
２０１９年度 第２回 教科用図書明石地区選定委員会（２日目）議事録 

＜書写、保健、生活、国語、外国語＞ 

 

                日時 令和元年７月２５日（金）１０：００～１６：００ 

                場所 明石市役所分庁舎４階 教育委員会室 

 

出席者 

 長瀬会長 神足委員 後藤委員 小林委員 佐伯委員 東川委員 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 千原指導主事 

（報告者） 

 書写・・・・・・・・・ 杉田 和代   調査員 

 保健・・・・・・・・・ 西原 直人   調査員 

 生活・・・・・・・・・ 藤田 靖    調査員 

 国語・・・・・・・・・ 山田 祥千子  調査員 

 外国語・・・・・・・・ 阪口 勝利   調査員 

 

内容 

 ○全体進行 北迫係長 

 ○議事進行 長瀬会長 

 ○各教科調査員より報告 

 ○協議 

 

議事 

（１）書写 

❒東京書籍 

・文字が多すぎる部分があり、学年に応じた文字量を考えていく必要があると感じた。特に書写は、

書写の時間だけでなく、他の時間においてもその学んだことを活かしてほしいという思いがある。 

 

❒学校図書 

・毛筆⇒硬筆の流れをとっていないものが多かった。書き込みを多くしている。教科書としての分量

としては少ない。 

・学習帳のイメージがあり、キャラクターもたくさんでてくる。教科書で落ち着いて勉強するために

は、シンプルさが重要と考えた。 

 

❒教育出版 

・めあてとふりかえりが分かりやすく示されている。また、ふり返りを３段階で自己評価させること

は、教師や子どもにとって重要である。また、毛筆で書いたあとに硬筆を書くという順序が出来上

がっている。 

・かるたには子午線あかしが取り上げられ、天文科学館が取り上げられている。 

・１ページの扉のところに、楽しく毛筆を学べるように工夫して作られている。中央にいる男の子と



女の子が対話しながら学んでいる様子を表しており、ともに学ぶという視点を重視した。 

・暑中見舞いのころにタイミングよく葉書を書くという教材が取り扱われているので普段の生活に活

かしやすい。 

 

❒光村図書 

・紙面の構成がシンプルなので、教材や資料の取り扱いはいいと思った。 

 

❒日本文教出版 

・教科書の後ろに生活に広げていくページが固められている。 

・キャラクターは、そんなに目立たないキャラクターになっている。上手にキャラクターを起用して

いる。 

 

意見・質問 

（会長） ご意見・ご質問はありませんか。 

（委員） 低学年・高学年での比較で特徴はなかったか？ 

   ⇒ ５年生教材の「道」で比べてみた。ポイントが分かり、児童がめあてを考えて活動しやす

いというところを確認した。 

（会長） なぜ、「道」をとりあげられたのか。 

⇒ 「しんにょう」と「首」の位置関係が難しい字。文字の形の取り方を教えるときに代表的

な字。書きにくい「しんにょう」を教えるときに使う字。 

  委員 字が上手なだけではだめ。文字の歴史も知ることが大切。歴史的な部分が掲載されている

教科書とそうでない教科書があるが、それは必要か。 

⇒ 中学校への橋渡しとして、行書を扱っているものがあった。それ以外では６年生の歴史で

かなの歴史も習う。そのような内容を学び、中学校に進んでいく。 

  委員 手紙の書き方が掲載されている教科書があったことがよかった。 

   ⇒ 明石市では、硬筆展を行っている。はがきの書き方、手紙の書き方が５、６年生の硬筆展

のお題になる。それを学ぶことで、葉書や手紙を送ることの良さも伝えていきたい。 

 

○協 議 

 （委員） 障害者の目線からいうとＵＤ（ユニバーサルデザイン）フォントが使用されているのは、

東京書籍と教育出版と光村図書である。ＣＵＤ（カラーユニバーサルデザイン）につい

ては、教育出版が認証をとっている。 

 

（会長） 調査委員会の報告通りでよろしいか。 

（委員） 全員賛成。 

   

 

