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◎：教育長 ○：教育委員 ●：事務局 

 

報告・協議２ 平成 28 年度に県立義務教育諸学校で使用する教科用図書の採択について 

 

◎ それでは，報告・協議２，平成 28 年度に県立義務教育諸学校で使用する教科用図書の採択につ

いて，事務当局から説明をお願いいたします。 

● 平成 28 年度に県立義務教育諸学校で使用する教科用図書の採択について，御説明いたします。

去る８月５日に，広島県教科用図書選定審議会を開催いたしました。これまでの各校の選定状況

を報告いたしましたところ，いずれの学校も十分な調査・研究を行い，適切に判断しているとの

御意見をいただき，その評価について御了解をいただいたところでございます。 

それでは，資料１を御覧ください。各県立義務教育諸学校で平成 28 年度に使用する教科用図書

の選定状況を一覧にまとめたものでございます。縦に 15 種目ございますが，横に県立広島中学校

が１行ございまして，そこから特別支援学校が順次並んだ形となっております。 

続きまして，資料２の目次を御覧ください。資料２－１から資料２－７まで７種類の資料がござ

います。広島中学校の選定状況について，Ａ３判の資料２－７を使って御説明をいたします。 

広島中学校が選定している教科書はお手元にも提示をいたしますが，スクリーンでも説明の箇所

をお示しいたします。その他の教科書については，関係部分に同じ色の付箋を付けておりますので，

併せて御覧ください。 

それ以外の学年の教科書につきましては，中央の机上に置いておりますので，必要があれば，そ

れぞれ後ろにおります者に伝えていただければ，お手元に御用意をいたします。なお，説明につき

ましては時間に限りがございますので，広島中学校の教育方針に基づいた《観点６》学校の特色を

生かす工夫を中心にさせていただきたいと思っております。 

それでは，国語について説明をいたします。評価表は１ページから２ページでございます。国語

は網掛けをしております「三省堂」を選定しております。 

評価表２ページ《観点６》視点⑬を御覧ください。生徒の科学的・論理的な思考力，的確な判断

力を育成するためには，論理的に物事を捉え，考えを深める学習を促す単元や教材等があることが

必要でございます。 

水色の付箋 123 ページを御覧ください。三省堂の教科書には，「４ 論理的に考える」という単

元がございます。水色の付箋の 136 ページを御覧ください。その単元の中に，論理で迫るか，感情

に訴えるかといった討論ゲームが掲載されています。広島中学校では論理的思考力・表現力を育成

することに重点を置いて取り組んでおり，このような教材が掲載されていることから三省堂を選定

しております。 

続きまして，書写について説明をいたします。評価表は３ページから４ページになりますが，４

ページをお開きください。書写は「教出」を選定しております。 

《観点６》視点⑫を御覧ください。高い目的意識をもって，自ら学ぼうとする姿勢・意欲を育て

ていくためには，自主的な学習に活用できる資料や補充教材が掲載されていることが必要でござい

ます。 

水色の付箋の 31 ページにはレポートの書き方，114 ページには手紙の書き方，115 ページには封

筒の書き方，116 ページにはハガキの書き方，117 ページには包み紙の書き方といった生活や教科

の学習に活用できる書き方の資料が掲載されております。 

続きまして，社会（地理的分野）について，説明をいたします。評価表の６ページをお開きくだ

さい。地理的分野は「日文」を選定しております。 

《観点６》視点⑮を御覧ください。この視点では社会参画を促す資料について調査しております。 

水色の付箋①，268 ページを御覧ください。日文は身近な地域の調査において，レポートを作成

した後に，「私たちにできることを考えよう」という特設ページを設けております。調査によって

気付いた地域の課題の解決に向けて，実際に地域の行事に参加し，地域の課題を自分たちのことと

して捉え，解決に向けて自分たちが実践できることを考察するようにしております。身近な地域の

調査で学んだことを，更に実践へとつなげていく工夫を示しているのは，日文しかない特徴でござ

います。 

続きまして，社会（歴史的分野）について，説明をいたします。評価表の８ページをお開きくだ

さい。歴史的分野は「東書」を選定しております。 

《観点６》視点⑬を御覧ください。この視点では，筋道を立てて考察する方法を示した具体的な

事例について調査しております。東書は地域の歴史を調べる学習事例を多く取り上げておりますが，

その１つに原爆ドームの保存と平和への願いを掲載しております。 
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水色の付箋①，233 ページを御覧ください。考察の過程として，「学習課題について考えてみよ

