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 【開会時刻 午前９時】 

三好教育長 それでは，ただいまから，２０２０年度（令和２年度）第５回福山市教

育委員会会議を開会いたします。 

 本日の議案ですが，議第３６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，これらの案件は秘密会とし，その他の案件は

公開といたします。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休業中に子どもたちがチャレンジした５００点以上の表彰を学校への訪

問またはリモートで行ってきました。７月３１日の神辺西中学校，春日小

学校が最後になりました。訪問や教育長室からのリモートでの表彰を通し

て，「世界の未来を作るのはあなたです」というメッセージを子どもたち

に届けました。子どもたちは，しっかりとうなずいたり，大きな声で返事

をするなど，さらに頑張ろうという気持ちを様々に表現してくれたこと

で，私たちも元気づけられました。また，８月３日は，常石小学校のイエ

ナプラン教育の現状把握とともに，今後の取り組みについて，管理職や教

職員等と協議をいたしました。 

以上です。 

三好教育長 御質問等ありましたらお願いします。 

  

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 それでは，次に，日程第３ 議第３７号 ２０２１年度（令和３年度）

に使用する福山市立中学校用教科用図書の採択について，を議題としま

す。 

説明をお願いします。 

 

井上学びづく

り課長 

日程第３ 議第３７号 ２０２１年度（令和３年度）に使用する福山市立

中学校用教科用図書の採択について，説明いたします。５月に本教育委員

会から，福山市中学校用教科用図書選定委員会に対し，「２０２１年度(令

和３年度)に使用する福山市立中学校用教科用図書について」を諮問いた

しました。それを受け，７月２９日に選定委員会会長から福山市教育委員

会へ答申が提出されました。本日は，この答申をもとに，福山市立中学校

用教科用図書の採択を御審議いただきますよう，よろしくお願いします。 

それでは，選定委員会会長から教育長へ答申をお渡しします。 

 

伊原教科用図

書選定委員会

会長 

２０２０年（令和２年）７月２９日，福山市教育委員会様。福山市中学

校用教科用図書選定委員会会長 伊原秀夫。２０２１年度（令和３年度）

に使用する福山市立中学校用教科用図書について（答申）。貴教育委員会

から２０２０年（令和２年）５月２８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
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を整理した資料を別紙のとおり作成しましたので，答申します。 

 

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

説明をお願いします。 

 

伊原教科用図

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２８日付けで，福山市教育委員会から「２０２１

年度（令和３年度）に使用する福山市立中学校用教科用図書について」諮

問を受けました。同日，開催いたしました第１回選定委員会において，中

学校用教科用図書の調査研究の観点，教科書展示会アンケートの内容を決

定しました。その後，調査員に対して，調査研究の観点を示し，教科用図

書の調査研究をするよう指示いたしました。調査員は，本日，参考資料と

して配付しています広島県教育委員会が作成した選定資料を参考にしなが

ら，観点に沿って，全ての教科用図書の調査研究を行い，結果を報告書と

してまとめました。７月２１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。５６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３７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。５９ページを御覧ください。２０２０年度（令和２年度）使用福

山市立中学校用教科用図書一覧です。 

答申の説明は，以上です。 

 

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

して，選定委員会としての意見を聴きながら，採択していきたいと考えま

すが，いかがでしょうか。 

  

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 種目ごとに説明時間を設定しています。質疑・応答は１０分，審議は５

～１０分と考えております。それでは，説明をお願いします。 

 

伊原教科用図

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，生徒が自分の考えを

もち，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。 
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調査員 はじめに，社会（地理的分野）について報告します。報告書の８ページ

をお開きください。社会科地理的分野は，「東京書籍」から「日本文教出

版」までの４者について， ア からオの５つの観点，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」と観点オ「言語活動の充実」の２点で報告しま

す。観点イを御覧ください。「日本の諸地域」では，初めの頁で，写真や

「小学校の社会で習ったことば」などを掲載し，各節の初めに「探究課

題」を示しています。教科書付箋１のページを御覧ください。日本の諸地

域の導入ページです。単元名の下に「小学校の社会で習ったことば」とし

て「伝統的な産業」や「祭り」等を記載し，単元に係る特徴的な写真とし

て「すずりをつくる職人」「新居浜太鼓祭り」などを掲載しています。付

箋２のページを御覧ください。２節 中国・四国地方の導入ページです。

１ページめくってください。右ページ下，キャラクターの吹き出しの下に

「中国・四国地方では，なぜ交通・通信網が重要な役割を果たしているの

でしょうか。」と探求課題を示し，生徒が主体的に学習に取り組めるよう

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。「世界

の諸地域」では，「まとめの活動 みんなでチャレンジ」として，各地域

の特色を，グループで話し合い，図や表にまとめる，クラスで意見交換や

ディスカッションをする活動を設定しています。付箋３のページを御覧く

ださい。ヨーロッパ州のまとめのページです。左下「みんなでチャレン

ジ」では，（１）グループで，それぞれが上の「探求のステップ」で挙げ

た資料を発表し合いましょう。そして，ヨーロッパの統合がどのように行

われたか，統合がもたらした良い影響や課題について話し合いましょうに

始まり，（５）時間があれば，グループとしての意見をまとめ，クラスで

統合を「進めるべき」か「進めるべきではない」かについて，ディスカッ

ションをしましょうと示し，言語活動の充実を図っています。報告書にお

戻りください。 

次に，報告書９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。報告書観点イを御覧ください。「日本の諸地域」では，初めの頁で，

写真や「まなびリンク」としてＵＲＬやＱＲコードを掲載し，各節の初め

に，「学習の視点」と説明を示しています。教科書付箋１のページを御覧

ください。第３章 日本の諸地域の導入ページです。単元に係る特徴的な

写真として「観察デッキから見た縄文杉」，その下「ライトアップされた

合掌造りの集落」などを掲載しています。ページ左下の「まなびリンク」

では，ウェブサイトのＵＲＬやＱＲコードを掲載して，学習に役立つ情報

を掲載したウェブサイトを見ることができるようにしています。付箋２の

ページを御覧ください。２節 中国・四国地方の導入ページです。タイト

ル横に「学習の視点」として，「人口集中や人口減少の視点から，中国・

四国地方の特色を考えていこう」と示し，左ページ中ほどには学習の視点

に関わる説明を記載し，生徒が主体的に学習に取り組めるようにしていま

す。報告書にお戻りください。観点オを御覧ください。「世界の諸地域」

では，学習内容を文章にまとめる活動や，各地域の特徴や問題点等につい

てまとめたり，話し合ったりする活動を設定しています。付箋３のページ

を御覧ください。北アメリカ州のまとめのページです。ページ下「③表現

しよう」として，２つの課題を示して，それぞれの課題について文章など

にまとめる活動を設定しています。また，「④意見を交換しよう」では，

「なぜ活力ある多様で先端的な産業が根付いてきたのか，その理由につい

て話し合ってみよう」として意見を交換する活動を設定するなど，言語活

動の充実を図っています。報告書にお戻りください。 
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次に，報告書１０ページ，帝国書院です。教科書の特徴を，観点イ「主

体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言語活動の充実」の２点で報告し

ます。報告書観点イを御覧ください。「日本の諸地域」では，各節の導入

で，イラストや地図，写真，「探してみよう！」，ＱＲコードなどを掲載す

るとともに，「節の問い」を示しています。教科書付箋１のページを御覧

ください。「中国・四国地方」の導入ページです。左上に「探してみよ

う！イラストの中には，小学校で学習したものも含まれています。あなた

が知っているイラストを見つけよう」とし，真ん中に中国・四国地方の地

図を，その周囲にイラストを掲載しています。ページをめくってくださ

い。「写真で眺める中国・四国地方」として，見開きで「瀬戸内海と来島

海峡大橋」の写真や地図などを掲載しています。ページをめくってくださ

い。単元名の横にはＱＲコードを掲載し，学習内容に係る情報を掲載した

ウェブサイトを見ることができるようにしています。また，その横には，

「第２節の問い」として，「中国・四国地方における交通網や通信網の整

備は，人々の生活や産業にどのような影響を与えているのだろうか」とい

う問いを示し，生徒が主体的に学習に取り組め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。「世界の諸地域」では，各

地域の特色と課題について整理し，「節の問い」への考えを説明する活動

や，持続可能な社会に向けてグループで話し合う活動を設定しています。

付箋２のページを御覧ください。南アメリカ州のまとめのページです。右

ページで「２ 地理的な見方・考え方を働かせて説明しよう」として，図

の下「ステップ１ この州の特色と課題を整理しよう」「ステップ２ 

『節の問い』への考えを説明しよう」「ステップ３ 【発展】持続可能な

社会に向けて考えよう」と３つのステップを示すことで，言語活動の充実

を図っています。報告書にお戻りください。 

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」と観点オ「言語活動の充実」の２点で報

告します。報告書観点イを御覧ください。「日本の諸地域」では，初めの

頁で，写真や「小学校で学習した内容」，「この章で主に着目する見方・考

え方」などを掲載し，各節の初めの頁にクイズを示しています。教科書付

箋１のページを御覧ください。「第３章 日本の諸地域」の導入ページで

す。単元に係る特徴的な写真として「別府温泉」や「吉野山の桜」などを

掲載しています。その下には「小学校で学習した内容」として，４年と５

年の学習内容を示しています。そして，左下にはこの章で主に着目する見

方・考え方として，「地域どうしのつながり」「地域」が示してあります。

付箋２のページを御覧ください。中国・四国地方の導入ページです。左ペ

ージ中ほどに，クイズとして「西粟倉村と岡山市の人口はどのくらいでし

ょうか」と各地方の地域的な特色を追求するためのテーマに関する問いを

示し，生徒が主体的に学習に取り組め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。「世界の諸地域」では，「アクティビ

ティ」として，各国の相違点や課題を表にまとめる活動や，観光用パンフ

レットに掲載するキャッチフレーズを考える活動などを設定しています。

付箋３のページを御覧ください。南アメリカ州のまとめのページです。ペ

ージ下「アクティビティ」では，「自然環境に配慮した観光客の誘致‐キ

ャッチフレーズづくり‐」という活動を設定しています。ガラパゴス諸島

の観光用パンフレットの表紙に掲載する「キャッチフレーズ」を考え，発

表したり，一番よいと思うものを選び，理由を書いて投票したりする活動

を示し，言語活動の充実を図っています。 

なお，現在使われている教科書は，始めに報告した「東京書籍」です。 

以上で，報告を終わります。 
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三好教育長  何か，御質問はありませんか。 

 

神原委員  今東京書籍を使われているということですが，今使っている教科書と新

しい教科書で内容的に変わっている点はありますか。変わっていないので

あれば，今使われている東京書籍について，使われている先生の感想を教

えてください。 

 

調査員 まず，内容の変更点ですが，来年度より中学校の学習指導要領が改定さ

れることに伴い，内容の構成が変わっています。東京書籍の目次の２ペー

ジを御覧ください。現行の教科書では，まず第１編が世界の地理について

学ぶことになっていますが，来年度より，第１編で世界と日本の姿とし

て，第１章で世界の姿を学んだ後，日本の姿を学ぶようになっています。

学習指導要領による変更点として，世界と日本の地域構成について，最初

の学習活動で設けることとなっています。また，地域調査ということで，

現行の教科書では，世界の諸地域を学んだ後，世界の国々を調べる調査が

ありますが，そこが無くなっています。第３編に日本のさまざまな地域と

して，第１章に地域調査の手法が入り，第４章に地域の在り方が入ってい

ます。以上が，構成が大きく変わった点です。 

また，現行の教科書について，全ての先生に調査したわけではありませ

んが，教科書の資料の大きさや写真の鮮やかさを子どもたちも気に入って

いるという意見を聞いています。 

 

三好教育長 構成が変わっているという変更点はどの教科書会社も同じですよね。そ

の中でも東京書籍について，特徴的な内容はありますか。 

 

調査員  学習指導要領の変更に関わることについて，知識及び技能の確実な習得

として，現行の教科書にも技能を身につけるためのコラムやスキルアップ

のページがありますが，資料を活用する力を鍛えようということで，特設

のページができています。教科書７２ページを御覧ください。資料を活用

する力を鍛えようとして，資料の見方や考え方を身につけるために，資料

を読み取る，２つの資料を比較するなど，考える活動を促すページがあり

ます。 

 

菅田委員 現行の東京書籍の教科書が使いやすいということをお聞きしましたが，

逆に，変えてほしい，使いにくいという意見があがっていれば教えてくだ

さい。 

 

調査員  使いにくい点は，聞いておりません。 

 

横藤田委員 調査観点の一つにもありますが，昨今，日本では災害が問題になってい

ると思いますが，それぞれの教科書の特徴を教えてください。 

 

調査員 地理的分野の主な改定の要点の１つとして，防災学習の重視がありま

す。報告書の観点ウを御覧ください。観点ウでは日本の諸地域における自

然災害，防災，減災の内容について調査しています。順に説明します。 

東京書籍です。自然災害と防災，減災への取り組みとして，様々な自然

災害や被災地への支援，防災対策と防災意識などを見開きで掲載していま

す。教科書１６４ページを御覧ください。ここでは，自然災害と防災・減

災への取り組みとして，見開きで様々な自然災害や防災対策，被災地への

支援を掲載しています。次のページをめくってください。震災から命を守

る，防災について地震や津波の特設ページを設けています。 
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次に，教育出版です。自然災害と向き合うとして，地震と火山，気象災

害などを，「災害から身を守るために」として掲載しています。１５８ペ

ージを御覧ください。「自然災害に向き合う」として様々な地震，火山や

気象災害について見開きで掲載しています。次のページを御覧ください。

「６ 災害から身を守るために」として，災害予測の大切さ，災害への支

援と復興について掲載してあります。 

次に，帝国書院です。日本の様々な自然災害として様々な気象災害など

を，自然災害に対する備えとして，防災の工夫などを掲載しています。１

４８ページを御覧ください。日本の様々な自然災害として，このページで

は見開きで地震と火山，様々な気象災害について掲載してあります。ペー

ジをめくってください。自然災害に対する備えとして，このページでは，

防災への工夫や災害への対応について，さらに１ページめくっていただく

と，技能を磨くとして，ハザードマップの読み取り方や防災情報の入手の

仕方が掲載してあります。 

次に日本文教出版です。地震・火山，気象災害からみた日本の地域的特

色と地域区分として，地震や津波による災害や様々な気象災害を，災害に

備えるためにとして，防災・減災への工夫などを６ページにわたり掲載し

ています。１４４ページを御覧ください。地震，火山災害から見た日本の

地域的特色と地域区分として，地震や津波による災害や火山噴火による災

害を記載しています。次のページを御覧ください。気象災害からみた日本

の地域的特色と地域区分として，様々な気象災害，自然災害などを掲載し

てあります。さらに次のページをめくってください。災害に備えるために

として，防災，減災への取り組みや，どのように災害と向き合うかなどを

掲載しています。次のページには，釜石の奇跡がなぜ起きたのかや，チャ

レンジ１としてハザードマップをより深く知り，使うためにということを

掲載しています。 

 

三好教育長 現行の東京書籍で特に課題等は無いということ，また，学習指導要領が

変わったことで全体の構成が変わっているのはどの教科書会社も同じとい

うことですが，今の説明を聞いて，特徴的な内容やこの会社のこの部分と

いうのがありましたら出してください。また，調査員から，説明した質疑

以外の部分も含め，何か特徴的なものがあれば紹介してください。 

地理・歴史・公民について，現在は東京書籍ですが，仮に今回，それぞ

れの教科書会社が別になった場合に支障はありますか。調査する中で，意

見等が出ていれば教えてください。 

 

調査員  地理・歴史・公民について，現在同じ東京書籍を使っていますが，東京

書籍の特徴として，三分野が関連しており見やすいという点があります。

同じ単元・内容を扱ったときに，同じ写真が使われており，地理・歴史・

公民のつながりがわかりやすい，ということはあると思います。しかし，

分野の関連は各出版社とも示されていますので，別々の出版社になったと

しても問題はないと思います。 

 

三好教育長 地理的分野について，現行で問題が無いということで，あえて変えると

いうことが無ければ，現行という選択もありますが，御意見ありましたら

お願いします。 

 

菅田委員 どの教科書もＱＲコードなどがあって，進化していると思います。現行

にこだわる必要はないと思っていますが，東京書籍が力を入れている，グ

ラフを読み取る力は今後大切になってくると思います。また，絵や写真が

きれいで見やすく，現行で特に支障がないということであれば，福山の教
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育を考えても，自分たちで考えるという点に力に置いている，東京書籍が

いいと思います。 

 

三好教育長 それでは，社会（地理的分野）につきましては，東京書籍と考えます

が，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

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

籍を採択いたします。 

 

横藤田委員  一点だけ，東京書籍で問題無いと思いますが，中国地方のところに赤潮

の記載がありますが，最近赤潮はあまり聞かないので，次回以降検討いた

だければと思います。 

 

三好教育長 ありがとうございます。 

次に，社会（歴史的分野）について，説明をお願いします。 

 

調査員 報告書の１１ページをお開きください。歴史的分野は，「東京書籍」か

ら「学び舎」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」と観点オ「言語活動の充実」の２点で報告し

ます。観点イを御覧ください。教科書付箋１のページを御覧ください。

「第５章 開国と近代日本の歩み」の導入ページでは，導入の活動として

「近代化とはどのようなことか考えよう」と活動を示し，見開きで絵図や

写真を掲載しています。左下ページでは，ペリーなどのイラストを用いた

年表を掲載しています。また，右ページ中では，「みんなでチャレンジ」

でグループ学習を示しています。さらに，右下には章の探究課題として

「近代化によって，日本の国家や社会はどのように変化したのでしょう

か」と問い，その下に各節の課題を示し，生徒が主体的に学習に取り組む

ようにしています。報告書にお戻りください。観点オと付箋２のページを

御覧ください。近世の学習の「まとめの活動」として，「近世で最も活躍

した身分はどれだろう」と示し，その下「みんなでチャレンジ」では

「（３）武士・百姓・町人のうち最も活躍した身分を挙げ，その理由や根

拠を『ピラミッドストラクチャ」にまとめましょう」としています。その

下には「ピラミッドストラクチャとは？」を設け，思考ツールを活用した

活動を設定し，言語活動の充実を図っています。 

次に，報告書１２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。観点イを御覧ください。教科書付箋１のページを御覧ください。

「第５章 日本の近代化と国際社会」の導入ページでは，上部に「江戸湾

に現れた軍艦」の絵図を示すとともに，キャラクターの吹き出しにより，

「この軍艦はどこの国のものだろう」という問いを示しています。ページ

下にはこれから学習する時代の年表を掲載しています。ページをめくって

ください。「学習を始めよう～近代の暮らしと社会」として当時の様子を

描いた絵図を並べるとともに，左ページ下にＱ１「上の絵の中で江戸時代

と違っているところはどこでしょうか」などの問いを示し，生徒が主体的

に学習に取り組むようにしています。報告書にお戻りください。観点オと

付箋２のページを御覧ください。「近世の日本と世界」の学習のまとめで

は，「近世の時代の特色を考えよう」とし，６では「江戸時代の様子を描
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いた絵について，前の時代の様子と比較して説明してみよう」と活動を設

定しています。さらに，「７ 近世がどのような時代だったかを表現し，

その理由を説明しよう」として，自分の考えを文章にまとめる活動を示

し，言語活動の充実を図っています。 

次に，報告書１３ページ，帝国書院です。教科書の特徴を，観点イ「主

体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言語活動の充実」の２点で報告し

ます。観点イを御覧ください。教科書付箋１のページを御覧ください。

「第４章近代（前半）」の導入ページでは，章のタイトル「近代国家の歩

みと国際社会」の下に章の問いとして「『近代化』による，政治や社会の

大きな変化とは何か」と示しています。また，その下には第１節の問いと

して，「『近代化』の進展で，欧米諸国の政治や社会はどのように変化した

のだろうか」と示しています。付箋２のページを御覧ください。「タイム

トラベル 明治時代を眺めてみよう」として，見開きで特設ページを設

け，明治時代の様子を描いた絵図を示し，右ページ上「前の時代と比べて

特色を考えよう」と資料読み取りの活動を示し，生徒が主体的に学習に取

り組むようにしています。報告書にお戻りください。観点オと付箋３のペ

ージを御覧ください。「武家政権の展開と世界の動き」の学習のまとめで

は，右ページ，ステップ１「章の問いに対して自分の考えを整理しよう」

ステップ２「話し合いを通して自分の考えを深めよう」ステップ３「この

時代の特色を理由とともに説明しよう」の３段階のステップを設けて，自

分が重視した歴史的な見方・考え方を明らかにして文章をまとめる活動を

示し，言語活動の充実を図っています。 

次に，報告書１３ページ，山川出版社です。教科書の特徴を，観点イ

「主体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言語活動の充実」の２点で報

告します。観点イと，教科書付箋１のページを御覧ください。「第５章 

近代の日本と国際関係」の導入ページでは，ページ上に「岩倉使節団」の

写真や「黒船来航図」の絵図などこれから学ぶ歴史的事象を示していま

す。また，年表でこれから学習する内容を日本史と世界史の年代を上下に

分けて掲載し，生徒が主体的に学習に取り組むようにしています。報告書

にお戻りください。観点オと付箋２のページを御覧ください。「近世の日

本」のまとめでは，「１ 世界はどのようにして一体化へと向かっていっ

たのだろう」「２ 近世の政治と社会は，どのような仕組みを持っていた

だろう」右ページ「３ 近世の日本は，世界とどのようにつながっていた

だろう」などの５つの問いを設定し，学習をまとめる活動を示し，言語活

動の充実を図っています。 

次に，報告書１４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。観点イを御覧ください。見開きで，絵図，写真，地図で歴史的

事象を示し，キャラクターの言葉を掲載し，資料を読み取る問いを示して

います。教科書付箋１のページを御覧ください。「第５編 第１章 日本

の近代化」の導入ページでは，「江戸時代の江戸のようす」や「明治時代

の東京のようす」などの絵図を掲載し，キャラクターの吹き出しで「和服

以外の服を着ている人もいるけど，それはどうしてだろう」と，問いを示

しています。ページをめくってください。「地図で見る世界の動き」とし

て，「１９世紀後半の世界と日本」の地図を見開きで掲載し，左ページ下

には，この単元の学習範囲の年表を示し，生徒が主体的に学習に取り組む

ようにしています。報告書にお戻りください。観点オと付箋２のページを

御覧ください。「近世の日本と世界」のまとめでは，右ページ，「アクティ

ビティ 幕府の収入に着目して，近世の特色にせまろう」とし，学習の流

れとして，ステップ１「江戸幕府の収入もどのような特色があるでしょう

か。」ステップ２「幕府はどのような改革を試みたでしょうか。」ステップ
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３「近世の特色を説明しましょう」と３段階のステップを設けて，自分の

考えを文章にまとめる活動を示し，言語活動の充実を図っています 

次に，報告書１４ページ，育鵬社です。教科書の特徴を，観点イ「主体

的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言語活動の充実」の２点で報告しま

す。観点イを御覧ください。１頁を使い，絵図，地図で歴史的事象を示

し，学習範囲を示す年表，キャラクターの言葉を掲載しています。教科書

付箋１のページを御覧ください。「第４章 近代の日本と世界」の導入ペ

ージでは，上部にこの時代の学習範囲を示す年表スケールを掲載し，中ほ

どには「咸臨丸」の絵図と地図を掲載するとともに，キャラクターの吹き

出しで「どんな人たちが乗っていたのかな」など問いを示しています。付

箋２のページを御覧ください。「鳥の目で見る近代 歴史絵巻」では，見

開きで，この時代の歴史的事象を時系列に掲載しています。次のページを

めくってください。「虫の目で見る近代」では，「文明開化のようすを見て

みよう」として，見開きで絵図を示し，ページ下「Ｑ１ この絵にはどん

な人たちがえがかれていますか？どういう職業の人がいますか？」などの

問いを示し，生徒が主体的に学習に取り組むようにしています。報告書に

お戻りください。観点オと付箋３のページを御覧ください。「近世の時

代」の学習のまとめでは，右ページ６「この学習のまとめの作業を手がか

りにして，この時代はどのような時代だったといえるのかを考え，その理

由とあわせてノートに書いてみましょう。また，それぞれの考えをみんな

で話し合ってみましょう」とし，１～５の活動を手掛かりに，「この時代

はどのような時代だったといえるのか」を自分の考えを文章にまとめ，話

し合う活動を示すなど，言語活動の充実を図っています。 

次に，報告書１５ページ，学び舎です。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。観点イを御覧ください。見開きで年表スケールや歴史的事象を示す写

真や絵図を掲載しています。それでは，教科書付箋１を御覧ください。

「第６章 世界は近代へ」の導入ページでは，左ページ端にこの時代の学

習範囲を示す年表スケールを掲載しています。また，見開きで「万国博覧

会に見る世界」の絵図や写真など掲載するとともに，万国博覧会が開催さ

れた都市の位置を，北極を中心とした地図に示し，右上に近代の学習課題

を掲載し，生徒が主体的に学習に取り組むようにしています。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。「第３部近世（４

章・５章）の学習のまとめ」では，右ページ「３ 第３部に出てきた次の

人物たちに，インタビューをして，記事を書きましょう」として，「豊臣

秀吉」や「大阪の大商人」など近世の学習で出てきた人物にインタビュー

を行う学習活動を示しています。また，４では「３の人物インタビューの

発表を聞いて，近世・江戸時代はどんな時代だったか考えましょう」と示

し，「翔太さんは次のように書きました。」と自分の考えを文章でまとめた

例を示し，言語活動の充実を図っています。 

なお，現在使われている教科書は，始めに報告した「東京書籍」です。 

以上で，報告を終わります。 

 

三好教育長 何か，御質問，御意見はありませんか。 

 

神原委員 さきほどの地理のところで聞けばよかったですが，学習指導要領が変わ

り，言語活動の充実が図られる中で，「対話をしよう」や「考えをまとめ

よう」のような見開きのページが最後に用意されています。対話や考えを

まとめるというのは生徒個人にまとめさせたら終わりなのか，先生の手引

きなど，教科書の付則本や指針のようなもので，ある程度の着地点がある

ものなのか，どちらでしょうか。 
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調査員 各出版社とも，まとめの活動を設定しています。御質問の主旨は，まと

めの活動にあたって解答例があるかどうかということでしょうか。 

 

神原委員 何もないと担任次第になると思います。教科書を見ると，ピンポイント

な答えがある問題ではなく，幾通りも答えが考えられるようなつくりにな

っており，それぞれの生徒が意見を言っただけで終わるのか，何か着地点

のようなものがあるのでしょうか。 

 

調査員 それぞれの出版社で着地点はあると思いますが，それぞれの生徒の視点

は違いますので，それを１つの方向に導いていくということは教師がする

ことではないと思います。しかし，子ども同士が意見を交流する中で，自

分の考えを修正していくということはあると思います。 

 

神原委員 一つの答えに導くということより，対話したり考えたりするプロセス自

体を重要視するということでしょうか。 

 

井上学びづく

り課長 

今回の言語活動の充実については，各単元末における対話を調査の視点

と方向にしています。単元末で行うということは，これまでの学習で身に

つけてきた知識や理解，思考力，判断力をフル活用して，自分の考えをも

つということです。そして，今回の学習指導要領の対話で一番重要視され

ているのは，習得した知識，技能をもとに，物事を多面的にみて自分の考

えをもった上で，対話を通して考えを広げたり，深めたりすることです。

１つの結果に執着することが目的ではなく，友達や教師との対話で自分の

考えを広げたり，考えが変わったり，深めたりするということを目的に言

語活動の充実が位置づけられています。 

 

三好教育長 教科の特性にもよると思いますが，各教科をこえて，対話をしながら広

げる，深めるということが大切だと思います。内容によっては答えが１つ

に向かうものもあれば，向かうにしても，その過程の中で視点やそこに至

る考え方，経験が対話の中で出てくることによって，知識や理解が深まっ

たり広がったりすると思います。 

 

