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令和２年度第２回東部地区教科用図書採択協議会 会議録(要旨) 

 

○ 期 日  令和２年７月１６日（木） ９：３０～１７：００ 

○ 会 場  鳥取市教育センター 

○ 出席者  採択協議会委員 １０名（欠席なし） 

 

 

１ 開会挨拶（尾室会長） 

本日及び２１日の２日間にわたって本格的な採択協議となる。本日は１０種目の長丁場であ

るが、全会一致となるよう協議を重ねなければならない。委員の皆様には、事前の調査資料や

調査員報告を参考にしていただきながらしっかりと審議していきたい。 

 

２ 教科書採択について経過報告（事務局） 

   ○令和３年度使用教科書の採択及び事務処理について 

・６１名の調査員による調査資料と県選定委員会の資料を参考に、２回の採択協議会での

協議を経て決定する。その後各市町教育委員会を開催し、そこで改めて協議いただき、

８月５日までに協議結果を事務局に報告していただく。もし、各地教委の意見が採択協

議会と異なった場合は、緊急に集まっていただき再度協議をお願いすることとなる。 

   ○本日の流れについて 

・各調査員よりの報告 → 質疑 → 協議という流れで行う。全会一致で決定となるので協

議を重ねていただきたい。 

   ○教科書展示会の結果について 

    ・東部地区採択協議会開催の若桜町では意見はなく、岩美町では４件の回答があった。 

    ・県教育委員会主催の会場では６件の回答があった。 

    ・詳細は別紙だが、全て歴史教科書についての意見であった。 

  （会 長）このことについて、何か質問はないか。 

  （委 員）ご意見については、すべて歴史の教科書についてとのことなので、歴史の協議の際に

参考にさせていただきたい。 

 

３ 協 議（鳥取県東部地区中学校用教科書の採択） 

（１）国 語 

（会 長）国語は、４社から見本本の送付があった。現在使用しているのは光村図書。 

     調査員（中ノ郷中学校 大豊由紀子教諭）の報告をお願いします。 

（調査員）※報告（報告書のとおり） 

 

（会 長）報告について質問等はないか。 

（委 員）今の学校現場の課題を解消するために工夫されていると感じた点はどのようなとこ

ろか。 
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（調査員）どの社も自ら学べる工夫がなされており、とても丁寧に作られている。４社とも遜

色ないが、重さ等の違いがあった。 

（委 員）昨年度、小学校の教科書選択の折、小中の接続に関して議論があった。小中連携の視

点も大切かと思うが、現場ではどのように捉えるか。 

（調査員）前回の教科書の際、小・中で題材の重なりがあった。同じ教科書会社で通せば、そ

こが系統的に組まれていることはあると思う。ただ、そのことが生徒の学力に大き

く関係するかは分からない。 

（委 員）教科書の特徴を見る中で、ポイント、中軸となった部分は何か。 

（調査員）学び方の工夫、単元構成について議論した。また、教材、特に近代文学については読

書離れの傾向の中、よいものに触れさせたいと読む側の立場を尊重した。 

 

  ※調査員退席 

 

（会 長）では、協議に入ります。 

（委 員）どの社も学び方が丁寧に示されている。また、普遍の教材もあれば、今の生徒に触

れらせたいという教材も入っている。その中で、小・中の系統性も考える必要があ

る。教える側、特に若い教員にとっても、ていねいで扱いやすい内容がよい。 

  （委 員）保護者としては、重さは大きなポイント。どの社も充実している分、厚い。重さも 

考慮に入れたい。 

  （委 員）義務教育９年間という視点でいくと、小・中同じものがよいのではないか。 

  （委 員）同じ教科書は、新しい視点で教材研究しやすい。教える側にとっても混乱が少ない

というメリットがある。 

    （委 員）小中連携を意識しすぎると、小学校が決まったら必然的に中学校が決まってしま

う。教材面で工夫がみられるかという視点も大切。 

  （委 員）教出は内容が充実しているが、重い。東京書籍は各分野で工夫されたつくりとなっ

ている。三省堂は読み物が充実している。光村は学びの展開が工夫されている。 

   （委 員）教材面の工夫や「何を学ぶか」を明確に示している点では光村が優れている。 

  （委 員）光村の「学習の窓」のような見通しがあるものはよい。 

 

