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 １ 招集年月日 ２０１９年（令和元年）８月６日（火） 

  午前９時００分 

 

 ２ 場   所 議会棟４階 理事者控室 

 

 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 

 

 ５ 会議に出席した教科用図書選定関係職員 

小学校用教科用図書選定委員会 

会長 奥 井 京 子 

調査員（国語・書写） 藤 原 杏 子 

調査員（社会・地図） 三 原 健 志 

調査員（算数） 山 田 健 司 

調査員（理科） 坂 本 康 雄 

調査員（生活） 甲 斐 真由子 

調査員（音楽） 渡 部 智 子 

調査員（図画工作） 谷   佑 亮 

調査員（家庭） 荒 木 雄 一 

調査員（保健） 篠 原 俊 介 

調査員（英語） 仁 科   愛 

調査員（特別の教科 道徳） 小 畠 千 鶴 

 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 

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 

学びづくり課長 津 田 知 明 

学びづくり課授業実践担当次長  延 近 良 祐 

学びづくり課指導主事 坂 口 憲 治 



- 1 - 

 【開会時刻 午前９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６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３１号は人事案件のため，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。 

８月１日，学力の伸びを把握する調査結果の活用を通した学びづくり研

修を実施しました。本市の学力向上アドバイザーをお願いしている，文部

科学省高等教育専門官の大根田頼尚さんの御協力のもと，城南中学校区，

鷹取中学校区が昨年度，本年度と実施している学力の伸びを把握する調査

のデータの分析を踏まえたこれからの取組について，２つの中学校区の教

職員約１３０名が参加して研修を行いました。 

５日には，臨時校長会を実施しました。子どもを中心とした学びを支え

る教職員について，学びについては，全国学力・学習状況調査の結果を踏

まえて，主体的・対話的で深い学びにかかる項目と結果をどう見るかとい

うこと，無回答率の状況をどう見るかということ，ただ全体の通過率を上

げるということに終始するのではなく，子どもたちの意欲にかかわっての

項目ということで，見方について資料をもとに指導しています。併せて，

新たな不登校や長期欠席の個別の状況等を踏まえ，また教職員のやりがい

や意欲のデータに基づいて，この間の勤務時間の状況，また，初めて病気

休職したものの状況を踏まえて，考えるいくつかの視点を示しています。 

以上です。 

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） 

 

 それでは，次に，日程第３ 議第３２号 ２０２０年度（令和２年度）

に使用する福山市立小学校用教科用図書の採択についてを議題とします。 

説明をお願いします。 

 

津田学びづく

り課長 

日程第３ 議第３２号 ２０２０年度（令和２年度）に使用する福山市

立小学校用教科用図書の採択について，説明いたします。 

５月に本教育委員会から，福山市小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小学校用教科用図書

について」を諮問いたしました。 

それを受け，７月３１日に教科用図書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，福山市立小学校用教科用図書の採択を御審

議いただきますよう，よろしくお願いします。 

それでは，教科用図書選定委員会会長から教育長へ答申をお渡ししま

す。 
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奥井教科書選

定委員会会長 

２０２０年度（令和２年度）に使用する福山市立小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。 

 

 （答申を教育長へ手交） 

 

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。 

 

奥井教科書選

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小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，小学校用教科用図

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

査研究を行い，結果を報告書としてまとめました。 

７月２３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。 

４１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，２４枚，（２）回答者の状況・特に関心を持たれた

教科書は，表のとおりです。 

（３）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。 

４３ページを御覧ください。 

２０１９年度（令和元年度）使用福山市立小学校用教科用図書一覧で



- 3 - 

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 種目ごとに説明時間を設定しています。机上に日程表をお配りしていま

すので，御確認ください。質疑・応答は１０分，審議は５分から１０分と

考えております。 

それでは，教科用図書選定委員会会長から説明をお願いします。 

 

奥井教科書選

定委員会会長 

次年度より全面実施となる学習指導要領では，「主体的・対話的で深い

学び」の実現に向けた授業改善を進めることを示しています。これを踏ま

え,本市においては,「福山１００ＮＥＮ教育」として,子ども主体の学び

づくりに取り組んでいるところです。各教科では，児童が自分の考えをも

ち，友だちと対話しながら,その考えを深めたり,広げたりしていく授業づ

くりを進めています。 

本日は，このようなことを踏まえた上で,各発行者の特徴を説明しま

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。 

まず，報告書３ページ，東京書籍です。 

教科書の特徴を，観点ア「基礎・基本の定着」と観点イ「主体的に学習

に取り組む工夫」の２点で報告します。 

報告書観点アと，教科書付箋①のページを御覧ください。 

第２～６学年の「読むこと」の領域では，単元冒頭に青枠で囲まれた導

入ページを設け，右上に星のマークで「言葉の力」として，「人物像を想

像する」という単元での学習の重点を示しています。「言葉の力」につい

ては，全ての学年で設定しています。 

学習目標は，左上に，太字で「中心人物の心情を想像しながら，『大造

じいさんとがん』を読もう」と示しています。 

報告書にお戻りください。 

観点イを御覧ください。 

第２～６学年「読むこと」の単元では，手引きの冒頭に単元の問いと言

語活動を設定し，児童の吹き出しで学習活動の一例などを示しています。 

付箋②のページを御覧ください。 

ページ右端の，さるのマークが「単元の問い」，その隣の青い線囲みの

中が「言語活動」です。ページ上段太字の「大造じいさんの人物像を想像

する」と，１ページめくっていただいて，太字「朗読で表現する」と，大

きく２つに言語活動を分け，それぞれの活動を通して「単元の問い」を解

決していく流れになっています。 

そのページ下には，児童の吹き出しで，朗読する場面とその場面を選ん

だ理由，朗読で表現したいこと等を発表するという学習活動の一例を示し

ています。 

次に，報告書３ページ，学校図書です。 
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教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点エ「内

容の表現・表記」の２点で報告します。 

報告書の観点イを御覧ください。 

全学年「読むこと」の単元では，学習の手引きで，課題とともに，表を

用いて心情の変化を整理する手立てなどを示しています。 

下巻 付箋①のページを御覧ください。 

ページ右上「学習のてびき」と書かれた下に，２つの「学習目標」を示

しています。 

「学習のてびき」の隣，「①人物の心情とその変化をとらえよう」から

「④感想を伝え合おう」までそれぞれ課題に対する手立てを示していま

す。①の上段では，年ごとに作戦と結果，大造じいさんの心情を表に整理

し，心情の変化を捉える工夫を示しています。 

報告書にお戻りください。 

観点エを御覧ください。 

第３～６学年で，前学年の学習，当該学年でつけたい力の一覧，学習の

進め方を示しています。 

上巻 付箋②のページを御覧ください。 

右ページ，「五年生の国語の学習を始めましょう」として，前学年の学

習を「言葉の働き・使い方」など６つの項目で振り返っています。左ペー

ジでは，「国語の学習の進め方を確かめよう」として，「つかむ」「見方や

考え方を学ぶ」「まとめる・ふり返る」「広げる」という学習過程を示して

います。 

観音開きにしてください。「五年生でつけたい力」を，右ページに「言

葉の特徴や使い方」など知識及び技能に関する力，見開きの下段には「話

すこと・聞くこと」など思考力・判断力・表現力等に関する力，左ページ

上段枠囲みの中に「言葉がもつ良さを知る」など「学びに向かう力・人間

性等」に関する力として示しています。 

次に，報告書４ページ，教育出版です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言

語活動の充実」の２点で報告します。 

報告書観点イと，教科書上巻付箋①のページを御覧ください。 

ページ右側から「１確かめよう」「２考えよう」「３深めよう」「４広げ

よう」という４つの学習過程を示し，それぞれに課題に対する手立てを示

しています。 

「１確かめよう」では，場面・方法・登場人物である大造じいさんの心

情を表に整理し，心情の変化を捉える工夫を示しています。下段には，児

童の言葉でそれぞれの課題に対する思考の例を示しています。 

報告書にお戻りください。 

報告書観点オと，教科書付箋②のページを御覧ください。 

第２～６学年で話し合う単元を１つずつ設定しています。第６学年で

は，ページ右側の単元名「地域の防災について話し合おう」とあるよう

に，「自分たちの地域で災害が発生したら身を守るためにどのようなこと

が必要か」という身近なテーマをもとに，パネルディスカッションを行う

単元になっています。 

ページ左上の四角囲みの中に，「パネルディスカッションとは」，左ペー

ジ下に「パネルディスカッションの進め方」として説明を行い，自分の立

場を決め，調べた資料をもとにして話し合う活動を設定しています。  

次に，報告書４ページ，光村図書出版です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点エ「内

容の表現・表記」の２点で説明します。 

報告書の観点イと，教科書付箋①のページを御覧ください。 
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第２～６学年「読むこと」の単元では，学習（手引き）を上下２段組み

としています。 

右側，「見通しを持とう」のマークの下に，「すぐれた表現に着目して読

み，物語の魅力をまとめよう」という単元目標と，２つの項目で具体的な

学習目標を示しています。 

ページ上段には，「見通しを持とう」のマークの隣から「とらえよう」

「ふかめよう」「まとめよう」「ひろげよう」という４つの学習過程を示

し，それぞれに課題に対する手立てを設定しています。 

下段には，「１ノートの例」「２朗読するときのポイント」「３物語のみ

りょくをまとめた例」を記載し，上段の課題に取り組むための視点や言語

活動の例を示しています。 

報告書にお戻りください。 

報告書の観点エと，教科書付箋②のページを御覧ください。 

「国語の学びを見わたそう」として，右ページに「学習の進め方」，左

の折り込みページに「５年生で学習すること」を示しています。 

「学習の進め方」では，「初めに」「読む，書く，話す・聞く」「ふり返

る」「学習や生活に生かす」という４つの学習過程を示し，学習の仕方を

確認できるようにしています。 

折り込みページを開いてください。 

上段に，「話す・聞く」などの領域ごとに，教材名，単元でつける力，

四角で囲まれた学習用語を一覧で示し，下段には，「４年生の学びを確か

めよう」として，学習過程に沿って前学年で学習したことをふり返ってい

ます。 

以上です。 

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。 

光村図書出版の特徴について説明します。 

現在使われている光村図書出版の教科書では，説明文の単元で，短い説

明文で読み方を学習し，その後，本文を読むという単元を組んでいます。

また，説明文で書き方を学び，それを活用して自分で意見文を書くとい

う，「読む」と「書く」を連動させた単元を設定しています。一方で，教

科書冒頭に「５先生の学習を見わたそう」として，何を学習するかが書い

てありますが，どの単元で何ができるようになるかまでは明記されていま

せん。 

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。 

 

柿原委員 それぞれの発行者が工夫をされていて，どれも素晴らしい教科書だと思

いますが，新しい教育課程とか，１００ＮＥＮ教育にふさわしいという

か，新しい取組がされていると感じられる教科書はありますか。 

 

国語調査員 新学習指導要領で，「主体的・対話的で深い学び」について言われてい

ます。主体的に学習に取り組む工夫のところで，各者とも，学習過程の明

確化として，子どもたちが見通しを持って学習できるよう，それぞれ巻頭

にこの教科書で学ぶことについて説明するページを充実させています。 

例えば，東京書籍につきましては，第５学年の巻頭を開いていただく

と，「国語の学習の進め方」として，折り込みページの中の，「５年で学習

する言葉の力」をつけています。また，左のページには，「１年間の学習

でがんばりたいことやできるようになりたいことはどんなことかな」と話

し合って始めることで，子どもたちの意欲・関心を高めるという特徴があ

ります。 
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また，東京書籍に関しては，先ほどの物語文のところでもあったのです

が，単元導入ページを設け，何ができるようになるかということで，言葉

の力をイメージし，単元末にもその言葉の力で「身に付いた大切なこと」

を振り返ることができるようにしています。 

また，教育出版についても，観点イに示していますが，全学年で，当該

学年で学ぶことを巻頭に示しています。単元名，めあて，「ここが大事」

を学習順につなぎ，地図として示しています。 

 

金委員 国語においては，現在，光村図書出版が採択されていますが，これは実

際何年か使って，良い点，悪い点あると思うのですが，それを踏まえて今

回の光村図書出版はどうなのか，どこが変わっているのかというのが見え

てこないのですが，そのあたりはいかがでしょうか。 

 

国語調査員 光村図書出版につきましては，先ほど現行の教科書について御説明しま

したが，それを踏まえまして，最初の巻頭ページに，単元において何がで

きるようになるかというのを，「大切」というマークで示しています。 

また，新しい学習指導要領で，情報を扱うことについて新設されました

ので，それについて光村図書出版では，情報に関する小単元を２～６年で

系統立てて設定しています。例えば，５年生の教科書，５７ページをお開

きください。情報というマークが付いているところですが，ここでは，原

因と結果の関係について取り上げています。 

 

菅田委員 見開きの部分で，できるようになることが分かるということなんです

が，授業においては，このページというのはどのように活用されているの

か教えてください。 

 

国語調査員 子どもたちが５年生になり，初めて教科書を見たときに，この教科書で

どのようなことを学んで，この単元でどのようなことができるようになる

かを一覧で見ることができます。また，光村図書出版については，先ほど

見ていただいた付箋①のページを御覧ください。 

ここに，先ほど説明させていただいたように，「とらえよう」「ふかめよ

う」「まとめよう」「ひろげよう」の学習過程が示されているのですが，こ

れは現行の教科書ではついていなかったもので，ここでも学習過程を示し

て，見通しを持って学習できるようにしています。 

 

菅田委員 親切すぎる，分かりすぎるという印象を感じるのですが，これができ

る，あれができるというのが，一番最初に分かってしまうということは，

良いような悪いような感じがします。その中で一番程よく見通しもでき

て，全部が分かるわけではないという印象を受けたのは，どのあたりかと

いうのが分かりにくいのですが，実際に子どもたちと接していて，今のこ

の光村図書出版の教科書を使っていて親切すぎると感じることはあります

か。 

 

国語調査員 今回の新しい教科書で，子どもたちが見通しを持って取り組むことがで

きるということで，どの教科書発行者においても，このように学習過程と

か，何ができるようになるかという部分は充実させています。 

教科書を使う際に，単元でできるようになることが書いてありますが，

必ずしも教える側が，この単元でできるようになる力を付けなければなら

ないということではなく，年間を見通し，単元の学習を繰り返しながら，

どのような力をつけていくかということで，教科書の使い方は様々に工夫

ができると思います。 
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三好教育長 今説明してもらった以外で，内容，素材，題材とか，それぞれの教科書

が独自に扱っているとか，この教科書にしかないとか，そういった特徴的

なものはありますか。 

 

国語調査員 題材に関しては，物語文で，どの教科書にも載っているものは「お手

紙」「スイミー」が１，２年生です。また，３年生「モチモチの木」，４年

生「ごんぎつね」，５年生「大造じいさんとガン」，それ以外は，各者それ

ぞれの教材を使用しています。説明文についても同様です。 

学校図書で，特徴的なところとしては，物語文を対話しながら読むとい

う単元を設けています。学校図書の教科書下，７６ページをお開きくださ

い。第４学年から，このように「対話して読む」とし，手引きを付けるの

ではなく，こんなことを思いながら読んでみようということで，物語文と

対話しながら読む教材も入れています。 

対話に関しては，どの教科書発行者も，学年の冒頭でアイスブレイク的

な言葉の準備運動，コミュニケーションというところで，他者と対話する

という小さな教材を入れています。光村図書出版については，例えば第５

学年，１３４ページに，「対話の練習」として，意見が対立したときには

どんなふうにすればよいかというような，よりよいコミュニケーションに

ついて考える単元を第３学年以上に設定しています。 

 

三好教育長 光村図書出版について，点字と手話がありますが，他でも取り扱いはあ

りますか。 

 

国語調査員 教育出版の４年生の教科書下の８２ページから，「身の回りの便利なも

のを考えよう」という単元が設定されていますが，その中で，９７ページ

に点字の表について掲載されています。 

 

神原委員 今まで光村図書出版は何年ぐらい使っていたのでしょうか。 

 

国語調査員 正確な年数は分からないのですが，１０年以上使用しています。 

 

神原委員 ということは，現場の先生は光村図書出版の教科書で予習をして，準備

をして，子どもたちに教えてということをほぼ１０年以上されてきている

ということですね。５年生の最後に，「ことばの宝箱」ということで，考

えや気持ち，心情を表わすことば一覧ということで載っていますが，私が

見た限りは，気持ちや心情をたくさんあげているのは光村図書出版だった

ように思います。それは，文末に今までもありましたか。 

 

国語調査員 はい，ありました。 

 

神原委員 私は教育畑ではないので，子どもと接する機会がそんなにないのです

が，接していると，考えや気持ちを言葉で伝える，表現するというのが乏

しいというか，語彙が少ない気がします。これがもし活用できるのであれ

ば，先生たちが教える中で使われているのであれば，良いことだと思いま

した。文末にあることでなにか教えていて役立つということはあります

か。 

 

国語調査員 光村図書出版にあることばの宝箱ですが，各者とも，巻末にことばにつ

いて載せています。 

例えば，学校図書では，１７２ページに「ことばの部屋」として，ここ



- 8 - 

ではつなぐ言葉，教育出版では１３２ページに「ことばの木」として組み

合わせの木として複合語，東京書籍については，２７４ページに「ことば

のひろば」として，つなぐ言葉，比べる時の表現，思考にかかわる言葉を

掲載しています。 

光村図書出版では，考えや気持ちを伝える言葉として，全学年に，気持

ちを表現する際の言葉を系統的に載せています。 

使い方については，例えば物語文で，登場人物の性格や人柄について，

どんなふうに考えるかというときに，この中にある人物を表す言葉の中か

ら言葉を選んで使ったり，自分の気持ちにふさわしい言葉もここから選ん

だりしています。この気持ちに対する表現を，言葉として知らないという

ところでも，これを活用することで，語彙として増やすことができている

と考えます。 

 

三好教育長 いわゆる主体的・対話的で深い学び，新しい学習指導要領に基づいて作

られていますから，全体的にはそのような内容になります。 

丁寧すぎるという見方もありますが，そこの比較はなかなか難しいと思

いますね。 

私が見た中では，現行の光村図書出版と東京書籍がどうかなと思ってい

ます。これでというのが難しい中で，ずっと使っているから，あえて変え

る理由がなければ変えないのか，その中でも，何をもって変えようとする

のかという理由もなかなか難しいとは思います。今までの質問とか説明を

踏まえて，難しいところではあると思いますが，もう少し踏み込んだ御意

見をいただければと思います。いかがでしょうか。 

 

金委員 教科書によって学力が変わるのか，教え方によって変わるのか，おそら

く後者だと思いますが，先日出された全国学力・学習状況調査では，国語

では常に，福山市は全国平均より上にありますね。去年においては，全国

６４点が，広島県６６点，福山市は６８点と，全国平均より４点も上回っ

ています。常に上にあるのは教え方が良いというのもあると思いますが，

教科書がしっくりきているのもあるのではないかという思いはあります。 

光村図書出版の教科書は分かりやすくて題材も面白いものが多いです。

他も遜色ないという中でどうするかというのは難しいですが，変えていく

中で，ここを伸ばしたい，この教科書ならこれを伸ばせるとか，光村図書

出版よりも上回るというところがなければ，あえて変える必要があるのか

という思いはありますね。 

現場の先生からの意見で変えたいという意見があるのであればという思

いはありますが，そのあたりが決定する上で考えるところだと思います。 

 

柿原委員 光村図書出版の教科書が，先生や子どもたちになじんでいるのではとい

う思いは私もあります。どの教科書もそれぞれ工夫されて，新しい手法を

取り入れたりされていますが，今回はこれが良いのではないかと思いま

す。 

 

菅田委員 私も全体的に親切な印象を受ける中で，光村図書出版が，一番バランス

がとれているような気はします。 

また，その単元の中で，次に広がっていくような気がしました。例えば

本や考えというところが，習ったところからの広がりというのも感じまし

たので，あえてこれを変える必要はないような気はしています。 

 

三好教育長 それでは，国語につきましては，光村図書出版と考えますが，いかがで

しょうか。 
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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，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 報告書の５ページをお開きください。 

書写は，東京書籍から日本文教出版までの５者について，（ア）から

（オ）の５つの観点，７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６ページ，東京書籍です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言

語活動の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点イと，教科書付箋①のページを御覧ください。 

ページ右上「書写の学び方」として円の右上から時計回りにマークで

「見つけよう」「たしかめよう」「生かそう」「振り返って話そう」「生活に

広げよう」という学習過程を示しています。 

付箋②のページを御覧ください。 

右上「１ 見つけよう」で，「それぞれの筆順で書くときの『横画』と

『左はらい』の画の長さをくらべましょう」として硬筆の文字を比べるこ

とで課題を見出せるようにしています。その左隣「書写のかぎ」として

「横画」と「左はらい」が交わるときのポイントを示しています。「２ 

たしかめよう」では，毛筆で，「３ 生かそう」では他の文字で，書き方

を確かめる構成になっています。 

報告書にお戻りください。 

観点オと，教科書付箋③のページを御覧ください。 

「生活に広げよう」として，「ノートに書こう」など実の場に活用する

単元を年間３つ設定しています。「ノートに書こう」では，「国語ノート」

での箇条書きの書き方を示しています。 

付箋④のページを御覧ください。 

「調べたことを伝える新聞を作ろう」として，社会科での新聞づくりへ

活用することを示しています。ページ上段の枠囲みの中に，社会科での学

習活動の全体を示し，矢印でその中から書写の力を生かす場面を取り上げ

ています。 

付箋⑤のページを御覧ください。 

「お礼の気持ちを手紙で伝えよう」として，右ページに「お礼の手紙」

左ページに封筒の表，裏の書き方を１年～４年で学習したことを確かめて

書くよう示しています。 

次に，報告書６ページ，学校図書です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言

語活動の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点イと，教科書付箋①のページを御覧ください。 

「学習の進め方」として，右から「１ たしかめて書こう」「２ 考え

て書こう」，１ページめくっていただいて，「３ 生かして書こう」という

学習過程を示しています。 

１ページ戻ってください。「１ たしかめて書こう」では，筆や鉛筆の

マークで示されているめあてを確認して試し書きをし，「２ 考えて書こ

う」で試し書きした文字と教科書の文字を比べ，「書き方のカギ」を見て

課題を発見する構成になっています。 

１ページめくってください。「３ 生かして書こう」では，①試し書き
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とまとめ書きを比べたり，②学習したことを生かして，硬筆で他の文字や

