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第５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５回尾道市教科用図書選定委員会を開催いたします。 

     事情によりおくれて参加という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。 

◇会長  皆さんこんにちは。 

     選定委員会もいよいよ大詰めに差しかかってまいりました。今日もよろしくお願い

いたします。 

     では、本日の議題を、議事等を確認いたします。お手元のレジュメの裏面をごらん

ください。１番から６番、本日の次第が書いてございますので、お目通しくださ

い。 

     本日は、継続審議としておりました国語と書写の審議をいたします。教育委員会に

報告する審議結果報告書の内容の検討と承認をその次にさせていただきます。今日

は主にこの２つが議題となりますけれども、御質問ございますでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  それでは、議事に入らせていただきます。 

     まず、継続審議となっております国語、書写の審議を始めます。 

 調査員からの報告、教科書の見本とアンケート、尾道教育みらいプランとの政策の

柱、重点目標などを踏まえ、それぞれの発行者の特徴が本当にあらわれているの

か、本市の生徒が使用するとしたらどういう点がすぐれているのか、検討をお願い

いたします。 

     発行者ごとに御意見を伺いたいと思います。お手元の資料をごらんください。 

     まずは、東書からでございます。東書につきまして御意見ございましたら、よろし

くお願いいたします。その際、調査員の報告をいただいております観点をお聞きし

ておりますけれども、それが本当に特徴に応じているかどうか、特にどこがすぐれ

ているのかという点、そして尾道教育みらいプラン等のかかわりはどうかという

点、もう一つ、市民の皆さんからいただいておりますアンケートとのかかわりも考

慮していただきたいと思います。 

     では、御意見よろしくお願いいたします。 

 確認ですけども、東書については第３の観点の①、ここを特にすぐれた点として挙

げたと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

◇委員  はい。 

◇会長  御意見いかがでしょうか。 
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     現在までのところ、全ての教科書発行者について１つずつ丸を上げて、調査員の方

からは１点、特にすぐれたところとして挙げていただいております。 

     前回も申しましたけれども、第３の観点は、これはここに書いてありますのは、調

査員の方の報告につきましては、何が何点、何部、何単元という事実が書いてある

だけですので、特にそれが価値をもつわけではございませんので、その「本文、基

礎編、資料編の３部構成になっており」というその後が大切なのかと思います。特

に基礎編では、基本的な学び方が示されていると、それから資料編では見比べたり

広げたりというのが２番にあるんですが、それができるようになっていることとい

うことが価値なのではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

     基礎編と資料編がいかに価値をもつのかということは記載する必要があろうかと思

います。基礎編は、基本的な学び方を理解できるようになっているということです

かね。資料編の方は、読み比べ、読み広げができるようになっていると、そこの工

夫のところを評価したいと思います。皆さんうなずいていらっしゃるので、よろし

いかと思います。 

     この第３の観点、修正を入れましたけど、ほかに東書が評価できるポイントはござ

いませんでしょうか、いかがでしょうか。 

     思考の整理方法ほか４つという第４点の観点が、具体的にどこにどういうふうにし

てあらわれているのか、このこともあわせて御確認いただきたいと思います。第４

点の観点の①。３年の３００ページ。どうでしょうか、３年生３００ページ。これ

はでも話し合いの方法ですね。 

◇委員  はい、そうです。 

◇委員  もう一度、何ページですか。 

◇会長  このＡ３判の方でいくと、３年生３００ページ、発想、整理の方法っていうのが書

いてあって、樹形図、座標軸法、ダブルイメージマップ、４分割表など挙がってい

ると書いてあるんですが今、３００ページ開いていただけるとわかりますが、２０

０ページは違いますしね。ディベートなど考えるとディスカッションなどはどの教

科書なんですか。 

◇委員  ２年生。 

◇会長  ２年生ですか。記載が間違っていますね。 

◇委員  ２年生ですね。 

◇委員  樹形図、座標軸法、ダブルイメージマップ。 

◇会長  これは国語科で論理的な思考力を学ぶ、身につけるっていうことは、１つ大きな項

目になっておりまして、みらいプランとのかかわりにつきましても、思考力という

ものが非常に大きなポイントになりますから、これは１つ特徴にはなると思いま
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す。 