（会 長）国語は光村を推す声が多いが、よいか。 

（全  員）はい。 

（会  長）採択理由は 

        「本編→学習の手引き・学習の窓→言葉を広げる(関連語彙指導）という構成で、学

びの展開が工夫されている。「学習の手引き」が見開きで構成され、「目標・見通

し・とらえる・読みを深める・考えを持つ・振り返る」という思考の流れが明示

されている。「学習の窓」では、単元で身につけるべき考え方の説明が施されてい

る。脚注に新出漢字の音訓とその漢字の用例が示されており、教材文中の語句と

類似した慣用句が書かれているなど、基礎・基本の定着に向けた工夫がなされて
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いる。「話すこと・聞くこと」の教材では、ＱＲコードで「パネルディスカッショ

ン」等の動画をつけ、視覚的に学習できるようになっている」でよいか。 

（全  員）はい。 

 

（２）書 写 

（会 長）書写は、４社から見本本の送付があった。現在使用しているのは東京書籍。 

     調査員（河原中学校 河合真由子教頭）の報告をお願いします。 

（調査員）※報告（報告書のとおり） 

 

（会 長）報告について質問はないか。 

（委 員）ワークブック的要素を入れているものとそうでないものとが見られるように思う

が、その捉えはどうか。 

（調査員）ワークブックとはっきり謳っているのは光村。自分で学習を進めるという意味ではよ

い。ただ、授業の中ではあまり書き込めないという部分はあると思う。 

（委 員）サイズはどうか。２社ずつで異なるが。 

（調査員）幅が広いものは見やすいが、机上に置くことを考えるとスペースが取られる。毛筆の

練習の場合、コンパクトなほうが使いやすい。 

（委 員）東書は学校生活に活かす単元構成がよいように思うが、他社はどうか。 

（調査員）どの社にもあるが、光村は少ないように思う。東書は学習の流れとして組んであり、

実際の体験活動のときに参考になる。 

 

     ※調査員退席 

 

（会 長）では、協議に入ります。 

（委 員）以前に比べ授業で活用しやすいよう工夫されている。技能を学ぶのに適している。

教師には字の好みもあるが、コンパクトな方が使い勝手がよい。 

（委 員）子どもの文字離れもある。東書はよく考えてあり、書くことがこういうことにつ 

     ながるなど子どもの想像力が広がる。サイズは大きいが内容に見合っている。 

（委 員）総合的な学習や体験活動のまとめなどが、国語とリンクすることはメリット。そう

いう意味では東書がよい。 

（委 員）授業以外でも活用できる教科書と考えると、教出などの漢字一覧は使える。光村も

漫画を取り入れて親しみやすくなっている。 

（委 員）光村はシンプルで分かりやすい。ユニバーサルデザインなどの配慮もよい。 

（委 員）光村は取り外してワークブックと教科書の２分冊になるので活用しやすい。 

（委 員）国語の教科書と書写教科書はリンクするのか。 

（委 員）教科書会社は意識して作成していと思うが、実際場面は同じでなくても問題ない。 

（委 員）書写の時間の扱いはどうか。光村は書くことに特化、東書はいろいろな情報が盛り

込まれている。指導者はどちらを重視するのか。 
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（委 員）現状の時間数や扱いから考えると、光村は時間内に扱いやすい。東書は指導者が意

識して活用できるかどうかだと思う。 

（委 員）光村は特別支援を要する生徒にも使いやすいように思う。 

 