自分の名前などを書いたりするような構成になっています。 

報告書にお戻りください。 

観点オと，教科書付箋②のページを御覧ください。 

「書写の資料館」として，「その１ 都道府県名を書こう」で４７の都

道府県名を地図とともに示しています。「その２ ローマ字」「その３ ひ

らがな・かたかなの表」と続きます。 

付箋③のページを御覧ください。「その５ 読みやすく書こう」では，

学習発表会のプログラム，社会科ノート，学級新聞へ活用することを提示

するなど，その１からその７まで学習や生活に活用することを，巻末にま

とめて示しています。 

次に，報告書７ページ，教育出版です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言

語活動の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点イと，教科書付箋①のページを御覧ください。 

「学習の進め方」として，右上から緑の囲みの中「見つける・くらべ

る」「書く・たしかめる」「ふり返る・伝え合う」「広げる」という学習過

程を示しています。 

付箋②のページを御覧ください。 

めあての左に「考えよう」として，「左と右の横画と左はらいの長さ

は，どうちがうのかな」と示し，教科書の文字と学習の始めに書いた試し

書きとを比べて気づいたことを生かして書くようになっています。ページ

右下に，「学習の始めと終わりに書こう」として，試し書きとまとめ書き

を並べて比較できるよう配置しています。 

報告書にお戻りください。 

観点オと，教科書付箋③のページを御覧ください。 

「レッツ・トライ」「発表資料『学習内容をまとめる』」として，社会科

での発表資料を提示しています。ページ右上に，星のマークで「社会で生

かす」と示し，学校生活や学習活動のどの場面で生かせるか分かるように

しています。右ページにある発表資料の①～⑤の番号ごとに左ページ右側

に書き方のポイントを示しています。 

付箋④のページを御覧ください。「書いて伝え合おう」として，学級新

聞づくりを設定しています。上段の黄色の枠で「ポイントは何かな」「は

じめに考えよう」と学習の流れを示し，１ページめくっていただいて，

「書き方のひみつ」で，書写で学習したポイントを示しています。 

次に，報告書７ページ，光村図書出版です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言

語活動の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点イと，教科書 第４学年 付箋①のページを御覧くださ

い。 

「学習の進め方」として「１ 考えよう」「２ たしかめよう」「３ 生

かそう」という学習過程を示しています。 

付箋②のページを御覧ください。 

右側に「字形と筆順にはどんな関係があるのだろう」という課題を示

し，ページ中央の「左右」の文字を指でなぞって考えられるようにしてい

ます。ページ下段に「学習の進め方」を示しています。 

付箋③のページを御覧ください。「硬筆のまとめ」で学習したことを確

かめて書く構成になっています。 

報告書にお戻りください。 

観点オと，教科書付箋④のページを御覧ください。 

ページ右側ピンクの枠の中央あたりから「国語」のマークと国語科と同
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様の「学習の進め方」を記載し，国語科のリーフレットづくりに活用する

ことを示しています。 

付箋⑤のページを御覧ください。 

資料として，手紙の書き方，はがきの表書き，原稿用紙の使い方等を提

示しています。 

第６学年 付箋⑥のページを御覧ください。 

第６学年には，綴じ込みで１年生から６年生までに学習したことを日常

生活で生かす「書写ブック」をつけています。 

１ページめくってください。１年生「横書きの書き方」，２年生「原稿

用紙の使い方」など学年ごとに提示しています。 

続いて，日本文教出版です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言

語活動の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点イと，教科書付箋①の折り込みページをひらいて御覧くだ

さい。 

「書写学習の進め方」として，表の中ほどのマークで「めあて」「１考

える」「２たしかめる」「３いかす」「できたかな」という学習過程を示し

ています。 

表の下段に，「１試し書きをする」として「学習の始めに，硬筆や毛筆

で試し書きをして自分の課題を見つける」ことを示し，「４まとめ書きを

する」として，「試し書きと比べて自分や友達のよいところを見つけて共

有する」と示すなど，一人で学習する場面とグループで学習する場面を設

定しています。 

報告書にお戻りください。 

観点オと，教科書付箋②のページを御覧ください。 

「言葉の窓」として，ページ上段で「様子」「物や事」「動き」を表す言

葉を表に書き出して分類し，下段では書き出した言葉を使って文を書く活

動を示しています。 

付箋③のページを御覧ください。 

「国語の広場 お気に入りの本を紹介しよう」として，国語科の読書交

流会に活用することを示しています。「１ お気に入りの本のタイトルや

紹介したい理由」「２ グループに分かれて紹介する方法や書き方につい

て話した要点のメモ」「３ 紹介する本のリーフレット」を提示していま

す。 

付箋④のページを御覧ください。 

「生活と書写」として，「手紙の書き方」では便箋，封筒，１ページめ

くっていただいて，はがきの表・裏，左ページに都道府県名の書き方など

を示しています。 

以上です。 

なお，現在使われている教科書は，４番目に報告した光村図書出版で

す。 

光村図書出版の特徴といたしまして，現行の教科書でも，国語の教科書

と，教材・内容・時期等を連動させ，活動の流れが書いてあり，そこで書

写での書き方のポイントが生かせるような構成になっています。 

一方で，現行では単元の学習の進め方が巻頭にはあるのですが，各単元

には学習過程について示されていません。ただ，新しい教科書について

は，示されているようになっています。 

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。 
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金委員 先ほど国語は光村図書出版を選択しました。これは国語と書写で連動さ

せているのだと思いますが，他の教科書についても連動させているのです

か。 

 

国語調査員 他の教科書についても国語科の内容で書写のポイントを使って書くとい

うことになっています。 

 

金委員 ということは，国語で光村図書を採択した時点で，書写もほぼ自動的に

決まるということですか。使いやすさも，そろえたほうが使いやすいとい

うのは，使う側からするとそうなんですか。 

 

国語調査員 採択は別に行いますので，国語の教科書に載っている文章を視写すると

か，そのようなところで使われているということはありますが，どの教科

書発行者についても教える内容としては同じものです。 

 

柿原委員 国語と一緒で良いと思います。 

 

金委員 あえて変えるだけの理由があるかどうかですよね。内容が同じなら良い

のかなとも思いますが。 

 

三好教育長 直接関係ないかもしれませんが，筆順というのは，まず国語で勉強しま

すね。教科書の巻末に筆順が一覧にしてあるのとないのとあります。例え

ば，「左」と「右」で筆順が違いますよね。なぜ一画目と二画目で筆順が

違うのかというのを説明してあるものとないものとあります。それがある

から良いということではないのですが，今パソコンやタブレットで，字を

形として認識し始めると，筆順について意識しなくなると思います。書写

や国語ではどのように学習していますか。 

 

国語調査員 筆順については，学習指導要領に，文字を書きすすめる際の合理的な順

序が習慣化したものとあります。先ほど言われた「左右」が分かりやすい

と思いますが，筆順を正しく書くということは，字形を整えるということ

につながってきます。「左右」の由来については，教育出版と日本文教出

版で，光村図書出版については，ここには書いていませんが，後ろの３１

ページに漢字図鑑を掲載しており，ここで右と左のできかたについて示し

ています。国語でも学習しますが，書写でも，字の形を整えて書くという

ところで筆順は大切になってくると思います。 

 

柿原委員 子どもが，筆順を理解しているのかどうかというのは分かりますか。 

 

国語調査員 テストやノートの文字を見ただけでは，なかなか分かりづらいところが

あると思います。 

書写については，硬筆もそうなんですが，特に毛筆は筆順によって，筆

運びでつながり，点や角のつながりが明確に出ますので，正しく書いてい

ないと，そのつながり，文字の美しさや見た目も変わってくるのではない

かと思います。 

 

三好教育長 それでは，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） 
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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。 

 次に，社会について，説明をお願いします。 

 

社会調査員 報告書８ページをお開きください。 

社会は，東京書籍から日本文教出版までの３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。 

まず，報告書９ページ，東京書籍です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点エ「内

容の表現・表記」の２点で報告します。 

報告書の観点イと，教科書付箋①のページを御覧ください。 

「学習の進め方」を各学年で最初に学習する単元に設けています。「学

習問題をつくり，学習の進め方をかくにんしよう」として，「つかむ」「調

べる」「まとめる」「いかす」のそれぞれの学習段階での具体的な学習の進

め方を示しています。 

付箋②のページを御覧ください。 

右ページ下に「学習問題」「農家では，あまおうをおいしく，たくさん

つくるために，どのような仕事をしているのでしょうか」として，単元の

学習問題を示しています。付箋③のページを御覧ください。 

左上に「まとめる これまでの学習をふり返り，あまおうをせんでんす

るシールの案を考えましょう」として，まとめを行うページを設けていま

す。 

報告書にお戻りください。 

観点エと，教科書付箋④のページを御覧ください。 

左ページ下側に「まなびのポイント」として，「生活の中で，どのよう

なときに水を使うか，話し合おう」と記載し，学習の流れなどを示してい

ます。右ページ中ほどの「まなび方コーナー」でグラフの見方を示してい

ます。 

付箋⑤のページを御覧ください。 

ページ上段にドラえもんのキャラクターとともに「水の入手方法はどの

ように変わってきたのかな」と記載し，社会的な見方・考え方を広げる４

つの視点・方法の一つである時間について示しています。 

次は，報告書９ページ，教育出版です。 

教科書の特徴を，観点ア「基礎・基本の定着」と観点イ「主体的に学習

に取り組む工夫」の２点で報告します。 

報告書の観点アと，教科書付箋①のページを御覧ください。 

見開きの左側中ほどに，「この時間の問い」として，「農家の人たちは，

どのようにして米をつくっているのだろう」と１時間のめあてを問いかけ

の形で示しています。右ページ右下に「次につなげよう」として，「米づ

くりの流れはわかってきたよ。農家の人たちが作業の中で特に気をつけて

いることはあるのかな。」と示し，１ページめくった左側，「この時間の問

い」の「米づくりの作業の中で，農家の人たちはどのようなことを心がけ

ているのだろう」につなげています。 

報告書にお戻りください。 

観点イと，教科書付箋②のページを御覧ください。 

「社会科の学習の進め方」のページを各学年の巻頭に設けています。

「つかむ」「調べる」「まとめる」「次の学習やくらしにつなげる」という

問題解決的な学習の進め方を示しています。 

付箋③のページを御覧ください。 

右ページ下に「みんなでつくった学習問題」として，「店ではたらく人
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たちは，お客さんによろこんでもらえるように，どのようなくふうをして

売り上げを高めているのだろう」と記載し，単元を通して追究していく問

いを示しています。 

付箋④のページを御覧ください。 

ページ左側に学習問題，その下にキーワードの振り返りを記載し，「店

のくふうをまとめよう」として，右ページにお客さんのねがいと店のくふ

うについて，関係図をつくってまとめる活動を示しています。 

次に，報告書１０ページ，日本文教出版です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点エ「内

容の表現・表記」の２点で報告します。 

報告書の観点イと，教科書付箋①のページを御覧ください。 

「この教科書の使い方」のページを各学年の巻頭に設けています。左上

から順に「①わたし（たち）の問題」「②本文（学習活動）」「③本文（友

だちの発言）」下に行き，「④学習問題，さらに考えたい問題」「⑤学習の

計画」という言葉で，学習過程を示しています。 

付箋②のページを御覧ください。 

右ページ下に「学習問題」として，「スーパーマーケットは，たくさん

のお客さんに来てもらえるようにするために，どのようなくふうをしてい

るのだろう」と記載し，学級全体で話し合いたい問題を示しています。 

付箋③のページを御覧ください。 

左ページには，調べたことをもとにキャッチコピーをつくってまとめる

活動を，右ページ左下には，スーパーマーケットではたらく人の仕事を振

り返り，ホワイトボードに整理して話し合う活動を示しています。 

報告書にお戻りください。 

観点エと，教科書付箋④のページを御覧ください。 

左端に「学び方・調べ方コーナー 読み取る」として，土地利用図の読

み取り方を示しています。右ページ下の「やってみよう」では「白地図を

重ねて，土地利用を確認してみよう」として学習活動を示しています。１

ページめくったページの左端の上あたりに，「見方・考え方」のコーナー

を設け，吹き出しで「交通について調べるときには，人口の分布図も参考

にしながら考えてみよう」と記載し，社会的な見方・考え方を広げる３つ

の視点や方法の一つである空間について示しています。 

以上です。 

なお，現在使われている教科書は，最後に報告した日本文教出版です。 

現行の教科書は，見開きページに問いの例を示し，学び方，調べ方コー

ナー等で，観察や資料活用の仕方を示しており，学習のヒントとしていま

す。一方で，資料等の掲載では，ランダムに配置しているところもあり，

その関連が一見すると分かりづらいということを聞いています。 

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。 

 

柿原委員 どの教科書というのではないのですが，地元が出た方が興味を惹かれる

のではないかと思います。鞆が出るとか，広島が出る方が興味を示してく

れそうな気がするのですが，そういった傾向はあるのですか。 

 

社会調査員 地域の教材が出た方が子どもたちも身近に感じ，興味が湧く，学習しや

すいという声を現場からは聞いています。 

それぞれの教科書がどの地域を扱っているかということについては，各

者明記されています。 

東京書籍の４年生の裏，表紙をめくったページを御覧ください。 
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広島県は１６０ページに記載されています。 

日本文教出版については，３年生の教科書の一番最後をお開きくださ

い。 

１０６ページから１２１ページと記載されていますので，ここをお開き

ください。 

ここでは，福山市の交通事故について単元で学ぶようになっています。 

東京書籍の５年生の教科書，下巻７０ページをお開きください。 

中国新聞を扱ったページが載っています。 

これ以外にも，歴史で，広島の原爆を扱った表記，政治で，平和学習の

記載等も見られます。 

 

神原委員 日本文教出版に福山市の交通事故が大きく取り上げられていますが，こ

れは前の教科書にも載っていたんですか。 

 

社会調査員 ３年生としては，この事例は扱っていませんでした。 

 

神原委員 もしこれを採用した場合，例えば子どもたちが社会科の授業の一環とし

て，福山東署に見学に行って説明を聞いたりということもできるというこ

とですか。 

 

社会調査員 子どもたちも教科書に載っているものをイメージしながら身の回りの地

域の警察の仕事や，交通事故を防ぐための取組について調べて学んでいく

ようになると思います。 

福山が扱われていないからといって，地域で学習しないというわけでは

ありません。 

 

金委員 交通事故については，他の教科書でも記載はあるのですか。 

 

社会調査員 交通事故については，新学習指導要領で，これまでは４年生の教科書で

扱っていたものを，３年生の教科書に各者とも記載しています。 

教育出版でいうと，３年生１１２ページから，東京書籍は，３年生の２

０８ページから掲載されています。 

 

菅田委員 今使われている日本文教出版が，資料と合っていないというのを言われ

ていましたが，今回の教科書ではどのようになっていますか。 

 

社会調査員 今回の教科書では，例えば３年生の７９ページを御覧ください。 

売り場の奥で働いている人たちの写真が載っています。現行の教科書で

も写真は載っているのですが，新しいものでは番号がふってあり，何をし

ている人なのか分かりやすく明記してあります。これが現行の教科書で

は，配置がランダムだったり，番号や何をしているのかという明記がない

ので，一見したところでは分かりにくいというところがありました。新し

い教科書では，配置，表記の仕方に工夫がされています。 

 

金委員 日本文教出版の交通事故については，題材は福山市ですが，写真は警視

庁とか首都高速とかで違っているのですね。 

 

社会調査員 １０６ページの写真については，福山市のものではありませんが，次の

ページ以降の１０９ページなどについては，福山のものが使用されていま

す。 
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柿原委員 どの教科書もこのように交通事故をとりあげているのですか。 

ボリュームが多いように感じるのですが。 

先ほど４年生で教えていたのが３年生になったと言われていましたが，

その方がふさわしいということで変わったのですか。 

 

社会調査員 新しい学習指導要領で示されました。 

今までは３～４年生として内容がまとめて表記をしてあり，その中で，

どちらにというのはある程度柔軟性があったのですが，今回きっちり分か

れています。 

３年生は市を中心とした身近な地域，４年生は県を中心とした地域，５

年生は国全体というように，ある程度学ぶ範囲を分けており，その点にお

いて，交通事故など身近に起きることについては，３年生で扱っていま

す。 

 

菅田委員 福山のことが書いてあるということで，日本文教出版に惹かれるところ

もありますが，個人的に配置がごちゃごちゃしている感じがします。 

使いにくいような，見にくいような気がしていて，内容的には，日本文

教出版か東京書籍が良いかなと思っていますが，東京書籍の方がすっきり

している感じがします。 

内容が一番大切なのはもちろんあるのですが，全体的に重いですよね。

最近は置いて帰ることもあるそうですが，分かれている方が良いのではな

いかなと思いました。 

６年生になると，上下巻でなく，歴史と政治，国際編と分かれているの

で，置いて帰っても，見るときにも使いやすいのではないかと思います

が，そのあたりはいかがでしょうか。１冊になっている方が良いのか，分

かれている方が良いのか。 

 

社会調査員 まず，表記，配置という点について，日本文教出版の特徴として６年生

の教科書の１７４，１７５ページを御覧いただけますか。 

子どものキャラクターの顔の絵とともに，子どもが気づいたこと，問い

に思ったことを子どもの考えのように表記し，その周りに資料等を配置す

るというのが，日本文教出版の特徴となります。 

それに対して，東京書籍については，歴史編６年生の１０２，１０３ペ

ージをお開きください。 

ここでも，子どもの言葉で記載していますが，次のページになると，基

本的にはそういった記載が少なくなります。 

日本文教出版では，先ほどの導入の次のページでも子どもの言葉として

表記していますので，そのあたりが違う点です。 

また，分冊ということに関しては，東京書籍では学びやすさを重視した

と趣意書に書かれていますが，持っていただいたら分かるように，重さ，

携帯しやすさの点では違いがあります。東京書籍では，６年生も分かれて

いますが，５年生についても，上下で教科書が分かれています。 

６年生について，それまでは歴史を先に学習して，その後で政治をして

いたため，教科書もそうなっていましたが，今回，新学習指導要領に政治

が先に記載されているため，東京書籍以外の教育出版，日本文教出版の２

者については政治が先，歴史が後という構成になっています。 

東京書籍も分冊にはなっていますが，カリキュラム上は政治が先，歴史

が後といった形で学習を進めるようになります。 

 

三好教育長 ６年生の教科書で言えば，子どもたちの会話のようにしすぎるのは，問

いを設定しすぎるといいますか，資料として写真等がある中で，自分で問
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いを考え，広げるというところが減ってしまうのではないかと思います。

これだけの知識を習得して考えていきなさいというよりも，自分の経験や

それぞれの問題意識の中で広がっていく方が良いような気がします。イラ

ストで問いを設定して疑問を見るよりも，資料や写真から考える方が良い

と思いました。内容でいえばどちらがどうというのはないのですが。 

それと，最初に説明があった東京書籍の３年生の教科書にある「あまお

うのシールを考える」というところに，すべてのそれまでの学びが集約さ

れています。ゴールから考えると，どんな人がどんな苦労をしながらどの

ように作っていったのかというところに，農家の仕事だったり，色んな要

素がありますね。災害とか気候とか，そこに関わる人の工夫や苦労とか，

そういったことを学習しながら，自分で探しながら学んでいくことができ

ます。教科書の最初から順番に教えていく，学習していくということでは

ない教科書の使い方もできると思いました。 

 

金委員 政治・国際編と歴史編に分かれているのは東京書籍１者だけですよね。 

これは何か意味があるのですか。 

 

社会調査員 出版社が出している趣意書では，学びやすさというところをあげていま

すが，それ以外では調査している中では見つけられませんでした。 

 

金委員 中学校の公民と歴史は，それぞれ分けているので，連続して見ることが

できる良さはありますね。そういうことを意図したのかと思っていまし

た。 

歴史の記載についても，東京書籍は写真や資料が多くて読みやすい気が

します。 

 

神原委員 東京書籍は分かれているせいもあるかと思ったんですが，政治だった

り，憲法だったりというところの情報量が，他の教科書と比べて多いです

ね。ただ，政治とか憲法って，子どもからしたら堅苦しいと思われるので

はないかと思うのですが，本格的には中学校からで，とっかかりとしてや

るには良いかなと思います。ですから，ここまでの情報量はなくても良い

のかなという気もしました。 

ただ個人的には，子どもの権利に関する施策について，日本文教出版よ

り東京書籍の方が多かったというのは好印象でした。 

写真とかも東京書籍の方が，見やすくてきれいだったというのもありま

す。 

日本文教出版は福山市の交通事故対策のところで多くページを割いて特

集してくださっているので，そこは少し魅力を感じましたが，東京書籍と

どちらかで悩んでいたところではあります。 

 

金委員 内容を見た感じだと，子どもにとっては東京書籍の方が見やすい気はし

ますね。 

 

菅田委員 日本文教出版は問いかけが多すぎる印象があります。 

先ほどから言われていますが，社会は資料がたくさんあって，その中か

ら学ぶというイメージがあるので，すっきりしているし，資料の量も多い

ので，東京書籍かなという気はします。 

 

柿原委員 分冊になったのは教科書を選定する条件にするべきではない気はします

ね。内容が重要であって，そこは第一条件ではないと良いますか。 
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三好教育長 日本文教出版と東京書籍の，それぞれ特徴があると思います。 

１つは，地域，福山がある，それから資料が豊富にあるということ。も

う１つは，子どもの会話形式について，それらを総合的に考えていただけ

ればと思います。 

今の意見を聞いた中で，会長や調査員から意見はありますか。 

実際に教科書や授業を見る中で，今の議論から何か感じたことについて

あれば発言してください。 

 

社会調査員 東京書籍や日本文教出版で，もう１つ判断の材料として提示させていた

だきます。東京書籍の付箋⑤のページを御覧ください。 

ドラえもんの話ですが，今回の新学習指導要領で，見方・考え方を働か

せて考えていくのが大切だということが明記されています。 

社会科の考え方でいうと，「空間・時間・人や地域との関係」，この３つ

が大きなポイントになっています。 

「空間」は中学校の社会科の授業でいうと，地理につながる見方・考え

方で，「時間」というのは歴史，「人や地域との関係」というのは，公民に

つながる見方・考え方となっています。 

東京書籍は４年生の付箋④の次のページ，日本文教出版は１４ページを

それぞれ開いて並べて見てください。この２者の見方・考え方について

は，東京書籍ではドラえもんを使って，日本文教出版では博士のキャラク

ターを使って示しています。 

ドラえもんの方は，付箋④のページではタイムマシンに乗っており，こ

れで時間を示しています。次のページ４３ページには，ドラえもん，のび

太，しずかちゃんが載っていて，これは関係を示しています。 

日本文教出版の方は，空間と言葉で示している個所があります。 

両者とも示してはいるのですが，示している分量については，何ページ

かめくっていただくと，東京書籍の方は，たくさんドラえもんが出てき

て，見方・考え方を示しています。 

日本文教出版は，いくらかめくらないと博士は出てきませんので，見

方・考え方の表記について，２者で少し違いがあります。 

 

