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平塚市教育委員会令和元年７月定例会会議録 

 

開会の日時 

令和元年７月 31日（水）14時 

 

会議の場所 

平塚市教育会館 ２階中会議室 

 

会議に出席した者 

教育長 吉野 雅裕  委員 水谷 尚人  委員 荒井 正博  委員 林 悦子 

委員  目黒 博子 

 

説明のため出席した者 

◎学校教育部 

部長          石川 清人   教育指導担当部長    川崎  登 

教育総務課長      中戸川泰彦   教育総務課教育総務担当長  太田  恵 

教育総務課課長代理   斗澤 正幸   教育施設課長      渡邊  浩 

学校給食課長      熊川 泰成   学務課長        西ケ谷秀樹 

学務課課長代理     渋谷 悟朗   教職員課長       岩田 裕之 

教育指導課長      石井 鮮太   教育指導課指導主事   若杉真由美 

教育指導課指導主事   小塚 祐歩   教育研究所長      宮城 弘之 

子ども教育相談センター所長  神田 陽一 

 

◎社会教育部 

部長          高橋 勇二   社会教育課長      久保 利秋 

社会教育課課長代理   鈴木 和幸   中央公民館長      藤田 忠義 

スポーツ課長      市川  豊   中央図書館長      小林 裕治 

博物館長        澤村 泰彦   美術館副館長      戸塚  清 

美術館館長代理     所  雅人 

 

会議の概要 

【開会宣言】 

○吉野教育長 

これから教育委員会令和元年７月定例会を開会する。本日、傍聴を希望される方が 10名

を超えているため、平塚市教育委員会傍聴規則第２条第３項の規定に基づき 10名を超える

傍聴を認める。 

 

【前回会議録の承認】 

○吉野教育長 

はじめに、令和元年６月定例会の会議録の承認をお願いする。 



－2－ 

 

（訂正等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

訂正等の意見がないので、令和元年６月定例会の会議録は承認されたものとする。 

 

１ 令和２年度平塚市立小学校使用教科用図書の採択について 

 

○吉野教育長 

令和２年度に平塚市立小学校の児童が使用する教科用図書について採択するものである。

詳細は教育指導課長が説明する。 

 

○教育指導課長 

令和２年度平塚市立小学校において使用する教科用図書について、種目ごとに協議の上、

採択をしていただきたいと思う。 

令和２年度平塚市立小学校において使用する教科用図書については、平塚市教科用図書

採択検討委員会設置要綱に基づき、採択検討委員会を設置し、採択に関する必要な事項を

教育委員会に報告することを目的に調査・研究及び協議をしてきた。 

まず、第１回平塚市教科用図書採択検討委員会では、「義務教育諸学校の教科用図書の

無償措置に関する法律」、「教科用図書採択の流れ」、「平成 32 年度義務教育諸学校使用

教科用図書採択方針」等を確認した。第１回平塚市教科用図書採択検討委員会の後、設置

に基づき、今回採択する小学校用 11教科 13種目について、「調査員会」を設置した。調

査員会については、平塚市、秦野市、伊勢原市の調査員、及び大磯町と二宮町の調査員、

合計４名で調査活動を行った。調査の観点については、神奈川県教科用図書選定審議会の

観点を参考にした。 

第２回平塚市教科用図書採択検討委員会では、平塚市の調査員が、調査報告を行い、そ

の後、検討委員による質疑と協議を行った。その中で、本市の児童の実態に合った教科書

の在り方や、教師の指導に即した教科書の在り方について質問や意見・要望をいただくこ

とができた。また、保護者代表の方にも出席、協議への参加をしていただいた。 

本日の教育委員会においては、令和２年度小学校において使用する教科用図書を種目ご

とに協議の上、採択していただくよう、よろしくお願いしたい。 

 

○吉野教育長 

 ただいまの説明について、質問はあるか。 

 

○水谷委員 

確認事項として、教育指導課長からこれまでの経過の概略を紹介していただいたが、公

正な採択の確保という点で、今日まで対応がなされてきたかどうか、お伺いしたいと思う。 

また、採択検討委員会において公正に審議が進められたと受け止めているが、事務局と

しては、どのように受け止めているか、確認したいと思う。 
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○教育指導課長 

文部科学省や神奈川県教育委員会からの指導もあり、各学校に対して、公正確保の通知

を出している。また、学校において、教科書発行者による献本や自宅訪問等の不正行為が

ないように、校長会、小・中教頭研究会において、十分注意するよう依頼してきた。その

結果、学校等における不公正な動きは見られなかったと認識している。 

検討委員会においては、検討委員の皆様に、役割や立場を十分に理解いただき、誓約書

に署名をいただいている。検討委員会当日は、静謐な環境確保ができたものと考えている。 

また、検討委員会の中では、調査員の調査研究報告がなされた。報告は公正な内容であ

り、これに基づき、協議を行うことができ、会議は公正に進められたと認識している。 

 

○吉野教育長 

 他に質問はあるか。 

 

（質問等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

 特に質問がないようなので、令和２年度平塚市立小学校において使用する教科用図書に

ついて、各種目の採択に移る。 

 

【国語】 

○吉野教育長 

 国語からはじめる。各委員の意見を伺う。 

 

○林委員 

 私は光村図書がよいと思う。伝統的な言語文化教材については、どの発行者にも取り上

げられているが、特に光村図書は充実していると思う。 

 年間を通じて日本語の美しさや豊かさを味わうことは、情緒的に豊かな人間性を育むこ

とにもつながると考えている。 

 

○目黒委員 

 私は、光村図書と東京書籍で迷っている状況である。光村図書で、私が特によいと思っ

ている点は、各単元の扉が、文章への期待感を高めるようになっていること、学習の見通

しを持てるようなページになっているところである。以前の学習を生かせるよう、関連単

元が明記してあり、主体的な学びが期待できると思った。また、他教科や日常の場面で国

語の学習を生かしていける構成にもなっているのではないかと思う。 

東京書籍も各単元に「言葉の力」というものがあり、明確な学びのポイントが示されて

いて、単元の初めから終わりまで、その「言葉の力」を意識して学ぶことができると思う。 

また、各単元のとびらの「つかむ」では、これまで学んだ内容を想起させることもでき

る。単元で身に付けた「言葉の力」を他教科や日常生活に活用していくことを促す構成に

もなっていると思うので、光村図書と東京書籍は、甲乙つけがたい。 
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○荒井委員 

 私は幼児教育との円滑な接続という点を重視したが、各者とも入学期の子どもたちが心

と体で言葉に親しめるようになっていて、スタートカリキュラムに無理なく対応できると

思う。 

学校図書では身近な学校生活の絵、教育出版や光村図書ではワクワクする冒険のような

絵、東京書籍ではリズミカルな言葉と鮮やかな色合いの挿絵をもとに、言葉に親しめるよ

うになっている。どれも子どもたちの会話は弾むだろうし、とてもよいと思うが、小学校

に入り、ひらがなを習うという子どもたちの期待感は、非常に大きいと思う。そう考える

と、私はリズミカルで親しみやすい言葉が読む活動に入っている東京書籍がよいと思った。 

 

○水谷委員 

私も東京書籍がよいと思った。昨今、読書離れと言われている中で、子どもたちを読書

へ促してくれるような教科書であってほしいと考えたとき、「本は友だち」という単元で子

どもの好きな本の著者、例えば、「アンパンマン」の作者である、やなせたかしさんや、「バ

ッテリー」の作者である、あさのあつこさん等のエッセイが掲載されていて、この辺りは

東京書籍の魅力であり、子どもの読書への関心が大いに高められると思った。 

 

○吉野教育長 

 ここまで、東京書籍と光村図書へのそれぞれの意見が出されているが、私としては、東

京書籍には、「本は友だち」やその後にそれぞれの学年にある「○年生の本だな」が設定さ

れている等、年間を通して読書を促すような工夫がされている点がよいと思った。また、

読書に目を向ける単元の他に、図書館の活用について学ぶ教材が各学年に設定されている

が、特に１～４年生の「図書館へ行こう」では、平塚市の小学校の学校図書館の写真が掲

載されている。このことで、子どもたちが平塚市に誇りや関心を持つことも期待できると

感じた。 

 

○目黒委員 

 私は２者で迷っていたが、皆さんの意見を伺い、読書活動が促される教材や、子どもた

ちにとって身近な写真が掲載されている、東京書籍がよいと思った。 

 

○林委員 

 東京書籍にも、これまで多くの子どもたちが親しんできた、心揺さぶる作品がたくさん

掲載されているので、私も東京書籍でよろしいかと思う。 

 

○吉野教育長 

 皆さんの意見を伺ったところ、東京書籍を推す意見が多かった。 

それでは、国語については、東京書籍でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「東京書籍」が採択された。 



－5－ 

【書写】 

○吉野教育長 

 続いて、書写に移る。いかがか。 

 

○林委員 

 東京書籍は、サイズが大きいので、図版も大きく書き込み欄も充実している。また、適

度な情報量でとてもすっきりとした印象を受ける。光村図書も、大切なことが大きく表記

され、文字の配色も工夫されているので、とても分かりやすく、すっきりとしている印象

を受けるが、大事なことが整理されていて、より児童が学習に集中しやすいと感じるのは

東京書籍である。 

また、学校図書は、授業展開が「確かめて書こう」、「考えて書こう」、「生かして書こう」

となっていて、書くことを大切にしていることが、調査員の報告を聞いてよく分かった。 

書き込み欄も豊富に設けられているが、サイズが小さい分だけ１ページの情報の量が多

いように感じた。内容の充実度や使いやすさを考えると、私は東京書籍がよいと思う。 

 

○目黒委員 

 文字を整えて書く力を確実に習得するためには、書き方のポイントを見つけることが大

切だと思う。そのような点では、どの教科書ともにキャラクターの動きや「すうっ」、「ぴ

たっ」、「ぴょん」等の擬態語を使って、点画の書き方を分かりやすい表現で工夫している

と感じた。 

また、東京書籍や学校図書は、書き方のポイントをそれぞれ「書写のかぎ」、「書き方の

カギ」というネーミングにして、それを見つけたり確かめたりする活動の流れになってい

る。子どもたちがワクワクしながら、主体的に学習に取り組めるのではないかという印象

を受けた。 

１つに決めるのは、なかなか難しい判断であるが、「見つけよう」、「確かめよう」、「生か

そう」、「ふり返って話そう」という項目が、１ページにまとめられていて見やすいという

ような点で、私も東京書籍がよいと思う。 

 

○水谷委員 

 各者とも低学年において、水書用筆の扱いについて、掲載されていた。特に、付属の水

書用紙の扱いに各者の特徴が出ていることが調査員からの報告を聞いて分かった。 

教育出版は、水書用紙に見本の字が印刷されていて、常に「とめ」、「はらい」を意識し

ながら練習できると思う。さらに、光村図書は「とめ」、「はらい」だけでなく、「はね」に

も注目し、漢字を印字することで繰り返し練習することができる点が工夫されていた。 

教育出版も光村図書も、１年生の教科書に水書用紙が添付されているが、東京書籍と日

本文教出版は、１、２年生どちらの教科書にも水書用紙が添付されていて、子どもたち全

員が学習に参加しやすいような環境に配慮しているところも感じられた。 

私も内容の充実度や見やすさとともに、学習環境への配慮という観点からも、東京書籍

がよいと思う。 
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○荒井委員 

 私も、東京書籍がよいと思う。各者とも、書写で学んだことを他の教科や日常の生活に

生かせるような工夫が見られたが、東京書籍は、各学年で国語の教科書で扱う教材文や言

語活動を取り上げているので、国語と書写のどちらの時間でも指導することができると思

う。また、国語の教科書と連動していた方が子どもたちにとっては親しみやすいとも思う。 

 

