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平成２６年第３回室蘭市教育委員会臨時会会議録 

 

１  日  時      平成２６年８月１１日（月） 

                    開会 午後６時００分 

                    閉会 午後７時３０分 

 

２  場  所        室蘭市役所３階１号会議室   

 

３  本日の議事日程   

日程

第１

第２

第３

第４

第５

議案第２号 平 成 ２ ７ 年 度 使 用 中 学 校 用 教 科 用 図 書 採 択 の 件

議案第３号 平 成 ２ ７ 年 度 使 用 小 学 校 用 教 科 用 図 書 採 択 の 件

番 号 件　　　　　　名

会 議 録 署 名 委 員 の 指 名

報告第１号 室 蘭 市 教 科 用 図 書 選 定 委 員 会 諮 問 に 対 す る 答 申 の 件

議案第１号
平 成 ２ ５ 年 度 実 績 に 係 る 教 育 に 関 す る 事 務 の 管 理 及 び
執 行 の 状 況 に つ い て の 点 検 及 び 評 価 報 告 書 の 作 成 の 件

 
 

４  出席委員   西里委員長 芝垣委員 黒光委員 谷藤委員 山田教育長 

 

５  説明員 高屋教育部長 高見教育指導参事 大谷総務課長 佐藤総務課

主幹［学校施設・施設適正配置］ 杉本学校教育課長 北野指導

主事 本田指導主事 山本生涯学習課長 加地生涯学習課主幹

[スポーツ振興] 髙木生涯学習課主幹[文化振興] 中村図書館長 

北川青少年課長 佐藤学校給食センター所長 
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西里委員長       ただ今から、平成２６年第３回室蘭市教育委員会臨時会

を開会いたします。 

 

西里委員長       日程第１会議録署名委員の指名を行います。本日の会議

録署名委員に、山田委員を指名いたします。 

 

西里委員長       次は、日程第２議案第１号平成２５年度実績に係る教育

に関する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評

価報告書の作成の件を議題といたします。先にお配りして

おります資料について、何か御質問等はありますか。なけ

れば議案第１号は原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       御異議がありませんので原案のとおり可決いたします。 

            

西里委員長       次は日程第３報告第１号室蘭市教科用図書選定委員会

諮問に対する答申の件を議題といたします。説明をお願い

します。 

 

杉本学校教育課長    報告第１号室蘭市教科用図書選定委員会諮問に対する

答申の件について御説明申し上げます。本件につきまして

は、６月５日開催の教育委員会定例会の議決に基づきまし

て、室蘭市教科用図書選定委員会に諮問した平成２７年度

から小学校で使用する教科用図書の見本本についての調査

研究について、報告第１号別紙のとおり答申がなされまし

たので、報告いたすものでございます。なお、本件答申書

につきましては、後ほど議案第３号の小学校用教科用図書

採択におきまして、採択参考資料として御活用いただきた

いと存じます。以上でございます。 

 

西里委員長       ただ今の説明に対しまして、御質問等はありませんか。

なければ、報告第１号は終了いたします。 
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西里委員長       次は、日程第４議案第２号平成２７年度使用中学校用教

科用図書採択の件を議題といたします。説明をお願いいた

します。 

 

杉本学校教育課長    議案第２号平成２７年度使用中学校用教科用図書採択

の件について御説明申し上げます。小中学校で使用する教

科用図書は、一度採択されますと法令上４年間、毎年度同

一の教科用図書を採択することとされてございます。後ろ

に法令の抜粋を議案第２号参考として記載してございます。

本件は、この法令の規定に基づきまして、議案第２号別紙

のとおり、平成２７年度につきましても、昨年度採択され、

今年度使用している教科用図書と同一の教科用図書を採択

しようとするものでございまして、御提案申し上げるもの

であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

西里委員長       ただ今の説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

なければ、議案第２号は、原案のとおり可決することに御

異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       御異議がありませんので、原案のとおり可決いたします。 

 

西里委員長       次の案件についてお諮りいたします。次の日程第５議案

第３号平成２７年度使用小学校用教科用図書採択の件に

つきましては、適切な審議環境の確保のため、非公開と

し、採択内容については採択事務終了後に公表すること

に御異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       異議なしと認め、これより非公開といたします。説明員

及び記録員以外の方は退出してください。 

 

（退出） 
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西里委員長       それでは、日程第５議案第３号平成２７年度使用小学校

用教科用図書採択の件について、説明をお願いします。 

 

杉本学校教育課長    議案第３号平成２７年度使用小学校用教科用図書採択

の件について御説明申し上げます。ただ今、議案第２号で

も御説明申し上げましたが、小中学校で使用する教科用図

書は、一度採択されますと法令上４年間、毎年度、同一の

教科用図書を採択することとされてございまして、小学校

の教科用図書は平成２７年度から平成３０年度まで使用す

ることとなるものでございます。議案第３号別紙を御覧く

ださい。「平成２７年度使用小学校用教科用図書一覧」に

記載の教科用図書は、５月に各小学校で回覧をし、６月９

日から７月３０日まで、室蘭市教科用図書選定委員会での

調査・研究が行われ、その調査結果については７月３０日

に選定委員会から答申をいただきまして、本日、報告第１

号で御報告いたしたところであります。また、６月１３日

から実質１４日間、市内４つの施設で教科用図書を展示し、

一般市民にも公開しまして、５８人の閲覧者があったとこ

ろでもございます。この新しい教科用図書は、発行者総数

は１４社で２４７冊、書写を含め１１教科となります。な

お、このほかに特別支援学級用の文部科学省著作の教科用

図書もありますが、特別支援学級用の一般図書は室蘭聾学

校のみで展示しております。本日は、新たな教科用図書や

教科用図書選定委員会答申書等を参考として採択を進め

ていただきますよう、「義務教育諸学校の教科用図書の無

償措置に関する法律第１３条及び第１４条、同法施行令第

１４条」に基づき御提案申し上げるものでございます。よ

ろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

 

