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令和２年度第３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２１日（火） １３：００～１７：００ 

○ 会 場  鳥取市教育センター 

○ 出席者  採択協議会委員 １０名（欠席者なし） 

 

 

１ 開会挨拶（尾室会長） 

   予報どおりの雨となってしまったが、先週に引き続き本日は６種目の採択協議を行う。慎重審

議をよろしくお願いしたい。 

 

２ 本日の協議について（事務局） 

   本日の協議は、美術、保健体育、技術、家庭、英語、道徳の６種目。前回と同様、調査員の報

告→質疑→協議ののち、決定していく。全会一致をもって決定となるのでよろしくお願いしたい。 

 

３ 協 議（鳥取県東部地区中学校用教科書採択について） 

（11）美 術 

（会 長）美術は、３社から見本本の送付があった。現在使用しているのは日本文教出版。 

調査員（青谷中学校 河本俊顕教諭）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）生徒の豊かな感性を引き出す工夫、３社の特筆すべき点はどうだったか。 

（調査員）開隆堂は資料が充実している。資料集としても扱える。日文は各学年で系統的に学習

ができ、鑑賞資料が充実。原寸大のものもある。光村は文学的要素が強く言語活動、

ことばを重視している。 

  （委 員）原寸大は一部のみだが、その捉えはどうか。 

  （調査員）原寸大は、特徴である筆のタッチが見えるほどである。大きくするメリットと、小さ

く全体を見るという視点で構成されている。 

  （委 員）文教は２・３が２冊になっているが、1冊と分冊で指導上差が出るか。 

（調査員）１冊の場合、学年をまたぎながら使用することとなる。年間 35時間で扱っていくもの

を決めていく。２冊になると内容が多くなる。２年、３年で１冊ずつ使っている。 

 

     ※調査員退席 

 

（会 長）では、協議に入ります。 

（委 員）ワクワクしながら教科書を開いた。日文は興味が沸く。生徒も引き込まれるだ 

ろう。 
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（委 員）日文は表紙を見ただけで引きつけられる。美術館に行ったような感覚になる。視覚か                   

     ら興味が沸くような構成である。親としても子どもと一緒に楽しめる。 

（委 員）日文は題材数の多さ、系統性、資料の充実が見られる。 

（会 長）日文の声が多いが、その他はどうか。 

（委 員）制作過程が示されている点も評価できる。 

 

（会 長）美術は、日文でよいか。 

（全 員）はい。 

（会 長）採択理由は 

     「『２・３上』『２・３下』の２冊に分けることで、各学年で学習する題材をバランス

よく配置している。学びの目標を３つの観点で明記し、単元のそれぞれに「造形的

な視点」を示し、学習者がねらいに迫る配慮が見られる。各単元の題材名に豊かな

発想の手がかりとなる表現が見られ、興味を引くタイトルとなっている。原寸大鑑

賞図版を多く掲載し、それぞれに本物を想像させる迫力があり、印刷の鮮明さと精

細さが深い鑑賞の手助けとなっている。道徳科との関連が分かりやすく明記され、

行動につながる表記となっている。表装、見開きの図版、背表紙等に工夫があり、

各ページの余白まで活かされた紙面の構成となっている」でよいか。 

（全  員）はい。 

 

（12）保健体育 

（会  長）保健体育は、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（南中学校 久住 茂教頭）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）章末の学習のまとめが各社で違うが、教える側・生徒としてはどういうまとめが 

よいか。 

（調査員）学んだことのチェックとしてのまとめである。毎時間で慣れていけば大丈夫である。 

（委 員）外部講師による授業もあるが、教科書での学習との関連はどうか。 

 （調査員）それについてはどの社でも困ることはない。対応できるし、関連も持たせられる。 

（委 員）教室で行う授業の教科書として、分量的にはどうか。 

（調査員）どの社も資料は充実してきている。すべてを扱うことはできないので、授業者が軽重

をつけて扱うこととなる。 

（委 員）体育実技の指導でこの教科書は活用しないのか。 

（調査員）保健体育の教科書は、ほぼ保健で活用している。実技では「図解中学体育」を活用し

ている。 

（委 員）学んだことを日常生活に活かす視点を意識した教科書は見られたか。 

  （調査員）４社ともあった。 
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（委 員）身体の発達に注目した。性の問題に関してうまく表現されているものはあったか。 

