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第２回選定委員会議事録 

 

◇司会  本日は、御多用にもかかわらずお集まりいただき、ありがとうございます。 

     ただいまから第２回尾道市教科用図書選定委員会を開催いたします。 

     なお、３名の委員から、遅れるまたは欠席の連絡をいただいております。 

     それでは、尾道市教科用図書選定委員会を開催いたします。 

     ここからの進行は会長にお願いいたします。 

◇会長  皆さんこんにちは。今日はよろしくお願いいたします。 

     まず、今日の議題の確認をいたします。お手元の資料１ページをはぐってくださ

い。 

まず、第１回選定委員会以降の採択事務の経緯について事務局より報告をしていた

だきます。 

     次に、今後の教科用図書選定の手順と、調査研究報告書の作成につきまして確認い

たしました後、教科用図書の審議に入ってまいります。 

     それでは、事務局は６月１日開催の第１回選定委員会以降の経過報告をお願いいた

します。 

◇事務局 失礼いたします。それでは、経過報告をさせていただきます。 

     お配りしております資料の２ページをごらんください。 

     第１回選定委員会では、教科書の調査研究における観点、尾道教育みらいプランと

の関わり及び視点について御協議いただきました。その後、多くの御意見をいただ

いて修正を繰り返し、最終的に委員の皆様に御承認いただいたものを調査員に示し

ました。 

     教科用図書調査員会議は、６月２４日、７月１日、７月９日の３回、尾道市総合福

祉センターにて開催いたしました。選定委員会で定めた観点に基づいて調査員が教

科別に調査研究を行い、全ての教科用図書の特徴についてまとめ、調査研究報告書

を作成いたしました。お手元のＡ３ファイルにとじております。 

     また、教科書展示会につきましては、６月１３日から７月１１日までの期間、市内

４つの公立図書館において開催いたしました。その際、アンケート箱を設置し、市

民の意見を聞くための措置を講じました。アンケートについては、審議に関係する

教科のものを随時回覧します。 

     以上でございます。 

◇会長  経過につきまして事務局から報告いただきました。 

 このことについて御質問ございますでしょうか。 

     はい、お願いします。 
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◇委員  今の説明の中で、教科書展示会が６月１３日と説明されておる、聞こえたんです

が、紙面では６月１４日になっていますので、どちらが正しいんですか。きょうの

資料の１ページです。 

◇事務局 失礼します。申しわけありません。６月１４日日曜日で間違いありません。 

◇委員  はい、ありがとうございます。 

◇会長  １４日日曜日にしてください。 

     そのほか、質問ございますでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  ないようですので、議事に移ります。 

     それでは、教科書選定の手順について説明いたします。 

     最初に、Ａ３ファイルの調査研究報告書は各教科の調査員が作成してくださったも

のです。この後、この報告書をもとに、教科代表の調査員に発行者ごとに特に特徴

があらわれている観点について御説明いただきます。次に、調査員への質疑応答の

後、審議をいたします。審議いたしまして、報告書を作成いたします。本選定委員

会が作成する調査研究報告書の例は、３ページをご覧ください。 

     本日、最終的には、３ページ下の方の吹き出しにありますように、採択基準の５つ

の観点の順に所見を記載し、優れていると考えられる点につきましては丸印、課題

があると考えられる点につきましては黒丸、どちらでもない場合は中点を文頭につ

け、報告書を完成させます。 

     その際、調査員の説明を参考に、調査員が作成した調査研究報告書や県の選定資

料、アンケート等の資料を活用し、教科書見本本もごらんいただきながら、尾道教

育みらいプランの趣旨を踏まえて総合的に考えて、５つの観点の特徴を明確にした

資料となるようにしていただきたいと考えております。 

     選定委員の皆様は、調査員の説明をお聞きになって、調査研究報告書の特徴が明確

だと思われる観点番号に丸をするなど、メモをしといていただければ、総合的な所

見をまとめる際に有効だと思われます。 

     選定委員の皆様には、尾道市の子供たちにとってどの教科用図書が最もふさわしい

のかという観点で十分審議をしていただきたいと思います。 

     教科書選定の手順について何か御質問ございますでしょうか。よろしいでしょう

か。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  それでは、教科書の審議に移ります。 

     事務局は準備をお願いいたします。 

     我々も教科書を、今から具体的に示しながら御説明いただきますので。 
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     それではまず、理科の審議をいたします。 

     理科の御担当いただきました調査員の先生、各教科書の特徴について御説明をお願

いいたします。 

◇調査員 それでは、失礼いたします。 

     理科の担当の調査員です。どうぞよろしくお願いいたします。 

     まず、総合的な所見につきまして、理科は５者ございますけれども、５者の教科書

ごとに説明をさせていただきます。 

     調査報告書、理科の１ページ目をごらんいただければと思います。 

     まず、東京書籍の総合的な所見の中で特徴と言えるものをそれぞれの観点ごとに読

み上げます。 

     まず、第１の観点、②番でございます。各単元の終末に、学習内容の整備として、

大切な用語、基本的な概念、法則の解説を位置づけております。 

     第２の観点は③番、「学びを生かして考えよう（話す・書く）」を各単元で１０か

ら１３ほど設定をしている。また、単元全体で、例題、練習、確認、チェック、学

習内容の整理、確かめと応用（活用編）という構成にしている。 

     第３の観点は②番でございますが、単元末問題は豊富に準備されている。基本問題

２ページと活用問題が２題ずつ設定されている。身近な生活に関係した発展的な内

容や科学誌を漫画で紹介しており、興味・関心を高める内容になっている。 

     第４の観点は①番でございます。ここは１項目しかございません。写真やイラスト

などに男の子や女の子、キャラクターが説明を加えたり、読者に問いを投げかけた

りしている。 

     第５の観点は①番でございます。実験の目的、結果の見方、考察のポイント、キャ

ラクターの吹き出しにより分析、解釈する視点を示しております。 

     特に他の発行者と比べて優れている特徴についてということでございますが、第２

観点の③番でございます。単元全体で例題、練習、確認、チェック、学習内容の整

理、確かめと応用という構成を基本にしているということです。具体的には、この

第２観点の③番が、学んだことの活用ということ、そして家庭学習への意欲の向上

という観点から、単元全体でこの先ほど申し上げましたような例題から確かめと応

用という構成を基本としているということ。そして、随所にこのチェックがあると

いうことでございます。これが単元末の学習内容の整理、確かめと応用というとこ

ろにつながっております。 

     具体的には、東京書籍の１学年の教科書でございますが、１１２、１１３ページで

ございます。こちらに例題として、硝酸カリウムを６０度の水１００グラムに溶か

した云々というふうなことがございますが、ここに考え方、練習、確認、そして章
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末のチェック、学んだことにつなげていこうというような一つの流れとして挙げて

おります。特にさまざまなところにこの章末のチェックという内容がちりばめられ

ているということでございます。 

     また、第１観点の②番、単元末のまとめにおいて図を多用してわかりやすくまとめ

ております。例えば、これは３年生の６０ページ、これは単元１の学習内容の整理

ですけれども、非常にわかりやすく整理をされているということです。 

     続きまして、大日本図書の総合的な所見の中で特徴と言えるものを読み上げさせて

いただきます。 

     第１の観点の③番ですけれども、各単元の終末にまとめとしてキーワードや基本的

な概念、法則の解説を位置づけて、自分で説明して確認ができるようにしている。 

次に、第２の観点の①番ですけれども、暮らしの中の理科、科学者を取り上げた科

学史、職業を取り上げたプロフェッショナルなどの具体例を紹介し、理科学習と生

活との関連を取り上げ、科学者や技術者の功績を紹介する内容の構成である。 

     次に、第３の観点、②番ですけれども、単元末問題が豊富に準備をされている。基

本問題と、各単元１題ずつの読解問題が設定をされている。身近な生活とのかかわ

りがコラム形式で紹介をされているということです。 

     第４の観点は①番、これも１つしかないですね。写真やイラストなどに男の子や女

の子、先生のキャラクターが説明を加えたり、議論をしたりしているということで

す。 

     第５観点は②番、単元末に実験の計画等について示すとともに、巻末に課題研究、

自由研究にチャレンジしようと、方法と例を示しております。 

     特に大日本図書の教科書の中で他の発行者と比べて優れている特徴についてですけ

れども、第１観点の②番です。各単元の終末にまとめとしてキーワードや基本的な

概念、法則の解説を位置づけ、自分で説明して、確認ができるようにしているとい

うことです。基礎的・基本的な知識、技能の習得ということに効果があります。 

     具体的には、まとめのページのキーワードにチェックボックスをつけて、確認がで

きるようにしているということです。例えば大日本図書、これは３学年の教科書で

すけれども、１９２、１９３ページ、水溶液の性質の単元ですけれども、両サイド

にまとめがございまして、この内側のところにキーワードとして、チェックをして

確認ができるように、そういった工夫をしてあるというところでございます。 

     続きまして、学校図書、３ページ目になろうかと思いますが、特徴と言えるものを

観点ごとに読み上げさせていただきます。 

     第１の観点は④番、危険防止のための注意を「注」と赤字、黄色文字の後、黄色地

に赤字で記載をしている、それ目立つということであります。 
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     第２の観点、③番、活用力を問う問いを各単元で６から７設定をしているというこ

とです。単元末には、活用問題として「活用しよう」を１題に設定している。また

単元末に、学習のまとめ２ページと単元末問題を２ページ設定しているということ

です。 

     第３の観点、②番、単元末問題が豊富に準備されている。基本問題が２ページと活

用問題が１題設定されている。身近な生活との関連が、コラムと、自分でもできる

実験とともに紹介され、仕事や職業とのかかわりを２ページずつ紹介されている。 

     第４の観点、これはどの教科書もほとんど同じような内容になりますが、写真やイ

ラストなどに男の子の子や女の子、キャラクターが説明を加えたり、読者に問いを

投げかけたりしているということでございます。 

     第５の観点は①番、結果、考察により、分析、解釈する視点を示している。 

     特に他の発行者と比べて優れている特徴でございますが、第２観点の③番、活用、

家庭学習というふうなところですけれども、活用力を問う問いを各単元で６から７

設定をしている。単元末には、活用問題として「活用しよう」を１題設定してい

る。 

     具体的には、学んだことの活用という観点から活用力を問う問題を、単元中あるい

は単元末に適切に配置をしているということでございます。 

     これはほんの一部分ですけれども、１年生、学校図書の１年生の教科書の２４、２

５ページですけれども、この左側、非常に小さいんですが、クエスチョンマークと

ともに問いとして活用というふうな内容がございます。こういった活用の問題がと

ころどころに入れられているということです。 

     ちなみに、活用のみに限らず、表現であったり、内容によってはいろんな問題が取

り上げられています。 

     続きまして、教育出版の総合的な所見の中で特徴を読み上げさせていただきます。 

     まず、第１の観点は④番、絶対してはいけないことを赤の禁止マークで示して、特

に注意することを黄色のびっくりマークといいますか、あのマークで示していると

いうことです。 

     第１の観点は③番、「ハローサイエンス」を随所に掲載し、科学と実生活との関

連、環境などについて考えるように設定しています。 

     また、単元末には、一問一答形式の基礎基本問題と知識や技能を活用する活用応用

問題を設定してございます。 

     第３の観点は②番、単元末問題が特に豊富に準備されている。基本問題が２ページ

と活用・応用問題が２ページずつ設定をされています。 

  発展的なコラムも多くありますが、若干専門的なものが多く、身近な生活とかけ離
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れた内容もあるということでございます。 

     第４観点の①番、写真やイラストなどに男の子の子や女の子、キャラクターが説明

を加えたり、注意点や要点を確認したりしている。 

     第５の観点、②番です。第１学年の巻頭に、レポートの書き方として例示及び留意

事項を示すとともに、巻末に自由研究の方法と例を示しています。 

     特にこの教育出版の内容、優れている点ということですけれども、第２観点の③

番、非常にコラムが豊富であるということです。「ハローサイエンス」として随所

に掲載をされております。具体的には、プラスチックのリサイクルや「まぜるな危

険」などもコラムで身近な話題を取り挙げております。例えば、これは１年生の教

科書の１７ページですけれども、「ハローサイエンス」、これは歴史として、人工

的な有機物、ドイツのウエーバー、人物が紹介をされております。興味をもつ生徒

にとっては非常に興味深い内容だというふうに思っております。 

     最後、５者目でございますが、啓林館の内容につきまして特徴的なものを読み上げ

させていただきます。 

     第１の観点は③番、実験、観察、実習では、テーマの後、目的、実験、観察に必要

なもの、方法、結果、考察を示している。 

     第２の観点、②番です。第１学年の身の回りの物質の単元の中で課題解決の仕方を

示している。予想場面、計画場面の話し合いの例を示している。第１学年の一部の

単元で課題解決の方法を身につけるようになっている。 

     第３の観点は②番、単元末問題は別冊「マイノート」に練習問題として多く準備し

ている。 

     発展的な内容や身近な生活と関連したコラムは少ないが、単元末に関連する先端科

学を紹介する特集を設定している。 

     第４の観点、①番、写真やイラストなどに男の子と女の子が説明を加えたり、見る

際の視点を与えたりしている。また、会話の中で問いを投げかけたり、課題把握の

ための疑問を示したりしている。 

     第５の観点は①番であります。結果考察により分析、解釈する視点を示していると

いうことでございます。 

     次に、特に他の発行者と比べて優れている特徴について説明をいたします。 

     第２観点の②番ですが、第１学年の一部の単元で課題解決の方法を身につけるよう

工夫されているということでございます。 

     具体的には、１学年の教科書の１２３ページ、ここに３種類、砂糖とかたくり粉と

食塩、どれも白色の粉末ですけれども、これの特定をする実験、これはどの教科書

にも載っております。東京書籍のみが４種類、砂糖とグラニュー糖ということで、
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グラニュー糖を加えて４種類の白色の粉末ということになっていますが、その他の

教科書は３種類扱っております。この区別のところで、１ページめくっていただき

ますと１２４ページ、ここに探究の仕方ということで、探究の課題設定、予想、実

験の目的というふうに順次手順をわかりやすく整理をしているということでござい

ます。 

     そして、人物の吹き出しで解説を加えている。そして、実験の例、そしてレポート

の例という流れで整理をしております。 

     また、啓林館のみの特徴として、教科書の最後のところにこういう別冊の「マイノ

ート」があります。この中に、各単元の要点の整理、そして単元末問題として２種

類、基本のチェックというのと基礎的な内容、そして力試しということでまとめて

あります。別冊ということで、指導がしやすいという面もあるというところであり

ます。 

     以上で説明を終わらせていただきます。 

◇会長  ありがとうございました。 

     先ほどの説明に対しまして、委員の皆さん方から御質問ございましたらお願いいた

します。 

◇委員  先に口火を切らせていただきますが、啓林館なんですけれども、今、啓林館のみの

特徴として上げられた別冊「マイノート」のことですけれども、これにつきまして

は、第１の観点でも、それから第３の観点でも特徴として上げられているのですけ

ど、これの内容としましては、基礎・基本ということなのか、それとも内容の表

現、表記ということなのか、どちらの方がより要素としては強いとお思いでしょう

か、「マイノート」の効用につきましては。 

◇調査員 マイノートの構成といたしまして、前段が「サイエンスアプローチ」ということ

で、理科ノートに準用できるような基礎的な整理ができる内容が載っておりまし

て、その後、ステップアップということで練習問題があります。したがいまして、

特に基礎・基本の定着という意味で効果があるんじゃないかというふうに考えま

す。 

◇会長  じゃあ、皆さんから、よろしいですか。 

◇委員  じゃあ、すいません。 

◇会長  はい、お願いします。 

◇委員  ２点です。 

     まず１点は、それぞれの発行者の特徴として、他の発行者と比べてという表現があ

ったと思います。で、例えば東書は２の③、大日本図書が１の②、学図が２の③、

教育出版２の③、啓林が２の②というふうに説明されたと思うんですが、２の③が
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３つ重なっていますね。２の③が３つ重なっているにもかかわらず、その他の発行

者と比べてということで出てきたこと、そのそれぞれが違った意味で、２の③の中

でも違っているというふうな捉えでいいのかどうかというのが１点。 

     それからもう１点は、これは表記の問題だとは思うんですが、第３の観点の②の表

現を見ていくと、例えば東京書籍は「単元末問題が豊富に準備されている」、それ

から大日本図書も同じように「豊富に準備されている」、学図も「豊富に準備され

ている」、教育出版は「一番多い」、それから啓林館は「多く準備している」、そ

の「豊富」とか「多い」とか、その「一番多い」とかというその基準が、ほかのは

何ページとかというのが、あるいは各単元で１０から１３ほどって書いてあるんで

すが、豊富、一番という、その比較のような表現になっていることの意図、これを

２点目の質問でお願いします。 

◇調査員 まず、２の③の観点が、視点としまして、学んだことを活用したり、家庭学習等に

取り組もうとしたりする意欲を高める工夫があるか、括弧として、広島県科学賞へ

の出品を奨励するというふうにありますけれども、今非常に課題としてあります活

用の問題あるいは家庭学習の課題と、そういった面で、少しここについては各教科

書の記載を重点的に見たというふうなこともございます。 

     教科書会社によって、この２の③の観点を多く取り挙げているというのは、他の教

科書会社と比較してということもあるんですが、その教科書会社の中で、この観点

に照らし合わせたときに、この特徴と、他の観点よりもこの特徴のところがこの教

科書会社では比較的優れているんじゃないかというクロスした見方をしております

ので、この項目が重なっているということがございます。 

     それから、３の②ですね一概に量が多い方がいいのか、あるいは少ない方がいいの

かということでは判断できない部分もあろうかと思いますが、表現としては、特に

意図したということはございません。こちらの関係ですか、大きい方の、Ａ３判の

方ですね、こちらの方には第１学年、第２学年、第３学年ごとに単元末問題のペー

ジ数であったり、発展マークのついた数であったりというふうなことで、多少例を

挙げておりますけれども、数が多いから云々というふうなことではなくて、内容に

よって、学校によってもいろいろ扱いが変わるということで、特に優劣はないと。 

◇委員  ありがとうございました。 

◇会長  続きまして、東書の第２の観点の、特に特徴としていた③番のところなんですけれ

ども、学びに生かして考えを話す・書くを各単元で１０から１３ほどという、この

１０から１３という数の評価について、それが非常に充実しているという意味なん

だろうとは思うんですけれども、充実しているというふうに理解したらよろしいん

でしょうか。 
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     この数が、この言語活動の設定が他者に比べて特徴的だということで理解したらよ

ろしいんでしょうか。 

◇調査員 はい。基本的にはそういうことです。特に活用というのを意図していると思いま

す。 

◇会長  言語活動自体は各者設定はしてありますよね、当然ですけれども。 

◇調査員 はい。 

◇会長  その中で、特にそこが、上手に子供たちが言語活動に入っていけるようなという工

夫だというふうに理解したらよろしいんですか。この数が多いという意味ですね。 

◇調査員 そうですね。 

◇会長  はい、わかりました。 

     それと、市民の方からのアンケートの中、一般的な材料を使ったというのは、これ

は多分身近な現象を捉えたという、そこが市民の皆さんの中では評価しているとお

聞きしているんですけれども、特に各者ともそうなのか、それとも身近な現象を捉

えて理科の教育内容と結びつけてということで特に工夫されている、有効だと思わ

れる会社がありますでしょうか。それとも、そこは余り差がない、どこも同じよう

に充実しているということだったらそれでも結構ですけども。 

◇調査員 身近なものというのはどの会社もかなり意図していると思っております。 

     それと、例えばこれは県の選定資料の１１８ページに、これは少し観点が違うんで

すけれども、物づくりの内容ということで、内容と数を挙げてあるページがありま

すけれども、例えばカルメ焼きであったり、レモンを使った電池であったりという

ことで、より身近なものを使った物づくりの例と数を整理をしてありますけれど

も、どの教科書会社も、ある程度意図して、意識的に掲載しているなというふうに

思っております。 

◇会長  皆さん、ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

◇委員  啓林館の「マイノート」のことをお聞きしたいんですが、ここに書き込まれている

ような中身はほかの教科書にもある程度同類のものが入っているかどうかお聞きし

たい。 

◇調査員 いわゆる単元末問題については、どの教科書会社も、基本的な問題と少し活用の問

題ということで、発展的な問題ということで整理をしております。啓林館の場合

は、それを一冊にまとめたということでございます。 

     それから、先ほど申しましたように、サイエンスアプローチということで、非常に

教科書と連動した形で、比べられるようなものだったと思います。これは、この

「マイノート」の特徴的なものでございます。 

     もう一つは、これは賛否が分かれると思いますけども、こういうシートがついてお
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りまして、この「マイノート」の問題の中に色がついているんで、このシートを上