西里委員長       ただ今の説明に対しまして、御質問等はありませんか。  

なければ小学校用教科用図書について採択のための審議を

これから始めます。まずは、国語から始めます。国語は５

社の教科用図書があります。現在、本市で使用しているの

は光村図書出版です。それでは、調査研究の概要について

説明をお願いいたします。 
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本田指導主事      それでは、説明させていただきます。国語に関して御説

明いたします。国語は５社の教科用図書があります。現在、

本市で使用しているのは光村図書出版であり、全国的にも

光村図書出版が最も多く、次いで東京書籍、教育出版とな

っております。昨年度までの全国学力・学習状況調査、本

市独自の標準学力調査の結果として、「書く力」が全国に

比べて低い結果となっております。このことから、書くこ

との領域を丁寧に扱われている教科用図書を採択していた

だければと思います。各社とも学習指導要領で示されてお

ります目標を実現できる内容で構成されておりますが、そ

の中でも、本市で現在使用しております教科用図書及び教

科用図書選定委員会作成の調査研究資料を踏まえ、２社に

ついて特徴的な内容を御説明いたします。１社目は光村図

書出版でございます。光村図書出版は、読みの単元の後に

「書くこと」の単元が配置され、学んだことを生かしての

活動となるような工夫がされています。「書くこと」の単

元においては、非連続型テキストを用いて目的や意図に応

じ、文章全体の構成の効果を考える力を身に付けさせるた

めの工夫もされております。「読むこと」の単元において

は、事柄の順序に気付いたり、段落相互の関係を考えたり、

内容や要旨などを捉えながら読んだりする工夫がなされて

います。コラム「たいせつ」の欄では、ここで一番身に付

けさせたい力を示し、「何を」「どのように」学習するかを

明確にしております。また、単元の冒頭に指導事項と取り

組む言語活動を明示したり、すべての学習の手引きを見開

きで構成したり、児童が学習の流れを一覧でき見通しをも

って主体的に学べるように工夫しています。       

２社目は教育出版でございます。「書くこと」については、

経験したこと・調べたこと・意見文や報告書など、多様な

ジャンルの文章を書く活動を通して、順序を整理して書い

たり、段落相互の関係に注意して書いたり、文章全体の構

成の効果を考えて書いたりできるように工夫されています。

「読むこと」については、幅広い範囲から興味深い題材を

取り上げ、想像を広げたり、事柄の順序に気が付いたり、

内容の中心を捉えたり、段落相互の関係を考えたりしなが
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ら読むことができるよう工夫されています。巻末には、各

教材に指導事項や学習に必要と思われる用語などをまとめ

た「この本で学ぶこと」を掲載し、家庭学習や個に応じた

学習に役立つようにしています。以上で説明を終わります。 

 

西里委員長       ただ今の説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

山田委員        今回の選定にあたりましては、学習指導要領が変わらな

い中での中間年での教科用図書採択となっているところを

考慮しながら、学力の向上、学校現場の声、全国シェア率、

中学校用教科用図書との関係と、今回のそれぞれの出版社

の内容を加味し、検討をしたいところでございます。その

中で、国語につきましては、光村図書出版が全国的に高い

シェアを占めていることと、先ほど課題がある領域として

お話のありました「書くこと」の章が充実しているという

ように思われます。もう一つ、大事な領域であります「言

語活動」も意識した教科用図書にもなっているように思わ

れます。また、新聞の扱いにつきましても、光村図書出版

が子ども達に「新聞を読もう」という意思が伝わる構成に

なっていると考えますと、現在の光村図書出版の採択で良

いのではないかと思っております。 

 

黒光委員        北海道についての記載も、光村図書出版にはあるようで

すね。 

 

西里委員長       光村図書出版と東京書籍や教育出版などの中で、一番違

うのはどのような点でしょうか。現在は教科用図書として

光村図書出版を使用しておりますけれども、実際に教科用

図書として出版社間に違いがあって、その点で光村図書出

版が他とは違って良いという点を教えてください。 

 

本田指導主事      お答えいたします。本市の子ども達の実態といたしまし

て、「書く力」が弱いということで、「書く力」をどれだけ

高められるかということから、教科用図書の採択をしてい

ただきたいと考えております。「書く力」に関しましては、

光村図書出版に関してお話ししますと、「書く単元」と「読
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む単元」があり、この「読む単元」の中でも、まとめる段

階で書く活動を多彩な方法で取り入れておりまして、「感

想を書こう」ですとか、「１００字でまとめよう」「２００

字でまとめよう」「自分の考えでまとめよう」「考えを明確

にしよう」など、色々な視点から子ども達に書く活動・言

語活動をより深めさせるような工夫がなされております。

そういったところが、光村図書出版の長所と考えておりま

す。以上でございます。 

 

西里委員長       実際に児童に教員が指導する時に、本を読んで色々な事

を書かせたりするなど、そういった事は授業ではなく家庭

で行う宿題のような形をとるのでしょうか。 

 

本田指導主事      いいえ、授業時間の時数の中で学習の計画に則り行われ

るように配置されております。 

 

西里委員長       ほかに、ありませんか。なければ国語の教科用図書は、

光村図書出版を採択することに異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、そのように決定します。次は、書写です。書

写は６社の教科用図書があります。現在、本市で使用して

いるのは光村図書出版です。それでは、調査研究の概要に

ついて説明をお願いいたします。 

 

