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第４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４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順次回覧いたしますので、審議の

参考にしてください。 

     本日の会に、２名の委員が事情によりおくれての参加の連絡をいただいておりま

す。 

     では、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。 

     今日も御審議よろしくお願いいたします。 

     今日の議題の確認、議事の確認をいたします。お手元のレジュメをごらんくださ

い。 

     本日は、音楽と社会の教科用図書の審議を行います。 

     また、継続審議となっております教科につきましても、本日の進行上、時間が許せ

ば審議を行いたいと考えております。 

     それでは、議事の方に移らせていただきます。 

     まず、教科書選定の手順について、いま一度確認をさせていただきます。 

     これまでと同様に、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

て説明をしていただきます。説明の後、選定委員の皆様に質疑をしていただき、そ

の後選定委員会で審議をさせていただき、報告書を作成いたします。 

     作成書は２ページをごらんください。 

     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、採択基準を５つの観

点のところにそれぞれ所見を記載し、すぐれていると考えられる点については白

丸、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、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、回覧しているアンケート等の資料を活用し、教

科書見本本をごらんいただきながら、尾道教育未来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きたいと考えて

おります。 

     選定委員の皆様は、調査委員の説明を聞い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

める際に有効と考えます。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視点で十分な審議をしていただきたいと考え
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ます。 

 手順につきまして、何か御質問ございますでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  よろしいですね。 

     それでは、早速教科書の審議に入らせていただきます。 

     事務局、準備をお願いいたします。 

     それでは、音楽の各教科書の特徴について、調査担当の代表の先生、説明をお願い

いたします。 

◇調査員 それじゃあ、失礼します。よろしくお願いします。 

     では、音楽一般の総合的な所見について、教科書ごとに説明させていただきます。 

     調査報告書をごらんください。 

     まず、教育出版の総合的な所見の中で、それぞれ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ます。 

     第１の観点では②番、第２の観点も②番です。第３の観点では①番、第４、第５の

観点は１つだけでございます。 

     次に、すぐれていると考えられる特徴について、第１の観点と第２の観点、そして

第３の観点について簡潔に説明いたします。 

     まず、第１の観点は②番ですが、共通歌唱教材は各学年から１曲、「夏の思い

出」、「浜辺の歌」、「花」を取り上げ、見開き２ページに歌詞と写真、作者を、

次ページから楽譜を掲載している。なお、「羽衣」キリから大ノリを取り上げ、謡

における歌い方のポイントを示している。第１の観点、基礎・基本の定着として、

第２の視点、我が国の伝統的な歌唱及び共通教材の扱いは適正ですかということ

で、適正に扱われていると思います。 

     教科書を見ていただいたらと思うので、教育出版の１年生、「夏の思い出」、１６

ページを開けていただいたらと思います。 

     まず、その曲のイメージに合った写真を大きく取り上げ、そして作品に対する作者

のイメージなどを掲載し、歌詞や楽曲の背景などにも触れられています。 

     そして、２ページが楽譜なんですが、これは２、３上の「浜辺の歌」、２、３下の

「花」も同じように取り扱われております。ここが丁寧に扱われていると思いま

す。 

     次、第２の観点②番です。 

     レッツトライで「越天楽」の鑑賞から「越天楽」を体験してみよう、各表現への関

連づけのある第２の観点、主体的に学習に取り組む工夫、第２の視点、見通しを立

てたり振り返ったりするための構成上の工夫や表現と鑑賞の関連の扱いの工夫があ
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るかですが、「越天楽」だけでなく歌舞伎「勧進帳」も、鑑賞から歌舞伎を体験し

ようとレッツトライで取り上げています。 

     教育出版、２、３上を見ていただけたらと思います。 

     ３３ページ、こういう開いた格好になっております。ここで「越天楽」を、３８、

３９ページにレッツトライというコーナーを設けております。その中で、「越天

楽」を体験しよう、また歌舞伎を体験しようと、表現と鑑賞の関連を結びつけてお

ります。 

     では、第３の観点①ですが、各学年とも歌唱教材、鑑賞教材、創作、学習資料（楽

典を除く）、合唱曲集、国歌「君が代」、楽典の順で配列しており、歌唱や創作等

のヒントとなるレッツシング（１年生）、レッツトライ１年生を掲載している学年

もあるというようになります。 

 ここで特筆すべき点は、国歌「君が代」の取り扱いです。どの学年も８２ページに

取り扱われています。見開きの２ページで扱われて、題や歌詞のもつ願いなどを見

やすく丁寧に掲載しています。しかも、最後の「君が代」の国歌のところだけ紙を

厚くしています。比べていただくとよくわかります。べらべらではなく、がちっと

しております。国歌を大切に扱うということであります。 

     では、第４、第５の観点についてはＡ３の左に示しているとおりなので、後ほどご

らんください。 

     全体的に教育出版の教科書は、音楽の要素を捉えながらさまざまな音楽文化に親し

み、歌い合わせ、聞き深める喜びを実感できる教科書だと思います。共通事項と指

導事項から成る活動のポイント、伝統音楽と日本の歌、系統立った創作、鑑賞にお

ける言語活動、豊富な資料が掲載されております。 

     では次に、教育芸術社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ます。 

 第２の観点は①番、第２の観点は③番、第３の観点は①番で、あと第４、第５の観

点は１つだけです。 

     次に、すぐれていると考える特徴について、教育芸術社の第１の観点と第２の観点

と第３の観点について御説明いたします。 

 まず、第１の観点①ですが、共通事項に示されている音楽を形づくっている要素を

学習の窓口としてマークで示し、音楽学習マップ及び該当ページの学習目標の横に

掲載している。 

     第１の観点、基礎・基本の定着として、単元目標の示し方についてですが、学習内

容が一目でわかる音楽学習マップが全学年に掲載されております。この音楽学習マ

ップは、学習指導要領に示されている音楽科の学習内容と各教材との関係や歌唱、
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創作、鑑賞の各分野を横断した関連など、図で示した資料です。この音楽学習マッ

プの活用によって、学習指導要領の内容に準拠したバランスのよい学習活動が推進

され、音楽の基礎的な理解力や技能を確実に身につけることができます。また、各

教材と学習指導要領に示された共通事項との関連を各教材の学習目標等に準じて学

習の窓口として例示し、共通事項を支えとした学習が確実に行えます。このこと

は、数少ない音楽の授業時数の中では学習指導要領に付された内容を網羅するには

有効で、他と比較しては特徴があると思います。学習マップ、これが全ての教科

書、器楽の方も載っております。この下にあるこれが共通事項なんです。学習の窓

口、音色、リズム、速度、旋律、テクスチュア、強弱、構成、この７つが共通事項

で、これを教材を通して勉強していくという形になっております。 

     第２の観点③ですが、心通う合唱として、学年ごとに行事等で選択して使える楽曲

を、１年１０曲、２、３年上８曲、２、３年下７曲掲載しています。 

     第２の観点③の所見は、教育出版も教育芸術社も一見同じように思われますが、掲

載されている合唱曲について私らがぱっと見たところ、質の高いものが教育芸術社

にはそろっています。全校合唱や学年合唱により、よりふさわしいはえる曲、その

曲数に大きく違いがあることと、それからまた歌い継ごう日本の歌というコーナー

を新設して、その曲を混声合唱に編曲し、長く歌い継がれてきた楽曲と新しい感覚

を融合させています。 

     例えば、２、３上をごらんください、教育芸術社の５６ページ、５７ページ。 

     「夏は来ぬ」なんですけど、これなんかは普通斉唱で昔から聞く童謡みたいな曲な

んですが、これを混声合唱に編曲しております。ここが今回の教科書から新しく新

設されたところです。 

     それから次、「ふるさと」、これは教育芸術社だけではなく、編曲者は違います

が、教出の方も全校合唱で取り上げております。これは同じです。 

     それから、ずっと心通う合唱ということで７曲取り上げていますが、例えば２、３

上なんかでも「時の旅人」とか「大切なもの」とか「心の中にきらめいて」という

のは、大変聞きばえのあるいい曲だと思います。 

     １年生は、「夕焼小焼」です。「夕焼小焼」を混声合唱に編曲して、なかなか聞き

ばえのある編曲をされています。 

     次、第３の観点①番です。 

     各学年とも歌唱教材及び創作、鑑賞教材、合唱曲集、資料（口絵を除く）、国歌

「君が代」の順で配列している。歌唱や創作のヒントとなる、ここがわかればグレ

ードアップ、確認しよう、発声、指揮を全ての学年で掲載している。ここにおいて

も教材の配列等はほぼ２者とも同様でありますが、音楽の授業数も考えるとき、学
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習活動、短時間で扱える教材の工夫が必要です。創作活動においてその工夫があり

ます。マイメロディーというコーナーとレッツクリエイトというコーナーが創作の

表題が入っております。その創作の学習活動というのは、今まで私らにも言えるん

ですが、なかなか指導計画に入れにくいとも言われておりました。なぜかという

と、時間を有します。少しのことではなかなか取り組めないということで、今回教

育芸術社の創作では、見開きの２ページで教材を提示し、学習の手順や評価のポイ

ントがはっきりわかるように示されています。授業でなくて宿題としても十分使え

るようにできているなと思っております。 

     例えば、２、３上でしたら２８、２９ページがマイメロディーということで、創

作、見開き２ページです。１、２、３を順に行くと自然に創作ができます。 

     また、３０ページに、その次に行くとレッツクリエイトというので、またこれはリ

ズム創作の教材が入っております。これも順番に１、２、３、４、５でいきます

と、簡単に創作が教材として扱えるように工夫されております。 

     教育芸術社の教科書は、そうして見ますと、音楽学習マップやその他においても学

習内容と手順が明確にわかるという考え方を大切にされています。短時間で扱える

ことのできる曲やコーナーを工夫しています。また、平和への希求とともに我が国

及び諸外国の伝統や音楽文化を学べるよう、特集や巻頭巻末の資料も充実した教科

書です。 

     これは指導者側からいうとなんですが、例えばこの音楽学習マップの学習の窓口で

共通事項が並んでいます。その共通事項が、この曲はこれがついてというのが全て

書いています。この曲の扱いは共通事項のこれとこれとこれを指導できるなという

のが一目瞭然にわかるようになっています。その点惜しいのが、教育出版の方では

一曲一曲教材を開いて読んでいかないとこの曲で何を教えるのかが明確でないとこ

ろが、時間が短時間で扱えるかどうかというところです。教育出版の目次を見たと

ころで、この教材が何を扱われるのかわかりません。曲を開いて初めて、例えば旋

律の重なり合いや全体の響きを感じられたら、ああ、これは旋律を扱うものだなと

いうのが出てきます。一応共通教材を全部網羅しなければならない。この曲ではこ

れを、ある曲ではこれを、はっきり申しまして週１時間の音楽の授業で全ての教材

は扱えないと思います。そうしたときに、この曲で共通事項のところへ、この曲で

この共通事項のところへというのを指導者側が計画を立てなくてはいけないのです

が、その点これは便利だなと思います。 

     以上で説明を終わります。 

     それでは、音楽、器楽合奏の総合的な所見の方に移ります。 

     まず、教育出版の総合的な所見の中で、それぞれ観点ごとに特徴と思える点を、番
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号を読み上げます。 

     第１の観点は①番、第２の観点は②番、第３、第４、第５は１つだけでございます

ので、そのままです。 

     この総合的な所見は、３番の特徴の方から抽出したりまとめたりしたものでありま

す。そのＡ３判の第１観点から第５の観点までは、そのＡ３判見ていただくとわか

るように、縦に視点が書いております。その視点に合わせて特徴を記載しました。 

     その結果、教育出版社も教育芸術社もそれほど大差はございません。 

     ここで、教育出版の説明は、第４の観点の内容表現表記はどうかという点で説明さ

せていただきます。 

     まず、リコーダーの教材の楽譜についての表記に特徴があります。器楽の前半部

分、リコーダーを開けていただくとわかるように、この曲に出てくる新しいリコー

ダーの運指表が、必ずこの余白に出ております。これは教育芸術社にはありませ

ん。この運指表をここに載せていただくということは、わざわざ後ろの運指表を開

いて、この運指表をわざわざ一回一回開く必要がないというところで、大変便利で

す。８ページ、１０ページ、偶数ページの左の余白に運指表があります。これは大

変便利で、大変特徴的だと思います。後で教育芸術社と比べていただければ。大変

親切に扱っていただいております。 

     あと、ギターの楽譜において特徴があります。２８、２９ページを、器楽をあけて

いただくと、ギター専門のタブ譜というのがあります、タブ譜。これは今まで私が

教諭時代にはなかった、多分教育芸術社を使っていたんでなかったかと思います

が、タブ譜というのがギターの専門楽譜としてございます。このタブ譜が載ってい

る五線譜とタブ譜を併記して同じメロディーをこうして併記しているというのを、

これはすごく特徴で、教育芸術社の方にはありません。ということで、これは生徒

の興味関心を高めるにはすごく効果的なんではないかと思われます。 

     では、教育出版は以上です。 

     教育芸術社の総合的な所見の中で、それぞれ観点ごとに特に特徴と思えるものとい

う点は、第１の観点は②番です。第２の観点は③番です。３、４、５の観点は同じ

ようにしておきましたので、また見ておいてください。教育芸術社の教科書の第１

の観点②番と第３の観点について説明いたします。 

     まず、第１の観点②番ですが、各楽器の構成や種類、姿勢と構え方、奏法等を写真

や図で示すとともに、和楽器こぼれ話、音を聞いて確かめようのコーナーを設けて

いる。 

     第２の観点②番の視点、和楽器を初めとする楽器の取り扱いは適切かということで

すが、適切に扱われていると思います。楽器ごとに全て音を聞いて確かめようとい
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うコーナーが設けられております。必ずこれが、尺八、４５ページ見ていただくと

すぐあるんです。音を聞いて確かめようという、下の方にコーナーとしてありま

す。これを、このコーナーのワンポイント学習は、奏法だけでなく音色に焦点を当

てて楽器の特徴を理解することができます。尺八、三味線、次、箏と三味線で分か

れます。和楽器こぼれ話、２５ページと３３ページですが、箏の方では箏と琴の違

い、また三味線の方では三味線と三線という違いの後、中国の楽器なんですが、和

楽器こぼれ話として内容が書かれております。そのどちらのコーナー、音を聞いて

確かめようというコーナーにしても和楽器こぼれ話としても、その内容は生徒の興

味関心を引くんではないかと私は考えます。 

     次、第３の観点ですが、①アルトリコーダー、②ギター、③筝、④三味線、⑤篠

笛、⑥太鼓、⑦尺八、⑧打楽器、⑨アンサンブルセミナー、⑩アンサンブル、⑪名

曲スケッチで構成されている。この第３の観点は、内容の構成、配列、分量です。 

     ここで特筆するのは、⑧の打楽器というのが教育芸術社だけです。今回新設されて

おります。前回の教科書にはありません。打楽器に関しては、中身を見ると小学校

で用いる打楽器のほか、ラテン打楽器なども含めて基本的な持ち方や奏法について

簡潔に示しております。意外と小学校で習った打楽器、中学校ではよく忘れて、持

ち方も違うというのはよくありますので、復習を兼ねていいのではないかと私は思

います。 

     また、最後１１番の名曲スケッチというところは、８６ページを開けていただいた

らと思います。８６、８７、８８、８９までが、４ページが名曲スケッチでござい

ます。全ての教材曲に作曲家の肖像画と各曲の解説を丁寧にしております。これは

教育出版も同じように後ろの方に。すみません、教育出版９４ページをあけていた

だければと思うんですが、こちらの方は名曲旋律集というように書かれております

が、肖像画があるのとないのでは見た目が大分違うし、授業への関心も、ああ、ヘ

ンデルってこういう顔だったのかと、改めて顔もきちっと眺めるとわかるというも

のではないかと思います。 

     特徴的なところと言ったら、以上です。 

◇会長  ありがとうございました。 

     先ほどの御説明に対しまして、この件で皆様の方から御質問ございましたらお願い

いたします。 

◇委員  音楽一般について２点質問します。 

     それぞれの発行者について、特徴的なところ、例えば教育出版であれば１の②、２

の②、３の①、それから教芸であれば１の①、２の③、３の①と上げられたんです

が、もしもそのそれぞれ発行者の中で一番特徴的というか、一番評価できるという
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のがあれば、その３つのうちのどれかっていうのが１つ目の質問です。 