奥井教科書選

定委員会会長 

広島県や福山市が取り上げられていると，子どもにとって学ぶ意欲が増

すことになるのではないかと思っています。 

例えば，日本文教出版の６年生，４２，４３ページには，災害復興に向

けた取組について広島市の事例が載っています。 

学ぶためには，学びやすさがあると思いました。 

第２回の選定委員会のときにも，福山市の事例が載っている教科書があ

るのかという質問が，ＰＴＡ，保護者の方からありました。そういう地域

を多く取り上げているという点では，日本文教出版の方にあるのかなと思

いました。 

 

柿原委員 そこをポイントにするかどうかですね。 

 

三好教育長 さっきの博士とドラえもんの説明は，多い，少ないというのはどういう

理解になるんですか。 

 

社会調査員 これは２つの見方ができますが，分量が多いという点については，子ど

もたちも教員もそこで意識していきます。では少ないといけないのかとい

うことではなく，子どもたちが見て気がつくかどうかというのが判断材料

になります。 
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柿原委員 通常は例年どおり行こうという感じになると思いますが，これだけ悩む

ということは，新しく変えようということではありませんか。 

 

金委員 ６年生を見たときに，東京書籍の方がすっきりして良いと思いました

ね。 

そこまで拘りがあるわけではないのですが，手にとったときに読みやす

いという感じがします。 

福山は，教科書になくても，教えることは十分可能だと思います。 

 

菅田委員 私もすっきりしているのは，東京書籍だと思います。それと，やっぱり

日本文教出版は問いかけが多いのが気になってしまうのですが，日本文教

出版は福山も出ていますし，絶対，東京書籍が良いというほどではないで

す。ただ，変えてみても良いのかなという気はしています。 

 

神原委員 すっきりしているといわれていましたが，私の感覚からすると，教科書

らしいのは東京書籍かなという感じがします。それと，会話が多いという

のが私も気になっていて，ただ大人目線の見方なので，今の子どもたちに

とっては会話が多い方が良いのであれば，集中できるとか，学習意欲につ

ながるのであれば，これまで使ってきた日本文教出版でも良いかなという

ところで，東京書籍でないとだめという意思があるわけではないです。 

 

三好教育長 子どもの主体・問題意識・意欲を促し，自ら問いを見つけ，探していく

という学びにするために，教員はただ教えるだけでなく，子どもの意欲や

気づきを大切にしながら，授業を一緒につくっていくということで，御意

見を総合した結果，社会につきましては，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 報告書の１１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，８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。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点エ「内

容の表現・表記」の２点で報告します。 

報告書の観点イと，教科書付箋①のページを御覧ください。 

左ページ中ほどに，キャラクターの吹き出しで，「なしやぶどうの産地

を探してみよう」，左下あたりに「中国地方には，世界遺産に登録されて

いるところが３つの県にあるよ」などと，問いかけや気づきのヒント等を

示しています。 

付箋②のページを御覧ください。 

「世界のおもな国の統計」では，ページ下段に，オリンピックとワール

ドカップの開催国を地図上に色分けして示しています。 

報告書にお戻りください。 

観点エと，教科書付箋③のページを御覧ください。 

「街を上からながめてみよう」とし，まちのイラストを示し，１ページ

めくって次のページには，「真上から見ると地図になるよ」とし，地図が
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できるまでの過程を示しています。 

付箋④のページを御覧ください。 

地図帳の使い方として，地図記号の凡例，索引，方位，その右に縮尺

等，イラスト等を用いて説明しています。 

付箋⑤のページをお開きください。 

ページ上段に「さくいん」の見方として，地名の左側の四角のチェック

欄のことや，記号や色の表示の仕方などを説明しています。 

次に，報告書１２ページ，帝国書院です。 

教科書の特徴を，観点エ「内容の表現・表記」と観点オ「言語活動の充

実」の２点で報告します。 

報告書の観点エと，教科書付箋①のページを御覧ください。 

「地図ってなんだろう」として，まちの写真を縦に並べ，地図ができる

までの過程を示しています。１ページめくって次のページは，「地図のや

くそく（１）方位」として，見開きの２ページで方位について，イラスト

を使ったり，右ページ上に「トライ」としてワークシート形式で記入した

りして説明しています。１ページめくって，次のページには地図記号，も

う１ページめくって，次のページには距離の求め方の説明が続きます。 

付箋②のページを御覧ください。 

「地図帳の使い方」として，地図記号などを説明しています。１ページ

めくった次のページには，索引の使い方などを説明しています。 

付箋③のページを御覧ください。 

ページ上段に索引の見方として，地名の種類を表す記号や文字の色，行

の記号などを説明しています。 

報告書にお戻りください。 

観点オと，教科書付箋④のページを御覧ください。 

左ページ上側にキャラクターの吹き出しで，「中国地方と四国地方で，

高い山が多いのはどちらなのか，地図を見比べてみよう」と問いかけ，地

図の具体的な観察方法や調査方法を示しています。右ページ上の「地図マ

スターへの道」で，「米子鬼太郎空港と鳥取砂丘コナン空港をさがしてみ

よう」と問いかけています。 

以上です。 

なお，現在使われている教科書は，最後に報告した帝国書院です。 

現行の教科書では，防災マップの作り方を例で示すなどの工夫が見られ

ます。 

一方，教科書自体の大きさが，現行は，新しいものよりも小さいものと

なっていますので，その点が少し見えにくいという声も，現場からは聞い

ています。 

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。 

 

柿原委員 これを使うのは３年生からでしたか。 

 

社会調査員 新学習指導要領によって，これまで４年生で配付していましたが，３年

生になりました。 

 

柿原委員 ぱっと見たときに，東京書籍の方が情報量が多いと思ったのですが，同

じように使うのですか。どちらが良いというのを判断するということでし

ょうか。 

 

社会調査員 データ量という点で比較しますと，索引の項目数では，東京書籍の方
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は，日本の地名が約２２００項目，世界の項目が約４７０項目記されてい

ます。帝国書院の方は，日本の地名が約２１００項目，世界の項目が約４

００項目です。 

 

柿原委員 ほぼ同じなんですね。 

 

金委員 １１５ページに「都道府県の形に注目」というのが帝国書院にはありま

すが，東京書籍の方はどうですか。 

 

社会調査員 先ほども報告の中で説明させていただいた「トライ」の部分などで，作

業を示しています。 

それに対して，東京書籍では，キャラクターが吹き出しの中で視点を表

記しています。 

 

金委員 地図の補足は帝国書院の方が詳しいですね。 

 

菅田委員 地図上に情報が多すぎて，東京書籍は見にくいという気がします。 

すっきりと見たいところ，調べたいところがさっと見られるという点

で，帝国書院の方が良いような気がします。 

あと，帝国書院は，地図に特化しているイメージなので，地図の見方，

使い方が最初に分かりやすく説明してあって，私は特に帝国書院から東京

書籍に変える必要はないと思います。 

今使いにくいというような声は，現場であがっていますか。 

 

社会調査員 先ほど最後の報告で，版の大きさについて，もう少し大きければという

声はありましたが，それ以外は特に使いにくいという話を聞いていませ

ん。 

 

神原委員 同じページで見比べたんですが，情報量はよく見るとそんなに違わない

です。ただ，東京書籍は，ほとんど字体がゴシック体で，それに比べて帝

国書院は，明朝体でフォントを小さくしていたりします。だから，書いて

ある文字数はそう違わないのに，ぱっと見た感じ，東京書籍の方が小さい

市町まで大きいフォントにしているから，ごちゃごちゃしているように感

じるのではないかと思います。だから，すっきりした方が良いと思いまし

た。 

ただ，子どもが明朝体を見づらく感じないのであれば，すっきり見やす

い帝国書院で良いのではないかと思いました。 

 

社会調査員 見やすさというところは個人の感覚もあると思いますが，データ量とい

う点で比較すると，帝国書院は付箋④のページ，東京書籍は付箋①のペー

ジをお開きください。 

今話していただいた文字のフォントについて，帝国書院は，川や半島は

あえて字体を変えて示しています。 

東京書籍は，土地の高さを示すものがありますが，かなりたくさんの階

層に分かれていることが分かります。 

帝国書院も，土地の高さを示す階層はありますが，少ないです。 

色の分け方，示し方というところで見方に差が出ています。 

 

柿原委員 統計のページを見比べていたのですが，日本の統計，世界の統計とある

中で，日本に来ている外国人，日本に住んでいる外国人の統計というのは

出ていないのですか。 
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少し脱線するかもしれませんが，今，福山市には外国人が９７００人，

市民として登録されているそうなんです。今の勢いだとすぐに１万人を超

えそうですが，圧倒的に中国が１位で，韓国が２位かと思っていたら，全

然違っていて，１位がベトナム，２位が中国，３位がフィリピンなんで

す。 

身近に迫った，実際に生きている統計が載っていたら良いような気はし

ます。 

もちろん授業の中で，先生方にやっていただけたら良いかなとも思いま

すが。 

 

社会調査員 先ほどの日本で暮らす外国人の統計については，帝国書院の１００ペー

ジをお開きください。 

真ん中あたりに，「日本と外国の人を通じた結びつき」ということで，

統計資料が載っています。そのほか，日本で暮らす外国人の内訳や，出身

地のデータが記載されています。 

 

金委員 ここの数は，やっぱり授業で教えないとだめだと思いますね。 

１年で数がすごく変わりますから。 

学校では，福山市の人口統計とかを見ながら教えたりしているんです

か。 

そういう統計というのは日々動くから，４年間も使うと信頼できない統

計になってしまうので，そこは教え方でどうにかしないといけないと思い

ます。 

 

柿原委員 ４年間使うとなると，１年後に新しく差し替えもらうとかできないんで

しょうか。 

 

金委員 社会とか地理とかは，農産物のデータとかありますから，今柿原委員が

仰ったようなことが実現できたら面白いですよね。 

 

三好教育長 それでは，地図につきましては，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。 

 ここでいったん休憩とします。 

再開は１２時５０分から行います。 

 

 （１時間５分 休憩） 

 

 教育委員会会議を再開します。 

それでは，算数について，説明をお願いします。 

 

算数調査員 報告書の１３ページをお開きください。 

算数は，東京書籍から日本文教出版までの６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。 

まず，報告書１４ページ，東京書籍です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言
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語活動の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点イと，教科書付箋①のページを御覧ください。 

第２～６学年上巻の巻頭，左上に「学びのとびら」として，左側に「問

題をつかもう」，その下に「自分の考えをかき表そう」，右上に「友だちと

学ぼう」，「ふり返ってまとめよう」と，深い学びを実現するため，問題解

決の過程を４つ示しています。 

報告書にお戻りください。 

観点オと，教科書付箋②のページを御覧ください。 

ページ上「２ 下のような形の面積を求めましょう」では，方眼上にあ

るＬ字型の面積を求める課題を提示しています。ページ中ほど「②自分の

考えを図や式を使ってかきましょう」という問いや，ページをめくって，

左ページ「③こうたさんの図をみて，こうたさんの考えを式に表しましょ

う」の問いなどを示し，図や式などを数学的に表現し伝えあう活動を通し

て，言語活動の充実を図っています。 

次に，報告書１４ページ，大日本図書です。 

教科書の特徴を，観点ア「基礎・基本の定着」と観点オ「言語活動の充

実」の２点で報告します。 

報告書の観点アと，教科書付箋①のページを御覧ください。 

左ページ上「分数をふりかえろう」という内容で，既習内容を確認する

活動を１ページ分設けています。 

また，右ページ「分数のしくみをしらべよう」では，これまでに学習し

た，水のかさを用いた図から，分数の表し方を考えています。 

これまでの既習事項を振り返ることで，基礎基本の定着を図っていま

す。 

報告書にお戻りください。 

観点オと，教科書付箋②のページを御覧ください。 

ページ中ほど「４ 右のような形の面積を求めましょう」では，辺の長

さが示されているＬ字型の面積を求める課題を提示しています。ページ下

「２ 自分の考えを発表しましょう。また，友だちが考えた式や図を読み

取って，どのような考えか説明しましょう。」という問いや、ページをめ

くって左ページ「４ 考えの良いところや似ているところについて話し合

いましょう」の問いなどを示し，対話的に伝えあう活動を通して，言語活

動の充実を図っています。 

次に，報告書１５ページ，学校図書です。 

教科書の特徴を観点ウ「内容の構成・配列・分量」と観点オ「言語活動

の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点ウと，教科書付箋①のページを御覧ください。 

ページ左上に「発展中学校」のマークがあり，その下「中学校へのかけ

橋」では，「マイナスって何？」という記述から中学校で学習する「正の

数と負の数」の活動を位置づけています。 

付箋②のページを御覧ください。 

ページ上「グラフはかけるの？」からは，中学校で学習する「一次関

数」の活動を設けています。問題解決における知識及び技能の活用を図っ

ています。 

報告書にお戻りください。 

観点オと，教科書付箋③のページを御覧ください。 

ページ中ほど「３ 次の面積は，何ｃｍ２ですか」では，方眼上にある

Ｌ字型の面積を求める課題を提示しています。 

左ページ下ゆいさんの言っている「くふうして，公式が使えるようにで

きないかな」の吹き出しや，右ページ上「①次の４人の考えを説明しまし

ょう」という問いなどを示し，図や式などを用いて表現することを通し
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て，言語活動の充実を図っています。 

次に，報告書１５ページ，教育出版です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言

語活動の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点イと，教科書付箋①のページを御覧ください。 

左ページ上部に「学習の進め方」として，青く囲まれた箇所「問題をつ

かむ」，その下「自分の考えをもつ」，右ページ左上「みんなで話し合

う」，その下「ふり返る」と，深い学びを実現するため，問題解決の過程

を４つ，第２学年以上の上巻の巻頭に示しています。 

報告書にお戻りください。 

観点オと，教科書付箋②のページを御覧ください。 

ページ上「葉の形１４ 下の図形の面積を，必要なところの長さをはか

って求めましょう」では，方眼上にあるＬ字型の面積を求める課題を提示

しています。 

ページをめくって左ページを御覧ください。 

「２ ゆきさんの考えを図で説明しましょう」の問いや，すぐ右隣にあ

る「みんなで話し合う」「自分の考えとにているところや違うところは

…」という問いなどを示し，対話的に伝えあう活動を通して，言語活動の

充実を図っています。 

次に，報告書１５ページ，新興出版社啓林館です。 

教科書の特徴を，観点エ「内容の表現・表記」と観点オ「言語活動の充

実」の２点で報告します。 

報告書の観点エと，教科書付箋①のページを御覧ください。 

右ページでは，児童やえんぴつのキャラクターの吹き出しなどを手がか

りにして，問題解決の見通しや方法を示しています。左ページ「３ 下の

絵を見て，つぎの長さをもとめましょう」では，本棚が倒れないようにす

る課題を提示し，防災の意識を高めるようにしています。 

また，ページ左上，二次元コードからデジタルコンテンツにアクセスで

きるようになっています。二次元コードは全学年で３７０個示し，コンピ

ュータなどで動画を見たり，問題を解いたりすることで，コンピュータを

活用し主体的に学習する活動を設けています。 

報告書にお戻りください。 

観点オと，教科書付箋②のページを御覧ください。 

ページ上「１ 次の面積は，何ｃｍ２ですか」では，辺の長さが示され

ていないＬ字型の面積を求める課題を提示しています。 

ページ中ほど，めあての下，だいちさん，ひなたさん，かいとさんが吹

き出しで考え方をイメージしています。ページ一番下「イ ひなたさんや

かいとさんの考えを説明してみましょう」という問いなどを示し，図や式

などを用いて表現することを通して，言語活動の充実を図っています。 

次に，報告書１６ページ，日本文教出版です。 

教科書の特徴を，観点ア「基礎・基本の定着」と観点オ「言語活動の充

実」の２点を報告します。 

報告書の観点アと，教科書付箋①のページを御覧ください。 

ページ右上「次の学習のために」では，これから学習していく分数の単

元に入る前に，既習内容を確認する活動を１ページ分設けています。 

また，ページをめくって右ページ「分数のしくみを考えよう」では，こ

れまでに学習したテープを用いた図から，分数の表し方を考えています。 

これまでの既習事項を振り返ることで，基礎基本の定着を図っていま

す。 

報告書にお戻りください。 

観点オと，教科書付箋２のページを御覧ください。 
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左ページ上「１ 右の図のような形の面積は，何ｃｍ２ですか」では，

方眼上にあるＬ字型の面積を求める課題を提示しています。 

右ページの見開きを開いてください。中ページの中ほど「② 考えを発

表し，L 字のような形の面積の求め方について話しあいましょう」の問い

や，すぐ右「学び合おう」のコメントで「面積の求め方を，算数のことば

を使ってみんなにわかるように説明しよう」の問いなどを示し，数学的な

表現を用いて対話的に伝えあう活動を通して，言語活動の充実を図ってい

ます。 

以上です。 

なお，現在使われている教科書は，最後に報告した日本文教出版です。 

現行の教科書の中でも，Ｌ字型の面積を求める課題があります。問題解

決の過程で，方眼上に実際にＬ字型の図形を描いたり，それを求める過程

で，穴埋めでこの課題を解決したりといった特徴があります。 

一方で，主体的な学びを進めていく上で，どこまで誘導して問題を解い

ていくのかという点においては，利点でもあり，課題でもあります。穴埋

め形式が，子どもたちの主体的な学びを止めてしまうのか，それとも伸ば

していけるのかというところがあると思います。 

以上で報告を終わります。 

 

菅田委員 難易度というのは教科書によってあまり変わりないですか。 

 

算数調査員 難易度で大きく差はありません。 

先ほどのＬ字型の面積の求め方でも，実際の数値で書かれているもの，

書かれていないもの，方眼上にあるものとないもの，表記の仕方によっ

て，子どもたちが学ぶ手助けになったり，難しく感じたりということはあ

ります。 

 

三好教育長 １年生の教科書の特徴はありますか。いわゆる言葉，数を学習するスタ

ートですが。 

 

算数調査員 １年生のスタートの特徴は，東京書籍が，他の教科書にはない，ノート

と一体型になっています。その他の教科書においても工夫されていて学び

やすく，最初は絵や写真から導入を行っています。 

 

金委員 各者読解力を要するような文章題というのは，何年生でやっていて，そ

れぞれどれくらいあるのですか。 

 

算数調査員 具体的な数までは数えていませんが，各者ともあります。 

 

神原委員 今使っているのが，日本文教出版ということで，面積の求め方のところ

で説明があったと思うのですが，今回の新しい教科書の方が，主体的・対

話的で深い学びという観点から編集されているのか，そこにつながってい

るのかどうかというところについて，印象を伺えたらと思いました。 

 

算数調査員 日本文教出版を例にあげますが，どの教科書も，主体的に学ぶという点

については，かなり重きを置いて考えられています。現在使っているもの

と比べると，長い文章で示すのではなく，見開きに短いキーワードで示し

ています。このキーワードを基に考えることを通して，児童は数学的な考

え方を学びます。また，現在使っている教科書も，新しい教科書も図はあ

るのですが，説明の仕方が詳しすぎないというところで違いがあります。 
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柿原委員 日本文教出版は，答えがすぐ見えるのではなく，少し考える余地がある

というのは非常に良い工夫だと思いますね。 

 

金委員 日本文教出版で，「なるほど算数」というのがあって，円周率が掲載さ

れていますが，他者は，円周率についてはどうしていますか。 

こういった豆知識のようなものについては，中学校の教科書には結構あ

ったと思いますが，小学校の教科書ではどうでしょうか。 

 

算数調査員 名称は違うのですが，算数から日常の生活につながるようなものを各者

とも用意しています。 

 

金委員 主にはどんなものがありますか。例えば今の円周率とか，黄金比とかも

ありますか。そういったコラムの多寡というのはありますか。 

 

算数調査員 各者ともまんべんなくあります。 

 

金委員 私たちが学校訪問で小学校の算数の授業を見ているのは，日本文教出版

の教科書を使った授業を見ていたわけですね。ちょうど分数の授業を見ま

したが，よく分かっているような印象でした。日本文教出版に例えば，こ

この分野に関しては勝っているという点はないのですか。 

 

算数調査員 各者の特徴を２点説明します。 

まず１点目ですが，新学習指導要領に基づき，プログラミングの学習が

追加されています。 

東京書籍は，５，６年生，大日本図書，学校図書では，全学年，教育出

版は，５年生，新興出版社啓林館は，５，６年生，日本文教出版では，５

年生で扱っています。 

２点目は，ユニバーサルデザインフォントという書体についてです。東

京書籍と日本文教出版，学校図書については，独自の教科書体を使ってお

り，残り３者については，ユニバーサルデザインフォントを使用していま

す。 

 

菅田委員 プログラミングについて，日本文教出版は，５年生でしか学習しないと

いう説明がありました。これからやることなので，どうなるか分からない

のですが，他の教科書だと，全学年に入っているというのを聞くと，内容

として薄くなってしまっている印象を受けます。５年生だけでプログラミ

ングの学習をするというのが，足りないというか，そういったことはない

のですか。 

 

算数調査員 プログラミングの学習は，論理的思考力を身に付けるために行います。

プログラミングはあくまでツールですので，それがなくても論理的思考力

が身に付かないというわけではありません。 

主に５年生から始まりますが，ちょうど多角形の内角の和や，多角形を

書く作業のときに，プログラミングの学習が有効ですので，５年生から始

める教科書が多いです。 

 

菅田委員 全学年に入っていようが，そこにしか入ってなかろうが，特に気にする

ことではないということですね。 

 

金委員 大日本図書が，一番早くからプログラミングの学習を始めるんですか。 
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算数調査員 はい。大日本図書の１年生，１６８ページからです。 

もう１者が，学校図書の１年生下巻，７０ページになります。 

 

金委員 プログラミングは，低学年からやることが必須ではないにしても，１年

生から考え方が出ているのと出ていないのでは，学び方が変わってくるの

ではないですか。１年生から始めることで，身近なものに感じやすくなる

のではないでしょうか。 

そういったことは考慮せずに選べば良いのか，どうなのか。 

 

算数調査員 新学習指導要領に，「プログラミングを体験しながら，論理的思考力を

身に付けるための学習活動を行う場合には，児童の負担に配慮しつつ」と

ありますが，あまりにも早すぎることで，子どもたちが困ってしまうこと

もあるかもしれません。ただ，早い時期からプログラミングに触れること

で，子どもたちが苦手意識を持たず，これからの学習を進めやすくなると

いう側面もあるかもしれません。 

 

三好教育長 先ほど，論理的思考力を身に付けるためのプログラミングであり，プロ

グラミングではないと，これが身に付けられないということではないとい

う説明がありました。しかし，それぞれの段階に応じて，プログラミング

を取り入れているわけではなく，教科書発行者によって異なるのをどのよ

うに理解すれば良いでしょうか。 

 

