
２０１９年度 第２回 教科用図書明石地区選定委員会（１日目）議事録 

＜算数、理科、家庭、音楽、特別の教科 道徳、図画工作、社会・地図＞ 

 

                日時 令和元年７月２２日（月）１０：００～１６：００ 

                場所 明石市役所分庁舎４階 教育委員会質 

 

出席者 

 長瀬 会長   神足 委員   小林 委員   佐伯 委員   瀧野 委員   廣岡 委員   

（事務局） 

 福本事務局次長 植垣学校教育課長 北迫学校教育課指導係長 赤枝指導主事 本所指導主事 

（報告者） 

 算数・・・・・・・・・ 藤井 鉄也  調査員 

 理科・・・・・・・・・ 赤松 弘一  調査員 

 家庭・・・・・・・・・ 福田 篤世  調査員 

 音楽・・・・・・・・・ 今村 圭子  調査員 

 道徳・・・・・・・・・ 簗田 憲男  調査員 

 図画工作・・・・・・・ 大蔵  太   調査員 

 社会・・・・・・・・・ 長井佐智夫 調査員 

 

内容 

 ○全体進行 北迫係長 

 ○議事進行 長瀬会長 

 ○福本次長あいさつ 

  ・本日は７つの教科について協議いただく。各教科の調査員会を代表して代表の校長が報告書を

行う。教科書採択については社会的な関心も高い。適正かつ公平にお願いしたい。また、情報

の管理についても適切に行っていただきたい。明石市の子どもたちのために協議、審議してい

ただきたい。 

 ○各教科調査員より報告 

 ○協議 

 

議事 

 ○報告 

（１）算数 

❒東京書籍 

・巻末に発展的な問題を入れている。 

・数学的活動において、図と式を用いて効果的な説明がなされている。 

・繰り下がりのあるひき算等、児童のつまずきが予想される内容については、吹き出しで示すといっ

た意識を向けさせる工夫がなされている。視覚的にとらえやすい工夫がなされている。 

・単元の導入場面が工夫されていて、児童の興味関心を高めるものとなっている。 

・プログラミング学習についての手順がよりていねいだとよかった。 

❒大日本図書 



・1年生から 6年生まですべての学年で年間１冊となっている 

・数学的活動においては、3 種の考えを図と式で説明し、良い点や似ているところについて話し合う

という展開になっている。 

・全学年 1冊にまとめていることから他社と比べて総ページ数において 100ページ以上少なくなって

いる。すべての内容をしっかり取り扱ってはいるが、他社と比べると分量的には少し乏しい。 

❒学校図書 

・巻末に発展的な問題を入れている。 

・数学的活動においては、調べる、話し合う、説明する、確かめる、深める、の 5段階で、2種類の

方法を説明している。 

・6年生においては「算数で見つけた考え方」「中学校へのかけ橋」が掲載された別冊もある。 

・9つの数学的な見方・考え方が少し使いづらい。 

・教科書のサイズについて、AB 判の場合紙面が大きくとれるメリットはあるが、子どもが扱ううえ

で他の教科書とのサイズが違うことやランドセルに入れること等を踏まえると一長一短がある 

・ブロック操作の記載の点で児童の混乱を招くことが想定される。 

・「生活にいかす」という、算数と生活とをつなげる内容が盛り込まれている。 

・「資料の島」のページにはキャラクターが多く登場し、内容に意識が向きにくいと思われる。 

❒教育出版 

・巻末に発展的な問題を入れている。 

・数学的活動においては、解法が少なく取り扱いが不十分と思われる内容が見られた。 

・ブロック操作の記載の点で児童の混乱を招くことが想定される。 

❒啓林館 

・巻末に発展的な問題を入れている 

・数学的活動においては、活動を見通し、いくつかの解法を図と式で説明している。また、□にあた

る数を書き込む活動では、筋道立てた思考を促している。めあてとまとめも明確である。 

・測定器等の写真は見やすく、具体的に操作がわかる工夫が見られる。また、単元の導入場面にも工

夫されており、教科書の付録も学習に対応している。 

❒日本文教出版 

・巻末に発展的な問題を入れている 

・ややめあての表現が薄い。また、写真が若干見づらい 

 