う」という項目を設定し，調査した内容を人々の願いと社会の動きの２つ視点から整理し，それぞ

れの視点で整理したことが原爆ドームの保存と世界遺産登録への道のりに，どのようにつながって

いるかを考察するようにしております。 

また，視点⑮では，社会の一員としての自覚を高める問いや具体例について，調査をしておりま

す。 

水色の付箋②，267 ページを御覧ください。町の歴史から将来を考える学習において，身近な地

域の将来について提案することを促す問いや，具体的な提案例を掲載しております。このような工

夫により，地域の一員としての自覚を高め，主体的に社会参画しようとする意欲を育むことができ

ると考えます。 

《観点５》視点⑫を御覧ください。言語活動の充実においては，ピンクの付箋①，61 ページに

マッピング，付箋②，95 ページに比較表，付箋③，193 ページに新聞，付箋④，237 ページに年表，

付箋⑤，275 ページにプレゼンテーションソフトなどのまとめ方とまとめ例を記載しています。こ

のように，多様なまとめ方とまとめ例を掲載していることは東書の特徴の１つでございます。 

続きまして，社会（公民的分野）について説明をいたします。評価表の 10 ページをお開きくだ

さい。公民的分野は「東書」を選定しております。 

《観点６》視点⑭を御覧ください。この視点では文化の多様性に関する資料について，調査して

おります。どの教科書にも伝統文化，多文化の理解に関する資料は掲載されておりますが，東書は

水色の付箋①，21 ページ，多文化共生の町づくり，22 ページから 23 ページ，伝統文化の継承と私

たちなど，多文化共生，伝統文化の継承などの視点に立った資料を掲載しております。 

23 ページの右上を御覧ください。トライの部分でございます。「伝統文化の継承のために，自

分たちにできることをクラスで話しあいましょう」という課題を記載しております。グローバル化

社会で活躍する人材を育成する上で，また，協働的な学びを進めていく際に，これらの資料を効果

的に活用することができると考えております。 

次に，評価表の９ページ，《観点１》視点②を御覧ください。この視点では，現代社会が捉える

見方や考え方を理解させるための具体例を調査しております。 

ピンクの付箋①，24 ページから 25 ページを御覧ください。グランド使用の問題，駐輪場の問題

など，学校生活における身近な事例や，社会生活に見られる事例がイラストとともに分かりやすく

記載されています。26 ページから 27 ページには，グランド使用の問題解決のプロセスが，28 ペー

ジから 31 ページには駐輪場の問題解決のプロセスの具体例が掲載されています。このように，具

体例とともに合意形成のプロセスを豊富に掲載し，他者と協働して新たな考えを生み出すための考

え方が明確に示されていることは，現代社会を捉える見方や考え方を確実に身に付けさせるために

有効であると考えております。 

続きまして，地図について説明をいたします。評価表の 12 ページをお開きください。地図は

「帝国」を選定しております。 

《観点６》視点⑩を御覧ください。この視点においては，資料分析の視点と事例について，調査

しております。 

水色の付箋①，７ページを御覧ください。ここでは複数の地図を活用して地域的特色を考察する

手法と事例が掲載されております。自然，人口，産業に着目して作成された，３種類の地図を掲載

しています。また，中央部分の下の方の「やってみよう」を御覧ください。３種類の地図を重ねて，

複数の視点を組み合わせて，海や川に面した場所が生活の舞台になっているという北陸地方の地域

的特色を見出す事例を掲載しています。このように，科学的・論理的な思考力，的確な判断力を育

てる工夫が見られます。 

続きまして，数学について説明をいたします。評価表の 14 ページをお開きください。数学は

「学図」を選定しております。 

《観点６》視点⑭を御覧ください。この視点では，数学史や著名な数学者，現代の科学の発展に

寄与した数学に関する話題や問題の記載例を調査しております。 

水色の付箋①，274，275 ページを御覧ください。円周率の歴史の話が載っています。275 ページ

には，生徒に考えさせる問題があります。他社の教科書には，読み物資料として掲載されているも

のもございますが，ただ，読んで終わりではなく，実際に問題を解くことで理解が深まったり，数

学が社会に貢献してきたことを実感したりすることができます。 

また，視点⑮を御覧ください。この視点では，レポート作成の扱い，記載例を調査しております。 

水色の付箋②，260 ページから 261 ページを御覧ください。普段の生活の中で感じた疑問などを

自ら解決し，レポートにまとめる具体例及び書き方の説明が分かりやすく記載してあります。 
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続きまして，理科について説明をいたします。評価表の 16 ページをお開きください。理科は

