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平成２６年度 教科書選定委員会議事録（概要）

開催日時：平成２６年７月２３日（水）９：００～１６：５０

開催場所：玉野市庁舎 第１委員会室

出席者 ９名

欠席者 無し

＜内容＞

１ 開会挨拶（会長）

２ 経過報告

（事 務 局）５月２１日の第 1回選定委員会後，６月３日に第１回教科用図書研究委員会

を開催し，見本本が届けられた全ての教科書について，調査研究を開始。

６月１３日から７月３日まで，教科用図書見本本展示会を開催。

７月８日に，第２回教科用図書研究委員会を開催し，協議・調査・研究をと

りまとめ，全ての教科書について研究報告書を作成した。

３ 採択に係る意見書について

（事 務 局）教科書見本本展示会において，今回，意見書が提出されなかったことの報告。

４ 説明・協議

（事 務 局）種目ごとに，研究委員の報告を聞いた上で質疑応答し，研究委員を一時退席

させて協議を行うことについて説明。

（事 務 局）本会の会議録の概要を後日ホームページ等で公開することを了承いただきた

い。

（会 長）了承する。

＜算数＞

（研究委員）研究報告書に基づき，各社の見本本について研究結果の概要を報告。

（選定委員）学習指導要領内容について，発達や学年段階に応じた反復のスパイラルにつ

いて各社の記述はどうか。

（研究委員）どの教科も大切にされている。中でも東京書籍は特に既習事項を基に児童自

らが発見・解決できるような構成が特徴的だと感じた。

（選定委員）啓林館は表現し，説明する活動に重きをおいた授業展開が期待できる，教育

出版は数学的な考え方につながる言葉を使えるようにする等の説明があった

が，他社の読解力や言語活動の充実についてはどうか。
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（研究委員）特徴的なのは２社だが，各社とも工夫されていた。