○意見・質問 

・種目別観点（３）数学的活動について、日本文教の「△」の評価についてはどうするか。 

⇒減点という解釈には及ばない、△は削除する。 

・上下巻に分かれている発行社と分かれていない発行社の評価についてもう一度聞きたい。いわゆる

「置き勉」の問題とも関連がある。 

⇒５年生、もしくは６年生で１冊にしている発行社が多いが、大日本図書については全学年１冊にな

っている。１冊になったことで結果的に 100ページくらい少なくなっていることになる。内容的に不

十分な印象を受ける。置き勉については、教科書の扱い方が児童によって異なる。低学年の児童にお

いては、１年間同じ教科書を使い続けると傷みがひどい児童も多くなるのではないかと考えている。

以上、内容の量のことと教科書の児童の取り扱い方について考えた結果、報告書のような評価をした。 

・上下巻に分かれている場合、だいたい１学期で上巻を終えるのか。 



⇒上下巻になっている場合、内容の分量もだいたい半分になっている。２学期の真ん中あたりで上巻

が終わり、下巻になる。上巻が終わると、復習で用いることはあっても授業では下巻だけを用いる。

日常的に上下巻の両方を持ってくることはない。 

 

○協議 

（会長）種目別観点（３）日本文教出版の「△」は削除してよいか。 

（委員）見開きの部分に説明がされているので、減点とはしなくてはよいのではないか。 

（会長）「△」は不要という判断でよいか。 

（委員）全員賛成⇒種目別観点（３）日本文教出版の「△」は削除 

 