算数調査員 各者とも，論理的思考力を身に付けさせるために，プログラミングの学

習をそれぞれの学年に取り入れています。どの学年から取り扱うかについ

ては，学習指導要領では明記されておらず，各者取り扱う学年，内容につ

いて，迷路を使ったものやロボットを動かすものなど，工夫して設定して

います。 

 

奥井選定委員

会会長 

今は算数の教科書を見て，プログラミングのことを比較していただいて

いますが，プログラミングというのは，算数だけで取り扱うのではなく，

例えば，この大日本図書の「ゴールを目指そう」などは，生活科などでも

取り扱うことができる範囲ではないかと思います。 

 

三好教育長 なかなか難しいところではありますが，現行の教科書のまま使うという

案が１つ，また，算数だけではありませんが，新たにプログラミングとい

う内容が入ってくることに対しての評価，それぞれの教科書発行者がどう

捉えてどう反映させているかということ，後は大きく見ると，学習の順序

だったり，内容だったり，提示の仕方などに，あまり違いはないというこ

とでしょうか。 

プログラミングで全てを決める，大きな判断材料になるか何とも言えま

せんが，他のところであまり違いがないのであれば，現行のままで良しと

するのか，また，現行の教科書は５年生から始まりますので，その辺りを

どう考えるのか，御意見等ありませんか。 

 

金委員 大日本図書の３年生の２３６ページに「数当てゲームをしよう」という

のがありますが，考え方というのは非常に論理的で，３年生からこれをや

っているのと，一切そういうことに触れていないというのはかなり違いが

あるのではないかと思います。分かる子は分かるし，分からない子には負

担に感じさせないようにするだけで，ここの部分に関しては優位性がある

ような気はしますね。 

教育長が先ほど言われたように，これがあるから絶対こうとは言えない
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と思いますが，こういうのは３年生で考え方ができるようになる子がいる

とすればかなり良いと思いますね。 

 

柿原委員 プログラミングの概念がよく分からないのですが，どういう考え方なん

ですか。１年生の題材を見るとゲームにしか見えないのですが，これで論

理的思考力が付くと言われても分かりません。 

感覚的には低学年には難しいのではないかと思いますね。 

どうやって，１，２年生に教えるのだろうという感覚がします。 

 

金委員 ４年生でアルゴリズムを出していますけど，文科省はここまでは求めて

いないということですよね。このプログラミングのコーナー以外は，それ

ぞれ現行のものと，あまり違いはないということですか。 

今まで慣れているから，このままの方が良いということはあるんです

か。以前授業を見たときは，日本文教出版の教科書を使って分かりやすく

されていたので良いと思ったのですが，プログラミングのことは，ひとま

ず置いておくとして，例えば大日本図書を使った場合はどうですか。 

 

算数調査員 プログラミング以外では，本市の場合は「主体的な学び」の視点になる

と思います。 

先ほどのＬ字型の面積を求める過程で，見開きですぐに解答が出ていな

いというお話がありましたが，それと同じように，問題ページが，見開き

の右側にあって，考え方が，開いた次のページにある教科書や，啓林館に

ついては，問題と考え方が，見開きの１ページにあるという特徴もありま

す。 

 

三好教育長 現行の日本文教出版のほかに，良いと思うものがありますか。 

就学前までの基礎的な経験等によって得た語彙力は，就学時点でかなり

差があります。義務教育９年間の中で，どこまでそれぞれの経験を活かし

て，授業や教育活動の中で，言葉と数を身に付けていけるかという視点

で，各者の１年生の教科書を比べてみても，ほとんど差がありません。 

１年生とか２年生の算数の授業を，現行の教科書を使って行う中で，特

に不都合があるという感じは全く持っていません。 

比べてみても，あまり差がないという印象です。そうなると，新しく変

わることによって，教員が新たに準備することがあるということで，今話

されていたプログラミングが，１年生は１年生の段階で触れるということ

とともに，教員も意識したり，子どもも色んな子がいますから，そこから

興味を持ってくれる子もいるかもしれないということも思ったりします。 

 

金委員 プログラミングを多く取り入れている大日本図書にした場合，ついてい

けない子も当然出てきて，算数に興味を失う可能性だってあるわけですよ

ね。だからこそ５年生からなんだと思いますが，できる子にとっては早く

することはメリットでも，そうでない子もいるかもしれません。 

 

柿原委員 今使用していて困り感がないのであれば，現行の日本文教出版で良いと

思います。 

 

菅田委員 日本文教出版は親切すぎる気がするんですが，自分でつまづいたとき

や，分からなくなったときに，教科書を読みなおして自分で理解できると

いう意味からすると，日本文教出版は手厚くて良いのかなとは思いまし

た。 

プログラミングというのがなくても，論理的思考力が他のところでも養



- 29 - 

われるというのであれば，１年生から入っていたりすると，保護者の方と

かは不安に感じられることもあると思います。だから，そこの部分をしっ

かり別の授業とかで意識してやっていってもらえるのであれば，日本文教

出版が良いのかなと思いました。 

 

柿原委員 プログラミングという言葉が，いきなり出てきたから戸惑うとは思いま

すが，今までやっていた数式とかと変わるところはないですよね。 

 

菅田委員 言葉で出てきているから，小さい頃からやってきている人とやってきて

いない人という形に見えて，不安に感じる方はいると思うので，意識する

ところをちゃんと持ってやってもらえればとは思います。 

 

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 それでは，算数につきましては，日本文教出版と考えますが，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，算数につきましては，日本文教出版を採択い

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１７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，１０の視点で，御覧の方法により，調査研究を行

いました。 

なお，信州教育出版は，長野県の発行者であり，長野の自然等を特徴的

に扱っており，同県内を中心に採択されているため，調査研究は行ってお

りません。 

まず，報告書１８ページ，東京書籍です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言

語活動の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点イを御覧ください。 

巻頭に，問題解決の流れとして，「理科の学び方」を設け，各単元で

は，活動の写真や課題発見までの対話の具体例，「理科のミカタ」で，見

方・考え方の視点を示しています。 

教科書付箋①を御覧ください。 

左ページから右ページにかけて,問題解決の学習過程を示しています。

問題解決の各段階を言葉で大きく示すとともに，「問題をつかもう」から

「まとめ」までを，１本のラインで結んでいます。 

付箋②を御覧ください。 

左ページに，子どもの吹き出しで「車にさわらずに動かすには，どうす

ればいいのかな」など，対話の具体例を示しています。右ページには，う

ちわであおいで車を動かす活動の写真を示しています。左ページ下の黄色

の部分「理科のミカタ」には，「うちわで強くあおいだときと弱くあおい

だときの車の動き方をくらべてみよう」と，見方・考え方の視点を示して

います。 

報告書にお戻りください。 
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観点オを御覧ください。 

巻末に，「発表のしかた」「話し合いのしかた」として，発表や話し合い

の際の留意点を示しています。 

「レベルアップ理科の力」では，対話の進め方や内容のヒントとして，

吹き出しで児童の対話的活動を示しています。 

教科書付箋③を御覧ください。 

左ページに「発表のしかた」，右ページに「話し合いのしかた」を示

し，緑の丸印で手順や留意点を例示しています。 

付箋④を御覧ください。 

右ページ下の「問題をつかもう レベルアップ理科の力」では，「いろ

いろな物に磁石を近づけてみて，どんなことに気づいたでしょうか」を受

け，次のページをめくってください。子どもの吹き出しで「消しゴムは磁

石につかなかったけれど，はさみの切るところはついたよ」など，対話の

具体例を示しています。 

次に，報告書１８ページ，大日本図書です。 

教科書の特徴を，観点ア「基礎・基本の定着」と観点オ「言語活動の充

実」の２点で報告します。 

報告書の観点アを御覧ください。 

各学年で，単元の導入に，生活の中の事物・現象から，「気づいたこと

を話し合いましょう」と呼びかけの形で学習のめあてや視点を示していま

す。 

単元末には，学習内容を見直す「たしかめよう」や，日常生活との関係

を考える「学んだことを生かそう」を設けています。 

教科書付箋①を御覧ください。 

「５ 生物どうしの関わり」の単元では，その左下，「いろいろな動物

が，それぞれどのような生物を食べているのか考え，気づいたことを話し

合いましょう」と，呼びかけの形で学習のめあてを示しています。 

付箋②を御覧ください。 

単元末には，左ページ「たしかめよう」で学んだことの確かめ，右ペー

ジ「学んだことを生かそう」で日常生活との関係を考える学習を設けてい

ます。 

報告書にお戻りください。 

観点オを御覧ください。 

巻頭に，「話し合いのしかた」として，話し合いの際の留意点を示して

います。 

「予想」「計画」「考察」の場面で対話的活動を示しています。 

教科書付箋③を御覧ください。 

「理科の学び方 ようこそ理科の世界へ」では，ページの右下に，「話

し合いのしかた」「自分の意見を分かりやすくはっきり説明しよう」「考え

た理由を説明しよう」など，話し合いの留意点を５点示しています。 

付箋④を御覧ください。 

左ページ「植物の成長と水の関わり」では，「予想」の学習過程におい

て，机をはさんで話し合う形で児童の対話を示しています。 

次に，報告書１９ページ，学校図書です。 

教科書の特徴を，観点ア「基礎・基本の定着」と観点オ「言語活動の充

実」の２点で報告します。 

報告書の観点アを御覧ください。 

各学年で，単元の導入に，「調べていきましょう」「～でしょうか」と問

いかけの形で問題を示しています。また，単元での学習の流れを，写真を

使って示しています。 

単元末には，単元でできるようになったことを振り返るように「まとめ
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てみよう」「できるようになった」を設けています。 

教科書付箋①を御覧ください。 

「１ ふりこの運動」の単元では，「ガリレオが発見した『ふりこの法

則」とは，どのようなものなのでしょうか」と，問いかけの形で問題を示

しています。右ページにうつります。右上には，「１ ふりこが１往復す

る時間」「２ ふりこの法則」として，単元での学習の流れを，写真を使

って示しています。 

付箋②を御覧ください。 

左ページ「まとめてみよう」を設け，知識・技能の定着を図るようにし

ています。また，右ページ「できるようになった」は，単元でできるよう

になったことを振り返るようにしています。 

報告書にお戻りください。 

観点オを御覧ください。 

巻末に，「伝える・聞く」として，発表での留意点を示しています。問

題解決のそれぞれの場面で，子ども同士が考えを伝え合う具体例を示して

います。 

教科書付箋③を御覧ください。 

右ページ「伝える・聞く」として，「観察や実験の予想や結果，結果に

ついて考えたことなどを説明するときには，どのように表現すれば伝わり

やすいでしょうか」の問いのもと，その下に「予想するときには，理由も

そえる」「予想と結果を比べて考えよう」など，話し合いでの留意点を示

しています。 

付箋④を御覧ください。 

「２ ふりこの法則」「問題 ふりこが１往復する時間は，何によって

変わるのだろうか」を受け，問題解決の学習過程である「予想」で「ふれ

はばがちがっても，１往復する時間は同じだね」など，子ども同士が考え

を伝え合う具体例を示しています。 

次に，報告書１９ページ，教育出版です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言

語活動の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点イを御覧ください。 

巻頭に，問題解決の流れとして，「学習の進め方」を設け，各単元で

は，「見つけよう」の活動において，先生の問いかけや子ども同士の対話

の具体例を示しています。 

教科書付箋①を御覧ください。 

左ページ巻頭に「学習の進め方」として，「見つけよう」「はてな？問

題」「予想しよう」など，問題解決の学習過程を示しています。 

付箋②を御覧ください。 

「２ 乾電池のつなぎ方」の学習場面で，アトムの記号「見つけよう」

の活動場面です。１ページめくってください。先生の吹き出し「自分の車

を基本の車と同時に走らせて，速さを比べると，何かちがいはあります

か」の問いかけやページ下，子どもの吹き出し「同じ２この乾電池をつな

いでいるのに，車によって速さがちがうのは，どうしてだろう…」など，

子ども同士の対話の具体例を示しています。 

報告書にお戻りください。 

観点オを御覧ください。 

巻頭に，「自分たちの考えを伝え合い，学び合おう」として，説明する

際の留意点を示しています。問題解決のそれぞれの場面で，先生の問いか

けに答える形で児童の対話を示しています。 

教科書付箋③を御覧ください。 

右ページに，「自分たちの考えを伝え合い，学び合おう」として，「４年
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で大切にしたい言葉，なぜなら，その理由は」や，自分の考えを伝えると

きの言葉を示しています。 

付箋④を御覧ください。 

左ページ，真ん中「わかった！結ろん」では，先生の吹き出し「実験２

の結果から，自分の考えをたしかめることができましたか？」と問いか

け，子どもが吹き出しで「実験２の結果から，自分の予想をたしかめられ

なかったので，予想を考え直す必要がありそうです」など，対話の具体例

を示しています。 

次に，報告書１９ページ，新興出版社啓林館です。 

教科書の特徴を，観点ア「基礎・基本の定着」と観点オ「言語活動の充

実」の２点で報告します。 

報告書の観点アを御覧ください。 

各学年で，単元の導入に，「学習のめあて」という項目を設定し，「～を

調べよう」などの呼びかけの形で，学習のめあてや視点を示しています。

単元末の「ふり返ろう まとめノート」では，まとめの例を，「たしかめよ

う」「活用しよう」では，基礎・活用・応用の問題を示しています。 

教科書付箋①を御覧ください。 

左ページ「４ 風とゴムの力のはたらき」の単元では，その下「学習の

めあて」「風やゴムで動くものをつくって，風とゴムの力のはたらきを調

べよう」と，呼びかけの形で示しています。 

付箋②を御覧ください。 

右ページ単元末の「ふり返ろうまとめノート」では，まとめの例を示し

ています。１ページめくってください。また，ページ上「たしかめよう」

では基礎的な問題，ページ下「活用しよう」では，生活と関連付けた発展

的な問題を示しています。 

報告書にお戻りください。 

観点オを御覧ください。 

巻末に，「話し合いのしかた」として，話すときと聞くときの留意点を

示しています。問題解決のそれぞれの場面で，吹き出しで児童の対話的活

動を示しています。 

教科書付箋③を御覧ください。 

「話し合いのしかた」として，「話すとき・聞くとき」を示し，オレン

ジの丸印で留意点を例示しています。 

付箋④を御覧ください。 

右ページ「２ かんさつきろくの振り返り」では，子どもの吹き出しで

「育ち方は同じだね」「葉や花の様子はちがっていたね」など，子ども同

士の対話の具体例を示しています。 

以上です。 

なお，現在使われている教科書は，最初に説明した東京書籍です。 

現行の教科書の使いやすかった点は，実験・観察のページの次に，結果

や考察，まとめがある点です。自分で考える時間を確保できるといった意

見がありました。 

難しい点は，先ほどの使いやすかった点と反対にはなりますが，子ども

が続きを知りたがっていても，指導者が制御をかけた授業を行ってしまっ

ているという点です。ただ，これは指導者の使い方の工夫次第で解決でき

ると考えています。 

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。 

 

柿原委員 表現や内容の充実というところはとりあえず置いておいて，東京書籍は
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大きすぎるという声はないのですか。 

 

理科調査員 現行の東京書籍はもう少し小さく，今回大きくなりました。大きくなっ

たということで，重くなっていますが，ただ，大きさに関しては５者の中

では真ん中ぐらいです。中身の特徴としては，写真が大きくなりました。 

 

柿原委員 写真が大きくなるということは，子どもにとって良いことなのですか。 

 

理科調査員 写真が大きくなれば，子どもの興味を惹きやすく，問題意識を持ちやす

くなります。 

 

神原委員 実験をする際に，その都度，器具の使い方が間に入っている教科書もあ

れば，最後にまとめて載っているものもありますよね。 

単元から離れて最後にあるのと，単元の中に入っているのとで，使いや

すさに違いはあるのでしょうか。 

 

理科調査員 東京書籍については，最終の巻末に実験器具の使い方を掲載してありま

す。 

大日本図書についても，巻末に示してあり，学校図書については，単元

内で示されています。５年生の１５４ページを御覧ください。 

ここでは，実験の方法とともに示されており，注意点もそこに書いてあ

ります。 

教育出版についても，単元内又は巻末で示されており，実験する上での

留意点も，そこに示されています。 

最後に新興出版社啓林館ですが，単元内又は巻末で示されています。 

単元内もしくは巻末に実験で使う器具が，掲載されていることについ

て，不都合があるといった話は聞いていません。 

 

金委員 新興出版社啓林館にあるような器具の使い方は，他ではどうでしょう

か。 

 

理科調査員 東京書籍，３年生の１６４ページをお開きください。こちらから，器具

の使い方，観察の仕方について掲載されています。 

大日本図書は，２０８ページから示してあり，学校図書については，単

元内・巻末にもありますが，巻末でいうと１８１ページから示されていま

す。 

 

菅田委員 研究するのに，今までの教科書の使い勝手がよかったということなの

で，今までのままで良いと思います。 

 

理科調査員 現場の意見としては，単元の導入のところで，自然事象など日常生活と

関連付けており，子どもたちの不思議を引き出す工夫がされているという

意見を聞いています。 

 

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 理科につきましては，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） 
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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，東京書籍を採択いたし

ます。 

 次に，生活について，説明をお願いします。 

 

生活調査員 報告書の２０ページをお開きください。 

生活科は，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，９の視点で，御覧の方法により，調査研究を行いま

した。 

なお，信州教育出版は，長野県の発行者であり，長野の自然等を特徴的

に扱っており，同県内を中心に採択されているため，調査研究は行ってお

りません。 

まずは，報告書２１ページ，東京書籍です。 

教科書の特徴を，観点ウ「内容の構成・配列・分量」と観点オ「言語活

動の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点ウを御覧ください。 

上巻では，幼児期の学びを土台に学習がスタートし，下巻では，中学年

以降の学習への接続に配慮して単元を構成しています。 

教科書上巻付箋①のページを御覧ください。 

右ページ左下，男の子の吹き出しに「こどもえんのときはかだんでそだ

てたよ」として，上巻では，幼児期の学びを土台に学習がスタートしま

す。 

下巻付箋②を御覧ください。 

左下，女の子の吹き出しに「キュウリも花のところにみができたよ」と

して，中学年以降の理科につながる学びを意識しています。 

上巻にもどり，付箋③を御覧ください。 

スタートカリキュラムに関する内容は，ページの下側，薄いピンクの枠

の中に「楽しく遊ぶために，きまりをつくったり守ったりする」など，

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の主な例を４つ示しています。 

１ページめくってください。 

左ページは，写真とイラストで，上から国語，算数，音楽につながる活

動を示し，合科的・関連的な学習活動を促しています。  

報告書にお戻りください。 

観点オを御覧ください。 

下巻「つながる広がるわたしの生活」では，インタビュー，ファック

ス，メールなどで，知りたいことを調べています。 

教科書下巻付箋④を御覧ください。 

子どもたちが知りたくなったことをインタビュー，電話，手紙，ファッ

クス，メールを使って調べている様子を，写真で示しています。 

付箋⑤を御覧ください。 

左ページの写真は，調べたことを新聞やポスターにまとめて届けている

活動，右ページのイラストは，地域の方を招待して，電子黒板を使って発

表する活動を示しています。 

次に，報告書２１ページ，大日本図書です。 

教科書の特徴を，観点ウ「内容の構成・配列・分量」と観点オ「言語活

動の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点ウを御覧ください。 

上巻は「なかよし」下巻は「はっけん」という共通の単元名を設定し，

季節の流れに沿った大単元で構成しています。 

教科書付箋①のページを御覧ください。 

目次では，左ページの桜の木の中には「みんななかよし」，ひまわりの
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中には「なつとなかよし」，右ページの落ち葉の中には，「あきとなかよ

し」，雪玉の中には「ふゆとなかよし」として，「なかよし」という共通の

単元名を設定しています。また，右下の下巻の目次では，「はっけん」と

いう共通の単元名を設定し，季節の流れに沿った大単元で構成していま

す。 

付箋②を御覧ください。 

スタートカリキュラムに関する内容は，右ページの左上のイラストは音

楽，右下は図画工作，左下は，体育につながる活動を示し，合科的・関連

的な学習活動を促しています。 

報告書にお戻りください。 

観点オを御覧ください。 

下巻「わたしの町はっけん」では，見つけたことなどをタブレットや電

子黒板で報告したり，クイズ，紙芝居，地図などを使って発表したりする

活動を示しています。 

教科書下巻付箋③を御覧ください。 

ページ下のイラストや写真では，電子黒板やクイズ，右のページでは，

紙芝居，ポスター，地図を使って発表する活動を示しています。 

付箋④を御覧ください。 

右ページ中ほどには，調べたことを，ホームページや町内掲示板で伝え

る活動を示しています。 

次に，報告書２２ページ，学校図書です。 

教科書の特徴を，観点エ「内容の表現・表記」と観点オ「言語活動の充

実」の２点で報告します。 

報告書の観点エと，教科書付箋①のページを御覧ください。 

右ページ下の４名の児童が，上下巻通して繰り返し登場し，児童に思考

や活動を促しています。 

付箋②を御覧ください。 

右ページ右下の「手洗い・うがい」マークは，安全・衛生上の注意，そ

の隣の「二次元コード」は，活動に際して参考となる情報がＷebページに

あることを示しています。 

１ページめくってください。 

右ページ左下にある「まなびかたずかん」マークは，生活科の学習に役

立つ基本的な学習方法が記載されているページを示しています。 

報告書にお戻りください。 

観点オを御覧ください。 

下巻「まちの人の話を聞こう」では，パン屋，農家，消防署などでのイ

ンタビューの様子と会話例を示しています。 

教科書下巻付箋③を御覧ください。 

写真やイラストで，パン屋，農家，消防署でのインタビューの様子と会

話例を示しています。 

付箋④を御覧ください。 

ページ上に「しらべたことをつたえよう」として，両ページにわたるイ

ラストで，地域の人を招待し，新聞や地図，電子黒板を使って発表する活

動を示しています。また，右ページ下側には、教えてくださった方へのお

礼の手紙の例を示しています。 

次に，報告書２２ページ，教育出版です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言

語活動の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点イを御覧ください。 

下巻「作ってためして」では，児童６名が異なったおもちゃを持ってい

る写真，保育園での経験を話す児童の言葉，合科的・関連的な指導を積極
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的にする「学びのポケット」を示しています。 

