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第３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３回尾道市教科用図書選定委員会を開催いたします。 

     本日御審議いただく教科にかかわるアンケートを随時回覧いたしますので、審議の

参考にしてください。 

     なお、本日の会に委員１名から遅れて参加の連絡をいただいております。 

     ここからの進行は、会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

◇会長  はい。皆さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。 

     それではまず、本日の議事等の確認をいたします。 

     お手元の資料の１ページをお開きください。 

     本日は、数学、美術、技術・家庭、保健体育の教科用図書の審議を行います。 

     また、前回継続審議となっておりました国語、書写につきましても、時間が許せば

行いたいと思います。 

     続いて、議事に移ります。 

     教科書選定の手順について確認をいたします。前回と同様の手順ですが、前回欠席

の委員さんがいらっしゃいますかね。改めて確認だけさせていただきます。 

     各教科代表者に、発行者ごとに特徴があらわれている観点について御説明をいただ

きます。調査員の質疑応答の後、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、２ページをごらんください。 

     本日、最終的には、２ページの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、すぐれていると考えられる点については丸を、課題

があると考えられる点については黒丸、どちらでもない場合は中点を文頭につける

報告書を完成させます。その際、調査員の説明を参考に、調査員の作成した調査研

究報告書や県の選定資料、回覧していただいている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、先ほどの５つの観点の特徴を明確にした資料となりますよう審議し

ていただきたいと思います。選定委員の皆様は、調査員の御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案件番号に丸をするなどメモをして

おいていただければ、総合的な所見をまとめる際に有効だと思います。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ふさわしいのかという視点

で十分な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御質問ございますでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◇会長  よろしいですね。 

     では、続いて、教科書の審議に入ります。 

     事務局、準備をお願いいたします。 

     では、準備ができましたので、発表させていただきます。 

     では、数学の各教科書の特徴について、説明をお願いします。 

◇調査員 本日はよろしくお願いいたします。 

     ここから説明に入ればよろしいですか。 

◇会長  はい、お願いいたします。 

◇調査員 それでは、総合的な所見につきまして、教科書ごとに御説明申し上げます。 

     調査報告書の１ページをごらんください。 

     まず、東京書籍について説明させていただきます。 

     この教科書では、特に第１の観点の②、それから第５の観点の同じく②を取り上げ

ます。 

     まず、第１の観点②です。 

     １年生の教科書があれば、それで説明させていただきたいんですが。東京書籍の１

年生の教科書をご覧ください。 

     側注ですね、教科書のページの右にある、そこに東京書籍は特徴があると思います

けども、２０ページをお開きください。 

     ２０ページの右側の側注という分ですけども、中ほどに緑の枠っぽい分でちょっと

確認とかいうのがあると思いますけども、ここには異なる分数の加法について記さ

れています。小学校時の確認になっておりますが、よく理解できていない生徒には

算数の振り返りとして、さらにここへ、２２８ページを見なさいというふうにも示

されております。その下の側注には、「もっと練習」ということで、３９ページに

は、後ほど見ていただきたいんですが、「マイノート」とか「補充の問題」とか、

６９ページは「まちがい例」で、ただ、いろんなところに側注が工夫がされて、一

人で学ぶときの非常に支えになっているというふうに思います。 

     ６９ページ、お開きください。 

     ６９ページにつきましては、これも側注なんですが、「まちがい例」というのでバ

ツがしてありますけども、生徒が陥りやすい間違い、こういったところも、統計的

に多分これは上げられていると思うんですけども、学力調査等で、こういったもの

も記されておる。 

     また、２５ページに戻りますが、ここでは例題があるんですが、そこは側注ではあ

りませんが、①に「たしかめ」というのが太字で書かれてあると思いますけども、

①次の計算をしなさいと。例題と問いの間に「たしかめ」が配置されておって、学
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習内容の定着や既習事項の確認、振り返り、こういったものがいきなりじゃなくて

順序立てて、何かの支えが必ずページのどこかにあるというところで非常に神経を

使ってくださっているんじゃないかなというふうに思います。これが第１の観点で

す。 

     次に、第５の観点の②です。 

     今度は６ページを開いていただきたいんですが、６ページには各学年の学習の進め

方というところで、「学び合いのページ」とか、次に「マイノート」というのが隣

のページにありますが、こういったものが章の最初であるとか途中に工夫がなされ

ております。この１年生の教科書では、５０ページを開いていただいたら、５０ペ

ージ、中ほどにあるんですが、「考える力を伸ばす数学マイノート」というのがあ

るんですけども、ここで生徒が学習したことを整理して、いつでも振り返りができ

るノートというのをモデルとして、非常に身近に感じる書き方で、生徒目線でここ

が上げられておると思います。 

     さらには、各学年の「レポートにまとめよう」というのがレポートの書き方、この

教科書では巻末に近い２２６ページにあるんですが、レポートの書き方も示されて

おるというところで、授業で調べたことやさらに学習したいことのまとめ方、これ

も丁寧に示されているというふうに思います。 

     以上が東京書籍の特徴あるところだと思います。 

     続きまして、調査報告書の２ページをごらんください。 

     次は大日本図書になるんですけども、これは、大日本図書の２年生の教科書で説明

させていただこうと思います。よろしいでしょうか。 

     この教科書では、特に第１の観点の①と第５の観点②を取り挙げています。 

     最初に、第１の観点①、この２年生の教科書、２６ページをお開きください。 

     ２６ページは、地球のイラストがここにありますけれども、授業の導入において生

徒の興味、関心を示すような題材が取り入れられておって、ここでは途中にイラス

トでＡさんというのが登場していますけれども、仮想の生徒のＡさんを登場させ

て、生徒の考えをもってわかりやすく自分の考え、思考をつくり挙げていくという

形になっておると思います。ただ、問題を与えるんじゃなくて、Ａさんというのを

登場させてサポートしていると思います。 

     それから、めくって２８ページになりますが、ここは学習課題として、一番上に緑

っぽい網かけがありますが、文字を使った式を利用して数の性質を調べようという

ことで、ある意味、１人だけじゃなくて学級のグループ学習、こういったものを進

める記述になっていると思います。 

     また、ここでも、その下へ生徒のノートと似たようなのが書いてありますが、そこ
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へＡさん、Ｂさん、下にＣさんも登場していますが、これはイラストがないので残

念なんですが、Ａさん、Ｂさん、Ｃさんを登場させてそれぞれの考え方を比較させ

たり、生徒自身との考えの比較を用いることによって数学的な考え方というのを組

み立てていくようになっております。 

     また、戻って２７ページの、これも側注ですね。そこへ側注、「思い出そう」とい

うので四角囲みがあります、円柱の体積。生徒が既習事項を振り返ることができる

ように、これも随所に工夫がなされております。 

     また、この教科書だけ少し特徴があると思うんですが、その２７ページの円柱のと

ころにも四角囲み、四角で中に数字を入れるようになっていますが、ワークシート

形式、四角の中に数や式や言葉、そういったものを入れて考えるという方法がこの

教科書は随所にとられております。よく言うと、数学が苦手な子はこの方がやりや

すいと思います。以上のように、各単元の導入がこの教科書は非常に丁寧に扱われ

ておって、生徒の学習動機を高めることに非常に有益になっていると思います。 

     次に、第５の観点の②へいきますが、これは８ページをお開きください。 

     ここに、「ノートのつくり方」というふうにありますが、学習を振り返ることがで

きるノートづくり、書き方、こういったものを冒頭に取り挙げております。 

     また、同じく、ページが飛ぶんですが、１３７ページに行きますが、ここは「研究

をしよう」ということで、授業で学習したことをさらに深めて学習する際の手順、

こういったものが細かく記されております。 

     次のページの１３８ページには、「レポートを書こう」ということで、生徒のレポ

ートを例示した形で書き方が丁寧に説明されておると思います。こういうふうに、

教科書のことを活用して発展的に学べるようなことがこの教科書で取り上げられて

いると思います。 

     以上です。 

     続いて、次に移りますが、これは２年生の学校図書をお願いしたいんですが。この

学校図書では、特に第２の観点の②と第５の観点②を取り挙げています。 

     １１４ページをお開きください。 

     この教科書では、問題に当たる前に、大きい「Ｑ」、アルファベットの「Ｑ」とい

うものがあると思います。これから学習する内容の手がかりとなる問いが、まずこ

こで最初に補助問題という形で用意されておる。また、「数学的な考え方」も、側

注にこの教科書はあります。中ほどに、下の何角形という表の上に「数学的な考

え」とありますが、数学的な考え方、こういったものを側注において、どういった

考えを使えばいいのか生徒にヒントを与えております。 

     また、数学的な考え方については、ずっと戻って８ページになるんですが、この教
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科書の最初の方になるんですが、８ページに、数学で使われる３つの考え方、主

に、類推、帰納、演繹、これについて整理しております。これが中学校も高等学校

もだと思うんですが、数学の考え方のベースになっていると思います。これが整理

されている。 

     さらに、１１６ページ、ここには応用、発展的な考え方も示されておって、生徒の

関心を高めるものもあるということになっております。この教科書では、数学的な

考え方にこだわるわけじゃないですが、論理的に考えて道筋や思考の流れを明確に

していくということを大事にした教科書だと思います。 

     続いて、第５の観点の②へいきますが、一番最初の６ページをお開きください。 

     ここも、ノートの使い方として、授業でどんなことを考え、どんな道筋で問題を解

決したのか。家庭学習の際に振り返りができるノートづくりというところで、単に

メモをとるんじゃなくて、家庭学習等でもう一回自分で勉強できるためのノートづ

くりというものが丁寧に書かれております。 

     次に、４６ページをお開きください。 

     ４６ページには、例題の解答をノート形式で示しております。模範的な解答の書き

方というものを生徒のノートに見立てて、こういうふうにすればいいんだというふ

うに優しく書かれてあると思います。また、授業においてノートを書く際に気をつ

ける点であるとか、よりよい書き方なども同時に示すことで後から見返すときに役

立つ、使えるノートというものを意識しておると思います。 

     あとは、また戻るんですが、７ページ、先ほどのノートの使い方の次のページにな

るんですが、「レポートにまとめて発表しよう」というところで、自分の考えを整

理するとともに論理的に人に伝えるためのものとしてのレポートのつくり方を示し

ております。 

     また、巻末の方に行きますが、１９５ページ、どんと飛ぶんですが、このあたりに

はそれをさらに丁寧に書かれております。とりわけ、この教科書は３ページほど使

って、１９５、１９６、１９７と、レポートのつくり方というものを丁寧に書かれ

ております。あとは、その１９８、１９９、その次のページ、「発表の仕方」とい

うので、これはイラストがすごく大きいんですけれども、非常に現実味を帯びてい

てリアル感をもって発表の仕方、こういったものを示しております。生徒が能動的

に学習を進めるアクティブ・ラーニング、こういったものをイメージされるものだ

と思います。 

     以上が学校図書の説明です。 

     じゃあ、４つ目の教科書になるんですが、教育出版の１年生をすみません、お願い

します。 
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     ここでは、第１の観点の②と、いつも何か観点が一緒になってきますが、第５の観

点の②、いきます。 

     まず、第１の観点の②ですが、７５ページをお開きください。 

     ここも側注なんですが、学習内容の導入において側注のキャラクターが学習の手が

かりになる問いかけをしております。また、例題７が下にありますが、例題７に見

られるように、そこに「考え方」というのが例題７と解答の間にあります。こうい

ったものが細かくヒントとして示されております。また、「間違い」がそこにあり

ます、バツとして。これも他の教科書にありましたが、生徒が陥りやすい計算ミス

に気づかせるような工夫、これがされております。また、側注には補充問題の提示

等が、巻末の問題を解くことで学習の定着が図れるような工夫もこれもなされてお

ります。数学が苦手な生徒も個人で問題を解く際に、受け身ではなくて能動的に取

り組めるように工夫がされていると思います。 

     次に、第５の観点の②ですが、７ページをお開きください。 

     ここには、とりわけノートづくりの観点で、話し合いというものを意識したノート

づくりというものをここで説明されておると思います。その上にもイラストがあり

ますが、具体的には自分の考えをほかの人にわかりやすく伝えるための工夫とか、

他の人の発表を効率よく記録するための工夫とかというところ、そのためのノート

というものがここで説明されておると思います。このノートも、やはり家庭で勉強

する際に振り返ってみることができるように工夫がされております。 

     そして、２５２ページに行くんですが、「資料の活用」ですけども、この教科書で

はとりわけこの資料の活用について、調べたことをレポートにまとめ、考察をまと

めるための手順、そういったものが細かく示されております。ここのところも、資

料の活用、苦手な生徒も多いんですが、生徒の主体的な学びを促すような工夫が丁

寧に何ページにもわたって書かれてあると思います。 

     教育出版については以上です。 

     では、続きまして、５冊目にいくんですが、啓林館の１年生をお願いしたいと思い

ます。 

     この教科書では、報告書は４ページになりますが、第３の観点の①と第５の観点の

②を取り上げます。 

     まず、第３の観点の①ですが、啓林館で特徴がMathNaviブック、これが各学年につ

いております。これは、本体とこの別冊のMathNaviブックで教科書ですよというこ

とで捉えておるんですが、この教科書だけだと思いますが分けて構成されている

と。ここは、例えば巻末には必ず１年間の振り返りの問題が全部あるんですが、本

教科書には答えがありません。答えはこのMathNaviブックに全部書かれておるとい
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うところで、普通、勉強する際には、問題を解いたら巻末をめくって答えを見るん

ですが、これはMathNaviブックがないと答えがわからないというところで、これは

特徴があると思うんですが、こういったものがまずあります。これは授業者の考え

一つで非常に工夫ができるんじゃないかなと思います。 

     それから、MathNaviブック、これを啓林は売りにされているみたいですけども、こ

の中に、これは家庭学習を自分でできるためだというふうに多分言われていると思

うんですけども、自由研究であるとか、ページ数は今申し上げできませんが、自由

研究だとかレポート例、先ほど私がいろいろ言ってきたそういった活用するための

レポート、こういったものもMathNaviブックの最後の方に紹介されております。Ma

thNaviブックは生徒の主体的な学習を促すわけですけども、授業者によってかなり

格差が出てくると思うので、私今ここで簡単に説明できんのですけども、これは大

きな特徴だと思います。 

     次に、第５の観点の②に移りますが、本体の１０ページ。 

     これも、他の教科書も同等のものが今までの説明、今私しましたけども、「ノート

を工夫して学習に役立てよう」ということで、学習の手がかりとなるノートづくり

というものをここへ書いております。つまり、この教科書では、そこへありますよ

うに、そのノート、分数は２行を使って書こうとか、１行でよく書かせたりしま

す、もったいないからということで。そうじゃなくて、２行を使って書くんですよ

とか、あるいは途中の式も書いておこうというところで、手がかりになるとか大切

なこと、こういったものにポイントを置いておると思います。 

     また、戻って、８ページ、ここは話し合いや発表などを通して自分の考えをまとめ

ようということで、話し合い活動、こういったものも１ページですが、写真で取り

挙げてあります。 

     あと、他の教科書と同等に、巻末の方にもいろいろ書いてありますが、そう目立っ

てはないですが、冒頭にあります。くどいですが、このMathNaviブックというもの

をどう使うかというのが啓林の勝負だと思っております。 

  以上です。 

     あと、もう２者あるんですが、続いて数研出版の３年生をお願いいたします。 

     数研出版の３年生なんですが、数研出版は報告書の５ページになりますが、第１の

観点の②と第５の観点の①をお願いします。 

     まず、第１の観点の②ですが、４ページをごらんください。 

     ここへ、出発前の「クイックチャージ」として、１ページ、２ページ、３ページ、

４ページ、５ページ、６ページ、ずっと使って新しい学習に向けてこれまで学んで

きた内容が整理されております。この教科書は特に丁寧に６ページ使っております
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が、その後１０ページからは「ドリルでチャージ」ということで、これまで学習し