（２）保健 

❒東京書籍 

・他教科とのつながりがわかる記載が各単元のはじめにある。 

・教科書に記述させるところが多い。 



・次の授業でどのような学習をするか、見通しをもたせる記述がある。 

・全てのページで資料からわかることを発見させる構成になっており、学習意欲を引き出そうとして

いる。 

・全ての学習で、導入として右側のページに「気づく・見つける」ための資料があり、ページをめく

ると、学習内容を「調べる・解決する」「深める・伝える」という構成になっている。 

・ページ数が多い分、資料や写真が豊富である。また、文字や資料、記述欄が全体的に大きくて見や

すい。 

・毎時間の最後のページに資料が掲載されており、意欲を引き出す内容が多い。また、写真が大きく

てわかりやすい。 

・パラリンピックで活躍した選手が掲載されている。 

・ユニバーサルデザインについての記載がある。 

・1 歳ごろの赤ちゃんの手形やくつの大きさと今の自分を比較するなど、資料を見て活動したいと思

える教材がある。 

・学習者の記述スペースが大きく、書きやすい。 

・写真やイラストが大きく分かりやすい構成になっている。 

 

❒大日本図書 

・上地結衣選手（明石市出身・車いすテニス）を取り上げている。 

・他教科や他学年とのつながりについて、記載がある。 

・「話し合ってみよう」「やってみよう」という構成になっており、主体的に学習することができる。 

・導入部分でキャラクター探しがあり、学習場面とつながるようにしている。 

・各単元の終わりにまとめのページや生活につなげるために記述する欄がある。 

・資料が少ない分、文章表記の量がやや多い。 

・「活用して深めよう」という活動につながる発問のような記述がある。 

・パラリンピックで活躍した選手について掲載されている。 

・ユニバーサルデザインについての記載がある。 

・毎時間の終わりに、「活用して深めよう」で記述することで実践的な理解につながるところもある。 

・全体的に資料が少ないので、実践意欲が湧きにくい。 

・自分の身長の伸びをグラフ化する際、巻末のシールを使用することができるようになっており、児

童にも取り組みやすいものとなっている。 

・文字が大きく、文章も読みやすい。 

 

❒文教社 

・「話し合ってみよう」「調べてみよう」「ふり返ってみよう」「考えてみよう」が混在しており、学習

活動の流れがつかみにくい。 

・記述箇所の多すぎるところがあり、意欲的に取り組めない児童もいると考えられる。 

・本文と資料の説明の見分けがつきにくいページが多いため、指導しにくいと考える。 

・発展的な内容が学習活動に組み込まれているため、難しく感じる児童もいると考える。 

・表紙の写真から男女が仲良くしている様子が伝わってくる。 

・生まれた性別と、心の性別が一致しないことへの悩みについての記述がある。 

・写真のみの記載であるため、どのように実践すればよいのかが明確でないところがある。 



・「新しい自分にレベルアップ」を記述することで、自分事に置き換えて実践させようとしている。 

・写真からの訴えがきつく感じる部分がある。 

・内容が高度なものが多く、発達段階に適していない。 

・折れ線グラフの読み取りが難しいと思われる。 

 

❒光文書院 

・辻沙絵選手（パラ陸上選手）、阿部一二三選手（神戸市出身柔道日本代表）、上地結衣選手（明石市

出身・車いすテニス）を取り上げている。 

・他教科や他学年とのつながりについて、記載がある。（各ページ下部） 

・学習展開が明確であり、主体的に学習することができると考える。「はじめに」「考えよう」など 

・単元の最初に、４コマ漫画があり、児童の興味関心を引き出している。 

・保健を学ぶ意義についての記載があり、主体的に学ばせようとしている。 

・内容が丁寧で使いやすいが、文章による説明がやや多い。 

・発展内容が適度に記載されており、内容もわかりやすい。 

・生まれた性別と、心の性別が一致しないことへの悩みについての記述がある。 

・パラリンピックで活躍した選手について記載されている。 

・イラストの中に、車いすの子どもや外国人と思われる子ども、高齢者が自然に描かれている。 

・現代の児童の実態に合った内容があり、実践的に理解しやすいと思われる。 

・資料の説明が具体的で他社よりもわかりやすい。 

・資料が見やすくわかりやすい。 

 

