
日 時 令和元年 8 月 20 日（火）午前 10 時 00 分～

場 所 宮津市福祉・教育総合プラザ応接会議室

出席者 山本雅弘 生駒正子 速石直美 田崎浩二 尾﨑里花子

事務局 永濱教育次長 早川学校教育課長 林﨑社会教育課長 東文化振興担当課長

大槻総括指導主事 糸井学校教育課参事 垣中学校教育課参事

泉指導主事 小牧学校教育係長

（傍聴者：2 名）

議 事

(1) 議第 1 号 令和 2 年度宮津市立小学校使用教科用図書の採択について

(2) 議第 2 号 令和 2 年度宮津市立中学校使用教科用図書の採択について

令 和 ２ 年 度 宮 津 市 立 小 学 校

使用教科用図書の採択について

令 和 ２ 年 度 宮 津 市 立 中 学 校

使用教科用図書の採択について

会議録

山本教育長 ただいまから、令和元年第 4 回宮津市教育委員会定例会を開会

し、ただちに本日の会議を開きます。

それでは、次第に沿って会議を進行します。

■次第２「前回会議録の承認」

速石委員と生駒教育長職務代理者にお世話になります。

■次第３｢会議録署名委員の指名｣

会議録署名委員は、会議規則第 18 条第 2 項の規定により、生駒

教育長職務代理者と尾﨑委員を指名いたします。

■次第４｢会期の決定｣

本日の定例会の会期は、１日といたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

出席委員 （異議なし）

山本教育長 異議なしですので、本日の会期は 1 日といたします。

議事に入らせていただきます。

■議第 1 号「令和２年度宮津市立小学校使用教科用図書の採択

について」
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事務局から提案理由の説明をお願いします。

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

第５項の規定による令和 2 年度から使用する小学校教科用図書の

採択について、提案させていただきます。

今回は、次期学習指導要領の教育課程の実施に伴う教科書として

「国語」、「書写」、「社会」、「地図」、「算数」、「理科」、「生活」、「音

楽」、「図画・工作」、「家庭」、「体育(保健)」、「外国語（英語）」、「特

別の教科道徳」を採択をするもので、これまで丹後教

科用図書採択地区協議会における調査並びに協議等を重ねてまい

りました。

併せて、本市教育委員会においても研究協議会(4 回)の開催に

加え、委員の皆様において各図書の精読等の調査をお世話になり

ました。

8 月 6 日には、教科書無償措置法に基づく第 4 回丹後教科用図

書採択地区協議会が開催され、8 月 9 日付けで協議会会長から本

市教育委員会に選定結果が通知されたところです。

これらを踏まえ、本市教育委員会として、「国語及び書写：光

村図書出版社」「社会：東京書籍」「地図：帝国書院」「算数及び

理科、生活：啓林館」「音楽：教育芸術社」「図画・工作及び家

庭：開隆堂出版」「体育(保健)及び外国語（英語）、特別の教科道

徳：東京書籍」を採択することとしたいと考えております。

ただいまの事務局からの提案説明に対し、委員皆様からの御質

問・御意見等をお願いします。皆様からいただいた御質問・御意

見を踏まえ、使用教科書についてそれぞれ確認させていただいた

上で、最後に一括して承認いただくこととします。

まず、国語及び書写は「光村図書出版」となりますが。

国語については、特に言葉の力の育成を大切にしたいと思って

いる。光村はその点では多くの紙面が割かれ、話合い活動等や人

間関係作りと結び付ける工夫がされていると感じ、書写でも、水

書用紙が付いており、文字の変遷についていも示されるなど、国

語と合わせて光村図書出版にする方が良いと考えました。

国語については、光村図書出版を超えるものはないと感じまし

た。国語と書写が同じ出版社でなくても良いのではないかと思っ

ていますし、書写については、東京書籍にも他にはない工夫があ

ったと思いますが、総合的には、光村図書出版が良いと感じまし

た。
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東京書籍には、右手用、左手用が用意されているなど工夫がみ

