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令和２年度第３地区教科用図書採択協議会 J会議 会議録 

R2.7.28(火) 8：45～14：35 

 

《協議会委員》 

第３地区中学校教科用図書採択協議会 会長  柴田 幸尚 

                  副会長 髙宮 史郎 

                  委員  今村 尚敏 

                  委員  大庭 多美枝 

《選定委員会》 

委員長   伊藤 克治      副委員長 ※※ ※※ 

国語（書写）部：部長 白土 真二郎 

社会部  ：部長 原田 博幸 

数学部  ：部長 西島 潔    副部長 板崎 真一 

理科部  ：部長 國廣 信弥   副部長 永留 規正 

音楽部  ：部長 𠮷村 治久   副部長 南 直純 

美術部  ：副部長 梶原 五十鈴 

保健体育部：部長 竹原 誠    副部長 古沢 昭一 

技術・家庭部：部長 村山 正治   副部長 吉住 美津子 

外国語部 ：部長 阿部 龍彦   副部長 掛橋 佳代 

道徳部  ：部長 野本 俊彦   副部長 安髙 光将 

 

《事務局》  

事務局長 水上 和弘、事務局次長 永松 亜希子、事務局次長 伊澤 直美、事務局員 永島 敬之 

 

 
開会（8 時 45 分） 

 

進行 事務局 事務局長 水上 

 

１ 開会行事    

挨拶：第３地区教科用図書採択協議会 会長 柴田 幸尚 

      

経過報告等：事務局員 永島 

令和２年５月１４日に、選定委員会に諮問をしたことに対する答申を行う。各部会

長から福岡教育事務所の調査研究結果を参考に、３～４回程度調査研究の会議が実施

されているが、その会議で３種以上に絞った主な理由を各部長から報告することで、

答申に変えることとする。 

 

２ 答申 

 伊藤部会長より柴田会長へ答申書が渡された。 

 

 

３ 報告（8：50～12：45） 

   各部会より以下の順番で、選定した教科書に係る資料及び選定部会報告書（別紙）
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に基づき報告を行った。 

     

  音楽、数学、国語、社会、理科、美術、保健体育、技術・家庭、外国語、道徳 

 

 

４ 質疑・意見 

   各部会に対する質疑・意見は以下のとおり 

 

（１）音楽（一般、器楽） 

 ・取り上げられている歌の数や教材の数に違いがあるのか。 

   ⇒ほぼ同じ。 

・日頃から口ずさむような身近に感じることができる教材が多いのはどちらか。 

   ⇒教育芸術社の方が、興味関心を引く内容であるので身近に感じると考える。 

・２社の一番のポイントは何だと考えるか。 

   ⇒教育芸術社は、生徒の興味関心を引くということ、教育出版社は先生が生徒に伝

えやすいことである。 

 

（２）数学 

・デジタルコンテンツ活用のメリットは。 

   ⇒今後の家庭学習のサポートになると考えている。全ての出版社にデジタルコンテ

ンツが整備されている。 

・宗像地区の児童の実態に合わせた時に使いやすい教科書は。 

   ⇒これまで啓林館を使用しているので、継続性の点から安心感がある。また、小学

校も啓林館を使用しているので小中の連続性がある。 

・啓林館の数学ライブラリの価値はどのように考えるか。 

   ⇒生徒の関心を高め、数学の良さを実感できる点であると考える。 

 

（３）国語（国語、書写） 

・国語は基本となる教科である。その点から考えるとどの出版社が優れているか。 

   ⇒イラストなどが使用され興味がわき、読みやすいという点でいうと東京書籍が優

れている。 

・とりあげられている題材の優位性は。 

   ⇒どの出版社も同じような感じである。文学作品の質にも違いはない。 

・国語と書写で出版社が違うことは問題ないか。 

   ⇒指導への影響はないと考える。 

・国語は特に基本となる教科であり、教材分析が大事なので、これまで使っていたも

のを変えるためには相当な説得力が必要であり、十分な説得力がなければ継続性を

重視すべきと考える。 

 

