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令和３年第４回教育委員会臨時会会議録 

１ 日時・場所 

令和３年８月２７日（金）午前１０時００分 

京田辺市役所３０１・３０２会議室 

２ 出席委員 

教育長 山岡 弘高 

委員（教育長職務代理者） 西村 和巳 

委員 藤原 孝章 

委員 上村 真代 

委員 伊東 明子 

３ 出席職員 職・氏名 

教育部長 藤本 伸一 

教育指導監 中井 達 

教育部副部長 鈴木 一之 

教育総務室担当課長 北尾 卓也 

こども・学校サポート室総括指導主事 片山 義弘 

こども・学校サポート室指導主事 鳴海 真平 

学校教育課長 藤井 勝久 

事務局 教育総務室担当課長補佐 吉岡 正泰 

 (兼務職記載省略) 

４ 日程 

１ 開会宣告  

２ 議事日程報告  

３ 日程第１ 議案第４０号 令和４年度以降に京田辺市立中学校において使

用する教科用図書の採択について 

４ 閉会宣告  

 

１ 開会宣告 

教育長 令和３年第４回京田辺市教育委員会臨時会を開会いたします。出席数は５名で、定

足数を満たしております。 

 

２ 議事日程報告 

教育長 本日の議事日程は、さきにお配りさせていただいているとおりです。 

 

３ 日程第１、議案第４０号、令和４年度以降に京田辺市立中学校において使用する教科用

図書の採択について 

教育長 本件は、令和４年度以降に京田辺市立中学校において使用する教科用図書の採択に

ついて、京田辺市教育委員会の採択を得るために提出するものです。 
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中学校の教科用図書につきましては、令和２年８月２７日開催の令和２年第２回京田辺

市教育委員会臨時会において、令和３年度以降に使用する教科用図書の採択を行ったとこ

ろです。 

しかし、社会歴史的分野において新たに株式会社自由社の教科用図書が検定に合格いた

しました。 

このような場合は、改めて株式会社自由社の教科用図書を含めて審議の上、来年度使用

する教科用図書を決定する必要があるため、教育委員会で審議を行うものです。 

ただし、審議の方法につきましては、昨年の臨時会で採択されて現在使用している株式

会社帝国書院の教科用図書と新たに検定に合格した株式会社自由社の教科用図書、そして

昨年度採用されなかったその他の歴史的分野の教科用図書の全てを審議する方法と、株式

会社帝国書院の教科用図書と株式会社自由社の教科用図書に絞って審議する方法、この２

つの方法が取れます。 

本市といたしましては、株式会社帝国書院の教科用図書は昨年に審議を行った上で採択

されたものでありますから、採択されなかったものを改めて取り上げて審議する意味は乏

しいと考えます。 

よって、株式会社帝国書院と株式会社自由社の２社に絞って審議する方法を適切である

と考えておりますが、いかがでしょうか。 

         （「異議なし」と言う者あり） 

教育長 異議なしとのことでございますので、現在採用している株式会社帝国書院と株式会

社自由社の２社で審議していきたく思います。 

これまでの経過としては、令和３年７月１６日に、本市が属します山城教科用図書採択

地区協議会におきまして協議がなされたところです。 

京田辺市立小・中学校において使用する教科用図書採択は、京田辺市教育委員会が、採

択権者として京田辺市域の児童・生徒にとって最も適した教科書を採択する責任を果たす

という観点から、本市が属します山城教科用図書採択地区協議会の協議内容を踏まえて、

審議の上、採択いただくものです。 

社会歴史的分野の教科書について審議します。 

事務局から説明願います。 

こども・学校サポート室指導主事 令和４年度以降、中学校で使用する教科用図書、歴史的

分野について報告します。 

採択にあたり、調査研究の視点としては、５つございます。 

１つ、基礎的・基本的な知識及び技能の習得を図るための配慮という視点。 

２つ、思考力、判断力、表現力の育成が図れているかという視点。 

３つ、生徒が主体的・対話的に学習に取り組むことができるかという視点。 

４つ、他の教科とどのように関連しているのかという視点。 

５つ、どのように表現されているのかという視点。 

帝国書院、自由社ともに新学習指導要領の趣旨に基づいた内容となっていることを報告

します。 
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次に、山城地域における教科用図書調査報告を踏まえ、歴史教科用図書の特徴、山城協