❒学研 

・パラリンピックボッチャの日本代表選手、大蔵海岸でアンプティサッカーをしている選手、車いす

ラグビーの日本代表選手が掲載されている。 

・他教科や他学年とのつながりについての記載がある。 

・どのページも授業の展開がはっきり分かる構成になっており、主体的に学習することができると考

える。 

・単元の終わりに、自分の生活をふり返る部分があり、学んだことを生活に結びつけることができる

と考える。 

・本文や資料が読みやすく、指導しやすいと考える。 

・「もっと知りたい・調べたい」のページが随所にあり、内容も豊富である。丁寧な記述で、意欲を引

き出す内容になっている。 

・いじめについての記述がある。 

・体の不自由な方が活躍している写真や記述がある。 

・表紙のイラストに体の不自由な人が自然に描かれている。 

・発展的内容が多いので、教師が必要に応じて取り上げて指導することができる。 

 

○意見・質問 

（委員）ＱＲコードがついている発行社の比較はされたか。 

⇒複数の教科書会社はついていたが、文教出版はQRコードがついていなかった。 

 



（委員）文教社の（１）写真のみの記載であるためどう実践すればよいのかが明確ではないと書いて 

あるが、○になっているのはなぜか 

⇒自分ごとに置き換えて実践させようとしているという部分を重視したので、○をつけている。 

 

（委員）全体を見てよさの方を先に書くなど書きぶりを変えた方がいい。 

 

○協議 

（会長）文教社の書き方のところは、順番を変えてもらうということでお願いする。 

（委員）全員賛成。 

 

 

（３）生活 

❒東京書籍 

・低学年児童の気づきの質を高める工夫が見られた。「もっとできること」として、児童のつぶやきの

例が示されている。 

・ワークシートや観察カードの例や書く際のポイントが示されており、児童にとって具体的な取組が

捉えやすくなっている。 

・教師の声かけや板書例が多く示されており、児童にとって授業展開をイメージしやすいように構成

されている。 

・教科書としてのサイズが大きく、持ち運びや机上で見開いた時の手狭さが気になった。 

・植物の成長を見比べやすく工夫するとともに、観察時の五感を大切にしている内容が見られた。 

・１ページごとにめくると、種から芽、花、そして種と植物の成長が分かりやすく示されている。 

・公園を使う様々な人々の様子や約束事が分かりやすく表現されている。 

 

❒大日本図書 

・随所に見開きの大きな写真を掲載し、単元の導入時の見通しと意欲を引き出す工夫が見られた。 

・「家族はなかよし」の単元名や家族像を固定化する写真が見られた。 

・写真とつぶやきは、見る・さわる・におう等の五感をつかって季節を感じようとする意欲を高めて

いる。 

・まわりの人へ感謝する内容が分かりやすく示されている。 

 

❒学校図書 

・ワークシートや観察カードの例や書く際のポイントが示されており、児童にとって具体的な取組が

捉えやすくなっている。 

・公園等の公共施設を多く取り上げたり、活動の様子が多種多様な写真で掲載されたりしている。 

・家庭内外の活動の様子が、写真とイラスト、お手紙によって示され、児童がイメージしやすく工夫

されている。 

 

❒教育出版 

・児童が単元ごとに自分自身をふりかえり、頑張ったことやできるようになったことについて考えら

れるようにしている。 



・自分ができることを増やそうとする意欲を高める内容になっている。 

 

❒光村図書 

・様々な人の姿の「絵」が多く、写真が少ない印象が残った。 

 

❒啓林館 

・児童のつぶやきとともに、気づきの視点を示し、より具体的な地図になっている。 

・地図には、新たに発見したことが増え、１年を通して、自分たちが住むまちの「もの・こと・ひと」

について気づきの量と質を高める工夫が見られた。 

・次時以降への思いや願いが「めくり言葉」に例示されたり、単元の終末に「できるかな できたか

な」として、学びをふりかえる際の基準が分かりやすく示されたりしている。 

・ワークシートや観察カードの例や書く際のポイントが示されており、児童にとって具体的な取組が

捉えやすくなっている。 

・教師の声かけや板書例が多く示されており、児童にとって授業展開をイメージしやすいように構成

されている。 

・児童が単元ごとに自分自身をふりかえり、頑張ったことやできるようになったことについて考えら

れるようになっている。 

・自分や友だち、身近な人に感謝の気持ちを伝えようとする内容になっている。 

 