     ２つ目の質問は、両方、教育出版も教芸も３の①が挙げられているんですが、もし

その２つを比較するとこう違うよと、先ほど少し、ただただ曲の数ではないよとい

う話もあったような気がするんですが、例えば２の③です。それと同じように、こ

こには書き切れてないことがあるように思いますので、その２点目、３の①同士で

比較するとどうかというのを２点よろしくお願いします。 

◇調査員 まず、最初の質問は、各教出と教芸と１個ずつ上げるという。 

◇委員  もし仮に１つずつ上げると言われればどれとでも。 

◇調査員 全部の中で１つではなくて。 

◇委員 発行者で１つ。 

◇調査員 はい。 

     それではまず、教育出版の方で３つ説明した中で一番これはというのは、第１の観

点の共通教材、歌唱教材の大切に扱われている、全部で４ページで歌唱教材を扱わ

れているものが一番すばらしいところではないかと思います。教育芸術社の場合

も、第１の観点の中で、音楽学習マップを通してわかりやすくできるようにされて

いるところだと思います。音楽学習マップは、私が指導するならありがたいなと思

います。 

     教育出版社の場合は、すごくどの教材も量が多いです。ページ数が多いというとこ

ろです。実際、中身も中レベルぐらいの曲が多いかなと思いました。創作のコーナ

ーにおいても、これは指導者がしっかり説明しないと教科書を扱っていけないなと

いう少しレベルが高いと思います、創作のコーナーで。鑑賞のコーナーでは、表現

に結びつける関連性などがあってすばらしいかなと思います。 

     教育芸術社の場合は、歌唱教材、伴奏譜のついているのもありますが、意外と短時

間で扱えるような工夫が歌唱教材に、また創作活動の中にも使われております。鑑

賞教材は、教育芸術社も教育出版も同じように扱われております。 

     あと、先ほど言ったように、合唱曲では聞きばえのある曲が教育芸術社の方に多く

あります。 

◇会長  はい、ありがとうございます。 

     よろしいでしょうか。ほかに御質問ございませんか。 

◇委員  器楽の方でも、教育芸術社の方の音楽学習マップというのは有効だと思われます

か。 

◇調査員 はい、思います。 

◇委員  はい、わかりました。 

◇会長  はい、じゃあ。 
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◇委員  ここへタブ譜というのが出とるという特徴がという話がありました。これはギター

なんか指導されるんですか、授業の中でギターとか。 

◇調査員 いや、ギターをされずに３年間を送る学校もあるのではないかと思います。 

◇委員  生徒なんかは興味がある。 

◇調査員 興味はすごくある。例えば、それるんですけど、歌本なんか買ってもタブ譜がつい

ている曲も結構あります。でも、授業で教えていたら、全然ないよりは興味関心が

違ってくるんじゃないかなと。 

◇委員  いろんな楽器をされることがありますが、ギターあってもなかなか、そういうこと

がよくあるんですが、例えばここの器楽の方の教育出版の２８ページ、ここも言わ

れたのかなと思ったんですが。それで、そこへＥセブンとＤマイナーが出ておるん

ですが、Ｅセブンは普通より違う感じのコードなっているんです。それが、ここの

後ろのこの表を見るとＥセブンのコードは上についているコードなんです。ところ

が、こういう下のコードを使っている。何かそれも使えるんだとは思うんですが、

表示が違っているのかなという、ここらの迷いが出るのかな。でも、確かに後ろの

コード表の中には大体普通に使われるようなコードかなと思ったりするんですけど

も。 

◇調査員 Ｅセブンス、これは２本弦引くなという、ペケがついていますよね、こっちは。だ

から……。 

◇委員  表示が違うのが。 

◇調査員 表示が違いますよね。 

◇委員  確かにそれもコードとしては成り立つんでしょうけども、和音なんで。 

◇調査員 ただ、全部の弦を弾こうと思ったらこの後ろのコードだと思います、よくわからん

ですけど。 

◇会長  よろしいですか、今の。 

◇委員  はい。 

◇会長  ほかにはどうでしょうか。 

◇委員  すみません。尾道は合唱コンクールを毎年やっているので、曲の選曲等については

教科書から選ばれることも多いと思います。先ほどアレンジ等は教芸が曲のバラエ

ティーがというふうにはお聞きしたんですが、ぱっと見るに、３冊の教科書をずっ

と比較すると、教出も教芸もどちらも曲数的には同じくらいかなと思うんですけれ

ども。 

◇調査員 教出の方が多いです。 

◇委員  合唱コンクールのことも私たちは考えていきたいなと思うんですが、曲の種類がた

くさんある方が曲を選ぶのにはいいのか、それともある程度精選されたものの中か
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ら選ぶのがいいのか、合唱コンクールの立場から考えたらいかがでしょうか。 

◇調査員 教育出版社で聞きばえのある、すごいなと思うのは、私が見た限り１曲。ほかにも

いろいろありますけど、全校合唱のとこから学年合唱するといえば、一つ物足りな

いかなという感じもしました。 

◇会長  ほかはいかがでしょうか。 

◇委員  先生、今使われているのはどちらの方。 

◇調査員 今、中学校は教育芸術社の方を使っております。 

◇会長  そのほかございませんでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  それでは、質疑応答は以上にさせていただきます。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。 

◇会長  御尽力いただきました調査報告書をもとに選定を進めてまいりたいと思います。あ

りがとうございました。 

◇調査員 よろしくお願いします。 

◇会長  それでは、音楽一般の方からまいります。 

     教出につきまして、皆さん御意見等ございましたらお願いいたします。 

     特に教出で強調されていたのは、１つだけ選ぶならという御質問があって、選ばれ

たのは第１の観点で、共通歌唱教材が大変丁寧に説明してあるという形で提示して

あるということについて評価されておりました。ただ、お話を聞く中では、第２の

観点の関心から表現への関連づけっていうのが、これは特にこの教科書の特徴とし

て価値があるところだと思いますので、特にということで挙げられると、第１の観

点に加えて第２の観点の鑑賞から表現へというのも、これも非常に評価してよいの

ではないかというふうにも思いますが、皆さんいかがでしょうか。 

     ほかにもというのがあればですけれども、特にというところでは、これを見て。 

     教出について、特に御意見ございますでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  それでは、教芸の方ですけれども、もうこれは現場等でも、これは特にというので

上げられたのは第１ですか、どちらも１なんですけど、これは全体が見通せる音楽

学習マップ。それから、文言には事務局の方で学習の全体が見通せるということを

書き込んでいただかないと、これだけでわかりにくいかと思うんですけれども、学

習の手順が結果明確になる、今何をやっているかということとどんなふうに勉強す

るかということが明確になるという、学習者にとってのメリットもありますし、そ

れからまた題材と共通事項、関連がより明確になりやすいということもメリットと

して挙がっておりましたから、これはひとつ大きな価値と認めていいんではないか
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ということを思います。 

     １つだけということで挙がったのはそこなんですけれども、特に御質問の中にもあ

りました音楽コンクール、合唱コンクールなどでの関連で言えば第２の観点の③番

に当たるんですけれども、合唱曲集という言葉は第３の方にもあるんですが、合唱

曲が質の高いものがそろっているというのも、これは非常に特徴としては価値のあ

るところであろうというふうにも思いました。 

     第３の観点の方は、ここに書いてあることよりも、むしろ書いていることではある

んですが、特にその書いてあることの中の創作のヒント、授業時間の関係のことは

報告書にそのまま載せるような問題ではないかとは思うんですけれども、創作のヒ

ントが工夫されているというのは、結局は授業が展開しやすいということで評価さ

れていたんではないかと思います。特に皆さんの質問等とのやりとりの中で、私の

方で特徴的に評価すべき点というのは３つだったんですが、皆さんの方で、いや、

それはそうでもないんではないかというようなことも含めて御意見をいただきたい

と思います。いかがでしょうか。 

◇委員  説明の中で、創作が短時間で扱えるようになると、家庭学習、宿題でもできるよう

にというのはあったんですが、実際に創作の宿題というのがどの程度有効なのかと

いうのがよくわからないなというとこはあります。１人で作曲、つくるというのは

あるんでしょうけど、私のイメージでは、音楽の授業の中で友達と協力したり意見

を交わし合いながらつくり上げていくようなイメージが私自身はあるので、短時間

で扱えるからいいですよという評価になるかっていうのは、私自身はどうかなとい

うふうに思います。 

◇会長  創作は大変時間がかかって授業の中では扱いにくいという現状もお話の中に出てお

りまして、多分授業の中で扱うにしても非常にコンパクトに、合理的にといいます

か、要点を押さえて創作活動ができるっていうことがかなり評価されていたんじゃ

ないでしょうか。 

◇委員  それは意見として挙げられていましたよね。そういうものなのかなと、よくわから

ないので。 

◇会長  恐らく、実際に指導するのが難しい分野なんだということが今御指摘の中にはあっ

たんだと思います。しかも、教出の方と比較っていうことになったときには、教出

の方は創作のレベルが非常に高くてっていう御指摘もあって、学習者の側から見る

と非常に難しい、音楽の非常に得意な子はいいのですけれども、特に習い事でピア

ノをやっていますという子でなくても、学校だけで学んでいる子がきちんと授業の

中で学習活動についてこられるということが非常に重要なんではないかというふう

に思いますから、創作のレベルが少し高過ぎるというのは教出の方では気になる。
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創作についての扱いは、教出と教芸と比べると、授業での扱いやすさは教芸の方が

扱いやすい、そういう御判断ではなかったかというふうに思います。ここは特に評

価ポイントではないということであれば、こちら方も丸２つということでもいいか

もしれません。 

     いかがいたしましょうか。 

     どちらも丸２つということでいきましょうか。 

     どちらでも同じ観点のものがついているわけですが、評価された内容が違うとい

う、内容が違いますからどちらがいいということではないんですけれども、お話を

聞きながら教科書を比較してみると、教芸の方が実際の授業の現場、子供たちの学

習の場面を考えると使いやすいものになっているのかなという、そんなふうに話を

伺ったんですけれども。 

     いかがいたしましょう、第３の観点に丸をつけましょうか。 

◇委員  私は、第３の①を聞き漏らしたところもあるんですけれども、創作のところの、も

う要するにこのステップを踏めばできるよというような形で、自学自習じゃないで

すけれども、あるいは発展的というふうなところにもつながるような形で工夫され

ているというふうに私は聞いたんです。限られた時間の中で歌唱とか鑑賞とか、そ

ういったものが短時間で扱える工夫があるというふうな言い方をされたような気が

するんですけれども、それは時間は無限ではないというふうなところからいくと、

非常にポイントになるんではないかなとは聞いています。 

◇会長  じゃあ、今のことも文言で書き加える必要があろうかと思います。限られた授業時

間の中で創作活動に取り組みやすい部分があるという意味のことを文言に書き加え

ていただきたいというふうに思います。 

     ということで、第３の観点にも丸をつける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  じゃあ、続きまして器楽合奏の方です。 

     これは、教出の方は特にということでいえば第４の観点のギターのタブ譜、リコー

ダーの運指表というところで、生徒にとってわかりやすいという評価とか出たよう

に思います。特にということではここかなと思うんですけど、皆さんいかがでしょ

うか、教出について。 

     教芸の方は、第１の観点の音色に焦点を当ててっていうことで、音色に焦点を当て

て楽器を理解するというところが特に高い評価をいただいたと思います。今お聞き

しましたが、いかがでしょうか。 

◇委員  音を聞いて確かめ合うとこですか。 

◇会長  音を聞いて確かめ合うところです。お話の中で第３の観点等も出てはおりました
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が、名曲スケッチには肖像があるかどうかっていうのは、大きい価値として認める

かどうかというのは微妙な問題ですし、それは確かにその方がわかりやすくはあり

ますけれども。打楽器があるというのは差異ではあるという感じではあります。 

     教芸はいかがでしょうか。 

     今どちらも丸１個ずつで。 

◇委員  名曲スケッチの肖像は入った方がいいんじゃないんですか。何か僕らが小さいとき

から音楽室へ張られている、あの分が興味関心の部分だったら、それはすごい大き

いような気がするんです。 

◇会長  親しみやすいような感じはするんで。 

◇委員  親しみやすいですよね。興味関心を引いて、ベートーベンとかショパンとか今で

も、余り音楽してなかったけど、興味なんかは残っているんです。 

◇会長  一般の部の方はほとんど写真は載ってないです。 

     たしかもう一つ、打楽器が出ているっていうのも違いではあります、小学校との関

連もある。 

     よろしいでしょうか。 

     第３の観点にも、丸をつけるということにいたしましょうか。 

◇委員  特徴もあるような気がします。 

◇会長  うなずいている方、たくさんいらっしゃいますので。 

     では、教芸の方は今のところも特に評価して、ただ、これはもとの記述のままだと

こうなっているという事実が書いてあるだけですから、名曲スケッチのところは生

徒も親しみやすいという、音楽に親しみやすいように肖像画などの図がある方がと

いうことを書き加えていただきましょう。打楽器についての扱いがあるなど、小学

校との関連もとられているということも書き加えていただきます。 

     では、教芸の方は丸を２つつけさせていただくということでお願いします。 

     音楽一般の方と器楽合奏の方、いかがでしょうか、以上のような。 

     また、皆様から御意見あれば。 

     音楽についてはよろしいですね。 

     じゃあ、以上とさせていただきます。 

 

◇会長  次の社会科の審議について準備をお願いいたします。 

     それでは、社会の審議に入りたいと思います。 

     では、調査員の代表の先生、お願いいたします。 

◇調査員 失礼します。どうぞよろしくお願いします。 

     それでは、早速ですけれども、総合的な所見の中でそれぞれの観点ごとに特に特徴
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と言えるもの、よいと考えられる番号を読み上げたいと思います。 