議会の内容について説明いたします。 

１つ目、基礎的・基本的な知識及び技能の習得を図るための配慮という視点では、帝国

書院について、単元ごとに二次元コードがついており、ＮＨＫのサイトにアクセスし、動

画の視聴や、タイムトラベルと題して歴史の一場面を絵で表現し、基礎的・基本的な知識

及び技能の習得に役立つ工夫がされています。 

自由社について、歴史学習の導入で歴史の流れのまとめ方、時代区分、年代の表し方を

説明し、小学校の学習内容とも関連を示しています。また、各単元の導入で図やイラスト

など小学校で学んだ人物の紹介を基に、歴史の流れや時代の特色が概観できるよう構成さ

れています。 

２つ目、思考力、判断力、表現力等の育成が図れているかという視点では、帝国書院に

ついて、各単元に学習課題があり、授業内での着眼点の指摘や、振り返りでは課題解決的

な学習が行えるような工夫がされています。 

自由社について、各種資料を効果的に配置し、考察に役立つような配慮がなされていま

す。各見開きには学習課題が設定されており、振り返り活動では学習内容を確認する課題

が多様な形式で設定されています。 

３つ目、生徒が主体的・対話的に学習に取り組むことができるかという視点では、帝国

書院について、時代の特色や単元の見通しが立てやすくなっています。また、生徒の興味

関心を高めるために、各所に人物や出来事に関するコラムを載せています。 

自由社について、生徒の興味関心を高めるため、多くのコラムが各年代に配置されてい

ます。また、時代の特徴をまとめる際に、ヒントや実際の例を参考にしながら学習するこ

とができるようになっています。 

４つ目、他の教科等とどのように関連しているのかという視点では、帝国書院について、

地図、資料、グラフ、年表など地理・公民分野や数学科での統計的手法、国語科の言語活

動など他の教科と関連を図る内容になっており、人権学習にも深い関わりが見られます。 

自由社について、豊富な地図、資料、グラフが配置され、数学的な視点や地理・公民的

分野と関連させる内容が多数あります。また、人権学習の視点については、関連する内容

を歴史的観点から取り扱っています。 

５つ目、表記・表現の工夫という視点では、帝国書院について、見開きのレイアウトが

精選され、ＵＤの視点に立った見やすいものになるよう配慮がなされています。各ページ

ともに資料が豊富で、一部大きく載せたものと本文中の資料との関連を示しているなど、

見やすさ、理解しやすさに対する工夫がなされています。 

自由社について、資料には簡潔な説明のみが記載され、主体的な学びの場を設定し、資

料も見開きの上部と左右の端に配置され、見やすさに配慮されています。 

山城教科書採択地区協議会では、代表調査員の報告を受けた後、質疑応答を経て、採択

協議が行われました。 

協議の内容としては、１、本年度から現場で使われている帝国書院の教科書を引き続き

山城地区で採択し、使用する方がよいと考えます。 
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２、現在使用している教科書の採択替えをすると非常に大きな混乱を来すこととなると