られました。

他に御意見等はございませんか。

特になければ、御意見を踏まえ、国語、書写とも「光村図書出

版」としてよろしいか。

結構です。

続きまして、社会については「東京書籍」を、地図は「帝国書

院」となりますが、委員皆様からの御意見をお願いします。

社会においては、多面的に記載されており、バランスが良いこ

となどから、東京書籍にする方が良いと考えました。地図におい

ては、やはり地図本来の良さを大切にしている点などを踏まえ、

帝国書院にする方が良いと考えました。

社会については、5、6 年生の教科書が 2 冊構成になっていて学

びやすいと感じました。

生活科との接点があるのも東書が良いと思います。

表紙に天橋立が載っているのは、地元としてはありがたいと。

地図については、色調がはっきりしていて文字も大きく見やす

いと感じましたので、帝国書院が良いと考えました。

資料集ではなく、地図本来の役割を考えると帝国書院が優れて

いると感じました。

その他御意見等はありませんか。

特になければ、御意見を踏まえ、社会は「東京書籍」、地図は「帝

国書院」としてよろしいか。

結構です。

次に算数及び理科、生活は「新興出版社啓林館」についてです。

御意見等があればお願いします。

算数では、積み上げ型の教科で基礎・基本の徹底が大切だと思

っており、単元の内容が細かく分けられ、問題の充実も図られて

いると感じ、理科でも、見やすい色使いで課題も多く紹介してい

るなど、算数と合わせて啓林館にする方が良いと考えました。

習熟が大切となる教科であり、この点では啓林館が充実してい
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ると感じました。

生活は、1、2 年生が学ぶ教科なので、スタートブックやステッ

プブックなど、就学前からの継続、3 年生以降への接続を意識し

た工夫が充実していた啓林館にする方が良いと考えました。

ＱＲコードも今回の大きな特徴かと思いますが、この点でも啓

林館は良いと考えました。

御意見を踏まえ、算数及び理科、生活は「新興出版社啓林館」

としてよろしいか。

結構です。

次に音楽は「教育芸術社」について。皆様の御意見をお願いし

ます。

初めて学ぶ、鍵盤ハーモニカやリコーダー等の説明が丁寧で分

かりやすく、視覚的にも分かりやすい工夫がなされ、視覚・聴覚

障害について考えられる工夫がなされている教育芸術社のほうが

良いのではないかと考えました。

音楽は、教育芸術社がやはり秀でているように思います。

その他御意見等はありませんか。

特になければ、御意見を踏まえ「教育芸術社」としてよろしい

か。

結構です。

図画・工作及び家庭は「開隆堂出版」についてです。皆様の御

意見をお願いします。

図画・工作においては、ＱＲコードも充実し、視覚支援が多く、

構成もはっきりしていて分かりやすいと感じ、開隆堂にするのが

良いと考えました。

家庭おいては、子どもが手に取りやすく、中学校へのつながり

が丁寧に説明されていて開隆堂にする方が良いと考えました。

地域の食事についても、詳しく取扱われていたと感じました。
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御意見を踏まえ、図画・工作及び家庭は「開隆堂出版」として