にかけると文字が隠れるというような工夫もしてあります。よくありますよね、文

字が隠れて暗記の手助けになる。ただ、このシートを、生徒の場合、一度切り離し

てしまうとどっか行くかわからないというところも一方ではあります。 

◇会長  教科書の方ですね、このシート。あの青いシートかけてというものですね。 

◇調査員 教科書についておりまして、どちらにも使えるように。 

◇会長  あ、マイノートも隠せるわけ。 

◇調査員 そうです。 

◇会長  皆さん、３年生のマイノートの５０ページ、仕事とエネルギーのところなんです

が、用語の確認のところなんかはこのシートで隠れるかな、この辺が例として挙げ

られますね。 

     ほかに質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

◇委員  もしなければ。ごめんなさい。 

◇会長  じゃあ、はい。 

◇委員  いいですか。今説明いただいた中で、１カ所だけ否定的な表現がありました。教育

出版の第３の観点の②の最後の文章で、「専門的なものが多く、それらは身近な生

活とかけ離れている」が、全体通して見る中で唯一、どちらかというと否定的な表

現を。具体的に、例えばここの内容がその代表的なものだというのがあれば教えて

ください。 

◇調査員 現在教育出版の教科書使っておりまして、内容的には非常に豊富といいますか、随

分たくさんの内容が載っております。すいません、付箋をつけておりませんでした

ので、例えば「ハローサイエンス」というコラムの内容が非常にたくさんありま

す。中身によっては、かなり難しい内容も載っておりまして、興味・関心という意

味ではいいのかもしれませんけれども、少し教科書の中身から考えると難しい内

容、そういった意味でのかけ離れているという表現になっています。 

◇会長  よろしいでしょうか。 

◇委員  はい、わかりました。ありがとうございます。 

◇委員  いいですか。 

     授業で教科書を使いますし、家庭でもこの教科書を使って自学習をするとなったと

きに、子供たちの思考過程をぐっとたどっていったとすると、この教科書なんかは

比較的自分での学習がしっかりできやすいなとか、しっかり授業を聞いとったらえ

えけど、帰って見ても、何だったかなという感じのものもあるかもしれませんし、

自分で学習できやすい、そういう言い方で比べてないかもしれないんですけど、そ

こらはどんなんですか。 
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◇調査員 啓林館の教科書は、非常に図ですとかそういったものがたくさん載っておりまし

て、家庭学習の中で、例えば自習ノートを整理していくとか、そういったときには

使いやすいといいますか、わかりやすいんではないかと。 

     それから、東京書籍の教科書が、少し内容的には高度な部分もあるんですけれど

も、非常にすっきりしているといいますか、非常に整理をしてあるなという印象を

もっております。文章の位置であったり、その対応する図の位置であったり、そう

いった意味で東京書籍を評価できます。 

     この２者が、今おっしゃったようなところにおいて扱いやすいんじゃないかなと思

います。 

◇会長  ほかにはいかがでしょうか。 

◇委員  これ教えていただきたいんですけども、理科ノートってさっき言われた、お話の中

で出たように思うんですけれども、あの理科ノートというのは一つの物というか、

どの学校も同じものを使われているということでよろしいんですかね、今現在は。 

◇調査員 様々です。 

◇委員  様々。 

◇調査員 はい。いわゆる副教材として毎時間理科の時間に使う、いわゆる理科ノート、基礎

的な内容を復習できる内容と、横罫が入ったようなものであったり様々です。 

◇委員  じゃあ、この教科書にあわせて、逆に言うと、その理科ノートなんかは学校でいろ

いろと考えてという話になると。 

◇調査員 そうですね、教科書に準拠したものを使っているというのが、学校の実態というこ

とですね。 

◇委員  はい、ありがとうございます。 

◇会長  今の理科ノートということと、「マイノート」という、啓林館と内容的には近い、

重なるところがあろうかと思うんですけれども、この「マイノート」があれば、そ

の理科ノートが不要というんですか、使うことがないというふうに考えてよろしい

ですかね、現実には。 

     それから、今使っているところも使ってないところもあるというお話だったんです

が、その教科書準拠の理科ノートというようなものが、この「マイノート」がそれ

にかわるものとしても使えるというふうに考えてよろしいですか。 

◇調査員 そうですね、恐らく教科書会社はそういうことも意図してつくっているとは思うん

ですけれども、十分ではないと思います。 

     例えば、教科書に載っている実験の進め方であったり、レポートのまとめ方であっ

たり、そういったものはやはり理科ノートの方に整理しやすくつくってあるのが一

般的ですので、このマイノートだけではそういったところまではカバーし切れな
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い。 

◇会長  そのほかいかがでしょうか。 

◇委員  すいません、いいですか。 

◇会長  はい。 

◇委員  第１観点の④番、どこもそうなんですけども、④番のところは、いろいろ表記の工

夫ということで、びっくりマークに赤字が記載されてあるとか、いろんな表現の工

夫ということでは書かれていると思うんですが、ここは基本的に環境保全にかかわ

るところの観点かなとは思うんですが、環境保全にかかわって何か特徴的なところ

の教科書会社がありますか。 

◇調査員 特に今、環境問題というのは非常に大きな中身ですし、一般的な課題でもあります

ので、どの教科書会社もかなり工夫をして取り組んでいる中身だと思います。特に

そういう部分で差をというのはなかなか難しいのかなというふうに思っています。

啓林館の内容が、少し事例としてはたくさんあると。 

◇会長  よろしいでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  それでは、調査員の先生、ありがとうございました。 

     御尽力いただきました調査報告書をもとに、本委員会におきまして調査研究を進め

まして、本市の児童に適した教科書の選定を進めてまいりたいと思います。大変お

疲れさまでした。 

◇調査員 どうもありがとうございました。 

◇会長  それでは、審議に移ります。 

     これから少しお時間をとりますので、先ほどの御報告も参考に、各資料と教科書の

実際の見本本も比べていただいて、それぞれが発行者の特徴として本当にあらわれ

ているという観点であるかどうか、そしてまた本市の生徒が使用するとしたらどう

いう点が優れているのかという点から御検討をお願いいたします。 

     その際、尾道教育みらいプランの政策の柱、重点目標の視点もご検討いただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

     じゃあ、少し各自作業ということで。 

 皆さん、おおむね見ていただけましたでしょうか。よろしいですか。 

     それでは、発行者ごとに御意見をいただきたいと思います。 

     まずは、東書についてでございます。東書について御意見をいただきたいと思いま

す。その際、どの観点に関してということかということを示した上で御意見いただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

     先に口火を切らせていただいて、東書は、先ほど啓林館と並んで、家庭学習の意欲
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向上に、つまり自学自習、これが１つ大事な観点だろうと思うんですけれども、授

業で未消化だった部分を教科書を見ながらでもそこを自分で勉強してくれる、今日

はすっきりわからなかったんだが、先生の話を聞いてわかったような気がしたけれ

ども、後になると何だかよくわからないというふうな話、やっぱり教科書を使って

自分で勉強できるということは非常に重要かと思うんですけれども、その点は１つ

は東書が評価できる部分だとは思うんですが。 

     目次ですね、１年生の最初の目次をごらんください。目次というのは、ページで言

いますと５ページ、見開きになっているグラビアで見開きになっているページと、

それから２、３から５ページからですね。４ページ、５ページは、教科書の、この

教科書の使い方ということで、勉強の仕方に当たるんですけども、次はまたレポー

トの書き方など、勉強の仕方が示されているというところは特徴的なところがあり

まして、特に目次は、どこの会社にも目次はあるんですけれども、生命、物質、エ

ネルギー、地球、この教科書で学ぶ分野を大きく４つが見通せるような、右側のペ

ージ行きましても、植物、身の回りの物質、身の回りの現象、大地の変化というこ

とで、勉強の見通しといいますか、全体、学習するスポットが見えるというのは非

常にわかりやすいんじゃないかと思います。 

     同様の編集を試みているのは、啓林館にもこの教科書の使い方はあるんですけれど

も、教科書の使い方のところだけ比べても、流れとして、矢印を使いながらどの順

番で書いてある東京書籍の方が見やすいですし、啓林館は、教科書の使い方が記号

やマークについての説明になっている、教科書のレイアウトについての説明になっ

ているんですね。勉強の手順とはまた違うことになる。 

     それから、次のページには目次があるんですけれども、目次は、これは文字で分か

れていて、確かにこれも分野が、先ほどの分野に分かれていますけれども、デザイ

ンとしては、ぱっと見て、この４つがこれから勉強する分野なんだという見通しを

つけるのには、より効果的なのは東書の方かなというふうに思っています。比べて

みて、ここが１つ、東書の特徴ではないかと思うんですが、皆さんいかがでしょう

か。 

     そうすると、それは第４の観点ということにもなるんですけども、観点としては。

その他のこともあわせて。 

◇委員  すいません。 

◇会長  はい。 

◇委員  観点、基礎・基本にかかわってくるのか、内容の表現なのか、すごく字がはっきり

して、東書読みやすいかなというのは。字のポイントの大きさとかなんとか、それ

だけで決めるというわけではないんですが、そのはっきりしているなという感じは
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……。観点で言ったら……。 

◇会長  それは第４観点の①か、①しかないんじゃけど、こことのかかわりということにな

るのかな。 

◇委員  先ほど調査員も言われましたけど、すっきりしているなという印象は少し受けまし

た、本当に。いろんなものを取り入れようとして、情報が多い会社もあるんだけ

ど、どっちかというたら、そういう意味ではすっきりしているなという気はいたし

ます。 

◇会長  市民の皆さんからのアンケートの中にも、見にくい教科書があって、特別支援の観

点からも考慮してほしいというようなことがあるんですけれども、それも今おっし

ゃったこととかかわっていて、やっぱり煩瑣にいろんな情報が、整理が十分につい

ていないと、やっぱり子供たちがどこに焦点当てて勉強するのかという、興味の焦

点がぼんやりしてきますんで、本当に重要なことだろうと思います。調査員の先生

がすっきりしていると表現されたんですけど、今のことを指してのことかとも思い

ますので、これは評価すべき内容になります。 

     ほかにはいかがでしょうか。 

     調査員から報告された特に優れているという観点は第２の観点の③番ですね。これ

は、「構成の」ということではあるんですけれども、ただこれは、この構成の中に

基礎・基本を定着させるということの知識や概念の定着を図り、理解を深めるとい

うことがあります。これが「チェック」というところと、最後の整理の上で「確か

めと応用」といったところにあらわれているんだろうというふうな説明はあったか

と思います。 

     ここを、東書の特徴として挙げられているんですけれども、そのことについては皆

さん御異存はございませんでしょうか。 

     もう少しお時間をとった方がよろしいですか。もう少し教科書の本体を見比べて、

ご意見ございますでしょうか。 

     調査員から、非常に具体的に御説明いただきましたので、各者の様子については全

体は見通せたかと思うんですけれども。 

     よろしいでしょうか。 

◇委員  全体的に教科書が見やすいという御意見がありましたので、第４の観点のところは

評価できる部分かと思うんですが、今の調査員さんがつくられている文章だと少し

その意味にならないので、少し改善をして、第４の観点も特徴として丸をつけたら

どうかなと思うんですけど。 

◇会長  その文章考えたんですけども、目次や学習の手引って言っていいかわかりませんけ

ども、教科書の使い方とかレポートの書き方を総称して、「目次や学習の手引など
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学習の全体が見通せるものとなっており、また情報が整理されていて理解しやすい

ものとなっている。」としてはどうでしょうか。２つのことを言っているんですけ

れども、最初に私の方で気づきを申し上げた目次とか教科書の使い方、レポートの

書き方という目次や学習の手引が全体を見通せるものとなっていること、後半は、

今度はわかりやすいということで御指摘いただいた、情報が整理されていて理解し

やすいものとなっていると入れました。 

     今、御指摘があったんですけど、特に手引のところは、単元末に、いろいろ書き方

という、自由研究の例とかがあるというふうに思いますんで、そうしたものも今の

見通せる、学習の手順が見通せる、全体が見通せる、手順が見通せる、情報もすっ

きりとわかりやすいということで、第４の観点のところではまとめてはあるんです

ね。第４の観点も評価ポイントとして、丸印をつけるところとしてという御提案な

んですけれども、その点、皆さん御異存ございませんでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  その上で、第２の観点の③番を、ここも丸をつけるところとしたいと思いますけれ

ども、その点もよろしいでしょうか。 

     この文章ですけれども、第２の観点の③番は、これはこのまま採用させていただい

てよろしいでしょうか。 

◇委員  その、会長さんが言っていただいていその例題、練習、確認、チェックというパタ

ーンですよね、探しておるんですが、それほど多くはなくてですね、章末チェック

はあるんですが、その前に例題、練習、確認とかという見開きでうまくまとまって

いるところは余り多く見つけられないですね。 

◇会長  単元の全体の流れがこういう形になっているということのようですが、お手元の教

科書で御確認をいただきたいと思います。 

◇委員  練習、確認、チェック。 

◇委員  これはもう、ここはチェックですよね。 

◇委員  章末のチェック。 

◇会長  章末のチェックはありますね。 

◇会長  ３年生のページでいいますと、１６４からずっと、途中にスカイツリーのことが入

ったりしてわかりにくくなっていますが、そのカラーページを飛ばすと、１６８ペ

ージに学習内容の整理がありまして、その次に、確かめと応用という展開になると

思います。ここが一つのその例として。 

◇委員  ここにありますけどね。 

◇会長  間にコラムのページが、１０５ページ前後のところに、ということなんですけど、

よろしいでしょうか。 
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◇委員  だって、それ単元によって多分扱いが違いがあったり、もしかしたらそぐわない例

題があれば、それはもうなかったりというのがあるのかなと。今のこの調査員さん

の報告書で言うたら、全ての単元でこういう結びがあるように読んでとれるんです

が、もしもその再度事務局なりで確認していただいて、その形ばっかりでないんな

らば、例えばこれこれのように構成している例もあるとか、全てこうなのかどうな

のかだけ確認されれば、それはそれで特徴としてはいいとは思います。 

◇会長  これは事務局の方で、また教科書をチェックしていただいて、もしこれが、単元の

性格というか、内容の性格によって、どこも必ずこういう構成ではないという場合

には、単元全体で、例えばというのをかぎ括弧を前につけて……。 

◇委員  どっちかいうたら、１分野はそういう傾向が多いようですね。 

◇委員  まあ、しやすいですよね、確かに。 

◇委員  ええ、そうです。例題、練習、確認、チェックという。 

◇会長  要は観察から入るような分野は、なかなかそれは難しいかもしれませんね。 

     実験をするところは、理屈のところはそういうにしやすいんでしょう。 

  そのかぎ括弧の後、「など」としていただいて、「など自己学習にも有効な構成に

なっている」とか、そういうように表現してはどうでしょうか。ただこれ構成にし

ているというだけでは特に売りにならない文言なので、何に有効なのかということ

も必要です。家庭学習でも結構ですけれども、「家庭学習に有効な構成となってい

る」というのもつけ加えていただきたいと思います。 

     事務局の方、内容の確認をよろしくお願いします。チェックしていただいて、全部

でなければ、「例えば」、「など」というのをつけ加えていただいて、いずれにせ

よ、全部であっても、部分であっても、家庭学習に有効な構成となっているという

表現をつけ加えてくれますか。 

     東書について、皆さんよろしいでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  じゃあ、もう一度確認しますが、丸をつけるのは２カ所、第２の観点の丸と、それ

から第６の観点ということになります。 

     よろしいですか、もう次へ行ってもよろしいでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  次に、じゃあ大日本なんですけれども、いかがでしょうか。 

     調査員の先生からは、第１の観点の②番が特に特徴的なこととして挙げられてお

り、これが基礎・基本の定着に有効であろうということで評価されています。 

◇委員  比べてみると、確かにこのキーワードのまとめ方、ほかの教科書よりも、キーワー

ドだけ取り出してあるものも見やすいのかなとは思います。ほかの教科書は、説明
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の中に太字で書いてあったり、色がついてあったりして。 

◇会長  この工夫のコンセプトとしては、そのまとめは、用語まとめとか、ついておりま

す。 

◇委員  ええ、全部ついているけど、キーワードだけ色をつけて取り出しているというの

は、昔私たちが受験に行きよるときに使っていたような何かシートのようで、わか

りやすいといえばわかりやすい。 

◇会長  今、御指摘いただいたのは、例えば３年生の７０ページ、７１ページだとか、大切

なところで、キーワードというところ、しかもチェックリストつきということなん

です。大体章末問題の前にまとめをやって、まとめ見た後で、自宅で章末問題をや

るということが、調査員の御報告にございました。私も見つけられないんですけ

ど、自分で説明して確認ができるようにというのは、これはどこのことなんですか

ね。例えば今ので言うと、６９ページのところなんかで、結果をまとめて説明す

る。 

     そうすると、大日本についてのこの表現は、位置づけ、点ってなっていますけど、

これは逆で、２つのことを言っていることになりますね。各単元、章末にまとめ、

ついていますね、キーワードや概略整理もあります。これを法則の解説を位置づけ

というふうに、これはまとめのところと言っているんですが、自分で説明するの

は、実験をした、観察をしたということについてなので、これは２つに分けて、別

のこととして書かなくてはいけないんじゃないかと思うんですが。また、学習活動

には十分説明して確認ができるような言語活動が設定されているということなんだ

ろうと思います。まとめのページに自分で説明するはなかったと思います。 

◇委員  学んだことを自分で説明ができるようにという意味合いで、まとめを活用して、例

えば、私今も言ったけど、じゃあ葉緑体というのはこういうことだよというふうに

まとめてあるんで、そのことが語句を説明できるようにという意味合いなのかな

と、このページを利用して。ここにあるキーワードである「葉緑体」というのは何

だというと、ここを見て、書いてあることが説明できるというふうな意味合いかな

と思ったんです。 

◇委員  そういう使い方もできますね……。 

◇委員  もう一つ、すみません。キーワードのところに、「キーワードを説明できるかな」

という文言が入っとるページがあるんですけど……。 

◇会長  ああ、そうですか。どこですかね。 

◇委員  ３年の１９３ページです。下の方ですけど。 

◇会長  キーワードを説明できるかなとキャラクターが言っていますけども。あまりあちこ

ちでこれは出てこない。 
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     それでも、このキーワードは自分で説明できるということは考えられているという

ことが、今のことで分かります。 

◇委員  １年生の最初もそうですね。キーワードを説明できるかなというのが一番最初の単

元には入っていて、次の単元は、わからないことはもう一度戻って確認しようとい

うふうになっているんで。 

◇会長  やっぱりこの表現はキーワードについてのことなんですね。 

     特に気づき等ございませんでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  そうしますと、大日本につきましては、先生の御指摘のように、第１の観点の②番

が特に特徴ということでよろしいでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  表現については、このままさせていただきましょうか。よろしいですか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  それでは、続きまして学図に参ります。 

     学図につきまして、皆さん御意見をお願いいたします。 

     学図につきましては、第２の観点の③番、活用力を問う問いが評価されておりま

す。これも家庭学習の意欲向上ということで評価されているものなんですけれど

も。ここも学習のまとめの特徴ということですね。 

     この「活用しよう」のところはどういう位置づけと考えたらよろしいですかね。そ

の前の章末問題は基礎的な問題で、「活用しよう」というのは、より抽象度の高い

といいますか、より高度な問題ということなんでしょうか。 

     この「活用しよう」は、この「活用しよう」のページだけでしているもの、例えば

試験問題としても成立するような問題ではあるんですけれど。他者の「活用しよ

う」と少し違っていて、東書の「活用しよう」は、例えばワインにはエタノールが

含まれているが、そのままではマッチの火をつけても火がつかない、どうすればワ

インに含まれるエタノールを燃やすことができるか、エタノールと水は沸点が違う

のでという書き出しで説明しなさいというような、学んだことを生かしてのところ

が、より日常的な現象の中での応用力を問う形ですが、学校図書の「活用しよう」

は、応用問題の設問ですが、活用といったときに、その活用として考えられている

ことは他者とは少し違うかもしれません。 

     特に皆さん御意見ございませんでしょうか。 

◇委員  今ので、説明をする力というか、そういうな解釈でよろしいんですかね。まとめる

力とか説明する力という意味での活用という、そういう解釈になるんでしょうか。 

◇会長  （１）、（２）の問いに答えなさい、２年生１４０ページを今使っていますが、で
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もこれは説明しなさいじゃなくて、どのグラフが正しいですかという選択の意味合