「東書」を選定しております。 

《観点６》視点⑯を御覧ください。全ての発行者の教科書において，活用して考えさせる場面が

設定されていますが，全ての単元で複数設定されているのは，東書のみでございます。 

例えば，水色の付箋 25 ページと 33 ページに，「学びを活かして考えよう」というトピックがご

ざいますので御覧ください。意図的に学んだ知識を活用して考えさせる場面を複数設定しておりま

す。これも東書ならではの特徴でございます。 

続きまして，音楽（一般）について説明をいたします。評価表の 19 ページを開いてください。

音楽（一般）は，「教芸」を選定しております。 

《観点６》視点⑪を御覧ください。ここでは，表現と鑑賞の関連を図った題材について，調査し

ております。教芸では，思考力・判断力・表現力を育てるために，各学年で表現と鑑賞の関連を図

った題材を複数掲載しております。 

青色の付箋①，44 ページから 45 ページを御覧ください。ここには，鑑賞についての題材が，46

ページから 47 ページには歌唱についての題材が，48 ページから 49 ページには創作についての題

材が掲載されており，鑑賞により捉えた民謡の特徴を，歌唱や創作といった表現領域の学習に生か

すように設定されております。 

続きまして，音楽（器楽合奏）について説明をいたします。評価表の 20 ページをお開きくださ

い。器楽合奏は「教芸」を選定しております。 

《観点２》視点③を御覧ください。ここでは合奏のための教材について，調査しています。教芸

では，合奏の教材において，協働的な学習を促すための活動が複数掲載されています。 

黄色の付箋 51 ページ，53 ページ，55 ページを御覧ください。「ここが分かれば Grade up」の

ページに，友達と協働で学習するための課題が記載されています。 

続きまして，美術について説明をいたします。評価表 23 ページを開いてください。美術は「光

村」を選定しております。 

《観点６》視点⑫を御覧ください。この視点では，美術文化や表現などに関して，日本と諸外国

との違いや影響について扱っている題材，コラム等を重視して，調査しております。 

水色の付箋の 95 ページ，「ジャポニスム」，97 ページ，「日本の世界遺産」を御覧ください。

光村は日本と諸外国の関係について，深く学ぶことができるように世界的な視野から詳しい解説を

掲載しています。美術文化に関する解説は水色の付箋の 92 ページから 97 ページまで，テーマごと

に複数ページにわたって学べるようになっております。 

続きまして，保健体育について説明をいたします。評価表 25 ページをお開きください。保健体

育は「学研」を選定しております。 

《観点６》視点⑬を御覧ください。この視点では，高い目的意識をもたせ，生徒自らの学びを促

す場面の設定について，調査しております。 

水色の付箋①，80 ページを御覧ください。このページでは「探究しようよ！」として，離岸流，

自転車事故と運転者の責任を掲載しています。 

また，水色の付箋②，83 ページを御覧ください。このページには活用の問題として，基礎・基

本の確認のみならず，カラーで示された図や表などの資料を活用し，まとめていくなど，生徒自ら

の学びを促す内容を数多く設定しています。学研には，全ての大単元の終わりに発展的な課題等が

掲載されており，生徒自らの学びにつながるような工夫が見られます。 

続きまして，技術・家庭（技術分野）について説明をいたします。評価表 27 ページをお開きく

ださい。技術分野は「開隆堂」を選定しております。 

《観点６》視点⑭を御覧ください。ここでは学習の内容を深めたり広げたりしていくための資料

の掲載や問いの記述を調査しております。 

水色の付箋 244 ページ，245 ページを御覧ください。技術分野の学習のまとめとして，技術を評

価する際，社会的側面，経済的側面，環境的側面の３つの側面や製品の安全性，製品の品質など

様々な視点があり，客観的に判断・評価し，習得した知識・技能を主体的に活用できるようにする

ための工夫が見られます。 

また，246 ページ，247 ページには，技術と私たちの未来について，自分自身のこととして考え

させる問いが複数挙げられており，学習の内容を深めたり広げたりしていくための工夫が見られま

す。 

続きまして，技術・家庭（家庭分野）について説明をいたします。評価表 29 ページをお開きく

ださい。家庭分野は「開隆堂」を選定しております。 

《観点６》視点⑮を御覧ください。この視点では，学習内容を深めたり広げたりする内容が掲載

されているか，調査しております。 
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水色の付箋 30 ページ，31 ページ，幼児の衣服と食べ方の特徴を御覧ください。幼児の発達に関