（会 長）光村を推す意見が多い。書写は光村でよいか 

（全 員）はい。 

（会 長）採択理由は 

「各教材で書き方のポイントを提示し、身につける知識・技能を明確に示している。

各単元の学びの手順は課題解決型で統一されており、見通しをもって学習を進めら

れる配慮がある。随所に二次元コードが付けられ、タブレット等を利用し、毛筆の

学びを広げ、深めることができる工夫がある。各教材で学習課題を示し、自己評価

による振り返り欄を設けている。全体的に情報の精選を重視し、大切な情報が一目

で分かるようなレイアウトであり、サイズもコンパクトで扱いやすい。硬筆練習帳

が綴じ込まれ、硬筆の練習や既習事項の確認テスト等を設けており、知識・技能の

定着への工夫がある」でよいか。 

（全 員）はい。 

 

 

休憩 

 

（３）地 理 

（会 長）地理は、４社から見本本の送付があった。現在使用しているのは帝国書院。 

     調査員（南中学校 田中栄一教諭）の報告をお願いします。 

（調査員）※報告（報告書のとおり） 

 

（会 長）報告について質問はないか。 

（委 員）社会科の授業はどのような順で行われるのか。 

（調査員）１・２年で地理と歴史、３年で歴史と公民を学ぶ。 

（委 員）調査を行う中で議論の中心となったところはどこだったのか。 

（調査員）どのように活用的に考えさせることができるか、ふるさと教育の視点で地域のことが

どれだけ取り上げられているかなどが議論された。 

（委 員）ワークシート的なものが組み込んであるものとそうでないものがあったが、どちら

が使いやすいか。また、データの更新は、どの社も行われるのか。 

（調査員）教える側としては参考例として扱いたいが、生徒からすると、まとめや発展的なペ

ージがあると自主的な学習の道しるべとなる。データの更新については、調査では

確認しなかった。 

（委 員）写真と記述との配分を見て、各社の特徴はあったか。 

（調査員）教出は文字数が多いと感じた。東書は大きな写真が使われており見栄えが良い。 
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     ※調査員退席 

 

（会 長）では、協議に入ります。 

（委 員）生徒にイメージを持たせるためには、写真やデータの内容が重要。そのような視点

で見たときに、東書や帝国はよいと思う。 

（委 員）教科書が資料集化してきている。地理で何を学ばせるのか。地形と人間生活との関

係をデータから正確に読み取ることが大切。その点では、やはり東書か帝国と考え

る。 

  （委 員）帝国書院は文字と写真のバランスがよく見やすい。地図がついており、学習する地

域の特色をつかみやすい。また、データが分かりやすい。 

  （委 員）学習の流れが課題解決的な学びにつながるよう工夫されている点もよい。 

     

（会 長）地理は、帝国書院でよいか。 

（全  員）はい。 

（会  長）採択理由は 

「基礎・基本を定着させるために、章や節の終わりの「学習を振り返ろう」で、地

図を使いながら知識を確認できるようにしている。「技能をみがく」を随所に設

け、地理学習に必要な基礎的技能を広く学ぶことができる。「単元を貫く問い→各

時間の学習課題→振り返り」と、学習の流れが構造化されており、課題解決的な

深い学びにつながる工夫がされている。章や節の終わりの「ステップ」では、学

習内容の振り返りの手順が発展的に示してあり、自主的な学習につながる。文字

と写真等のバランスがよく、資料のサイズが大きく読み取りやすい。地図がある

ことで学習する地域の特色をつかみやすい」でよいか。 

（全  員）はい。 

 

（４）地  図 

（会 長）地図は、２社から見本本の送付があった。現在使用しているのは帝国書院。 

      調査員（河原中学校 上田浩一教諭）の報告をお願いします。 

（調査員）※報告（報告書のとおり） 

 

（会 長）報告について質問はないか。 

（委 員）地図は教科書とセットで考えていく方がよいか。 

（調査員）帝国書院はどこの教科書でも対応できると思う。東京書籍は貫かれているテーマが

あるため、セットの方が効果が上がると思う。 

 

