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令和２年度 岐阜県教科用図書 第２回 可茂地区採択協議会 議事要旨 

 

１ 日 時：令和２年７月６日（月）９：００～１６：３０  

 

２ 会 場：みのかも文化の森 緑のホール  

 

３ 議 事  

（１）事務局からの説明  

・公正確保について  

・教科用図書の調査研究の概要  

 

（２）可茂地区採択協議会会長 挨拶  

・協議会の開会を宣告  

・可茂地区において、教科用図書を選定することについて  

 

（３）会の成立  

・委員の半数以上の出席があり、会が成立することを確認  

 

（４）議案の審議  

・規約第3条に基づき、可茂地区採択協議会副会長の議長のもと議事を進行 

 

■国語の調査研究報告      

・調査項目１「基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得」「言語活動や問題解決的な学習、

体験的な学習」について 

４者とも生徒の発達段階を踏まえ、系統を大切にした単元構成の工夫があり、「話すこと」

では、パネルディスカッション、プレゼンテーションなど多様な言語活動の位置づけに工夫が

あった。 

【東京書籍】 

身に付けたい力や学習のポイントが端的に「言葉の力」で示され、３年間で系統的、段階的

に学習が進められるよう教材が配列されていた。 

【三省堂】 

身近な学校生活をテーマにした体験型の活動が位置付けられ、思考力や表現力を育むための

言語活動ができるよう配慮されていた。 

  

・調査項目２「主体的に学習に取り組む態度」「学習習慣の確立」について 

４者ともに、学び方についてのガイダンスやＩＣＴ活用方法など、家庭でも主体的に学べる

ように配慮されていた。 

【教育出版】 

目的に沿った話合い活動や実用的な文章を書いたり、本などから情報を得て活用したりする

ことで社会生活との関わりを実感できる教材が豊富にあった。 
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【光村図書出版】 

「学習の窓」があり、図解入りの解説で、汎用的な読むことのポイントが分かりやすく示し

てあった。 

 

・調査項目３「学習指導要領に示された配慮事項」について 

どの教科書も学校図書館の活用について配慮されていた。 

【光村図書出版】 

夏休み前に読書を啓発する教材が豊富に位置付けられていた。 

 

・調査項目４「印刷製本の関わり」について 

見やすさ、耐久性等、大きな差は見られなかった。配色、文字や挿絵のバランスも優れ、カ

ラーユニバーサルデザインに対応していた。 

 

絞り込んだ２者【光村図書出版】【東京書籍】について説明。 

 

・国語科の本質に関わる調査項目１、２については、各者の差はなかった。 

 

・可茂地区の生徒の実態を踏まえ「表現力」の「話すこと、聞くこと、書くこと」の観点での比

較について 

  「話すこと・聞くこと」と「書くこと」のページ数をカウントした。【光村図書出版】が【東

京書籍】のページ数を上回っていた。ページ数が多いのは、この項目の解説が詳しい証拠とと

らえた。 

 

・全国学力・学習状況調査の岐阜県の結果「①漢字の設問は全て小学校で習ったものだが、定着

していない」課題への対応について 

表現力のベースとなる語彙力を確実に身につけるために、漢字の学習が充実した教科書を選

択する必要があると考えた。【東京書籍】と【光村図書出版】で、漢字に関わるページ数を比

較してみると、【光村図書出版】が上回っていた。ページ数を割いて丁寧に解説されている証

拠ととらえた。 

 

可茂地区の生徒には、可茂地区の国語科国語が大切にしている内容や学習指導要領に示され

ている目標、生徒の実態から考え、【光村図書出版】がより適していると考えた。 

 

《報告を受けて協議》 

・国語科の大切にしたい表現力と漢字について、【東京書籍】と【光村図書出版】の比較で、ペ

ージ数は【光村図書出版】が上回り【光村図書出版】を推しているが、その内容についてはど

うか。 

⇒【東京書籍】の漢字の教科書の内容は、読みと書きだけになっている。【光村図書出版】は、

同音の漢字があったり、四文字熟語があったり、または部首など、バラエティに富んでいる。

教科書を見ても小学校６年までの一覧を見ても、【光村図書出版】は、子供たちにとって有用

な漢字の力が付くと考えられる。 
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⇒話す、聞くの表現力について、プレゼンテーションの資料では、ひと目で単元の流れがわかる

ように構成されている。それぞれの単元の内容が非常に具体的に書いてあることが【光村図書

出版】の特長であり、【東京書籍】は流れはわかるが、明らかに項目の数が少なく、簡略化さ

れて書いてあった。プレゼンテーションは、話す、聞く力を身に付ける大事なところなので、

【光村図書出版】で学ぶことで理解の流れがスムーズにいくと考えた。 

 

・調査項目２（２）で、家でも自分でもということが掲げられているが、そういった観点から教

科書に QRコードで読み取って、音声や動画が各自で見られるような工夫がされていることに

ついて、話題になったことがあれば教えてほしい。 

⇒QR コードについては、平等性、正確性といった部分から、調査した。【光村図書出版】はコ

ンテンツが４３あった。それに対し【東京書籍】のコンテンツは２８であった。内容からして

も、【光村図書出版】は充実しているということが、項目ごとに見たときにそう判断された。 

 

・学びの広がりで、【光村図書出版】から読書のページの説明があったが、量もさることながら

質について、話題になったことがあれば教えてほしい。 

⇒夏休み前の読書の活用について、本の紹介された冊数でいうと、【東京書籍】が３年間で３６

１冊、【光村図書出版】は１６８冊であった。冊数は少ないが「読書を楽しむ」や「私の一冊

を探しに行こう」など、図書館を十分活用できるような配慮が３年間通して、２５教材あっ

た。本の冊数が多くても【東京書籍】は９教材であった。教科書で紹介されている本は少なく

ても、日常生活、いろんな場で読書に親しむ活用するといった場面で、配慮されていることが

わかった。 

 

・QR コードの読み取りについて少しやってみたが、【東京書籍】や【教育出版】については、

教材のページには、「Dマーク」や「学びリンク」といったマークがついており、一番最初に

一括管理がされているが、【光村図書出版】は教材ごとに QRコードがあり、自分一人で学ぼ

うとしたときには、とても優れていると感じた。教師が一括して管理するのであればいいが、

子供たちが自分で学習を進めていくのであれば、【光村図書出版】がとてもよいと感じた。 

 

・読書については、量よりも質を話してもらったが、【光村図書出版】の中に「風の谷のナウシ

カ」であったり、綾瀬はるかの「戦争を聞く」であったりとか、「池上彰と学ぶメディアの目」

ということで話題性があり子供たちも興味をもって読めるような教材が豊富に紹介してある

ことを感じた。 

ただ、３年生で紹介してある読書の内容が難しいと感じ、これはどうかと思ったが、卒業後

の生 涯読書といったこともつなげようと考えると、そういったことも配慮されてやや難しい

ものもと紹介されているのかと感じながら聞かせてもらった。 

個々には挙がってこなかったが【教育出版】には、今話題の藤井総太さんの本が紹介されて

いたり、AI の本であったりとか、何よりも１年生の中に杉原千畝さんが紹介されていたので

【教育出版】もいいなとは思った。 

 

○中学校「国語」教科用図書採択原案について、可決。 
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■書写の調査研究報告   

・調査項目１「基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得」「言語活動や問題解決的な学習、

体験的な学習」について 

４者とも生徒の発達段階を踏まえ、系統を大切にした単元構成の工夫があり、手紙、新聞、

ポスター、レポート等、多様な言語活動の位置づけに工夫があった。 

【東京書籍】 

既習事項や身につけた力を踏まえながら系統的、段階的に学習が進められるよう教材が配列

されていた。 

【教育出版】 

身近な題材を活かし、思考力や表現力を育むための言語活動が豊富に位置付けられていた。 

 

・調査項目２「主体的に学習に取り組む態度」「学習習慣の確立」について 

４者ともに、ＩＣＴを活用し、家庭でも主体的に学べるように配慮されていた。 

【東京書籍】 

学習の段階ごとに「書写のかぎ」が２４通り位置付けられ、学習事項が明確で一人でも学習

できるよう配慮されていた。 

【光村図書出版】 

楷書と行書を選んで書いたり、効果的に文字を書いたりする学習単元数が多く、身に付けた

知識や技能が日常生活で活用できるように十分配慮されていた。 

【三省堂】 

単元ごとに「書いて身につけよう」が位置付いており、毛筆の学習が家庭学習によって硬筆

に生かされるよう配慮されていた。 

 

・調査項目３「学習指導要領に示された配慮事項」について 

どの教科書も他教科や日常生活との関連が図られていた。 

【教育出版】 

古典や俳句、短歌などの伝統的言語文化の教材を豊富に取り上げ、日本の伝統や文化に親し

めるよう配慮されていた。 

 

・調査項目４「印刷製本の関わり」について 

見やすさ、耐久性等、大きな差は見られなかった。配色、文字や挿絵のバランスも優れてい

た。 

 

絞り込んだ２者【東京書籍】【教育出版】について説明。 

 

・調査項目１「基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得」「言語活動や問題解決的な学習、

体験的な学習」について 

中学１年、指導内容「行書における点画の連続」の指導から。両者とも、毛筆で学習する場

面でも硬筆の練習をする書き込み欄があり、毛筆の運筆の練習が硬筆で書く能力の基礎となる

ように構成されている点が優れていた。さらに詳しく調査すると、【東京書籍】は、知識や技

能が身につく書き込み欄だけでなく「見つけよう」「生かそう」が位置づけられ、思考力や判
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断力、表現力も育むように配慮されていた。【教育出版】にも「考えよう」「生かそう」が同

様にあるが、【東京書籍】にはさらに、知識や技能を確実に定着させるための「書写のかぎ」

や１時間の学習を振り返り「話そう」が位置付けられ、生徒にとって技能を習得するポイント

が分かりやすく、主体的に学習が進められる点が優れていた。 

 

可茂地区の生徒には、可茂地区の国語科書写が大切にしている内容や学習指導要領に示され

ている目標、生徒の実態から考え、【東京書籍】がより適していると考えた。 

 

