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令和元年度第２回東部地区教科用図書採択協議会会議録（要旨） 

○ 期 日  令和元年７月１７日（水） ９：００～１７：００ 

○ 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 ） 

今回は、令和２年度に使用開始となる小学校の教科用図書について、本日及び２３日の会

で東部地区採択協議会としての決定をする。本日は、１１種目を決定する。事前に送付されて

いる調査資料や調査員の報告等を参考にしながら、実際の教科書を見ていただいた上で、し

っかり話し合っていただきたい。 

 

２ 教科書採択について経過報告（事務局） 

 ○令和２年度使用教科書の採択及び事務処理について 

    ６月６日以降、東部の採択協議会が委嘱した５５名の調査員による調査委員会が資料を作

成した。また、県の選定審議会も開かれ、資料をいただいている。 

    本日と７月２３日の２回で、採択協議会として、令和２年度の小学校で使用される教科書を

決定していただく。その結果を受けて、各地教委で教育委員会を開いて検討いただき、その

結果を８月６日までに採択協議会事務局に報告をお願いしたい。もし、各地教委の意見が採

択協議会と違った場合は、緊急に集まっていただいて再度協議をお願いすることになる。 

○経過及び本日の協議について 

 本日の協議は、使用教科書の決定と採択理由について、各種目の調査員の代表が報告

を行ったあと質疑を持ち、調査員退席後、参考資料等をもとに話し合う。慎重に審議して決め

ていただきたい。決定は、全会一致で決めなければならないので、委員の皆さんが協議の上、

全会一致で決めていただきたい。 

 ○教科書展示会の結果について 

  展示会ではアンケート記入をお願いしていたが、東部地区採択協議会開催の若桜町では

２件、岩美町会場からは２件の回答があった。 

・来年度の参考になった。 

・英語の教科書は、思っていた以上に出版社により違いがあった。教科書サイズがさらに大 

きくなり、Ａ４判サイズもあり驚いた。これだけたくさん小学校で学習するので、中学校の内 

容が飛躍的に増えるのではないかと思った。 

   ・社会の資料集が見たかったけれど、展示がなくて残念だった。国語を中心に見た。 

   ・展示も教科ごとに分けてあり、教科の内容がよく分かった。 

  県教委主催の展示会場では、 

・地理資料集も置いてほしい。 

・竹島問題、北方領土について、どのような記載になるのか。 

というような意見であった。 

〈会長〉このことについて、何か質問はないか。 

〈全員〉特になし 
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３ 協 議 （鳥取県東部地区小学校用教科用図書の採択） 

（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東京書籍。 

      調査員（明徳小学校 常村美穂子教諭）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〉５年、６年は１冊、３・４年は分冊になっているが、この構成は学校ではどうか。 

〈調査員〉1 冊だと振り返りに使いやすいよさがあるが、重たいというデメリットもある。分冊は、下

巻になって気分新たに学習に臨むことができる。 

〈委  員〉ひらがな、かたかな、ローマ字と進んでいくが、中学校とのつながりはどうか。 

〈調査員〉東書は、１年生の導入に工夫がみられる。中学校へのつながりという点で話し合いはし

なかったのでよくわからないが、長文読解に向けて、視点を変えての説明文が配列され

ている。 

〈委  員〉Ｔ式ひらがな音読支援にもつながる。 

〈委  員〉光村図書について、練習→長文という教材構成はよいと思ったか。 

〈調査員〉大変わかりやすいと思う。 

〈委  員〉光村図書の物語では、最後に見開きの手引きがあって見通しやすいかと思う。東京書

籍の手引きは、少し見通しが持ちにくいかと思うのだが、そのような話は出たか。 

〈調査員〉東京書籍の構成が変化したので、見通しがもちにくいと話し合った。 

〈委  員〉主体的な学習を進めやすいという視点で見ると、光村がよいという感触だったのか。 

〈調査員〉大変使いやすいと感じた。 

 

 ※調査員退席 

 