❒日本文教 

・自分自身の生活につなげる活動を示している。また、「もっと工夫しよう」等、学習をさらに発展さ

せようと促すページを配列している。 

・児童が単元ごとに自分自身をふりかえり、頑張ったことやできるようになったことについて考えら

れるようになっている。 

・自分ができることを増やそうとする意欲を高める内容になっている。 

 

○意見・質問 

（委員）共通観点の（５）のところに○がついていないのはなぜか。 

⇒大きな差がないので○をつけていない。 

（委員）それなら全部○をつけてもいいか。 

⇒差がないのでつけていない。〇印は顕著なところのみをつけている。 

（委員）入ってないと一定水準に達していないと思われるのでつけた方がいいのではないか。 

    ⇒一定の水準には達している。 

（会長）事務的にはどうでしょうか。 

（事務局）選定委員会の協議の中で〇をつけるかどうかを判断してもらう方向でいいかと思う。 

（委員）（５）の表記は分かるが、実際、他の教科と比べて外国籍の子が登場している印象がある。細

か 

い部分で区別をされているのであればお聞かせ願いたい。 

⇒人とのかかわりが大きなポイントだが、光村図書は絵が多い。もう少し写真がほしいとい

う意見もある。大日本図書は、今の家庭の状況、背景を考えると、親子でバーベキューをし

ている写真を使うことについて、家族像を固定化しているという意見がでた。 



（会長）観点（５）について３つの選択肢をとる可能性があるが、よろしいか。一つ目は、○をすべ

てつけない。二つ目は、一定水準をクリアしているということですべて○、三つ目は、大日

本と光村図書など課題の見られた発行社の〇を外すという選択肢がある。 

⇒全員賛成。 

 

（委員）絵やキャラクターの使い方についてはどうか？ 

    ⇒キャラクターを使っているのが教育出版だけであった。低学年の本なので過度にキャラク

ターが出てくるとそちらに目が行ってしまう可能性がある。他社は、ほとんどキャラクタ

ーは使っていない。 

（会長）（５）については、この後協議する。 

 

○協議 

（会長）（５）についてご意見を頂きたい。３つの選択肢のうち、○をつけないという選択肢はとらな

いという方向でよろしいか。あとは、すべて○、気になる部分があるところは外す。どれが

結論としてよろしいか。ご意見を伺いたい。 

（委員）大日本図書に○をつけると違和感。光村図書はどちらでもいい。 

（会長）外すなら両方、つけるなら両方としてよろしいか。 

（委員）全員賛成。 

（委員）生活科は、多文化共生の観点が取り入れられている。写真の中にも外国籍の児童の写真が取

り入れられているものとそうでないものがある。写真でないといけないというわけではない。

自然な形で取り入れていたらいい。 

（会長）光村図書を見てもらえるか。 

（委員）光村図書は、意識はされているがイラストで網羅されているという感がある。 

（委員）光村図書は、シンプルに構成されている。 

（委員）生活は、本物と出会うことが大切。イラスト、写真は観点（３）の効果的な指導にあたる。 

（会長）写真の方が現実感がある。 

（委員）光村図書は、外国人の登場回数が少ない。 

（委員）２社を除いて○を入れるという形でいいか。 

（会長）大日本図書と光村図書以外、○を入れるということでよろしいか。 

（委員）全員賛成。 

 

 

（４）国語 

❒東京書籍 

・小学校最後の単元として、キャリアに対して多様な見方ができるように工夫されている。 

・「言葉の力・覚えているかな」の項目が設定されており、５年生での学びを振り返ることにより、６

年生での学びとの関連性を意識させるものとなっている。 

・考えるサルのマークは、３年時の教科書より課題を示す記号として継続して使用されている。さら

に、学習の手引きの最初には単元を貫く課題掲載があり、児童の意識づけの効果があると思われる。 

・広島に修学旅行に行くにあたって、平和学習に発展的に取り組むことに効果的な資料がある。 

・リズム遊びと言葉で構成されており、楽しんで文字に向き合うことができるようになっている。絵



が見やすく、字の大きさ・分量ともに適切になっている。動作化されていることにより、活動的に

取り組むことができる。また、ページが絵から始まっており、具体的にイメージしたことを言葉に

しやすい工夫がされている。 

・手引きをすべて指導できるかという不安がある。取捨選択が求められるものとなっている。 

・対話の学習を進めるための手立てが示されていると同時に、児童にありがちな上手くいかない例と

課題が示されている。その上で改善策、さらに役割ごとに色分けをした具体的な話し合い方を示す

つくりになっており、取り組みやすくなっている。 

・竹取物語・平家物語・徒然草・奥の細道・枕草子・論語・春暁等を扱い、中学校での学習へのつな

がりが十分に配慮されている。 

 