＜研究委員，退席＞

（選定委員）授業の流れ，言語活動については啓林館がよい。また，反復のスパイラルに

ついては，東京書籍がよいので，この２社がよいと考える。

（選定委員）授業展開等を見ると，啓林館がふさわしいように思う。

（会 長）それでは，啓林館を選定することでよいか。

（選定委員）よろしい。

（会 長）それでは，啓林館とする。

＜保健＞

（研究委員）研究報告書に基づき，各社の見本本について研究結果の概要を報告。

（選定委員）学研の報告にあった，視覚的にとらえやすいなどの点をもう少し詳しく知り

たい。

（研究委員）学研が他社と一番違った例として，４年の第２次性徴の違いの記述がある。

他社が水着であったのに対し，学研は体操服であるだけでなく，卵巣や精巣

などが，その部分だけクローズアップされており，裸であることに反応する

児童にとって焦点化しやすい。また，男女の成長の違いの解説も，学研のも

のは横に並べただけでなく，グラフもついており，成長期の伸びを読み取り

やすいと感じた。

＜研究委員，退席＞

（選定委員）確かに比べてみたときに，学研のものは字やデザインが読みやすい。内容に

ついても，３・４年について特に詳しかった。ページ数も１ページに情報を

詰め込みすぎない配慮からか，ページ数が多めだった。東京書籍も確かに内

容としては見やすくよかったが，写真が少なくイラストが多めだと感じた。

（選定委員）イラストより写真が多い方が教えやすいのか。

（選定委員）A4 と B5 など，大きさもいろいろあるが，使いやすさはどうか。最近はラ

ンドセルが大きい。高学年はまだ A4 に対応していないランドセルだが入る

のか。

＜再度研究委員を入室させ，質問＞

（研究委員）低学年は確実にランドセルに入るが，高学年は確認できていない。大きい場

合，何らかの配慮が必要な可能性はある。イラストについては，場合による

が，震災の写真やばい菌の付き方の解説など，写真を効果的に使用し，児童

が興味をもって学習に取り組むことができると感じた。

＜研究委員，退席＞

（選定委員）指導のしやすさ等を考えると、学習研究社のものがやはりふさわしいのでは

ないか。内容的にも，発展的な学習内容として，現代的な健康課題がたくさ

ん取り上げられるなど，充実している。

（会 長）それでは，学習研究社を選定することでよいか。

（選定委員）よろしい。

（会 長）それでは，学習研究社とする。
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＜社会＞

（研究委員）研究報告書に基づき，各社の見本本について研究結果の概要を報告。

（選定委員）岡山県の記述の量はどうか，副読本との関係は。

（研究委員）以前は，中学年では副読本を中心に学習していたが，岡山についての記述も

増えてきているので，各校工夫して指導しているところである。

＜研究委員，退席＞

（選定委員）国土については，どれも書きぶりは問題ない。しっかりと記述があるのでど

れを使っても指導できる。

（選定委員）人権問題についての取り扱いも配慮されており，発達段階に合わせたものに

なっている。

（選定委員）研究委員の報告通り，日本文教出版が一番ふさわしいと思う。ただ，教育出

版も写真や図版、資料などが見やすく適切な場所に示されていて，使用に適

していると思う。

（会 長）それでは，日本文教出版を選定することでよいか。

（選定委員）よろしい。

（会 長）それでは，日本文教出版とする。

＜書写＞

（研究委員）研究報告書に基づき，各社の見本本について研究結果の概要を報告。

（選定委員）1 年生の内容で，ひらがなと漢字の学習の間に，カタカナが入っているもの

とないものとあるが，使い勝手はどうか。

（研究委員）研究委員の間では大きな話題にはならなかったが，カタカナがなくても支障

はないと考えている。

（選定委員）日本文教出版の学習活動のよさについて報告があったが，もう少し詳しく聞

きたい。

（研究委員）課題・めあてをつかむ，実際にやってみる，振り返るという問題解決学習の

流れが紙面上でみやすく，どの内容においても繰り返し確認しやすいところ

が使いやすい。

（選定委員）東京書籍が，日常生活に上手に活用されるような配慮があるということにつ

いてもう少し詳しく聞きたい。

（研究委員）新聞の形にまとめる，手紙で書く，あるいは連絡帳を書くなど，各社工夫を

凝らしているが，東京書籍は，特にいろんな場面を想定している。

（選定委員）教科書がそのまま毛筆のお手本になるという説明があったが，どういうこと

か。

（研究委員）教科書の手本が実際の半紙より小さいと，どうしても字が小さくなりがちな

ので拡大コピーをする必要があるが，見開きで半紙の大きさになるものは，

拡大コピーの必要がない。

＜研究委員，退席＞

（選定委員）東京書籍のものは，問題解決型であり，児童が主体的に学ぶことができるよ
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う工夫されていると感じた。連絡帳の書き方など，日常生活に結びついてい

るのもよい。内容のバランスもよい。

（会 長）それでは，東京書籍を選定することでよいか。

（選定委員）よろしい。

（会 長）それでは，東京書籍とする。

＜音楽＞

（研究委員）研究報告書に基づき，各社の見本本について研究結果の概要を報告。

（選定委員）どちらもよさが出ていると思うが，学び方の違いについてもう少し詳しく聞

きたい。

（研究委員）教育出版のものが，歌唱，器楽，音楽作りなど，学習活動ごとに分かれてい

るのに対して，教育芸術社は歌唱と器楽など，学びのつながりがあり，大き

なまとまりとして扱われているので，学びやすいと考えている。

＜研究委員，退席＞

（選定委員）教育出版のものが，広げたときに目を引くところはよいが，教育芸術社も児

童が扱いやすいよさがあると思う。

（選定委員）教育芸術社は，教科書を開いたときに，一番にねらいが書かれてあり，何を

学ぶのか児童がわかりやすいことは大切だ。

（会 長）それでは，教育芸術社を選定することでよいか。

（選定委員）よろしい。

（会 長）それでは，教育芸術社とする。

＜国語＞

（研究委員）研究報告書に基づき，各社の見本本について研究結果の概要を報告。

（選定委員）非連続型テキストの扱いについてもう少し詳しく聞きたい。

（研究委員）物語や説明文のように文章のみを読んでいくのが連続型であるのに対して，

写真や地図，グラフなどを含むようなものが非連続型テキストで，薬の取扱

説明書などのようなものをイメージするとわかりやすい。特に東京書籍は非

連続型テキストの扱いが多いと感じた。

（選定委員）多い方がよいのか。

（研究委員）全国学力調査等で取り扱いが増えているなど，注目されている力であること

は確かだが，東京書籍のものは，多すぎるのではないかという意見もあった。

（選定委員）前学年からのつながりの記述があるのは光村図書出版だけか。

（研究委員）各社とも，まとめとして振り返るような工夫はあるが，前学年で，こういう

ことを学んできましたね，今年はこういうことを勉強します，といったアプ

ローチは光村図書出版だけである。

＜研究委員，退席＞

（選定委員）内容的には各社ともよいようだが，やはり光村図書出版のものは３領域１事

項のバランスがよい。

（選定委員）扱いやすさから考えると，２年生から１冊になっていると扱いが難しい。逆
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に高学年は年間を見通した学びの観点から，１冊になっているのがよい。