いです。でも、（２）番は時間を求めなさいですから、湯ができるまでの時間を求

めなさい、これ説明ではなくて、やっぱりより難しい、難度の高い問題の位置づけ

ではないかと。 

     これは、特に調査員の文章を変えるということではないんですけれども、ただ「活

用しよう」という問題はどういう性格のものかということについてここでは確認し

たかったということです。 

     でも、確かに他者とはまた違う特徴だということはできると思います。 

◇委員  学力調査に直結したとかそういう感じになるんですかね、日常生活とか科学実験と

かそういうことよりも。 

◇会長  今のような問題、どうでしょう。これも調査の問題ですかね。今のは昔ながらの時

間を求めなさいとか、グラフどれですかですから、一般的な問題ですよね。特に活

用力を問うようなというのとは違うかもしれませんね。ただ、学んだことを活用し

ないとできないような問題ではありますね。 

◇委員  応用問題。 

◇会長  応用問題のレベルじゃない。いろんな入学試験レベルの範囲の問題ではあると思い

ますね。よく考えられた入試であります。 

◇委員  確かにほかの発行者の活用という意味とは明らかに違いますよね。非常に何か矮小

な。 

◇会長  これはこれで、あえて狙ってあるんだろうと思うんですが。 

◇委員  調査員さんが書かれていること自体は間違いではないし、そのとおりだと思うんで

すが、同じようなその単元の終わりのときに、東書や大日本図書でやっていたよう

な、どんな場合でも使えるじゃないですが、もっと応用できる、いろんな事象に対

しての考察する方法論じゃなくて、ただ一つの問題解くだけの話で、一度解いたら

もう二度と使わないですよね。あまり、この学校図書の中で、発行者内評価でいえ

ばここは見どころかもしれませんが、他者と比べてどうなのかと言ったら…。 

◇委員  確かに「活用しよう」、「マサオさんは虫眼鏡の仕組みに興味をもって調べまし

た」、あとは普通の問題のような感じですね。「マナさんは、実験を行いまし

た」、後は、いわゆる思考は伴うけど、応用問題のレベルかなという気はします

ね。 

◇会長  今、御指摘にあったところ、やっぱりここは表現、「活用問題として」ってありま

すけれども、「応用問題」というふうに書きかえた方が、より実態を表しているん

じゃないでしょうか。ここに丸をつけとくということについては、それでもいいか

もしれないと思うんですけれども。その応用問題をどう評価するかというところで
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は、多少判断に迷うところはあるなと思いますが。 

◇委員  そうですね。 

◇会長  事務局で記録を。調査員の方の文章の「単元末には」という、１行目の右の方です

けど、「単元末には活用問題」とあるところを「応用問題」と書きかえていただい

た方がいい。 

     学図につきましては、もうこのまんま、今の字句の修正だけで、これを特徴という

ことでいたしましょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  次へ参りたいと思います。 

     教出ですけれども、教出は、第２の観点の③が挙げられております。そのことに関

してでも結構ですし、その他の意見でもいいです。 

     教出にも活用・応用問題ってあるんですけど、先ほどの学図と同じようなことには

なるんですが、ここで学んだことが触れられておりますので、特徴ということは挙

がっておりますし。 

     教出について、特にその他の意見ございませんようでしたら、第２の観点の③がと

いうことで、文言もこのまんまということにしたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

     また、あとこういうこと、また言い回し等ありましたら、また出してください 

◇委員  むしろ「考えよう」とか「活用しよう」とか「話し合おう」とか、クラスの中で先

生が投げかける言葉が文章になっているようなとは思うんです。 

◇会長  そうすると、今のことは、観点で言うとどの観点にかかわりそうですか。 

◇委員  どれになる。「考えよう」とか「活用しよう」とか「話し合おう」とかという、こ

こは「話し合おう」。 

◇会長  問いかけや活動への働きかけというふうに表現できそうですけれども、観点では…

…。 

◇委員  言語活動を促しているといやあ、促していることにもなるとは思うんですが、これ

がというのは。 

◇会長  第２の②、主体的にっということにもかかわりそうですし、第４の内容の表現でも

あるのかもしれませんし、促していることの多くが言語活動でもあったりします。

どこに入れてもいいと思うんですが、ただ先ほどの、もし第２の観点でということ

でしたら、先ほどのコラムのこととあわせてということはできるかなと。 

◇委員  はいはい。特徴ではあるのかなと。 

◇会長  一番かかわりそうなところというと、自分で考えるように働きかけているわけです

から……。 
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◇委員  主体的に。 

◇会長  主体的にということになりますか。そうすると、教出の③番の「また」以降のとこ

ろは、実はこれ他者にもあることですので、今のところを後半の「また」以降のと

ころを差しかえる形で、「問いかけや活動の働きかけなど、主体的に学習に取り組

ませる工夫がある」というようにしてはいかがでしょうか。 

◇委員  はい。 

◇会長  もう一回言いますね。「問いかけや活動の働きかけなど、主体的に学習に取り組む

工夫がされている」ということですね。今、御意見いただいたところを加筆して。

コラムだけではやっぱり弱いですから、今の点が合わさった方がいいと思います

し、もとからあることは特別ここだけのことでもないので。残してもいいですけ

ど、煩瑣になりますし、特にということだけ残した方がより明確になります。この

ような修正でよろしいでしょうか。 

◇委員  これがいいかどうかは別にして、特徴として。 

◇会長  じゃあ、続けて啓林館に参りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

     啓林館の方は、第２の、第１の②……。 

◇委員  第１の②と。 

◇会長  第１の②が１つですね。 

◇委員  第３の②。 

◇会長  第３の②か。 

◇委員  第２の②。 

◇委員  違うん、違うん。 

◇委員  第２の②じゃろう。 

◇会長  第１の②と第２の②。 

◇委員  第１もある。 

◇委員  第２の③。 

◇委員  第１は③。 

◇委員  １番は……。 

◇委員  第２の②。 

◇委員  特には２、第２の②でしょう。 

◇会長  問題解決の方法ね。「マイノート」が評価されているからですね。 

◇委員  だから、そりゃ第３の②じゃないんです。 

◇会長  それは第３の方で評価されたんですかね。 

◇委員  どちらがいいですかという御質問されたときに、第３の方と言われたんですかね。

第１の、どっち、私もどっちだったか……。 
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◇会長  どっちにも「マイノート」って書いてありますよね。 

◇委員  そうそうそう。 

◇委員  第１の②、どちらでしたっけ。 

◇委員  私は第３と書いているけど、皆さん聞いたときに、１の②にしたか、３の②にした

か。 

◇委員  私は１の②の方に太い線を引いている。 

◇委員  ああ、じゃあ１の②だった。私は聞き間違えた。 

◇委員  私も１の方につけている。 

◇会長  ただ、これどっちかにしか使えませんよね。 

◇委員  そうですよね。 

◇会長  １つのことが２つにまたがって。 

◇委員  これは大きな特徴ではありますね。 

◇会長  「マイノート」についてはやっぱり触れないといけないと思います。 

     それから、そもそもで挙げてくださった、最初に挙げてくださった問題解決も、こ

れ各者も、理科ですから問題解決は外せないんですけれども、特にそれが明確にな

るように示してあるということで、問題解決の仕方を示しているということが評価

されています。これも大事なことかと思いますけども。 

     ただ、「マイノート」については少し、何がいいのかということを示さないと表現

にならないかなと思うんですが、特徴としてですね。 

◇委員  県の方の選定資料を見ていますと、その「マイノート」という表現ではないんだろ

うと思います、その内容や構成や量のところですよね。ページでいきますと、１２

１ですね。１２１ページによると、明らかにそのページ総数が、ていう意味で言う

と、先ほどのどちらの観点で採用するかというと、第３観点の方が「マイノート」

は位置づけやすいかなとは思います。 

◇会長  そうですね、表現もしやすいですね、その方が。３にもってきた方が。 

◇委員  あとは、その「マイノート」の意味というか、価値というものをどっかで触れない

と。 

◇会長  １の方で書いてしまうと、基礎・基本の定着というものと自学自習のところとかぶ

ってしまって、もともとのよさが埋もれてしまいますので、まず第３の観点の方で

「マイノート」については触れるということでいきたいと思います。 

     その上で、このマイノートの評価ポイントを具体的に言葉にしないといけないとい

う気がしているんですが。 

     １には、これ家庭学習に資するということが調査員の方からは挙がっておりまし

た。 
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◇委員  よくわからないんですが、ほかの教科書の中にも問題は入っているし、こういう中

身は入っているんだと思います。それが、ただ単に教科書の中にばらばらになって

いるものが１冊というふうになっているものなのか、それともこうまとまることに

よって何か新たな価値があるのかという違いがよくわからないんですけど、やっぱ

りまとまるだけで違うのか、それともこの中にさらにプラスの何かいいものがある

のかというところが、さっきの御説明ではよくわからなかったんですけど、その辺

が明らかになれば評価できるかなと思いますが。 

◇会長  あの青いシートで隠したりというところがあったり、また対話形式の、アヤカさん

とカズキさんの対話形式になっているような、そういう工夫があったり。やはりた

だのまとめではないんだろうと思いますよね。ただのまとめだと、まとめのページ

に重要事項が列挙してある教科書も多いですけれども、自分で勉強するということ

がやっぱり想定されているところはあると思います。 

◇委員  すいません。今さっきの表現だったら、でも学習ノートを使わなかったらこれでい

いよという感じだったですね。だから、先生によったら学習ノート対応ということ

ですかね。 

◇委員  ああ、おっしゃっていました。 

◇委員  それよりは詳しくはないよというふうに言っていましたね。 

◇委員  十分ではないけどとはおっしゃっていましたよね。 

◇委員  十分ではない。だから、他だったら学習ノートを使っていたというような感じを言

われていましたよね。 

◇会長  実際の生徒の到達度等を見ながら、実態を見ながら、学習ノートについては判断さ

れると思うので、学習ノートを使うかどうかはその現場によってまちまちという御

判断ですから、それはとりあえず判断基準から外した方がいいかと思うんですけど

も。使うことを前提にするとやっぱりおかしいと思いますので。 

◇委員  そうですね。 

◇会長  ただ、教科書のレベルだけで、学習ノートを使用しなくても、カバーしている範囲

は広くなっているということではありますですね。 

◇委員  もし自分が勉強するとすれば、一通りの授業が終わって、この「マイノート」を見

ながら、頭の中で整理しながら教科書を使って確認するという、この両方の、相互

の使い方というのはできるかな。１冊の教科書の中にあると、どうしてもそのペー

ジだけで何かしようとするけれども、こうあることによって、まとめのもの、それ

からそれを補う教科書というような２冊の使い方というのは、勉強する立場からす

ると使いやすいのかなというのは思います。 

     ただ、それが、さっき言われたほかの副教材とこれとどうなのかというところは、
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私はよくわからないんですけれども、少なし、私が理科をもし勉強するとしたら、

こういう使い方は子供にとってはいいのかなという。 

◇会長  それを、副教材は、現実はともかくとして、使わないのが前提にあります。そうす

ると、やっぱりここは評価しておくポイントになると思いますので、授業での学び

を家庭学習に展開する別冊「マイノート」として、別冊「マイノート」の前に、こ

れはどこが、何がいいのかという、何のためなのかということを明確に示す形でこ

こは文言を考えるべきだと思います。授業での学びを家庭学習に「展開する」。展

開って、普通は発展させたりすることなので、少し言い過ぎかなとは思っていま

す。家庭学習につないでいくという、継続させるという。 

◇委員  ああ、つなげる。 

◇会長  授業だけで学び終わらせないんだということを書ければいいかなと思うんですけれ

ども。 

◇委員  確かに今会長さんおっしゃられたように、ステップアップの内容なんかを見ると、

展開するに近いような内容も含まれているから、今の表現でいいのかなと思った

り。もしもっと詳しく述べるんであれば、そのサイエンスアプローチとステップア

ップですかね、××であるサイエンスアプローチと××であるステップアップを含

む「マイノート」は、さっき言われた授業での中身を家庭学習に展開するのに、役

立つとか有効であるとか、余りその価値判断入れたくないんですけどね、使うこと

ができるぐらいですか。 

◇委員  使うことができる。 

◇委員  趣意書ですかね、教科書会社が出している趣意書の説明を見ると、観察、実験に関

連して行うサイエンスアプローチと、学力を定着させる応用力を身につけるステッ

プアップを含むその「マイノート」は、先ほど言われた××に活用できると。 

◇委員  一番最初にそのもの書いていますよね。 

◇委員  ああ、そうですね、そこのところですね。ここに書いてあるとおり。 

◇委員  書いてあるね。 

◇会長  別冊「マイノート」というのを冒頭にもってきてはまずい。「別冊『マイノート』

に、授業での学びを家庭学習に展開する」、自主的な学習でもいいんですけど、

「家庭学習に展開するサイエンスアプローチやステップアップが設定されてい

る」。事実だけでさらっと。 

◇委員  はい。 

◇委員  そうしましょう。 

◇会長  記録の方よろしいでしょうか。また、今日決めましたのを、また報告書にまとめた

形でまた次回お示しします。 
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     ということで、啓林については、第３の観点のところに今のように表現をさせてい

ただいて、ここも一つの丸ということになります。 

     そしてまた、第２の観点の②番も、課題解決の方法のやり方ということもまた一つ

丸がついて、２つ丸がつくということでよろしいでしょうか。 

     第２の観点の②番につきましては、文言はこのままでよろしいでしょうか。 

◇委員  全部見切ってないんですが、その第１学年のある単元の中で示している、１学年の

一部の単元でと書いてあるんですが、そうするともうそこにしかないように見える

んだけれども、今ざっと見る限り、これは２年生にもあるのですかね。 

◇会長  全ての単元じゃなくても、それはずっと考えられていると思います。単元によって

はそのことが明示的に示されてない場合もあるかもしれませんけれども。 

     この予想場面、計画場面という、この例は大事だなと思います。特に理科ですか

ら、仮説を立てたり、実証の手順を構想してみるというのはすごく理科的な発想と

しては重要なことなので、ここはこのまま残したいと思うんですが、今問題になっ

ているのは、第１学年のこの単元の中でというのに限定した表現でいいかというこ

とです。 

◇委員  むしろ、本当にもうそこにしかないんならば、もうそれで事実でしょうし、ほかに

もその類似したものがあるんならば、その限定しているところをぼかすか外すかす

るかどうかですね。ここで一遍に調べ切れないんですが。 

◇委員  １２４ページ、何もないで、あえて、探究の仕方。 

◇会長  こういうふうに変えさせていただいてよろしいですかね。「第１学年の」から「単

元の中で」までは抹消、「課題解決の仕方を示したり、予想場面、計画場面の話し

合いの例を示したりして、」、次、句点を取って、「第１学年の一部の単元で、」

まで、ここまで全部抹消、で、もとのところへつながります、「示すなど」、続き

は「課題解決の方法を身につけるよう構成している」ということで、それが一部な

のか、全部なのかということは「など」で受けることにして、要は課題解決の方法

をすごく意識された構成なんだということが示せればよいのではないかなと。 

     さっきのもう一回読むと、「課題解決の仕方を示したり」、「課題解決」ですね、

「課題解決の仕方」、仕方。これ、最後にまた「課題解決の方法」って出てきます

から、手順の方がいいのかな。「仕方」は「手順」の方がいいですね。「課題解決

の手順を示したり、予想場面、計画場面の話し合いの例を示したりするなど」、

「示すなど」か、「示すなど、課題解決の方法を身につけるよう構成している」。

「課題解決」が２回出てきて、こなれてないようでしたら、科学的思考力と言って

しまったらいいと思うんですけど、文末の方はですね。でも、調査員の方も「課題

解決」という言葉を大事にしたいということでこういうふうに表現されていると思
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います。当面このまんま、文末はこのままで行かせていただきたいと思います。 

     ということで、啓林館は、字句修正これでよろしいでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  理科につきましてそれぞれ見てまいりましたけれども、皆さん何か言い残したこ

と、追加して御指摘になることがあってでしょうか、どうでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  よろしいようですね。 

 

◇会長  英語をお願いします。 

◇調査員 失礼いたします。よろしくお願いいたします。 

     まず、総合的な所見について、教科書ごとに説明いたします。よろしくお願いいた

します。 

     じゃあ、教科用図書の調査研究報告書の１ページ目をごらんください。 

     まず、東京書籍ですけれども、総合的な所見の中で特徴的と言えるものをそれぞれ

観点ごとに読み上げます。 

     第１の観点は、東京書籍の方は、④他教科と関連した内容が取り入れられていると

いうところでございます。 

第３年生の教科書をごらんください。ユニット２、ここでは……。 

◇委員  すいません、観点。 

◇委員  観点。観点の丸。 

◇調査員 関連の④です。 

◇委員  第１の観点。 

◇調査員 第１の観点の④です。 

◇委員  東書。 

◇調査員 東書です。東京書籍です。 

◇委員  生徒が実際に体験する学校行事や興味・関心に即したものが扱われている。 

◇調査員 はい。あ、そこまで言った方がいいですか。 

◇委員  はい。 

◇調査員 そこでございます。失礼いたしました。 

     ここが、３年生です、ユニット２、ここは理科の他教科が入っています。それと、

ユニット３、ここは社会科というふうに、英語教科書でありながら、ほかの教科の

内容が入っている、ここが特徴的なところでございます。よろしいでしょうか。 

     続きまして、第２の観点です。 

     ここの特徴的なところは、第１、デイリーシーンというところで、生徒が日常生活



－27－ 

で使えるものを練習、発展させるというところでございます。 

     教科書でいえば、全ての１年生から３年生の教科書にあるんですけれども、これも

３年生で申しますと、１６ページ、食事の会話のとき、こういうときにはどういう

表現をするか、それから３２ページ、手紙の書き方、こういうところ。このデイリ

ーシーンというところが各単元が終わったところに用いられて、発展的に学習する

というところでございます。 

     第３の観点、これは①、１１の文法事項を１年次に３、２年次に４、３年次に４、

ほぼ満遍なく配置している。特にここでは、３年生の受動態表現、これがほかの教

科書では２年生でもってくるんですけれども、東書の場合は３年生でもってきとる

と。やはり文法を教える上で、ある程度知識が得た段階で、３年で教えるのが、こ

の教科書ともう一つの教科書ぐらいしかありません。ですから、これは、東書はや

っぱり生徒のことを考えてやっているというふうに思います。 

     それから、第４の観点、これは①の巻末の語彙リストでございます。どの教科書に

も、ワードボックスとか単語等がついておるんですけれども、東書の場合は、いろ

いろボーナスワードボックスとか、不規則動詞の変化とか、目標、抱負とかという

ふうにして、生徒が使いやすいように、失礼しました、ページで言うと、３年生の

教科書１０９ページ、ここからずっと巻末の単語の説明とかというところです、こ

こが充実しているということでございます。 

     最後、第５の観点ですけども、東京書籍の場合、ページ６、３年生の教科書です、

基本文というふうにして、ページ７の上、非常にわかりやすくセンテンスが出され

ております。ユニット２を見ましても、主語が違ったらどういうふうな語順が、動

詞の使い方が違うとかというところが示されており、とてもわかりやすいというふ

うに工夫がされているというところでございます。 

     それから次に、ほかの出版社と比べて優れていると思わせるところが、これは東書

だけだったんですけれども、１年、２年、３年の教科書、それぞれのユニットのリ

ード・アンド・シンクというところございます。まず３年生で見てもらったらいい

んですけども、３年生の２６ページです。ここに、最後にその文が何語で構成され

ているかが書かれております。これは、全ての、１年生から３年生まで、全てこの

読みのというところに語数が書いてあって、読み方指導するのに、我々英語教員は

大体１分間で５０語前後、これを一応目安に教えているんですけども、これがある

ことによって指導がしやすくなっているというところが東京書籍のいいところだ

と、優れているというふうに感じております。 

     次に、開隆堂「サンシャイン」でございます。 

     まず、第１観点の優れているところ、報告書の２ページ目、これも④です。生徒の
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日常的な生活について取り上げられている、我が国と諸外国の話題を幅広く取り扱