わり，周囲にいる大人がどのように支援していくかを考えさせ，探究していく内容として掲載をさ

れています。 

続きまして，英語について説明をいたします。評価表 31 ページを開いてください。英語は「教

出」を選定しております。 

《観点６》視点⑮を御覧ください。この視点では，教科書で学習した語句・文法事項などを，更

に発展的に活用する教材の設定等を調査しております。 

教出には別冊がついております。その別冊の水色の付箋２ページを御覧ください。小単元ごとに

「プラス アクティビティ」として教科書本文で学習した語句・文法事項などを活用した即興的な

会話や，生徒自らの思いや意見を書く活動が他社と比較しても豊富に掲載されています。 

広島中学校においては，英語を使って積極的に対話したり，英語で他者と意見を交流したりする

力を育成することに重点を置いているため，大変有効であるというように考えております。 

以上，特徴的なところに絞って選定理由を説明させていただきました。広島中学校において，種

目ごとに《観点１》から《観点６》までの評価基準に基づいて評価し，総合的に判断して各種目に

おいて全般的に優れている教科書を選定しております。以上で，広島中学校の選定状況についての

説明を終わります。 

● 続きまして，平成 28 年度に県立特別支援学校小学部及び中学部で使用する教科用図書の採択に

ついて御説明いたします。恐れ入りますが，資料１，資料３，資料４，この３種類を御用意いただ

ければと思います。 

それでは，まず，特別支援学校中学部で使用する教科用図書の採択について説明いたします。 

資料１を御覧ください。県立広島中学校の右隣からが特別支援学校となっています。表では横に  

障害種別ごとの校名，縦に検定済教科書，文部科学省著作教科書，一般図書で区分しています。検

定済教科書の欄には，各校が選定した発行者名を示し，著作教科書及び一般図書を選定している学

校には丸を付けています。なお，視覚障害特別支援学校である広島中央特別支援学校では，書写，

美術と点字教科書の原典である地図以外の種目は，点字教科書の原典となる発行者の検定済教科書

を使用します。また，表中に「未定」と示している種目は発行者が８月１日現在決まっていない種

目となっております。 

資料３の１ページを御覧ください。各校では，県教育委員会の示す種目別及び障害種別の調査・

研究の観点に基づき，選定資料と教科書の見本本，各発行者の趣意書を参考に選定を行いました。

２ページ以降に各校から提出された選定理由書の抜粋を掲載しております。これから教科書を御覧

いただきながら，選定状況を御説明いたします。なお，時間に限りがございますので，障害種別の

特徴を表した例を抜粋して御説明いたします。 

まず，視覚障害特別支援学校につきましては，地図を例に挙げて説明いたします。資料３の３ペ

ージを御覧ください。地図は「帝国」を選定しております。選定理由は太枠の中に示してあるとお

りです。お手元の教科書の 26 ページ，オレンジ色の付箋を御覧ください。また，スクリーンでも

同じものをお示ししております。 

帝国では，カラーバリアフリーに配慮した色使いをしており，下地と区別がつきにくい地名は白

地の上に記すなど文字が地図中に埋もれにくいようになっております。視覚障害生徒は視機能の障

害により，細部を捉えたり，図の全体像を捉えたりすることに困難があります。そのため，文字の

大きさやコントラスト，資料の配置が見えやすいことが重要であり，書写，美術においても見えや

すさが選定理由として挙がっておりました。 

続いて，聴覚障害特別支援学校は，国語を例に挙げて説明いたします。資料３の８ページを御覧

ください。国語は「三省堂」を選定しております。選定理由は同様に太枠でお示ししてあるとおり

です。 

教科書 32 ページ，緑色の付箋を御覧ください。ここでは説明文の基本構造を取り上げています

が，囲みや矢印で本文の注目すべき箇所も示し，「どのように読めば良いのか」を視覚的に分かる

ようにしております。説明文の基本構造を示している発行者は他にもありましたが，読み方を図解

しているのは三省堂のみとなっておりました。 

聴覚障害のある生徒は，聴覚情報の獲得やコミュニケーションの成立に困難があります。したが

って，情報を補完するために視覚資料が効果的に組織・配列されていることが重要であり，国語以

外の種目においても資料の掲載数の多さや，その効果的な提示が選定理由として挙がっておりまし

た。 

続いて，肢体不自由特別支援学校は，音楽を例に挙げて説明いたします。資料３の 14 ページを

御覧ください。音楽（一般），（器楽合奏）ともに「教芸」を選定しております。教科書は 38 ペ

ージ，46 ページ，赤色の付箋を御覧ください。教芸は折込みページがないため，上肢操作に難し
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さがあっても扱いやすく，また，肢体不自由生徒であっても演奏可能な打楽器を多く取り上げてお