本田指導主事      書写に関して御説明申し上げます。書写は６社の教科用

図書があります。現在、本市で使用しているのは光村図書

出版で、全国的にも光村図書出版が最も多く、次いで教育

出版、東京書籍となっています。書写につきましては、本

市で現在使用しております教科用図書及び教科用図書選定

委員会作成の調査研究資料を踏まえ、２社について御説明

申し上げます。１社目は光村図書出版でございます。光村

図書出版は、学習のポイントを示す「たいせつ」や、国語

の教科用図書との関連を図った教材を掲載したりするなど、

児童の学習意欲を高める工夫をしています。また、教材毎
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に自己評価欄を設けるなど、児童が主体的に取り組む工夫

もなされています。２社目は日本文教出版でございます。

日本文教出版は、毛筆で学習したことを生かして硬筆で書

く活動を積極的に取り入れ、硬筆による書写の能力の基礎

を身に付けられるよう工夫しています。また、まとめで課

題を設定できるようして、児童が主体的に取り組む工夫が

なされています。以上で説明を終わります。 

 

西里委員長       ただ今の説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

山田委員        質問ですが、全国シェア率を見ますと、光村図書出版、

教育出版、東京書籍の３社で大体９０パーセントを占めて

いるのですが、今のお話を聞くと、比較対象としたのが日

本文教出版ということなのですけれども、この全国シェア

率が低い日本文教出版を比較対象にしたのには何か理由が

あるのでしょうか。 

 

高見教育指導参事    書写で全国シェア率が低い日本文教出版を比較対象とし

た理由といたしましては、この日本文教出版は書写に特化

された出版社であり、毛筆において点画の種類と筆使いが

他社と比較して分かりやすく丁寧に記載されております。

また、単元ごとに示されている学習のポイントや留意点に

ついても、具体的な記述により、児童にとって取り組みや

すいと判断いたしました。教科用図書選定委員会において

も、新興出版社啓林館と同様に高い評価となっております。

以上の理由から全国シェア率が第４位の日本文教出版を比

較対象としてあげております。 

 

山田委員        光村図書出版につきましては、資料編の手紙の書き方・

はがきの書き方・ノートの工夫など、非常に充実しており

ますし、やはり書写というのは国語とも非常に関係がある

のかなという風に思われますので、書写についても全国シ

ェア率の高い、光村図書出版が良いのではと思います。 

 

山田委員        どちらかと言うと教育出版や東京書籍はあまり変わりな

いと言いますか、オーソドックスな内容ですね。 
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谷藤委員        やはり国語の教科用図書との関連もありますし、光村図

書出版の方が良いのではないでしょうか。 

 

芝垣委員        そのように思いますね。国語の教科用図書ともつながっ

ておりますから。 

 

西里委員長       ほかに、ありませんか。なければ、書写の教科用図書は、

光村図書出版を採択することに異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、そのように決定いたします。次は、社会です。

社会は４社の教科用図書があります。現在、本市で使用し

ているのは教育出版です。それでは、調査研究の概要につ

いて説明をお願いいたします。 

 

本田指導主事      社会に関して御説明申し上げます。社会は４社の教科用

図書があります。現在、本市で使用しているのは教育出版

で、全国的には東京書籍が最も多く、次いで教育出版とな

っています。社会につきましても、本市で現在使用してい

る教科用図書及び教科用図書選定員会作成の調査研究資

料を踏まえ、２社について御説明いたします。１社目は東

京書籍でございます。東京書籍は、各学年において、「学

習の進め方」を見開きで示し、「つかむ」「調べる」「まと

める」「いかす」という問題解決の学習段階がわかるよう

工夫されています。また、全小単元にふり返りの学習活動

「まとめる」を提示し、多様な言語活動が展開されるよう

配慮されています。北海道の地域素材として、５年生の「寒

い土地の暮らし」に十勝地方、わが国の工業の様子と国民

生活の関連で、道内の各都市・地域を取り上げています。

６年生では、コラム欄に「約１００年前の小樽港」やアイ

ヌの伝統文化を守るために」が取り上げられています。２

社目は教育出版でございます。教育出版は、問題解決的な

進め方が身につくよう、「学習問題を作り、学習の見通し

を立てよう」で学習の進め方を例示し追及していく過程を
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分かりやすく示しています。また、各単元で「学んでいこ

う」として、単元を貫く学習課題が明示され、学習の狙い

が明確になっています。北海道の地域素材を掲載している

ページがどの学年にも多く、北方領土やアイヌに関する記

述や資料の扱いも多くなっています。以上で説明を終わり

ます。 

 

西里委員長       ただ今の説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

山田委員        質問ですが、小学校の社会については、現在、教育出版

を使用しておりますが、全国シェアを見ると東京書籍が倍

近くを占めております。中学生は東京書籍の教科用図書を

使用しておりますが、小学校と中学校の教科用図書の出版

社の違いについて、学校現場からの声はあるのでしょうか。 

 

高見教育指導参事    社会の教科用図書が中学校と小学校では出版社が異なる

ことにつきましては、学校現場からは同一会社の教科用図

書の使用を望む声はあがっておりません。このことは、「社

会科」という教科の特質にも関わっておりまして、国語に

ついては言語活動の充実に関わり、学年間や小中異なる学

校段階の連続性が重視されていること、また、算数、数学

については、内容の系統性を重視しつつ、学年間や学校段

階間での内容の一部を重複させて、スパイラルな教育課程

の編成が求められております。その点、社会につきまして

は、各学校段階の特質に応じて、習得すべき知識・技能の

確実な定着とそれらを活用する力の育成が求められてあり

まして、小中の一貫性についての影響は少ないものと考え

られます。このことが、特に現場から同一の出版社を望む

声があがらない原因ではないかと思われます。 

 

