメッセージとして掲載してい

ます。 

各小単元末に「学習を活かして」を設け，学習したことを実生活と関連

づけて考えるための課題や話題を設定しています。 

次に，報告書３６ページ，大日本図書です。 

観点イと付箋②のページを御覧ください。 

ページ右下の「学習を活かして」では，「自分の住んでいる地域で起こ

りやすい自然災害に備え，家の人と決めておくことや，備えておくべきも

のを考える課題を設定しています。 

このように各小単元末に，学習したことを実生活と関連づけて考えるた

めの課題や話題を設定しています。 

第３学年「飲酒と健康」では，「Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ」において，先輩

にお酒をすすめられた事例をもとに，自らの対応を考え，声に出して言っ

てみる活動を取り上げています。 

次に，報告書３７ページ，大修館書店です。 

観点オと付箋③のページを御覧ください。 

Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ「『断れない，どうしよう・・・』こんなとき，あ

なたならどうする？」として，先輩の家に遊びに行った際に，お酒をすす

められた事例を掲載しています。 

中段には，「もし，もじもじと返事をためらっていたらどうなると思い

ますか。」，など，具体的な状況を想定して考える設定にしています。 

その後に，「あなただったら，こんなとき，どう対応しますか。声に出

して言ってみましょう。」という活動へつなげています。 

次に，報告書３７ページ，学研教育みらいです。 

観点イと付箋④のページを御覧ください。 
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右ページ中段の「エクササイズ」は，自然災害から身を守るためにどう

行動すればよいかについて，「①家で留守番をしていたら，緊急地震速報

が出された」など，３つの場面をもとに「判断する」課題を設定し，実生

活と関連付けています。 

さらに，ページ下の部分に，「情報サプリ」として，日常と関連した情

報や関連する地図記号等，ミニ知識を掲載しています。 

保健体育は，以上４者です。 

なお，現在使われている教科書は，最後に報告した「学研教育みらい」

です。 

以上で，報告を終わります。 

学研教育みらいの良さを，教科書８４ページを使って説明します。 

発展的な内容として，章末の「探究しようよ」に３つの発展的な内容の

資料を掲載しています。 

左ページには，海での事故の原因の１つである離岸流の特徴と，流され

てしまった場合の対処法を載せています。 

下には，自転車同士の事故と，自転車と歩行者の事故の２つの事例を説

明しています。 

右ページの下には，熱中症の手当の仕方について，症状別に手当の手順

を示しています。 

このように「探究しようよ」等で，現代的な健康課題として重要なもの

を掲載しており，生徒の興味・関心の高まりだとか，学習したことを身近

な生活と関連付けて考えることができるという声を聞いています。 

 

三好教育長 何か，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 特にないようですので，保健体育につきましては，学研教育みらいと考

えますが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，保健体育につきましては，学研教育みらいを

採択いたします。 

 次に，技術家庭（技術的分野）について，説明をお願いします。 

 

技術家庭調査

員 

報告書の３８ページをお開き下さい。 

技術分野は，「東京書籍」から「開隆堂出版」の３者について（ア）か

ら（オ）までの５つの観点，１１の視点で，御覧の方法により，調査研究

を行いました。 

まず，報告書３９ページ，東京書籍です。 

観点イと付箋①のページを御覧ください。 

「１ 生活に役立つ製作品を構想しよう」という小項目の下に，「考え

てみよう」などを示し，ここでは，「身の回りを見て，物を整理したり収

納したりする必要がある場所を見つけましょう」など，学習のはじめに取

り組む簡単な活動例を示しています。 

また，右ページのいちばん下には「ひとくちＱ」として，「昔，２階へ

上がる道具として，ある家具をおいていました。収納にも利用できるその

道具は何でしょうか。」といった，学習に関連する内容をクイズ形式で掲

載しています。 

次に，報告書３９ページ，教育図書です。 
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観点イと付箋②のページを御覧ください。 

