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浜 松 市 教 育 委 員 会 会 議 録 

１ 開催日時   平成３０年７月２３日（月） 

１０時００分～１１時５８分 

２ 開催場所   イーステージ浜松オフィス棟６階 

教育委員会室 

３ 出席状況   出席者 

    教 育 長           花 井 和 徳 

       教育長職務代理者           石 田 由紀子 

          委      員           鈴 木 茂 之 

          委      員           渥 美 利 之 

          委      員           安 田 育 代 

委      員           黒 栁 敏 江 

（職員） 

学校教育部長             伊 熊 規 行 

学校教育部次長（教育総務課長）    吉 積 慶 太 

学校教育部次長（教職員課長）     宮 崎    正 

学校教育部参事（教育審議監）     梅 林  秀 弘 

指導課長               森    真 人 

市立高等学校長            山 田 淳一郎 

指導課指導主事            土 屋 憲 司 

（事務局職員） 

教育総務課長補佐           齋 藤 美 苗 

          教育総務課総務グループ長       田 代 智 成 

教育総務課主任                  岩 崎 琢 人 

４ 傍聴者    ２５名 

５ 議事内容   別紙のとおり 

６ 会議録作成者 教育総務課 岩崎 琢人 

７ 記録の方法  審議事項について発言者の全部記録 

          録音の有無 無 
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８ 会議記録 

（教育長）平成３０年７月２３日の浜松市教育委員会を開催する。 

傍聴についてはどうなっているか。 

（事務局）２５名の方の傍聴申込をいただいている。 

（教育長）許可するということで、よろしいか。 

（異議なし） 

（教育長）許可することとする。

前回会議録の報告及び承認は回覧をもってお願いする。 

本日の会議録署名人は石田委員と安田委員のお二人にお願いする。 

会期は本日限りである。  

本日は、議案が２件ある。

それでは、第３０号議案「平成３１年度使用浜松市立小・中学校教科用図書の採択

について」指導課から説明をお願いする。 

（指導課長）第３０号議案「平成３１年度使用浜松市立小・中学校教科用図書の採択

について」説明する。資料の３ページをお願いする。まず、採択の経緯について説明

する。静岡県内は教科書採択について、１１の採択地区に分かれているが、そのうち

の浜松地区では、静岡県教育委員会からの「採択指導の基本方針について」を受け、

「浜松地区教科用図書選定委員会」及び「浜松地区教科用図書研究委員会」を立ち上

げ、調査研究を行ってきた。第２回浜松地区教科用図書選定委員会では、研究委員会

からの調査報告を受け、慎重な協議を経て、採択案が作成されている。なお、今回の

教科用図書研究採択案の協議については、公正かつ適切な採択作業を行うため、教科

書見本に記された発行者名や著作者名をすべてシールで覆い、判別できない状態にし

て行った。また、教育委員の皆様には７月１９日の教科用図書勉強会において、浜松

地区教科用図書研究委員会が作成した調査研究報告書を確認しながら、すべての発行

者の教科書に目を通していただいたところである。本日は採択案を基にご協議いただ

き、平成３１年度から中学校で使用する「特別の教科 道徳」の教科書を決定してい

ただきたい。浜松地区教科用図書選定委員会委員長により建議されている採択案は、

「学校図書」の教科書となっている。資料の４ページをお願いする。小学校において

使用する教科用図書の採択について、今回、小学校でも、「特別の教科 道徳」以外の

教科書の採択時期となっているが、平成２９年度に行われた国の教科書検定において

新たな図書の申請がなかったため、平成２６年度に採択された教科書を引き続き採択

するという案が、浜松地区教科用図書選定委員会委員長から建議されているため、こ

ちらについてもご審議をお願いする。それでは、中学校で使用する「特別の教科 道

徳」の採択案について、指導課の指導主事から説明する。
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（指導課）調査研究結果と採択案について報告する。調査研究にあたっては、報告書

