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平成２０年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施方針に

ついて 
  
１ 趣 旨 
  地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和 36 年法律第 162 号)第２７条の規定に基づき、

小田原市教育委員会が行う教育に関する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価を実

施する。 
  この点検及び評価は、事務事業の実施状況の検証を行うことにより、課題や今後の方向性を明

らかにし、効果的な教育行政の推進を図っていくことを目的とする。また、点検及び評価の結果

を議会に報告し、及び公表することにより、市民への説明責任を果たしていくものとする。 
２ 対 象 
  点検及び評価の対象は、平成１９年度に行った主要な事務事業の管理及び執行の状況とする。 
３ 手 法 
  点検及び評価は、次の手法により実施するものとする。 
① 平成１９年度に行った主要な事務事業について、教育行政に関する事務事業計画を踏まえて、

類型化し、柱立てを行う。 
② 事務事業の柱ごとに、それを構成する取り組みを位置付ける。 
③ 各取り組みの実施状況を点検した上で、事務事業の柱の評価を行う。 

４ 手続き 
  点検及び評価の手続きは、次によるものとする。 
 ① 点検及び評価案を教育委員会事務局において作成する。 
 ② 点検及び評価案について、学識経験者からの意見を得る。 
 ③ 教育委員会定例会において、点検及び評価案を審議、議決する。 
 ④ 点検及び評価の結果を小田原市議会に報告し、及び公表する。 

 
根拠法令条文概略 
（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２７条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及

び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表し

なければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者

の知見の活用を図るものとする。  



種目 発行者

国語 光村図書出版

書写 光村図書出版

社会 教育出版

地図 帝国書院

算数 東京書籍

理科 学校図書

生活 学校図書

音楽 教育出版

図画工作 開隆堂出版

家庭 開隆堂出版

保健 光文書院

＜小学校（平成２１・２２年度使用）＞



種目 発行者

国語 東京書籍

書写 光村図書出版

社会（地理的分野） 帝国書院

社会（歴史的分野） 清水書院

社会（公民的分野） 清水書院

地図 帝国書院

数学 東京書籍

理科（第一分野） 東京書籍

理科（第二分野） 東京書籍

音楽（一般） 教育出版

音楽（器楽合奏） 教育芸術社

美術 光村図書出版

保健体育 学習研究社

技術家庭（技術分野） 開隆堂出版

技術家庭（家庭分野） 開隆堂出版

英語 東京書籍

＜中学校（平成１８～２１年度使用）＞

平成２１年度使用小田原市小学校・中学校採択教科書一覧



教 科 用 図 書 採 択 方 針 
 

小田原市教育委員会 

 
１ 平成２１年度使用教科用図書の採択について 

 
（１） 小学校用教科書・中学校用教科書及び特別支援学校用教科書は、学校教育法附則第

９条の規定による教科書（以下「附則第９条図書」という。）を除き、それぞれの「教

科書目録（平成２１年度使用）」に登載されている教科書のうちから採択すること。 

 
（２） 小田原市教科用図書採択検討委員会は教科書の採択についての協議の結果において、

種目ごとの種類を絞り込むことなく、すべての調査研究の結果を報告すること。なお、

平成２１年度使用小学校用教科書については、新たに文部科学大臣の検定を経たもの

がないことにかんがみ、採択手続きにかかる調査研究については、前回の採択替えに

おいて用いた資料を利用するなど、採択手続きの一部を簡略化する。 

 
（３） 小田原市教育委員会は、採択の公正確保に向けて、採択事務の円滑な遂行に支障を

来たさない範囲で、採択にいたる経過、採択理由などを公開し、開かれた採択に努め

るとともに、外部からの不当な働きかけ等により採択が歪められないよう静ひつな採

択環境を確保すること。 

 
２ 教科用図書採択基準 

 
（１） 文部科学省の「教科書編集趣意書」、県教育委員会の「調査研究の結果」等を踏まえ、

学習指導要領に基づいて調査研究し、採択する。 

 
（２） 採択権限を有する者の責任において、公明・適正を期し、採択する。 

 
（３） 学校、児童･生徒、地域等の特性を考慮して採択する。 

 