教科書下巻付箋①のページを御覧ください。 

児童６名が，それぞれ異なったおもちゃを持っている写真を示していま

す。左ページの左下には，「ほいく園の時 空きばこで 車を作ったことが

あるよ」と，保育園での経験を話す児童の言葉，右ページ右上には，「学

びのポケット」のページを記載し，生活科と他教科をつなぐ学習活動を示

しています。 

報告書にお戻りください。 

観点オと，教科書付箋②のページを御覧ください。 

ページ上の「インタビューをしよう」は，単元「えがおのひみつたんけ

んたい」の一場面です。 

左から，和菓子屋，おもちゃ屋などでのインタビューの様子を写真で示

し，１ページめくって，「しごとにチャレンジしよう」では，実際にそれ

ぞれの場所で仕事体験している様子を写真で示しています。 

付箋③を御覧ください。 

「体けんをつたえ合おう」として，中ほどの写真では，電子黒板や実物

投影機を使って，友達に発表する活動を示しています。 

付箋④を御覧ください。 

「えがおいっぱいはっぴょう会」として，クイズや紙芝居などを取り入

れた発表活動を写真やイラストで示しています。 

１ページめくってください。「ありがとうをつたえよう」として，右ペ

ージにポスターや感謝状で，感謝の気持ちを伝える活動を示しています。 

次に，報告書２２ページ，光村図書出版です。 

教科書の特徴を，観点エ「内容の表現・表記」と観点オ「言語活動の充

実」の２点で報告します。 

報告書の観点エと，教科書付箋①のページを御覧ください。 

ページ左上の「もっとやってみたい」マークのページでは，単元終了後

も活動を続けるための手がかりを示しています。 

付箋②を御覧ください。 

「きせつのおくりもの」マークは季節ごとの動植物を示しています。 

付箋③を御覧ください。 

右ページ右上の「どうすれば」マークでは，「安全に学校に通えるか

な」という問いに対し，一番下の枠を「ほかにもあるかな かんがえてみ

よう」として，児童が自ら考える活動を促しています。その枠の左下にあ

る「二次元コード」は，季節の資料や交通安全，道具の使い方など，活動

に際して参考となる情報がＷebページにあることを示しています。 

報告書にお戻りください。 

観点オと，教科書下巻付箋④のページを御覧ください。 

ページ上の「もっとたんけん，もっとはっけん」は，単元「もっともっ

とまちたんけん」の一場面です。左ページにはパン屋，右ページは，農

家，和菓子屋でのインタビューの様子を写真で示しています。 

付箋⑤のページを御覧ください。 

ページ上の「こんなに見つけた，まちのお気に入り」として，イラスト

で，友達と地図を活用した交流の様子を示しています。 

１ページめくってください。地域の方を招待して，左ページにはポスタ

ー，右ページには電子黒板，新聞などを使って発表する活動を示していま

す。また，右ページ右下には，取材した方への感謝を伝える活動を示して

います。 

次に，報告書２３ページ，新興出版社啓林館です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言

語活動の充実」の２点で報告します。 
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報告書の観点イを御覧ください。 

下巻「せかいでひとつわたしのおもちゃ」では，児童７名がそれぞれ異

なったおもちゃを持っている写真，材料１１種類の写真，児童２名がおも

ちゃについて話をしているイラストを記載しています。 

教科書下巻付箋①のページを御覧ください。 

児童７名がそれぞれ異なったおもちゃを持っている写真を示し，右ペー

ジ右側には，牛乳パックやうちわなど，おもちゃ作りに使う１１種類の材

料を示しています。右ページ右下には，児童２名が夏休み作品展でのおも

ちゃのことについて会話しているイラストを記載しています。 

報告書にお戻りください。 

観点オと，教科書付箋②を御覧ください。 

ページ上に「町の人にインタビューしよう」として，見守り隊やスーパ

ーの方にインタビューしている様子を写真で示し，吹き出しで会話例を示

しています。 

付箋③を御覧ください。 

「町のすてきはっぴょう会をしよう」として，地域の方を招待して，パ

ソコンを使った発表活動や，幼児が楽しめるようにすごろく，カルタなど

を取り入れた発表活動をイラストで示しています。 

１ページめくってください。 

右ページには，電子黒板を使って活動を振り返る場面を示しています。 

次に，報告書２３ページ，日本文教出版です。 

教科書の特徴を，観点ア「基礎・基本の定着」と観点オ「言語活動の充

実」の２点で報告します。 

報告書の観点アを御覧ください。 

社会との関わりについて，和菓子屋，農園，コンビニエンスストアで働

く人と児童が関わる様子を写真で示しています。 

教科書下巻付箋①のページを御覧ください。 

左ページに和菓子屋，右ページには農園，コンビニエンスストアで働く

人と児童が関わる様子を写真で示しています。 

上巻付箋②を御覧ください。 

ページ上に「はるやなつをみつけよう」として，自然との関わりについ

て，左ページは学校，右ページは公園の様子をイラストと写真で示してい

ます。 

付箋③を御覧ください。 

「あきをみつけよう」として，春や夏のページと同じ場所で，秋の様子

を示しています。 

付箋④を御覧ください。 

「ふゆをみつけよう」として，同様に冬の様子を示しています。 

下巻付箋⑤のページを御覧ください。 

同じ場所のイラストを使って，季節の変化とくらしを示しています。 

報告書にお戻りください。 

観点オと，教科書下巻付箋⑥を御覧ください。 

ページ上「グループでたんけんしよう」は，「町たんけん２－グループ

で出かけよう－」の一場面です。左ページは和菓子屋，右ページは，農

園，コンビニエンスストア，デイサービスセンターでのインタビューの様

子を写真で示し，吹き出しで会話例を示しています。 

付箋⑦を御覧ください。 

地域の方を招待して，タブレットや電子黒板を使って発表する活動など

をイラストで示しています。さらに１ページめくってください。 

左ページ下側に「こんなこともしたいな」として，手紙や歌で感謝の気

持ちを伝える活動を写真で示しています。 
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以上です。 

なお，現在使われている教科書は，最後に報告した日本文教出版です。 

この教科書の使いやすい点は，初めの学校探検で，４ページにわたり，

学校全体のジオラマを示すことで，これを見た子どもたちに気付きが広が

り，学校探検を，わくわく感をもって行ったという声を聞いています。 

また，草花遊びの例が載っており，保育所や幼稚園での経験を思い出し

ながら，楽しんで活動することができたと聞いています。 

使いづらい点は聞いてはいませんが，現行の教科書は，今回のものと比

べると，電子機器を使用する場面は少ないです。また，見出しの下の言葉

が，現行は「気をつけることはなんですか」と先生の言葉になっているの

に対し，今回は，同じ「種をまこう」のところで，「どうすればいいのか

な」「毎日続けたいな」と子どもの言葉になっています。 

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 現行のものは４ページ使ってジオラマがあるということですが，今の教

科書にはあるのですか。 

 

生活調査員 今回の教科書ではなくなっています。その代わりに，スタートカリキュ

ラムのところがイラストから写真に変わっています。 

 

三好教育長 生活科の教科書は，学年でも使い方は違うと思いますが，どのくらい教

科書を使っていますか。 

 

生活調査員 授業を見ていますと，教科書を見ている場面は少ないです。ただ，子ど

もたちが，どんな活動をするかということを投げかけていく中で，子ども

たちが自ら教科書をめくるという場面は，いくつか見たことがあります。 

 

三好教育長 学習指導要領の生活科の目標は何ですか。 

 

生活調査員 教科の目標は，「具体的な活動や体験を通して，身近な生活にかかわる

見方・考え方を活かし，自立し，生活を豊かにしていくための資質・能力

を次のとおり育成することを目指す」として３つの観点があります。「活

動や体験の過程において，自分自身，身近な人々，社会及び自然の特徴や

良さ，それらのかかわり等に気づくとともに，生活上必要な習慣や機能を

身に付けるようにする」，「身近な人々，社会及び自然を自分とのかかわり

でとらえ，自分自身や自分の生活について考え，表現することができるよ

うにする」，「身近な人々，社会及び自然に自ら働きかけ，自信や意欲を持

って学んだり，生活を豊かにしたりしようとする態度を養う」となってい

ます。 

 

三好教育長 今の話だと，思わず手に取るとか，やってみたいと思うきっかけになる

ような教科書が良いと思いますが，そういう視点から見ていかがでしょう

か。 

 

柿原委員 大日本図書は読んでいて面白いですね。 

 

金委員 これはどの教科書になっても，教え方はあまり変わらないんですか。 

 

生活調査員 学校の授業の中で，活動前にどういった学習になるのかなと計画する場
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面で，子どもたちが教科書を見る場面はあります。実際に活動している場

面では，教科書を持って行うということは少ないです。 

 

金委員 それでは，どういう場面で読んでいくことになるのですか。 

 

生活調査員 子どもたちにどういう活動をしているかと問いかけをしたときに，子ど

もが教科書に載っていることに気づき，教科書をめくっている場面を見か

けます。 

 

三好教育長 そうは言っても，全ての生活の授業で外に出るというわけではないです

よね。そうなったときに，教科書にある資料とか写真とかは，大きな役割

を果たすことになりますよね。そういう意味で，子どもが興味をもつと

か，思わず見るとか触れてみたくなるといった役割はあると思います。 

例えば１つだけ版が大きい東京書籍は，写真が大きいとかあると思いま

すが，その辺りについてはどうでしょうか。 

 

奥井選定委員

会会長 

生活科の授業を見ているときに，教科書を読みましょうとか教科書のこ

こを見ましょうと言わなくても，子どもたちは，疑問に当たったとき，

「教科書のここに載っていた」「教科書のそこに書いてあった」と自分で

気づき，自主的に調べる素材として使用しているところをよく見ます。写

真が大きければ，子どもたちが興味を持ちやすいので，子どもたちが自主

的に見たり，物を調べたりするときに使うことができます。 

 

生活調査員 先ほど大日本図書の話が出ていましたが，これは写真もダイナミックな

ものを使っています。また，虫や草花をどの教科書会社も載せています

が，あえてすぐそばに虫の名前を書かずに，少し離れたところに書き，

「この虫は何なのかな」と探すことができるようにしています。 

 

三好教育長 現行の日本文教出版については，何か御意見はありますか。 

 

柿原委員 上巻を見て感じたのが，前向きにたくさん詰め込もうという感じがしま

す。 

どれを伝えたいのかというのが，たくさん詰め込みすぎていて分かりに

くい。それが少しもったいないと思いました。 

たぶん写真の数なんかも一番多いのではないかと思うのですが。 

 

神原委員 私も，表紙の雰囲気とか面白さでいうと大日本図書，それから，版が大

きいことで，きれいな写真を原寸大とかで見ることができる東京書籍のど

ちらかかなと思っていました。 

 

柿原委員 ただ，分冊のことと同じで，版の大きさはあまり気にしない方が良いと

思いますね。大きいから採択するとか，小さいからしないとか，そういう

決め方はよくない気はします。 

 

菅田委員 教科書の使い方が，変わってもあまり変わらないのであれば，どうせな

ら，使っていて，読んでみて楽しい大日本図書が良いと思います。先ほど

言われていましたが，どんどん自分でめくっていきたくなるような感じが

していて，教科書的な使い方ではないのかもしれませんが，授業で主に使

うというわけでないのであれば，特に低学年の子が使うので，見やすい，

きれいな写真や絵が使ってあった方が良いという点で，大日本図書が向い

ている気がしました。東京書籍も，写真がきれいなのでこれも良いなと思
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ったのですが，大日本図書は，あまり誘導している感じがしなかったのが

良いと思います。 

 

柿原委員 教科書としてはどうなんですか。 

 

三好教育長 先ほど説明にありましたが，上巻は「なかよし」という大きなテーマ

で，下巻は「はってん」というテーマになっています。そこで，細かく刻

むのではなく，大きなテーマで子どもたちに問いかけて，素材を投げかけ

ているというふうに理解ができると思いました。 

教科書を教えるというよりも，子どもたちが自ら開くとか，そこから何

かを見つけるといった点から考えると，問題があるということではないと

思います。 

 他に御質問，御意見はありますか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 特にないようですので，生活につきましては，大日本図書と考えます

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，生活につきましては，大日本図書を採択いた

します。 

 それではこれから１０分間休憩といたします。 

 

 （１０分 休憩） 

 

 それでは，再開します。 

次に，音楽について，説明をお願いします。 

 

音楽調査員 報告書の２４ページをお開きください。 

音楽は，教育出版と教育芸術社の２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。 

まず，報告書２５ページ，教育出版です。 

教科書の特徴を，観点ア「基礎・基本の定着」と観点エ「内容の構成・

配列・分量」の２点で報告します。 

報告書の観点アと，教科書付箋①のページを御覧ください。 

左上に，「せんりつの流れとへん化」と題材名を示しています。 

その下に，「せんりつのへん化をきき取りながらバイオリンのえんそう

をたのしもう」と学習目標を示しています。 

「せんりつ」，「へん化」，「バイオリン」の大切な言葉は，色を付けて示

しています。 

右ページ上に，方位磁針のマークを「まなびナビ」として示し，せんり

つの流れに合わせて，手や体を動かしながらきいてみようなどの説明と，

イラストで，手や体の動きの例を示しています。 

報告書にお戻りください。 

観点エと，教科書付箋②のページを御覧ください。 

音楽を形づくっている要素については，右上に「音楽のもと」として，

「せんりつ」「速度」などを示し，中・高学年には，メモ欄があります。 

付箋③のページを御覧ください。 

全学年巻末の「『音楽のもと』まとめ」に，「音色」「リズム」「強弱」な
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ど,音楽を形づくっている要素を示しています。 

次に，報告書２５ページ，教育芸術社です。 

教科書の特徴を，観点ア「基礎・基本の定着」と観点イ「主体的に学習

に取り組む工夫」の２点で報告します。 

報告書の観点アと，教科書付箋①のページを御覧ください。 

左ページ端に,「６ 曲のかんじを生かそう」と題材名を示していま

す。 

ページ上には，「曲のかんじを味わってききましょう」と学習目標を示

しています。 

右ページには，感じたことや気づいたことを書き込むことのできる欄を

設けています。また，キャラクターの吹き出しに，「音楽に合わせて，主

なせんりつの図形を指でたどったり，体を動かしたりしながらきいてもい

いね」と示し，理解の深まりをサポートしています。 

報告書にお戻りください。 

観点イと，教科書付箋②のページを御覧ください。 

「音のとくちょうを生かして音楽をつくりましょう」では，音の様子を

図形で表したア～エの４種類のカードと，右ページ上段に，皮がはってあ

る楽器（４種類），金属でできている楽器（３種類）木でできている楽器

（３種類）を示しています。 

その下には,ア～エの４種類のカードをすべて使って，音楽をつくりま

しょうという活動を設定しています。 

以上です。 

なお，現在使われている教科書は，最後に報告した教育芸術社です。 

現在使用している教育芸術社の良い点は，題材において，歌唱，器楽，

鑑賞が網羅されているところです。具体的には，新しい教科書にも同様に

反映されていますので，教育芸術社４年生の３２ページを御覧ください。

左端に示された「５ 旋律の特徴を感じ取ろう」という題材において，器

楽として「旋律の特徴に合ったふき方で演奏しましょう」として，「陽気

な船長」を，歌唱として「旋律の特徴を生かして歌いましょう」として

「ゆかいに歩けば」，鑑賞として「旋律の特徴を感じ取りながら聞きまし

ょう」として，「白鳥」が位置付いています。題材をどのような順で学習

し，学びをつなげていくのかを構想するにあたっては，児童の実態や付け

る力を踏まえ，工夫することができます。 

難しかったところについては，特に聞いていません。現在使用している

教科書と比較すると，４年生の３３ページをお開きください。このページ

が新たに加わっています。上段１「アとイの上のパートの旋律の特徴を比

べて気付いたことを話し合いましょう」と，対話的な学びの場面が，教科

書に新たに位置付いていることは，新学習指導要領の趣旨が反映されてい

るものといえます。 

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。 

 

菅田委員 音楽は，いつから専門の先生に教わるようになるのでしょうか。 

 

音楽調査員 現状は各学校によってさまざまです。 

音楽の専門教員がいる学校でも，同じように何年生からというのは決ま

っていません。 

 

菅田委員 今まで使っていたのは教育芸術社だと思うんですが，教育出版と比較し

て，特に変えた方が良いというようなことがあれば，変える必要があると



- 42 - 

思うのですが，そういった特筆すべきものはありますでしょうか。 

 

音楽調査員 どちらにも，それぞれ工夫があります。 

教育出版社については，６年生の１６ページをお開きください。 

演奏の魅力では，学習目標を「思いや意図を大切にしながらみんなで表

現を工夫しよう」とし，下段に，学びあう音楽を１から５の柱で示してい

ます。特に，１７ページの「⑤自分たちの表現を目指そう」において，

「もっとこうしたいなと思うところを話し合おう」としています。 

このように，どのような学びを進めていくかという見通しを，今回教育

出版は，新たに対話的な学びとして位置付けています。 

 

菅田委員 専科の先生が教えるだけではないのなら，特に変わっていかなければい

けない理由がないのであれば，現行の教育芸術社が良いと思います。 

 

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，御質問はないようですので，音楽につきましては，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，音楽につきましては，教育芸術社を採択いた

します。 

 次に，図画工作について，説明をお願いします。 

 

図画工作調査

員 

報告書の，２６ページをお開きください。 

図画工作は，開隆堂出版と日本文教出版の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。 

まず，報告書２７ページ，開隆堂出版です。 

教科書の特徴を，観点ア「基礎・基本の定着」と観点イ「主体的に学習

に取り組む工夫」の２点で報告します。 

報告書の観点アを御覧下さい。 

各学年で，３種類のキャラクターが，題材ごとの目標を「学習のめあ

て」として示し，重点的に育てたい力には，下線を引き，色を変えて示し

ています。児童が自己評価する際の参考になる「ふりかえり」を示してい

ます。 

教科書付箋①のページを御覧下さい。 

題材名「木と金属でチャレンジ」では，題材名の下に，「学習のめあ

て」を３種類のキャラクターで示しています。その中の，赤字下線部「材

料の特ちょうを生かしたつくり方をくふうしよう」が，この題材での中心

的なめあてを示しています。また，右ページの右下にあるカエルマーク

「ふりかえり」では，「木と金属を生かしてつくれたかな」と示し，めあ

てと関連させ，この題材を通してつけたい力を，児童が自己評価をするこ

とができます。 

報告書にお戻りください。 

観点イを御覧下さい。 

鑑賞題材では，さまざまな鑑賞資料を載せ，幅広い授業展開が可能にな

るよう構成しています。また，「小さな美術館」では，児童の活動と関連



- 43 - 

した美術作品を紹介しています。 

付箋②のページを御覧下さい。 

題材名「へんしんしよう」では，児童の製作した作品の写真を鑑賞教材

として５種類示し，児童が活動に興味・関心をもてるようにしています。

また，次のページ「小さな美術館」では，「何かになる」という前のペー

ジとのつながりを意識した児童の写真や作品を掲載しています。 

付箋③のページを御覧ください。 

題材名「比べてみよう」では，２つの作品を左右のページに掲載し，作

品を比べて，児童が気づいたことや感じたことを話し合ったり，発表しあ

ったりする活動を行っています。 

次のページをお開きください。左側のページには「ほかの作品も比べて

みよう」，右側のページ上部には「立体の作品も比べてみよう」と，さま

ざまな作品を掲載し，児童が作品を比べながら，話し合ったり，発表し合

ったりできるようにしています。 

次に，報告書２７ページ，日本文教出版です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言

語活動の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点イを御覧下さい。 

鑑賞題材では，子どもたちが造形的な面白さを感じ取り，自分の見方を

広げている情景写真や吹き出しを掲載し，学びを深められるよう構成して

います。また，「教科書美術館」を，題材ページとは別に設定していま

す。 

付箋①のページを御覧下さい。 

題材名「でこぼこはっけん」右ページ上段の写真では，吹き出しで「こ

のかたち，にているね」，写真の下には「友だちは どんな でこぼこを

みつけたのかな」と示し，いろいろな形を見つけたり，お互いの形を交流

したりすることで，造形的な面白さを感じている様子を掲載しています。 

付箋②のページを御覧ください。 

題材名「わたしの感じる和」では，児童が見方や感じ方を広げ，学びを

深められるように，右ページ上段には「木の表し方が面白いね」と吹き出

しで示したり，作品を見るだけでなく実際に触れたり，音を聞いたりする

ことを吹き出しで促しています。 

報告書にお戻りください。 

観点オを御覧下さい。 

発想や構想，鑑賞の場面において，対話しながら想像を広げたり思いを

伝え合ったりできるような写真やコメントを示し，対話を促しています。 

付箋②のページを御覧下さい。 

題材名「クミクミックス」では，ページ上段中央辺りに，「きょう力し

てもっとおもしろい形にしよう」や，その左側の写真には吹き出しで「大

きな形を組んでみよう」と，発想や構想の場面において対話をしながら，

活動をする様子を写真やコメントで示しています。 

付箋③のページを御覧下さい。 

ページ右上の写真では，「上がる時にふわっとするね」「長いテープをつ

けたんだ」と吹き出しで会話の様子を示し，鑑賞の場面での対話の様子を

示しています。 

以上です。 

なお，現在使われている教科書は，最後に報告した日本文教出版です。 

現行の教科書を使ってみての良い点ですが，現行の教科書には，用具の

使い方が，教科書の中にあったり，最後のページに「使ってみよう」とし

てあったりするので，使いやすい，便利という話がありました。また教科

書が大きくてイメージしやすいという意見がありました。今回の教科書
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は，現行のものより，どちらの発行者も大きくなりました。 

また，めあてが最初に示されており，参考になるという声もありまし

た。 

課題点は，作品のイメージが持ちやすい半面，教科書の作品に頼ってし

まい，幅を狭めてしまうこともあるという声がありました。 

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。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 特に御意見等ないようですので，図画工作につきましては，現在使用し

ている日本文教出版と考えますが，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，図画工作につきましては，日本文教出版を採

択いたします。 

 次に，家庭について，説明をお願いします。 

 