○吉野教育長 

東京書籍は唯一、右利きの持ち方の写真だけでなく、左利きの写真が掲載されていた。

教育的ニーズへの細かい配慮がされているという点についても大変魅力的であると思う。

このことを含め、総合的に考えて、私は東京書籍を推したいと思う。 

皆さんの意見を伺った中では、東京書籍への賛成意見が多く出されているようであるが、

書写については、東京書籍でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「東京書籍」が採択された。 

 

【社会】 

○吉野教育長 

 続いて、社会に移る。いかがか。 

 

○荒井委員 

 各発行者とも、様々な工夫がされていると思う。例えば東京書籍は、５、６年生で教科

書が上下巻に分けられており、子どもたちが毎日持ち運ぶという視点で配慮がされている

と思う。 

日本文教出版は、本文が「学習活動」、「友だちの発言」、「学習内容」の３つに分けられ

ており、子どもたちが読み取りやすいような工夫がされていると感じた。 

教育出版は、神奈川県の取扱いが多くあると思う。例えば、４年生の「水はどこから」

では、相模原市が取り上げられ、谷ヶ原浄水場や相模ダム、相模湖が紹介されている。ま

た、地図の中に伊勢原浄水場や寒川浄水場の記載もある。その他に箱根寄木細工の掲載等、

馴染みのある神奈川県の素材が多く載っている教育出版は、子どもたちにとって大変取り

組みやすいのではないかと思うので、私は教育出版がよいかと思う。 

 

○目黒委員 

 各者とも、問題解決的な学習を行って、最後にまとめるという流れは似ているように感

じた。その中でも、東京書籍と教育出版は分かりやすいと思った。 

東京書籍では「つかむ」、「調べる」、「まとめる」、「いかす」という構成、教育出版では、

「つかむ」、「調べる」、「まとめる」、「つなげる」という構成になっていて、進め方が統一

されている。さらに、教育出版では、毎時間「この時間の問い」というものが設定されて

いて、見通しをもって学習に取り組むことができるのではないかと思った。 

子どもたちは３年生で初めて社会科を学ぶわけであるが、教育出版では、主に県内の横
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浜市が舞台になっている。また、３年生の「はたらく人とわたしたちのくらし」の単元で

は、「店ではたらく人と仕事」がはじめに配置され、子どもたちにとって身近な商店のこと

から学習に入る工夫がされている。身近な教材から扱うことは、子どもたちにとって学習

に入りやすいというよさがあるのではないかと思う。私も教育出版がよいと思う。 

 

○水谷委員 

 私も同じ意見であるが、平塚の小学校では、３、４年生で副読本「わたしたちの平塚」

を活用している。その際、県内の様子等が多く掲載されている教育出版は、副読本と関連

付けが用意にできると感じる。 

 例えば、教育出版の３年生の教科書には、横浜で小松菜をつくっている農家の工夫が掲

載されている。小松菜は、「わたしたちの平塚」にも平塚市で育てられている農作物として

取り上げられているので、身近な教材として無理なくつなげていくことができるのではな

いかと思う。私も教育出版がよいかと思う。 

 

○林委員 

 皆さんが言われるように、教育出版は、神奈川県の取扱いが多いと思う。遠足等で子ど

もたちが見学する場所も取り上げられているので、教科書で学習した内容を実際に見たり、

感じたりすることができるよさがあると思う。そういったことから、私も教育出版がよい

かと思う。 

 

○吉野教育長 

 私からも意見を述べさせていただくと、教育出版には、選択する単元ではあるが、４年

生で「水害にそなえるまちづくり」という単元がある。近年水害が多くなっているし、平

塚市も海や川に囲まれ、水害が起こる可能性は十分考えられるので、大事なところではな

いかと思っている。 

また、３年生から６年生まで、各学年１冊ずつとなっており、学習を振り返ることがで

きるという意味では、１冊になっている方がよいのではないかと思う。さらに、皆さんが

言われるように、教育出版は神奈川県内の記載が大変多く取り上げられている。教材が身

近にあるということは、子どもたちが関心をもって学習に取り組むことにつながるのでは

ないか。以上のことから、私も教育出版がよいのではないかと思う。 

皆さんの意見をまとめると、教育出版への意見が多かったが、社会については、教育出

版を採択ということでよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「教育出版」が採択された。 

 

【地図】 

○吉野教育長 

続いて地図に移る。いかがか。 

 



－8－ 

○水谷委員 

 最初に拝見した際、当然ながら自分たちの住む平塚を見てみると、東京書籍にはサッカ

ーボール、帝国書院には車とタイヤが描き込まれていて、両者とも平塚の特徴が一目で分

かるようになっていて、嬉しくなった。 

帝国書院は、導入の地図の使い方が丁寧に扱われていて、全体のページ数が東京書籍よ

り 20ページ近くも多くなっているが、重さが軽いというのはポイントになると思う。 

 

○荒井委員 

 私も、随分重さが違うと思った。近頃は、教科書も含めた登下校時の荷物の重さも問題

にされているので、できるだけ軽い方がよいと思う。 

また、今日的な課題である防災に目を向けてみると、両者とも地震の震源地を示した地

図や台風の進路、噴火、豪雨や豪雪を扱っているが、帝国書院には続けて「災害を防ぐ工

夫」というページが設けられている。「防災マップづくり」も載っていて、より詳しく感じ

た。 

 

○目黒委員 

 私も帝国書院がよいと思う。水谷委員が言われたように、地図の見方や使い方が東京書

籍と比べると充実しているし、「地図マスターへの道」は、地図を読み取る技能が楽しく学

べるものになっているのではないかと思った。また、「広く見わたす地図」やいろいろな縮

尺の地図も掲載されているので、目的によって見る地図を選べるというのも魅力である。

そして、地図の中の情報がすっきりしていて見やすい印象を受けた。 

 

○林委員 

 地図はある程度大きさがないと見にくいものであるので、帝国書院は大きいにも関わら

ず重さに配慮されているところがよい。「地図マスターへの道」では、子どもたちが地図を

使えるようになる工夫がされていると感じる。 

 

○吉野教育長 

 新学習指導要領の全面実施により、３年生から地図を使うことを考えると、帝国書院の

より広く俯瞰できる 160万分の１の地図があるのは魅力だと思う。 

また、資料の部分を見ると日本の歴史の年表は、東京書籍の方が大きい文字で見やすい

印象を受けるが、全体的に資料としてすっきりまとまっているのは、帝国書院のように感

じる。 

皆さんからは、帝国書院への意見が多いが、地図は帝国書院でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「帝国書院」が採択された。 

 

【算数】 

○吉野教育長 
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 続いて算数に移る。いかがか。 

 

○目黒委員 

 どの教科書も、問題をつかみ、まずは自分で考えて、その後、友だちと考えを交流して、

振り返ってまとめるという大きな流れは共通していると思った。その中で私は、教育出版

と東京書籍がよいと思った。 

教育出版は、振り返ってまとめる段階で「だったら」という言葉をキーワードにして、

自分たちの力でその後の学習に発展させる工夫を全部の学年で取り入れていた。この「だ

ったら」という言葉は、先生も子どもも使いやすい言葉だと思うので、主体的に学習に取

り組む態度を育てることにつながるのではないかと思った。 

また、東京書籍には、授業の展開の工夫として毎時間、めあてとまとめがあり、子ども

たちが学習の見通しを持って取り組むことができるのではないかと感じた。めあてを双葉、

まとめを四葉で表しているのも分かりやすいと思った。この他に、東京書籍では１年生①

の教科書が印象的であった。最初の２つの単元のみが掲載された薄くて大きな教科書にな

っており、教科書が薄くて反りが少ないので、１年生が授業の中でよくやる、絵の上にブ

ロックを置くといった作業もやりやすいのではないかと思った。教育出版と東京書籍それ

ぞれに、よいところがあると思う。 

  

○林委員 

 どの教科書も、巻末の補充問題で学習の振り返りが充実していると思った。中でも、教

育出版の６年生の教科書では、巻末の「学びの手引き」に５年生までの学習が、10ページ

以上に渡ってまとめられていて、非常に丁寧に作られていると感じる。これなら、いつで

も安心して振り返ることができると思う。 

 また、学校図書では、６年生に別冊があり、これまでの学習で見つけた考え方ごとに問

題が構成されていた。今回の学習指導要領の改訂では、見方・考え方がキーワードとなっ

ているので、このような取組も大変よいと思った。 

この他に、学校図書では、「考え方モンスター」が登場する。子どもたちは楽しみながら

考え方を学べると感じた。大日本図書は、唯一、全学年が１冊の教科書となっていて、１

年間の学習をいつでも振り返ることができるのはよいことだと思った。 

 どれも様々な工夫があり、甲乙つけがたいが、総合的に考えると、振り返りが特に充実

している教育出版がよいと思う。 

 

○水谷委員 

 算数は、正解、不正解がはっきりしているので、子どもたちも間違えに対して敏感にな

ってくると思う。その点では、日本文教出版は「間違いやすい問題」というタイトルを付

けて問題を出していたり、教育出版は「よくある間違い」というコーナーを設けたりして、

間違いへの注意を促していて、子どもにとって参考になると思った。特に、教育出版には、

どういった間違いをしやすいかまで書かれているので、より意識できるのではないかと思

った。 

 また、教育出版の３年生の教科書に、平塚の総合体育館の写真が掲載されている。野球
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やバスケットボール、サッカーのスポーツ観戦や、プールや広場での遊び等、多くの子ど

もたちが総合公園を訪れていると思うので、身近な施設と算数とのつながりが教科書に出

ている点では、子どもたちの学びに１つ刺激になるのではないかと思った。 

 

○荒井委員 

 算数は問題を解くことが授業の中心になると思うので、そういう意味では問題を解いて

みたくなるような工夫も大切だと思う。 

その点で、私は教育出版の「算数ワールド」は面白いと思う。例えば、２年生ではかけ

算九九を学習した後、九九のジグソーパズルを楽しむ場面があったり、４年生では「こわ

れた電卓」という教材で、計算の決まりを使わざるを得ない状況を作り出したりしていた。 

算数が苦手な子も、思わずチャレンジしてみたくなる教材が多く、学習したことを生か

す場面を演出していると思った。子どもたちは、学んだことが生きる場面があることを知

り、また、それを通して算数を勉強する大切さを感じることができるのではないか。 

 