教科書使用に関してのアンケート 小学校 全 学年

観点項目 国語 書写 社会 地図 算数 理科 生活 音楽 図画工作 家庭 保健

学習指導要領に示されている
内容がバランス良く配置され
ている

○１０
▲１

○４ ○４
○８
▲１

○４ ○１ ○５
○４
▲１

○２ ○１

地域の実態に即した内容が取
り上げられている

▲３
○３
▲１

▲１ ○２ ▲１ ▲１ ▲１

子どもたちの興味・関心を高
める工夫がなされている

○２
○２
▲１

○７
▲１

○４
○４
▲１

○３
▲１

○１ ○１

他教科、総合的な学習との関
連が配慮されている

○７ ○４ ▲２ ○１ ▲１

学習の理解を助けるために補
充的な内容が適切に載せられ
ている

○２
▲２

○１ ○２ ○１０ ○３ ○１ ▲１

写真や図表、挿し絵等が学習
の効果を高めるために効果的
に載せられている

○４
▲１

○１ ○７ ○２ ○３ ○１０ ○２ ○３ ○２ ○１

内容や単元が使いやすく配列
されている

○５ ○１ ○２ ○５ ○１ ▲１ ○１

各内容、単元毎の分量は適切
である

○２
▲４

○３
○１
▲２

○４
▲１

○２
○３
▲３

○２

子どもたちが理解しやすい文
章表現や用語の使用がなされ
ている

○２ ○１
○１
▲２

○１ ○１ ○１

文字や図版のレイアウト・印
刷が鮮明で見やすい

○３ ○３ ○５ ○１ ○２ ○８ ○２ ○４

文字の大きさや字間・行間・
書体などが適切で見やすい

○６ ○１ ○１ ○２ ○１ ○１

＋３２ ＋１３ ＋２７ ＋４ ＋３７ ＋３４ ＋１ ＋１３ ＋１０ ＋５ ＋６

上記以外にもお気づきの点、子どもたちの声等がありましたらご自由にお聞かせください。

また、配慮されている、工夫されている、改善を要すると思われる点の中で、顕著なものについてはその理由や事例、単元名等もお聞かせください。

内
　
　
容

配
列
や
分
量
、

表
記
、

造
本

下記の観点について、配慮されている、工夫されていると思われるものに○、改善を要するものに△をつけてください。
（特にない場合は空欄で、また、○･△はいくつでもかまいません。）

（１年）国語の教科書の氏名を書くところを裏表紙（外側）にしてほしい。
（１年）算数は、もう少し練習問題を増やしてほしい。
（５年）図画工作は、児童の創造性を高める内容になっているが、もう少し、被写体をじっくり見るような単元があってもよいと思う。



小田原市教育委員会

発行者名
（コード）

図書
コード

一般図書名 種目

103 村上勉の学習えほん　ことばのえほんABC 英語

527 なぞなぞあなあきえほん３　ことばのかくれんぼ 国語、書写

541 ぴょこたんのジャンボえほん　じゃんぼめいろ 国語、書写

A02 もじのえほん　かたかなアイウエオ 国語、書写

G04 からだのえほん４　からだにもしもし 理科・技術

566 教科に役立つ実験観察・ものづくり１　電気の秘密 理科

571 学習に役立つくらしのうつりかわり４　お父さんの仕事 生活・社会

599 ペネロペしかけえほん８　ペネロペあいさつできるかな 生活・社会

A07 あそびの絵本７　クレヨンあそび 図工、美術、国語

A17 あそびの絵本１７　えのぐあそび 図工、美術

A23 あそびの絵本２３　えかきあそび 図工、美術、国語

Ｂ01 ちずあそび 社会、地図

C04 かいかたそだてかたずかん４　やさいのうえかたそだてかた 生活、理科、家庭

E01 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本 国語、算数、数学

634 エリック・カールの絵本　できるかな？－あたまからつまさきまで－ 理科、保健、生活

655 下村式となえて書く漢字ドリル　漢字練習ノート小学２年生 国語、書写

708 日本の絵本　きょうりゅうぱずる 算数、理科、生活

713 五感と食の絵本１　め・みみ・はな・くち・ゆびで感じる食べ物の絵本 家庭、生活

714 算数たんけん１　９までのたしざんひきざん 算数、数学

722 漢字練習ノート　小学校３年生 国語、書写

725 漢字練習ノート　小学校４年生 国語、書写

717 算数たんけん７　わり算わかったよ 算数、数学

A04 ことばをおぼえる本　かず、かたち、いろ　あいうえお 国語、書写、算数、数学

Ｆ01 エンバドおじさんのえかきえほん　しもんスタンプで書いてみよう 図工、美術

J05 子どもの健康を考える絵本５　こんなときどうするの？ 理科、保健、生活

Ｏ01 五味太郎・言葉図鑑１　うごきのことば 国語、書写

Ｏ03 五味太郎・言葉図鑑３　かざることば（A) 国語、書写

Ｏ05 五味太郎・言葉図鑑５　つなぎのことば 国語、書写

Ｏ06 五味太郎・言葉図鑑６　くらしのことば 国語、書写、生活

Q03 こどもの生活３　マナーをきちんとおぼえよう！ 生活、社会

Q06 子どもの生活６　じょうぶなからだになれるよ！ 生活、社会、保健

平成２１年度使用学校教育法附則第９条による教科用図書採択一覧

あかね書房

岩崎書店

偕成社
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S01 安全のしつけ絵本１　きをつけようね 生活、社会