（２）理科 

❒東京書籍 

・大判の教科書で、問題をつかみ予想し、検証し考察、まとめという主体的な学びの展開に配慮され

ている。また、「たしかめよう」という問題を配置し、学習の定着を図っている。さらに、科学的

な追究の流れをゆとりをもって表記し、分かりやすい構成となっている。 

・いつ何を学ぶかを示しており、児童の興味をさらに深めている。 

・雨水の行方と防災についてページが十分に確保されるなど教科の有用性が感じられる工夫が優れて

いる。 

・実験失敗例の記述があり、そこから考察をふくらませることができる。 

・考察についての記述が詳しく、思考の流れがまとめにつながるように意識されている。 

・巻末に人体模型の作製キットがあり、立体的に重なりが理解できるように工夫されている。 

・５年生の天気の単元に注目した場合、春に実施するため、梅雨や台風、夏の暑さ、秋の周期変化な

どが実感しにくい。 

・５年生の人の誕生の単元で、お母さんが赤ちゃんに授乳する写真があり、思春期である５年生児童

にとって少し抵抗感があるという意見があった。 

❒大日本図書 

・５年生の「人の誕生」の教材での父親の存在に注目した。意識的に父親の存在を写真などで取り上

げられている。 

・６年生の 116ページに不適当な個所がある。（文章が途切れている。） 

・５年生の天気の単元に注目した場合、春に実施するため、梅雨や台風、夏の暑さ、秋の周期変化な

どが実感しにくい。 

・結論を長い文章で表記しており、わかりにくい印象を受ける。 

・受粉の実験ではアサガオを教材に取り上げているのが、これは結実の実験には取り扱いが難しいと

いう意見があった。 

❒学校図書 

・言語活動の充実につながる内容が示されている。 

・QRコードで実験器具の使い方動画が見られるようになっている。 

・５年生の「人の誕生」の教材での父親の存在に注目した。意識的に父親の存在を写真などで取り上

げられている。 

・実験と結果が見開きになっている場合があり、実験の際に結果が見えてしまう。 

・６年生の 113ページに明らかな誤りがある。これは出版社に確認済み。（太陽の位置。） 



・QRコードで実験器具の使い方動画が見られるようになっている。 

・５年生の「人の誕生」の単元で、お母さんが赤ちゃんに授乳する写真があり、思春期である５年生

児童にとって少し抵抗感があるという意見があった。 

❒教育出版 

・考察、結論を詳しくていねいに解説している。 

・算数とのつながりを表記し、その活用が意識されている。 

・いつ何を学ぶかを示しており、児童の興味をさらに深めている。 

・５年生の「人の誕生」の教材での父親の存在に注目した。意識的に父親の存在を写真などで取り上

げられている。 

・実験失敗例の記述があり、そこから考察をふくらませることができる。 

・受粉の実験ではアサガオを教材に取り上げているのが、これは結実の実験には取り扱いが難しいと

いう意見があった。 

・５年生の「天気」の単元に注目した場合、春に実施するため、梅雨や台風、夏の暑さ、秋の周期変

化などが実感しにくい。 

・５年生の「人の誕生」の単元で、お母さんが赤ちゃんに授乳する写真があり、少し抵抗感があると

いう意見があった。 

❒啓林館 

・明石を含む兵庫の資料が多い点が優れている。 

・５年生の「生命」の単元で、植物の発芽と成長、メダカの誕生、ヒトの誕生と関連して学習がしや

すい構成になっている 

・算数とのつながりを表記し、その活用が意識されている。 

・つなげようというコーナーで自主的な学習を促すような問いかけがある。 

・５年生の「人の誕生」の教材での父親の存在に注目した。意識的に父親の存在を写真などで取り上

げられている。 

・ＱＲコードを読み取って動画を視聴できるなど教科の有用性が感じられる工夫が優れている。 

・まとめが端的で分かりやすく、キーワードのサイズが大きく表記されている。また実験のページと

結果まとめのページが見開きになっていないので、児童に考えさせる構成になっている。さらに単

元のまとめのノートが例示されており、苦手な児童への支援になっている。 

・実験器具の使い方が、各実験の単元と巻末のどちらにもあり使いやすい。また、QR コードで実験

器具の使い方の動画が見られるようになっている。 

・６年生は月の満ち欠けモデルとプログラミング学習用のシールがついている。 

 

○意見・質問 

・人権的な視点から父親の存在は見られた方がよいのか。 

⇒家庭環境を考えると父親の存在についての是非はあるが、子どもは男女関係なく共に育てていくも

のだと考えた。また、生命誕生の視点から考えると父親の存在は感じられたほうがよいと判断した。 

・人権の視点、ジェンダーの視点や教科書の配色などユニバーサルデザインの視点について調査員会

で話題にあがったことがあれば教えてほしい。 

⇒肌の色については、出ていた。発行社によっては意識されている。配色については、たくさんの色

を使いすぎて、要点がわかりにくくなっているものもある。また、ページ数を減らすために、１ペー

ジの中に内容を詰め込みすぎているため、わかりにくくなっているものもある。配慮を要する児童に



は特に好ましくない。啓林館はその分、大きくなっているが、ゆったりとしているため情報量を詰め

込みすぎている印象は受けない。しかし、実験などをする際には机上のスペースの問題がある。 

・啓林館の別冊についてはどうか。 

⇒特別に意見は出ていないが、使いやすい印象はもっている。 

・QRコードがついているが、活用可能なのか。 

⇒授業の中では現実的に、施設面ですべての場面で活用することは難しい。 

 

○協議 

（会長）○などの修正の意見はないか。 

（委員）不備があった部分は採択された場合は訂正されるのか。 

（会長）されるだろう。 

（委員）されるのであれば、訂正部分があることについては評価する必要はないのか。 

（会長）訂正はされる。 

（会長）お父さんが出てくる、こないについて 

（委員）ごく一部の児童にとっては、父親と母親がそろっている環境がしんどいと思うこともあるの

ではないか。 

（会長）確かに実際には多様な家庭がある。 

（委員）教科書の中で父親の出てくる場面を見ると、一定の配慮はしているように見える。生物学的

に考えた側面が強いと見てよいのではないか。 

（会長）○印の修正はしなくてよいか。 

（委員）全員賛成 

 