ります。 

肢体不自由生徒は上肢，下肢又は体幹の運動・動作の障害のため，起立，歩行，書写など日常生

活の運動・動作に困難があります。したがって，教科書が扱いやすいものであること，また，肢体

不自由があっても学習が可能なものが重要であり，音楽以外の種目においても，これらが選定理由

として挙がっておりました。 

最後に，病弱特別支援学校は，地理を例に挙げて説明いたします。 

資料３の 16 ページになります。教科書は 16 ページにあるとおり，「東書」を選定しております。 

教科書 44 ページ，黄緑色の付箋を御覧ください。東書は写真等の掲載数が多く，単元の導入で

は人や生活，スポーツの写真，地図や面積，人口に係る資料を掲載しているため，入院生活の長い

生徒でも，興味・関心を持ちやすいと言えます。また，58 ページ，ピンク色の付箋部分ですが，

単元のまとめでは，どのように学べばよいか学び方も示しております。 

病弱の生徒は，入院治療により日常生活に制約を受けたり，学習空白が生じたりします。そのた

め，生活経験が不足しがちであるとともに，学習に遅れが見られることもあります。したがって，

生活経験を補う資料や情報機器等を活用することによって生徒の興味・関心を引けること，また，

基礎的・基本的な事項に重点を置いた指導ができることが重要となります。地理以外の種目におい

ても，これらが選定の理由として挙がっておりました。 

検定済教科書については以上でございます。 

続いて，資料４の１ページを御覧ください。知的障害のある児童又は生徒の教育課程を編成して

いる特別支援学校の小学部及び中学部における平成 28 年度に使用する文部科学省著作特別支援学

校知的障害者用教科書及び一般図書の選定状況について説明します。 

中央の表にございますように，知的障害のある児童生徒の国語，算数（数学），音楽については，

知的障害者用の著作教科書が発行されており，これらを選定します。 

その他の教科につきましては，著作教科書がございませんので，市販の絵本等の一般図書を選定

します。 

２ページを御覧ください。 

一般図書については，各校は，ここに示す知的障害者である児童生徒の実態及び教科書選定の観

点に基づき，選定資料を参考に十分な調査研究を行った上で，選定いたします。 

一般図書の選定状況につきましては，３ページを御覧ください。文部科学省の「一般図書一覧」

から選定することを原則としています。表の右下にございますように，小学部では 278 点中 203 点，

中学部では 215 点中 164 点の図書を「一般図書一覧」から選定しています。 

なお，小学部は４ページから 13 ページに，中学部は 14 ページから 22 ページに，それぞれの学

部において使用する一般図書の選定状況一覧を示しております。 

23 ページを御覧ください。中学部で使用する一般図書の選定理由書の抜粋です。障害種別の比

較の例として，５校を挙げ社会の発行者及び選定理由を太枠で囲んでおります。 

最後に 28 ページを御覧ください。平成 27 年７月 17 日現在の「各特別支援学校における教科書

選定会議の状況について」示しております。 

以上で説明を終わります。 

◎ ただ今の説明に対しまして，御意見，御質問はございますか。 

○ 観点６の，広島県立広島中学校の「学校の特色を生かす工夫」とか，「高い目的意識をもって自

ら学ぼうとする姿勢・意欲を育てるための工夫」。これが非常に重視されているような説明ですが，

説明が重視されているのか，選定においてその基準がかなり重視されたのか，その辺を一つは聞き

たい。広島中学校の場合だと，義務教育ではあるわけですけれども，学校の特色を生かす工夫とい

うのが，ここまで重視される必要があるのかという点について知りたいということです。説明を聞

いていると，そこが教科書選定の大きな判断基準，分かれ目になっている気がしたので，その辺を

確認させてください。 

● 今回，説明をさせていただきましたのは時間の関係で，特に広島中学校の観点６を中心に説明を

いたしましたけれども，選定につきましては全ての観点において広島中学校が選定項目を設定して，

広島中学校の教育方針や，それから子供の実態をふまえて評価をし，総合的に判断をして選定され

ておりますので，特に観点６だけを見て選定したということではございません。 

○ 評価の付け方の全体ですけれど，ある観点のある部分では，１社だけがＡが付いて残りはＢであ

ったり，ばらけていたりするんですが，どれかにだけ重きを置いたということではなくて，全体

を同じようなバランスで，トータルで見たということなのか，どれかに重点を置いて，そこが良

ければ，多少その他が良くない部分があったとしても，重点的なところを見て判断したというこ
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となのか，大きい話になるんですけれど，特に広島中学の方について，その辺りの考え方を教え