てきた内容がしっかりと定着しているかどうかを確認できるような問題もそこに具

体的に配置されております。生徒が新しい課題に向き合う前に準備を丁寧にやって

いこうというのがこの教科書の考え方だと思いますが。 

     飛んで、２３０ページ、逆にこの教科書は、巻末の方には「チャレンジ編」とし

て、学んだことをここでもう一回さらに定着しているかどうかというものをここに

問題として取り挙げております。 

     １７１ページを開いていただけますか。すみません。 

     １７１ページに円の問題があるんですが、この問いの３に、「伝え合おう」といっ

た小さいマークがあります。目立たないんですけれども、「伝え合おう」というマ

ークがあります。問題を解いていくのに、意図的に話し合いの場をイメージ、想起

させるような構成にこの教科書は仕組んでいると思います。１人で解くのではなく

てグループであるとかペアであるとか、そういったものをみんなで解くんだという

のをイメージさせるような工夫がなされております。 

     それから、少し戻っていただければ、８７ページには問題を解く手順がわかりやす

く書かれております。ここのところは、本当に自分で勉強するときに、ポイントが

ありますので、数学が苦手な子、そういった子にとっては本当に助かるものだと思

います。 

     また、キャラクターを積極的に登場させております。各キャラクターの考え方の比

較やキャラクターと生徒自身の考えを比較したりすることで、主体的、能動的な学

習というものがサポートされて逆に強まっていくものと考えます。 

     最後になりますが、巻末の２１５ページ、ここへ「数学探検」というのがありま

す。この「数学探検」で、これまで学習してきた内容について、ここも生徒同士が

話し合って解いていくとか、そういったものをイメージさせておると思います。先

ほども言いましたが、何人かで話し合いをしながら数学を考えていくんだよという

ことがベースにある教科書になっていると思います。 

     以上です。 

     最後になりますが、最後は日本文教出版社になります。これは３年生の教科書、日

本文教出版の３年生をお願いします。 

     報告書は６ページになりますが、この教科書は、第１の観点の③と第５の観点②を

取り上げます。 

     まず、第１の観点③ですが、２２０ページをお開きください。 

     左のページですけども、各章の最後に、「生活への利用」、「深める数学」という

のもあるんですが、「生活への利用」ですね、ここは。学習したことを使って身の
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回りの問題を解決する内容が設けられております。なかなか数学と日常生活は接点

がないんですが、こういったところで接点を見出すように活用のところで書かれて

います。 

     また、少し戻るんですが、１６２ページのところには、「生活への利用」ではなく

て「深める数学」という書き方でしております。学習したことをさらに深めたり発

展させたりする内容もここであります。これは、特に数学が得意な子とか、まだ挑

戦してみたい子にとったらありがたいページだと思います。 

     さらに、２２１ページをあけていただけますか。 

     逆に戻った形になるんですが、巻末にある「数学マイトライ」というところがあり

ます。これはずっといろんな問題があるんですけども、生徒の状況に応じた内容を

選択することによって、学習内容の定着を確かなものにしたり広げたり深めたりす

るようなものがこの中に書かれてあります。 

     この中には、例えば２３８ページには、「数学レポートを書こう」とかというのが

あります。これまでの教科書にはあったんですが、余り意図して詳しくはなかった

と思うんですが、こういったものをこの教科書では詳しく取り挙げて発展させた

り、生徒に気づかせたり、そういった興味づけの工夫がなされていると思います。 

     次に、第５の観点の②ですが、ずっと戻っていただいて、８ページをごらんになっ

てください。 

     この教科書の特徴は、９ページのところにありますように、章の前に復習のコーナ

ーというのが１ページずつ設けております。他の教科書にもあるんですが、この教

科書は１ページわかりやすく設けております。左側に、８ページにはノートの工夫

として、これも他の教科書にもいろいろありましたが、予習や復習、復習だけじゃ

なくて予習においても活用できるようなノートづくりということを意図としてここ

に説明がなされております。ですから、吹き出しのコメントにも留意事項が細かく

記されております。 

     続いて、７１ページ、先ほど言った「生活への利用」というのが右側にもあります

が、７１ページの方は、例えば問いの４番、ここにもキャラクターが登場していま

すけども、「カズヤさんのノート」というので、具体的なノートでこれを解答をこ

こに例示しております。これも、他の教科書にもありましたが、非常に子供にとっ

ては身近に感じるように、温かみがあるような感じでノートという形式でここに書

かれております。 

     あと、９０ページには今度も、カズヤさんの、またカズヤさんが登場するんです

が、ここにも「カズヤさんのノート」ということで書かれております。ノートの中

に、先ほども図がありましたが、ここにも図があります。アルファベットのＡから
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Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅと伸びていますけども、こういうふうなイメージ図、こういったも

のをノートに書き込んでいったらいいよということが示されておると思います。こ

れが随所にこの教科書ではあります。生徒が登場人物と自分をダブらせたり、ある

いは比較をして自分で勉強していくというので、温かみのある教科書につくられて

あると思います。 

     ざっと説明させていただきましたが、以上で７社の特徴あるところを説明させてい

ただきました。 

     以上です。 

◇会長  大変特徴がわかりやすい説明をいただきましてありがとうございます。 

     先ほどの説明に対しまして委員さんの方から御質問がございますでしょうか。 

◇委員  よろしいですか。 

◇会長  はい。 

◇委員  第５の観点の②がいろいろなところで取り上げられていたと思うんですが、今、説

明していただいた学年が多少ずれていたりしますけども、例えば２年生でそういう

ノートのつくり方が書いてあるというのと、１年生で書いてある、あるいはさっき

も出てきました３年生、一体どの学年がふさわしいかというようなことで、３年生

を今さら説明されてもというところがあったりしないかどうかというところを伺い

たいと思います。あるいは、例示として挙げていただいた学年以外にも、ちゃんと

そのノートの書き方とかが１年生でも書いてあるとか。すみません、お願いしま

す。 

◇調査員 言われる部分も確かにそうだなと今私も思います。どの学年も同じような構成にな

っていますから、確かに無駄があるかもしれないなというのがあるんですけども、

たしかレポートもあったと思うんですけどね。一応満遍なくというので、意図的じ

ゃなくて１、２、３と振ったんですが、多分どの会社も見てみたらあるんじゃない

でしょうか。 

◇委員  東書は１年生を紹介されて、大日本は２年生、学図も２年生、教出が１年生で、啓

林館も１年生、数研は３年生を紹介されて、日文も３年生を紹介されたと思います

が、気になるのは、１年生にノートの書き方が書いてあるのはそうかなと思ったん

ですが、２年生を紹介された大日本とか学図とか１年生にもちゃんと書いてあるの

かどうなのか、すみません、見ていないんですけれども。 

◇委員  あるみたいですね。 

◇調査員 どの学年にも大抵あります。 

◇委員  構成はどの学年も同じような形になっておると。 

◇委員  １種類しか見ていませんけど、最後の日本文教出版については全学年でノートの工
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夫が示されています。 

◇調査員 あともう一個何だったですか、すみません。何かあったと思うんですが。 

◇委員  いや、今のに関連してですが、何年生にあるのがふさわしいのかなというあたりで

伺っただけで。わかりました。 

◇会長  第５の観点の②は、かなりの教科書で説明ありましたけれども、どこもそこへ力を

入れているということなんですが、実際に子供たちが書くノート、こういうノート

を書いたら力がつくなということと特にどこの教科書のノートが有効だ、ノートの

書き方が実際使いやすいなどありますでしょうか。特にそういう差はないでしょう

か。 

◇調査員 差は難しいなというのと、ないんじゃないかなというのと、やはり授業者によっ

て、正直どれでも授業者によると思うんで、差がないと答えたら私はいいと思うん

ですけども。 

◇会長  それと、授業者によってというところで、特に啓林館のNaviブックのことなんです

けれど、これはうまく使えば効果があるが、プラスかマイナスかというのは使い方

によるというふうにお聞きしたんですけれども、どんなふうに使えば有効なんです

か。 

◇調査員 私もすぐに知恵が出ませんが。 

◇会長  また、副教材で問題演習などがあるようなものを使っている場合は、実はその用途

が重なってしまっていて活躍の場がないというようなこともあり得るんですか。 

◇調査員 すみません、もう一回おっしゃってください。 

◇会長  副教材を使う場合、このNaviブックと用途がダブっている。Naviブックだけでは少

し足らないねということだったら、これはあることが特別評価できることではな

い。 

◇調査員 問題が書かれてあるわけじゃないし、普通、副教材は問題が並んでおって、教科書

だけでは不十分なものがあったり補完する形だと思うんですが、補完という形にな

っているのかなというのが１点あるのと、２点目が、多分これは自学を売りにして

いると思うんですが、これだけで生徒は多分家庭学習できないと思うし、３つ目

が、答えがここにあったら、本当に率直に言うと、なくしたり逆に使い勝手が悪い

んじゃないかなと思うんで、私は個人的な意見ですが、一つにまとまっている方が

いいのかなと。余りNaviブックといってもぴんとこないところがあります。 

◇会長  わかりました。それと、特に特徴的なところでどの観点の何番と挙げていただいた

んですけれども、特に特徴的でない挙げられなかった観点についても、そのうちの

どれが、例えば東書の第３の観点では、これは上げられていなかったんですが、①

から③のうちのどれが特にというようなことをここへ記録には残さないといけない
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んですよね、完成する報告書はその形になりますよね。数字だけでも結構ですの

で。 

◇調査員 否定的なよくないことですか。 

◇会長  いえいえ、そういうことじゃなくて、第３の観点は３つ挙げていますけども、この

中では特に東書ではこれだ。１から３ではということで。それは必要なかったんで

すかね。 

◇調査員 工夫はされていると思うので。 

◇会長  そうですね。第３の観点を参考にとはなっているけど、この中では、東書としては

こだわるのはこれだ、特徴としてはここだ。 

◇調査員 私も考えます。 

◇会長  それでは、その点についてはまた改めてまた事務局の方から伺うということで。今

日のところはそれで。 

     ほかに御質問ございますでしょうか。 

◇委員  今のことと関係するかと思うんですけども、日文の第１の観点の③が特徴的で、日

常生活への利用というのと深めるというのが入っているという説明があったかと思

うんですけども、でも、ほかの例えば数研を見ても、第１の観点の③には、日常生

活に密着した話題を取り扱っているとあって、もう一個どこか似たようなのがあっ

て、それと比較して日文の特徴というのがどこにあるのか今わからないなと思っ

て、なぜ日文のところは第１の観点の③が特徴で、例えば数研だとむしろ第２にな

っていて、第３の似たような日常生活に密着した話題を取り扱っているのにこっち

が特徴じゃないと見られているのは何かというあたりを説明していただけますか。

ここは、前の方は別に日常ということは書いていないところもあったので、そうい

う意味では何となくはわかるけども、日常等の関係を扱っている教科書がほかにも

あったなと思いながら。 

◇調査員 正直いうと、どの教科書も、先生が言うように日常とか社会に密接なかかわりがあ

るそういったものを取り上げたノートとかレポートですよね。その中で、冒頭に言

いました東京書籍とかは側注を非常に有効に使ったりしておって、さっき言った幾

つかのところが余りそこまで有効でないなと。逆にそこで昔ながらにシンプルでい

っとるというところで、探して特徴としたらそれぐらいかなと。否定的なんです

が、そういった感じでそこを上げたので。 

◇会長  例えば今のだったら、日文の中ではそこが特徴でしょうということで、他社と比較

して日常とのかかわりが飛び抜けて日文だけがいいという、そういうことではない

ということで。 

     ほかにはよろしいでしょうか。 
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◇委員  すみません、アンケートの中に、教科書が今のものと大きく変わってなくてよかっ

たというような記事があったんですけれども、数学の場合、教科書の会社が変わる

ことで、子供たちはもう大事なんだけども、教える側として教科書が変わるという

のは非常に先生方にとって負担が多いことなんでしょうか。そこを教えてくださ

い。 

◇調査員 負担になると思いますね。ただ、数学科の場合には、他の教科に比べたらそうでも

ないかなとは思いますけども、確かになれた教科書、かなり違うと思いますね。 

◇委員  ありがとうございます。 

◇委員  少し変わりまして、現行の教科書の教材の配列、特に３年生の配列が、私立高校の

入試の時期との絡みで困ったというふうな声を聞くことがあったんですけれども、

その辺は大丈夫なんですか。 

◇調査員 東京書籍についてはそれは私も聞いていますし、中身についてはそこまでないです

が、配列ですよね。これはいろいろ要望もされたと聞いております。そういう中

で、今回は他の教科書と同じ配列になっているというふうに思いますので、そこは

クリアできると思うんですが。 

◇会長  今の御質問はアンケートの中にもありましたよね。使いにくい部分も直っているよ

うだという御指摘もいただいています。 

     ほかにはいかがでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  ここに総括で挙げていただいた報告書よりも、今、調査員の先生に御説明いただい

た文言の中でなるほどというものがたくさんあったように思いますので、お話しい

ただいた記録の言葉も生かしながらこの調査書の文言はつくっていかなくちゃいけ

ないかなと思っています。では、これで質問、打ち切ってよろしいでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇調査員 ありがとうございました。 

◇会長  それでは、皆さん、お手元の教科書をごらんいただいて、先ほどの御説明をもと

に、特にこれがこの教科書の特徴としてふさわしいという意見を出していただきた

いと思います。 

◇委員  調査員さんへの質問じゃないんですが、少し意見を述べさせてもらっていいでしょ

うか。 

◇会長  はい。 

◇委員  ノートのとり方についての記載の有無がありましたが、指導者によるということが

あって、確かにそうだなと思いながら、今、非常に若い教員が多くなって、ノート

のとらせ方というようなレベルの指導がきちんとできない教員が多くなっている。
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しかも、数学ってすごく雑にもノートとれるし、丁寧にとってそれを自分の考えに

利用する子もおるので、ある程度その水準をそろえるという意味では、ノートのと

らせ方というのは非常に入り口、特に１年生、入学時においては大きいと思う。も

し、これから教科書を見ていただくときに、先ほどの調査員の報告でいただいた５

の①で見ていただくんであれば、そのノートのとらせ方のこの資料がどんなふうに

示されるかというのは見ていただいた方がいいかなとは感じます。ノートのとり方

がきれいな子とか工夫している子の数学の理解の進み方は非常にいいと思います。

検討してもらえればと思います。 

◇会長  大変貴重な大切な御意見ですので、記録の方、今のを残していただきます。どの先

生が教えても確実に質が保証ができるようにと。 

◇委員  ここまではみんなとれるよということですね。 

◇会長  教育の質が保障できるようにという御意見です。他教科も同じですけれども、ノー

トの取り方が工夫された教科書づくりは質の保証にもつながると思います。今日は

余りゆっくり見ていただく時間がありませんが、調査員の先生の御説明の中でもあ

りましたので。 

     では、発行者ごとに見ていきますので、もう少し見たいと思います。 

     まず、東書からですけれども、東書は第１の観点の②が特にすぐれている項目とし

て挙げられているところであります。第２の観点は②でありました。これはこれで

よろしいでしょうか。ただ、先ほども言いましたけれども、例えば②のところで

は、調査員の先生は、これは振り返りができて一人で学ぶというそういう支えにな

っているんだという御指摘がありました。一人で学ぶ支えというような、そういっ

たこともこの文言の中には盛り込んでいきたいと思いますので。今日、文言をきち

んとつくるところまでは前回のようにやりませんけれども、ここがポイントという

ことだけは、これを入れてくださいということだけは皆さんからアドバイスをいた

だければと思います。 

     第２の観点は、先ほどノートのとり方というのは大事だという御意見をいただいた

んですけれども、東書の場合は、５の②のところではなくて、第２の観点の②の中

で「マイノート」について触れられていました。これが生徒目線で生徒がイメージ

しやすい、どういう書き方をするか、どういうノートをとるか、レポートを書くか

ということがイメージしやすいという御意見でした。この２つの特徴ということで

したね。 

◇委員  これが単元の中であれば、一般的なノートのとり方という意味ではなくて、この中

身に合わせたノートの示し方というのは非常におもしろいなと思いました。 

◇会長  学習内容に合わせた工夫ですね。他社のノートのとり方は、一般的にノートの書き
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方がありますけど、ここの「マイノート」はその単元内容に応じた内容でつくった

ノートということです。そこが特徴なので、そのことも示して盛り込んでいただけ

ればと思います。 

     東書について御意見はございますでしょうか。これは３と４と５については、先ほ

どは特に、これがというものが挙がってこなかったんですが、報告書はそれぞれの

観点について、事務局でこれは後ほどまた調査員の先生に聞いていただくというこ

とでよろしいですかね。 

◇事務局 はい。 

◇会長  後でそういう作業をしますということを踏まえた上で、皆さんの方から御意見あり

ましたら、聞いておきたいこともあると思いますがいかがでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  それでは、大日本の方に行ってよろしいでしょうか。 