電気エネルギーの使用量について説明した後，生徒が取り組む内容とし

て，ページ左側に「調べよう」「やってみよう」「考えよう」などを示して

います。 

「考えよう」では，「真夏における１日の電力の推移」，「１年間の電力

の推移」のグラフから，電力は一日の中で時間によって変化するなど，そ

れぞれの理由を考えてみようとなげかけ，生徒が実際に話し合ったり，考

えたりしながら学習できるようになっています。 

次に，報告書３９ページ，開隆堂出版です 

観点イと付箋③のページを御覧ください。 

「２ 運動を変化させるしくみ」の下に「考えてみよう」を示し，ここ

では「自動車のワイパーはどのようなしくみで動いているのか考えよう」

として，学習のはじめに取り組む簡単な活動例を示しています。 

また，各ページの下には，豆知識として，「クランクと連結棒が一直線

になる位置ではてこの力が伝達できなくなる。この位置を死点と呼ぶ」な

ど，学習内容に関してちょっと知っておきたい面白い内容や情報を掲載し

ています。 

技術分野は，以上３者です。 

なお，現在使われている教科書は，初めに報告した東京書籍です。 

良いところとして，４８ページを御覧ください。 

書面のサイズが大きく，実習や手順が大きく見開きで示してあるので，

一目で手順がわかるようになっています。 

７３ページを御覧ください。 

「技術の匠」として，現代社会で活躍する技術者２５人を紹介していま

す。 

特に大きな変更点はありません。 

 

三好教育長 何か，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 特にないようですので，技術家庭（技術的分野）につきましては，東京

書籍と考えますが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，技術家庭（技術的分野）につきましては，東

京書籍を採択いたします。 

 次に，技術家庭（家庭的分野）について，説明をお願いします。 

 

技術家庭調査

員 

続いて，家庭分野の調査研究報告を行います。 

報告書の４０ページをお開き下さい。 

家庭分野は，「東京書籍」から「開隆堂出版」の３者について（ア）か

ら（オ）までの５つの観点，１１の視点で，御覧の方法により，調査研究

を行いました。 

まず,報告書の４１ページ，東京書籍です。 

観点イと付箋①のページを御覧ください。 

「選択 生活の課題と実践の進め方では，学習の進め方として，１「課

題を見つけよう」２「計画を立てよう」３「実践しよう」など，６段階で

学習の進め方を示しています。 

付箋②のページを御覧ください。 
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ここでは，実践例①として，「望ましい食生活を目指そう―元気が出る

朝食―」など，レポートやプレゼンテーションソフトウェア，新聞などを

つかった方法を６例掲載しています。 

次に，報告書の４１ページ，教育図書です。 

観点ウと付箋③のページを御覧ください。 

「第１章 健康と食生活」などの単元のはじめには「家庭分野のガイダ

ンス」を設けています。左ページに自立度チェックとして，自分の普段の

食生活について，振り返ったり右ページは「きゅうり１本の重さはどのぐ

らい？」など，食品の重さを意識付けるようなクイズを示し，学習の見返

しを持てるようにしています。 

付箋④のページを御覧ください。 

選択「生活の課題と実践」として，学習したことをもとに，話題を見つ

け解決する活動を生徒が選択できるようにしています。 

その実践の例として，１ページめくって，「住みよいまちってどんなま

ち？をテーマに課題を見つけ，計画を立て実践したり，もう１ページめく

って，「地域でボランティアしよう」として，課題を解決する学習等活動

を選択できるようにしています。 

次に，報告書の４１ページ，開隆堂出版です。 

観点オと付箋⑤のページを御覧ください。 

生活の課題と実践では，課題学習の進め方の例として，「ステップ１課

題を決める」から，「ステップ５評価を受けて改善する」まで，段階ごと

に学習方法を示しています。 

「ステップ４結果をまとめる」として，①課題 ②課題設定の理由 ③

準備・方法など，項目立ててまとめる例を示しています。 

付箋⑥のページを御覧ください。 

ページの中ほどに，生活の課題の解決として，「生活を見つめ，問題を

見つけよう」「調べてみよう・やってみよう」「交流し合おう」など言語活

動のプロセスを図で掲載しています。 

家庭分野は，以上３者です。 

なお，現在使われている教科書は，初めに報告した東京書籍です。 

以上で報告を終わります。 

現行の良い点としては，４４ページをお開きください。 

書面が大きく，作業の工程が見開きで示してあります。 

３７ページを御覧ください。 

実物大の写真を多く掲載し，大きさを感じたり，比べたりすることがで

きるようになっています。 

１０８ページを御覧ください。 

「和服の文化に触れよう」として，資料「浴衣を着てみよう」，資料

「地域に伝わる布の文化の例」などを掲載しています。 

特に大きな変更点はありません。 

 