よろしいか。

結構です。

体育(保健)は「東京書籍」について、いかがでしょうか。

写真やイラストがダイナミックに配置されており見やすく、ス

テップ建ての構成で分かりやすいと感じ、東京書籍にするほうが

良いと考えました。

同感です。ステップ建てが取り組みやすいと感じました。

御意見を踏まえ、体育（保健）は「東京書籍」としてよろしい

か。

結構です。

次に、初めて採択することになる外国語（英語）は「東京書籍」

について、いかがでしょうか。

三省堂の印象も大変良かったですが、小学校の英語は、聞く、

話すといったコミュニケーション活動が豊かになることに、いか

につながるかという点が大切ではないかと考え、小学生がスムー

ズに英語を学んでいける大単元のプロジェクト型の構成で工夫が

できやすいと感じ、東京書籍にする方が良いと考えました。

まずは、英語が嫌い、苦手にならないようにするべきだと思っ

ています。

中学校の英語とは違い、コミュニケーションツールとしての英

語を身につけることが大切だと考え、カタカナ表記ではない、音

としての英語を学んで欲しいと思っています。この点では、話す、

聞くのイメージがしやすい東京書籍が良いと考えました。

別冊もあり、活用が広がりやすいと感じました。

ＱＲコードが充実しており、音として聞けるため発音の練習も

できると考えました。

その他御意見等はありませんか。

特になければ、御意見を踏まえ、外国語（英語）は「東京書籍」

としてよろしいか。
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結構です。

最後に、特別の教科道徳は「東京書籍」について、いかがでし

ょうか。

道徳の本筋を考えると、終末をしっかりと考えさせる内容とな

っていると感じ、東京書籍にするほうが良いと考えました。

中学校の道徳とは違い、入りやすく、導き方も分かりやすい、

東京書籍が良いと考えました。

素地としての小学校の道徳と考えると、身近で親しみやすい教

材が多く使われていると考え、東京書籍が良いと考えました。

その他御意見等はありませんか。

特になければ、御意見を踏まえ、特別の教科道徳について「東

京書籍」としてよろしいか。

結構です。

委員の皆様、本当に慎重かつ丁寧に調査をいただき感謝いた

します。ただいま、貴重な御意見をいただきました。

全体を通して他に御意見等はございませんか。

特になければ、採択をさせていただきます。

議第 1 号「令和 2 年度宮津市立小学校使用教科用図書の採択」

について御承認いただけます方は、挙手にてお願いいたします。

全員挙手

挙手全員ですので、議第 1 号「令和２年度宮津市立小学校使用

教科用図書の採択」について、提案どおり承認することとします。

■議第 2 号「令和２年度宮津市立中学校使用教科用図書の採択」

について、事務局から提案理由の説明をお願いします。

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

第５項の規定による令和 2 年度から使用する中学校教科用図書の

採択について、提案させていただきます。

「国語」、「書写」、「社会（地理、歴史、公民）」、「地図」、「数学」、

「理科」、「音楽（一般・器楽）」、「美術」、「保健体育」、

「技術」、「家庭」、「外国語（英語）」を採択するもので、小学校

の教科書と同様に、8 月 6 日には、教科書無償措置法に基づく第

4 回丹後教科用図書採択地区協議会が開催され、8 月 9 日付けで

協議会会長から本市教育委員会に選定結果が通知されたところで
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す。

これらを踏まえ、本市教育委員会として、「国語及び書写：光

村図書出版社」「社会（地理、歴史、公民）：東京書籍」「地図：

帝国書院」「数学：大日本図書」「理科：啓林館」「音楽：教育芸

術社」「保健体育及び技術：東京書籍」「家庭：教育図書」「外国

語（英語）：東京書籍」を採択することとしたいと考えておりま

す。

また、「特別の教科道徳」については、昨年度採用した「廣済

堂あかつき」を継続するものです。

ただいまの事務局からの提案理由の説明に対し、委員の皆様か

らの御意見等をお願いします。

いずれも現在使用している教科書を引き続きということになり

ますが、まず、国語、書写は「光村図書出版」、社会（地理、歴史、

公民）は東京書籍、地図は「帝国書院」となりますがいかがでし

ょうか。

国語は、学習の目標と活動の流れが示され、日常生活に活用で

きる言語活動を段階的に設定されていること、書写についても、

各教材を見開きにして、文字の特徴や書き方のポイントを発見す

る活動を設けられていることなどから、引き続き光村で良いと考

えました。

社会（地理、歴史、公民）は、まとめをしやすい工夫、社会へ

の関心を高められるような工夫などがなされている東京書籍で引

き続き良いと考えました。

地図は地図として、明るい色調で写真も鮮明であることなどか

ら帝国で引き続き良いと考えました。

御意見を踏まえ国語、書写は「光村図書出版」、社会（地理、歴

史、公民）は東京書籍、地図は「帝国書院」としてよろしいか。

結構です。

次に数学は「大日本図書」、理科は「啓林館」となりますが、御

意見をお願いします。

数学は、見開き単位の分かりやすい構成となっていることなど

から大日本で引き続き良いと考えました。

理科は基礎の定着から応用や思考・表現などを補うことができ
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る別冊もあることなどから啓林館で引き続き良いと考えました。

次に、音楽（一般、器楽）は「教育芸術社」、美術は「光村図書

出版」となりますが、御意見をお願いします。

音楽（一般、器楽）は様々なジャンルの曲が多数掲載されてお

り、3 年間にわたって発声についての記述があり、繰り返し学習

できる構成になっていることなどから、教育芸術社で良いと考え

ました。

美術については、題材ごとに目標と問いかけが構成され、日本

の伝統色や紋様を取扱っており、国内外の作品が多数掲載されて

いることから引き続き光村で良いと考えました。

次に、保健体育は「東京書籍」となりますが、いかがでしょう

か。

保健体育は、学年ごとに系統的な指導が出来るような工夫がな

されていることなどから東京書籍が引き続き良いと考えました。

技術は「東京書籍」について、御意見をお願いします。

視覚的にわかりやすい構成になっていることなどから、引き続

き東京書籍で良いと考えました。

家庭は「教育図書」について、御意見をお願いします。

和装について詳しく丁寧な取り扱いがあることなどから教育図

書で引き続き良いと考えました。

資料に伊根の舟屋が大きく掲載されている。

最後に、外国語（英語）は東京書籍について、御意見をお願い

します。

小学校との連動性や練習問題が基本的なものから段階的に配列

されており、中学校で学習する文法の着実な定着が図られるよう

配慮されていることなどから、引き続き東京書籍で良いと考えま

した。

皆様、本当に慎重かつ丁寧に調査をいただきありがとうござい

ます。ただいま、御意見等をお聞かせいただきました。

他に御意見がなければ、採択をさせていただきます。
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議第 2 号「令和 2 年度宮津市立中学校使用教科用図書の採択」

について、提案のとおり承認いただけます方は挙手にてお願いい

たします。

全員挙手

挙手全員ですので、議第 2 号「令和 2 年度宮津市立中学校使用

教科用図書の採択」については、提案のとおり承認することとい

たします。