○吉野教育長 

 ここまで、教育出版を推す声が多いが、私は啓林館や大日本図書の工夫もよいと思って

いる。算数に限ったことではないが、学ぶ意味や価値を実感するということは、とても大

切だと思う。その点で、啓林館と大日本図書では、仕事の中でどのように算数が生かされ

ているかについて、実際に働いている方が答えているページが６年生の巻末にある。特に、

啓林館では、子どもたちにも人気のあるパティシエやスポーツに関わる人等、５人の方が

紹介されている。第一線で活躍している方々が、仕事と算数の関係性について語る内容に

は説得力があるように思う。 

ただ、林委員が言われたように、教育出版は振り返りが充実していると感じる。採択検

討委員会でも意見があったが、巻末の「学びの手引き」には、コンパスの使い方や分度器

の使い方等が大変見やすくまとめられており、学年が上がっても確認することができるよ

うになっている。学習した直後は分かっていても、途中で忘れてしまうことは多々あるの

で、それをその都度確認できるというのは、知識や技能の定着という点からも大変有効で

あると考える。また、皆さんの言われる通り、教育出版は、学習を発展させる工夫や教材

の面白さ等があり、平塚の子どもたちにぜひ使わせたい教科書だと思った。 

 皆さんからの意見では、教育出版を推す意見が多いようであるが、算数については、教

育出版でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「教育出版」が採択された。 

 

【理科】 

○吉野教育長 

 では、続いて理科に移る。いかがか。 
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○水谷委員 

 主に「理科の学び方についてどのような工夫がされているか」という観点で教科書を見

てみた。各者とも、教科書の初めで「理科の学び方」について分かりやすくまとめられて

いた。例えば、東京書籍と啓林館は、学習する前と学習した後で同じ質問が記載されてい

る。これは自分の考え方を振り返るとともに、次の学習につなげていく手立てとしてよい

と思う。 

また、学校図書は、問題解決の過程を自分でチェックできるようになっていた。これは

学習の進みをセルフチェックできる、よい手立てだと思う。もちろん各者の教科書には、

その他にもいろいろな特徴があって、学校現場で教壇に立っていない、専門家でない私が

１者を選ぶというのは、なかなか難しいなというのを感じた。私は、東京書籍、学校図書、

啓林館を中心に、皆さんの意見を聞いて決めていきたいと思う。 

 

○目黒委員 

 私は、教科書の見やすさと、子どもたちが興味を持って主体的に学習することができる

教科書という観点に重きをおいて見てみた。教科書が見やすく、また、興味・関心が持て

るということは、児童が学習内容を理解することに大きく影響するのではないかと思うか

らである。この観点で見てみると、各者とも工夫を凝らした特徴があり、甲乙つけ難いと

思った。 

その中でも、大日本図書の「理科の玉手箱」というコラムは写真等も効果的に使用して

いて、読みやすい、わかりやすい内容になっていたと思う。また、東京書籍も判が大きい

ので、写真等が大きく掲載され、迫力もあってよかったと思う。ただ、東京書籍は、逆に

その大きさが机の上に置いた場合や、持ち運び等を考えると少し心配になる部分もあった。 

どの教科書も、工夫を凝らしたものになっており、私も水谷委員と同様、１つに決めき

れていないので、もう少し皆さんの意見を聞いてから最終的に決めたいと思う。 

 

○林委員 

 私も教科書の見やすさやコラム等は、目黒委員と同様に大日本図書がよいと感じた。子

どもたちが興味を持って教科書を読み、そのワクワク感から理科好きな子どもが増えてく

れるのではないかと感じた。 

一方で、水谷委員が言われたように「理科の学び方についてどのような工夫がされてい

るか」という観点で見ると、私は啓林館の「まとめノート」のページがよいと思った。こ

のページは、手書きのノート風にまとめてあり、ノートのまとめ方がビジュアル的に示さ

れて、子どもたちがまとめ方を確認できる内容になっていると思う。私は、大日本図書か

啓林館で悩んでいる。 

 

○荒井委員 

 私は、小学校では経験の浅い先生が増えてきているということから、理科の学習の中心

である観察や実験に取り組みやすい教科書になっているかをポイントとして見た。まずは

安全に観察や実験を行う手立てについて、教育出版では各学年の裏表紙に「理科の安全の

手引き」としてまとめられている。また、啓林館では、各実験のページに「注意」だけで
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なく、「保護眼鏡」や「換気」、「廃液」等の細かな部分に共通のマークが記載され、注意を

促すようになっている。どちらの発行者も、安全への配慮が一目見て分かるような工夫が

されていると感じた。 

さらに、実験のまとめ方については、啓林館が結果を整理し、考察する過程を丁寧に扱

い、より科学的に考え、話し合う活動が充実できるようなつくりになっており、児童に思

考させる場面がしっかり設けられていた。このことから、私は啓林館がよいと思う。 

 

○水谷委員 

 いろいろと考えていたが、今までの皆さんの意見を伺っていると、啓林館がよいのでは

ないかと思う。教育長はいかがか。 

 

○吉野教育長 

 どの教科書もそれぞれに魅力があり、悩んでしまう。ただ、私は総合的に見ると、啓林

館がよいと思っている。 

プログラミング教育の取扱いを見てみると、調査員からの報告にもあったが、各者とも

センサーを使った授業モデルや、汎用のアプリケーションを使った授業モデル、２次元コ

ードを活用して専用のアプリケーションを動かす等、様々な工夫をしていた。その中で啓

林館は、コンピュータ機器等を使わなくても、巻末付録のシートとシールを使って、プロ

グラミング的思考を育成できる学習を取り入れているところがよいと思った。コンピュー

タ機器の配備状況や教師の ICT機器活用能力に左右されることなく、子どもたちが同じ条

件で教科の目標を達成できることは、そのようなよさがあると思う。 

 

○林委員 

 私は、もともと啓林館か大日本図書の２者のどちらかで迷っていたので、皆さんの話を

聞いた結果、啓林館がよいと思う。 

 

○目黒委員 

 私も迷っていたが、採択検討委員会での意見や、今日の皆さんの意見を聞いて、総合的

に考えると、私も啓林館でよいのではないかと思う。 

 

○吉野教育長 

 皆さんからの意見をまとめると、最初は迷われていたが、徐々に啓林館ということで収

束してきたように思うが、理科については啓林館でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「新興出版社啓林館」が採択された。 

 

【生活】 

○吉野教育長 

 では、続いて生活に移る。いかがか。 
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○荒井委員 

 生活科は、１・２年生の児童が対象となるので、「これからどんな学習が始まるのだろう」

と、児童が興味・関心を持って学習に入ることがとても大切だと思う。 

そのような観点で教科書を見ると、例えば、大日本図書は手作りカメラなどを使い、子

どもの興味・関心を引く工夫がされているし、啓林館では各単元のはじめにわくわくボッ

クス、日本文教出版には植物の成長過程が一覧できる仕掛けが掲載され、児童の好奇心を

高めるようになっている。また、光村図書の巻末にあるシールは、生活の時間にしてみた

いこと等を記入し、何度も貼って剥がせるようになっている。 

このように、各者で様々な工夫がされているが、その中で私は、東京書籍がよいと思う。 

各者、多くの写真を掲載し、活動への具体的なイメージが持てるようにしてあるが、東

京書籍には、笑顔あふれる大きな写真が多数掲載されており、子どもにワクワク感を感じ

させる。教科書を開いた時に、子どもの心が動くということは、学習活動を広げたり、表

現活動につなげたりする上で大変効果的だと思う。私は東京書籍を推したいと思う。 

 

○吉野教育長 

確かに掲載されている活動場面の写真は、東京書籍のものは表情が生き生きとしている。 

これは、「やってみたいな」という子どもの学習意欲を高めるために効果的ではないかと

思う。また、笑顔あふれる写真は、低学年の児童に学校や学習に対する安心感を与えるも

のでもあると思う。 

学習意欲という点でみると、啓林館には各ページに「めくり言葉」が掲載され、児童の

思いや願いがつながるように工夫されている。そのため、児童が主体的に、そして必然性

を感じながら学習活動を進めることができるのではないかと思う。 

 

○林委員 

 私は、ここがよいと１者になかなか決められない状態である。保護者に向けたメッセー

ジが掲載されて、教育理念等について共有できるようになっていたり、発達段階を考慮し

て、上巻から下巻へと身に付ける技能が高まるように工夫されていたり、各者、甲乙つけ

がたいという感じである。 

巻末に掲載されている、習慣や技能、学び方を身に付けるための資料について比較して

みると、取り扱っている内容がすっきりとしたレイアウトで掲載されていて、見やすくま

とまっている印象のあるのは、東京書籍、学校図書、教育出版の３者がよいのではないか

と思う。 

 

○水谷委員 

 東京書籍は、サイズが大きくて、すっきり見える印象がある。また、下巻に「湘南ひら

つか七夕まつり」の写真があって、平塚の子どもたちは身近に感じるだけでなく、誇りや

嬉しさを感じるのではないかと思う。教科書に平塚市の写真が掲載されていることによっ

て平塚市への関心の高まりは、３年生から始まる社会科の学習への接続にもよい影響を与

えると思うので、東京書籍がよいのではないかと思う。 
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○目黒委員 

 私は、東京書籍か教育出版がよいと思う。東京書籍は、写真が多く掲載され、児童が具

体的なイメージを持ちやすいだけでなく、多様な表現活動、交流活動、振り返り活動の例

や対話の例が掲載されていて、児童が主体的に活動を広げることができると思う。 

 教育出版には、各単元にヒントが掲載されており、こちらも児童が自ら学習を広げてい

けるような工夫がされていると感じた。 

しかしながら、どちらかというと、交流活動や対話を中心とした活動例が掲載されてい

る東京書籍の方がよいと思った。 

 

○吉野教育長 

 私も東京書籍と啓林館で迷っていたが、皆さんの話を伺い、子どもたちの活動意欲を高

めるような写真や多様な活動例が掲載されている点、それから「湘南ひらつか七夕まつり」

の写真も掲載されているという点から東京書籍がよいと思った。林委員は３者で迷われて

いたが、いかがか。 

 

○林委員 

 私も皆さんのこれまでの意見を伺い、東京書籍がよいと思う。 

 

○吉野教育長 

 それでは、生活については、東京書籍でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「東京書籍」が採択された。 

  

【音楽】 

○吉野教育長 

では、続いて音楽に移る。いかがか。 

 

○林委員 

 教育芸術社では、巻頭の「音楽の木」で全体のつながりが明示されていて、これからど

んなことを学ぶのか、見通しを持って学習できるような工夫がされていると感じた。 

一方、教育出版では、巻末に音楽を形作っている要素が「音楽のもと」ということでま

とめられ、発達の段階に合わせて示されている。また、曲のイメージを巧みに伝える写真

が大変美しく、見開きで大きく掲載されていて、子どもが歌詞の内容や風景を捉えるため

の工夫が見られる。授業の中で、子どもの豊かな感性を育てるということを考えると、私

は教育出版に大きな魅力を感じる。 

 

○荒井委員 

 子どもにとって学習しやすいのは、教育出版ではないか。透明シートや見開きのページ

は、児童の主体的な学習につながると考える。特に３年生の透明シートは、音符や休符に
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ついて、何度も確認しながら覚えることができるよう工夫されている。また、１年生の早

い時期からドレミ体操を示したり、遊びの要素を取り入れたりする等、身体を動かしなが

ら音楽に親しむことができる点からも、私は教育出版がよいと思う。 

 

○目黒委員 

 私も教育出版がよいと思った。小学校では、１年生から鍵盤ハーモニカ、３年生からリ

コーダーを扱っていく。正しい指遣いで演奏するということは、子どもたちにとって個人

差が大きく表れるところであるので、そのような点から教科書を見ると、教育出版では、

リコーダーの運指表が巻末の折込ページに掲載されていて、それを開くと、どのページを

学習していても見えるような工夫があり、子どもたちが、繰り返し確かめながら練習でき

るところがよいと思った。 

 ただ、教育芸術社の鍵盤ハーモニカも、１年生でドとソの指遣いから扱われているが、

「どんぐりさんのド」、「そらまめさんのソ」という親しみのある言葉で示されていて、ま

た、鍵盤の位置も歌に合わせて楽しく覚えられるように工夫されていると思った。 

 