家庭調査員 報告書の２８ページをお開きください。 

家庭科は東京書籍と開隆堂出版の２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。 

まず,報告書２９ページ，東京書籍です。 

教科書の特徴を，観点ア「基礎・基本の定着」と観点イ「主体的に学習

に取り組む工夫」の２点で報告します。 

報告書の観点アを御覧ください。 

基礎的・基本的な知識・技能の定着を図るため，実習のページには，

「できたかな」として，自己評価の囲みを１５か所掲載し，ステップごと

に「ふり返ろう」を設けています。巻末に，調理実習技能・製作実習技

能・地域調べを取り上げた「いつも確かめよう」のページを設けていま

す。 

教科書付箋①のページを御覧ください。 

「４手洗いで洗濯しよう」の実習のページでは，右ページ下に青い囲み

の中で，「できたかな」として，洗濯物に合わせて，洗剤の水の量を調整

できたなど，自己評価できるようにしています。また，ページの一番下に

は，ステップ２の「ふり返ろう」として，「夏を快適に過ごすための住ま

い方や衣服の着方，手入れができるようになりましたか」など，ステップ

ごとに，「ふり返ろう」を設けています。 

付箋②のページを御覧ください。 

「いつも確かめよう」調理実技技能のページでは，いろいろな切り方の

例として，輪切り，半月切り，いちょう切りなど，野菜の切り方を写真と

図で１２種類示しています。右ページには，「手をのせてまねしてみよ

う，包丁で材料を切る」として，右利きの場合と左利きの場合の包丁の持

ち方について，実物大の写真で示し，実際に教科書に手をのせて確かめら

れるようにしています。 

報告書にお戻りください。 

観点イを御覧ください。 

「生活を変えるチャンス！」では，「Ａ家庭・家庭生活」の「（４）生活

の課題と実践」と対応したページに，５つの例を掲載しています。 

教科書付箋③のページを御覧ください。 
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ページの左側に，実践の進め方として，「１課題の設定」「２計画」「３

家庭・地域で実践」など，実践の進め方を５つの過程で示しています。ペ

ージ右側には，「手ぬいで作る弟の小物入れ」として，実践の例を示して

います。 

次に，報告書２９ページ，開隆堂出版です。 

教科書の特徴を，観点ア「基礎・基本の定着」と観点イ「主体的に学習

に取り組む工夫」の２点で報告します。 

報告書の観点アを御覧ください。 

基礎的・基本的な技能の定着を図るため，実習や製作のページには，

「できたかな」として，自己評価の囲みを１１か所掲載し，小単元ごとに

「ふり返ろう」を設けています。巻末に，「生活の中のプログラミング」，

「私たちの生活の中にある伝統文化」「利き手はどちら？」を取り上げて

います。 

教科書付箋①のページを御覧ください。 

「②手ぬいを生活に生かそう」では，実習の後に，ページの右に赤い囲

みの中で，「できたかな[小物の製作]」として，「計画通りの大きさに作る

ことができた」「なみぬい，返しぬいができた」など，自己評価すること

ができるようにしています。また，ページ下には，「ふり返ろう」とし

て，学習したことをふり返り，２０ページの「学習のめあて」に「自分の

ことをチェックしましょう」など小単元ごとに，めあてを振り返るように

しています。 

付箋②のページを御覧ください。 

「生活の中のプログラミング」を取り上げ，「家電製品のプログラムで

おこなわれていることを見てみよう」として，「ご飯を炊く」「洗たくをす

る」の２つの例を取り上げています。「ご飯を炊く」では，米を洗う，水

を量り吸水させるなどの流れについて，「炊飯器のプログラミング」と，

「なべで炊く流れ」を比較して示し，炊飯器は，ご飯を炊くときのなべの

中の温度変化を再現するようプログラミングされていることを紹介してい

ます。 

報告書にお戻りください。 

観点イを御覧ください。 

「レッツ・トライ 生活の課題と実践」では，「Ａ家庭・家庭生活」の

「（４）生活の課題と実践」と対応したページに，３つの例を掲載してい

ます。 

教科書付箋③のページを御覧ください。 

右ページに課題例１「わたしの仕事 スペシャルデイ～家族のために

～」，１ページめくって，課題例２「〇〇小学校の生活をバージョンアッ

プ！～学校のためにソーイング～」など，活動の具体例を３例，示してい

ます。 

以上です。 

なお，現在使われている教科書は，最初に報告した東京書籍です。 

今の教科書の良いところですが，実習や製作の過程において，見開きペ

ージを活用し，写真とイラストを組み合わせ，学習のめあてとともに配置

したり，吹き出し等を掲載したりして，児童の興味・関心を高める工夫が

されています。 

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。 

 

全教育委員 （なし） 
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三好教育長 特にないようですので，家庭につきましては，現行で使用している東京

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，家庭につきましては，東京書籍を採択いたし

ます。 

 次に，保健について，説明をお願いします。 

 

保健調査員 報告書３０ページをお開きください。 

保健は，東京書籍から学研教育みらいまでの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。 

まず，報告書３１ページ，東京書籍です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点ウ「内

容の構成・配列・分量」の２点で報告します。 

報告書の観点イを御覧ください。 

各単元の導入で，見通しを持たせるための記述及びイラストを掲載して

います。学習内容と他教科との関連を示す「つなげよう」を設定していま

す。 

教科書付箋①のページを御覧下さい。 

単元「１心の健康」の導入ページです。ハート形の風船のイラストの中

に，下から「１こころの発達」，「２心と体の密接な関係」「３不安やなや

みがあるとき」とつながり一番上には，目標「心の健康について理解し，

不安やなやみなどに対処して健康な生活を実践する力をみにつける」と示

し，この単元で学習することを確かめることができるようにしています。

また，下段には，つなげようのマークをつけ，「家庭５・６年 家族や地

域の人々との関わり」など，他教科の学びとの関連が示されています。 

報告書にお戻りください。 

観点ウを御覧ください。 

各小単元末に「資料」として，学習内容と関連した児童が知りたい今日

的な健康課題の情報を提示しています。 

教科書付箋②のページを御覧ください。中段資料「自分の気持ちや考え

をじょうずに伝えよう」として,場面１,２を設定し，場面１では，「やっ

と手に入れた本を，まだ半分しか読んでいないのに，友だちから『かし

て』と言われたとき，あなたならどう答えますか」の問いに対して，シナ

リオＡ「自分だけがまんする言い方」，Ｂ「相手を攻撃するような言い

方」などについて，二人一組になって，演じる課題を設定しています。ま

た，１ページめくると，「ストレスカレンダーを作ろう」や「読み物 水

泳がわたしにくれたもの」として，パラリンピック日本代表選手の小学生

のころの出来事を書いた文章を紹介しています。このように，全ての小単

元末に，学習内容と関連した健康課題の情報を掲載しています。 

次に，報告書３１ページ，大日本図書です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点ウ「内

容の構成・配列・分量」の２点で報告します。 

報告書の観点イを御覧下さい。 

各単元の導入で，見通しを持たせるための記述及び写真を掲載していま

す。イラストからキャラクターを探すことで，学習の課題に気づくことが

できるように「学習ゲーム」のページを設定しています。 

教科書付箋③のページを御覧下さい。 

単元「１心の健康」の導入ページです。１ページめくって，「私たちは
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どこかな」として，イラストから４人のキャラクターを見つける「学習ゲ

ーム」のページです。例えば，ページ左上の心の相談室の中で，赤と黄色

の横縞の服を来た男の子が相談をしていたり，右ページ右上では，水色と

白の縦縞の服をきた男の子が，部屋の中で音楽を聞きくつろいでいたりす

るなど，これから学習する不安や悩みへの対処の方法について考えるきっ

かけにしています。 

報告書にお戻りください。 

観点ウを御覧ください。 

単元末に「もっと知りたい」として，知識を広げ，深める資料を提示し

ています。 

教科書付箋④のページを御覧ください。 

単元末に「もっと知りたい」として，「がんの予防」「目の健康を守ろ

う」など，知識を広げ，深める資料を２ページ分提示しています。右ペー

ジ中段には，「健康や安全について調べよう」として，新聞記事を掲載

し，健康や安全については，保健の学習だけでなく，テレビや新聞，イン

ターネットなどから，自ら進んで学習するように呼びかけています。 

次に，報告書３２ページ，文教社です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点ウ「内

容の構成・配列・分量」の２点で報告します。 

報告書の観点イを御覧ください。 

各単元の導入で，見通しを持たせるための記述，イラスト，図及びチェ

ック表などを掲載しています。 

教科書付箋⑤のページを御覧下さい。 

単元「３病気の予防」の導入ページです。「病気」から思いうかぶ言葉

を書き，それぞれを線でつないでいく活動を設定しています。緑の枠の中

には，自分が知っている病気の名前を書き，その周りには，そこから思い

浮かぶ症状や原因，予防の仕方などを線でつないで書いていきます。下段

には，このような活動を通して，気が付いたこと記入する欄を設けていま

す。 

報告書にお戻りください。 

観点ウを御覧ください。 

各単元末に，「健康宣言」として，学習したこと，理解したことを踏ま

え，「わたしの健康宣言！」及びその理由を書き，みんなの前で発表する

活動を設定しています。 

教科書付箋⑥のページを御覧ください。 

単元「こころの健康」の最後のページでは，１ページを割いて，「わた

しのスッキリ宣言」「スッキリ宣言をして，心を健康に保とう！」を設定

しています。上段には，キャラクターとともに「相手の気持ちを考えて行

動するぞ！」なぜかというと「今までは自分のことしか考えていなかった

し，友達を大切にしたいから」などとスッキリ宣言の例を示すとともに，

下段には，学習したこと，理解したことを踏まえ，「わたしのスッキリ宣

言！」及びその理由を書き，みんなの前で発表する活動を設けています。

このように各単元末に「健康宣言」のページを設定しています。 

次に，報告書３２ページ， 光文書院です。 

教科書の特徴を，観点ア「基礎・基本の定着」と観点イ「主体的に学習

に取り組む工夫」の２点で報告します。 

報告書の観点アを御覧ください。 

不安や悩みへの対処に関する実習事例として，深呼吸のしかたを取り上

げています。「不安やなやみと呼吸」では，「呼吸と不安の関係」のグラ

フ・解説や，「呼吸筋のストレッチ」のイラスト・写真・解説を掲載して

います。 
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教科書付箋⑦のページを御覧下さい。 

「やってみよう」では，「深呼吸をすると，心や体の緊張がやわらぎま

す」として，「腹式呼吸」と「胸式呼吸」を取り上げています。中段「不

安やなやみと呼吸」では，「呼吸と不安の関係」のグラフを掲載し，特性

不安度の解説を示しています。その右側には，「ＮＰＯ法人 安らぎ呼吸

プロジェクトに聞く」として，「呼吸筋のストレッチ」を災害などによっ

て心が傷ついた人たちに勧めている事例を紹介し，下段には，呼吸筋のス

トレッチの仕方のイラストや解説などを掲載するなど，運動領域との関連

について示しています。 

報告書にお戻りください。 

観点イを御覧ください。 

各単元の導入で，４つの場面のイラストと単元の学習内容を掲載してい

ます。イラストは，これから学習する内容をストーリー形式で示していま

す。 

教科書付箋⑦のページを御覧下さい。 

「２ けがの防止」の導入ページです。中央には，４つの場面のイラス

トをストーリー形式で示し，最後の場面では，「どうしたら事故やけがを

防げるのかな？」と，これから学習する課題について，考えるきっかけに

しています。下段には，「１けがや事故の起こり方」など，６つの学習す

る内容について掲載しています。 

次に，報告書３２ページ，学研教育みらいです。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言

語活動の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点イを御覧ください。 

各単元の導入で，見通しを持たせるための記述及び写真を掲載していま

す。「あなたはどんなことを学習してみたいですか」の問いとともに，児

童が持つ疑問の例を示しています。 

教科書付箋①のページを御覧ください。 

単元「２けがの防止」の導入ページです。上段には，登校中の様子や着

衣泳などの３つの写真を示すとともに，左下に「事故やけが，犯罪による

被害がおこる原因とそれらを防止する方法，けがの手当の学習のしかたを

学習します」など，学習内容や学習の進め方について掲載しています。ま

た，関連マークをつけ，他教科との関連を示しています。右下には，イラ

ストと吹き出しで，「よくけがをしてしまうのはなぜかな？」など，日々

の生活から出る疑問の例を掲載しています。 

報告書にお戻りください。 

観点オを御覧ください。 

単元「こころの健康」では,自分の考えを書く活動を７か所，話し合う

活動を２か所掲載しています。「小学生のなやみや心配なこと」のグラフ

を見て,気づいたことや考えられることを話し合ったり,友達が挙げた不安

や悩みへの対処で，参考になった方法はどんなことか記入したりする活動

を設定しています。 

教科書付箋②のページを御覧ください。 

「不安やなやみへの対処」では，左ページ中段，「考える 調べる 資

料を読み取る」として，「小学生のなやみや心配なこと」のグラフを見て

気づいたことや考えられることを話し合ってみる活動を設定しています。

右ページ上には，「考える 調べる 話し合う 考える」として，不安や

悩みをかかえたときに行ったことのある対処を出し合い，自分が行えそう

な対処を選び，下段「まとめる 深める 生活につなげる」として，「友

達が挙げたなやみへの対処で，参考になった方法はどんなことか」記入す

る活動へつなげています。 
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以上です。 

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。 

学研教育みらいを使ってみて良いところとしては，「科学の目」という

コーナーで，科学的な資料が掲載されていたり，「もっと知りたい 調べ

たい」のページで，学習を広げたり深めたりするための資料が豊富に掲載

されており，児童の興味・関心が非常に高まっているという話を聞いてい

ます。これは新しい教科書にも掲載されています。内容については，現代

の健康課題等が入っています。 

使いにくい点については，聞いていません。 

なお，資料については，他の出版社でも工夫されています。 

以上で報告を終わります。 

 

三好教育長 現行の教科書はどれぐらい使っていますか。 

 

保健調査員 平成１７年以降は，変わらず使用しております。 

 

三好教育長 特に使いにくいというところがないということでしたが，先ほどの生活

科と違って，心と体の健康，安全ということで，教えられて身に付くとい

うこともありますが，自分で見たりとか，机について学習する部分と，も

う少し自分でぱらぱらとめくってみて，そういう意味で，大日本図書か東

京書籍あたりはどうかと思っているのですが，御意見があればお聞かせく

ださい。 

 

保健調査員 東京書籍は，全ての小単元に，資料としてそれにかかわるものを掲載し

ています。 

「生活とつなげる」というところで見ますと，６年生の４１ページをお

開きください。東京書籍は各単元４ステップで学習が構成されています。

ステップ１として，まず自分のこととして問題をとらえ，その後にページ

をめくって，学習課題が提示されるということになっています。大日本図

書でいうと，見開き１ページで日常の生活を振り返るイラストを掲載して

います。 

このように，生活と関連付けながら学習を進めています。 

 

柿原委員 東京書籍はよくできていると思うのですが，それぞれ４段階に分けてい

て，それぞれのステップで子どもたちが話をしたり，気付いたりできるよ

うな作りになっていて，それがうまいと思いました。項目も分かりやすい

ですし，なかなか良い教科書だと思いますね。 

 

保健調査員 調査員同士の話の中で，東京書籍の場合，「Ｄマーク」として動画の資

料を用意しています。他者もＱＲコードは用意しているのですが，東京書

籍は，資料としてたくさん掲載してあるのと，記入欄が多くあり，学習ノ

ートとしても面白いという声がありました。 

一方で，保健の授業は，中学年では１学年４時間程度しかないというこ

とで，記入する欄が多いと，終わらせないといけないと思ってしまうので

はないかというような話もありました。 

 

柿原委員 ページ数が，東京書籍が８１ページ，学研が５７ページとかなり違いま

すよね。中身の濃さは分かりませんが。今学研教育みらいのを使ってい

て，不具合はないということでしたが，例えば，これが８０ページぐらい

になった場合，苦しくなるということはあるんでしょうか。 
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東京書籍は，項目ごとに大きい写真を使っているので，そこでページ数

を使っているのかなという感じもしますが，そういった量としてはどうで

しょうか。 

 

保健調査員 一番多いのが東京書籍で，中学年でも，４５ページ，学研教育みらいは

３７ページと差があります。 

ページが多いということで，全部を扱わなければならないのかという話

がありましたが，使い方の問題にもなってきます。最初から全てやるとい

うことではなく，資料としての活用であっても問題はないと思います。 

 

菅田委員 現状の学研教育みらいでも不具合がないので，そのままでも良いという

思いはあるのですが，東京書籍は，飲酒とか薬物なんかの絶望的な写真も

バーンと大きく載っていますよね。普段なかなか見られない写真がしっか

り出ていることと，心の悩みの項目での距離感，解決法が，東京書籍の書

かれている感じが，５，６年生には良いのではないかと思いました。 

 

金委員 東京書籍の方が資料は多いですね。Ｄマークもありますし，どちらかと

いうと東京書籍の方が良いような気はします。 

 

神原委員 仕事柄，飲酒と薬物の低年齢化が進んでいると感じるので，現実的なこ

とを５，６年生ぐらいには教えておいた方が良いと思います。あと，犯罪

被害に遭わないという観点で見ても，記述が多いのと，考えさせられるよ

うな内容になっているので，ボリュームがありすぎるかもというところは

多少気になるところではありますが，現場の先生方の対応で何とかなるの

であれば，私も東京書籍が良いと思いました。 

 

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 特にないようですので，保健につきましては，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，保健につきましては，東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３３ページをお開きください。 

英語は，東京書籍から新興出版社啓林館までの７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。 

まず，報告書３４ページ，東京書籍です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言

語活動の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点イと，教科書付箋①のページをお開きください。 

Ｕｎｉｔ３「Ｌｅｔ’ｓ ｇｏ ｔｏ Ｉｔａｌｙ．」です。１０か国

について，特徴的な建物や動物，食べ物等の写真を掲載し，児童の興味・

関心を高めています。左ページ上，「聞く」活動Ｓｔａｒｔｉｎｇ Ｏｕ

ｔでは，世界の有名な建物や食べ物などについて，聞こえた順番を四角の
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中に書き込みます。右ページ上，ピンクの帯のところを御覧ください。こ

の単元の内容に関連した歌「Ｌｅｔ’ｓｉｎｇ」やチャンツ「Ｌｅｔ’ｓ 

Ｃｈａｎｔ」が設定されています。すぐ下のＬｅｔ’ｓ Ｔｒｙ①では，

「話すこと[やり取り]」の活動が設定されています。両ページの下部に

は，「読む」及び「書く」活動として，Ｌｅｔ’ｓ Ｒｅａｄ ａｎｄ 

Ｗｒｉｔｅが設定されており，Ｓｔａｒｔｉｎｇ Ｏｕｔの「聞く」活動

で，音声で十分に慣れ親しんだ１文を書く，また友人と読みあう活動とし

て設定されています。 

書く場所は付箋②のページにあります。 

報告書に戻ります。 

観点オと，教科書付箋③のページをお開きください。 

Ｅｎｊｏｙ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎです。小学校の思い出のアル

バムを作成し，グループ内で発表する言語活動が設定されています。Ｓｔ

ｅｐ１で，紹介しあう際の参考となる文を聞いたり読んだりします。 

Ｓｔｅｐ２では，付箋④ページをお開きください。この「私のせりふ」

をふくらませながら，自分の発表する内容を整理します。 

付箋③にお戻りください。Ｓｔｅｐ２の枠の右上にあるマークで，自分

のせりふを考える際は，別冊のＰｉｃｔｕｒｅ Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙを

参考にできることが示されています。 

付箋⑤のページをお開きください。この「アルバムシート」を完成さ

せ，ペアで練習をします。 

付箋③のページにお戻りください。右ページＳｔｅｐ３では，グループ

内で先ほどのアルバムシートを集め，一人ずつの自分自身の小学校の思い

出を紹介する活動をします。発表する手順については，右のピンクの枠内

に示されており，できたら数字の横の四角にチェックを入れるようになっ

ています。 

次に，報告書３４ページ，開隆堂出版です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言

語活動の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点イと，教科書付箋①のページをお開きください。 

Ｌｅｓｓｏｎ３「Ｗｈｅｒｅ ｄｏ ｙｏｕ ｗａｎｔ ｔｏ ｇ

ｏ？」です。１４か国について，英語による国名，国旗とともに，それぞ

れの国で特徴的な建物や動物等を掲載し，児童の興味・関心を高めていま

す。左ページ上，「聞く」活動であるＬｅｔ’ｓ Ｌｉｓｔｅｎ １で

は，ツアープランナーの話を聞く活動が設定されています。隣のＬｅｔ’

ｓ Ｐｌａｙ１では，教科横断的な活動として，日本語で国名を書く活

動，右ページのＬｅｔ’ｓ Ｔｒｙ ３では国旗クイズが設定されていま

す。右ページ上には，この単元の内容に関連したチャンツ「Ｌｅｔ’ｓ 

Ｃｈａｎｔ」が設定されています。その下のＬｅｔ’ｓ Ｐｌａｙ ２で

設定されている「ミッシング・ゲーム」は，現在小学校外国語活動で使用

している教材である「Ｌｅｔ’ｓ Ｔｒｙ！」や「Ｈｉ， ｆｒｉｅｎｄ

ｓ！」にも頻繁に扱われている活動です。 

報告書に戻ります。 

観点オと，教科書付箋②をお開きください。 

Ｌｅｓｓｏｎ ９「Ｍｙ Ｆａｖｏｒｉｔｅ Ｍｅｍｏｒｙ」です。自

分の考えや気持ちなどを伝え合う言語活動として，まず，Ｌｅｔ’ｓ Ｐ

ｌａｙ ２で，思い出に残っている学校行事について，話す活動を設定し

ています。 

付箋③のページをお開きください。Ｌｅｔ’ｓ Ｐｌａｙ ３で，考え

を整理し，Ｌｅｔ’ｓ Ｐｌａｙ ３で，行事名とその行事で何をしたか

をやり取りする活動を設定しています。その際，左ページ下に児童が自分
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の考えを伝える際の参考にできるよう，Ｗｏｒｄ Ｂｏｘが示されていま