にあるように、県教育委員会から示された調査研究の観点を参考にしている。また、

浜松地区教科用図書選定委員会から示された観点である、①質の高い発問例や指導方

法の例が示されているか、②いじめについて考える学習が充実するよう、教材内容や

指導方法、学年の系統性について工夫されているか、③内容項目「遵法精神、公徳心」

に関する教材が充実しているか、④内容項目「郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛す

る態度」、「我が国の伝統と文化の尊重、国を愛する態度」に関する教材が充実してい

るか、⑤内容項目「生命の尊さ」、「思いやり、感謝」に関する教材が充実しているか、

⑥内容項目「向上心、個性の伸長」、「よりよく生きる喜び」に関する教材が充実して

いるか、について、内容、組織・配列・分量、児童の発達段階への配慮、といった観

点で整理した。それでは、順を追って、各者の特色を説明する。 

はじめに、東書について、「質の高い発問例、指導方法の例」の観点では、１年生の

１０ページに「さらなる高みをめざして」とあるように、どの教材でも最初のページ

に、その授業の主題が明示されている。主題とは、生徒に中心的に考えさえたいこと

であり、それがはっきりと示されていることは、生徒が授業の導入で、学びの見通し

を持つことに繋がる。また、１３ページにあるように、各教材の最後のページには、

「考えてみよう」として、中心となる発問例と、その教材における道徳的価値につな

がる発問例が示されており、教師にとっても授業づくりの参考になる。１年生の９６

ページからの教材は、２時間扱いになっており、問題解決的な学習に取り組めるよう

に構成されている。同様の教材が、各学年一つずつ配列されている。また、１年生の

４６ページに「アクション」として、体験的な学習に取り組める教材もある。それぞ

れ、道徳科に求められる、多様な指導方法による授業の充実が意識されている。次に、

「いじめについて考える学習」、「生命の尊さ」の観点では、それぞれ、ユニット構成

として、まとまった時間をかけながら学習するように配列されており、１年生の２４

ページからは、連続していじめについて考えるユニット教材となっている。「生命の尊

さ」についても、同様にユニットで教材が構成されている。これらは時間を掛けて、

重点的に学習することで、学びを深めることができると考えられる。「いじめについて

考える学習」のユニットと、「生命の尊さ」について考える学習のユニットは、各学年

に１か所ずつ配列されている。 

次に、学図について、「質の高い発問例、指導方法の例」の観点では、１年生の４４

ページに「きまりの意義」とあるように、こちらも、教材の始めのページに主題名が

明示されている。さらに、「順法精神、公徳心」と、内容項目が示されていたり、ポイ

ントマークとして、この教材で深く考えさせたい現代的な課題が示されていたりと、

生徒に見通しを持って考えさせるための工夫が、丁寧にされている。これからの、「考

え、議論する道徳」の授業においては、何について考え、議論するのかを、授業の導

入段階で生徒自身が明確に理解することが大切であり、そのための手立てとして、教

科書におけるこれらの工夫は大変有効だと考える。４７ページには、教材の最後に「学

びに向かうために」として、発問例が示されている。特徴的なのは、「考えよう」、「考

えよう 意見交換」、「見つめよう」のように、それぞれが、生徒にどのような思考を

促す発問なのかが示されている。特に、「考えよう 意見交換」は、生徒に多面的・多
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角的な思考を促す発問になっており、教師にとっても、授業の主発問を考える時のヒ