○水谷委員 

 両者とも、写真やイラストを豊富に掲載されていて、楽しく学習できるよう配慮されて

いるが、全体のバランスを見ると、教育出版の方が、掲載されている写真の迫力やイラス

トの楽しさ、活動を呼び掛ける文等、子どもにワクワク感を感じさせる。教科書を開いた

時に、子どもの心が動くということは、楽曲のイメージを広げたり、表現活動につなげた

りする上で大変効果的であると感じる。私も皆さんと同様に、教育出版がよいと思う。 

 

○吉野教育長 

 教育出版は、見開きの富士山や桜の写真が見事であった。写真を見ていると、歌詞の意

味が染み入ってくるような感じを受ける。また、リコーダーの運指表の使いやすさ等、教

科書を使う子どもたちの視点に立った工夫もなされている。 

平塚の子どもたちにとって、より音楽の楽しさ、面白さ、そして奥深さを感じられる教

科書は、私も教育出版だと思う。 

音楽については、教育出版ということでよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「教育出版」が採択された。 

 

【図画工作】 

○吉野教育長 

では、続いて図画工作に移る。いかがか。 

 

○荒井委員 

 安全面については、どちらの発行者も配慮されていると思う。開隆堂は、囲いの中に写

真付きで掲載されているため、道具の使い方で気を付けることや片付けのポイントを視覚
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的に捉えることができる。一方、日本文教出版では、「気をつけよう」、「かたづけよう」が

全学年を通して同じ位置に記載されている。使いやすさで言えば、日本文教出版がよいの

ではないかと思う。 

 

○目黒委員 

 全体的なバランスも、日本文教出版がよいのではないかと思う。開隆堂には、完成され

た作品がたくさん掲載されているが、日本文教出版は、子どもたちが生き生きと作業して

いる姿が多く掲載されていて、子どもたちが作ってみたいと思える見本が多くあるように

見える。また、学習のめあてもはっきり示されており、教える側にとっても的確に指導で

きるのではないかと思う。 

 

○林委員 

 私も日本文教出版がよいと思う。写真と作品のレイアウトがとても見やすくて、教科書

を開いたときにワクワク感が湧いてくる。押し付けるというのではなく、子どもたちの興

味を引きながら、「描きたいな」、「作りたいな」という子どもの創作意欲を高める工夫がな

されていると思う。 

 

○水谷委員 

 開隆堂には二次元コードが掲載されており、初めての道具の扱いについて、動画で確認

することができる。日本文教出版には二次元コードの掲載はないが、どの学年の教科書も

一冊の本のように楽しめるというように感じる。 

目黒委員が言われたように、生き生きとした表情で活動する子どもたちの写真を見てい

ると、この教科書を活用する子どもたちも、きっと同じような表情で取り組んでくれるの

ではないかと思う。 

 

○吉野教育長 

 道具の扱いということでは、電動糸のこぎりの使い方で日本文教出版の方は「かえしば」

についても示されている。安全面の配慮、開いたときの印象、ワクワク感、そして教師の

指導のしやすさを考えると、私も皆さんと同様、日本文教出版がよいと思う。 

皆さんからは、日本文教出版への意見が多いようであったが、図画工作科については、

日本文教出版でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「日本文教出版」が採択された。 

 

【家庭】 

○吉野教育長 

では、続いて家庭科に移る。いかがか。 
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○林委員 

 両者ともに学習のめあてを明確にし、学習の流れが丁寧に説明されている。２者の違い

の一つとして、見開きの写真のページ数がある。開隆堂に比べると、東京書籍が倍近く、

写真も多めになっているし、「いつも確かめよう」は、教科書が大きい分、写真も大きく掲

載されている。しかしながら、明確な決め手がなく、選ぶ難しさを感じている。 

 

○目黒委員 

 東京書籍は大判であるところを生かして、見やすい作りになっていると感じた。しかし

例えば、ごはんと味噌汁を扱う単元で、開隆堂は文化鍋と中身が見えるガラス鍋が並列に

扱われているが、東京書籍が扱っているのはガラス鍋だけである。私たちの日常やキャン

プでは、中が見えなくても、ふたがどうなったら、どうすれば良いのか等が分かることが

大切なので、生活に密着しているのは開隆堂だと思う。 

 

○吉野教育長 

 確かに、実際に生活する視点から考えなくてはならないと思う。採択検討委員会でも、

じゃがいもの皮はむいてから茹でるのか、茹でてからむくのかという話も出ていたところ

である。 

 

○水谷委員 

 確かに、じゃがいもの話は出ていた。東京書籍は、皮をむいてから茹でる方法が掲載さ

れているが、開隆堂は両方載せている。どちらが正しいとかではないので、安全面に配慮

しながら、生徒の実態に合った形で、先生方が現場で選ぶことができるのがよいのではな

いかと感じた。そうなると、開隆堂の方がよいのではないかと思う。 

 

○荒井委員 

 今回新設された、「家族・家庭生活についての課題と実践」については、両者で多少違い

があった。東京書籍は５つの事例が、開隆堂は３つの事例が載っているが、東京書籍の方

は具体的で、開隆堂の方は指導者によっていろいろと工夫できるような印象を持った。先

生方はどちらの方が指導しやすいのか。 

 

○吉野教育長 

 経験の浅い先生が多い中では、より具体的な方が教えやすいとは思うが、そういったこ

とでは、開隆堂の方が紙面はすっきりと見やすい感じはする。 

 

○目黒委員 

 開隆堂の紙面の下の方にある、一口メモが面白いと思った。東京書籍もいろいろなコラ

ムがあって面白いが、丁寧にいろいろなことが書いてある反面、紙面の情報量が多すぎる

感じもする。ユニバーサルな紙面を考えると、情報があり過ぎるよりも、開隆堂がすっき

りしていてよいと思う。 
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○吉野教育長 

 両者、一長一短であるが、少し気になるのは家族の単元である。学習指導要領では「家

族との触れ合いや団らんの大切さ」について取り扱うことになっている。単元のタイトル

が、開隆堂は「いっしょにほっとタイム」で、東京書籍は「気持ちがつながる家族の時間」

となっている。家族とのつながりの大切さは重々承知しているが、現実的なことを考える

と、家族に課題を抱えている子どもたちも多くいるのではないかと思う。 

 東京書籍の単元名は、「家族」ということが中心になっていて、単元の最初に掲載されて

いる挿絵についても、家族を扱ったものだけになっている。様々な事情を抱える子どもた

ちが教科書を使うことを考えると、少し心配がある。その点で、開隆堂は家族をもちろん

扱っているが、家族以外の人とのつながりも写真や文面から分かるので、開隆堂の方が子

どもたちにとってはよいのではないか。 

 

○林委員 

 確かに、家族の問題は気になる。先生方も扱い方には慎重になるところなので、私もそ

の点では、開隆堂がよいと思う。 

 

○吉野教育長 

 皆さんの意見を伺うと、開隆堂が多かったが、家庭科は開隆堂ということでよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「開隆堂出版」が採択された。 

 

【保健】 

○吉野教育長 

それでは、保健に移る。いかがか。 

 

○水谷委員 

 現代的な諸課題に対応していることについて、オリンピック・パラリンピックに興味・

関心を持ち、同時に自分たちの健康に対する意識を高める、効果的な学習ができたらよい

のではないかと考えながら教科書を見た。 

東京書籍は心の健康において、大日本図書は病気の予防において、文教社は巻末にオリ

ンピック・パラリンピックと関連付けた取扱いを工夫されていたが、特に３、４年生、５、

６年生ともに取扱があって、写真付きで選手からのメッセージを掲載し、学ぶ意欲を高め

る光文書院、同じく３、４年生、５、６年生ともに取扱いがあり、写真付きでスポーツを

見る関わり方について示している学研教育みらいがよいのではないかと考える。 

 

○林委員 

 どの教科書も子どもたちにとって身近な健康や安全についての課題を自分のこととして

捉え、その課題を解決するために調べたり、話し合ったりする学習活動が行えるような構

成になっていると思うが、私は全ての児童が学習の見通しを持って学習できるよう、巻頭
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に学習の進め方、教科書の使い方を示している東京書籍、大日本図書、光文書院、学研教

育みらいの４者のいずれかがよいと考える。 

文教社は、学習課題に順序性を持たせて教師には取り扱いやすい構成がされているが、

いくつかある学習活動が同じような緑色の枠で囲まれていて、子どもたちが見通しを持ち

にくいと思った。 

 

○目黒委員 

 ここがよいという１者になかなか決められない状態である。東京書籍は、例えば３・４

年生の部屋の明るさと健康の学習で、明るさの違う３枚の写真を並べて子どもの思考を促

す等、資料に工夫があると思った。 

また、学研教育みらいは科学的な理解に結び付けられる資料である「かがくの目」、光文

書院は「科学のとびら」が掲載されていて、それぞれに子どもが考えたり、調べたり話し

合ったりしながら課題解決に向かうときに役立つのではないかと感じた。 

保健の授業も実生活に生かしてこそ意味があると考える。例えば、交通事故の防止につ

いて比較すると、最後のまとめで文章から考えさせる光文書院よりも、写真を提示し、そ

れを参考に交通事故を防ぐことを考えさせる東京書籍や学研教育みらいの方が、学習を実

生活に生かす工夫がされていて、総合的に見ると、私は東京書籍と学研教育みらいのどち

らかがよいと思う。 

 

○荒井委員 

 どの教科書も、日本人の死亡原因のグラフの内訳にがんが示されたり、肺がんだけでな

く、肺以外の臓器も挙げてリスクを説明したりしている。これに加え、学研教育みらいは、

喫煙者と非喫煙者の病気にかかる危険性について、男女別の比較とともに、臓器別のがん

について記載され、他者より詳しく書かれている印象がある。 

また、発展的な内容として、１ページを使い、日本人のどのくらいの人が罹るか等、Ｑ

＆Ａ方式で記載されている。未病、予防の視点でも整理されていて、子どもが興味・関心

を持って学習できるよさがあると思った。 

 

○吉野教育長 

 学研教育みらいと光文書院は、例えば薬物乱用防止についての発展的な内容として「お

薬手帳」の紹介がされていて、健康・安全について「何を知っているか」だけではなくて、

「知ったことを自分の生活につなげる」ことができるよさがあると感じた。特に、学研教

育みらいは、「ことば」のコーナーに学習で必要となる用語の解説があって、学習内容と結

びつけて知識を深めることもできるので、私は学研教育みらいがよいと思う。 

 ここまで皆さんの意見をまとめると、学研教育みらいを推す意見が多いようであるが、

保健については、学研教育みらいでよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「学研教育みらい」が採択された。 
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【英語】 

○吉野教育長 

それでは、英語に移る。いかがか。 

 