     報告書をご覧ください。 

     第１の観点の①、第５の観点の②が特にすぐれた点として挙げられておりました。

これはここで調査員の方が上げられたものですから、我々がその２つに丸をつける

ということではありません。そのことがふさわしいかどうかということを御検討い

ただきたい。 

     お話を伺っている中では、第５の観点の②の方が、こういうことは魅力なんだろう

なというふうに思ったんですけれども、単元の導入の工夫があって生徒が入ってい

きやすい、学習に入っていきやすいということがありましたので、そのことを記録

の中に入れていただきたいと思いますけど、文言の中には。ノートのつくり方が示

してあるということだけでは他社と同じことですから、単元の導入に工夫があって

生徒が学習に入っていきやすい、学習内容に入っていきやすいということが先ほど

のお話の中では魅力かなと思いました。苦手な子もやりやすいということでした。

ここは第１の観点の方はどうでしょう。これは格別すぐれていると言っていいかど

うかということで皆さんの方から御意見いただきたいんですけれども。生徒Ａの考

えを示していますが、他社にも同じようにキャラクターが出てきて、同じように意

見を示しているのもございますし、そのこと自体は何か最近の一般的な教科書のつ

くりのようにも思いますが、いかがでしょうか。 

◇委員  特に、特化しなくてもいいんではないかと思います。 

◇会長  そうすると、丸が１つだけになるんですが、調査員の先生の方からは挙がらなかっ

たけれども、ほかの観点で特にここがというのがありましたら、そういう意見でも

結構ですので。よろしいでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◇会長  それでは、大日本につきましては第５の観点の②が特にすぐれているということ

で、文言の中には、単元の導入に工夫があることを盛り込んでいただくということ

にしたいと思います。 

     学図に参ります。 

     これは、第２の観点の②、第５の観点の②がすぐれた点として取り上げられており

ました。 

     クエスチョンの「Ｑ」という見出しをつけているのは第２の②ですけれども、学習

の手がかりとなるような問いから始まっているのだということ。それから、側注で

数学的な考え方を示しているということで、数学的な思考をわかりやすく示してい

るというのがこの社の特徴ということです。 

     それと、今のことが報告書には書き込まれていないといけないかなと思うんです

が、もとの文章のままだと何があるということだけですので、学習の手がかりとな

る問いから始まっていること、章が始まっていること、新しい学習事項について側

注などで数学的な考えをわかりやすく示していることというような、そんな内容も

報告書には盛り込まないといけないかなと思います。 

     それから、第５の観点の方は、何かアクティブ・ラーニングをイメージさせるよう

なそんな学習活動、特に言語活動、数学における言語活動などがイメージしやすい

ように示されているというようなことが特徴として挙げられていました。 

     いかがでしょうか。学図につきましては、今この２点挙がっておりますが。 

◇委員  今言われていたのは、言語活動の充実ということなのか、発展的な学習というふう

に捉えるのか、評価のところが言語活動でいいのかなという気もするんですけど。

中身で見ると、何となく発展的な学習とか発表とかレポートとなると。 

◇会長  これはどちらの意味で言ったんですかね。それはもちろん重なっているところはあ

るんですけども。 

◇委員  おっしゃっていたのは、論理的に考える力をつけるとか発表の仕方ということをお

っしゃっていたので恐らく言語活動の意味だったんだろうと思うんですが、内容的

には何か発展的な学習になる気もしないでもないんですが、言語活動でよろしいで

すかね。 

◇会長  それは観点の場所はこのままにして言語活動が発展的な学習になるように示してあ

るということですので、ただ書いたり発表したりということを活動しましたという

んじゃなくて、その活動が数学の発展的な思考を育てることになってということに

なるだろうと。 

◇委員  そういう文言を入れて第５の観点ということで。 

◇会長  はい。そういう形でここはよろしいかと思います。 
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     その上でいかがでしょうか。もうこれで、今の２つ上げられているところを特に優

れているとしてよろしいでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  教出、お願いします。 

     教出は第１の観点の②、それから第５の観点の③。 

     第１の観点の②の方は、間違いやすい、つまずきやすいところを具体例として出し

ているというところが特に魅力的なところなんだろうなと思いながら聞きました。 

     それから、第５の観点の方は、主体的な学びにつながるようにというところに特徴

があるということでした。そういうところをこれは表現の中に盛り込んでいく必要

があろうかとは思います。 

     御意見ございましたらよろしくお願いいたします。 

◇委員  すみません。 

◇会長  はい。 

◇委員  教出、これだけなんですけども、索引を見ると、後ろの方の索引なんですが、全部

英語で書かれています。英語の教員も知らないぐらいな英語なんですけども、これ

はすごい何かおもしろいですよね。これはほかにはない。英語の教員にとってはう

れしい。数学なんかで、何でもそうなんですけども、英語でこれを言ったらどうな

るんだろうとかというようなところがやっぱり子供たちが聞くこともあるんですよ

ね。英語の教員も答えられなかったりする場合もあるんですけれども、これはなか

なか数学を英語の表記で書かれているというのはすごいなと思って見たんですけ

ど。ほかをずっと見てもないんですよね。特徴といえば特徴かなと思いました。 

◇委員  教科横断的なところがありますね。 

◇委員  確かに、スーパーサイエンスハイスクールで数学と理科は英語でオールイングリッ

シュで授業をしていたことがありますから、そういう意味では数学や理科は取り上

げやすいのかもしれません、英語で。興味をもつという意味でもおもしろいですよ

ね。 

◇会長  どこかに入れましょうか。入れるとしたら観点はどこなんですかね。特徴ではあり

ますから、丸になっているかどうかは別として、それぞれの記載が観点のどこがふ

さわしいか、また考えて。 

◇委員  興味・関心とかというところで主体的、もしくは内容の構成。第２か第３かどちら

かで入れましょうか。 

◇会長  そうですね。興味・関心というところで入れておきましょうかね、索引に数学用語

の英語表記があるということをつけ加えて。そうしたら、これは、この教科書のす

ぐれた点としてよろしいでしょうか。 
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     今日、最初に調査員の質問への応答の中にもあったんですが、第５の観点の②が選

ばれてはいるんだけど、それが特別他社と比べてすぐれているということではなく

てこの社の中ではここかなというお返事だったんですが。そうすると、この第５の

観点の②、教出の、これが本当にすぐれているとして評価していいかどうかという

ことになるんですけれども。資料の活用があるところが特別評価で来てそこをもっ

て丸にするかどうか。 

◇委員  少し弱いですね。 

◇会長  そこだけだと特別丸にするほどでもということですね。教出については第１の観点

の②にだけ丸をということにさせていただいてよろしいでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  それでは、啓林館の方に参りまして、第３の観点の①、第５の観点の②でした。 

     第３の観点の方はNaviブックのことだったんですけれども、これはどう判断するか

は。うまく使えば有効かもしれないということで、これについては判断保留のとこ

ろがありました。 

     それから、第５の観点の方は、ここはノートの書き方だったんですが、それから学

習の手がかりになるものと、そのノートのとり方、途中の式を書こうというような

アドバイス、数学がわかるようになるために本当に細かい支えが入っているという

ところが特徴ということでした。 

◇委員  Naviブックなんですが、今、第３の観点って言われていたんですが、日常生活や社

会と関連している具体例ということで、第１の観点の基礎的・基本的な知識・技能

を定着させるための工夫として使っているのかな。何か日常生活の中の緊急地震速

報とか、生活と密着させているように思うので、第１の観点で評価するのはいかが

でしょうか。 

◇会長  そこへもっていくことはできますよね。そこで挙げるということですかね。別冊に

なっているから、内容の構成・配列というのは少し違うかなとは思いますが、これ

は今、御意見いただいたように、第１の観点の中でこちらの方で書かせていただく

ということでよろしいかと思います。それで、これに丸をするということではない

ですね。１の観点についてそこで丸をつけるのかどうか。どうでしょうか。 

◇委員  啓林の中で一番特徴的という意味でNaviブックを言われていたので、これを評価す

るなら一つ丸をつけるのがよいのかなと思います。 

◇会長  じゃあ、第１の観点の方にもっていって、その上で丸をつけるということですね。

よろしいでしょうか。 

     第５の観点、またノートなんですけれども、途中の式が…というようなきめ細かな

配慮があるということです。これを丸にしてよろしいでしょうか。特にこれはいい
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よという御意見がないということは、特にすぐれているということではないという

ふうに判断すればよいかなと思うんですけれどもよろしいでしょうか。ノートの書

き方自体はどこにもあって、それが少しきめ細かいところがあるということなんで

すが。 

◇委員  発行者によって力点が違うだけで、特にこれが決め手、丸ということでもないよう

な。 

◇委員  指導者によって違うんですね。先生方によって。 

◇会長  じゃあ、ここは丸はつけないということにしたいと思います。 

     では、数研です。数研は第１の観点の②、準備のところが丁寧なということが評価

されていました。このことは書くべきかと思います。 

     もう一つは、第５の観点の①。単元の導入に丁寧に入っていくというのは、数学の

苦手な子供たちをつくらないようにという配慮としては評価できるかなと思うんで

すけれども、いかがでしょうか。第５の観点は、これは特にすぐれているとすべき

でしょうか、どうでしょうか。これは他社も同じではないかというふうにも思うん

ですけども、こういう課題の設定の仕方で話し合いながら、言語活動が入っている

というのは当然あるわけですから。このこと自体は、現行の学習指導要領をきちっ

と反映しているということの評価ではありますけれども、特別他社に比べてすぐれ

たものでなく、各者もここは押さえてきているということでよろしいでしょうか。

じゃあ、第１の観点で②に丸をつけさせていただきます。 

     最後の日文ですけれども、日文は第１の観点の③、「マイトライ」、これは到達度

を確かめるという、表現は違いますけどそういうふうなことを言われました。日常

生活や社会に関連した学習課題を扱っているところを評価されました。 

     第５の観点の方の②、ここもノートですけれども、ノートづくりというだけじゃな

くて、これは書き込まなくちゃいけないと思うんですが、章の初めに前の章の復習

が十分の分量が割かれていることが評価されていました。それから、このノートの

具体例が非常に親しみやすいようになっているというところが評価されていまし

た。いかがでしょうか。「マイトライ」をどう評価しましょうか。 

◇委員  「マイトライ」はどこにありますかね。 

◇会長  ２年生だと１８５ページ、学年の巻末です。関係した単元を示して、特にそこをや

ってみようということになるんですが。これは授業で使うものですかね。自学、自

分で興味をもつたらやってみるかということですかね。２年生の場合は、この「マ

イトライ」の中に１年生の復習が入っています。 

◇委員  授業で丁寧に使われない先生もいらっしゃるんじゃないかと。 

◇会長  興味が持てそうな内容、授業の中で使うことを示しているものではないようです。 



－20－ 

◇委員  家庭学習とか発展学習ということで評価できると思います。 

◇会長  本当の意味での家庭学習だと思うんですけど、おもしろそうだからやってみるとい

うような。 

◇委員  観点２の主体的な学習のところで「マイトライ」を評価することはできますね。 

◇会長  そちらの方で挙げた方がいいかもしれませんね。主体的な学習の方で、興味をもっ

て、数学に興味が持てるような課題が「マイトライ」の中に設定されているという

ことを評価するという御意見いただいておりますが、それでよろしいでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  そうすると、そこで丸ですかね。じゃあ、第１の観点ではなくて。丸はそこだけで

よろしいでしょうか。第５の観点の方はよろしいでしょうか。式の計算を学ぶ前に

は式の計算を学ぶ前の準備、連立方程式の前には連立方程式を学ぶ前の準備、これ

は実際、学校現場でいうとどうなんでしょうか。自分で学習するというときにはい

いとは思うんですけれども、教科書というのは、本来の目的は授業の中での活用と

いうのが一番の目的ではないかと思うんですけれども。つまり、教科書を使って有

効に進められるというのが一番大きな役割ではないかとは思うんですけれども。ど

ちらかというと、補助的な部分であるとは思います。 

◇委員  主食でない調味料のところで評価しているような感じですね。 

◇会長  そうしますと、日文のところはどこも特徴で挙がっているのが主食じゃないです

ね。 

◇委員  本体の肉厚なところで訴えてほしいところですよね。 

◇会長  そうすると、そういう補助的なところで２つ丸をつけるほどではないなと思います

ので、先ほどの「マイトライ」の方で丸をつけさせていただいてということで、１

つ丸ということにさせていただきたいと思います。 

     ずっと通してまいりましたけれども、皆さんの方で振り返って言い残したこと、御

指摘がありましたら出してください。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  では、数学は以上にさせていただきます。 

      

◇会長  それでは、始めさせていただきます。 

     美術の各教科書の説明をしていただきます。 

     お願いいたします。 

◇調査員 こんにちは。 

     美術科担当調査員でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

     美術は３者ございます。開隆堂、それから光村、日文と申し上げて、評価について
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説明したいと思います。 

     それでは、総合所見について教科書ごとに説明いたします。 

     調査研究報告書の１ページをごらんください。 

     まず、開隆堂の総合的な所見の中で、それぞれの観点ごとに、特に特徴と言えるも

のやよいと考えられる番号を読み上げたいと思います。 

     １ページですが、第１の観点は③、第２の観点は②、第３の観点は②、そして第４

の観点は①、５の観点は①です。 

     次に、特にほかの発行者と比べてすぐれていると考えられる特徴について説明しま

す。 

     この開隆堂の教科書は、特に第４の観点と第５の観点を取り挙げています。 

     第４の観点は、内容の表現・表記です。これは織り込みページの内容や大型図版の

作品は適切なものかどうか、そのように扱われているかを視点としています。 

     それでは、開隆堂の１年生の２ページをお開きください。最初のページです。 

     中学１年生が入学して初めて開くページです。この最初の織り込みページには、美

術を学ぶに当たり何を目標にしてどんな学習をするのかを独創的で意義があると思

われる作品とともに明示しています。ここにあらわすことで、学び方や、なぜ美術

を学ぶのかを最初に理解させようとしています。 

     それでは、次のページをお開きください。 

     ５ページから７ページです。 

     このページには、表現活動のプロセスを提示し、美術の学習方法をイメージさせ

て、小学校の図工から中学校の美術の学習にスムーズに取り組んでいけるように示

されています。 

     大型図版については、参考として１０ページから１２ページで説明します。 

 見開きで、柳のある明るい朝というクロード・モネの作品が載っておりますが、表

現技法を詳細に鑑賞させたい作品、そして作品の壮大さ、迫力を伝えて鑑賞させた

いという作品が、各学年とも選ばれています。こうした工夫により、生徒の学習に

対する不安を取り除くということや生徒の学習意欲の向上を考えての掲載と思われ

ます。 

     それでは、第５の観点に移ります。 

 特徴あるもう一つは第５の観点です。第５の観点は、言語活動の充実です。 

     先ほど開いていただいた１０ページをそのままごらんください。 

     このページには、緑の丸囲みがあります。この丸の部分に、鑑賞のきっかけやポイ

ント、作者の意図について考えたり話し合ったりできる問いを設置しています。そ

の問いかけに、個人または集団で書いたり説明し合ったり批評し合ったりして応じ



－22－ 

ることで言語活動が充実し、その積み重ねが思考力、判断力、表現力の育成につな

がっていくものと考えます。この表示が２年生、３年生の教科書の方にもございま

すが、後ほど見ていただけたらと思います。 

     なお、第１、第２、第３の観点については、Ａ３の一覧に特徴をそれぞれ示してお

りますので、後ほどごらんいただけたらと思います。 

     このように、開隆堂の教科書は、織り込みページや大型図版を効果的に活用し、学

習意欲を向上させる工夫と鑑賞のポイント等を示すことで、言語活動の充実を図っ

ていこうとするそういう点が他の教科書と比べてあると調査いたしました。 

     それでは、次に光村の教科書についてお示ししたいと思います。 

     調査報告書の１ページ、番号を申し上げますのでごらんください。 

 光村の第１の観点は①、第２の観点は③、第３の観点は②、第４の観点は①、第５

の観点は①です。 

 この光村の教科書は、特に第１の観点と第２の観点を取り上げました。光村は、第

１と第２について説明させていただきます。 

     まず、第１の観点です。 

     第１の観点は、基礎・基本の定着が図られるかということですが、１学年の１２ペ

ージをごらんください。心安らぐ私の風景という題材名のページです。 

     題材名の横に四角囲みがあり、その中に、目標が示されています。自分の好きな風

景を探してみよう、風景のどこに心引かれたのか考えながら想像、構想を練ろうと

いうふうに、４つ順番に書いてありますが、これは美術への関心、意欲、態度、そ

して２番目が発想や構想の能力、それから３番目が創造的な技能、４番目が鑑賞の

能力となっており、４つの評価にもかかわる観点を目標として並べています。そし

て、その四角は、学習後に達成状況をチェックする欄として使えるようになってい

ます。これは学習を振り返る時に有効的です。 

     また、その下に「Ｑ」という青い表示がございます。この表示は美術の共通事項に

ついて問いかけたものです。読みますと、風景の自分の心ひかれた部分はどんな構

図や色であらわせるだろうと書いてありますが、共通事項である形、色、材料、光

について考えさせるということが必要でして、それを促しています。このように、

学習活動の具体を示して、つけたい力の明確化と基礎・基本の定着を図ろうとして

いる点は、他社と比べてすぐれていると考えられます。 

     第２の観点に移ります。 

     第２の観点は、主体的に学習に取り組む工夫という視点で見ていきました。 

     １年生の１６ページを開いてください。写してあらわす版画の魅力というところを

例に説明したいと思います。 
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 点線より下、年賀状をつくっている行程がここに載っています。ここに青い囲みで