     それと、東書は図書館の活用っていうのがありますので、中学では学校図書館だけ

ではなくて、地域の図書館も活用するということが学習指導要領にも出ていますの

で。 

◇委員  今あった思考の整理方法なんですけど、どこの学年も学びの扉というところが設定

されていて、学びを支える言葉の力っていうのが、目標があって、活動があって、

どういうふうに思考するかっていう流れがあって、最後説明するとか質問するとか

というふうになっているというのがあります。今、例えば１年生だったら、１１４

ページに順序立てて説明するっていう活動があったりとか、その後に話す、聞く、

ことわざ、スピーチとかというものがあって、こういう学習の流れがある程度まと

めてあるっていうところが、多分この言われとるところと重なるのかなと思うんで

すが、これ特徴じゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

◇会長  学びの扉、学びを支える言葉の力と関連しているということです。これ、皆さん確

認してください。 

◇委員  この表紙をめくって長いこんなページがあって、ここに全部まとめてあるんですけ

ど。 

◇会長  それは基礎編のことではないかと思うんですが。 

◇委員  基礎編のところですか。 

◇会長  基礎編と重なるかもしれませんね、この学びの扉は。学びの扉を要約する。これは

目次上は基礎編のところになっていますから、先ほどの評価のことですが、第３の

観点のところで評価したことと重なってしまいそうですね。 

◇委員  基礎編。 

◇会長  目次をごらんいただくと、この学びの扉が基礎編そのものを構成していると。これ

は、２年生の６９ページに学びの扉を要約するっていうのは、目次５ページの実用

的な言葉の力の中で要約するを指しています。やっぱり基礎編の一部、基礎編なん

ですけども、ここは、扱いとしてはですね。だから、これがここだけで終わってい

るんでなくて、２３４ページに矢印が載っていて、要約するっていうことがまた次

にまた１つ出てくるんですね、２３４ページにもう一回まとまっている。ここは、

ここと６９と２３４の両方、要約についてのページがあります。学びの場のやっぱ

り基礎編とつながって使われている。これは大変工夫されているところですね。 

     特にこの基礎編は、資料のこともさっき合わせ技にしましたけども、これは評価し

ていいんじゃないかと思うんですね。特にここがポイントだろうと思います。 

     そこと重なるので、いかがいたしましょうか。第４の観点でまた学びの扉のところ

を上げるかどうかですが。あわせて学べますけど。 
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     第４の観点の方で挙げてもいいかな、思考の整理方法が示されていたり、基礎編と