     ※調査員退席 
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（会 長）では、協議に入ります。 

（委 員）帝国書院は地図帳としてとてもよくできているという印象。 

（委 員）地図は見やすさと分かりやすさ、扱いやすさが大事。 

（委 員）帝国書院は見るだけでもイメージがわく。大判になった分、その良さが活かされて

いる。壮大感があり、地図帳旅行もできる。 

（委 員）同じページ数だが、帝国書院は軽い。 

 

（会 長）地図は、帝国書院でよいか。 

（全 員）はい。 

（会 長）採択理由は 

「大判化によって、地域全体を俯瞰でき、地域の特色が捉えやすく、地域間の結びつ

きもより捉えやすくなっている。世界への関心を引き出す大迫力の鳥瞰図は、地域

的特色が体感でき活用しやすい。地理的な見方・考え方を働かせる「地図活用」に

よって、生徒が主体的に地図を読み取る力を身につけ、多面的・多角的な思考力・

判断力・表現力の育成につながる。地図を開いて見える地域が、世界や日本全体の

どこに位置しているのかが分かるよう「位置図」が掲載されている。「二次元コー

ド」の活用によって、衛星画像やＮＨＫ動画など全 111コンテンツとつながってお

り、生徒の主体的な学習を支援することが期待できる」でよいか。 

（全 員）はい。 

 

 

昼食・休憩 

 

（５）歴 史 

（会 長）歴史は、６社から見本本の送付があった。現在使用しているのは帝国書院。 

     調査員（鹿野学園 高藤淳子教頭）の報告をお願いします。 

（調査員）※報告（報告書のとおり） 

 

（会 長）報告について質問はないか。 

（委 員）展示会アンケートでは歴史認識についてご意見をいただいた。調査の際にそのよう

な部分が議論になったか。 

 （調査員）歴史認識についての大きな議論はなかったが、領土問題をどの程度扱っているかは見

た。育鵬社、東京書籍の２社は見開き２ページに渡って扱っている。この２社は、本

文以外にも特設のページを設けている。戦後の記述については、６社とも大きな違い

はなかったように思う。 

（委 員）教科書会社によって小学校との接続を意識したものと高校との接続を意識したもの

があるように思うが、違いはあるか。 

  （調査員）山川出版は、高校との接続が意識されており、歴史に興味のある生徒にとってはよ
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いが、少し難しい印象。 

  （委 員）学習の定着を考えれば、小学校とのつながりを意識したものがよいという印象か。 

  （調査員）その方が望ましいように思う。 

（委 員）調査員の中で、使いやすい、使いづらいという意見は一致したのか。 

  （調査員）資料の扱い方や章のまとめ、一人で学習するという視点で見ると使いづらい、使い

やすいという意見は出た。特定の事象にかなり踏み込んだという教科書はなかっ

た。また、確定していないことについて断言をするような社はなかった。 

（委 員）新学習指導要領になって大きく変わった点は見受けられたか。どの教科書になって

も教える側は大丈夫か。 

  （調査員）学習課題の与え方が大きく変わっていると感じる。学習内容については大きく変わ

るものではないが、教え方についての教師の学びが必要となる。 

 

     ※調査員退席 

 