ントとなるものである。道徳科で求められる、授業の質的転換に向けた授業改善につ

ながる工夫だと言える。「生命の尊さ」の観点では、内容項目「生命の尊さ」に関する

教材が充実している。１年生の２６ページは、困難を乗り越えて生まれてきた命を通

して、命がかけがえのないものであることを改めて考えられる教材となっている。２

年生の２００ページは、臓器提供という現代的な課題に触れながら、命について考え

る教材となっている。３年生の１９２ページは、震災時の復元納棺師という職業の方

を扱った教材である。このように、様々な視点から命について考えることができるよ

う工夫されている。「いじめについて考える学習」の観点では、いじめの問題を直接的

に扱った教材と、いじめに転じかねない場面を取り上げて間接的に扱う、２種類の教

材がある。２年生の４４ページや３年生の１５０ページのように、いじめの問題を直

接的に扱った教材は、生徒が真剣に考えられるものである。また、間接的に扱う教材

として、２年生の１７２ページにはＬＧＢＴを取り上げた教材が掲載されている。生

徒が生活場面から考えたり、様々な視点から考えたりできるように工夫されている。 

「郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛する態度」、「我が国の伝統と文化の尊重、国を

愛する態度」の観点では、どちらの内容項目とも、各学年に二つ教材があり、充実し

ている。「郷土の伝統と文化の尊重」については、北海道、沖縄県、岐阜県、山口県な

ど各地で、様々な伝統や文化を築き、守ってきた人々の思いを取り上げている。１年

生の１９６ページには静岡県を扱った教材が掲載されている。「遵法精神、公徳心」の

観点では、教科書における指導計画の中で、全学年で１学期に学習できるように配列

され、生徒の日常に起こりうる題材が掲載されている。３年生の１２ページは情報モ

ラルから、８８ページは万引きから遵法精神、公徳心を考える教材となっている。 

次に、教出について、「質の高い発問例、指導方法の例」の観点では、教材の始めに、

内容項目に沿った導入が明記されている。１年生の２８ページに「自由という言葉か

らどんな人や物事を連想するだろうか」とあり、これはそのまま授業の導入で生徒に

投げ掛け、考えることを明確に示すことができる。発問例は、３１ページのように、

教材の最後に「道しるべ」として、３つずつ示されている。１つ目は教材理解につな

がる問い、２つ目は自分自身に引きつけて考える問い、３つ目は道徳的価値の理解を

深める問いとなっている。生徒の思考に沿った問いになっており、教師の授業づくり

の参考になる。「いじめについて考える学習」、「生命の尊さ」の観点では、それぞれ直

接的に扱っている教材と、間接的に扱っている教材がある。直接的に扱っている教材

は、特定の時期に集中させない配列になっている。特に「生命の尊さ」については、

３年生の３０ページや６０ページのような、生徒の心に訴える教材が掲載されている。

「思いやり、感謝」、「郷土の伝統と文化の尊重」の観点では、どちらの内容項目につ

いても、補充教材を含めると、多くの教材が掲載されている。補充教材ということで、

生徒の学びや学校の実態に合わせて弾力的に扱うことができる。２年生の１６４ペー

ジは藤枝市が舞台となっている教材である。 

次に、光村について、「質の高い発問例、指導方法の例」の観点では、１年生の６３

ページのように、各教材の最後のページに、「学びのテーマ」として授業で生徒に考え

させたいことが示されている。また、「考える観点」として、発問例が示されている。
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道徳的な価値についての理解や自覚を深める問い、価値の一般化を意識した問いなど