     最初に、東書、第１の観点ですが③番、第２の観点③番、第３の観点①番、第４の

観点①番、第５の観点①番です。 

     続きまして、教育出版、第１の観点③番、第２の観点③番、第３の観点①番、第４

の観点①番、第５の観点も①番です。 

     帝国です。第１の観点、同じく③番、第２の観点も同じで③番、第３の観点が①

番、第４の観点が①番、第５の観点も①番。 

     最後、日文ですが、第１の観点が③番、第２の観点も③番、第３の観点①番、第４

の観点①番、第５の観点も①番ということで、どの教科書についても、その観点に

ついては同じようにいたします。 

     続きまして、特に他の発行者と比べるとすぐれていると考えられる特徴について観

点ごとにということですけれども、説明をいたします。 

     まず、第１の観点ですけれども、東京書籍です。 

     具体的なところですが、ここにありますように、小単元の終わりに◇◇章の学習を

振り返ろう、中単元の終わりにはこの章の学習を確認しよう、それぞれ設けてあり

ます。それから、見開きページにはスキルにかかわってのコーナーを設けておりま

す。具体的に申しますと、例えば東書２５ページに、右下に地理のスキルアップと

いうのが出ております。ここは基礎的、基本的な内容ということで、次の学習指導

要領の中で知識と技能、きちっと整理をしていこうということでの具体的な見開き

の中でのこれが例です。 

     全体像としましては、４ページをごらんください。 

     ４ページに、最初のとこですけども、ここの一番上に地理のスキルアップという項

目が四角で囲まれていて、１から１６まで、それぞれ基礎的、基本的な理論を身に

つけるコーナーですよというふうに示しておりますし、その下の方の、１、地球の

姿を見てみようという青いマークの下に幾つか四角がありますけども、机と椅子の

マークのある確認、それから鉛筆マークとか、確かめてみようというふうなものも

きちんと整理されていて、東書は知識と技能というのを非常に整理をして教科書の

中で位置づけているというのが他と比べていいなというとこでございます。 

     続いて、第２の観点でいいますと日文。 

     第２の観点、日文７９ページをごらんください。 

     ７９ページのところで、北アメリカ州を振り返るというのがあります。日文はここ

で知識を整理させております。若干ステップ１のところの知識を整理しようという

ところでは、問題形式も入っております。ステップ２のところの部分は、例えば他

の教育出版とか帝国なんかと比べると、より知識を構造図的に捉えて整理をしてい
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るというふうな姿が見えます。ここのところで、東書でつけ加えていきますが、東

書も同じように北アメリカ州の学習を振り返ろうというのが９２ページに載ってい

ます。東書９２ページ、それから日文の７９ページを見ていただければと思いま

す。どちらも知識をきちんと整理していくということで、最後のところで整理して

いるところですが、日文と比べて東書の方は、①のところでは問題形式にもなって

おりますけれども、真ん中のところは地図の中に図といいますか、絵みたいになっ

ておりますけれども、きちっと知識だけを、問題形式にせずにきちっと構造図的に

示しているということで、子供にとってみたら東書の方がどっちかというと知識き

ちんと整理しているんじゃないかなと。ただどちらも、他の２つと比べて特に単純

な表とかというわけでもなく、構造的に知識を整理していくということでは特徴的

であるというふうに思っています。それが第１の観点です。 

     それから、第２の観点のところも、実はこの２つの教科書になってまいります。 

     第２の観点でいいますと、東書は、これは第２の観点は家庭学習等につなげる工

夫、意欲を高めるという視点ではあるんですけれども、そこには小単元の、前のペ

ージに学習のまとめと表現の課題を掲載しているというふうになっておりますが、

この表題そのものが、私もよう見つけなかったんですけれども、例えば２６３ペー

ジをごらんください。 

     ここで言うと、例えば③あたりに家庭学習につなげていくといいますか、より発展

的な学習の部分もあるんですけれども、下の地図の７地方の学習を通して学んでき

た７つの視点を云々とあって、理由にも触れながら説明しましょうとか意見を交換

しましょうというふうな形で整理をしております。こういった課題もきちっと示し

て、子供たちの家庭での学習に意欲づけをしているところがあります。 

     それと、先ほどの９２ページの北アメリカ州の学習のところの一番最後にもありま

すけれども、表現ということで言いますと、９２ページの図のまとめの下のところ

の②ですが、ここでも自分の言葉でまとめましょうという言葉で自分なりの課題に

つなげていって、そういった工夫をしています。 

     それから、日文の方ですけども、１２ページをごらんください。 

     １２ページには、第１章の第１編ということで、一番最初の段階で学習の活用とい

うことで振り返りというものを出して、これは最後ですけれども、最後のところで

も振り返りをさせています。振り返りというのを日文は大事にしているというふう

に思っております。 

     第２編のところで、３０ページです。３０ページにも同様に、第１編第２章の学習

の活用という、こういったものを生活に含めて振り返さすというところが特徴的な

ところです。 
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     あと、ほかの２つの教科書の特徴的なとこというのも今のところになるんですけれ

ども、例えば帝国でいいますと、８７ページ、北アメリカ州の振り返りがありま

す。それから、教育出版、９２ページ、同様に北アメリカ州のところで振り返りと

いうのを意識してそれぞれつくっているのかなというふうに思っています。ただ、

この２つ、どちらかというと問題、形式的にもなっておりまして、最初の文教出版

であるとか東書の方が知識の整理と振り返りという部分でいうと、そちら方がより

効果的なのかなとは思っています。 

◇会長  このまま続けて御説明お願いします。 

◇調査員 続けてですか。 

◇会長  はい。歴史的分野の方を続けてお願いします。 

◇調査員 観点ごととなると難しいところもありますので。 

     東書のところですが、東書は特に第１の観点と第２の観点が特徴的だなというふう

に思っております。第２の観点の③のとこですが、コラムの数というとこで、なか

なか特徴的なところを示すのは難しいんですけども、考え方によっては余り多くて

も困るし、少なければ少ないだけ、それだけ精選されているということもあるんで

すが、③を示しましたのは、ある程度バランスをもつて東書はこのコラム欄を整理

しているというふうに考えております。特に近現代を中心に整理をしているのかな

と。 

     それから、第２の観点ですが、東書の一番売りになるのがここの観点かなと思いま

す。 

◇会長  そうですね。 

◇調査員 第１の観点は、総合的な所見は１が３番です。それから、第２の観点が、これはど

うしても２つにしました。ぜひともこの２つをくっつけてください。①と②です。

それから、３の観点が２、４の観点が１、５の観点が２。 

     教出ですが、第１の観点が１、第２の観点が２、第３の観点が２、第４の観点が

１、第５の観点が２です。 

     それから、清水出版ですが、第１の観点が３、第２の観点が２、第３の観点が２、

第４の観点は１、第５の観点が２です。 

     帝国ですが、第１の観点が３、第２の観点が２、第３の観点が２、第４の観点が

１、第５の観点が２。 

     日文です。第１の観点が２、第２の観点が２、第３の観点が２、第４が１、第５が

２です。 

     自由社、第１の観点が３、第２の観点が２、第３の観点が２、第４の観点が１、第

５の観点が２です。 
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     育鵬社、第１の観点が２、第２の観点１、第３の観点が２、第４が１で、第５が２

です。 

     学び舎、第１の観点が１、第２の観点が２、第３の観点が２、第４の観点が１、第

５の観点が２です。 

     それで、他と比べてより特徴的なというところで、先ほど話しましたが、東書は第

１の観点の③、バランスがよく、あと近現代も重点を置いているという視点です。

具体的なところで見てもらうのは、第２の観点の最初の①番ですが、教科書の例で

６２ページ、６３ページをお開きください。 

 ６２ページ、６３ページのところで、特に調査員の中でこれはいいねというところ

は、６３ページの方が中世のところ、これから勉強する時代のところですが、これ

まで習ってきたところが６２ページに年表で示されていて、それが自然に流れてい

くような、歴史を視覚的に、流れをつかみやすいのではないかというところで、こ

れが１つ評価があります。 

     それから、同じく第２の観点の②ですが、これは１３ページをごらんください。 

     ここは歴史の調べ学習をするというところで、調べ学習の方法論について示してい

るところです。１２ページからスタートするわけで、全体の量としては１２ページ

から１７ページまでがあります。６ページにわたって量的にも非常に丁寧に示して

いる。特に他と比べて違うところは、１７ページにまとめよう、発表しようという

ところがあります。ほかのところは、調べるためのテーマを決めて、そして実際に

調べて、そして考察をするというところまでがあるんですが、それをまとめて発信

していくというところまで示しているのはなかなか少ない。しかも発表するその例

として、例えば１６ページの④のまとめと発表のポイントというところの横に調査

の達人という項目があります。一番上の右側、そこには発表の具体的な方法として

の年表とかレポートとかプレゼン、イラストマップ、ウエブページ、具体的な例を

ここまで示しているのは８者ありますけれども、東書かあともう一つぐらいかなと

いうふうに思っています。そういう意味でいうと、これからの課題解決学習という

のが第２の観点になりますので、東書の特徴的なところかなというふうに思ってい

ます。１の観点も入りますが、２の観点がより特徴的かなと思います。 

     続きまして、教出です。 

     ８者ありますので、どの教科書も今みたいな課題解決学習のところもあるんですけ

れども、教出が子供の意欲にかかわっておもしろいなと思ったのが、例えば６８ペ

ージ。鎌倉時代の揺れ動く武家政治と社会というところなんですけれども、６８ペ

ージの最初のスタートの表題、海から押し寄せる元軍、元寇と鎌倉幕府の滅亡とい

うふうに示しています。どっちかというと、元寇と鎌倉幕府の滅亡というのがかた
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苦しくあって、そしてそのサブタイトルとして海から押し寄せる元軍というのが出

てくるんですが、どっちかというと子供の意欲を引き立てるようにされて、なおテ

ーマとして示している。こういうふうな工夫もしているところがほかにもあるんで

すけれども、これは教育出版の特徴的なところの一つだということで、第１の観点

の①が教育出版のよいところだと思っております。 

     続いて、清水出版です。 

     清水出版は、これは特徴的なところということで示しますので。 

     第１の観点の③番です。見ておわかりの、実は現代がゼロになっていまして、バラ

ンスに欠けるというのを、これどう見るかというのもあるんですけれども、総合的

な所見も清水出版の第１の観点の③番を見ていただければと思います。時代区分別

のコラム数のところが、ある面特徴的といえば特徴的であると。コラムで特に事例

は示しません。そういうふうに、コラムの数が現代を抜いているというのが清水の

特徴的なとこです。 

     続いて、帝国を示します。 

     帝国は、第１の観点の、同様に③のところのコラムの数が実は一番多いです。これ

は多いのをどういうふうに見るかというのがあるんですが、５２個あります。どの

出版社も近代と現代も重点的にしていますが、近代と現代だけで３４、５２分の３

４が近現代のコラムということで、非常にこれも特徴的、第１の観点の③番。 

     それから、第２の観点のところです。 

     第１のところ、第２の観点の②ですけれども、これは先ほど東書でも示したよう

に、調べ学習のところでまとめで発表があるということで、６ページをごらんくだ

さい。歴史の調べ方、まとめ、発表の仕方というところの例です。 

     ６ページ、７、８、９、１０、１１まであります。量的にも先ほどの東書と同じよ

うな量です。結果をまとめて発表しようというところまで、１０ページのところで

示しております。具体的な例も本文の中であるとかという中でたくさんの例を示し

ておりまして、レポートや劇やイラスト、新聞、テレビ、ニュースなどを示してお

りますので、東書同様、第２の観点の②というのが特徴的であるというふうに考え

ます。 

     続いて、日文です。 

     日文は、皆さん、これをお持ちですか。 

     これは一つの文例を示すよりも、ここの２枚目の歴史上の人物や事象に関する事例

数や具体、歴史のこの第２の観点のところは、これがよかったんかどうか、こうい

う調べ方でよかったかどうかというのもあるんですけれども、コラムの数とか歴史

上の人物をどのぐらい扱っているとか、そういった中身を数字的に示しております
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が、この見本の右から４番目の索引人名数が２５９というのが、これが日文です。

人名の数も、これもどういうふうに捉えるかというのがあるんですけど、多ければ

多いでそれも一つの特徴だし、これは２５９と結構精選しているということで特徴

的かなというふうに思っています。逆に、右から２番目のところは育鵬社ですけど

も、ここは逆に物すごく多く出している。これも一つの特徴かなというふうには思

いますけれども、日文の②番、これが特徴的だということです。 

     続いて、自由社ですが、自由社は総合的な所見の文書そのものです。非常にここは

近代、現代に重点を置いて、３８分の２５ですか、近現代が２５ほどコラムで示し

ています。これが自由社の近現代を重視している、教育内容的に重視しているとい

うところだと思います。 

 それから、育鵬社ですが、先ほどのこの日文のときにも示しましたけども、人名数

が逆に多いというところも、これも見方を変えると一つの特徴的なとこではないか

なというふうに思います。 

     それから最後、学び舎ですが、学び舎は皆さんありますか。 

     例えば、１７８ページのところから、もっと顕著な例もあるんですが、先ほどの１

７９ページの見出しを見てください。非常に何だろうかなと思うぐらいの見出し

で、ある面そこから意欲を持たせてスタートするのかなということですけど、文面

からというか、スタートで６３２日世界一周の旅なんていう表題を出されると、こ

れは何だというふうな思いが出てくると思います。下を見たら岩倉使節団ですか

ら、当時明治維新の最初の仕事としてヨーロッパをまず見てこようということで、

多くの人たちが集まって６３２日かけてヨーロッパ、欧米を見て回ったというもの

をスタートにしている。ただ、ある面物語的になりまして、見ていただけるとは思

うんですけれども、物語風になっているというのが、この学び舎の教科書だと思い

ます。 

     とはいいながら、第１の観点の①が特徴点であります。 

     以上が歴史です。 

     続いて、公民でございます。 

     それでは、公民の総合的な所見のところの、それぞれの観点ごとの特徴、よいもの

と思われるものの番号を言います。 

 よろしいでしょうか。 

     第１の観点は②です。第２の観点が③、第３の観点が②、第４の観点が①、第５の

観点が②。 

 教育出版ですが、第１の観点が②、第２の観点が③、第３の観点が②、４の観点が

①、第５の観点は、これはできれば①と②を足していただければというふうに思っ
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ております。 

     清水、第１の観点が１です。第２の観点が３、第３の観点が２、第４の観点が１、

第５の観点が１。 

     次、帝国。第１の観点が③、第２の観点が③、第３の観点が②、第４の観点が①、

第５の観点が①。 

     日文ですが、第１の観点が③、第２の観点が③、第３の観点が②、第４の観点が

①、第５の観点が①。 

     次は、自由社さん。第１の観点が③、第２の観点が③、第３の観点が②、第４の観

点が①、第５の観点が①。 

     育鵬社。第１の観点が③、第２の観点が②、第３の観点が②、第４の観点１、最

後、第５の観点が②です。 

     それでは、公民的分野のところは、とりわけ１の観点と５の観点のところを注目し

ていきました。 

     第１の観点でいいますと、例えば東京書籍でいいますと、一番最初の方のところで

すけれども、２６ページをごらんください。 

     実は、この２６ページですが、効率と公正というところで、現代社会の見方、考え

方、特に公民という教科は社会システムであるとかそういったものをどう見ていく

のかという見方、考え方がより重要になってくるところですけれども、この２７ペ

ージは、実は２４ページからスタートして、８ページものページを使って対立と合

意、それから効率と公正と、いろんな問題が出てきたものをいかに合意までもつて

くるか、効率とか公正という視点でそういったことも、理論的なものと、あと具体

的な例を示しているところなんですが、この東書の一番特徴的なのは、まず８ペー

ジをこれに費やしているということです。これは、実は８者の中ではより多いとい

うことです。例えば具体的な例も、２７ページのところは、これは学校でのトラブ

ルということで２６、２７ページは示しております。それから、２８、２９ページ

はマンションの駐輪場問題ということで示しています。より具体的な解決の道筋で

あるとかそういった手順を、例えば２７ページの上のところの試してみようという

のがあります。四角で囲んでおりますけれども、試してみようというところに、ど

のような問題があるのか、納得できそうな解決策はないかグループで話し合いをし

ましょうという、どうしたらいいのかというところまで踏み込んで、そういった活

動まで仕組もうとしているというのが特徴的だなというふうに思います。 

 同じように、第１の観点のよさで見ていきます。 

     教育出版。教育出版はここのところが、２６ページ、２７ページをお願いいたしま

す。 
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     ここも学校の例とマンションの駐車場ということで２つの例を示して、話し合いの