（選定委員）非連続型テキストの扱いは確かに大切だが，各社ともきちんと入っている。

（会 長）それでは，光村図書出版を選定することでよいか。

（選定委員）よろしい。

（会 長）それでは，光村図書出版とする。

＜理科＞

（研究委員）研究報告書に基づき，各社の見本本について研究結果の概要を報告。

（選定委員）環境教育との関連や，自然災害等については，どうか。

（研究委員）各社とも資料，コーナー等は盛り込まれているが，東京書籍がよい。また，

自然災害などの写真については各社取り上げているが，東京書籍は，ただ掲

載するだけでなく，被災者の思いなどに多角的に配慮しながら学習を進める

ような表記が見られた。

（選定委員）別冊があるのは啓林館だけだが，使い勝手はどうか。

（研究委員）別冊があると，たしかめやまとめはしやすい。しかし，結構な分量があり，

限られた時間内で指導するのは難しい，とも感じた。

（選定委員）実験等の安全面の配慮はどうか。

（研究委員）各社わかりやすく工夫されているが，東京書籍は文字の表記のメリハリなど

の工夫が効果的で特にわかりやすい。また，啓林館も共通のマークなどに工

夫がみられた。

＜研究委員，退席＞

（選定委員）東京書籍と啓林館は特によく工夫されていて紙面がわかりやすい。

（選定委員）東京書籍のように，単元の導入部分で「なぜ」と投げかけてあると，児童の

学ぶ意欲が高まるのでよい。

（会 長）それでは，東京書籍を選定することでよいか。

（選定委員）よろしい。

（会 長）それでは，東京書籍とする。

＜生活＞

（研究委員）研究報告書に基づき，各社の見本本について研究結果の概要を報告。

（選定委員）伝え合う活動が大切だと考えるが，各社の状況はどうか。

（研究委員）各社とも工夫しているが，特に，東京書籍は異年齢の活動や幼稚園・保育所

との活動，あるいは地域の方を招いての交流についてもかなり意図的に取り

入れていた。

（選定委員）野外に出るときの携行についての工夫はどうか。

（研究委員）教科書が大きいため，何社かは，別冊をつけて野外に携行しやすいように工

夫していた。

＜研究委員，退席＞

（選定委員）単元が４ステップになっていて，学びやすく，写真が効果的に使われている

啓林館もよいが，一番児童の思考の流れに沿った学習活動がしやすいのは東
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京書籍だと感じた。