てください。 

● 評価の考え方ということでございますけれども，そこにあります評価基準を全て評価をいたしま

す。そして，Ａ評価が一番多かった教科書を，基本的に選定をしているというものでございます。

今回，全ての種目，Ａ評価の数は同じものはありませんでしたので，一番多いものが選定されて

いるということでございます。 

○ 確認です。だから，観点はそれぞれ，何て言うか，平等に重きを置いているという理解でよろし

いですか。 

● はい，平等にしております。 

○ ２点ほど。一つは，広島県の教育は，この前も教員の講習会，研修会で勉強したんですが，グロ

ーバルな側面を重視して本県の教育を考えていこうというもの。もう一つは，説明を聞いていると，

アクティブ・ラーニングを基本的に本県の教育の一つの中心に据えていこうといった話があったか

と思います。実際に，施策もそうなっていると思いますが，この２つの観点を，県立ですので，ど

のように採択をやって，検討していただけたのか。調査の中に，グローバルという視点について，

日本と世界とか説明もありましたけれど，全ての教科を通じてグローバルという観点をどれぐらい

見ていただけたかということと，特に，アクティブ・ラーニングにこれから力を入れようというこ

となので，それにふさわしい教科書か分析できたのかどうかという，その辺を，教育委員会でどの

ように考えられたのか。 

● グローバルな視点ということでございますけれども，観点６「学校の特色を生かす工夫」の視点

⑭です。「豊かな人間性や社会性を培い，我が国の文化とともに多文化を理解する態度を育てる

ための工夫」。この辺りにグローバルの視点というのが入ってくると思います。それから，アク

ティブ・ラーニングということですけれども，能動的な学び，協働的な学びということで，それ

は観点６の「科学的・論理的な思考力，的確な判断力を育てるための工夫」。あるいは，視点⑮

の「高い目的意識をもって，自ら学ぼうとする姿勢・意欲を育てるための工夫」。また，観点２，

今回新しく設定をいたしました「主体的に学習に取り組む工夫」の中に，「課題解決的な学習を

実施するための工夫」。こういったところで分析をして調査をしております。 

○ 結果，採択された，選定された教科書は，その２つの観点というか３つの観点と言いますか，全

てＡで満たしてくれるのですか。ざっとしか見ていないので，分からないんですが，結果として

は，どこかの教科書はあまりそこはうまくいってないけれど，採択する。あるいは，やはり，特

に，アクティブ・ラーニング，能動的な学びのところですが，これは，教科書全てにおいてＡ評

価であったのか，全ての教科についてそうだったのですか。 

● 全ての教科で観点２と観点６を見ましたときに，いくつかＢも入っておりますが，ほぼＡになっ

ております。その辺りのところは重点を置いて調査研究をしておりますので，よく分析をいたし

ました。選定しました教科書については，課題発見・解決学習を進めていく，あるいは，思考力

をしっかり付けるというところで，非常に充実した教科書になっていると思っております。 

○ 精査していただいて，仮に教科書的にはこの部分が，広島県が望むような部分が必ずしも作られ

ていないということであれば，それを補う教材というか，主たる教材なので，セットで考えていた