T02 エリック・カールの絵本　うたがみえるきこえるよ 国語、音楽

T05 エリックカールの絵本（ぬり絵絵本）　ごちゃまぜカメレオン 図工、美術

T05 エリック・カールの絵本　月ようびはなにたべる？ 生活、家庭、英語

X01 坂本廣子のひとりでクッキング１　朝ごはんつくろう! 家庭

Z01 子どものマナー図鑑１　ふだんの生活のマナー 生活、社会

Z03 子どものマナー図鑑３　でかけるときのマナー 生活、社会

112 あそびのおうさまずかん８　　もののなまえ 国語、書写、生活

518 かいてけせるおけいこノート　はじめてのひらがな 国語、書写

547 こども安全えほんシリーズ　防犯絵本　守る！ 生活、社会、保健

571 新版ふしぎびっくり子ども図鑑　からだ 理科、保健、生活

581 学研の図鑑６ 理科、保健、生活

587 学研の図鑑１５　　鉄道・自動車 生活、社会

598 学研の図鑑１６ 生活、社会

600 ニューワイド　　ずかん百科 生活、理科

604 ニューワイド学研の図鑑３動物 生活、理科、図工、美術

605 日本の歴史教科書人物事典 社会

606 まんが日本の歴史２000年 社会

607 まんが世界の歴史5000年 社会

610 10分で読めるお話１年生 国語、書写

610 ニューワイド学研の図鑑１６　鉄道、船 生活、社会、図工、美術

616 どうぶつなぞなぞかるた 生活、理科

623 算数っておもしろい４　　くらしと算数 算数、数学

627 声に出して楽しんで読もう　１年生 国語、書写、生活

635 新訂版　学研の英語ずかん３　　たんごあそび 英語

640 英語ではじめよう　国際理解３　　英語で歌おう　ＣＤつき 英語

659 レインボー英和・和英辞典（増補改訂版） 英語

660 レインボー英会話事典(ＣＤつき） 英語

667 レインボー英和・和英辞典 英語

668 レインボー英語図解百科 英語

710 毎日のドリル　小学3年もっと漢字力 国語、書写

718 CDつきえほん　はじめての英語の歌（CD） 英語

609 スプーンおばさんの料理絵本　　お菓子編 生活、家庭

612 ふれあいこどもずかん　春・夏・秋・冬 生活、理科

C03 はっけんずかん　のりもの 生活、社会

学習研究社
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C04 はっけんずかん　どうぶつ 生活、理科