三好教育長 何か，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

 特にないようですので，技術家庭（家庭的分野）につきましては，東京

書籍と考えますが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 異議なし 

 

三好教育長 御異議ないようですので，技術家庭（家庭的分野）につきましては，東
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京書籍を採択いたします。 

 次に，英語について，説明をお願いします。 

 

英語調査員 報告書の４２ページをお開きください。 

英語は，「東京書籍」から「光村図書出版」までの６者について，（ア）

から（オ）の５つの観点， 

１２の視点で，御覧の方法により，調査研究を行いました。 

まず，報告書４３ページ，東京書籍です。 

観点イと付箋①を御覧ください。 

第２学年 Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ２「町紹介」です。 

まず，Ｈｏｐで町紹介のモデル文を読んで理解し，Ｓｔｅｐで自分が住

んでいる町について紹介したい話題を整理し，Ｊｕｍｐで自分の町につい

て紹介文を書き，発表します。その後，次のページのＣｈａｌｌｅｎｇｅ

で世界の町の情報を読む活動を設定しています。 

次に，報告書４３ページ，開隆堂出版です。 

観点イと付箋②を御覧ください。 

第３学年 ＰＯＷＥＲ－ＵＰ Ｗｒｉｔｉｎｇ「ホームページで学校紹

介」です。 

まず，１で学校行事や部活動など提示したモデル文を読み，概要をつか

みます。２でそのモデル文の内容を２つのポイントに沿って分析します。 

３で，１－６の手順に沿って，グループで情報収集・整理をし，できた

文章を他のグループと交換し意見交流をした後，文章を推敲し完成させま

す。 

次に，報告書４４ページ，学校図書です。 

観点イと付箋③を御覧ください。 

第２学年の１年間のまとめであるＢｏｏｋ２ Ｐｒｏｊｅｃｔ「観光パ

ンフレットを作ろう」です。 

Ｓｔｅｐ１では，食べ物や行事，名所などテーマに沿って，キーワード

やイメージをグループで出し合い，Ｓｔｅｐ２では，グループで取り上げ

る項目を選び，自分の担当する項目の文章構成を考え，Ｓｔｅｐ３・４，

そして次のページのＳｔｅｐ５では，例を参考に，順を追って紹介文を完

成させます。 

右のページのＦｉｎａｌ Ｓｔｅｐでは，それぞれの担当した作品を持

ち寄り，グループでパンフレットを完成させ，最後のＰｌｕｓ１で作成し

たパンフレットを基にプレゼンテーションを行う構成になっています。 

次に，報告書４４ページ，三省堂です。 

観点アと付箋④を御覧ください。 

第 1学年 Ｌｅｓｓｏｎ４の「文法のまとめ」です。 

Ｌｅｓｓｏｎ４で出てきた複数形や数のたずね方など文法事項につい

て，まとめています。 

ペンギンのキャラクターを利用して，例外や間違いやすいポイント等を

吹き出しで示しています。それぞれＬｅｓｓｏｎの最後に，このような

「文法のまとめ」を設定しています。 

次に，報告書４５ページ，教育出版です。 

観点オと付箋⑤を御覧ください。 

第 1学年 Ｐｒｏｊｅｃｔ１「自己紹介をしよう」です。 

まず，１でモデル自己紹介を聞き取り，２でモデル自己紹介を読み取り

ます。 

３でモデル自己紹介を参考に自身の自己紹介を書き，４でその自己紹介

を暗記して，発表します。 

最後にＬｅｔ‘ｓ Ｔｒｙ！で質疑応答をする活動を設定しています。 
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次に，報告書４５ページ，光村図書出版です。 