になっている。そして、視点を変えた問いを、「見方を変えて」として示し、生徒がよ

り多面的・多角的に考えられるよう工夫されている。さらに、「つなげよう」として、

他教材や他教科との関連性を示し、学校教育全体における道徳教育に繋げられるよう

にしているなど、発問例について、丁寧に示されていることが大きな特徴である。「い

じめについて考える学習」の観点では、１年生の６４ページのように、各教材の次に

コラムのページがあり、重点的に考えられるように工夫されている。コラムは、いじ

めの問題以外にも、情報モラルや社会参画等の、現代的な課題について設けられてい

る。「生命の尊さ」の観点では、「生命の尊さ」について多様な教材が掲載されており、

様々な視点から考えられるように工夫されている。１年生の２２ページは震災に関す

る実話、６６ページは動物の殺処分を扱った教材、９２ページは死期が近づいたお年

寄りの生き方から命について考える教材である。「向上心、個性の伸長」、「よりよく生

きる喜び」の観点では、内容項目「向上心、個性の伸長」、「より良く生きる喜び」に

関しても、多様な教材が掲載されている。２年生の１５３ページの「あと一歩だけ、

前に」は、歌の歌詞を教材化している。１５７ページの「優しさの光線」は、自己肯

定感を持てずに悩んでいる中学生に自我関与しながら考える教材である。１７３ペー

ジの「人って、本当は」は、孟子の性善説と荀子の性悪説を比べ、よりよい生き方に

ついて考える教材である。１７７ページの「嫌われるのを恐れる気持ち」は、友達と

の話し合いを通して、自分を高める生き方について考える教材である。このように、

様々な視点から、自分の生き方について考えることは、生徒の自己肯定を育むことに

つながると考えられる。 

次に、日文について、「質の高い発問例、指導方法の例」の観点では、１年生の６ 

ページに教材の始めに主題名と主な登場人物が示されており、この授業で何を考える

のか、誰に注目して教材を読むのかが分かりやすくなっている。１０ページには教材

の最後に発問例が示されており、話し合いを通して、ねらいに迫る発問と、学んだこ

とを自分に生かす発問の２種類がある。また、大きな特徴として、道徳ノートを別冊

として付属している。道徳ノートでは、２ページのように、教科書に示されている発

問がノートにもあり、自分の意見や友達の意見、話し合いの様子などを書き込めるよ

うになっている。学びの記録を積み重ねることで、自分の学びを実感できるように工

夫されている。「いじめについて考える学習」の観点では、１年生の２８ページのよう

に、いじめの問題に関して各学年でユニット学習が設定されており、重点的に考えら

れるよう配列されている。１年生は各学期に１つずつ計３つのユニットがあり、充実

している。２年生は２つ、３年生は１つ、それぞれ設定されている。「郷土の伝統と文

化の尊重」、「我が国の伝統と文化の尊重」については、１年生の１３０ページや、３

年生の２２ページのように、生徒が登場人物に自我関与しながら、伝統や文化を受け

継ぐことの大切さが実感できる、充実した教材が多く掲載されている。 

次に、学研について、「質の高い発問例、指導方法の例」の観点では、どの教材でも、

始めに主題や問いかけ等が表示されておらず、教材の最後のページには、発問例が一

つ示されている。これは、生徒が自ら問題意識を持つことや、教師の主体的な授業づ

くりを妨げない、などのねらいがあると考えられる。教材には、「深めよう」、「クロー



6 

ズアップ」、「クローズアッププラス」などの特設ページが後ろに設けられ、教材で学

んだことをさらに深めたり広げたりすることができるような工夫がされている。特に、

「深めよう」では、体験的な学習ができるように工夫されている。「生命の尊さ」、「い

じめについて考える学習」の観点では、どちらも重点テーマとして扱い、全学年で特

設ページも含めて深く考えられるように工夫されている。１年生の１１７ページは、

いじめの問題に関する特設ページである。 

次に、廣あかつきについて、「質の高い発問例、指導方法の例」の観点では、１年生

の９ページのように、各教材の最後のページに、「考える・話し合う」として、授業の

ねらいや多様な発問例が示されている。黄色で色付けされている部分が授業のねらい

になっており、そのまま生徒に投げ掛けることができる。発問例も多く、「考えを広げ

る、深める」の部分では、自己を見つめながら考える発問が示されている。また、別

冊の道徳ノートが付属しており、教科書の教材で学んだことをもとに、その道徳的価

値についてさらに考えを広げたり、深めたりできるように構成されている。「生命の尊

さ」、「思いやり、感謝」の観点と、「よりよく生きる喜び」の観点では、浜松市として

力を入れたい内容項目「生命の尊さ」、「思いやり、感謝」、「よりよく生きる喜び」の

教材が、各学年で三つずつ掲載されている。３年生の５４ページにある「ひまわり」

のような、心に訴える教材や、道徳教材として長く読み継がれてきた名作教材が多数

配列されている。他の内容項目においても、印象的な教材が多く、各研究委員から「教

材に力がある」との声が挙がっていた。 

最後に、日科について、「質の高い発問例、指導方法の例」の観点では、１年生の 

１２ページのように、各教材の最後のページに、主に三つの発問例が示されている。

また、教材の配列に特徴があり、学習指導要領の内容項目順に教材が配列されている。

１年生の目次では、「自分自身と向き合う」の部分の、「銀色のシャープペンシル」か

ら番号が付いているが、これは学習指導要領で示されている内容項目の番号である。

他の教科書では、指導の時期や内容項目の特徴を考慮し、それぞれの意図を持って、

教材を配列している。日科の教材配列は、教科書が示した順番に縛られず、各学校の

道徳教育の方針に応じて組み立てることを意図した工夫だと考えられる。「郷土の伝統

と文化の尊重」、「我が国の伝統と文化の尊重」の観点では、どちらの内容項目につい

ても、比較的多くの教材が掲載されている。２年生の１２８ページ「よ～いや、さ～」

や、１３８ページ「日本にオリンピックを呼んだ男」、３年生の１３４ページ「小泉八

雲が見た出雲の国」など、印象的な教材が掲載されている。 

どの教科書も、「特別の教科 道徳」で、今後求められる学習について、深く研究が

なされた上で作成されており、研究委員からは、「どの教科書も、これで授業をやって

みたいと思えるものばかりです。」という声が挙がっていた。その中から選定するに当

たっては、これまで述べたように、浜松市の生徒の学びにふさわしい教科書を選ぶと

いう視点から、６つの観点で比較検討した。内容項目「遵法精神、公徳心」、「生命の

尊さ」、「思いやり、感謝」については、教材数や教材の内容から、学図と光村が優れ

ているという見解であった。また、廣あかつきの教材も高評価であった。内容項目「郷

土の伝統と文化の尊重、郷土を愛する態度」、「我が国の伝統と文化の尊重、国を愛す

る態度」については、教材数や教材の内容から、学図と教出が優れているという見解
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であった。内容項目「向上心、個性の伸長」、「よりよく生きる喜び」については、多