E01 新訂版　学研の英語ずかん１　おもしろかいわ１　ーひとくち表現集ー 英語

G04 あそびのおうさま　はるほん 図工、美術

H01 CDつきえほん　あそびうた 音楽、保健

H02 CDつきえほん　えいごのうた 音楽、生活、英語

K01 おうさまのたからばこ　スタンプポン 図工、美術

l12 あそびのおうさまずかん１２　　リサイクルこうさく 図工、美術、技術

509 マンガで覚えよう日本歴史　　年代　小学校高学年向け 社会

001 新訂　絵で楽しくおぼえる　　こどもの英会話 英語

004 絵を見て学ぶこどもの英語Ⅰ 英語

558 まんがアッ！とおどろく科学手品 理科

E01 やさしいからだのえほん１　　からだのなかはどうなっているの？ 生活、理科、保健

F01 ひとりでできるもん１　たのしいたまご料理 生活、家庭

F04 ひとりでできるもん４　うれしいごはん、ぱん、めん料理 生活、家庭

F06 ひとりでできるもん６　だいすきおやつ作り 生活、家庭

Ｊ04 やさしいからだのえほん４　　むしばはどうしてできるの？ 生活、保健

517 やさしいかん字 国語、書写

523 とけいのおけいこ１集 算数、数学

557 漢字カード1集 国語、書写

563 カタカナカード 国語、書写

568 ゆびなぞりカード　ひらがな 国語、書写

571 反対ことばカード 国語、書写

658 1年生のひらがな、カタカナのかきかた 国語、書写

696 くもんの磁石すうじ盤１００ 算数、数学

516 やさしいかたかな 国語、書写

621 小学生のドリルシリーズ　　１年生のたしざん 算数、数学

623 小学生のドリルシリーズ　　２年生のたし算 算数、数学

646 小学生のドリルシリーズ　　１年生の言葉と文章 国語、書写

A03 くもん式の　ひらがなおけいこ 国語、書写

A05 かたかなおけいこ 国語、書写

A06 漢字おけいこ 国語、書写

B01 くもんのせいかつ図鑑カード（たべものカード） 生活、保健、家庭

B02 くもんのせいかつ図鑑カード（くだもの野菜カード） 生活、理科、保健、家庭

Ｂ06 生活図鑑カード　お店カード 社会

B07 生活図鑑カード　生活道具カード 国語、生活、社会

教学研究社

金の星社

くもん出版
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D01 ひらがなカード 国語、書写

D02 とけいカード 算数、数学

G03 ＣＤ付き　楽器カード 音楽

507 講談社の創作絵本　　もったいないばあさん 国語、書写、生活、社会

514 あらしのよるに 国語、書写

577 光れ泥だんご　普通の土でのつくりかた 図工、美術、技術

596 おともだちドリルブック２　　ぬってかいてなぞっておえかきブック１ 図工、美術

599 テーマ別　のりもの　　1日10分でえがじょうずにかける 図工、美術

588 ディズニーおはなしだいすき　プリンセス 国語、書写

522 算数入門たしざんひきざんプリント集　下巻 算数、数学

B16 たのしい図画工作　１６　ちぎり紙・きり紙・はり絵 生活、図工、美術

こぐま社 D01 ことばあそびのえほん　　ぶた　たぬき　きつね　ねこ 国語、書写

小峰書店 Ｂ０１ たのしい理科工作 理科、図工

517 話してみようよ！ 国語

513 ケガ・病気・体の本１　　ケガの巻 保健・理科

509 たのしい工作教室　　小学生のたのしい工作教室２ 図工、美術、技術

D01 母と子の手づくり教室　毛糸と布の楽しい手づくり教室 図工、美術、家庭

D07 母と子の手作り教室　　母と子の園芸教室　野菜を作ろう 生活、理科、家庭

三省堂 A03 こども　きせつのぎょうじ絵じてん 生活、社会

575 一日一話読み聞かせ　おはなし３６６話　前巻 国語、書写

576 一日一話読み聞かせ　おはなし３６６話　後巻 国語、書写

614 自然観察シリーズ　　野や庭の昆虫 生活、理科

615 ドラえもんの算数おもしろ攻略　かけ算・わり算 算数、数学

663 シール知育えほん　ドラえもんずかんシリーズ３　どうぶつ 生活、理科

L01 はじめてずかんシリーズ１　　ドラえもんのせかいちず　　　　　　 社会、地図

L02 はじめてずかんシリーズ２　　ドラえもんのにほんちず 社会、地図

001 新・こどもクッキング 生活、家庭

501 ワクワク絵本シリーズ　　たべものたべよう１　たべものはどうなるの 生活、家庭

512 はかってあそぼう　　量と測定 算数、数学

513 はかってあそぼう　　数と計算 算数、数学

A05 知育えほん　マークの図鑑 生活、社会

001 ピアノでおぼえるおんぷえほん　　ドレミファおけいこ 音楽

003 調べ学習に役立つ　世界の地図 社会、地図

004 調べ学習に役立つ　日本の地図 社会、地図

527 実物大1　はじめてのおりがみ 図工、美術

鈴木出版

成美堂出版

世界文化社

国土社

さ・え・ら書
房

小学館

女子栄養大学
出版部

講談社
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528 実物大　　あそべるおりがみ 図工、美術

513 ディズニーサウンドえほん　　　いまなんじ 算数、数学

総合科学出版 001 わくわく木工作　‘楽しんで作れる木工作品集’ 図工、技術

大日本絵画 575 しかけ絵本の基礎知識 図工、美術

507 十の画べえ　漢字くみたてパズル 国語、書写

508 シート式あわせ漢字　　ビンゴゲーム 国語、書写

A01 漢字がたのしくなる本ワークシリーズ　漢字がたのしくなる本ワーク１　基本漢字あそび 国語、書写

A02 漢字が楽しくなる本ワークシリーズ　漢字が楽しくなる本ワーク２　あわせ漢字あそび 国語、書写

A03 漢字がたのしくしくなる本　ワークシリーズ漢字がたのしくしくなる本ワーク３　部首あそび 国語、書写

501 こどものうた１００ 音楽

001 ぬったりかいたり　らくがきBOOK 図工、美術、書写

A02 かずのほん２　　０から１０まで 算数、数学

A03 かずのほん３　　０から１０までのたしざんひきざん 算数、数学

F03 かこさとし　かがくの本３　　たねからめがでて 生活、理科

H02 １４ひきのシリーズ　　１４ひきのぴくにっく 国語

513 ニュースクールソング 音楽

001 やさしい　こどものうたとあそび 音楽

001 和英えほん 英語

002 １から１００までのえほん 算数、数学

005 にっぽん地図絵本 社会、地図

009 とけいのえほん 算数、数学

010 昆虫と遊ぼう 生活、理科

501 カタカナ絵本 国語、書写

503 ことばじてん絵本 国語、書写

506 国旗のえほん 生活、社会

501 ゆっくり学ぶこのための国語４ 国語、書写

502 ゆっくり学ぶ子のための国語５　　　　　　　　　 国語、書写

001 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」１　（量概念の基礎、比較、なかま集め） 算数、数学