芝垣委員        僕も小学校と中学校で同一でないところが気になったの

ですが、教科用図書選定委員会の中で、小中学校の社会に

関して、教科用図書の出版社が違うという事について何か

意見などは出ませんでしたか。 

 

高見教育指導参事    教科用図書選定委員会では、特にそのような意見は出さ
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れておりません。 

 

山田委員        教育出版と東京書籍の教科用図書を両方見た中では、構

成は両方ともわかりやすく、甲乙は付け難いなと思ったの

ですけれども、東京書籍は教育出版に比べて高学年ほどペ

ージ数が多くなっていました。このあたりで、６年生の最

後の方など、時間がない中でうまく使いこなせるかという

心配はあります。また、先ほど本田指導主事から説明があ

りましたが、北海道の扱いはやはり教育出版が北海道出身

ということもあり、間違いなく多いです。 

 

芝垣委員        北海道の学校では教育出版が多いですよね、ただ全国レ

ベルでは東京書籍が多いということですか。 

 

山田委員        そうですね。ただ先ほど話した通り中間年であるので、

今回はこのまま教育出版でも良いのかなと私は思っており

ます。これから学習指導要領が変わっていけばその辺りも

考えていかなければいけないかなと思います。 

 

芝垣委員        ここだけが気になったのですよね。小中学校の一貫的な

教育の流れからいけば、同じ出版社の方が良いかなと。 

 

山田委員        国語や算数は確かにかなり一貫性がありますが、社会に

ついては小学校でも太古から現代までの流れを簡単に学ん

で、中学校では同じ構成の中で少し詳しく学ぶので、同じ

出版社でなくて良いかなと。ここが国語や算数とは少し違

うところかなと思います。 

 

西里委員長       ほかに、ありませんか。なければ社会の教科用図書は教

育出版を採択することに異議はありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、そのように決定します。次は、地図です。地

図は２社の教科用図書があります。現在、本市で使用して

いるのは帝国書院です。それでは、調査研究の概要につい
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て説明をお願いいたします。 

 

本田指導主事      地図に関して御説明申し上げます。地図は２社の教科用

図書があり、現在本市で使用しているのは帝国書院で、全

国的にも圧倒的なシェア率となっております。地図につき

ましては、２社について御説明いたします。１社目は帝国

書院です。帝国書院は北海道全図の見開きと胆振や道央圏

を中心に縮尺を大きくした見開き地図の２種類の地図を示

し、北海道の産業の様子や地域の特色がよくわかるように

なっております。さらに、室蘭の施設や橋なども詳しく示

されております。また、縮尺も計算しやすいように配慮さ

れ、児童が自ら調べ、追求していきやすいように「地図帳

の使い方」で地図帳の活用の仕方や表記等が巻頭に示され

ています。２社目は東京書籍です。東京書籍は、Ａ４版の

紙面で地図や文字、記号を大きくし、見やすさを追求して

います。索引にはチェックボックスを付けるなど、児童が

意欲的に調べられるような配慮もなされています。また、

写真や模式図、イラスト等の多様な表現を用いたりアイヌ

の人たちの言葉に由来した地名を調べたりするなど、児童

の学習意欲を高める工夫がなされています。以上で説明を

終わります。 

 

西里委員長       ただ今の説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

山田委員        東京書籍はＡ４版で大きいですよね。ページ数も多いの

で、索引や世界の国別統計などは見やすいし詳しいところ

があるのですけれども、先ほどお話があった通り、地図帳

の使い方というのは帝国書院の方がわかりやすいですし、

室蘭市の扱いについては、室蘭港ですとか白鳥大橋といっ

たものが、東京書籍にはないですよね。全国的な圧倒的な

シェア率を考えると、このままでいいのかなという気がし

ます。 

 

西里委員長       ほかに、ありませんか。なければ地図の教科用図書は帝

国書院を採択することに異議ありませんか。 
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（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、そのように決定します。次は、算数です。算

数は、６社の教科用図書があります。現在、本市で使用し

ているのは新興出版社啓林館です。それでは、調査研究の

概要について説明をお願いいたします。 

 

本田指導主事      算数に関して御説明申し上げます。算数は６社の教科用

図書があります。現在、本市で使用しているのは新興出版

啓林館で、全国的にも東京書籍と新興出版啓林館の２社が

多いようです。学力テストの結果から「知識を活用する問

題」が本市の課題となっておりますので、そういった部分

を十分に考慮しながら議論を進めていただきたいと思いま

す。それでは、算数につきましても、本市で現在使用して

おります教科用図書及び教科用図書選定委員会作成の調

査研究資料を踏まえ、２社について御説明いたします。１

社目は東京書籍です。東京書籍は、「量と測定」領域で直

接比較、間接比較、任意単位、普遍単位という流れを系統

的に取り入れ、量についての感覚が豊かになるように、ま

た、「図形」領域では身の回りの形への着目や操作活動、

図形への性質を説明する活動を取り入れるなど、数学的に

考える力と表現する力を育むように工夫しています。さら

に、日常の学習で言語活動を効率的に取り入れられるよう

に工夫し、「考えよう伝えよう」「算数マイノートを作ろう」

では、説明につなげる素地を作り活用問題にも対応できる

よう配慮されています。ＩＣＴ教材が充実しており、デジ

タル教科書への導入にもつなげやすくなっております。２

社目は新興出版啓林館です。新興出版啓林館は、「量と測

定」領域で身の回りの物について長さや重さを測定したり、

実生活で体験したことのある場面を設定したりすることで、

活用意欲を高める工夫をしております。また、「図形」領

域では、多様な算数的活動を通して、豊かな図形感覚が身

につくような工夫が見られ、定規やコンパスなどの教具の

使い方や作図の仕方は、丁寧な分解写真で示され、技能が

確実に身につくように工夫されています。さらに、随所に

ある「学びをいかそう」のページでは、単元で学習した事
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項を活用して新しい課題を解決する問題が設定され、「考