〈会  長〉では、協議に入ります。 

〈委  員〉小中のつながりで考えると、中学校は光村を使用している。 

〈委  員〉９年間の系統性は大事である。 

〈委  員〉義務教育学校もあり、９年間のつながりは考慮する必要があるのではないか。 

〈委  員〉１０年間、東書を使っているので、それに慣れているが、単元の見通しのもちやすさ、９

年間の連続性、教材配列などの点から、光村かなと思う。 

〈委  員〉国語は難しいので、何をするかという見通しがよく分かった方がよいのではないか。 

〈委  員〉〈会長〉意見が多く出ている光村と、現行の東書に絞って協議してはどうか。 

〈全  員〉よい。 

〈委  員〉義務教育学校になる学校としては、９年間の系統性を考えていきたい。 

〈会  長〉東書を押す意見はいかがか。 

〈委  員〉東京書籍は使い慣れており、細かい配慮も施されている。 

〈委  員〉替えることへの現場の負担感はどうか。 

〈委  員〉教材分析、研究の大変さはある。年間指導計画も大きく作り変える必要がある。 

〈委  員〉教材研究、教材教具作成の大変さはあるが、そこは、よいのではないか。 
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〈委  員〉新鮮さがある。 

〈委  員〉小１から９年間という視点は大切である。 

 

〈会  長〉国語は、光村図書でよいか。 

〈全  員〉はい。 

〈会  長〉採択理由は、 

「説明文単元は 2 教材構成になっており、短文の「練習」で身につけた力をいかし、長文の

説明文に取り組める。物語単元では、見開きページで学習活動を一覧できる構造になって

おり、見通しがもちやすい。児童が主体的に取り組むために、ノートの例等単元ごとに学

び方が例示されている。各単元で身につけた学びを確認できる「たいせつ」と他の教材や

他教科につなげる「いかそう」が明示されている。季節を感じさせる言葉を多く取り上げ、

四季と生活とのかかわりや日本の四季の美しさを感じる取らせる工夫がある。」 

でよいか。 

〈全  員〉はい。 

 

（２） 書写  

〈会  長〉書写は、 ５社から見本本の送付があった。現在使用しているのは東京書籍。 

       調査員（久松小学校 伊藤道子教諭）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〉東書だけが版が違うが、何か意見があったか。 

〈調査員〉特になかった。 

〈委  員〉国語と書写の教科書の関連について、何か意見が出たか。 

〈調査員〉国語との関連より、こどもに求める姿が強く出ていると思った。 

〈委  員〉水書版がついているところとないところがあるが。 

〈調査員〉使用するかどうかは、・・・・・・。筆は別途準備しなければならない。 

〈委  員〉現行の東書と今回の東書の変化点はどうか。 

〈調査員〉色味が抑えてある。広げるための工夫が充実していると話し合った。 

〈委  員〉課題解決学習の視点はどうか。 

〈調査員〉どこも工夫している。 

〈委  員〉話し合いの様子はどうだったか。 

〈調査員〉大変勉強になった。 

 

※調査員退席 

 

〈会  長〉では、協議に入ります。 

〈委  員〉東書のサイズは、手本・半紙の比率に寄せてあると思う。インデックスがよい。また、大

きさは机に置きやすい。 
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〈委  員〉「振り返って話そう」の話し合う活動が入っているのがよい。 

〈委  員〉東書がよいのではないかと思う。 

 

〈会  長〉書写は、東京書籍でよいか。 

〈全  員〉はい。 

〈会  長〉採択理由は、 

  「指導内容が「書写のかぎ」として各単元に配置されており、ページ左に掲載され、色分けされ

ており、分かりやすい。書写の学習要素を系統的に分類・整理してインデックスに示し、児童

がその系統性を意識しながら学習できるようになっている。単元末の評価に「ふり返って話そ

う」といった話し合う活動が随所に取り込まれ、対話的な学びができるようなっている。俳句、

百人一首などを取り入れ日本文化のよさを美しい文字で残し継承していこうとする意図を感

じる。」 

   でよいか。 

〈全  員〉はい。 

 