手順といったものを示しながら、実際の話し合いの場面も整理しながら示していま

す。ここも教育出版としては一つのよさではないかなというふうに思っておりま

す。 

     それから、第１の観点で、あといいなという教科書は帝国。 

     帝国は、実は先ほどの対立と合意というところではなくて、１６８ページをごらん

ください。 

     帝国のよさは、ここはほかの教科書なんですけども、国旗、国歌にかかわるところ

で、今回は特に領土をめぐる問題というのも一つのキーワードで、それぞれの教科

書が整理をしております。国旗、国歌については、これも程度の差はありますけれ

ども、どの書籍も非常にこれぐらいに扱っておりますが、結構分かれたのは、この

領土をめぐる問題というものをどう取り扱うのかというとこで分かれています。帝

国書院は、見てもうおわかりのように、見開き２ページの表題で領土をめぐる問題

というものを示しています。これはこの教科書だけです。ほかのところは、この領

土をめぐる問題の次の項目として、例えばその横に領土をめぐる問題とその原因と

いう項目がありますけども、そのレベルで扱っているところが多いです。ここは見

開き２ページで扱っているということは非常に特徴的であるというふうに思いま

す。 

     それから、自由社。この自由社も、国旗、国歌については力を入れて整理をしてい

ます。 

     特に領土のところでいいますと、ページで言うと１４４、１４５。１４５の本文の

扱いですけれども、自由社は我が国の領域、領土ではなくて領域に関する課題とい

うことで表現を少し変えていますが、本文の半ページ、１ページの中の３分の２ぐ

らいはそこで示しています。 

     ここがほかと比べて力を入れているなと思われるのは、１４８ページ、１４９ペー

ジも続けてごらんください。 

     我が国の領土に関する問題ということで、見開きの２ページのコラムを入れており

ます。コラムを入れているのもそんなに多くありません。ただ、先ほどの帝国と比

べると、帝国は本文ですから、教員としてはここは絶対に外すことはありません

が、コラムはひょっとしたら外す場合もありますので、そういうふうな違いはある

のかなと思います。 

     同様に育鵬社ですが、育鵬社も基本的には自由社と同じような扱いをしています。 

     例えば、本文のところでいいますと、１７６、１７７。見開きは、国家とは何かと

いう見開きですが、その中の３つの項目の中の一つに日本の領土をめぐる問題とい
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うことで、右側１ページは丸々資料とあわせてとっています。先ほど、この自由社

と同じように、次のページ、１７８、１７９でコラムとして領土を取り戻す、守る

というふうにしております。 

     ということで、第１の観点で特徴的なところでいいますと、最初の東書、それから

教育出版、ここは対立と合意という中身で非常に特徴的であります。それから、帝

国書院と自由社と育鵬社は、国家主権、とりわけ領土をめぐる問題では非常に力を

入れていると思います。 

     あと、第５の観点のところでいいますと、東書です。 

     例えば、１８３ページのところで具体的に示しております。１８３ページをごらん

ください。 

     ここは言語活動というところで、いかに考えさせていくかというところの工夫です

けれども、トライという欄の中で、特に左側の下の一番最後ですか、これからの日

本のエネルギー施設はどうあるべきか、地理、歴史の学習を踏まえて自分の考えを

まとめ、グループで話し合いましょう。そういう考えて話し合うといったものを記

載して促していくというのを、東書の場合はすごく感じます。そういう意味で、第

５の観点も東書は評価ができるのかなというふうに思います。 

     同じような視点で、教育出版です。 

     教育出版は、ページ数でいいますと、まず２０６ページをごらんください。 

     ２０６ページには、学習のまとめと表現ということで、章の最後のまとめも整理の

仕方ということでここに示していますが、右の図を見ながら以下の問いについて考

えてみようということで、考える視点を、例えば発展途上国は環境保護と経済発展

ではどちらの方をより優先させた方がよいのだろうか。より具体的に考える視点を

示したような形で問いをつくっています。こういうところがほかのところでも見ら

れますけれども、教育出版の特徴ということです。 

     それから、前のページの２０５ページです。右側の真ん中から下に振り返るという

項目があります。振り返るというところでも、ステップ２のところでも話し合って

みようというふうに、言語活動もというふうに意識して振り返らせるという姿が他

の出版社と比べて結構あるかなというふうに思います。 

     以上が公民です。 

◇会長  それでは、続けて地図をお願いします。 

◇調査員 最後、地図です。 

     地図の総合的な所見のところの観点別で考えを述べます。 

     よろしいでしょうか。 

     第１の観点、東書、①、第２の観点③、第３の観点①、第４の観点も①、第５の観
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点が②。 

     続いて、帝国ですが、基本的には両方とも一緒です。第１の観点①、第２の観点

③、第３の観点①、第４の観点①、第５の観点が②です。 

 東書と帝国ということで２者しかありませんが、大体大まかな特徴としたら、帝国

は本当に地図らしい地図というものです。東書は、どちらかというと資料集的な要

素を加味した地図というふうなのが全体的な印象です。 

     そうした中で、より特徴的だなというところは帝国、第１の観点ですが、ページ数

で言いますと２３ページ、２４ページ、東アジアをお開きください。 

     そこに総合的な所見にもあるんですが、各ページに地図を見る目、またはやってみ

ようという項目が入っています。例えば、２４ページの右上のところですが、国旗

の下に、やってみよう、中国や韓国の首都を索引で探して索引の使い方を確認して

みましょう。 

     同様に、２５ページを開いてください。 

     ２５ページの、今度は左下、地図を見る目、黄河や長江を上流までたどり、景観や

土地利用の変化に着目しようという、そういったように地図を活用したり地図を見

る目と、そういったものをアドバイス的に入れているのが特徴的なところです。 

     それから、もう一つは第２の観点、同じく帝国の③です。これは、例えばひとつヨ

ーロッパの例で２つの地図を見比べていこうと思うんですが、帝国が４５、４６、

それから東京書籍は３７、３８を開いてください。 

     同じヨーロッパを、この地図２つがどういうふうに扱っているかということですけ

れども、帝国はオーソドックスに、一番最初はヨーロッパの地図を示しています。

東書は、いきなりは地図というよりも地形図みたいなもので示して、ここからスタ

ートしています。 

     次のページをごらんください。 

     次のページ、これも同じように拡大図で一般図と呼ばれるものです。帝国は少し拡

大しています。それから、東書になると、ここで初めて先ほどの帝国と同じ地図が

出てきます。 

     じゃあ、拡大図はどこに出るのかというと、次のページ、東書を開いてください。

東書を開くと、要するに３枚目のところで同じ拡大図になっております。順番が違

うわけなんですけども。 

     その次からが資料になっています。資料をどう見るかというのがありますけも、そ

んなに特徴的な姿なのかどうかというのもあるのですが、一つ明確なのは、資料の

数が実は帝国の方が多いです。資料の番号を見てもらったらいいと思うのですが、

資料番号、帝国でいうと５０ページの一番下のギリシャの地中海式農業の手前には
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１０番までありますので資料１０、見開きで。それに対して、東書は左側が③まで

あって右側が④ですから７つ、資料の数が違ってくるなというのがあります。 

     次を両方開いてみると、帝国はここで資料が終わった時点といいますか、ここで先

ほどの地形が入ってくる。これは考え方ではあるのですけれども、そういった最後

にこの地形をもつてきているのが帝国。最初にもつてきているのが東書という部分

もあります。 

     あと、次のページを開いても、実は帝国の場合は資料があるのですが、ページ数で

言うと東書は１つ足りません。途中の索引の方に力を入れているのが東書、同様

に、日本の地図でいうと関東地方が、１１６ページ、１１５ページが帝国書院、き

っと同じ地図が東書は１０７、１０８です。これも関東地方でいうと、結論で言う

と帝国は６ページ、見開きで６枚ですから１２ページを使って帝国は示していま

す。東書の方は１０ページで開いています。どこが違うのかというところで、次を

開いてみてください。ここまでは余り変わりません。 

     それから、その次を開いてください。１２０ページと１１２ページです。 

     これもそんなに変わらないですが、次、１２１、１２２の帝国はさらに拡大をして

首都東京を示していると、ここの図が帝国の場合は入ってきているというふうなこ

とです。 

     どちらがいいかといいますと、感覚的なとこはありますけども、最初に言いました

ようにより地図的な地図ということで、帝国の方の特徴として第１の観点と第２の

観点を報告させてもらいました。 

     以上です。 

◇会長  ありがとうございました。 

     それでは、選定委員の皆さんの方から、御質問がございましたらお願いいたしま

す。 

◇委員  質問させてください。 

     地図は、中学校では地理の部分に主に使うのか、歴史の部分でも地図は使うことは

あるんでしょうか。そこがよくわからないんですが。 

◇調査員 基本的には地理の教材ですから地理の時間が主ですけれども、教員によって歴史の

時間も地図を示すとかというふうなことは当然あります。 

◇会長  今地図の方から話が出ていましたので、地図のことを。 

     生徒の目線でいうと、学習に使いやすいのは資料集的なものなのか、それとも地図

帳は地図なので地図らしい方が使いやすいかというところはいかがですか。 

◇調査員 ねらいがあっての教材だと思いますから、地図として使うのか資料として使うのか

というのは、その学習の流れとかによって違ってくるかと思います。あくまでも地
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図という視点でいうと、帝国の方が地図的なものがあるんだと思いますし、ここ考

え方ですけれども、資料的なものは資料集で補完できるであろうというふうなこと

もあります。 

◇会長  社会科の授業の中で、今の教科書とは別に資料のような、歴史とかですけど、資料

集のようなものが別に使われるということがあるということですか。 

◇調査員 資料集を購入する学校も当然ある。 

◇会長  それは実際にはどうでしょう。割合としては資料集を購入することの方が多いです

か。 

◇調査員 これは全部調べてはおりませんので。少なくとも私がずっとやってきて、教員とし

てやっているときには、資料集は全部用意しました。資料集も教科書も一緒。だか

ら、地理でいったら地図帳があって資料集があって、統計的な資料も当然ありまし

た。 

◇会長  ほかにいかがでしょうか。 

     種目ごとに聞いた方がわかりやすいですか。 

     後ろからいってもいいですか。 

◇委員  単純に聞きたかっただけなんで。順番に聞いていただいて構いません。 

◇会長  じゃあ、前からいった方がいいですか。 

     じゃあ、まず地理の方から。 

     地理的分野の各教科書につきまして、皆さんの方から御質問ございましたらお願い

します。 

◇委員  いいですか。 

◇会長  はい、じゃあ。 

◇委員  御説明いただいた中では、東京書籍と日文に関しては、それぞれの観点の中で、例

えば東京書籍は１の３と２の３、日文は１の３が特にという分が聞けたんですが、

残りの２者、教育出版と帝国に関してはどこかっていうのはお教えいただけます

か。 

◇調査員 東書は１の３と２の３ですね。 

     教出については２の３が、少なくとも学習を振り返ろうというところは整理してい

るのかなと、２の３です。 

     それから、帝国も２の３です。 

     日文については、１の３と２の３という。 

◇会長  よろしいでしょうか。 

◇委員  はい。 

◇会長  東書の中、第１の観点を上げたのはスキルアップのところで、これが確かな学力に
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つながっていくというふうに評価されていましたけれども、同じような内容で日文

のところもスキルアップっていうのがあるんですけれども、これは比較していかが

でしょうか。よりスキルを整理、習得っていうことについては、東書の方がよりす

ぐれているのか、それともここは同じようなことだということなのか。 

◇調査員 ここは東書の方がより整理されているのかなというふうには思っております。ポイ

ントを整理して、項目ごとにあったりというところがあって、特に知識、技能のと

ころの整理、東書の方はより明確であるというふうには思います。 

◇会長  ほかにはいかがでしょうか。 

     よろしいでしょうか、地理の方は。 

◇委員  すみません、今教育出版と帝国の方は、あえて言うなら２の３を挙げてくださった

と思うんですが、そこの説明があるといいかなと思います。 

◇調査員 他の項目との比較になってしまうんですけれども、課題解決学習の中での課題の整

理というところがしっかり教科書の中でも、その先についても意識して示されてい

るんではないかなということでこのようにさせていただきました。 

◇会長  よろしいですか。 

◇委員  はい。 

◇会長  現行の教科書は今どちらなんですか。 

     東書。特に使っていらっしゃる現場の先生から問題は挙がっていますか。 

◇調査員 それは３分野とも特に聞いておりませんけれども。３分野ともにですが、問題があ

るというのは聞いておりません。 

◇会長  そうですか。じゃあ、問題がないということですね。 

     それでは、歴史的分野の方を開いていただいてもよろしいでしょうか。 

     歴史的分野につきましても、御質問ございましたらお願いいたします。 

◇委員  すみません、第１の観点のコラムの話を御説明いただいたかなと思うんですが、教

科書によっては近現代を扱っているもの、そうでないもの、幾らか差があるよとい

うふうにおっしゃっていたと思います。コラムは、まず授業の中では具体的にどう

いうふうに扱われるのかなというところが１つ疑問なのと、それから近現代の歴史

っていうところでコラムがあることで、子供たちの理解とか興味関心というところ

がどの程度効果があるのかというところを教えてください。 

◇調査員 コラムっていうのは生きた歴史といいますか、人の姿というのが如実に出てくると

ころですので、本文はどうしてもそれでもそぎ落として、より概念的な言葉で整理

していますから、コラムというのはこの教科書だけで完結する授業であれば、特徴

的に意欲につなげるとか、またはよりその歴史の場面をイメージさせるということ

で理解にもつなげているものだというふうには思っています。 
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◇会長  社会科ですから、科学としては概念で理解しなくてはいけないんですけど、人間の