神原委員 これは質問ではなく，どちらかというと意見になると思いますが，社会

というのはこれまでの国の出来事や先人立ちの行いから学び，将来に生か

す術を身につけるということが大きな目的だと考えていますので，出来事

や歴史上の事象の知識をある程度身につけることは必要だと思います。先

ほどの質問は，言語活動の充実に重きを置くのであれば，時間をそれなり

に取る必要があり，知識を習得する時間とのバランスが難しいと思いま

す。今使っている東京書籍は写真やイラストが多く，子どもは関心をもつ

と思いますが，活字による歴史上の情報量がやや少ないという印象を受け

ています。これが今の教育現場のニーズということであればそれでいいと

思いますが，私が歴史を習っていたときと比べると情報量が減り，写真や

イラストが増えているのはどうなのかというのが正直な感想です。 

 

三好教育長 今の御意見に関連して，写真や文字の情報量のことで意見や感想等はあ

りますか。 

 

菅田委員 私も神原委員と同じ意見で，歴史は知識の部分が大きいのではないかと

思います。社会という教科では，自分のものさしをもち，どういう考えを

もって生きていくかということを，いろんな人の意見を聞きながら，問い
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求めていくという作業が大切になると思います。そして，ものさしは一つ

でなく，いろんなことを考える上で，特に歴史は過去の事象を踏まえて考

えることが大切だと思いますので，情報量があるほうがいいと思います。

また，歴史の教科書は時代の流れが大事だと考えていて，日本史だけをや

っていくと世界の流れがわからない部分があるので，日本史と世界史の流

れが横軸で理解できるという点で，山川出版社の教科書がいいのではない

かと思います。社会に限らず，各教科の説明のときに，現状使っている教

科書について，先生や子どもたちの意見を最初に教えてください。今使っ

ている東京書籍や他の教科書が悪いということではありませんが，私が考

える歴史の教科書のイメージと子どもたちに学んでもらいたいイメージと

で，山川出版社がいいのではないかと思います。 

 

横藤田委員 先ほどから出ている最後のまとめの部分ですが，主体性を求める教育の

流れはわかりますが，実際の授業の中ではグループディスカッションなど

は行われていますか。 

 

井上学びづく

り課長 

歴史でいうと，歴史上の年代，名前，出来事などを暗記することも重要

ですが，時代の流れを踏まえ，自分の考えを持った上で討論していくこと

によって，さらに知識や技能が定着していくということです。新しい学習

指導要領では生きた知識という言い方をしていますが，生きた知識を活用

する，定着することが大切だと考えていますので，各学校で工夫して，こ

れまで学んだ知識や技能を活用した討論を行っています。 

 

三好教育長 現行の教科書について，感想や評価を教えてください。 

 

調査員 現行の東京書籍について，資料が大きく扱われており，見やすいという

声を聞いています。歴史の授業でいうと，教科書以外に，資料集，副教材

が使われることもありますが，教科書の中にこれだけの資料があるので，

資料集を使わなくても授業を進めることができる点は評価されています。

また，先ほどのまとめの活動については，最初の導入部分で，この時代を

通してこんなことを考えるという大きなテーマが設定してあり，歴史の

様々な事象を学んだ後に，最後のまとめで討論をするという使い方をして

いると聞いています。 

 

三好教育長 学習した内容を使って一つのテーマで議論するという点では，後半の部

分は他の教科書会社も同じですよね。 

 

調査員 はい。 

 

三好教育長 御意見の中で，歴史を学ぶことの意義，世界と日本の歴史のつながりな

どを踏まえ，具体的に山川出版社という名前が出ていますが，他に意見は

ありますか。 

 

神原委員 私も山川出版社で賛成です。現行を変えるというのは，これまでの教え

方を変えるということで，現場の混乱や教師への負担にもなろうかと思い

ますが，教科書を読ませていただく中で，山川出版社の教科書は，事が起

こる前の状況からスタートし，例えば，農民や民衆への影響まで触れてあ

るなど，出来事が起きた後の状況までの流れが理解しやすいと思います。

例えば，第一次世界大戦はこれまでの戦争と同じように，当初は早く終わ

ると考えられていたが，４年も長期化したのは世界で産業革命が起こって 

軍事力が高まったからだ，というところまで書いてあり，ところどころで
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リンクさせたり，流れを示したりというのが上手に表現されていると私は

思いました。文字量だけでいうと，知識詰め込みと思われるかもしれませ

んが，流れを示してあるという点で，山川出版社への変更で賛成です。 

 

菅田委員 今の意見に加えて，例えば，条約などが，他の教科書では簡単にまとめ

て書いてありますが，山川出版社の教科書では，縦書きできちんと書いて

あります。高校とのつながりでいうと，高校では知識量も増えてくると思

いますので，他の教科書よりも，これからつけていってもらいたい知識が

まとめて書かれており，山川出版社がいいと思います。 

 

横藤田委員 私も，まとめの部分について，他の教科書に比べ，山川出版社は大きな

質問から子どもの主体性をのばそうとしている点で良いと思います。ま

た，私たちが歴史を学ぶ上で高校に入って困ったことが，世界史と日本史

とがリンクしないところがあったことです。山川出版社の教科書では，他

の教科書に比べ，各単元の最初で日本史と世界史の流れが大きく書かれて

おり，山川出版社がいいのではないかと思います。 

 

三好教育長 それでは，社会（歴史的分野）につきましては，「山川出版社」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，社会（歴史的分野）につきましては，「山川

出版社」を採択いたします。 

ここで，一旦休憩といたします。１０時４５分に会議を再開します。 

 

（休憩） 

 

三好教育長 それでは，再開します。 

次に，社会（公民的分野）について，説明をお願いします。 

 

調査員 報告書の１６ページをお開きください。 

公民的分野は，「東京書籍」から「育鵬社」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１７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。報告書観点イと，教科書付箋１のページを御覧ください。「終章 

より良い社会を目指して」の導入ページです。キャラクターの吹き出しに

「持続可能な社会の実現に向けて，私たちには何ができるのでしょうか」

について自分にできることを提案する活動を設定しています。１ページめ

くってください。ページ上部に「課題把握」「課題探求」「意思決定」「提

案参加」と４つの過程を示し，右ページ「２ 持続可能な社会を実現する

ために」では，「五つのテーマの中から，解決すべき課題を設定しよう」

として，「課題把握」の具体例を示しています。１ページめくってくださ

い。「課題探求」として「資料を集め，探究しよう」，右ページ「意思決

定」「提案参加」として「アクションプランとしてレポートをまとめよ

う」を示し，生徒が主体的に学習に取り組めるようにしています。報告書

にお戻りください。観点オと，付箋２のページを御覧ください。「私たち

と経済」のまとめの活動として「コンビニエンスストアのお弁当を企画し

よう」を設定し，その下「みんなでチャレンジ」では，（１）で思考ツー
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ルであるウェビングを活用する活動や（６）においてクラスで発表し合

い，意見交換をする活動などを設定しています。また，右ページ下「第４

章の探究課題を解決しよう」として，探求課題「これからの社会で，私た

ちはどのように経済に関わっていくべきでしょうか」に対して，自分の言

葉でまとめる活動を設定し，言語活動の充実を図っています。 

報告書にお戻りください。次に，報告書１７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，教科書付箋１のページ

を御覧ください。「終章 私たちが未来の社会を築く」では，持続可能な

未来に向けて考える単元となっています。２ページめくってください。左

ページ上の表「１ 持続可能性を妨げる主な課題」に対する自分なりの取

り組みを考えるため，ページ中ほどに，紫の囲みで「私の提案『自分を変

える，社会を変える』をつくる手順」として，「（１）テーマを選ぶ」

「（２）私の提案『自分を変える，社会を変える』を実際に作る」と示

し，生徒が主体的に学習に取り組めるようにしています。報告書にお戻り

ください。観点オと，付箋２のページを御覧ください。第４章「私たちの

暮らしと経済」のまとめの活動として，「第４章全体のテーマについて，

次の問いに答えよう」と設定し，全体のテーマ「私たちの暮らしにおい

て，経済活動はどのような意味があるのだろうか」について，「①自分の

一日の生活を振り返って，そのうち３つの行動を取り上げ，経済活動とど

のようなつながりがあるのか，下の例を参考に考えよう」など，自分の考

えを文章で書く活動などを示し，言語活動の充実を図っています。 

報告書にお戻りください。次に，報告書１８ページ，帝国書院です。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，教科書付箋１のページ

を御覧ください。最後の単元第２章「課題の探究」では，単元を通して，

持続可能な社会の実現に向けて，レポートを作成する活動を設定していま

す。右ページ上，「レポート作成の手順」として，「課題を決めよう」「資

料を集めよう」「考察しよう」「レポートを書こう」の手順と具体例を示

し，生徒が主体的に学習に取り組めるようにしています。報告書にお戻り

ください。観点オと，付箋２のページを御覧ください。「財政」の学習の

振り返りでは，章の問い「国民の生活と福祉の向上を図るために，政府は

どのような役割を果たすべきなのだろうか」に対して，右ページ「２ 見

方・考え方を働かせて考えよう」でステップ１「自分の考えを整理しよ

う」ステップ２「意見交換を通して自分の考えを深めよう」ステップ３

「章の問いへの答えを理由とともに考えよう」の３段階のステップを設け

て，自分の考えを文章でまとめる活動を示し，言語活動の充実を図ってい

ます。 

報告書にお戻りください。次に，報告書１８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。報告書観点イと，教科書付箋１

のページを御覧ください。「第５編 私たちの課題‐持続可能な社会をめ

ざして‐」では，持続可能な社会を実現するために，政策を提案する活動

を設定しています。「１ テーマの設定‐これからの社会をどんな社会に

したい？」として，最初の手順を示しています。１ページめくって，右ペ

ージ「２ 資料の収集と読み取り」，１ページめくって，「３ 考察と構

想」，さらに１ページめくって「４ まとめと評価」として，手順を４つ

示し，生徒が主体的に学習に取り組めるようにしています。報告書にお戻

りください。観点オと，付箋２のページを御覧ください。社会の課題を考

える学習「チャレンジ公民」として「社会保障のあり方について考えよ

う」を設定しています。「あなたが国民ならどちらの政党に投票するか，
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考えてみましょう」と視点を示し，「問１ それぞれの党の政策には，ど

のような利点と問題点があるでしょうか。グループで話し合い，整理して

みましょう。」右ページ「問２ 与党の政策をよりよいものにするため

に，どのような改善できるでしょうか」とグループで話し合う活動や自分

の意見を述べる活動を示し，言語活動の充実を図っています。 

報告書にお戻りください。次に，報告書１９ページ，自由社です。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，教科書付箋１を御覧くだ

さい。「課題の探求」では，教科書で学習した知識を活用して，自分の考

えをまとめてレポートや卒業論文をつくる活動を設定しています。１ペー

ジめくってください。「『持続可能な社会をつくるために私たちは何ができ

るか』を考え，『卒業論文』を作成してみよう」として，ページ中ほどに

「（１）課題をみつけよう」と最初の手順を示しています。右ページで

「（２）選択した課題について調べよう」「（３）解決の方法を考えてみよ

う」「（４）卒業論文にまとめる」として，手順を４つ示し，生徒が主体的

に学習に取り組めるようにしています。報告書にお戻りください。観点オ

と，付箋２を御覧ください。「第４章 国民生活と経済 学習のまとめと

発展」では，学習の発展として「①江戸時代の家庭にはなくて，現代では

どこの家庭にもある家庭用品を１０ほどあげ，それらがなければ，生活が

どのように変わるか考えてみよう」など５つの課題のうち１つを選んで，

約４００字でまとめる活動を示し，言語活動の充実を図っています。 

報告書にお戻りください。次に，報告書１９ページ，育鵬社です。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，教科書付箋１のページを

御覧ください。「よりよい社会を目指して」では，「何ができるのか」「ど

うするのがよいか」について，レポートやプレゼンテーションで表現する

活動を設定しています。１ページめくってください。「１ テーマを決め

よう」として最初の手順を，１ページめくって「２ 課題探究の計画を立

てよう」，右ページで「３ プレゼンテーションしよう」，１ページめくっ

て「４ 内容の見直し」「５ レポート作成」として，５つの手順を示

し，生徒が主体的に学習に取り組めるようにしています。報告書にお戻り

ください。観点オと，付箋２のページを御覧ください。「経済のこれか

ら」では，タイトル横に「第４章で学んだことを振り返りながら，企業の

社会的責任（ＣＳＲ）について考え，これからの社会に求められる企業と

はどのような企業か，ポスターツアーを行ってみましょう。」として，１

では，コンビニエンスストアに共通の課題を調べる活動，右ページ２で

は，「行動計画２０３０」をＰＤＣＡサイクルに基づく活動に従って話し

合い，作成する活動を示し，言語活動の充実を図っています。 

なお，現在使われている教科書は，始めに報告した「東京書籍」です。 

以上で，報告を終わります。 

 

三好教育長 続けて，現在の教科書の評価をお願いします。 

 

調査員 現在使われている東京書籍では，各単元の最初の導入の活動と最後のま

とめの活動がリンクしてつながっているという点が大きな特徴です。現在

の教科書でも同じように，各単元の導入と最後のまとめの活動のつながり

があります。例えば，７６ページをお開きください。第３章 現在の民主

主義政治と社会，という政治的な内容を取り扱う単元の最初の導入では，

誰を市長に選ぶ，という設定で，Ａ～Ｄの候補者の中からいろいろな視点

で候補者を選ぶという活動を設けています。１２２ページをお開きくださ

い。この単元の最後，まとめの活動として，「Ｓ市の市長になって条例を
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つくろう」と，この単元で学んだことを生かしてまとめの活動の設定がさ

れています。また，現行の教科書でいいますと，地方自治を学ぶ単元で，

鞆の浦学園の前身である鞆中学校の取組が掲載され，福山市の学校が取り

上げられていることから，生徒にとって身近であるという声を聞いていま

す。 

 

三好教育長 御質問，御意見をお願いします。 

 

三好教育長 公民について，最初の地理のように，学習指導要領の改訂で大きく構成

が変わったことや共通して変更になったところなど，変更点を説明しても

らえますか。 

 

調査員 今回の公民的分野の改訂の要点ですが，現代社会の特色，文化の継承と

創造の意義に関する学習の一層の重視ということで，文化を扱う内容が重

視されています。また，現代社会を捉える枠組みを養う学習の一層の充実

として，大きく構成の変更はありませんが，内容の充実が図られていま

す。もう一点，社会に参加する態度の一層の重視ということで，先ほど説

明しました観点イになりますが，終章のまとめとして，自分なら何ができ

るかという視点での取り組みは各者共通しています。 

 

三好教育長 二点目の現代社会を捉える枠組みのところが聞こえにくかったので，も

う少し説明してもらえますか。 

 

調査員 現代社会を捉える枠組みということで，現行の教科書でも取り扱われて

いますが，第一章として，グローバル化，情報化，少子高齢化など現代社

会の特徴の内容を充実させるという点は各出版社で共通しています。 

 

三好教育長 そもそもの公民的分野を学ぶ目的について，確認の意味で説明してくだ

さい。 

 

調査員 中学校第３学年という義務教育最後の学習として，それまで学んだ地

理，歴史も活用しながら，現代社会について学び，これから社会に出る子

どもたちに必要な選挙や経済，政治的な部分についての学習として位置付

けられています。 

 

神原委員 観点イの，より良い社会を目指して，持続可能な社会を実現するという

テーマについて，子どもたちが主体的に考えて，議論や考え，意見を出し

合うという章はとても大切なテーマだと思いますが，実際に今の子どもた

ちが能動的に関心をもって，積極的に議論できるようなしかけ，という意

味で充実しているのはどこだと思いますか。 

 

調査員 持続可能な社会づくりに向けて，社会参加の意識を高めるという点は，

今回の学習指導要領の基本的な考えとして位置づいています。各者共通す

る点として，ＳＤＧｓは，いろんな形で取り扱っており，最後の終章で，

それまで学んだことを文章にしたり，プレゼンテーションを行う活動を設

けています。例えば，現在使っている東京書籍では，全てを通して，持続

可能な社会の実現に向けた視点を示しています。最初の見開きのページに

は，これからの社会を考え，持続可能な社会の実現に向けてということ

で，環境，エネルギー，防災，安全などをマークで示しながら説明してい

ます。５１ページを開いていただくと，北海道白老町に作られる国立アイ

ヌ民族博物館を紹介し，人権と平和，伝統と文化という視点を与えて学習
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がつながる工夫が見られます。 

 

横藤田委員 神原委員に質問ですが，私たちが習ってこなかった，ディベート教育と

いう視点で，裁判員裁判に参加するにあたり，今の子どもたちに必要なこ

となど，どう思われますか。 

 

神原委員 日本人の良いところでもあり，悪いところでもありますが，協調性，自

分の意見や考えをはっきり言うのが苦手で，特に知らない人の中だと，思

っていても言わない方もいます。そういう意味では，裁判員裁判だと，一

人が言った意見に周りが賛同して決まっていくという怖さもありますが，

法律を知らなくても，素朴な市民感情で意見を積極的に言っていただき，

いろんな意見の中で淘汰されてまとまっていくという過程を重んじている

から導入されているのだと思います。裁判員裁判ひとつをとっても，今ま

では必要なかった能力かもしれませんが，自分の意見をもって発言すると

いうことが，今後ますます必要になってくると思います。 

 

横藤田委員 私も同感で，そういったことが重視されている教科書がいいと思いま

す。 

 

菅田委員 公民分野は知識として持たないといけないものもたくさんありますが，

その知識を使ってどう考えるかということにも時間を取る必要があると思

います。現行の東京書籍の教科書は，私は親切すぎるような気がしてい

て，考える力を養うという意味では，懇切丁寧に書かれすぎている気がし

ます。特徴的な良い部分ではありますが，資料について，すごくしっかり

載せてくださっている。わかりやすく，理解しやすいですが，全体をみる

と，資料が多いため，見にくいところもあるなと感じました。どの教科書

も，情報量と考えるところのバランスが難しくなっているような感じがし

ます。現状，東京書籍を使っていて，特に問題ないのであればそれでもい

いですが，個人的には帝国書院が良いと思います。考えさせる部分でとて

も距離感が良く，例えば，２０４ページのレポート作成でも，あまり例を

あげすぎず，一方でどうやるかはきちんと書いてあるなど，これに限りま

せんが，親切すぎないバランスという点で，私は帝国書院が良いのではな

いかと思いました。 

 

三好教育長 調査の過程で，考えるという部分について，親切すぎるや丁寧すぎると

いう意見があれば紹介してください。 

 

調査員 現行の東京書籍について，子どもたちがこの教科書をみたとき，先生の

指導がなくても一人で読み進めることができるという点で良い，という意

見はありました。他の教科書について，そういった話は出ていません。 

 

三好教育長 菅田委員から帝国書院という名前を出していただきましたが，現行で特

に問題は無いという方向を変える大きな理由として，帝国書院のここが良

いという意見や，他の会社も含めて，意見をいただけますか。 

 

神原委員 確かに東京書籍は，丁寧すぎたり，逆に淡泊な記載もあるように思いま

す。今使っているというところで慎重に，批判的な見方をしている部分も

ある気はしますが，私は，公民というのはそれぞれが考えや意見を持ち，

他者の意見を尊重し，社会で責任ある行動をとるよう導く科目で，歴史と

は反対の意見を言うようですが，先ほど横藤田委員が言われたディベート

などを通して養っていく力だと思います。そういう視点でみると，東京書



- 17 - 

籍は，例えば，法律の観点で，あってはいけない違いなのか，あっても良

い違いなのかという視点で考えたり，コンビニのお弁当企画やどこかの市

の自転車の使用ルールを考えるなど，子ども同士が議論しやすいテーマが

比較的多い印象を受けており，東京書籍のままでも良いと思いました。ま

た，法律関係者の視点として，憲法について他の教科書と比較しました。

中には疑問に感じる会社もありましたが，東京書籍では，国民１人１人に

保障されている人権からスタートしており，子どもたちも比較的理解しや

すいと思います。また，選挙の流れがしっかり書かれていたので，選挙や

国政に関心をもってもらうという意味で好印象でした。 

 

横藤田委員 公民という分野はなじみやすさがあると思います。ＳＤＧｓがこれから

のキーワードになるとすると，現状使っており，なじみやすさという点で

は東京書籍が良いと思います。自分で市長を選んでみようという，一見奇

抜な感じもありますが，子どもとしては興味を持ちやすいと思います。菅

田委員の言われることもよくわかります。 

 

三好教育長 それぞれの特徴を踏まえて御意見をいただき，現行の東京書籍を変える

という積極的な意見も出ていませんので，「東京書籍」と考えますが，い

かがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

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

書籍」を採択いたします。 

次に，地図について，説明をお願いします。 

 

調査員 報告書の２０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２１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」との２点で報

告します。観点アと，教科書付箋１のページを御覧ください。巻頭のペー

ジです。「この地図帳の地図記号」として，この地図帳で掲載されている

地図記号などを示しています。次のページでは，「この地図帳の活用方

法」として「１ 一般図を見てみよう」や右ページ「２ テーマ地図やグ

ラフ・写真などの資料を見てみよう」などを設け，地図の見方を掲載して

います。報告書にお戻りください。観点イを御覧ください。付箋２のペー

ジを御覧ください。ヨーロッパ州のテーマ資料②です。「１ ヨーロッパ

の言語分布」では，キャラクターの吹き出しで「一つの国の中で，地域に

よって使う言葉がちがって，困ることはないのかな」という問いを示して

います。また，「ジャンプ」というマークを設け，別ページにある関連性

の深い内容を示しています。付箋３のページを御覧ください。下の「３ 

世界の言語」が関連性の深い資料として掲載されています。このように，

生徒が主体的に学習に取り組むようにしています。 

次に，報告書２１ページ，帝国書院です。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」との２点

で報告します。観点アと，教科書付箋１のページを御覧ください。巻頭の

ページです。「この地図帳の凡例」として，地図記号などを示していま

す。次のページでは，「地図帳の使い方（１）」として，オーストラリアを

例に「１ 小学校で学習した地図の約束」など地図の見方を示していま

す。ページをめくってください。次のページでは，地図帳の使い方（２）
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として，大分県を例に「５ 色の意味を確認しよう」など色や記号の意味

を示し，地図の見方を記載しています。報告書にお戻りください。観点イ

を御覧ください。地図活用の技能を身に付ける「地図活用」を設定し，地

図の読図や比較を通して，わかることを整理したり，説明したりする問い

を示しています。付箋２のページを御覧ください。右下に「地図活用」の

マークがあります。アフリカ州の資料（２）「８ 貧困率と栄養不足の人

口」では，「１日１．９ドル以下で生活する人の割合が高い国は，どのよ

うな国だろう。⑦図の鉱産資源に注目して考えてみよう。」と地図を活用

する視点を示しています。また，「７ 鉱工業」中の「カ おもなレアメ

タルの産出国」にはダイヤモンドからｐ．１７０④と別ページにある関連

性の深い内容を示したマークを掲載しています。付箋３のページを御覧く

ださい。ページ中ほど「④世界のおもな鉱産資源の生産」の左上から４番

目にダイヤモンドの生産割合を示されており，関連性の深い資料として掲

載されています。このように生徒が主体的に学習に取り組むようにしてい

ます。 

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。

今回の地図帳は，サイズがＡ４判に変わっていますが，構成は変わってい

ません。また，地図帳は，地理や歴史の授業でも活用されていますが，索

引などもついており，困っているという声は聞いていません。 

以上で，報告を終わります。 

 

三好教育長 御質問，御意見をお願いします。 

 

横藤田委員 サイズは，大きくなったということですか。 

 

調査員 ＡＢ判のものがＡ４判に大きくなりました。 

 

横藤田委員 大きくなったということは縮尺の変更があり，見やすくなったというこ

とですか。 

 

調査員 Ａ４判で，見開きのページになっている点が大きな違いです。 

 

井上学びづく

り課長 

選定資料の８３，８４ページに地図の種類に対する縮尺が載っています

ので御確認ください。 

 

菅田委員 現行を考えると，地理で採択した東京書籍とリンクしている必要は無い

ということだと思います。大きくなったことで扱いにくくなるというとこ

ろもあるかもしれませんが，やはり地図は大きい方が見やすく，地図の見

方などが最初のページにしっかり書かれているので，現行のままで，特に

変える必要はないと思います。 

 

神原委員 帝国書院の８３ページと東京書籍の８９ページは同じ九州全体の地図

で，同じ１００万分の１の縮尺なので同じものが載っているはずですが，

見た感じで，東京書籍はたくさん文字が書いてあり，帝国書院のほうがす

っきりして，見やすいように感じます。地名や産物など，ほとんど同じも

のが載っていますが，フォントや字体の関係で見た印象が変わるというこ

とだと思います。また，帝国書院１６８ページ，東京書籍１６９ページの

世界各国の一覧表で，行ごとに色を変える工夫がわかりやすい点などか

ら，帝国書院が良いと思います。 

 

三好教育長 それでは，地図については，「帝国書院」と考えますが，いかがでしょ
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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，一旦休憩といたします。再開を１２時５０分とします。 

 

（休憩） 

 

三好教育長 それでは，再開します。国語について，説明をお願いします。 

 

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，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３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。観点イと，付箋１のページを御覧ください。第２学年の「根拠を吟

味して書こう 『地図』の意見文」です。冒頭のページ，下段に学習の流

れとして，「①自分の立場を決める」「②根拠を考え，吟味する」「③お互

いの根拠を吟味し合う」など５段階で設定しています。付箋２のページを

御覧ください。左側のページ下段に，意見文の完成例を示し，例の下に赤

字で，内容や構成を文のかたまりごとに示しています。報告書にお戻りく

ださい。観点エと，３学年の教科書付箋３を御覧ください。「『学びを支え

る言葉の力』のまとめ」を全学年に設定しています。折り込みページの上

段，右側，整理する力，中段，分析する力，下段，議論する力，次ページ

に続いて，上段に解釈する力など，６つの力を示しています。付箋４を御

覧ください。「『言葉の力』一覧」として，全学年に設定しています。身に

付けたい学びのポイントとなる「言葉の力」を表にまとめ，表の右上から

領域・系統，各学年に分けて，それぞれの単元名の横に領域ごとに色分け

した〇印で示しています。 

次に，報告書３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」と観点エ「内容の表現・表記」の２点で報告しま

す。観点イと，付箋１のページを御覧ください。第２学年「論説文 構成

を工夫して考えを伝える」です。下段に学習の流れを，「①課題につい

て，自分の考えをまとめる」「②組み立てを考えて論説文を書く」「③論説

文を読み合う」「④学びを振り返る」の４段階で設定しています。付箋２

のページを御覧ください。論説文の例を設定し，例の下に色分けをした吹

き出しを示して，内容や構成について文のかたまりごとに示しています。

報告書にお戻りください。観点エを御覧ください。巻末に，「読み方を学

ぼう」一覧を全学年で設定し，「何をどのように学べば力がつくのか」と

いう読み方の方略を２２の図解で示しています。教科書付箋３のページを

御覧ください。例えば，第３学年では，折込みのページ左端に，第１学年

で学習した「説明文の基本構造」「人物相関図」などを示し，同様に下段

には，第２学年で学習した「人物設定」「発展的な論の展開」などについ

て，それぞれ８つの図と共に示しています。裏のページでは，３年で学習

した内容について，６つの図と共に示しています。付箋４のページを御覧

ください。「読み方を学ぼう一覧」では，付箋３で示した内容について，

文章を正確に読み解き，深く味わうための「技」や「こつ」として，「何

をどのように学べば力がつくのか」という読み方の方略を２２の図解で示

しています。 
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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」と観点エ「内容の表現・表記」の２点で報告しま