（選定委員）東京書籍の巻末の切り取り式の別冊が使いやすそうだった。

（選定委員）光村図書出版の導入の絵が単元全体の活動をイメージしにくいところがある

ということについて，研究委員に確認しておきたい。

＜再度研究委員を入室させ，質問＞

（研究委員）光村図書出版の場合，それぞれの写真で，その時間単位での活動をイメージ

できるような工夫があるのだが，導入段階でそのイラストを見ただけでは，

単元全体でどんな活動をするのかが，他社に比べて見通しにくい。

＜研究委員，退席＞

（会 長）それでは，東京書籍を選定することでよいか。

（選定委員）よろしい。

（会 長）それでは，東京書籍とする。

＜図工＞

（研究委員）報告書に基づき，各社の見本本について研究結果の概要を報告。

（選定委員）形，色，材質，光等の共通事項をより意識した教科書づくりをしているのは

どちらだろうか。また，やってみたいという気持ちがわいてくるのはどちら

だろうか。

（研究委員）両方とも工夫されている。ただ，共通事項を意識し，内容的に充実している

のは日本文教出版であり，表紙などを見たとき，ぱっと目を引き，やりたい

と思わせるのは開隆堂出版である。

（選定委員）教科書を見たときのわかりやすさや情報量についてはどうか。

（研究委員）ページ数をみると，日本文教出版に比べて開隆堂出版が少ない。日本文教出

版の方がボリュームがあり，紙面を割いてわかりやすく説明されている。

（選定委員）鑑賞と表現のつながりについてはどう扱われているか。また，美術館等との

連携などはどうか。

（研究委員）どちらも工夫されているが，開隆堂出版は，低学年では，よりつながりを意

識した単元が見られた。

（選定委員）取り上げている内容に特徴はあるか。

（研究委員）日本文教出版のものは，人との関係について重視したものが多い。

（選定委員）開隆堂出版の特徴で示されている，二つの異なる題材から一つを選択して学

習する教材について詳しく知りたい。

（研究委員）学校の実情に合わせて，教員が選ぶように作られている。よりよいものを選

べるという意味では，よいと思う。

（選定委員）用具の使い方の基礎基本について系統立てて指導しやすいという視点ではど

うか。

（研究委員）どちらも配慮されているが，日本文教出版の方がより詳しくわかりやすい。

＜研究委員，退席＞

（選定委員）児童の思いがふくらむという意味では，開隆堂出版の教科書もよいと思うが，

活動の流れが工夫されているのは日本文教出版である。
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（選定委員）共通事項についてもバランスがとれており，児童が感性をより働かせて取り

組めるので日本文教出版がよい。

（選定委員）開隆堂出版の２題材が見開きでありページは活動で使用しない情報が多くな

り，実際使うときには若干わかりにくい。

（選定委員）児童が伝えあう，つながるという活動を大切にしたい。

（会 長）それでは，日本文教出版を選定することでよいか。

（選定委員）よろしい。

（会 長）それでは，日本文教出版とする。

＜家庭＞

（研究委員）研究報告書に基づき，各社の見本本について研究結果の概要を報告。

（選定委員）安全面の指導についての配慮はどうか。

（研究委員）それぞれの題材の中で，コーナーを設けて安全面の記述があるなど，各社と

も十分配慮している。

（選定委員）開隆堂出版にある，家庭実践への橋渡しとなるチャレンジコーナーのような

ものは，東京書籍にはないのか。

（研究委員）東京書籍にも，自由研究などで自主的に取り組めるようなものも提示されて

いるが，調理に偏り気味なので，開隆堂出版の方がより指導しやすいと考え

る。

＜研究委員，退席＞

（選定委員）開隆堂出版は，２年間でテーマをもって内容を組み立てているため，つなが

りがあるところがよいと思う。家庭生活へのつながりも，学んだことが活か

されやすい工夫がしてある。

（選定委員）開隆堂出版は，最初に折り返しで安全面の記述があり，学んでいる題材と安

全面の記述を同時に見られるなど，安全面の配慮がなされている。

（選定委員）中学校への連続についても大切にしたい。どちらも工夫してあるようだ。

（会 長）それでは，開隆堂出版を選定することでよいか。

（選定委員）よろしい。

（会 長）それでは，開隆堂出版とする。

＜地図＞

（研究委員）研究報告書に基づき，各社の見本本について研究結果の概要を報告。

（選定委員）領土についての扱いはどうか。

（研究委員）特に尖閣諸島や竹島については，どちらもしっかり紙面をとって記述してあ

り，どちらを選んでも適切に指導できる。ただ，どちらが見やすいかという

点では，写真がある帝国書院がよいと考える。

＜研究委員，退席＞

（選定委員）情報量が多いので，帝国書院がよい。例えば，灘崎，豪渓などの児童に身近

な地名が，帝国書院にはあるが東京書籍には見あたらない。ローカルな地名

までしっかりあることは，地図帳の本来の目的を達成するために大切なので
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はないか。

（選定委員）ながめるには，東京書籍も見やすくてよいが，やはり地図帳の機能としては

帝国書院の方が優れている。また，統計資料についても，帝国書院のものが

充実している。

（会 長）それでは，帝国書院を選定することでよいか。

（選定委員）よろしい。

（会 長）それでは，帝国書院とする。

５ 教育委員会への報告について

（事 務 局）本日作成した報告書が，７月３１日に開催される教育委員会で会長から答申

することについて説明。

（会 長）了承する。

６ 閉会挨拶（学校教育課長）