（会 長）では、協議に入ります。 

（委 員）多くの子どもたちが学ぶものであるので、よりイメージしやすいものがよい。 

（委 員）歴史学者をつくるのではなく、人類の歩みを学ぶことが目的。日本の歴史と世界の

歴史がどうかかわっているのかが見やすいのもポイントの一つ。 

（委 員）山川は興味のある生徒はどんどん進めるだろうが、少し詳しすぎて難しいか。帝国

はバランスがよいのでは。 

（委 員）グローバルな視点、女性史、領土問題をクローズアップしている点では育鵬社。若

い時からしっかり学んでほしい。 

（委 員）小学校からの接続、それぞれの時代を振り返りながら進められるという点では東

書、帝国が適していると感じた。 

（委 員）帝国の「タイムトラベル」はよくできている。東書は多様なツールを使って思考を

深める、他教科とリンクしているという面でよい。 

（委 員）県の調査資料を見ると、東書は小学校との接続、帝国書院は歴史を多角的にとらえ

ることがポイントと挙げられている。事実から目をそらさない、そして、自分で判

断することが大切。そういう点では帝国を推す。 

（委 員）同じ時代の記述を中立的に比べてみた。帝国書院はルビが多く、中学生が読むのに

適しているのかが気になる。圧迫感もある。 

（委 員）東京書籍と帝国書院を見比べると、見やすいのは東京書籍。行間が程よく、圧迫感

がない。 

（委 員）帝国書院は色彩が明るく、東京書籍はトーンが抑えてある。内容的にはどこもよく

考えられている。 

（委 員）東書には色彩、デザインに関する編集者が設けられている。その違いか。 

（委 員）東書と帝国の領土部分に関する書きぶりに違いがある。東書の方が踏み込んでいる

感じがある。 



 

8 

 

 

（会 長）東書と帝国に絞られているが、東書を推す意見が多い。歴史は東書でよいか。 

（全 員）はい。 

（会 長）採択理由は 

「小学校の既習事項の確認や分野関連マーク、教科関連マークの表示があり、小学

校や他分野、他教科との関連が重視されている。単元を貫く問い（章・節毎の探

究課題）に対応した１時間毎の問い（学習課題）が簡潔で、「チェック」（基礎基

本の確認）と「トライ」（要約や説明など言語活動）の２段階の学習活動を通し

て、学習内容の定着を図る工夫がされている。課題解決学習のまとめに活用でき

る多様なツールを思考を整理する方法として提示している。教科書左頁下にスケ

ールがあり、毎時間どの時代を学習しているのか視覚的につかむことができる。

巻末には用語解説を設け、基礎・基本の理解を深める配慮がある」でよいか。 

（全 員）はい。 

 

（６）公 民 

（会 長）公民は、６社から見本本の送付があった。現在使用しているのは東京書籍。 

     調査員（北中学校 桶谷大志教諭）の報告をお願いします。 

（調査員）※報告（報告書のとおり） 

 

（会 長）報告について質問はないか。 

（委 員）社会科の他分野とのつながりに関する議論はあったか。 

   （調査員）６社全てで小学校、地理、歴史の関連が示されている。 

（委 員）実際指導していて、地理、歴史を扱う場面はあるか。 

 （調査員）ある。社会科の学習の中で大切にしていることの一つである。 

 （委 員）もし、他分野と教科書会社が異なると困ることが出てくるか。 

（調査員）現在もそうであるが、教科書会社の違いはあまり関係ない。 

（委 員）思考の手助けとなるものが記載されているものもあるが、あるものとないもの、ど

ちらが使いやすいか。 

 （調査員）あった方がよい。観点があると生徒も教員も分かりやすいし、着地点があるとめざ

す方向が分かりやすい。 

（委 員）グループ学習は実際どの程度行われているのか。その表記があった方がよいのか。 

   （調査員）積極的に取り入れている。個々の考えをより深めるために必要。それについての記 

述はどの社もしっかり練られていて、そのまま使えるものも多かった。 

（委 員）章立ての仕方に若干の違いがあるが、生徒の理解のしやすさに関してはどうか。 

   （調査員）大きくはやりにくさ等の差は出ないと思う。 

 

     ※調査員退席 
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（会 長）では、協議に入ります。 

（委 員）見やすさ、レイアウトという面では東書。思考ツールが示されている点でも使いや

すいのではないか。 

（委 員）思考をまとめるツールについては、東書、帝国、日文で示されている。初めて活用

する場合は、東書、帝国のまとめ方が学びの整理・総括に適しているように思う。 

（委 員）公民を学び社会に出ていく生徒に経済・政治は大切な学習。小学校との連携、地

理、歴史とのバランスを見ると東書だが、意識づけや導入に帝国はよい。 

（委 員）東京書籍は記述、見やすさ等よくできている。「公民」「１８歳」を意識し、どのよ

うな人間を作るのかというポリシーがある。東書がよいのでは。 

(委  員) 基礎・基本の押さえとあわせて課題を追究きるような工夫されている面では、東書

がよい。 

（委 員）中学生がすぐに社会に出ると考え、どちらがすっと理解しやすいかという視点で見

ると東書か。資料、記述とも分かりやすい。 

 

