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第３回 下伊那採択地区協議会会議録 

日 時：令和元年７月 12日 16時 30分～18時 15分 

出席者：下伊那採択地区協議会委員 14名（以下、「委員」） 

欠席者：南嶋委員、小木曽委員、昼神委員 

事務局：飯田市教育委員会事務局学校教育課 

桑原課長 

上沼課長補佐兼学務係長（以下、「上沼課長補佐」） 

学務係 岡村担当 

※委員について、発言者の個人名は記載しない。 

 

（進行：上沼課長補佐） 

１．開会 

○上沼課長補佐 （協議会の成立確認） 

 

２．会議事項 

（進行：代田議長） 

（１）令和２年度使用の小学校教科用図書の選定について 

○代田議長 国語について、部会から光村図書が最適と報告されていますが、いかがでしょう。 

○委員 私は光村図書がいいと思います。 

他の教科書のことを申しますと、教育出版と学校図書でありますけれど、教育出版と

学校図書も本当に工夫された教科書だと思います。ただ、技能の配列が強い感じがして、

主体的に子供たちが学び、獲得していくということを考えると、これを覚えなさいとか、

これやりましょうみたいな、技能技術の獲得を強調しすぎている、そんな感じの教科書

ではないかというふうに思いました。 

それから東京書籍ですが、これもとてもいい教科書だと思います。入門期のところを

見ますと、１ページ目・２ページ目・３ページ目とずっと大きな子供の顔の絵が載って

おり、一番最初に子供たちが出会うその時に、赤とか青とか、そういう大きな絵の中に

大きく青とか赤とかというどぎつい色が使われております。入門期の子供たちは、もう

少し落ち着いて先生と一緒に「これは何」とか話しながら、楽しい国語の夢を持つとい

うか、そういうことを最初にやりたいと私は思います。そうすると、青とか黄色がガー

ッと出てくると、やっぱり落ち着かないんじゃないかと思いました。 

また、東京書籍は、やりましょうとかそういう場面に、解説が非常に字が細かいとこ

ろがあり、情報量が多すぎるのではないかということも感じました。 
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光村図書でありますけれども、それと比べますと、適度な字の大きさで書かれており

まして、いいなあということと、また入門期を比べて見ますと、夢のある動きで、子供た

ちが遊んでいるようなそういう図がありまして、先生と子供たちがその絵を見ながらい

っぱいおしゃべりができる、そういう教科書になっていくんじゃないかと思います。 

もう 1つ、気付き、考え、学ぶ、子供たちが気付き、考え、工夫して取り組めるような

教科書になっているんじゃないかなということを思って、光村図書がいいなと考えてお

ります。 

○代田議長 他にいかがでしょうか。 

○委員 学校図書と教育出版は、どちらかというと、教師の立場からの理屈っぽい導入という

イメージがどうしても出ているというふうに思いました。 

東京書籍は、導入とっても丁寧で、子供の立場でわかりやすい説明が出ていて、その

例示もとてもいいなあというふうには思ったんですけれど、やはり結論の部分の活字が

小さいということが、とても学んでいく上でちょっと苦しいなというふうに思いました。 

光村図書も、東京書籍と似て非常に丁寧な導入がされていて、それから子供の立場で

考えて、このわかりやすい説明というようなところをとてもいいなっていうことと、そ

れから結論の部分の活字もとても鮮明で、端的に説明されていてわかりやすい、それが

私は一番の推しだなと思っています。 

それからもう１点は、子供の活動を中心においた構成が教科書自体にされているため、

教科書作りの発想が常に子供を中心において、子供が動くとしたらどういうふうに動く

だろうというところをとても大事にした教科書作りをされているという点で、光村図書

がいいと思いました。 

 