す。観点イと，付箋１のページを御覧ください。第２学年「根拠をもとに

意見文を書く」です。学習活動の流れを次ページに５段階で設定し，流れ

の上部に「題材」「構成」「考えの形成・記述」など，５つを示していま

す。左のページに意見文の例を設定し，矢印を使って内容や構成につい

て，文のかたまりごとに示しています。報告書にお戻りください。観点エ

を御覧ください。巻末の「理解に役立つ言葉」「表現に役立つ言葉」で

は，各学年や中学校でおさえておきたい語彙や表現の観点や例を示してい

ます。教科書付箋２のページを御覧ください。巻末にある「理解に役立つ

言葉」です。「慣用句・ことわざ」「できごとや様子，行為に関わる言葉」

「心情に関わる言葉」など，５つを設定し，該当学年や中学校でおさえて

おきたい語彙や表現の観点や例を示しています。裏のページを御覧くださ

い。「表現に役立つ言葉」です。「意見を述べる活動」「議論や討論をする

活動」「質問や評価をする活動」など６つの活動を示し，教科書で該当す

るページを示し，話し合ったり自分の考えを書いたりする場面で活用でき

るようにしています。 

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点で報告

します。観点イと，付箋１のページを御覧ください。第２学年「根拠の適

切さを考えて書こう」です。学習の流れを，「①課題を決め，分析する」

「②立場を決めて考えをまとめる」「③反論を想定して，構成を考える」

などの５段階で設定しています。次のページに意見文の例を示し，例の上

には，「意見」「根拠」「意見」として構成のしかたを示し，下には，逆三

角形で内容や構成について示しています。報告書にお戻りください。観点

エを御覧ください。教科書付箋２のページを御覧ください。例えば，第３

学年教科書の巻末では，「『学習の窓』一覧」として「文学的な文章を読む

ために」として，観点についてまとめて示しています。青の中抜き文字で

上から，「作品の構造を捉える」「場面の展開を捉える」「作品を解釈・評

価する」の３つを示しています。次のページ「説明的な文章を読むため

に」でも，同様に３つ示しています。折り込みのページ中ほどに，「思考

のレッスン一覧 情報と情報との関係」として，赤に白抜き文字で「具体

と抽象（具体化・抽象化）」「意見と根拠」「原因と結果」を示し，裏のペ

ージには「豊かに表現するために」を示し，話したり，聞いたり，書いた

りするための基本的な観点をまとめています。次のページには，「『情報整

理のレッスン』一覧 情報整理の方法」を設定し，図解とともに一覧にし

ています。 

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。使っている先生の声ですが，書くことの領域で，書いたものを評価し

合ったり，内容を話し合う活動が難しいという声は聞いています。 

以上で，報告を終わります。 

 

三好教育長 御意見，御質問はありませんか。 

 

神原委員 先ほどの説明の最後に，現場の声を言っていただいたと思いますが，も

う少し詳しく説明をいただけますか。 

 

調査員 例えば，今使っている光村図書出版２年生の教科書の１３４ページ，付

箋１を御覧ください。書くことの単元になりますが，子どもたちにとって

書くこととは，原稿用紙６００字すべてを埋めることであったり，根拠を

選んだり，書いたことについて話をしたりするなど，書くことと言っても
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内容や目的が違ってきます。目的に沿って各単元が作られていますが，子

どもにとって多くの場合，文字を埋めることやどのような意見をもってそ

れを選んだのかについて考えが及ばない生徒が多いという声を聞いていま

す。 

 

神原委員 それは，今選んでいる光村図書の内容に問題があるのか，教科書は関係

なく，今の子どもが苦手なことなのか，どちらだと思われますか。 

 

調査員 今の御質問に対して，国語の本質的な課題なのか教科書の問題なのかを

分けることは難しいところです。現行のものを使いやすいと感じる子ども

もいるでしょうし，子どもたちの興味や関心がどこに向かっているのかに

よって理解が変わってくると考えます。 

 

菅田委員 先生が今足りていないと思われている部分が補完されている教科書はあ

りますか。私は現行の光村図書は良いと思いましたが，先生の思いがある

のであれば，変えるというのは一つの選択肢だと思います。 

 

調査員 光村図書出版の１３２，１３３ページには，次の単元にある，「根拠の

意味」として，思考のレッスンが設けられています。また，東京書籍の２

学年の１０１ページ，付箋１を御覧ください。１００ページにも，学びの

扉として，説得力を見極めるというページが設けられています。全者を申

しあげませんが，子どもたちがつまずきやすいところを補完している教科

書はあります。 

 

三好教育長 中学校に入学するまでのいわゆる言葉の力について，字が読めても，意

味が捉えられなかったり，物語であれば情景が浮かぶ，筋がわかるなど，

言葉の力にはかなり差があると思います。小学校の学年があがるにつれ

て，文字量や漢字は増えてきて，さらに中学校に入ると文字は小さくな

り，読む力に差がある中では，読む前の題材に触れるところにハードルが

あると思います。各社とも，工夫はしてあると思いますが，内容の面白さ

など，子どもが触れやすい点や，逆に，難しい点など，ありますか。 

 

調査員 各者の第１学年の教科書の中で最初に扱われている題材のうち，分量の

あるものを比較してみますと，東京書籍１学年の１４ページ，話し方はど

うかな，という単元があり，他の単元の文字よりも大きく表示してありま

す。また，１学年の三省堂の教科書２０ページ，竜の話がありますが，１

つの穴から出てこられない，新しいことが始まっても勇気が出ないとい

う，新学期の始まりを不安に思っている子どもたちの状況によく似た話が

設定されています。その他の，教育出版や光村図書出版も，そうした不安

な状況でも大丈夫だと言ってくれるような教材になっています。先ほども

ありましたが，言葉のイメージはそれまでの体験やそのときの気持ちによ

って捉え方も違うと考えていますので，いろいろな体験の中で，その言葉

について，言葉の意味を話し合うなど，各者とも工夫しています。 

 

神原委員 観点イの主体的に活動に取り組む，意見文を書くというところで，この

力をつけないと午前中の社会や道徳など，言語活動の充実につながらない

と思います。ディベートしようにも，考えをまとめる必要がありますし，

意見文を書くのと同じ能力で大事だと思います。大事だけど，子どもが苦

手な分野ということで，何とかしないといけないと思いますが，現行の光

村図書の意見文を書く単元で，物事を分析して，根拠をみつけて，自分な

りの意見をもつという力をつけるのは難しいですか。私は今使っている光
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村図書でいいと思いましたが，子どもが理解しようと思えば，先生が教え

やすいかどうかが大切だと思いますので，その点でどうですか。 

 

調査員 新学習指導要領では，根拠の適切さに注意する，という点が新しく出さ

れています。現行の光村図書出版の教科書では，吟味するページはそれほ

ど大きく扱われていません。例えば，書くといったときに，ただ書くでは

なく，どの根拠を選べば相手に伝わりやすいかを考えることが大切という

メッセージを伝えやすい点では教員にとっては使いやすいと思います。そ

の他の教科書も，今回の改訂にあたり，子どもたちが，書く中で何につい

て考えなければいけないのかについて，巻末の資料や思考の仕方のページ

が充実しており，子どもたちが，言葉から何を考えなければいけないのか

を大切にする点は各者随所に見られます。 

 

横藤田委員 先ほどの１学年の教科書では，ヘルマンヘッセの少年の思い出など，学

年で引用文は似ています。しかし，同じ引用文でも載せ方に違いがありま

すが，その違いはどう捉えていますか。 

 

調査員 １年生は「少年の思い出」，２年生は「走れメロス」，３年生は「故郷」

ということで，全者扱っています。東京書籍について，走れメロスを例に

あげますが，２学年の教科書１６９ページ，単元の後に手引きを載せてあ

り，どういったところに注目して学んでいくか，その後のページでは，人

物描写を示し，メロスをどう読むかヒントになるようなページを設けてい

ます。三省堂においても，２年生の教科書２１６ページに，学びの道しる

べとして，どのように見方を学ぶのかという説明があります。同じ作品で

はありますが，どのように読んでいくかについて，各者少しずつ違いがあ

ります。 

 

三好教育長 それぞれ説明していただき，根拠を吟味するということについて，各者

で少し違いがあると思いますが，どうでしょう。 

 

調査員 根拠を吟味することについて，言葉をどう捉えているのかが子どもたち

に必要な力としてあると考えています。伝えたい情報を整理しながら，そ

の情報で得たことをどんな言葉にするのか，自分が伝えたい興味，関心の

あることについて，どのような言葉を選び，どのような表現や順番で，言

葉を選ぶのかはそれぞれの子どもで違うと思います。授業で感じるのは，

根拠をおけばいいということにとどまっている子どもがたくさんいるとい

うことです。複数のものを比較したり，自分とは違う他者の根拠と比較す

る中で，言葉の持つイメージが違うということを理解することが根拠を吟

味することにつながると考えています。 

 

三好教育長 特に無ければ，現行の光村図書にするか，他の教科書に変えるのかとい

うことで，いかがですか。 

 

菅田委員 福山市の教育を第一に考えたときに，現行の教科書では難しく，新しい

教科書のほうがより即した授業ができるということはありますか。 

 

調査員 根拠の吟味の話とつながりますが，教科書にどんな学習の流れがあった

としても，子どもたちの学びに教師が寄り添って進めていくというのが根

底にありますので，この教科書だからこの学びができるということではな

いと考えています。 
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三好教育長 それでは，現行の「光村図書出版」と考えますが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

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

択いたします。 

書写について，説明をお願いします。 

 

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「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，７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。観点イと，教科書付箋１のページを御覧ください。「書写の学

習の進め方」では，ページ中央に，「目標」「見つけよう」「確かめよう」

「生かそう」の６つの流れを示しています。付箋２のページを御覧くださ

い。「行書の書き方を学ぼう 点画の変化」では，単元名の下に目標を示

し，「見つけよう」として，行書と楷書を比較して示しています。ページ

下の「確かめよう」では，行書の点画の変化について，赤字で例を示して

います。「生かそう」では，様々な文字を応用して書く学習を設定し，最

後に「振り返って話そう」で学んだことを説明する活動を示し，生徒が主

体的に学習に取り組め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。全学年に，他教科の学習，生活の中で活用する「生

活に広げよう」の単元を設定しています。付箋３のページを御覧くださ

い。１学年では，「職場訪問をしよう」として，書写で学習してきたこと

をどのように生かしていくか話し合う活動を設定しています。付箋４のペ

ージをお開きください。第２学年では，防災訓練に参加する場面に合わせ

た書写の活用を考えて学習する活動を設定しています。付箋５のページで

は，第３学年で卒業に向けた作品を書く活動を設定し，言語活動の充実を

図っています。 

次に，報告書６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」と観点オ「言語活動の充実」の２点で報告しま

す。観点イと，教科書付箋１のページを御覧ください。「この教科書で学

ぶ皆さんへ」では，自分の文字をよりよくして，生活の中でいかせるよう

に，左ページから学習の流れを示しています。「①目標を確かめて学習の

見通しをもつ」「②書き方のポイントをつかむ」「③書き方のポイントが，

他の文字ではどこに使われているか考える」など７つの流れを示していま

す。付箋２のページを御覧ください。「楷書と仮名 文字の大きさと配

列」では，単元名の下に目標を示し，ページの上に電球のマーク「書き方

を学ぼう」として文字の配列のポイントを説明し，ページ右下の虫メガネ

のマークを示し，書き方のポイントが文字のどこに使われているかを示し

ています。左ページには，筆のマークを示して実際に書く活動を設定し，

ページの左端に教科書のマークを示して振り返りを設定しています。付箋

３のページを御覧ください。横顔のマークで学んだことを自分の言葉でま

とめるように示し，生徒が主体的に学習に取り組め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。各学年の学習を生かし

て書く活動「やってみよう」を，全学年で設定しています。付箋４のペー

ジを御覧ください。例えば，第１学年では，「グループ新聞を作ろう」と

して，これまでに学習したことを活かして、この１年間のできごとをまと

めたグループ新聞を作る活動を設定しています。付箋５のページを御覧く

ださい。第２学年では，「情報誌をつくろう」。付箋６のページをお開きく
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ださい。第３学年では，「名言集を作ろう」という活動を設定し，言語活

動の充実を図っています。 

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。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」

では，基本となる学習の流れを示し，それぞれの学習場面における学び方

を写真などで示しています。上から「目標」「考えよう」「生かそう」「振

り返ろう」の４つの流れを示しています。付箋２のページを御覧くださ

い。「楷書で書こう 筆使いと字形『天地』」では，単元名の下に目標を示

しています。次のページの上段「考えよう」として，毛筆の例をもとに，

課題を発見し，解決していく学び方を示しています。左のページには，

「生かそう」で，学習したことを他の文字に生かして書く活動を示し，ペ

ージの左下には「振り返ろう」で，〇△を使って自己評価を記入する欄を

設定し，生徒が主体的に学習に取り組め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。全学年に，学習活動や社会生活で

活用する「学習を生かして書く」を設定しています。付箋３のページを御

覧ください。第１学年では，校庭の植物観察をレポートにまとめる活動を

設定しています。付箋４のページをお開きください。第２学年では，新聞

などを書く活動を設定しています。次に，付箋５のページをお開きくださ

い。第３学年では，俳句を書く活動を設定し，言語活動の充実を図ってい

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。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」では，基本となる学習の流れを示し，見通しをもって学習・活動に

取り組むために，学習場面での学び方を写真などで示しています。「①考

えよう」「②確かめよう」「③生かそう」の３つの流れを示しています。付

箋２のページを御覧ください。「漢字の筆使い」では，単元名の下に目標

を示しています。ページの上に「①考えよう」として，毛筆の例を示し，

課題について考える活動を示しています。「②確かめよう」として，筆使

いを確認して毛筆で書く活動を示しています。「③生かそう」として学習

したことを生かして，硬筆で書く活動を示し，生徒が主体的に学習に取り

組め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。書写学習を学校生活や日常生活に生かす「学校生活」を第１・２学年

に設定し，第３学年では，「冊子にまとめよう」の活動を設定していま

す。付箋３のページを御覧ください。第１学年では，これまでに学習した

ことを生かして読みやすく書こうとして，「目標を書こう」を設定してい

ます。付箋４のページを御覧ください。第２学年では，本の帯などを書く

活動を設定し，付箋５のページを御覧ください。第３学年では，「冊子に

まとめよう」の活動を設定し，言語活動の充実を図っています。 

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。現行の光村図書について，特に使いやすい，使いにくいという意見は

聞いておりません。 

以上で，報告を終わります。 

 

神原委員 すべての教科書にＱＲコードや二次元コードがありますが，比較した印

象や感想を教えてください。 

 

調査員 ４者すべてにＱＲコードや二次元コードが掲載されています。例えば，

東京書籍であれば，毛筆の書き方を動画にして示されています。三省堂

は，毛筆の書き方の動画の他，基礎編の学習のはじめにということで，姿
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勢や道具について，動画で説明されています。教育出版は，学びリンクマ

ークを付し，目次や裏表紙にある学びリンクから該当の見たいページを選

択して，動画や写真を見ることができる工夫がされています。また，他の

教科の動画も見ることができるようになっています。光村図書出版につい

ては，書写の書き方のスピードを比べる動画やすずりに関する説明など，

他のリンクも見ることができるようになっています。 

 

三好教育長 他に御意見，御質問がないようであれば，書写につきましては，現行の

「光村図書出版」と考えますが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

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

択いたします。 

次に，数学について，説明をお願いします。 

 

調査員 報告書の２２ページをお開きください。数学は，「東京書籍」から「日

本文教出版」までの７者について，アからオの５つの観点，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２３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。観点イと，教科書付箋１のページを御覧ください。第１学年「１次

方程式の利用」です。ページ上「交代の時間は何分？」として，合唱コン

クールの題材となっています。ページ中ほど下「Ｑ 考えてみよう」で

は，「進行案をもとに，交代の時間を等しくするとき，交代の時間は何分

間とることができるでしょうか。」という問いを設定しています。その下

「①自分の求め方を，式やことば，図などを使って説明してみましょ

う。」次のページを御覧ください。ページ下「④発表の開始時刻が，９時

５０分，終了時間が１２時ちょうどであることは変えずに，ほかの条件を

変えていろいろな進行の案を考えてみましょう」，などの問いを設定して

います。前ページに戻って下さい。ページ右上「深い学び」のマークがあ

るページは，問題解決の過程を示してあるページです。ページ右端にある

青いラインの部分に，問題解決の進め方を示すなど，主体的に学習に取り

組む工夫をしています。報告書にお戻りください。観点オと，付箋２のペ

ージを御覧ください。第２学年「四分位範囲と箱ひげ図」「データの比

較」の単元です。ページ中ほど「Ｑ 調べてみよう」として，「Ａ店で

は，花見の時期にどの商品がよく売れていたでしょうか。」という問いを

設定しています。この題材は，民間のコンビニエンスストアの実際のデー

タを活用したもので，単元全体で，この題材を扱い，実社会のデータ活用

を行っています。付箋３を御覧ください。ページ下③では，「あなたが店

長だったら，花見の時期に合わせて，どの商品の仕入れを増やしますか。

また，その理由を説明してみましょう」と，自分で説明する学習を位置付

けるなど，言語活動の充実を図っています。 

次に，報告書２３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」と観点オ「言語活動の充実」の２点で報

告します。観点イと，教科書付箋１のページを御覧ください。第１学年

「１次方程式の利用」です。ページの上側，考えようとして，「１枚６０

円のクッキーを１３枚と１本８０円のジュースを何本か買って代金の合計

が１５００円になるようにします。ジュースは何本買えるでしょうか。」

という問いを設定しています。この問いのすぐ下で数量の関係を図で示し

ています。また，ページ中ほど，ピンク色の四角で囲まれた「クッキーの
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代金＋ジュースの代金＝代金の合計」などの言葉の式を示しています。そ

の右側にオレンジの四角で囲まれた「①わかっている数量と求める数量を

明らかにし，何をｘにするかを決める」，④にあるように，「方程式を使っ

て問題を解く手順」を示しています。付箋２のページを御覧下さい。ペー

ジ左端，「問題をとらえよう」，「解決のしかたを探ろう」などが書かれて

おり，問題解決の過程を示すなど，主体的に学習に取り組む工夫をしてい

ます。報告書にお戻りください。観点オと，付箋３のページを御覧くださ

い。第２学年「箱ひげ図の利用」「データの比較と箱ひげ図」の単元で

す。ページ中ほど，調べたいこと「日本の選手の身長は，他の国の選手に

比べて，どのような傾向があるのだろうか」ということから，データを分

析するなどして，傾向を調べています。右ページ中ほど図１０バレーボー

ル選手の身長の箱ひげ図が示してあります。この箱ひげ図をもとにして，

その下（５），（３），（４）から，日本の選手の身長は，他の国の選手に比

べてどのような傾向があるといえるか，説明しなさい，という問いで，自

分で説明する学習を位置付けるなど，言語活動の充実を図っています。 

次に，報告書２４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。観点イと，教科書付箋１のページを御覧ください。第１学年「１次

方程式の利用」です。ページ左上Ｑ「１本１３０円のボールペン２本とノ

ート３冊を買ったところ，代金の合計が７１０円になりました。ノート１

冊の値段は何円でしょうか。」という問いを設定しています。ページ中ほ

ど，ピンク色の四角で囲まれた言葉や数で，数量の関係を図で示していま

す。また，そのすぐ下に，（ボールペン２本分の代金）＋（ノート３冊分

の代金）＝７１０円と言葉の式を示しています。ページ中ほど青色の四角

「①問題の中にある，数量の関係を見つけ，図や表，ことばの式で表

す。」とあり，その下，②～④にあるように，「問題を解く手順」を示して

います。付箋２のページをお開き下さい。ページ左上，「数学的活動」で

は，「説明しよう」，「問題を見つけよう」など，問題解決の過程を示すな

ど，主体的に学習に取り組む工夫をしています。報告書にお戻りくださ

い。観点オと，付箋３のページを御覧ください。第２学年「データの活

用」，「データの分布」の単元です。ページ左上「今度，１月から３月まで

兄がオーストラリアのメルボルンに留学するの。どんな服が必要かな。」

などという２人の疑問をもとに，問題を解決していく題材です。右ページ

上「①メルボルンと東京の５年間の日ごとの最高気温のデータを月ごとに

集めて箱ひげ図をつくると，次のようになりました。このグラフから，ど

んな服を準備すればよいか話し合ってみましょう。」という問いなどで，

話し合い活動を取り入れるなど，言語活動の充実を図っています。 

次に，報告書２４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。観点イと，教科書付箋１のページを御覧ください。第１学年「方程

式の活用」です。ページ左上，Ｑ「りくさんは，１０００円札を持ってお

つかいに出かけました。お店で２３０円の牛乳１本と，お菓子を３個買っ

て１０００円札を出したら，おつりが４８５円になりました。お菓子１個

の値段はいくらだったでしょうか。」という問いを設定しています。ペー

ジ下，数量の関係を図で示しています。次のページを御覧ください。上か

ら２行目，（出したお金）－（代金の合計）＝（おつり）と，数量の関係

を言葉の式で示しています。前ページにお戻りください。ページ中ほどオ

レンジ色の□で囲まれた，１「わかっている数量と求める数量を明らかに

して，求める数量を文字で表す」から，次のページにも続く，オレンジ色

の四角で囲まれた４にあるように，問題を解く手順を示しています。付箋

２のページをお開き下さい。ページ右側「問題を見いだそう」，「みんなで
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話し合おう」と示されています。次のページをお開きください。先ほどの

続きで「自分の考えをもとう」など問題解決の流れをラベルで示し，問題

解決の過程を示すなど，主体的に学習に取り組む工夫をしています。報告

書にお戻りください。観点オと，付箋３のページを御覧ください。ページ

中ほど，例２「２０１５年の香川・高松の１月から１２月までの各日の平

均気温について，調べてみよう。」という題材を設定し，その下，図１で

箱ひげ図を，図２で度数折れ線を表しています。次のページ上を御覧くだ

さい。問２下「みんなに説明しよう」として，「（１）６月と９月を比べ

て，データの散らばりぐあいにどんな違いがありますか。」など，例２の

題材について，自分の考えを説明する学習を位置付けるなど，言語活動の

充実を図っています。 

次に，報告書２５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」と観点ウ「内容の構成・配列・分

量」の２点で報告します。観点イと，教科書付箋１のページを御覧くださ

い。第１学年「方程式の利用」です。ページ上，「何年後かな？」とし

て，①先生からの手紙を提示し，「皆さんの年齢の３倍が先生の年齢にな

る」という文から問いを設定しています。②では，２人の生徒の疑問につ

いて話し合う場面を設定しています。次のページを御覧ください。左ペー

ジ中ほど，網掛け部分で，（□年後の先生の年齢）＝（□年後のけいたさ

んの年齢）×３と，数量の関係をことばの式で示しています。右ページ中

ほど，同じ数量の関係を線分図で示しています。また，ページ左上，「ス

テップ１ 場面の状況を整理し，問題を設定しよう」，その下「ステップ

２ 見通しを立てて，問題を解決しよう」，右のページ下「ステップ３ 

問題をひろげたり，深めたりしてみよう」の，３段階のステップで，問題

解決の過程を示すなど，主体的に学習に取り組む工夫をしています。報告

書にお戻りください。観点ウを御覧ください。全学年，授業で学習する

「みんなで学ぼう編」と，生徒が主体的に取り組むことができる「自分か

ら学ぼう編」の１冊２部構成になっています。表表紙を御覧ください。左

上「みんなで学ぼう編」として，左開きの構成となっています。裏表紙を

御覧ください。上開きの構成となっており，右上に「自分から学ぼう編」

と示されています。付箋２のページを御覧ください。「自分から学ぼう

編」の構成は，左上緑の四角囲み算数を振り返ろう，その右青の四角囲み

力をつけよう，中ほど左黄色の四角囲み学びをいかそうなどで構成されて

おり，生徒が主体的に取り組むことができる構成となっています。 

次に，報告書２５ページ，数研出版です。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。観点イと，教科書付箋１のページを御覧ください。第１学

年「１次方程式の利用」です。ページ上，Ｑ「右のレシートから，ケーキ

を３個と１５０円のジュースを２個買うと，代金の合計は１０５０円であ

ることが分かります。次の□をうめて代金の関係を表してみましょう。」

という問いから，□を用いて，（ケーキの代金）＋（□）＝（□）と数量

の関係を言葉の式で表しています。右側「問題を解く手順」として，

〔１〕求める数量を文字で表す～〔４〕を示しています。付箋２のページ

を御覧下さい。第１学年「文字と式」です。「ＴＲＹ」として，「マグネッ

トを正方形にならべ，文字式で表す」問いを示しています。ページ中ほど

から，先生や生徒の対話が始まっています。その中で，考えるヒントにな

る意見や，誤りやすい点，疑問に思いがちなことなどを取り上げ，問題解

決の過程を対話で示すなど，主体的に学習に取り組む工夫をしています。

報告書にお戻りください。観点ウを御覧ください。全学年，先ほどの教科

書の「本冊」と別冊「探求ノート」の２冊構成になっています。付箋３の

ページを御覧ください。左ページでは，「本冊で学んだこと」として，先
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ほどの第１学年「文字と式」「マグネットを正方形にならべ，文字式で表

す」を学んだこととして振り返り，右ページでは「本冊」で学んだ内容か

ら新たな疑問や課題を見い出し，高等学校で学習する内容など，生徒の対

話から学びを発展させています。 

次に，報告書２６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。観点イと，教科書付箋１のページを御覧ください。第１学年

「方程式の活用」です。ページ左上，例１「ノート３冊と６０円の消しゴ

ム１個を買ったところ，代金が４２０円でした。ノート１冊の値段を求め

ましょう。」という問いに対して，ピンク色の四角囲みで，（ノート３冊の

代金）＋（消しゴム１個の代金）＝（全部の代金）と，数量の関係を言葉

の式で表しています。その下，オレンジ色の四角の中で，１「どの数量を

ｘで表すか決める。」から，５にあるように問題を解く手順を示していま

す。付箋２のページを御覧ください。ページ上，「３節 文字式の活用」

では，碁石の総数を求める題材を扱っています。右上の「学び合おう」の

マークのある課題では，問題解決の過程が示されています。中ほど左側，

青い文字で「①見通しをもとう」，「②考えよう」次のページを御覧くださ

い。左上「③話し合おう」などの問題解決の過程を示すなど，主体的に学

習に取り組む工夫をしています。報告書にお戻りください。観点オと，付

箋３のページを御覧ください。第２学年「４ 多数のデータの分布の比

較」「データの分布と確率」の単元です。イラストの中で，真央さんの

「大阪では，昔から猛暑日が多かったのかな。それともふえてきたのか

な。」などという疑問をもとに，問題を解決していく題材です。また，イ

ラスト下，「彩さんの班では，大阪の猛暑日が増える傾向にあるのかどう

かを調べることにしました」として，右側に「年ごとの猛暑日の日数」の

箱ひげ図が示されています。次のページ下を御覧ください。問３「話し合

おう」として，「これまでに調べたことから，大阪の猛暑日は増える傾向

にあると判断できるでしょうか」，と話し合う学習を位置付けるなど，言

語活動の充実を図っています。 

なお，現在使われている教科書は，三番目に報告した「学校図書」で

す。学校からの意見として，説明が詳しく書いてあるので子どもが学びや

すいという意見と，詳しく書いてあるので子どもの思考の流れが決まって

しまうという意見を聞いています。 

以上で，報告を終わります。 

 

横藤田委員 別冊があったり，裏から見たり，いろいろなタイプがありますが，先生

の教えやすさや子どもたちの学びやすさなど，意見はありますか。 

 

調査員 いろいろなタイプの教科書がありますが，使う側としては，そこまで意

識せずに学習できると感じています。形もそうですが，内容の違いのほう

が大事になってくると思います。 

 

菅田委員 先ほど，実際に使ってみての感想を言われましたが，正反対の意見が出

ていました。今の子どもたちの全体の理解度という点でいうと，今使って

いる教科書で親切すぎる点があるのであれば変える必要がありますし，数

ではないのかもしれませんが，逆に多くの子どもにとってわかりやすいの

であれば，変える必要は無いと思います。私自身，もともと数学が嫌いで

した。啓林館は他の教科書と比べて，少し難しく，ひねりがきいている気

がしました。各教科書の難しさや言葉の使い方などで子どもたちのわかり

やすさに差が出るのではないかと思いますが，今の子どもたちに一番合っ

ているという点で，調査員の意見をいただけますか。 
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調査員 学習指導要領にも主体的，対話的で深い学びが示されており，本市とし