っているというところでございます。 

     これは２年生の教科書で、プログラム３、発展途上の実情とか、プログラム４、ペ

ージ４ですね、英語学というふうに、いろんな話題、我が国だけじゃなく、ほかの

国の話題が網羅されているというところでございます。 

     それから、第２の観点は②、ペア・グループでの会話の総数、１年生が６０、２年

生が５４、３年生が４３と、３年生でも４３個の会話の練習があると。かなり数が

多くなっていると。３年生でも、３年生、普通読み方の方が多くなるんですけど

も、会話の方がたくさんあるというところが特徴でございます。 

     第３の観点、これは３番目のぽつ２、原稿を検討し、取り入れて話し合うというと

ころで、３年生の３６ページをごらんください。インタビューを準備しましょうと

いうところでございます、３６ページでございます。ここで、原稿をつくっていろ

いろ検討をし合うというところが用いられております。これはあまり今までになか

った点というところでございます。 

     第４の観点、これは、１年生の教科書にありますけども、最後の巻末にありますけ

ども、これのアクションカードというところでございます。それぞれ数多くの動詞

を用いて表現活動をしたり、文章を書いたり、このカードなんですが、アクション

カード、巻末資料⑩ですね、１年生になります。「サンシャイン」１年生でござい

ます。これは生徒にもたせて、いろいろ表現活動をするときに非常に便利なカード

でございます。 

     最後の第５の観点は①、プログラムの終了後にまとめの問題が用いられていると。

３年生で見ていただければ、こういうパワーアップとかというふうにして、１４ペ

ージでございます、それぞれ、とか３０ページ、何回かこの復習ができるというふ

うになっております。 

     ほかの出版社に比べて優れていると思われる点は、このパワーアップ・スピーキン

グ・アウト、３０ページので、こういうところも、特に見開きになって、１ページ

じゃなしに２ページ扱いになっていると。１ページ扱いのところもあるんですけ

ど、やっぱり２ページ扱いで、非常に生徒にわかりやすいというふうな工夫がされ

ているというところでございます。 

     続きまして、学校図書「トータルイングリッシュ」というところでございます。 

     まず、第１の観点、これは４番目の、英語文化圏だけじゃなくほかの地域について

も取り扱われている。 

     ２年生の教科書をごらんください。レッスン２、２０ページ、ブルガリア……。 

◇委員  ２年生。 
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◇調査員 ２年生ですね。 

◇委員  ２０ページ、見開きにある。 

◇調査員 ２０ページ、ありますね、ブルガリア、はい、あります。それから、レッスン４で

イギリス、ページ４６から５０、というふうなものがあります。それから、タンザ

ニア、ブラジル、アルゼンチン、ペルーというふうに、今まで余り取り上げられな

かった国を、英語圏だけじゃなくて、ほかの言葉の国、タンザニアには、レッスン

７、１０２ページです。世界遺産載っております。こういうところが教科書の中に

入ってきているというところでございます。 

     第２の観点は、これも２番のペア・グループでの会話の総数ということです。１年

生６８、２年生５４、３年生でも５２というふうに、非常に対話、ペア学習の数が

たくさんある。５２個設けられているというところでございます。 

     第３の観点、これは３番目、チャプターという単元を設けているというところでご

ざいます。２年生の教科書でいきますと、５ページと４８ページ、こういうところ

でございます。習ったところの非常に復習になるというようなことでございます。 

     第４の観点で特筆すべきは、巻末のリストです。 

     ２年生の教科書でいうと１３５ページ、それからずっと英語で、単語とか、つづり

とか発音とか、規則動詞の変化表とかというのをつけております。こういうところ

が工夫があるというところであります。 

     それから、第５の観点でございますけども、これはレッスンごとにまとまりある文

章、質問に答える問題というのが設けられているというところでございます。スピ

ーキング、３年生の教科書で言えば、１４ページ、１５ページ、それから３２ペー

ジ、３３ページ、レッスンごとにこういう問題が入っているというところでござい

ます。 

     それから、ほかの出版社に比べて優れていると思われる点は、３年生でペア学習が

多いというところだと思います。 

     続きまして、三省堂「ニュークラウン」でございます。 

     第１の観点の特徴、これは、生徒の知的欲求に応える題材を取り上げられている、

４番目。２年生の教科書で言えば、レッスン１、ページ６から９、それからレッス

ン２、イギリスの文化、ページ１１から１９、オーストラリアのウルルと、レッス

ン５、５７から６５、レッスン８、９９から１０７、いうふうに、いろんなところ

で生徒の知的欲求とかに応える題材が取り上げられているというところでございま

す。 

     ２番目の観点ですけども、これは①、レッツトーク、こういうところで買い物や電

話、道案内というものが用いられている。２年生の教科書でいえば１０ページ、道
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案内しよう、それとかレッスン２、２２ページ、もしも雨が降ったらというような

感じです。というふうにレッスンごとに、大体このレッツトークというところで会

話表現というところが用いられているというところでございます。 

     第３の観点は、クラウンの場合は②、３年次の内容構成というところで、通常、ほ

かの教科書にも用いられていますけども、日常、風俗、物語、地理、歴史、伝統、

文化、自然科学というふうなところがどの教科書にも用いられているんですけれど

も、それとは違った、その他ということで２つほど単元が用いられている。３年生

用教科書のレッツリードの１、すいません、レッスン１でした、ここの６ページで

す。マイフェイバリットワールド、それとレッスン７のイングリッシュ・フォー・

ミー、こういうのが、ほかの教科書にはない、その他に分類されるものがクラウン

では読み物として入っているというところでございます。 

     それから、第４の観点の優れているところは、巻末リスト、付録のところですね。

１２２ページから、英語の仕組み、文の形や、英語の場合はどういう語順になるか

とか、いろんな単語、食品、果物、身につけるもの等々、カテゴリーに分かれて表

現されていると、１２８ページですね。これで生徒が引きやすくなったなと。 

     それから、最後の単語の１４０ページからのところですけれども、間違いやすいと

いうか、同じような意味のある単語でどう違うかというところで、今回は、調査員

会のときには「ｃｏｍｅ」を調べとんですけど、１４３ページで、単語のところに

「ｃｏｍｅ」と「ｇｏ」の違い、こういうところを載せとる。１４３ページの「ｃ

ｏｍｅ」のところですね、黒く網かけがしとるような格好ですね、こういうふうな

ところが工夫がされているというところでございます。 

     最後、第５の観点は、レッスンの終了後に、それぞれこのレッツトーク、それから

レッツリッスンとかというものを用いて学んだところを復習していくと、まとめた

り、発表させたりというところがあるというところでございます。 

     それから、三省堂が他社と優れている点というところは、三省堂は昔から写真が非

常にいいというふうに言われていまして、３年生の６９ページ、アイ・ハブ・ア・

ドリームと、キング牧師の、６９ページです、こういう写真です。それとか、特に

有名な１２２ページ、「ハゲワシと子供」と、１１２ページですね。こういうふう

な社会的な写真を用いているというところがこの三省堂の写真の使い方の豊富なと

ころというふうに思います。 

     それから次に、教育出版「ワンワールド」でございます。 

     第１の観点で優れているところは、これは４番目にあるんですけれども、広島県と

愛媛県を扱って、２年生の４４ページ、これしまなみ海道をサイクリングするとい

うふうなタイムリーな話題がすぐに教科書に入っているというとこら辺が特徴的な
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ところです。 

     それから、第２の観点ですけれども、これは、２の観点、ペアの会話、これが１年

生７０あると。非常に数が多く用いられているというところでございます。 

     第３の観点、これは三省堂と同じようなんですけども、その他の単元、これが３年

生のレッスン４、「アスリーツ・アンド・ランゲージ」というところで、ほかのと

ころにはないものを用いとるというところが工夫があるところであります。 

     それから、第４の観点ですけども、これは見ていただいたらわかるとおり、１年

生、２年生の中で、この別冊の付録をつけとると。この別冊の付録が、使い方によ

るんでしょうけれども、非常に工夫があるのかなというふうに思われます。 

     それから、第５の観点でございますけれども、これは各レッスン以外に、既習事項

を統合した活動、レッスン２、レッスンごとに、３つのレッスン１つずつですか

ね、３年生で言えばプロジェクトというふうなことですかね、３８ページ、３年生

の教科書で言えば３８ページ、自分たちの町のガイドブックをつくろうとか、８２

ページ、英語で卒業スピーチをつくろうなどなど、こういうふうにそれぞれ工夫を

しているところでございます。 

     他の教科書と比べて違うところは、別冊をつけとるというところだと思います。 

     最後に、光村図書「コロンバス」ですけれども、第１の観点、これは２年生ですけ

ども、さまざまな国の人物やトピックが取り上げられて、多様なものに触れている

というところでございます。２年生のユニット１とか、アメリカ合衆国ですね、ユ

ニット４、３４ページから３９ページ、いうふうなところでございます。 

     それから、第２の観点、これは、単元ごとに教科書に「さあ、やってみよう」とい

うふうな「ゴー・フォー・イット」というふうなものが入っているということで

す。ページでいきますと、２年生の教科書では４６ページ、「旅のしおりをつくろ

う」、それから１０４ページ、「職場体験の報告をしよう」。これは、２年生にと

っては、夏休みに職場体験がありますので、非常に英語でできるというふうなとこ

ろで、タイムリーなことだと言えます。 

    第３の観点というところは、これは３番目のユアコーチというのがあるんですけれ

ども、１年から３年までの教科書に、ユアコーチ。例えば２年生の４８ページ、ま

とまった分量の英語を聞き取る。どうやったらええんじゃろうかというふうな勉強

の方策というふうなとこが教科書でされている。それから、８９ページ、気もちを

伝える、英文の内容を少しずつ詳しくするというふうなことですね。それから、１

２４ページ、意味の固まりで英語を読むというふうに、教科書の読み方とか意味の

とり方とかというふうなのが各単元あたりで紹介されているというところです。 

     第４の観点ですけども、これはほかの教科書と同じように巻末リストが、どこの教
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科書も工夫はされているんですけども、これもクラウンと同じように、同じような

間違いやすい単語、例えば１４３ページに、ここにも「ｃｏｍｅ」とかがあります

けども、「ｃｏｍｅ」と「ｇｏ」の違いとかというふうなところを紹介している

と。生徒にとっては混同しやすいところなんで、こういうのがあれば便利なんじゃ

ないかなというふうに思います。 

     それから、最後の５番目の観点ですけども、第５の観点は、スキットタイムです

ね、各単元が終わったものに、４０ページ、道案内とか、それからスピーチという

ふうないろんなものが用いられて工夫がされているというふうに思っております。 

     光村のほかの出版社と比べて優れているなというのは、やっぱりユアコーチという

ふうなところで、勉強の仕方とかというふうなところが用いられていると、紹介さ

れているというふうなところではないかというふうに思っています。例えば１年生

で言えば、２５ページ、ここで辞書を使う、辞書の引き方、使い方というふうなと

ころが示されている。英語の勉強の仕方がなかなかわからないというふうな入門期

の指導なんかのときには１年生で非常に役に立つのではないかなというふうに思っ

ております。２６ページです、１年生の。 

     以上が調査結果でございます。 

     以上でございます。 

◇会長  ありがとうございます。 

     確認なんですが、それぞれの教科書で、他社と特に優れているところというのはお

話はそれぞれあったんですが、それがどの観点のどれだったかというのをもう一回

通して整理してもらえますか。 

◇調査員 すいません。 

◇会長  比較はおっしゃったんですけれども、多分これのことだろうなということはそれぞ

れわかったんですが、どの観点とはおっしゃらなかったので、どの観点なのかをお

っしゃってください。 

◇調査員 東京書籍の方ですけども、これは第２観点の見開きページになっているというとこ

ろが、それと、語数はここの観点のところには書いてないんですけども、選考のと

きにいろんな教員から話が出たところでございます。 

◇会長  つまり語数がどうであるかということです。 

◇調査員 読み物のときに、最後に、何語でこの文章か。 

◇会長  それはリード・アンド・シンクのところですね。 

◇調査員 そうですね。それから、レッツリードのところの最後に括弧書きの語数。 

◇会長  そのリード・アンド・シンクとかレッツリードとかはどの観点にかかわるわけです

か。それも第１の観点のことですか。 
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◇調査員 そうですね、読むこと、書くこと、そこの観点に入ると思います。 

◇委員  第１。 

◇調査員 第１です。第１観点です。 

◇会長  じゃあ、もう開隆堂の方も続けて。 

◇調整員 開隆堂の方のアクションカード、これは……。 

◇委員  ４、４ですね。 

◇調査員 第４観点ですか。 

◇会長  ペアとかおっしゃっていましたから、これは第２ですかね。 

◇調査員 第２ですね、はい。 

◇会長  三省堂は。 

◇調査員 三省堂は、これは写真の使い方なので、これはどの観点かといえば……。 

◇会長  ４なんですけど、観点で言えば４なんですが、そのことは書かれてはないんです。 

◇調査員 そうですね、これは、最後のところでいろんな話が出た中で、三省堂のクラウンは

やっぱりこれがいいねというふうな話でつけ加えさせていただきました。 

◇会長  語彙リストとは違いますよね。 

◇調査員 そうですね、はい。 

◇会長  教出は、第４の巻末の語彙ですか。 

◇調査員 そうですね、はい。それも第４の観点です。 

◇会長  光村は第３の③の、ユアコーチが……。 

◇調査員 そうですね。 

◇会長  それでは、質問に参りたいと思いますけれども、全ての教科書で質問ですが、第１

の観点の④番が、確かに題材なんですけれども、ただこれは、題材が何かは問われ

ているのはないのではないかと思うんですが、これ、言語に対する理解を深めるた

めの工夫との関連で、この題材を扱うことで英語を理解するということに適してい

るということだろうと私は考えているのですけども、つまり話題が何かということ

をどんな話題で振ったかということを本当に評価する必要があるのかどうかです。 

◇調査員 話題が偏るのでなく、いろいろ満遍なくある方が、生徒としてもやりやすいと。そ

れから、職場体験とかいろんなものは、その学年学年でありますので、そういうの

があれば、やっぱり勉強をするときの意欲いうところで……。 

◇会長  いろんな場面のということでは理解ができるところもあるんですが、例えば愛媛と

かを扱っているということが英語学習にとって、広島と愛媛、広島、身近だからと

いうのがあるんですけども、それが英語学習にというときには、例えば……。 

◇調査員 それは英語学習に入る前の導入段階ですね。 

◇会長  例えば、もう一つ聞くと、英語文化圏でなく、ほかの地域についても取り上げられ
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ているというのは。 

◇調査員 そうですね、過去、教科書は英語文化圏の話が多いかったですけども、やっぱり今

はグローバルとか言われていますので、ほかのところに話題をもっていくというと

ころは、やっぱり生徒の勉強する意識づけというので、より工夫があるんでないか

なと。 

◇会長  つまり興味を、多様な興味にというところでわからなくはないんですが、英語で英

語文化圏以外を説明したところで、しょせんそれは言語と文化ということを勉強し

たこととは違うんじゃないかと思いますね。英語を使ってこんなふうに考える、英

語ではこんなふうに表現する。 

     例えば実の場での、身近な場面をというのは、すごく題材としては要求されている

とおりの題材であるとは思います。というのが、実の場で、実際の私たちが生きて

いる場で、こんなこと言いたいというときに、ああ、英語ではこんなふうに言うの

か、日本語でこう言うところを英語ではこんなふうに言うのかということを学ぶこ

とができるところが、言語に対する理解を深める、言語とその言語を使った文化に

対する理解を深めることにはなると思うので、こうやって見ていただいたものの幾

つかは、この題材が適切かどうかという観点での評価なんですが、ほかのいろんな

ものがまじっていて、つまりここでは多様であることがつまり学習の動機づけとい

うレベルで、興味をもちやすい話題だということで適切かどうかと判断されている

ように見受けられたんですが。 

◇調査員 どういう段階が、やっぱり英語学習、難しいところがあるんで、入ってくる段階

で、もう小学校から入ってきてますんで、やっぱり動機づけを、導入への、ほかの

教科でもそうだと思うんですけれども、特に英語の場合は、まず興味関心を持たせ

るというところは大きい要因の一つではないかなと。 

◇会長  そういう意味でおっしゃっているということはわかりました。 

     ほかにはいかがでしょうか。 

◇委員  いいですか。 

◇会長  はい、どうぞ。 

◇委員  今、報告書の総括を説明していただいたんですが、それの背景になっているそのＡ

３の横の表、これを見せていただくと、例えばこの３ページ、英語－３「主体的に

学習に取り組む工夫」ということで、大きく３点、３つの観点で示してもらってい

るんですが、例えばその視点て書いてあるその１つ目の「題材が意欲を高めること

になっている」というものに「外国や外国語への興味を深める工夫があるか」とい

うふうな調査研究の視点があったと思うんですが、それに対してその調べられてる

ことが、日常生活で使える場面に応じてという日常場面との関連というくくりで全
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部くくっているんですね。それはなぜその「外国や外国語への興味を深める工夫が

あるか」につながるのがという疑問であったり、あるいはその、さらに、英語－４

に行くと、３つ目の視点、「学んだことを活用したり、家庭学習等に取り組もうと

したりする意欲を高める工夫があるか」という調査研究の視点なのに、「情報収集

や発信する内容構成になっているかどうか」という特徴で調べられていると。 

     あるいは視点、もう一つ調査研究の段階で加えられて、小学校外国語活動からの接

続の工夫というものが入っていると。ここらは、何かそのミスマッチな感じがし

て、もしかしたら言葉が足りないだけかもしれませんが……。 

◇調査員 そうですね。なかなか主体的に取り組んで、外国や外国語への興味を深める工夫が

あるかというのは、やっぱり身近な題材から興味・関心を引き出していくというと

ころで調べているというところです。やっぱり興味・関心がないと家庭学習に結び

つかないというところがありますんで、やはり題材とかというのは、生徒にとって

は非常にぱっと見というんですか、非常に大切なことではないかなと。ですから、

教科書で言えば、絵を使っているか写真を使っているかで生徒の食いつき方も全然

違ってきて、これ興味が出てきたら一人でも勉強すると。これは教員の授業のもっ

ていき方にもあるでしょうけども、やはり初任者が授業をするという上では、やっ

ぱり教科書というのは非常に大切なものだと考えましたので、やっぱり興味・関心

をもつものを中心に選んでいったというところだと自分は思いました。 

◇委員  そういうふうにうまく説明をつけられればいいんですが、それがうまくいかない

と、これは県の調査研究をそのまま写してあるだけじゃないのというふうにとられ

かねない。そこの選定資料の１９８ページから内容とほぼ一致しますよね。例えば

１９８ページの内容は、視点の、尾道で言うところの視点の１つ目のものに当ては

まっている、２つ目はペアやグループでの会話ですから、これはもう尾道であろう

が県であろうが一緒。それから、３つ目の視点は、県で言うたら２００ページのも

の、情報収集し発信する内容構成のテーマ及び具体例とほぼ同じことが記載されて

いる。 

     もしも、その調査員の先生方がこういう解釈でこうだから、今おっしゃっていただ

いたような説明ですね、うまく入ればいいのですが、うまくはまっていなかった

ら、ただその県のを写しただけじゃないのって言われる可能性もあるので、ここは

もう一度事務局中心に慎重にされた方がいいじゃないかと思います。 

     ほかの教科がどうかにもよるんですが、今さっき理科の見る限り、理科のは違って

いたので、どちらかというと、ここはもう一度検討してもらうか、あるいは表現を

今先生説明されたような表現で書きかえられた方がよいと感じました。 

     以上です。 



－36－ 

◇委員  今のお話聞いていると、第１の観点の４つ目の「扱われている題材は適切である

か」ということが、実は日常会話、第２の観点１の日常的なところ、これはもう日

常会話というのは英語を学習する中で外せない中身なので、これは適切であるとい

うふうに、これはそのまま入れてもらって、「外国や外国語への興味を深める工夫

があるか」というのは、さっきの御説明いただいたように、ほかの教科との関連と

かさまざまな国を扱っているかというので、そういうふうにした方がかえって説明

がつくのかなという気もするんですけれども。 

     あと、事務局の方と検討していただいて、もし構わなければ、修正させていただい

てと思っています。 

     続けて、すいません、現行の教科書は何ですかね。 

◇調査員 はい。 

◇委員  現行の、今使っている教科書は。 

◇調査員 東京書籍です。 

◇委員  東書。 

◇調査員 はい。「ホライズン」です。 

◇委員  今使っておられる教科書の中で、ここは使いやすいとか、ここが使いにくいとかと

いうことがあればお願いします。 

◇調査員 そんなに大きな使いにくいということはありません。やはり初任者であっても、経

験者であっても使いやすいというところです。 

◇委員  現行の「ホライズン」と、新しいこの東書の「ホライズン」で、何か新たに大きく

改善されたなというところがありますか。 

◇調査員 これはやっぱり語数、これをつけて、読み方に力が入ったかなというところ。調査

員の方は、結構考えてくれているねというふうに言っているんですけれども、やっ

ぱり文法的に、ほかの教科書には受け身の学習を２年生でもってくる段階で、やっ

ぱり３年生にもってきている。やっぱり文法学習のする上で、やっぱりこっちの方

がいいんじゃないかなというところは、調査員ほぼ全員がそういった意見でした。 

◇委員  もう一つ、続けていいですか。 

◇会長  はい。 

◇委員  触れられなかったんですけど、キャンドゥリストのことで、東書のキャンドゥリス

トに当たるところというのは……。 

◇調査員 東書のキャンドゥリストですね。１年生の２ページから３ページ、また３年生の２

ページから３ページ、見通しですね、見通しとかというところ、この辺がキャンド

ゥリストになるんじゃないかなというところです。 

◇委員  すいません。ペア・グループでの会話の総数という、その６８とかというときの単
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位は何なんでしょうか。その６８ターンあるという意味ですか、それとも６８カ所