休憩 

（３） 社 会  

〈会  長〉社会は、 ３社から見本本の送付があった。現在使用しているのは東書。 

       調査員（宮ノ下小学校 武田久美教諭）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〉東書で「歴史」→「公民」から「公民」→「歴史」となっているが、どうか。 

〈調査員〉導入の工夫がしてあり、親しみやすい内容となっていると感じた。 

〈委  員〉選択教材の取り扱いはどうか。 

〈調査員〉教科書の取り上げ方の軽重で指導も変わると思う。 

〈委  員〉東書の「単元が一つ多い」というのはどういうことか。 

〈調査員〉他の教科書ではまとめてあるものが、東書では分けてあるということである。 

〈委  員〉選択肢の多少は調査員の中ではどうだったか。 

〈調査員〉多いと広がるという考え方もあるが、資料集もあり、選択肢が多くありすぎてももったい

ない感じがする。 

   

※調査員退席 

 

〈会  長〉では、協議に入ります。 

〈委  員〉東書の分冊の仕方（歴史編と政治経済）が、大変わかりやすい。全体的に明るく分かり

やすいと感じた。 

〈委  員〉単元の流れ「つかむ」「調べる」「まとめる」「生かす」がわかりやすい。 
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〈委  員〉厚みがありすぎるのも使いにくい。東京書籍の分量がよい。 

 

〈会  長〉社会は、東京書籍でよいか。 

〈全  員〉はい。 

〈会  長〉採択理由は、 

「『ことば』コーナーの説明が簡潔明瞭である。「つかむ」「調べる」「まとめる」「いかす」という単

元の流れが１単位時間ごとのページに書いてあり、本時の主な学習活動が分かりやすい。D

マークがあり、児童がインターネットを利用して学習する際に便利である。また、各ページに教

科関連マークがあり、他教科とのつながりが具体的に示されている。キャラクターを用いて

様々な視点で社会事象を考えることをアドバイスしている。イラストよりも、実物や現場の写真

が多く、有意義な資料が多い。」 

  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。 

       調査員（遷喬小学校 髙橋佑己教諭）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〉「地図マスターへの道」の評価は、どうか。 

〈調査員〉投げかけや、自主学習にもつながりよいという意見が多かった。 

〈委  員〉帝国にはバーコードがあるが、東書にはないか。 

〈調査員〉調査の中では見えなかった。 

 

※調査員退席 

 

〈会  長〉では、協議に入ります。 

〈委  員〉東京書籍の地図は、色味が強く見にくいのではないか。 

〈委  員〉帝国「地図マスターへの道」が、子どもたちにわかりやすく自主的な学習に結びつく。 

       地球儀が、丁寧に扱ってある。 

〈事務局〉ＱＲコードは東書にも巻末にある。帝国は、各ページにある。 

 

〈会  長〉地図は、帝国書院でよいか。 

〈全  員〉はい。 

〈会  長〉採択理由は、 

  「資料として活用できるものも多いので、各学年でねらいたい内容の補助的教材として活用で

きる。地図の見方・読み方が丁寧に解説してあり、「地図マスターへの道」など、自主的・自発

的な学習を促すための工夫も各ページにある。見やすく、分かりやすいものとなっており、ユ
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ニバーサルデザイン、インクルージブ教育を考慮した冊子となっている。」 

   でよいか。 

〈全員〉はい。 

 

 

 

休  憩 

 

（５） 算数  

〈会  長〉算数は、６社から見本本の送付があった。現在使用しているのは啓林館。 

     調査員（湖山小学校 志和智恵 教諭）の報告をお願いします。 

 

〈調査員〉※報告（調査書のとおり） 

 

〈会  長〉報告について質問等はないか。 

〈委  員〉東書は、１年生がノート形式で、分冊になっているようだが。 

〈調査員〉スタートカリキュラムが丁寧である。 

〈委  員〉啓林館の新しくなった点は。 

〈調査員〉スモールステップで、途中途中の図など、説明がある。何をどう教えるかがわかりやす

い。 

〈委  員〉キャリア教育の視点が目新しい。 

〈調査員〉職業と算数との関係が見える。 

〈委  員〉問題量、適量なのは。 

〈調査員〉大日本図書は多い。教育出版は少ない感じがする。難易度の差がある方が、子どもの

レベルに合わせて使える。多いほうがよい。 

 