（会  長）東書を推す意見が多い。公民は、東京書籍でよいか。 

（全  員）はい。 

（会 長）採択理由は 

「章の導入で章全体を貫く「探究課題」を立て、章の最後に「学習をふり返ろう」

で基礎・基本のまとめとともに、「まとめの活動」で身近な事例をもとに見方・考

え方を働かせて課題を追究・解決できるように工夫されている。終章では、「持続

可能な社会を実現する」という観点から現代社会の様々な課題について探究した

結果をアクションプランの形でまとめる形となっており、社会参画する態度を養

う工夫がされている。小学校の既習事項が示されたり、他分野、他教科との関連

がマークで示されたりしており、一つの事象を多くの視点から考察することがで

きる。色彩、レイアウト共に見やすい配慮がなされている」でよいか。 

（全  員）はい。 

 

（７）数 学 

（会  長）数学は、７社から見本本の送付があった。現在使用しているのは啓林館。 

  調査員（福部未来学園 濱野正樹教頭）の報告をお願いします。 

（調査員）※報告（別紙のとおり） 

 

（会  長）報告について質問はないか。 

（委 員）議論の中心は何だったか。 

（調査員）数学的な考え方を身につけさせるために、どの教科書が教えやすいかということは

話し合った。 

（委 員）算数から数学への接続が大きな課題だが、数学の世界に入りやすいような工夫とい

う観点はどうか。 



 

10 

 

  （調査員）どの社も小学校の復習から数学に入りやすくする工夫がなされていると感じた。 

（委 員）本編以外に、別冊やボード等の工夫があるが、その評価はどうか。 

（調査員）付録については重点を置いて議論していない。全員が使う本編に重きを置いて話し

合った。 

（委 員）数学の教員は、プラスでより多くの問題を用意するが、教科書自体でそれらの支援

に工夫があるものはあったか。 

  （調査員）どの社もよく考えられており、対応できる。 

（委 員）調査を進める中で「これ」というものはあったか。 

  （調査員）この教科書は「使いやすい」というものと「おもしろい」というものがあった。王

道を行くものは使いやすいと思う。 

（委 員）新学習指導要領に沿った教科書となって、教員の負担は増えると思われるか。 

  （調査員）国語のように教材が変わることはないので、大きな負担はない。 

 

     ※調査員退席 

 

（会  長）では、協議に入ります。 

（委 員）長い間啓林館を使用していたので安心感はあるが、東書もよくまとまっている。 

（委 員）小学校との接続の点で、つまずきへの対応が工夫されていると感じたのは、啓林館

と東書。啓林館は反対側から活用できるという部分でもよく考えられている。 

（委 員）調査員からもあったように、付録は使う、使わないが分かれると思うが、啓林館の

「自分から学ぼう編」の発想は、活用の幅が広がる。 

（委 員）使い慣れている点、「自分から学ぼう編」の工夫、力をつける構成という点で啓林館

か。 

（委 員）各教科書会社の工夫がみられるが、啓林館は分かりやすく見やすい。 

 

（会  長）数学は、啓林館でよいか。 

（全  員）はい。 

（会  長）採択理由 

「本編では、章の始めに「学習のとびら」があり、数学的な活動を展開する中で学

ぶ意義を実感し、発見する過程が重要視されている。各章の最終節には「利用」

が設定され、身の回りの場面から問題を見出し、解決を３段階のステップで展開

できるように示してある。各所に説明しよう・話し合おう・まとめようが設定さ

れており、表現力の育成と理解の定着が図られる工夫がされている。裏表紙を先

頭に「自分から学ぼう編」となっており、生徒の興味に応じて取り組みやすい。

写真や図、イラストを効果的に用いており興味・関心を誘いやすい。ＩＣＴが有

効に働く場面ではＱＲコードが掲載されている」でよいか。 

（全  員）はい。 
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                   休憩 