関連を持たせた学びの扉、何て言ったらいいんですかね。これは。学びの扉がある

など。これは具体的な言語技能を鍛えるものになっているっていうことなんですけ

どね。より翻訳するとか要約するので説明する力という具体的な言語能力、技能を

確かなものにしていくっていうことなんで、実はこれは観点の恐らく１にかかわっ

てくることになりそうなんですけど。 

     学びの扉で具体的な言語技能の育成が図られているっていうことですよね。それで

第１の観点にもつてくるか。学びの扉や思考の整理方法などとして、さらに具体的

に書いたらいいかもしれませんね。感動するとか、表現するとか。 

◇委員  視点でいうとどこに取り入れますか。１の観点の視点でいうと。 

◇会長  １の観点の視点でいうと②番。確かにつけたい力は明確にはしているんですけれど

も。１番でいくか２番でいくか、どっちですかね。①か②か。基礎編ですからね、

そもそも。 

◇委員  どっちですかね。目標の示し方ですかね。 

◇会長  そうですね。 

◇委員  新出漢字や重要語句ということではないので。 

◇会長  知識じゃないですよね。①でいきますかね。基礎編と関連を持たせた学びの扉が、

学びの扉などで、ですかね、まずは。具体的な、つけたい力かな、つけたい力につ

いて明確に示している、ですかね、①番のように言うと。 

     具体的な言語技能とその方法について明確に示しているということを文末にして、

いかがでしょうか。基礎編と関連を持たせた学びの扉で、具体的な言語技能とその

方法について明確に示している。基礎編のことは第３の観点の方になりますけど、

資料編のこととあわせてしまう、学び方っていうことについてなので。これはでも

この教科書の一大特徴ですから。 

     各単元の扉に「何々しよう」とかそういう目標を示すのは、実はどこの教科書でも

同じなので、さっきここで取り上げたことの方が特徴としては明確なんです。第１

の観点の①ということ、今のようにさせていただきたいんですけど、よろしいでし

ょうか。東書については、丸をつけるのは第１の①と第３の①の２つということに

したいですが、よろしいでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  学図ですけど、学図へ行ってもよろしいですかね。 

     学図ですけれども、第２の観点の①が挙げられていました。この教科書は特徴の第

３の観点の②なんですが、これはほかの教科書にも同じようなものがあるんだろう

かと思って見たんですけれども、学図の第３の②については、やはりこれは学図の
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特徴でした。日本文学の流れ、簡単な文学史、それから文語文法自体を覚えたりす

ることは、中学校の目標の中にはなくて、これは高校へ入ってからなんですけれど

も、でも口語の方を習うわけです。口語と文語が対照して載っている。口語の方が

実はより複雑に変形してしまっているので難しいんですけれども、それをあわせて

載せているとこととか、後ろの索引があるあたりに、古語に関する、実際にこの教

科書に載っている教材作品の古文単語について、この言葉はこういう意味なんだよ

っていうことが載っているというのは、これは学図の特徴になっています。これ

は、２年生の教科書にも３年生の教科書にも出ています。 

     中学校の間は現代語訳、口語訳で読めればいいんだよというわけではなくて、そん

なふうにしていたら、今度高校に入ってからの落差がぐっと大きくなるわけですか

ら、中高の連携も、特に暗記したりしなさいとか、文法を理解しなさいとかという

ところまで教えないにしても、こうやって示してあることで、こういうふうなニュ

アンスの言葉なんだと勉強の中で目くばせすることができることは、中高の連携も

スムーズにいくんではないかと思われますので、評価していいんじゃないかと思い

ます。 

◇委員  今のは具体的に言ったら、２年生の例えば１８０ページあたりの。 

◇会長  ２年の百……。 

◇委員  １８０ページあたり、ここらのことの説明とも関係してくるんですか。 

◇会長   ごめんなさい、もう一回ページをお願いします。 

◇委員  １８０。そこらのところとはまた少し違う。 

◇会長  この実際の本文のところですね。 

◇委員  ええ。 

◇会長  これの。 

◇委員  いや、今の口語とか……。 

◇会長  用語が下にありますけど、これは注ですね。 

◇委員  これは違うんですか。 

◇会長  はい、これは祇園精舎とか、これは用語についての脚注ですから、これじゃなく

て、今申し上げたのは後ろの方の３０９ページです、２年でいうと。 

◇委員  ３０９ページ。これですね、はい。 

◇会長  あと、これのことではないですけど、筆順について書いてあるんです。注意すべき

筆順って書いてあるんです。このあたりも評価していいんじゃないのかなと思って

います。 

     あと、口語の文法の方は、大変よく整理された文法のページが後ろの方に色つきで

出ている。そのあたりも評価していいかなと思いますので、こうした資料のつけ方
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が手厚いということが言えると思います。 