❒学校図書 

・重松 清氏の作品であり、読み応えのある教材ではあるが、扱われている内容が、冒頭より交通事

故死や一人っ子に対する記述などについて、それぞれの家庭環境への配慮が気遣われるところがあ

る。 

・学習の手引きがシンプルで見やすく、教師・児童にとっても、活用しやすいものとなっている。 

・友だちよりも生き物が好きな少年がいつも仲間はずれであるという設定や鯉の挿絵と最後の二人の

描写等には児童の特性にもう少し配慮があってもいい。 

・司会、提案者の記載はあるが、視覚的に区別しにくくなっている。そのため、話し合いの流れや役

割分担がやや分かりにくく、児童にとって負担があると思われる。 

・たくさんの動物が登場し、柔らかい色使いの絵であるため、児童が穏やかな気持ちで取り組めるよ

うになっている。まだ文字を十分に習得していない子どもたちにとっては見にくく、戸惑いがある

のではないかと思われる。ただ、２年生以降「書く」に取り組みだした際の指導には、多くの工夫

がされている。この段階で、原稿用紙の使い方が丁寧に説明されており、書く活動の指導の機会が

こまめに設定されている。 

 

❒教育出版 

・「伊能忠敬」の伝記については、確かに日本地図を完成させるという偉業を成し遂げた人物ではある。

しかし、５５歳になってからの一念発起する話では小学校最後、中学校へ向かう教材として、また

自分の生き方につなげにくい児童も予想され、ふさわしいとは思えない。 

・学習の手引きに掲載されている対話例が模範的であるため、主体的な学びになりにくい。 

・絵の色使いが優しく、P１～６の絵は連続性があり、最初のページから子どもの気づきをもとに発

話を促すつくりになっていて、導入しやすくなっている。児童にとって、話が作りやすい構成とな

っており、思わず話したくなるような仕掛けがある。 

・関連教材があり必然性は感じるが、情報が多すぎることでかえって処理しにくく、話し合いが焦点

化されにくくなっている。 

 

❒光村図書 

・単元の扉に、前の単元とのつながりや、単元を貫く課題がのせられている。課題を、再度「登場人

物どうしの～」の形で示して、学習の手引きに入る形式となっており、学びやすい。しかし、学習

の手引きで、学習指導要領「考えの形成」にあたる部分を「まとめよう」という言葉で統一してい

るため、書かせる活動が多くなっている。他の単元でも同様の「書く活動」が提示されており、指



導の時数が多くかかると思われる。 

・児童が経験するような遠足の場面の絵から始まっており、そこからメルヘンの世界が広がっている。

鮮やかな色使いとインパクトのある構成の絵となっている。 

・「おもちゃの作り方をせつめいしよう」では、他の物語文とくらべると字が小さくなり、情報量が多

くなっている。 

・児童が話し合いをするにあたって効果的に使用できる質問の種類と使い方が示されている。このよ

うな進めるための具体的な手立てが示されており、子どもが使いたくなるような言葉の手引きが示

されている。 

・竹取物語・平家物語・徒然草・奥の細道・枕草子・論語・春暁等を扱い、中学校での学習へのつな

がりが十分に配慮されている。 

 

○意見・質問 

（委員）平和教材とメディア教材に各社の差はなかったか。 

⇒どの発行者も両方の視点で編集されている。平和については後ろにあるが、必ず扱うという

認識でいる。 

（委員）東京書籍２年には“つかむ”の説明はでてこない。いわゆるめあてとふり返りはでてこない

がその点についてはどうか。 

⇒２年生には活動が書いてある。３年生以降ではよく出てくる。 

（委員）光村図書については、感想を書こうという活動が重点的に取り扱われているが、感想をもっ

てそれを交流して話し合おうというわけではないのか。 

   ⇒まとめて書くという活動に焦点化されている。書かないと話せない部分もあるので、単元終

了後のまとめで書く活動を入れていると考えている。 

 