理解の仕方は物語で理解するっていうのが一番わかりやすいわけですから、そうし

たことへの工夫や配慮があるということで、そういう評価があるということです。 

     ほかにいかがでしょうか。 

◇委員  すみません、いいですか。 

     今の説明と先ほどの地理の説明が、若干整合を来さないかなというふうに思いま

す。領土問題のお話のときに、これは本文だけども、こちらはコラム２ページだか

ら教員によっては扱わないかもしれないっていうお話をいただいたように思いま

す。教科書っていうのは、コラムも、それから横の資料やさまざまなものをまとめ

て一つの価値ある何かと考えたときに、コラムだからある、本文だからっていうの

は、多分余り意識にはないんじゃないかという意味で、今の説明のどちらを説明さ

れる側の趣旨ととればいいかと考えたときに、今の歴史のコラムっていうのが、よ

りその学習を意欲的にさせたりするっていうふうに捉えていいんですか、コラムに

ついて。 

◇調査員 別々のものではなくて、それは一体的なものと思っていますけれども、その公民で

示したコラムというのが１ページの中の本文と組み合わさった資料というのを、ど

っちかというと次のページのところにかかわってきますから、それでいけないとい

う、そういうことでの説明であれば申しわけなかったと思うんですが、本文に位置

づける意味合いと、要するに項目として位置づける意味合いとコラムとしての位置

づけというのは違うんだろうと。ただ、それはだからといってコラムはいけないと

か本文にあるからいいとかいうのではなくて、だから評価としては、領土問題につ

いてはそれぞれ特徴を出しながら本文に位置づけた帝国と、それからコラムで位置

づけた自由社や東書というのは、子供たちへの理解のための工夫をしているなとい

うふうに感じます。 

     今言ったように、コラムのところは概念的であり物語的な部分がありますから、よ

りそれが伝わるということなんですけれども、ですから同様にこの３つについて

は、領土問題、国家主権ということでいうと非常に評価ができるというふうに思い

ます。 

◇委員  同じような意味合いで、その先ほどの歴史の部分で近現代の扱い、近現代っていう

のが今中学校で、歴史を学ぶ上でより力点が置かれつつあるのかどうかによってこ

このコラムが、どこか１者いい面がほとんどないというのがありましたね。ここに

ついて大きな動きというか、そういうのは教科書研究から離れてしまうかもしれま

せんが、どうなんですか。 

◇調査員 課題として、どれだけ近現代、現代のところの指導というところが十分できている
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んだろうかというふうな課題意識はあるんですけれども、それは教科書だけの問題

になるのかどうかっていうのも一方ではあるんですけれども、近現代の方が、実は

より濃密になってきます、年代によって。そういう意味でいうと、非常に細かな変

化が出てきて、ある面理解も難しいのかなと。ある程度の大きな枠組みを示して、

そういった指導の工夫も要るのかなと思います。そうした中で、近現代のところで

資料を豊富に示すというのは、今の課題に沿った形ではないかというふうには思っ

ております。 

◇委員  現代の方が、考えるときも非常に重要な部分なんで、近現代にウエートを置くって

いうことは意味があるということなんですか。 

◇調査員 それはもう、もちろんそうです。 

◇会長  ほかにいかがでしょうか。 

◇委員  １ついいですか。 

◇会長  はい。 

◇委員  東書の教科書、東書の中の本で年表の話が出たんだと思うんですが、まとめと次の

部分の年表の続きで、あれはあの本に関しての特徴で、ほかの社に関しては書き方

が違うというか。 

◇委員  これはここだけのやり方なんでしょうね。 

     ですから、中世の日本ではぶつ切りにせずに、前からの古代のところからの流れが

つながっているんだよっていうことを視覚的に示すといいますか、視覚的と言いな

がらも本当に１２世紀とか１３世紀とかという、今までに習ったことを示してい

る。 

◇調査員 これは調査員の中でも、これわかりやすいなというのは出てきたというのはありま

す。 

◇会長  章と章のつながりが、継続性、関連性があると分わかりやすいですね。 

◇調査員 それは、特には歴史的な流れを重視しますので。 

◇委員  質問するんですけど、この東書のコラムというのは、具体的にはどの部分なんかな

と思って。深めようとか。 

     ごめんなさい、新聞のコラムのようなイメージがあって、何か読み物的になってい

るところなんかなと思いながら、どの部分を指してコラムというのか。 

◇調査員 これは例えばコラムとか、コラムの数ということで示している部分は、実は私もこ

れ実際に調べたときに、コラムということで出ているだけじゃないんです。何を調

べているかというと、歴史に見られる国際関係や文化交流に関する内容の本文以外

の資料的なものなんです。これは東書でいいますと、ここの４ページにコラム関係

のものがばっと書いていますよね、４ページに整理してありますよね。この中で東
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書が数として今回調査員が数えられたのが、アクセス。歴史にアクセスのところの

アクセスの中に、国際関係や文化交流が幾つかあるんです。それと、女性コラムと

いうのがその下にありますけれども、この中にもあります。それから、深めよう。

深めようというのはこの中にはないんですか、ページ数を結構とって深めようって

いうのがあるんですけれども、そういうものを全部ひっくるめて該当するコラムと

いうことにしています。ですから、コラムだけで独立して数を数えればいいという

問題じゃなくて、中身まで精査させています。 

◇委員  わかりました。ありがとうございます。 

◇会長  あとは、コラムの数のことに戻るんですが、索引に記されている人名の数もこうい

う数値としてデータが挙げられているんですけれども、その中で近現代の人がどれ

ぐらいってということもあわせては挙げてあるんですが、この数字をどう評価した

らよろしいですか。だから、現実に数ではこうだということなんですが、それは多

くの方、人を扱っているということが、どういう意味をもつのでしょう。 

◇調査員 これが、実は評価は分かれました。最初に言いましたけども、精査をしているとい

うふうなことで言うと、数が少ないからといってどうなのかということは質の問題

になってくるかもしれませんし、じゃあ多ければ悪いのかというのもない。多けれ

ば多いだけ、子供もそれに取っかかりができるような人物の出会いが多くなってく

るわけですからということになるので、この数字だけでというのはありますけど。 

◇会長  それはそれぞれの考え方ということですね。 

◇調査員 メリット面を捉えながら評価させてもらったというのは。 

◇会長  これ索引ですから、本文に登場しているってことですよね。 

◇調査員 少なくとも、索引ですから。 

◇会長  ということであれば、索引に登場する人名の数が多いということはそれだけ詳しい

ということですか、理由は。 

◇調査員 そういう人物を非常に登場させて理解を深めていくというスタンス、方針でありま

すから。 

◇会長  ただ名前だけ書くわけではないですから、その人がどういう位置づけだったかって

いうことが出ているわけですから。 

◇調査員 いろんな出来事の説明の中に人を登場させて、その歴史的事項を理解させていこう

という手法だとは思っています。 

◇会長  触れたか触れなかったかということで、それがプラスの評価、少ないこともそれで

評価できるし、多いことは、それは細やかにとも言えるわけですから、それでいい

と思います。プラスともマイナスとも言いにくいですけど、それぞれのねらいだと

いうことですね。 
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◇調査員 そこまで実証的に確認が必要になるんですけども、そういう推測ができるかなとい

うことです。 

◇会長  今、コラムのことと索引のことと、数的に上がっているところもお話しいただきま

した。 

     そのほか、いかがでしょうか。 

◇委員  すみません、先ほどのコラムにかかわってのところはコラムの数と具体例というこ

とだったんですが、市の方の調査の観点の視点の方になっていくと、数というより

も国際関係や文化交流に関する内容や具体例は適切かというふうなことの視点でい

きたいと思いますが、コラムの内容にかかわってというふうな視点でいったら、何

か特徴的なところがあるような教科書が幾らか考えられますか。 

◇調査員 これを見られたらまたおわかりですけども、調査員が書くだけではなくて、その中

身も全部拾っているんです。この歴史的観点の１、４ページ目のところにあります

から、より多ければより多種にわたるような中身にはなっていると、そのとおりか

なとも思っています。 

◇委員  ここで言うと具体例のことになるかなと、その今の上げていただいとる方で。具体

例になるので、一つ一つの中身がどうのこうのという意味では難しいとは思うんで

すけれど、あれでも幾らか内容的な、特徴的みたいなことがもしあればとは思いま

す。 

◇調査員 申しわけないです。内容までは、比較まではできていませんでした。 

◇委員  はい。 

◇会長  確認のためだけに聞くんですけども、先ほど現行の、どこもどの分野も問題はない

ということだったんですが、歴史はどちらですか、現行は。 

◇調査員 東書です。 

◇会長  東書ですか。 

     ほかにはいかがでしょうか。 

◇委員  いいですか。 

     資料をまた後精査していただきたいんですが、このＡ３判の歴史の４、先ほどのコ

ラムの話が出てきてますが、例えば一番左側の、一番左は東書ですか。東書は、上

の特徴を見ると近代、現代、現代７までありますが、下側の具体例は近代で終わっ

ている。あるいは、その隣の発行者に関しても近代８、現代６までありますが、近

代で終わって現代が記載されていないというふうな、発行者によって全て網羅され

ているのとそうじゃないのがあるので、また事務局でされるか事務局の調査員の方

でされるかはわからないんですが、これは確認しておいてもらえればと思うんです

が。 
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◇調査員 調査員が一生懸命頑張ったんですが、ここまでたどり着けなかったというところも

あります。これは数的には確認しているんだろうと思いますが、内容の部分をです

ね。 

◇会長  そのほか、いかがでしょうか。 

     それでは、公民的分野の方に移りたいと思います。 

     公民的分野について御質問ございましたらお願いいたします。 

◇委員  いいですか。 

     公民で、清水と日文が特にここの観点なりがいいよっていうのが、まだ説明がなか

ったような気がするので、もしあれば。 

◇調査員 日文ですね。 

◇委員  清水と両方です。 

◇調査員 清水は、第２の観点の③、マスコミ、報道訂正の例を調べたり、各政党のマニフェ

ストを調べるなどの作業的・体験的な学習の事例を掲載したりしているというとこ

ろです。 

     それから、日文ですけれども、日文でいうと第３の観点の２番、チャレンジ公民や

アクティビティやあすに向かってのコーナーで２０ほどのテーマが設けられ、言語

活動、話し合い活動が記載されている。 

◇会長  あとは、内容等はいかがでしょうか。 

◇委員  先ほど来から出ているところなんですが、領土とか、それから主権とか国旗、国歌

とか、今よくニュースになったりとかグローバルということでの中で、先ほど御説

明いただいた中で、ページ数が例えば２ページあるとか、コラムであるとか本文で

あるとかという御説明はいただいたんですが、ほかに何か。例えば何か特徴的な表

現があるとか、何かそんなようなものが仮にあれば、調査した中で。なければ結構

なんですけれども、あればまた教えていただければと思いますけども。 

◇調査員 そうですね。調べた部分で、ただ、国旗、国歌でいうと、こういった見開きで国歌

を扱っているのか、いや、この項目で国歌を扱っているのか、いや、文中の中で国

歌という言葉があるのかというふうな形で一つは見させてもらったんですけども。

あとは、そこに出てきている資料に国歌があるのかとか、コラムがあるのかという

視点で整理させてもらった感じです。そうやって見ると、国歌でいうと本文の、例

えば行数でいうと育鵬社が１２行です。資料的にいうと、育鵬社、帝国、教出、東

書は当然写真とかそういう細かな資料がありますし、自由社は、先ほど申しました

見開き２ページでざっと示しているというふうなところです。 

     それから、我が国の領土に関する問題というところで言うと、同じように今のでい

うと、タイトルもなくて文中にだけ国旗、国歌と示されていたのは日文です。日文
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はそのように示されています。それから、我が国の領土に関する問題については、

ほとんどがタイトルのレベルでやっていますけれども、さっき申しましたように、

帝国だけは見開き２ページでお示ししております。多くのところが資料は用意をし

ていて、コラムも見開き２ページを要していたのが自由社と育鵬社と日文。あと、

東書も実は示しているんですけども、東書は少し観点が違っています。外交問題と

してこの中に領土の問題を入れてきているというふうなのがあります。 

◇会長  ただ、御質問は、今は数量的なお答えでどれくらい扱いがあるかとか、コラムとか

項目のその扱いについてはわかりやすい御説明だったんですけど、御質問の方は、

どちらかというと表現などに違いがあるかということだったんですが、そこは比較

がなかなか難しいですので。ただ、項目としては全ての教科書が、私も見たとこ

ろ、触れなくてはいけない項目については項目としては必ず入れている、そこに差

異はないわけですよね。 

◇調査員 それはもう全部。その違いがあるだけです。 

◇会長  ただ、そのときに情報として記述するときに、このことに触れる、触れないという

ところで多分差が出てくるんだろうと思います。詳しく記述するか、さらっと触れ

るだけですとか、そうした扱いの軽重だとか何を取り上げるかっていうところに。

項目としてはどこも同じなんです。ただ、差が出てくるということなんだろうと思

います、今の御質問に対して。 

◇調査員 それが内容の部分までということもないですけども、行数が多くなると基本的な事

項以外のところの詳細についても当然入ってくるであろう、そういうふうに思いま

す。 

◇会長  今御質問になられたところは、現在いろいろ議論があるところだったりもするんだ

と思うんですけれども、学校教育にとって大事なのは、そのことをさらっと通り過

ぎるっていうことよりも、そのことをきちんと学校の場で考えさせるということの

方が大事だろうと思いますから、教科書として当たりさわりなくではなくて、ちゃ

んと議論があることは議論のあることとして触れていくという視点の方が大事だろ

うと思いますから。これはアンケートもありましたけれども、このアンケートにつ

きましても触れにくいから触れないというのもあって、きちんと載せていくってい

うところが教科書としては評価してもいいんかなと思うんですけれども。どこも記

述自体は事実を書いているわけですから、間違いのないところなんですけど。そう

いった問題かと思います。 

◇委員  いいですか。 

◇会長  お願いします。 

◇委員  これは指導する先生方にもよると思うんですが、言語活動という観点からしたら、
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先生方の指導によって何とでもなるといえばそうなのかもしれないですけど、教科

書を見てて、これはかなり言語活動を意識しているなとかというのは何かあります

か。 

◇調査員 東書と教出だったと思うんですけれども、課題に対して発表のところまで示してい

るというのを話をさせてもらいましたけれども、社会科において一つの授業モデル

の例として、整理させて、要するに考えさせてテーマを決めて、それを調べて、そ

してその課題を解決するので終わるんじゃなくて、そこから実は表現をして発表し

ていくということは非常に大事であるということだなと思っています。そういうと

ころが明確に示されているという意味で、東書と教出の特徴です。 

◇委員  この下の部分は最初の説明でいただきました。 

◇委員  ３分野がわからんからばらばらになっとる。 

◇調査員 これは、実は３分野ともに、社会科では基本的にはまとめて整理した後、いかにそ

れを表現していくか、歴史だったら歴史で学んだことをディスカッションしていこ

うというふうな表現が必要です。 

◇委員  今のと関連して、すみません。今１と５の観点でお話しいただいたと思うんです

が、今課題解決的な学習というところもあったと思うんですが、公民を学習する上

でも、学んだことをいかに生活に生かしていくか、将来的に、例えば今現代的ない

ろんな問題を解決していこうという意欲を高めたり、実際そういった興味を持たす

ということも大切かなと思うんですが、例えば２の観点で、見通しを立てたり振り

返ったりする、よりよい社会を目指してというようなところで何か特徴的な教科

書、あったら教えてもらえますか。持続可能な社会の形成とか体験的な学習とかと

いうところで。 

◇調査員 持続可能なということで当然大事な観点ですが、今回は特に第２の観点の③のとこ

ろで整理をさせてもらっております。持続可能な社会といいますか、持続可能な社

会の実現に向けてというところでいうと、それもどうしても量的な部分になってし

まいますけれども、最後に終章ということで章をもつてきて、そこで持続可能な社

会について考えさせる教科書と、それから終章は別にもつてこずに、例えば第４章

とか第５章の最後にそれを整理してもつてきているというふうな、そういった教科

書に分かれていきます。そうした中で、持続可能な社会でより内容が充実している

かなと思われるものは、日文。 

     日文は、例えば１０ページのところに、最初に持続可能な社会というので示してお

りまして、どの学校もそうなんですけども、後半部分で持続可能な社会については

考えさせます。ここは一番最後の終章でもつてきて、考え方を最初の２ページで示

して、その後レポート作成というふうなのが、どの教科書もそういった構成になっ
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ていますが、レポートづくりという意味でいうと９ページぐらい割いて、それから