     筆順は東書にもありますけど。東書の方は古文単語ではなくて、現代語のいろんな

言葉の意味、語句の意味を載せていますが。映像とか演出とか音楽というあたりか

ら出た言葉ですね。３年生だと３０３ページですけれども。 

◇委員  東書の方で。 

◇会長  古文単語はなくてっていうことで。この一般語彙についての意味が出ているより

は、やっぱり国語の基礎基本としては、さっきの古文単語として出ている方が、国

語の学力をつけるという意味ではよい方向な気がしますから、学図は他社とはまた

違ったよさがあると思われます。 

     いかがでしょうか。 

 これは調査員の方の意見と違うんですけど、第２の観点の①を特にということで挙

げられていたんですけれども、情報を見きわめる力をつけるための活動があるって

いうのは、それは情報の活用ということの中のほんの一部なんですよね。手に入れ

た情報が真か偽かとか、例えばそういうことなんですが、非常に部分的な取り上げ

方のように思えます、これは。第２の観点の①は。多くの国語の学力の中のいろん

な分野の中のごく一部の情報活用、さらにその情報活用のごく一部だけを取り上げ

て、情報を見きわめる力をつけるための活動が取り上げられているというのは、非

常に断片的といいますか、局所的なんではないかと。 

     それよりも、この教科書を見ていて気がつくのは、国語の学力っていうのはどんな

学力なのかっていうことをよく吟味して、それが学習活動の中で体系的にどうやっ

ていくか、それを見つけさせるかっていうことを非常によく考えられているような

ので。 

     具体的にどこかっていうと、例えば２０ページ、「発見する読み」っていうのがあ

るんですが、導入、展開、終結っていうのは、初め、中、終わり、小学校でいうと

ですね、となっていたものなんですが、これが一番基本的な文章構成なんですけれ

ども、それを左側の例文で示しながら、ただ構成がわかるっていうんじゃなくて、

構成から的確な理解へというそういう流れで文章の構成を筆者の思考の流れから捉

えていこうっていうことになっていて、例えば論理的に読むということ一つとって

も、非常に国語のつけたい力について明確に示してあるんじゃないかなと思うんで

す。そういうのは、プレゼンテーションのところでプレゼンテーションのやり方が

書いてあるコラムとかがあって、そこで何を考えるかっていうことを具体的に示し

てあるように思います。 

     次は「語を見抜く」ですね。これはむしろ第１の観点の①ですね。つけたい力の明

確化の方に、この教科書の非常に力を尽くした工夫したところがあるんじゃないか
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なと思います。 