（３）家庭 

❒東京書籍 

・学習内容に関連して環境に配慮すべき点を「環境マーク」で表している。 

・145ページ、Ａ４サイズで、346ｇ 

・独自に開発したユニバーサルデザイン教科書体を採用している。 

・文章の説明が多い。写真による調理の手順では、シンプルでわかりやすいレイアウトとなっており、

教科書通りに進めることで実習が行いやすいと考えられる。 

・基本的な内容がわかりやすく、教科書にそって指導を行うことで、学習を進めやすい。 

・Ａ４版でサイズが大きく、写真や資料が豊富だが、コラムやマークの種類が多いことがかえって情

報の取捨選択という点で難しい面もある。 

・問題提起１ページ、連続してその後の読み物教材の２つで全学年構成されている。読み物教材は身

近な事例が多く、自分の生活に置き換えて考えやすい構成となっています。さらに、「いじめのな

いせかいへ」という項を起こし、いじめをなくすためには、「気もちを伝え話し合うことや、行動

を起こすこと」が大切であることが柱となっている。 

❒開隆堂 

・環境マークやキャラクターの吹き出しに加え、「物の使い方を工夫しよう」、「持続可能な社会を生き

る」の２つの題材を配置する等、より多くの内容を取り上げていると考えた。 

・Ａ４サイズより縦が４ｃｍ短いＡＢ版の大きさで、重量は 310ｇ 

・東書に比べて、指導項目が細かく分かれており、題材の入れ替えがしやすい構成になっている。 



・「チャレンジコーナー」がおおよそ２単元ごとに配置されて、具体的に取組みやすい内容となってい

る。 

・「学んだことを生かしたおかず」などに発展例がわかりやすく掲載されている。実際に取り組みやす

い掲載のされ方が多い。 

・従来どおりのＡＢ版であるが、写真や資料の大きさに変化があるとともに、実習等の中心となる活

動はバックの色をピンクや緑にして、重要なところに目が向きやすいレイアウトになっている。 

・ページの下部には「一口メモ」として発展的な内容を扱っている。 

・「なぜ・・・」から単元が始まるように、児童に考えさせたり、発展的な内容を意識させたりする色

合いが濃く、指導者の工夫が加えやすいというそれぞれの特徴がある。 

 

○意見・質問 

・開隆堂のQRコードは実際に使いやすいものであったか。 

⇒確認はしていない。実際には機器が十分に整備されない以上、活用は難しい。 

・大きさは開隆堂は小さい。東京書籍は大きくページ数は多い。東京書籍の方が情報量が多いといっ

た情報量の違いについては、意見は出たのか。 

⇒東京書籍は文章量が多い。しかし、ポイントには開隆堂の方が目を向けやすい。さまざまな用具を

利用する際、東京書籍はスペースを要するため、扱いづらさもあるだろうという意見も出た。 

・開隆堂には「家庭科学習の進め方」がある。成長に伴って示されている。この部分の比較は話題に

あがったか。明石市が推進している特別支援教育における個別の支援計画関連するのではないか。 

⇒特に出ていない。東京書籍は順番に沿って行けば進んでいけば、一定の指導はできる。開隆堂はス

パイラルな図になっているため、発展的な学習には適している印象である。 

・最近外国から来る児童がいるが、開隆堂は英語を用いられている。 

⇒開隆堂は新学習指導要領を意識していると思われる。伝統的な行事についても開隆堂の方が若干記

載が多い。日本文化、伝統文化についても幅広く扱っている。 

 

○協議 

（会長）調査員会の報告通りで良いか。 

（委員）全員賛成 

 