ても子ども主体の学びを進めているところです。先ほど質問のありました

問題提示の仕方について，特徴のある４者で比べます。まず，学校図書１

年生教科書の付箋１のページを御覧ください。設定は買い物の場面です。

問題提起から，図，言葉の式，方程式の立式，解，答えを提示していま

す。教育出版１年生の教科書付箋１を御覧ください。買い物の場面を題材

にしています。問題設定から，図を示した後，次ページをめくっていただ

き，方程式の立式，解，答えが書いてあります。新興出版社啓林館１年生

教科書の付箋１を御覧ください。題材設定は，手紙から考えていくパター

ンです。問題を提示した後，このページに図などは出てきません。次のペ

ージから言葉の式，図，方程式，立式，解，答えが出てきます。東京書籍

１年生教科書の付箋１を御覧ください。題材設定は合唱コンクール，問題

提示をこのページでして，１０１ページの下にあるように，自分で式や言

葉，図を使って説明したり，２人の考えを比べたりした後で，立式，解，

答えが提示してあります。 

 

神原委員 中学１年生で，つまずきが大きい単元はどこになりますか。 

 

調査員 その子によってつまずきが違いますので，どこというのは言いにくいで

すが，それまでの算数で触れたことが無く，中学生になって初めて習う，

負の数や文字式の計算について，苦手な子は多いと感じています。 

 

神原委員 一次方程式を説明してくださったので，そこが苦手な子が多いのかと感

じましたが，そうではないですか。 

 

調査員 先ほど説明しました苦手な子が多い，正の数，負の数と文字式の両方を

使って解決していくのが一次方程式になります。また，利用の場面という

ことで，文章問題に対して，子どもたちがどう解決していくのかを扱う単

元であることから説明しました。 

 

三好教育長 抽象的な数の概念のわかりにくさについて，もともと小学校の算数のと

きから理解に差が出る中で，中学校で負の数が入り，ますます数が抽象的

になります。文章題で答えが出せるということも大切だと思いますが，社

会の中でどう数学が使われているのか，その過程や答えが生活の中で何を

作り出しているのか，など数学がいかに必要なのかを理解することが大切

です。どの教科書も生活の中にある数というのを意識しながら作ってある

と思いますが，ＯＥＣＤの調査でもあるように，日本では数学そのものが

役に立つと思っていない。受験のためにやっているという意識が強いと思

います。改めて算数，数学を学ぶことの意義を考えたときに，思考を広げ

すぎても，狭めすぎてもいけないということがあると思いますが，数を学

び自分のものにしていくという点で特徴はありますか。 

 

調査員 算数から数学になり，現実にない数の概念が入ってくるようになりま

す。子どもたちが算数，数学の有用性を捉えることができるよう工夫して

ある特徴的な部分として，ブックラックの３年生の教科書，円の導入のと

ころで説明します。日本文教出版の３年生の教科書１５８ページをお開き

ください。数だけではなく，図形にも数の概念が入ってきます。日本文教

出版では，円をそのまま題材として使っています。学校図書３年生１８０

ページを御覧ください。同じく円の導入ですが，サッカーのゴールを題材

にした問いを扱っています。東京書籍３年生１６５ページをお開きくださ
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い。カメラをどこから撮ったら全員が映るのかという題材から円の導入に

入り，カメラの模型を実際に使って試せるようになっています。このよう

に，実生活の身近にあるものを題材にしている出版社もあります。 

 

井上学びづく

り課長 

今説明しましたように，１年生では身近なことと数を結びつけて捉え，

２・３年生では社会的な事象と結びつけて捉えるということが学習指導要

領でも示されています。特に，小学校から中学校にあがり，算数から数学

へというところに着目して説明をします。東京書籍１年生の９ページをお

開きください。小学校２年生で習う九九から入っています。算数から数学

へということで，決まりを見つけていく中で，小学校と何が違うかが示さ

れています。同じく１７ページを開いていただきますと，ひき算の表です

が，小学校では小さい数から大きい数を引くことができませんでしたが，

これまでできなかった世界を知ることができる，ということで，小学校の

算数から中学校の数学への広がりを説明している教科書もあります。 

 

三好教育長 小学校の算数との接続という点で説明をしてもらいましたが，考えられ

る視点，もしくは今の意見交換の中でどこを採択するかという具体的な会

社名を含め，御意見，御質問はありませんか。 

 

神原委員 一番初めに説明された現行の学校図書の感想の中で，丁寧でわかりやす

いという意見とは逆に，丁寧に説明される分，思考が固まってしまうとい

うのは具体的にどういうことですか。デメリットの部分を詳しく教えてく

ださい。 

 

調査員 学校図書１年生の教科書，付箋１のページを御覧ください。一次方程式

です。ほぼ内容は現行の教科書と同じものが扱われています。言葉の式と

して，ボールペン２本分の代金＋ノート３冊分の代金＝７１０円となって

いますが，ボールペン２本分の代金＝７１０円－ノート３冊分の代金や７

１０円－ボールペン２本分の代金－ノート３冊分の代金＝０円と考える生

徒もいます。言葉の式があることで，これだけが正解だと考えてしまう生

徒がいるということです。 

 

神原委員 私は，どれも似ているように思いましたが，思考の流れが決まりにくい

教科書があれば教えていただけますか。 

 

調査員 学習指導要領にも問題解決の過程をどう考えるかが示されています。東

京書籍の第１学年，付箋１を御覧ください。東京書籍だけですが，言葉の

式，図を用いておらず，問いを通して自分で考えるようになっています。 

 

菅田委員 現行の学校図書で問題無ければ，そのままで良いと思っていましたが，

議論を聞く中で，私は深い学びにつながるためには親切すぎることは良く

ないと思っており，学校図書が親切すぎるという点に引っ掛かりを感じて

います。私自身，数学が苦手だったので親切に説明してあるということは

大切だと思いますが，親切すぎると子どもの力を妨げる面があると思いま

す。啓林館は難しいように感じましたので，親切すぎず，一方で，丁寧に

説明しているという点で東京書籍か教育出版が良いのではないかと思いま

す。 

 

調査員 先ほど名前が出ました，教育出版と東京書籍の２者の特徴のある点を説

明します。３年生の教科書，新しい数の出会いということで，無理数，ル

ートの単元です。教育出版３年生の教科書４８，４９ページを御覧くださ
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い。一辺の長さに着目して正方形を作りましょうという単元で，実際に一

辺の長さが決まっていてそこから正方形を作っていくようになっていま

す。東京書籍４２，４３ページを御覧ください。同じ無理数の単元の導入

になりますが，何通りあるのかを，自分で正方形を書いて解決していくと

いう提示をしています。 

 

三好教育長 現行の教科書を変えるかどうかについて，どう思われますか。 

 

菅田委員 私は変えたほうが良いと思います。 

 

三好教育長 私も現行の教科書は変えた方がいいと思っています。菅田委員が言われ

た点に加え，算数から数学へのつながりや自分で考える過程を大事にしな

がら，数の世界のつながりを意識しているという点で，東京書籍がいいの

ではないかと思いますが，他に御意見はありますか。 

 

菅田委員 私も東京書籍が良いと思います。 

 

三好教育長 

 

他に御意見無いようでしたら，数学につきましては，「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，数学につきましては，「東京書籍」を採択い

たします。 

ここで，一旦休憩といたします。１５時１０分に会議を再開します。 

 

三好教育長 それでは，再開します。 

次に，理科について，説明をお願いします。 

 

調査員 報告書の２７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。 

まず，報告書２８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。観点イと，教科書付箋１を御覧ください。「科学で調べていこう」

を設け，左ページから右ページにかけて①「問題発見 レッツスタート」

「② 課題」など，⑧「ふりかえり・活用」まで，探究の過程を示してい

ます。教科書付箋２を御覧ください。左ページ下のオレンジ色の部分で

す。「問題発見」「？」「実験」「分析解釈」がオレンジ色，脚注フローチャ

ートで示しているように，現在の活動が，探究の過程において，どの段階

の学習かを示しています。報告書にお戻りください。観点オと，教科書付

箋３を御覧ください。右ページ，「考えが異なったら，考えを言葉にして

議論しよう」では，議論の進め方や議論のポイント，ページの真ん中「伝

わる言葉にしよう。発表のしかた」では，「観察・実験の結果を発表する

ときの基本のまとめ方」や「みんなの前で発表するときのコツ」など，自

分の考えを伝えるときの留意点を示しています。教科書付箋４を御覧くだ

さい。左ページに「基礎操作 レポートの書き方」として，オレンジ色で

項目を示すなど，まとめるための具体例を示しています。教科書付箋５を

御覧ください。右ページ「実験４ 鉄を燃やしたときの変化」の学習場面

です。１ページめくってください。「検討改善 解決方法を考えよう」の

活動として，「①自分で考察をまとめる」「②班の中で考察を発表し合う」
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など，議論の具体例を示しています。 

次に，報告書２８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」と観点オ「言語活動の充実」の２点で報

告します。観点イと，教科書付箋１を御覧ください。「理科の学習の進め

方」を設け，左ページから右ページにかけて，「学習の見通しをもとう」

「１ 課題をつかもう」「２ 観察や実験をしよう」や，真ん中の赤字

「①問題の発見」「②学習の課題」など，探究の過程を示しています。教

科書付箋２を御覧ください。「探究活動 課題を見つけて探求しよう」と

して，エネルギーの移り変わりについて，さらに探究していくための活動

例を示しています。報告書にお戻りください。観点オと，教科書付箋３を

御覧ください。「私のレポート」，「阿蘇山の活動について」を掲載し，レ

ポートでのまとめ方の具体例を示しています。教科書付箋４を御覧くださ

い。右ページ「実験４ ダニエル電池」の学習場面です。１ページめくっ

てください。真ん中「話し合おう」では，「ダニエル電池のしくみをイオ

ンのモデルで説明しよう」の問いのもと，生徒が吹き出しで「亜鉛板や銅

板の付近で，どんな化学変化がおきているのかな」など，対話の具体例を

示しています。 

次に，報告書２９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。観点イと，教科書付箋１を御覧ください。「どうやって理科を

学ぶの？」を設け，「探究の進め方」について，左ページから右ページに

かけて，「１ 気づき」「２ 課題設定」「３ 仮説」など，探究の過程を

示しています。教科書付箋２を御覧ください。左上に「問題発見」を黄色

で示し，学年ごとの探究の過程の重点を表し，「身のまわりのものに関わ

る現象から，疑問を見つけよう」と問題発見につながる問いかけをしてい

ます。報告書にお戻りください。観点オと，教科書付箋３を御覧くださ

い。右ページの「伝える・伝わるコツ レポートのかき方，発表のしか

た」として，ページ左側に「レポートのかき方」を設け，「タイトル」「目

的」「仮説」など，調べた内容を伝えるための具体例を示しています。教

科書付箋４を御覧ください。「主体的・対話的に，深く学ぶ」として，２

つ目の緑「対話的に」を掲載しています。隣のページにかけて，「理科は

話し合い」を設け，話し合いの仕方を示しています。教科書付箋５を御覧

ください。「身のまわりの生物は，どのように分類できるか。自分なりの

基準で分類してみよう。」の学習場面です。１ページめくってください。

結果・考察において，生徒同士の話し合いの具体例を示しています。 

次に，報告書２９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。観点イと，教科書付箋１を御覧ください。「探究の進め方」とし

て，「疑問を見つける」，右ページに進み「課題を決める」「仮説や計画を

たてる」，１ページ進み「観察や実験などをする」など，探究の過程を示

しています。教科書付箋２を御覧ください。右上「疑問から探究してみよ

う」として，紙面の小口側に黄緑色の縦ラインを入れ，探究活動を行うこ

とを視覚的に捉えるように示しています。本単元においての，黄緑色の縦

ラインは，このページから１６９ページにかけて，表記しています。報告

書にお戻りください。観点オと，教科書付箋３を御覧ください。「基礎技

能 レポートの書き方」として，茶色の吹き出しで「何を調べようとした

のか，具体的に書く」などのまとめかたを示すとともに，「５種類の水溶

液を区別する」をタイトルとした，レポートの具体例を掲載しています。

教科書付箋４を御覧ください。「生物の特徴と分類の仕方」の学習場面で

す。１ページめくってください。ページの下部分，生徒の吹き出し「動き

を観点にして，自ら動くと自ら動かないという基準で分類すると，ネコ，
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メダカとタンポポ・オオカナダモの二つに分けられるね」など，生徒同士

の対話の具体例を示しています。 

次に，報告書３０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。観点イと，教科書付箋１を御覧ください。「この教科書の

使い方」として，左ページから右ページにかけて，「１ 学習の導入」「２ 

学習課題」「３ 計画や予想などの活動」など，探究の過程を示していま

す。教科書付箋２を御覧ください。右ページ「探Ｑ 実験２」「唾液のは

たらき」の学習場面では，「課題 唾液によって，デンプンはどのような

物質に分解されるのだろうか。」の問いのもと，探究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３を御覧くださ

い。「実験３ 電圧と電流の関係」の学習場面です。１ページめくってく

ださい。「わたしのレポート」として，実験結果を文章だけでなく，表や

グラフを用いた，レポート例を掲載するなど，自分でレポートにまとめる

際のポイントを示しています。教科書付箋４を御覧ください。「サイエン

ス資料⑨」「理科における話し合いと発表」を設け，ページ下部分には

「考えを広げ深める」ための，対話の方法の例を示しています。教科書付

箋５を御覧ください。「実験７ 金属と結びつく酸素の質量」の学習場面

です。右部分には，生徒の吹き出し，「空気中に酸素がたくさんあって

も，銅やマグネシウムに結びつく酸素の質量には限界があったね。」な

ど，生徒同士の対話の具体例を示しています。 

なお，現在使われている教科書は，最後に報告した「新興出版社啓林

館」です。この教科書ですが，日常生活に理科が役立っていることを実感

でき，子どもたちが自ら問題意識や目的意識をもって解決できるようにな

っています。また，別冊として教科書の内容に沿った構成となっているマ

イノートがついており，予習や授業後の振り返りで活用し，基本の考え方

から応用までを身につけることができ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 御質問，御意見をお願いします。 

 

三好教育長 先ほど，マイノートのことを言われましたが，新しい教科書にはついて

いませんよね。 

 

調査員 マイノートについて，今回は別冊では，ついていません。マイノートで

掲載されていたステップアップやサイエンスアプローチの内容は，新しい

教科書の中に組み込まれています。 

 

三好教育長 理科では，観察や実験が大事だと思いますが，教科書に写真や図があ

り，ＱＲコードを活用すればそうした情報も手に入ると思います。また，

ＧＩＧＡスクール構想で１人１台端末をもつようになれば，静止画や写

真，動画などを通して，実際に実験をしなくてもわかることもあると思い

ますが，そうした環境が整うことを前提に，構成や内容について，違いや

特徴的なことはありますか。 

 

調査員 ＱＲコードやＷｅｂサイトのリンクは，どの教科書にも掲載されていま

す。２年生，電流の単元について比較してみます。東京書籍２年生の教科

書２３４ページを御覧ください。写真が大きく掲載されています。各者と

もＱＲコードやＷｅｂサイトは１つの単元に５～１０個程度掲載されてい

ますが，新興出版社啓林館のみ，単元によっては２０個程度のサイトがあ

りました。また，新興出版社啓林館は表紙にもＱＲコードがついており，
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学年をまたいでＱＲコードを見ることができます。新興出版社啓林館の教

科書２１２ページを御覧ください。導入のところでＱＲコードが載ってお

り，映像で見ることができます。２１４ページをお開きください。右下

の，つながる学びとして，１～３までの問いがありますが，解説文がＱＲ

コードで示されています。学習指導要領において，理科の学習では探究的

な活動を主体的に進めていくことが重要とされており，タブレット端末が

１人１台整備されると，ＱＲコードなどを活用して，学校での授業の補助

や家庭学習のサポートとして活用できると考えています。 

 

三好教育長 先ほどの説明で，現行の教科書の評価は良いとありましたが，新しい学

習指導要領に基づいて見直しをされた点を含め，現行の教科書との変更

点，特徴的な部分を教えてください。 

 

調査員 新興出版社啓林館の別冊マイノートについて，新しい教科書では，中に

組み込まれているという話をしましたが，それ以外の特徴的な部分につい

て説明します。２年生教科書の最後のページを御覧ください。探究シート

が４種類，付録のような形でついています。これは，単元につき１枚ずつ

ついています。探究の過程を大事にするという話がありましたが，例え

ば，緑色のシート，唾液の働きについて，まず始めに課題を明確にしよう

というように，疑問や課題，解決したいことから自分で考えていくような

シートになっています。その下の，ここをしっかり計画という部分にもあ

りますように，どのような実験や観察をすることが問題解決につながって

いくのか，探究として自ら考えていく学習過程がマイノートの代わりに取

り入れられています。 

 

菅田委員 私は，新興出版社啓林館の実験の手順へのこだわりや教科書だけでない

広がりがあるところ，また，子どもたちの科学に対する基本的な考え方に

着目しながら，実験や科学が自分たちの世界をどう変えていくのかまで考

えられており，ワクワクする部分がたくさんあって，好きな教科書です。

実際使われて評価が良いのであれば，変える必要はないと思います。 

 

神原委員 私も，新興出版社啓林館が良いと思っています。菅田委員が言われたこ

とに加え，写真がダイナミックで美しいものが多かったり，イラストが色

鮮やかで，子どもが見たくなるようなものが多く，理科に必要な観察す

る，というところに沿うと思います。また，調査員からもありましたが，

日常とリンクさせて，どういうところで役立っているのかという視点が要

所で入っているのが，私も読んでいて興味深かったです。引き続き使って

いただきたいと思います。 

 

三好教育長 それでは，理科につきましては，「新興出版社啓林館」と考えますが，

いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，理科につきましては，「新興出版社啓林館」

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。 

 

調査員 報告書の４８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６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。 
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まず，報告書４８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。観点イと，教科書付箋１を御覧ください。第１学年 Ｌｅｔ’ｓ 

Ｔａｌｋ３「道案内」です。ＳＴＥＰ１を御覧ください。緑公園での国際

協力・交流イベントからの帰り道，海斗は外国人から駅への道順を尋ねら

れたという場面です。自分だったらどのように案内するかを考えます。Ｓ

ＴＥＰ２で場面を想像しながら，ペアで次の対話を練習します。ＳＴＥＰ

３で次の①～④の場所について，２人がいる地点からの道順を尋ねる対話

をします。その下のＴｏｏｌ Ｂｏｘにある表現も参考にするなど，主体

的に学習に取り組めるようにしています。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。第３学年 Ｓｔａｇｅ Ａｃｔｉｖ

ｉｔｙ３「Ｌｅｔ’ｓ Ｈａｖｅ ａ Ｍｉｎｉ Ｄｅｂａｔｅ」です。ＳＴ

ＥＰ１で「日本は住むのによい国である」という論題について，アメリカ

人留学生が書いた「Ｌｉｖｉｎｇ ｉｎ Ｊａｐａｎ」という文章を読み，

右のページの上では，論題に対して「賛成側」の理由になる内容と，「反

対側」の理由になる内容に分けるなどします。ＳＴＥＰ２でミニディベー

トの手順を確認し，グループになって賛成側，反対側の立場を決め，自分

の立場を主張するメモを作成します。次のページＳＴＥＰ３で実際にディ

ベートを行い，ＳＴＥＰ４でディベートの内容を踏まえて，自分の意見を

まとめる活動を設定するなど，言語活動の充実を図っています。 

次に，報告書４８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。観点イと，教科書付箋１を御覧ください。第２学年 Ｐｏｗｅ

ｒ Ｕｐ２「電話をかけよう」です。１でアメリカにいるリサが電話をか

けています。その対話を聞き，それぞれの内容に合うものを〇で囲みま

す。２は果歩がマットの家に電話をかけている場面です。①ではペアで対

話を読み，内容を確認します。②ではペアで役割を決め，背中合わせにな

って音読をします。③では次の①～③のとき，ペアで背中合わせになって

電話のやり取りを行います。①を御覧ください。この場面は，陽治がジュ

ディーに電話をかけます。するとジュディーが電話に出たので，陽治は宿

題を手伝ってほしいと伝えるケースです。下の青色の四角囲みにあるＥｘ

ｐｒｅｓｓｉｏｎ Ｂｏｘにある表現も参考にするなど，主体的に学習に

取り組めるようにしています。 

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。第

３学年 Ｓｔｅｐｓ５「ディスカッションをしよう」です。１で「無人島

にひとりで１か月暮らすことになったら何を持っていけばよいか」という

テーマについて３人の意見を読みます。２で，そのテーマについてグルー

プディスカッションをして，無人島に持っていくものを３つ決める活動を

設定するなど，言語活動の充実を図っています。 

次に，報告書４９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」と観点オ「言語活動の充実」の２点で報告しま

す。観点イと，教科書付箋１を御覧ください。第１学年 Ｔａｋｅ Ａｃ

ｔｉｏｎ! Ｔａｌｋ３「青いＴシャツはいかがですか」です。お店にＴシ

ャツを買いに来たジンが，店員と話している場面です。中ほどのオレンジ

色の四角囲みＷｏｒｋ ｉｎ Ｐａｉｒｓを御覧ください。スキットをペア

で演じた後，巻末のロールプレイシートを使って，ペア活動を行います。

その右，青色のマークにＲｏｌｅ-Ｐｌａｙ Ｓｈｅｅｔ付録ｐ. ３３-３

４とあります。教科書付箋２を御覧ください。先程のロールプレイシート

です。二人組のペアになり，即興のやり取りをする活動を設定していま

す。８枚のＴシャツを御覧ください。左側Ａには洋服店で働く店員が提案

する表現例を，右側Ｂには洋服店を訪れた客が好みを伝える表現例を，そ
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れぞれ取り上げロールプレイを行うなど，主体的に学習に取り組めるよう

にしています。報告書にお戻りください。観点オと，教科書付箋３を御覧

ください。第３学年 Ｐｒｏｊｅｃｔ３「ディスカッションをしよう」で

す。左のページ１ Ｒｅａｄで空き地の活用について，わかば市のウェブ

サイトに掲載された市民の意見を読み，ペアやグループで市民の意見を整

理します。右のページ２ Ｌｉｓｔｅｎで空き地にどんな施設を作ったら

よいかについてのディスカッションを聞きます。３ Ｔｈｉｎｋで２ Ｌｉ

ｓｔｅｎで出た意見を踏まえて，自分の考えを整理します。４ Ｄｉｓｃ

ｕｓｓで空き地にどんな施設を作るとよいか，グループで話し合う活動を

設定するなど，言語活動の充実を図っています。 

次に，報告書４９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。観点イと，教科書付箋１を御覧ください。第２学年 Ｕｓｅｆｕｌ 

Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎｓ「校舎案内」です。アヤが学校で，新しくやって

来たＡＬＴの先生に話しかけられている場面です。校舎配置図の下Ｓｐｅ

ａｋを御覧ください。「下線部を置きかえて，次の場所への行き方を言っ

てみよう」として，スキットの下線部の行き先をｌｉｂｒａｒｙ， Ｅｎ

ｇｌｉｓｈ ｒｏｏｍに変えてペアでやり取りを行います。その下Ａｎｄ 

Ｍｏｒｅ Ｗｏｒｄｓにある表現も参考にするなど，主体的に学習に取り

組めるようにしています。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。第３学年 Ｐｒｏｊｅｃｔ ３「ディベートをしよ

う！」です。左のページで６人が「Ｂｏｘｅｄ Ｌｕｎｃｈｅｓ ｖｓ. Ｓ

ｃｈｏｏｌ Ｌｕｎｃｈｅｓ お弁当と給食とではどちらがいいか」につ

いてそれぞれ意見を述べています。この意見を読み，右のページの２で，

ディベートの準備として書籍やインターネットを利用して，関連する資料

を集めたり，それぞれのよいと思う点を絞ったりします。３で，実際にデ

ィベートを行う活動を設定するなど，言語活動の充実を図っています。 

次に，報告書５０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。観点イと，教科書付箋１を御覧ください。第１学年 Ｄａｉｌ

ｙ Ｌｉｆｅ「カフェ」です。外国のカフェで朝食を注文する場面です。

１でペアになり，右上のメニューを見ながら，やり取りをします。２でメ

ニューを見て，実際に食べたいものを決め，ペアで注文するやり取りをし

ます。その下にＡｃｔｉｖｅ Ｗｏｒｄｓ ｐ. １４８とあります。教科書

付箋２を御覧ください。左上に食べ物や飲み物の単語をまとめており，こ

れらも活用しながらやり取りを実施するなど，主体的に学習に取り組める

ようにしています。報告書にお戻りください。観点オと，教科書付箋３を

御覧ください。Ｙｏｕ Ｃａｎ Ｄｏ Ｉｔ!「学校に必要なものを考えて意

見を伝えよう」です。左のページＲｅａｄｉｎｇで学校生活に必要なもの

に関する２人の提案を読み，右のページの上Ｔｈｉｎｋｉｎｇで２つの提

案のどちらかを議題として選び，ＡｇｒｅｅかＤｉｓａｇｒｅｅの自分の

意見をまとめ，Ｓｐｅａｋｉｎｇで「Ａｇｒｅｅ派」と「Ｄｉｓａｇｒｅ

ｅ派」に分かれて，自分の意見を伝え合う活動を設定するなど，言語活動

の充実を図っています。 

次に，報告書，５０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。観点イと，教科書付箋１を御覧ください。第１学年 

Ｌｅｔ’ｓ Ｔａｌｋ７「ファーストフード店」です。ソラが旅行先のア

メリカでファーストフード店に来ている場面です。ページ中ほどＳｔｅｐ

１で，モデル対話を練習して，ペアになって対話を行います。Ｓｔｅｐ２

でペアになり，モデル対話を参考にして，下のメニューを見ながら，好き
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なものを注文するやり取りをします。ページ下灰色の部分にｐ. １３８ 

Ｗｏｒｄ Ｂｏｘ ２１とあります。教科書付箋２を御覧ください。左ペー

ジ真ん中の列に食べ物や飲み物の単語をまとめており，これらも活用しな

がらやり取りを実施するなど，主体的に学習に取り組めるようにしていま

す。報告書にお戻りください。観点オと，教科書付箋３を御覧ください。

第３学年 Ｆｕｒｔｈｅｒ Ｓｔｕｄｙ１「ディスカッションをしよう」

です。左のページの「モデル対話」で制服の必要性についての英文を読

み，その下「確認しよう」でそれぞれの参加者の意見をまとめ，右のペー

ジＳｔｅｐ１で制服は必要か，必要ないかの立場を決め，その理由を書き

ます。Ｓｔｅｐ２でグループになって，司会役を決め，制服について話し

合う活動を設定するなど，言語活動の充実を図っています。 

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。

現行の東京書籍では，各Ｕｎｉｔで「習得」したことを，日常的な会話表

現などを扱っているＤａｉｌｙ Ｓｃｅｎｅで「活用」し，技能統合型の

Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎで「発信」する構成となっており，生徒の基礎

基本の定着に繋がっております。今後は語彙や文法をどれだけ知っている

かに留まらず，それらの知識を活用し，自分のことや身の回りのことを表

現する力を伸ばしていく場を一層充実していく必要があると考えておりま

す。現場の教諭からの声としては，日常的な会話表現などを扱っているＤ

ａｉｌｙ Ｓｃｅｎｅのページでは，実生活に生かすことができる設定と

なっている。また，２年生３年生の教科書において，Ｕｎｉｔ内でつなが

りのある内容，そして，生徒の興味を更に引くような内容になっていると

良い，という意見があります。 

以上で，報告を終わります。 

 

三好教育長 御質問，御意見をお願いします。 

 

菅田委員 これまでは中学校で初めて英語を習ってきたものが，これからは小学校

から英語を習うようになると，小学校と中学校との連結の部分が大切にな

ると思います。小学生がどのくらいの力をもって中学校にあがってくるか

によって，選ぶ教科書が変わってくると思います。今の小学校の英語教育

の現状として，どこに力を入れて勉強しているか教えてください。 

 