○協議 

（委員）東京書籍の方が○が多いことから、光村図書から東京書籍になっていくという方向でいいか。 

（事務局）採択するのは教育委員会の判断で決定ということになります。 

（委員）教科書が変わると現場はかなり労力がいる。 

（会長）調査員の判断通りということでよろしいか。 

（委員）全員賛成。合意。 

 

 

（５）外国語 

❒東京書籍 

・日本の伝統文化に関する題材を豊富に取り上げ、日本の良さを世界に発信しようとする児童の育て

ようとしている。 

・外国語の文化や生活を学び、国際社会の一員としてその平和と発展に役立つ態度を養おうとしてい

る。 

・言語活動や題材等が３、４年での外国語活動で学んだことを新しく学習することに関連付け、ゆる

やかに難しくしているため、児童の自己肯定感を高める工夫ができている。また、５年生で学んだ

表現を６年生につなげる工夫もできている。 

・すべて見開き２ページ、４パートで構成されており、児童にとってもまた指導する教師にとっても、



見通しをもって学習できるよう工夫されている。 

・中学年の外国語活動資料で慣れ親しんだ言語材料をスパイラルに取り扱い中学校英語へとつなげて

いる。また、自然な形で中学校での関係代名詞が入る工夫がされている。 

・既習表現を中学校文法へ繋いでいく工夫がされている。何よりPictures Dictionaryが辞書の活用と

して効果的である。 

・３つのUNIT終了後にまとめとしてスピーチをすることが設定されており、４技能５領域の新しい

観点を意識した設定がされている。 

・多言語で表示した標識等が示され、防災教育につなげることができる。 

・さまざま異文化に触れ児童の世界が広がる工夫がされている。 

・５年生では単語のアクセント、６年生では文の強勢位置が取り入れられるなど、段階的に音声と意

味をつなげて理解する工夫がされている。 

・「学び方みつけた」では、中学校文法へつながる語の順番についてこれまで学んだことが分かりやす

く整理されている。 

・教科書の大きさや分厚さも児童にとって適当である。各社が巻末に持ってきているワードリストを

別冊にした結果であり、各ページを見ても、文字の書き込みやすさやカードの貼りやすさを考慮し

た構成となっている。 

 

❒開隆堂 

・開隆堂では児童がなりたい職業、中学校で頑張りたいことの活動があり、主体的に社会の形成に参

画する意識を養おうとしている。 

・「文字に慣れよう」というコーナーを設定しており、児童が音と文字の関係や、文字や文の書き方を

段階的かつ系統的に学習することができるようにしている。 

・「Butterfly Friends」というお話をとりあげ、命の大切さやいじめ・差別のない社会について考え

る機会となっている。また、ロシア語等の他国の文字や「ピクトグラム」を取り上げており、多様

な言語や文化を尊重している。 

 

❒学校図書 

・自分の生きたい国や場所を理由付けて伝え合う活動を通じて、日本を愛するとともに他国を尊重す

る態度を養おうとしている。 

・オリンピック、パラリンピックを扱い、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養おうとしている。 

・学校図書では、指示や説明の日本語も多く児童にとって馴染みにくい。また、その分厚さも児童に

とっては抵抗感を感じる。 

 

❒三省堂 

・HOP→STEP→JUMP という流れで１ユニットを構成し、HOP では学びの見通しを立て、STEP

では聞く、話す、読む、書く、活動を通じて語彙や表現を増やし、JUMPではコミュニケーション

活動で自分のことなどを表現するというように外国語に慣れ、学ぶ工夫がされている。 

・既習表現を繰り返し聞いたり話したりする、次に読んだり書いたり、そして実際に使うといった活

動の流れがスムーズであり、ことばの力を育成している。Listen&TalkPart1~3 や Chant→Enjoy 

Readingや Story→JUMPなどの流れが工夫されている。 

・書く活動、文字や文に触れる機会がやや少ない印象を受ける。 



・男性看護師や女性警察官、女子サッカー選手が登場し性別への配慮ができている。また、メインキ

ャラクターに様々な国の子どもたちを登場させている。 

 