○目黒委員 

 平成 23年度に外国語活動が導入された時、私は小学校の教員をしていた。当時から、平

塚市では、英語らしい自然な音の流れを体感させるために、童謡や手遊び歌等を積極的に

取り入れている。繰り返し登場する表現が何回出てくるかを数えさせたり、表現に合う動

作を入れたり、聞かせたい部分に注目するような仕掛けを作ったりすると、子どもたちは、

面白いと思って、飽きずに何回も聞きたがり、そのうち、自然と歌えるようになっていた。 

英語の歌については、東京書籍、開隆堂、教育出版、啓林館の４者は、授業で扱った表

現が入った、英語学習のために作られた歌を載せている。また、学校図書と光村図書は、

昔から歌い継がれている歌を載せている。学校図書や光村図書の歌には、先生方が慣れ親

しんでいる歌が多いので、安心して授業に取り入れられると思う。 

 

○林委員 

 英語は初めての教科になるので、担任の先生がイメージしやすく、安心して授業ができ

るような教科書がよいと思う。子どもは音を敏感に聞き分け、細かな音の抑揚やリズムを

びっくりするくらい正確に捉えて、上手く真似ることができることから、良質な音声を聞

かせることが大変重要だと思う。 

教科書のつくりを見ると、学校図書は、音声によるインプットを最重視して、目標とす

る語句や表現を、あの手この手で繰り返し聞かせ、その中で子どもの気付きが生まれるよ

うにしていた。また、単語や英文をただ単に繰り返させるのではなく、「自分にあてはまる

ものは」とか、「その人になりきって」と、このちょっとした一言があると、自然と心を込

めて言うようになる。言葉のやりとりを学ぶ点で、とても大切なことだと考えたことから、

私は学校図書がよいと思う。 

 

○水谷委員 

 私は教育出版がよいのではないかと感じる。来年、東京でオリンピック・パラリンピッ

クが開催されることもあって、多くの教科書で題材にしている。その中でも、教育出版は、

選手の写真やピクトグラムを多く掲載しており、活躍が期待される選手らに加え、スポー

ツ選手を支える人たちの活躍も扱っているのが、印象的であった。 

もう一つよいと思うのは、光村図書である。世界 12カ国の小学生が英語を使って、堂々

と自分の考えを話す様子が紹介されている。同年代の子どもたちの様々な英語に触れられ

るのがよいと思う。いろいろな文化があること、外国語で伝え合うことの楽しさを、伸び

伸びと体験してほしい。 

私が子どもたちに願うことは、グローバル化されていく社会において、自分の考えや気

持ち、伝えたい情報等を、自信を持って発言してほしいということである。そのためには、

子どもが伝える気持ちになる、刺激が与えられる、発信したくなる、そんな工夫がある教

科書がよいと思う。 
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○目黒委員 

 水谷委員が言われたように、自分の思いを伝えたいと思わせるような場面をつくること

は、授業をする際の大変重要な視点だと思う。 

教科書には、子ども同士がお互いにやりとりする活動がたくさん設定されているが、大

切なのは活動に取り組む前に、目的意識を持つことである。例えば、「何時に起きる？」と

尋ね合う活動について比較すると、「何時に何をするか尋ね合いましょう」と活動の目的が

漠然としているものがあった。一方で、教育出版や学校図書は、それぞれ「クラスの中で

一番早起きの人はだれか探してみよう」、「５年生の理想の睡眠時間は９時間半です。みな

さんはどうですか。友だちと尋ね合い、結果を表に書きましょう」というような投げ掛け

によって、子どもがやってみたくなる状況が上手に作られている。 

そういった場面設定の工夫が随所に見られることや、先ほど申し上げたように先生方が

慣れ親しんだ歌が多く扱われている点で、私は学校図書がよいと思う。 

 

○荒井委員 

 学校図書と三省堂は、例となる語句や表現が、書く欄の上や横に配置されており、書き

写しやすいように配慮されていると思う。 

また、文字練習は、無味乾燥になりがちなので、開隆堂のように、年賀状づくり、夏休

みの思い出カードづくり等、児童の実生活に即し、書く目的を持たせ、児童の学習意欲を

高める工夫はよいと思った。 

私が教科書を見て一番驚いたのは、４線の幅を均等にせずに、中央を広めに取っていた

ことである。小文字が書きやすく、見分けやすくするためであるそうだが、東京書籍や光

村図書の４線は、中央の幅がかなり広く、大文字が書きづらいのではないかと感じた。 

そういった中で私は、学校図書を推薦する。「音声を聞く、英文を指で追う、なぞる、書

き写す、書く」というように、スモールステップを踏んでいるので、子どもにとって「書

くこと」への負担が少ないと思う。 

 

○吉野教育長 

 私は、学校図書か教育出版がよいのではないかと思う。文字や文等を「書くこと」は、

個人差が大きく出やすいので、丁寧な指導を心掛ける必要がある。 

学校図書は、「書くこと」への指導が、きめ細かく示されているし、また、レッスンごと

にアルファベットコーナーがあり、５、６年で、アルファベットの学び直しができるよう

になっていて、確実な定着を図るには、大変よいと思う。指導経験の浅い先生にとっても、

指導の手順が分かりやすい教科書だと感じる。 

 教育出版は、児童の心の動きを大切にした楽しい活動ができるような工夫が見られ、ペ

ア・グループ活動、協力し合いながらの活動が多く取り入れられている。また、アルファ

ベット表とローマ字表が折り込みになっていて、授業中にいつでも見ることができるよう

になっていて、子どもにとって便利なつくりになっている。 

 ここまで、話を伺っていると、英語については、全体的な構成や教えやすさという点を

考えて、学校図書という意見が多いようであるが、水谷委員いかがか。 
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○水谷委員 

 英語は、自分の思いや考えを誰かに伝えることを通じてこそ、身に付くものである。「伝

える喜び」が体験できるような仕掛けが学校図書にもあるので、よいかと思う。 

 

○吉野教育長 

 それでは、英語については、学校図書でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「学校図書」が採択された。 

 

【道徳】 

○吉野教育長 

それでは、道徳に移る。いかがか。 

 

○目黒委員 

 私は、現代的な課題、特にいじめと向き合う心が養われるよう、いじめの問題について、

どう扱っていくのかという点を重点として考えている。その点で見ると、どの発行者の教

科書もそれぞれ工夫されていると感じた。 

例えば、学校図書、教育出版、光文書院は、目次や教材にマークをつけていじめ問題を

題材にしていることを分かりやすくしている。また、学研教育みらいは、いじめに関わる

直接的な教材と間接的な教材が配置されていて、廣済堂あかつきには、いじめに関わる教

材が発達の段階を考慮して掲載されている。 

その中でも特に、東京書籍、光村図書、日本文教出版は、各学年複数の教材を組み合わ

せてユニットとして重点的に扱っているところがよいと考える。光文書院も、全学年では

ないが、３年生と５年生はユニットとして扱われている。 

 

○吉野教育長 

 平塚市では、子どもの安全・安心、子どもの命の大切さを大事に考えている。命の大切

さについては、子どもの発達の段階に合わせた取扱いと、すべての学年で共通して取り扱

いたいと考えている。また、いじめを直接的に扱った教材だけでなく、いじめ問題に結び

つく命の大切さを考えられるような間接的な教材やコラムが複数配置され、ユニットでし

っかりと考えることができる点でも、東京書籍、光村図書、日本文教出版がよいと思った。 

 

○荒井委員 

子どもたちへの負担という面で、教科書の大きさや重さ、文字の大きさや紙面構成とい

った、読みやすさと使いやすさについても、考慮が必要だと考える。そのような点を考え、

私は光村図書出版の教科書がよいのではないかと思っている。 

光村図書出版は、他者より小さい B5 判で、児童が持ち運びやすいサイズである。また、

左右にやや広げ、綴じ方を工夫しているので、読んでいて他者より、サイズが小さいこと

が気にならないと感じた。分冊ではないことも子どもたちの負担という面でよいかと思う。 
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○吉野教育長 

 今、荒井委員から分冊について意見があったが、分冊について皆さんはどう考えていら

れるか。「子どもたちにとって負担ではないか」という考えもあると思うが、書く活動を通

じて、自分の考えや友だちの考えを確かめ、話し合いを促すものとしては有効だと思う。 

また、児童が自分の学習状況や考え方の変化を、いつでも振り返ることができて、成長

を実感できるという点で、利点もあると思うがいかがか。 

 

○水谷委員 

 採択検討委員会でも分冊については、「低学年では書くことに時間がかかってしまって、

振り返りや、今後どうしたいか考える時間が取れない」、「教師の意図と分冊の内容がずれ

た時は扱いが難しい」という話があった。 

分冊のものは、記述欄の多さや教科書と対応させながらの扱いの難しさ、また書かれて

いる問いに子どもの考えが引っ張られてしまう等、いろいろな考えを引き出すことが難し

いのではないかと思う。道徳は「考え、議論する」ことが大切であると言われているので、

子どもには、１つの考えにとらわれずに、いろいろな面や角度から考えて欲しいと考える。 

その点で光村図書は、発問の切り口が多様で、１つにとらわれずに考える一助になり得

る点でよいのではないかと考える。 

 

○林委員 

 長く親しまれている定番教材、実話に基づく教材、偉人・著名人やオリンピック・パラ

リンピック選手等の人物教材、親しみやすい漫画の教材等、児童の心を揺さぶる魅力的な

教材が掲載されていて、各者甲乙つけがたい。 

 その中でも、光村図書は、文章中のヒントになり過ぎる部分を削除したり、表現を変え

たりする等して、「正解」を求める授業にならないように工夫してある。また、文章そのも

のを短くしてあることで、児童の読むことへの負担が減るように考慮してある。このこと

によって、児童がより考えることや、話し合いに集中しやすいのではないかと思った。そ

ういったことから、私も光村図書がよいと思う。 

 

○吉野教育長 

 ここまで皆様の意見を総合すると、光村図書を推す意見が多いが、道徳については光村

図書でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「光村図書出版」が採択された。 

 

【休憩】 

○吉野教育長 

 それでは、ここで 15時 30分まで暫時休憩とする。 

 

（15時 30分再開） 
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【再開宣言】 

○吉野教育長 

 それでは、休憩前に引き続き審議を再開する。 

 

２ 令和２年度平塚市立中学校使用教科用図書（「特別の教科 道徳」を除く）の採択について 

 

○吉野教育長 

令和２年度に平塚市立中学校の生徒が使用する教科用図書のうち、「特別の教科 道徳」

以外の教科について採択するものである。詳細は教育指導課長が説明する。 

 

○教育指導課長 

令和２年度平塚市立中学校において使用する「特別の教科 道徳」を除いた教科用図書

について、協議の上、採択をしていただきたいと思う。 

令和２年度平塚市立中学校において使用する「特別の教科 道徳」を除いた教科用図書

についても、平塚市教科用図書採択検討委員会設置要綱に基づき、採択検討委員会を設置

し、採択に関する必要な事項を教育委員会に報告することを目的に、平成 27年度の調査研

究資料を活用し、研究及び協議をしてきた。 

 中学校の「特別の教科 道徳」以外の教科用図書については、令和３年度に新学習指導

要領全面実施が控えており、平成 30年度検定において、新たに合格した図書がなかった。 

そのため、神奈川県教育委員会では、「令和２年度使用中学校教科用図書の採択につい

ては、平成 27年度の調査研究資料を活用することとし、専門調査員会を設置しない。」こ

ととした。したがって、平塚市教育委員会においても同様に、中学校用の教科用図書につ

いては調査員を置かず、前回の採択替えが行われた平成 27年度の調査研究報告資料を活用

した。また、保護者代表の方にも出席、協議への参加をしていただいた。 

令和２年度中学校において使用する「特別の教科 道徳」以外の教科用図書を協議の上、

採択していただくよう、よろしくお願いしたい。 

 