  （調査員）図が詳しすぎて扱いにくいと意見が出たのは大修館。あとの社は現行と同様であっ

た。 

 

     ※調査員退席 

 

（会  長）では、協議に入ります。 

（委 員）中学校は思春期かつ、性に関することはデリケートな部分。東書は軟らしく理解しや

すそうで安心感がある。 

（委 員）がん教育に関しては、それぞれ配慮があり記述に差はなかった。性に関してはかな 

り差があった印象である。 

（委 員）東書と学研は学習の流れが分かりやすい。 

（委 員）東書はパラスポーツについての写真も多く使われておりよい。 

(委 員) 学習の流れが明確である点、キーワードが記されており、基本を押さえながら学べる

点でも東書はよい。 

 

（会  長）保健体育は、東書でよいか。 

（全  員）はい。 

（会  長）採択理由は 

「一時間の学習の流れが分かりやすく示されており、レイアウトに沿って学習を進め

ると学びが深まっていくように工夫されている。授業ごとの学習課題の欄に基礎的・

基本的内容についての「キーワード」が併記されており、キーワードを意識しながら

学習を進められるようになっている。基礎的な内容の定着だけでなく、各章の初め

に道徳の内容項目と偉人の紹介が記載されており、関連付けて学習ができるように

なっていたり、章末資料で単元の内容を発展させたりできるようになっている。文

章と絵図のバランスが良く構成されており見やすくなっている」でよいか。 

（全  員）はい。 

 

（13）技 術 

（会  長）技術は、３社から見本本の送付があった。現在使用しているのは開隆堂出版。 

        調査員（桜ケ丘中学校 小林啓二教頭）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）３社それぞれ特筆すべき点はどうか。 

  （調査員）東書は評価問題により学習がしっかり振り返られる。教図は練習→本題材いう流れが

丁寧である。ただ、時間的に可能かという不安はある。開隆堂はバランスがよく作業

の写真等が見やすい。特に加工場面は生徒の参考になる。 
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（委 員）ハンドブックの有無についてはどうか。、 

（調査員）実際には教科書とハンドブックを使用している。教図であれば別に購入することはし

ないであろう。 

（委 員）教図の基礎題材→応用題材の流れは他にもあるのか。時間的にはどうか。 

（調査員）基礎→応用の流れはよいが時間は厳しい。なかなかできないのが現実。 

（委 員）技術と家庭科の出版社が異なってもよいか。 

  （調査員）できれば同一がよい。使用する県版ノートを教科書会社に頼んで作成してもらってい

る実態がある。 

 

     ※調査員退席 

 

（会  長）では、協議に入ります。 

（委 員）使用ノートのことを考えると家庭科と同じがよいのでは。 

（委 員）生徒からすると教科書は薄い方がよい。内容はどちらも遜色ない。 

（委 員）紙質の違いか、ページ数は同じでも重さが違う。 

（会  長）技術・家庭のつながりもあり、家庭を審議してから決定でよいか。 

（全  員）よい。 

 

（14）家 庭 

（会  長）家庭は、３社から見本本の送付があった。現在使用しているのは開隆堂出版。 

        調査員（国府中学校 中林詠子教諭）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）東書のみ学習内容の配列に違いがあるが、不都合があるか。 

（調査員）不都合はない。食育を重視していることがうかがえる。 

（委 員）それぞれの社で特徴的なところを一つ挙げるとすると。 

  （調査員）東書は食を重視しており、野菜というから身近なものから入っている。開隆堂はやさ

しく見やすい配列となっている。教図は資料がたくさんあるのが特徴的。 

（委 員）写真の大きさが違ったり、ポイントが違ったりするようだが、教師の使いやさ、指導

しやすさの点ではどうか。 

（調査員）東書は丁寧だが、そこまで情報が必要かとも思う。教図は縦書きが少し見にくい。開

隆堂は 1ページにコンパクトにまとめられている。 

（会  長）技術と家庭の教科書会社が異なることは問題ないか。 

（調査員）大きな問題はない。ただ、副教材の点ではあるかもしれない。 

 