❒教育出版 

・道徳との関連として、道徳教材を絵本で示し、児童にとって理解しやすい工夫がされている。 

・各単元にある「Let’s Think」では、活動で学んだことだけにとどまらず、児童の気づきや、考えを

広げるような活動があり、主体的な学習につながるような工夫がされている。 

・これまでに学んだことを「My Book」としてまとめる活動を設定し、中学校の最初の授業につなげ

る工夫がされている。 

 

❒光村図書 

・５年生のこの時期にはやや難しいと感じられる表現がでており、児童にとってはなじみにくい。 

・「学びのパスポート」で同じように学んだことをまとめる活動を設定している。 

・発展的な学習内容として、歌や詩、物語がバランスよく配置されており、歌等を通して児童が自然

に発展的な内容にもなれることができる工夫がある。 

・全体を通して、人権尊重の精神ということが最も強く感じられた。 

 

❒啓林館 

・まとめのページには場面や状況を考えて答える問題がある。どのような活動かをマークで児童にわ

かりやすく示されているとともに深い学びへとつながる工夫がされている。 

・中学校生活を題材に取り上げ、児童が中学校生活をスムーズに始められる単元を設定している。 

啓林館は文のアクセントが示され、リズムに乗って文を読めるように工夫されている。 

 

〇意見・質問 

（委員）別冊があることによる効果が大きい 

⇒Pictures Dictionaryの効果は大きい。教科書の横において書くことができる。ＱＲコードが

ついているので、家に帰ってからも学習ができる。サイズも教科書にはさめるサイズになっ

ているのもいい。 

（委員）ＱＲコードでアクセスできる情報量についてはどうか。 

⇒実際に調査員が行ってみたが、一番いいと思ったことは、家で学習ができることである。 

（委員）特別支援教育の分野では、開隆堂、東京書籍の先生が英語教育に携わっている有名な先生が

監修をされている。 

（委員）辞書を使いながら授業をするのでしょうか。 

⇒小学校ではない。 

（委員）絵カードを使い、人とコミュニケーションを使って学ぶことが大きい。補助教材等が充実し

ていることが導入期の子どもにとって有効であると感じた。 

（委員）デジタル教材についてはどうか。 

⇒本当にどの会社も力を入れている。 

 

○協議 

（会長）提案通りでよろしいでしょうか。 



（委員）全員賛成。 

 

（会長）全体を通して、ご意見ありませんか。 

 

〇答申案の説明 

（会長）では、答申書（案）の検討・協議に移ります。事務局より、提案願います。 

 

（事務局）平成２７年度から、文部科学省より「採択権者である教育委員会の判断に資するような資

料を提出すること」とされ、順位付けや絞り込みはせず、採択において、採択権者の責任

が不明確にならないよう通知があった。そこで、すべての発行者についての調査研究、さ

らにはこの選定委員会で協議したものを資料として提出する形で答申とする。 

 

【答申書（案）】を読み上げる。 

 

（事務局）選定委員会で２日間にわたって協議したこの調査研究報告書に、選定委員会の欄に新たに

「○」印を加え、表紙を「２０２０年度使用明石市立中学校教科用図書調査研究報告書に

基づく資料」として提出するということで提案する。 

 

答申書の読み上げ 

 

（会長）ご質問・ご意見はありませんか？ 

（事務局）義務教育学校後期課程は、削除願います。 

（委員）２０２０年度と令和２年度の表記に仕方について統一したほうがいいのではないか。 

（事務局）２０２０年度で統一する。 

（委員）２０２０年度使用明石市立小学校教科用図書⇒２０２０年度使用明石市立小学校教科用図書  

    中学校教科用図書⇒中学校用教科用図書 

    こととします⇒いたします。 

    採択すること⇒採択することといたします。 

    日付は、２０１９年の字体を明朝、全角で統一する。 

 

（事務局） 

・８月１９日に会長から報告する。 

・８月３１日まで選定委員であることは、口外なさらないように願います。 

 

（事務局次長） 

・長瀬会長をはじめ、７名の委員の皆様に真摯な調査研究をしてもらい感謝している。教科書という

のは子どもたちの一生の関わる大切な本ということになる。子どもたちにとって最良の選択がなさ

れるといいと考えている。長時間にわたって、審議してもらったことに心からお礼をいいたい。 