○吉野教育長 

 ただいまの説明について、質問はあるか。 

 

○水谷委員 

先程の議事の際にも確認したが、公正な採択の確保及び検討委員会における公正な審議

という点への対応はいかがか。 

 

○教育指導課長 

「令和２年度中学校において使用する『特別の教科 道徳』を除く教科用図書」につい

ても、各学校に対して、公正確保の通知を出し、校長会、小・中教頭研究会において、教

科書発行者による献本や自宅訪問等の不正行為がないように、十分注意するよう依頼して

きた。その結果、学校等における不公正な動きは見られなかったことを認識している。 

また、検討委員会についても、平成 27年度の調査研究報告資料は公正な内容であり、こ
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れに基づいた協議を行うことができたので、会議は公正に進められたと認識している。 

 

○吉野教育長 

 他に質問はあるか。 

 

（質問等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

 他に質問がないようなので、令和２年度平塚市立中学校において使用する「特別の教科

道徳」を除いた教科用図書、各種目の採択に移る。 

 先程、教育指導課長から説明があったが、新しい学習指導要領の全面実施が令和３年度

に控えており、平成 30年度検定において新たに合格した教科用図書の申請がなかった。今

年度、新学習指導要領に対応した教科用図書の検定が行われるので、来年度、それらの検

定合格本から採択することになる。よって、今回採択する教科用図書は、令和２年度だけ

の使用となる。 

なお、学習指導要領移行措置期間への対応については、文部科学省及び各発行者が作成

する補助教材や、現行使用教科書の指導内容の記載を参考にすることで、適切な指導が行

われるようになっているので、今回の採択で考慮する必要は、特にないと考えている。 

 そこで、協議に入る前に１つ、皆さんの意見を伺い、確認したいことがある。先日開催

された採択検討委員会の中で、小・中学校の先生方から、平塚の子どもたちの現状、これ

まで３年間使用してきた上での教科用図書への意見の声をいただくことができた。それら

を踏まえ、学ぶ子どもたち、教える先生たちが混乱することなく、じっくり学習活動に取

り組めるかという観点も入れながら、協議を進める必要があると考えるが、皆さん、いか

がか。 

 

○目黒委員 

 私も、教育長が言われたその観点を大事にして、協議を進めるべきだと思う。何よりも、

これまで先生方が積み重ねてきた授業実践と研究の成果が、子どもたちの充実した学びに

つながると考える。指導内容等に支障があるということであれば話は別だが、先程、教育

長が言われたように、新しい学習指導要領実施までの移行措置期間への対応はされている

とのことなので、現状として、平塚市の子どもたちにとって、「いい教科書」、「使いやすい

教科書」ということを検討するのがよいと思う。 

 

○吉野教育長 

 他の委員の皆さんも、それでよいか。 

 

○各委員 

 異議なし。 
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○吉野教育長 

 それでは、中学校の「特別の教科 道徳」を除く教科用図書の採択に移る。 

 

【国語】 

○吉野教育長 

 国語から意見を伺う。いかがか。 

 

○荒井委員 

 国語は言語の教育ともいえる。言語は物事を理解したり、思考したり、伝え合ったりす

る等、学習の基本となるものであるし、コミュニケーションや感情・情緒の基盤ともなる

ものである。子どもたちが社会生活を送っていく上で、また、円滑な人間関係を構築して

いく上でも大切なものになる。私は、子どもたちには国語を通して豊かな言語感覚を養っ

てほしいと考えている。 

 

○目黒委員 

 荒井委員が言われた、豊かな言語感覚を身に付けていくために、授業では様々な言語活

動を取り入れている。例えば、調べたことを発表したり、案内文を書いたり、議論したり

する等の活動である。 

採択検討委員会では、国語は言語活動そのものであるという話があった。社会生活に必

要な国語の力を身に付ける教科であるからこそ、国語の授業の中には、意味のある言語活

動を取り入れていくことが大切である。また、国語で身に付けた力を他教科で生かしたり

日常生活につなげたりしていくことも、子どもたちの言語感覚を豊かにするためには、大

事なことではないかと考える。 

 

○水谷委員 

 そういった点で考えると、どの発行者も工夫された言語活動例が取り上げられている。

現在使用している光村図書の教科書では、「学習に生かす」、「他教科に生かす」というもの

が設けられていた。目黒委員が言われていた、国語で身に付けた力を、他教科や日常生活

に活用するということが大切なのではないかと思う。また、「学習を広げる」という巻末の

資料に、言語活動例が示されているので、子どもたちは、この資料を手掛かりに、言語活

動を効果的に進めていくことができるのではないかと感じた。 

 

○目黒委員 

 豊かな言語感覚の育成には読書も大切だと考える。子どもたちの発達の段階に応じた質

のよい本との出合いは、言語感覚を養うとともに、子どもたちの豊かな感性や心を育むこ

とにもつながるのではないかと思う。 

光村図書では、「読書生活を豊かに」と「読書に親しむ」いう単元が各学年に位置づけら

れていて、発達の段階に応じた読書活動が設定されている。また、平成 27年度の調査研究

の報告によると、今申し上げた２つの読書単元に設けられた「読書案内」と「読むこと」

の各単元末にある「広がる読書」を合わせて、３年間で 243冊の本が紹介されているよう
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なので、子どもたちが多くの読み物に出合えるきっかけになるのではないかと思う。 

 

○林委員 

 目黒委員から読書を通して豊かな感性や心を育むという話があったが、光村図書にはと

ても魅力的な教材が取り入れられていると感じている。長年取り上げられている名作と現

代作家による小説が、バランスよく配置されているし、心に訴える作品が教材になってい

るように思える。感性を磨く言葉や思考を広げる言葉も大切にされており、子どもたちの

豊かな心を育むことにつながるのではないかと考える。 

 

○吉野教育長 

 国語を通して豊かな言語感覚を養っていくこと、そのために授業で身に付けた力を活用

することの大切さ、そして心を育む魅力的な教材という点で、現在使用している光村図書

がよいという意見を伺った。 

 それでは、国語については、光村図書でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「光村図書出版」が採択された。 

 

【書写】 

○吉野教育長 

 続いて、書写に移る。いかがか。 

 

○目黒委員 

 先ほどの国語の協議とも重なるが、私は書写の学習で身に付けた力が、他の教科での学

習や日常生活に結び付くという実感を子どもたちが持てるようにすることが、とても大切

なのではないかと考えている。 

その点ではどの発行者の教科書もそれぞれ工夫されているので、どれを使用しても子ど

もたちは、書写で学んだことを様々な場面で生かせるということが実感できると思う。 

それからもう一つ、見やすさや使いやすさも教科書には大切な点だと私は考えている。

その点で申し上げると、東京書籍は、教科書のサイズがワイドになっていて、ほぼ実寸大

のお手本があるところがよいと思う。また、書く時のポイントがインデックスに示されて

いるのも使いやすいと感じた。 

 

○荒井委員 

 確かに、目黒委員が言われるように、ポイントやレイアウトが分かりやすいという点で、

私も東京書籍の教科書がよいと考える。 

さらに、東京書籍は、常用漢字表の他に、人名用漢字表がついているところが特徴的で

ある。最近では名前に珍しい漢字を使っているお子さんもよく見られる。自分や友だちの

名前に使われている漢字の掲載は、大げさな話かもしれないが、個を大事にしていること

の表れとも感じられるし、またその名前を練習して書いてみようというきっかけづくりに
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もなるのではないか。 

 

○吉野教育長 

 ２人から意見があったが、その他になければ、書写については、東京書籍でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「東京書籍」が採択された。 

 

【社会（地理的分野）】 

○吉野教育長 

 続いて、社会科・地理的分野に移る。いかがか。 

 

○水谷委員 

 書写のところでも、見やすさや分かりやすさ、使いやすさという話があったが、地理の

教科書においても、中学校では小学校と比べ、より詳しい内容を学習することになるので、

見やすさや読みやすさという点は大事にしたいと考える。 

 現在使用している帝国書院の教科書は、学習の冒頭に写真が大きく掲載されていて、こ

れから学習する地域や世界のイメージをつかみやすいと感じた。他の図表や写真等の資料

も大きく掲載され、見やすくまとまっている。また、項目ごとに色分けされているインデ

ックスも見やすく、子どもたちが教科書のページを開く際の助けになると感じた。 

 

○目黒委員 

 小学校の社会科では、問題解決的な学習を進めながら、社会科で必要な力を身に付けて

いくことを大切にしている。それは中学校でも同じだと思う。様々な資料を活用して課題

を見つけたり、多面的、多角的に考えたり、分かったことを適切に表現したりする力を身

に付けていくことが大切だと思う。 

 そのような点で、現在使用している帝国書院は、「確認しよう」、「説明しよう」、「探求し

よう」といった言葉で課題が端的に押さえられて、学習内容を振り返ったり思考を深めた

りするのにも役に立つと思う。また、「技能をみがく」という演習方式のコラムがあり、課

題解決の過程で活用できると感じた。 

 

○林委員 

 私も帝国書院がよいと思う。グローバル化が進展し、また、温暖化等の地球規模で環境

問題が深刻化している現在、防災や安全について学習することも大事なことだと考えてい

る。 

 採択検討委員会でも意見があったが、帝国書院には「共生、環境、防災」等を中心に扱

うコラムが載っていて、未来の社会をつくるために参考になる取組が紹介されている。子

どもたちにぜひ読んでもらいたい内容である。 
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○吉野教育長 

それでは、社会科・地理的分野については、帝国書院でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「帝国書院」が採択された。 

 

【社会（歴史的分野）】 

○吉野教育長 

それでは、続いて社会科・歴史的分野に移る。歴史的分野においては、「我が国の歴史の

大きな流れ」を理解する学習が重視されているが、そのような点も踏まえながら意見を伺

いたいと思う。いかがか。 

 

○荒井委員 

 我が国の歴史の大きな流れを理解するために、各者ともに各時代の特色を明らかにする

ための図表や写真が豊富に掲載されている。どの発行者も、見やすく分かりやすいつくり

になっていると感じた。 

 

○水谷委員 

 今、荒井委員が言われた、「各時代の特色を明らかにする」という点では、現在使用して

いる帝国書院には、「タイムトラベル」という、各時代とその特徴が分かるイラストのペー

ジが設けられていた。イラストを見て、前の時代との比較をしたり、疑問点を発見したり

して時代全体のイメージを膨らませることができるような工夫が凝らされていると感じた。 

 

○目黒委員 

 私も帝国書院がよいと思う。イラストや写真等の資料が充実しているし、各時代の文化

が詳細にまとめられているので、授業後に学習を振り返ったり、復習をしたりするのに活

用できるのではないかと思った。 

 

○林委員 

 先程、地理的分野のところで、目黒委員から「問題解決的な学習」について話があった

が、歴史的分野においても、単に知識を習得するという学習ではなく、子どもたちが「な

ぜこのような出来事が起きたのか」というような疑問を持って、課題を追求しながら歴史

の大きな流れを理解していくことが大切だと考える。 

 その点では、多くの発行者において、調べ学習の方法について扱われているが、特に帝

国書院では「歴史の調べ方 まとめ・発表の仕方」という章が設けられていて、学習の中

で疑問に思ったことや気付いたことを、どのように情報として調べ、解決し、まとめてい

くとよいかが、多くの写真とともに分かりやすくまとめられている。子どもたちが見通し

を持って、調べ学習を進めていくことができると思った。 
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○吉野教育長 