《報告を受けて協議》 

・生活に根ざした、暮らしの中で使える書写、書くことに及んでいる手紙とか、往復はがきでの

返信の仕方とか、教科書の中にそういうことまで書かれており、行き届いた教科書ばかりだと

実感した。  

どの出版社も研究がしてあり、これからの子供たちが身近に、ただ筆を持って書くだけでは

なく硬筆の世界につながっていくようないい流れがあった。細かいことでの意見はあったが、

研究の成果通りでよい。 

 

○中学校「書写」教科用図書採択原案について、可決。 

 

■社会科（地理・歴史・公民）の調査研究報告      

・調査項目４「印刷製本の関わり」について 

全者とも重量、ページ数ともに適切だった。また、ユニバーサルデザインを意識

した文字の大きさ、書体、色使いであり、生徒にとって見やすい教科書と言える。

さらに、目次、巻末、索引、注、凡例等が掲載されており、利用者の立場に立って

作成された教科書と言える。 

 

〈地理分野〉について 

【教育出版】 

１単位時間の学習の導入において、身近な題材をもとに写真などを利用するな

ど、生徒の学習意欲を喚起する工夫がなされていた。 

【帝国書院】 

説明する活動が位置付けられ、地理的な見方・考え方を働かせ、より発展的に考

えることができる。また、教科書をより活用できるようなデジタルコンテンツが豊

富にあることが特徴としてあげられる。 

【東京書籍】 

様々な活動が可能であり、また、単元のまとめ方もマッピング、トゥールミン法

などが系統的に位置づけられている。探究課題の難易度も生徒の発達に沿い、段階

的に構成されている点も特徴と言える。 

【日本文教出版】 

多様な手法で考えを深めたり、ディベートや話し合い活動を通して主体的・対話

的な学習が行われたりする工夫がよくされていた。また、地球的課題や今日的で具

体的な事例が多く取り上げられている点も特徴と言える。 
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〈歴史的分野〉について 

【育鵬社】 

人物を中心とした題材を豊富に盛り込むなど、歴史学習を幅広く、生徒が興味・

関心・意欲を高め、学習意欲を喚起する工夫がなされていた。 

【教育出版】 

１単位時間の学習において、学習課題から終末の確認まで、生徒にとって学習の

流れが明確となっていた。 

【帝国書院】 

１単位時間に「説明しよう」を設け、さらに章末の学習において論理的に説明で

きるようにするなど、対話的な活動を位置付け、生徒の思考力、判断力、表現力等

を育む工夫がなされていた。 

【東京書籍】 

全体的にバランスが良く、基礎的・基本的な習得から発展的な内容まで網羅され

ていた。生徒は学び方を学んだり、小集団での話し合いを行ったりすることがで

き、主体的な活動ができる教科書と言える。 

【日本文教出版】 

１単位時間ごとに、見方・考え方を示したり、深めるための視点を位置付けたり

するなど、生徒にとって学びやすい教科書であると言える。 

【山川出版社】 

多彩な写真や資料を多く掲載したり、深く掘り下げた解説がされたりすること

で、生徒の学習意欲を喚起させる工夫がなされていた。 

 

〈公民的分野〉について 

【育鵬社】 

毎時間言語活動を充実させるための活動を位置付けており、思考力・判断力・表

現力等を育む工夫がなされていた。 

【教育出版】 

授業の内容に関わる効果的な資料を取り上げ、着眼点を明確にするなど、基礎

的・基本的な技能の習得への工夫がなされていた。また、各章末には、これからの

社会について考えるための問いと道筋が示されており、主体的に取り組むための

工夫も見られた。 

【自由社】 

写真などの資料が大きく掲載されており、全体的に見やすい教科書となってい

た。 

【帝国書院】 

各章の導入において、イラストをもとに実際の生活と関連させて考えることで、

生徒がより主体的・対話的に取り組むことができる工夫が見られた。 

【東京書籍】 

公民的分野において最も大切な社会的な見方・考え方を広げたり、深めたりする

ことができるように、事象を多面的・多角的にとらえるための視点を示すなど、
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様々な工夫が随所に見られた。 

【日本文教出版】 

見方・考え方を明確に示したり、深めるための発問を位置付けたりするなど、思

考力、判断力、表現力を育むための工夫がなされていた。 

 

〈地理的分野〉について 

絞り込んだ２者【帝国書院】【東京書籍】について説明。 

 

基礎・基本となる資料活用能力について、主題図を読み取る学習を例にとった。

両者とも、これから世界の各州を学ぶ上で、最初の州となるアジア州に位置付いて

いた。 

【帝国書院】 

「米と小麦の生産」「年降水量」「日本企業の進出数」「人口密度」の４つの主

題図が取り上げられていた。様々な統計地図を紹介しながら、資料の見方を丁寧に

説明しているのが特徴であった。 

【東京書籍】 

２つの資料を比較させていた。降水量と人口密度の主題図を掲載し、「人口と降

水量には、どのような関係があるのか」と投げかけていた。また、シャンハイの人

混みがわかる写真と「地域別ＧＤＰを表す主題図」を掲載し、２つの資料を結びつ

けて考えようと投げかけていた。主題図の読み取りは、２つ以上の資料を関連させ

て考えたり、表現したりする力が求められていた。以上の点から、考える力、説明

する力に力点を置いた教科書と言える。 

 

章末の学習について説明。両者とも、基礎的・基本的な内容を確認するコーナー

がある。 

【帝国書院】 

思考力、判断力・表現力を育むために、３つのステップに分け、段階的に学べる

ように工夫されていた。 

【東京書籍】 

様々なまとめ方を、小集団で話し合いながら作成する構成となっていた。中国・

四国地方では、結論につながる事実とその理由付けを仲間とともに考えさせたり、

東北地方では、「東北地方を訪れてもらうためのイベントを企画する」という設定

のもとで、単元で学習した東北地方の生活や文化を出し合いながら、東北地方の魅

力をまとめる作業を行ったり、北海道では、旅行プランを企画することで、北海道

の魅力を改めてまとめる学習を位置付けたりしていた。様々なまとめ方を紹介す

るだけなく、より生徒の学習意欲を喚起し、主体的・対話的で深い学びにつながる

と考えられる。 

 

可茂管内の生徒には、可茂地区の社会科地理分野が大切にしている内容や学習

指導要領に示されている目標、管内の実態から考え、【東京書籍】がより適してい

ると考えた。 
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〈歴史的分野〉について 

絞り込んだ２者【帝国書院】【東京書籍】について説明。 

 

・調査項目１「基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得」「言語活動や問題解決的な学習、

体験的な学習」について 

①日露戦争の学習から 

両者とも１単位時間の学習を見開き２Ｐの構成となっていた。学習課題が明確

に示され、学習課題を解決するための資料も精選し、そして１時間のまとめとして

基礎的・基本的な内容の確認ができる。両者とも似たような構成となっていた。 

発展的な学習として、学習した内容をもとに説明するコーナーにおいて、【帝国

書院】は、「日露戦争によって、日本と外国との関係はどのように変わったのか、

説明してみよう」に対して、【東京書籍】は、「日露戦争の日本や世界への影響に

ついて、日清戦争と比べながら説明しましょう」と視点を明らかにしている点が、

生徒はより取り組みやすいと考えられる。また、【東京書籍】は、「みんなでチャ

レンジ」というコーナーを設け、日露戦争が与えた影響を３つの面から小集団で話

し合う活動を設定していた。仲間とともに学習することで、一人一人の社会的な見

方・考え方の育成につながるとともに、主体的・対話的で深い学びにつながると考

えられる。 

 

可茂地区の生徒には、可茂地区の社会科歴史分野が大切にしている内容や学習

指導要領に示されている目標、管内の実態から考え、【東京書籍】がより適してい

ると考えた。 

 

〈公民的分野〉について 

絞り込んだ２者【教育出版】【東京書籍】について説明。 

 

「現代社会と私たち」単元は、様々な立場の人々を想起して、お互いの意見を出

し合うことで、対話的な活動が意図的に構成されている。しかし、こういった活動

は活発な意見が出る一方、授業の終末で「何を理解させるのか」が曖昧になりが

ち。 

【教育出版】 

提案書という形で、意見のまとめを図っていた。 

【東京書籍】 

「座標軸」を使って整理していた。相反する様々な考え方を「効率」「公正」で

まとめることで、判断する力を付けることができる。学習指導要領に示された「自

ら学び、主体的に判断し、行動し、よりよく問題解決するなど、確かな学力の育成」

につながると考えられた。 

 

可茂地区の生徒には、可茂地区の社会科公民分野が大切にしている内容や学習

指導要領に示されている目標、管内の実態から考え、【東京書籍】がより適してい
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ると考えた。 

 

《報告を受けて協議》 

〈地理的分野〉について 

・ICTの活用について、数とか内容とか各者の比較についてはどうか。 

⇒指導要領の改訂に伴って、どの者もデジタルコンテンツを豊富に揃えることを行っている。例

えば、【東京書籍】では QRコードをスマホでかざすと簡単に入ることができる。家庭におい

て学習するコンテンツも豊富に盛り込まれている。 

 

・ユニバーサルデザインフォント使用と印刷製本に関わることについては、色覚特性にも応じ

た色と他の方すべてがカラーユニバーサルデザイン使用と用語を統一してもらいたい。２点

はどの教科書も当たり前に取り入れていること。 

 

〈歴史的分野〉について 

・歴史の中に、各者の比較の表があるが、優れている者の割合はどれくらいなのか。 

⇒特にいい、ややいい、標準的といった違い、記述がないものが悪いといったわけではない。 

 

・地域や地域の住民、故郷への愛着といったものが企画の中に入っているか。 

⇒この地域で一番有名というと杉原千畝氏だが、題材については６者中５者が取り上げられて

いた。よく授業で使用するのは歴史的分野では、笠連判状、郡上での百姓一揆については、6

者中３者取り上げていた。地域の地図がたくさん載っている【東京書籍】はどちらもきちんと

掲載されており、その他、地図にも室町時代の特産や、岐阜の空襲の死傷者数もきちんと明記

されており、同じ空襲の勉強をしても岐阜はこれだけの人が亡くなったんだと、自分たちの故

郷について考えることにつながっている。 

 