理論的な本文の中身でいうと２、３ページぐらいを割いて、日文は持続可能な社会

について説明をしています。 

     あと、自由社が結構この分野は力を入れています。例えば177ページですけども、

持続可能な社会を目指してということで終章を設けていますが、ほとんどの教科書

は、出版社は、これが１ページか２ページぐらいで本文は終えてすぐレポートづく

りに入るんですけども、レポートづくりまで６ページぐらい本文を割いて、そして

レポートだけでなくてディベートをするというふうなことで例を図と。 

     あと、育鵬社もここの持続可能な社会の実現に向けてというのでレポートのところ

が充実しています。本文のところは２０５ページのところに、持続可能な社会を目

指してということで、タイトルで示して、あと２０９ページのところに、私は内閣

総理大臣、持続可能な社会を築いていくための国づくり構想を立てようということ

でレポートづくり、これが６ページぐらいにかけてやっております。 

     ぐらいの３つの会社が頑張っているかなというところです。 

     すみません、量的な分量での話になります。 

◇会長  ほかにいかがでしょうか。 

◇委員  今使われておるのは。 

◇委員  今は育鵬社。 

◇委員  さっき言われた中で、ほかの歴史とかというのと、歴史、東書だったですか、です

よね。それで公民が育鵬社なんですけど、つくり方の流れというんですか、違うと

こはここへ書いてある。さっき言われた、考えさせて話して発表させてという流れ

の中が全体的にこれがつながっていると思うんですけど、例えば公民が育鵬社であ

ってほかが東書だった場合、これによって考え方の流れというんですか、教え方の

流れというのは問題はないんですか。 

◇調査員 具体的には……。 

◇委員  そこまではないですか。 

◇調査員 それぞれの出版会社の考えで、それぞれの分野でつくっていますけれども、どうし

ても３分野的に共通的な特徴を、東書なら東書で共通的なものがあります。そうい

うふうなところが当然あると思いますけれども、それを全部統一した方がいいかど

うか、これもそれなりのところで選ぶのかどうかっていうのは、余りこだわらなく

ていいのかなと思っておりますけども。 

◇会長  学習の流れ自体がそんなに大きく変わるものでもない。それから、教科の特性も必

要ですよね、同じ社会でもということもあるかもしれませんから。 

     ほかにはないですか。 
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◇委員  現場の先生って、地理なんか多分扱っているエリアとかが違うのかなと思うんです

けれども、歴史とか公民とかもそうなんですけど、教科書が変わるとシラバス的に

変わりはあるんですか。 

◇調査員 それはあります。シラバス的には大分変わっているかなと思います。 

◇会長  御質問は出尽くしましたでしょうか。 

     それでは、調査報告につきましての質疑応答はここまでとさせていただきます。 

     大変膨大な資料をつくっていただいて本当にありがとうございました。御尽力いた

だきました資料は十分に活用させていただいて、選定作業を進めさせていただこう

と思います。ありがとうございました。 

◇調査員 どうもありがとうございました。 

◇会長  皆さん、社会科、大変教科書数多ございますので、手にとってよくごらんいただい

たらと思います。あわせて休憩の時間をここで、特に休憩時間を設けませんので、

今の間に。 

                 

◇会長  それでは、再開をさせていただきます。 

     たくさんありますけど、ごらんになっていかがでしょうか。 

     特に市民のアンケートでは、社会科についてはたくさんの御回答をいただいており

ますので、そちらの方も御回覧いただいて、それもまた踏まえた上で議論をしてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

     分野ごとに行かせていただきます。 

     前から順に、地理的分野ですけれども、皆さんいかがでしょうか。 

     もしごらんになってお気づきの等、先ほどの御説明を受けての進んだ議論などよろ

しくお願いします。 

     東書から一つずつまいりましょうか。 

     東書につきましては、第１の観点の③で、特に知識、技能が整理されているという

ことが評価されていました。スキルアップのスキル、技能というところに焦点が当

てられているということが評価されています。これはひとつ評価していい点かなと

思います。 

     それと、第２の観点の③の、ここの課題の各単元の次に小単元が別に設定してあっ

て、これが発展的な課題になっているという、家庭学習につなげることも大きいと

いうことで評価されていたかと思います。 

     という理解でよろしいでしょうか。 

◇委員  はい。 

◇会長  これが２点。 
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     ほかに何か特徴としてございますでしょうか。 

     それでは、教出の方へ移してまいりたいと思います。 

     教出は、第２の観点の③番、先ほどの東書と同じですけれども、振り返りのところ

が充実しているということが評価として１点上がっておりました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

     一通り聞かせていただいたら、また全体を振り返らせていただきたいと思います。 

     帝国につきましては、③番のことに触れてありましたけれども、ただこれは問題形

式ということについての評価が割れるところということもあって、第１の観点の③

番は、これは評価ポイントとしては難しいかなと思われました。 

     第２の観点も、ここも振り返りのところが評価、どこにもあるということであれば

特に特徴ではなくなってしまうことになりますけれども、それは最後にまとめたと

ころでまたお聞きしたいと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

     帝国について何かお気づきの点があれば。 

 ございませんでしょうか。 

     それでは、日文の方へ参ります。 

 日文は、第１の観点の、これもまた振り返りではあるんですけれども、これも東書

と同じように知識の整理ということなんですが、また教出と少し違っているところ

があります。それは、知識を構造的に捉えて整理しているというところに特徴が見

出されました。確かにお示しいただいた教科書の該当のページでは図解になってお

りまして、構造的に知識を整理するということがよくあらわれていました。これも

一つの評価ポイントと思いますが、いかがでしょうか。 

◇委員  ２の３ということですか。 

◇会長  はい、２の３も。 

◇委員  今のは１の３の話です。 

◇会長  今のは１の３ですか。 

     第２の第３もだったですが、これも特に振り返りが大事にしてあるということで、

ここまで見てきた各者全部振り返りについての評価ポイントということになるわけ

ですが、日文については、これは特に充実しているというふうに評価されていたか

と思います。 

     ただ、各者ともに今は学習の最後に振り返りをして定着させるということが力を入

れられておりますから、特にどこも高水準にそろってきたとなると、その社だけの

特徴ということが難しいかとは思います。一通り見ていきましたけども、特に日文

の振り返りが他者の振り返りに比べて特別に充実しているのかということも御検討
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ください。特に工夫があれば、ここも評価ポイントにはなるかとは思いますが。 

◇委員  いいですか。 

◇会長  はい、お願いします。 

◇委員  この振り返りのところで、今調査報告書で、例えば教育出版の第２の観点の③のと

ころに、中単元の終わりのページに学習を振り返ろうの課題を掲載しているので、

学習を振り返ろうと書いてあるから、多分学習を振り返ろうというコーナーがある

のかなと見ているのですが、見つけ切れないので。もしかしたら違う表現であるの

かなと思って。かぎ括弧で囲ってあるっていうことは、多分それはどこかの引用で

あろうと思うんですが。 

◇会長  調査報告のときには、確かに空欄を入れるような、書き込みをするようなもの、図

解がありましたけども。 

◇委員  ここで全ての言葉は確認し切れないと思いますが、ポイントとなって上げていくん

であれば、もう一遍どっかで確認をした方がいいかもしれません。 

     教育出版は、振り返るというのがそれぞれの小単元の最後にカエルのマークで出て

おるんですが、それのことかなと思うんですが。 

◇会長  ここの調査報告の表現が教科書のそのまま正確なものになっていない可能性もあり

ますか。これはまた事務局の方でお調べいただいて、正確な表現に変えていただく

ようにしましょう。 

◇委員  見つけました、４５ページ。 

     アジア州を振り返るの前の青いところが、学習のまとめでアジア州を振り返るにな

っています。そのまとめの前の、例えば３０ページ――違うんですか。 

◇委員  ５番、日文。 

◇委員  今日文ですか。 

◇委員  日文はなっています。一応２種類の振り返りがある。 

◇会長  学習のまとめと表現というのが、冊子のあるテスト形式のやつですね。ただ、これ

については評価をどうするかというのは、それが教科書に載っている必要があるか

っていうこともあろうかと思います。 

◇委員  振り返るマークも、それ単元ごとではなくて一個一個。 

◇委員  一個一個を振り返るんですか。 

◇会長  ただ、カエルマークで小さい吹き出しのようなものではあるんですけど、でも実際

に書いてある内容は非常に時間のかかる大きな課題なんです。だから、考えてみよ

うというようなものではないです。しっかり時間をかけて下調べをしないとできな

いような、大きな課題では。 

◇委員  小単元の終わりのページってなっているから、多分振り返るのところ。 
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◇会長  カエルのマークのところですか。 

◇委員  間違いないんじゃないかと思いますけれども。 

◇会長  どういたしましょう。 

     こういう振り返りについては各者ともにあるわけですけれども、各者ともにあっ

て、そこはもう特別に優劣つけがたいということであれば、全部の教科書からこの

項目の丸を除くということになります。そうすると、丸がつかないところ、丸がつ

かないのはすぐれていないというわけじゃなくて、比較したときに他者との差異が

見出しできる、そういうことではあるんですが。 

     ただ、東書の場合はそれでも発展的な課題があってという特徴が見出されていまし

たし、日文の場合も、この振り返ろう部分の構造的な整理っていうのがありました

から。 

◇委員  帝国と教出が振り返りが似ているのかな、小さい最後の単元ごとに一々書いてあっ

て、東書なんかは１回一部をばさっと大きくまとめて書いてある。 

     どっちがいいのかわからないですね。でも、帝国はその後に、単元の最後にも振り

返ろうがあります。 

◇会長  きちんと見出しで示したものになって、手順を示した学習活動が設定されてない

と、カエルマークでしてみようといってもその活動自体が…、手間暇のかかる、し

っかりと時間をとってしないとできないような課題であったりすると実現は難しい

のではないかとは思います。 

◇委員  そういう意味では、帝国ぐらいの１ページをとっている分でないと、何かピックア

ップしにくいですね。 

◇会長  帝国の第２の観点の内容３番は、じゃあ評価ポイントとしてもよろしいですか。 

◇委員  質問よろしいですか。 

     帝国の第１の観点の③をピックアップしないのは、問題形式であることの是非がは

っきりしないということですね。でも、その同じ振り返ろうというのが第２の観点

の③なので、これ同じものですよね、振り返ろうも。小単元の終わりに振り返ろう

を設けていて、その課題を掲載しているというのがこの課題、問題についてという

ことですよね。 

     第２の観点の③の評価ということでは、第１の観点、同じことが書かれているから

何とも言えないですけども、第１の観点の③は評価するんですか。 

◇会長  そういうことになりますね。 

     ただ、カエルマークで課題だけを小さい字で書かれているのは、比較したときには

こんなふうに問題がはっきり示された形で、見開きで大きく扱っていることの方が

評価できるかなというのは、そこはそういう流れだったかとは思います。問題形式
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だけども、これは大きくきちんと取り上げているということ評価できるかという、

そんな流れに変わったということです。 

◇委員  わかりました。でも、今申し上げたのは両方とも、帝国の第１の観点の③と帝国の

第２の観点も③なら同じではないかなと思うので。 

◇会長  そうですね。だから、これどっちかは使えないということになりますしね。どっち

かでしか記述できないと。 

◇委員  どちらに、第２の観点に位置づけるのか、それとも第１の観点に位置づけるのかと

いうのが問題になりそうな気がしております。 

◇会長  第１の観点じゃないかと思いますが。基礎・基本の定着ということで。 

◇委員  となると、第１の観点の③を評価する。 

◇会長  そうですね。そういうことになるんだと思います。 

     じゃあ、今御指摘いただいたように変えさせていただきたいと。 

     帝国については、第１の観点の③の方へ丸をつけると、第２の観点の文言は、より

ふさわしいものをまた事務局の方ですり合わせしてからになります。重なりについ

ては、重複は避けたいと思います。 

     では、教出にはそうすると丸がつかない状態ですけれども、特に見るべきところは

ないでしょうか。 

     とりあえず、整理というか確認しますが、東書は第１の③と第２の③の２つに丸が

つくということでしょうか。 

     教出は、今のところはありません。 

     帝国は第１の③、１つ。 

     日文は、第１の③と第２の③になります。 

 そういう今の流れと、ここまでのところはそういうことですが、御意見ございまし

たらお願いします。 

 本日調査員の方から挙がらなかった話題でも結構ですので、お願いします。お気づ

きの点があればお願いします。 

     じゃあ、特に格別、各者ともに話題に上らなかったところは充実してきていると、

横並びということで理解したいと考えております。 

     それでは、歴史的分野に参りたいと思います。よろしいですか。 

     ここまでのところを、調査員の報告のことを踏まえて整理させていただきたいとい

うふうに思います。 

     調査書の方からは、特にということで特徴的なところ御説明いただいたんですが、

皆さんもう少しごらんになった方がいいですか、教科書。もう進めてもよろしいで

すか。 
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     東書につきましては、第１の観点のところでいくと、お話はいただいたんですが、

コラムについては……。 

◇委員  難しいですね。 

◇会長  そのことをどう評価するかっていうことについてはバランスがとれているというこ

とではありましたけども、その数自体どう評価するかは、今からまた議論しなきゃ

いけないと思います。 

     特別ここに丸をつけるかどうかということでございますけども、第２の観点の時代

の連続性というものも特徴で、それはもう皆さんなるほどということでうなずいて

らっしゃったので、ここは今評価ポイントになるかなと考えますけども。ただ、こ

れは第２の観点の①と②と合わせてということでしたので、発表の段階まで具体が

示してあるということを評価しています。調べる手順や方法についてはっていうと

ころで説明があるんですけれども、発表までのことがきちんと具体例をもって示さ

れているということが評価されていたので、このこととあわせた形で記述する必要

があると思います。 

     確認していきたいと思います。 

     東書のところは、ここに丸がつくかと思います。 

     教出については、強いて言えばということで、見開きタイトルの海から押し寄せる

っていうようなタイトルのつけ方が評価されていたんですが、このことは評価する

かどうか、保留にさせてください。タイトルうまいねっていう程度のことですか

ら。 

     教出はどこかありましたですか、皆さん。 

     また後、じゃあ皆さんごらんいただいてまた意見をいただくことにして、とりあえ

ずは保留にさせていただいて。 

 清水についても、現代のコラム、コラムは先ほどずっと保留にしておりますので、

コラムのことについては評価が難しいですが、特に現代がゼロっていうのは、これ

はむしろマイナスなのかもしれないなと思いながらお聞きしたんですけれども、そ

の他の特徴は特に上がってなかったと思うんですけど、いかがでしょうか。 

     清水についても、丸はとりあえずない状態で保留とさせていただきます。 

     帝国につきましては、これは先ほどの東書の第２の②と同じようなことになるんで

すけれども、まとめを、発表の仕方まできちんと指導をされてきている。手順が示

されているということが評価されておりました。コラムのこともありましたが、コ

ラムは保留にさせていただいていますので、とりあえず丸がつきそうなところ、特

徴的なところは第２の②かと思いますが、このような理解でよろしいでしょうか。 

◇委員  はい。 
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◇会長  日文につきましては、取り上げた数も精選されているということなんですが、これ