「生活に生かそう」マークを設け、暮らしや生活の中に生かすことができる美術の

活動を示しています。美術は絵を描きました、何かをつくりましたということも必

要かと思いますが、表現活動の中で生活に生かせるということも大きな重要な部分

です。そこれを表示しているというところが特徴だと思います。 

     また、アートプロジェクトやキッズゲルニカプロジェクトなどの芸術活動を推進す

る事業へ参加して仲間とともに制作する活動も紹介されています。 

     その具体例が、この２、３年生の美術の教科書で、４６ページ、４７ページに載っ

ています。 

     キッズゲルニカプロジェクトや町を美しく飾るなどの写真も載っています。このよ

うに、美術で学んだことを主体的に生活や社会で生かすことを示唆しているこれら

の内容は、生徒の学習意欲を高めることにつながっていくと考えます。 

     なお、３、４、５の観点については、先ほども申しましたがＡ３の一覧に書きまし

たので、そちらをごらんいただければと思います。 

     このように、光村の教科書は目標を示し、活動内容を明確にして、基礎・基本の定

着を図ろうとする点、美術で学んだことを生活や社会に生かそうと提示して主体的

に学習に取り組むように工夫している点が、他社と比べて特徴であると言えます。 

     それでは、最後に、日本文教出版、日文の教科書について報告いたします。 

     この調査報告書の２ページ目の中央より少し下から申し上げますので、ごらんくだ

さい。 

     まず、第１の観点は②です。２の観点は②です。３の観点は①です。４の観点は①

です。５の観点は②としております。 

 日文については、特に第２の観点と第３の観点を取り上げます。 

     第２の観点は、主体的に学習に取り組む工夫が視点です。 

     １年生の８ページ、９ページをごらんください。見て感じて描くのページを例に挙

げようと思います。 

     この教科書は、題材別にこの上に「学びのねらい」を示しています。ほかの教科書

にもこれはありましたけれども、さらに「ポイント」、８ページの中央に丸囲みで

「ポイント」という部分がございます。先ほどの「ねらい」のページとともにポイ

ントを文章で提示しています。この「ポイント」には、課題発見に向けての視点が

示され、生徒がみずから学習に取り組んで解決していくという、そういう学習がで

きるようになっています。読みますと、それぞれの作品で対象のどのような特徴が

あらわされているでしょうか。形や色でしょうか。ここに共通事項も出てきます。

質感でしょうか。あなたが捉えた特徴をあらわすときの参考にしましょう。という
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ふうに、解決への手だてが載っています。 

     また、１年生の教科書の９ページのこの端に「参照」という緑の囲みがあります。

この「参照」は、ほかの題材や表現技法との関連を示していて、示されたページに

飛んでそちらも一緒に見てみようという、そういう発展的な学習に結びつけるよう

な仕組みになっています。 

     それでは、２４ページ、２９ページを開いていただけるでしょうか。 

     ここに、花の生命というページがあります。先ほどのページとつながって鑑賞がで

きるようになっています。発展的な学習ができる仕組みが取り入れられていると思

います。 

     それでは、もう一つの観点は、第３の観点です。 

     第３の観点は、内容の構成・配列・分量です。 

     １年生の５ページ、目次ですが、そちらをごらんください。 

     これは、題材、オリエンテーション、それから絵や彫刻など、デザインや工芸な

ど、学習に役立つ資料の４つの分野に分けて配列をしています。２、３年生の教科

書も同じです。そして、ここに丸、三角、四角のマークをつけて、主とする活動が

何なのかをわかりやすく示しています。これは、教師も、生徒にとってもわかりや

すい表示なので、今自分が何をするのかというのが明確になって非常に使いやすい

です。 

また、日文は教科書が３冊構成になっています。３冊よりも２冊の方が便利かと思

ったりするんですが、この３冊構成になっていることで多くの題材を掲載すること

ができています。３冊の題材を合計すると、８６もあります。開隆堂は４１、光村

は６７ですから、やはり日文は８６と非常に多い数の題材が示されています。その

ことから、多様な作品例を提示することができていまして、とても参考になりま

す。このことは、生徒たちに基礎的、基本的な知識や技能を習得するのにとても有

効と考えます。 

     なお、１、４、５の観点についてはＡ３の一覧に示しておりますのでごらんくださ

い。 

     このように、日文の教科書は、課題発見に向けたポイントを示したり、関連するペ

ージを参照で示したり、主体的に学習に取り組むための工夫がある点が他の教科書

と比べて多い。そして題材数が多いので、基礎的、基本的な知識、技能の習得に効

果的であるとしました。 

     以上で報告を終わりたいと思います。 

◇会長  御説明ありがとうございました。 

     それでは、選定委員の皆さん、質問がございましたらお願いいたします。 



－25－ 

◇委員  ３社は随分違うんだなあと思って報告をうかがわせてもらいました。その中で、各

者１点ずつ質問させてください。 

     まず、開隆堂の説明の中で、特徴でもあると言われた言語活動の工夫、作品の場合

に鑑賞ポイントやというこの水玉模様のマークですよね。そこはよくわかりません

が、美術でいう言語活動、話し合ってみようというのが言語活動なのかどうか。そ

れは、確かに一つは話し合いはそうだろうけど、美術の本質的な言語活動というの

は話し合ってみようなのかなあという疑問です。というのが、このマークを何のた

めに使うかというのが、この開隆堂そのものは鑑賞のきっかけとなる問いかけなど

を示していますというふうにここに示されていて、同じように編修趣意書にも同じ

ようなことを書いてあって、これでもって言語活動に当てはめるのはどうなのか

な、少し厳しくないかなというのが１点目の質問です。 

     続けていいですか。 

◇調査員 はい。 

◇委員  ２点目は光村なんですが、光村に関しては、他の２社と違って道徳の学習との関連

を示してあるというのが、例えば２年生の先ほどのところ、例えば１４ページ、人

のしぐさを捉えるという、１４ページの一番下に思いやりの心をもち、相手の気持

ちを尊重しようと。道徳との関連というのは、多分前の改訂のあたりから各教科道

徳との関連を示せとはいわれながら、教科書そのものにこういうことを示してある

のも珍しく感じたのですが、美術を教える立場でこれにどういう価値づけなり意味

を、意味があると考えるか。 

     最後、日文なんですが、最後は日文の特徴的で示された第３の観点の題材のことで

すね。２つのことをおっしゃいました。一つは、目次を見て非常にこれは有効であ

ると。もう一つは分量が多い分だけ題材数が多い。前者のこの目次に書いてある表

記の仕方を光村と比較すると、同じように記載があるので、他の発行者に比べてと

いうことが言えるかどうかなと。光村も同じように、はじめに、絵や彫刻など、デ

ザインや工芸など、学習を支える資料とあって、その活動が表現、鑑賞というふう

な部分があるので、どちらかというとこの２で言われた後者の方は日文の特徴かな

と感じたんですが、もし目次の方でもやっぱりこんな違いがあるんだというのがあ

れば教えてください。 

     以上、３点です。 

◇調査員 まず、言語活動については、どの教科もその言語活動を充実させて思考力や判断

力、表現力等を育てていこうということがありまして、作品に対する自分の価値意

識を捉えて、そして批評し合う、最初の１年生のあたりでしたら、自分の作品の工

夫した点とか友達の作品のよい部分とかを生み出し話し合うとか、それから文章に
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書くとか、文章に書いて意味を明確にするとか、それから個人で考えたことを発表

する。そして、価値意識を持ってお互いが話し合いに取り組んでいく。そして、最

後には批評し合うというようなことも含めて、言語活動を充実していこうというの

が美術としては重要です。ですから、どの教科書も話し合いをしている場面、ワー

クシートにこのように書いていますよとか、アイデアスケッチとか、そういうもの

が載せてありますが、そういう取り組みが言語活動。単に話をしてということでは

まだ足りない。そういうところに持っていく活動がそれぞれ大事にされないといけ

ないので、提示されているものについては、ただどんな絵ですか、どう思いますか

というよりも、徐々にその言語活動を深めていくようなポイントになっていると思

います。 

◇委員  先ほど言っていただいたことが多分３つの本質だろうと思うんですが、このマーク

がついているところができ上がった作品を鑑賞する際の言語活動しか出てこないで

すね。だから、生徒が自分たちの作品を相互に批評し合うであるとか、あるいは制

作過程での営みでの言語活動だけが出てこないので、それで言語活動全てを賄えな

いという意味で、これを例に挙げて言語活動というのはどうなのかなと、そういう

ふうにさらに感じました。 

 では、すみません、２件目、お願いいたします。 

◇調査員 道徳。 

◇委員  はい。 

◇調査員 道徳については、どの学校もシラバスを作成していますが、そこに道徳との関連を

表記したりして、この関連を大事にしているということはあります。その指示が記

載されているところは確かに特徴あるところだと思います。あえて示されなくて

も、本当はそれを意識してやらないといけないんですけれど、そこに示されている

ということは非常に価値あるものだと思っています。 

     それから、日文の方でもクローバーマークが実はありまして、道徳の学習と関連す

る内容を示しています。先ほどの５ページの下、ここにあります。いろんな表示を

３社とも駆使していますが、この関連を日文も示しているというのはあります。私

も授業をしているときに道徳との関連を示すというのはやってきました。このよう

に日文と光村には道徳との関連を示されているのでおっしゃる通り、特徴だと思い

ます。 

     ３番点目ですが、開隆堂の配列も含め、光村と同じような特徴ではないかというお

話でしたが、題材がいろんなパターンある中で、これを年間３５時間、１年生は４

５時間ですが、ここにある題材と同じようなものを全て年間３５時間でできるかと

いったらそんなことはできません。その中でどのような教材を生徒たちに対応を考
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えて先生が選んでいくのかというのは重要でして、いつもいつも同じような題材で

やっていくのではなくて、いろんなパターンを考えてその地域、その子たちに合っ

た授業をやっていくと考えたときに教科書は非常に参考になります。どのようなパ

ターンでやっていこうかとか、あるいはたくさんの作品の中からどの場面でどのよ

うに子供たちに教えていこうかという点については、分量が多い日文に注目をした

わけです。どちらも同じぐらい特徴あるなあとかここはいいなというのはあるんで

すが、あえて特徴を示していくということで観点３を選んだというのはあるんです

けれども。いろんなパターンを示されていることと基礎の定着、知識・技能の習得

には非常に効果的だと思ったのでそのようにいたしました。 

◇委員  わかりました。 

◇会長  ほかに御質問はいかがでしょうか。 

◇委員  すみません。観点の中のところには、直接、観賞という言葉が出てくると思うんで

すが、鑑賞という言葉自体は直接出てこないんですが、いろいろ見ていると言語活

動のことになっているかなあとか、いろんな様々なことがあるんですが、鑑賞の方

法というふうなことで考えていったときに、何か３者の中で特徴的なようなものが

ありますか。 

◇調査員 日文のところでお話をしましたが、書くこと、つくることが表現活動の中であるわ

けなんですけれど、それと必ず鑑賞を関連づけて、片方だけではなくて表現と鑑賞

を一体化して学ばせることをさせるというのが重要だとっています。そういう意味

では日文が参照というのをはっきり明記しています。もちろん光村もあるんです、

矢印で示したページを見てみようというのはあるんですけれど、どちらかというと

日文の方がわかりやすいということで、日文の方を特徴があるとしました。 

◇委員  ありがとうございました。 

◇会長  ほかにいかがでしょうか。 

◇委員  よろしいでしょうか。 

◇会長  はい。 

◇委員  先ほどのと関連しますが、開隆堂では水玉の中が言語活動に関係しているという説

明になっていたかと思いますが、光村は目標の下に「Ｑ」というのがあって、それ

は何か開隆堂と同じようなことを聞いていて、結局そこでも開隆堂で言語活動がで

きるなら光村もそこで言語活動にできるのかなと思うんですが、先ほどの光村の説

明の中ではその点の指摘がなかったというのは、これは言語活動としては使いづら

いということで挙げてなかったということでしょうか。 

◇調査員 先ほどの「Ｑ」というのは、指導要領の中に共通事項というのがありまして、そこ

に表現や鑑賞の指導を通して次の事項を指導するというのがあります。それは、形
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や色彩、材料、光などの性質やそれらがもたらす感情を理解すること、それと形や

色彩の特徴などをもとに対象のイメージを捉えることという共通点のような、説明

が難しいですけど、そういう力をつけようというのがあって、それに対応してその

「Ｑ」というのがついているんです。 

◇委員  ただ、中身を見ると、例えばここに今見ているのは、光村の２、３年生の４６ペー

ジに、目標というのが４つ挙がっていて、これは４観点ですね。その下に、全体を

考えて分担する部分の形や色を工夫してできるだろうかという問いになっていて、

これって話し合えということだよなと思ったので。それで、例えば先ほどの開隆堂

のこれも２、３年生で１４ページの真ん中あたりに水玉があって、それぞれの構図

を見る人にどのような印象を与えるでしょうか。これも問いですけど、何か同じよ

うなことを聞いていて、これも考えようによっては先ほどの話だと、話し合いがで

きるということだから、光村の方もこれは話し合いを求めているんじゃないかなと

思ったので今の質問だったんですが。ここでは、だからそういう形では、言語活動

と関係しているとは捉えづらいということでよろしいんでしょうか。さっきの水玉

が言語活動と関係しているという話だったので。 

◇調査員 どの教科書もよく考えられていて、進化しているなあというのはありますので、ど

っちかなというところでそちらの方が少し特徴がはっきりしているということで選

んだ部分はあります。その問いかけに個人で考える場面もあるし、じゃあ全体で考

えてみようという場面に使っているものもあるので、その問いかけをどう使うか、

どう捉えるかで変わってはくるとは思うんです。美術もただ絵を描かせるものをつ

くるということだけではなく、いろんな思考力、判断力、そして表現力をつけると

いう本来の人材育成の一つになっているというふうに考えて美術はやっていかない

といけないと思っていますし、教科書もそうなっているんだと思います。 

◇委員  特に話し合いがどうということじゃないということですね。 

     もう一点、先ほどの日文の「ポイント」というのが第２の観点の中の②で挙がって

いるんですが、でもこれ中を見ると、例えば２、３年生の下の３１ページの「ポイ

ント」というところを見ると、「ゲルニカ」の画面構成や色使いからこの作品が今

も語り続けていることを感じ取り話し合いましょう。結構これ話し合いましょうと

いう言葉をポイントに使っているので、これも何か、ここの②に挙がっているより

は、話し合いましょうという第５の観点の方に関係するのかなと思ったんですが。

第２の観点は、ここの「ポイント」が挙がっていることが重要だというふうに言わ

れているけれども、この第５の観点ではそっちの話し合いにはこれが余り影響して

いないと、②の方が重要だとつけているのはどうしてかというような説明が可能な

らば。 
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◇調査員 いろんな工夫がされていまして、もちろんそれも言われているとおりなんですけれ