○代田議長 書写について、部会からは光村図書が推薦されていましたが、いかがでしょうか。 

○委員 書写の意見を申し上げたいんですけれども、机の上に置いた書き易さでいうと、東京

書籍は少し大判で作ってあって、しかも筆先また筆元の墨遣いの大きな模範が、非常に

東京書籍のところは優位性があるなと思いました。 

また、書写の鍵としてまとめて主体的、子供たちが主体的に考えるような書写の教科

書になっている点は、非常に評価が高いなあというふうに拝見させていただきました。 

ただ、教科として、国語の教科書全体としてみると、子供の動きを中心としたという

教科書、国語の教科書に準じた形で書写の方も、子供たちの考え方や主体性というのが

うまく工夫されているなあというふうに感じておりますので、その点で書写の方も光村

図書の方がいいのではないかというふうに思います。 

○委員 書写ですが、印書用のお手本の印刷なんですけれど、光村のお手本は、はらいやはね

の表現に躍動感がありまして、かすれ等があるんですが、その他の教科書はべったりと

した感じがしまして、かすれとかそういう感じがないので、その躍動感がないといいま
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すか、そんな感じを感覚として受けました。 

また入門期というのは、私は一番大事にしたいことであるんですが、１年生の鉛筆の

持ち方を全部比べてみますと、光村と教育出版は、リズムよく歌うように鉛筆を持つ持

ち方が解説されております。ですので、リズム感を付けて歌うように指導をし、何遍も

繰り返して歌うことができる、そういう指導ができるんですが、学校図書、東京書籍、日

本文教出版は、説明的で、こう持ちました、こうなりました、こうします、というような

感じの説明的な鉛筆の持ち方になっておりまして、やっぱりリズム感よく歌うように、

何遍も繰り返す指導できる鉛筆の持ち方がいいんじゃないか、と思いました。 

○代田議長 他にいかがでしょうか。 

○（発言者なし） 

○代田議長 今、光村図書の国語及び書写の教科書が最も適当であるとの意見が出たと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

○（全員同意） 

○代田議長 それでは国語、書写は光村図書とさせていただきます。 

 

○代田議長 続きまして、社会、地図の教科書について検討したいと思いますが、社会の教科

書に関しては東京書籍、地図に関しては帝国書院ということでの部会から最も適切であ

るという推薦をいただいています。委員の皆さん、ご意見はいかがでしょうか。 

○委員 部会からは、今お話のあったように、東京書籍、地図帳については帝国書院というこ

とで話があったんですけれど、私自身、この教科書を読んで、社会はやはり東京書籍そ

して地図帳は帝国書院がいいというふうに考えます。 

社会の教科書は、まず私は本文が非常に読みやすいということを思いました。他の教

科書に比べると、自分がずっと社会科の教員をやっていて、東京書籍を使っている機会

が多くて、それもあるのかもしれないけれど、久しぶりに読んで、そんなことを感じま

した。 

あと、調べる、つかむ、学習問題等のコーナーがあったりとかして、あるいは広げると

か学びのコーナーなど、非常に多岐にわたっているし、最後はまとめるというコーナー

があって整理ができるようにもなっていると、ただし、あくまでもこれは言われている

ことなんですけれど、教科書を教えるんじゃなくて、教科書で教えるということがあり

ます。ですから、まとめ方等々については、それは教科担当の裁量でやっていけばいい

と思うんですが、それが教科書に載っていて目にすることができるということが、生徒

にとってはとてもいいのかなと思います。 

あと、資料が豊富であるということで、言葉の解説も載っているということもありま

すし、巻末の年表、これが日本の年号と主な人物、世界の主な出来事、写真も載ってい

て、非常にわかりやすく整理されていて、私はいいなというふうに思いました。 
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地図帳につきましては、まず最初のところで、地図の使い方が丁寧に説明されている

ところ、これがとてもいいなと思いました。ちょうど小学校３年生からこの地図帳を使

った勉強が始まると思うんですけれど、最初のスタートのところで、非常にこれはいい

と思います。あと、地図全体、地形図全体がとても色も鮮明で、読み取りやすいというこ

とも感じました。 

そんなところを含めてトータルで、私はどちらかというと、帝国書院を選びたいとい

うふうに考えます。 

○代田議長 他にご意見いかがでしょうか。 

○（発言者なし） 

○代田議長 他にないようでしたら、社会科は東京書籍、地図は帝国書院ということでよろし

いでしょうか。 

○（全員同意） 

○代田議長 それでは社会は東京書籍、地図は帝国書院とさせていただきます。 

 