（４）社会（地理、歴史、公民、地図） 

・東京書籍がわかりやすいように感じたがどうか。 

   ⇒東京書籍は、全体的に他社に比べて読みやすいが、表現が安易な部分があると考

えた。学力向上の観点から考えると、もう少しレベルが高い教科書の方がよい。 

・公民に関して、ＳＤＧｓは宗像地区ではとても重要なポイントとなるがどうか。 

   ⇒検討する中で、その点は重要であると考えており、日本文教出版が優れている。

また環境問題や領土問題について日本文教出版が優れていた。 

・歴史に関して、文化史の部分で写真等が多く帝国書院が優れているのではないか。
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また、人物重視という点で考えるとどうか。 

   ⇒人物重視という点でも帝国書院が写真や本文の記述で優れている。 

 

（５）理科 

・優先順位はどうか。 

   ⇒５社中３社は選定できたが、３社は甲乙つけがたい内容であった。ただし、東京

書籍は思考の流れが見えるようになっている点で若干優位性があったように感じる。 

・東京書籍は他の出版社に比べて大きいが、その点で優位性はあるか。 

   ⇒情報量が多く見やすさという点では優位性があると考える。 

 

（６）美術 

・日本文教出版は興味を引く内容のようであるが生徒の視点に立つとどうか。 

   ⇒インパクトが強く導入の部分で良いのは日本文教出版であるが、制作の長いスパ

ンを生徒がどのようにアイデアを出して構想するかという課程においては、光村図

書の方がその過程を支える要素が多く優れている。 

 

（７）保健体育 

・内容が非常に多岐にわたっている。 

   ⇒社会問題が多様化しているので、様々な内容が掲載されており、分量も多くなって

いる。 

・実践的な内容が多い。 

   ⇒どの教科書もストレスへの対処など実技を伴った演習を取り上げている。 

・自ら学ぶという観点で優れているものはどれか。 

   ⇒東京書籍は課題設定をひとつにしており、自ら学びやすい構成になっている。 

 

（８）技術・家庭 

・技術分野において、４領域の分量に出版社ごとの差があるか。 

   ⇒特に大きな差は見受けられない。 

・教育図書の技術分野のハンドブックの価値をどう考えるか。 

   ⇒基礎技能習得の補助となっており、実技についてコンパクトにまとめられ生徒に

とってわかりやすくなっている。 

・教育図書を選定したポイントは。 

   ⇒技術分野では単元ごとにコンパクトに学びの目的が整理されている点が大きなポ

イントである。家庭分野においては教育図書が新学習指導要領に、より準拠してい

る内容となっている。 

 

（９）外国語（英語） 

・小中のつながりはどのようになっているのか。 

   ⇒中学校の教科書は小学校の教科書を意識して作成されている。 

・東京書籍の教科書の大きさは利点と考えているか。 

   ⇒情報量が多くなるため、その分教員は準備が必要であるが、伸びる子をカバーで

きる教科書となっており、それが利点であると考えた。また大きくなったことでイ

ラストやグラフを大きく見ることができ、わかりやすさという点でも工夫されてい

る。東京書籍は、新しい挑戦的な教科書である。 

・即興的なやり取りについてはどうか。 

   ⇒speakingの領域に入っており、即興的なやり取りについて配慮して作成されてい

る。 
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（１０）道徳 

・選定にあたって重点を置いたポイントはどこか。 

   ⇒いじめと生命尊重にポイントを置いた。その点からすると東京書籍は１番にこの

ポイントが来ている。 

・同じ題材を比べた時に東京書籍は写真を使っており、他社はイラストを使っている

部分がある。その点では写真の方が現実感があり、優れているように感じる。 

・道徳は教師による差が出やすい教科であるがその点は考慮したか。 

   ⇒差を生まないことも選定のポイントとして考慮した。 

 

 

≪休憩： 12 時 45 分～13 時 35 分≫ 

 

 

採択協議会再開 13 時 35 分 

 