〈公民的分野〉について 

・【東京書籍】の調査項目の意見の中に、AI の活用の中で、取り上げる内容が「時事的なもの

になっており…。」という表記はよいと思うが、４年間使っていく中でその内容が、特に AI

関係、情報化社会めまぐるしく変化していく中でのフォローといったものはどのようにとら

えているか。 

⇒社会科としては、今後の課題として、AIも含め SDGｓなど、今回の改訂に伴いどの者も多く盛

り込んでいる。今日的な課題と考えると、どの者も SDGｓは当たり前に入ってきているので今

日的な課題について考えていくことは可能ととらえた。 

 

○中学校「地理」教科用図書採択原案について、可決。 

○中学校「歴史」教科用図書採択原案について、可決。 

○中学校「公民」教科用図書採択原案について、可決。 

 

 

■地図の調査研究報告  
 ２者【帝国書院】【東京書籍】について説明。 
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【東京書籍】 

テーマ別の資料を豊富に掲載し、現代的な諸課題について問題意識が高められるように工

夫がみられた。 

【帝国書院】 

「地形」「防災」「歴史」など地図活用の視点が明確に示され、生徒自身が主体的に地理的

な見方・考え方を働かせる問いが随所に設けられている。 

   

２者の地図帳とも、ダイナミックな紙面で地理的環境を概観できるページを設けて学習意欲

を喚起したり、今日的な地球規模の課題を取り上げて問題解決的な学習へ導いたりするなどの

多くの工夫が見られた。 

 

・「基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得」について 

【東京書籍】 

中部地方の基本資料では、自然環境、土地利用（市街地・農地・交通）、降水量を示してい

た。 

【帝国書院】 

中部地方の基本資料では、自然環境、土地利用、降水量のほか人口分布や産業（農業・工業）

についての主題図が示されていた。同じ縮尺で地図が配置されていて見やすくなっていたり、

県別出荷額のグラフと併せて見られるようになっていたりした。生徒がより多様な視点をも

ち、地図活用の技能が育成されると考えた。 

 

・「課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等を育む」について 

【東京書籍】 

世界と日本の人口についての資料では、キャラクターの吹き出しで特徴をとらえやすくする

問いを設けていた。また、「ジャンプ」のマークを設け、他のページの資料と関連させて、さ

らに深く追究できるようにしていた。 

【帝国書院】 

世界と日本の人口についての資料では、「学習課題」が示され、地図やグラフの見方が明確

になっていた。また、「地図活用」コーナーで、同一ページの複数の資料から説明を求めるよ

うな工夫がなされていた。学習課題を明確にし、より表現力が身に付くと考えた。 

 

・「情報ネットワークの活用」について 

両者とも QRコードを利用して情報ネットワークを利用して学習を進めることができる。 

【帝国書院】 

コンテンツも豊富で情報機器の活用を積極的に促すものになっていた。生徒が自ら課題を

見出したり、自分で学習を進めたりできると考えた。 

 

 可茂地区の生徒にとって、可茂地区の社会科地図が大切にしている内容や学習指導要領に示

されている目標、管内の生徒の実態から考え、【帝国書院】がより適していると考えた。 
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《報告を受けて協議》 

・今日的な課題として、防災であったり公衆衛生であったりと課題がある中、【帝国書院】の方

には防災が強調してあるように思うが、【東京書籍】はどのようになっているか。 

⇒地図上においては、防災がそれほど大きく取り上げられているわけではない。【帝国書院】の

方がしっかり取り上げられている。 

 

・社会科の他の種目では【東京書籍】ということで、【東京書籍】の地図との関連、【帝国書院】

のこういうところで劣っているが別のところで賄っているとかいった関連はどうか。 

⇒教科書と連動することで「ジャンプ」のページでもあったが、関連させて勉強することは可能

だが、【帝国書院】は長い歴史の中で、これだけを使って学習していくことが可能であり、こ

れだけで自主学習、主体的に学ぶことに有効活用できる。 

 

・テーマに沿っても学ぶということであったが、教科書で学んでいることを実際に調べてみた

いということで使うことがあるが、地名であったり、産業についてであったり、調べやすさと

いったことで工夫されていることがあれば教えてほしい。 

⇒学習に入ろうとしたときに、【帝国書院】には学習課題が出てくる。主体的な学びに導くこと

ができると考える。 

 

○中学校「地図」教科用図書採択原案について、可決。 

 

■数学の調査研究報告 

・着眼点１－（１）に関わって、「データの活用領域の指導」について 

  新学習指導要領では、系統的・発展的に統計教育が実施されるよう、この領域において、一

部の内容の指導時期が改められ、「代表値」や「箱ひげ図」が学校間で移行された。 

これらの移行内容について、確実に理解を図ることができるよう、各者がどのように取り扱

っているかを調査した。 

【東京書籍】 

代表値について、小学校で学習した内容と関連させ、学び直す機会が意図的に取り入れら

れ、知識の定着を図っている。また、適切な代表値を用いて根拠を明らかにして説明する活

動も意図的に取り入れられ、活用する力を育成している。 

 

このような丁寧な取扱いは、全者、確認することができ、あまり差がなかった。 

 

【大日本図書】 

箱ひげ図とヒストグラムの比較を通して、それぞれの図のよさや違い、そして、それらを組

み合わることで一層詳しい考察が得られることを明らかにする活動が取り入れられていた。

「考えるべき内容」を「考える活動」を通して、実感を伴った理解を図っていた。 

 

【大日本図書】の他、【東京書籍】及び【数研出版】においても確認できた。一方、【学校

図書】を含む残りの４者については、解説資料として示す程度であった。 

【東京書籍】、【大日本図書】、【数研出版】の３者に、より特長があると判断した。 
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・着眼点１－（２）に関わって、「数学的な見方・考え方の示し方」ついて 

見方・考え方を働かせた学習活動を、生徒自身で行うことができるよう、各者がどのよう

に示しているか調査した。 

【東京書籍】 

特設ページにて、見方・考え方を既習内容とともにまとめて示し、また、本冊の中で、キャ

ラクターを登場させ、見方・考え方を働かせるためのヒントを示していた。 

【大日本図書】 

同様に具体化されていたが、【東京書籍】とは異なり、生徒が見方・考え方を自在に働かせ

ることができるよう、簡潔で使いやすい表現で示してあった。この表現は全学年共通であった。 

 

このような丁寧な示し方は、【東京書籍】及び【大日本図書】の他に、【学校図書】、【教

育出版】、【日本文教出版】においても確認できた。一方、【新興出版社啓林館】及び【数研

出版】の２者については、側注やページ下段に示す程度であった。 

【東京書籍】、【大日本図書】、【学校図書】、【教育出版】、【日本文教】の５者に、よ

り特長があると判断した。 

 

絞り込んだ２者【東京書籍】【大日本図書】について説明。 

 

・着眼点１－（２）に関わって、「１単位時間の内容や活動の表記」について 

 第１学年「正の数・負の数」の加法についての比較から。 

【大日本図書】 

この内容の配当時間は３時間であることを、四角（□）の数で示していた。そして、無目的

な計算練習に終始しないよう、負の数を加えた、新しい数の範囲での加法について知る学習、

符号や絶対値等に着目して加法の計算の仕方をまとめる学習、そして、計算法則を使って簡

潔に処理する方法を考える学習が順序良く続き、１単位時間ごとに見開き２ページでまとめ

られていた。ほとんどの学年、単元が、このような構成になっており、教師にとっては見通し

をもって指導ができ、生徒にとっては見通しを持って問題解決的な学習に取り組めるという

特長をもっていた。 

【東京書籍】 

２単位時間分の内容と活動が３ページにまとめられ、切れ目がなく、かつページをめくら

ないと見ることができないようになっていた。 

【大日本図書】に、より特長があった。 

 

 可茂地区の生徒にとって、可茂地区の数学科が大切にしている内容や学習指導要領に示さ

れている目標、管内の生徒の実態から考え、【大日本図書】がより適していると考えた。 

 

《報告を受けて協議》 

・「箱ひげ図」で、【大日本図書】同様【東京書籍】もよかったと説明があったが、【大日本図

書】と【東京書籍】の扱い方の違いで、【大日本図書】のこの点がいいというものがあれば教

えてほしい。 

⇒【東京書籍】にも、「ヒストグラム」と「箱ひげ図」を対応させるという活動がある。２者を
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比較したときに、形式なことで言えば【東京書籍】は１ページにまとめられている。一方【大

日本図書】は、「箱ひげ図」に表す、そして「ヒストグラム」に表す、「ヒストグラム」と「箱

ひげ図」を並べる、それぞれの特徴を明らかにし比較する活動が、順を追って並んでいる。そ

して、最後に「学びプラス」ということで、「箱ひげ図」と「ヒストグラム」の特徴を関連さ

せたときに、どのような関連があるのか見開き２ページで示している。 

 

・数学的な見方考え方等の説明があったが、広げて深めて、例えば、具体に使うとか、生活にも

活用していくとか、子供たちに意欲化を図ることで【大日本図書】がよいということでいい

か。具体的に示してもらえるとよい。 

⇒数学的な見方・考え方を一単位時間で働かせることは大切なこと、その見方・考え方を発揮す

る場として、実生活での活用ということもある。調査した結果、実生活との関連を取り扱って

いる各者の数、回数については、【大日本図書】は４１か所、【東京書籍】には１０か所であ

った。日常へ活用していく見方考え方をとっても【大日本図書】が優れていると考えた。 

 