※調査員退席 

 

〈会  長〉では、協議に入ります。 

〈委  員〉啓林館のプロセスが丁寧でわかりやすいということが大切。 

〈委  員〉色、図等使いやすいのは啓林館である。教材教具等も実際のものと合致していて使い

やすい。 

〈委  員〉東京書籍の１年生のスタートカリキュラムは大変よい。 

〈委  員〉鉛筆マーク等慣れ親しんでいて定着している。考えさせる図が多数配置されている。 

〈委  員〉スモールステップという意味では啓林館が良い。 

 

〈会  長〉算数は、啓林館でよいか。 

〈全  員〉はい。 

〈会  長〉採択理由は、 

「児童の思考と学習展開に大きな隔たりが生じないように、スモールステップの展開になって
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いる。考え方のプロセスが丁寧に書いてあり、わかりやすい。途中段階の図や表も載せてい

る。めあてを例示し、めあてにむかう子どもたちの主体的な考えや気づきを「まなびのめばえ」

マークで強調している。単元の終わりに「自分の力で」というコーナーがあり、既習事項をもと

に主体的に新たな学びに向かう姿勢が育つ。環境の保全、健康、防災などに寄与する態度

を養うための教材が多数扱われている。」 

   でよいか。 

〈全  員〉はい。 

 

（６） 理科  

〈会  長〉理科は、６社から見本本の送付があった。現在使用しているのは啓林館。 

       調査員（美保小学校 本田暢彦 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〉啓林館は理科プラスがなくなるが、これについてはどうか。 

〈調査員〉プラスの活用については、導入とまとめであったが、本編に組み込まれているイメージ。

動画コンテンツで深めていくことができるので代用できる。 

〈委  員〉東部の季節と合わないというのは大日本と学図というイメージか。 

〈調査員〉モンシロチョウが鳥取とは季節が違う。 

〈委  員〉東書の大きさについては、意見はあったか。 

〈調査員〉ランドセルには入るし、軽量化されているので問題はないと考える。 

 

※調査員退席 

 

〈会  長〉では、協議に入ります。 

〈委  員〉年計を立てる場合、気候や時季はとても大切である。合っている啓林館がよいのではな

いか。キャラクターが情報を出しすぎると、子どもの主体的な学習を削ぐところがある。 

〈委  員〉理科室や器具が重なるというデメリットよりも、自然環境に合っていることが大切である

と考える。 

〈委  員〉理科の教科書は、大きく変化していると常々感じている。 

〈委  員〉ＱＲコードを見てみたが、教室で使えると便利だと感じた。動画で見ることができるという

のは、子どもにとって使いやすいと考える。 

〈委  員〉文字が多くなっている。 

 

〈会  長〉理科は、啓林館でよいか。 

〈全  員〉はい。 

〈会  長〉採択理由は、 

「理科プラス」の内容が本体に組み込まれ、導入からまとめ、活用への流れがスムーズであ

る。学習の流れにおけるレイアウトが一貫しており、見やすい。巻末の「資料室」のコーナー



8 

 

で、学び方や算数との関連など学習に参考となる資料が掲載されている。本文に QR コード

があり、効率的・効果的に授業を行うことができるとともに、家庭でも学習を深めることができ

る。単元の配列が本県の気候に合っている。」 

   でよいか。 

〈全  員〉はい。 

 

（７） 生活  

〈会  長〉生活は、７社から見本本の送付があった。現在使用しているのは大日本。 

       調査員（日進小学校 濵辺有希教諭）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〉生活科における教科書のウェイトはどうか。単元の配列の参考程度のものなのか。 