観点イと付箋⑥を御覧ください。 

ＣＬＩＬ「日本の歴史」です。 

左ページで，社会科で既習の人物について英語で簡潔に整理した後，右

ページで伊能忠敬の人生について説明文を完成させます。 

この完成させた説明文を基に，自分が好きな歴史上の人物の情報を収集

し，英語で説明する活動を設けています。 

英語は，以上６者です。 

なお，現在使われている教科書は，１番目に報告した東京書籍です。 

以上で報告を終わります。 

現行で使用している東京書籍の良さについてですが，２年生の教科書の

目次を御覧ください。 

真ん中上段に，「英語を通じて視野を広げよう」と書いてありますが，

すぐその下に，「Ｕｎｉｔ」「Ｄａｉｌｙ Ｓｃｅｎｅ」「Ｐｒｅｓｅｎｔ

ａｔｉｏｎ」というロゴがあります。東京書籍では各ユニットで習得させ

たことをコミュニケーション活動で活用させ，プレゼンテーションで自己

表現活動を行う中で発信させる構成となっており，繰り返し行うことで，

基礎・基本の定着につながっています。 

なお，使用にあたっての不都合等は聞いておりません。 

 

三好教育長 何か，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 特にないようですので，英語につきましては，東京書籍と考えますが，

いかがでしょうか。 

 

全教育委員 異議なし 

 

三好教育長 御異議ないようですので，英語につきましては，東京書籍を採択いたし

ます。 

 それでは，次の準備を兼ねてこれよりいったん休憩とします。 

次の議案については，５分後に行います。 

 

 （５分 中断） 

（レイアウト変更） 

 

三好教育長 それでは，次に，日程第７ 議第３０号 ２０２０年度（令和２年度）

に使用する福山市立福山中学校及び福山市立福山高等学校用教科用図書の

採択についてを議題といたします。 

説明をお願いします。 

 

津田学びづく

り課長 

議第３０号 ２０２０年度（令和２年度）に使用する福山市立福山中学

校及び福山市立福山高等学校用教科用図書の採択について，説明いたしま

す。 

６月４日に福山中・高等学校の校長が，教科書選定会議を設置し，本市

教育委員会の指導及び助言の下で，種目ごとに教科用図書を選定しまし

た。 

その後，７月１０日に福山中・高等学校の校長から本市教育委員会へ，

「教科用図書選定結果」「教科用図書選定理由書」「調査研究報告書」，福

山高等学校については，「採択種目一覧表」も加え，「報告書」として，別
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冊資料２・３が提出されました。 

本日は，「特別の教科 道徳」を除く福山中学校用教科用図書，福山高

等学校用教科用図書の順に，採択を御審議いただきます。 

よろしくお願いします。 

 

三好教育長 それでは，福山中学校用教科用図書から行います。教科書選定会議会長

から，「別冊資料２」について説明してください。 

 

髙田教科書選

定会議会長 

はじめに，「別冊資料２」の構成について説明します。 

「別冊資料２」，目次を御覧ください。 

この資料は「福山市立福山中学校用教科用図書選定結果」「福山市立福

山中学校用教科用図書選定理由書」「調査研究報告書」「資料 教科書の調

査研究における観点等」で構成しています。 

巻末の資料「国語」を御覧ください。 

上側の太枠内が調査の対象となる教科用図書の発行者及び教科書名の一

覧です。 

下側の太枠内が，教科用図書の調査研究における観点，視点及び調査方

法をそれぞれまとめたものです。 

国語は，東京書籍から光村図書までの５者について，（ア）「基礎・基本

の定着」から（オ）「言語活動の充実」の５つの観点，「単元・教材の目標

の示し方」「基礎的な言語の定着」など１２の視点で，御覧の方法によ

り，調査研究を行いました。 

他の教科も，資料に示している発行者の教科用図書について，それぞれ

の観点，視点及び方法で，調査研究を行いました。 

１ページを御覧ください。 

教科書選定会議で選定した教科用図書全１５種目の選定結果です。左か

ら順に，「教科」「種目」「発行者」「教科書」「使用学年」です。 

２ページを御覧ください。 

選定した１５種目についての選定理由書です。 

左から順に，「教科」，「種目」，「発行者」，「教科書」，「使用学年」，「選

定理由」です。 

「選定理由」の①には「教科用図書の特徴」を，②には「生徒の実態を

踏まえてなぜその教科用図書が適切か」を示しています。 

６ページを御覧ください。 

各教科の調査員から提出された「調査研究報告書」です。 

調査員が，全ての発行者について調査研究を行い，その特徴を記載して

おります。 

「別冊資料２」の説明は以上です。 

 