A01 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１　(ひらがなのことば、文、文章の読み） 国語、書写

A02 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２　（かたかな、漢字の読み書き） 国語、書写

A03 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３　（文章を読む、作文・詩を書く） 国語、書写

B01 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１入門編（改訂版）　（表象形成・音韻形成・発声・発音） 国語、書写

B02 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編２（ひらがなの読み書き） 国語、書写

C02 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」２　（１対１対応、１～５の数、５までのたし算） 算数、数学

C03 ゆっくり学ぶための｢さんすう｣３　(６～９のたし算、ひき算、位取り） 算数、数学

同成社

チャイルド本
社

童心社

ドレミ楽譜出
版社

戸田デザイン
研究室

太郎次郎社
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C04 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」４　（くり上がり、くり下がり、２けたの数の計算） 算数、数学

C05 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５　（３けたの数の計算、かけ算、わり算） 算数、数学

535 マグネットおべんきょうシール　　スーパーでおかいもの 生活、社会

550 どんどん知りたくなる！　　こども日本地図（2444） 社会、地図

006 たのしいメロディーえほん(ミニ)　（Y142) 音楽

007 お手本のうた付き　　どうよううたのえほん 音楽

522 かならず折れるおりがみ１ 生活、図工、美術

544 こどものずかんＭｉｏ7　　くさばな・き 生活、理科

548 こどものずかんＭｉｏ11　やさい・くだもの 生活、理科

001 たのしいてあそび　うたえほん 音楽

Ｉ04 改訂新版　体験を広げるこどものずかん４　はなとやさい　くだもの 生活、理科

Ｉ09 改訂新版　体験を広げるこどものずかん９　からだとけんこう 生活、理科、保健

O13 あそびのうたのほん　ＣＤつき 音楽

A01 スカーリーおじさんのはたらく人たち 生活、社会

Ｂ25 しかけ絵本の本棚　　からだのなかとそと 保健、理科、生活

ＰＨＰ研究所 A05 ＰＨＰ子育てブックシリーズ５　　かばおばさんのかぞえてかんたんかずあそび 算数、数学

E02 かがくのとも傑作集（どきどき・しぜん）　たべられるしょくぶつ 理科、生活

G01 福音館の科学シリーズ　昆虫 理科、生活

G06 福音館の科学シリーズ　野の草花 理科、生活

G07 福音館の科学シリーズ　絵で見る日本の歴史　 社会

G08 福音館の科学シリーズ　どうぶつえんガイド 理科、生活

G09 あそびのレシピ 理科、生活、図工、技・家

J01 世界傑作絵本シリーズ　　てぶくろ 国語、書写

M06 みぢかなかがくシリーズ　町たんけん－はたらく人見つけた－ 生活、社会

婦人之友社 001 こどもがつくるたのしいお料理 家庭、生活

ブロンズ新社 A01 らくがき絵本　　　五味太郎５０％ 図工、美術

A05 シリーズ生活を学ぶ５　　遠くへ行きたいな 社会、生活

A06 シリーズ生活を学ぶ６　　わたしたちのからだ 理科、生活、保健

530 おしゃべりアンパンマンあいうえおであそぼう 国語、書写、生活、社会

566 フレーベル館の図鑑　ナチュラ　　ひとのからだ 保健、理科、生活

571 ピクチャー・コミュニケーション２　　えもじとかんじ 国語、書写、図工

572 ピクチャー・コミュニケーション３　　すうじとことば 国語、書写、算数、数学、保健

576 手づくりアンパンマンがいっぱい６　　つくってね　あそんでね 国語、書写、図工、美術

587 アンパンマンおえかきブック 図工、美術

001 はじめてであう美術館１　　はじめてであう美術館 図工、美術

福音館書店

福村出版

フレーベル館

永岡書店

ひかりのくに

評論社
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522 アンパンマンとシールであそぼう　　はるなつあきふゆ 生活、理科、社会