様な教材で考えることのできる光村と、印象的な教材がある廣あかつきが優れている

という見解であった。「いじめについて考える学習」に関しては、ユニット学習が設定

されている東書と日文、また、直接教材と間接教材が充実している学図が優れている

という見解であった。最後に、最も重視した「質の高い発問例、指導方法の例」につ

いては、より詳しく示されている学図、光村、廣あかつきが高く評価された。中でも、

主題や内容項目、ポイントマークで、生徒に見通しを持たせる工夫が丁寧になされて

いたり、発問の性質を「考えよう」、「見つめよう」などと、分かりやすく明示されて

いたりする学図が、浜松の実態に合っているという見解であった。以上の観点から総

合的に考え、浜松地区教科用図書選定委員会としては、学図の教科書が浜松の子供の

学びにふさわしいと判断され、採択案となっている。説明は以上である。 

（教育長）ご意見、ご質問はあるか。 

（安田委員）道徳ノートの取り扱いは、どのように考えたか。 

（指導課）「特別の教科 道徳」において、評価が学校現場で始まることが大きなポイ

ントである。評価に関しては、平成２７年度に学習指導要領が示されてから、各学校

で評価に関する研究が進んでいる。その中で、学校で用意したワークシート等を活用

する方が、浜松の子供の実態に合っているという見解であった。 

（石田委員）教材の中に課題が明示されているものとされていないものは、どのよう

に整理したか。 

（指導課）道徳の教科化にあたって、文部科学省から「考え、議論する道徳」への質

的転換を図ることとされた。それぞれの授業が、今までよりも「考え、議論する道徳」

になる授業とするため、教員の現場での工夫として、今までよりも授業の導入で、子

供たちに何を考えさせるのか、という見通しを持たせた方が、子供たちがやりやすい

とのことであった。導入部分で何を提示するかが示されている方が、教材を読み進め、

教師の発問に対して子供たちが思考に入りやすいという見解である。 

（石田委員）個人的には、あまり誘導的ではなく、子供自身に考えさせる方が良いの

ではないかと感じるが、限られた時間の中で、道徳も効率的に授業を進行しなければ

ならないことから、ねらいを明らかにした方が良い、という点で理解できる。 

（渥美委員）公正・公正な選定をするうえで、どのようなことを配慮したか。 

（指導課）すべての教科書について、「浜松地区教科用図書研究委員会」において、マ

スキングテープで出版者名や教材名、編集委員名等を全て非表示にして議論したとこ

ろである。 
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（渥美委員）選定委員会や研究委員会等へ、出版者から個別の働き掛けはないように、