三好教育長 別冊資料２において，特徴などが整理されていますので，この別冊資料

２に沿いまして，教科書選定会議としての意見を聞きながら，審議してい

きたいと考えますが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 時間設定を説明１０分，質疑・応答５分，審議５分と考えております。 

それでは，教科書選定会議の結果を説明してください。 

 

髙田教科書選

定会議会長 

福山市立福山中学校用教科用図書の教科書選定会議の結果について説明

します。 

まず，本市では「福山１００ＮＥＮ教育」として，子ども主体の学びづ
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くりに取り組んでおり，本校でも，生徒が自分の考えを持ち，友だちと議

論しながら，その考えを深めたり，広げたりしていく授業づくりに取り組

んでいるところです。 

教科書選定会議では，こうしたことを踏まえた上で，調査員による調査

研究，選定委員による審議を行い，１者を選定しました。 

「別冊資料２」の１ページを御覧ください。 

教科書選定会議の選定結果です。 

各教科の調査員から，現在使用している教科用図書が，本校生徒にとっ

て最も適切であると報告があり，選定会議では，全ての教科について，現

在使用しているものを継続して選定しております。 

今回は，１５種目を代表して，「数学」と「英語」の教科用図書につい

て，選定理由書を基に，特徴的な内容を報告します。 

 

妹尾教科書選

定会議委員 

「別冊資料２」３ページを御覧ください。 

３段目，「数学」は，東京書籍「新編 新しい数学」を選定しました。 

教科書の付箋①を御覧ください。 

「学び合い」のページが，見開きの右側のページから始まるようにして

あり，生徒が自分で考える場面が設定できるよう工夫されています。 

次のページを御覧ください。 

「友だちの考えを知ろう」「話し合ってみよう」など，問題解決型の学

習の流れになっており，思考力・判断力・表現力を育成することができま

す。 

付箋②を御覧ください。 

章末の「章の問題Ｂ」には，「活用の問題」が掲載されており，数学の

有用性を実感できるよう工夫されています。 

付箋③を御覧ください。 

「もっとひろがる数学」として，生徒の興味・関心に応じて，高等学校

の学習に触れ，数学の広がりを実感できるよう工夫されています。 

「数学」については以上です。 

続いて，「別冊資料２」５ページを御覧ください。 

３段目，「英語」は，三省堂の「ＮＥＷ ＣＲＯＷＮ ＥＮＧＬＩＳＨ 

ＳＥＲＩＥＳ Ｎｅｗ Ｅｄｉｔｉｏｎ」を選定しました。 

教科書の付箋④を御覧ください。 

各Ｌｅｓｓｏｎの流れは，左下から右上に向かって，学習の見通しを立

てる「とびら」，基礎・基本を習得する「ＧＥＴ」，基礎的な力を活用する

「ＵＳＥ Ｒｅａｄ」「ＵＳＥ Ｓｐｅａｋ」「ＵＳＥ Ｗｒｉｔｅ」，学

習をふり返る「文法のまとめ」という４つのステップが設定されており，

全てのＬｅｓｓｏｎで「読む」「聞く」「書く」「話す」の４技能をバラン

スよく身に付けることができるよう計画されています。 

付箋⑤を御覧ください。 

「ＵＳＥ Ｓｐｅａｋ」では，スピーチやプレゼンテーション，会話や

ディスカッションが扱われており，学んだことを活かして自分の考えや気

持ちを伝え合う場面が設定されています。 

このことは，本校独自の教科「コミュニケーション」とも関連し，実践

的なコミュニケーション力の向上につながるものと考えます。 

「英語」については以上です。 

他の種目についても，同様の観点で選定し，その理由を選定理由書にま

とめています。 

福山中学校の選定理由の説明は，以上です。 

 

三好教育長 何か，御質問はありませんか。 



- 32 - 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 説明にもありましたように，福山中学校の教科用図書については，報告