・基礎学力について定着が必要との説明で、習得のための練習問題は、非常に重要だととらえる

が、質、量、難易度について、【大日本図書】と、他の教科書はどうか。 

⇒練習問題について、【大日本図書】では、１単位時間の終末で行うときに、段階を経て力を付

けることができるように、まず、一般的な問題、練習問題の中で徐々に難易度を高め、ただそ

れだけでは力を付けていけないといった状況になったときに、側注にプラスワンといった問

題が準備されている。また、下部に補充問題が載せてある。それを巻末の方に取りまとめて１

時間で学習した内容をそこで完結することなく、徐々に難易度を上げていく。そして、家でも

学習できるような状況にしてある。他の者にも側注に振り返りながら見るページ数等あった

が、１単位時間の練習問題が段階的になること、そして巻末との関連といったことは【大日本

図書】の特長であった。ただ、問題の数については、各者ほぼ同じような状況であった。 

 

・小学校から中学校に進んだ生徒の最初が正の数負の数である。プラスの数しか知らないこと

からマイナスの数が入ってきたことから、学びが深くなっていく事例であるが、その中でマイ

ナス×マイナスがプラスになることが、抵抗が大きい実感としてわかりにくいところだが、実

感を伴って理解することが深い学びになると考えるが、【大日本図書】のよさとか、また、【数

研出版】の図はどうか。 

⇒【大日本図書】は、加法、減法、乗法、除法の四則計算の中で、同じような活動が繰り返し行

われることになる。小学校の時に習得演算で学習した矢印ベクトル等を利用し取り立ててや

っていることになり、同数累加、かける数が１ずつ増えていくと５ずつ増えるであったりとか

５ずつ減るというように、規則を用いながら順序よく計算の仕方を明らかにしていくことに

なる。【大日本図書】は、規則にまとめることを急がず、まず矢印、数直線、そして同数累加、

小学校の時に学習した内容を踏まえて、答えを見つけることをまず大事にしている。その結果

を踏まえて２時間目は規則としてまとめていくといった順序がある。一方【数研出版】及び

【東京書籍】については、まず計算法則としてまとめてしまう。その後練習問題を並べて習熟

を図るというようなやり方になっている。問題解決的に、まず意味をとらえさせることを考え

ると、【大日本図書】により特長があると判断をした。 
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○中学校「数学」教科用図書採択原案について、可決。 

 

■理科の調査研究報告 

  ５者ともに、観察、実験など、科学的に探究する過程が大切にされている。一方、生徒が問

題を見だしたり、探究の過程を振り返ったりするための内容構成については、５者ともに苦慮

していることが伝わってきた。 

  その中で、【東京書籍】、【大日本図書】、【新興出版社啓林館】の３者は、思考や対話を

進めるための資料や働きかけも豊富で、探究の過程を充実できる内容構成になっていた。【学

校図書】は、１時間ごとの授業の内容が、端的に分かりやすく示されていた。【教育出版】は、

文章を読み進めることで理解を深めることができるような構成になっていた。 

   

特長を踏まえ、【東京書籍】、【大日本図書】、【新興出版社啓林館】の３者をさらに比較

検討。 

 

・着眼点１－（１）に関わって、「知識及び技能の習得」について 

［３年生の記録タイマーに関する技能の学習から］ 

【大日本図書】は、「基本操作」に、記録テープを切り離す前にテープに番号を書くことま

で示していた。切り離したテープを台紙に貼りつけるときの順番が大事だが、その順番が分か

らなくなることを防いでいた。速さの求め方も同じページに示してあった。 

【東京書籍】は、「基礎操作」という見出しはあるが、結果の処理の仕方は、実験の方法に

これだけ示してあるのみだった。【新興出版社啓林館】は、「実験のスキル」にまとめてある

が、文字数が多くテープに番号を書いてから切り離すことは示されていなかった。 

 

・着眼点１－（２）に関わって、「問題解決的な学習」について 

［１年生の花のつくりの学習から］ 

【大日本図書】は、花のつくりの共通点を学習したあと、花のどの部分や種子になるのかを

学習していた。２つの観察について、それぞれの目的が明確であった。他の２者は、花のつく

りと種子になる部分の学習をあわせて行う構成であった。 

【東京書籍】では、花を分解する目的が２つになり、目的があいまいなままに花が分解され

てしまう恐れがある。【新興出版社啓林館】では、目的がないまま、めしべが切り開かれてし

まっていた。 

 

  ［２年生の酸化銅の還元の学習から］ 

  【大日本図書】では、酸化鉄の還元に炭素が使われることを教えてから、「どのようにした

ら、酸化物を還元できるのだろう」という課題を示していた。酸化鉄と同じように酸化銅にも

炭素を加えて熱してみようという生徒の学習が期待できる。 

【東京書籍】では、「酸化物から酸素をとって、金属のみにするにはどうすればよいだろう

か」という課題の次に「調べ方を考えよう」とあったが、考える足場となる情報がなかった。   

【新興出版社啓林館】では、酸化銅を加熱するともとの銅に戻ることが写真で示すなどした

後、「どのようにすれば、酸化銅から酸素をとり除くことができるのだろう」という課題があ

ったが、これらのことから、酸化銅に炭素を加えて熱するという方法を想起することは難易度
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が高い。 

 

 ［２年生の回路に流れる電流のきまりの学習から］ 

 【大日本図書】は、単元の最後に「探究活動」、種類の違う２つの豆電球を直列や並列につ

ないだときの明るさが違うわけを明らかにする学習がある。この単元で学んできたことをフル

に活用して、電流や電圧に着目して説明できるようにする学習であり、思考力、判断力、表現

力の育成のみならず、知識や技能の確実な定着にもつながることが期待できる。 

【東京書籍】では、回路に流れる電流のきまりについて時間をかけて学習するのは、この実

験を通して行う１回だけ。【新興出版社啓林館】では、じっくりと実験に取り組む「探Ｑ実験」

を通して、回路に流れる電流のきまりを学習するが、この学習だけでは、電球の明るさの違い

を電流の大きさの違いで説明することは困難である。 

 

 可茂地区の生徒にとって、可茂地区の理科が大切にしている内容や学習指導要領に示されて

いる目標、管内の生徒の実態から考え、【大日本図書】がより適していると考えた。 

 

《報告を受けて協議》 

・基礎的・基本的な学習の確実な定着において、小学校での学びが中学校でも出てくると思う

が、それぞれの違いがあれば教えてほしい。 

⇒【大日本図書】では、まず冒頭で単元の最初にどんなことを学ぶのか示している。そして、次

のページにこれまで学んできた学習を示している。【東京書籍】では、単元での冒頭にはその

単元で学ぶことについてはまとめていない。次のページに細かくそれまでに学習してきたこ

とが示されている。【新興出版社啓林館】は、【大日本図書】とよく似ており、単元の最初の

右側にこの単元で学習する内容が大まかに示されているが、小学校で学習した内容について

は、本文の脚注に必要に応じて示されている。単元に入る時点では、まとめて示していない。 

 

・調査項目の一つに的を絞って説明してもらったが、他の調査項目について顕著な特徴という

ことではどうか。 

⇒生活との関連において、静電気の学習で、【大日本図書】では雷について扱っている。【東京

書籍】も、稲妻のことが書いてあるが【大日本図書】よりは扱いが少ない。【新興出版社啓林

館】では、繊維で静電気が起こることが書いてある。それぞれ取り扱っている内容も取り扱い

方も異なっており、どれがいいかの判断は難しい。 

⇒家庭で学習する際に教科書がどうかということでは、凸レンズに光を通した後像がどこにで

きるのかという作図の問題で、子供たちも学校で学習したものを家庭でやろうとしてもよく

わからなくなってしまう内容となる。【大日本図書】では、焦点の位置を基準にして、物体の

位置を 5通り分けて示している。それぞれについて作図の仕方が、詳細に示してある。特に、

注目してほしいのは方眼で、【東京書籍】では作図の方法は示してあるが、像が焦点から遠い

場合のみ、作図の仕方が示してある。【新興出版社啓林館】は、【大日本図書】と同じように

５通りの物体の位置を変えて作図の方法が示してあるが、方眼がない。どれが一番良いかとい

うことでは、【大日本図書】が優れていると判断した。 

⇒学習をまとめる際に見やすいかどうかでは、【大日本図書】はコイルの周りの磁界について、

黄色の囲みで端的にまとめてある。【東京書籍】の場合は、本文の中から【大日本図書】が囲



16 

 

みで示していることを読み取ることはできるが、ぱっと見たときにどこにきまりが書いてあ

るということは探さないといけない。【新興出版社啓林館】も同じで、図は写真で示してある

が、きまりは本文から探さなくてはならないということで、きちんと端的に、特に第１分野の

ところでまとめてある場面が多いのは、【大日本図書】と判断した。 

 

・中学校の場合、理科の免許のある者が当然指導していくので、ある程度専門的にやっていくと

なったときに、教科書としては色々な事実から探究的にきまりや公式といったものを見つけ

ていきながら学習を進めていくということが、理科の専門としてはよいと考える。逆に言え

ば、説明してある教科書でやっていくよりも、問題を解決しながら進めていくのがよいと思う

が、５者の中で最も探究的な、問題解決的な学習ができる単元構成にしてある教科書はどれ

か。 

⇒５社の中から一つを選び取るということは、なかなか調査研究をしてもはっきりしなかった

が、説明でもあった通り、【東京書籍】、【大日本図書】、【新興出版社啓林館】は、探究の

過程が大切にされて いる点では共通していた。【東京書籍】は、探究の過程の中で教科書が

問い返しをしている場面があり、そこが会話や思考を促すことに有効であるととらえる反面、

問題を見出すということについては、問題発見という囲みが各節のはじめに必ずある。残念な

ことは、これが子供が問題発見するような促しがしてあるかというと、もう問題が示されてい

る部分もいくつかあることであった。一方、【大日本図書】というのは、決まったパターンに

は落とし込んでいるが、必ず全ての観察・実験に問題発見があるかというとそうではない。こ

の観察・実験の内容からすると問題発見という部分を大事にした方がよいと思われる部分に

は問題を見つけようということで、スペースを割いている。内容に応じて、問題解決、探究的

な過程の中で重視する部分をピックアップしているのが特徴であった。 

【新興出版社啓林館】も【東京書籍】と比較的よく似ているが、特に観察・実験に入った後

の探究の過程というのは非常にわかりやすく示している。課題、方法とあり下には結果、考察

があり、探究、振り返りとワンパターンで、どの観察・実験にも入っている。やや問題発見の

部分は弱く、いきなり観察・実験に入っていることに加え、一番下に探究の振り返りがあるが

何を明らかにするのか意識しながら行うことができたかや、この観察・実験で課題を解決する

ことに有効であったかのような、どの観察・実験にも当てはまるような視点が書かれており、

やや形式的な位置付けになっていると印象があった。 

ただ、説明で示したとおり、探究の過程を教科書の内容構成にどう落とし込んでいくかとい

うことについては、５者ともに苦慮していると印象を受けた。 

 