ど、その教科書の中に作者の言葉なども大きく取り挙げてありましたので、その点

を特にこれは取り上げたんです。例えば……。 

 インタビューを取り入れたり、これは１年生、一つは下の方ですけど、「夢を形に

するデザイン」というのがあって、作家の作品に対する姿勢やその様子を大きく取

り挙げている点、それから、２年生の３２、３３、ここに「デザインの扉を開こ

う」というインタビューとして作家の考えとか、幾つも幾つもどの目的でどういう

人たちのためにデザインしていくのかという考え等が書いてあるので、それも大き

く捉えてあるのでこちらを特徴としたというところです。 

◇委員  最後なんですけども、先ほどの質問と関係してきますが、その日文の第３の観点の

①の構成というのはどれも似ているという話になっていると思いました。 

◇調査員 ごめんなさい、もう一回お願いします。 

◇委員  日文の第３の観点の特徴的だと言われた題材を４つの分野に分けて配列していると

いうのは、大体どこも同じような感じになっているということだったと思うんです

けれども、ざっと見ると何か似たような目次だなと思いながら見せてもらいました

が、それプラス題材の数が多いという話でここのところの多分特徴だというふうに

言われたのかなと思ったんですが、その題材の中身の偏りというのはどうなんでし

ょうか。実は、どこかがコナンの漫画を挙げていて、どこかが違うのが挙がってい

たりして、あるいは工業デザイン関係でも椅子が挙がっていたりとか、いろいろ違

うなあと思って。それ自体が数ということでは、どういう題材なのかということが

子供たちの意欲に影響するかどうかというあたりで、もし影響するならばどういう

のが望ましい題材なのか伺っておこうかなと思ったんですが可能でしょうか。 

◇調査員 例えば、日文の１枚の紙から広がる世界、こういう紙を使ってのこういう題材がほ

かにないとか、あるいは例えば「しぐさで語る動物たち」という動物をテーマにし

たときに、木でつくる彫刻、粘土等でつくる彫塑、それから紙で表現しているも

の、張り子なんかもそうですけど、針金で表現しているとか。あるいは自画像を描

こうといっても、平面の自画像ではなくて立体の自画像であったり、材料がいろい

ろであるかとか、そのテーマに対してのいろいろなパターンを示してあるというの

が日文で、とても参考になります。繰り返しになりますが、自画像を描こうといっ

ても、平面のイメージがぱっとしますけれど、それが立体であったり、写真を使っ

ていたりとか、例えば心で捉えたイメージというとこういう立体、平面、抽象とか

いろいろ載っているのです。でも、ほかの教科書も画一的でもないですよね。だか

ら、なかなかどこもいい内容となってきています。 

◇会長  ただいまのお答えについては第３の観点は作品の数が多い、題材数が多いことが問
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題なのではなくて、生徒の学習の参考になる教材、題材が多いというふうに理解し

たらよろしいですよね。 

◇調査員 はい。すみません、言葉足らずです。 

◇会長  わかりました。ほかにいかがでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  それでは、以上で終わります。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、本委員会において調査研究を進め、本

市の生徒に最も適した教科書の選定を進めます。 

◇調査員 ありがとうございました。 

 

◇会長  まず、開隆堂ですけれども、第４の観点の①、第５の観点の①、特にすぐれた点と

して挙がっていますがかがでしょうか。 

これはこの２つが特徴としてよろしいでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  光村ですが、光村は第１の観点の①、目標の明確化と自己評価ということなんです

けれども、これが１つ、第１の観点の①。この中に書いてありますけれども共通

項、道徳への注目というのがありました。 

     それから、第２の観点の方は③、「生活に生かそう」なんですけれども、そこが丸

がついているところですが、この２つを特徴ということについて御検討ください。 

     先に言わせていただくんですが、③の「生活に生かそう」なんですが、これはアー

トプロジェクトとかキッズゲルニカプロジェクトとか、ああ、そういうのがあるん

だというのはわかっても、実はこういう活動はその現場で生きるもので、尾道の子

たちは尾道のいろんなプロジェクトの中で、芸術のプロジェクトの中で自分の創作

意欲をかき立てていくという、それで初めて本物なわけで、よそでこんなことがあ

りましたというのはなるほど参考にはなるかもしれませんが、それがすぐに学習意

欲につながるといってしまうのはどうかなというふうに思います。ということなの

で、ここはいろんなプロジェクトについて書いてあるなあということがあります

が、特にこれを丸にするのはどうなんだろうかというのが私の意見なんですが、皆

さんいかがでしょうか。 

◇委員  「生活に生かそう」のところは……。 

◇会長  特徴としてはそのまま残していいと思うんですが。 

◇委員  後半のところをカットして。 

◇会長  なるほど。 

◇委員  「生活に生かそう」というマークがついているか否かだけで。 
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◇委員  余り特徴というような。 

◇委員  ほかの例えば日文の共同制作のキッズゲルニカが書いてあるので、ここでは「生活

に生かそう」とは書いてないけども、挙げている題材は結局何か似たようなものが

みんなあるんだなあとさっき思ったので、だから「生活に生かそう」というネーミ

ングをつけたところをどう評価するかなんだと思うんです。それが大きいと考えれ

ば評価した方がいいし、そんなに大きなものではないと考えれば特に評価すること

はないと思います。 

◇会長  尾道の生徒たちに、この「生活に生かそう」というマークがあることが即役立つん

だろうかということが言えるかどうかなんですよね、この問題は。うちの子たちに

これが役に立つんだということだったら積極的にやっぱり評価するということにな

るんですが、生活との関連というのは各者で言うところですよね。特別良いという

ことではないかなとは思います。ただ、開隆堂と比べると、第１の観点の方は目標

が明確に示してあって、チェック欄が設けてあって、そして共通事項に注目させる

というのは、これは開隆堂にはありませんから、それは特徴としても挙げていいん

じゃないかと思います。意見として挙げていきたいと思います。よい点とよい点を

比べたときにどちらがより必要性が高いかということはあると思いますけれども。

そうなりますと、事実ではありますからここはもとのままでもいいかもしれませ

ん。ここは削りますか。 

◇委員  特徴として上げないのであれば、残っていても評価しないということで。 

◇会長  評価しないということであれば。どうでしょう。光村は丸が２つの方がいいという

方がいらっしゃいますでしょうか。 

     では、第１の観点の方を特に評価するということで、プラスに評価するということ

で。 

     日文は、第２の観点の②の「ポイント」というところと、第３の観点の、生徒の学

習に有効な題材が多いということですね。そういうふうにここは事務局の方で表現

を考えてほしいと思うんですけれども。数だけ示してあっても余り意味がありませ

んので、先ほどの質問の答えのところを書いておかないといけないということで。

今、この２カ所についてですがいかがでしょうか。 

◇委員  すみません。 

◇会長  はい。 

◇委員  光村でしたかね。何か特徴として見たときに、この作者の言葉というのが入ってい

るんですよね。何かほかのところには余りないのかなあと思ったりしながら。 

◇委員  どこかで見たような。 

◇委員  光村と日文と両方だった。日文にもあります。 
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◇委員  開隆堂もありました。 

◇会長  最初の１年生の「睡蓮」のクロード・モネの、作者の言葉ですから。 

◇委員  特に何かここは多い感じがするんですが。それと、先ほどの道徳との関連というの

は両方に何か二つにありますね。光村と日文の方にも道徳との関連というのが何か

書いてあったね。 

◇会長  作者の言葉は、作者がそれについて語ってなければ記載できませんから、それはそ

れで工夫ではありますけど、なくてはならないというものでもないかもしれません

ですね。御指摘ありました。ほかにはいかがでしょうか。 

     日文については、第３の観点はこれは丸をつけたいなと思います。使える題材。正

直申しますと、美術の教科書はここが命ではないかと思うんですけれども。 

◇委員  芸術祭をするのに、発想を助けるというのは、これは評価できるかなと思います。 

◇会長  生徒の発想や創作意欲を喚起するのに有効な題材が豊富にあるという第３の観点

は、これは生かしたいと思います。それは開隆堂がそうですということもありまし

た。 

◇委員  あと一つ、日文しかないのが、この墨のところと２の３の上ですかね。墨のところ

だけ紙質が何か違うんですよ。 

◇会長  墨画用じゃないかもしれませんよ。墨画用のところもそうですけど、油画とかも。 

◇委員  版画とかにもこの分が。これはてらてらだと質感が出ないと思うので、それを意識

してここだけしている。ほかはないです。 

◇会長  これは作品の特性に応じて紙質を変えたということですか。 

◇委員  だと思います。 

◇会長  なるほど、わかりました。これは題材のところの補強ではありますかね。題材がよ

り伝わりやすいように紙質も工夫されているんですね。これらは第３の観点そのま

ま、そこでいいと思いますが。 

     日文は、これは今挙がっている２つの丸をこのまま生かすということでよろしいで

すかね。第２の観点の方も、表現と鑑賞を関連づけるということが先ほどの質疑応

答の中でありまして、そのことは価値あることだと思います。じゃあ、日文は特に

御意見なければ第２の観点に対して。 

     美術の教科書につきましては、開隆堂と日文と両方が丸が２つということになって

います。 

◇委員  もう少しこだわらせてもらうと、やはり開隆堂の言語活動というのは、どうも美術

の言語活動ではないように思うんです。鑑賞に関して話し合うというのはあるんだ

けど、制作の過程とかあるいはその中で自分自身への問いかけであるとかというと

ころには出てこないので。発行者そのものも、これは言語活動をより高めるために
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このマークを設けているという形ではないですよね。だから、もしも美術での言語

活動が調査員の代表の方がおっしゃられたような中身であれば、あのマークに限ら

ず表現をしないと。 

◇会長  そうすると、第５の観点に置くのがふさわしくないということだろうと思います、

そのことについては。どこですかね、そうしたら。鑑賞がそのまま技法的とのかか

わりも、これは扱っていることになりますから。 

◇委員  例えば、１の②、作品の理解を深めるための工夫であれば、作品を鑑賞してその理

解を深めるために話し合いましょうといって使えるとは思うんですが。 

◇会長  観点の第２ですか。 

◇委員  ２か１かですかね。 

◇会長  確かに、今日は御質問もいただいたところのお答えなども考慮しますと、活動とし

てはそれは確かに言語活動にも使えるけれども、形としてはですね。ただ、言語活

動を通して狙っているのがより深い鑑賞だったり、作品の理解だったり、スキルに

ついての気づきだったりということであれば、それは言語活動を通して、その先の

目的の方の項目で上げた方がよりふさわしいですね。 

◇委員  そうですね。 

◇会長  ということで、位置を変えようと思うんですが。第５の観点のこの文言はこのまま

残しておけばいいんだとは思うんですけれども。今のお話を、じゃあ第２の観点の

②のところですかね、やっぱり。作品の鑑賞のポイントや作者の意図、それから振

り返りという３点の具体を挙げて。振り返りとは別か。これとはまた別に一文をつ

くる形にしますかね。鑑賞のポイントや作者の意図を取り挙げて…について考えて

させることにより、深い作品の理解や技法の理解につながるという意味のことを②

のこの文を生かしてその後にさらに続けて書いてもらうということで。そのような

形でいいですか。学習そのものですから、やっぱり第２の観点でしょうね。じゃ

あ、丸の位置が変わることになります。 

     ということで修正がありましたが、ほかにはいかがでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  では、美術についても終了したいと思います。 

     それでは、次へまいります。 

                

◇会長  それでは、始めさせていただきます。 

     技術・家庭の各教科書についての特徴を担当調査員の方お願いいたします。 

◇調査員 それでは、失礼いたします。 

     どうぞよろしくお願いいたします。 
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     まず、総合的な所見について、教科書会社ごとに説明させていただきます。 

     調査報告書の１ページからしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

     総合所見の中の特徴と言えるものを観点ごとにまず説明します。 

     第１の観点③、第２の観点①、第３の観点②、第４の観点①、第５の観点②であり

ます。 

     これについては、３者同じ観点の番号のところを特徴として説明させていただきた

いと思います。 

     それで、まず東京書籍の方からでございますが、中でも第１の観点と第２の観点と

第５の観点、３点に絞って説明させてもらいます。 

     それでは、東京書籍の８８ページを開いていただきたいと思います。 

     持続的な社会に関することが、このように見開きページで２ページ示されておりま

す。東京書籍の場合は、ここに持続的な社会ということが示されております。 

     第２の観点の①のところですが、２０ページをお開きいただきたいと思います。 

     ２０ページの例のように、題材ごとの初めに、「考えてみよう」「調べてみよう」

「やってみよう」、それから「話し合ってみよう」が最初に記載されております。 

     また、各題材の初めに、小学校での学習内容との関連や他教科との関連を示されて

おり、これまでの他教科での学習したことを活用するヒントになっているところに

特徴があります。 

     ２０ページの前の１９ページの前に、小学校の関連した教科とか他教科とか題材ご

との最初に示されております。 

     続いて、第５の観点のところですが、制作品を評価し、自己評価と総合評価、まと

める学習活動があるということでございますが、２２５ページを開いていただきた

いと思います。 

     少し飛びますが、言語活動のところの充実ということでございますけども、このよ

うなカードがありまして、自己評価、また総合評価しながらまとめる活動を通して

言語活動の充実を図られているということがあります。 

     続いて、教育図書について、第１の観点の①について、持続可能な社会の関係です

が、ここについては１４０ページ。 

     教育図書の場合は、索引とかにも特にありません。教育図書の場合はここの１４０

ページのところに持続可能な環境というようなことで取り上げられております。 

     続いて、第２の観点であります。２０ページをお開きいただきたいと思います。 

     ２０ページの例のように、題材ごとに「考えてみよう」、「調べてみよう」が記載

されております。先ほどの東書では、各項目のところに目標が箇条書きに示されて

いましたが、教育図書の場合は文章で学習内容を示しているというところが特徴で
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す。 

     続いて、第５の観点として、２３５ページです。 

     言語活動の充実として、ここでは制作品のプレゼンテーションにおいて発表用資料

の評価シートを利用した評価活動が示されております。ここにありますように評価

用の資料、それから評価シートにより、生徒が相互に評価し合って発表とかその内

容とかを評価し合って活動を進めていけます。 

     続きまして、開隆堂、第１の観点のところについてです。ここはページ数が多いの

で、ゆっくりいきたいと思います。持続可能な社会を築くとして、循環型社会、環

境のページが６ページあります。関連する学習内容をページで示すのと、持続可能

な社会について意識させる内容についてあります。 

     まず、１２ページをごらんください。 

     １２ページの上のところに、「技術と環境」という中に、環境問題や資源の有効利

用しながら、持続可能な社会の実現ということで示されております。 

     次に、８６ページです。 

     ８６ページには、そのページの中段のあたりに、環境問題、エネルギー問題を解決

して持続可能な社会というように、開隆堂ではこのように明確に言葉が表現され、

さらに検索できるようになっています。 

     続いて、１３３ページ、お開きください。 

 １３３ページでは、エネルギー変換にかかわってのことですが、下の「ふりかえ

り」があります。そこを見ていただきますと、持続可能な社会の実現のためにエネ

ルギー変換に関する技術をどのように進展させるべきか考えを書いてまとめようと

いうに、エネルギー問題から循環可能な社会を意識できるようになっています。 

     続いて、１３９ページです。 

     ここでは生物環境のことについて、生物育成に関係しての持続可能な社会をどうつ

くるかということについて、学習するような仕組みがあります。 

     続いて、１７１ページです。 

     上から４行目のところに、生物育成に関する技術と産業の関係というように示され

ております。 

     最後、２３９ページです。 

     情報に関する技術等の環境ということで、持続可能な社会がそれぞれ技術の４つの

内容にかかわって、全ての題材において示されております。第１の観点について

の、持続可能な社会の構築に向けた内容の記述及び具体例は適切かということに対

しましては、幅広く示されていると考えます。 

     開隆堂の方で、第２の観点で、９４ページをお開きください。 



－36－ 

     このように、項目ごとに「考えてみよう」という興味・関心を高める内容がありま

す。身近な製品の疑問を投げかけるクエスチョンマークというものもあります。 

     ２６ページに返りますが、ごらんください。 

     ２６ページの中段のところにクエスチョンマークで、はてなマーク、赤色がありま

す。身近な製品に対する視点、そのあたりが考える視点を示されております。 

     続いて、第５の観点で、２１６ページから２１７ページ、ここをお開きください。 

     ここでは、プレゼンテーション作品の制作、発表のことがありまして、成果の発表

や自己評価、総合評価、それから特徴を考えさせる学習活動が提示されています。 

     ということで、技術の方は焦点を絞って言わせていただきましたけども、あとの観

点については、調査資料のところをまたごらんいただいていただけたらと思いま

す。 

     続いて、家庭分野は各３社とも特徴的なところは、第１の観点は３番、第２の観点

は１番、第３の観点は１、第４の観点は１、それから第５の観点については２で

す。 

     それぞれ各者３点、これから具体的に説明させていただきます。第１の観点と第２

の観点と第４の観点について説明させていただきます。 

     まず、東京書籍をごらんください。 

     巻頭資料と「私たちの消費生活と環境」のところに、「持続可能な社会を目指そ

う」の中で、循環型社会に関する内容を扱っております。 

     巻頭の最初の２ページ、３ページ、「持続可能な社会を目指して」というのが見開

きであります。ここで全体的にわかりやすく示されております。 

     続いて、２４４ページでは持続可能な社会を目指そうということで、具体的な資源

とか循環型社会のリサイクル、リユースについて学び合いの学習ができるように提

示されております。 

     第２の観点では、４４ページです。 

     ４４ページのタイトルの下の方に示されており、各項目の初めのページに、「考え

てみよう」、「やってみよう」とか「話し合ってみよう」、「調べてみよう」とい

うのが設定されておりまして、学習をする上での興味・関心を高める問いかけをし

て課題意識を持たせ、学習意欲を持たせるものになっております。 

     それから、第４の観点については、４１ページです。 

     ここでは、学習を深める上で役に立つ内容を「資料」のマークで示し、他の章や技

術分野との関係については「リンク」のマーク、他教科との関連については「他教

科」のマークで示してあります。食事のバランス、それからユネスコ無形文化遺産

に登録された和食という。 
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     そこにあります「リンク」により、８６ページに飛んでいただきたいと思います