     これはそうですね、活動の、国語はだけじゃないですけど、言語活動の示してある

一方、目次でいうと色つきのところですね。青や赤や黄や緑の目次のところです

ね。ここはこの教科書の特徴だというふうに思います。 

     ここはだから何かネーミングしてしまうと、この会社の言いたいことが発見できな

いと思うんですが。さっきの「学びの窓」みたいな名前がついていればいいんです

けど。 

     この単元で何をするのかっていうこと、複数きちっと挙げられているっていうこと

ですね。具体的に言うと、「活動を考える、どう見抜くなどの」というふうに例示

しながらいくしかないですかね、特にネーミングされてないもので。活動を考え

る、どう見抜く。これは県の方の資料に何か書いていますかね、ここについて言及

した箇所。 

     こういうことが単元ごとにあるので、単元ごとにつけたい力が明確に示してあると

いうふうに評価をしたいと思いますが。 

     じゃあ、一度整理してみますね。「単元ごとに発見する読みや活動を考えるな

ど」、「など」ですね、ほかにも言えばいっぱいあるので、「など、つけたい力を

具体的に明確に示している」ということで記述させていただいたらどうかと思うん

ですが、よろしいでしょうか。 

     うなずいている方もいらっしゃったので、そのように書くということで。ポイント

を変えて、丸のところを変えて評価させていただきたいと思います。 

     三省堂へ行かせていただいてよろしいでしょうか。 

     三省堂は、第４の①が特に特徴として上げられていました。これもさまざまな思考

方法ということになっておりますが、第３の②も挙がっていましたかね。 

◇委員  第３の②に丸をしています。 

◇会長  第３の②の方が丸でしたか。 

◇委員  三省堂ですか。 

◇会長  はい、三省堂です。 

◇委員  ２の３。 

◇委員  ２の３に丸をしています。 

◇委員  ３の２は、調査員の方が各観点での中に丸をした中にはあります。 

◇会長  ２の３、学びの道しるべ、学びを広げよう。 

◇委員  はい。 

◇会長  わかりました。ここが評価ポイントとなっていますが、ほかにいかがでしょうか。 

◇委員  ありますね、似たようなのが、ほかのところにも。 
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◇会長  この資料編、充実していますよね。読書の広場とか。 

     まずは、第２の観点の③で評価するっていうことについてよろしいですか、これ

は。文言もこれでよろしいでしょうか。学びのしるべが評価しているというところ

ですね。 

◇委員  学びの道しるべの中に学びを広げようというのがあります。 

◇会長  ８ページからのつけたい力について表になっているのは、これは教員が学習指導案

書いたりシラバス書いたりするときにはこんな表にするスタイルもありますけど、

生徒が見て今からやるのは、この力が必要っていうふうな把握するのは、やっぱり

現実的じゃないように思いますね。扉に今日はこれやろうっていうことが書いてあ

る方が、子供たちにはわかるんじゃないかなと思いますから、最初の目標は、工夫

ではあるんですけども、領域別教材一覧とその学力表みたいなものは、生徒向けに

はどうかなと。特に有効なわけではない、あってまずいわけではないですけれど

も、と思います。 

     本の表紙が写真つきで出ている読書の広場なんかは、他者にない。読書への興味を

広げる要素にはなっています。 

     御意見はありませんでしょうか。 

◇委員  まとめが書いてあるんです。 

◇会長  じゃあ、丸１つということになってよろしいですか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  それでは、教出の方に参ります。 

     教出は……。 

◇委員  最後じゃない、第５の２ですかね。 

◇会長  第５の２でした。 

◇委員  第５の２です。 

◇会長  写真からストーリーを考える。これは１カ所なんですか、それともそれは各学年に

全てあるんですか。 

◇委員  写真から物語を創作するという、２年生にしかないです。 

◇会長  ２年生の９８ページに。 

◇委員  ２年生にしかない。 

◇会長  ほかの学年にはないですか。 

◇委員  ない。 

◇会長  じゃあ、これは局所的な目についたところを特徴として挙げているような形になり

ますが、それは教科書３年分の評価にこれをもつてくるというのは弱いような気が

いたしますが。 
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◇委員  ３年生は、図表などの資料から文章を書くという表現になっています。９８、同じ