・従来より教科書会社によって特徴が違うと調べてみてわかったが、１年生の力の単元につい

て、中学生になって力の働きというところは、現象として色々なところに力が働いているとい

うことが出てくるが、なかなか実態として掴みにくいところもあり、子供たちが力の大きさと

か図示で迷うところがあるが、この部分での研究結果はあるか。 

⇒導入を見ると、【大日本図書】の特長は、観察・実験も安全指導もイラストを効果的に使って

いることがある。イラストのよいところは、子供に見せたい部分を焦点化して示すことができ

るところにある。示したイラストは力の働きを学習する導入でいろいろな場面で力が働いて

いることを探し出す学習にはよい教材であると調査研究員が判断した一例である。これをも

とに身近な現象を、力が働いたことによる現象なんだと自分の近くに力を引き寄せて、考える
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子供が出てくるのではないかと考える。一方、【東京書籍】は、写真が載っているが、これは

指導する側からすると、内容が端的に非常に焦点化された写真だが、これから真っ新な状態で

力の学習をしていく子供にとっては、やや適応範囲が狭められる。力が働くと形が変わるとい

うことが、一番真ん中のボールが凹む写真で示され、ボールを蹴っているところは、止まって

いるので、本当は止まっているものが動き始める現象だがややとらえにくいものになってい

る。【新興出版社啓林館】は、力の働きの導入の写真が一つだけで、力が速さに関係している

ことをイメージして学習を始めることはできるが、それ以外に形を変えるとか、ものを支える

とか、この写真だけでは広がりが少なくなるのではないかと考えた。以上のことで、小学校段

階から中学校段階へ移る導入の段階で、３者それぞれに特長があったと判断した。 

 

・力が働いていることを矢印で示すことになると、モデル思考となってくるので非常に難しい

表現、自分なりに調べたが【大日本図書】、【東京書籍】、【新興出版社啓林館】の３者だと

思って来たが、単元と力の扱いベクトルを見ると、【大日本図書】か、【東京書籍】かと絞り

込み、全体的には【大日本図書】がよいと思っていたが、今回の説明を聞いて【大日本図書】

が優れていることがよく分かった。 

 

・今回の改訂にあたりデジタルコンテンツが非常に重要視されているが、理科の授業では動画

を見たり、自ら学んでいったりできる教科書がよいと思ったときに、デジタルコンテンツの扱

い、質や量、取り上げ方等について調べてあれば教えてほしい。 

⇒デジタルコンテンツについては、判断の材料とはほとんどしていない。ただ、量が豊富なのは

【新興出版社啓林館】であった。それぞれ５者ともにデジタルコンテンツは準備してあり、QR

コードを手掛かりに動画等が資料できるような作りになっていた。 

 

○中学校「理科」教科用図書採択原案について、可決。 

 

■音楽の調査研究報告 

〈一般〉について 

【教育出版】、【教育芸術社】の２者の特長の概略。 

２者とも、系統性を意識して歌唱・創作・鑑賞の各教材が配列されていた。 

【教育出版】 

「学びのユニット」として、地域や学校の実態に応じて多様な構成が検討できるよう配慮さ

れていた。生徒が主体的・協働的に学ぶことができるよう、主要教材をじっくり学んだあと、

「比べる曲」や「深める曲」を他のユニットと入れ替えることも可能。 

【教育芸術社】 

「学びの地図」として、３つの資質・能力で整理されており、各学年の重要な学習事項を確

認できるよう配慮され、どの曲で何を学ぶのかが明確に示されていた。 

 

・調査項目４「印刷製本の関わり」について 

ほとんど差がなかった。 

【教育出版】 

巻末に楽典に関わる折りたたみのページを設け、どの教材で学習したかが分かるようにペー
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ジ数を明記していた。 

【教育芸術社】 

著名人のメッセージを多く掲載し、学習の動機づけへの工夫がなされていた。 

 

・調査項目１「基礎基本の習得ができること」について   

[１年生の指導内容「発声」から] 

【教育出版】 

「Let’s Sing」で、学習する曲に対応した歌唱の基礎的な技能を身に付けるための内容が

掲載されていた。 

【教育芸術社】 

「My Voice」で、小学校での学習内容から発展させた内容で確認できるよう配慮があった。 

 

[１年生の鑑賞 ヴィヴァルディ作曲「春」から] 

【教育出版】 

「ACTIVE!」とし、学習する内容と活動例が明確に示され、活動の手順やヒントを多く示し

ていた。 

【教育芸術社】 

「深めよう!音楽」とし、吹き出しでヒントを示す他、思考した内容を記述したり、ワーク

シートを使ったりして、学びの手順や手立てが分かるように掲載されていた。 

 

思考する場の設定という点から、【教育芸術社】の学びの手順は、可茂地区の生徒にとって

深まりのある学びに発展していくと考えた。 

 

・調査項目２「主体的に学習に取り組む態度」について 

[２・３年上の指導内容「創作」から] 

【教育出版】 

「音のスケッチ」のページで、旋律をつくることと音楽を構成する指導事項に対応する内容

が学習できるように工夫されていた。また、家庭でもウエブサイト「まなびリンク」から、音

楽を聴いたり、ワークシートを活用したりすることが可能。 

【教育芸術社】 

「My Melody」「Let’s Create！」のページで学習の手順が丁寧に示され、生徒の思考を吹

き出しで例示するなどの配慮があった。また、家庭では、学習に役立つコンテンツをウエブサ

イトで見ることも可能。 

 

・調査項目３「学習指導要領に示された配慮事項」について 

[歌唱共通教材 ２・３年下の「花」から] 

【教育出版】 

巻頭に写真、１２ページに楽譜を掲載していた。次のページは別の共通教材「荒城の月」を

掲載するなど、２曲ごとに共通教材をまとめ、日本語の発音や曲想、形式などが学べるように

工夫されていた。 
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【教育芸術社】 

写真と楽譜が続きのページに掲載され、歌詞の意味も同じページに書かれており、生徒が理

解しやすいページ構成の工夫が見られた。また、日本の伝統音楽についての教材も多く取り上

げられ、地域に伝わる音楽文化を学校の教育活動に取り入れている可茂地区の生徒にとって

は、興味を寄せる楽曲構成になっていた。 

 

  可茂地区の生徒にとって、可茂地区の音楽一般が大切にしている内容や学習指導要領に示

されている目標、管内の生徒の実態から考え、【教育芸術社】がより適していると考えた。 

 

〈合奏器楽〉について      

【教育出版】、【教育芸術社】の２者の特長の概略。 

【教育出版】 

目次に、リコーダー、篠笛、尺八、ギター、筝、三味線、太鼓の７種類の楽器を取り上げて

いた。打楽器については、巻末に資料として掲載していた。地域や学校の実態に応じて多様な

構成が検討できるように配慮されていた。 

【教育芸術社】 

【教育出版】が取り上げている楽器に加え、打楽器を同じように掲載していた。地域や学校

の実態に応じて多様な構成が検討できるように適切に配慮されていた。 

 

・調査項目４「印刷製本の関わり」について 

ほとんど差がなかった。 

【教育出版】 

巻末に楽典に関わる折りたたみのページを設け、ギターのコード表やリコーダーの運指表を

図や写真で掲載していた。 

【教育芸術社】 

ギターのコード表、リコーダーの運指表を掲載し、さらに「楽器の図鑑」のページで、世界

の楽器を紹介する資料が添えられていた。また、図版の点では、筝を取り上げた場合、奏法の

写真が、生徒側の目線で掲載されていたことも特徴であった。 

 

・調査項目１「基礎基本の習得ができること」について  

【教育出版】 

教科書前半で基本的な知識や技能がまとめられた「演奏の仕方を身に付けよう」が掲載され

ており、後半では「合わせて合奏しよう」で、合奏と創作教材で習得した技能を活用できるよ

うに工夫されていた。また、学校の規模に大きな差がある可茂地区の実態に合わせて活用でき

るように工夫されていた。 

【教育芸術社】 

「深めよう!音楽」のページで、活動の手順やヒントを吹き出しで示し、実際に演奏して確

かめることによって段階的に生徒の思考力・判断力・表現力の育成ができるよう配慮されてお

り、発展的に学べる点でよく工夫されていた。 

 

・調査項目２「主体的に学習に取り組む態度」について 
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【教育出版】 

「Let’s Play！」「Let’s Try！」に分け、学んだことを生かして取り組むアンサンブル曲

を難易度順で掲載したり、一人で演奏できる曲を掲載したりして、学習意欲を喚起する工夫が

されていた。 

【教育芸術社】 

「アンサンブルセミナー」として、仲間と一緒に楽しんで合奏をする曲集を、教科書冒頭に

配列し、生徒が興味をもって学習できるよう工夫されていた。また学んだことを生かして学習

できる「アンサンブル」や一人で演奏できる「楽器で Melody」のページで、クラシック曲から

ポップスまで幅広いジャンルの曲を取り上げ、生徒の学習意欲をより高められる工夫がされて

いた。 

 

・調査項目３「学習指導要領に示された配慮事項」について 

〈箏から〉 

【教育出版】 

箏の歴史を導入とし、各部の名称や基本的な構えと奏法を身に付ける。基本の奏法以外に、

「押し手」「裏連」「かき手」の３種類が取り上げられ、曲にふさわしい奏法を身に付ける。 

【教育芸術社】 

最初に鑑賞として箏の演奏を聴いてから、筝の歴史を学ぶ。各部の名称や基本的な構えと奏

法を身に付けた後、「かき爪」「割り爪」「押し手」「押放」「引き色」「合わせ爪」の６種

類の奏法が取り上げられており、自分なりの表現を創り出すための手段が多く示されていた。 

 