○代田議長 続きまして、算数に移ります。部会からは、啓林館が最も適当であるという報告

を受けましたが、委員の皆さんよりご意見をいただきたいと思います。 

○委員 私、長い間中学生に付き合っていて、なかなか算数、数学の比例反比例のところの理

解ができないという子供たちに何人も出会ってきました。特にそのところを注目してみ

たんですが、啓林館と他のところを比べてみると、比例のところで、何を比例の例にし

ているかというと、紙の枚数と重さ、紙なんですね。紙は非常に薄いですね。それを３０

０枚～４００枚のものを何グラムあるかというようなことをやっているんですが、啓林

館だけは、そこはベニア板を例にしたんです。板はある程度厚さがあるもので、こちら

の方がその誤差が非常に少ないだろうというふうに思えて、まずそこが１点、いいかな

というふうに思いました。 

反比例についてですが、取扱量をみると、一番少ないところは反比例は５ページだっ

たんですが、啓林館は一番多くて、８ページを割いてその反比例について説明している

ということで、これは中学校へのつながりを考えると、その点で１つ、啓林館は他のと

ころより優れているんじゃないかというように、判断させていただきました。 

○代田議長 他にいかがでしょうか。 

○委員 私も算数について、啓林館が最もいいのではないかというふうに考えました。 

各教科書、図や写真を入れて、子供たちにわかりやすくやっているなというふうに思

うんですが、そういった図や写真が啓林館が最もわかりやすく、わくわくするようなも

のを使っているというふうに思いました。 

例えば具体的に、線対称や点対称について、これが線対称だとかいうような写真を載

せているんですけれども、各社色々ある中で、非常に大きく出していたのが啓林館で、



 ‐5‐ 

平等院の鳳凰堂の写真を使っていました。非常に大きく使って、しかも写真がすごくき

れいなので、まさに上下の線対称、左右の線対称と、わかりやすいようなものもあって、

これに象徴されるように、そういった教科書の中での写真・図・表、こういったものの表

現が非常に子供たちにとって、まさにわくわくするようなものになっているなというふ

うに思いました。 

また、ＱＲコードについても、学校だけではなく、家庭での学習にも役立つような工

夫があって、こちらも優れているというふうに判断をさせていただきました。 

○代田議長 他の委員の皆さん、いかがでしょうか。 

○（発言者なし） 

○代田議長 それでは算数に関しては、部会の推薦、また委員の皆さんからも啓林館の教科書

が最も適当であると決定してよろしいでしょうか。 

○（全員同意） 

○代田議長 それでは算数は啓林館とさせていただきます。 

 

○代田議長 続きまして、理科に移りたいと思います。 

理科は信州教育出版を最も適当であるという部会から推薦をいただいております。委

員の皆さんからご意見をいただければと思います。 

○委員 ずっと信教を使っているわけですけれども、その理由に、１個は長野県の地元の写真

がいっぱい使われている。例えば、６年生の地層あるいは化石の場合、長野県産のもの

が非常に多く使われている。それが１点。 

もう１つは、３年生、４年生あたりの動物や植物の勉強があるんですが、ちょうど長

野県に合ったものを、その時期にやる学習に合ったものが教科書に載っていると、そこ

のところが一番の強みじゃないかということを思います。 

あと、科学分野とか物理分野、小学校はそんなに深入りしていないので、比べてみて

も、それほどどの教科書会社も変わりはないです。 

そうすると、今の２つの利点を見て、信教出版の教科書がいいんじゃないかなと思い

ます。 

○代田議長 ありがとうございました。 

○委員 今お話しも出ましたが、信州教育出版の３年生の教科書を見ると、やはり長野県の気

候にも合っているし、特色を生かしているというところの評価的なものをみると、信州

教育出版がいいのではないかというように私も思います。 

○委員 この理科だけのことではないんですけれど、教科書は一体何のためのものという原点

に返ったときに、教師が指導しやすいという教科書なのか、子供にとってその学びが充

実する、子供にとって学びやすい教科書であるかどうかというところが、やはり教科書

を選んでいく一番基本の部分かなというふうに思います。なので、そういう点から、こ
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の理科についても、子供にとってまず身近なところからの教材が提示されていて、その