 

（８）理 科 

（会 長）理科は、５社から見本本の送付があった。現在使用しているのは啓林館。 

     調査員（気高中学校 山田佳範教諭）の報告をお願いします。 

（調査員）※報告（別紙のとおり） 

 

（会 長）報告について質問はないか。 

（委 員）サイズが多様であるが、その点はどうか。 

（調査員）実験等ではしまうが、あまり大きくない方が使いやすいという意見はあった。大き

さもだが、見開きで一連の活動が見られるものが使いやすい。 

（委 員）啓林館は使い慣れているだろうが、他の４社で気になったような意見はあったか。 

   （調査員）東書は「課題→結論→活用」の学習の流れが明確でよい、学校図書の Can Doリスト

などは、単元で身につけることが明確との声があった。 

（委 員）教科書を持ってみたが こんなに重たいものか。 

（調査員）理科は、視覚的に学ぶことが重要なので、写真や図か多いことも関係すると思う。

東京書籍はサイズは大きくなっているが、１４％減量されている。 

 

     ※調査員退席 

 

（会 長）では、協議に入ります。 

（委 員）中学校の理科はサイエンス、科学である。観察・実験だけではなく、言葉での説明               

     も重要になってくるように思う。そういう意味では、詳しく丁寧に書かれている啓

林館はよい。 

（委 員）授業では「国語の力がないと理科はできない」と言ってきた。理科は根拠に基づい

て説明する。教師の説明プラス実験、観察の流れに、教科書をどう落とし込むか。

グラフの扱い、図や写真の種類を見ても啓林館はよくできている。 

（委 員）観察・実験に「探 Qシート」を活用する工夫や、観察・実験に必要な技能がその都

度示されている点でも啓林館わかりやすい。 

 

（会 長）理科は、啓林館でよいか。 

（全 員）はい。 

（会 長）採択理由は 

「学習した知識を統合することで導入時の問いが解決する構成になっており、わか

りやすい。物理分野の計算問題では、解説、例題、演習という学習展開により理

解を深めることができる。探究活動を「探 Q」と明確化してあるとともに、「探 Q

シート」を使って生徒自身が課題を意識した上で観察・実験に取り組む工夫があ
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る。また、観察・実験に必要な基礎技能がその都度示されておりわかりやすい。

所々に QRコードを読み込むことで自主的に情報を取り入れる工夫があり、個別の

学習にも適している。防災や減災、職業との関連などの資料も充実している。 本

文が詳しく丁寧に書かれており、写真や図も大きく理解しやすい」でよいか。 

（全 員）はい。 

 

（９）音楽一般 

（会  長）音楽一般は、２社から見本本の送付があった。現在使用しているのは教育芸術社。 

         調査員（千代南中学校 畑本かおり教諭）の報告をお願いします。 

（調査員）※報告 

 

（会  長）報告について質問はないか。 

（委 員）調査員で調査する中での議論の中心は何か。 

（調査員）鑑賞曲を集めるのに苦労するのだが、そのあたりの視点と、鑑賞と表現のリンクを

どのように行うかという点。どちらもそれぞれよいところがある。現行と異なると

1年と２・３年で教科書が違うこととなるので、扱いが多少変わってくるというよ

うなあたりも話し合った。 

(委 員) 心情表現に音楽は大切である。その点はどちらでもよいか。 

（調査員）どちらでもよいが、アプローチの仕方が違う。 

（委 員）教科書が変わると、どれくらいの教材が被るのか。。 

（調査員）教出になると、関連の教材として重なる部分はある。教芸のままだと主教材という

面では大きく変わらない。 

 

     ※調査員退席 

 