えを広げよう、深めよう」では、筋道立てて考える教材を

取扱い、問題解決的学習に必要な力を育成できるよう配慮

されています。以上で説明を終わります。 

 

西里委員長       ただ今の説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

山田委員        算数は、今お話があった通り新興出版社啓林館と東京書

籍であわせて７割の全国シェア率を占めております。この

２社について、学力上位の都道府県を見ますと、両社とも

同じようなシェア率なのですけれども、どちらかというと

新興出版社啓林館は学力の中位の県の採択が多いように思

います。一方、東京書籍は、上位の県もあるのですけれど

も、下位の都道府県もあるということです。内容的に見ま

すと、確かに東京書籍はわかりやすい構成の教科用図書に

なっているのではないでしょうか。新興出版社啓林館につ

いては、入学時の心構えですとか、卒業時の中学校の対応

では、他の出版社よりもページ数が多く充実しており、ま

た、足し算・引き算・分数・少数などの計算問題を繰り返

し覚えさせながら活用させるという内容が、他よりも充実

しているのではないかと思います。全国シェア率、学力と

の関係、内容等を２社のどちらかという風になりますと、

新興出版社啓林館は教科用図書をうまく使いこなして、教

えて考えさせるという、活用を重視した内容になっており

ますし、現在、本市の中学校で使用している教科用図書も

新興出版社啓林館ということもありますので、継続して新

興出版社啓林館の教科用図書を使用するのが良いのかなと

思います。 

 

谷藤委員        学力テストの関連もありますし、引き続き新興出版社啓

林館で良いと思います。 

 

西里委員長       新興出版社啓林館に替える前はどこの出版社の教科書を

使用していたのでしょうか。 

 

本田指導主事      教育出版です。 
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西里委員長       新興出版社啓林館の教科用図書を使用して、少し理解で

きない具合が児童にできていないか、と言いますか、新興

出版社啓林館の教科用図書を見ていると、説明が簡単なよ

うな感じを受けるので、先生がしっかりしていないとなか

なか難しいように思います。教育出版や東京書籍を見ると、

例題が多かったり、説明が詳しかったり、そこが逆にわか

りづらいかもしれないという部分もあるのですが、子ども

にとってはどちらの方が良いのかなと思いながら比較をし

ていました。その辺りについて、先生方はどのような印象

を持っているのでしょうか。 

 

高見教育指導参事    新興出版社啓林館は活用力を重視しているという意見が

ございまして、確かに活用力の指導において、教師の指導

力が問われるということがあります。前回の改訂の後の段

階では、教えることが難しいという意見があったことは聞

いておりますが、今回の教科書改訂に関わって、教科研究

も進んできておりまして、先生方が教科用図書に慣れてき

たということや、今回の改訂で活用力を養う問題が後ろの

方に多くまとめられているなど、先生方が迷わずにまとめ

てから活用という流れの整理がされているという意見を聞

いております。 

 

西里委員長       学力調査より、室蘭市の子どもは計算力が弱いという結

果が出ていますけれども、新興出版社啓林館を見ると計算

力を鍛えるような内容にはなっていないのではと思います。

教科用図書を見ていて、例題など計算力を鍛える内容の記

載がもっとあっても良いかなと思いました。ただ宿題や自

己課題で過ごしてしまって、授業に入っていけない子ども

が計算力を鍛えられないまま終わってしまうのではという

心配があります。 

 

山田委員        新興出版社啓林館は項目の構成を見ると、足し算などの

計算を学んで、途中に図形等を入れて、また計算に戻ると

いうやり方をしています。ですから、忘れた頃にまた計算

を学ぶので、その分では逆にいいのかなと思います。 
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高見教育指導参事    中学校の全国学力諸調査の結果を見ますと、ここ数年、

活用力の数値が向上傾向にありまして、その要因の一つと

して、小学校における活用力の育成が中学校の活用力向上

に何らかの影響を与えているのではないかと予測をしてい

るところです。 

 

山田委員        前回、学力調査の結果を踏まえて採択をして、中間年で

まだ４年なものですから、もう１回様子を見て、次で学習

指導要領も変わりますので、その時に学力が今より上がっ

ていないということであれば、また考えなければならない

かなという気はします。先ほどもお話がありました通り、

やっと先生方も新興出版社啓林館の教科用図書に慣れ出し

たということもありますし、また替えてしまうと現場がな

かなか大変かなと思います。 

 

西里委員長       わかりました。ほかに、ありませんか。なければ算数の

教科用図書は新興出版社啓林館を採択することに異議あり

ませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、そのように決定します。次は、理科です。現

在、本市で使用しているのは新興出版社啓林館です。それ

では、調査研究の概要について説明をお願いいたします。 

 

本田指導主事      理科に関して御説明申し上げます。理科は５社の教科用

図書があります。現在本市で使用しているのは新興出版社

啓林館ですが、全国的には大日本図書が最も多く、次いで

新興出版社啓林館、東京書籍となっております。理科につ

きましても、本市で現在使用しております教科用図書及び

教科用図書選定委員会作成の調査研究資料を踏まえ、２社

について御説明いたします。１社目は新興出版社啓林館で

す。新興出版社啓林館は、各単元末には「まとめよう」を

設け、その紙面を参考に自分なりに工夫し、わかりやすく

まとめる習慣づけができるようにしています。また、巻末
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に「読んでみよう！理科の本」を設け、各学年の学習内容