どのように配慮したか。 

（指導課）県の通知に従い、選定委員及び研究委員に対し、本人に出版者等からの接

触がないことを確認している。なお、出版者側においても行動規範を定め、これを遵

守しているものと考えている。 

（渥美委員）説明について、異なる視点で長所を列挙されると分からないが、一つの

観点での違いが示されており、非常に分かりやすかった。次年度以降は、非公開の場

でも良いので、短所となるような点も説明してもらえるとありがたい。選定の過程に

おいて、外観についても、親しみの持てる教科書のデザインや質感などの観点で子供

たちの意見を反映できると良い。教科書の作成はよく考えられていると感じるため、

採択しなかった教科書でも、職員室に配架するなどして、各出版者の視点を取り入れ

て、教員が授業に反映できると良い。これまでは認知教育が中心で、答えが１つの世

界で子供たちに差をつけ、大学教育まで繋がっていたところであるが、今後は自分の

頭で考え、他人の意見を聞き、創造性を発揮してもらいたいという観点では、非認知

教育を道徳教育を通じて高めていただく視点が、あるべき方向だと感じる。教員には

道徳教育を思想的に捉えるのではなく、子供たちの将来に影響すると考えていただき、

教員それぞれが教育内容を自分なりに咀嚼して、よく勉強して授業に臨んでいただき

たいが、道徳の授業は誰が行うのか。 

（指導課長）学級担任が授業を行うが、教科横断的に、道徳で身に付ける、「考え、議

論する」という点は他の教科にも応用し、活かされることとなる。 

（渥美委員）教師塾では、道徳について取り扱っているのか。 

（指導課長）取り扱っている。 

（渥美委員）例えば、孟子や荀子を取り上げている教材があったが、その中身を現在

の子供たちにどのような言葉で伝えるかが重要であると考える。道徳は人間の生き方

を扱う科目であるという観点からすると、昔の根本的な人間の生き方というものは参

考になる教えであり、教員がどのような方法で、どの程度咀嚼するか、ということが

重要である。教員に道徳の授業を行う力を身に着けさせるために、どのような観点を

心掛けているのか。 

（指導課長）「考え、議論する道徳」に変えていくという中で、これまでは資料を読み

取り、これはこう読み取るべきである、と指導するような、他の教科でも行うような

手法が道徳の授業にも当てはまっていたが、委員からもご指摘のあった、認知的な、

定型化した授業ではなく、子供たちから、自分の実体験を含めた生の声を戦わせるこ



9 

とによって、多くの教材で、結論が出にくい方向にもっていきながら、いろいろな考

えがあり、それを認め合うようにしていきたいと考えている。したがって、これまで、

道徳について、指導課が各学校を巡回して伝えてきたことが大きく変わり、子供たち

が主体的に色々な考え方に触れられるような方向に向かうよう、周知しているところ

である。 

（鈴木委員）研究委員会や選定委員会の委員となる教員の選定基準は。 

（指導課）道徳教育推進教師など、道徳教育に造詣の深い者の中で、かつ、予想がつ

きにくいような、ある程度新鮮な人選となるような視点も入れて、選定している。学

級担任であるかどうかは、選定に当たっては考慮していない。 

（鈴木委員）各者の優れた点を決めるのは、点数制か、合議制か。 

（指導課）研究委員会の場において、選定委員の出した６つの観点について、出版者

ごとに一覧表を作成して教材を研究し、各委員の持ち点を配分して点数化している。 

（鈴木委員）昨年度、小学校の道徳の教科書を選定したが、その経験を今回の選定で

どのように反映したか。 

（指導課）昨年度、小学校の教科書採択にあたり、発問例を多く示した教科書を選定

したところ、現場で好評であったため、今回重要な観点として挙げた。 

（安田委員）研究委員がよく読み込んで選定していただいたと思う。今後は、報告書

だけでなく、学校に下ろして、例えば学校で８者中３者に絞り込んで候補を選定して

もらうような方法など、現場の意見を聴取して議論してもらえると良い。 

（指導課長）公正公平という観点から、市民や教員に対するアンケートについては、

参考として位置付けている。現場の意見が重要であるということは承知しており、日

頃のやり取りの中で意見聴取し、選定過程で反映できればと考えている。 

（石田委員）道徳で学んだことを、生徒が実生活で行動に移すことができるようにお

願いしたい。 

（黒栁委員）保護者として、いろいろな出版者の教科書の中から選ぶということが大

変なことだと実感している。その中で選んだものについては、道徳を通して子供たち

に教えたいことを、教員が深く理解して授業をしてもらえるとありがたい。 

（渥美委員）道徳は大事な科目であることを理解してほしい。 



10 

（教育長）その他、ご意見、ご質問はあるか。 

（意見なし） 

（教育長）内申書の教科書を採択することでよろしいか。 

（異議なし） 

（教育長）それでは、採択することとする。 

 次に、第３１号議案「平成３１年度使用浜松市立高等学校教科用図書の採択につい

て」市立高等学校から説明をお願いする。 

（市立高等学校長) 第３１号議案「平成３１年度使用浜松市立高等学校教科用図書の
採択について」説明する。配布資料について、国語から順番に平成３１年度採択内申

する教科書一覧および過去３年間の採択状況を掲載している。各教科書の一覧には、

主な採択理由も掲載している。全体概要について、高等学校の教科書採択は、各教科

主任会で６月２７日までに検討を行い、内申する教科書を仮決定し、校長を委員長と

した、教科用図書の選択委員会で、採択の責任者を中心として確認を行い、今回内申

する教科書を決定したところである。本校は普通科であり、基本的には普通教科に関

する１０教科があるが、地理歴史科と公民科については、合わせて説明させていただ

く。専門教科については、家庭科の１教科となっている。基本的にはすべて本校の生

徒の適性を考慮しながら、公正かつ適正に選択しているところである。今回、採択内

申にあげた平成３１年度使用教科書は、３学年すべて合わせて６１冊である。内訳は、

１年生が１５冊、２年生が２５冊、３年生が２１冊である。また、全６１冊のうち、

すでに今年度使用中の教科書は、継続使用の教科書１８冊を含めて５０冊、今回新規

で採択内申する教科書は１１冊になる。うち改訂版は英語の１冊のみである。新規の

採択内申の教科内訳は、数学２冊、理科１冊、地歴公民１冊、英語２冊、芸術５冊で

ある。なお、昨年度の新規採択は２０冊、今年度は１１冊となるが、これは次期学習

指導要領が平成３４年度から実施される中で、昨年度、各教科書会社が大幅に改訂を

行っており、現行の教科書を使用するのが今年度を含めて４年間となるため、今後４

年間、改訂はほぼされず、新しい学習指導要領に合わせて一新されることが見込まれ

ている。

また、今年度継続使用の教科書というのは、生徒が平成２９年度または平成３０年

度に授業で使用している教科書を、平成３１年度も継続して使用する教科書のことで、

内申資料の継続使用欄に○印を付けてある。それでは、各教科について説明する。

はじめに、国語について説明する。全７冊で新規の採択内申はなく、すべて昨年度

までに採択内申済の教科書である。１年生の「国語総合」は大修館の「精選国語総合

新訂版」を採択内申する。採択の理由は、生徒が自主的・自発的に学習を進めやすく、

基礎的で理解しやすい教材が選ばれているため、高等学校の第１学年に適しているも

のである。２年生では、「現代文Ｂ」、「古典Ｂ」を文系・理系とも全員履修するが、「現
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代文Ｂ」は１年生と同じ大修館の「精選現代文Ｂ新訂版」、「古典Ｂ」は第一学習社の