が、ここで地域の食文化ということで郷土料理などがまた示されております。 

     そして、８８ページ、８９ページには、日本各地の郷土料理について、写真で示さ

れております。 

     次に、教育図書をお願いします。 

     第１の観点でございますが、２６４ページです。 

     教育図書では、このように「持続可能な社会に向けて」というページ、それから次

のページで、３Ｒの実践を取り上げ、循環型の社会について学習できるところが示

されております。 

     続いて、９６ページ、見ていただきたいと思います。 

     下の段にありますが、生鮮食品の旬というところです。下のところに持続可能な社

会の実現ということが示されておりまして、生鮮食品との関係が示されています。 

     続きまして、９４ページをお開きいただきたいと思います。 

     第２の観点、各項目の初めのページにクエスチョンのＱ、白抜きのＱがあります。

「Ｑ」のマークを付して学習内容に関連する問いかけなどをして、学習のスタート

の興味・関心を持たせています。 

     続いて、第４の観点で、１３４ページのところには、学習上参考となる資料等を参

考やコラムのマークをつけてあります。また、マークで示しているということの参

考として１３４ページの下側に、和食が無形文化遺産にという内容が示されていま

す。教育図書の場合は、和食のことがこういう部分だけです。次のページには郷土

料理の一覧を示してあります。 

     続いて、開隆堂について説明します。 

     開隆堂も、技術分野と同じようなところがあります。参考資料ということで、巻頭

ページの６ページ、７ページのところに「持続可能な社会に向かって」と全体的に

示されて、それから環境に配慮した消費生活の中で循環型社会に関する内容を扱っ

ています。 

     ５４ページ、持続可能な社会をつくる、それから、１３６ページ、食生活のかかわ

りでの持続可能な社会をつくる。２０６ページ、環境に配慮した生活というところ

での持続可能な社会をどうつくるかということを学習するようになっています。 

     それから、２４０ページにおいても、エネルギー問題との関係で持続可能な社会の

あり方を考える内容となっています。 

     最後、２４５ページでは、環境に配慮した消費生活ということの中で、持続可能な

社会に向けて自分でできる環境に配慮した生活行動を考えてみようということを考

えさせる内容が設定されています。 
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     続いて、第２の観点で、９０ページをお開きください。 

     各項目の初めのページに、「考えてみよう」、「やってみよう」、「話し合ってみ

よう」、「調べてみよう」というのが設定されまして、これも学習意欲、興味・関

心が自ら学んでいくというスタートになるようになっています。 

     技術分野にしても、家庭分野にしても、開隆堂の場合は目標があってこのような

「考えてみよう」とかという問いかけがあって、途中途中に「ふりかえり」が設け

られております。そして、東京書籍では、「まとめてみよう」とか「生活に生かし

てみよう」というのが途中にありまして、それぞれ形成的な評価、自分で学習を振

り返る、確認ができるようになっています。教育図書については、最後のところで

振り返りとまとめの学習があります。 

     最後に、第４の観点でございます。 

 １３４ページ、１３５ページをお開きいただきたいと思います。 

     学習の参考となる資料や解説として、実際の生活に直結した内容を「参考」のマー

ク、１３４ページの正月の行事食、おせち料理というのがあります。そこに「参

考」のマークであらわしております。学習を深めたり広げたりすることで、さらに

探究していく内容については「探究」マークがあります。１３５ページに「探究」

のマークがあります。 

     １３２、１３３、その前のページには、日本各地の郷土料理、ここも全国の郷土料

理が上げられております。 

     郷土料理のことでいいますと、和食についての表現、示すところがかなりページを

割いて説明されております。 

     以上、技術・家庭科においてポイントになるところについて焦点を絞ってというこ

とで説明させていただきました。ほかの項目とか観点については後ほど資料のとこ

ろで御確認いただきまして、評価していただきたいと思います。 

◇会長  ありがとうございました。 

     最初に確認ですけれども、それぞれの種目では同じ観点の同じ項目を挙げて御説明

いただいたんですけれども、それは特にその教科書にすぐれた点として上げられた

のか、それとも各者を比較しやすいのであえてそろえて同じ観点を取り上げられた

のか、どっちでしょうか。 

◇調査員 一応、比較するのに同じ観点でということです。 

（持続可能な社会、主体的な学び、協働的な学習） 

◇会長  事務局の方からは、特にすぐれたところはどこかというそういう目でも御説明いた

だくようにということがあったかと思うんですけれども、それはじゃあまた後ほ

ど、各者どこがすぐれて、特に他社に比べてすぐれたところはどこなのかというこ
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とを一度聞きたいと思います。というのが、今の話をお聞きすると、各者を比較す

るのには現物を具体例を示しながらお話ししていただいたので幾らかわかったんで

すけれども、イメージは湧きましたけれども、表現されているこの文言だけ見る

と、同じ項目を扱って同じように表記されている。結局、各者は同じではないかと

いうことになってしまって選定を進めていくのが難しくなりますので、まず最初

に、各者どこが特にすぐれているか、特に、同じ項目で比較したわけですから、同

じ項目で比較したんであればどこよりもどこがこんなふうにすぐれているというふ

うな形でお示しいただくとわかりやすいと思いますがいかがでしょうか。 

◇調査員 第１の観点の持続可能な社会についてというのは、尾道の視点にあります「持続可

能な社会の実現に向けた内容の記述及び具体例があるか」というところでありま

す。各者の取り上げ量と内容というところで比較しました。ここで言うと、開隆堂

が各内容について幅広く取り挙げております。 

◇会長  では、同様にほかの第２の観点と第５の観点。 

◇調査員 第２の観点につきましては、同じようにスタートは問題解決過程・主体的な学びに

ほぼなっています。一つ一つ説明加えましたけども、東書では、ところどころで学

習「まとめてみよう」というのがあって、まとめる際に考えるところがあります。

開隆堂は、目標が示されていて学習課題の投げかけもあります。ページ数も示され

ていています。振り返りというのが学習課題に対応して細かくあります。教育図書

の場合は、一番最後のところに振り返りとかまとめがあります。学習を進める上で

目標と振り返り、まとめという作業から学習を考えると、細かく形成的に評価、自

分の学習の理解と定着を図る意味では開隆堂が細かい評価活動になっていると思わ

れます。 

◇会長  確認ですけど、教育図書については最後のところというのは、各章末ということで

すよね。 

◇調査員  各章末というか、題材です。身近での題材の最後。 

◇会長  もう少し細かく途中途中でまとめや振り返りが他社では入ってなくて、開隆堂では

入っている。 

◇調査員 そうです。開隆堂では入っています。 

◇会長  東書はそうではない。 

◇調査員 東書はまとめのところにあります。 

◇会長  まとめ型なので。 

◇調査員 「まとめてみよう」というところでまとめさせていまする。 

◇会長  東書もやっぱり題材末なんですね。題材ごとなんですね。 

◇調査員 題材ごとです。途中にもあります。 
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◇会長  それではもう一つ、第５の観点をお願いします。 

◇調査員 第５の観点のところは、ここはそんなに差はないんですけども……。 

◇会長  無理に差をつくっていただかなくても結構なので。 

◇調査員 東書と開隆堂については、自己評価とか総合評価とか話し合う場が設定されていた

り、またその途中に書かせて言語活動、企画したりまとめるということも入れなが

ら、それをもとに発表するということが東書と開隆堂にはあります。教育図書は、

総合評価はあります。話し合いというところまではなかなか出てこないかなと思わ

れます。 

◇会長  じゃあ、家庭の方をお願いします。 

◇調査員 家庭科についても、第１の観点については、先ほどの技術分野と同様で、開隆堂が

持続可能な社会については全ての題材に関連して挙げています。 

     第２の観点についても、技術分野の先ほどと同じですけども、目標があり、そして

「考えてみよう」、「やってみよう」という学習課題の投げかけがあり、関心、・

意欲を高める工夫があります。振り返りの場面とかまとめる場面というのは東書と

開隆堂に細かくあります。教育図書は一番最後にあります。 

◇会長  第４の観点。 

◇調査員 第４の観点は、「資料」のマークを使う中で、伝統食、郷土料理、和食の取り上げ

方において、教育図書が少し少ないように思います。よく出しているのが開隆堂で

はないかなと思われます。 

◇会長  では、皆さん、質問ございましたらお願いいたします。 

◇委員  技術も家庭科も、生活やあるいは自分自身の経験、知識との結びつきというものが

いろいろ主体的な学びにつながっていくと私は思うんですけれども、東書について

は、そういった面でいうと、小学校とか他教科との関連性というようなことが教科

書の中にも載っているというふうなことの説明があったと思うんですが、あとの２

社については余りそういった面での工夫はないということでよいでしょうか。 

◇調査員 開隆堂は最初のところにあります。「リンク」のことについては数を示させてもら

っております。開隆堂では、マークの関係が目次のところの最初の３ページに出て

います。 

     それから、東書では３ページに、これも同じぐらいの量があります。他教科へとか

小学校へとかというのを満たすのは東書です。 

◇会長  ほかにはいかがでしょうか。 

     技術分野の、先ほどの開隆堂の第１の観点で、持続可能な社会を築くという、幅広

く取り上げられているという説明があったと思うんですが、その前の最初の説明で

は、特に目次上そういう言葉があってセクションがあるわけではなく、いろんなペ
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ージのいろんなところにその持続可能な社会というのが出てくるというそういう説

明だったと思いますが、いろんなところにその言葉が出てくるということと幅広く

取り挙げているという関係がよくわからないなと思って、例えば東書だったら２ペ

ージにわたって書かれているということと、持続可能なという言葉がいろんなペー

ジに全部で６ページにわたって出てくる話がありましたけれども、そのこととどち

らが幅広く扱っていると考えていいのかというのがわからないので、その辺の説明

をしていただけますか。 

◇調査員 開隆堂は、索引のページに持続可能な社会という用語について、２６２ページの上

から１７行目に持続可能な社会という用語が出てくるページ数が打ってあって、そ

れが技術分野でも家庭科分野でもそれぞれの題材の中で題材に関する持続可能な社

会に関することが、１ページ、２ページ、それぞれに割いているということであり

ます。 

     東書は、索引のところで検索ができないんですが、関連するところで１ページの中

に少し触れられています。東書の場合は８８ページです。 

◇委員  すみません、開隆堂の方の説明をもう一回お願いします。東書の方は、８８ページ

ということでしたが、開隆堂は……。 

◇委員  開隆堂は１２ページです。 

     「技術と環境」というところの学習の中で、持続可能な社会の実現ということで触

れられています。 

◇委員  触れられているのはゴシックの太字で書いてある、あわせて持続可能な社会の実現

に向けた、社会全体での取り組みも必要ですという一文ですよね。 

◇調査員 はい。そのことに関係することについてが、この１ページ、２ページ、見開きに示

されているということです。 

◇委員  これ全体がそうですと。 

◇調査員 そういうことです。 

◇委員  それから、８６ページのところを見てみたいと思いますが、８６ページのところで

は、材料と加工品に関する技術の題材の中で、それにかかわっての持続可能な社会

をつくるということを環境とかエネルギー問題とあわせてこの見開きページのとこ

ろで考えていくということです。 

◇委員  見開きページというのは、ペットボトルとか……。 

◇委員  ８８ページと８７ページです。 

◇委員  ペットボトルの話とかアルミ缶の話とかというのも持続可能な社会を構築していく

ための技術だということです。 

◇委員  そういうことと関連するということですね。 
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◇委員  だから、８６ページに持続可能な社会というのが太字で書いてあって、それに関連

するのがそこのページの前後に入っているというふうに考えて、広範囲にというこ

とですね。 

◇委員  そうです。技術分野はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄと区分されており、「Ａ材料と加工に関する

技術」、「Ｂエネルギー変換に関する技術、「Ｃ生物育成に関する技術」、「Ｄ情

報に関する技術」、それぞれの題材で関連して取り上げられています。 

◇委員  そうすると、東書の方は、ほかには持続可能な社会という言葉は出てこないんです

よね。 

◇調査員 そうですね。 

◇会長  ほかにいかがでしょうか。 

     では、以上としてよろしいですか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  それでは、以上といたします。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の話をもとに、本委員会において調査研究を進め、

本市の生徒に最も適した教科書の選定を進めます。ありがとうございました。 

      

◇会長  まず、技術分野の方ですけど、東書の方は、私が間違っていたら訂正してくださ

い。第２の観点の①は、これは小学校との関連や他教科との関連というあたりのこ

ともあって評価されているということでよろしいですかね。それともう一つは、ま

だ丸が残っていますから、自己評価、総合評価の方では特に何か評価ポイントがあ

りましたですかね。評価ということがあること自体はどこも同じなわけで、まとめ

の学習があるというだけでは特に丸をつける必要がないということになりますが。

東書についてはいかがでしょうか。 

◇委員  評価カードと言われていたと思うんですが、見ると、図の７が評価カードの例とな

っている。 

◇会長  ページを。 

◇委員  ２２５ページ。図７の中には相互評価カードがあります。教育図書の方も、評価シ

ートをやられていて、カードとシートとどのように違うのかなと思いながら聞いて

いたんですけれども、一応評価カードがついているということは言われていたと思

うんですけど。 

◇会長  今こうやって評価の観点が示してあって、評価カードで具体が示してあるというの

は、実際に評価するときに、こういうのが示してなくて、振り返ってみようという

ようなスローガンだけではやっぱり難しいのでは。これは教育図書にもあるけれど

も、すぐれている点として評価してもいいかもしれないですね。ただ、これが開隆
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堂はどうなんですか。開隆堂にないようでしたらここへ丸をつけてもいいかもしれ

ませんね。各者同じようなものがあれば、もうこのまんま。でも、使えるようにな

っていますから。 

◇委員  振り返りとかというところも一応チェックがあって、Ａ、Ｂ、Ｃってつけてみて、

どこが違うかと言われると難しいですけど。 

◇会長  そうですね。カードのような違いですから。それともし、ここに差がないようでし

たら、各者とも第５の観点についてはなしということにさせていただきます。 

     東書については、そうすると第２の観点の①だけとなります。 

     教育図書については、第２の観点の①、これもさっきと同じ項目になるんですが、

東書もですが、これは文章で示してあるので、振り返りもあるということで評価さ

れたところですけれども、振り返りは他社にもあるわけで、ここに丸をつけるかど

うかなんですけど。 

◇委員  ほかは語句で書かれているのにここは文章でということを強調されていたんです

が、確認はしないまま。 

◇会長  確認をお願いします。ただ、それがまた本当によいことかどうか。子供たちが目に

して、内容をキャッチするのであれば、簡潔に書いてある方がいいですし、よりイ

メージしやすいのはちゃんと文章で書いてある方です。確かに、なぜここを勉強す

るのかという、この題材を勉強するのかということも示しておりますから、ただ

何々しようとか何々考えて調べてみようとかというのとはまた違ったよさがあると

は言えますね。 

◇委員  開隆堂も実は文章になっていて、考えてみよう、何々を考えてみようと書いてあっ

て……。 

◇会長  ただ、文章だけでそういうことだけじゃなくて、例えば強さへの挑戦という教育図

書の８６ページを見ると、私たちはこんなふうに自然災害を克服してきたんだとい

うリード分がついた上で、その上で材料と加工に関する技術について、強さという

ことについて考えていくわけですから、例えば郷土について勉強するというとき

に、それは自然災害と戦ってきたということ、歴史の上であるんだという、なぜこ

こを勉強するんだという狙いは示していることでもあるから、ただ文になっている

かどうかではなくてですね。そこは評価してもいいんじゃないかなと思ったんです

けどいかがでしょうか。学ぶ意義のようなものも示されて、ほかのところはどうか

わかりませんが、また開いたところで、ネットワークを支える技術のところも今は

こういう社会だということを示した上で、だからここを勉強するんだ。ここもぱっ

と読まれなかったらそれまでではあるんですけれども、丁寧に学ぶことの意義を示

しているというのは、これはこれで特徴的。 
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     では、教育図書は第２の観点に丸をつけてよろしいでしょうか。 