 皆さんの意見をまとめると、各時代の特色を明らかにするための資料の充実という点、

また、問題解決的な学習での活用という点から、現在使用している帝国書院を継続して使

用することがよいと考えるがいかがか。 

 

【結果】 

全員異議なく「帝国書院」が採択された。 

 

【社会（公民的分野）】 

○吉野教育長 

 続いて、社会科・公民的分野に移る。いかがか。 

 

○林委員 

 公民的分野は、中学３年生で学習する。これは、地理的分野や歴史的分野等の学習の成

果を生かし、中学校社会科の集大成として子どもたち自身が、これからよりよい社会をつ

くっていく一員として今、何ができるかということを考えていく学習だからだと考える。 

 教育出版の教科書には、申し上げたような、子どもたちが公民的分野を学ぶ意義につい

て巻頭ページに分かりやすくまとめられているのがよいと思った。 

 

○荒井委員 

 教育出版は、多面的・多角的な考えを促すために、身近な話題を基にしているところが

よいと感じた。また、各章の「とびら」には、そこで学習する内容と関連した中学生の様々

な活動や体験場面の写真がたくさん掲載されている。これから社会に出ていく子どもたち

が学ぶ学習だからこそ、身近な話題や実生活と関わりを持たせた内容が充実している教科

書がよいと思う。 

 

○水谷委員 

 私も、公民の学習を通して、子どもたちに社会とのつながりを意識させることは、とて

も大切なことだと感じる。義務教育の最終学年で学ぶ教科だからこそ、自分が今後社会づ

くりにどう関わっていくのか、考えてもらえたらよいと思う。 

教育出版は、言語活動の扱いもよいと思う。「言葉で伝え合おう」という特設ページには、

身近なテーマを基にした言語活動例が設けられ、丁寧な説明が書かれている。教科書を参

考にすることで、生徒は見通しを持って学習を進めていくことができると感じた。 

 

○吉野教育長 

 皆さんの意見をまとめると、引き続き教育出版を使用することがよいという意見が多い

ようであるが、いかがか。 

 

【結果】 

全員異議なく「教育出版」が採択された。 
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【地図】 

○吉野教育長 

 続いて、地図に移る。地図で重視したい点として、採択検討委員からは、資料の配列等

見やすい工夫がされていること、生徒の発達の段階に即していること、地理的な事象を多

面的、多角的に捉えられる資料であることという意見があった。 

そのような点も踏まえて、皆さんから意見を伺いたいと思う。いかがか。 

 

○林委員 

 東京書籍と帝国書院の２者について注目した。東京書籍は落ち着いた色で、目に優しく

見やすいと感じた。文字も大きく、鮮明になって分かりやすいし、テーマごとに資料を検

索できる「資料索引」は、学習に役立つと思った。 

 一方、帝国書院は色使いが鮮やかで、こちらも見やすいと感じる。世界の地形が立体的

につかめるような工夫がされていて、地域の様子を捉えるにはとてもよいと思った。 

 

○水谷委員 

 東京書籍も帝国書院も資料が大変充実している。特に、現在使用している帝国書院は、

「やってみよう」、「地図を見る目」等の学習課題コーナーが設けられていて、地図を通し

て課題を見つけられるような工夫が優れていると思った。 

また、自然環境、人口や都市、産業、交通等の資料は、関連させて考えられるような配

置になっているので、地図からいろいろな情報を受け取れるという点や関連付けて考察で

きるという点で、私は帝国書院がよいと考える。 

 

○荒井委員 

 私も帝国書院がよいと思う。縮尺を統一した地図や資料は、地域の比較がしやすいので

子どもにとっては分かりやすいと感じた。 

 

○吉野教育長 

 それでは、地図については帝国書院でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「帝国書院」が採択された。 

 

【数学】 

○吉野教育長 

 続いて、数学に移る。数学は得意、不得意がはっきり分かれ、苦手意識を持っている子

どもたちも多く見られる。 

 そのような子どもたちに、少しでもできる喜び、学ぶ意義を感じられるような教科書を

選んでいきたいと考えるが、皆さんからの意見をお願いしたい。 
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○目黒委員 

 私も同じ意見である。さらに、数学は子どもたちが小学校で学んできた算数から積み上

げていく教科であるので、入学した子どもたちの学習をスムーズにつなげていくというこ

とも大切であると思う。その点でいうと、どの発行者も巻末に小学校の復習問題を載せる

等、小中学校の接続について非常によく考えられている。 

 特に、啓林館は別冊の「マスナビブック」の中に「学びをつなげよう」というページが

あって、学習の前や学習中にこれまで学習した内容を振り返ることができるようになって

いた。また、「学びをいかそう」というページも章ごとに設けられていて、学習したことを

様々な場面で活用できるということが分かる。 

 数学を生かそうとする態度の育成にもつながるので、自主的な学習や学び直しができる

という点では、私は啓林館がよいと思う。 

 

○水谷委員 

 目黒委員が言われたように、私も啓林館については、別冊の解説が充実していると思っ

た。基礎から発展までを１冊で取り組ませることができるのは大変魅力的であると感じる。 

 

○荒井委員 

 私も啓林館がよい。教科書のはじめに学習の進め方が詳しく説明されている。学習の進

め方のポイントを押さえたり、振り返りをしたりする際に役立つと感じた。 

 

○吉野教育長 

 皆さんからは、啓林館のよさについての意見を多く聞かせていただいた。私からも一つ

付け加えると、啓林館の章末問題には学習したページが記載されており、基本事項を学習

したページに戻ってチェックすることができるようになっている。「発展」や「数学を通し

て考えよう」等、習熟度別に学習ができるような工夫もあるので、個に応じた学習もでき

るのではないかと思った。 

 それでは、数学については啓林館でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「新興出版社啓林館」が採択された。 

 

【理科】 

○吉野教育長 

 では、続いて理科に移る。いかがか。 

 

○林委員 

 大日本図書は、課題を明確に把握して、予想を立て、検証していくという流れがしっか

りしている。本文の解説では、結果と考察が明確に区別されていて、科学的思考を考慮し

た構成になっていると感じた。学習を繰り返すことで、科学的思考力や知識・技能が身に

付くようになっていると思う。 
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○目黒委員 

 私も現在使用している大日本図書がよいと思う。大日本図書は、学習内容ごとに「問い」

で基本を押さえて、単元末では学びを整理できるようになっている。基礎基本の定着が図

られるような工夫がされていると感じた。 

 

○荒井委員 

 文字が大きく、図や写真も見やすいので、私も大日本図書がよいと思う。また、学習内

容に興味・関心を持たせるために、学習内容と関連のある日常生活の事象や歴史・職業等

について、多くの読み物が記載されているのも魅力的である。 

 

○吉野教育長 

 皆さんの意見から、理科は大日本図書を採択したいと考えるが、いかがか。 

 

【結果】 

全員異議なく「大日本図書」が採択された。 

 

【音楽（一般）】 

○吉野教育長 

続いて、音楽に移る。はじめに、音楽（一般）からであるが、いかがか。 

 

○林委員 

 音楽の学習を通して、子どもたちには生涯にわたって、音楽文化に親しんでいく態度を

育てていくことが大切だと感じているので、授業を通して多様な音や音楽に触れて、音楽

のよさや楽しさを感じられるような教科書がよいと思っている。そのような視点で音楽の

教科書を見ると、教育芸術社も教育出版も幅広いジャンルの中から親しみやすい教材が掲

載されていることが分かる。 

また、歌唱共通教材は、作品に対する作者のメッセージも載っていて、歌詞や楽曲の背

景を理解しやすく表現活動につなげられるようになっている。どちらの発行者も工夫され

ていると感じる。 

 

○水谷委員 

 私は教育芸術社の「My Voice!」がとてもよいと思う。歌う時の呼吸の仕方や姿勢、声の

響かせ方が具体的で分かりやすく示されている。また、指揮法についても、そのポイント

が詳しく説明されていると思った。 

 

○荒井委員 

 私も教育芸術社を推したいと思う。現在使用されている教育芸術社は、各教材の見開き

の左ページの上に「活動のポイント」が記載されていて、子どもたちにとっては、この学

習で何を学ぶのかがはっきり分かるようになっている。また、指導者にとっても評価のポ

イントが明確になるのでとてもよいと思った。 
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 また、教育芸術社には「ビンゴゲーム」や「リズムゲーム」が全ての教科書に掲載され

ている。反復学習ができるので、基礎的な内容の定着を図る上でも、効果的な教科書では

ないかと思った。 

 

○吉野教育長 

 教育芸術社も教育出版も、多様な音楽に触れられるということであったが、現在使用し

ている教育芸術社がよいという意見を伺った。他に意見はあるか。 

 

○林委員 

 両発行者ともそれぞれのよさがあるが、荒井委員、水谷委員の意見を伺い、私も教育芸

術社がよいと思った。 

 

○吉野教育長 

 それでは、音楽（一般）については、教育芸術社でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「教育芸術社」が採択された。 

 

【音楽（器楽合奏）】 

○吉野教育長 

続いて、音楽（器楽合奏）に移る。いかがか。 

 

○目黒委員 

 私は教育芸術社がよいと思う。これは、音楽（一般）の教科書にもあるが、「音楽学習

MAP」というページが設けられていて、子どもたちがこの教材を使って何を学ぶのかという

ことが、すぐに理解できるようになっているところがよいと思った。 

 また、アルトリコーダーの練習がレッスン１、レッスン２と進むようになっていて、そ

こでどのような練習をするかも分かりやすく示されているのがとても良いと思った。リコ

ーダー演奏は、個人差も大きくなりがちであるので、このような配慮がされているのはよ

いと感じた。 

 

○水谷委員 

 どちらの教科書もギターや箏、三味線、太鼓等の各楽器の説明が写真や言葉で分かりや

すく掲載されているが、それに加えて教育芸術社は、様々な打楽器が取り上げられている。 

また、表現の工夫等が説明されている「アンサンブルセミナー」というページが教育芸

術社には設けられているので、私も教育芸術社がよいと思った。 

 

○吉野教育長 

 これまでの意見を伺うと、教育芸術社がよいのではないかということになるが、皆さん

いかがか。 
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【結果】 

全員異議なく「教育芸術社」が採択された。 

 

【美術】 

○吉野教育長 

 それでは、美術に移る。いかがか 

 

○林委員 

 現在使用している光村図書は、表紙に三沢厚彦氏の作品、本文に平塚市美術館寄託の

「Animal 2007-01」が大きく掲載されている。平塚市と関係の深い作家の作品が掲載され

ているところは、大変魅力的に感じる。 

 

○目黒委員 

 私も平塚市と縁のある作品が載せられている点は、地域と学習のつながりということか

らも魅力的な教科書だといえる。 

 さらに光村図書には、技法や用具の使い方、発想や構想のヒント等の資料が巻末にまと

められている。学びやすい配慮がされていると思った。 

 

○水谷委員 

 採択検討委員会でも話があったが、光村図書には夢を形にするデザインとして「義足」

が扱われている。令和２年度は、東京オリンピック・パラリンピック開催年でもあるので、

教材としてタイムリーに扱えると思った。 

 