書１ページにあるように，全ての種目について，現在使用している教科用

図書が，福山中学校の生徒に適切であり，来年度も継続して使用すること

が望ましいというものです。 

特に御意見ないようですので，，お諮りいたします。 

福山中学校の教科用図書については，報告書のとおり採択するというこ

とで，よろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，福山中学校用教科用図書につきましては，報

告書のとおり採択することといたします。 

 それでは，次に福山高等学校用教科用図書に移ります。 

教科書選定会議会長から，「別冊資料３」について，説明してくださ

い。 

 

髙田教科書選

定会議会長 

はじめに，「別冊資料３」の構成について説明します。 

「別冊資料３」，目次を御覧ください。 

この資料は，「採択種目一覧表」「選定結果」「選定理由書」「調査研究報

告書」で構成しています。 

１ページを御覧ください。 

採択種目一覧表です。 

左から順に，「教科」，「採択する種目」，「使用学年」，「今年度使用教科

書」，そして一番右の欄に「変更希望」を示しています。 

「変更希望」の欄へは，変更希望がある場合に，◎印の記号を記入する

こととしています。 

今回は，現在使用している教科用図書を継続して使用することが適切で

あると調査員から報告を受け，変更希望がないため，印はありません。 

２ページを御覧ください。 

教科書選定会議で選定した教科用図書全４２種目の選定結果です。 

３ページを御覧ください。 

選定した４２種目についての選定理由書です。 

１３ページを御覧ください。 

各教科の調査員から提出された「調査研究報告書」です。 

調査員が，全ての発行者について調査研究を行い，各種目３点に絞り込

んで，教科用図書の特徴を記載しております。 

「別冊資料３」の説明は以上です。 

 

 

三好教育長 「別冊資料３」において，特徴などが整理されていますので，この「別

冊資料３」に沿いまして，教科書選定会議としての意見を聞きながら，審

議していきたいと考えますが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 時間設定を説明１０分，質疑・応答５分，審議５分と考えております。 

それでは教科書選定会議の結果を説明してください。 
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髙田教科書選

定会議会長 

教科書選定会議の結果についての説明に先立ちまして,このたびの選定

の主たる観点,２点について説明します。 

２０１８（平成３０）年度以降に入学した生徒は，２０２０年度の大学

入学者選抜制度改革後に受験をする生徒です。大学入学共通テストで記述

問題が課せられるなど，これまで以上に「思考力，表現力，判断力」が求

められます。また，「学びに向かう力」が評価指標に挙げられてきます。 

選定の観点の１点目は，そうした求められる学力に対応できるような教

科用図書かどうかという点です。このことは，昨年度の教科書選定会議で

も申し上げましたが，今年度についても，この観点を継続して研究しまし

た。 

また，そうした力を授業で身に付けられるよう，本校で育む資質・能力

を２１世紀型“スキル＆倫理観”として，①情報整理力，②表現力,③課

題解決力，④協働，⑤自他の尊重，⑥チャレンジ精神の６つを設定し，ど

の教科でも生徒がそれらの資質・能力を身に付けられるよう，授業を展開

していきます。 

選定の観点の２点目は,そうした授業を展開できる視点が,教科用図書の

中に取り入れられているかどうかという点です。 

今回選定した教科用図書は，すべて現在使用しているものと同じとなっ

ていますが，先ほど説明しました主たる観点２点に沿って選定しておりま

す。 

今回は，４２種目を代表して，「数学Ⅲ」と「コミュニケーション英語

Ⅲ」の教科用図書について，選定理由書を基に，特徴的な内容を報告しま

す。 

 