……。 

◇調査員 ６８個あるとか。 

◇委員  個の単位は「カ所」ですか。 

◇調査員 「カ所」ですね。 

◇委員  「カ所」ですか。 

◇調査員 はい。 

◇委員  例として挙がっているのが、何か問題として出題し合いましょうとか、何か会話し

ましょうというものが挙がっているんですが、本文中にも会話があったりします

が、そこは数えていない。 

◇調査員 それも数えています。 

◇委員  それも数えているということなんですか。と、必ずしもペア・グループでの会話の

総数の有無といっても、課題としてやらせているわけではないということはあると

思います。本文中が会話になっているだけで、課題としてペアのやりとりをさせて

いるわけではないということですか。 

◇調査員 いや、多分これは全部ペア学習を取り入れるようにしてますんで、授業中には必

ず。 

◇委員  でも、問題として設定されている場合と、例えば括弧を穴埋めをするようなやつも

ありましたけども、それと、その本文中に会話が書いてあってそれを読むというの

は同じとして扱っているということですか。 

◇調査員 そうですね。 

◇委員  実際の運用では、本文中による会話もペアで、運用上はそんなふうにペアでしてお

る、使うことになります。 

◇会長  ほかにはございませんか。 

     市民アンケートの中に、日本語の解説がついているとわかりやすいというような御

意見があるんですが、それはどの教科書の何のことを言っているかというのは。 

◇調査員 日本語の解説ですか。 

◇会長  日本語解説がついているとわかりやすいというアンケート。 

     もちろん日本語はぱらぱら出ているんですけれど、それが解説として出ている。問

題で、何々しようとかというのは解説ではないですから、これはこんなときにはこ

んなふうにするんだという解説に当たるものが日本語でついているとわかりやすい

という御意見があるんですけれども、それはどういったものを指しているかという

ことは。 

◇調査員 いや、初めて耳にしますね。 
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◇会長  例えば学校図書なんかだったら解説がついていますけどね、これは解説ですから

ね、そういったことを指しているのかなとは思うんですが、それが各者で差がある

ということがあるんでしょうか。 

◇調査員 だと思います。 

◇会長  確かにそういう解説がついていると、生徒が自分で読んで自分で勉強できるという

ところがありますよね。授業で先生の解説を聞き逃してしまったらもうそこでわか

らなくなるでは困るわけで、そうした英語の教科書が……。 

◇調査員 多分日本語解説というのは、本文の訳とか……。 

◇会長  そんな教科書ありますか。 

◇調査員 ないですね。 

◇会長  ないですよね。 

◇調査員 多分、教科の先生によっては、本文訳を配る人、黒板に書く人、口で言う人という

のが、いろんなやり方があると思いますんで、本文があったらその内容というのが

下の方にあると、英語がわからない子もこの文章はこういう意味なんだなというの

がわかるんじゃないんかなというふうな意味かなとは思うんですけども。 

◇会長  実際の具体的な教科書について言っているんではなくて、願望としてこのアンケー

トのご意見があるのでしょうか。 

◇調査員 そうですね。 

◇会長  その上で、生徒が自分で予習したり、自分で復習したりということにふさわしい、

使いやすい教科書というのは御指摘できそうですかね。 

◇調査員 やはり基本文が一番わかりやすいというところで、東書ですかね。 

◇会長  東書のどういうところなんですか。 

◇調査員 やはり生徒にとって、やっぱり授業の構成とかというところもありますけれども、

いろんな活動とかが、英文が入ったりして、自分で同じようなものをつくりやすい

と。それから、先生方もやっぱり継続して教えることができるというふうなんある

し、それから初任者も使いやすい。昔は、教科書を教えるか、教科書で教えるかと

よく言われたんですけども、今は教科書で教える内容も教科書の中に一定入ってき

とんで、初任者であってもやっぱり使いやすいんではないかなというふうに思いま

す。 

◇会長  聞きたかったのは、生徒が……。 

◇調査員 生徒が。 

◇会長  はい。生徒が自学自習するのに使いやすいというのが、特に東書で具体的にどうい

うところでしょうかという質問です。 

◇調査員 やはり基本文があるというところと、やっぱり文の量というところが、内容は、や
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っぱり教科書だって非常に難しい内容もありますんで、選定委員の方で、自分の方

で一応読んだときに、やはり東書の内容が一番生徒にとってもいいんではないかな

と。難しさにおいても、そんなに難しい内容はないんではないかなというふうな話

が出ました。 

◇会長  ほかには皆さんいかがでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  御質問ございませんようですね。 

     じゃあ、調査員の先生ありがとうございました。御尽力いただきました。調査結果

を検討させていただいて、尾道市の生徒に適した教科書の選定に活用していきたい

と思います。 

◇調査員 どうぞよろしくお願いいたします。 

◇会長  それでは、審議に移りたいと思います。 

     しばらく時間をとりますので、それぞれ教科書をお手にとられてですね、御検討い

ただきたいと思います。 

     おおむね今お話し聞きながら、大体具体例幾つか示していただいたので、一通りは

ご覧いただけているんだろうと思いますけれども。 

     始めさせていただいてよろしいですかね。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  ではまず、東書からご意見いただきたいと思いますが、調査員の方からは、第２の

観点の①、日常生活で使える場面の表現ということが取り上げられていることを評

価されておりました。 

     皆さんの方で東書について御意見ございましたらお願いいたします。 

     調査報告にはそう表現されてはないんですけれども、第４の観点の巻末語彙リスト

が充実しているんだという御説明の中で、それは巻末語彙リストのワードリストの

ことだけではなくて、そこに始まって、その後のことも触れられていたとは思うん

ですけれども、ボーナスワードボックスだとか、はがきの書き方だとか、要するに

巻末の資料、語彙リストのことだけではなくて、充実していると御指摘されたのは

巻末資料トータルでのことではなかったかと思うんですけれども、確かにここは充

実しているなと思いますので、ここは丸をつけてもいいかなとは思うんですけれど

も、皆さんいかがでしょうか。ほかのところの方がより特徴だということがあれば

それでも結構ですけれども。 

◇委員  よろしいですか。受動態は３年生で出てくるというのはここで話が出たと思うんで

すけど、その辺が大きな選考のその要素になることの、そこは全くわからない、調

査員の先生に聞けばよかったんですが、聞きそびれて。それ、いろいろ捉え方はあ



－40－ 

ると思う。 

◇委員  はい。これは考え方かなと思います。なぜ受動態が難しいかというと、一つは日本

語にない表現、かつ文法の形式だということと、過去分詞という動詞の形が使われ

る、これがポイントなんですが、実はもう一つ完了形という、現在完了形というの

もあって、同じような形で使われる。そうなると、３年生でいきなりその過去分詞

を使うものが２つぽんぽんと出てくるのは、結構それはそれでしんどいのかなとい

うのもあります。 

     考え方で、受動態が、完了形の方に先に出ているのかもしれないんですけど。何と

も、これは指導者の考え方になるのかなというふうに思いますね。出てないです

ね、３年生になってですね。 

◇会長  簡単に言うとすると、積極的評価することでもない。 

◇委員  そうですね。 

◇委員  と思います。 

◇会長  ただ、生徒の学習が無理がないような配慮になっているんだろうとは思いますけど

も。ただ、その分、３年にボリュームが行ってしまうわけですから。 

◇委員  そうですね、３年生で２つ。小学校で外国語活動が導入されていることを考えたと

きに、あまり文法的に難しいことを後々にもっていくというのが果たして適切かど

うかというのは疑問かなというふうには思います。 

◇会長  ほかにはないでしょうか。 

◇委員  今小学校の話をさせてもらったんですが、小学校で外国語活動をやって、その体験

をしている子供たちが中学校で初めて教科として英語に出会ったときに、一番滑ら

かに入れる教科書はどれかなというふうに今見させていただいたんですが、調査員

さんも、２の観点の最後のところ、第１学年時導入における小学校外国語活動の接

続の工夫というところでずっと調べていただいているんですが、これ東書の特徴と

して、最初に身の回りのものとか、英語でいろんなことを言おうというふうに、外

国語活動のことがここで復習できるような、思い返せるようなものが入っていて、

初めて文字に入るということで、今度は文字をゆっくりと扱っていて、音声と文字

との結びつきということを意識されてという意味で、接続という面では非常に工夫

をされているのかなというふうに私は、調査員さんの方はおっしゃらなかったの

で、それを取り挙げるのはどうかなと思うんですが、これが一番「ホライズン」の

特徴と言えるところかなというふうに思いました。ほかの教科書は、割とそこが、

「サンシャイン」、「トータル」なんていうのは、もう最初からぽんと、あまり小

学校のときの活動ができる場面というのが分量的に少なくて、すぐ会話に入ってい

るよう感じたところです。 
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◇会長  今おっしゃってくださった学習事項の接続が考慮されている、学習事項の無理のな

い展開が考慮されているとか、表現をつけ加えた方がいいかと思います。 

◇委員  無理のない、を入れたらいいのかなというふうに。 

◇会長  「配列しており」で読点でつないで、「学習事項の無理のない接続が考慮されてい

る」というふうに表現をつけ加えたいと思います。 

     満遍なく配列しているということだけでは、優れた点にならない言葉だろうと思い

ますので、今ので修正したいと思います。 

     じゃあ、１番から、第１の観点に４点ありますけども、第１の観点につきまして

は、もうこれはこのままでよろしいですかね、④番ですね。 

◇委員  おっしゃっていたが、他教科と関連した内容のことをおっしゃっていたような…。 

◇会長  あれは第２の観点じゃなかったですかね。 

◇委員  あ、第２ですかね。 

◇委員  第１です。 

◇委員  １の④です。 

◇会長  ああ、第１の④ですね。あれはどうなんですかね。私が聞いていて、本当にそれが

必要なのかどうかというのはよくわからなかったんですが、理科や社会等の内容が

英語で使われているというのは。 

     確かに広く見たときには、理科的な内容、社会的な内容を英語で表現できるという

のは、大きな視点で言えばそれは意味のあることではあるんですが。あえて入れる

んだったら、ここの「学校行事や」の後に「他教科の話題など」とつけ加えるぐら

いですかね。話題程度です、これは。理科的な思考をこの英語のテキストで学ぶと

かというわけじゃ、全然そういう問題じゃないんで、単に話題として理科の内容に

触れているということなので、「他教科の話題など」、これをつけ加えてはどうで

しょうか。 

     第２の観点は、ここが東書の特徴ということで取り上げられていたと思いますが、

これはこの表現でよろしいでしょうか。 

     見開きページとか語数とかといったようなことが説明段階ではお聞きをしたんです

が、文章の中にはそれ表現されてないんで。 

     それと、語数が示してあることというのが先生にとって便利だというのは、それは

違うんじゃないかなと、教科書の選定基準としては。生徒にとって使いやすいと

か、生徒の勉強になるんだというんだったらすごく意味があると思うんですけど、

それは違うわね。それだったら、指導書にこのテキストのここは何語で構成されて

いますというのがついてりゃそれで済むことですから、もし書くんだったら、その

ことが生徒の役に立つんだという意味で書かないと、むしろマイナスではないかと
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思うんですけれども。 

     これ、見開きって何がいいんでしたっけ。見やすいということなんですかね。そう

すると、それは第４の観点のが正しいのであって、これ①番ですね、このまんまだ

と、これがいいんだということが明確になりにくいので、「提示しており、英語表

現の習得に有効である」とか、そういうふうに書きかえたいと思いますが、いかが

でしょうか。よろしいですかね。 

◇委員  今どこの部分ですか。 

◇会長  ごめんなさい。第２の①です。 

◇委員  第２の①。 

◇会長  はい。第１は、「他教科の」というのはつけ加えたと思うんですけど、修正があっ

たんですが、次は第２の①です。基本練習と発展練習を提示してあるとか、ステッ

プを１から３まで設定してあるという事実を列記してあっても、それは何にもなら

ないので、だからどうなのかということまで言わないといけないんじゃないかと。

日常生活で使われる場面の表現に応じてというところがやっぱりポイントなんで、

この「提示している」で終わらずに、「提示しており、英語表現の習得に有効であ

る」というふうに言ってしまった方がいいかなという御提案をしています。 

◇委員  内容的には賛成ですが、ただ今回の２の観点の①は「課題意識を喚起するための工

夫」というふうにされているので、先ほど言われた、私が調査員に質問したときに

言われたように、今の調査研究の第２の観点の①の日常生活というのは第１の観点

の④の方に移行する可能性がありますよね。ここは、意欲を高めるものになってい

るとともに外国や外国語への興味を深める工夫があるかどうかが本来の調査研究の

視点なんで、そこから外れると、あと処理するのが難しくなるかなと思います。 

◇委員  その第１の観点に入れましょうか、それ。 

◇会長  いや、このまんま。英語で課題というのがなかなか設定しにくいんですけど、でも

これはやっぱり課題の問題なんじゃないかなと思うのは、これどう表現するの、こ

んなときどう表現するのというのが一つの課題なんだろうと思いますね。そこで、

日常生活で使えるということが生きてくるんだろうと。こんなときどう表現するの

かということを考えさせるということがあると、課題として扱えるんじゃないか

と。 

◇委員  今の内容が課題ということで意識されるためには、生徒が日常生活で使えるように

ステップ１から３を設定し、××することで何とかしていると。課題にかわるよう

な言葉が入ればちゃんと読めるとは思う。 

◇会長  場面の表現の中身が使えるように、そこへ目的が示されていると、かなり問題がは

っきりしますので。そこ書きかえてください。「日常生活で使えるように提示する
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ことで、こんなときどう表現するのかを考えさせる活動になる」と、「活動が設定

される」と。ということでまとめて、また次回に完成したものを確認しましょう。 

     第３の観点は①なんですが、これ先ほど修正がありました。 

     第４の観点はどうですか。 

     これは、「巻末語彙リストを初めとする」ぐらいをとって、「巻末資料が自学自習

に使いやすいものとなっている」というのはいかがでしょうか。 

     あと、具体がぱらぱらと列挙されているんですが、それ必要でしょうか。分野別絵

つき単語リストとか。これを……。 

◇委員  今のを使って、「巻末の資料が授業の中での言語活動や家庭学習に活用しやすいも

のになっている」と言ったらいいんじゃないかと思います。 

◇会長  「巻末資料が」、何々などのという、これ幾つか挙げてもらってもいいんで、ボー

ナスワードみたいなのを挙げてもらいながらでもいいんで、「巻末語彙リスト

や」、幾つかこれ挙げてもらって、全部でなくていいと思いますが、「などの巻末

資料が言語活動や家庭学習に」、さっき何て……。 

◇委員  さっき何て言いました。「授業の中での言語活動や家庭学習に活用しやすいものな

っている」。 

◇会長  「活用しやすい」、使いやすい、活用でしょうね、「活用しやすいものになってい

る」と修正をしたいと思います。 

     第５の観点の方に行きますが、これは１個しかないんですけども、これこのままで

よろしいですかね。 

◇委員  「また」以降も入れると、その議論が多いという、多い、少ない、一体何が多いん

かというのはわからんのですが、１文目だけでいいですね。 

◇委員  はい、一文だけでいいと思います。 

◇会長  「また」以降、削除しましょう。 

     次の最後の一文も「多い」なんですけれども、「多い」という言葉は取ってしまっ

て、「活動が設定されている」ぐらいにしましょうか。事実を言っているだけなん

で、余り有効ではないんですけども。「多い」を取ってということにさせてくださ

い。括弧を取ってしまって１つで終わってもいいです。その活動が設定されている

ことがよかろうということで、評価できると思います。 

     東書については、丸をつけるのが、第２の観点と第４の観点がつく、よろしいでし

ょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  開隆堂、第１の観点から参りますが、第１の観点は④でしたですかね。 

◇委員  はい。 
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◇会長  「などを取り挙げている」というものだったんですが、最後。生徒の興味を引くも

のとなっているということがおっしゃりたかったことのようですので、そういうふ

うに文末変えた方がいいんじゃないですかね。「など生徒の興味を引くものとなっ

ている」という修正をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

◇委員  もう一度お願いします。今どこのとこですかね。ごめんなさいね。 

◇会長  開隆堂の第１の④。 

◇委員  第１の④。はい。 

◇会長  「などを取り挙げている」の「を取り挙げている」を取って、「生徒の興味を引く

ものとなっている」。 

◇委員  はい。 

◇会長  第２の観点は、ペア・グループでの会話の総数ということで、数字が示してあるだ

けですが、充実しているということですかね。この数を示しているだけで、だから

ということを書いてないんで。 

◇委員  学図の方が多いんでしょう。 

◇委員  学図の方が多い。 

◇会長  一つは、単純にこの数が一つでも多けりゃ良いのかということもあります。 

◇委員  先ほどの質問と同じような意味で。 

◇会長  なら、これは数の多い少ないの問題ではないんだけれど、ペア・グループでの会話

ということが充実して力入れられているということは評価していいんじゃないか

と。会話が充実しているということだけ言ったらいいんじゃないかと思います。数

字はあくまで参考ということで。 

     第３の観点は、③番の原稿を検討し合う内容がというところが評価されていた項目

です。そしたら、前半要らないんじゃないですかね。風俗１、物語２というような

数字は、そのことに意味があるのか。それから、他の教科書ではその数字が違って

くるわけですが。これは、後半の「原稿を云々」というところだけでよろしいんじ

ゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。 

◇委員  はい。 

◇会長  それじゃ、そういう形とらせていただいて。 

     第４の観点は、アクションカードが便利というのが出ていたんですけれども、「ア

クションカードが学習活動に有効である」、当たり前のことなんですが。この中で

有効なことといったら、左のページでは２番目の「枠の中に語句の使い方などにつ

いての説明がある」というのは、これは残してもいいかなと思うんですけれども、

ほかのは、それがどうなのかということを言わないと、羅列しても意味がないよう

に思いますが。 



－45－ 

     ということで、その２点残す形でいかがでしょうか。とりあえずこれでつくらせて

いただいて、あと修正したいことは、機会ありますので。 

     第５の観点につきましては、どうしましょう、これはこのまま行きましょうか。括

弧の中は取る。 

     学びの定着が図られているということですけれども、これ第５の観点は言語活動の

充実なんですよね。 

◇委員  そうですね。 

◇会長  プログラム終了後の活動が少ないとあって、言語活動の充実というと、それはマイ

ナスポイントになってしまうというように読めてしまうんですがね。 

     皆さん、それぞれのプログラム末のまとめ問題をごらんいただいて、それが言語活

動としてのものかどうか、議論していただければと思います。 

◇委員  これのパワーアップ。 

◇委員  パワーアップスピーキングとかパワーアップライティングとか。 

◇委員  うん。言語活動は大分入っている。 

◇会長  このパワーアップのことですかね。 

◇委員  はい。 

◇委員  プログラム終了後にまとめの問題を……。 

◇委員  設定しているということですね。 

◇会長  少ないなどと言わずに、プログラム終了後の活動、これどれもプログラムのうちな

んで、プログラム末のとか、単元末のパワーアップによって……。 

◇委員  マイプロジェクトのことを指しているんとは違うんですか。 

◇委員  マイプロジェクトもあります。 

◇会長  パワーアップのことだけではなくて。 

◇委員  マイプロジェクト。 

◇会長  マイプロジェクトの方ですかね。 

◇委員  このパワーアップとかマイプロジェクトというところでやったことが、実は巻末に

できるようになったことリストというのがついていて、そことリンクさせて確認で

きるようにうまく実は多分なっているんだと思うんです。ここでやったことが、こ

こでできるようになったことというふうにチェックしていって、英語の場合、キャ

ンドゥリストの活用というのがすごく言われているのを意識されているんだろうな

というのが見てとれるというか。だから、学習した後に自分たちで書いたり読んだ

り聞いたりする活動をして、その後でこのリストで、ああ、できたというふうにチ

ェックしていくような多分使い方がしてあるんだと思われるので、そういう表現を

入れて……。 
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◇会長  むしろそこを入れて書いた方がいいですよね。 