に関連する書籍を紹介したり、「算数の窓」を設け、算数

で学習する内容との関連を示したりと、他教科との関連を

図るなどの工夫が見られます。また、書くことを通して、

主体的な学習をねらった別冊「わくわく理科プラス」は、

児童が自分の考えを示す場面を数多く設け、単元が終わる

度に自分の成長を実感できるように工夫されています。２

社目は東京書籍です。東京書籍は、巻末の「どんな不思議

に出会うのかな」では、前学年の内容を、巻末の「たくさ

んの発見をしたね」では、次学年の内容をそれぞれ記載し、

学習する内容が系統立てて理解できるように工夫されてい

ます。また、「わたしの研究」では、研究の進め方等を示

し、「学びをつなごう」では、学年や単元をまたがった内

容について、学習のつながりや理科の有用性が理解できる

ように工夫がされています。以上で説明を終わります。 

 

西里委員長       ただいまの質問に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

山田委員        理科についても、全国シェア率は大日本図書が一番高か

ったのですけれども、そこではなくて現在使用している新

興出版社啓林館と東京書籍を比較した理由として、何かあ

るのでしょうか。 

 

高見教育指導参事    大日本図書につきましては理科の全国シェア率が第１位

となっておりますが、地域別のシェア率を見ますと関東よ

り西の地域での採択が多くを占めております。このような

地域別の採択率の偏りが教科用図書の中で使用されている

資料にも影響しているためか、大日本図書については、北

海道に関する資料がほとんど使用されていないという内容

となっております。理科につきましては、身近な自然へ関

心を通して学習を深めていくことが重要な要素となります

ことから、全国シェア率が高く、かつ北海道に関する資料

が多く使われている新興出版社啓林館と東京書籍の２社を

比較したところです。 

 

山田委員        そういった中で、確かに新興出版社啓林館は別冊で「わ
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くわく理科プラス」というのが約５０ページあって、学習

の始めと終わりに項目に沿っての活用や自由研究について

の記載があったり、内容的にもわかりやすい感じはしまし

た。一方、東京書籍については、今後のこととしてデジタ

ル教科書を意識した教科用図書になっていました。ただ、

室蘭市の場合、当面は理科のデジタル教科書を使用するに

は至らないと考えておりますので、中学校も理科は新興出

版社啓林館ということもありますし、それも合わせて、今

回は今まで通り新興出版社啓林館の教科用図書で良いのか

なと思います。 

 

西里委員長       ほかに、ありませんか。なければ理科の教科用図書は新

興出版社啓林館を採択することに異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、そのように決定します。生活です。生活は、

７社の教科用図書があります。現在、本市で使用している

のは教育出版です。それでは、調査研究の概要について説

明をお願いいたします。 

 

本田指導主事      生活に関して御説明申し上げます。生活は７社の教科用

図書があります。現在、本市で使用しているのは教育出版

ですが、全国的には東京書籍が多く、次いで新興出版社啓

林館、大日本図書、光村図書出版、教育出版となっていま

す。生活は、社会・理科との関連が深い教科となっており

ます。各社それぞれ工夫されておりますが、他教科との関

連なども考慮しながら議論のほどよろしくお願いいたしま

す。生活につきましては、本市で現在使用しております教

科用図書及び教科用図書選定委員会作成の調査研究資料

を踏まえ、２社について御説明いたします。１社目は新興

出版社啓林館です。新興出版社啓林館は、各単元を「わく

わく」「いきいき」「つたえあおう」「ちゃれんじ」の４段

階で構成したり、自分の考えや願いを直接書き込むページ

を設けたりするなど、児童が主体的に取り組むことができ

るような工夫がなされています。また、飼育や栽培におい
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て、児童の興味関心や地域の実態に応じて取り扱う内容を

選択できるように構成し、発展的に学習できる工夫がなさ

れています。２社目は教育出版です。教育出版は、単元末

毎に自己評価を行う「単元チェック」の欄を設けたり、巻

末に学習記録を書き込む「生活科ノート」を設けたりする

など、児童が主体的に学習に取り組むことができるような

工夫がなされています。また、合科的な指導の目安となる

教科のマークを明記し、特に国語、音楽、図画工作につい

ては、多くの活動で合科や関連が図れるように配慮されて

います、以上で説明を終わります。 

 

西里委員長       ただいまの説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

山田委員        生活では東京書籍が全国シェア率が高いのですけれども、

先ほど本田指導主事から説明があった、社会や理科との関

連があるという事から、本市で使用している社会の教育出

版と理科の新興出版社啓林館を比較したという事で良いで

しょうか。 

 

高見教育指導参事    そのようになります。 

 

山田委員        生活は、内容的には大きな差がないように思いますし、

これまで通り教育出版で良いのかな、と思います。 

 

西里委員長       ほかに、ありませんか。なければ生活の教科用図書は教

育出版を採択することに異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、そのように決定します。次は、音楽です。音

楽は２社の教科用図書があります。現在、本市で使用して

いるのは教育芸術社です。それでは、調査研究の概要につ

いて説明をお願いいたします。 

 

本田指導主事      音楽に関して御説明申し上げます。音楽は２社の教科用

図書があります。現在、本市で使用しているのは教育芸術
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社で、全国的にも教育芸術社が圧倒的に多く、音楽教科用