戸田教科書選

定会議委員 

「別冊資料３」６ページを御覧ください。 

３段目，「数学Ⅲ」は，数研出版「改訂版 高等学校 数学Ⅲ」を選定

しました。 

教科書付箋①を御覧ください。 

ページ中ほどから，「積の導関数」が，適切かつ丁寧に記述されていま

す。また，定理などの重要事項は，青色で囲んで示されており，生徒が学

習内容を習得しやすいよう工夫されています。 

付箋②を御覧ください。章末問題は，１６５ページのＡと１６６ページ

のＢが設定されており，基礎的な問題から発展的な問題まで取り扱ってい

ます。 

また，この教科書とリンクする問題集・参考書が多く出版されていま

す。 

「数学Ⅲ」については以上です。 

続いて，「別冊資料３」１１ページを御覧ください。 

３段目，「コミュニケーション英語Ⅲ」は，新興出版社啓林館の「Ｒｅ

ｖｉｓｅｄ ＥＬＥＭＥＮＴ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ

ｏｎⅢ」を選定しました。 

教科書の付箋③を御覧ください。 

各課の最初には，生徒の興味を喚起する写真を大きく取り上げていま

す。 

右側，中ほどを御覧ください。「Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｄｅａｓ」とし

て，英語による発問で導入し，右下に，「Ｇｏａｌｓ ｆｏｒ ｔｈｅ 

Ｌｅｓｓｏｎ」として，到達ゴールを提示することで，生徒の学習意欲を

より高めるものと考えます。 

次のページを御覧ください。 

全文が見開きの構成となっており，全体を見通して読み進めることがで

きます。 
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次のページを御覧ください。 

アクティビティ（練習）が豊富・多様で，「読む・聞く・書く・話す」

の４技能を身に付けていくために，実践的かつ機能的な構成となっていま

す。 

また，扱っている語彙数も適切です。 

「コミュニケーション英語Ⅲ」については以上です。 

他の種目についても，同様の観点で選定し，その理由を選定理由書にま

とめています。 

福山高等学校の選定理由の説明は，以上です。 

 

髙田教科書選

定会議会長 

次に，「教科書展示会についての報告」です。 

６月１４日から６月２７日まで，福山市研修センターで開催しました。 

提出されたアンケートはありませんでした。 

教科書選定会議の結果についての説明は以上です。 

 

三好教育長 何か，御質問はありませんか。 

 

柿原委員 今まで教えるときの１年生から３年生までの流れという形で大切にしな

がら選定いただいているかと思うのですが，他の科目ではだいたい同じよ

うな発行者が並んでいますが，音楽だけ１年生，２年生，３年生でそれぞ

れ違う発行者の教科書を選んでいるのには，何か理由があるのですか。 

 

戸田教科書選

定会議委員 

音楽Ⅰについては，高校１年生で音楽を選択した生徒，入学生の約３分

の１がこの教科書を使います。それを選択した生徒のうち，わずかな人数

ではありますが，福山高校では，文系の中に芸術選択の生徒がいます。こ

れは，大学では芸術を学びたいという生徒が音楽Ⅲを選択します。という

ことで，より専門性の高い教科書ということで，選定理由書にも，表現力

を育む，あるいは鑑賞し，表現する力を高めるのに適しているとの理由を

記載しています。 

 

柿原委員 ２年生や３年生の教科書の方が，専門性が高いということですね。 

わかりました。 

 

菅田委員 コミュニケーション英語についてですが，昨年１，２年はＣｒｏｗｎを

使って，今年３年生は生徒にあった教科書を使いたいということで，Ｃｒ

ｏｗｎじゃなくてこの教科書に変えたと思うのですが，今年１年使われて

みてどうだったかという感想をお聞きしたいです。 

 

戸田教科書選

定会議委員 

今年１年使用してみて，不都合はありませんでした。 

そのため，今年も選定しております。 

 

三好教育長 他にいかがですか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 それでは，福山高等学校の教科用図書については，報告書１ページにあ

るように，全ての種目について，現在使用している教科用図書が，福山高

等学校の生徒に適切であり，来年度も継続して使用することが望ましいと

いうことでしたので，お諮りいたします。 

福山高等学校の教科用図書については，報告書のとおり採択するという

ことで，よろしいでしょうか。 
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全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，福山高等学校用教科用図書につきましては，

報告書のとおり採択することといたします。 

それでは，これより秘密会とします。 

 

 （傍聴人 退室） 

（秘密会部分 削除） 

 

 予定しておりました議案は全て審議いたしましたが，他に何か，ありま

すでしょうか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 ないようですので，本日の教育委員会会議はこれで終わります。 

 

 【閉会時刻 午後５時３５分】 

 

 

 

 