◇委員  これが実は特徴なんではないかなと思うんですが、すいません。 

◇会長  じゃあ、もともと調査員さんの書かれたことと内容変わってくるんですが、こんな

ふうに案を出しますので。「巻末の『できるようになったこと』で、言語活動の成

果を振りかえることができるようになっている」、言語活動の成果、その活動で身

についた学力として何ができるようになったかということを生徒自身が振り返るこ

とができるということじゃないかと思います。 

     もう一回言いますね。「巻末の『できるようになったこと』で言語活動の成果を振

り返るようになっている」、「振り返ることができるようになっている」というこ

とで書きかえていただきたいと思います。これは良いポイントですよね、これ。評

価したいポイントですね。 

◇委員  この使い方ができるのが特徴です。 

◇会長  特に開隆堂の意見というのは、さっきのアクションカードと、今の第５の観点も上

げます。 

◇委員  アクションカードは１年生にしかなくて……。 

◇委員  うん、１年生だけね。 

◇委員  だから、今のキャンドゥリストというか、最後の方が特徴があるのかな。 

◇会長  そうですね、弱いですよね。 

◇委員  ええ。そのできるようになったことはもう満遍なくありますよね。 

◇会長  そうですよね、第５の観点、今御指摘いただいて改良したところを丸にしたいと思

います。いいですか。 

◇委員  これは、各学年で全部同じ、３年間で、ああ、緑色が３年生。なるほどなるほど、

このようになっとるんですね。 

◇委員  これは、この教科書工夫されたところですから。 

◇会長  じゃあ、学図へ参ります。 

     学図につきましては、第１の観点は④、これも、もしこれを選ぶんだったら、生徒

の多様な興味を喚起するものになっているということぐらいですかね、もしここを

選ぶんだったら。 

     でも、ほかにアピールされたところではないので、「取り上げられ、多様な興味を

喚起するものになっている」と。ここは、多様なというか、広いということをおっ

しゃっていると思いましたけども。 

◇委員  また、すいません、先ほどに返るんですが、第１の観点の④だと、言語に対する理

解を深めるための工夫で、どちらかというと今の中身というのは２番目の観点の

①、課題意識を喚起するための工夫であったり、学習意欲の向上であったり。 
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◇会長  ああ、そうですね。さっきと同じですね。 

◇委員  だから、もうこれは２の方と入れかえてしまった方が手っ取り早いような気がしま

す。特に英語圏以外のということになると、外国や外国語への興味を深める工夫と

かになりますので。 

◇会長  そうですね。外国語への興味を深めるものになっているという言い回しで、第２の

観点の方にじゃあ移動して。 

◇委員  それ、④が２になるんですね。２の……。 

◇委員  ２の①、②。 

◇会長  第４の②ですかね。今のを、第１の観点の④を……。 

◇委員  第２の観点。 

◇会長  第２の……。 

◇委員  観点の①。 

◇会長  ①。そうすると、第１の観点は特に、選ぶとしたら③ですかね。 

◇委員  ぐらいですかね。 

◇会長  ③をじゃあそのままかわりに選ぶことにして。 

     第２の観点の方は、調査員の方ではペアの会話がということだったんですが、丸を

つけるのはこっちの方ですかね、この第２の観点の中で丸になるのは。ただし、こ

こに丸つけるとは限らないということにさせていただいて。第３の観点の方は、③

番が御説明の中には出たんですが、これはよろしいですかね。これが特にすぐれた

ところとして丸をつけたいところということですが、それはよろしいでしょうか。 

◇委員  そうですね。 

◇委員  これと重なって……。 

◇委員  重なっている。表現活動というのは③と。 

◇会長  ああ。 

◇委員  まあ、特徴といえば……。 

◇会長  同じもの２つ入れちゃだめですよね。 

     じゃあ、第１の観点③は削除、②の後半だけ。４領域、課題になっとる総合的な力

の育成って、そりゃ当たり前のことなので、これ削除です。ただ、前の単元で学習

したのを次の単元に生かしてという、これを使いましょうかね。そうすることで基

礎・基本が定着していくということで、これはわかりやすいと思います。 

     第１の観点は、②番の２文目だけ残す。 

     特に異論ないと思いますが、第３の観点の③番が学図の特にすぐれたところという

ことになると思います。 

     第４の観点は、これは羅列してあるんですが、どうしましょうかね 
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◇委員  そうですね。 

◇委員  そこからスタートなんでしょうけども。 

◇会長  １つは、巻末語彙リスト、それぞれの観点。 

◇委員  残すよね。 

◇会長  ですよね。これを削除したらいけないですから。「巻末資料が充実している」、す

ごいシンプルですけど、そっけないですけど、それでいきましょうかね。 

     最後、モアワーズとか世界の中学生の自己紹介文などについて、これは単語リスト

のところでもあるもんですから――あ、分野別絵つき単語リストもいいかもしれま

せんね。ここから３つをそのまんま挙げて、ページ何とかとか、裏見返しとかとい

う括弧の中は取ってください。「分野別絵つき単語リスト、モアワーズ、世界の中

学生の自己紹介文など巻末資料が充実している」とさせてください。 

     第５の観点はいかがでしょうか。 

     括弧の中取るということぐらいでいいですか。 

     大丈夫ですね。 

     学図については、丸がついたのが第３の観点の③だけですか。これはこれでよろし

いでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  じゃあ次、三省堂参ります。 

     三省堂は、第１の観点は④、これはいかがでしょうか。 

     これ、先ほど来、他者でも出ていることですので、やっぱり第２へ回しましょう

か。そうすると、ほかのものを選ばなくちゃいけなくなるんですが、それは②でし

ょうかね、基礎・基本ということで言えば。ということで、②を使わせてくださ

い。 

     読み書きのバランスは、どうしましょうかね。バランスを考えるのと段階を追って

活動するというのはどうつながっているんですかね。段階とバランスと両方、領域

バランスと段階というのが多分並行していっているんだろうと思います。これはこ

のまんまとりあえず残させてください。 

◇委員  多分聞く、話す、読む、書くの４つの活動をうまくつなげていくということじゃな

いかと思います。 

◇会長  はい。じゃあ、これこのままで。 

     第２の観点は①番、レッツトークのことが取り上げられていますが、これはこれで

いいですか。よろしいですか。 

     第３の観点、②でしょうか。 

◇委員  これ特徴ですか。 



－49－ 

◇会長  ですよね。第３の観点は、これは分野と単元数が書いてあるだけですけど、これは

このままでは使い物にならないですよね。しかも合計数が１０というのは、他者で

も１０前後ですから、特別変わったことではないですね。どこかの分野に特徴があ

る、これバランスがいいということが言いたいんでしょうか。 

◇委員  その他が２つあるということ。 

◇会長  ああ、そうですね、そこに丸入っていたんで。それがなぜいいのかがわからないん

ですが、聞き漏らしてしまったんですが。 

     でも、そこ想像してもしょうがないんで、ほか選びましょう。③番を選びましょ

う。これ、次回からは、何が幾つあるという数字、どういう意味があるかというこ

とまで書いてもらうようにしましょうね。これは、調べましたということを表明し

ている以上のことはないので。 

     第４の観点行きます。 

     第４の観点は、巻末語彙リストのことなんですけども。 

◇委員  写真がいいっておっしゃっていましたね。 

◇会長  そうですね。それも載せにくいですよね、そのまんまでは。 

     まあ、この文にしましょうか。英語の仕組みというのがあるんですが、この教科書

には、「英語の仕組みなど、日本語で訳や説明があり、家庭学習に便利である、有

効である」、「また、写真、資料など学習意欲を喚起するものになっている」とい

うことで、２種類あるということなんですけれど。先ほど答弁の中では、調査員の

方のお答えの中では、日本語の説明がということは特にどの教科書ということはな

いということだったんですが、三省堂、実はあるんで、そのことを踏まえて書いた

らどうかと思っています。 

     その上で、この第４の観点の丸印をつけることにしてはいかがかと思います。写真

だけだと、やっぱりさすがにそれで丸をつけるということは、評価することとして

は弱いと思いますので。家庭学習のしやすさというものは非常に価値のあることで

すから、英語の仕組みというそのコーナーが設けてあることを評価して、しかもそ

れが日本語訳や説明がついていると。 

◇委員  例えば日本語と英語の見方の違いとか、あと単語リストの中に日本人にはわかりに

くいニュアンスのことが詳しく説明してあって、そういう意味ではすごく丁寧な感

覚の違いを、日本語と英語の感覚の違いをわかりやすくしてあるというのはすごく

いい特徴ではないかなと。 

     例えば３年生の１２４ページあたりには、日本語と英語の違いというのを、「上」

というのはこういうふうに考えるんだよとか、単語リストの中ではグレーで囲んで

いるところが、日本人にはわかりにくい英単語の解説がしてあるというのは、よそ
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の教科書にはないいい特徴なのかなと。 

◇会長  はい。さすがですね。今のをいただいて。 

◇委員  すいません、読んでください。 

◇会長  「英語の仕組みや語彙の用い方など、各家庭学習に役立つものになっている」、

「自学自習に役立つものになっている」ということでいかがでしょうか。 

     「英語の仕組みや語彙の用い方など、家庭学習に役立つものとなっている」。これ

非常に有効なことですので、丸をつけると。 

     第５の観点の方は、これはこのままでよろしいかと思いますが。 

◇委員  はい。 

◇会長  括弧の中は取るということで。２から３のレッスンに一つ。 

     丸は、三省堂の場合、第４の観点１つ。 

     教出ですが、教出は、第１の観点、他社と同じように④番は第２の観点にやっぱり

移動ということになりそうですかね。「題材になっているなど、生徒の興味を引く

ものになっている」ということで、第２の観点が移動。その上で、基礎・基本とい

うことでいえば、やっぱり②番でしょうか、生かすんだったら。 

     第２の観点につきましては、ごめんなさい、これを聞いているとき他の事考えてい

たので、どこが丸でしたかね。 

◇委員  ２です。 

◇会長  ２ですかね。 

◇委員  第２は②。②です。 

◇会長  また、ここも②ですね。じゃあ、ここらは開隆堂の表現でいいんじゃないでしょう

か。会話の数少ないですよね。１年が多いので。 

◇委員  うん、１年は多いけど……。 

◇会長  開隆堂のときには、３年生になってもまとまった会話が出されていることは評価で

きるということだったんですが、その論法だと、教出はこれだめということに。 

     でも、これはやっぱり、総数でここで丸をつけてきてらっしゃるわけだから、充実

しているということだけ書けばよろしいんではないかなと思います。 

     それか、ほかのを選ぶかですよね。多いわけでもないですよね。 

◇委員  ええ。 

◇会長  そうすると、むしろ３番なんかの方が特徴的かもしれませんね。３番でしょうか

ね。このままだと、これが第２の観点の教出の特徴ですというには、ここが充実し

ている部分というのを、入れるということではいいかとは思いますが、このまま２

番で、②でいきましょうか、それともほかを選びましょうか。 

 下にテーマがいろいろ上げられているのは、これは③番についてもテーマですよ
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ね。日本で有名なものを紹介とか、日本の行事や風物について説明するとかという

のは、情報収集し発信する内容ということの具体だろうと思うんですけれども。③

番を選んで、テーマの例を付けるというのでいかがですかね。 

     これは調査なさったことの数というのが、その何をカウントしたかというと、どう

もそこはひっかかるんで。そりゃ単元の数ならば、もうそれボリュームがあります

から、交わされた会話がどれだけやりとりが繰り返されたかでカウントしているの

ではなくて、登場したこの会話の回数ですかね。何カ所あったかということでしょ

うか。 

◇委員  何回か会話があってというところの、話し手がかわって、１回かわればそれで１

回。だから、Ａさんが話してＢさんが話したら、それ２回ってカウントしているよ

うな言われ方なんです。 

◇会長  そうですかね。 

◇委員  「カ所」ですかと聞いたら、「カ所」でもないような感じで答えていたんで。 

◇委員  個数とか……。 

◇委員  個数って答えていましたよね。 

◇会長  じゃあ、ジョンが１回しゃべったら、ここでカウントするんですね。メアリーが応

答したら、それまた１個プラスされるという、そういうカウントの仕方。 

◇委員  だと思いますけど。 

◇委員  これ、テーマというのは何のテーマなんでしょうか。 

◇会長  多分これはプロジェクトとかといったところにかかわって、情報収集と、その英語

で発信するということのテーマなんじゃないかと思うんですが。 

◇委員  そうすると、第１の観点の②でたしかプロジェクトを評価したので、同じもの拾う

とおかしいので。 

◇会長  そうですね。 

◇委員  拾いづらいんですよね。 

◇委員  要は、プロジェクト以外のものを含んでテーマと言っているならば、そこにも触れ

ますかね。 

◇会長  これは、情報発信ということにかかわっては、観点としてはどちらがふさわしいと

思いますかね。 

◇委員  主体的、観点の２でいってもいいとは思うんですが。 

◇会長  ですね。 

◇委員  それができるようなプロセスが、例えばタイム・フォー・スキットでまずは幾らか

練習をして、今度はタイムフォー・ワーズでもう少しその表現の幅を広げて、あと

は自分のことを伝えるというふうなプロセスになっているというか、教科書が。最
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初は少し練習して、次は幾らか語彙の幅を広げるというふうに、あとは自己表現と

いうふうになっている感じがしますね。 

◇会長  使って定着させるということですよね。 

◇委員  そうですね。最終的には自己表現につなげようとする工夫が見られるとかといって

も間違ってはないような気がします。 

◇会長  どっちがよりふさわしいと思われます。基礎・基本なのか、それとも主体的な取り

組みなのか。 

◇委員  どちらかというと、活動につなげるんであれば主体的な方がいいかなと感じます。 

◇会長  むしろ表現活動のところでなくて、基礎・基本をきちっと定着させるところのこと

を取り上げた方が第１の観点にはふさわしいですよね。 

◇委員  そうですね、だからこのタスクやプロジェクトって何が特徴かな。 

◇会長  ここは第１の観点の方で取り挙げておいて、第２の観点の方はペア・グループの充

実ということでいきますかね。 

◇委員  そうですね、その方がいいですね。 

◇会長  取り挙げる場所は違いますけど、これは一つの特徴のようですので、②ですが。そ

ういうことにいたしましょう。 

     第３の観点のところですけど、第３。 

◇委員  これ２じゃ、②。 

◇会長  ２ですか。その他の１もそうですね。 

◇委員  その他１とありますね。 

◇会長  これやめて、③番を選びましょう。仮にその他が特段おもしろい単元だったとして

も、おもしろい単元がありますよという、それだけですから。教科書の評価として

は、知っていると役立つことを紹介しているとかということの方が重要ですが、と

ころが「グループやペア活動などにおいて」というのは、若干さっきのペア・グル

ープの会話とまたかぶってくるんですが。ここはこのままでいいことにしましょう

よ。 

     第４の観点の、これは丸がつくということだったんですよね、特に優れているとい

うことで出てきたと思うんですが。 

     これは、別冊がよいという話だったですかね。キーボード（折り込み）、分野別単

語リスト、別冊「エッセンス」など。これも家庭学習に関連つけたらよろしいです

ね。その上で、ここは特徴的に丸になると思いますということで、具体を挙げた上

でということにさせてください。 

     第５の観点の方は、括弧の中取るだけでよろしいですかね。 

     ということで、丸は４つ。 
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     光村についてですけれども、光村、第１の観点の第④番、これもほかと同じように

第２の観点で言うべき内容ということになりそうですかね。そうすると、②か③か

が基礎・基本ということになるんですが、ただ表現活動ともかかわってくるので、

実は第３の観点の丸がつく分で使われているんで、必然的にこれは②しかないとい

うことになりそうですが。既習文法を繰り返し扱っているとか、これ基礎基本にス

トレートにかかわってくるので、②番の方で行きたいと思います。よろしいでしょ

うか。 

◇委員  はい。 

◇会長  第２の観点は③ということですが、これも少し後ろとかぶらなくもないんですが、

とりあえずこのままにしておいて。 

     テーマを幾つか思い切って変えとく方が、多分このまんまよりはわかりやすいもの

になると思います。食品と私たちの体とか、私たちの町を紹介しようとかといった

ようなことを具体的に、括弧づきでこのまま残しておいた方がいいと思います。そ

うしないと、情報発信ということが表現できないかと思います。それはそれでよろ

しいですかね。 

◇委員  はい。 

◇会長  第３の観点は、③番が選ばれたんですけども、ユアコーチ、学習方法の具体が示さ

れているということが特に取り上げられたことです。 

     ということで、これはこのままでよろしいですかね。その上で、ここが丸がつく

と。 

     第４の観点は、これは「巻末語彙リストやペア活動、ワークシートなど」、ペア活

動、ワークシートは、これは学習活動を活性化させるもので、巻末語彙リストは自

分で勉強する自学自習に役立てるものですから、役割が違うので、それぞれ別に書

かなくちゃいけないですかね。 

 それから、巻末語彙リスト自体はどこでもあるんで、そのこと自体がよいという話

は書くことがなかったんですが、特にここの語彙リストが工夫されている、どこも

工夫されているんですけども、ご覧になっていかがでしょうか。 

     使い分けとかというのが説明されているというのありましたよね、「ｃｏｍｅ」と

「ｇｏ」の違いとか説明受けましたから、巻末語彙リストで……。 

◇委員  同じような、さっきの三省堂と同じように説明が。 

◇委員  同じように。こっちの方が、でも多い、こっちの方が説明の部分は多い。 

◇会長  わかりにくい表現ですね。 

◇委員  入っていますね。 

◇会長  語彙の用い方、使い方が説明されるなど、自学自習、家庭学習に役立つものとなっ
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ているというのと、もう一つ、「ペア学習活動、ワークシートで活発な活動に有効

である」。学習活動の活性化に有効なものとなっているというのをつけ加えるかで

すかね。 

     第５の観点は、簡単なというのはどういうことですかね。簡単なというよりも、こ

のまんまだと……。 

◇委員  イージーというんですかね。 

◇会長  そうなんですかね。取り組みやすいとかというんならわかるんですが。 

◇委員  ここのことですかね。これのことかな。学んだことを活用した表現活動……。 

◇会長  ですよね。学んだことを活用した表現活動。 

◇委員  「活動が設定されている」ぐらいじゃないですかね。 

◇会長  そうですね。「学んだことを活用した表現活動が設定されている」。もうそれは既

習事項も含んでいますから、残りは取るということでよろしいでしょうか。 

     丸は１個なんですけど、１個でいいですか。 

     皆さん、全体に丸つけたところを見ていただいて、東書が今丸が２つあるんです

が、ほかは全部１個の状態なんですが、いやいや、ここも丸をつけてはどうかとい

うところがあれば、教科書と並べていただいて。 

◇委員  開隆堂はどれが丸でしたっけ、たしか１つつけて……。 

◇会長  開隆堂は第……。 

◇委員  開隆堂ついてないだろう。 

◇会長  開隆堂は、そうですよね。５番じゃなかったですかね。 

◇委員  第５。 

◇委員  第５。 

◇委員  第４と第５に丸をしてしまっているんですけど。 

◇会長  そうですね、第５に丸をつけたんですね。 

◇委員  そうです。 

◇委員  第５に丸。４はついてなかったです。 

◇委員  ４は消した。 

◇会長  ４は、調査員の方でのチェックポイントだったんですが。 

◇委員  第５ですね。 

◇会長  ４もつけときましょうか、調査員は評価していた。 

◇委員  でも、アクションカードは１年生にだけだったら。 

◇会長  ああ、そうか。それであったらだめ。 

◇委員  じゃあ、丸２つ、東書だけ。 

◇委員  もう一遍。東書が２と４……。 
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◇委員  東書が２と４です。 