だくということも大切じゃないかと思います。どうしても，広島県が目指す教育というのは，広島

中学校が中心になって，引っ張ってもらわないといけないと思っていますので。これはお願いです。 

○ 私は，教科書の選定というのが初めてだったんですけれども，この調査，研究，分析，膨大な作

業を，しっかりじっくりされたことに，まずは敬意を表したいと思います。世間で注目されている

ような点も含めて，教科書の記述の箇所を見させてもらったんですけれども，個人的な好き嫌いみ

たいなところで言えば，多少の意見もあるんですけれども，先ほどのとおり，総合的な評価をされ

たということで，妥当な選定をされておられると感じました。その上で，教科書のことについて，

いろいろ話題にもなっていますけれども，とても大事なことではあるんですけれども，それ以上に，

教員の方の考え方というか，指導内容ということが，やはり大事だと思いますので，直接関係ない

話ですけれども，意見として言わせていただきたいと思います。 

○ 意見ですけれど，今回，選ばれた教科書を見ますと，史実というのは大変たくさんある。それを

網羅することはできないのですが，特徴ある史実の反対側というか，表面ではない裏側の部分も記

述されている。多角的，多面的に考察できるように書かれていた歴史の教科書をお選びいただいて

いました。他の教科書も恐らく，そういうお考えで選んでいただいたものと思っておりますので，

大変，今回の教科書選定においては，私は安心させていただいたと思っております。意見です。 

○ 確認ですけれども，広島中学校の場合の各教科書の出版社ですが，教科書っていうのは今まで使

ってきたものが使いやすいと，みんな言っているわけですよね。だから，新しい教科書を採択する

と，選定すると，また一から勉強し直さないといけないみたいなところがあって，先生の負担が多
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くなるので，どちらかと言えば，例年，今まで使ってきた教科書がいいという傾向が強くて，変え

るというのは，非常に難しい。それが教科書選定だと一般に言われていますけれども，実際に広島

中学校にあっては，今回初めて，今までと違って採択された出版社の教科書はあるのですか。 

● 現在使っている教科書とですか。 

○ はい。 

● 変わっているのは，書写と地理的分野。それから，理科，美術，家庭分野の５種目でございます。 

○ 今回は，非常にきめ細かく説明いただきまして，説明いただいたのは，特に時間の関係もあって

観点６を中心ということでしたけれども，教科書なども拝見しまして，私は，きめ細かくバランス

よく選定いただいたと思っております。 

◎ そのほか，御意見等はございませんか。 

 

（ な    し ） 

 

◎ それでは，平成 28 年度に県立義務教育諸学校で使用する教科用図書の採択については，ただ今

の意見も踏まえ，採択事務を進めていただくということでよろしいでしょうか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

◎ それでは，よろしくお願いいたします。 

以上で本件の審議を終わります。 

 

報告・協議３ 平成 28 年度に県立高等学校及び県立特別支援学校高等部で使用する教科用図書の採

択について  

 