     開隆堂なんですが、開隆堂は第１の観点の③と第２の観点の①が先ほど調査員の先

生からは評価のあったところで、他社に比べても充実しているという御意見をいた

だいているんですけれどもいかがでしょうか。第５の観点はわかりましたので、対

象になりますのは第１と第２の観点です。 

◇委員  第１の観点の持続可能なところですごく丁寧に御説明いただいていたと思うんです

が、今の直面している社会の問題と関連させているという、第１の観点は評価して

もいいのかなと思います。持続可能な社会も大切なテーマでもあると思います。 

◇会長  この言葉が何回も出てきて、子供たちの意識が高まる。第１の観点に丸をつけると

いう形でいきたいと思います。 

     第２の観点はいかがでしょうか。 

◇委員  「考えてみよう」の部分だけはそんなにほかと違わないので、「Ｑ」マークがある

というところが評価できるかというところになるんじゃないかと思うんですけど。 

◇会長  身近な製品への疑問、「考えてみよう」はコーナーがあるというだけじゃなくて、

興味・関心を高めるというところでどうかと思うんですが、それを判断していただ

いて、開隆堂の「考えてみよう」が他社に比べて子供たちの興味・関心を高めるよ

うなものになっているかどうかを今見ていただいて、確かにそうだということであ

れば丸、いや、ほかと同じだということであればつけない方向にしたいと思いま

す。 

◇委員  報告書の中には、開隆堂は第３の観点で、発展学習の幅が広いということで評価を

してあるんですけれども、ほかのところと比べると発展の中身が充実していると思

うんですが、これを評価するより、むしろこちらの方が特徴的に書いてあるような

印象はありますね。 

◇会長  その発展学習と問題を投げかけているということについてはどうなんですかね。関

連があるんですか。それとも、また別のことなんですかね。何もなしに自然に発見

はしないので、何か問うて初めて人は発見するので、多分問題を投げかけていると

いうことと発見させるということは非常に関連が深いことなんだろうと思うんです

けれども。それとも、探究のことを言っているんですかね、発見というのは。 

◇委員  評価されているのは、興味・関心で評価されているように思うんです。 

◇会長  そうですね。 

◇委員  クエスチョンマークがついているからといって、それが興味・関心になるとは限ら

ないですね。 

◇会長  それはそのままにしましょう。このままの表現の方が。あるというだけではわから

ないので。その後のことは、第４のところでも出てくるので。投げかけるクエスチ
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ョンマークや探究マークによっての後でいいですよね。探究マークによって、クエ

スチョンマークによって問題を発見させ、思考させる工夫があるという内容のもの

を加えてください。事務局の方で。 

◇委員  視点を変えるとか評価し合うとか、いろんな項目がクエスチョンマークには書いて

あるので、学習の内容を広げるとかそんな文言で事務局で整理してください。 

◇会長  そうですね。そこを改良していただくということで、この項目は丸をつけるという

ことにさせてください。 

     続きまして、家庭分野の方ですけれども、先ほどのお話を聞きながら、東書につい

ては第２の観点の①なんだろうと思うんです。でも、書いてあることだけだったら

それは当たり前のことですね。 

     それから、教育図書については、先ほどのお話を聞いていると、今日話題に上げた

３つのポイント、比較ポイントについてはどれも落ちるということになります。問

題点ではないんですけれども、プラスとしては挙がってこない。 

     開隆堂は、第１の観点の③も第２の観点の①も第４の観点の①も、これは評価され

るようなお話だったと思いますが、それは調査員の方の御見解ですので、皆さんの

目でもう一度そこを検討していただいて御意見ください。 

◇委員  開隆堂のときに、和食のことをすごく言われていて、日本の伝統文化や和食が今話

題になっているので、第１の観点の③を取り上げられたんですが、伝統文化とか日

本のそういう歴史的な部分で見たことを丁寧に扱っているというのを評価してもい

いのかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

◇会長  第４の観点。 

◇委員  第４の観点で和食のことをすごく言われた。 

◇会長  伝統的な食文化についても、どこも触れてはいるんですけどね。 

◇委員  中のページ数が多いとかそんなことを言われていたので。 

◇会長  扱いが充実しているというふうなことですかね。 

◇委員  第１の観点は②を評価して、さらに第４の観点を評価するかですよね。 

◇会長  そうですね。第１の②も同じものがありますからね。第１の観点で伝統と文化のマ

ークがついているということが挙がってくるのはぴんとこないんですけれども。観

点としてはどこですか、ふさわしいの。 

◇委員  ただ、視点の中に、示した視点の中に、伝統とかに関する内容で示し方は適切かと

いうのがあるので、多分そこで書かれたんじゃないかなと思いますが。 

◇会長  示し方ですね。でも、基礎・基本ですからね。４の方がふさわしいんじゃないかと

いう気はするんですが。 

     じゃあ、もう一回東書からいきますけれども、東書については第２の観点でよろし
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いですか。しかし、表記についてはこれだけでは。ただ、こういう設定にしてあり

ますということが書いてあるわけなので、これだけでは使えないんだろうと思いま

すが。 

◇委員  視点で書いてある文言なんかは適しているんじゃないですかね。ここの「考えてみ

よう」、「調べてみよう」というふうなことは、見通しを立てたり振り返ったりす

るという単位構成上の工夫がされているというふうな、視点の文言は活用できるの

では。 

◇委員  課題意識を持たせるというのはおっしゃっていたので、そこを事務局で整理してい

ただいたらいいかと思います。 

◇会長  じゃあ、ここは表現をまた考えるということで。 

     教育図書は、今、丸がなしなんですがいかがでしょうか。いやいや、ここが良いと

いうところがあれば。特に目立ってすぐれたということは項目がつかないというこ

とでよろしいでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  開隆堂はいかがいたしましょうか。第１の観点の③については、美術と技術部門は

同じなので、あちらに丸がつくということはここにも丸がつくということでいいん

じゃないかと思いますが。 

     第２の観点についてはいかがでしょうか。これは、開隆堂は細やかに振り返りがあ

るということだったんですよね。そうすると、それで評価されるということですか

ら、ここも文言の中に、細やかに振り返りが設定してあって、評価がきちっとでき

るようになっているというようなことを考えていただかなくちゃいけないんです

が、文言を変えていただいて、第２の観点も丸ということにしてよろしいですか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  その上で、第４の観点は、先ほどの伝統的な和食文化について充実した扱いがある

という意味のことを書き加えた上で丸にいたしましょうか。それとも、文言は書き

直すけれども丸はつけないとか、いろいろな扱い方はあろうと思いますけれどもい

かがでしょうか。尾道の料理は使ってないんですけど、広島といっても…、特に子

供たちが身近にと感じるわけじゃないですが、全国いろいろなところにいろいろな

食文化があるんだなということは写真をもって楽しめるんじゃないかと、見通しが

持てるんじゃないかなというふうには思います。その点は各者共通ではあるんです

が。 

◇委員  先ほど話が出たんかな。第１の観点にも、その伝統文化ということで和食のことも

取り挙げていますよね。 

◇会長  じゃあ、そちらの方にその方向も盛り込みながら丸２つということにしましょう
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か。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  ありがとうございます。 

     じゃあ、先ほど出ました意見の和食については、第１の観点の方の文言に加える形

で丸は２つとします。 

                 

◇調査員 保健体育科担当です。よろしくお願いいたします。 

◇会長  それでは、保健体育の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 最初にお願いをしたいのは、他の公務がありまして、この選定委員会に全部の時間

かかわりを持てませんでしたので、その点、他の委員がまとめたものを点検し、そ

して指示をしてというやり方をしましたので、私の私見も交えてお話しさせていた

だければありがたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

     まず、４社あるわけですけれども、まずもって、ぱっと見ただけで大きな違いとい

うのは、東京書籍だけが少し大き目であるということです。これが大きな特徴であ

り、それがそこに１枚目の報告書に書いてあります観点の３の①というところにつ

ながっていっとるんですけれども、この教科書で大きな特徴は大型になったという

ことで、図表とかイラストが多くあっても広いというような意味合いで、読みやす

いです。そして、そこに書いてありますように、編成が他の３つの教科書は、保健

編、体育編という分け方をしていますけども、この東京書籍につきましては、１年

生、２年生、３年生という分け方をしているのが大きく違うと思います。生徒にと

りましては、教科書のどこをやったというのはすごく大きな比重を占めますので、

１年生でここをやった、２年生でここを習ったというのは大きな比重をもつんじゃ

ないかなという思いがしています。 

     中に入りまして、教科書の使い方というところを設けているんですが、これでいき

ますと６ページ、７ページに、それから１というところになるんですけれども、そ

こで使い方を書いています。そこのとこにあることが編成にもつながっておるんで

すけども、この教科書の中でのどの部分と関連をしている、他の教科のどこと関連

している、他の学習教材とここで関連しているということを「わかるマーク」を使

って関連をわかるようにしてくれています。これが一番大きい特徴だなと思いま

す。 

     次に、第１の観点のところで言わせていただきますと、一番上にあります①のとこ

ろにありますように、小学校の内容と関連づけて示されています。 

     例を挙げますと、２０ページ、「今日の学習」の下に、小学校では心と体が、とい

う書き出しをしています。それから、１２２ページですと、「今日の学習」、喫煙
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の害について、小学校では、という言葉にあるように関連づけて書かれています。 

     それから次に、第２の観点③ですけども、そこにありますように、「やってみよ

う」、「考えてみよう」ということで課題を示してあります。「学習を振り返ろ

う」、「日常生活に生かそう」というところでは、１１３ページを１つ例に挙げま

すと、栄養のバランスと、というところの上に、考えてみようのところに、日常生

活を振り返るということから「考えてみよう」が出ています。指摘項目を挙げてい

ます。 

     第５の観点の①ですけども、同じように今と同じことが言えると思うんですけど、

日常生活の問題を取り上げるというやり方ですので、日々の生活と関連づけて考え

ることができると思います。 

     次に、大日本図書ですけども、これの特徴的なことでいくと、観点５①に書いてお

ります、「学習を生かして」というとこなんですけども、教科書でいきますと６１

ページ、ここの「学習を生かして」というところで、事例を挙げて対処すべき改善

策を考えてみようというような形とか、７７ページ、この「学習に生かして」で

は、「説明してみましょう」というように、考えをまとめていくことを求めたり、

説明をしていくということを求めたりして、言語活動として何をしてほしいという

ことを出されていると思います。 

     次に、大修館書店ですけども、特徴的なこととして、第２の観点のところへありま

す①、「コラム」、「事例」「トピック」として学習内容に関連して理解を助ける

話や関連の話題を記載している。これは４社の中で最大で５５ほどそういう場所が

出てきます。多く出していると思います。「コラム」ということで、例を挙げる

と、８１ページ、「コラム」というのがあります。そして、８３ページには、「ト

ピック」というところで地球温暖化の話、それから８９ページでは「事例」という

形で、中学生の交通事故というような生活に密着したような話が多く載せられてい

ます。ですから、生活の中で学ぼうという点が強調されてつくられていると思いま

す。 

     次に、観点３の②、これはさっき言ったことも関連するんですけども、先ほど言い

ました８３ページの発展は、「トピック」、「発展」とだけあって、そういうこと

を考えてみたいな、生活の中で考えたいなということですけども、４９ページを見

ていただくと、同じ「発展」でも「総覧」という形で、子供たちに考えさせること

ができるようになっています。 

 最後に、学研ですけども、第２の観点の②、実習や調査を実施するための資料や具

体例、これが他の教科書に比べて多く最大あります。 

 それから、その下の③、これは第５の観点とのつながりであるんですけども、考え
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る、話し合うなどの課題を設け、最後に学習内容を活用して問題解決を行うよう

に、「活用しよう」を設定しています。 

     第５の観点の①でも、同じような意味合いにもあるんですけども、例を挙げます

と、ページの９３ページ、ここで、「活用しよう」、「意見を出し合おう」という

書き方になっています。そして、９７ページのここでは、「活用しよう」の後に、

「表現しよう」というように、言語活動が具体的に何をするか、何をした方がいい

ですよという形で示されているので、非常にやりやすいというふうに考えていま

す。 

     以上、簡単ですが、報告させていただきます。 

◇会長  それでは、質問に移ります前に確認ですけども、調査報告書には全ての観点につい

て、全ての教科書について何が特徴かということを示す必要があるのでお尋ねする

んですけれども、今は特に特徴的なところを取り挙げてお話しいただいたんですけ

れども、今日取り挙げていただかなかったところについても、例えば学研の第１の

観点ではここだ、第２の観点ではここだということをお示しいただきたいと思いま

す。そのことについては、今日難しければ後ほど事務局の方とやりとりしていただ

いても結構ですので。 

◇調査員 意味がよくわからないです。 

◇会長  今、各教科書の特に特徴的なところを書かせていただいたんですが、取り上げなか

った観点についても、今日お話しいただかなかった観点についても、この教科書で

いえば第１の観点は②だ、①だというように、そういう示し方も必要なんですけれ

どもいかがでしょう。今お示しいただけるようですか。また、後ほどということに

なりましょうか。 

◇調査員 はい。 

◇会長  では、これはまた事務局の方とすり合わせをしてください。 

     それでは、皆さん、質問がございましたらお願いします。 

     先ほどの東書は版が大きいということで、特にそれはメリットとしてお示しいただ

いているように思うんですけども、それは版が大きいということはよいことだとい

うふうに考えてよろしいですか。 

◇調査員 よいことというか、同じような写真とか絵が出ても、見方として、この方が見た感

じがはっきりしているという、ごちゃごちゃしていないという意味です。 

◇会長  見やすいということですね。 

◇調査員 はい。 

◇会長  比べて見ると、確かに一番大きくはあるんだけど、大日本図書も変形版で少し大き

いですよね。 
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◇調査員 はい。 

◇会長  それと比べても、大日本と比べても、東書はレイアウト等、すっきりとわかりやす

いものだと考えてよろしいですか。 

◇調査員 はい。 

◇会長  わかりました。 

     皆さん、ほかにいかがでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  それじゃあ１つだけ。先ほど、大修館の中での御説明で出てきたことなんですが、

生活との関連で学習した内容を関連づけてということをお話しいただいたんです

が、それは大修館の第２の観点の「コラム」や「事例」の中で御説明いただいたん

ですが、それは他社でも同様なのか、それともやはり大修館がぬきんでてそういう

ところが充実していると考えてよろしいですか。 

◇調査員 どの教科書も、今の生活を見直すという面では同じような面だと思います。それ

が、その大修館ではそこが特に目立ったかなということですけども、バランスとい

う面で考えると、他の教科書も決して劣ってはいないと思います。 

◇会長  わかりました。 

◇委員  会長、今の大修館のところで。 

◇会長  はい。 

◇委員  第２の観点のところの説明で、「トピック」とかそういうのが５５あってとかとい

う話が出たと思うんですけども、同じ第３の観点の②でも「トピック」ということ

で、これも「トピック」、「発展」とかという説明がされていたと思うんですけれ

ども、これは同じことを言われているのか、少し観点が違うふうに受け取っていい

のかよくわからなかったんで。 

◇調査員 第２の観点に書いておりますのは、そういうものが、言葉は悪いんですがあります

よというような書き方で、第３のところにありますのは、それが発展的な学習の資

料となっていっていますよという書き方をさせていただいています。 

◇委員  そうすると、「トピック」でも「発展」じゃない「トピック」もあったりするのか

なと。 

◇調査員 ええ、そういう意味ですね。それもあります。 

◇委員  「事例」も、「発展」ではない「事例」もあるという。 

◇調査員 はい。この「事例」の数からいうと、先ほど言いましたように、そこの３つについ

ては一番多いんですね。多いので、「発展」ということから考えると、第３にあり

ますような例もありますよということです。 

◇会長  よろしいでしょうか。ほかに。 
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◇委員  聞き漏らしたので、確認のようなことで聞きますけれども、東書は１年、２年、３