     ※調査員退席 
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（会  長）では、協議に入ります。技術と家庭、２つ合わせて意見を伺いたい。 

（委 員）２つに共通して、バランスのよさ、見やすさ、また教科書を見ながらの作業を考える

ことが大事な部分。 

（委 員）それぞれの章立て、見出しの面からも技術、家庭は同一がよい。 

(委  員) 教図は情報量が多いが、生徒にとっては詳しすぎるか。同じ項目で比べた時に、開隆

堂は見やすい。東書はルビが多く圧迫感がある。見やすさから開隆堂がよいのでは。 

（委 員）食で比べると東書は少し見づらい。開隆堂は中学生にとって見やすく作りたくなるよ

うな構成。これからの生活に役立ち、家でもやってみたいと思える内容は大切。 

（委 員）東書は色遣いがやさしく写真がきれい。 

（委 員）技術で比べると、作業の写真が大きく見やすいのは開隆堂。 

（会  長）技術、家庭とも同一会社がよいという意見があるが、それでよいか。 

（全  員）よい。 

 

（会  長）技術、家庭とも、開隆堂を推す声が多いが、開隆堂でよいか。 

（全  員）はい。 

（会  長）採択理由は、技術は、 

「実習における加工場面の説明の写真が大きく、動作がわかりやすい。また、身近な

製品やサービスを調べる活動で「技術の利用に関する工夫」や「技術のしくみ」、

「科学的な原理・法則」の３つの「見方・考え方」を捉え、自主的・自発的な学び

を促す工夫がされている。地域性のある技術を積極的に取り上げ、文中の写真など

地域に目が向くような工夫がされている。各内容に今日的な課題を話し合えるよう

な工夫をしたり、技術が SDGｓのためにできることなどを取り上げたりしている。

巻末資料に「コンピュータの基本操作」「プログラミング」が記載されており参考に

なる。教科書の厚さが抑えられており、扱いやすい」 

     家庭は、 

「課題名の工夫により、何を学ぶのか学習の見通しがもちやすい。「発表しよう」「話

し合ってみよう」「調理実習 Q＆A」など、科学的根拠をもとに、話し合いを促すた

めの工夫が示されている。項目ごとの振り返りは、基礎的・基本的な内容がおさえ

られるようになっており、「やってみよう」「考えてみよう」の学習活動により、既

習知識の定着を図ることができる。巻末資料は、社会の変化や、持続可能な社会の

実現に向けてのかかわりがまとめて配置されている。圧迫感を感じないレイアウト、

ユニバーサルデザインフォント、教科書の右上に各単元に関連したミニ写真の掲載、

アレルギー物質の提示など様々な配慮がなされている」でよいか。 

（全 員）はい。 

 

 

休憩 
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（15）英 語 

（会  長）英語は、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（西中学校 山根隆洋教頭）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）小学校との接続が大事になるが、各社の工夫はどうか。 

（調査員）１年生の当初にしっかり入れている社と、音声コンテンツをしっかり入れている社が

ある。 

（委 員）教師の経験値や指導レベルによる使いやすさ、使いづらさのようなものはあるか。 

（調査員）どの教員でも指導しやすい教科書と、チャレンジングな教員が成果を上げられる教科

書があるように思う。 

（委 員）東書は大判で、かなりぎっしり詰め込んであるように思うが、子どもが負担を感じる

ことはないか。 

（調査員）教員がこの一冊で指導しやすいように構成するという基本設計があると見ている。 

（委 員）調査員の議論の中心は何だったか。 

（調査員）新出語句の示し方などで意見を交わした。今までの経験でやはり好みが分かれた。ま

た、初任の指導者でも扱えるかどうかということも議論した。 

（委 員）小中連携への配慮の辺りでの議論はどうか。 

（調査員）小中連携重視は当たり前。中学校の教師が小学校の学習を知ることも大切。 

（委 員）Writingの分量が多い方がいいのかどうか。 

（調査員）どの社も最低限は扱ってある。分量がどうであっても補充をしていく。Writing の意

図がどうなのかが大切なのだと思う。 

（委 員）「鳥取県の子どもは英語が使えない」と言われるが、今後何を中心としていけばよいか。 

（調査員）生徒自身のモチベーションの低さが問題。そこを上げるような授業展開。教科書の問

題ではないと思う。 

（委 員）６社のうち４社と２社で違いがあるようだが。 

（調査員）２社は比較的チャレンジング。４社は多くの情報を得てそれを反映された感じ。 

（委 員）英語は学力差が大きくなる教科。苦手な生徒の視点での教科書の違いはどうか。 

（調査員）直接は関係ない。教師の扱い方次第。先ほど述べた４社の方がその辺りは意識してい

るようだ。 

 