考えます。１年間使用し、見通しを持った中で来年度から変更となると、現場の混乱が計

り知れないものになることが想像されるので、帝国書院の教科書をそのまま採択し、使用

する方がよいと考えます。 

３、歴史的な見方についても違いが明確に出ていたように思います。また、学習指導要

領の移行期に入り、大きく学び方が変わってきています。何を学ぶのか、なぜ学ぶのか、

学んで何が身につくのかなど、こういった点がより明確に見えるものがよいと感じていま

す。こうした面でも、帝国書院の教科書の方がより優れていると感じました。引き続き、

山城地区で採択して使っていく方がよいと考えます。 

こうした意見が出た後、帝国書院の教科書が採択されました。 

教育長 これから討論に入ります。 

ご意見やご質問、質疑はありませんか。 

藤原委員 私も採択協議会の方に出席させていただきましたので、全体的な特色等について

少し補足させていただきたいと思っています。 

今の説明のとおりですが、自由社の場合は、日本の歴史という観点が非常に重要になっ

ており、歴史上の人物とか古代における古事記の取り扱い等に特徴がありました。 

帝国書院は、もともと地理的分野に強い教科書会社ですが、そういうものを活用しなが

ら日本の歴史を東アジア世界、あるいは近代の世界とも関連づけて、非常に広い視点から

日本の歴史を見られるようになっており、学習者にとってはすごく視点の違いが明確であ

るように思いました。 

そういった違いは、巻末の年表等によく表れており、一例を挙げますと、現在、北海道、

東北、縄文の世界遺産というのが認められておりますが、そういう北海道や沖縄について

も交流の歴史の跡から分かるようになっており、特徴があるかというふうに思います。 

教育長 感想あればご発言ください。意見があっちこっち行くと討論しにくいと思いますの

で、先ほど示していただいた調査研究の視点の順番に沿って考えていけたらというふうに

思います。よろしいですか。 

         （「はい」と言う者あり） 

教育長 まず１つ目の基礎的・基本的な知識及び技能の習得を図るための配慮という視点に

ついて、お願いします。 

藤原委員 今回、学習指導要領が大きく変わりました。知識、技能とか思考、判断、表現と

か学びに向かう力等々、幾つも変わっております。 

例えば基礎的な知識や技能の点で、それぞれ２社はどのような特徴があるのか、もう少

し具体的なところも含めてお聞かせいただきたい。 

こども・学校サポート室指導主事 帝国書院については、分かりにくい用語を挙げ、その解

説があり、基礎的・基本的な知識の習得の補完を図ったり、地図や図など時間軸での表記

の仕方が分かりやすく作られているなどの工夫や配慮がなされています。 

自由社については、単元末で導入を振り返って関連づけ、年表や図でまとめており、章

の終わりには復習問題のページが設けられ、一問一答形式で重要語句が習得できるような
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工夫がなされています。 

教育長 私も二次元コードを使って、タブレット端末で見させていただきましたけども、本

当に分かりやすくて端的にまとめられています。全校にタブレット端末配布していますの

で、そういった活用ができるかなというふうに思いました。 

他にご意見はありますか。 

なければ、次に行かせていただきます。 

２つ目は、思考力、判断力、表現力の育成が図れているかという視点です。 

ご意見がありましたらよろしくお願いします。 

西村委員 帝国の方なんですけれども、タイムトラベルと題し、歴史上の場面を１枚の絵で

表現しています。去年の採択のときにも好評やったんですけれども、これに基づいて関連

する内容を調べて考察する過程で、探究的な学習を進めるというような形態で全体が構成

されているように思うんですけれども、自由社の方は、この辺りのところについてはどの

ような形になっておるかということについて教えてください。 

こども・学校サポート室指導主事 自由社については、章末にある時代の特徴を考えるペー

ジ、対話とまとめのページ等で、他者と協同して考えを深め、一言作文の作成等で言語に

より分析し、まとめたり、表したりする活動として育成を図っているように思います。 

教育長 ほかには、よろしいですか。 

         （「なし」と言う者あり） 

教育長 ３つ目の視点、生徒が主体的・対話的に学習に取り組むことができるかという視点

については、ご意見ありますか。 

上村委員 どちらも生徒の興味や関心を高めるコラムとか資料等があるように思いました。 

資料を見ながら、生徒が主体的に振り返りをしたり自ら学習を進めていく工夫というの

はどのようにされているのか詳しく教えていただきたいと思います。 

こども・学校サポート室指導主事 まず、帝国についてお答えします。主体的・対話的に学

習するための授業を想定した資料や課題提起がなされており、学習を深めるために振り返

りや時代の特色をまとめたことを書き込んだり、二次元コードを読み込むと答え合わせが

できたりするなど、自ら学習できる工夫がされています。 

自由社については、章末に学習を振り返る自主学習と調べ学習のページを設定し、これ

までの学習を振り返りながら自ら学習を進めたり、対話の例を参考にして、対話的に学習

を行ったりできるよう工夫がなされています。 

西村委員 帝国の二次元コード読み取りというのが効果的に導入されるということで、タブ

レット型パソコンが全員に支給されているということを考えると、この辺りの主体的で対

話的な活動、学習を進めるという意味では大変意義があると思います。 

教育長 ほかには、よろしいですか。 

         （「なし」と言う者あり） 

教育長 次の４点目、他の教科とどのように関連しているのかという視点で質疑をしたいと

思います。 

伊東委員 帝国書院、自由社とも地図、資料、グラフがうまく配置されていて、数学的なと
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ころもしっかりと入れていただいてもらっていますし、地理、公民的なものもしっかりと