ことを入り口に学んでいったら、その後ろにある原理原則やその真理に行き着くという

流れになっていくのが、ベストなんじゃないかなというふうに思います。 

そういうふうにいったときには、信州教育出版の教科書などは、まさにこの地域とい

うか、地元密着という部分をとても大事にしている教科書というふうに思うので、そん

なことも意見として付け加えたいと思います。 

○代田議長 他に意見はございますでしょうか。 

○委員 私は今までの考え方と逆であります。 

長野県の特色のある自然や気候とかを扱うことが、その理科教育にとってそんなに大

事なことなのかと。例えば、地層のところで他の教科書には千葉県の屏風ヶ浦の非常に

大きな海食崖が出ているんですね。それに対し信州教育出版は、佐久市の布施のこの地

層というんですか、あまりに自然とすれば小さいですよね。小学生の子供にとって身近

な教材が信州だというのは、本当にそうなんでしょうか。飯田下伊那の地層や地形であ

れば、まだ私どもも身近と思いますけれど、佐久市の布施のそれも千葉県の屏風ヶ浦の

圧倒的なわかりやすい地層と、佐久市のこの布施の地形とを出すと、写真を比べて、ど

っちがわかるんですか。さらに、次は、確か阿南町の富草の地層ですか、はっきりとわか

らないですよね。 

他の教科書を見てみると、これは千葉県の沖ノ鳥だとか、秋田県の男鹿市ですか、よ

り優れた素材なんですよ。大事なものは長野ものを使うということでなくて、よりわか

りやすくて大自然を扱った方がいいんだと、私は率直に思います。その小学校の５年生、

６年生の子供が、そんなに長野県を意識するのか、まして飯田下伊那の子供が佐久市だ

から身近に感じるとはとても思えないというのが、まず１つであります。 

もう１つあります。他の教科書と比べて圧倒的に情報量が少ないということです。例

えば、水溶液の性質というところを、この信教と他の教科書を比べたときに、どちらが

情報があってよりわかりやすいかといえば、それは他の教科書だった。私はこの理科の

信教の教科書は、これから中学・高校と進んでいく長野県の子供に学んでもらうには不

十分だと。もっと充実した教科書にしていただきたい、努力していただきたい、という

気が率直にします。 

どこがと言われたら、調査研究委員会が２番目に推薦した東京書籍だろうと。私は啓

林館もいいと思いますけれども。 

○委員 信教には千葉県の地層は載ってないですか。確か載っていると思うんですけれども。 

○委員 ６年生の大地の仕組みと変化のところには載ってないです。 

○代田議長 意見が出ましたが、他の委員の皆さん、いかがでしょうか。 

信教の教科書が適当であるという方と、別の教科書の方がいいという意見があり、全

体として合意形成をしたいんですが、できなかった場合は投票という形になります。他
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の委員の皆さん、いかがでしょうか。 

○（発言者なし） 

○代田議長 それでは、皆さんの意見もある程度出尽くしたということで、投票という形にし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○（全員同意） 

○代田議長 事務局から投票を配りますので、各委員の皆様、最も適当であるという教科書会

社をご記入いただければと思います。無記名で結構です。二つ折りにしていただき、事

務局が集めます。 

○（投票・集計） 

○代田議長 それでは投票の結果を報告させていただきます。 

東京書籍が５票、信教出版が９票ということで、出席委員の過半数７票を超えていま

すので、多数決の結果、理科は信州教育出版ということでよろしいでしょうか。 

○（全員同意） 

○代田議長 それでは理科は信州教育出版とさせていただきます。 

 