す。 

付箋④のページをお開きください。Ｌｅｔ’ｓ Ｒｅａｄ ａｎｄ Ｗ

ｒｉｔｅ ２で，自分の「思い出絵本」を完成させます。それを使って，

Ｌｅｔ’ｓ Ｐｌａｙ ５でグループ内で発表の練習をします。右ページ

Ｌｅｔ’ｓ Ｔｒｙを御覧ください。作成した自分の「思い出絵本」を使

いながら，思い出に残っている学校行事について，発表会で伝え合いま

す。発表会を始める前に，①でクラスでの思い出に残っている学校行事ベ

スト３を予想し，発表後に③でその結果を記入するように設定されていま

す。 

次に，報告書３５ページ，学校図書です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言

語活動の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点イと，教科書付箋①をお開きください。 

Ｌｅｓｓｏｎ ９「Ｗｈｅｒｅ ｄｏ ｙｏｕ ｗａｎｔ ｔｏ ｇ

ｏ？」です。教科書の登場人物たちが，授業で行きたい場所について話し

ている場面のイラストを掲載しています。左ページ左上には，教室掲示の

一部として国旗を示したり，児童が話し合いの際に使用している，それぞ

れの国の特徴を表す写真や建造物の模型，本や，思考を吹き出し等を使っ

て示したりしています。また，右ページ右上の男の子を御覧ください。お

なかが痛い様子から「保健室に行きたい」ことが分かります。行きたい場

所を国だけに限定せず，児童にとって身近な場面を設定することで，児童

の興味・関心を高めています。右ページ上を，御覧ください。Ｓｃｅｎｅ 

９として，犬のキャラクターとともに示されているコミュニケーションが

行われている場面において，登場人物たちの会話を聞く活動が設定されて

います。右ページ左上を御覧ください。この単元の内容に関連した歌が設

定されています。 

付箋②をお開きください。巻末に，各レッスンで設定されている歌が掲

載されています。 

報告書に戻ります。 

観点オと，教科書付箋③のページをお開きください。 

Ｌｅｓｓｏｎ ７「Ｗｈａｔ‘ｓ ｙｏｕｒ ｂｅｓｔ ｍｅｍｏｒ

ｙ？」です。自分の考えや気持ちなどを伝え合う言語活動として，ページ

中段のＳｍａｌｌ Ｔａｌｋで，自分が運動会で楽しんだことを伝え合う

活動が設定されています。 

付箋④のページをお開きください。ページ上段の③Ｓｍａｌｌ Ｔａｌ

k で，卒業文集にのせる小学校の思い出を尋ね合う活動を設定していま

す。その際，児童が自分の考えを伝える際の参考にできるよう，犬のキャ

ラクターの吹き出しで，Ｗｏｒｄ Ｌｉｓｔの活用について触れていま

す。 

付箋⑤のページをお開きください。下段の２７番に学校行事に関連する

単語が掲載されています。 

付箋⑥のページをお開きください。中段の②（２）で，自分の小学校の

思い出をペアで伝え合う活動が設定されています。その際，先ほどと同様

にＷｏｒｄ Ｌｉｓｔの活用について触れています。 

次に，報告書３５ページ，三省堂です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点ウ「内

容の構成・配列・分量」の２点で報告します。 

報告書の観点イと，教科書付箋①をお開きください。 

Ｌｅｓｓｏｎ ７ 「Ｉ ｗａｎｔ ｔｏ ｇｏ ｔｏ Ｋｅｎｙ

ａ．」です。国境線のある世界地図のイラスト上の２１か国について，英



- 53 - 

語による国名，特徴的な建物や動物，食べ物等のイラストや写真を掲載

し，児童の興味・関心を高めています。多くの国が密集している場合に

は，国名とその国の正確な位置が傍線でつないであります。この写真等の

情報について，「聞く」活動として，左ページ左上にＰａｎｏｒａｍａが

設定されています。 

報告書に戻ります 

観点ウを御覧ください。 

各単元で積み重ねてきたことを基に，３回のＰｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ

で，習得した知識・技能を活用する活動を設定しています。 

教科書付箋②のページをお開きください。Ｐ４～５三省堂の教科書は，

ＨＯＰ－ＳＴＥＰ－ＪＵＭＰでひとまとまりになっています。ＪＵＭＰは

Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎとして位置付けられており，ＳＴＥＰで積み重

ねてきたことを基に，自分のことを表現する活動が設定されています。 

付箋③のページをお開きください。Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎです。Ｐ

ｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎは，ＪＵＭＰ①とＪＵＭＰ②に分かれています。

左ページの「考えよう」で，将来の夢を伝える際の思いや内容について考

えを整理し，右ページ上段にあるＧｏａｌの空欄に記述します。続いて右

ページ真ん中の「発表の準備をしよう」には，発表メモを作成します。続

いて右ページの「友だちに伝えよう」では，メモを頼りにペアで複数回，

互いの思い出を伝え合う活動が設定されています。次に「みんなに伝えよ

う」で，一人ずつスピーチをする活動が設定されています。 

次のページをお開きください。ＪＵＭＰ②では，ＪＵＭＰ①で行った活

動を修正して再度行うことで，児童が達成感を得られるように設定されて

います。 

次に，報告書３５ページ，教育出版です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言

語活動の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点イと，教科書付箋①をお開きください。 

Ｌｅｓｓｏｎ ６ 「Ｗｈｅｒｅ ｄｏ ｙｏｕ ｗａｎｔ ｔｏ ｇ

ｏ？」です。４人の登場人物それぞれが行ってみたい日本の４都道府県に

ついて，特徴的な建物や食べ物等の写真が掲載し，児童の興味・関心を高

めています。左ページのＬｅｔ’ｓ Ｗａｔｃｈで，それぞれが紹介する

都道府県について，映像を見ながら聞く活動が設定されています。左ペー

ジ下には，この単元の内容に関連したチャンツが設定されています。右ペ

ージ下の「Ｌｅｔ’ｓ Ｔｈｉｎｋ」では，外国の人におすすめしたい日

本の旅行先について，児童それぞれが考える活動が設定されています。 

報告書に戻ります。 

観点オと，教科書付箋②のページを御覧ください。 

Ｌｅｓｓｏｎ ７「Ｍｙ Ｂｅｓｔ Ｍｅｍｏｒｙ」です。自分の考え

や気持ちなどを伝え合う言語活動として，Ａｃｔｉｖｉｔｙ １で一番思

い出に残っている学校行事について尋ね合う活動が設定されています。そ

の際，児童が自分の考えを伝える際の参考にできるよう，ページ下段に赤

い三角のマークで，Ｍｙ Ｗｏｒｄ Ｂａｎｋの活用について触れていま

す。 

付箋③のページをお開きください。上段に学校行事の英語が掲載されて

います。 

付箋④のページをお開きください。「Ｆｉｎａｌ Ａｃｔｉｖｉｔｙ」

です。左ページのＬｅｔ’ｓ Ｒｅａｄ ａｎｄ Ｗｒｉｔｅで作成した

思い出の学校行事のシートを集め，クラスでＳｃｈｏｏｌ Ｍｅｍｏｒｙ 

Ａｌｂｕｍを作成し，発表する活動が設定されています。Ｌｅｔ’ｓ Ｔ

ｈｉｎｋ ２で，６年間をふりかえって，お世話になった人にＴｈａｎｋ 
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ｙｏｕ ｃａｒｄをわたす活動が設定されています。 

なお，思い出の学校行事のシートは付箋⑤のページに付属されていま

す。 

次に，報告書３６ページ，光村図書出版です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言

語活動の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点イと，教科書付箋①のページをお開きください。 

Ｕｎｉｔ ６ 「Ｉ ｗａｎｔ ｔｏ ｇｏ ｔｏ Ｉｔａｌｙ．」で

す。世界地図のイラスト上の１０か国について，英語による国名，特徴的

な建物や動物，スポーツ等の写真を掲載されており，児童の興味・関心を

高めています。左下「場面」を御覧ください。コミュニケーションが行わ

れる場面設定が明確に示してあります。その下の「Ｓｔｏｒｙ」を御覧く

ださい。上に示されている「場面」における登場人物の会話を，映像を見

ながら「聞く」活動です。その下には，青い吹き出しで「一言フレーズ」

として，Ｓｔｏｒｙの「聞く」活動で，大まかな内容をつかむことに加え

て，さまざまな場面で使える英語の表現にポイントを絞って，聞き取るこ

とを示しています。右ページ下にある「Ｌｅｔ’ｓ Ｐｌａｙ．」では，

ポインティングゲームが設定されています。現在，小学校外国語活動で使

用している教材である「Ｌｅｔ’ｓ Ｔｒｙ！」や「Ｈｉ， ｆｒｉｅｎ

ｄｓ！」にも頻繁に扱われている活動です。 

報告書に戻ります 

観点オと，教科書付箋②のページを御覧ください。 

Ｕｎｉｔ ７「Ｍｙ Ｂｅｓｔ Ｍｅｍｏｒｙ」です。自分の考えや気

持ちなどを伝え合う言語活動として，Ｌｅｔ’ｓ Ｔｒｙ．で，小学校生

活のいちばんの思い出に残る行事を，友達と伝え合う活動が設定されてい

ます。 

付箋③をお開きください。 

Ｌｅｔ’ｓ ｔｒｙ．で，思い出に残る行事で行った場所や，したこと

などを友達に伝える活動が設定されています。 

付箋④をお開きください。 

Ｙｏｕ ｃａｎ ｄｏ ｉｔ！では，小学校生活のいちばんの思い出を

発表する活動が設定されています。 

次に，報告書３６ページ，新興出版社啓林館です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言

語活動の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点イと，教科書付箋①のページをお開きください。 

Ｕｎｉｔ ６ 「Ｉ ｗａｎｔ ｔｏ ｇｏ ｔｏ Ｆｒａｎｃｅ．」

です。合計２６か国の国旗とともに，そのうちの１０か国については，世

界地図のイラスト上に特徴的な建物や動物，スポーツ等の写真を掲載し，

児童の興味・関心を高めています。左ページ上のＬｉｓｔｅｎ ａｎｄ 

Ｇｕｅｓｓでは，登場人物が語る夢の海外旅行計画について，聞く活動が

設定されています。 

報告書に戻ります。 

観点オと，教科書付箋②のページをお開きください。 

自分の考えや気持ちなどを伝え合う言語活動として，Ａｃｔｉｖｉｔｙ 

１では，友達と思い出の学校行事を尋ね合い，ランキング表を作る活動が

設定されています。 

付箋③をお開きください 

Ｓａｙ ａｎｄ Ｗｒｉｔｅでは，自分が思い出の学校行事でしたこと

を１つ発表し，書く活動が設定されています。 

付箋④をお開きください。 
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Ａｃｔｉｖｉｔｙで，小学校の思い出を発表して，書く活動，発表内容

を書く活動が設定されています。この活動で児童が自分の考えや気持ちを

伝える際の参考になるよう，鳥のマーク横に巻末付録のＷｏｒｄ Ｌｉｓ

ｔの該当ページが明記されています。具体的には，付箋⑤のページをお開

きください。中段に，動作に関する単語が掲載されています。付箋⑥のペ

ージをお開きください。中段より，学校行事に関する単語が掲載されてい

ます。 

以上です。 

なお，英語は，今年度初めての採択となります。 

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。 

 

柿原委員 Ｗｏｒｄ Ｌｉｓｔがありますが，語彙は６年生までに理解できるもの

ですか。 

 

英語調査員 語彙について，学習指導要領上は，６００語から７００語程度として定

められており，その中でも発信語彙と受容語彙，言えるようになるところ

まで求める語彙と聞いて分かる語彙とに分かれています。 

 

金委員 開隆堂出版が空白，書き込む場所が一番多いですよね。これは日本語を

書かせるのではなく英語を書かせるところですか。 

 

英語調査員 基本的に英語を書くところは４線が示してあるので，４線がないときは

日本語です。 

 

金委員 英語を学ぶのに日本語を書かせるのは，どうなんでしょうか。 

 

英語調査員 書くことについて，小学校５，６年生から書く，読むということも学習

内容に入ってきますが，書くこととして目標に示されているのが，アルフ

ァベットの大文字と小文字が書けるようになる，書き写すことができる，

単語リストから選んで自分の言いたいことが書ける文章を完成させるとい

うようなことが求められているので，一文全部を自分の力で全て書くとい

うような力までは，小学校では求められていません。 

 

金委員 日本語で良いということなんですが，例えば，思い出に残る学校行事ベ

スト３を書こうとなったとき，英語ではなく，日本語で書くということで

すか。 

 

英語調査員 日本語で書きましょうという明示をしていないので，日本語で書いても

良いし，英語で書くことを妨げるものではないです。 

 

金委員 私は英語というのは読み書きより聞いて話すのだと思っていたのです

が，どこまで求められているのですか。 

 

英語調査員 小学校の外国語の指導については，新学習指導要領に基づくと，３年生

から始まります。３，４年生では，今５，６年生でやっているような外国

語活動が３，４年生から始まります。授業時数は，年間３５時間という設

定になっており，できるようになることを求めるのではなく，慣れ親しむ

ことが目標となっております。 

聞く，話すことへの慣れ親しみから，子どもたちの英語に対する興味・



- 56 - 

関心・学習意欲を育てた上で，５，６年生につなげていくという形になっ

ています。５，６年生の英語の指導に関しては，小学校３，４年生までで

慣れ親しんだ，話すこと，聞くことについては，ある程度できるようにす

るところまで持っていく，ただし，書くことと読むことについては，５，

６年生からはじまりますので，慣れ親しむ程度に止めるようになります。 

 

三好教育長 さっき言われてた語彙数が６００から７００というのは，どの教科書も

その範囲内で語彙が掲載されているのですか。 

 

英語調査員 趣意書で記載してあったのは２者で，東京書籍は６６２語＋表現をジャ

ンル別にと記載してあり，光村図書については，７２１語となっていま

す。他の教科書については，明記はありませんでした。 

 

神原委員 リスニングの題材には，発行者で特徴はあるのですか。しゃべり方だっ

たり，速さだったり，そういうのはありますか。 

 

英語調査員 実際に，全てが今の段階で聞けるわけではないので，お答えできませ

ん。 

また，ＱＲコードが付いていますので，子どもたちが自宅に帰って自分

で聞いてみることもできますし，保護者の方と一緒に勉強することも可能

で，自主的な学習を促すように，どの教科書も工夫がされています。 

 

柿原委員 ＡＬＴはどの学校にもつくのですか。 

常時付くことになるのでしょうか。 

 

英語調査員 現在，福山市にはＡＬＴが２２名在籍しています。 

先ほど申しましたように，小学校の数，学級数，ＡＬＴの活動できる時

間を考えたときに，全ての授業をＡＬＴがカバーすることはできません。 

現在のところは，移行措置期間中ということで，５，６年生はもともと

の３５時間の外国語活動から，１５時間を加え，５０時間行っています。

その中の３５時間は，ＡＬＴと一緒に授業をするように，学校にはお願い

しています。 

同じく３，４年生も，ただいま移行措置期間中で，１５時間外国語活動

をしており，この１５時間をＡＬＴと一緒に授業をするようにしていま

す。 

 

菅田委員 英語が得意ではないので，難易度が全体的に高い気がするのと，教科書

発行者によって難易度が違う気がするのですが，その点についてはいかが

ですか。 

 

英語調査員 難易度については，色々なとらえ方があると思いますので，一言ではな

かなか申し上げにくいところがあります。ただ，現在外国語の教材として

文部科学省が配付している「Ｗｅ Ｃａｎ！」「Ｌｅｔ‘ｓ Ｔｒｙ」と

いうものがあり，５，６年生では「Ｗｅ Ｃａｎ！」を使っています。そ

こで扱われている題材と，どの教科書もほぼ同じ題材を扱っています。 

若干違うのは，東京書籍のニューホライズンについては，題材の中に，

６年生の４２ページ，「Ｗｅ ａｌｌ ｌｉｖｅ ｏｎ ｔｈｅ ｅａｒ

ｔｈ」として，食物連鎖等が扱われています。学習指導要領上，児童にと

って身近で簡単な事柄ということを鑑みたときには，意見が分かれるとこ

ろと考えられます。 

他の教科書発行者に関しては，順番等は違えど，扱っている場面等はほ
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ぼ同様となっています。 

 

三好教育長 聞く，話す，書くは書き写すとか，そういったことを目標とし，教科書

も，書いて覚えるとか読むとかではなく，この教科書やＱＲコードを使っ

て，英語により慣れ親しむという点で見たときに，どのあたりが良いでし

ょうか。 

 

英語調査員 書くことに関して，各者多少の違いがあります。 

学校図書の９８，９９ページをお開きください。 

まず④のところを見ていただくと，薄く文章が書いてあります。 

まず指でなぞるところから始めて，その上を鉛筆でなぞり，コピーする

という活動から始まります。 

ページをめくって１０１ページも，同じものをコピーするようにしてい

ます。１０２ページでは，なぞるところまでは一緒ですが，その後「あな

たがほしいものを下に書きましょう」ということで自分の言葉を書き，最

終的には一文で書くというような，丁寧に段階を踏んでいます。 

光村図書出版の「Ｈｅｒe Ｗｅ Ｇｏ！」の５年生，７５ページの右

下に書くところがありますが，この四角に，絵を描いたり，カードを貼っ

たりして，自分の考えや思いを表現するところになっています。光村図書

出版については，このようにどのページにも「Ｌｅｔ’s ｗｒｉｔｅ」

というものが付いているのですが，自分の考えや思いを一気には書かず，

毎回少しずつ練習していくような作りになっています。 

特徴的なところでいうと，東京書籍の６年生，付箋④のページを開いて

ください。先ほどのレッスンの中の，書く活動がこのページに全て集約さ

れています。だから，そのレッスンで学んだユニットが，ここで一目でま

とまりとして分かるようなつくりになっています。 

開隆堂出版の６年生２ページの目次を開いてください。 

目次の横に青い吹き出しが付いています。「文字に慣れよう」として，

別口で文字について扱っています。８２ページを開いていただくと，アル

ファベットから始まって，一文字ずつ書いて，それが文章を書くところに

もつながるよう設定しています。 

 

金委員 リスニングについては，先生が話すのか，録音を流すのか，どちらがど

のくらいの比率なんでしょうか。 

 

英語調査員 どの発行者も，デジタル教材が充実しています。 

今使っている「Ｗｅ Ｃａｎ！」も，かなりの音声が収録されています

ので，英語に自信のない先生にも，デジタル教材を使いながら進めていく

ことはできます。 

ただ，完璧な英語を使うことが，教師の役割ではないと考えます。学習

者の１人として，教師が英語を積極的に使う姿を見せることも，子どもた

ちが「自分たちも使っていいんだな」という気持ちになることにもつなが

るので，教師の英語が下手だから一切使わない方が良いというよりも，間

違いながらでも使っていくことは必要かと思います。 

ただし，言語を習得していく上で，間違いばかりを聞かせるわけにもい

きませんので，どの程度使うかは塩梅を見ていかないといけません。学習

指導要領の中でも，その場での会話，やり取りが重視されていますので，

そういう活動は，デジタル教材では，その場でのやり取りはできませんの

で，教師とのやり取り，またＡＬＴの活用も可能だと考えています。 

 

柿原委員 光村図書出版か教育出版が個人的に良いかなと思いました。 
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初めてのことで，英語ですし，我々も経験のないことですので，そうい

う意味では，選ぶのは非常に難しいですね。 

 

金委員 子どもの頃に英語のえの字も知らない状態でも，例えば半年経ったら言

葉が口から出ているというような感じになりますよね。 

そういった中で，３年生，４年生，引き続いて５，６年生にどのように

教育していくのかという，大きな道筋というか，最初は楽しませる，親し

ませる，５，６年生では，それに加えて読み書きをということですが，分

からなくても，どんどん英語を聞かせてしゃべっていくというやり方はや

ってはいけないんでしょうか。難しいんですかね。 

 

英語調査員 小学校から英語を始めたときに，中学校までに英語嫌いが出てきてはい

けないということが懸念されています。例えば，音と文字のつながりにつ

いては，小学校の段階では音を聞いて，文字と一致するところまでが目標

で，音を聞いて単語と一致するところまでは小学校では求められていませ

ん。それは中学校に入ってからやることで，そこまでの負荷は小学校では

求められていません。 

新学習指導要領でも，自分の考えや思いを，英語で表現することができ

ることが重視されております。中学校や高校の授業でイメージされるよう

な言語や文法が先に来るのではなく，中身，コミュニケーションが重視さ

れています。授業の持って行き方も，知識を学んでからでないと言語活動

に行かないということではありません。とにかくやってみて，使ってみ

て，なんとなく分かっていきながら習得していくというように，今の小学

校の教材自体も，そういったやり方になっていますし，中学校も転換をし

ていく時期です。 

 

神原委員 私もそうなんですが，英語を勉強したのにしゃべれないというのが失敗

だと思うんです。だからそこは大きく変わって，文法とかは後回しで慣れ

親しんで，コミュニケーションのツールとして，身に付けていくというと

ころで，前倒しでするということなんだと思います。 

そう考えると，小学校のときに英語嫌いを作ってはいけないと思いま

す。苦手意識を作らないようにすると，とにかく楽しく，面白く，抵抗な

く英語に親しむことが大事なんじゃないかと思ったときに，子ども目線で

見たときに，どれが一番楽しい教材なのでしょうか。 

 

英語調査員 子どもが興味を持てるようなものが，中に入っているかどうかというの

が一つあると思います。興味を持てなければ，主体的に話してみようとい

う気持ちにもならないと思いますので，最も大切なことの１つだと考えま

す。ここに関してはどの教科書発行者も工夫しています。例えば，子ども

たちが英語をツールとして使っていくときに，異文化についての興味・関

心が，もっと英語を学びたい，もっと使ってみたいということにつながる

かと思います。 

例えばＮｅｗ Ｈｏｒｉｚｏｎ，６年生の１２，１３ページを開いてく

ださい。全ての単元の後にある「Ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｈｏｒｉｚｏｎ」

で，様々な国を取り扱っています。日本語も若干多いという印象もあるの

ですが，音声を聞くところもあり，子どもたちが日本以外の国々に関心を

持つきっかけにもなると思います。 

右下には，「世界の素敵」として他国のことを扱っています。５年生で

は，「日本の素敵」ということで，海外の人から見た「日本ってこんなと

ころが素敵だよね」といった内容が扱われています。 

光村図書出版「Ｈｅｒｅ ｗｅ ｇｏ！」６年生の８８ページを御覧く
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ださい。左下に，国際手話が扱われています。多様性の１つでもあります

し，また，そこに国際感覚も付随しています。 

１ページ戻っていただいて８６ページをお開きください。 

光村図書出版には，「Ｗｏｒｌｄ ｔｏｕｒ」が毎回付いていて，日本

のことや外国のこと，生活について等が載っています。先ほどの東京書籍

「Ｎｅｗ Ｈｏｒｉｚｏｎ」に比べると，かなり簡潔に書かれています

が，このような形で掲載しています。 

また，９２，９３ページをお開きください。「世界の友達」ということ

で，小学校５年生の教科書から，世界の１２か国の小学生たちが継続して

扱われています。この「世界の友達」のコーナーでその子たちの日常生活

などが取り上げられています。同世代の子どもたちの実際の声が聞けるこ

と，音声もいろんな国によっていろんなアクセントがあるということも，

多様性を学ぶ機会になると思います。 

三省堂のＣｒｏｗｎ，６年生の３６，３７ページを御覧ください。 

「世界のお祭り」として，いろんな国の祭が載っていますが，先ほどの

東京書籍や光村図書出版と違って，日本語で読むという形になっていま

す。１０４，１０５ページも御覧いただくと，「ことばのおはなし」とし

て，三省堂は日本語での情報がとても多くあります。このフットノート，

ページ番号の下のところにミニ情報としてかなりたくさん載っているのが

特徴です。 

これらをきっかけとして，子どもたちが「もっとやってみたい」とか

「いろんな国について知りたい」ということにもつながるかと思います。 

また，自分の気持ちや思いを伝えるということから考えると，例えば，

学校図書の５年生１の５の最後の単語リスト，１５０，１５１ページのと

ころを御覧ください。単語リストが空白になっています。ここは自分でや

りたい，学びたいことがあったら調べて書いてみようとして，子どもたち

に主体的に活動させるようにしています。 

同じように，光村図書出版の６年生，５２，５３ページを開いてくださ

い。５３ページの真ん中の表の端のところに，「自分で考えて」というの

が３つぐらい載っています。ここに書いてあることだけをやるのではな

く，自分で決めて，自分でやる，もっと聞きたいと思うものを自分でやる

ということで，ちょっとした工夫が継続的に設定されています。 

三省堂，６年生の２９ページをお開きください。 

これもアルファベットの文字を学習するところですが，真ん中の２のと

ころで，国名が省略して書いてありますが，省略の仕方が同じものは他に

何があるか書いてみようとして，自分で調べて書いたり，学習を深めたり

広めたりするところが設けてあったり，詩を書いたりするものがあったり

するのが特徴です。 

 