３ 選定議決 

（１）経過報告 

事務局：６月１２日から７月１日まで、福津市及び宗像市内で教科用図書の展示を行

った。閲覧者は、福津市役所で５人、福津市立図書館７人、津屋崎中学校０人、宗像市

役所１１人、宗像市民図書館１人、自由ヶ丘中学校０人であった。なお、閲覧にともなう

意見書が提出されているため、机上に配布している。また、福津市及び宗像市の中学校

に対しても意見を求めていたが、意見書の提出はなかった。 

 

（２）選定協議・議決 

  ①音楽（一般） 

    編集者が一流の芸術家であり、QR コードが各ページに入っている。また、新し

い音楽が取り入れられており、糸とじで中央から開きやすいことから教育芸術社を

選定。 

   

②音楽（器楽合奏） 

    打楽器の種類が多く紹介されており、リコーダーのソプラノ・アルト両方の楽譜

が並列して記してある。また、中央から開きやすいため、譜面台に乗りやすいこと

から教育芸術社を選定。 

   

③数学 

    見方・考え方にふれられる工夫があり、深い学びが実現できるよう配慮されてい

ることから啓林館を選定。 

   

④国語 

    話合いの動画や思考ツールが紹介され、言語活動の手だてが豊富であることから

光村図書を選定。 

 

⑤書写 

    学びの流れがあり学習しやすい。また、教科書に直接書き込め、自分の字を視覚

化できることから教育出版を選定。 
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⑥社会（地理的分野） 

    地域的課題を的確に捉えた教材化がなされているため、動態地誌としての学習が

できる。また、テーマの中に地球的課題が示されていることから日本文教出版を選

定。 

  

⑦社会（歴史的分野） 

    タイムトラベルがさらに充実し、単元の導入や単元を貫く問いが設定できる。ま

た、小学校で学んだことが記載されていることから帝国書院を選定。 

 

⑧社会（公民的分野） 

    毎時間ごとの「学習課題」及び「見方・考え方」で学習の見通しが立ち、「確認」

「深めよう」で適切に振り返りができることから日本文教出版を選定。 

    

 ⑨社会（地図） 

    国名・首都名に縁取りや枠囲みがあり見やすく、歴史にかかわる地名や世界遺産

の表示がある。また、鳥瞰図、主題図がわかりやすく授業で使いやすいことから帝

国書院を選定。 

 

 ⑩理科 

    フローチャートにより、探究活動が進めやすく、自己の変容を知ることができる

ことから東京書籍を選定。 

 

 ⑪美術 

全ての題材において鑑賞と表現が一体的に学習できる構成がとられ、学習の流れが

わかりやすく示されていることから光村図書を選定。 

 

  ⑫保健体育 

    生徒の興味・関心を高め、問題解決的な学習への配慮がなされ、総合的に活用し

やすいことから東京書籍を選定。 

 

  ⑬技術・家庭（技術分野） 

    めあてとふり返りがマークで示され、問題解決の学習の流れが明確であり、指導

と評価の一体化の工夫があることから教育図書を選定。 

 

⑭技術・家庭（家庭分野） 

    めあてとふり返りや「話し合ってみよう」などがマークで示され、問題解決の学

習の流れが明確であり、指導と評価の一体化の工夫があることから教育図書を選定。 

 

⑮外国語 

    版型 A4 に変更。１ページ１時間を基本にまとめられており、小学校の学びを生

かした配列、自己表現力を身につけるプログラム設定等に工夫があることから東京

書籍を選定。 

 

⑯道徳 

    多彩な教材とともに付属の心情円やボードを使って、考えを深め議論する学習が

できることから東京書籍を選定。 
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４ 今後の公表の日程等 

  今後、両市の教育委員会にて臨時教育委員会を開催する。 

福津市：令和２年７月３０日（木） 

宗像市：令和２年７月３０日（木） 

 

 また、各市教育委員会で採択後、広報紙・ホームページにて公表することを確認。 

 

≪閉会：14 時 35 分≫ 

 

 