９８。 

◇会長  なるほど。 

◇委員  だから、書くことについて写真とかを使うとか、図表とか資料を使うとか、１年生

もある。 

◇委員  １年生６８ページに、写真から生まれるさまざまな世界をつくり出そうというのが

あって、その横に写真から言葉の世界をつくるというのはあります。６８ページで

す。 

◇会長  １、２年が写真を使っているっていうことですね。ここの評価ポイントとしてそう

いうふうに書くべきですね。何か１つだけ事例をもつてきて、はいっていうのは、

図表などの資料から文章を書くっていう、これなんか実用的ですけどね。少し創作

っていうのは、国語科の中で実は余りしないんですよね、全国的にも。しないこと

がいいか悪いかは別としてですね。 

     でも、この３年生にあるようなデータから文章を書くっていうようなことは、これ

は能力としては必要な力です。 

◇委員  芸術作品の鑑賞も書くんですね。 

◇会長  これは例として、この「図表などの資料から文章を書く」っていうかぎ括弧つきで

挙げていくことで、さまざまな表現活動をするような工夫があるっていうことがポ

イントなんですかね。日常において、こういうことでストーリーが生まれるなんて

いうことが、ではなくてですね。 

◇委員  それがあまりにも違いますね。 

◇会長  非連続テキストですけどね、国語の中で活用できるようにというのは、ＰＩＳＡ型

学力の一つです。求められている学力でもあって、これは積極的に評価していいん

じゃないでしょうか。特に３年生の、この例に挙げられているこれよりも、３年生

なんかの方がよりわかりやすいと思うんで、これは具体的にかぎ括弧つきでいった

方がいいと思います。 

     こうしましょうか。「など」として、「写真からストーリーを考える」の後に、

「図表などの資料から文章化など」、ほかにも挙げてもいいんですが、長くなるの

で、「など、実践的な表現活動」。活用っていうことが言いたいですよね。 

◇委員  示されたもので活動する。通常はね。 

◇委員  ああ。一般に思考とかという。 

◇会長  基礎的、基本的な知識、技能を活用する言語活動。ほかのところで基礎的なことを

   学んで、こういう形で活用していく言語活動が設定されているという形で、これ 

   を評価するということでいかがでしょうか。 
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◇委員  ５の観点の２にかかわっているんですね。 

◇会長  はい。言語活動のことなんですけど。活用という言葉はやっぱり入れときたいです

ね。 

     ほかにはどうでしょうか。ほかにここが評価できるポイントがあるでしょうか。特

にありませんでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  では、光村の方に参ります。 

     光村は、第１の③番ですか、そうですね。第１の③、これも技術が示してあること

なんで、生徒たちが理解しやすいということですね、これは、恐らくですね。 

◇委員  そうですね。 

◇会長  「理解を助ける工夫がある」というのが来ないといけないということです。理解を

助ける工夫がある。場所としては、ただ、これ③ですかね。②じゃないんですか、

基礎基本。 

◇委員  ②だと思います。 

◇会長  ②ですよね。じゃあ、②の方でということで。 

     ほかにはいかがでしょうか。 

 本の紹介、写真出すのは結構各者あります。 

◇委員  ありますね。 

◇委員  全部あります。 

◇委員  出し方が違いますけど。 

◇会長  ほかのところのつくりは昔ながらの国語の教科書で、地味な感じではありますけ

ど。 

     特にございませんでしょうか。いいでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  では、光村は第１の③を改め②ということで、文末表現を変えました。 

     今、一通り見てまいりましたが、もう一度全体を見通していかがでしょうか。丸の

ところだけ確認しますと、東書は第３の①と第５の①でしたか。 

◇委員  学びの扉の部分でしたかね。 

◇会長  ああ、そうですね。学びの扉。 

◇委員  １の１です。 

◇委員  単元目標のつくり方です。 

◇会長  １の１に丸をしました。 

◇会長  第３の①番も、②番の読み比べたり広げたりという資料編の評価も含めて。 

     学図が第２の①と第３の①、１と２合わせた形になりますが。古語のことも含め
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て。三省堂が学びの道しるべのところで第２の③、教出が第５の②、光村が第１の