○吉野教育長 

 皆さんの意見を伺うと、美術は光村図書を採択したいと考えるが、いかがか。 

 

【結果】 

全員異議なく「光村図書出版」が採択された。 

 

【保健体育】 

○吉野教育長 

それでは、保健体育に移る。いかがか。 

 

○荒井委員 

 保健体育は４者あるが、私は現在使用している東京書籍がよいと思う。学習内容が見開

き２ページで 1 単位時間という構成になっており、学習の見通しが立てやすくなっている

と思う。また、書き込み欄も多く、主体的に学習に取り組めるような工夫がされていると

感じた。 
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○目黒委員 

 学習の見通しが持てるという点では、私も荒井委員と同意見である。東京書籍では「今

日の学習」、「やってみよう」、「本文と資料」、「考えてみよう」、「生かそう」という学習の

流れに即した提示がされていて、学習内容が把握しやすいようになっている。 

また、特に「考えてみよう」のところでは、調べたり、話し合ったり、発表したりする

活動が多く取り上げられている。身に付けた知識を活用するという工夫がされていて、知

識の習得を確かなものにすることができるのではないかと感じた。 

 

○水谷委員 

 特に中学生は、運動やスポーツを行っている時の傷害の発生が多くなっている。けがの

防止や救急手当に関する章末資料が充実している東京書籍が私もよいと思う。 

 

○吉野教育長 

 それでは、保健体育については、東京書籍でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「東京書籍」が採択された。 

 

【技術・家庭（技術）】 

○吉野教育長 

それでは、技術・家庭（技術分野）に移る。いかがか。 

 

○荒井委員 

 全ての発行者において文字だけではなく、視覚的に理解できるように写真や図等が多用

されていると思う。 

 特に現在使用している東京書籍は、実習例が豊富に掲載されているところがよいと思う。 

また、たくさんの写真やイラストで手順が分かりやすく示されていて、子どもたちの関

心を高められると思った。 

 

○林委員 

 東京書籍は、情報モラルや情報セキュリティ等、今日的な課題に対応した内容がよいと

思う。特に情報モラルに関しては、プラス面とマイナス面の両方が記載されていて、どん

なことに心掛ければよいか考えさせる内容になっている。 

 

○水谷委員 

 そういったことに加える観点として、技術では安全面への配慮も重要だと思う。その点

でいえば、現在使用している東京書籍は、子どもたちがつまずきやすい部分に、より詳し

い資料を掲載し、安全に実習が行えるよう配慮されているように感じる。 

また、巻頭には実習前、実習中、実習後における注意事項や危機予知トレーニング等の

内容が掲載され、安全への意識を高めてから実習に取り組めるような工夫がされている。 
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そのような点から、私も東京書籍がよいと思う。 

 

○吉野教育長 

 それでは、技術・家庭 技術分野については、東京書籍でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「東京書籍」が採択された。 

 

【技術・家庭（家庭）】 

○吉野教育長 

それでは、技術・家庭（家庭分野）に移る。いかがか。 

 

○目黒委員 

 私は、現在使用している東京書籍がよいと思う。技術分野同様に、鮮明な写真で視覚的

にも理解しやすいところに魅力がある。ワイドな紙面で、調理や衣服、幼児との触れ合い

等の実習を扱う項目で、特に写真が大きく見やすい配列になっていると思った。調理実習

等にも適している教科書ではないかと感じた。 

 

○林委員 

 私も東京書籍の教科書がよいと思う。他の教科や小学校の学習と関連する内容にはマー

クがついていて、学習のつながりが明確になっている。また、１食分の調理例や、「手ばか

り・目ばかり」という生活に密着した資料が載っているのも魅力的である。 

 

○吉野教育長 

 家庭分野は、まさに生活に直結した教科である。皆さんの意見を伺い、東京書籍の教科

書は、分かりやすく実用性が高いということが分かった。 

それでは、技術・家庭（家庭分野）は、東京書籍でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「東京書籍」が採択された。 

 

【英語】 

○吉野教育長 

それでは、最後の教科である英語について、いかがか。 

 

○目黒委員 

 令和２年度に入学してくる子どもたちは、ちょうど小学校５、６年生で小学校における

外国語教育が大きく変わった時期に、外国語を学んできたことになる。中学校の入門期の

学習では、小学校で触れてきた内容を振り返って中学校での学習にスムーズにつなげてい

くことが大事だと思うのであるが、その点ではどの発行者も配慮されていて、音声を中心
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とした活動をしながら、徐々に文字と音との関係等に触れていく構成になっていると感じ

た。 

 

○林委員 

 私は、三省堂がよいと思った。採択検討委員会では、現在実際に１年生を教えている方

の話があったが、三省堂の教科書は、「GET」、「USE」、「Project」と段階を踏んで繰り返し

学習できるところが魅力である。修学旅行や職業体験等、学校で行っている活動と「GET」

の内容が一致している点がよいという意見もあった。学校の実態に合った教科書であるこ

とは、大事なポイントだと思う。 

 

○水谷委員 

 私も、三省堂がよいと思う。各レッスンのはじめには、学習のめあてが書かれていて、

最後にもう一度、文法のまとめで、ポイントがきちんと説明されている。学習のプロセス

が非常に分かりやすいと思った。 

 

○荒井委員 

 巻末の資料が充実している点も、三省堂の魅力だと思う。また、文字の手本が手書きに

近い書体になっていて、文字にも無理なく親しんでいけるよう配慮されていると感じた。

私も三省堂がよいと思う。 

 

○吉野教育長 

 それでは、英語は三省堂でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「三省堂」が採択された。 

  

３ 議案第１６号 令和２年度平塚市立中学校使用「特別の教科 道徳」教科用図書の採択について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

令和２年度に平塚市立中学校の生徒が使用する「特別の教科 道徳」の教科用図書につい

て採択するものである。詳細は教育指導課長が説明する。 

 

○教育指導課長 

令和２年度平塚市立中学校使用教科用図書「特別の教科 道徳」の採択については、平

成 30年３月 30日付け文部科学省通知「教科書採択における公正確保の徹底等について」

において、「特例として、平成 30年度に新たに採択されることとなる、中学校『特別の教

科 道徳』の教科書に関しては、平成 30年度及び 31年度の２年間同一の教科書を採択し

なければならないこと」になっている。よって、資料を確認の上、採択をしていただくよ

うお願いしたい。 
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【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり採択された。 

 

４ 議案第１７号 令和２年度平塚市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書の採択について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

令和２年度に平塚市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書について採択するもので

ある。詳細は教育指導課長が説明する。 

 

○教育指導課長 

令和２年度平塚市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書については、学校教育法附

則第９条により、文部科学大臣の検定を経た教科用図書、または文部科学大臣が著作の名

義を有する教科用図書以外の図書を使用することができる。 

資料にある「特別支援学校用教科書目録」、「令和２年度用一般図書一覧」、本市で採

択された教科書及び下学年の使用教科書、拡大教科書からの選定となるので、確認いただ

き、採択をお願いいたしたい。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり採択された。 

 

【休憩】 

○吉野教育長 

 それでは、ここで 16時 20分まで暫時休憩とする。 

 

（16時 20分再開） 

 

【再開宣言】 

○吉野教育長 

 それでは、休憩前に引き続き審議を再開する。 

 

５ 議案第１８号 平塚市立中学校給食の基本方針について 

 

【提案説明】 
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○吉野教育長 

平塚市立中学校給食の基本方針を定めるものである。詳細は学校給食課長が説明する。 

 

○学校給食課長 

「中学校給食基本方針の策定について」に沿って説明をする。まず、「中学校給食の検

討経過」では、昭和 37年のミルク給食の開始から、本年４月に至るまでの経緯を明記して

いる。 

続いて、「基本方針策定の理由」として、大きな流れでは、中学校完全給食の実施につ

いて、本市としての方向性が定まったといえる状況となっているが、一方で、中学校給食

の実施主体となる教育委員会としての考え方を明らかにすることは行っていない。しかし、

これから中学校完全給食の実施に向けて、本格的に取組を進めていくためには、教育委員

会として、本市が目指すべき中学校給食の基本的な考え方である「方針」を示していく必

要があるとしている。 

次に、「基本方針」について説明する。事前に委員の皆様には送付し、確認いただいて

おり、前半において「また多くの市民が完全給食を希望している」ということを明記して

いる。また、４項目の基本方針のうち、「４ 小学校給食を含めた持続可能で効率的な給

食運営を行います」としているが、教育財産の取得や管理運営に関する契約、あるいはこ

れに関する予算編成と予算執行に関しては、自治体の長である市長の職務権限に関する事

項であることから、この方針には具体的に明記しないこととした。 

最後に、「今後の進め方」では、教育委員会で決定したこの基本的な考え方に沿って、

生徒や保護者の意見を踏まえながら、具体的な取組を進めて、中学校給食の概要、基本計

画等を決定していくものとしている。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

６ 議案第１９号 平塚市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市立幼稚園の入園の許可の見直しに伴い、規定を整備するものである。詳細は学務

課長が説明する。 

 

○学務課長 

 平塚市立幼稚園は、平成 27年度に「子ども子育て支援新制度」に移行し、平成 29年度

からは、保育料が私立幼稚園と同額となったこともあり、５年前の平成 26年度と比較する

と、４歳児、５歳児を合わせた園児数は、205人から 66人へと減少している。 
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また、４月の４歳児の新入園児数においても、平成 26年度は 100人であったのに対して、

今年度はさくら幼稚園と金目幼稚園は、令和２年４月１日を以って廃園となるため、新入

園児を受け入れておらず、ひばり幼稚園が 22人、土屋幼稚園は４人となっている。 

このような状況に対応するため、市立幼稚園への新入園児が少数であった場合の具体的

な対応を定めたいと考えている。具体的には、４月１日時点で４歳児の新入園児が５人に

満たない場合は、園運営の効率性等を総合的に判断し、翌年度以降において園児の入園を

休止することとする。  

なお、園児数には「支援」を要する園児を含むものとする。  

以上の内容について、当該規則第 13条第１項第３号において、４月１日における４歳児

の新入園児が 5人未満の場合は、翌年度の入園を許可しないことを規定するものである。

規則の施行期日については、来年４月に入園する４歳児から今回の改正内容を適用するた

め、令和２年４月１日とする。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

７ 議案第２０号 平塚市美術館協議会委員の任命について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

現在の委員が令和元年７月 31日を以って２年の任期を満了するため、次期委員を任命す

るものである。詳細は美術館副館長が説明する。 

 

○美術館副館長 

平塚市美術館協議会は、博物館法第 20条第２項の規定に基づき、美術館の運営に関して

館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とされており、美術館活動

の充実と発展を図ることを目的に設置している。 

委員については、「平塚市美術館の設置及び管理等に関する条例」第 16条において、学

校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のあ

る者の中から任命することとし、任期は２年、同条例施行規則で定数を８人と定めている。 

現在の委員の任期が令和元年７月 31日で満了するため、令和元年８月 1日から令和３年

７月 31日までの２年間、新委員を任命するものである。 

 

【質疑】 

な し 
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【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

８ その他 

な し 

 

【閉会宣言】 

○吉野教育長 

 以上で全ての案件の審議が終了したので、教育委員会令和元年７月定例会は閉会する。 

 

（16時 29分閉会） 