（４）音楽 

❒教育出版 

・「まなびナビ」により、学びのプロセスを示し、児童が見通しを持って、主体的に学習が進められる

ように工夫されている。 

・めあてを達成するための具体的な方法や留意点が示され、児童が進んで学ぼうとする態度を教師が

指導・支援しやすくなっている。 

・阪神淡路大震災や東日本大震災後の復興に向けての音楽を通した取組の紹介を、４０，４１ページ

に見開きで心を伝える心をつなぐということで、兵庫県のスーパーキッズオーケストラなどのこと

が取り上げられている。 

・見開き 2ページにわたり写真をのせ、次に楽譜を載せている構成になっている。楽譜を 1ページに

まとめてあり、学習のページと分かれており、いっそう見やすくなっている。 

・取り扱っている楽曲については、アニメ、映画音楽、ジャズなどバラエティ豊かな選曲になってい



る。 

・対話的な学びから言語活動を深めるという点において、児童や教師が工夫できる要素が多くあった。 

❒教育芸術社 

・絵により、児童の活動がわかりやすく示されている。 

・「日本の音楽でつながろう」と明確なねらいで単元が構成され、「日本の音楽について指導した」と

一貫性を意識できる。また、低学年については、曲の取り扱いが多く、学級担任にとって指導しや

すいのも特徴である。 

・阪神淡路大震災がきっかけで生まれた「しあわせ運べるように」が復興と希望の歌として取り上げ

られている。６２ページの「みんなで楽しく」にＮＨＫ紅白歌合戦でも歌われた「あすという日が」

が載っている。また、２年生の５８ページの家族愛、７ページの手話のように、道徳教育や人権教

育に配慮する紙面構成になっている。 

・児童が聞き覚えのある親しみやすい選曲になっている。 

・親しみやすい音楽が多く取り上げられている。 

・子どものキャラクターによる吹き出しで手立てや子どもたちが発言の例が示されている。 

 

○意見・質問 

・教育芸術社についてQRコードがついているが、このことについての意見は出たか。 

⇒示されている箇所は異なるが、２社とも ICTを利用できる工夫はされており、情報量は同程度であ

る。 

・高学年の教科書でリコーダーの指の位置が載っているが、教育出版には指の種類の掲載があるが、

教育芸術社には指の種類までは書かれていないが、その点についてはどちらが望ましいか。 

⇒ある方がわかりやすい。教育出版の方が見やすい。 

 

○協議  

（会長）調査員会から上がってきた報告の通りでよいか。 

（委員）全員賛成 

 