金委員 英語の歌詞の歌とかも教えたりするんですか。 

 

英語調査員 学校図書はレッスンごとの歌が決まっていて，後に付いていますが，絶

対にやらなければいけないものではないので，これも教員の塩梅で決めて

できます。他の教科書も，学校図書ほどではないですが，歌を取り扱って

いるところはあります。 

 

菅田委員 私は，さっき段階を踏んで書かせるといわれていた学校図書と光村図書

出版が良いと思いました。聞くところはどこもそんなに変わらないと思っ

たので，そういう視点から，どちらかが良いと思います。 

三省堂は，出てくる単語がなんとなく難しい感じがしていて，この２つ

のどちらかが良いと思いました。 
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金委員 私も，光村図書出版か学校図書かなと思っていました。 

三省堂は日本語が多すぎますね。そういう中でシンプルでとっつきやす

いのはこの２つかなと。 

 

神原委員 私も光村図書出版が良いと思いました。 

 

柿原委員 学校図書について，他の科目でもあったんですが，時事的なところでオ

リンピックを扱っているのですね。みんなとどの競技を見たいか話し合お

うとかあるんですが，これって今年は良いけど，来年以降は困るんじゃな

いかと思うようなページが他の科目にもあって，それはちょっと薦めなか

ったんです。今見る分にはタイムリーで良いと思うんですが。 

 

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 特にないようですので，英語につきましては，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，英語につきましては，光村図書出版を採択い

たします。 

 次に，特別の教科 道徳について，説明をお願いします。 

 

道徳調査員 報告書３７ページをお開きください。 

特別の教科 道徳は，東京書籍から廣済堂あかつきまでの８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。 

まず，報告書３８ページ，東京書籍です。 

教科書の特徴を，観点ウ「内容の構成・配列・分量」と観点エ「内容の

表現・表記」の２点で報告します。 

報告書の観点ウと，教科書付箋①の目次を御覧ください。 

上段にピンクの色を付け，「いじめのない世界へ」としていじめ問題を

扱ったユニットを示しています。 

付箋②のページを御覧下さい。 

「いじめのない世界へ」のとびらページです。「学校を幸せな場所にす

るのは，だれだろう？」と問いかけ，「いじめ」について考えるよう示し

ています。 

次のページを御覧ください。 

主題名「大切な命」の教材として，「９ わたしの見つけた小さな幸

せ」を，いじめを直接扱わない間接的教材として選定しています。 

付箋③のページを御覧ください。 

主題名「きちんとした生活」の教材として，「１０ いっしょになっ

て，わらっちゃだめだ」を，いじめを題材として扱った直接的教材として

選定し，いじめ問題を自分のことと捉えて学習するようにしています。 

報告書にお戻りください。 

観点エと，教科書の付箋①の目次を御覧ください。 

上段には，教材名を示しています。下段には，点線で囲み，「しるしの

意味」として，６つの印の意味や教材ページの写真を示しています。 
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付箋④を御覧ください。「ふろく つながる 広がる」「郷土に対する思

い」として，社会科や国語の教材とつなげながら，写真を掲載していま

す。 

次のページをめくってください。「郷土の発展に尽くした人たちや郷土

の作家たち」として，日本地図や写真と共に掲載しています。 

次に，報告書３８ページ，学校図書です。 

教科書の特徴を観点ア「基礎・基本の定着」と観点ウ「内容の構成・配

列・分量」の２点で報告します。 

報告書の観点アを御覧ください。 

１年生の教科書「かがやけみらい」の２冊を並べて表紙を御覧くださ

い。 

読本としての「きづき」と，発問により書き込みなどの活動を促す「ま

なび」とに分けています。 

「きづき」の付箋①のページを御覧下さい。 

教材「２２ はしのうえの おおかみ」です。教材名の上に，内容項目

をまとめた視点を，色とマークで示しています。しかし，この中に，発問

はありません。ページをめくり，教材文の最後，左下に「まなび１７ペー

ジ」と記載されています。 

別冊「まなび」の付箋②のページを御覧ください。 

左ページ左側に「はしのうえの おおかみ」の発問を，上段の「かんが

えよう」下段の「みつめよう」のマークとともに記載しています。 

１つの教材に，２つから３つの発問を設定しています。 

報告書にお戻りください。 

観点ウと，第４学年教科書付箋③「きづき」の目次を御覧ください。

「１０ かたづけ当番」の教材名の下に，ハート形，手をつないだ形の

「ともにいきる」マークを付け，「いじめをなくすことや，周りの人を大

切にすることについて考える」教材であることを表しています。いじめ問

題を扱った教材として，４教材と１つのコラムを示しています。 

付箋④のページを御覧下さい。 

教材名「１０ 片付け当番」の右上に，「ともにいきる」マークを付

け，いじめ問題を扱った教材であることを示しています。主題名は，示し

ていません。 

次に，報告書３９ページ，教育出版です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点ウ「内

容の構成・配列・分量」の２点で報告します。 

報告書の観点イと，第３学年教科書 付箋①の目次を御覧ください。教

材名の下に「スキル」のマークを付け，体験的な学習を取り入れた教材を

示しています。 

付箋②のページを御覧下さい。教材名「１４ どうしていけないのか

な」の下に「スキル」マークを付け，体験的な学習を取り入れていること

を示しています。 

このページの最後の行を御覧ください。 

（どうしていけないんだろう？）と登場人物の心の声として問いかけを

示しています。「やってみよう①」として，役割演技を設定し，教材文の

途中で，演じることで人物の気持ちを考えさせる構成です。 

１ページめくってください。同様に「やってみよう②」「やってみよう

③」を行い，活動を通して考える構成です。このように，全学年に「スキ

ル」があり，１教材の中に複数回，体験的な学習を設定しています。 

報告書にお戻りください。 

観点ウと，第４学年 教科書 付箋③ 目次を御覧ください。「８ プ

ロレスごっこ」の下に，三つ葉の１枚黄色に塗ってあるマークがありま
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す。これは，「みんなと仲良くする」ことを考える教材であることを示し

ています。 

付箋④のページを御覧ください。左ページ主題名「分けへだてなく」

「８ プロレスごっこ」を，いじめ問題を取り扱った教材として，教材名

の下にマークをつけて示しています。 

右ページを御覧下さい。教材に入る前に，「いじめについて考えよう」

として，導入ページを設けています。 

次に，報告書３９ページ，光村図書出版です。 

教科書の特徴を，観点ウ「内容の構成・配列・分量」と観点オ「言語活

動の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点ウと，教科書付箋①の目次を御覧下さい。「８ ひとりぼ

っちのＹちゃん」「９ 学級会での出来事」の２つの教材とコラム「いじ

めを見つけたら」で「いじめをゆるさない心」として，一つのユニットを

構成しています。 

付箋②のページを御覧ください。ユニットの初めに「いじめをゆるさな

い心」のマークを示し，その下に，「友だち一人ひとりを大切にすると

は，どういうことでしょう。『ひとりぼっちのＹちゃん』と『学級会での

出来事』を通して，考えてみましょう。」と呼び掛け，２つの教材を使っ

て考えることを示しています。 

付箋③のページを御覧ください。コラム「いじめを見つけたら」で，

「いじめている人を注意する」「いじめられている人に寄り添う」「信頼で

きる大人に相談する」と，イラストや吹き出しを使い，できることを考え

て行動することを促しています。 

報告書にお戻りください。 

観点オです。 

教科書付箋①の目次を御覧ください。 

「１ 世界に一つだけの花」の上にオレンジ色の丸があり，「たがいに

認め合うって？」として，１学期に学習する教材，１～１２の「学習のま

とまり」を示しています。 

付箋④のページを御覧ください。 

「学びの記録」として，学期終わりのページに，１時間毎の授業につい

て，記録する欄を設けています。１ページめくってください。右ページ左

側に「まとめ」として，自分の学びの変化や学んだことなどが生かせたこ

とを，ふりかえる欄を設けています。 

次に，報告書３９ページ，日本文教出版です。 

教科書の特徴を，観点ウ「内容の構成・配列・分量」と観点オ「言語活

動の充実」の２点で報告します。 

報告書の観点ウと，教科書付箋①の目次を御覧ください。右ページ左上

に，ピンクで「人とのかかわり②」として，「１７ 遠足の朝」と，「心の

ベンチ なくそう！いじめ」,「１８ いじりといじめ」を組み合わせた

ユニットを設け，「いじめをなくすために」等と重点化して示していま

す。 

付箋②のページを御覧ください。 

左ページには，「心のベンチ」として，「なくそう！いじめ」のコラムを

設けています。上段に「いじめの４層構造」を示し，「いじめに関わって

いるのは，どの層までかな？この中で，やめさせられるのはだれかな」と

示しています。 

右ページには，「いじめをなくすために，わたしたちにできることはど

んなことでしょう」と問いかけ，「いじめ」について考えるよう示してい

ます。 

報告書にお戻りください。 
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観点オと，教科書付箋③，別冊「どうとくノート」を御覧ください。 

教材名「１８ いじりといじめ」の左側に発問を示し，その左側に書き

込む欄を設け，教材文や授業の中で考えたことなど書くようにしていま

す。 

付箋④のページを御覧下さい。「どうとくの学習で学んだことを書きま

しょう」として，心に残ったお話等を記録する欄を設けています。 

次に，報告書４０ページ，光文書院です。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点ウ「内

容の構成・配列・分量」の２点で報告します。 

報告書の観点イと，教科書付箋①の目次を御覧ください。 

「①貝殻」の左側に，「みんなでやってみよう」のマークを設け，体験

的な活動として，よりよい人間関係を図るためのグループワークを示して

います。 

付箋②のページを御覧ください。「みんなでやってみよう」のマークの

下に，「言葉のキャッチボール」として，「体育の時間，サッカーの試合で

の事案」を示しています。１では，「こうたさんのせいで，負けたじゃな

いの！何でミスするのよ」の言葉に対して，「わざとじゃないよ…」など

と返しています。場面を示して，どのやり取りがよいか考えさせる活動を

設定しています。 

報告書にお戻りください。 

観点ウと，教科書付箋①の目次を御覧ください。 

左ページ上「⑫良太のはんだん」の上にハートのマークを付け，「いじ

めを生まない心」を育むための教材であることを表しています。いじめ問

題を扱った教材として，６教材と１つのコラムを示しています。 

付箋③のページを御覧ください。右端に，「みんななかよし 楽しい学

校」として，「いつも同じグループでいいのかな？」と問いかけ，仲良く

することについて考えさせています。いじめの防止等に主体的に関わる態

度を育むためのコラムを，全学年に掲載しています。 

次に，報告書４０ページ，学研教育みらいです。 

教科書の特徴を，観点イ「主体的に学習に取り組む工夫」と観点ウ「内

容の構成・配列・分量」の２点で報告します。 

報告書の観点イと，教科書付箋①の目次を御覧下さい。 

「１０ 泣いた 赤おに」の教材に，「やってみよう」のマークを付

け，体験的な学習を行う教材を示しています。 

付箋②を御覧ください。「やってみよう」は，「赤鬼と青鬼になって，考

えてみよう」として，役割演技をしながら，考えを深めることを示してい

ます。 

「『泣いた赤鬼』で気になった場面を演じて，考えてみましょう」とめ

あてを記載しています。 

イラストで，「話の続きを考える」「青鬼をたたく真似をしている赤鬼」

「相談している赤鬼と青鬼」と場面を示したり，イラストの下に「見る人

は，自分ならどう言うか，考えながら見ましょう」「考えたことを話し合

いましょう」「演じた友達の感想を聞いてみましょう」と役割演技で深め

る視点を提示したりしています。 

報告書にお戻りください。 

観点ウと，教科書付箋③のページを御覧ください。「社会とわたし」と

して，内容項目をまとめた視点を示しています。主題名は示していませ

ん。「１３ 山びこ村の二人」の教材を，いじめ問題を扱った直接的教材

として選定しています。 

付箋④のページを御覧ください。「わたしのこと」の視点，「３５ ばん

ざい大きな花丸」の教材をいじめを直接的に扱わない間接的教材として選
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定しています。 

次に，報告書４０ページ，廣済堂あかつきです。 

教科書の特徴を，観点ウ「内容の構成・配列・分量」と観点エ「内容の

表現・表記」の２点で報告します。 

報告書の観点ウと，教科書付箋①を御覧ください。右端に「だってぼく

たちのグループには・・・」として，「学びのヒント」を示しています。

主題名は，示していません。教材「１５ 同じ仲間だから」をいじめを直

接的に扱った教材として，選定しています。 

付箋②を御覧ください。右端に「世の中を変えるたたかい」として，

「学びのヒント」を示し，教材「２６ わたしにはゆめがある －マーテ

ィン・ルーサー・キング・ジュニア－」を，いじめを間接的に扱った教材

として，選定しています。 

報告書にお戻りください。 

観点エと，教科書付箋③の目次を御覧下さい。上段には，教材名を示し

ています。下段左には，四角で囲み，「みほん」として，４つの色の意味

やマークを示しています。 

次のページには，詩を掲載しています。 

付箋④を御覧ください。「きけんから自分自身を守るために」として，

犯罪から身を守る，地震から身を守るにはどうすればよいのか，掲載して

います。 

次のページをめくってください。「だれもが住みよい社会に」では，バ

リアフリーについて掲載し，次のページをめくってください。「考えよう 

インターネットの世界」として，情報モラルについて掲載するなど，教材

と関連して学びを深める特集のページを設けています。 

以上です。 

なお，現在使われている教科書は，５番目に報告した日本文教出版で

す。 

この教科書の使いやすい点として，発問や学習展開において，学習のて

びきのページで詳しく丁寧に示されており，初任者にも授業展開がしやす

い点です。一方使いにくい点として，道徳ノートに示されている発問につ

いて，授業展開と異なる場合，道徳ノートに示されている発問が気になる

児童がおり，混乱することがあると聞いております。 

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。 

 

金委員 別冊があるのは３者でしたね。 

それで，現在別冊を使用していて不都合はありますか。 

 

道徳調査員 日本文教出版の別冊を御覧ください。 

付箋③のページです。 

教材名，「１８ いじりといじめ」の隣に発問が示されています。授業

展開によっては，この発問を使わない展開も流れの中で出てきますが，教

師が黒板に違う発問を書いても，ノートに書く段になると違うものが目に

入るので，間違った内容を書いてしまうという声を聞いています。 

ただ，前回は，上段にも下段にも２つの発問が示されていましたが，そ

れも１つに減らされています。 

残り２者については，学校図書の１年生，別冊，付箋②のページを御覧

ください。 

これも分冊になっておりますが，こちらも同じように発問が示されてい

ます。 
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日本文教出版と違う点として，右ページに「こころのパレット」という

ページで内容項目について，深めるページを設けています。 

３者目は，最後に紹介した廣済堂あかつきです。教科書７ページと，別

冊の９ページを御覧ください。 

教科書７ページ，教材名の下に，別冊である道徳ノートのページを示し

ています。別冊９ページには，内容項目を深めるようなページが記載され

ていますが，教材文から派生する発問は基本的には書いてありません。 

この別冊９ページにある緑の四角を御覧ください。隣に鉛筆マークがあ

って発問が示されていますが，これは内容項目にかかわる問いかけの形に

なっています。 

別冊２４ページを開いてください。 

学習した内容を，自分の考えを深めるために書くページとして，別冊２

４ページ以降に設けています。 

前回，道徳が教科化されたときには，学習したことを書くこのページ

は，内容項目の隣に示されていましたが，今回の別冊は，内容項目につい

て深める欄と，学習した内容を児童が自分の言葉で書く欄を別にしていま

す。 

 

柿原委員 東京書籍の目次で，昨年もこんなテーマがあったんですが，自分自身の

こと，人とのかかわり，社会とのかかわり，いのち，自然で，目次は２つ

つくられているのですか。 

例えば，学研教育みらいとかは連番，色で分けられていますが，このあ

たりの使い勝手についてはどうなんでしょうか。 

順番とかルールとかはないけど，その４つを主に学習していこうという

ような感じなんですか。 

 

道徳調査員 この４つの視点についても，教材の目次とは別に，各者，教科書の前や

後ろに紹介しております。示し方も，教材順に並べて紹介されているもの

や，道徳性の広がりを表すように紹介されているものと様々です。子ども

たちはあまりこれを意識していない部分があると思います。 

ただし，各者こういったことが大切であるというメッセージは込められ

ていると思います。 

また，教師もどこが関連するかという教材研究をする際に参考にしてい

ると思います。 

 

三好教育長 道徳科の目標は何ですか。 

 

道徳調査員 道徳の目標は，「第１章総則の第１の２の（２）に示す道徳教育の目標

に基づき，よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため，道徳的諸

価値についての理解を基に，自己を見つめ，物事を多面的・多角的に考

え，自己の生き方についての考えを深める学習を通して，道徳的な判断

力，心情，実践意欲と態度を育てる。」と記載されています。 

 

三好教育長 道徳的価値とか実践というところで，いわゆる議論する道徳といわれる

ように，子どもたちが自分の経験や思いをしっかりと考えて表現して，お

互いに意見を交換し，行動化，実践する力につながるようにしたいという

ことですね。 

考えることを誘導するのではないかという議論が前回ありましたが，新

しい学習指導要領が定める主体的な学びを中心に取り組んでいて，答えが

ある教科ではない道徳の役割は大きいと思います。そういったところから

見たときに，私は，学研教育みらいと東京書籍が題材そのものを中心に，
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あまり指示が必要以上にないと感じました。 

先ほど初任者も使いやすいという話があって，改めて１年生から６年生

までを見たときに，同じように１年生だったら大きなテーマで考え始める

ことができるのかどうか，この差はとてもあると思います。 

たとえば東京書籍の１年生の１８ページ下の「はじめに」というところ

を見ると，「毎日の生活でどんなところに気をつけたらよいですか」とい

う簡単な問いが，１，２年生の教科書にはありますが，３年生からは無い

です。同じように見たときに，学研は，１年生の最初は一緒なんですが，

後の方２２ページで，「あなたとわたし」で始まり，２４ページに「つな

げよう」があって，「がんばっているね」というところで，考えたことを

つなげるということが書いてあります。 

 

菅田委員 書くことが多いと，考えをまとめることはできますが，福山市として

は，話したり共有したりしながら考える方が沿っているような気がしま

す。そういう意味から言って，学研教育みらいと東京書籍が良いと思いま

す。どちらかというと，個人的には学研教育みらいですね。発問の距離感

が誘導的じゃなくて，子どもに考えさせたり，正しいことをみんなで話し

合いながら導き出すような質問が，もちろん東京書籍にもあるけど，学研

の方がある気がします。あと前の採択のときも言ったかもしれませんが，

最初のページに詩のようなものが書いてあるのが，個人的にすごく良いと

思っているので，私は学研教育みらいか東京書籍が良いと思います。 

光村図書出版も，読書するところから学ぶという意味では良いと思うん

ですが，少し国語的な感じがするので，さっきの２者が良いと思いまし

た。 

 

金委員 教科書を読んで自分なりに丸を付けたものが，学研教育みらいと東京書

籍ですね。過度の謙譲語丁寧語が多くて，読み物としていかがなものが多

い中で，中庸なのがこの２者かなと思います。 

 

柿原委員 光村図書出版のばら公園も捨てがたいですが，仰ったように，学研教育

みらいと東京書籍はバランスがとれていて良いと思います。 

 

神原委員 私は学研教育みらいと東京書籍と光村図書出版が良いと思っていまし

た。 

国語的という意見があったのですが，確かにそういうところもあるかな

とは思いました。 

実際の授業というのは，先生がそれぞれ個性的に実践されていると思う

のですが，読む時間があって，残りは活発な議論というか，話し合いの時

間に充てられているのか，それともある程度先生がしゃべる時間があるの

か。一概には言えないとは思いますが，イメージとしてどんな様子か教え

ていただけますか。 

 

道徳調査員 仰るように，先生によって進め方は様々ですが，やはり教材を読んだ後

子どもたちが議論する時間をとるというのがあって，先生の方から「これ

がいいよね」ということは少ないと思います。ただ，それが全くないとは

言えないというような状況です。 

 

三好教育長 会長から何か意見はありますか。 

 

奥井選定委員

会会長 

今話に挙がっていた光村図書出版ですが，目次を見たときに，順番に取

り扱っているということになっていたとしたら，「互いに認め合う」「人や
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社会に目を向ける」「自分を伸ばす」という順番になっています。そうな

ったときに，本当にこの順番でやっていくのがよいかというのは，学校現

場では少し思います。 

それから，１年生が入学した時，国語の時間にまず文字が読めない子ど

ももいると思うのですが，導入時期を考えたときに，東京書籍と学研教育

みらいを比べた場合，学研教育みらいの方が，文字が多いかなと思いま

す。子どもたちが絵や写真を見ながらできるのは，こういうものの方が良

いのかなと思いました。 

内容が，学校生活よりも子どもの生活に近いものがとりあげられている

ような印象です。 

 

道徳調査員 先ほど，光村図書出版の順番について話があったと思いますが，それに

ついて，光村図書出版の趣意書では，意図的に順番を変えているそうで

す。そうやって学びが深まっていくように設定しています。ただし，扱う

のは学校なので，入れ替えたからといって，それができないかというわけ

ではないです。 

 

菅田委員 １年生は字があまり分からないという話を聞いて，学研教育みらいは結

構書くところがあるなと思いました。 

まあ別にこれは書かなくても，口で言っても良いことではあるとは思い

ますが。 

 

金委員 どういう決め方が良いんですかね。 

決を採るのが良いのか，全会一致でないとだめにするのか。 

 

三好教育長 ２つに１つなので，では，どちらか良いと思う方を教えてください。 

 

 （学研教育みらい ４名挙手，東京書籍 １名挙手） 

 

三好教育長 御意見等はございますか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 特にないようですので，特別の教科 道徳につきましては，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，特別の教科 道徳につきましては，学研教育

みらいを採択いたします。 

 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） 
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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６時５４分】 

 