「高等学校改訂版古典Ｂ」を採択内申する。第一学習社の「高等学校改訂版古典Ｂ」

は、ジャンルが幅広く、作品の年代がバランス良く採用されており、解説や言語活動

のページが、自らの学びを深める手助けとなっている。その他のものについては、資

料にある「主な採択理由」をご覧いただきたい。継続使用は、３年生の「現代文Ｂ」、

「古典Ｂ」となる。国語について、説明は以上である。

（教育長）それでは、審議に入る。国語について、ご意見、ご質問はあるか。

（意見なし）

（教育長）それでは、国語に関する質疑を終了し、採決に入る。国語については、内

申書の教科書を採択することでよろしいか。

（異議なし）

（教育長）それでは、採択することとする。続いて、数学の説明をお願いする。

（市立高等学校長）数学について説明する。新規採択は「数学Ｂ」、「数学Ⅲ」の２冊

である。１年生で使用する「数学Ⅰ」、「数学Ａ」、「数学Ⅱ」の計３冊について、昨年

度、東京書籍から数研出版の教科書に変えて採択内申したところであり、継続性を重

視することから、来年度の２年生が使用する「数学Ｂ」、「数学Ⅲ」の２冊は、数研出

版の教科書を新規に採択内申する。なお、副教材について、以前から本校では数研出

版のものを使用しており、単元の配列等も揃うという利点もある。３年生は、今年度

の２年生の継続で、東京書籍の教科書を使用する。数学について、説明は以上である。

（教育長）それでは、審議に入る。数学について、ご意見、ご質問はあるか。

（意見なし）

（教育長）それでは、数学に関する質疑を終了し、採決に入る。数学については、内

申書の教科書を採択することでよろしいか。

（異議なし）

（教育長）それでは、採択することとする。続いて、理科の説明をお願いする。

（市立高等学校長）理科について説明する。新規採択は２年生の「生物」で、第一学

習社を採択内申する。図表や項目の順番、配列が分かりやすく、授業を行う上で適切

であることに加えて、１年生で使用する「生物基礎」も、平成３０年度から第一学習
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社を新たに採択しており、その継続性も考慮したところである。なお、「生物基礎演習」

については、履修の選択者がないため採択内申を行わない。これ以外については、昨

年度からの変更はない。理科について、説明は以上である。

（教育長）それでは、審議に入る。理科について、ご意見、ご質問はあるか。

（意見なし）

（教育長）それでは、理科に関する質疑を終了し、採決に入る。理科については、内

申書の教科書を採択することでよろしいか。

（異議なし）

（教育長）それでは、採択することとする。続いて、地理歴史公民の説明をお願いす

る。

（市立高等学校長）地理歴史公民について説明する。新規採択は「地理Ａ」で、帝国

書院の「高等学校 新地理Ａ」を採択内申する。図表が豊雷で、生徒自らが課題解決

する際に、学習に適しているものである。世界史と日本史は、教科書の構成等、本校

での使用に適していることから、山川出版を継続して使用する。地理歴史公民につい

て、説明は以上である。

（教育長）それでは、審議に入る。地理歴史公民について、ご意見、ご質問はあるか。

（渥美委員）政党の動きなどが大きく変わっているが、現代的な分野はどのように扱

われるか。

（市立高等学校長）現代的な分野については、「日本史Ａ」、「世界史Ａ」及び１年生で

履修する「現代社会」で取り扱う。教科書では補えない部分については、その都度教

員が補助教材を用意し、補足しており、新聞やニュースで話題となっていることにつ

いては、導入部分や、説明の材料として教員が活用しているところである。

（教育長）その他、ご意見、ご質問はあるか。

（意見なし）

（教育長）それでは、地理歴史公民に関する質疑を終了し、採決に入る。地理歴史公

民については、内申書の教科書を採択することでよろしいか。

（異議なし）
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（教育長）それでは、採択することとする。続いて、英語の説明をお願いする。