（５）道徳 

❒東京書籍 

・紙芝居風の絵と吹き出しを中心とした構成が低学年児童にとってわかりやすい。 

・日常に立ち返り、主人公と同じような経験を思い出したり、今後のよりよい在り方について考えた

りするための発問が用意されている。 

・今日的な課題に対応した教材が取り扱われている。 

・170 ページ、330 グラムを超えている。児童が他の教科書と一緒にランドセルに入れて登下校する

うえでの重さを考慮すると負担が増すのではないか。 

・身近な内容で日常生活と重ねながら道徳的価値について考えることができる工夫が見られるが、国

語の読み取りに近く、価値判断に迫りにくいものもある。 

❒学校図書 

・人権や情報モラル、差別的な問題も取り入れており、多くの観点からいじめをなくすための教材が

選ばれている。 

・全学年で「情報モラル」に関する読み物教材が扱われている。 



・別冊があるが、机上整理ができにくい低・中学年児童にとって負担感や戸惑いを生じさせることに

なりかねない。 

・170 ページ、330 グラムを超えている。児童が他の教科書と一緒にランドセルに入れて登下校する

うえでの重さを考慮すると負担が増すのではないか。 

・ノートを使う以上、示された発問に限定されるため、教師も発問を工夫することが困難であると考

える。 

❒教育出版 

・紙芝居風の絵と吹き出しを中心とした構成となっており、かつ立体的な絵で見やすく、文字も大き

く読みやすい構成となっており、低学年の児童にとっても内容を理解しやすくなっている。 

・内容の理解を助けるイラストや写真が効果的に使われており、考え、議論するうえでの手立てにも

なる工夫が見られる。 

・日常に立ち返り、主人公と同じような経験を思い出したり、今後のよりよい在り方について考えた

りするための発問が用意されている。 

・モラルスキルトレーニングの項を設けている。絵から考えさせ、理解を促す工夫が見られる。実際

にトレーニングをすることで実生活に生きることが考えられる。 

・学習を深めるための補充教材として各学年 4～6教材、巻末に掲載されている。 

・唯一カラーユニバーサルデザイン機構の認証を受けている。 

・１年から「いじめ」という言葉がでているほか、身近な事例を取り上げた教材が多く、自分のこと

として考えやすい工夫がされている。高学年になるにつれて教材の続きを考え合うことでいじめ問

題を考えるものになり、その後の展開を考えることにより主体的な学びが充実する構成にもなって

いる。情報モラルと関連する教材もある。 

・「自分だったらどうする？」という問いかけから多様な価値観に触れ、よりよい方向について考える

ような工夫や自分のこととして考えるための手立てが工夫されている。 

・全学年で、発達段階を考慮した内容を段階的に取り扱っている。低学年では、他者と良好な人間関

係を築いていくためのスキルトレーニングを取り入れ、１年で言葉の重要性、２年で電話番号を聞

き出そうとする電話への対応がある。中学年より、ゲーム依存・個人情報の取扱い・メールによる

人権侵害・著作権・肖像権・ネットいじめなど、情報社会に潜む問題点について教材を通じて考え

られるような工夫がみられる。 

・スポーツ選手、漫画家、政治、産業、医療等様々なジャンルから取り上げられており、児童にとっ

てなじみ深い人物も多く扱われている。 

❒光村図書出版 

・１つの教材にも様々な場面設定があり，価値を一般化しやすくしている。「考え議論する道徳」に適

していると考えられる。 

・光村図書は低学年にも分かりやすい歴史上の人物を採用している。 

・教材の中に情報の要素が入っていない。 

・170 ページ、330 グラムを超えている。児童が他の教科書と一緒にランドセルに入れて登下校する

うえでの重さを考慮すると負担が増すのではないか。 

❒日本文教出版 

・日常に立ち返り、主人公と同じような経験を思い出したり、今後のよりよい在り方について考えた

りするための発問が用意されている。 

・学校で起こりうる課題を解決する方法を考える教材が多く、いじめに対して直接的なものがある。 



・情報手段である言葉の重要性、個人情報の取り扱い、メールによる人権侵害、携帯・スマホ依

存などを段階的に取り扱っている。さらに、生活とつなげやすい工夫がされている。 

・別冊があるが、机上整理ができにくい低・中学年児童にとって負担感や戸惑いを生じさせることに

なりかねない。 

・道徳ノートの各ページが内容項目ごとに設けられているが、同一内容項目で複数の読み物教材を扱

った場合、ノートの活用が難しい。 

・170 ページ、330 グラムを超えている。児童が他の教科書と一緒にランドセルに入れて登下校する

うえでの重さを考慮すると負担が増すのではないか。 

❒光文書院 

・教材で学習した後に、スキル面に焦点を当てた項もあるため、教材と日常を結び付ける仕組みがあ

る。 

・紙芝居風の絵と吹き出しを中心とした構成が低学年児童にとってわかりやすい。しかし、箇所によ

っては絵と文が重なり合い、ごちゃごちゃしている印象を受ける。 

・170 ページ、330 グラムを超えている。児童が他の教科書と一緒にランドセルに入れて登下校する

うえでの重さを考慮すると負担が増すのではないか。 

・取り扱う内容がインターネットに偏っている。また、低学年でネットマナーについて取り上げてい

るが、発達段階に合っていない。 

❒学研教育みらい 

・紙芝居風の絵と吹き出しを中心とした構成が低学年児童にとってわかりやすい。 

・テーマごとに連続して配列する等の工夫が見られる。 

・学習を深めるため、「深めよう」「やってみよう」「広げよう」「つなげよう」というページが読み物

教材の後に設けられており、発展的な学習につながると考える。 