（会 長）では、協議に入ります。 

（委 員）教芸は「音楽を形づくっている要素」や考える観点などが吹き出しで示されている

ところがよい。 

（委 員）調査員も話していた鑑賞と表現を関連付けるという部分では、教芸は実際に指揮や

歌唱をするなどを取り入れており意識されている。 

（委 員）教材研究が大切。関連教材も考えると、教芸ならば負担は少ないと思われる。 

 

（会 長）音楽一般は、教育芸術社でよいか。 

（全 員）はい。 

（会 長）採択理由は 

「ガイダンスページは、育成すべき資質・能力と学習内容とのかかわりが整理さ

れ、見通しをもてる構成となっている。各教材ごとに意識すべき「音楽を形づく

っている要素」が示され、生徒自身が学びを自覚し、音楽的な見方・考え方を働
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かせながら学習に取り組むことができるとともに、巻末で１年間の学びを振り返

ることができる工夫がされている。学習の手順がわかりやすく、各段階で考える

観点や意見交換の様子を吹き出しで例示することにより、友達と協働しながら、

主体的・対話的な活動が展開できる。より豊かな音楽表現につなげるため、実際

に指揮や歌唱をする等、鑑賞と表現を関連付ける構成となっている」でよいか。 

（会 長）はい。 

 

（10）器楽合奏 

（会 長）器楽合奏は、２社から見本本の送付があった。現在使用しているのは教育芸術社。 

      調査員（気高中学校 山根宏実教諭）の報告をお願いします。 

(調査員）※報告（別紙のとおり） 

 

(会 長）報告について質問はないか。 

（委 員）教科書会社が音楽一般と異なるとどうか。 

(調査員）その経験がなく、分かりかねる。 

（委 員）調査員の説明で、両社の特徴が大変よく分かった。 

 

     ※調査員退席 

 

（会 長）では、協議に入ります。 

（委 員）教芸は系統性がはっきり分かる。器楽とその他が関連付けられている。 

（委 員）調査員報告であった教芸の教科書を開いた際にとじにくい工夫がなされている点

は、なるほどと思った。 

（委 員）教芸は楽器の写真も分かりやすく、丁寧に解説されている。曲も生徒が興味を持つ

ものが多いように思う。 

 

（会 長）器楽合奏は、教育芸術社でよいか。 

（全 員）はい。 

（会 長）採択理由は 

「各楽器の紹介が写真や図を用いて丁寧に解説されている。いろいろな角度の写真

もあり実際に演奏する場面で役に立つ。リコーダーの楽譜の横には音の高さに合

わせた配置の運指表があり、自然に指遣いを覚えることができるなど、生徒が主

体的に学べるような工夫がある。教科書の最初には「学習内容表」があり、その

学習によって身につくものが一覧で示されえており、見通しをもちやすい。生徒

が興味や関心を抱く魅力的な曲が多く掲載されている。楽器のイメージにとらわ

れず男女の奏者が写真に採用されている。紙質が良く、明るい印象で、教科書を

しっかりと大きく開くことができ、扱いやすく演奏しやすい」でよいか。 

（全 員）はい。 
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（会 長）本日採択した教科書を再度確認する。 

       ・国語【 光村図書 】・書写【 光村図書 】・地理【 帝国書院 】  

       ・地図【 帝国書院 】・歴史【 東京書籍 】・公民【 東京書籍 】 

・数学【 啓林館 】 ・理科【 啓林館 】 

・音楽一般【 教育芸術社 】・器楽合奏【 教育芸術社 】 

 

４ 今後の予定（事務局） 

 ○次回は令和２年７月２１日（火）１３：００より同会場で残り６種目の協議を行う。 

 ○次回の協議後、各市町教育委員会で採択をしていただく。その結果を８月５日までに事務局へ

報告いただきたい。 

 ○各市町教育委員会の日程確認 

   鳥取市：７月２９日、岩美町：７月２７日、八頭町：７月２８日、若桜町：７月２８日、 

智頭町：７月２８日 

 

５ 閉会（寺西副会長） 

  1日にわたって慎重審議いただいた。次回、あと６種目の採択があるが、引き続きお願い 

したい。  