可茂地区の生徒にとって、可茂地区の音楽合奏器楽が大切にしている内容や学習指導要領に

示されている目標、管内の生徒の実態から考え、【教育芸術社】がより適していると考えた。  

 

《報告を受けて協議》 

・最初に楽譜が２つ出てきたが、同じ楽譜で会社が違うのは、何の違いであったか。一回歌った

時と２回目歌ったときの歌の違いや演奏の違いが対峙されていたのか。 

→平等性を考え同じ楽譜を示した。 

 

・一般と器楽とも共通したアプローチだが、音楽というのは一つの目的・目標として仲間と一緒

に創り上げることに重要な部分があると思うが、合唱、合奏へのアプローチということから考

えた評価を教えてほしい。 

→【教育出版】、【教育芸術社】どちらもそれぞれの特徴があり、最初の導入、その後グループ

ごと、パートごとに分かれてワークシートを用いながら学習する方法がどちらにもあったが、

教育芸術社のワークシートは、吹き出しやヒントの内容が子供たちの発展的な、発達段階に応

じたわかりやすい表現の仕方になっていた。器楽についても同様のことが言えた。 

 

・琴を弾く学校が多いということで、自分の子供の中学校も琴の授業があるそうだが、琴という

ものはなかなか弾く機会がないので、初めて接する機会で分かりやすいものが載っているも

のが興味をもててよいと思った。 
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○中学校「音楽一般」教科用図書採択原案について、可決。 

○中学校「音楽器楽合奏」教科用図書採択原案について、可決。 

 

■美術の調査研究報告 

【開隆堂出版】 

調査項目１（１）「基礎基本の習得ができること」に該当するところで、各分野における題

材数が大変多く掲載されており、教員はその中から生徒の実態に合った題材を選択できる。ま

た、美術用語について大変丁寧に解説しており、知識及び技能の確実な習得につながるものと

考えた。 

【光村図書出版】 

調査項目２（２）「主体的に学習に取り組む態度」に該当するところで、巻末の学習を支え

る資料が充実しており、生徒が主体的に学習を進めることができるようになっていた。また、

経験年数の浅い先生や講師の先生にとっても指導しやすい配慮がなされていた。 

【日本文教出版】 

調査項目１（１）「基礎基本の習得ができること」に該当するところで、１年、２・３年上、

２・３年下と、３冊で構成されていた。他者は、１年、２・３年の２冊後世になっているが、

学年の発達の段階に合わせた学習がさらに進められるよう配慮がなされていた。 

 

絞り込んだ２者【光村図書出版】【日本文教出版】について説明。 

 

・調査項目２、３、４についてはほとんど差がなかった。 

 

・調査項目１（２）「基礎基本の習得ができること」について 

［１年、絵や彫刻などに表現する題材、身近な物をスケッチする題材から］ 

【光村図書出版】 

題材の目標が、このように表現に関する目標と、鑑賞に関する目標の２つに分けて示されて

いた。 

【日本文教出版】 

題材の目標が、このように育成すべき資質・能力の３つの柱、「知識及び技能」「思考力、

判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の３つに分けて示されていた。冒頭でも述

べた学習指導要領改訂の趣旨にもある資質・能力を相互に関連させながら育成しやすいよう配

慮されていた。また、教科の目標にもある造形的な見方・考え方を捉える要素となる造形的な

視点が、すべての題材に示されていた。より学習指導要領改訂の趣旨に沿ったつくりになって

いると言える。 

 

  可茂地区の生徒にとって、可茂地区の美術が大切にしている内容や学習指導要領に示され

ている目標、管内の生徒の実態から考え、【日本文教出版】がより適していると考えた。 

 

《報告を受けて協議》 

・新指導要領で大切にされている伝統や文化について、2者で強調されていることがあれば教え

てほしい。 
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⇒【日本文教出版】の写真、特に鑑賞に力を入れており、ご存じの通り「風神雷神図屏風」では、

２ページにわたって迫力のある作品が示されており、子供たちは大変興味をもってこれを鑑

賞することができるようになっている。さらにページを開くと、中に「燕子花図屏風」が載せ

てあり、これも子供たちは興味をもって鑑賞することができ、伝統文化の学習になると考え

る。【日本文教出版】は、子供たちの興味を引くように、配慮が随所になされていることで可

茂地区の実態に合った教科書であると言える。 

 

○中学校「美術」教科用図書採択原案について、可決。 

 

■技術の調査研究報告 

【東京書籍】 

生徒の思考にそって学習の構成・配列がなされており、問題解決学習に取り組みやすい。ま

た見やすい写真やイラストが多く使われており作業工程が分かりやすい。 

【教育図書】 

多様な実験や実習を通した体験学習が位置付いていた。 

【開隆堂出版】 

丁寧な構成で知識・技能の習得の視点が示され、実験観察などの体験的な活動を多く取り入

れていた。 

 

・調査項目１－（２）「思考力、判断力、表現力等を育む、言語活動や問題解決的な学習、体験

的な学習」について。 

［「生物育成の技術による問題解決」のページから］ 

【東京書籍】 

「目標」→「考えてみよう」→そして「問題解決のプロセス」と思考の手助けとなる記述に

なっていた。 

【教育図書】 

「問題を発見」し「育成計画を具体化する」までのページ構成になっていた。 

【開隆堂出版】 

  「問題の発見と課題の設定」から「計画・育成」を経て「評価・改善」までがまとめられて

いた。 

 

 絞り込んだ２者【東京書籍】【開隆堂出版】についての説明。 

 

・調査項目２「主体的に学習に取り組む態度」について 

【東京書籍】 

「情報の技術」の中の「情報モラル」、「考えてみよう」から始まり、事例が６つ、それぞ

れに分かりやすい挿絵と解説がついていることが特徴。「Ⅾ」マークでインターネットを活用

した補足学習もできるようになっていた。 

【開隆堂出版】 

「情報の技術」の中の「情報モラル」、「話し合ってみよう」から始まり、事例が４つ、そ

して「参考」「豆知識」とコンパクトな構成になっていた。 
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・調査項目３「学習指導要領に示された各教科の配慮事項にかかわること」について 

【東京書籍】 

「材料と加工の技術」の「これからの材料と加工の技術」、CLTや新国立競技場の写真と説

明を通して社会と技術のつながりを示し、「技術の匠」のコーナーで問題解決の工夫や生徒へ

のメッセージがあり、よく工夫された構成になっていた。 

 【開隆堂出版】 

「材料と加工の技術」の「これからの材料と加工の技術」、「参考」を２つ用い「実現しよ

うとした願い」から「考察、改善の過程と成果」というページ構成になっていた。 

 

・調査項目４「印刷・製本等にかかわって」について 

【東京書籍】 

「電気機器の安全」では、きれいな写真とイラストを使い、分かりやすく説明されていた 

【開隆堂出版】 

「電気機器の安全」では、イラストを使った詳しい説明が多いという違いが見られた。 

  

可茂地区の生徒にとって、可茂地区の技術・家庭科技術分野が大切にしている内容や学習指

導要領に示されている目標、管内の生徒の実態から考え、【東京書籍】がより適していると考

えた。 

 

《報告を受けて協議》 

・ICTの関係でこれからどんどん充実してきており、タブレットが全国に入ってくるが、そうい

う関係で２者の比較はあるか。 

⇒タブレットを使って、家庭でどんどん学習を進めていく時代になると考えるが、【東京書籍】

では「Dマーク」を一番最後にまとめて載せてある。右上をスマーフォンで読み取るようにな

っているが、それぞれのページに載っているものの動画等が出てくるようになっており、自宅

でも学習できるようになっている。【開隆堂】もそのような形をとっているが一覧表にはなっ

ていない。最後にまとめてきれいに示されているという点で、【東京書籍】が使いやすいと捉

えた。 

 

・技術がどんどん進んでいるが、プログラミング教育について話題になっている。技術の教科と

の関連はどのようであるか。 

⇒プログラミングについては小学校からの導入であるが、それぞれ教科書にきちんと記述され

ている。小学校でこういうことを学習するということを意識した構成になっている。【東京書

籍】は、まとめて小学校で学んだことを生かすような形のページができている。両者とも、小

学校でこんな学習をしたことが中学校でこんな風につながるといったことが明記されている

形になっていた。 

 

○中学校「技術」教科用図書採択原案について、可決。 
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■家庭科の調査研究報告 

・調査項目２－（２）「家庭での課題解決に向けた学習」について 

【東京書籍】は、２６８～２７３ページでは、実践例と共に、主体的・対話的な学びにつな

がる思考ツールを示したり、意思決定のプロセスを示したりして、生涯にわたって問題解決的

に生きていく重要なポイントを示しており、大変優れた内容になっていた。 

【教育図書】は、２８２ページ、２８３ページ、２８６～２８７ページでは、例を多方面か

ら取り上げているが、思考の流れや地域の生徒の実態にそぐなわないものもあり、実践化に向

けては弱さが見られた。【開隆堂出版】は、２６６～２６９ページ、２７２ページ、２７５ペ

ージに見られるように、多くの例示をしていた。しかし、考え方や学びを実生活と関連付け、

主体的・対話的に追求するという点では内容的に弱いものとなった。 

 