     ※調査員退席 

 

（会  長）では、協議に入ります。 

（委 員）東書と啓林は、子どもが書く文字がそのまま教科書に載っているように思う。 

（委 員）子どもにとって分かりやすいことは大切だが、指導者との相性も重要。 

（委 員）小学校の採択協議での際、丁寧さを重視するか、すっきり焦点化されたものを重視す
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るかで議論した。小学校は初めて教える教員が多いことを踏まえ、後者を選んだ経緯

がある。個人的には小・中で同じ出版社を使い成果を見ることも大切ではと思う。 

（委 員）義務教育学校のことを考えると接続を大事に考える必要もある。 

（委 員）東書の新し教科書では、消化不良になるのではないか。段階的に学ぶには光村か三省

堂が工夫されておりよいと思う。 

（委 員）何を学習しようとしているのかがポイントで書いてある、イラスト、写真が多いとい

う面では、教出が興味を引くように思う。 

（委 員）東書は、どの年代、経験値の教師も使いやすい。若い教員が増える中、そのような点

も大切になる。 

（委 員）小学校からの円滑な移行も意識されており、その面でも東書はよい。 

（委 員）東書は、学習の流れも規則的で、スモールステップの活動を積み重ねる展開となって

いる。大判になった分、写真なども大きく見やすくなっている。 

 

（会  長）英語は、東書でよいか。 

（全  員）はい。 

（会  長）採択理由は 

       「各 Unit→Let's シリーズ→Stage Activityと、構成を規則的にすることで学習の流

れを見通すことができる。Unit 内もスモールステップで活動を積み重ね、場面や状

況に合わせた英語表現を身に付ける構成になっている。「学び方コーナー」などをと

おして効果的な学習法を提示し、QR コードなどを使って自律的学習につなげようと

している。巻末には、振り返りに使う CAN-DOリストが使いやすい形式でついている。

小学校で取り組んでいる Small Talk を継続して行うなど、音中心の活動を多く取り

入れることで小学校からの移行を円滑にする工夫がある。A 4版の大きい紙面を活か

し写真やイラストが大きくとってあり見やすい」でよいか。 

（全 員）はい。 

 

（16）道 徳 

（会  長）道徳は、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（青谷中学校 山口正子教諭）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）道徳ノートの有無は学習に影響があるか。。 

（調査員）教師によって発問がかわるので、すべて使いこなせるとは限らない。あることで縛り

が生まれる部分もある。 

（委 員）教科書によって、初めから主題が見えているものとそうでないものがあるように思う                    

     が、そのあたりはどうか。 

（調査員）内容項目までは分からない方がよい。テーマや主題も大きな枠で示されているものが
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よい。 

（委 員）資料の後に「考えてみよう」があるが、視点がいくつもある社と一点に絞っている社

があるが、そのあたりはどうか。 

（調査員）たくさんあるとやりづらいという声はあった。また、パターン化、焦点化されている

と扱いやすいという声があった。 

（委 員）サイズが２種類あるが、このことについて何か話し合いはあったか。 

（調査員）特になかった。 

（委 員）郷土教材や学校独自の教材についての議論はあったか。また、資料の長さや文字の多

さについて議論はあったか。 

（調査員）郷土教材や独自教材の扱いは学校によってだと思う。文字については、多さというよ

り行間の狭いものは読みにくいという意見は出た。様々な学力の子にも読みやすいも

のがベストである。 

（委 員）扱われている題材が多い社はあったか。また、資料のイメージを沸かせるための工夫

に差はあったか。 

（調査員）やってみたい教材はどの社も入っている。動画は生徒の理解や関心を高めるのに有効 

で、教科書会社で準備してもらえるのは助かる。 

（委 員）教科化となった一つの背景としていじめ問題があると思うが、それについての議論は

あったか。 

（調査員）題材についての議論はなかった。扱い方として、上手に配置することが大切という話      

     はあった。 

 