調査員 ３・４年生では，できることよりも，英語に慣れ親しむことが目標にな

っています。聞くこと，話すことへの慣れ親しみから，子どもたちの英語

に関する興味関心を引き出し，学習意欲をもって５・６年生につなげてい

きます。５・６年生では，３・４年生までに慣れ親しんだ聞くこと，話す

ことについて，ある程度できるようになることが目標となります。書くこ

と，読むことは５・６年生から始まりますので，慣れ親しむ程度に留めて

います。 

 

菅田委員 福山の中学校の英語教育で主眼を置いている点を教えてください。 

 

調査員 本市では，４技能５領域のうち，聞くことに課題があります。ここ１０

年間の県の学力調査等において，県との差は縮まりつつありますが，聞

く，読む，話す，書くの４技能の中で，聞くことは，県平均を若干下回っ

ています。子どもたちが言葉を獲得することを考えたときに，赤ちゃんが

言葉を獲得することと同じように，まずは聞くことが大事だと考えていま

す。聞くことから言語を習得するラウンドシステムという取組について，

パイロット校５校を募ってスタートしています。現場の声としては，文法

の誤りやこれでいいのだろうかという心配がある一方で，聞くことへの成
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果は出始めています。今年度さらに１０校増やし，１５校で取り組みを進

めており，２０２１年度は全校で進めていく予定です。 

 

神原委員 教科書は文字情報が中心だと思いますが，聞くことに重点を置いている

教科書があれば教えてください。 

 

調査員 各出版社とも，様々な工夫で，４技能すべてが取り入れられています

が，ラウンドシステムでは，子どもたちが教科書を１つの物語のように読

んでいきます。そこで，教科書においては，ストーリーが面白いもの，話

に連続性があるもの，子どもたちにとって，続きが聞きたい，読みたいと

感じる教科書が適しています。開隆堂出版１年生教科書１０３ページを御

覧ください。このプログラムでは，クラスの生徒がフィンランドに旅行に

行ったことが書かれており，１０６～１０８ページにかけてフィンランド

について生徒がやり取りをする様子が書かれており，話に連続性がありま

す。光村図書出版３年生教科書の２１ページを御覧ください。このユニッ

トでは，広島への修学旅行について書かれています。２２ページでは宮島

を舞台に，２４ページでは路面電車にカメラを忘れてしまったことについ

て，２６ページではそのカメラを見つけたことについて書かれています。

３１ページを御覧ください。このユニットでは先ほどの修学旅行の２日目

のことについて続きが書かれています。光村図書出版は１年生～３年生ま

での教科書が１つの物語になっていることが特徴です。 

 

三好教育長 今使っている小学校の教科書はどこですか。 

 

調査員 小学校は光村図書出版を採択しています。例えば，登場人物のニックの

姉のティナが光村図書出版の中学校用教科書には出てきます。光村図書出

版については，先ほど，中学校の３年間が連続した物語と言いましたが，

厳密にいえば，小学校５年生から中学校３年生の５年間でつながりが見ら

れます。 

 

神原委員 今は東京書籍を使われていると思いますが，違う出版社に変えることで

先生が教えづらくなるなど，混乱や支障はありませんか。 

 

調査員 英語の授業では，文法がわかることが最終的なゴールではありません

が，新学習指導要領では，新しい文法事項が追加されており，各出版社で

若干の違いがみられます。現行の東京書籍の教科書の文法事項の配列に一

番近いのは，光村図書出版と新興出版社啓林館の２者です。 

 

三好教育長 これまでの御意見や報告の中で，聞くということ，小学校との接続，現

行の教科書との関係からして，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。 

ここで休憩を取ります。１６時２５分再開とします。 

 

三好教育長 それでは再開します。 

特別の教科 道徳について，説明をお願いします。 
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調査員 報告書の５１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「日本教科書」までの７者について，アからオの５つの観点，１

０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５２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。観点イと，３年生の教科書，表紙裏の目次を御覧くだ

さい。左ページの左下に，「ＡＣＴＩＯＮ アクション！」のマークがあ

り，「役割演技などを取り入れた学習です。」としています。右ページ右

下，１６番にアクションマークがあります。２３番にもこのマークを付け

て，体験的な学習であることを示しています。付箋１のページを御覧くだ

さい。アクション「缶コーヒーをめぐるやりとりの場面をやってみよう」

を設定しています。トラのキャラクターの吹き出しに学習のテーマを示

し，役割演技を含めた活動を①から⑧まで示しています。報告書にお戻り

ください。観点ウと，教科書表紙裏の目次を御覧ください。右ページのピ

ンク色で囲んだ３番が「いじめ問題対応ユニット」です。付箋２のページ

を御覧ください。主題名を「いじめのない世界へ」として，３つの教材を

設定しています。１ページめくって，「無実の罪」は，漫画でいじめの被

害者の心情などを描いています。付箋３のページを開いてください。「あ

る日の午後から」は，いじめの加害者の心情を描いた教材です。付箋４の

ページを御覧ください。「いじめから目をそむけない」を設定していま

す。左ページ終わりに①「なぜ『いじめ』をなくすことが難しいのでしょ

う。グループで話し合い，その結果をクラスで発表しましょう。」と示

し，次のページへ進んで②③と合わせて３つの活動を設定しています。 

次に，報告書５２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。観点イと，３年生の教科書，付箋１のページを御覧くださ

い。下の枠に「やってみよう」のマークがあります。「活動のページで

す。実際に場面を演じたり，よりよい行いの練習をしたりして，教材での

学びを深めましょう。」とし，掲載ページを示しています。付箋２のペー

ジを御覧ください。「１８ 校長先生の模擬面接」を受けて，「やってみよ

う」を設定しています。「１ 社会にはさまざまなマナーやエチケットが

あります。どのようなものがあるかあげてみましょう。」と示し，２の役

割演技を含めた３つの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のページ，下の枠を御覧ください。青い人のマー

クが，いじめや差別のない社会について深く考える教材であることを示

し，目次の該当教材の下にマークをつけています。教材６番，７番を含む

水色で囲んだ部分が，「いじめや差別のない社会について考えるユニッ

ト」です。差別やいじめの被害者の体験を描いた「あなたは顔で差別をし

ますか」などを選定しています。付箋３のページをお開きください。ユニ

ットのはじめに「いじめに立ち向かう君に」を設定しています。付箋４の

ページにお進みください。ユニットの終わりに，人権について考える

「『ふつう』ってどういうことだろう？」を設定しています。左ページの

上から６行目に，「違う考え，違う受け止め方をする者同士が，お互い心

地よく生活するには，どんなことを大切にすればよいのでしょう。」と問

いかけています。 

次に，報告書５３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。観点ウと，３年生の教科書，付箋１のページを御覧ください。６番

「三年目の『ごめんね』」，深めたいむと，７番「小さな出来事」を組み合

わせ，「いじめを許さない心について考える」ユニットを設定していま

す。付箋２のページをお開きください。「三年目の『ごめんね』」は，いじ
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めの加害者の心情を描いた教材です。付箋３のページへお進みください。

「深めたいむ」を設けています。「いじめをなくすためにできることは何

か，考えよう」として，いじめをなくすための活動を紹介し，左ページの

「考えよう」に，「『いじめゼロの木』が，どんどん育っていくのは，どう

してだろう。」など３つの問いを設定しています。 

報告書にお戻りください。観点オと，教科書付箋４のページをお開きく

ださい。「学びの記録」を設定しています。見開き右側の「学びの記録に

ついて」には，１時間ごとに学んだことを記録することや，シーズンの始

まりや終わりに自分の思いや考えたことを書くことを示しています。見開

き中央の１時間目から順に記入するようになっています。また，１時間目

の下には，「シーズン１での道徳の学びを振り返って，印象に残ったこと

や感じたことは，どんなことだろう。どうして，そう感じたのだろう。」

としてシーズンの振り返りを記入する欄を設けています。 

次に，報告書５３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」と観点ウ「内容の構成・配列・分量」の

２点で報告します。観点イと，３年生の教科書，付箋１のページを御覧く

ださい。見開き左ページのマークの説明に紫色の人のマークがあり，「学

習する内容について，動作や演技を通して考えてみましょう。」としてい

ます。目次の３番「出迎え三歩，見送り七歩」にマークが付いています。

３０番「一冊のノート」にもマークを付け，体験的な学習であることを示

しています。付箋２のページをお開きください，教材の終わりに「学習の

進め方」を設けています。教材名の下に，「お客様を出迎え見送る体験を

とおして，おもてなしの心について考えてみよう。」とテーマを示し，①

お客様の出迎え方と見送り方について，グループで話し合おう，②体験し

ようなど４つの活動を示しています。報告書にお戻りください。観点ウ 

と，教科書付箋１のページを御覧ください。目次の５番，６番の下にオレ

ンジ色で「いじめと向き合う①」，１４，１５，１６番の下に「いじめと

向き合う②」として，教材と コラム「プラットホーム」を組み合わせて

ユニット化しています。付箋３のページをお開きください。ユニットの最

初に，「いじめと向き合う」を設け，左ページに，ユニットの構成を示し

ています。１ページ開くと，いじめを直接的に扱った教材の「卒業文集最

後の二行」を掲載しています。付箋４のページへお進みください。プラッ

トホーム「『いじめ」と向き合う」を設定しています。直前の教材の学習

内容を受け，私たちは，なぜ人を攻撃するのと投げかけ，こんなときどう

する，攻撃の種類と理由，攻撃しないためには，として具体例を提示して

います。 

次に，報告書５４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。観点イと，３年生の教科書，付箋１のページを御覧

ください。教材文の終わりの「深めよう」で「異なる意見と出会ったとき

のことを考えよう」を設定しています。「考えよう」で，笛は誰のものに

すべきだっただろうと問いかけ，理由を考えた後，「やってみよう」で

は，「少年たちが笛を誰のものにするか話し合っている場面を演じてみよ

う。４人組で役割演技を行う。」として，①から③の手順を示し，役割演

技を促しています。役割演技の後は，話し合おう，生き方につなげようと

学習を進めていきます。報告書にお戻りください。観点ウと，教科書付箋

２のページを御覧ください。いじめを直接的なテーマとして扱う教材とし

て，いじめの加害者の視点で描かれた「卒業文集最後の二行」を掲載して

います。１ページ進んで左ページ終わり「考えよう」には，「②なぜ，

『私』のように人を差別したり，いじめたりしてしまうことがあるのだろ

う」と問いを設定しています。付箋３のページをお開きください。特設ペ
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ージクローズアッププラス「答えは一つだけじゃない」を設けています。

「あなただったら」では，イラストで具体的な場面を示して，「もしあな

たがＡさんやＢさんの立場だったら，どう思うかな。どんな感じがするか

な。みんなで話し合ってみよう。」と投げかけています。  

次に，報告書５４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」と観点オ「言語活動の充実」の２点で報告

します。観点ウと，３年生の教科書，付箋１のページを御覧ください。い

じめを直接的に扱う教材として，「卒業文集最後の二行」を掲載していま

す。付箋２のページへお進みください。教材文の終わり「考える 話し合

う」コーナーの「考えを広げる・深める」に「いじめをなくすためにどの

ような自分でありたいか」と問いを示しています。付箋３のページを開い

てください。様々な内容項目と関連させて考える「いじめを許さない 私

たちの心」を設定しています。４つの視点ごとに関連する教材を示すとと

もに，左ページの一番下に，「『いじめ』をしない，加わらない，見過ごさ

ない。自分にも，他の誰かにもいじめを許さない。そんな，あなたの強い

心を大切にしていきましょう。」と呼び掛けています。報告書にお戻りく

ださい。観点オと，別冊「中学生の道徳ノート」の付箋４のページを御覧

ください。「心に残っている授業の記録」には，心に残っている理由を記

入する欄を設けています。折り込み部分には自己評価をする「心のしお

り」と教材ごとに振り返りをチェックする「学習を振り返って」を設けて

います。 

次に，報告書５５ページ，日本教科書です。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。観点アと，３年生の教科書，付箋１のページを御覧ください。全学

年で，巻頭に「道徳科って何を学ぶの？」を設けています。見開きページ

の右から左に，「興味・関心をもつ」，「教材の内容を理解し，問題意識を

持つ」「みんなで考え，話し合う」などを示しています。見開き下側の

「多様な考えを知るために」の枠内には，「①自分の考えを持ち，積極的

に発言する」「②そのように考えた理由などを添えて伝える」など，６つ

の話合いのポイントを示しています。報告書にお戻りください。観点ウ

と，教科書付箋２のページを御覧ください。いじめを正面から取り上げて

いる教材として，「いつかは言いたい２度目のごめん」を掲載していま

す。付箋３のページをお開きください。教材文の終わり「考え，話し合っ

てみよう，そして，深めよう」の二つ目に，「三十年ぶりに会った私と優

子は，どのような会話をしたのでしょうか。それぞれの立場になって考え

てみましょう。」と示し，加害者，被害者のそれぞれの立場で考えること

を促しています。 

なお，現在使われている教科書は，始めに報告した「東京書籍」です。

現行の東京書籍では，教材文の前に主題を示しているため，子どもたちか

ら多様な考え方が出たときに，主題に戻ることで考えが整理できる反面，

主題があることで子どもたちがそこを意識していまい，自由な発言がしに

くい面もあると聞いています。また同様に，体験的な学習，問題解決的な

学習については，学習の流れを細かく提示してあるため，そこが考えのも

とになるという点とそこに縛られ，自由な意見が出にくいという両面があ

ると聞いています。また，東京書籍の教科書には，心情円やホワイトボー

ド用紙がついており，活用している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 御質問，御意見をお願いします。 

 

三好教育長 現在使っている東京書籍について変更点はありますか。 
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調査員 東京書籍の変更点は，先ほど説明した付箋２のページのようにユニット

を組んでいる場合や一つの主題に対して複数の教材を設定している場合

は，扉のページを設けて，この主題に対してはこれだけのものが用意され

ているということを示しています。発問の数は，現行の教科書では教材の

後ろに２～３つ用意されていますが，新しい教科書では，考えようで１

つ，自分をみつめようで１つと，発問の数が２つに変更されている点が大

きく異なる点です。 

 

神原委員 先ほど今使っている東京書籍の感想ということで，主題を掲げることの

良い面，良くない面があったと思いますが，今回の新しい教科書ではどう

ですか。 

 

調査員 目次を見ていただけるとわかりますが，「１番 言葉に添えて」が主題

になります。そして，隣に書いてあるのが教材名になります。主題の部分

のイメージに子どもたちが引っ張られることもありますが，多様な意見が

出たときに振り返ることができるという面では良い面だと思います。 

 

三好教育長 その他意見が無いようであれば，多様な意見交換ができている点や現行

から見直されている点を踏まえ，特別の教科 道徳につきましては，「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，特別の教科 道徳につきましては，「東京書

籍」を採択いたします。 

 次に，美術について，説明をお願いします。 

 

調査員 報告書の３５ページをお開きください。美術は，「開隆堂出版」から

「日本文教出版」までの３者について，（ア）から（オ）の５つの観点，

９の視点で，御覧の方法により，調査研究を行いました。 

それでは，３６ページをお開きください。まず，開隆堂出版です。教科

書の特徴を，観点ア「基礎基本の定着」と観点オ「言語活動の充実」の２

点で報告します。報告書，観点アを御覧ください。付箋１のページを御覧

ください。「自分らしい表現を追求しよう」として，自画像を描く題材で

は，右ページ下にある，黄色の囲み，「学習のポイント」に，「これまでに

経験した技法を使ったり，描画材料を選択したりして，主題にあった表現

方法を工夫しよう。」と，技法や材料に着目することを促しています。そ

の左にある，「１７ 私の七色」では，「作者の言葉」として，「普段，表

に出ている『表情』を真っ白に描くことによって，見えない『頭の中』を

際立たせました。」とし，色が感情にもたらす部分を意識させ，［共通事

項］に着目するよう促すコメントを掲載し，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，第１学年教科書付箋２のページ

を御覧ください。題材名「ロゴマークで印象づける」です。右ページ中ほ

どには，「クラスのシンボルマークをデザインしよう」として，②イメー

ジや願いをスケッチにおこす，③スケッチするとし，発想・構想の方法を

示しています。付箋３のページを御覧下さい。鑑賞領域の「あったらいい

なを形に」です。デザイナーの佐藤ナオキさんへのインタビューの形で，

青字で「デザイナーの仕事とはどのようなものですか？」という質問に対

して，佐藤さんは「デザインは，社会が抱える課題や問題を解決する手段

です。」など，デザイナーの物の見方や考え方を表現しています。また，
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右ページ上に，作家の作品を掲載し，その下に表現意図も示しています。

付箋４のページを御覧ください。鑑賞領域の「伊藤若冲の世界」です。左

ページ中ほどの，「学習のポイント」では，「表現方法の違いなど，作品か

ら感じ取ったことを伝え合おう。」と，対話を促す記述があります。 

次に，報告書同じく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。報告書観点イと，第２・３学年教科書付箋１のページを

御覧ください。題材名「絵巻物と漫画の表現」です。右ページを御覧くだ

さい。「鳥獣戯画」を実物代の大きさで，和紙のような風合いの紙を使

い，より本物に近い感覚で見ることができるよう，図版の見せ方や紙質に

工夫がされています。実際に触れて，手触り等を感じてみてください。報

告書にお戻りください。観点オと，付箋２のページを御覧ください。「み

んなのためのデザイン」という題材では，右ページ上には，「表現（発

想）（構想）」として，「日用品などを調べて，より使いやすいデザインを

考えよう。」とし，活動を示しています。また，その右にある「しょるじ

ょー」として，「ショルダーにかけるじょうろ」の企画書を示し，実際の

作品とともに示しています。また，製作意図を示し，発想や構想の方法を

示しています。第１学年教科書，付箋３のページを御覧ください。鑑賞領

域の「風神雷神―受け継がれる日本の美」では，ページ左下のＱＲコード

を利用した音声ガイドによって作品の解説を聞くことができます。また，

ページ上の白抜き文字「鑑賞」マークでは「それぞれの共通点や違いを話

し合おう」とし，鑑賞を深めるための視点や対話を促す言葉を掲載し，言

語活動の充実を図っています。 

次に，報告書３７ページ，日本文教出版です。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。

報告書観点エと，第２・３学年上の教科書付箋１のページを御覧くださ

い。題材名「ひと目で伝えるための工夫」です。ページ中ほどにある，

「成田空港のサイン計画」では，「鉄道駅から続く空港ターミナルビルの

地下階。多くの人が目指す出発ロビーへの案内を一番大きく目立たせて，

迷わせない工夫をしている。」 と示すなど，社会の中で使われているピク

トグラムを取り上げ，表現意図を示しています。右ページ上には，赤字で

「ピクトグラムの意味を考えよう。」や，中ほどには「身近なピクトグラ

ムを作ろう」として，学習の流れに沿って活動を促すコメントを示してい

ます。また，右ページ中ほどに，［生徒作品］の例を示し，「作者の言葉」

では，「モチーフの線を太くすることで地色との境目をはっきりさせて，

目立つように工夫しました。」など，作者の表現意図を示しています。報

告書にお戻りください。観点オと，第２・３学年下の教科書付箋２のペー

ジを御覧ください。題材名「魅力を伝えるパッケージ」です。右ページ上

の「お菓子のパッケージをつくってみよう」では，①お菓子のパッケージ

を調べる，②企画書を作成する，③自分のイメージや構想を発表し合うと

して，発想や構想の方法を示しています。第１学年教科書付箋３のページ

を御覧ください。題材名「わくわくコミュニケーション」の鑑賞領域で

は，右ページ中ほどにある，緑色の文字と囲みで書かれた「造形的な視

点」において，「イラストレーションと文字の配置に着目しよう。」と吹き

出しで示し，対話を促すなど，言語活動の充実を図っています。 

なお，現在使われている教科書は，２番目に報告した「光村図書出版」

です。現行の光村図書出版ですが，観点に沿って目標や問いが最初に書か

れています。また目標の隣にチェック欄があり，振り返りに使うことがで

きます。表紙には，作者の言葉や表現意図などが映像等で見ることができ

るようになっており，子どもたちが楽しみながら美術に取り組めるように

なっています。また，表紙を１枚めくったところに，美しい谷川俊太郎の
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詩が書かれており，生活の中で探していける工夫がされていると聞いてい

ます。 

以上で，報告を終わります。 

 

三好教育長 御意見，御質問はありませんか。 

 

三好教育長 学習指導要領が変わったことで，大きく変わったところはありますか。 

 

調査員 学習指導要領では，造形的な見方・考え方を働かせ，生活や社会の中の

美術や美術文化と豊かに関わる資質・能力を育成するとされています。開

隆堂出版の１年生３２ページを御覧ください。デザインや工芸を学ぶこと

では，身近な生活の中にあるデザインについて紹介されています。また，

光村図書出版の１年生３８ページ，デザインってなんだろうでは，朝目覚

めて，夜寝るまで，身近な生活の中にデザインがあるということが時間を

追って紹介されています。日本文教出版１年生の３８ページ，デザインや

工芸との出会い，人の暮らしを豊かに，では，身近な生活におけるデザイ

ンについて紹介されています。 

 

三好教育長 物を作る，描くなどの活動の中で，デザインなど，より生活に密着した

関わりについての分量が大きくなったという理解でよろしいですか。 

 

調査員 今回の学習指導要領の改訂では，より生活や社会の中の美術に着目する

ことが示されています。１年生で新しく習うデザインについて，目が覚め

てから寝るまで身の回りにある様々なデザイン，色彩に着目するなど，生

活により身近なものが各者掲載されています。 

 

三好教育長 他に御意見が無いようでしたら，美術につきましては，現状の評価も踏

まえた上で現行の「光村図書出版」と考えますが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

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

択いたします。 

ここで，一旦休憩といたします。明日，８月６日 午前９時に会議を再

開しますので，本日はこれで終わります。 

 

（休憩） 

 

三好教育長 それでは，第５回福山市教育委員会会議を再開いたします。 

音楽（一般）について，説明をお願いします。 

 

調査員 はじめに，音楽（一般）について報告します。 

報告書の３１ページをお開きください。音楽一般は，「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３２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」と観点エ「内容の表現・表記」の２点で報告

します。観点イと，教科書付箋１のページを御覧ください。「さまざまな

舞台芸術」として，ページ上段にはジンジュ〈京劇〉，中段にはミュージ

カルを取り上げ，下段「話し合おう」の欄で「アイーダ」や「白鳥の湖」

といった他の鑑賞曲を挙げ，音楽と舞台との関わりについて考えるよう促
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しています。付箋２のページを御覧ください。「コンピュータと音楽」で

は，「つくる学習」「歌ったり演奏したりする学習」「鑑賞する学習」とし

て便利な面や注意する点を掲載するなど，音や音楽と生活との関わりにつ

いて取り上げ，生徒が主体的に学習に取り組めるようにしています。報告

書にお戻りください。観点エと，教科書付箋３のページを御覧ください。

これは，「学びのユニット」というページです。右ページ中ほど男性のイ

ラスト部分の説明を御覧ください「学びのユニット」では，学びのねらい

と学習する曲や活動，学習を生かして比べる曲が示されています。左隣，

ピンク色の丸い図を御覧ください。図の外側を囲むようにピンク色に白い

文字で「形式」「構成」などと「学びの手がかりとなるヒント」が示され

ています。題材で関連がある部分は，濃い色で表されています。付箋４を

御覧ください。「どんな特徴があるかな？」のページでは，それぞれ，音

楽を形づくっている要素の内容が掲載されています。 

次に，報告書３２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。観点アと，教科書付箋１のページを御覧ください。創作の

項目では，「Ｍｙ Ｍｅｌｏｄｙ」「Ｌｅｔ’ｓ Ｃｒｅａｔｅ!」の二つの

活動を取り上げています。「Ｍｙ Ｍｅｌｏｄｙ」では，ページ右端，音

のつながり方の特徴を生かした旋律づくりの活動を設定しています。１ペ

ージめくってください。①～⑥で旋律をつくる学習の流れを示していま

す。付箋２のページを御覧ください。「Ｌｅｔ’ｓ Ｃｒｅａｔｅ!」とし

て，ページ左端，構成を工夫して３つの場面の音楽をつくる活動を設定し

ています。学習の流れ①では，場面を２つの風景から選んだり自分で考え

たりして設定し， 手順②からは，音を出して確かめながら場面に合う音

素材を選んだり探したりします。各学年２つずつ取り上げ，創作の基礎・

基本の定着を図っています。観点イを御覧ください。教科書付箋３のペー

ジ下のほうを御覧ください。「社会を映し出す音楽」で，ページ上に「ミ

ュージカル」，「映画音楽」などさまざまな音楽が紹介されています。付箋

４を御覧ください。「生活や社会の中の音楽（仕事と音楽）」では，「社会

の中には音楽にかかわる仕事がたくさんあります。」として，写真ととも

に楽器店で働く人や，右ページ下に難民キャンプで教育支援に携わる人な

ど，様々な人や活動を紹介するなど，音や音楽と生活との関わりについて

取り上げ，生徒が主体的に学習に取り組めるようにしています。 

なお，現在使われている教科書は，２番目に報告した「教育芸術社」で

す。先生方の声では，使いやすい点として，創作のページに音符でなく，

図形で音楽を表すことができることが示されています。新しい教科書では

付箋２のページ右上の表の中のマークです。音符を使わなくてよいこと

で，多くの生徒が抵抗を感じることが少ないこと，また，感覚的に音を表

すことができ，自分なりの図形を使いながら音を創ることに集中すること

ができた，と聞いています。 

以上で，報告を終わります。 

 

神原委員 今使っている教科書と今回の教科書で大きく変わった点はありますか。 

 

調査員 大きく変わった点について報告します。まず教育出版です。付箋３のペ

ージを御覧ください。先ほど紹介した学びのユニットというページです。

学びのユニットでは，図の下に足すというマークで，学びを深めるための

曲や活動が示されています。これは今回の学習指導要領の改訂で示され

た，音楽表現の共通性や固有性を感じながら曲を聞くこと，音楽の多様性

について考えたり味わって聞くこと，に関連していますが，いろいろな曲

を比較したり，関連付けたりしながら，学習を進めることができるように
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なっています。５６ページを御覧ください。ここには，何が同じで，何が

違うというページが設けられていて，曲や楽器を比較しながら，学習を進

めることができるようになっています。 

次に，教育芸術社です。今回の学習指導要領では，学習内容が知識及び

技能，思考力・判断力・表現力と学びに向かう力，人間性等の３つの柱で

見直されました。音楽ではこれまで知識が示されていませんでしたが，新

たに音楽に知識が示されています。１年生の教科書３７ページを御覧くだ

さい。３６，３７ページに，深めよう音楽，というページがありますが，

前回の教科書では，右側の３番のような，音楽について構造的に捉えられ

る表が載っていました。今回学習指導要領で，知識が加わったことで，こ

の知識が音楽的な要素や名前を覚えるものではなく，どのような音楽を作

りたいのかを考えたり，判断したり，表現していくための一つの手立てと

して，左側に注目するポイントとして知識が示されていたり，その知識を

どのように使っていけばよいかという例やヒントが記載されている点が大

きく変更となった点です。 

 

三好教育長 先ほどの教育芸術社の３７ページで，授業の中では，ワークシートのよ

うに書き込んで使っていたのですか。これは今までもありましたか。 

 

調査員 はい，今までもこのようなワークシートのページはありました。しか

し，どのような音楽を作りたいかという視点やその中でどのように知識を

使っていくかについて，ここまで詳しく解説されていませんでした。今回

学習指導要領に知識が加わったことで，逆に知識がクローズアップされに

くく，思考力・判断力・表現力の一連の流れの中で，使える知識になるよ

うに工夫されています。また，以前からこのような表はあり，表があるこ

とで使いやすいという声を聞いています。 

  

菅田委員 

 

現行で使われている教育芸術社の教科書について，子どもたちには難し

い，曲を作る部分がわかりやすく書かれており，扱う曲もポピュラーなも

のから昔の曲まで幅広くバランスが良いと思うので，現行の教育芸術社の

教科書を使うのが良いと思います。 

 