〈調査員〉私見であるが、単元構成、活動の流れを子どもも教師も教科書を使って押さえておくこと

ができる。経験したことのないことも、教科書によって学ぶことができる。 

〈委  員〉大日本図書のよさは。 

〈調査員〉情報量が他に比べて多い。半面、多すぎて使いきれない懸念もある。 

〈委  員〉「振り返り」について、これからの生活科を見据えてどう考えるか。 

〈調査員〉振り返りをしっかりして自己肯定感を高め、次につなげていくことは大切。幼児教育１０

の視点から中学年につながる橋渡しになればよいかと考える。 

〈委  員〉学図の教師のコメントは有効か。 

〈調査員〉経験の浅い先生にとって視点となるものである。 

〈会  長〉情報量が適度で、シンプルなのはどこか。 

〈調査員〉４名が、東京書籍よいという意見であった。 

〈委  員〉大きさにもよるかもしれない。 

〈調査員〉そうだと考える。 

 

※調査員退席 

 

〈会  長〉では、協議に入ります。 

〈委  員〉大日本は、情報が多いように感じる。東書は、対話的な学習がねらわれている。スター

トカリキュラムで保護者に身につけさせたい資質能力が示されており、連携も意識して

ある。 

〈委  員〉東書は、見やすくてわかりやすい。 

〈委  員〉大日本の情報量は、多さがよいという判断もあるのだと思う。今の子どもに求められる

ものが何かということが大切になってくると思う。 

   〈委  員〉教育出版は、思考ツールがよい。 

〈委  員〉日文は、点字があるのがよい。 

〈委  員〉総合的な学習で点字を学ぶこともある。 
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〈委  員〉就学前から中学年に向けての大切な教科である。 

 

〈会  長〉生活は、東京書籍でよいか。 

〈全  員〉はい。 

〈会  長〉採択理由は、 

「大判化した紙面を生かし、児童の思いや願いを実現しようとする「学びのプロセス」が掲載さ

れている。資質・能力の三つの柱が、吹き出しや表現作品で具現化され、指導計画を作成し

たり、評価をしたりする際に活用することができる。他教科で身に付けた資質・能力を生かす

場面が例示されており、各学校のカリキュラムデザインに役立つように配慮されている。実物

大の動植物を掲載した「ポケットずかん」で気づきの質を高め、「べんりてちょう」で習慣や技

能、学び方を身に付けられ、豊富な資料で学びを支えている。」 

でよいか。 

〈全  員〉はい。 

 

休 憩 

 

（８） 音楽  

〈会  長〉音楽は、 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（面影小学校 池本久美教諭）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〉これからの音楽で大切になってくる点は何か。 

〈調査員〉技能を高めること。何を学ぶかが明確になっていること。学び合うこと。 

〈委  員〉子どもが教科書を使う時の感触はどうだろうか。 

〈調査員〉教育出版は、新しい曲に出合うよさがある。学習指導要領の言葉が色を変えてそのまま

示されているのも特徴。教芸は文章表現が多いが、教出は記号化が多い。 

〈委  員〉技能を高めるという点で、特徴はあるか。 

〈調査員〉教芸は、低いレベルの段階からある。教出は難しいものも取り入れてある。 

〈委  員〉経験の浅い先生にも使いやすいのはどちらだと思われるか。 

〈調査員〉教出には「まなびナビ」があり、わかりやすいと話し合った。 

〈委  員〉書き込むところは。 

〈調査員〉どちらにもある。視点が教芸はシンプル。 

〈会  長〉日本の音楽の比率はどうか。 

〈調査員〉教芸の方がコーナー等もあって重視してある。 

 

※調査員退席 

 

〈会  長〉では、協議に入ります。 
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〈委  員〉調査員の報告では、教出という感想を持った。 

〈委  員〉経験の浅い者や苦手なものにとっては、教出はわかりやすいかと考える。 

〈委  員〉教出の方が視覚的に美しい。使うのだったら教出かと思う。 

〈委  員〉教出は指導要領の言葉が使ってあるということだが、教科書は子どもが学ぶためのも

のであるから、子どもがわかるように具体的な言葉で示せばよいのでは。郷土の作曲家の

取り上げ方をみると、教芸がよい。 

〈委  員〉得意でない先生も教えやすいという点では、教出かと思う。 

〈委  員〉調査員の報告の様子では、教出がよいのではないかと感じた。 

 