○代田議長 続きまして、生活の教科書に移りたいと思います。 

生活は、部会より信州教育出版と推薦をいただいております。意見をいただければと

思います。 

○委員 生活というのは、教科性からいって、やっぱりこう身近なところの多くあるものを題

材にして、そして連続的、継続的に活動したり体験をしたりしながら学習を深めていく

ことかな、そういうふうに思います。 

その中で私は、信教の生活科の教科書が部会と同じようにいいと思います。それは、

身近な地域、長野県内の身近な地域の自然だとか、日常のものを取り上げて作ってあっ

て、それが県内の生活科を研究しておられる先生方が、資料を持ち寄りながら校正をし

てきたものであるので、より実践的な内容なのかなと、そういう意味で信教の生活の教

科書を推したいと思います。 

○代田議長 他にご意見いかがでしょうか。 

○委員 私も委員の選出した信州教育出版社でいいと思いますが、他の教科書もすばらしいも

のだと思います。私が見た感じ、キーポイントとしては、子供たちが楽しく学ぶことが

できるように工夫しているかということと、特に生活の知恵や学ぶ子供の姿や、わくわ

く感の感じる生き生きとした活動の中にこそ学びや育ちがあるのかなと思っております。

そういう点で、総合的に評価できるのは信州教育出版社かなと思いました。 

表紙に、上が「あおぞら」というタイトルで豆の木に登る子供が描かれているんです

が、下で「そよかぜ」ということで、紙飛行機に乗る子供の絵が表紙になっています。頑

健体を彷彿する表紙がいいなとまず思いました。小学校に入学して学校生活を過ごすに
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あたって、楽しくなるような絵の表現があって、五感を使った学びが感じられるし、日

常生活の中で季節感やその変化と地域の行事に込められた人々の願いや思いを調べて、

家庭や地域の人々と関わりながら、さまざまな学びを深めていく単元転換が配慮されて

いて、飯伊地域の生活風習と一致する教材が多く出ているなあと感じました。月遅れの

端午の節句や菖蒲湯、冬至のカボチャ、柚子湯などを取り上げたり、好感が持てました。 

○代田議長 他にご意見いかがでしょうか。 

○委員 先ほどの理科と同様の考え方でありますれども、生活も情報量が少ないということで

あります。もちろん情報があふれていればいいという論理ではないんですけれども、先

ほど、長所でもあり裏返せば短所だと思うんですが、この春の七草、楽しいお正月、それ

で節分のあたりを見て、鬼は外と福は内が載って、あとはイラストが続く、あとは豆を

投げたら鬼が逃げているという絵が出ているわけですけれども、これは絵本じゃないで

すか。私、こんな言い方は失礼かもしれませんが、保育園の保育士さんたちが節分の時

に作る保護者宛、子供たち宛のプリントでももうちょっと工夫があると、節分でも春の

七草についても、保育園の子供や小学校のまだ小さな子供を見ても、もうちょっと情報

があって、それを読んで判断するのは本人かもしれませんけれど、他の教科書がそんな

に優れているということは思いませんけれども、やはりもうちょっと工夫が必要かなと。

情報量だけではなくて、非常に情緒的な感じを受けます。もちろんそれをしっとりとし

た情緒性というのはいいとは思いますが、私はわくわく感というなら、他の教科書の方

がよっぽど新鮮な素材があってわくわくするんだろうと思っております。 

そういう点でどの出版社がいいかと言われると、調査研究委員会から推薦があるもう

一つの学校図書かなと思います。 

○代田議長 ありがとうございました。 

学校図書が最も適当であるというご意見をいただきました。 

他の委員の皆さん、いかがでしょうか。 

それでは理科に引き続き、投票ということで、よろしいでしょうか。 

○（全員同意） 

○（投票・集計） 

○代田議長 それでは投票結果を報告させていただきたいと思います。 

信濃教育出版が 10票、学校図書 4票ということで、信州教育出版の方に決定させてい

ただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

○（全員同意） 

○代田議長 それでは生活は信州教育出版とさせていただきます。 

 

○代田議長 続きまして、音楽に移ります。部会からは、教育出版が最も適当であるという推

薦を受けております．委員の皆さんよりご意見をいただきたいと思います。 
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○委員 どちらも大きくは変わらないと見たわけですが、部会からの調査研究資料も読みなが