図書を中心とした会社のようです。音楽につきましては、

２社について御説明いたします。１社目は教育芸術社です。

教育芸術社は、主要教材毎にねらいにせまるための具体的

な学習目標を示したり、キャラクターの吹き出しにより活

動のヒントを示したりするなど、児童が主体的に学習に取

り組むことができるような工夫がなされています。また、

鍵盤楽器の指使いがわかる手のイラスト、写真や巻末にそ

の学年で押さえておきたい重要な学習内容を「ふりかえり

のページ」として位置づけたり、イラストの配色や囲みの

形状を工夫したりするなど、使用上の便宜が図られていま

す。また、各学年において、基礎的な技能から音楽表現を

深める学習へと発展させるように、系統的・発展的に学習

できるような工夫も見られます。２社目は教育出版です。

教育出版は、主要教材毎に「学習のねらい」や〔共通事項〕

を示したり、「テントウ虫マーク」により活動のポイント

を示したりするなど、児童が見通しを持ち主体的に学習に

取り組むことができるように工夫されています。また、巻

末の折り込みページに「リコーダーの運指表」や「音符・

休符・記号」などを掲載し、折り込みを開きながら使用す

ることで、いつでも確認しながら学習できるようになって

います。また、音楽作りや鑑賞では、書き込めるコーナー

があったり例が示されたりと、イメージしやすい構成で工

夫されています。以上で説明を終わります。 

 

西里委員長       ただいまの説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

山田委員        音楽は教育芸術社が全国的に圧倒的なシェア率がありま

すね。両社ともに君が代についての説明も載っていました。

ただ、教育芸術社の方が字の間隔や流れが見やすいという

気がしました。今回は中間年でもありますし、今まで通り

教育芸術社で良いのではないかと思います。 

 

西里委員長       君が代が教科用図書の後ろの方に掲載されていますが、

必ず児童たちに指導しているのでしょうか。 
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高見教育指導参事    学習指導要領で、歌えるように指導することと示されて

おります。 

 

西里委員長       ほかに、ありませんか。なければ音楽の教科用図書は教

育芸術社を採択することに異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、そのように決定します。次は、図画工作です。

図画工作は２社の教科用図書があります。現在、本市で使

用しているのは日本文教出版です。それでは、調査研究の

概要について説明をお願いいたします。 

 

本田指導主事      図画工作に関して御説明申し上げます。図画工作は、２

社の教科用図書があります。現在本市が使用しているのは

日本文教出版で、全国的にも日本文教出版が最も多くなっ

ています。図画工作につきましても、本市で現在使用して

おります教科用図書及び教科用図書選定委員会作成の調

査研究資料を踏まえ、２社について御説明いたします。１

社目は日本文教出版です。日本文教出版では、児童が発想

や鑑賞する際の視点を吹き出しなどで表したり、表現の工

夫やふり返りを示す囲みを掲載したりするなど、児童が主

体的に学習に取り組むことができるように工夫されていま

す。また、学習のねらいや評価の観点を記載することによ

り、授業に見通しをもちやすくするなど、使用上の便宜が

図られています。２社目は開隆堂出版です。開隆堂出版で

は、安全、後片付け、必要な知識・技能や材料など、周知

させたい基礎的・基本的な内容を示したり、授業のふり返

りを囲みで示したりするなど、児童が主体的に学習に取り

組むことができるような工夫がなされています。また、美

術を意識したデザイン的な構成で、見た目のインパクトが

非常に高く児童の印象に残るように工夫されています。以

上で説明を終わります。 

 

西里委員長       ただいまの説明に対しまして、御質問等はありませんか。 
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山田委員        図画工作についてですが、色や文字、構成はどれを比べ

ても大きく変わらないかなという印象を受けました。ただ、

用具の使い方という部分では、日本文教出版が充実してい

るのかなという気がします。全国シェア率は日本文教出版

が半分以上であることもありますし、中間年でもあります

ので、日本文教出版のままで良いかなと思います。 

 

芝垣委員        中学校の美術でも日本文教出版でしたね。 

 

西里委員長       ほかに、ありませんか。なければ図画工作の教科用図書

は日本文教出版を採択することに異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、そのように決定します。次は、家庭です。家

庭は２社の教科用図書があります。現在、本市で使用して

いるのは開隆堂出版です。それでは、調査研究の概要につ

いて説明をお願いいたします。 

 

本田指導主事      家庭に関して御説明申し上げます。家庭は、２社の教科

用図書があります。現在、本市で使用しているのは開隆堂

出版で、全国的にも開隆堂出版が多く、次いで東京書籍と

なっています。家庭につきましても、２社について御説明

いたします。１社目は開隆堂出版です。開隆堂出版は、「環

境」「消費」「防災」などのマークや「参考」「発展」など

のコラム欄によって興味関心をもたせたり、学習のめあて

や課題、ふり返りをわく囲みで掲載し、学習の見通しをも

たせたりするなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされ

ています。また、食育・防災などの内容の充実しており、

「チャレンジコーナー」では、長期休業中の家庭との連携

を図った活動を促すよう工夫されています。２社目は東京

書籍です。東京書籍では、実習・実験における安全・衛生

に留意しながら学習を進めるため「安全」マークを示すな

ど、使用上の便宜が図られています。また、「いつも確か

めよう」として写真や挿絵でまとめて掲載し、必要に応じ

て調べさせたり、「自由研究」で長期休業中の家庭と連携
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を図った活動を促したりと、児童が主体的に学習に取り組

むことができるような工夫がなされています。以上で説明

を終わります。 

 

西里委員長       ただいまの説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

山田委員        家庭につきましても、２社の教科用図書がありますが、

全体的なことを言いますと、ページ数は東京書籍の方が多

く、詳しいのかなという気がするのですが、開隆堂出版は

ページ数が少ない分、内容の整理がされていて、それほど

大きな違いはないのかなと思いました。また、開隆堂出版

の別冊資料で、アレルギーに関する記述がありました。そ

ういう面からも、食育の問題については開隆堂出版の方が

良いのかなという気がしましたし、全国シェア率も高く全

体の３分の２となっておりますので、開隆堂出版の教科用

図書で良いと思います。 

 

芝垣委員        中学校の技術・家庭はいずれも東京書籍ですが、選定委

員会で中学校の教科用図書と同じ出版社にという話が出な

かったのは、先ほどの社会の採択の際の説明と同じような

捉え方で良いのですね。 

 