〈会  長〉音楽は、教育出版でよいか。 

〈全  員〉はい。 

〈会  長〉採択理由は、 

「『音楽のもと』と称し、音楽を形作っている要素が示され、音楽を捉える視点が明確である。

学びナビ、巻末折込資料等児童が主体的に学ぶことができる工夫が多く盛り込まれている。

基礎的事項がステップアップしていくように楽曲が選定されている。「まなびリンク」により動

画等の資料が豊富に用意されており、主体的に学べるように配慮されている。郷土や地域

に伝わる音楽の紹介、音楽を通して地域で子供が活躍する写真が取り上げられ、郷土や

地域に感心を高めることができる工夫がなされている。」 

でよいか。 

〈全  員〉はい。 

 

（９） 図工  

〈会  長〉図工は、２社から見本本の送付があった。現在使用しているのは日文。 

       調査員（修立小学校 小林佐知子教諭）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〉日文の方が、作品例が多く載っているということだが、開隆堂の方ではＱＲコードでイメ

ージを膨らませるということも考えられるか。 

〈調査員〉Ａ ＱＲコードは、技能面の動画であるので、イメージを膨らませるということはない。 

〈委  員〉平面作品の数はどうか。 

〈調査員〉あまり変わりはない。 

〈委  員〉造形遊びの比率はどうか。 

〈調査員〉日文は造形遊び、開隆堂は鑑賞が充実しているという印象。造形遊びは先生方の経験

が少なく難しい。学校により、また先生により取り組みが違うかと思う。 

 

※調査員退席 

 

〈会  長〉では、協議に入ります。 
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〈委  員〉教科書をもとに広げて学習していくとしたら、日文かと思う。 

〈委  員〉わくわく感は、やはり日文の方がある。振り返りにも工夫があり、広がりがある。 

〈委  員〉日文の方がイメージが広がると思う。 

〈委  員〉ＱＲコードが技能面だけであるのなら、さほど必要感がなく日文の方がよいと考える。 

 

〈会  長〉図工は、日本文教出版でよいか。 

〈全  員〉はい。 

〈会  長〉採択理由は、 

「題材名、学習のめあて等、「形、色、イメージ」にこだわって考えられている。各題材の紙面

上に示されている「ふり返り」は、活動を通して感じたり考えたりする力を養うために設定さ

れている。児童の実態に応じて活動が考えられるよう、１つの題材の中で多様な実践が示

されている。造形あそびの後に、そこでの学びを生かした題材が設定されていて、あそびだ

けで終わらせない意図が感じられる。」 

でよいか。 

〈全  員〉はい。 

 

休 憩 

 

（１０） 家庭  

〈会  長〉家庭は、２社から見本本の送付があった。現在使用しているのは開隆堂。 

       調査員（倉田小学校 山本直子 教諭）の報告をお願いします。 

 

〈調査員〉※報告（報告書のとおり） 

 

〈司  会〉報告について質問等はないか。 

〈委  員〉技能の指導で丁寧なのはどちらか。 

〈調査員〉東書がよい。左利きの子どもへの対応もある。 

〈委  員〉ＱＲコードは、どちらがよいか。 

〈調査員〉東書が豊かである。 

〈委  員〉版の大きさはどうか。 

〈調査員〉大きいほうが見やすい。東書の方がイラストも新しく、道具も最新である。 

 

※調査員退席 

 

〈会  長〉では、協議に入ります。 

〈委  員〉単元構成の工夫があり、東書では、最後に家庭生活に戻っていくのがいい。左利きへ

の対応もよい。 

〈委  員〉子どもたちも学習の展開がわかりやすい。 

〈委  員〉自分は現行のものがよいかと思っていたが、調査員の話を聞き現在の生活にマッチし

ているのは東書かと思う。 
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〈会  長〉家庭は、東京書籍でよいか。 