B05 アンパンマンのおはなしでてこい５　　アンパンマンとはみがきやま 生活、保健

D03 ふしぎをためすかがく図鑑３　　かがくあそび 理科、技術

D04 ふしぎをためすかがく図鑑４　　しぜんあそび 生活、理科、技術

ぶどう社 001 幼児と障害のある子のリズムうたあそび 音楽

平凡社 B02 はじめましてにほんちず（新版） 社会、地図

506 おはなし名作絵本１　ごんぎつね 国語、書写

604 超はっけん大図鑑11　見つけよう！自然のふしぎ 理科、生活

606 超はっけん大図鑑14　たんけん！はっけん！動物園 理科、生活

646 音の出る知育絵本6　 こえでおぼえるカタカナアイウエオのほん 国語

A01 あそびのひろば１　はんがあそび 図工、美術

A04 あそびのひろば４　はりえあそび 図工、美術

保育社 A13 はてななるほどサイエンス１３　おもちゃをつくろう 理科、図工、技術

民衆社 510 算数だいすきあそぶ・つくる・しらべる・小学校５年 算数、数学

A02 わかるさんすう２ 算数、数学

A03 わかるさんすう３ 算数、数学

002 たのしい絵でみる　　こどものＡ・Ｂ・Ｃ 英語

006 小学生用　英語はともだち 英語

理論社 A01 新しい絵本　あいうえおうさま 国語

504 性教育の絵本 保健

506 青いかいじゅうと赤いかいじゅう 保健・国語

アポロ社 502 ミッフィーのやわらかえほん　たのしくおけいこ 国語、社会、生活

501 知育玩具　　クワイエットブック　　布の絵本 国語、社会、生活

502 知育玩具　　数字あそび　　布の絵本 生活、理科、算数

アーバン 501 １０才までに覚えておきたいちょっと難しい１０００のことば 国語、社会、生活

大月書店 506 つくって贈ろう・さわるカード　　カレンダー・絵本 生活、図工、美術

旺文社 504 わくわく100点ドリル　　小学1年かず・たしざん・ひきざん 算数、数学

音楽センター 502 ＣＤクラスでうたうこどものうた　音楽会のうた・行事のうた曲集 音楽、図工

オブラ・パブ
リケーション

501 心と体を育てる2・３才児からのリトミック　リズムであそぼう 音楽、保健

開隆堂出版 501 中学生のマナー 家庭、生活

506 豊かな読解力がつく国語プリント２年 国語、書写

507 豊かな読解力がつく国語プリント３年 国語、書写

509 絵本　song books 地球は歌う 音楽

515 ＣＤ世界中のこどもたちが 音楽

521 ＣＤ新しい子どもたちの歌　　ＣＤ８　地球は救う　 音楽

喜楽研

クレヨンハウ
ス

むぎ書房

むさし書房

アーニ出版

あとりえぱす
てる

ポプラ社
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504 子どもとマスターする58のからだの知講８イラスト版からだのしくみとケア 保健、理科、生活

508 子どもとマスターする49の生活技術　イラスト版　　　子どものお手伝い 理科、生活

509 イラスト版　　からだあそび　子どもとマスターする４６の体力づくり 保健、理科、生活

502 認知発達教材　マッチングⅡ 国語、書写

504 認知発達教材　ステップアップ　こくごⅠ 国語、書写

505 認知発達教材　ステップアップ　こくごⅡ 国語、書写

506 認知発達教材　ステップアップ　さんすう１ 算数、数学

508 認知発達教材　ジャンプアップ　ことばもじ 国語、書写

509 認知発達教材　ジャンプアップ　ことば１ 国語、書写

511 認知発達教材　ジャンプアップ　ことばのつかいかた 国語、書写

513 認知発達教材　レベルアップ　しぜん(上) 理科、生活

514 認知発達教材　レベルアップ　しぜん(下) 理科、生活

515 認知発達教材　レベルアップ　せいかつ(上) 理科、生活

519 認知発達教材　ジャンプアップ　カレンダー　時計　お金 社会、生活

507 認知発達教材　ステップアップ　ことばのつかいかた 国語

主婦の友 001 こどもがつくるたのしいお料理 家庭、生活

501 なるほど日本知図帳 社会、地図

503 なるほどKｉｄｓはじめてのにっぽんちずちょう 社会、地図

数研出版 503 学ぼう！算数　　低学年用下 算数、数学

誠文堂新光社 503 おりがみあそび　すきすきおりがみ 生活、図工、美術

草土文化 501 つくってあそぼ１０　　かんたん科学あそび 理科、図工、技術

汐文社 510 朗読って楽しい１　　　詩を朗読してみよう 国語

ビーエル出版 507 海外の絵本　なぜ　あらそうの？ 国語

文英堂 515 くわしい数学　　中学１年 数学

ブティック社 514 ひとりでできる　こどものゆびあみ 家庭

毎日コミュニ
ケーション

501 大きな字だからスグわかる！　　パソコン入門　基本のキホン編 生活、技術

504 図工の時間を楽しく　　自然素材を生かした造形活動　今自然素材がおもしろい 生活、図工、美術

507 グレーゾーンの子どもに対応した算数ワーク　　初級編１ 算数、数学

508 グレーゾーンの子どもに対応した算数ワーク　　初級編２ 算数、数学

506 グレーゾーンのこどもに対応した算数ワーク　　中級編 算数、数学

メイト 501 ＣＤブック　リズムでジャンプ　　　世界はともだち 音楽

明治図書出版

昭文社

合同出版

こばと治療療
育センター
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平成２１・２２年度使用教科用図書（小学校）各種目の採択理由  
（平成１６年度作成資料より）  