はどっちで考えるかっていうこともありますので、情報が少ないことを売りにして

いいかということなんですが、日文につきましては皆さんどこか丸がつく箇所があ

りましたでしょうか。 

     私の控えのところでは、特にここがということが出てなかったように思うんですけ

れども。 

     自由社につきましては、特にということでは、ここもコラムですから、コラムのこ

とは各者とりあえず保留にさせていただいていますので。 

 ただ、特徴として、現代のところは近現代のところがということなので、後ほどコ

ラムの評価の仕方がまた皆さんの方から意見があるといったときには、近現代をき

ちんと重視しているというところはポイントになるかとは思います。このことだけ

確認して、とりあえず丸はつけずに行かせていただきます。 

     育鵬社につきましては、取り上げている人名の数がということで特徴が示されてお

りましたが、特に現代の人物がたくさん扱われているのでここも上げられていたか

と思いますが、そのような理解でよろしいですか。 

     ただ、数についてはどう評価するかということはありましたけれども。 

     ここもコラムと同じように、とりあえずは保留にさせていただきましょうか。また

御意見いただいてまた評価します。 

     育鵬社は、ほかに特別なこととしては上がってはこなかったと思いますが、皆さん

の方から、また改めて御意見をお願いします。 

     学び舎につきましては、これは教出と同じようにタイトルが興味深いねということ

だったんですが、物語的なっていうことの評価の仕方は、また評価の分かれるとこ

ろです。 

 そういうことですので、これも保留にさせていただきたいと思います。 

 保留しているとこにつきましてはそのまま丸はつけずにいきましたけれども、皆さ

んの御意見の中で積極的に評価すべきということがあれば、改めてまた丸をつけた

いと思いますので、当面調査員の方からの御報告はこのようなことではなかったか

ということで整理をさせていただきました。 

     各者につきまして、皆さんの方からそれぞれ御意見をいただければと思いますので

お願いします。 

     今日は話題になっていませんでしたけど、図版の使い方とか、より学習しやすいも

のがというような観点の中で評価したいと思います。 

◇委員  教育出版ですが、ようやく１つ特徴を見つけました。 

     先ほどタイトルのところが興味を引くようなタイトルのつけ方しているっていうの
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はありましたが、それはさておき、その上側に、時代のどこの位置にあるかという

タイムバーというんですか、こういう何世紀のその時点でのものだっていうのがそ

れぞれのタイトルごとに全てつけてあって、それはほかの者にはない特徴ではあり

ます。 

 ある程度順序立てて勉強しているときは余り関係ないと思いますが、今度復習して

いろんなとこ飛んでいってみたときには勉強になるかもしれない。そういうふうに

日本とそうじゃない国との歴史を比較していく場合に。 

◇会長  今学んでいることが全体のどの位置だろうということがつかみやすいっていうこと

も記述することができようかと思います。 

◇委員  近現代になって、一体化してしまうから余り関係ないと思いますけど、特に昔の分

は。 

◇会長  すると、もうここに記述されていますけど、どのようになぜっていう問いかけもっ

ていうことをこのままつなげさせていただいて、今御指摘いただいたところを。こ

こを一つ特徴として評価できるだろうというところかなというふうに思いました。 

◇委員  何々から歴史を探ろうっていうコーナーもほかにはない、人物からとか世界から。 

◇会長  それどこの教科書。 

◇委員  同じ教出です。 

     今見ているんですけど、余りそういう別の視点から歴史を見ていってるような観点

の、よそはどっちかというと、もっと知りたいですとかという、中から外へという

感じなんですが、教出は外から中へ見るような、外からということなんです。違う

視点から捉えるような中身も扱ってあるのかなと思いました。 

◇会長  観点としてはどこに当たりますか。 

◇委員  第３の観点の発展的な学習の具体例の中に何々から歴史を探ろうというコーナーを

もって、本文の学習と関連したテーマをより多くして扱っているというところに着

目していらっしゃるので。 

◇会長  第３の観点の②番のところと今のとこを記述して特徴と見ることができるだろうと

思います。 

◇委員  さっき言われたのは何でしたか。バーが……。 

◇委員  タイトルの上側のとこです。教育出版。 

◇委員  これですね。 

◇委員  すみません。けど、よくよく見ると日文にもっといい。しかも、日本の時代と、そ

れから世紀と併記してあるので、もしそっちで、教育出版を評価するならば、日文

の方がこちらの第１の観点の①の分はいいかも。 

◇会長  教出の方は後から出していただいて、第３の観点の何々から歴史を学ぼうっていう
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ことの方がより説得力はある。その上で、日文の方も１つ第１の観点……。 

◇委員  出すとすればこれですね。 

◇会長  日文の方は、そのバーのことを触れさせていただきながらこれを選ばせていただい

たらどうかなと思います。 

     先ほど保留にしておりましたコラムや扱われている索引数のことなどについても、

御意見がありましたら、考え方がありましたらお示しください。 

◇委員  じゃあ、コラムや登場人物というのは人ですよね。数の問題もあるとは思います

が、数よりもどういう時代のものをどれだけ取り上げるかっていうのが大きいだろ

うと思います。先ほど会長さんもおっしゃられたように、特に近現代に関して、事

実を教えることも、それをもとに子供たちが考えるっていう場面をつくるために

は、それが出てこないと考えられないので、材料としては近現代がないっていうの

はマイナスだし、近現代が充実している方がいいんではないかと思います。特に長

らく近現代避けてきたという、そういう教育の歴史もあるようにも私記憶している

んです。 

     だから、視点、観点で言えば、第１の観点の２と３がセットになった上で、その人

物やコラムで近現代をこれだけ扱っているという表現なのかもしれません。 

◇会長  そうですね。 

 第１の観点の２と３のセットにした上で近現代を充実して扱っているところを、歴

史というのは近世までも大切なんですけども、これからの歴史っていうのをつくっ

ていくのは子供たちですから、そういう意味で近現代を重視しているということも

評価できるということで、第１の観点の②、③を合わせた上で近現代を重視してい

る教科書には丸をつけたいという、そういう御意見だと思います。 

     私も大変に賛成ですけれども。 

     そうなりますと、近現代を充実して扱っているコラムも索引も両方でということで

したら、どのあたりの教科書でしょうか。さっと目を通してしていただいて。 

     清水はもう今はだめっていうことですね。現代はゼロですから。 

     他者と余り横並びのところは、取り入れなくてもいいと思いますが。 

◇委員  ２と３合わせてですか。 

◇会長  ２と３合わせてですが、コラムでは自由社が多いです。 

     人物、コラム両方では育鵬社が、数としては充実して扱っています。 

◇委員  帝国が一番多いんじゃないんですか。 

◇委員  近代が２３で現代が３４ありました。 

◇会長  コラム数からすると帝国が、ここに丸がつきそうなところですね。 

     ただ、人物というところを見て育鵬社の方が。コラムは全体の数も各者違うので、
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コラム全体数が多いところと少ないところもありますから。 

◇委員  育鵬社は近現代という、近代に重きを置いているだけのような気がします。 

◇会長  どこですか。 

◇委員  育鵬社。近代が１７、現代４ですか。そういう意味では……。 

◇会長  コラムのとこはそうですね。上の人物のところが。 

◇委員  これは近現代になりますか。 

◇会長  これは現代です。これは現代の人物の名前です。 

◇委員  ノーベル賞の授賞者全員の名前が出ているとか、それだけでも２０名余り出ていま

すから。ですから、それでいろいろと全部載せないといけないのは難しいところが

あるでしょうから、索引の中に全部それが、名前が掲載されている。 

◇会長  数値だけでいうと、そういう扱いになります。 

◇委員  育鵬社の５７は、どうやって数えているんでしょうか。 

◇会長  索引の中で現代の人を数えたということじゃないですか。 

◇委員  何か太字であらわされた人物は本文中に太字であらわされた学習上の人物ですとあ

って、それ以外の人物は、これどこで挙がっているんですか。 

◇会長  ページ数が出ているところですか。全部ページ数が出ているから、どっかへ出てい

るということですから。 

     太字の人物は表中に出たとかじゃなくて、例えば特に重要な人物ということで扱い

がある。重要人物は太字ということになっている。 

◇委員  ここまでではないということ。 

◇会長  近代も含めて考えるべきかとは思いますけども。 

     コラムも人名も、その扱いの軽重を言い出すときっと切りがないので、例えば８者

あるので、近現代のコラムの数が最も多くっていうのは、例えば、コラムでいった

ら、最も多いのが帝国ですか。帝国は、近現代のコラムが最も多く、近代から現代

で扱われておる登場人物の数は…と記述できます。 

◇委員  普通。普通って書かない方がいいですね。もし帝国にその丸印で上げていくんなら

ば。 

◇会長  ここは特徴ですから、最も多いとこだけでいってもいいかもしれませんね。３分の

１とかと言わずに。 

◇委員  コラムの数だけでいくと、帝国は近現代が３４でトップです。その次が、学び舎が

２７、２位、その次が自由社２５で３位です。育鵬社は２１で４位です。 

◇会長  ２５と４位の２１の違いがどれほどのものかっていうこともありますから。 

◇委員  人物の数は圧倒的に育鵬社が多かったですよね。 

◇会長  比較の問題ですから、飛び抜けてのいいところだけを特徴として上げてはいかがで
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しょうか。コラムのトップの帝国と人物トップの育鵬社です。それぞれありますけ

れども。第２の観点は、東書と実は内容がほとんど同じ、まとめの仕方までという

ことでは、実は同じだったんですが、帝国が。ただ、東書の方は時代と時代の連続

性を図表というか、年表っていうものと合わせわざだったんで、しかも振り返りの

ページ数が６ページあって丁寧っていうのもあったので、比較するとこの第２の観

点については、東書の方が軽重をつければより重いんですけども。帝国の方も、先

ほどのお話では同じようなものがあるということだったんですが、比較すると東書

の方がより評価できるかなと思いますから、帝国のここの丸はどうなんだろうと思

うんですけれども。落としてもいいかなと思うんですが。 

     ただ、そういって眺めてみると、丸が１つついたところがあって、あと丸がつかな

いところがあってっていう状況で、どこだけが特別飛び抜けているわけではないん

ですけれども、その他の項目については各者ともきちんとそろえてきているので、

要求水準に達しているということだとは思うんですけれども。 

     今、東書に丸１つ、教出に１つ、帝国も１つ、日文も１つ、育鵬社も１つという、

５者に丸１つという状態です。 

 いかがでしょう。このようなところでよろしいでしょうか。いやいや、というのが

あればおっしゃってください。 

     この歴史的分野には、丸２つのところが他の教科に比べて少ないですが、それにつ

いては教科間では丸の数が違いますけども、特に特徴的な評価すべきポイントって

いうことでいったときに、歴史的分野では非常に差がつけにくいところだったとい

うことで、他教科との丸の数自体は問題にしなくてよいかとは思います。 

◇委員  東書の今の第２の観点の①と②を一緒にしてという話だったんですね。 

◇会長  はい。 

◇委員  言語活動ということになると、５の観点で発表というところまで云々とかという、

まとめたり発表したりする活動につながるものがあるかというような表現、観点が

あるので、そういう方法も考えられるかなと思いながら、でも調査員の方がこっち

の方で書かれておるので。 

◇会長  １つ目に株分けをしてしまうと丸だけになっちゃうので。 

◇委員  数で言ったらですね。 

◇会長  ただ、調査員の方の評価としては、振り返りだけを評価したのではなくて、課題の

設定、問題発見から最後の発表までのところを一貫してトータルで評価されている

かなと思います。 

     当面、ではこれでいかせていただいてよろしいですか。何か丸１個の社が並ぶとい

う状況ではありますが。 
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     では、公民的分野の方に参ります。 

     皆さんから、また改めて御意見を聞くことにします。 

     確認をさせていただきますが、東書については、第１の観点の②の対立と合意、効

率と公正の扱いが、現代社会の見方、考え方を学習させるものとして非常に充実し

ているということが評価されていました。８ページもあるということなので。 

     それから、調査員の方の方からは、第５の観点のトライのところに考えて話し合う

ことも出しているとあるんですが、これはもう少し教科書を見てもらわないといけ

ないかなと思うんですが、今はどこの会社も、考えて話し合うことを促していると

いうのはあるはずなので、それがこの東書のトライが非常に群を抜いたものである

かどうかということを改めて見ていただきたいと思います。 

     教出も、同じように対立と合意、効率と公正というところが評価されておりまし

た。 

     それと、第５の観点の評価がされているところがあったんですが、考える視点を示

して考えさせているということなので、これも検討をしてください。第１の観点の

丸はつけることとして、第５の観点の方は、他者も同じように考える視点を示して

はいないだろうか、ここは非常にずば抜けた工夫を凝らしているかということを見

てください。 

     それから、清水につきましては、第２の観点のマスコミの報道訂正の例を調べたり

云々というところに、特に特徴を見出されたかと思います。 

     とりあえずここへ丸をつけさせていただいて、いやいやっていうことがあれば、ま

た後でその意見を聞かせてください。特にということでは、調査員の方の御意見の

整理としてはここへ丸をつけさせていただきます。 

     帝国につきましては、第１の③領土をめぐる問題のところが非常に充実している

と。 

     ここは扱いが各者分かれていて、コラム扱いなのか本編扱いなのかということで、

本編としてきちんと扱われていることが授業できちんと取り扱うということなのだ

という考え方もお示しいただいているように思います。ここにも丸がついておりま

す。 

     帝国はここだけでよろしいですか。 

     日文につきましては、これはチャレンジ公民のとこでしたか、３の２のところです

ね。 

 これは言語活動の方になるかもしれませんけれども、ここで丸をつけさせていただ

きます。 

     自由社については、これは１つだけでしたね、丸がついているのは。この第１の③
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です。このところに丸がついていましたが。 