本田指導主事      そのようになります。 

 

西里委員長       ほかに、ありませんか。なければ家庭の教科用図書は、

開隆堂出版を採択することに異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、そのように決定します。次は、保健体育です。

保健体育は５社の教科用図書があります。現在、本市で使

用しているのは東京書籍です。それでは、調査研究の概要

について説明をお願いいたします。 

 

本田指導主事      保健体育に関して御説明申し上げます。保健体育は５社

の教科用図書があります。現在、本市で使用しているのは
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東京書籍で、全国的にも学研教育みらいと東京書籍の２社

が多くなっています。保健につきましても、本市で現在使

用しております教科用図書及び教科用図書選定委員会作成

の調査研究資料を踏まえ、２社について御説明いたします。

１社目は学研教育みらいです。学研教育みらいは、学習に

関連する資料やホームページのアドレスを脚注などに掲載

したり、学習の見通しを持てるよう単位時間の学習課題を

各項目のタイトルの近くに示したりするなど、児童が主体

的に学習に取り組めるように工夫がなされています。また、

学習した内容を自分が実行することに置き換えて考えさせ

るなど、知識を活用する活動ができるように工夫されてい

ます。また、「考えてみよう」「調べてみよう」などの学習

方法を提示したり、課題の解決に結びつく視点やヒントを

キャラクターの吹き出しで示したりするなど、児童が主体

的に学習に取り組めるように工夫がなされています。２社

目は東京書籍です。東京書籍は「防災」「薬物」に関する

記載が豊富で、身近な生活における健康や安全について学

習した後、既習事項を生かして系統的・発展的に学習でき

るように工夫がなされています。また、「考えてみよう」

「話し合ってみよう」などの学習方法を提示したり、課題

の解決に結びつく視点やヒントをキャラクターの吹き出し

で示したりするなど、児童が主体的に学習に取り組めるよ

うに工夫がなされています。また、学習に関連する資料を

「まめちしき」として掲載したり、各章末に「広げよう」

として資料ページを設け、健康に関する今日的な話題など

を掲載したりするなど、児童の学習意欲を高める工夫がな

されています。以上で説明を終わります。 

 

西里委員長       ただいまの説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

山田委員        保健体育は５社の教科用図書があるという事で、それぞ

れ見るとページ数や教科用図書の大きさが色々ですよね。

ただ、内容を見ますと、室蘭市では現在がん教育を検討中

なのですが、このがん教育については学研教育みらいと東

京書籍だけが扱っていました。また、全国シェア率は東京

書籍が約半数近くとなっておりますので、保健体育もこれ
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まで同様、東京書籍で良いのかなという気がします。 

 

西里委員長       ほかに、ありませんか。なければ保健体育の教科用図書

は、東京書籍を採択することに異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、そのように決定します。最後に、特別支援教

育です。説明をお願いします。 

 

本田指導主事      特別支援教育の教科用図書について御説明申し上げます。

特別支援教育の教科用図書につきましては、児童の状況に

応じて、一人一人の指導メニューに最も適した内容の教科

用図書を選択できるよう配慮することが大切であることか

ら、（１）文部科学省検定済教科書のうち、本市で採択し

た各教科の教科書、（２）文部科学省著作教科書、（３）小・

中学部を置く特別支援学校及び小・中学校特別支援学級教

科用図書として目録にまとめられている一般図書がござい

ます。選定委員会で室蘭聾学校を訪問し展示してある一般

図書を閲覧しましたが、委員の先生方からは、豊富なイラ

ストや写真、なじみのあるキャラクター、鮮明な色を使い

音や光の出るものなどもあり、単純で飽きやすい内容でも

子供が興味・関心を持ちながら学習することができるよう

に工夫されている、また、発達の段階に合わせて系統的な

指導ができるような内容の配列になっているとの報告を受

けております。以上で私からの説明を終わります。 

 

西里委員長       ただいま説明がありましたが、特別支援教育では、児童

一人一人の能力や状況に応じて、できるだけ選択の幅を広

げて考えていくことが必要となりますことから、（１）か

ら（３）の３種類全てについて採択することに異議ありま

せんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、本日の採択結果について、総括をお願いいた
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します。 

 

杉本学校教育課長    それでは、採択結果について報告させていただきます。 

           国語は光村図書出版、書写は光村図書出版、社会は教育出

版、地図は帝国書院、算数は新興出版社啓林館、理科は新

興出版社啓林館、生活は教育出版、音楽は教育芸術社、図

画工作は日本文教出版、家庭は開隆堂出版、保健体育は東

京書籍、最後の特別支援教育は、（１）文部科学省検定教

科書のうち、室蘭市で採択した各教科の教科用図書、（２）

文部科学省著作教科書、（３）小・中学部を置く特別支援

学校及び小・中学校特別支援学級教科用図書として目録に

まとめられている一般図書を採択することと決定いたしま

した。 

 

西里委員長       最後に、今回の教科用図書採択に関わる今後の公開方法

ですが、公開内容については、「教科用図書採択一覧」、「採

択理由」、教科用図書選定委員会の委員名簿」、「調査研究

答申内容」、「同教委作成の採択参考資料」及び「本臨時会

の会録」とし、市の情報公開条例に基づき、事務局に一任

することでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       御異議がありませんので、そのように決定いたします。

これをもちまして、議案第３号を終了いたします。以上で、

本日の日程は全部終了いたしました。これをもちまして、

平成２６年第３回室蘭市教育委員会臨時会を閉会いたしま

す。              
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本委員会の記録に相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

室蘭市教育委員会委員長  西 里 弘 二  

 

室蘭市教育委員会委員    山 田  進  

 

会 議 録 調 製 員     大 谷 裕 司     