ら比べてみると、教育出版社の方がより教えやすい編集や構成になっているなという印

象で、教育出版がいいだろうというふうに思いました。 

○代田議長 他にご意見ありませんでしょうか。 

○（発言者なし） 

○代田議長 教育出版が最も適当であると決定してよろしいでしょうか。 

○（全員同意） 

○代田議長 それでは音楽は教育出版とさせていただきます。 

 

○代田議長 続きまして、図画工作に移りたいと思います。 

図画工作は、日本文教出版が、部会より最も適当であるという報告がありました。ご

意見の方はいかがでしょうか。 

○委員 どちらの出版社もいいと思うのですが、開隆堂は何かものを作るというようなイメー

ジで、日本文教出版の方がものを創造していくというようなものが感じられました。 

日本文教出版の方ですけれども、左ページの上に学習内容が付いて、非常にわかりや

すく、学習のめあても的を射ている。左上から右下まで目標と評価までの流れがわかり

やすい。創造性ということに留意されていて、いろいろな材料を使った表現の方法が幅

広く多岐にわたっている、ということで評価させていただきました。 

○代田議長 他にいかがでしょうか。 

○委員 私も日本文教出版がいいかなと思っております。比べますと、どちらかというと対照

的かなと思っております。日本文教出版は、かなり安定して落ち着いた表現だなと。部

会の報告の中にも、色彩は比較的落ち着いておりというような表現がありますけれども、

安心して見ることができるかなと、対して開隆堂は、結構ユニークないろんな題材・教

材を使っていろいろなことにチャレンジしているなあということで、大変面白いなあと

思うようなところがいくつもあって、大人、我々が見る分にはとても楽しいなとは思う

んですけれども、いざ小学校で学習していくという意味では、やはり日本文教出版の方

が、安定して学習できていくのではないかなというふうに感じております。 

○代田議長 他にいかがでしょうか。 

○（発言者なし） 

○代田議長 図画工作は日本文教出版が最も適当であるということで決定してよろしいでしょ

うか。 

○（全員同意） 

○代田議長 それでは図画工作は日本文教出版とさせていただきます。 

 

○代田議長 家庭科の教科書に移ります。部会からは東京書籍が最も適当であるという報告が
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ありました。ご意見いかがでしょうか。 

○委員 東京書籍がよいと考えます。開隆堂を見てみると、なんで調理をするのだろうとか、

考えさせるような内容になっており、家庭科を深く考えてやっていくと、そこもいいと

いう評価もしたんですけれど、家庭科は先ほどの図画工作と違って、創造性とかそうい

うことでなくて、生活に役立つ家庭科をマニュアル化して覚えていくんだと、そこが大

事なんだというように思います。 

東京書籍は、子供たちは衣食住の身近な毎日の生活の中で、実生活に生かせることを

学ぶことが大切という点を重視した学習のめあてとなっています。イラスト写真も多く

見やすいと思います。 

○代田議長 他にご意見をいただきたいと思います。 

○委員 東京書籍の方が細かな資料がよかったと思います。洗濯のマークが２０１６年から変

更になっているんですが、開隆堂は新しいバージョンのものしか載ってなかったんです

が、東京書籍は旧バージョンのものも載っていて、でも、洋服は古い洗濯マークのもの

もあるので、そういう細かな部分もよかったなというところと、あと食材を切った形で

すとか、切り方とか、そういう写真がとても大きくて、実際に見てわかるなというふう

に思いました。 

○代田議長 他にありますか。 

○委員 私も東京書籍がいいと思います。一番魅力的だったのは、子供たちがその教科書を見

ながら自分でやってみたいという意欲をかき立てられるような資料提示がされていると

いうことと、やはり家庭生活の中で何らかに生かせるという意味では、自分で、授業で

なくても、教科書を見ながらこんなことに挑戦してみたいという意欲もわき上がってく

るような内容だと思いました。 

○代田議長 他にありますか。 

○（発言者なし） 

○代田議長 東京書籍の方が優れているとご意見をいただきましたが、よろしいでしょうか。 

○（全員同意） 

○代田議長 それでは家庭科は東京書籍とさせていただきます。 

 