◇委員  ２と４ですね。 

◇委員  開隆堂が５。 

◇委員  学図が第３。３ですね。学図が３ですね。 

◇会長  三省堂が４。教出が４。光村が３。 

◇委員  はい、わかりました。 

◇委員  いいと思います。 

 

◇会長  国語の各教科書の特徴をお願いします。 

◇調査員 それではまず、東京書籍の方から御説明させていただきます。 

     第１の観点につきましては②です。新出漢字は単漢字で脚注に記載され、行数、本

文に使われている以外の用例、音読み・訓読みがかかれている。本文中にもルビが

振ってある。 

     第２の観点につきましては③番です。巻末の基礎編の最後に、つながる・広がると

して、学習のつながりや生活への広がりのポイントが書かれている。 

     第３の観点については①です。本文、基礎編、資料編の３部構成で、単元が７、古

典教材は５単元。 

     第４の観点としましては、思考の整理方法が４つ示されている。 

     第５の観点としては①で、情報の調べ方の中で、図書館へ行く、読書活動を楽しも

うの中で、読書カードをつくろう、本紹介のポスターをつくろうとして図書館の活

用を紹介している。 

     東京書籍の１年生の教科書をごらんいただければと思います。特に御紹介したいの

は第３の観点の①、本文、基礎編、資料編の３部構成になっているというところ

で、基礎編２３０ページをごらんください。１年生の教科書です。 

     ここで、２３０ページで、「分類する」という見出しがございますが、ここで情報

を分類しようとして、分類の仕方、さらに２３２ページの方には演習として、次の

情報を３つに分類してみようというふうに書いてあります。 

     このように、基礎編として、国語の基本的な学び方、あるいは言葉の力、これを基

礎編としてここに集中しております。これによって国語の基礎がこの活用によって

つけられるというふうな工夫がされています。 

     続きまして、学図でございます。学校図書。 

     第１の観点としましては③番です。古文の横に色を変えて現代語訳が書き込まれて

いる。 

     第２の観点としましては、情報社会の中で、情報を見きわめる力をつけるための活
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動を取り挙げているということです。 

     第３の観点としましては②番です。読むことの後に選択教材を載せている、発展資

料を巻末に掲載している、古典文法、古語に関する資料をつけている。 

     第４の観点としましては、言葉の学習として、文法事項や古典文法、古語などがあ

る。 

     第５の観点としましては②番です。書く活動で、想像を膨らませて物語や詩を書

く、比較する、視点を変える活動を行い、視点を変えて書く活動の設定がある。 

     この中で御紹介しますのは、第２の観点の①番でございます。２年生の教科書をご

覧ください。８５ページを開いていただければと思います。 

     ここで、情報を読む・世界を編集するとして、世界を編集する知恵として紹介して

ある。１ページ、１５ページの方を広げていただきますと、つなぐ、並べかえを考

えようということで、池上彰さんの文章とともに、８７ページの方には４枚の絵を

組み合わせて次のように編集するというふうにコーナーがあります。 

     さらには、８８ページの方に行きますと、ゾウの写真、それからグラフ、それから

写真、それから書き直した文章がそれぞれどのように異なっているかというふうな

こと、どのように編集されているかということを考えることができます。 

     次に、三省堂でございます。 

     三省堂の第１の観点は②番でございます。新出漢字は脚注に本文中の熟語の形で記

載され、行数、本文中での読みが書いて、本文中にルビはございません。 

     第２の観点としましては③番です。教材末の学びの道しるべに、「学びを広げよ

う」として発展的な課題が設定されています。 

     第３の観点では②番です。資料編に、読み比べたり、読み広げたりできる教材、学

習にかかわる資料等を掲載しています。古典の世界がより膨らむことでございま

す。 

     第４の観点としましては、様々な思考方法が図とともに上げられています。 

     第５の観点としては②番です。読みたくなる仕組みを工夫するとして、学習した物

語や小説をもとに創作する活動をコース別に６、紹介している。 

     この中で、第２の観点の③番の方を御紹介したいと思います。１年生の教科書、三

省堂１年生の教科書です。１２４ページから始まる教材の終わりのところで、１３

０ページで、学びの道しるべというところがございますが、この下のところに、

「学びを広げよう」として、次のＡ・Ｂどちらかの課題に取り組もうとして、課題

が載せられています。 

     さらに、こちらの１３１ページの方には、読み方を学ぼうとして、この作品でどう

いうふうなところの読み方をすればいいのかというのがつけられております。これ
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を三省堂には読む教材の後に幾つかつけられているというふうなことで、視覚的に

も、それから非常にわかりやすく、この場合でしたら三角ロジックということで、

それを活用して次のページから学習ができるというふうなことで、この読むという

形から、この教材何をつけるのかということがはっきりわかるというふうなことに

なっております。 

     続きまして、教育出版です。 

     第１の観点は①です。単元の扉に単元名と単元目標を示しており、色使いの工夫で

簡潔にまとめられています。写真やイラストはありません。 

     第２の観点では③です。教材末の道しるべの最後に、発展的な各課題が設定されて

います。 

     第３の観点では②です。言葉の自習室に、読み比べたり、読み広げたりできる教

材、学習にかかわる資料等を掲載しています。 

     第４の観点では①です。アイデアの出し方の思考ツールが１例示されています。 

     第５の観点は②です。写真からストーリーを考える、日常に１点加えることでスト

ーリーが生まれ、また比較する視点を変える活動が設定されています。 

     教育出版２年生をごらんください。ページ数は９８、９９、１００でございます。

写真から物語を創作するということで、Ａ・Ｂの人物の写真、さらにもう一枚、

Ｃ・Ｄ・Ｅから選ぶことによって、そこで物語を創作するというふうな活動があ

る。さらに、１００ページの方に行きますと、書き出しと結末の２つの例というこ

とで、さきの少女の写真か、あるいは少年の写真か、どちらかを選ぶかによって物

語が異なっていくというふうなことが、比較して書くことができるようになってい

ます。 

     いろんな言葉を用いて、２つあるいは３つの言葉を用いて文章をつくろうというの

は多いんでございますが、こういう写真を用いて書くようにしております。 

     さらに、例では書いておりませんが、１年生の７２ページ、７３ページを見ていた

だければ、同じ２年生です、すいません、２年生です。「ごんぎつね」を読んだ

後、これを絵コンテの方で、どの絵コンテから始めるのが効果的かとか、それぞれ

こういう始め方があるということが大変参考になるものが視覚的に示されていま

す。 

     最後に、光村図書です。 

     第１の観点では③番です。古文と現代語訳は、上下に分けて書いてある部分と、古

文の横に色を変えて現代語訳が書き込まれている部分がある。 

     第２の観点は、教材の始めに学習の流れやこれまでの学習との関連が書いてあり、

教材の終わりに振り返りの観点が書いてある。 
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     第３の観点としましては、学習を広げるに、読み比べたり、読み広げたりできる教

材、学習にかかわる資料等を掲載している。 

     第４の観点としましては、思考、発想を広げるための表現文例が示されている。 

     第５の観点としましては②で、ある日の自分の物語を書く活動で、場面、人物に応

じて効果的に伝わる描写を工夫する活動が設定されています。 

     ここで御紹介しますのは第１の観点の③、古文です。光村図書１年生をごらんくだ

さい。 

     光村図書の１４０ページ、イロハ歌のところ、毛筆で書いた写真の下に活字でイロ

ハ歌があり、その下に現代語訳が書いてあります。 

     さらに、これを１枚はぐっていただいて、１４３ページの方には和歌が出ておりま

すが、これは現代語訳が横についております。 

     さらに、開いていただきますと、１４７ページの竹取は上下になっております。 

     同じ竹取でも、１４９ページの方は、色を変えて横に書いてあります。 

     横に訳がありますのは、古文を音読する際に、同時に口語訳が目に入ってくるとい

う資料というふうになっておりますので、非常に基本的なものでございます。た

だ、そのずっといつも古文が現代語訳が目に入っていると、なかなか古文に親しむ

ということになれるのが難しいので、こう上下にしたところでは、古文は古文、現

代語文は現代語文といったところで、活動がいろいろ工夫できるということと、さ

らに慣れてきますと、同じ色の緑色のセロファンかなんかで覆っていただきます

と、現代語訳の方は見えなくなって、さまざまな活動が、これは古文の活用はでき

るというふうなことになっています。 

 国語については以上でございます。 

◇会長  それでは、皆さん御質問ございましたらどうぞ。 

     確認ですけど、東書の第３の観点の特に特徴ということでお話しいただいたんです

が、本文、基礎編、資料編の３部、単元は７、古典教材は５単元ということが意味

があるわけではないんですね、今のお話は、この数字が。 

◇調査員 本文と基礎編、資料編に分かれていて、その基礎編が特徴があるという。 

◇会長  というお話は、基礎編に特徴があるというお話でお聞きしたらよろしいですかね。

つまり基礎編が基本的な学び方を示しているというところがこの特徴である、そう

考えるんですね。 

◇調査員 はい。 

◇会長  ３つにパートが別れていること自体が優れているわけではないんですよね。 

◇調査員 そうです。３つに分けて、基礎編の方が解説をつけたり。 

◇会長  はい、結構です。 
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     ほかにいかがでしょうか。 

     最後、光村の傍注と、それから上下に分かれたのとという、学習段階で使い分けが

ということだったんですが、学図も傍注なんですかね。学図は色を変えてというふ

うに書いてありましたけど。 

◇調査員 はい、そうです。 

◇会長  学図はずっと傍注ですか。 

◇調査員 本文では傍注です。 

◇会長  本文は全部傍注ですかね。途中で上下に変わったりしないんですかね。 

◇調査員 はい。 

◇会長  このことについて、どちらが使いやすいとかということについての御意見がありま

すか。 

◇調査員 古典を親しむというふうなところでは、最初はやはり傍注資料の方が非常に使いや

すく、音読、朗読等には最初は適していると思います。これは、大村はま先生がお

勧めになっている資料のつくり方なんですが、ですけども、ある段階になると、や

はり現代語の方は左横にない方が、古典に親しんでいってある程度なってきますと

その方がいいかと思います。 

◇会長  学習が進むと傍注はかえって邪魔になるという……。 

◇調査員 可能性も……。 

◇会長  可能性がある。これは、でもいろいろですよね。 

◇調査員 そうですね。 

◇会長  そこの評価は。 

◇調査員 はい。 

◇会長  様々な使い方というのは、どっちのつくりになっているかで使い方が決まってくる

ので、上下に分かれていたり、傍注だったりするって、形式が変わったのが様々な

学習活動ができるじゃなくて、傍注のところは傍注で、上下に分かれている単元は

上下ですから、そこは工夫というだけで、学習活動が現場の先生が様々にできると

いうことは違いますよね。これは質問じゃないです。 

     じゃあ、ほかにどうですか、皆さん。 

◇委員  じゃあ、いいですか。 

◇会長  はい。 

◇委員  第２の観点の③の記述について、三省堂と教育出版と光村の３者、それの表現が、

例えば三省堂で、「教材末の学びの道しるべで学びを広げようとする発展的な課題

が設定されている」、教育出版のその結びは、「発展的な各課題を設定してい

る」、光村も同じですね、「発展的な課題を設定している」。ここで言う発展的な
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課題の発展的なというニュアンスは、最初の調査研究のときの学んだことを活用し

たり、活用したりという意味と同義と考えたらいいですか。 

◇調査員 はい。 

◇委員  もう一つの観点、観点３の中にも発展的な課題に関する内容についてはということ

で、どちらも「発展的な」ということでくくると、その調査研究の視点が変わって

いるんじゃないかと誤解されるような気がするんで、もし考え方が一緒であれば、

今の観点２の③の結び方、三省堂、教育出版、光村に関しては「活用する活動が設

定されている」の方がいいかなと思うんですが、それに関して、調査研究された感

触としてはどんなですかね。 

◇調査員 活用しての方が……。 

◇委員  言っても差し支えはないですか。 

◇調査員 差し支えないです。 

◇委員  ありがとうございました。 

◇会長  いかがでしょうか。 

◇委員  教育出版の第５の観点の②ですが、ほかの教科書は皆、書くということで、かぎ括

弧がついた頭がついていますけども、ここの教育出版の②も、これは書くという活

動だと捉えてよろしいんですか。 

◇調査員 はい、書く活動です。 

◇委員  すいません、学図の第２の観点で、情報を見きわめる力をつけるための活動という

ことで例を示していただいているんですが、この見る限りでは、見きわめるという

よりも、情報をうまく集めて整理していくような活動なのかなというふうにも感じ

るんですけども、あえて「見きわめる」と書かれた理由を教えていただけますか。 

◇調査員 ８５ページの最後の行で「見きわめる力が求められているのです」という、ここの

部分を使っている。 

◇会長  いや、それはそうなんですけど、見きわめる力というのは何を見きわめるかという

と、これは真か偽かというのとか、情報が正しいかとか、この論理は論理として破

綻してないかとか、そういったことを言うんで、情報の活用ということのうちのご

く一部ですよね。そこも大切ですけど、質問者がお聞きになりたかったのは、情報

社会の中で情報を見きわめる力というふうに非常に特化したことが、この教材とい

うか、この教科書は取り上げようとしているのか、それとも見きわめることも含め

て活用する力、情報活用の力ということで言っているのかということです。 

◇調査員 そうです。情報活用の力です。 

◇会長  そうですよね。この表現が一面的ではないかということだろうと思います。そうい

うふうに理解いたします。変換してまた使わせてもらいます。 
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     ほかには。 

     はい、どうぞ。 

◇委員  東書の第１の観点の②で、先ほど本文中にもルビが振ってあるということですが、

これはいいことというのか、むしろ学習を妨げるという意味かという。ほかはルビ

振ってない対応なので。どうなんでしょう。 

◇調査員 これは、ルビが振ってあるという事実で、私の方では、申しわけありませんが、研

究のときにも、いい面もあるし悪い面もあるよねという話で。 

◇委員  という話ですね。はい。 

     それともう一個、東書の第２の観点の③の巻末の基礎編の話と、第３の観点の①の

本文、基礎編、資料編の３つに分けられていて、結局基礎編がいいという話は、こ

れはダブっていると考えていいんですか。同じことではない、別物なんですか。 

◇調査員 「相互の力で」、ここの部分、ですから私が最初説明したのはここまでで、つなが

る・広がるというところが、そうですね、でもここはダブっているところでもござ

います。 

◇委員  はい、わかりました。 

     それと最後に、第５の観点の①の図書館の活動を紹介しているというのが挙げられ

ていたと思うんですけども、ほかは図書館の活用については一切触れてないと考え

てよろしいでしょうか。 

◇調査員 三省堂では図書館での探し方を紹介してあります。 

◇会長  いや、各者にあるはずなんですけど、学習指導要領に規定されているんで、学校図

書館と地域の図書館の活用って、学年によって書いてあるんで、教科書には必ずあ

るはずのことです。 

◇調査員 そうですね。 

◇会長  それがあること自体は、実は評価の対象ではないんで、今お聞きしたいのは、特に

この東書が活用ということに関して工夫がある、図書館のこと触れているのはもう

当たり前なんで、東書には、この活用というところでやっぱり１つぬきんでた、特

徴だということがあったら、それをお聞きしたいと思います。 

◇調査員 東書の方では２６８ページの方に、割と日本十進分類法で詳しく書いてあるんです

が、意外とその方についてのものがなかったので、こういうふうな詳しいところが

あったんで、東書の方では、あとは三省堂の方で意外と少なかったので、そこには

光村とこの３者の方で。学図の方では、ブックカバーをつくろう、の中で図書館活

動、それから教育出版の方でも、１冊からお勧めの本を紹介しようの中で図書館活

動ができるんだなというふうな書き方をしています。 

◇会長  これがない。東書以外は図書館の扱いがなかったということですか。 
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◇調査員 いえ、そうではないです。 

◇会長  例えば三省堂は、２４７ページは、さっきの東書よりずっと詳しい日本十進分類法

が出ていますよね。大きな枠だけじゃなくて、もう３桁の分類出ていますし……。 

◇調査員 ですから、三省堂と東書と、それから光村、この３者には図書館のことは書いてあ

ったと思います。 

◇会長  ごめんなさい、しつこいんですけど、出ているかどうかがお尋ねしたいんじゃなく

て、活用というところに工夫がありますか、図書館をうまく使って自分たちに必要

な情報を収集していくということについて、特に目立つところがありますかという

ことをお聞きしたいんですけども。話題としてくれているとか、あと十進法につい

て載っていますよというのじゃなくて、お気づきのことがありましたらということ

なんで、なければ結構です。 

     そういうことで、じゃあ教科書、またゆっくり見せてもらいますので、ほかに質問

ございましたら。 

◇委員  今使っている教科書は、現行の教科書は何ですかね。 

◇調査員 東京書籍。 

◇委員  今使われている教科書とこの東京書籍と、どこか大きく改善されたりとか、あるい

はここは大きく変わったというところがあったら教えていただけませんか。 

◇調査員 特にはなかったんですけど、教材の入れかわりとかはあったようなんですけれど

も、この東京書籍はやはり基礎編の使い方が非常によくて、それはそのまま残って

います。 

◇委員  新しい教科書も、それがそのままある。 

◇調査員 はい。それがあります。 

◇会長  よろしいでしょうか、皆さん。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◇会長  書写の方の御説明をお願いします。 

◇委員  それでは、東京書籍の方では、第１の観点としましては、②番の正しい姿勢や鉛筆

執筆法について、写真、イラストを用いて３ページにわたり示している。 

     第２の観点としましては③番でございます。学習したことをほかの文字に広げる課

題が収録されている。 

     第３の観点としましては、初めに楷書を学び、次に行書、最後に生活に生かすとい

う構成になっております。 

     第４の観点としましては、教材の右側に動きのパターンと活字の特徴が示されてお

り、筆やペンなどの運び方が視覚的にわかるようになっています。 
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     第５の観点としては、学習や日常生活との関連づけが全学年とも５つずつあり、最

も多いということでございます。 

     この中で、３２ページの方をごらんください。「太陽」ですが、ここに書くときの

ポイントというのが示されていて、この手本を見ると同時に、このポイントもわか

るというふうな構成になっております。 

     続きまして、学図の方です。 

     第１の観点としましては③番でございます。書写の歴史については２つの資料を２

ページ分、伝統的な古典語文化については６個の教材が８ページ分示されていま

す。 

     第２の観点としては①番です。日常生活に見られる書体について、２字ないしは３

字を復活することで違いがわかるように構成されています。 

     第３の観点では、初めに楷書が２、次に行書、最後に生活に生かすという構成にな

っております。 

     第４の観点では、書き順を数字で示し、筆脈を赤の矢印で示すことで視覚的に理解

しやすいようにしております。 

     第５の観点としましては、学習や日常生活との関連づけがなされた単元の数が、１

年が１つ、２年が２つ、３年が３つで最も少ないというふうになっております。 

     この中で、学図でございますが、第４の観点、教科書の３１ページをごらんいただ

ければと思いますが、「栄光」と「草原」でございますが、この「栄光」の方、書

き順を数字で示して、筆脈を赤で記すことで、視覚的に見てわかりやすいようにし

ております。 

     続きまして、三省堂です。 

     第１の観点では、単元の一番初めに目標を明記して学習者に提示し、学習意欲を喚

起している。 

     第２の観点では、生活の場面に応じた書体の使い分けが一番でございます。具体的

に示されており、実生活に則している。 

     第３の観点では、①番で、初めに楷書を学び、次に行書、最後に生活に生かすとい

う構成になっております。教科書本編の毛筆教材が合計２０、硬筆教材が合計１５

ページ分収録しています。 

     第４の観点では、薄墨や朱の２色で筆遣いを示しており、筆運びが視覚的にわかり

やすくなっております。 

     第５の観点では、学習や日常生活と関連づけがなされた単元の数は、２学年が４

つ、１学年が３つ、３学年が３つであり、２学年に重点が置かれているということ

でございます。 
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     この中で、第２の観点の①番でございますが、６２ページを開いていただければと