小田原市教育委員会  
種目  国語  発行者 光村図書出版  

・ 基礎的な力の定着を図るために、児童の興味を引き付ける教材がバランスよ

く配列されている。  
・ 北原白秋を扱っている。  
・ 言語の力の育成にも対応できる。  
・ ３領域の関連を図りつつ、発達段階等を考え系統的にバランスよく配列され

ている。  
・ 単元に入る前に、小見出しで見通しや目当てが持てるように工夫されている。

種目  国語（書写）  発行者 光村図書出版  
・ 字体が端正で、毛筆と硬筆との関連なども含めわかりやすい。  
・ 単元の配列が学年の枠を超え、反復的学習が可能となる配慮をしている。  
・ 基本的な点画を拡大図で示し、わかりやすい。  
・ 毛筆では、墨の濃淡の工夫や連続写真で運筆の仕方がわかりやすく示されて

いる。  
・ 付録の漢字表は、毛・硬両方の漢字を載せ、関係付けて学べるように工夫さ

れている。  
種目  社会  発行者 教育出版  

・ ３年生からスタートする社会科について、はじめに自分の住む町を調べよう

ということで学習が始まる。「教育出版」は、小田原の早川を取り上げている。

関連して、小田原の伝統の産業であるかまぼこ工場を取り扱っている。  
・ 紙面、デザインが見やすく、「学びの手引き」が新設されている。  
・ 学習のまとめを多様に例示して、資料活用能力の育成に力を入れている。  
・ 今日的な問題についても適切に扱っている。（水資源、外国への配慮）  
種目  社会（地図）  発行者 帝国書院  

・ 「帝国書院」は、地名が多い。発展的学習に向いている。基礎的知識に関し、

最初のページで日本の産業に関する地図があり、「帝国書院」が優れている。

・ 環境、福祉、情報化等資料が抱負に掲載され、調べ学習への配慮がなされて

いる。  
・ 文字が見やすい。  
・ 地形図の色に工夫があり、立体的で高低差が判るように工夫されている。  
・ 色々な情報が地図に記載されている。  
種目  算数  発行者 東京書籍  

・ 単元名、基礎基本の扱い、発展の扱いと順次見ていった時、児童自身の学習

になるように組み立てられており、そのためのヒントや手立てが豊富である。

・ 発展的な問題を扱う中で、数学的な考え方を伸ばす工夫がされている。  
・ 既習事項を明確にし、新たな単元に入る構成になっている。  
・ 計算練習の問題の答え合わせが自分でできるように工夫されている。  
・ 面積図、タイル、数直線などを理解の手立てとし、単元を通して一貫性を持

って使われている。  
・ 写真や図を多く用い、操作を通して問題解決を図ろうとする工夫がなされて

いる。  



 

種目  理科  発行者 学校図書  
・ 発展的な学習や問題解決学習に優れ、年間を通して 1 冊にまとめられている

という利点がある。年間を通して、前後の比較もしやすいし、単元の入れ替

えや季節の移り変わり、星座などの振り返りができる。  
・ 実験にあたっては、表の中に書き込みをすることによって条件制御をする意

味と大切さを考えさせようとしている。  
・ 写真が大きく、鮮明で見やすい。  
・ 単元の終わりに、学習したことが身の回りで使われている資料が載っていて

参考になる。  
種目  生活  発行者 学校図書  

・ 同じ場所での季節の変化を通して捉える構成で、児童生徒の五感に働く内容

と図や絵の適切な配置となっている。  
・ 子どもが困ったときの手助けに配慮があった。  
種目  音楽  発行者 教育出版  

・ 基本的な学びのために必要な良い音楽が十分入っていて、音楽を好きになっ

てほしいという編集者の児童への思いが伝わってくる。絵なども美しい。  
・ 世界中から様々な曲を幅広く集め、豊かな音楽活動が取り入れられている。  
・ 一つの曲を学年の発達段階に応じて編曲し、全校で合唱奏ができるようにな

っている。  
種目  図画工作  発行者 開隆堂出版  

・ 課題や目標が具体的に判り易く提示されている。  
・ 表紙や紙面の色彩が美しく、楽しく学ぶことができ、色彩感覚を養える。  
・ 観察・表現の方法など優れた作品の掲載が多く内容が充実している。特に、