三好教育長 他に御意見が無いようでしたら，音楽（一般）につきましては，「教育

芸術社」と考えますが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，音楽（一般）につきましては，「教育芸術

社」を採択いたします。 

音楽（器楽合奏）について，説明をお願いします。 

 

調査員 報告書の３３ページをお開きください。音楽（器楽合奏）は，「教育出

版」と「教育芸術社」の２者について，アからオの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３４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」と観点エ「内容の表現・表記」の２点で報告

します。観点イと，教科書付箋１のページを御覧ください。箏の学習で

は，左上に鉛筆のマークとともに「音のスケッチ」として，平調子の響き

を生かして「荒城の月」の前奏をつくる活動を設定しています。活動１で

「荒城の月」の曲想をイメージして，活動２ 小節の前奏をつくる活動を

設定し，活動２，活動３でイメージをまとめるための学習の流れを示して
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います。右下のキャラクターの吹き出しで，前のページで学習した「押し

手」という奏法の活用を促すなど，和楽器の学習展開を工夫し，生徒が主

体的に学習に取り組めるようにしています。報告書にお戻りください。観

点エと，教科書付箋２のページを御覧ください。左上「Ｌｅｔ’ｓ Ｐｌ

ａｙ！」では，「もみじ」の曲名の下に「主旋律と他の旋律とのかかわり

を意識して表現を工夫しよう。」と，学びのポイントの中で，音楽を形づ

くっている要素である「旋律」を意識できるよう示しています。付箋３の

ページを御覧ください。「唱歌について」で「『祭囃子』に表記された『チ 

ヒャイ ヒャイ トロ』や『天 テレ ツクツク』といった言葉は唱歌と呼ば

れ，楽器の音をまねしたものです。唱歌は，旋律や奏法を覚えたり伝えた

りするために用います。」と説明され，右のイラストの吹き出しで，実際

に唱歌を唱えてみるよう促しています。下には，例として，尺八，箏，三

味線，太鼓の唱歌を示すなど，指導が工夫されています。 

次に，報告書３４ページ，教育芸術社です。教科書の特徴を観点イ「主

体的に学習に取り組む工夫」と観点オ「言語活動の充実」の２点で報告し

ます。観点イと，教科書付箋１のページを御覧ください。「Ｍｙ Ｍｅｌｏ

ｄｙ」では，「課題」として都節音階と律音階のどちらかを選び，箏で旋

律をつくる活動を設定しています。「Ｗａｒｍｉｎｇ-ｕｐ」では，「次の

２種類の調弦で５～１０を弾き，それぞれの音階の雰囲気を感じ取りまし

ょう。」と提示しています。手順①②では，旋律づくりのイメージを広げ

る例をそれぞれ示し，手順③では，下のキャラクターの吹き出しで，４７

ページで学習した「いろいろな奏法」の活用を促すなど，和楽器の学習展

開を工夫し，生徒が主体的に学習に取り組めるようにしています。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

ージ左端の縦書き「全体の響きを確かめながら演奏しよう」では，教材曲

「千の風になって」の下に「パートの役割に合った楽器を選び，曲にふさ

わしい表現を工夫して演奏しましょう。」と活動文を示しています。隣の

ページ「深めよう！音楽」「パートの役割」では，１，２，３の学習過程

において，①～④のパートについて，旋律やリズムなどの特徴を調べてそ

れぞれの役割を考えたり，４人以上のグループになり，それぞれのパート

に合う楽器を選んだり，選んだ楽器で実際に演奏し，全体の響きを確かめ

たり，表現したい思いや意図を言葉で伝え合う場面を設定し，言語活動が

充実するよう示されています。 

なお，現在使われている教科書は，２番目に報告した「教育芸術社」で

す。先生方の声では，使いやすい点として，楽器別，リコーダーのページ

にＱ＆Ａが載っています。新しい教科書では，２３ページからページ下に

「きれいな音を出す秘訣」「低い音の出し方」「高い音の出し方」が載って

います。生徒が困ったときにピンポイントでコツをつかみやすいという意

見がありました。 

以上で，報告を終わります。 

 

三好教育長 御質問，御意見をお願いします。 

 

横藤田委員 器楽と一般は同じ出版社のほうが教えやすいというのはありますか。 

 

調査員 学習指導要領に基づいて作られていますので，同じ教科書でなければい

けないということはありませんが，生徒が使う中では，同じほうが使いや

すいという面はあると思います。まず１点目は教科書のつくり，２点目

は，例えば，２つの出版社とも，器楽の中では箏のことが取り上げられて

います。一般の教科書に戻りますが，教育出版１年生の教科書４８ページ

を御覧ください。ここから筝曲「六段の調べ」として箏が取り上げられて
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いますが，教育出版では，一般の教科書の中で，箏を弾いてみようとして

奏法が示されており，器楽の教科書には基本的な奏法は載っていません。

教育芸術社では，器楽の教科書に箏の基本的な奏法が載っています。この

ようにどちらの教科書に載っているかという点から，同じ出版社のほうが

使いやすい面はあると考えられます。 

 

三好教育長 箏，三味線，太鼓，篠笛，尺八，打楽器とありますが，福山市ではどの

楽器を何時間程度やっていますか。 

 

調査員 学習指導要領では，和楽器について１種類以上学習することとなってお

り，福山市内の中学校では，ほとんどの学校が箏を学習しています。教育

委員会では，約１カ月ごとに箏の貸し出しを行っています。時間数は調査

していませんが，音楽全体の時間数が年間３０～３５時間ですので，それ

ほど多くの時間は扱っていないと思います。２校，太鼓や篠笛を扱ってい

る中学校もあります。 

 

三好教育長 他に御意見が無いようでしたら，説明と質疑を通して，現行の教科書が

良いのでないか，変えるという積極的な意見等も無いようですので，音楽

（器楽合奏）につきましては，「教育芸術社」と考えますが，いかがでし

ょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

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

術社」を採択いたします。 

次に保健体育について説明をお願いします。 

 

調査員 報告書の３８ページをお開きください。保健体育は，「東京書籍」から

「学研教育みらい」までの４者について，アからオの５つの観点，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３９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。観点イと，教科書の付箋１のページを御覧ください。１

「健康の成り立ちと疾病の発生要因」を扱う単元です。ページ上にある

「見つける」では，「毎日の生活の中で，『健康を保つために行っているこ

と』を挙げてみましょう。」として，課題の発見に向けての活動を掲載し

ています。その下の「課題の解決」では，その右の枠内に「私たちの平均

寿命が上昇していることは，私たちが健康であるということを表している

のでしょうか。」という問いを掲載し，思考，判断，表現するための活動

を示しています。右ページ下の「広げる」では，「自分が経験した疾病に

ついて，主体の要因と環境の要因を考えてみましょう。」として，自分の

経験と結び付けて考えることで実践力の基礎を育てる活動を示していま

す。次に付箋２を御覧ください。実習資料１「心肺蘇生の方法（胸骨圧

迫）」では，胸骨圧迫の正しい方法を理解するために，「圧迫する場所」や

「手の置き方」などを掲載しています。このような実習を５例掲載し，技

能に関する内容の充実を図っています。報告書にお戻りください。観点ウ

と，教科書の付箋３のページを御覧ください。「心身の機能の発達と心の

健康」という章の章末資料５「インターネットによるコミュニケーション

とトラブル」を扱うページです。上中央に「発展」マークを付し，発展的

な学習内容を掲載しています。①の「お互いの表情が見えないことや，話

し言葉より文章が短くなることから，誤解が生まれる場合があります。」
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のように，身近な場面を例として掲載しています。 

次に，報告書３９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」と観点オ「言語活動の充実」の２点で報

告します。観点イと，教科書の付箋１のページを御覧ください。１「健康

の成り立ち」を扱う単元です。ページ上の「つかもう」では，「あなたが

考える『健康な人』とはどのような人でしょうか。」として，課題を発見

する活動を示しています。右ページ上の「やってみよう」では，「資料３

を参考に，あなたの健康を左右する要因について，主体と環境に分けて書

き出してみましょう。」として，本文や資料を活用して解決する課題を示

しています。下の「活用して深めよう」では，「あなたにとって，健康と

はどのように生活していることでしょうか。」として，学習したことを理

解し，生活に活かす活動を示しています。次に付箋２を御覧ください。折

り込みになっている資料２「心肺蘇生法の手順」では，心肺蘇生法の流れ

を青色の①から⑨で示しています。その中の⑥「胸骨圧迫を行う」につい

ては，下段緑色の「方法」で，「胸骨圧迫の正しい方法」として，ポイン

トを掲載しています。このような実習を６例掲載し，技能に関する内容の

充実を図っています。報告書にお戻りください。観点オと，教科書の付箋

３のページを御覧ください。３ 犯罪被害の防止を扱う単元です。右ペー

ジ上の「話し合ってみよう」では，「資料１～５を参考に，犯罪被害を防

止するためにはどのようにすればよいか話し合ってみましょう。」とし

て，資料１「中学生の犯罪被害の発生場所」や資料２「インターネットを

利用した犯罪」などをもとに，犯罪被害を防ぐ対策を考え，話し合う活動

を掲載しています。 

次に，報告書４０ページ，大修館書店です。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。観点アと，教科書の付箋１のページを御覧ください。１年体

育理論「運動やスポーツの多様性」の章扉です。その下の「この章で学習

すること」では，この章の目標などを示しています。この上と下にある

「小学校で学習したこと」と「高校で学習すること」では，小学校から高

校の系統性を示しています。次のページを御覧ください。１ 運動やスポ

ーツの必要性と楽しさを扱う単元です。右ページ上の「きょうの学習」で

は，「１ 人は，なぜ運動やスポーツをおこなうのでしょうか。」，「２ ス

ポーツの意味やとらえ方は，どのように変わってきたでしょうか。」とし

て，「でしょうか」などの表現で学習課題を示しています。報告書にお戻

りください。観点イと，教科書の付箋２のページを御覧ください。１「健

康の成り立ち」を扱う単元です。ページ上の「課題をつかむ」では，「自

分は健康だと思いますか。あてはまるものにチェックして，その理由も説

明しよう。」として，右にある３つの項目をチェックし，課題をつかむよ

うにしています。右ページ下の「学習のまとめ」では，「①～④はＡさん

の昨日のようすです。今日の朝，Ａさんは，鼻水が出てのどがいたいこと

に気づきました。どうやらかぜをひいたようです。」として，風邪をひい

た要因を考え，学習内容を確認する活動を示しています。次に付箋３を御

覧ください。実習「心肺蘇生法」では，実習１「胸骨圧迫」として，「圧

迫する場所」や「手の置き方」などを掲載するとともに，その下の「保健

の窓」で注意することを示しています。このような実習を７例掲載し，技

能に関する内容の充実を図っています。 

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」と観点オ「言語活動の充実」の２点で

報告します。観点イと，教科書の付箋１のページを御覧ください。１ 健

康の成り立ちを扱う単元です。ページ上の「課題をつかむ」では，「あな

たは今，健康だといえますか。」という問いから，学習課題を見つける活
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動を示しています。ページ下の「考える・調べる」では，「かぜをひいた

ときの主体の要因と環境の要因をできるだけ多く挙げてみましょう」とし

て，学習内容をもとに考えたり，調べたり，話し合ったりする活動を示し

ています。右ページ下の「まとめる・深める」では，「健康の捉え方は人

それぞれです。」として，学習を通して大切だと思うことを話し合う活動

を示しています。次に付箋２を御覧ください。実習「心肺蘇生法」では，

傷病者に意識がない場合の手当として，右のページの５胸骨圧迫を掲載

し，「注意点」や「圧迫姿勢」などを示しています。このような実習を６

例掲載し，技能に関する内容の充実を図っています。報告書にお戻りくだ

さい。観点オと，教科書の付箋３のページを御覧ください。１ 傷害の原

因と防止では，右ページ下の「まとめる・深める」で，「傷害を防止する

ためにまず重要なことは，危険を予測することです。」として，「１ 運動

部活動中に，屋根の上に上がったボールを取ろうとしています。」と「２

帰りが遅くなったある日，いつもと違う街灯のない近道を通ろうとしてい

ます。」の例を挙げ，日常に潜んでいる危険を回避する手立てについて，

話し合う活動を設けています。 

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。現在使われている教科書についてですが，学習のはじめに課題をつ

かむための問いや日常生活の振り返りがあり，その課題を解決していくと

いう流れが主体的な学びにつながったという意見がありました。なお，今

回調査した新しい教科書４者とも，課題をみつけ，解決していく学習の流

れになっています。 

以上で，報告を終わります。 

 

三好教育長 御質問，御意見をお願いします。 

 

神原委員 仕事上，薬物依存やネット依存などの依存症が原因で非行や不登校にな

ったり，インターネットでどんな人ともつながることができるため，望ま

ない妊娠で苦しんだり，トラブルになった子に会う機会があります。ま

た，報道にもあるようにコロナでそうした機会は増えていると感じていま

す。その子たちに話を聞くと，最初は興味本位や遊びの延長など，軽い気

持ちで入るのだと思います。本来は家族が教えるべきですが，義務教育の

最後である中学校でもきちんと教えておいてほしいと感じています。デリ

ケートで扱いづらいところだと思いますが，保健体育で現実的なことを教

える上で，各出版社で扱い方に違いはありますか。 

 

調査員 まず薬物乱用防止の対策についてです。各者とも，喫煙や飲酒の防止対

策について，言語活動を通して設定しています。東京書籍の１０６ページ

を御覧ください。東京書籍では，どのように対処したらよいかということ

で課題を設定し，言語活動を通して薬物乱用防止について取り扱っていま

す。１０２～１０５ページでは，そういった言語活動の前提として，薬物

乱用の害と健康，社会的な影響について理解を深めるページを設けていま

す。次に，大日本図書，８０ページを御覧ください。薬物乱用と健康につ

いて掲載があります。８３ページでは，資料３に断り方を練習しよう，と

して喫煙，飲酒，薬物乱用のきっかけに対してどのように対処していくか

というページを設けています。次に，大修館書店，８８ページを御覧くだ

さい。８８，８９ページに薬物乱用についての取扱い，９２ページには，

飲酒になりますが，誘いの断り方の活動を設定しています。最後に学研教

育みらい，９６ページを御覧ください。薬物乱用と健康についての記載，

９８ページにはそのきっかけ，さらに，１０１ページには実習，誘いを断

るとして，実際の言語活動が設定されています。このように，各者とも言
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語活動を設定して，子どもたちに薬物乱用防止の学習を設定しています。

また，インターネット依存に関してですが，各者ともコミュニケーショ

ン，ＳＮＳのトラブルの対応として，言語活動を設定しています。２者に

ついて特徴的なところを説明します。東京書籍の教科書，２９ページを御

覧ください。「活用する 事例の背景や問題点を話し合いましょう」とし

て，コミュニティサイトで知り合った男性に求められ，自分の住所や画像

を送ってしまったという問題点について話し合う活動を設定しています。

同じく東京書籍４６ページを御覧ください。「章末資料 インターネット

によるコミュニケーションとトラブル」では，身近な場面を掲載し，ＳＮ

Ｓのトラブルの対応として言語活動，または，発展的な学習を示していま

す。次に，学研教育みらいの教科書５７ページを御覧ください。「実習 

自分の気持ちを上手に伝えるコミュニケーション」として，「４ メッセ

ージのやり取りを終えたい」のように，実際の言語活動，実習を通して学

習する場面が設定されています。６７ページを御覧ください。「コミュニ

ケーションが上手にできれば，ストレスによる心身への負担を減らすこと

ができます」として，場面に応じてさまざまなコミュニケーションの方法

を身につけるために，実際の身近な場面を掲載し，ＳＮＳのトラブルに対

応する言語活動を設定しています。最後に，望まぬ妊娠についてです。東

京書籍２８ページを御覧ください。「学習課題 思春期の心の変化や性へ

の関心に対して私たちはどのように向き合えばいいのか」というページ

で，先ほど言われたような内容を取り上げ，どのように向き合えばいいの

かを考える学習を設定しています。大日本図書３８ページをお開きくださ

い。ここでも，思春期の心の変化への対応として，「中学生になると小学

生のときと比べ心にどのような変化がみられると思いますか」や，ページ

上の「やってみよう 資料１～４を参考に異性との関わり方や性情報との

向き合い方について気を付けたいことを書き出してみましょう」というこ

とで，心の変化に対応する内容を掲載しています。なお，こういった思春

期の心の変化への対応は各者とも扱っています。 

 

三好教育長 課題をつかむ，考える，調べる，解決していく過程が現行の教科書で良

い点であり，それは全ての教科書で同様の構成ということでした。現行よ

り他の教科書のほうが良い，という意見はありますか。 

 

菅田委員 アイコスが気になっていますが，記載は２社しかありません。現行の教

科書では，アイコスとは書かれていませんが，煙が出ない電子タバコとい

う表記で書かれていますし，気になっていることが網羅されていますの

で，現行の教科書が良いと思います。 

 

三好教育長 他に御意見が無いようでしたら，保健体育につきましては，「学研教育

みらい」と考えますが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，保健体育につきましては，「学研教育みら

い」を採択いたします。 

ここで休憩とします。再開を１０時１０分からとします。 

 

三好教育長 再開します。 

次に，技術・家庭（技術分野）について，説明をお願いします。 

 

調査員 報告書の４１ページをお開きください。 
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技術分野は，「東京書籍」から「開隆堂出版」までの３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４２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。報告書観点イを御覧ください。各内容の初めに，「技術の

見方・考え方」「発見！技術の最適化」として，身近な製品の具体例を示

しています。教科書付箋１のページを御覧ください。エネルギー変換の技

術の内容では，左ページ下に「技術の見方・考え方」として，「社会」「安

全」「環境」「経済」と示し，具体例として燃料電池自動車を取り上げ，

「エネルギー変換の効率は？」「自然環境への影響は？」と問い，見方・

考え方を意識できるようにしています。右ページでは，「発見！技術の最

適化」として，空気清浄ファンや小惑星探査機はやぶさ２などの写真を載

せ，既存の技術の工夫について示し，技術の見方・考え方を意識し，主体

的に学習に取り組むことができるようにしています。報告書にお戻りくだ

さい。観点ウと教科書付箋２のページを御覧ください。「統合的な問題解

決をしよう！」です。「材料と加工」「生物育成」「エネルギー変換」「情

報」の４つの内容を学習し，それらの内容を統合的にとらえて課題に取り

組めるように設定してあります。ページ下「４つの技術を統合する」とし

て「材料と加工」「生物育成」など，４つの技術を統合させて，右ページ

にかけて「技術がつなぐ学習のかけはし」「新しいイノベーションへ」と

学びを進めていくようにしています。次のページをお開きください。「忘

れ物防止システム」「地震時避難誘導システム」といった統合的な問題解

決例を，ここから４ページにわたって６つ示しています。 

つぎに，報告書４２ページ，教育図書です。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。観点アと，教科書巻末に挟んである技術ハンドブックを御覧

ください。この技術ハンドブックは，手軽に持ち運べ，実習をしながら各

種技能や工具の安全な操作法を確認することができます。付箋１のページ

を御覧ください。左上に基礎技能「穴あけ」と示し，穴あけに使う道具で

ある「卓上ボール盤」「きり」「ドリルドライバ」などを載せ，用途と種

類，作業手順を示しています。右ページ上には「ＱＲコード」を示し，デ

ジタルコンテンツを利用して学習できるようにし，基礎的・基本的な知識

及び技能の定着を図っています。報告書にお戻りください。観点イを御覧

ください。各内容の最初に，各内容における技術の具体例を取り上げると

ともに，技術を最適化する際に着目する視点について記載しています。教

科書付箋２のページを御覧ください。「エネルギー変換の技術」の内容で

は，右ページ下の青の丸枠で「エネルギー変換の技術の発展例」として

「発電」を取り上げ，火力発電，水力発電，ページ上の大きな写真で太陽

光・風力発電について載せています。左ページ下，下から２行において

「経済的・環境的・社会的影響を考えながら，生活上の問題の解決ができ

るように，エネルギー変換の技術の基礎を学んでいきましょう。」とし

て，「技術の見方・考え方」を意識して主体的に学習に取り組むことがで

きるようにしています。 

つぎに，報告書４３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。報告書観点イと，教科書付箋１のページを御覧ください。３年

間の技術の学習の見通しをもつために設定されているガイダンスのページ

です。「技術の見方・考え方」として，電気ストーブの工夫や仕組みを取

り上げています。右ページ中ほどのイラストの吹き出しに，「人びとの願

い」「経済性」「環境負荷」と示し，「技術の見方・考え方」が意識できる
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ようにしています。またページ右上，赤色の課題マークとともに「暖房製

品の比較」として，「性能」「安全性」「環境負荷」などの「技術の見方・

考え方」の例を示し，主体的に学習に取り組めるようにしています。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。

「①生活や社会を支える情報の技術」において，オレンジの枠で「考えて

みよう」として，「私たちの生活の中で，情報に関する技術がどのように

利用されているだろうか。」と問いを投げかけています。１ページめくっ

てください。ここでは「調べてみよう」として「身の回りにある，情報の

技術を利用した機器やサービスにはどのような機能があるだろうか。」と

問い，言語活動の充実を図っています。このような学習活動を１０４個，

示しています。 

なお，現在使われている教科書は，始めに報告した「東京書籍」です。

写真や実習例の数が多く，子どもたち自ら教科書を開く姿が多くあったと

聞いています。 

以上で，報告を終わります。 

 

三好教育長 御意見，御質問をお願いします。 

 

横藤田委員 私が習っていたときの技術家庭科は，木や金属を削るなどがメインでし

たが，情報化社会ということで，コンピュータのハードやソフトに関する

記載が多く見られます。情報系の記載内容について，３社の評価を教えて

ください。 

 

調査員 情報に関することについて説明します。今回の学習指導要領において，

双方向性のコンテンツが新たに示され，どの出版社もプログラミングにつ

いての記載があります。その中でも特徴的な部分について，東京書籍２３

０ページ，教育図書２３２ページを御覧ください。東京書籍の場合，双方

向性のあるコンテンツについて，いくつか例を示していますが，それぞれ

についてそこまで詳しく内容を説明してあるわけではありません。それに

比べて，教育図書は，かなり細かいところまで説明がしてあるという特徴

があります。たくさんの選択肢を示している東京書籍と一つのことを詳し

く説明してある教育図書というのが大きな違いだと思います。なお，もう

一つの開隆堂出版は，東京書籍に近い示し方がしてあります。 

 

三好教育長 最初に説明してもらった東京書籍の付箋２の統合的な問題解決につい

て，目次にある大きな４つの分野はどの教科書も共通だと思います。東京

書籍にあるのは，１・２年生で学んだことを活かし，３年生で統合的に問

題解決をしていくという大きな問いだと理解しました。他の２社ではどこ

にあたりますか。 

 

調査員 教育図書２７２ページを御覧ください。ここでは，二足歩行ロボットと

バッテリーチャージャの２つが統合的な問題解決の例として載っていま

す。開隆堂出版２５６ページを御覧ください。ここでは「ミニ植物工場 

コマツナの苗の育成」として，一つ統合的な実習例が載っています。 

 

神原委員 教育図書の技術ハンドブックは，工具の使い方やプログラミングについ

て簡単にまとめられていて，使いやすいように感じます。現行で使われて

いる東京書籍では，教科書の中に関連している部分が解説されているとい

うことですか。 

 

調査員 東京書籍６２ページを御覧ください。テックラボとして使い方を示して
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います。また，どの出版社にもＱＲコードなどのデジタルコンテンツが示

されており，動画など，ハンドブックと同じような内容は東京書籍でも扱

われています。 

 

井上学びづく

り課長 

 

東京書籍について補足します。３０ページを御覧ください。材料に適し

た加工方法というところで，ハンドブックに載っているような，ノコの使

い方や加工の仕方が３２，３３ページに渡って説明してあります。 

 

菅田委員 各者すごく考えて作られていると思いますが，私は，今使っている東京

書籍が良いと思います。それは，科学技術に限らず，農業など，いろんな

分野の技術について書かれており，それらを身につけることによって，社

会や自分の生活を見直すなど広がりが感じられる，未来を見据えたつくり

になっていると感じます。また，綺麗に視覚的に感じられるように作られ

ており，現行の東京書籍が良いと思います。 

 

三好教育長 私も，一つのことを詳しくというのは大事だと思いますが，２３０ペー

ジの双方向のコンテンツの説明にもあるように，自分の興味や関心によっ

て掘り下げて調べていくことができる，いろんな選択肢を提示してあると

いう点で，東京書籍の教科書が良いと思いました。 

他に御意見が無いようでしたら，技術・家庭（技術分野）につきまして

は，「東京書籍」と考えますが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，技術・家庭（技術分野）につきましては，

「東京書籍」を採択いたします。 

次に，技術・家庭（家庭分野）について，説明をお願いします。 

 

調査員 報告書の４４ページをお開きください。家庭分野は，「東京書籍」から

「開隆堂出版」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４５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。報告書観点イと，教科書付箋１のページを御覧ください。各編の

最後の「学習のまとめ」に，「１ 学習を振り返ろう」「２ 学習したこと

を確かめよう」「３ 生活に生かそう」と示し，ページ右側の記述する欄

に，学習したことを振り返り，興味・関心を持ったこと，自分や家族の生

活で改善できることなどを書き込めるようにしています。右下のキャラク

ターの吹き出しに「生活の課題と実践にも取り組もう。」と示し，学習の

まとめをした後，「生活の課題と実践」の学習につながるようにするな

ど，主体的に学習に取り組めるようにしています。報告書にお戻りくださ

い。観点エと，付箋２のページを御覧ください。ここでは，マークについ

て説明します。このページは「１消費者としての自覚」として「中学生の

消費生活」について扱っています。ページ左側，中ほど，緑の小学校のマ

ークは，小学校の家庭科で扱う「物や金銭の大切さ，計画的な使い方」と

関連が深いことを示しています。また，その下の教科関連を示すＤマーク

は，デジタルコンテンツを用いて，関連する社会科の教科書紙面を見るこ

とができることを示しています。他にも，リンクのマークで，関連する内

容がほかのページにあること，他教科マークで，関連する内容がほかの教

科にあることを示し，他教科等と関連を意識して学習できるようにしてい

ます。 
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次に，報告書４５ページ，教育図書です。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。報告書観点イと，教科書付箋１を御覧ください。ページ上

「学びを生かそう」を，各章のまとまりごとに設定しています。ここで

は，「地域の人々と協働する方法」「地域の方々の役に立ちたい！」「『防災

祭り』で中学生にできることを見つけよう！」として，①問題を発見する

②課題を設定する③計画するといった問題解決学習の流れとともに取り組

み方の例を示しています。また，右ページ⑥次の課題への枠の下に，「さ

らに『生活の課題と実践』にも取り組んでみよう！」と示し，内容を発展

させた家庭や地域での実践に取り組む学習につなげるなど，主体的に学習

に取組めるようにしています。報告書にお戻りください。観点ウと，付箋

２のページを御覧ください。実践的・体験的な学習を実施するための工夫

として，「幼児のおやつ」として，ページ左下「おやつの例」で「フルー

ツ寒天ゼリー」や「蒸しパン」などの作り方を，６例示しています。ここ

に掲載されている「蒸しパン」は，付箋３のページをお開きください。こ

この蒸しパンの作り方を基に，材料を変えてアレンジして作ることができ

るようにしています。 

次に，報告書４６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」と観点エ「内容の表現・表記」の２点で

報告します。報告書観点イと，教科書付箋１のページを御覧ください。

「生活の課題と実践」の，「赤い枠の中で『なぜなんだろう』『どうしたら

よいのだろう』と疑問をもったりしたかもしれません。」「緑の枠の中で

『もっとできるようになりたい』『こんなふうに改善したい』と思ったり

したかもしれません。取り組む課題が決まるかもしれません。」と示し課

題設定を促しています。また左ページ右上のキャラクターの吹き出しで

「『Ａ家族・家庭生活』『Ｂ衣食住の生活』『Ｃ消費生活・環境』の中から

課題を設定して，ほかの内容とも関連させて実践しましょう」とし，付箋

２のページを御覧ください。このページ以降にある課題例の学習につなが

るようにしています。報告書にお戻りください。観点エと，付箋３のペー

ジを御覧ください。ページ右下，「カカオ農園で働かされる子ども（児童

労働）」として，気球の発展マークとともに，子どもたちが仕事を強いら

れ，教育を受ける機会などが奪われている問題を取り上げています。その

下「話し合ってみよう」として，「（１）図や写真を見て感じたことを話し

合ってみましょう。」「（２）実際にフェアトレードのチョコレートを買お

うとしたら～」と，これからどうするべきか考え，生活に生かすための学

習ができるようにし，発展的な学習を取り扱っています。こうした発展的

な学習を９例取り上げています。 

なお，現在使われている教科書は，始めに報告した「東京書籍」です。

写真が大きく鮮やかで，キャラクターやマークも多く，子どもが学ぶ際の

手がかりや会話のきっかけになっていたと聞いています。 

以上で，報告を終わります。 

 