・スポーツ選手、漫画家、政治、産業、医療等様々なジャンルから取り上げられており、児童にとっ

てなじみ深い人物も多く扱われている。 

・国際理解や情報モラルなど様々な内容項目でいじめに関する教材があり、いじめを多面的な視点で

考えることができる、などプラス面も見られたが、同時に学習の難易度が高いというマイナス面も

見られる。 

・情報通信機器をどのように扱うことが健全であるのかを考えさせる構成になっているが、パソコン・

スマホ中心で発達段階を十分考慮しているとは言いがたく、情報モラルに関する内容が少ない。 

・170 ページ、330 グラムを超えている。児童が他の教科書と一緒にランドセルに入れて登下校する

うえでの重さを考慮すると負担が増すのではないか。 

❒廣済堂あかつき 

・テーマごとに連続して配列する等の工夫が見られる。 

・発達段階に応じて、全学年で情報モラルに関する教材がある。インターネットやメールを使うとき

のマナーが、段階的にまとめられているほか、低学年は掲示板や学級新聞など身近な情報について

取り上げている。中学年では、個人情報流出や著作権違反などの問題をとりあげて、良きインター

ネットの使用者になることをめざしている。高学年では、さらに、情報社会に生きる上での「自由

と責任」についてじっくりと考えられる教材を掲載している。 

・別冊があるが、机上整理ができにくい低・中学年児童にとって負担感や戸惑いを生じさせることに

なりかねない。 

・道徳ノートの各ページが内容項目ごとに設けられているが、同一内容項目で複数の読み物教材を扱



った場合、ノートの活用が難しい。 

・170 ページ、330 グラムを超えている。児童が他の教科書と一緒にランドセルに入れて登下校する

うえでの重さを考慮すると負担が増すのではないか。 

・別冊道徳ノートについて、すべての学年で罫線と枠囲みにより字数制限されていることから、自由

な意見を記述することができにくいのではないかと思われる。 

 

○意見・質問 

・光文書院 1年生の題材について、スマホが早すぎるという話があったが、低学年の時期から教育し

たほうがよいと言われる声もある。そのような実態を踏まえると、早すぎるということはないので

はないか。 

⇒44、45ページ、早ければ早いほどよいということも一理あるが、使い方、できることが示されてい

る。また、クイズ形式で示されている。この部分を担任が理解して具体化して扱えればよいのだが、

具体的なところで不十分さがある。 

・教育出版で、考えよう、深めようでは、例えば、８６ページの「稲むらの火」、これを中心に学習を

進めるということでよいか。 

 

○協議 

（会長）文章記述の部分で手直しは必要だが、評価については原案通りでよいか。 

（委員）教育出版の「考えよう、深めよう」の部分について、国語的な印象を受ける。道徳は答えが

多様にあるものである。例えば教育出版 2 年生１１０ページ、「どうして～を与えたのだろ

う。」等の問いが見られる。これは国語の読み取りによってしまう印象を受ける。発問とし

て使うならば、子どもたちは、単に答えとして正しいことを言ってしまうことが危惧される。

他の発行者は教育出版はそこが目立つ印象を受ける。 

（会長）教育出版の２年生の他の部分は「考えましょう」となっているが。 

（委員）気持ちを問うている。その方が授業展開しやすいのであればこれでよいと思うのだが…。道

徳の教科性を考えて、より考えあえる方がよいのではないか。 

（委員）おそらく教育出版はていねいだと思う。少し踏み込んでわかりやすくしているのだろう。 

（会長）意見は出たが、原案通りでよいか。 

（委員）全員賛成 

 

（６）図画工作 

❒開隆堂 

・全ページについてQRコードがある。先進的な取り組みである。 

・関連する教科が示されている。 

・鑑賞の内容が充実している。 

・資料としては開隆堂が適している。 

・作品の完成を提示しているが、低学年の児童にとってはこれが意識されすぎてしまう。 

・教科書に掲載されている材料をそろえようと思うと、費用がかかる。 

❒日本文教出版 

・制作の過程、他者との対話、相互評価に重点が置かれている。 

・材料は日常の生活の中にあるものが示されている多面、そろえることが容易である。 



・上下巻ごとにテーマを設定してあり、テーマに沿った作品づくを示してあることは共通観点（４）

についてはアドバンテージにあたる。 

・授業全体を通して使うなら日本文教出版 

・別冊の道徳ノートについて、道徳ノートに発問に対する考えを書くようになっている。低学年はマ

ス目、中・高学年は罫線で、それぞれ字数制限されていることから、自由な意見を記述することが

できにくいのではないかと思われる。 

○意見・質問 

・実際に図画工作は教科書通りに進める内容はどれくらいあるのか。教科書にないテーマでつくるこ

ともあると思う。そう考えると結果より過程が掲載されている方が望ましいと思う。教科書の内容

に基づいて作ったりするのか。 

⇒専科が２７校入っているが、専科が担当するのは３年生以上の学年になる。１、２年生の授業は担

任が授業する。１，２年生は特に教科書は活用する比重が高い。今回１・２年生の教科書を特にし

っかりと調査した。 

・資料的な要素が強い開隆堂と、実際に進めていくことに適している日本文教出版という報告があっ

たが、資料としての要素はなくても補完できるということか。最後のページにある学びの資料につ

いての比較はしたか。 

⇒補完できる。３・４年生の下巻にのこぎりの写真が提示されている。このような写真に女子が使わ

れているのは今回が初めて。５・６年生については、開隆堂の下巻の５１ページについてはこのま

ま使えるくらい質が高いと判断している。その部分については同程度と判断できる。 

 