・調査項目１－（２）「思考力、判断力、表現力等を育む、問題解決的な学習」について 

【東京書籍】は、「私たちの消費生活と環境」P184ページでは、「見方・考え方」をガイダ

ンスで解説し、マーク等で例示していた。また、「問題解決する道筋と見方・考え方」P8～9

のガイダンスで「問題を解決する道筋」を示し、そのプロセスに沿って学習が進めるようにな

っていた。また、キャラクターの吹き出しによって「見方・考え方」の例となる思考を表して

いた。生徒は、どの題材のどの過程でも「見方・考え方」を働かせながら学ぶことができる非

常に使いやすいものとなっていた。 

【教育図書】は、「買い物の法律的な意味を考えよう」P244では、対話の場面を通して「見

方・考え方」を提示し、気付きが得られるようになっていた。「自分の課題をもって学習に取

り組もう！」P4～5で、課題解決学習の進め方が示されていた。しかし、提示がわかりにくく、

学びにつながるという意識が生徒にも指導者側にも生まれにくくなっていた。【開隆堂出版】

は、「生活の見方・考え方」P6～7では、ガイダンスで「生活を見つめる視点」について解説

をしていた。しかし、【東京書籍】のように、全ての内容の導入で見方・考え方を示していな

いため、主体的で深い学びに向かうには、弱さが見られた。 

 

・調査項目２－（１）「学習意欲の喚起や学習意義の実感につながる資料等」について 

【東京書籍】は、内容を象徴する場面を示し、見通しが持てるようになっていた。「生活者

として意思決定する」P182～185では、環境に配慮した学習を深めることが 4ページにわたっ

て掲載されおり非常に学習意欲が高まる。 

【教育図書】は、「消費生活・環境 C編」P238～239ページでは、マークを掲載し、学習内

容への興味を高めたり、書き込み欄を設けて意欲付けを図ったりたりしていた。【開隆堂出版】

は、実物大の写真を掲載したり学びを記入したりできるようになっていた。「C 消費生活・環

境」P226～229では、学習内容をイメージさせる写真が掲載されていた。 

 

可茂地区の生徒にとって、可茂地区の技術・家庭科家庭科分野が大切にしている内容や学習

指導要領に示されている目標、管内の生徒の実態から考え、【東京書籍】がより適していると

考えた。 

 

《報告を受けて協議》 

・技術同様、思考のプロセスや、ものの見方・考え方という比較の説明の中で【東京書籍】がよ
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いのではないかと感じた。技術の方では、キャリア教育との結び付きというものもあっ⇒中学

校３年生では、社会への一歩ということで、極めて濃いキャリア教育への結び付きが示されて

いる。【東京書籍】は、先輩と語るといったものがどのページにもあり、素晴らしい先駆者で

あり、生き方として中学生が感動できるそんな生き方を示している方がかなりの量、全ての内

容のところに示してあり感動するものであった。どの教科書も取り上げてはいるが、【東京書

籍】が質・量ともに優れていた。 

 

○中学校「家庭科」教科用図書採択原案について、可決。 

 

■保健体育の調査研究報告 

【東京書籍】 

教科書の左端に学習の流れを言葉と線で示すなど生徒の思考に沿って構成してあった。学習

したことを生かす課題も大切にしており、普段の生活の中で実践していく力の伸長を図ってい

た。 

【大日本図書】 

豊富な資料を１ページにまとめて示してあり、見やすい構成になっていた。章末の問題がウ

ェブサイト上に準備されており、端末を利用して活用できるようになっていた。 

【大修館書店】 

１時間の導入でクイズ形式で選択する質問を取り入れるなど、学習内容に興味が持てる工夫

がされていた。イラスト等によるわかりやすい説明がされていたり、写真や図表を多く準備し

ていたりなど、授業で使いやすい構成となっていた。 

【学研教育みらい】 

章末で「探求しようよ」が位置づけられ、課題を見つけて取り組む工夫がされていた。また、

キーワードのまとめや自己評価表があり定着度の確認ができるようになっていた。 

 

 絞り込んだ２者【東京書籍】【大修館書店】についての説明。 

  

・調査項目２―（２）「主体的に学習に取り組む態度」「学習習慣の確立」について 

【大修館書店】 

「感染症の予防と健康を守る社会の取り組み」では、単位時間の学習のまとめで、「医薬品

に関する行動の仕方や使い方のまちがいを指摘してみよう。」という問いをしていた。それに

より、学習したことを活用して、根拠をもとに確認し、さらに家庭でも自ら調べるきっかけに

なるように配慮がされていた。 

【東京書籍】 

「健康な生活と疾病の予防」では、「見つける」「課題の解決」「活用する」と単位時間の

流れが明確であった。そして、学習した内容をさらに家庭で「広げる」という表記があり、「自

宅にある薬の注意書きや説明書には、どのようなことが書かれているか、確認してみましょ

う。」と学習後に問いを投げかけることで、日常生活とつなげる工夫がされていると考えた。

学習のまとめでは、確認問題とともに、保健の授業がどう日々の生活と関わり、学ぶ必然性を

もたせるのか、振り返る欄も用意されていた。 
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・調査項目３「学習指導要領に示された配慮事項」について 

【大修館書店】では、他教科との関連について教科書の中に３カ所示してあった。【東京書

籍】では、３４カ所示してあり、教科を横断した学びを保証しており、授業内でも活用しやす

い構成となっていた。 

  

・調査項目４－（３）「印刷製本の関わり」について 

【大修館書店】 

合計３０の Web 保体情報館があった。一つのコンテンツからすべての内容を確認すること

ができる。 

【東京書籍】 

合計５０のオリジナルコンテンツ（ D コンテンツ）がある。３段階を経て目的とするコン

テンツにたどり着ける。 

 

可茂地区の生徒にとって、可茂地区の保健体育が大切にしている内容や学習指導要領に示さ

れている目標、管内の生徒の実態から考え、【東京書籍】がより適していると考えた。 

 

《報告を受けて協議》 

・【東京書籍】では、見つける、解決する、出口としては課題解決の糸口が示されているという

ことで非常にわかりやすい。また、他教科との関連が３４か所あり、総合的な学びを保証して

いることで提案を受けた。【大修館書店】のまとめるというところについても、【東京書籍】

より劣るということであったが、コンテンツの方も【東京書籍】は一括して示してあることの

よさについて教えてほしい。 

⇒教科書の最初の方の欄でまとまっているものですが、それぞれの章ごとに、またはページごと

に散りばめられており、その授業の中で必要なコンテンツをすぐに拾い出せるような状況と

なっている。スマートフォンで取り出して、すぐに１回でそのサイトに移ることができて活用

できる。しかも、わかりやすくまとめられているため扱いやすい。 

 

・保健といえば感染症ということで、コロナ感染症については、教材は文部科学省が出したもの

しかないと思うが、実際にマスクを着けるなどの感染症ひとつを取った場合、4者の中ではど

れが よいか。 

⇒感染症の点で、マスクの効果とかいったものの扱いでは、【大修館書店】が非常に細かくまと

められているところがあった。着眼点の１と２については、【大修館書店】、【東京書籍】と

もに、非常に僅差でありどちらにも一長一短はあるが優れていた。感染症という点だけとらえ

ると、【大修館書店】は今の世の中の情勢と合わせて扱いやすい部分はあるかととらえた。 

 

・学習指導要領のに大きな改訂はなかったが、主旨に沿って 4つの視点で、意見書も読ませても

らったが、この意見書では【東京書籍】になるだろうわかりやすい表現で、最後に 2つに絞っ

て比較検討してもらったが、そのことについても十分理解できてよかった。 

 

○中学校「保健体育」教科用図書採択原案について、可決。 
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■英語の調査研究報告 

【東京書籍】 

学年の発達に応じた系統性に優れ、言語活動がバランスよく配置されていた。 

【三省堂】 

知識の習得から、言語活動への学習の発展が丁寧なステップで配置されていた。 

【開隆堂出版】 

対話とスピーチ形式の教材がバランスよく配置してあり、表現の２領域を意識したつくり

になっていた。 

【教育出版】 

英語学習を通して、福祉や国際平和についての意識を高められるような教材が多く用意さ

れていた。 

【新興出版社啓林館】 

言語材料よりも題材を中心とした単元構成になっており、言語の獲得、習熟、活用・定着と

いう丁寧なつくりになっていた。 

【光村図書出版】 

扱われている題材が、夏休みの計画、職場体験といった生徒の生活に密着したものが多く、

親しみやすいのが特長であった。 

   

絞り込んだ２者【東京書籍】【三省堂】についての説明。 

 

・調査項目１－（１）「基礎的・基本的知識や技能を確実に習得」について 

[２年生の職業体験を話題にした不定詞の学習から] 

【三省堂】 

読み物教材を経て将来の夢についてのスピーチをゴールとしていた。 

【東京書籍】 

読み物教材に入る前に音声のみによる導入を行い、その後読み物教材を経て、将来の自分

への手紙を書くことをゴールとしていた。話してから書きまとめるという英語教育の方向性

により近いと言える。 

 

・次に調査項目１－（２）「言語活動の充実」について 

[３年生３学期の最終的な活動から] 

【東京書籍】 

ディベートを取り上げ、ディベートの準備のために活用できる表現の例が多様で豊富に準

備されていた。 

【三省堂】 

ディスカッションを取り上げ、ディスカッションの手順が丁寧に示されており、内容につ

いては指導者の裁量によるところが大きくなっている。 

  

・調査項目３－（１）「小学校との接続」について 

［不定詞の学習から］ 

可茂地区の生徒たちは小学校６年生で、中学校でどの部活動に入りたいかを want to ～を
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用いて表現することを学習している。 

【東京書籍】 

１年生の Unit3で部活動の話題で話すことを中心にした活動で want toを取り上げ、Unit9

では新しい言語材料として扱っていた。２年生の Unit3 で want toを用いて、将来の自分に

向けた手紙を書く。既習の言語材料を何度も扱い、確実に習得させるよう仕組まれていた。 

【三省堂】 

want to は２年生の Lesson2で新しい言語材料として初めて扱われ、将来の夢というスピ

ーチ原稿を書く中で扱われていた。 

 

可茂地区の生徒にとって、可茂地区の外国語英語が大切にしている内容や学習指導要領に 

示されている目標、管内の生徒の実態から考え、【東京書籍】がより適していると考えた。 

 

《報告を受けて協議》 

・デジタルコンテンツ、QR コードといったものの扱いについて、オーセンティックな英語を何

度も聞かせたいと思ったとき、家庭学習でも使えることが重要だと考えるが、そこが充実して

いる者はどこであったか。 

⇒どの者もクリアな音質で、何度も聞かせるには価値のある教材になっていた。 

 