三好教育長 御意見，御質問をお願いします。 

 

横藤田委員 教科書の順番についてですが，東京書籍だけ，いきなり食生活から入っ

ています。他者は家族や家庭など，身の回りにいろんな人がいることを認

識させて，いろんな人がどういう衣食住をしているかを学ぶ流れになると

思いますが，教える立場として，または学ぶ立場として，どういう順番の

ほうが学びやすいですか。 

 

調査員 順番の流れについて，東京書籍はあえて，ＡＢＣという流れではなく，
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子どもたちに身近なものとしてまず食をもってきています。ＡＢＣの内容

はどの学年でどの内容を扱ってもよいとなっていますので，教科書の順番

どおりに３年間学習が進むわけではなく，子どもたちの興味関心から学習

カリキュラムを作っていくことが可能です。 

 

横藤田委員 現行では東京書籍を使われていますが，この順番どおりに学んでいるわ

けではないということですか。 

 

調査員 教科書の順番どおりにはなっていません。それぞれの学校の子どもたち

の実態に応じてカリキュラムを組んでいます。 

 

三好教育長 教科書の構成とは関係なく，どういう順番で学習するかは，他教科との

関連を含め，学校ごとで違うというのはわかります。ここでどうこうとい

うわけではありませんが，東京書籍は，衣食住という言葉でいうと，２番

目の食を最初にもってきているということは，食の捉え方に何らかの意図

があるのだと思いました。 

その他，御意見，御質問はありませんか。 

 

神原委員 私は東京書籍が良いと思います。消費者トラブルのところを確認してみ

たところ，今はいろんなお金の使い方がある中で，２０２２年からは１８

歳で成人となり，子ども１人でも契約できるようになると，お金に関わる

トラブルが増えてくるのではないかと思います。東京書籍は，日常どんな

ことにお金を使う必要があるのか，お金を使うシミュレーションが想定さ

れており，子どもたちに能動的に考えさせるような点が要所で見られま

す。また，写真がきれいという点など，東京書籍を変える必要は無いと思

います。 

 

菅田委員  私も東京書籍を変える必要は無いと思います。最初の食品のめがかりの

ところで，他でも取りあげている教科書はありますが，とても綺麗で，こ

れを身につけていればだいたいわかるということが，視覚的にわかりやす

いと思います。また，エコクッキングなど，持続可能な生活を目指してと

いうことで，実際に普段の生活でどういうことを意識すればいいのか，普

段の生活がつながっていることを意識して作られており，子どもたちが親

しみをもって勉強できると思いますので，このまま東京書籍を使ってもら

いたいです。 

 

三好教育長 それでは，技術・家庭（家庭分野）につきましては，「東京書籍」と考

えますが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，技術・家庭（家庭分野）につきましては，

「東京書籍」を採択いたします。 

それでは，これより休憩とします。再開を１２時とします。 

 

（休憩） 

 

三好教育長 それでは，日程第４ 議第３８号 「２０２１年度（令和３年度）に使用

する福山市立福山中学校及び福山市立福山高等学校用教科用図書の採択に

ついて」を議題といたします。 

説明をお願いします。 
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井上学びづく

り課長 

日程第４ 議第３８号 ２０２１年度（令和３年度）に使用する福山市立

福山中学校及び福山市立福山高等学校用教科用図書の採択について，説明

いたします。６月８日に福山中・高等学校の校長が教科書選定会議を設置

し，本市教育委員会の指導及び助言の下で，種目ごとに教科用図書を選定

しました。その後，７月１０日に福山中・高等学校の校長から本市教育委

員会へ，「教科用図書選定結果」「教科用図書選定理由書」「調査研究報告

書」，福山高等学校については，「採択種目一覧表」を加え，「報告書」と

して，「別冊資料２」「別冊資料３」が提出されました。本日は，福山中学

校用教科用図書，福山高等学校用教科用図書の順に，採択を御審議いただ

きますよう，よろしくお願いします。 

 

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

から，「別冊資料２」について説明をお願いします。 

 

教科書選定会

議会長 

教科書選定会議会長，髙田芳幸です。はじめに，「別冊資料２」の構成

について説明します。「別冊資料２」目次を御覧ください。この資料は

「１ 福山市立福山中学校用教科用図書選定結果」「２ 福山市立福山中

学校用教科用図書選定理由書」「３ 調査研究報告書」「４ 教科書展示会

アンケート集計結果」「５ （資料）教科書の調査研究における観点等」

で構成しています。巻末の５（資料）の「国語」を御覧ください。上側の

太枠内が調査の対象となる教科用図書の発行者及び教科書名の一覧です。

下側の太枠内が，教科用図書の調査研究における観点，視点及び調査方法

をそれぞれまとめたものです。国語は，東京書籍から光村図書までの４者

について，（ア）「基礎・基本の定着」から（オ）「言語活動の充実」の５

つの観点で，調査研究を行いました。他の教科も，資料に示している発行

者の教科用図書について，それぞれの観点で，調査研究を行いました。１

ページを御覧ください。教科書選定会議で選定した教科用図書全１６種目

の選定結果です。２ページを御覧ください。左から順に，「教科」「種目」

「発行者」「教科書」「使用学年」「選定理由」です。「選定理由」には「教

科用図書の特徴・生徒の実態を踏まえてなぜその教科用図書が適切か」

「中高一貫教育に係る観点」を示しています。７ページを御覧ください。

各教科の調査員から提出された「調査研究報告書」です。調査員が，全て

の発行者について調査研究を行い，その特徴を記載しております。国語

は，東京書籍から光村図書までの４者について，（ア）「基礎・基本の定

着」から（オ）「言語活動の充実」の５つの観点，また，（カ）「中高一貫

教育に係る観点」他の教科も，資料に示している発行者の教科用図書につ

いて，それぞれの観点で，調査研究を行いました。４２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３７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。４５ページを御覧ください。２０２０年度（令和２年度）使用福

山市立福山中学校用教科用図書一覧です。「別冊資料２」の説明は，以上

です。 

 

三好教育長 「別冊資料２」において，特徴等が整理されていますので，この「別冊

資料２」に沿いまして，教科書選定会議の意見を聞きながら，審議してい

きたいと考えますが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 
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三好教育長 種目ごとに説明時間を５分から１０分を設定しています。質疑・応答は

３分から５分と考えております。それでは，教科書選定の結果を説明して

ください。 

 

教科書選定会

議会長 

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。本校は，

「個別最適な学びに関する実証研究事業」において，生徒一人一人の学習

進度や能力・関心に応じて，それぞれに最適な学びの環境を提供すること

で，生徒が基礎的な学力の習得も含めて，子ども主体の学びづくりに取り

組んでいるところです。総合的な学習の時間では，生徒が自分の考えを持

ち，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。また，中高６年間の計画的・継続的な学びをつなぐにはど

のような視点が必要か協議しているところです。それでは，国語・書写の

教科用図書について，選定理由書を基に，特徴的な内容を報告します。 

 

教科書選定会

議委員 

「別冊資料２」２ページを御覧ください。１段目，「国語・書写」は，

光村図書を選定しました。 

国語から説明します。光村図書の選定理由を４点，御説明いたします。

まず１点目は構成の工夫による基礎・基本の確実な定着についてです。付

箋１の６ページを御覧ください。新学習指導要領には「思考力・判断力・

表現力」を，「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の３領域に

分けて指導することが示されています。本教科書では，その３領域の学習

をどの教材で重点的に学習できるかを系統的に示してあります。その上

で，各領域で身につけるべき「思考力・判断力・表現力」の基となる資

質・能力を，各表の下段に明確に示すことで，授業者にも学習者にも意識

し易くなる構成になっています。特に各教材で，例えば「話すこと・聞く

こと」では「集める・整理する」「組み立てる」「伝え合う」のように，各

領域を伸ばすための基本的な資質・能力を３つずつにカテゴライズしてい

ます。このことで，その教材で身につけるべき資質・能力を１つ，ないし

は，２つに焦点化して学習することができるため，生徒はその資質・能力

の獲得に集中することができます。さらに，年間を通して各領域の３つの

資質・能力が系統立って身につく構成となっているため，１年間をとおし

て螺旋状に，無理なく学習できるようになっています。次に，生徒が主体

的に学習できるための工夫について御説明します。付箋２の９～１０ペー

ジを御覧ください。各学年とも巻頭に，思考を「広げる」「整理する」「深

める」場面で用いることのできる「思考ツール」が示されており，さらに

詳しい内容が付箋３の２３２～２４３ページに系統立てて示されていま

す。この「思考ツール」は教材に関わらず，用いることができるため，教

材によって生徒自身が，例えば「今回の小説は２３９ページにある，ベン

図を用いて，主役と対役を比較してみよう」など，「思考ツール」を主体

的に選択し，自分で学習内容を組み立てることもできるようになっていま

す。さらに，本編中では，それらの「思考ツール」について，特にそれが

必要な教材の前後のページに示す工夫がされています。付箋４の５１ペー

ジを御覧ください。ここに示されている「具体化・抽象化」のための「思

考ツール」である「ピラミッドチャート」は，その前の教材『作られた

「物語」を越えて』でも，次の教材『説得力のある構成を考えよう』でも

活用でき，教材と教材を「思考ツール」でつなぐ工夫がされています。こ

のことで，生徒は教科書を順に進めながら，自然と主体的な思考方法を獲

得できるよう工夫されております。また，付箋５の２０４ページからの

「三年間の歩みを振り返ろう」の単元で，これらの「思考ツール」をその
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まま活用しながら，高校の総合的な探求の時間に近い活動を主体的に行う

ことができ，高校の総合的な探求の時間にもスムーズに接続できます。３

点目は，読書活動の充実についてです。付箋６の１９２ページを御覧くだ

さい。このような『本の世界を広げよう』というページが，３学年とも６

ページにわたり設定されています。例えば，３年生であれば，「恋愛」や

「旅」を題材にした本を紹介するなど，生徒の発達段階に応じた魅力ある

本が，３年間で約１８０冊紹介されており，生徒が読書に親しみ生涯にわ

たって興味をもつきっかけを提供できています。最後に４点目として，中

高一貫校として有用な点を御説明します。付箋７の２７２ページを御覧く

ださい。中高６年間の学びの接続として，高校古典でよく扱われる「伊勢

物語」・「更級日記」・「源氏物語」等の序段を比較しながら学習できる資料

が示されています。また，２８８ページには，文語の動詞・助動詞の活用

表が示されており，発展的な学習として，高校古文の基礎的な学習に取り

組めるよう配慮がされています。 

引き続き，「書写」の説明をします。「別冊資料２」２ページを御覧くだ

さい。２段目，「書写」は，光村図書「中学書写一・二・三年」を選定し

ました。電子機器が普及し，文字を書くこと自体が少なくなっている日常

ですが，新しい指導要領では「（書写に関する事項を）理解し使うこと」

と示され，「使う」ことが強調されています。この光村図書の教科書は，

学んだことを定着させ，活用させて，より身近に使えるようにできる工夫

が多くされています。まず，基礎基本の定着ですが，付箋１の３６ページ

を御覧ください。巻頭の「学習の進め方」で①考えよう，②確かめよう，

③生かそうという学習の３つの過程を示し，それぞれの小単元でもその過

程を一つずつ確かめながら学習が進められるように編集されています。例

えば，付箋２の７０，７１ページ「筆順の変化」を御覧ください。行書に

した際，楷書とは筆順が変わるという特徴をつかむ単元です。まず，「考

えよう」で楷書と行書を比較して，筆順の変化について各自で「考え」ま

す。次に「確かめよう」で，毛筆を使って実際に書きます。「速く整えて

書く」ために筆順が変化することを実感します。最後に，「生かそう」で

は行書の筆順の変化をより身近にするために，硬筆で書くという作業があ

ります。７１ページの「確かめよう」では，ポイントとなる筆使いを朱墨

で示しています。さらに，７１ページ右下に二次元コードが設定されてい

ます。ウェブサイトにアクセスすることによって，動画で筆使いが確かめ

られるようになっています。このように学習によって繰り返しポイントを

押さえることが可能です。また，学習内容によっては，複数の課題が用意

されており，重ねて指導したり生徒に選択させたりすることも出来，指導

の幅が広がります。付箋３巻頭に配置された「書写ブック」を御覧くださ

い。教科書本編で学んだ内容を，硬筆で振り返り，繰り返し練習する硬筆

練習帳です。例えば先ほど説明した７０・７１ページの筆順の変化です。

７１ページの「生かそう」では硬筆で書くことをさせていますが，この

「書写ブック」１４・１５ページでは，さらにたくさんの変化を練習する

ことができるようになっています。本編の学習と書写ブックでの繰り返し

学習によって，学習の定着を図ることができます。続いて，主体的な学び

に関しては，付箋４の８０・８１ページを御覧ください。学習したことを

他教科の学習や学校生活に活用するための具体例が示されています。これ

に限らずいろんなところにそのような工夫がされています。付箋５の巻末

の資料を御覧ください。巻末の資料も充実しています。まず，「日常に役

立つ書式」として，手紙やはがきの書き方，原稿用紙や願書など日常生活

に書写の学習を活用する際の参考になる資料が多く掲載されています。ま

た，「漢字字典」は，場面や用途に応じて書く場合や創作活動に活用する

ことができます。常用漢字と人名漢字合わせて約３０００字が収録されて
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いて，楷書と行書を比較するなど，実際の学校生活でも辞典を引きながら

生徒が主体的に取り組めるようになっています。最後に，中高接続につい

てです。付箋６の１５７ページを御覧ください。発展教材「なりきり，書

聖・王羲之」があります。王羲之の書体を鉛筆でなぞることを通して，芸

術としての「書道」の奥深さを実感させる内容になっており，高校での学

習に興味や関心を持たせることができると思います。 

以上です。 

 

三好教育長 御意見，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 国語・書写につきましては，「光村図書出版」と報告書のとおり採択す

るということでよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 異議ないようですので，報告書のとおり採択することにいたします。 

続いて，特別の教科 道徳について説明をしてください。 

 

教科書選定会

議委員 

「別冊資料２」５ページを御覧ください。４段目，「特別な教科道徳」

は，東京書籍「新しい道徳」を選定しました。付箋１の１年目次を御覧く

ださい。１年生の教科書ですが，定番の読み物教材だけでなく，最近の出

来事やアスリートなど話題の人物に焦点を当てた教材も多く，生徒たちは

関心を持って学習に取り組むことができると考えられます。考える視点ご

とに教材が配置されています。特に，「いじめ」と「いのち」に関して

は，複数の教材を組み合わせたユニットになっています。一つのテーマを

複数の教材によって，多面的・多角的に考えさせる構成になっています。

例えば，１年生「いじめのない世界へ」では，イラスト・文章・漫画など

の教材を使い，いじめの定義やいじめを取り巻く人たちの考え方や自分と

の関わりについて考えさせています。さらに，各学年に情報モラルについ

て考えさせる教材が配置されています。例えば，１年生では「２１ 情報

モラルと友情」で，ＳＮＳ上のやり取りでのトラブルなど，生徒の日常に

起こりがちな問題を取り上げています。このような教材によって，生徒自

身が自分自身の生活を振り返るという視点で授業に取り組めるようになっ

ています。次に，主体的に考え，対話を通して深い学びへつながるような

指導が可能になる工夫について説明します。例えば，付箋２の１０４ペー

ジを御覧ください。その前の１００ページから，席替え，ということで，

クラスの生活をよりよくするために，場面を想定，役割を決めて，演技を

してみるという「アクション」のページです。役割演技を通して，それぞ

れの立場の人の気持ちを考えるものです。「アクション」のページは前に

掲載されている読み物教材とセットで活用することで効果的に活用できる

と考えます。また，心情円，ホワイトボードなど，話し合いを支援するツ

ールが豊富です。最後に，考えを広げさせるための工夫について説明いた

します。付箋３の７０ページを御覧ください。本編の「ＰＬＵＳ」では，

教材文とは別の観点から同じテーマを扱った資料が掲載されています。教

材文で興味をもって，さらに違う観点からその内容について考えを広める

ことができます。さらに，付箋４のインターネットを通して，関連する動

画を紹介したり，関連のＷｅｂページにつながっていく教材も多くありま

す。これまで，指導者が別の文章や動画・音楽などを資料として準備して

きましたが，Ｗｅｂページに直接つながることで，さらに深い学びや広い
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視点での学びにつながると考えます。また，生徒自身で主体的に活用する

ことも可能になったことで，考えを広げるためには大変役立つと考えられ

ます。 

以上です。 

 

三好教育長 御意見，御質問はありませんか。 

 

菅田委員 道徳に限らず，選定教科書を現行のものから変えた場合，理由を教えて

ください。 

 

三好教育長 道徳について，教科書は現行と変わっていますか。 

 

教科書選定会

議委員 

道徳が教科となって２年ですが，昨年度も東京書籍を使っています。 

 

菅田委員 それでは，今使っている感想を教えてください。 

 

教科書選定会

議委員 

様々な読み物教材が紹介されていますが，子どもたちにより身近な設定

にするなど，とりかかりやすく，考えようとする姿勢を持たせやすい教科

書になっています。また，分量も１時間で読み込みやすいなど，時間的に

も内容的にも適切であると考えます。 

 

三好教育長 その他，ありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 それでは，特別の教科 道徳につきましては，「東京書籍」と報告書の

とおり採択するということでよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，報告書のとおり採択することにいたします。 

続いて，数学について説明をお願いします。 

 

教科書選定会

議委員 

「別冊資料２」３ページを御覧ください。３段目，「数学」は，東京書

籍「新しい数学」を選定しました。選定理由を説明します。教科書の付箋

１の２２ページを御覧ください。基礎基本の定着については，各節の終わ

りに「基本の問題」が設定されており，解けない問題について本文の例に

戻って復習できるように関連ページが明記されています。そのため，生徒

が自分の課題を見つけ，繰り返し学習できるようになっています。また，

付箋２を御覧ください。章末問題ＡとＢが設定されており，Ａで基本問題

の定着を図るとともにＢで発展問題に取り組めるようになっています。次

に，付箋３を御覧ください。主体的に学習に取り組む工夫として「深い学

び」のページが，見開きの右側のページから始まり，すぐに解答が見えな

いように設定されています。それにより生徒が自分で考える場面が設定で

きるように工夫されています。また次のページの「友だちの考えを知ろ

う」「話し合ってみよう」など，問題解決型の学習の流れになっており，

思考力・判断力・表現力を育成することができるよう設定されています。

付箋４を御覧ください。章末の「章の問題Ｂ」には，「活用の問題」が掲

載されており，ここではカレンダーの問題が取り上げられ，数学と日常生

活，社会と関連を示すような問題が取り扱われています。最後に，中高６

年間の接続について説明します。付箋５を御覧ください。「数学の自由研
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究」で，生徒の興味・関心に応じて，高等学校の学習に触れ，自ら進んで

考え調べる課題が設定されています。また他教科の学習と関連した課題に

取り組み，思考力・表現力を高められる工夫がされています。 

以上です。 

 

三好教育長 現在使われている教科書は東京書籍ですか。 

 

教科書選定会

議委員 

はい，現行も東京書籍です。 

 

三好教育長 今使っていての評価を教えてください。 

 

教科書選定会

議委員 

現行の東京書籍では，基本問題や章末問題が豊富に掲載されています。

本校には，高校へのつながりも考え，レベルの高い問題に取り組みたいと

いう生徒もいるため，章末問題Ｂなど，意欲的に取り組めるレベルが設定

されています。 

 

三好教育長 私の意見ですが，数の世界の広がり，小学校の算数から数学へ，という

ことで，答えを出すということにとどまらず，数学を学ぶことの意味や社

会に役立つという点を大事にしてほしいと思いますし，東京書籍は意識し

て作ってあると思います。 

 

菅田委員 現行では東京書籍を取り扱っているということですが，高校との接続に

ついて，先生や生徒はスムーズに接続できていると感じていますか。 

 

教科書選定会

議委員 

教科書の中で，基礎を定着させながら，高校への発展的な内容やつなが

りについて触れてあることから，高校で学習するときに，一度中学校で学

習したことを意識できるようになっていますので，高校との接続という点

でも役に立っていると思います。 

 

三好教育長 その他，御意見，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 数学につきましては，「東京書籍」と報告書のとおり採択するというこ

とでよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，報告書のとおり採択することにいたします。 

次に保健体育の説明をお願いします。 

 

教科書選定会

議委員 

「別冊資料２」４ページを御覧ください。４段目，「保健体育」は，学

研教育みらい，「中学保健体育」を選定しました。大きく３点について説

明いたします。１点目，基礎基本の定着についてです。教科書の付箋１の

２９ページを御覧ください。学研の教科書全体を通して，文字ばかりでな

く，図や写真，表などの資料が多く，大きく掲載されているため，教科書

を理解しやすく，イメージしやすい内容となっています。また，教科書の

一番下には「情報サプリ」として，学習内容に関連したミニ知識を学習す

ることができるような工夫がされています。次に付箋２の４１ページを御

覧ください。章のまとめでは「振り返ろう」「確かめよう」「生かそう」

「生活への活用」の流れで，既習事項を復習し，さらにそれらを活用して
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実生活に生かしていける学びの道を構成する工夫がされています。２点

目，主体的に学習に取り組む工夫として，付箋３の５４ページを御覧くだ

さい。学習内容に関連する「コラム」では，読み物資料を提示することで

課題に取り組ませやすくする工夫がされています。また，付箋４の６０～

６３ページを御覧ください。各単元について，「課題をつかむ」⇒「考え

る・調べる」⇒「まとめる・深める」という流れに沿って進めることで学

習が深まるような内容となっており，保健体育の中で「生きる力」を育め

る内容となっています。最後に，中高接続についてです。付箋５の１０２

ページを御覧ください。単元の最後に「探求しようよ！」ということで，

学習内容をさらに深めることができます。高校での学習では中学校の内容

と重なる部分も多いため，高校の深い内容に対してもスムーズに入ってい

ける動きのある内容になっています。 

以上です。 

 

三好教育長 現行の教科書は何を使われていますか。また，使う中での評価を教えて

ください。 

 

教科書選定会

議委員 

現行は学研教育みらいを使っています。いろいろな単元に設けてある

「探求しようよ」というページでは，多くの答えがありそうな問いかけか

ら，自分で調べて，考えていけるような内容となっており，子どもたちに

とって，考えを深めることができる教科書となっています。 

 

横藤田委員 高校への接続について，高校には学研教育みらいの教科書は無いと思い

ます。高校での取り扱いもある大修館書店もありますが，検討はされまし

たか。 

 

教科書選定会

議委員 

大修館も検討はしましたが，最初にお話しした基礎・基本について，中

学生の発達段階を踏まえ，学ぶ上で図や写真が多く，情報サプリで知識が

一つのページにまとまっているなど，中学生の子どもたちにとって学習し

やすいという点で学研教育みらいとさせていただきました。 

 

三好教育長 その他無いようでしたら，保健体育につきましては，「学研教育みら

い」と報告書のとおり採択するということでよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，報告書のとおり採択することにいたします。 

次に音楽（一般・器楽）の説明をお願いします。 

 

調査員 「別冊資料２」４ページを御覧ください。１段目，「音楽（一般）」は，

教育芸術社「中学生の音楽」を選定しました。第１学年の付箋１を御覧く

ださい。「Ｍｙ Ｖｏｉｃｅ！」を掲載し，「自分の歌声を見つけよう」の

ページでは，イラストを用いて姿勢や呼吸等のポイントを示すことで基礎

基本の定着することができます。第１学年の付箋２を御覧ください。小学

生で歌うことが多い，ビリーブの作曲者の杉本竜一さんが作った「Ｗｅ

‘ｌｌ Ｆｉｎｄ Ｔｈｅ Ｗａｙ」，２・３年の上には「ちびまるこち

ゃん」の作者として有名なさくらももこさんが作った合唱曲「ぜんぶ」，

多くのアニメ・ゲーム・ＣＭに作品を起用され，宮城県出身の菅野よう子

さん作曲「花は咲く」等，教育芸術社では，昔ながらの曲を残しながら，

ＴＶやアニメ・ＣＭなどで掲載されている生徒にとって身近な題材が多い

ことから，主体的に学習に取り組むことができます。２・３年の下の教科
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書付箋３を御覧ください。本校はＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）

実践校であり，ＳＤＧｓの視点を授業で取り入れています。教科ごとにＳ

ＤＧｓの視点を取り入れた授業をするためにも，生活や社会の中の音楽や

ＳＤＧｓについての記載もされていることから授業に取り入れやすくなっ

ています。また，ＳＤＧｓについて右下にＱＲコードを載せ，関連動画や

資料を載せています。そのため，他の教科と関連付けて学習することがで

きると考えます。「音楽（一般）」については以上です。 

続いて，「別冊資料２」４ページを御覧ください。２段目，「音楽（器楽

合奏）」は，教育芸術社の「中学生の器楽」を選定しました。付箋１を御

覧ください。学習指導要領に沿って，３つの資質能力「思考力・判断力・

表現力」「知識」「技能」とそれに対応する学習内容や教材を図示してお

り，何を学ぶかがわかりやすく，基礎基本の定着をはかることができま

す。付箋２を御覧ください。「全体の響きを確かめながら演奏しよう」で

は，教材曲「千の風になって」で，「パートの役割に合った楽器を選び，

曲にふさわしい表現を工夫して演奏しましょう。」では，話し合い活動を

取り入れることで言語活動の充実を促します。その後，話し合ったことを

実際に楽器の音色を変化させることで，各声部の役割を感受しやすく，発

展的な内容につなげることができます。教科書の付箋６を御覧ください。

生徒にとってなじみの深い「笑点のテーマ」「海の見える街」「美女と野

獣」など，生徒の生活に身近な題材が多く，主体的に学習に取り組む工夫

がされている。また，楽曲の難易度も他社のものより高いため，高等学校

の高度な技能につなげることができると考えます。 

「音楽（器楽合奏）」については以上です。 

 

三好教育長 現行の教科書と評価を教えてください。 

 

調査員 現行も教育芸術社を使っています。教育芸術社の一番の魅力は，簡単な

曲から難易度の高い曲まで豊富に掲載されていることが本校の生徒にとっ

て良いと考えます。 

 

三好教育長 その他，御意見，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 音楽（一般・器楽）につきましては，「教育芸術社」と報告書のとおり

採択するということでよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，報告書のとおり採択することといたします。 

ここで休憩とします。１３時５分再開とします。 

 

（休憩） 

 

三好教育長 

 

それでは，再開いたします。 

英語について，説明をお願いします。 

 

教科書選定会

議委員 

現行の教科書は三省堂の教科書です。面白い題材が多く，話題豊富な教

科書となっていました。 

続いて，「別冊資料２」５ページを御覧ください。３段目，「英語」は，

光村図書出版株式会社の「Ｈｅｒｅ Ｗｅ Ｇｏ！ＥＮＧＬＩＳＨ ＣＯ
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ＵＲＳＥ」を選定しました。３年生の教科書をもとに説明します。はじめ