◎ 続いて，報告・協議の３，平成 28 年度に県立高等学校及び県立特別支援学校高等部で使用する

教科用図書の採択について，事務当局から説明をお願いいたします。 

● 平成 28 年度に県立高等学校及び県立特別支援学校で使用する教科用図書の採択について御説明

をいたします。 

資料の１ページを御覧ください。 

まず，本年度の採択日程についてでございますが，４月の教育委員会会議において，平成 28 年

度に使用する教科用図書の採択基本方針を決定いただいた後，事務局では６月中旬に，平成 27 年

度に新たに文部科学省の検定に合格した１点の教科書について「選定資料」を作成し，各学校にお

ける選定の参考資料として配付いたしました。そして，作成した「選定資料」は，別綴じにして，

お手元にお届けしております。各学校では，既に昨年度までに各学校に配付済みである現行学習指

導要領に対応した教科書についての「選定資料」と，この度配付いたしました「選定資料」とを参

考に，教科書の調査研究を進めて参りました。 

次に，県立高等学校における選定作業の状況について御説明いたします。資料の２ページを御覧

ください。 

全ての学校で教科書選定会議等が設置され，管理職，教務主任を中心に会議を開催して，教科書

の選定が行われました。学校評議員やＰＴＡなどから意見をもらうなどの取組を行うよう学校を指

導しております。 

続いて３ページを御覧ください。 

各学校が行う教科書の選定に対しまして事務局が行っております点検・指導の方針を示しており

ます。点検・指導の観点といたしましては，大きくは「（１）教育課程と選定教科書との整合性に

ついて」，また，「（２）採択申請された教科書の妥当性及び選定理由書に示された選定理由の妥

当性について」の２点を設けて，現在，点検，そして指導を行っているところでございます。（１）

の「教育課程と選定教科書との整合性について」ですが，平成 28 年度実施予定の教育課程と照ら

し合わせ，点検を行いました。教育課程と選定教科書の整合性がとれていない一部の学校に指導を

行い，全ての学校において教育課程と選定教科書の整合性を確認しているところでございます。次

に，（２）の「採択申請された教科書の妥当性及び選定理由書に示された選定理由の妥当性につい

て」ですが，まずは十分に教科書の調査研究が行われたかを選定理由書により確認いたしました。

十分に教科書の調査研究が行われたかどうか明確でない学校については聞き取りを行い，全ての学
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校で複数の教科書を相互に比較しながら調査研究が行われていることを確認しているところでござ

います。 

● 次に，県立特別支援学校高等部の選定状況について御説明いたします。 

  資料１ページにお戻りください。 

  特別支援学校においても採択基本方針に基づき，各学校において適正かつ公正な教科用図書選定

が行えるよう，５月 22 日に教務主任研修を実施し，教科書の調査研究及び選定上の留意事項等に

ついて指導したところでございます。 

  ４ページを御覧ください。選定に当たっての障害種別ごとの観点を示しております。高等学校に

準ずる教育課程を編成している特別支援学校では，高等学校と同様の「教科用図書選定資料」に基

づき，この観点から選定を行いました。 

 また，知的障害者である生徒を教育する特別支援学校の教育課程を編成している特別支援学校に

おいても，「学校教育法附則第９条の規定による教科用図書選定資料」に基づき，この観点から選

定を行いました。 

資料５ページを御覧ください。 

特別支援学校の高等部における平成 28 年度使用教科用図書の選定状況についてまとめたもので

ございます。 

  資料６ページ及び７ページを御覧ください。 

高等学校の教育課程に準ずる教育課程を編成している特別支援学校６校の高等部の検定済教科用

図書の選定状況についてまとめたものでございます。現在，各学校から提出された選定理由書等の

点検と指導を行っているところでございます。 

  以上で説明を終わります。 

◎ ただ今の説明に対しまして，御意見，御質問はございますか。 

○ 全く論点が違うかもしれないのですが，今，文科省から，世界史と日本史を一つにするというお

話が出ていますが，こういったものが学習指導要領に反映されて関わりを持つのはいつ頃からなん

でしょうか。 

● 新学習指導要領につきまして，今検討をされているところですが，新教科としての必須というこ

とで，平成 34 年度からということになります。 

○ はい，分かりました。 

◎ そのほか，御意見等はございませんか。 

 

（ な    し ） 

 

◎ それでは，平成 28 年度に県立高等学校及び県立特別支援学校高等部で使用する教科用図書の採

択については，このまま採択事務を進めていただくということでよろしいでしょうか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

◎ それでは，よろしくお願いいたします。 

以上で本件の審議を終わります。 
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