年の配列になっている。他社は、保健と体育に分かれているというふうなことで、

これは教える立場、学ぶ立場で考えたときに、この１年、２年、３年の配列の方が

好ましいというのか……。 

◇調査員 そうです。そういう判断を調査委員会ではしました。 

◇委員  わかりました。 

◇会長  ほかにいかがでしょうか。 

◇委員  いいですか。 

◇会長  はい、どうぞ。 

◇委員  この教科書の中の読み物、私好きなんですが、読み物が一番充実した、「トピッ

ク」というと「コラム」の小さいものではなくて、印象に残っているという発行者

があったら教えてください。 

◇調査員 私らは数を比べてあれだったんであれですけど。ただ、一つ大きく違ったなと私、

私見を言わせていただければ、東京書籍の口絵のとこなんかは、尾道で考えて、今

のみらいプランということから考える他者とのかかわり、あるいは道徳的なことが

今話題になっていますけれど、そういうかかわり、みんなで多様な考え方、多様な

人々という意味からすると、私は特に支え合えるということからすると、それがこ

れには入っているなという思いで見させていただきました。 

◇委員  今のはどういうところに入っていますか。 

◇調査員 口絵の部分で、一番に感じたのは、スポーツを支える人があって、その次には健康

や安全を支える人というふうに、自分のことで見るんだけど、それは周りの人との

関係というような、そのことが多様な人とのかかわりということを求めていく中で

は大切なことかなという思いがしました。 

◇会長  貴重な御指摘をいただいたと思います。 

     ほかにいかがでしょうか。 

◇委員  よろしいですか。 

◇会長  はい。 

◇委員  今の１年、２年、３年の配列ですが、シラバスなんかのときに、大体もう１年、２

年、３年というふうに固定されておるんですか。だから、学年ごとにしても構わ

ないわけですね。固定せずにこれを先にやりたい、これを先にやりたいと言いな

がら配列……。 

◇調査員 それはあると思います。ただ、子供が教科書をいかにやったかという、すごく話題

になるので、こうやっていくと子供としては、ここ終わったね、やったねという話

題、そういう安心感はあるんじゃないかなという話題になりました。 
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◇会長  特に、子供の目線でいうと、その学年ごとの方が把握しやすいという、そういうこ

とだと思います。 

     ほかにはいかがでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  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選定作業を進めたいと思います。ありが

とうございました。 

 

◇会長  まず、東書につきましては、今、支える人というのがあって、これは地域社会のこ

れからを考えるときに非常に重要なことになってくるんじゃないかと思うんですけ

れども、そうした工夫のところは第２の観点の②のところですかね、入っていくの

は。 

◇委員  ②のところですかね。 

◇会長  そうですかね。そうしたら、その点についてもいいところとして書き加える必要が

あろうかと思います。その上で、そこを１つ丸をつけたいなと思います。２の③に

書き加えた上で、ここは目標と振り返りと生活に生かそうというのがあるんです

が、それをさらに加えて、人とのかかわり、地域社会の人とのかかわりというよう

なことを、地域社会とは書いていないですけれども、取り挙げているところで評価

できるということを思います。そのようにお願いいたします。 

     それから、第３の観点の編集の方針が、他社と比べて非常に子供たちが、今何を学

習したか、これまで何を学習したかということが把握しやすいものになっていると

いうことで、ここも評価されておりました。ここにも丸をつけてよろしいでしょう

か。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  これも生徒たちが既習の内容やその学年で学ぶことの見通しが立てやすいというこ

とですね。これまでの学習を振り返ったり、これからの学習を見通したりすること

が容易になることであるというような内容を書き加えてもらった上で、第３の観点

に丸をつけたいと思います。そういう編成になるのがこの２つであろうというふう

に理解しているんですけど、よろしいでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  では、大日本については第５の観点が評価されて、考えをまとめる、説明するなど

の具体が示してあるというような御説明をいただいているんですけど、それでよろ

しかったでしょうか。御説明は御説明として、皆さんの方から、いやいや、ここが

特徴であろうというようなことがありましたらさらに御意見をいただきたいんです
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けれども。大日本、いかがでしょうか。 

◇委員  すみません。 

◇会長  お願いします。 

◇委員  つまらないことを言ってあれなんですけれども、東京書籍と特に大日本、２つとも

最初のところの写真、これが結構有名な人のが入っていたりする。特に、東京書籍

が多いんですけれども。考えたときに、ぱっと見てから、ああ、これは見つけられ

るものがある。やっぱり有名ですからそういうように感じられるようなものがたく

さんあるなというのが幾らか。特に、東京書籍の方が多いかなという感じがしてい

るんですけど、それは感じました。それと、大日本、これも結構入っているかな。

体育、運動、保健の方もなくて、そのときのイラスト、動きの、そういったものも

結構充実しているのかなという感じがして見たんですけども。 

◇会長  東書と大日本でしたね。東書の方の第３の観点に、写真やイラストから興味を引く

ものになっているという説明がありました。同様に、大日本の方も、第３の観点の

記述にもそのことを書き加えるという形でいかがでしょうか。写真、図版について

は書いてあるんですけれども。今、丸をつけるようになっているんですけどいかが

ですかね。これでよろしいですか。それとも、もっと別の、今のような第２の観点

の方で丸をつけた方がふさわしいでしょうか。大日本の言語活動が他社に比べて本

当に具体的に生徒たちが何をするかということが明確になるものなのかどうかとい

うことも御検討ください。 

◇委員  体育を教えられている方に聞きます。こういう「学習を生かして」と書かれている

中身というのは、本当に合っている中身と考えてよいのか。例えば、「標語をつく

ってみましょう」とか、「確認をしましょう」とかいろいろ書いてあるんですが、

こういうことというのは学習の押さえとしてやはり有効なのかどうなのかというと

ころだと思うんですけど。 

◇会長  本当に現実の授業の場面を想定してみて、それが有効に活用できるのかということ

ですね。 

◇委員  「学習を生かして」というところですか。 

◇会長  大日本の。 

◇委員  もし、そういう、これが例えば自分の生活に返ってくるとか、学習のまとめとして

有効であればこのことを評価できるでしょうし。 

◇会長  実際に、授業の時間の少ない中でやっていくときに、例えば４１ページの「学習を

生かして」は、「現在、スポーツは、」と始まってきて、教育、地域社会、経済、

国際社会、健康その他いろいろな視点からスポーツをまとめてみましょう、これだ

けで何時間かかるかわからない単元になりますよね。 
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◇委員  結構、その「標語をつくろう」とかというのも学習の押さえとして有効なのかどう

かというところを。 

◇委員  多分、有効じゃないと思います。場面場面ではできると思うんですが、今、先生が

言われたように、そこが全部ポイントにはならないと思うので、難しいと思います

ね。この中にある幾つかをピックアップしてやることはできると思うんだけど、全

部生かしてみよう、全部活用するということになったらできないと思います。 

◇会長  恐らく、現実には年に１本できるかどうかで。恐らく……。 

◇委員  となると、余り評価できないポイントになって、先ほど言われたイラストとかがわ

かりやすいとか、そっちの方が評価できるものとして取り上げたらどうかと思うん

ですが。 

◇会長  じゃあ、イラストや写真が生徒の興味を引くものになっているという内容のことを

書き加えた上で、第２の観点を丸にさせていただきたいと思います。 

     それから、調査員の方の方から後ほど事務局の方へ挙がってくるそれぞれの観点の

特にというのが違う番号であってもこれを選んでいきたいと思います。 

     大修館にまいります。 

     大修館は、「コラム」、「事例」、「トピック」のところが特に豊富であると、生

活に密着しているとかということも、今のは書き加えてください。生活に密着して

いて豊富に用意されているという、これが有効なんだということなんですが、それ

が有効かどうかは皆さんに御検討いただきたいと思います。 

     もう一つは、第３の観点の②であろうと思うんですけれども、発展的な学習のため

の資料の中に、ここには書いていませんけど、相談コーナーなどあって、生徒に考

えさせる内容になっている。相談コーナーは考えさせるというより、生徒自身が疑

問に思うようなことを取り挙げている部分があると思いますが。４５ページなんか

もそうですね。相談コーナーはここに書き加えていいんじゃないかと思います。そ

の２つかなというふうに調査員の報告はお聞きしたんですけれども。今の意見で、

第２の観点の①のこれが生活に密着して、生活と関連づけながら学習をするという

ようなことを書いていただくのと、それから第３の観点の②に、相談コーナーのこ

とを書き加えていただいて、この２つに丸をつけたいと思います。 

     学研は第２の観点の②と③が合わさった形でしょうか。 

◇委員  第５の観点。 

◇会長  第５の観点は、これは先ほどの大日本と同じになっていますね、中身。具体的であ

る。学研の第５の観点、言語活動が特にすぐれているかどうかというのを御確認い

ただきたいのと、エクササイズは前の第２の観点でも挙がっていることですので、

ウオームアップのエクササイズ、第２の観点でも挙がっておりますので。第５の観
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点に丸というのはないかなと思うんです。言語活動が特にすぐれているということ

でしたら、ここにも丸をつけた方がいいのではないかと。そのあたりを御検討くだ

さい。よろしいですか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  じゃあ、学研については第２の観点は②と③の内容を合わせた形で評価するという

ことで、そこだけになりますがよろしいですか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  そうしますと、東書は、第２の③と第３の①、２つ丸がつきますね。大日本は第２

の観点の②の方で丸。大修館は第２の①と第３の②の２カ所。学研は第２の②と③

を合わせて１つだけということであります。 

     保健体育については以上でよろしいでしょうか。 

◇委員  東書のところで説明があったんですが、教科書の見方、使い方みたいなのが最初の

ころに、教科書の使い方というの、これはほかの教科書にあるのかどうかわからな

いんですが、私は専門は理科ですけど、保健というのは理科とすごく関連があった

りするんです。で、今、この教科書の使い方の他教科のところを見ると、なるほ

ど、そうなんです。もし、これ、本当に有効に使えたら、今、理科でこれをやって

いるんだけど、体育でこれ、保健でこれやっているんだけど、どんなところまでや

っているのとかというのができるといいなと思いながら見てみました。例えば…。 

◇委員  どこですか。 

◇委員  ６ページ、体の発育・発達のところの一番左下に、理科２年生、動物の体のつくり

と働きというのが。だから、恐らく１年生の保健でやる内容ですよね、これは。理

科で言うたら２年生に入りますけど。だから、そこらの他教科と……。 

◇会長  使い方ではなくて「リンク」のとこですかね。 

◇委員  使い方のところに、その「リンク」とか「他教科」とあるので、そこを見てみたん

ですけど、特に「他教科」というのを見ると、例えば今の６ページ、それから１３

ページは、これは「他教科」というのが一番下のところにあるんで、生命の連続

性、無性生殖、有性生殖とかというのが３年生で出てくるんですけど、関連という

のはなかなかいいなあと思いながら。これは、今回特徴として上げなかったんです

よね。 

◇会長  調査委員の方からは挙がっていませんけれども、今のことを書き加えたらどうかと

思います。今既に丸をしているところが、特に教科書の編成、学年別編成のところ

で、その項目の中に書き加える形にしたらいいんじゃないかと思います。他教科と

の関連や小学校の学習内容との関連づけなどが考慮されているということです。他

教科というのだけでもないようなので、今日は御説明の中には、項目間の関連は残
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されているというようなことも述べてありましたので。 

◇委員  それが他教科にあるのかどうかなと。 

◇会長  他教科、他の教科書ですね。 

◇委員  ないですね。じゃあ、これすごく私見ておって。 

◇会長  リンク自体は他の教科書にもあるんですけど、関連するウエブサイトとか、同じ教

科書の中のほかの項目とかの関連とか、そういう形で他教科との関連というのは今

見た感じでは見つからなかったんですが、皆さんいかがでしょう。 

◇委員  県の選定資料にも、他教科との関連が入っていると書いてあるのは東京書籍だけで

すね。 

◇会長  今のをぜひ書き加えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。既に選んで

いる丸の第３の観点の①にそれを書き加える形でつくりたいと思います。 

     ほかにはよろしいでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  それでは、本日の審議予定のものは以上で終了させていただきたいと思います。そ

の上で、今日の予定の教科は以上なんですけれども、前回、継続審議になっている

ものがありますけれども、いかがいたしましょうか。 

 それでは、事務局の方、御説明ありましたらお願いします。 

◇事務局 失礼します。前回の選定委員会の中では、理科と英語の審議の方をしていただきま

した。その審議していただいた内容について、配付しております審議報告書を案と

してまとめております。この記載内容について確認いただきまして、御意見等をい

ただければと思っております。 

     なお、現在使用しております教科書につきましては、理科は教育出版、英語は東京

書籍でございます。よろしくお願いいたします。 

◇会長  では、今いただきました案を各自御検討いただいて、気付きがありましたら、それ

は事務局の方にお寄せいただいて、そういう形でさせていただきますので、次回に

は継続になっているものは少しできるのではないかと思います。 

     では、以上でよろしいでしょうか。ほかにありかすか。 

◇事務局 少し見ていただいて、御質問等、修正等ございましたら出していただければと思う

んですけれども。 

◇委員  じゃあ、今気づいている範囲で簡単に。全部は見ることができなかったので、会長

さんから今日の会議のスタートでもこういうふうにまとめていきますというふうに

言っていただいていたので、そう思いながら読んだんです。これだけ単独で読む

と、例えば理科の３ページに、調査研究における観点と書いてあって、そして次の

ページを開くと、第１の観点、基礎・基本の定着というふうに出てきますが、実際
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には観点というのは採択基準のさらに次の次元の単元目標の示し方とかというのが

観点というふうに位置づけてあるので、例えば第１の観点という前に、（ア）基

礎、基本の定着の中のここで取り挙げている各単元の終末にというのは、例えばど

れに入るのかな。各単元の終末にだから、例えば②、知識や概念の定着を図り、理

解を深めるための工夫について、ここでピックアップして書いていますよというふ

うに書いた方が、読み手にとっては位置づけがわかりやすいかなと。事務局として

はまとめるのが面倒だとは思いますが、どこのところに価値を置いてこの本を取り

上げたかというのがわかりやすいかなというふうに感じました。それが１点と、も

う一点は、文章の最後の結び方なんですが、例えば、今、理科見ていますが、理科

の東書の第２の観点の白丸がついているものが、××という構成にしているという

結びになっていますね。しかし、これはもともとは構成にしているというような評

価をするべきものではなくて、工夫があるかどうかが視点だったので、そういう工

夫があるという結びにしないと呼応しないんじゃないかと。 

     同じように、英語も最初のところしか見てないんですが、東書の第１の観点、英語

４ページ、見てみると、黒ポツで書いてあるから、これは特にとりたてて他社に比

べてすぐれているわけではないんだけど結びが有効であるというふうになってい

る。これに対して、別の発行者の分は提示しているとかにとどまっているので、そ

こらは少し精査して、優劣はついているから白丸になっていることがわかるような

文末の結び方であったり、ここの始点に呼応したような結び方で修正された方が、

次に読み手にとっては意味がわかりやすいかなというふうに感じました。この点ま

た検討してもらえれば。 

◇会長  事実が示してあるかだけという評価が必要ですね。全ての教科、全ての項目でチェ

ックをお願いします。 

     では、本日は以上で終了させていただいてよろしいでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◇会長  お疲れさまでした。 

◇事務局 ありがとうございました。次回なんですが、もうすぐになるんですけれども、来週

月曜日、２７日午後１時３０分から、ここ公会堂別館３２号室で行いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

     本日の資料、ファイル等は机上に置いてお帰りください。ありがとうございまし

た。 

◇事務局 すみません、１点だけ。大変失礼なんですが、念のために確認させてください。先

ほどの審議報告書のところの観点を採択基準、それに読みかえているということな
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んですが、採択基準が基礎・基本の定着だけではなく、そのもう一個詳しい採択基

準が基礎・基本の定着のどんな観点で調べたというところまでここに書くというこ

とでよいですか。 

◇委員  そうですね。採択基準ということを載せるかどうかは別として、基礎・基本の定

着、①単元目標の示し方をここでは取り挙げていますとわかるといいです。 

◇事務局 基準と、さらにどんな観点で調べたかということがわかるような表記にすると。 

２つのものが合体しているところもあると思うので、そのときはじゃあ、並列とい

うことで。 

ありがとうございました。失礼いたしました。 

◇会長  これに書き加える形でということでということ。数字だけよりは、やっぱり採択基

準がついている方がわかりやすいかと思います。 

     お疲れさまでした。 

                 