に，各「Ｕｎｉｔ」の流れについて説明します。教科書の付箋１を御覧く

ださい。この教科書はＵｎｉｔ１からＵｎｉｔ８まであり，それぞれの

「Ｕｎｉｔ」はこの「扉」のページから始まります。この「扉」のページ

では学習到達目標を確認したり話の大筋をつかんだりする上で役に立ちま

す。次に教科書の付箋２を御覧ください。左ページには英文の「本文」，

右ページには「Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ」「Ｓｐｅａｋｉｎｇ」「Ｗｒｉｔｉｎ

ｇ」の３技能を用いて基礎基本を定着できるようになっています。次に教

科書の付箋３を御覧ください。この「Ｙｏｕ Ｃａｎ Ｄｏ Ｉｔ！」は

２，３のＵｎｉｔごとに設定してあり，４技能５領域を統合的に活用する

言語活動を行うことができるようになっています。なお，５領域には「Ｓ

ｐｅａｋｉｎｇ」について，話すこととスピーチ・発表することの２種類

が入っています。様々なテーマで言語活動が設定され，スモールステップ

で各Ｕｎｉｔが構成されています。次に教科書の付箋４を御覧ください。

この「Ｌｅｔ’ｓ Ｒｅａｄ」ではまとまった文量の英文を読む力を養う

ことができるように計画されています。また，読むだけで終わりではなく

読んだ内容に対して感想や考えを伝え合うなどの統合的な活動が設定され

ており，４技能の力をバランスよくつけるよう工夫されています。次に教

科書の付箋５を御覧ください。主体的に学習に取り組む工夫としてこの

「Ｓｔｏｒｙ Ｒｅｔｅｌｌｉｎｇ」ではＵｎｉｔの本文内容を理解した

後に絵や写真を見ながらキーワードを使って行うリテーリングに取り組む

ことができます。本校では今年からラウンドシステムを導入して授業を行

っています。このページを使って繰り返し練習をすることで教科書内容の

定着を図ることができると考えています。次に教科書の付箋６を御覧くだ

さい。「Ｌｅｔ'ｓ Ｔａｌｋ！」では様々なテーマで相手と即興的に話す

力をつけることができます。その他にも帯で使える教材が３つあり，充実

した言語活動を行うことができます。最後に教科書の付箋７を御覧くださ

い。巻末付録「ＣＡＮ-ＤＯ Ｌｉｓｔ」では中高６年間の接続として領域

ごとに自己評価を行うことができます。高校入学の前に自分の英語力を振

り返ることができます。 

以上です。 

 

神原委員 教科書を変えるということは生徒や保護者から多少の不満や動揺がある

と思いますが，変える理由について，今まで使っていた三省堂には無い面

や教える側にとって良い理由など，詳しく説明いただけますか。 

 

教科書選定会

議委員 

教科書を５回連続で繰り返し読むことでネイティブな発想・考えやスピ

ーキングを身に着けるラウンドシステムに取り組む上で光村図書が最適な

教科書だと考えています。光村図書の教科書は，１～３年までを通して，

同じ登場人物が出てきますし，日常生活の内容が多く盛り込まれているこ

とから，子どもたちが内容を理解しやすい教科書になっています。三省堂

の教科書では，ストーリーがところどころで途切れることから，思考が断

片的になってしまうという面がありますので，ラウンドシステムを使う上

では光村図書が最善だと考えています。 

 

横藤田委員 ラウンドシステムについて，英語の先生がスピーキングを行うのか，Ｃ

Ｄなどネイティブの音声を聞くのか，どちらですか。 

 

教科書選定会

議委員 

まずはネイティブのＣＤを基本に取り組みますが，本校では，教職員も

トレーニングをしています。ＣＤを聞いた後に，シャドーイングで後に続

けて教職員が読むことで効果があることから，両方使っています。 
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菅田委員 ラウンドシステムは高校でも使っていく手法だと考えていますか。 

 

教科書選定会

議委員 

ラウンドシステムは今年の中学１年生から始めています。本校は中高一

貫校ですので，高校の英語の授業をどう変えていくかということを含め

て，校長や高校の英語教師と検討しているところです。 

 

菅田委員 高校の課題ということですか。 

 

教科書選定会

議委員 

高校では高校用の教科書を使いますので，中学校のラウンドシステムで

培った力をどう伸ばしていくかという点で，これからの高校の指導の在り

方を考えていきたいと思います。 

 

菅田委員 高校の教科書を見ると，リスニングよりも，書くことなど受験に合わせ

たつくりになっているように感じますので，中学から高校への接続で難し

い面があるのではないかと思いますが，どうですか。 

 

教科書選定会

議委員 

大学の入試制度において，民間の検定などを活用することになると思い

ますが，このファイブラウンドは，英検など検定の力をつけるという点で

も有効であることから，高校に入り，力を入れる部分がライティングやリ

ーディングに変わったとしても，接続は十分できると考えています。 

 

三好教育長 その他，御意見，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 英語につきましては，「光村図書出版」と報告書のとおり採択すること

でよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，報告書のとおり採択することといたします。 

次に，社会（地理）・地図について，説明をお願いします。 

 

教科書選定会

議委員 

現行の地理の教科書は帝国書院で今回選定する教科書と同じです。「別

冊資料２」２ページを御覧ください。３段目，「地理」は，帝国書院「中

学生の地理 世界の姿と日本の国土」を選定しました。教科書の付箋１を

御覧ください。本校はＥＳＤ実践校，ユネスコスクールであり，ＳＤＧｓ

の視点を授業で取り入れています。これに関連して，このページにはＳＤ

Ｇｓの概要があります。また，特設ページにはＳＤＧｓに関連する２５の

テーマが掲載されています。付箋２を御覧ください。今回の新学習指導要

領に関わり，「地理的な見方・考え方」の説明があります。この具体例と

して，次に付箋３を御覧ください。「地理的な見方・考え方」を使った演

習問題があります。授業の振り返りとしてだけでなく，生徒が授業で付け

る力を具体的に示しています。 

「地理」については以上です。 

地図についても，現行と同じ帝国書院を選定しています。「別冊資料

２」２ページを御覧ください。４段目，「地図」は，帝国書院の「中学校

社会科地図」を選定しました。付箋１を御覧ください。地図を使うときに

は，読み取りやすさが第一と考えます。この地図は線や文字の濃さがはっ

きりしています。また，色の読み取りについて，読み取りにくいと言われ
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る赤色ではなく，黄色が使用されています。 

「地図」については以上です。 

 

三好教育長 御意見，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 社会（地理）・地図につきましては，「帝国書院」と報告書のとおり採択

することでよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，報告書のとおり採択することといたします。 

次に，社会（歴史・公民）について，説明をお願いします。 

 

教科書選定会

議委員 

現行の教科書は日本文教出版を使用していますが，山川出版社を選定し

ました。理由は，高校では世界史が必修となることから，世界史を扱って

いる量が多く，中高接続という視点で適書であると判断しました。選定に

あたっての説明をさせていただきます。「別冊資料２」３ページを御覧く

ださい。１段目，「歴史」は，山川出版社の「中学歴史 日本と世界」を

選定しました。付箋１を御覧ください。中学生は日本史をベースとして学

習を進めていきますが，高校では世界史が必修となります。そこで，中高

一貫教育に関して，中学校段階から世界史を意識した学習をさらに進める

ことは必要だと考えます。各章の初めに２つの年表があり，世界の流れを

把握し，いつでも確認することができます。また，日本の転換期において

深く関わりのある世界の出来事が詳しく書かれています。付箋２を御覧く

ださい。例えば，地中海文明については２ページにわたって掲載されてい

ます。付箋３を御覧ください。ここでは日本の開国に関わる世界の動きに

ついて，６ページにわたって説明されています。新学習指導要領にも出て

いる，「歴史的な見方・考え方」である前後のつながりや理由を考えるこ

とができると考えます。「歴史」については以上です。 

続いて「公民」について，現行は日本文教出版を使用していますが，今

回，帝国書院を選定しました。理由は，本校が進めているＳＤＧｓの観点

で多くの記載がある帝国書院を選定しています。それでは，説明をしま

す。「別冊資料２」３ページを御覧ください。２段目，「公民」は，帝国書

院の「中学生の公民 よりよい社会を目指して」を選定しました。付箋１

を御覧ください。新学習指導要領で重視されている「公民的な見方・考え

方」とは課題を追究したり解決したりする活動における「視点や方法」の

ことです。この教科書では，特設ページ・コラム〈対話的な学びのため

に〉の「未来に向けて」において１２テーマ，特設ページ・コラム〈深い

学びのために〉の「Ｙｅｓ Ｎｏ」において８テーマ，アクティブ公民で

１０テーマ，特設ページ・コラム〈その他〉の「公民プラス」で２５テー

マ，全部合わせて５５テーマが，実社会の課題を扱っていますので，さま

ざまな視点・方法で考えることができます。付箋２を御覧ください。生徒

の思考力・判断力・表現力を高めるために，公民的な見方・考え方を使っ

た振り返りのページが設けられています。学習の大きな区切りごとにこの

振り返りを行うため，公民的な見方・考え方の意識づけができると考えま

す。付箋３を御覧ください。本校では，中高一貫教育のキャリア教育にも

重点を置いています。さまざまな職業の紹介があり，公民的な見方・考え

方に関わる多様な考え方としても取り上げることができます。 

「公民」については以上です。 
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神原委員 ＳＤＧｓの記載が充実しており，多分野で活躍されている先輩の記載も

多く，生徒たちの興味関心から未来を担う子どもたちに必要な教科書であ

ることは理解できました。１点だけ，帝国書院の教科書４１ページの個人

の尊重ということで，すべての国民がかけがえのない存在であり，そこが

憲法の出発点であることは正しい理解だと思います。一方で，２９ページ

の日本国憲法の始まりで，いきなり，「国家権力がなぜ必要か」からスタ

ートしたり，３０ページの下部分の憲法の定義のところで，戦争や軍隊を

コントロールしたり，戦争・人権侵害・独裁などを禁止するルールで（憲

法）と書かれています。広い意味で間違っていないと思いますが，憲法は

国民の権利・自由を守るために，国家権力に縛りをかけるルールです。憲

法の理解の記載がちぐはぐな部分もあり，わかりにくいと感じます。国民

１人１人に違いはあるが，大切な存在で，個人を尊重し，人権を守るため

に国家権力に縛りをかけるという大きな枠組みの中で，具体的な仕組みを

定めているのが憲法だということは，教えるにあたり，工夫して説明して

もらえたらと思います。国家権力からスタートしている点が気になりまし

た。ここは子どもたちにとってあまり関心がある内容ではないと思います

が，意見させていただきました。 

 

教科書選定会

議委員 

とても重要なところだと思います。子どもたちがいずれ大人になる上

で，民主主義の根本は理解しないといけないと思いますので，今言ってい

ただいた内容は社会科の教師に伝え，意識しながら授業を進めていきたい

と思います。ありがとうございます。 

 

三好教育長 その他，御意見，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 他に無いようですので，社会（歴史）につきましては，「山川出版社」，

社会（公民）につきましては，「帝国書院」と報告書のとおり採択するこ

とでよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，報告書のとおり採択することといたします。 

次に，理科について，説明をお願いします。 

 

教科書選定会

議委員 

理科は，現行の教科書と同じ，啓林館を選定しています。「別冊資料

２」３ページを御覧ください。４段目，「理科」は，啓林館「未来へひろ

がる サイエンス」を選定しました。まずは，資料の①の観点について御

説明します。教科書の付箋１の１を御覧ください。単元の導入に，「学ぶ

前にトライ！」「学んだ後にリトライ！」という枠があり，自身の学びを

自己評価できる工夫がされています。これは，新学習指導要領の「学びに

向かう力」に示されている，「主体的に学習に取り組む態度」や「メタ認

知能力」を高めるものになると考えています。付箋１の２を御覧くださ

い。単元の最後に，「力だめし」という問題がついています。御覧いただ

くと分かるように，数値計算も多く含まれており，高いレベルでの演習が

でき，本校生徒に適していると考えます。続いて２年生の教科書に入りま

す。資料の②の観点について御説明します。教科書の付箋２を御覧くださ

い。本教科書には，「お仕事ラボ」「お料理ラボ」「部活ラボ」といったコ

ラムが多くあり，学んだことを日常生活と関連づける工夫がなされていま
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す。これは，ＰＩＳＡやＴＩＭＳＳなどの国際調査で日本の科学教育の課

題とされている理科が「日常生活に役立つ」と考える生徒を増やすことの

一助になると考えます。ＴＩＭＳＳは，数学と理科についての国際的な調

査機関で，日常的な理科の意義を生徒に考えさせるという内容が含まれて

います。最後に，３年生の教科書，資料の③の観点について御説明しま

す。教科書の付箋３の１を御覧ください。本教科書は，生徒用教科書の随

所にＱＲコードがついています。これをかざすと，小学校の振り返りの問

題を解くことができたり，実験動画を見ることができます。これは，教育

委員会で進めているスマホやタブレットを活用することで，子どもたちの

意欲向上につながると考えます。付箋３の２を御覧ください。巻末に，

「探Ｑシート」という探究の過程に沿ったワークシートがついています。

これは，高等学校の総合的な探究の時間で実施される「企業についての探

究学習」に活かすことができると考えます。 

以上です。 

 

三好教育長 御意見，御質問はありませんか。 

 

三好教育長 直接，教科書採択とは関係ありませんが，中学生で理科が好きな子はど

のくらいですか。 

 

教科書選定会

議委員 

本校には自然科学部がありますが，自然科学部以外の生徒も関心が高

く，科学の甲子園に出場する生徒もいます。２年前ですが，科学の甲子園

に出場し，自然科学部のＡチームが２位，自然科学部以外のメンバーで，

例えばスポーツをしている子どもたちも入っていたＢチームが３位という

ことで，本校には理科が好きな子は多いと思います。 

 

三好教育長 １年生で探求の扉を開こう，２年生であなたの探求を進めよう，３年生

であなたの探求を深めようということで，受験という狭い分野の学習では

なく，サイエンスで未来を創るという視点で，子どもたちにとって好きな

分野や入口がたくさんあると感じました。 

 

教科書選定会

議委員 

昨年，本校の１２０周年でＪＡＸＡの方が来られたときに，不登校傾向

にあった３年生の生徒が積極的に質問をし，１２月の修学旅行では実際に

ＪＡＸＡを訪問し，将来は科学者になりたいという興味関心のきっかけに

なった出来事がありました。そうした興味関心のきっかけになるような理

科の学びにしたいと思っています。 

 

三好教育長 私の経験では，学校での理科はしんどく，テストの点を取るための理科

だったという記憶があります。今回，教科書の内容やＱＲコードをみて，

今後１人１台配布されるタブレットなどを通してさらに多くの情報に触れ

ることができることはとても良いことだと思います。 

 

教科書選定会

議委員 

私もタブレットを使って教科書のＱＲコードを読み込んでみると，面白

いものが多くあると感じました。３学期以降はタブレットを使っていろん

な探究ができると期待しています。 

 

菅田委員 感想になりますが，この教科書では，広がりがあることに加え，実験を

するときの手順など，立証することの大切さが説いてあります。科学や理

科の道に進んでいくにあたってのモラルを大切にされており，とても良い

教科書だと思います。ぜひこの教科書を活用して，将来素晴らしい子ども

たちが育ってくれることを期待します。 
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三好教育長 それでは，理科につきましては，「啓林館」と報告書のとおり採択する

ことでよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，報告書のとおり採択することといたします。 

次に，美術について，説明をお願いします。 

 

教科書選定会

議委員 

美術について，現行の教科書は，開隆堂出版ですが，今回は，光村図書

出版を選定しました。選定理由は，１年生の教科書１２ページにあるよう

に，生徒の活動の様子や言葉が掲載されていることで生徒が身近に感じ，

題材に対する興味・関心を持たせることで，活動への意欲につながると考

えました。それでは，理由について説明をします。「別冊資料２」４ペー

ジを御覧ください。３段目，「美術」は，光村図書出版の「美術」を選定

しました。第１学年の教科書の付箋１の１４ページを御覧ください。「自

然の形や色を見つめて」として，基礎基本の定着を促すために，表現や鑑

賞の活動のきっかけとなる文章を記載しています。続いて，第２・３学年

の教科書の付箋２の２５～２７ページを御覧ください。「北斎からゴッホ

へ」では，主体的に学習に取り組む工夫として，作品の一部や全体を拡大

した図版や原寸大の図版を見開きや折り曲げの大型図版で掲載していま

す。第１学年の教科書付箋３の５８～７８ページを御覧ください。中高６

年間の接続として，学習を支える資料で用具の使い方や材料や色彩につい

ての知識を掲載し，高校で行う絵画や彫刻やデザインの学習に関連する内

容になっています。 

以上です。 

 

三好教育長 御意見，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 無いようですので，「美術」につきましては，「光村図書出版」と報告書

のとおり採択することでよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，報告書のとおり採択することといたします。 

次に，技術家庭科（技術・家庭）について，説明をお願いします。 

 

教科書選定会

議委員 

技術家庭科について，今回選定する教科書は，現行の教科書と同じ東京

書籍です。技術分野について説明します。「別冊資料２」５ページを御覧

ください。１段目「技術・家庭（技術分野）」は，東京書籍「新編 新し

い技術・家庭 技術分野 未来をつくるＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」を選定し

ました。教科書の付箋１の５５ページを御覧ください。「ポイント」のア

イコンを用いて，作業のコツや注意すべき点，良い例や良くない例を写真

やイラストを用いて説明してあります。また，修正や安全についても同様

に説明してあり，基礎・基本の定着への工夫がされています。付箋２－１

の１８ページを御覧ください。各内容の最初に，「技術の見方・考え方」

「発見！技術の最適化」で身近な製品の具体例や既存の技術の工夫につい

て示しています。続いて，３７ページ，付箋２－２を御覧ください。各第

１章の終わりには，「チェック 技術の見方・考え方」を設定し，技術の
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見方・考え方をまとめ，各内容の終わりには学習内容の確認や振り返りが

出来るようになっており，課題解決に向けて生徒が主体的に取り組むこと

ができるよう工夫されています。付箋３の２６４ページを御覧ください。

「総合的な問題解決をしよう」では，４つの学習内容を結び付け，新しい

問題による問題解決の流れや実践例を６例掲載し，裏表紙では，「ＳＤＧ

ｓとＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」で持続化可能な未来の構築について取り上げ

ており，ＳＤＧｓの視点で教育活動につなげることができます。以上のこ

となどから，「技術・家庭（技術分野）」は，東京書籍「新編 新しい技

術・家庭 技術分野 未来をつくるＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」を選定しまし

た。「技術・家庭」（技術分野）については以上です。 

続いて，「技術・家庭」（家庭分野）について説明します。「別冊資料

２」５ページを御覧ください。２段目「技術・家庭（家庭分野）」は，東

京書籍「新編 新しい技術・家庭 家庭分野 自立と共生をめざして」を

選定しました。教科書の付箋１の２２ページを御覧ください。１テーマが

見開き２ページ構成で，授業中にページをめくらずに授業をスムーズに進

めることができます。付箋２の２４ページを御覧ください。「やってみよ

う」と隣のページ下の「生活に生かそう」には，身近な自分の生活を振り

返り，課題解決に向けて生徒が主体的に取り組むことができるよう工夫さ

れています。付箋３の７４ページを御覧ください。「調理実習」のハンバ

ーグの作り方ですが，手順ごとに写真や所要時間，火加減など生活経験の

乏しい生徒にも対応した分かりやすい内容・表記になっており，生徒の理

解と意欲を促すよう工夫されています。付箋４の２６８ページを御覧くだ

さい。中高６年間の接続として，よりよい生活をめざす「生活の課題と実

践」では，課題解決学習の計画の立て方や実践を５例掲載しています。こ

の学習を通して，高校で自分の課題を見つけ実践するホームプロジェクト

につながります。 

「技術・家庭」（家庭分野）については以上です。 

 

三好教育長 御意見，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 無いようですので，「技術・家庭」（家庭分野）につきましては，「東京

書籍」と報告書のとおり採択することでよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，報告書のとおり採択することといたします。 

それでは，福山中学校の教科用図書についての審議は以上です。 

ここで，一旦休憩といたします。１４時２０分に会議を再開します。 

 

（休憩） 

 

三好教育長 それでは，再開いたします。 

２０２１年度（令和３年度）に使用する福山市立福山高等学校用教科用

図書について，教科書選定会議会長から，「別冊資料３」の説明をお願い

します。 

 

教科書選定会

議会長 

 

はじめに，「別冊資料３」の構成について説明します。「別冊資料３」，

目次を御覧ください。この資料は，「採択種目一覧表」「選定結果」「選定

理由書」「調査研究報告書」で構成しています。１ページを御覧くださ
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い。採択種目一覧表です。左から順に，「教科」，「採択する種目」，「使用

学年」，「今年度使用教科書」，そして一番右の欄に「変更希望」を示して

います。「変更希望」の欄へは，変更希望がある場合に，◎印の記号を記

入することとしています。２ページを御覧ください。教科書選定会議で選

定した教科用図書全４２種目の選定結果です。３ページを御覧ください。

選定した４２種目についての選定理由書です。１３ページを御覧くださ

い。各教科の調査員から提出された「調査研究報告書」です。調査員が，

全ての発行者について調査研究を行い，各種目２点に絞り込んで，教科用

図書の特徴を記載しております。「別冊資料３」の説明は以上です。 

 

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

冊資料３」に沿いまして，教科書選定会議としての意見を聞きながら，審

議していきたいと考えますが，いかがでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

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

それでは教科書選定会議の結果を説明してください。 

 

教科書選定会

議会長 

教科書選定会議の結果についての説明に先立ちまして，このたびの選定

の主たる観点，２点について説明します。２０１８年度（平成３０年度）

以降に入学した生徒は，２０２０年度の大学入学者選抜制度改革後に受験

をする生徒です。今後，大学入学共通テストで記述問題が課せられる予定

があるなど，これまで以上に「思考力，表現力，判断力」が求められま

す。また，「学びに向かう力」が評価指標に挙げられてきます。選定の観

点の１点目は，そうした求められる学力に対応できるような教科用図書か

どうかという点から研究をしました。また，そうした力を授業で身に付け

られるよう，本校で育む資質・能力を２１世紀型“スキル＆倫理観”とし

て，①情報整理力，②表現力，③課題解決力，④協働，⑤自他の尊重，⑥

チャレンジ精神の６つを設定し，どの教科でも生徒がそれらの資質・能力

を身に付けられるよう，授業を展開していきます。選定の観点の２点目

は，そうした授業を展開できる視点が，教科用図書の中に取り入れられて

いるかどうかという点です。今回は，４２種目を代表して，「地学基礎」

と「物理基礎」の教科用図書について，選定理由書を基に，特徴的な内容

を報告します。 

 

教科書選定会

議委員 

福山高校では，今年度から，高校１年で「化学基礎」と「生物基礎」を

履修しています。また，来年度からは高校２年生で，文系は「地学基礎」

を，理系は「物理基礎」を履修します。理科の必履修科目は「物理基礎」

「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」の中の３科目です。文系の生徒が本

校で履修する３科目は「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」です。理系の

生徒が履修する３科目は「化学基礎」「生物基礎」「物理基礎」です。今日

は，その中から，「物理基礎」と「地学基礎」の調査研究報告をします。

まず「物理基礎」について，本校では，「物理基礎」を２年次に２単位学

習します。「物理基礎」の教科書の選定のため，以下の観点から３点の教

科書にしぼりました。「物理現象の基礎・基本的な内容が理解されやすい

ものになっているか。」「物理現象と日常生活の関係などの観点から，学習

意欲を高め，理解を深めるものに必要な内容や工夫がなされているか。」

「グラフや表を公式と関連付けて説明してあり，大学入試に対応できる内

容になっているか。」。それでは各教科書の説明をします。まず，第一学習

社「高等学校 改訂 物理基礎」の教科書です。付箋１のページを御覧く
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ださい。公式を導き出す過程が丁寧です。付箋２のページを御覧くださ

い。自由落下，フリーフォールのように，学術用語の英語表記もされてお

り，理解しやすくなっています。付箋３のページを御覧ください。巻末資

料とありますが，高校３年生で学ぶ４単位の「物理」の内容の「発展」が

充実しており，例題・類題が多くあります。次に，数研出版「改訂版 物

理基礎」の教科書です。付箋１のページを御覧ください。人間が走る絵が

多く出ています。カラーの図が多く，視覚的に理解が容易になっていま

す。付箋２のページを御覧ください。落下運動について書かれています

が，わかりやすく用語の解説がされています。付箋３のページを御覧くだ

さい。巻末に物理で使用する数学の基礎を収録し，三角関数やベクトルの

フォローがされています。最後に，東京書籍「改訂 物理基礎」の教科書

です。付箋１のページを御覧ください。物理現象と日常生活の関連付けが

あり，学習しやすいようになっています。付箋２のページを御覧くださ

い。スムーズに「物理」に移行できるように発展的内容が巻末に収録され

ています。付箋３のページを御覧ください。中学校での学習内容が示して

あり，理解しやすくなっています。 

次に，「地学基礎」について調査研究報告をします。本校では，「地学基

礎」を２年次に２単位で学習します。「地学基礎」の教科書の選定のた

め，以下の観点から３点の教科書に絞りました。教科書選定に関わる２つ

の観点は，「本文の内容が読みやすいように配置されているか。」「基礎基

本の内容を，丁寧に説明されているか。」です。各教科書の説明をしま

す。最初に，啓林館の「地学基礎 改訂版」です。付箋１のページを御覧

ください。第一章では，我々が住んでいる地球から解説されています。宇

宙の始まりや，太陽系から解説されているものもありますが，まず，一番

身近な地球から扱い，生徒の興味・関心を引く仕様になっています。付箋

２のページを御覧ください。地震による断層を，クッキーを使ってわかり

やすく説明しています。基本的な考え方の理解につながるよう工夫されて

います。次に，数研出版の「地学基礎」です。付箋３のページを御覧くだ

さい。ここでは，黒点の温度が低い理由を，太陽内部の構造とともに説明

しています。ただ，表面構造を紹介するだけでなく，理解を深めるような

解説になっています。付箋４のページを御覧ください。グラフの見方や，

意味を丁寧に解説しています。生徒が自学自習しやすいようによく考えら

れています。最後に，東京書籍の「改訂 地学基礎」です。付箋５のペー

ジを御覧ください。教科書が大判で，写真・グラフ・イラストなどの資料

が豊富に掲載されています。文章だけでは伝わらない内容も，視覚的に理

解しやすくなるよう工夫されています。そして，付箋６のページを御覧く

ださい。紙面が広い分，補足説明も詳しく丁寧です。また，発展的なペー

ジも多く，生徒の学習意欲を喚起するように配慮されています。本校の生

徒の実態に照らし，「物理基礎」「地学基礎」とも，それぞれの選定の観点

を最も満たしている教科書を選びました。 

以上です。 

 

三好教育長 御意見，御質問をお願いします。 

 

三好教育長 大学入試制度の変更や学習指導要領が再来年度に改訂となることで，内

容や扱いで大きく変わるという顕著なところはありますか。 

 

教科書選定会

議会長 

今回選定する来年度の教科書については昨年度と大きな違いはありませ

ん。再来年度からの教科書が全面改訂になる予定ですので，来年度，この

場で選定するものは大きく変わると思います。現時点で，情報があまりあ

りませんので，どのように変わるかは想像するしかありませんが，科目名
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も変わりますし，内容含め，大きく変わると予想しています。 

 

三好教育長 その他，御意見，御質問をお願いします。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 福山高等学校の教科用図書については，報告書１ページにありますよう

に，現在使用している教科用図書が，福山高等学校の生徒に適切であり，

来年度も継続して使用することが望ましいと考えます。 

それでは，お諮りいたします。 

福山高等学校の教科用図書については，報告書のとおり採択するという

ことで，よろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

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

告書のとおり採択することといたします。 

それでは，これより秘密会とします。 

 

（秘密会部分削除） 

 

三好教育長 

 

 

全教育委員 

 

三好教育長 

予定しておりました議案はすべて審議いたしましたが，他に何かありま

すでしょうか。 

 

（なし） 

 

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２時４５分】 

 