（市立高等学校長）英語について説明する。新規採択は１年生で履修する、「コミュニ

ケーション英語Ⅰ」で、数研出版の教科書を採択内申する。図がカラフルで、高校英

語が初めての１年生に興味を持たせやすく、生徒が馴染みやすい題材が取り上げられ

ている。また、３年生の「コミュニケーション英語Ⅲ」では、数研出版の改訂版を採

択内申する。改訂版ということであり、内容としては大きな変更はない。英語につい

て、説明は以上である。

（教育長）それでは、審議に入る。英語について、ご意見、ご質問はあるか。

（石田委員）過去数年で、他の教科に比べて、新規採択内申の割合が多いように感じ

るが、どのような理由か。

（市立高等学校長）英語については、話題性や生徒に考えさせるテーマなど、どのよ

うな教材を取り上げているかを重視している。教科の特性として、継続性を必要とす

る数学などと比べて、新規のものを選択する割合が多くなる面がある。

（教育長）その他、ご意見、ご質問はあるか。

（意見なし）

（教育長）それでは、英語に関する質疑を終了し、採決に入る。英語については、内

申書の教科書を採択することでよろしいか。

（異議なし）

（教育長）それでは、採択することとする。続いて、芸術の説明をお願いする。

（市立高等学校長）芸術について説明する。新規採択は５つある。「音楽Ⅲ」、「書道Ⅲ」

については、今年度は履修者が居なかったが来年度は居るため、新規採択となる。「美

術Ⅰ」、「美術Ⅱ」、「美術Ⅲ」は、新規に日本文教出版の教科書を採択内申する。美術

資料が非常に充実しており、生徒の興味・関心を高め、授業中の活用が期待できるも

のである。なお、美術と書道については、今年度新たな教員が着任している。専門性

の高い教科について、教員が代わったタイミングで教科書が変わるということは、高

等学校ではままあることである。今回の新規採択は、それが主な理由ではなく、中身

の問題ではあるが、専門的な教科の中で、授業で扱いたい分野が取り上げられている、

ということが比重の高い部分となることを申し添える。
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（教育長）それでは、審議に入る。芸術について、ご意見、ご質問はあるか。

（意見なし）

（教育長）それでは、芸術に関する質疑を終了し、採決に入る。芸術については、内

申書の教科書を採択することでよろしいか。

（異議なし）

（教育長）それでは、採択することとする。続いて、家庭科の説明をお願いする。

（市立高等学校長）家庭科について説明する。家庭科は３つの採択であるが、昨年度

と同じものを採択内申するため、大きな変更はない。家庭科について、説明は以上で

ある。

（教育長）それでは、審議に入る。家庭科について、ご意見、ご質問はあるか。

（意見なし）

（教育長）それでは、家庭科に関する質疑を終了し、採決に入る。家庭科については、

内申書の教科書を採択することでよろしいか。

（異議なし）

（教育長）それでは、採択することとする。続いて、保健体育の説明をお願いする。

（市立高等学校長）保健体育について説明する。１・２年生で全員履修する「保健」

は、昨年度同様、大修館の教科書を採択内申する。保健体育の教科書は、教科書会社

が２社しかなく、大修館が２種類、第一学習社が１種類で、実質３冊の中から選択し

ているところであり、こちらの大修館の教科書が最も適しているというものである。

説明は以上である。

（教育長）それでは、審議に入る。保健体育について、ご意見、ご質問はあるか。

（意見なし）

（教育長）それでは、保健体育に関する質疑を終了し、採決に入る。保健体育につい

ては、内申書の教科書を採択することでよろしいか。

（異議なし）
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（教育長）それでは、採択することとする。続いて、情報の説明をお願いする。

（市立高等学校長）情報について説明する。１年生で使用する「社会と情報」で、昨

年度採択した実教出版の教科書が非常に使いやすいということで、継続して採択内申

する。情報について、説明は以上である。

（教育長）それでは、審議に入る。情報について、ご意見、ご質問はあるか。

（意見なし）

（教育長）それでは、情報に関する質疑を終了し、採決に入る。情報については、内

申書の教科書を採択することでよろしいか。

（異議なし）

（教育長）それでは、採択することとする。最後に、全体について説明をお願いする。

（市立高等学校校長）全体について、大学受験の変更等に伴い、将来を見越した指導

や教科書がどのように変わるかという点に関して、論理的な思考や、論理力・判断力・

表現力を育成するうえで、国語や数学の記述式の問題が導入される中で、本校として、

書かせる・話させる、といった、表現することに重点を置いて指導している。例えば、

国語であれば、会話文を読ませて８０字以内にまとめさせたり、論文のテーマを与え

て、自分の立場を明確にさせたうえで、８０字や１２０字でまとめさせたりしている。

プレテストで８０字の論述が出たが、そのあたりを基本に、１年生から指導している。

教科書自体は変わらないため、それを使って、自分たちで課題を提示し、特に、自分

で意見を書かせた後、友人の意見を見たり聞いたりしたことを取り入れ、再構築して

まとめることや、グルーピングを行って、そこで話されたことを自分がどのように取

り込むか、といった段階を踏んだ指導などを、試行段階ではあるが行っている。

（教育長）ご意見、ご質問はあるか。

（意見なし）

（教育長）以上で、本日の教育委員会を終了する。 