○代田議長 保健に移ります。部会より東京書籍が最も適当であるという報告を受けました。

ご意見いかがでしょうか。 

○委員 私も東京書籍だと思います。何が大事かというと、比較的、グラフだとか統計といっ

たものがより使われており、保健体育だから楽しく明るくとかいうことではなくて、い

ろいろなデータがあるのを見て、もう５、６年生になっているわけですから、それを分

析して、科学的な視点といいますか、そういう視野が持て、また中学へつながっていく

ということで、東京書籍が見やすさなども含めて、適当だというふうに思います。 
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○代田議長 他にいかがでしょう。 

○委員 東京書籍は非常にわかりやすいです。言葉を変えて言うと、わかり易すぎて、指導が

どの先生でも一律的な指導にならざるを得ないような、各ステップに記述欄が設けてあ

るというのは、逆に表裏というか、子供たちにとって主体的に取り組みやすく、わかり

やすさの反面、授業に幅があまり出ないのではないかというようなことを少し懸念とし

て感じました。ただ、総合的に見た場合に、いろんな進め方、子供たちが何を学んだか整

理しながらしっかりと進んでいけるというところでは、総合点として、東京書籍の教科

書が適切であるかなというふうに考えます。 

○委員 私も東京書籍がいいと思うのですが、部会長の報告の中で、これまでこの教科書を使

っていたから先生方も使いやすいだろうという話がありました。いろんな教科書を新鮮

な目で見ていかなきゃいけないということを考えたとき、先生方にとってこの教科書が

使いやすいからこれでいきましょう、この教科書でやっていけばまあそつなくできると

いう考え方でなくて、子供たちに何を学ばせたいかという、そんな視点で教科書の検討

をしていただきたいなということを思いました。 

○代田議長 他にご意見がありますでしょうか。 

○（発言者なし） 

○代田議長 では、保健について、東京書籍が最も適当であるということで決定してよろしい

でしょうか。 

○（全員同意） 

○代田議長 それでは保健は東京書籍とさせていただきます。 

 

○代田議長 英語の教科書について採択をしていきたいと思います。部会より、東京書籍が最

も適当であるという報告がありました。ご意見をいただきたいと思います。 

○委員 私も東京書籍が一番、次が三省堂かなというふうに感じました。 

初めての教科書ということで、各社いろいろな工夫があり、似たようなところもあり

ますが、進め方に違いがありました。先生方が使いやすいものか、子供たちが取っ付け

るものかという難しい面が多々ありましたが、一番取っ付きやすくなる教科書はどれか

という視点で見させていただき、東京書籍が一番というふうに思いました。 

別冊で５、６年、両方とも使われている「picture dictionary」があります。他の会社

も巻末に入っていたり、似たようなものがありますが、東京書籍は別冊にしてあり、使

いやすそうなので、活用されるんじゃないかと思いました。 

○代田議長 他の委員の皆さんからご意見はいかがでしょうか。 

○（発言者なし） 

○代田議長 ないようでしたら、東京書籍の教科書が最も適当であると決定してよろしいでし

ょうか。 
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○（全員同意） 

○代田議長 それでは英語は東京書籍とさせていただきます。 

 