○協議 

（会長）調査員会の報告通りで良いか。 

（委員）全員賛成 

 

（７）社会 

❒東京書籍 

・一つの大単元で明石市を取り上げている。 

・全学年で兵庫の環境について取り上げている。 

・効果的な写真を掲載している。 

・やや分量が少ない単元がある。 

❒教育出版 

・「次につなげよう」で、次時の学習に興味・関心をもたせ、意欲を高められる工夫がされている。他

社にはない。 

・町しらべの計画段階から詳しく取り上げている。若手教員にとって扱いやすい。 

・単元ごとの分量の差が少なく均等である。 

・模擬投票が掲載されている。他社にはない。 

・明石の食文化について掲載されている。いかなご等２例に減ったが、掲載は継続されている。 

❒日本文教出版 

・町しらべの計画段階から詳しく取り上げている。若手教員にとって扱いやすい。 

・やや分量が少ない単元がある。 

・リサイクル学習の資料において「４Ｒ」について扱っている。他社は「３Ｒ」となっている。 



・情報社会の問題について、昨今の子どもが陥りやすい問題、インターネット上での諸問題について

２ページに渡って詳しく掲載されている。 

・全学年で兵庫の環境について取り上げている。 

・効果的な写真やグラフ等の資料を掲載している。 

 

地図 

❒東京書籍 

・それぞれの地名の前にチェック欄が設けられている。 

・歴史学習を進めていくうえでの世界の国々とのつながりが充実している。 

・赤い文字の国名の下に英語表記が併記されている。 

・マザーテレサ等偉人のイラストが配置されている。 

・文字情報を詰め込みすぎで見づらい。 

❒帝国書院 

・「地図マスターへの道」のコーナーによって主体的な学習を促すものになっている。 

・京阪神のページが１ページ分多い。どの地方も１ページ分多く充実している。 

・文字が見やすい 

 

○意見・質問 

・東京書籍は５・６年生は２冊に分かれている。他の発行社と比べると政治・国際が少ないように思

えるが、いかがか。 

⇒特に東京書籍の政治・国際について少なすぎるということはない。 

・流れが今までと大きく変わっている。分かれていない方は政治・国際から始まっている。東京書籍

は２冊に分かれているが、教師の裁量でどちらから学習を進めてもよいのか。 

⇒東京書籍以外の２社については、道筋に沿って進めていく。まず政治・国際から始める。東京書籍

の方は重量を配慮したうえで分冊にしている。東京書籍は４月に両方配布される。東京書籍も政

治・国際から始めるようになっている。また、学校に置いていてもよい例が多いので重量について

は、１冊でも子どもの負担にはならないだろう。 

・６年生については東京書籍以外の２社については、政治から始めなさいとなっているが、広島の平

和学習について、全く歴史や戦争の学習をせずに広島に行くことになるのか。 

⇒東京書籍は４月に両方配布される。東京書籍も政治・国際から始めるようになっている。社会科の

学習として捉えるのではなく、総合的な学習の時間で扱うなど、工夫が必要である。 

・種目別観点（４）６年生の模擬投票が政治への参加の意識を高めているので教育出版に「〇」が入

ったという説明があったが、東京書籍では名古屋子ども市議会が掲載されている。この辺りの比較

はどうか。 

⇒投票率が低いという社会的な課題もあるので、模擬投票を扱うことに視点を当てることに価値があ

るのではないかと判断した。議会も重要だが、年齢別投票率の低さもあって参政の意識を高めるた

めの手立てとして模擬投票が適切だと判断した。 

 

○協議 

（会長）調査員会の報告通りで良いか。 

（委員）全員賛成  