思います。「こういう書体を使い分けよう」として、こういうときにはどういう書

体を使いますかということが、選んだ書体とその理由を記入できるようになってい

ます。 

     続いて、教育出版ですが、第１の観点は③番でございます。書写の歴史について

は、６つの資料を１１ページ分、伝統的な言語文化については、９個の教材が１６

ページ分示されております。 

     第２の観点では③番でございます。毛筆で学習したことを硬筆で別の文字に生かす

課題が収録されており、家庭学習では学んだことが活用できるように構成されてい

ます。 

     第３の観点では①番ですが、初めに楷書を学び、次に行書、最後に生活に生かすと

いう構成になっています。教科書本編の毛筆が合計１０、硬筆だけは２２ページで

あります。 

     第４の観点では、薄墨と朱の２色で筆遣いを示すとともに、書き順や筆脈などの注

意点を書いており、筆運びが視覚的にわかりやすく示されています。 

     第５の観点では、学習や日常生活と関連づけがなされた単元の数は、１学年、２学

年が４つ、３学年が３で、１、２年に重点が置かれているということです。 

     この中では、第２の観点の③番でございます。教育出版１６ページをご覧くださ

い。この生かそうというところで、硬筆での別の文字、毛筆から硬筆へ生かすこと

ができるというふうな構成に、別の文字に生かすという形になっております。 

     続いて、光村です。 

     第１の観点では、諸単元ごとに目標を明記して、学習者に提示しております。 

     第２の観点では②番です。冒頭に中学校３年間の見通しが書かれており、学習の見

通しがわかりやすくなっております。 

     第３の観点では、初めに楷書を学び、次に行書、最後に生活に生かすという構成に

なっております。教科書本編の毛筆教材が合計１３、硬筆が合計１０ページでござ

います。 

     第４の観点は、薄墨と朱の２色で筆使いを示すとともに、行書の特徴的な部分を丸

で囲んで、視覚的にわかりやすいように工夫しております。 

     第５の観点では、学習や日常生活と関連づけがなされた単元の数は、１学年が１

つ、２学年が３つ、３学年が３つで、３学年に重点が置かれております。 

     光村の教科書の５０ページをお開きください。３年生として、５０ページから様々

な文字を効果的に使うためというふうなことで、さまざまな資料の方が載せてあり

ます。 
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     以上でございます。 

◇会長  そうしましたら、御質問、御意見ございませんか。 

     最後の、文字を効果的に使うためにという５０ページ示してくださった、これは第

３の観点の例で出されたんですかね。聞き逃したんですが。 

◇調査員 第５の観点です。 

◇会長  第５の観点。 

◇調査員 はい、第５の観点です。 

◇会長  光村の特に特徴は第５の観点ということですね。 

◇調査員 はい。 

◇会長  それじゃ、お願いします。 

◇委員  同じ、同じ。 

◇委員  いいですか。観点の第２の観点で、③番の観点で調べてもらうとき、一応調査観点

のときに、視点としては、芸術活動を推進する事業との関連を考慮するというふう

なことを少しつけ加えさせていただいて、その視点をもって調査をしていただいて

いるんですけども、調査をする上で、そこの第２の観点の③番をそういう芸術活動

を推進する事業との関連も考慮するというふうなことをつけ加えている上で、何か

調査をする上で気をつけているということではないんですが、気にかけて、こうい

うことに気にかけて調査をしたというふうなことがあれば教えていただきたいの

と、そういうふうな視点を加えることで、何か特色が見えたようなものがあれば教

えてください。 

◇調査員 やはり先人の文字にはということで、先ほどの光村でしたら、例えばこういうふう

なところとか、こういうふうなところで芸術性を考えて、例えば学図でしたら、１

６ページに、ありますが大きなものが、ここで恐らく学ぶものになるんですけれど

も、こういうふうな芸術作品として、意識してこういうものが教科書に出ていると

いうふうなところで見させていただきました。 

◇委員  そういう質問で。多分ここで出している視点というのは、そのみらいプランの、芸

術活動を推進する事業との関連ということになるので、恐らくこの芸術祭なんかで

も、書写部門とかいろんなことがあると思うんですけど、そこら辺のところも踏ま

えた中でということでどうかなという。 

◇委員  ここから文字を選ぶという……。 

◇委員  いうか、その学習意欲をいうとかというところのことになるんで、学んだことを生

活に生かすとか、生活の中で学んだことということがありましたら。 

◇委員  今の芸術性ということになりますと、そういうふうなところを集中的に見ていくと

いうふうなところで。 
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◇調査員 はい。 

◇委員  光村の第５の観点の表現と学校図書の第５の観点の表現の違いが少し気になるんで

すが、両方とも、１年生は１つ、２年生が２つ、３年生が３つだけども、学図は最

も少ないというんです。光村は３学年に重点が置かれているということで。何かそ

の中身的に違うからこういうふうに違えてあるのかなというふうに思ったりするん

ですが、具体的にはどこが違うか、最も少ないという、どちらかというとマイナス

的な評価と、３学年に重点が置かれているというあたりの違いがあるのかという。 

◇委員  学図の方も３年生に重点が置かれているという表現……。 

◇委員  でもいいのか、それともその３年生の中身が違うから光村の方が何か高いようなニ

ュアンスになっているのかという、そこが見てとれない。 

◇調査員 光村は、学年が上がるごとに日常に近づいていくというふうなことで、その３年生

の方を評価しているということがございます。 

◇委員  ３年生の中身でもって光村の方が、いわば評価される内容で構成されているという

ことですかね。 

◇調査員 まあ、学年の並びによって。 

◇委員  はい、わかりました。 

◇会長  確認ですけども、今の光村は、特に光村が優れている点として上げられたのが第５

の観点だったんですよね。 

◇調査員 そういうふうな、はい。 

◇会長  そうですよね。ですから、実はその評価ポイントは、例えばさっきお示しいただい

たのは、５０ページは日常に応じて効果的に書こうというページを御紹介くださっ

たんですけれども、そこにあるように、学習や日常生活と関連づけがなされた工夫

がされているという点にあるんですよね。 

◇調査員 はい。 

◇会長  そうであると、１年が１つ、２年が２つ、３年が３つという、３年生で増えていく

ということが価値があるんですか。 

◇調査員 いえ、増えていくといったことではなくて……。 

◇会長  そうではないですよね。 

◇調査員 はい、ないですね。 

◇会長  逆に、先ほどの、数は同じだけども、学図の方は、最も少ない、これ恐らくマイナ

ス評価のような表現に読めるんですけれども、これは逆に生活との関連が薄いとい

うことですよね、数は同じだけども。 

◇調査員 そうですね。 

◇会長  わかりました。 
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◇委員  そうすると、先ほどの、今の言った観点を書写、ごめんなさい、Ａ３の分ですね、

書写の３ページ、これなんかの表現も何か変えるんなら変えた方が、このままだっ

たら学図は、光村とともに最も少ない。光村の方は学図とともに最も少なくなって

いるので、ここからその総括はできてこないので、また検討ください。 

◇会長  第１の観点の①が、第１の観点でどこが特にということで、①を挙げられている会

社とそうでない会社があるんですけれども、表現を見るとほとんど、その最後少し

わかりにくいんですが、例えばその光村とか三省堂は、第１の観点は①を挙げられ

ておりました。やっぱりほかのもあると思うんですけども、例えばこの光村や三省

堂は、この①が他者に比べてもという意味なのか、これだけ表現がされているの

に、ここでこれが丸ということについて、これが選ばれているということについて

はどのように理解したらよろしいでしょうか。 

     単元ごとに目標を明記することは、これ全ての教科書でそうなっていますよね、そ

の点については。 

◇委員  三省堂と。 

◇会長  いや、目標が明記されており、それが学習意欲を喚起することになっていることに

ついてはほぼ全者同じですよね。 

◇調査員 はい。 

◇会長  学図だけ少し表現が違うんですけど、学図は、表現、目標という書き方じゃないけ

れどもという形で、学図だけ少し違うんですけれども、ほかは同じですよね、ほと

んど。にもかかわらず、光村では第１の観点のときに①を挙げられたり、三省堂で

も言っておられたと思うんですけど、そこに、光村や三省堂は同じように示してあ

るけども、そこにまた、その目標の立て方に一工夫あるんだというようなことがあ

れば、そこをお聞きしたいわけなんですが。 

     ①でしたね。 

◇調査員 そうです。 

◇委員  教出は。 

◇会長  ③でしたよ。 

◇委員  教出は③です。 

◇委員  この１６ページというのはどうしましょうか。 

◇委員  ②は正しい姿勢ですね。 

◇委員  １番の。 

◇委員  強引かもしれないけども、１者の中で見たら。この中で比べたら１番という。 

◇委員  この中ですね。 

◇委員  １の中でね、そういう見方。 
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◇委員  この中で比べたらそうじゃないかなという意味。 

◇委員  そういうことですね。 

◇委員  そういう理解でいいんですかね。 

◇調査員 はい。 

◇委員  多分そうですね、数とか質。 

◇委員  その中で、この場合これが一番評価できる。 

◇委員  すいません、書写を指導する上で、国語の教科書と書写の教科書の会社が同じ方が

いいとか、同じでなくてもいいとかというふうな指導上の何か視点ていうのはある

んでしょうか。 

◇調査員 そうですね、そこまでは調査をしてないんであれなんですけど。 

◇委員  これまでの御指導の経験の中で。 

◇調査員 で、よろしいですか。 

◇委員  ええ、はい、結構です。 

◇調査員 やはり同じでなくても、必ずしも同じでなくても、やはり書写は書写で、別の教科

書でも私は構わないというふうに今までは思っています。 

◇会長  今の御質問はこんなふうに読みかえていただくとわかりやすいんですけども、教科

書会社が関連をもたせていますかという質問です。 

◇調査員 関連をもたせている。 

◇会長  新出漢字の出てきぐあいと、書写で扱うその文字が出てくる場所が関連を持たされ

ているかという、そういう質問と聞いていただいてもいいんですけど。 

◇調査員 そこまでどこがどう関連しているとかというふうなところまでは考えたことはない

んですけれども、ただ書写の場合、確かに関連はあるとは思いますけれども、今ま

で関連しているからいいんだとか、関連してないからよくないんだとかというふう

なところまではいってないと思います。 

◇会長  漢字の出る順番というか、時期については関連もたせていると思います。恐らくそ

うだろうと思うんですが、だからといって、別々の会社でも授業では差し支えがな

いとことですね。 

◇調査員 教科書の内容が一部、こちらの書写の方に反映していただくということはあります

けれども。 

◇会長  特によろしいでしょうか。 

     ほかにはないでしょうか。 

     質問はほぼ出尽くしたんではないかと……。 

◇委員  国語に戻ってもいいですかね。 

◇会長  はい、いいですよ。 
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◇委員  国語の、ごめんなさい、東書の第２の観点③の基礎編の最後に、つながる・広がる

としてという、このつながる・広がるというのはどこに載っとるのか教えてもらい

たい。 

◇会長  四角囲みの小さいコラムのような形で出ています。 

◇委員  何年生。 

◇会長  一応。 

◇委員  １年生の、例えば２４４ページの１つの項目の最後ですが。 

◇委員  これは、基礎編の中に、基礎編の中に入る。 

◇調査員 はい。 

◇委員  だから、巻末の基礎編の最後にという、あの最後には、基礎編の一番最後にという

……。 

◇調査員 基礎編のページの一番最後ですので……。 

◇委員  ああ、そういう意味ですね。 

◇調査員 項目の一番最後です。 

◇委員  はい、わかりました。ここら辺、全部ずっと載っとるということですね。 

◇会長  これはかぶるんじゃないかというお話でしたけど。ただこれは、つながる・広がる

で示しているのは、ほかの単元で学んだこととつなげていくとか、生活とつなげて

いくとかということなんで、基礎編自体がねらっている学び方、基礎的な学び方を

学ぶということとはやっぱり区別して、それぞれのポイントとして捉えていいんじ

ゃないかというふうに思います。 

◇委員  そうですね。わかりました。 

◇会長  場所が近いというか、同じ場所の中にあるので、表現が。 

◇委員  はい、了解です。 

◇会長  ほかに、よろしいですか。 

◇委員  どれも極めて似ているので……。 

◇会長  書写ですか。 

◇委員  書写です。書写の第３の観点は、基本的に数だけしか違わないんですが、これは多

い方が望ましいと考えた方がいいんでしょうか。それとも実際にどんな教材かによ

って、数が多いだけではないと考えた方がよろしいんでしょうか。 

◇調査員 すいません、もう一度お願いします。 

◇委員  書写の第３の観点、どこの教科書でも同じように、文言は基本的に一緒で、唯一違

うのは数字だけになっていると思いますが、数字は、多い方が望ましいと考えた方

がよいのか、それとも数ではなくて、実際に具体的にどういう、文字になるかと思

いますけども、文字が載っているかによって、数だけでははかり知れないと考えた
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方がよろしいんでしょうか。 

◇調査員 そうですね、数だけではなくて、数が多いからいいとか、少ないからいいとか、ま

たその逆でもないです。だから、数は評価できない。 

◇会長  基本的には、この数を示していただいているのは、ただ事実そうだというだけで、

そこに何の評価も加わってないと考えた方がよろしいですね。 

◇調査員 だからこうだというふうなことでは。 

◇会長  ここも、さっきの教出の場合も光村と同じで、やっぱりこれも最後に生活に生かす

という構成が見るべきところであって、全部で２２とかということについては、こ

れはそれをどう判断するというようなもんでもないんですね。 

◇調査員 はい。 

◇会長  ただ、数が評価されているだろうと思われるのは、教出の第１の観点の書写の歴

史、これは他者に比べてボリュームがあるということで、これはその厚みを評価さ

れていると考えたらいいところですよね、ここは。 

◇調査員 そうですね、はい。 

◇会長  書写の歴史自体はどこも扱っているわけですよね。ところが、ここに丸がついたと

いうことは、この数字が意味があるんですよね。できればその辺まで書いていただ

いた方がわかりやすかったんですけれども。 

◇委員  そうですね、学図はどんなですかね。学図は……。 

◇委員  第１。少ないですね。 

◇委員  学図は１１ページで、１６には負けますけども、比較的多い方ですか。 

◇委員  逆に評価し切れない。 

◇委員  学図は８。 

◇会長  あ、学図は８。そうか、学図は８しかなくて丸がつき、東書は１１ページあって丸

がつかないんですよね。でも、さっきの論法では、東書は②番の正しい姿勢という

方が評価されたので、どれか１個というんで、ほかは消えたということですよね。 

◇委員  ただ、３ページにわたって示しているのはほかにも、ほかも正しい姿勢は全部あっ

て、写真とイラストで３ページ、３ページはみんな使っているので、特に突出して

３ページが多いわけではないので、なかなか見比べても。 

◇会長  実は、我々が本当にお聞きしたいのは、何ページあるかではなくて、２ページでも

いいので、正しい姿勢について実にわかりやすく示してあるんだとか、その正しい

姿勢のコツのところが、非常に子供たちに教えるのに大事なポイントを示してある

んだとか、実はそこをお聞きしたいんですけれども。 

     だから、東書は②の方で丸がついたから③がなくなったとか、それだと、私たちが

これを見ていくときに参考にし難いということになりますので、今のようなこと
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で、補足して今御説明いただける部分があればお願いしたいんですが。 

◇調査員 東書の場合は、こういうふうに非常にイラストですとか大きく示してあるのかなと

いうのがあります。 

◇会長  でしたら、大きくわかりやすく示しているというふうに御報告いただいた方が本当

はわかりやすかったんです。 

     以下、そのように読みかえておきます。 

     ほかにはいかがでしょうか。 

◇委員  すいません、楷書から行書へ移っていく指導というのが１つお聞きしたいんですけ

れども、いろんな漢字が会社によって配列されていると思うんですが、ここでは楷

書を学び、行書、最後に生活に生かす構成になっていると思うんですけども、楷書

から行書、行書から生活という並びの中で、その扱っている文字とか、あるいはそ

の指導の仕方として何か特徴的なことがあったらぜひ伺いたい。この会社は、例え

ば画数が多いものをあえて使っているとか、逆にこの会社は画数が少ないもので、

指導しやすくなっているとかというようなこと、もし先生の方で記憶にあることが

あったら教えていただきたいんですけども。 

     特になければ。あるいは指導がしやすいとか、簡単だというか、簡単な文字から入

っているとか、あえて要素の多いものから入っているとか、何かそういうふうなも

のはありますかね。 

◇調査員 かつて、この教科書では、自分の名前を３秒で書いてみようというふうな活動があ

りまして、最初は２０秒、１０秒、３秒。３秒となると、もうほとんど鉛筆を離さ

ずに書いていくので、例えばはらいがもうとめになったりとか、あるいは線が出て

くるとか、そういうふうな課題を課していた教科書がありました。そういうふうな

ので、身近なところから行書の、楷書で書いたんではない線がどこに出てきました

かというふうな活動をしていたところがありましたが。 

◇委員  質問変えると、行書の指導をするに当たって、今のように要素がたくさんあって、

その行書の必要性から入るのがいいのか、それとも行書ということ、筆の運びとい

うことだから、丁寧な指導で入っていくのがいいのか、どちらがいいんでしょう

か。私もよく書道のことはわからないんですが。 

◇調査員 すいません、丁寧な指導といいますと。 

◇委員  本当だったらはらうところを、筆は浮かさずにこういうふうにやるんですよって、

一つ一つの要素を丁寧にやっていく指導がいいのか、それとももっと全体的な美し

さとか、筆の運びのスピード感とか、そういうところから入るのがいいのか、どち

らがいいですかね。 

◇調査員 私の場合は、スピード感の方から入って、はい。 
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◇委員  すいません、ざっと見ている中で、その教科書によってそれは特徴があるという、

そういうふうに会社によって書き方が違うというふうに理解していいんでしょう

か。 

◇委員  今の意味で言ったら、書き順が書けた方がいいんですよね。書き順が違っていたら

行書になりませんよね。そういう漢字の書いた後を指導する、そういうことになり

ますね。 

◇調査員 まあ、そうですね。 

◇委員  うそになりますからね。 

◇委員  ある意味２つ比べると、１つは「和」という文字から入って、１つは「緑」から入

っている。明らかに「緑」の方が画数が多いんだけれども、指導する場合にはどち

らがいいとかというのがあるんでしょうか。画数が多いとか少ないとか。特にない

んですかね。 

◇調査員 やはり、字として行書の特徴がよくあらわれてくるような、例えばへんでしたらい

とへんとしめすへんでこう連続する線と点が出てくるとか、そういうふうな部分を

含んでいた方がいいとは思います。点がつながるとか、はい。 

◇委員  行書の特徴ですね。 

◇調査員 はい。へんの形が変わるというのは一つの要素かなと思います。 

◇委員  すいません、私がいつも気になるのですが。芸術祭の書写コンクールの文字という

のは、いつも教科書から選んでいます、そうでもないですか。 

◇調査員 いや、そうだと思います。 

◇委員  大体教科書から選ぶんですよね。 

◇調査員 ただ、この大きい字とは限らない。だから、この中にあれば……。 

◇委員  この中にあるもので選んでいるということですね。 

◇会長  各者の目標の立て方に具体性に違いがあるとか、そういうことがありますかね。 

 例えば、学習活動や日常生活に生かすとかという大きな目標を示すものと、この文

字を書くときのここに気をつけてというような具体的な目標を示しているものがあ

るように思うんですけれども、その目標の立て方に違いというのはありませんか。 

     へん、かくの形や方向の変化に気をつけて書こうというふうなことがあったりする

ところもありますし、描写があったら、動きのパターンと形の特徴を理解しようと

か、そんなふうな。東書のような、書くときの目標、こんなふうに書くという目標

を示してあるところと、もう少し大きな、活動レベルで書いてあったりする、楷書

を書こうとか行書を書こうとか、その辺の気づきのことがあればお願いします。い

ろいろあって、それはあまり変わらないんだということだったらそれでもいいで

す。 
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◇調査員 教育出版や光村の方は、割合そういうふうなところはあると。変化を理解して書こ

うとかというところで目標が立てられていたり、大きさと配列のポイントを確か

め、読みやすくというふうな目標であると、割と具体的にここに気をつけようとい

うふうなところが出てくると思います。 

◇会長  今のは光村と教出で。 

◇調査員 はい。 

◇会長  そういうことがありましたら、同じような表現で書いてあっても、より目標の立て

方が具体的であるということで評価できるのかなと思いましたので、お尋ねしまし

た。 

     皆さん、ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  それでは、調査員の先生からの御報告は以上ということにさせていただきます。 

     それでは、ほかに何かございますか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  御尽力いただきましたこの調査報告書を活用いたしまして、選定のための審議にか

けたいと思います。尾道市の子供たちにとってよりよい教科書選びに入りたいと思

います。大変ありがとうございました。 

◇調査員 ありがとうございました。 