1 年生の題材では、最初の教材として「好きなものがいっぱい」「自然となか

よし」があり、幼稚園との繋がりからスムーズに入れる配慮がされている。  
・ 道具の扱いが丁寧である。  
種目  家庭  発行者 開隆堂出版  

・ 教えられたことを土台に主体的な学習ができるかがポイントである。消費者

教育の単元が独立してあり、その他の課題もうまく示されている。  
・ 知識のポイントが判り易くまとめられている。  
・ 写真の構成や、図の説明が良く判りやすい。  
・ 同じページの中に関連資料や手立てをわかりやすくまとめている。  
・ 身近な地域社会や家族、家庭のあり方に視点が置かれている。  
・ 環境面に配慮している。  
種目  保健  発行者 光文書院  

・ 内容に関連した新聞記事など新しい資料を積極的に取り入れている。  
・ 問題把握、問題解決、まとめの記入欄を、随所に設けた「ワークシート方式」

を採用している。  
・ 各単元の冒頭に学習のめあてが明示されているので、学習課題を確実に把握

できる。  
 



小田原市社会教育委員候補者名簿 
   任期：平成20年8月1日～平成22年7月31日  

※太枠内は団体推薦  

選 出 区 分 氏  名 生年 肩 書 き 等 備    考 新･再

学校教育関係者 佐宗
さそう

 修二
しゅうじ

 
昭和 

２８年 

芦子小学校長 

（小学校長会） 
小田原市校長会からの推薦による 再任

学校教育関係者 遠藤
えんどう

 隆佳
たかよし

 
昭和 

２９年 

国府津中学校長 

（中学校長会） 
小田原市校長会からの推薦による 再任

社会教育関係者 鈴木
すずき

 敦子
あつこ

 
昭和 

３８年 
片浦小学校ＰＴＡ会長 市内ＰＴＡ組織の代表 再任

社会教育関係者 遠藤
えんどう

 豊子
とよこ

 
昭和 

２８年 

生涯学習きらめき☆ 

おだわら塾運営委員長

生涯学習きらめき☆おだわら塾運営委

員長などとして活動され、本市の社会教

育事業に大いに貢献している。 
再任

家庭教育の向上

に資する活動を

行う者 
駒場
こまば

 優子
ゆうこ

 
昭和 

５１年 
臨床心理士、保育士 

世田谷区教育委員会小学校スクールカ

ウンセラー、小田原市教育委員会スクー

ルカウンセラーとして活動し、現在、日

本心理臨床学会、日本家族心理学会、国

際幼児教育学会などに所属しながら家

庭教育の講演などで活躍されており、専

門的な知識・経験が豊富である。 

新任

学識経験者 相川
あいかわ

 文雄
ふみお

 
大正 

１５年 

小田原市自治会総連合

会長 
自治会代表 再任

学識経験者 今村
いまむら

 洋一
よういち

 
昭和 

３１年 
小田原市議会議員 市議会代表 再任

学識経験者 岩城
いわき

 葉子
ようこ

 
昭和 

２０年 

ボーイスカウト小田原

国際委員 

ボーイスカウト指導者として積極的に

地域活動を行っているほか、生涯学習き

らめき☆おだわら塾運営副委員長とし

ても活動し、本市の社会教育事業に大い

に貢献している。 

再任

学識経験者 瀬沼
せぬま

 克彰
よしあき

 
昭和 

１３年 

桜美林大学 

経営政策学部教授 

文部省生涯学習局社会教育官、通産省産

業構造審議会生涯学習振興部会委員な

どを歴任され、現在、(財)日本生涯学習

総合研究所理事、日本余暇学会顧問など

として幅広く活躍されている。生涯学習

や余暇に関する著書も多く、専門的な知

識・経験が豊富である。 

新任

学識経験者 鈴木
すずき

 眞理
まこと

 
昭和 

２６年 

青山学院大学 

文学部教授 

岡山大学教育学部講師、東京大学教育学

部助教授などを歴任され、現在、日本生

涯教育学会、生涯学習・社会教育研究促

進機構、日本社会教育学会などに所属し

幅広く活躍されている。社会教育・生涯

学習に関する著書も多く、専門的な知

識・経験が豊富である。 

新任

学識経験者 中津川
なかつがわ

悦子
えつこ

 
昭和 

１８年 

小田原市文化連盟 

副会長 

観世流能楽師範として、小田原城薪能の

運営に携わるほか、市民文化祭の運営委

員など文化連盟副会長として活躍され

ており、本市の社会教育事業に大いに貢

献している。 

再任

学識経験者 安藤
あんどう

 誠二
せいじ

 
昭和 

１９年 
 公募による 新任

学識経験者 佐藤
さとう

喜久江
き く え

 
昭和 

２６年 
 公募による 再任