     ただ、お話を聞くとコラム扱いになっているっていう、領土問題をコラム扱いにさ

れているんじゃないかっていうことなんですが、これ御確認をください。 

     それと、第２の観点の②番の持続可能な社会のとこの終章で、まとめて力を入れて

扱っているということが言われていました。特にすぐれていることとして言われた

わけではないんですけれども、ここが評価できるかどうか、また御検討ください。 

     それから、育鵬社については、第１の観点の③番、国家についての扱い、領土をめ

ぐる問題についての扱いが充実しているということが評価されていたと思います。 

     それから、ここも特にということでおっしゃられたのではありませんが、第２の観

点の②の持続可能な社会、レポート作成のところが、活動が充実しているというの

も上がっていたかと思いますけど、ここもまた御検討ください。 

     というようなところが特に話題になったところかと思いますが、今のような理解で

よろしいでしょうか。 

     とりあえず保留のようなことを言いましたけれども、そこも含めて御検討くださ

い。 

     特に公民につきましては、市民の皆さんからの展示会におけるアンケート結果をい

ろいろいただいておりますが、各者の問題を取り上げている取り上げ方を拝見しま

すと、議論になっていることをそれぞれの形で取り上げておりますので、こんなこ

とがあるということが触れられている程度なのか、きちんと議論として上げられて

いるかというのは、これは扱い方による特徴があります。各者が取り上げたことが

ら自体には問題はないというふうに考えた方がいいかと思います。現代の問題は、

子供たちにそれぞれ考えさせること自体が重要なんではないのかなと思いますの

で、そのことは確認をしておきたいと思います。 

     触れ方の、記事の重い軽いはあるんですけれども、各者非常に洗練された内容にな

ってきているんじゃないかとは思います。現時点の各者の教科書はどこも非常に、

学習の方法についてもわかりやすさについても一定の水準に達していると思われま

すが、この中であえて特徴的なよりよいものということで検討していただいており

ます。 

     ２者は同じようにというときに、歴史分野の帝国のところで、後先になって悪いん

ですけれども、東書と比べたら東書の方がよりよいというのがありましたが、ああ

いうふうに比較してはっきり差がついているかなっていうときにはこちらを選んで

いいと思うんですが、どちらも同じぐらいに特徴的だというときには、２者とも丸

をつけるというようなことがあってもいいとは思います。 

     さっき、改めて先ほど保留にしたところを拝見すると、それはそれで振り返りと
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か、それは考えて話し合うようなことは各者そろったときには触れているけれど

も、より子供たちの活発な学習活動を促すような形になっていれば、それは評価し

たらいいんじゃないかなと思います。 

 ですから、先ほど保留にしましたが、東書のトライや教出の第５の観点で学習のま

とめと表現といったあたりも、同じようなものはほかの社にはあるけれども、より

意欲的な主体的な学習活動を促すということという観点からすると、これはこれで

丸をつけてもいいんじゃないかなというふうに思っているんですけれども。 

◇委員  教育出版の振り返るのカエルなんですが、各ページの最後にカエルがついているん

ですが、これと同じような役割をする、ちょっとした質問はどの教科書も最後につ

いているように思うので、これをどれかへということはないのかな、割とある教科

書が多いかなと思います。 

◇会長  教出の第５の観点については、これは他者、このようなものであれば同じようなも

のはあるよということなんですよね。教出の第５ですよね。 

◇委員  はい、第５のカエルです。 

◇会長  これは丸を特別にここへ書くほどでもないのではないかという御意見です。 

◇委員  ここも書き出してみましょうとか説明してみましょうとか、これもついているよう

に見えますね。 

◇会長  であれば、ここは丸を取ることにしておきます、現時点では。 

     先ほど保留して、２者同じような特徴がありますのでというところでは、自由社と

育鵬社の持続可能な社会に丸をつけるということがあるんですが、ただそれが扱わ

れているのは各者全部扱っているわけで、あること自体は違わないんですが、その

扱い方が特徴の問題なんだろうと思います。そういう意味では、育鵬社は単純な方

法とかレポート作成とか、子供たちに考えさせる、考え深めさせる形で持続可能な

社会っていうことを扱っていますから、そのあたりのことも自由社と比較などをし

てみてください。 

     同様に、日文でもここが終章でまとまって扱っていて、レポートづくりも入ってい

っているという点では同じなのかなと。日文もあわせてごらんいただければと思い

ます。 

     持続可能な社会という単元名は同じですけれども、見ていただくと、まず日文です

けれども、日文の公民の教科書は２０５ページに始まります。ここで持続可能な社

会ということを、人間がこれからも生き続けられるっていうことについて考えてい

くときに、レポート課題に例として挙げられているのは、国連の働き、エネルギー

問題、世界の貧困の問題、若者と高齢者の問題、これが他者にない特徴なんです

ね。 
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     加えてレポートとしてまとめてプレゼンをするっていうふうな、資料収集のやり方

から活動の仕方がずっと載っておるわけであります。 

     自由社は、ページ数が充実している、力を入れているっていう話だったんですが、

終章、見開きのところの１７８ページからなんですが、国際貢献、それから日本の

安全と世界の安全、それからこの中に持続可能なっていうのがさらに出てくるんで

すけれども、ここはそこに具体がないような気がします。内容が薄いといいます

か。しかも、その次にある課題の関係のレポート、卒業論文になったときには、行

ってみたい国を調べて紹介するっていう、社会の問題を扱っているはずだったの

に、我々が抱えている問題ではなくて行ってみたい国を調べようっていうので、こ

れは公民の役割なのかっていうのが疑問が残る。子供たちの興味を得るこのあたり

からいくっていうのはいいとは思うんですけど、他国のことを知ろうというのはい

いと思うんですが、ページ数が充実しているからといって内容はどうなのかなとい

うのが疑問です。 

     同様にページを見ていくと、育鵬社の場合は１９６ページからが第２節として挙が

っているんですが、これは第１節とセットでこれからの社会を考えようということ

なので、第１節の国家と国際社会という国際社会の問題、このページがあって、震

災の話が出たところで第２節が入ります。そことセットで考える必要があるだろう

と思います。それは環境の問題、環境問題を中心の扱いについて、資源、エネルギ

ー問題、食料問題、一番大きな社会の問題をどんどんと扱っていて、グローバル化

の光と影っていうと国際問題、また共生社会であることを考えるとか、オリンピッ

クのこともありますけども。 

     ずっと見ていくと、最後のレポートはこれからの社会を考えていくっていうので総

理大臣になってみようっていうのがあるんですが、ページで言うと２１０ページ、

持続可能な社会を目指す日本ということをめぐって、実はそのことがものすごく世

界中のいろんな分野、社会の領域にかかわった問題なんだということがマッピング

されているというような形でまとまっています。トピックも１つ２つ上げるのでは

なくて、全体でいうとどんなこととかかわっていくかということで、全体像が見通

せる形でテーマを考えよう、自分が選んだテーマは全体の中のこういった部分なん

だというようなことが見通せるわけで、ページ数だけでいえば自由社も多いんです

けれども、その扱いは全部違うなと思います。正直言うと自由社は、これはページ

はあっても評価は難しいかなというふうに考えますがいかがでしょうか。 

     この点について評価するんであれば、それは比較するのは育鵬社がより持続可能な

社会ということについては充実しているというところです。ただ、日文には高齢化

社会に触れているのは外せないなとは思うんですけれども。 
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     ここを特に力を入れて注目していただいたのは、これからの社会の形成者をつくる

のが教育の仕事ですから、それは非常に重要な根幹にかかわる問題かなというふう

にと思って今見ていただきました。皆さんの御意見をください。 

     どうぞ。 

     遠慮なくお気づきのところがありましたら。 

◇委員  これは日文ですか、１０ページ、１１ページで。 

     まず、一番公民のスタートのあたりのこれがあるんですよね、持続可能な社会。そ

の中に、１１ページで災害についても載せてあって、持続可能な社会を実現するた

めにということで載っています。それから、後ろの方でいったら１９８ページに再

びそれが出てきて、それからさっきのレポートのところでという、３段階になって

いるという意味で充実しているということなのかなと。恐らく、その日文のところ

の第２の観点の②、結構これ多いですよっていう話をしたのはそういうのがあって

かなという。 

◇会長  年間を通して考えられている単元になっているということですね。 

 あとはいかがでしょうか。 

◇委員  割となかなかわかりにくいので、本文を通しての、どんな表現でどういう扱いがい

いのかなっていうところが判断しにくいところがあるんですが。 

◇会長  本の記述そのものについては大変判断が難しいところですよね。 

◇委員  そうですね、難しいだろうなと思います。 

◇会長  恐らく価値判断を含まない忠実なものはないわけですから、そこは難しいところで

はありますが、ただ教科書ですから、どんな問題を子供たちに考えさせるかってい

うことが一つ一つ示されていて、授業の中でこれを使って学習活動の筋道がきちん

と見えるようなものになっていれば、そこが中心になるだろうと思います。ただ、

扱っている事柄については、各者必要なものは全てそろえてあったかとは思いま

す。 

 とりあえず、今までの確認のつもりで、丸をつけるべきところということで確認さ

せてもらいますので、御意見がありましたらまたおっしゃってください。 

     東書は、第１の②に丸、第５の②、トライのところです、今丸が２つついておりま

す。 

     教出は、第１の②に丸がついているんです。１つです。 

     清水は、第２の③番に丸が１つついております。 

     帝国は、第１の③に１つ丸がついております。 

     日文は、先ほど御指摘もありましたので、第２の②と、これは調査員の方は③も挙

げられていましたから、②と③を合わせたような形で記述した方がいいかと思いま
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すけれども、ここに丸が１つ。それから、第３の②にも丸が１つということ、日文

では丸が２つ。 

     自由社は、国旗、国歌のとこです。第１の③に丸が１つ。 

     育鵬社は、第１の③に丸、第２の②に丸で、丸が２つ。 

     というふうな、ここまでが議論の流れかと思いますが、今のような形でよろしいで

しょうか。 

     さらに御意見ございましたらお願いします。 

◇委員  いいでしょうか。 

◇会長  はい。 

◇委員  挙げていただいた丸でいえば、３者かかわりのある第２の観点の③の国旗、国歌、

これが帝国と自由社と育鵬社の３者に重なりがあって、調査報告書の表現が基本、

ほとんど一緒の中で、特徴を述べるにしても優劣をつけるにしても述べにくいで

す。 

◇会長  気になって最初に申し上げたんですけど、ただ教科書の数も多いですから、この１

者だけが続けているという場合は言えると思うんですけど。先ほどの歴史のところ

のように、同じものを扱っているけれども確かにこっちの方が充実しているとい

う、さらに明確な場合はそちらを選んでほかは丸をつけないっていうこともあるか

と思うんですが。 

     何者かすぐれたところとして優劣がつけがたいなっていう場合には、複数者同じ項

目で丸をつけるのは避けない方がいいんじゃないかなと思っています。 

◇委員  それはその場合、例えばＡ３の横判の公民の２ページ、３ページにあるような、例

えば帝国であれば国家、国際社会という単元で国旗と国歌というタイトルで示して

おるというのとか、そこらがコラムで扱っているとかこういう表現にしているとか

という抽象的なのではなくて、具体的な表現の仕方として上げれば違いがわかる

と。 

◇会長  そうですね、そのとおりです。 

     これは事務局の方でＡ３判の方の特徴を、具体に特徴を上げながら同じ項目で評価

されているところについて、よりその差が、特徴がよくわかるような形での記述と

なるよう検討していただきたいと思います。ありがとうございます。 

     ほぼ御意見は出尽くしたと考えてよろしいでしょうか。 

     じゃあ、丸をつけるべきところにつきましては、先ほど皆さんに御確認いただいた

ことの訂正はなしと認めますが、よろしいでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  地図につきまして確認させていただきます。 
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     私のお聞きしたところでは、東書の方には特に丸がつくところはなかったというふ

うに認識しております。 

     帝国の方は、第１の観点の①、地図を見る目、やってみようということが評価され

ておりました。こういうのは、実際の文言はまたＡ３の方の紙ともあわせて、なぜ

いいのか、どこがいいのかっていうことはまた事務局の方で文言をまた御検討いた

だきたいんですけれども。 

 もう一つ、第２の観点の資料編、どの資料も充実しているという形で評価すべきポ

イントとして記述いただければと思います。 

     つまり、帝国は第１の観点と第２の観点へ２つ丸がつく、２対０で圧勝ということ

になってしまうんですけれども。でも、これは子供たちがどっちが使いやすいか

な、どっちが勉強になるかなということを検討した結果ですので、今のようなこと

で、正当な評価になり得ているんじゃないかというふうに思いますが、いかがでし

ょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  では、特に御意見はございませんでしたので、今のような評価とさせていただきま

す。 

     以上で本日審議する評価については終了いたします。 

 前々回に残ったものは、今日はさすがに無理でございますので、次回にさせていた

だきたいと思います。 

     では、本日の審議日程は全て終了いたしました。ありがとうございました。 

     事務局の方から御連絡等がありましたらお願いします。 

◇事務局 失礼いたします。 

     前回の選定委員会におきまして、理科と英語の審議結果報告書の案をごらんいただ

きました。そのときに御意見等をいただきましたので、御意見をもとに修正したも

のを配らせていただいておりますので、記載内容を確認をしていただければと思う

んですが。 

◇会長  では、皆さん御確認ください。 

     御確認の上、もし御意見、御質問の点がありましたら、すぐに御発言なさって結構

ですのでお願いいたします。 

◇委員  前回と変わっているなと思うんですが、英語の４、東書のアのこの２行の文章で

す。前回と少し変わっているんですけど、それでも日本語の文章として、「で」が

多過ぎるからなのか、点がどこかでつかなければいけないのではないか。 

◇会長  場所をもう一度御確認いただいて。 

◇委員  英語の４の東書のアの２行なんです。 
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     何か日本語を読んでいて、よくわからないなと思いながらも、前回より文言は訂正

はしてあるようなんですけれど、それでも、「で」が多過ぎるのか、どこかで点が

要るのか。 

◇委員  ステップ３。 

◇委員  そうです、ステップ３の。 

     私だけが違和感をもつておるんであったらいいんですけど。 

◇会長  ステップ１から３と基礎練習、発展練習というのが羅列されていて、これは関係が

わかりにくいというのが一つあるんですが。ただ、大事なのは、日常生活で使える

ようにと表現を習得させる工夫があるということですよね。そこだけ書いたんじゃ

いけないんですか。基礎だ発展だっていうのは、これは教科書ではよくあること

で、特別特徴では。あと、なかなかわかりづらいので、日常生活で使えるように表

現を習得させていくっていうことが一番大事なことで、そこだけ残すということで

いかがですか。 

     それで、御指摘いただいたところをもう一回御検討いただければと思います。 

 ほかにはいかがでしょう。 

◇委員  持って帰って見てはだめなんですか。 

◇会長  これじっくり丁寧に見た方がよければ、皆さん各自持って帰って丁寧に御検討いた

だいて、気づきだけをまた次回出していただくっていう方がいいのではないかと思

います。それでもいいですか。 

     持ち出しはよくないですか。 

◇事務局 次回が最後になりますので、この今回の文言を含め、他のものも再度検討していた

だいて、ということでよろしいでしょうか。 

◇会長  そうですね。じゃあ、今日は置いて帰った方が。また改めてですか。 

◇事務局 はい。 

◇会長  また。 

     とりあえず、ただいま出ました点については御訂正していただくとして。 

     では、そのように進めさせていただきます。もう時間も随分過ぎておりますので。

ありがとうございました。 

     そのほかは連絡はございませんでしょうか。 

◇事務局 失礼します。次回につきましてですけれども、次回は８月３日月曜日の午後１時３

０分からここ尾道市公会堂別館３１号室で行います。 

     本日の資料やファイル等は机上に置いてお帰りいただければと思います。 

◇会長  では、皆さんありがとうございました。お疲れさまでございました。 