     ※調査員退席 

 

（会  長）では、協議に入ります。 

（委 員）あかつきは文字数が多く、読み物的で少し難しいか。 

（委 員）道徳は担任が指導するので、様々な経験、年代の教師が行う。「今日は何を考えるのか」 

がとらえやすいものがよい。道徳ノートがあると縛られてしまうのではないか。また

キャリアパスポートとの関連の視点も大事か。 

（委 員）日文は時間ごとのノート、あかつきはテーマごとのノートと作り方が違う。価値を押

し付けてはいけないが、教科としての道徳と考えると、ある程度押さえるところは押

さえる必要があると思う。 

（委 員）評価を考えたとき、道徳の時間を通して何を育てるか、どう意味のある時間にして 

いくかを大事にし、多くの学校で生徒の実態に合ったワークシートを作成している。 

（委 員）どの社も、読み応えのある資料が多くある。その中で、子ども達に何を伝えるかで悩

むところである。 

（委 員）道徳の学習は、どう入り込ませるか導入の工夫が大事。東書の動画などはメリット。 

（委 員）東書は読み終わった後に「考えよう→自分を見つめよう→つぶやき」という流れにな

っているのがよい。自分の思いを書き出すということは大切。また、全体的に見やす
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い。 

（委 員）東書の「考えよう、見つめよう」は分かりやすく学習できる。また、教出は B5版であ

ること、「道しるべ」が示されていること、実話が多いという点でよい。 

（委 員）毎時間ノートに書くことは負担では。東書は一言で、比較的負担感もないのではない

か。それをキャリアパスポートとすることも可能である。 

（委 員）話し合い活動に活かせるホワイトボードや心情円がついているのも、東書のメリット。 

 

（会  長）道徳は、東書でよいか。 

（全  員）はい。 

（会  長）採択理由は 

「切り取って使える記入用ホワイトボード、心情円がついており、生徒の話し合いや

考えをまとめる活動がしやすい。各教材中に「つぶやき」があり、生徒が考えや思

いを自由に表現できるスペースがある。巻頭には「話し合いの手引き」があり、学

習の流れのイメージが分かりやすく説明されている。各教材名の前には、テーマが

書いてあったり、教材によってテーマに合わせた漫画の１シーンが掲載されていた

りし、学習内容に迫りやすい工夫がされている。巻末には、１年は小学校の教材、

２年は読書案内、３年はキャリア教育資料が掲載してあり、生き方について視野を

広げるきっかけになっている」でよいか。 

（全  員）はい。 

 

（会  長）以上ですべての教科書の採択を終了する。採択教科書を再度確認する。 

    ＜採択結果＞ 

    ・国語【光村図書】 ・書写【光村図書】 ・地理【帝国書院】 ・歴史【東京書籍】 

    ・公民【東京書籍】 ・地図【帝国書院】 ・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】  ・美術【日本文教出版】   

・保健体育【東京書籍】  ・技術【開隆堂出版】  ・家庭【開隆堂出版】 

・英語【東京書籍】 ・道徳【東京書籍】 

 

４ 今後の予定（事務局） 

  ○本日の採択結果を受けて、最終的に各市町教育委員会で採択教科書を決定していただくこと

になる。８月５日までに各教育委員会での結果を事務局へ報告してもらい、８月７日までにそ

の結果を各地教委へ連絡させていただく。東部地区協議会と異なる採択となった教育委員会

があった場合は、再度本協議会を開催することとなる。 

○採択協議会は、８月３１日をもって終了となる。９月１日より採択結果等を公開することとな

る。公開場所は、採択協議会事務局とする。 

○委員、調査員、議事録をホームページで公開する。議事録は各委員へ送付し、確認していただ

く。 
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５ 閉会（寺西副会長） 

長時間にわたり慎重審議の上、採択を行うことができた。また、保護者の立場でも貴重な意見

をいただき感謝申し上げる。今しばらくの間は秘密の保持をお願いする。中学生には、この教科

書で学習し、自分の自己実現に向かってほしいし、先生方には一層教育に励んでいただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 