○代田議長 最後に道徳に移ります。部会から光村図書が最も適当であるという報告を受けま

した。ご意見をお願いいたします。 

○委員 ８社、どれも本当に工夫されたり、ものによってはイラストや写真が多くて、イメー

ジしやすく工夫されているものだとか、資料がとても工夫されていて、感動的な、ただ

読んでいるだけでも心打たれる読み物になっているというようなものがいろいろありま

したが、そういう中で一番新しい学習指導要領を大事に考えている、対話的、主体的に

深い学びが実現できるそういう教科書はどれか、特に道徳ですので、小学生ではありま

すが、対話的というところを、ただ人との対話ということじゃなくて、自分との対話と

いったことも含めて、そういうことが可能な教科書はどれかということで見ていったと

きに、光村は、年間を３つのまとまりに分けて、学期ごとに自分の学びが深まっていく、

見返せるというようなことをやっている点。それからすぐに結論とか行為を求めるとい

うよりも、よい資料をじっくり読み、多面的な視点からお互いに考え合うというような

ことを狙っていること。それから教科書の大きさもコンパクトになっていて扱いやすい

ということ等で、光村がいいかなということです。 

部会からは、文教出版が２番目というような報告がありましたが、８社の中には、い

つも最後のまとめの問いが、その行為を求めるとか、あなたは何ができますかとか、何々

をしましょうというようにしている、そういう問いが出てる会社もいくつかあったりし

ましたけれど、毎回、道徳の授業が済んだら、必ず自分がこういうことをしようとか、こ

うしなければいけないというふうに学ぶ必要はないんじゃないかなというようなことも

あって、バランスのよさという点で、光村図書のものがよいのではないかと思いました。 

○代田議長 他にありますか。 

○委員 光村と言うことに反対はありません。各社いろいろ特色があって、その価値観をどう

教えていくかとか、共有するかという考え方のコンセプトが、会社によって全然違うん

だと思います。 

例えば、光文書院は一番現代に近い感覚だなと思って読みましたし、学研教育みらい

は、他の教科書にあるようなテーマというものを設定しておらず、まず読み物があって、

そこから何を取るかという、かなり広い取り方ができます。 

あかつきも、そういう問いがだいぶ優しかったりとか、広い範囲で受け取れるような

問いをしているものもありました。 

道徳という教科がどうとらえられているのかというところももちろんあるんですが、

授業として進めていくと考えたとき、光村がいいと思いました。 

ただ、先ほどもご意見はありましたが、新しい教科ですので、新しい価値感だとか、そ
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ういうところに立ってまた考えていけたらいいのかなと思います。 

○代田議長 他にご意見ありますか。 

○委員 私も光村でいいと思いますけれども、これまで使ってきた既存資料を中心に、それに

触れた子供たちが、多様な考え方をしながら互いにこう自分の考え方を出して高め合っ

ていくという、そういう授業が期待できると思います。 

一方で、そういった資料を通してだけではなくて、具体的な生活場面の中で、いわゆ

る道徳的な問題に直面することはいっぱいあるわけで、そうしたものを多様に取り上げ

て考えていくという意味では、私は例えば学研さんですか、こういった教科書も扱って

みるのも面白いなと、そんなふうに思いました。 

それから、道徳の評価の問題が出てきていまして、子供たちの道徳性をどういうふう

に評価するかという、そんな大きな問題に今直面していますので、そのことと扱う教科

書、どんなふうに考えていけばいいのかというところは、これから課題かなと思います。 

○代田議長 他にご意見ありますか。 

○（発言者なし） 

○代田議長 ないようでしたら、光村図書が最も適当であるということで決定してよろしいで

しょうか。 

○（全員同意） 

○代田議長 道徳は光村図書と言うことで決定しました。 

 

○代田議長 小学校全教科の選定が終了しました。ご協議ありがとうございました。 

 

（２）令和２年度使用の中学校教科用図書の選定について 

○代田議長 令和２年度使用の中学校教科用図書の選定について、協議を行います。 

今回、新たな検定図書がなかったことから、前回と同じ教科用図書から選定すること

となりますが、平成２８年度から使用中の教科用図書は内容が優れたものであること、

また大きな問題がないこと、そして全社を通し軽微な変更はありますが、前回採択時よ

り今回の採択までの間に採択が覆されるような内容変更がなかったこと、前回採択の際

に十分な調査研究がなされていることから、前回、平成２７年度採択時の調査研究調書、

また前回の選定理由一覧を確認する中で、道徳を除く全教科について、前回の採択教科

書と同じものを選定することとしたいと考えております。 

また、選定理由についても、一覧のとおり、前回の内容を踏襲したいと考えておりま

すけれども、よろしいでしょうか。 

○（全員同意） 

○代田議長 道徳を除く中学校教科用図書についてご承認をいただきました。 
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３．その他 

 

（１）選定結果一覧表の送付について 

（２）採択結果の報告について 

（３）選定結果・議事録等の公開非公開について（確認） 

○（発言者なし） 

 

４．閉会 