あったと思います。あと帝国書院の方は国語的な部分も載っていたと思います。ほかに人

権学習とかというものがあったりとかする視点があるのであれば、教えていただけたらと

思います。 

こども・学校サポート室指導主事 まず、帝国書院の方についてお答えします。 

人権学習的な視点のところでいくと、アイヌ、先住民、江戸時代の身分制度などさまざ

まな時代の中で人権学習とも関連づけながら学習できるようになっています。 

自由社については、歴史学習の終わりに歴史を学んでというページがあったり、現代の

課題に結びつけ、人物クローズアップと題して震災でのエピソード、自衛隊、警察、消防、

海上保安庁等の活躍を取り上げたりしています。 

教育長 ほかには、ご意見等よろしいですか。 

         （「なし」と言う者あり） 

教育長 最後、５点目の視点、どのように表現されているのかという視点でご意見をいただ

きたいと思います。 

私の方からよろしいですか。 

帝国書院について、地図をうまく活用して説明をされているとか、先ほども言いました

ように二次元コード、そういったものをうまく使われているというふうに思うんですけど

も、そういった辺りでもう少し詳しく両者の比較について説明してください。 

こども・学校サポート室指導主事 帝国書院については、一例として、右側のページ横に世

紀、日本の時代区分名を記載し、年代が分かりやすい表記がなされています。また、地図

をできるだけ大きく記載し、見やすい工夫がされています。 

自由社については、各章の最初に予告編として登場人物の紹介コーナーが設けられ、導

入の段階で人物について学ぶことができるような工夫がなされています。 

教育長 他にご意見等はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

教育長 では、全体を通して質疑は、ございませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

教育長 質疑なしと認めます。 

今、両社の教科書について、教科用図書について担当の方から説明していただいて、委

員から感想、あるいは意見、質疑ということで進めさせていただきました。 

全体聞かせていただく中で、両社ともしっかりとしていただいているんですけど、帝国

の方がいろんな観点で使いやすいのかなと。これからのこと、あるいは教科横断的なこと、

それから何を学ぶかという、ただ単に教科という視点ではなしに、これからの時代を担う

子どもたちにとってどういうことを学んでいくのか、歴史的分野で学ぶのかというそうい

うところを総合的に判断すると、株式会社帝国書院の方の教科書の方が優位かというふう

に思います。 

それと、山城教科用図書採択協議会の方で、継続性といいますか、今年度帝国書院を使

われていて、替えることによって現場が混乱するというご意見もありました。このことに
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ついては、それが第一ということではないんですけど、そういったところについては一定

のことは考えていく必要があるかと。そういった視点も踏まえますと、来年度の教科書と

して株式会社帝国書院の教科用図書を採択するということで確認したいと思います。 

改めてお諮りいたします。 

日程第１、議案第４０号、令和４年度以降に京田辺市立中学校において使用する教科用

図書の採択について、社会歴史的分野は株式会社帝国書院の教科用図書を採択することに

ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と言う者あり） 

教育長 異議なしということでございます。 

日程第１、議案第４０号、令和４年度以降に京田辺市立中学校において使用する教科用

図書の採択について、社会歴史的分野は株式会社帝国書院の教科用図書を採択することに

決しました。 

本日の採択の結果は、直ちに山城教科用図書採択地区協議会へ報告いたします。 

日程第１、議案第４０号、令和４年度以降に京田辺市立中学校において使用する教科用

図書の採択についてを終わります。 

本日予定しておりました議事日程は以上です。 

その他、報告事項等はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

教育長 なしと認めます。 

令和３年第４回京田辺市教育委員会臨時会を閉会いたします。 

 