〈全  員〉はい。 

〈会  長〉採択理由は、 

「現代の家庭事情にも通用し、作業も写真入りで分かりやすく説明されている。左ききの場

合にどうするのか説明されていて分かりやすい。「生活を変えるチャンス」というコーナー

があり、学習したことを家庭で実践しようという意欲喚起となる。資料のコーナーで最新の

情報が掲載され、社会の流れとどうつながっているのかがわかりやすい。D マークのある

ところでは、QR コードを読み取り、動画をみることができて分かりやすい。全体的に、現代

的で子ども達が興味が持てるようなイラストや写真が多く、大きさも A４版サイズで見やす

い。」 

     でよいか。 

〈全  員〉はい。 

   

（１１） 保健  

〈会  長〉保健は、  社から見本本の送付があった。現在使用しているのは文教社。 

       調査員（津ノ井小学校 盛本順子 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〉書き込む欄の量に差がある。分量的にはどう考えるか。 

〈調査員〉文教社、光文書院あたりが適量と感じた。 

〈委  員〉学習課題を自分ごととしてとらえる工夫はどうか。 

〈調査員〉各社とも工夫がある。セルフチェックが、学習途中やまとめでできやすいのは文教社で

ある。 

〈委  員〉保健の今日的な課題に応えているのはどれか。 

〈調査員〉学研は防災・防犯が充実。文教・東書も今日的課題に取り組んでいる。 

〈委  員〉文教社の「レベルアップ」や「○○宣言コーナー」はどうか。 

〈調査員〉いい言葉だと思った。自分ごととしてとらえることにつながる。 

〈会  長〉文教社自体、学習指導要領に照らして変化があるのか。 

〈調査員〉特に感じられなかった。 

〈委  員〉大日本図書にはがん教育が入っている。 

 

※調査員退席 

 

〈会長〉では、協議に入ります。 

〈委  員〉保健の今日的課題に応えているものを選びたい。 

〈委  員〉文教社は現場の声に応じて工夫している。学んだことをもとに、生涯自分の健康に関心

をもって生きていくところまで考えている。 
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〈委  員〉書き込みの欄の分量と内容、紙質を見ると文教社がよい。 

〈委  員〉本町は齲歯の罹患率が高い。町的には、口腔の健康にクローズアップしてほしい。内容

的には、どこの社も同じかと思う。 

〈委  員〉教科書は保護者への啓発という意味でも大切である。 

〈委  員〉学研は導入のセルフチェックの量が少ないようである。 

 

〈会  長〉保健は、文教社でよいか。 

〈全  員〉はい。 

〈会  長〉採択理由は、 

「各単元１時間４ページ構成となっていて、①導入→②学習内容→③まとめ→④発展の学習

過程で、基礎から発展へと段階的に学習できるようにしている。各単元に設定された、「新

しい自分にレベルアップ」章末の「〇〇宣言コーナー」「新しい自分にレベルアップ」などのコ

ーナーでは、学んだことを生活に生かして取り組んだり、発展的に興味をもって学習をふか

めたりできるようにしてある。また、「生涯スポーツ」「AED」「熱中症」「災害」「自助・共助・公

助」「病気・エイズ・HIV」等の今日的な健康課題についても豊富に取り扱われている。見や

すい色でレイアウトされていて、書き込み量も適正である。」 

     でよいか。 

〈全  員〉はい。 

 

４  連 絡 （事務局） 

 ・本日の協議はここまでとなる。次回は、７月２３日（火）１５：００より英語と道徳の協議を行う。 

 ・次回の協議後、全種目の採択について、各地教委での採択をお願いする。８月６日（火）までに

事務局に報告をお願いする。 

  ＜各地教委教育委員会の日程確認＞ 

  岩美町 ７月２５日、 八頭町 ７月２４日、 智頭町 ７月２４日、 若桜町 ７月２９日、 

鳥取市 ７月３０日 

 

５  閉 会 

 

 

 

 

 

 