・日本のこと、外国のこと色々比べたり、知ること必要だと思うが、そういったことを知る楽し

さや海外に目を向けさせるために題材の持つ内容の豊かさについては、どの者が優れていた

か。 

⇒【新興出版社啓林館】は、生活に密着した題材が流れており、その中に言語材料が入っていた。

他の者は、海外に目を向けたり、福祉、経済、スポーツであったり、様々なことに目を向けて

いた。【東京書籍】は新しいものを取り入れ、他の者はちょっと古い資料をそのまま使ってい

る印象を受けた。 

 

・フォント、文字のことで、日本の文字でいえば丸ゴシックか明朝体のものが英語の中にあり、

【三省堂】の教科書は丸ゴシックを使い３年間通して、だんだん明朝体の様なものを増やして

いるが、【東京書籍】は、1年時に主に丸ゴシック、２、３年で明朝体の様なものになってき

ている。丸ゴシックは黒板に書くように線の太さが同じなので個人的には見やすい。明朝体の

様なアルファベットになってくると、縦が太く横が細いため文字がチカチカした感じがする

が、テストは全て明朝体の様なもので出てくるので、３年生くらいには慣れていくしかないと

思った。フォントだけでいえば【三省堂】が子供に優しいと思うが、今回の説明を聞くと【東

京書籍】の構成がよいとあった。フォントをとってみればどうか。 

⇒教科書体だと鳥型のものが出てくるためエー（a）だけで二通りになるが、子供たちは鳥型の

エー(a)をテストでは書くことになり大変。【東京書籍】は、書くことの場面だけは、こう書

くことと小学校からの接続を考えて使われていることが特徴としてあることは理解してい

る。 

 

○中学校「英語」教科用図書採択原案について、可決。 
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■道徳の調査研究報告 

【東京書籍】 

  すべての読み物教材に「自分を見つめよう」を配置することで、登場人物の判断や心情を考

えることができるよう配慮されていた。また、問題解決的な学習や役割演技を取り入れた教材

も全学年に位置付けられていた。発達段階に応じて「多様性」や「持続可能な社会の形成」に

関わる教材を取り扱っていた。 

【教育出版】 

  「学びの道しるべ」を全教材に配置し、「あなたならどうするか」、「どう思うか」と学習

者の考えを問う投げかけが位置付けられていた。また、「やってみよう」の項目を位置付け、

役割演技などの体験的な活動や話合いなど多様な指導方法で扱える教材を取り入れていた。 

【光村図書出版】 

  各教材に「考えよう」「見方を変えて」「つなげよう」の項目を配置して、学習者が道徳的

価値について広い視野から自己の問題として主体的に考えていくことができるよう配慮され

ていた。いじめ問題、情報モラルに関する教材には「深めたいむ」を位置付け、学んだことを

より確かなものにすることができるよう配慮されていた。 

【日本文教出版】 

  すべての読み物教材に「考えてみよう」を設けて、考え、議論し、ねらいに迫るための発問

例が示されていた。別冊「道徳ノート」を活用して自分の考えやまとめを書き留めることがで

きるようになっていた。また、モラルジレンマや SNS などの教材を多く取り上げ今日的な課

題に対応できる配慮がされていた。 

【学研教育みらい】 

  すべての教材に「考えよう」を設け、ねらいに迫るためのきっかけとなる投げかけが位置付

けられていた。「クローズアップ」及び「クローズアッププラス」を位置付け、教材の内容項

目に即した関連情報や教材とは異なる視点や学習内容の違う関連情報を取り上げ、生き方の

選択肢を増やす工夫がなされていた。 

【廣済堂あかつき】 

これまでの道徳の授業でよく扱われてきた感動教材や名作教材をより多く取り上げ、「道徳

ノート」の活用と合わせて学習が進められるよう工夫されていた。教材ごとに「考える・話し

合う」を設けて、生徒が主体的、対話的に学習に取り組むことができるよう学習のめあてや学

習者への問いが位置付けられていた。 

【日本教科書】 

  調査研究用の見本本が届けられませんでしたので、編集趣意書を参考にまとめた。生徒の学

びに応じて、身近な話題の教材、多面的・多角的な見方・考え方を身に付けられるようにする

教材、いじめや情報モラルなど今日的な課題に対応する教材などを意図的に取り上げてあっ

た。 

 

絞り込んだ２者【光村図書出版】【学研教育みらい】についての説明。 

 

・調査項目３「指導要領への準拠」及び４「印刷製本に関わる点」について 

２者ともに大きな差はなかった。 
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・調査項目１「基礎的・基本的知識や技能を確実に習得の系統性・発展性」について 

【光村図書出版】 

各学年を３つのシーズンに分け、各シーズンにテーマを明確にしたいくつかのユニットを構

成し、目次にも位置付け、学習者自身が何をどのように学んでいくのかの見通しをもつことが

できるようよく配慮されていた。指導する教員にとっても、教材配列の意図性、計画性がとら

えやすく、他の教科との関連も図りやすい構成となっていた。 

【学研教育みらい】 

各学年にテーマを設定し（１年生「仲間と生きる」２年生「社会に生きる」３年生「世界で

生きる」）関連する内容項目を複数回学習できるよう教材を選定し、配列していた。また、「地

球と地域の未来のために」と「夢に向かって共に輝く」をテーマにユニット学習をすべての学

年に設定し、現代的な課題も含めた学習が発展的に行えるよう工夫されていた。 

 

・調査項目１「問題解決的な学習」「体験的な学習」について 

両者とも、ペアや少人数で話し合い、多様な考え方に気付く学習の工夫や書き込みを活用し

て学習を深めたり役割演技を位置付けて立場の異なる見方や考え方に目を向けたりすること

ができるような学習の工夫が位置付いており、大きな差はなかった。 

・調査項目２「多様な学びを導き、発展的な学習へと広げていく」内容について 

【光村図書出版】 

「広げよう」の項目を各学年５教材配置し、人間関係の構築、環境問題、国際理解など、現

代的な課題に対応し、生徒が興味を持って追求することができる内容構成となるようよく工夫

されていた。と同時に、各教材に位置付けてある「つなげよう」で、他教科の内容や学習活動

と無理なくつなげられるようガイドが示されていた。 

【学研教育みらい】 

「クローズアップ」及び「クローズアップ・プラス」を関連する教材の後に位置付けて、さ

らに発展的に扱うことができるよう工夫されていた。生徒の興味関心を引き出すきっかけとし

て魅力ある教材が取り上げられているが、各学年に２０前後配置されており、指導者にとって、

そのすべてについて学びを広げていくことは、５０分という限られた時間や、年間３５時間と

いう時間数の範囲で扱い切るには、分量が多すぎること、それらの教材について指導を行うた

めの教材研究やねらいにつなげていくための学習過程に工夫が必要となることが想定され、若

い教員が多い可茂地区の状況から考えたとき、その扱いが難しいと考えた。 

 

可茂地区の生徒にとって、可茂地区の道徳が大切にしている内容や学習指導要領に示されて

いる目標、管内の生徒の実態から考え、【光村図書出版】がより適していると考えた。  

 

《報告を受けて協議》 

・これからの道徳で色々な課題が出てくる中で、自分ならどうするかといことに向き合うこと

が非常に大切であり、そして自分と異なる人との意見と議論する授業を大切にしようとする

ときに、【光村図書出版】と【学研教育みらい】の特徴を教えてほしい。 

⇒【光村図書出版】は現行可茂地区で採択されている教科書だが、これまでの教科書よりさら

に、書き込みを活用した教科書の提示等増量になっている。そこを使いながら自分の考えを明

確にした後に、仲間と議論し多様な考え方に対して、気付きやまたそれを受容していくという
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ような学習の多様性についてより配慮された構成というものが今回なされていた。【学研教育

みらい】は、クローズアップ等が主流となっており、議論するあるいは体験的な活動を位置付

けることについて、教材のねらいと、そこに位置付く内容項目、信頼・友情とあったりするが、

そこに対していじめをつないでいく、その展開がやや若い先生にとっては難しい内容となっ

ており、議論についてもどの議論をどのようにさせていくのかそのあたりのフォローが必要

となってくる。 

 

・【光村図書出版】は、教材の中でいじめに関わるものが、２９と他の者よりも突出して多いと

のことだが、年間でいうと約１/３の期間をいじめに関わったものの資料になってしまうとい

うことだがどうなのか。 

⇒いじめに関する内容といっても、内容項目に対して思いやりだとか、生命尊重、寛容、真の友

情など、取り扱いが含められて示した数値となっている。そこでストレートに、いじめに特化

した内容をそこで扱っているわけではない。それはどの者でも同じように扱っていた。 

 

・自分の教科で３学年をもつ、プラスして他教科で免許外教科で３学年をもつ、そういった教職

員でもこの教科書を使えば簡単にできてしまう、教科書の通りに行えばやれてしまうといっ

た観点で見れば【光村図書出版】が一番やりやすかったという受け止めでよいか。 

⇒その観点だけということでは、難しいものがある。様々な資料、その扱い、学習の展開といっ

たものをバランスとして総合的に判断した。ただ、若い先生にとれば、【光村図書出版】がよ

り適しているという判断とな った。 

 

○中学校「道徳」教科用図書採択原案について、可決。 

 

 

■「令和３年度使用小学校教科用図書可茂地区採択原案」を提示し、審議  

全員一致で原案通り可決。  

■特別支援学級における一般図書について、適正な採択への配慮のお願い 

 

（５）連絡  

・７月７日以降に各市町村（組合）教育委員会は採択協議会の採択原案を議決し、７月３１日まで

に完了することを確認  

・情報公開について、情報公開の対象及び情報公開の窓口を確認  

・本協議会に係る情報について、８月３１日までは非公開であるため、内容等について他言しない 

よう依頼  

 

（６）可茂地区採択協議会会長挨拶  

・本協議会出席へのお礼  

・協議会の閉会を宣告 

 