②ですね。今のところそうなっておりますが、いかがでしょうか。 

◇委員  内容なんですけど、教材というんですか、これは本っていうと特に学校図書、ここ

だけ３年生に特徴があるのが「黒い雨」が出るんです。目次のところですが。 

◇会長  学図です。 

◇委員  ７２ページ。 

◇会長  ７２ページ、３年生。 

◇委員  ええ、３年生。 

◇会長  ３年生７２ページ。 

◇委員  ７２ですね。こういったものが、例えば広島県にというか、原爆であるとかそうい

ったようなもの、地域に合ったというのでしょうか。こういったものがほかにある

のが、東書の「生ましめんかな」が入っているのですが、そのほかを見てみたので

すが、やっぱりそこらはないなって。 

◇会長  東書は。 

◇委員  東書はですね……。 

◇会長  何ページですか。 

◇委員  何年生。 

◇委員  大体３年生なんです。２１２ページ「生ましめんかな」、栗原貞子さん。 

◇会長  ここを評価したいと。 

◇委員  なくてはならないものかどうかわからんですが、やはりこの地域というか、目指し

ているものというか。 

◇会長  項目でいいますと、どこに当たるというようなことはないですか。 

     １の③関連になりそうですね。 

     東書の方はもともと丸がついているのが第１の観点ということもあるので、そこに

書き加える形になるかと思いますが。 

     学図もなんですけれども、丸の数がそこだけふえてしまって、東書の方ではもとも

と①に丸があって重なってしまうということで、学図の方はただそれでつけるとふ

えてしまいますから。同じことを評価しながら、丸の数が公平でなくなるかもしれ

ません。 

     扱いの重みとしては、「黒い雨」を挿し絵もつけて、写真もつけてという形で、こ

れは選択っていう形で、それは現場の先生がそれを使うかどうかっていう選択の余

地を残しておりますけれども、非常にこの下の注もしっかりとつけてありますね。 

     いかがいたしましょう、皆さん、今の御意見につきましては。学図の方を１つ、第

１の観点でも重ねて丸をつけるか。それか、丸はつけないにせよ、コメントの中に
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そのことはきちんと記述するか。いかがいたしましょうか。 

◇委員  「生ましめんかな」というのは。 

◇委員  詩ですね。 

◇会長  学図の方は、これはただ読み物教材として挙がっているんじゃなくて、それには学

びの窓がさらについていて、その内容の理解だけではなくて、８６ページを見る

と、「黒い雨」の詩と比べながら批評活動までさせようというわけです。非常に丁

寧な扱い、しっかりとした扱いになっているということは、学図に比べて評価でき

ると思うんですが、ここを第１の観点の中に組み込むということにしましょうか。 

     そうしますと、「教材「黒い雨」を丁寧に扱っており、平和について考えさせるも

のとなっていると考える」というようなことでいかがでしょうか。 

     そうしますと、今、学図に丸が３つついているのですが、いやいや、教科書として

はこの者も同じぐらいいいぞっていうことがあれば、こちらの方の評価もまた改め

て言っていただきたいと思いますが。 

◇委員  ３つでしたか。 

◇会長  私、さっき学図については、この教科書のつくりについて評価すべきだと言った、

あれ第１でしたよね。第１だから、結局今のも「黒い雨」のことをそれに書き足す

形になるので、丸の数は同じですね。 

◇委員  同じですね。 

◇委員  学図は丸がどれだったですかね。 

◇会長  学図は第１の①で。 

◇委員  と、３の①。２の①はやめたんでしたかね。 

◇委員  ２の①はやめた。 

◇委員  ですよね。ああわかりました、それだったらわかります。 

◇会長  そうです、そうです。 

◇委員  それなら。 

◇会長  結局丸が２つは同じですね。 

     ほかに。じゃあ今のところ、「黒い雨」のことは、さっきの第１の観点の続きにつ

け足す形で、もう一文書いてもらうということです。 

     ほかにはいかがでしょうか、全体を通して。丸２個のものが２者という形です。よ

ろしいでしょうか。 

◇委員  ほかに光村も教材はすごく魅力的というか、いい作品が取り上げてあるし、構成と

しても、本文があって、間に考えさせたり書かせたりする活動があって、効果的な

学習の仕組みになっているかなと思います。どの観点に関わるかというところはあ

るんですけど。教材はすごく充実しているなというふうに思いますけど。 
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◇会長  それはやっぱり第１っていうことになりますかね。基礎基本になりますかね。 

◇委員  そうですね。 

◇会長  光村も今２年生の目次を開くと、これ定番教材ががっちり押さえてあるので、古い

先生はおなじみの教材ではあるんですけど。１年生もそうですね。新しいものも入

っていますけれども。 

◇委員  そうですね。書く活動というのを途中に入れていて、緑色のところですかね、とこ

ろどころに入っているんですけど、水色か。書く活動っていうのをところどころ入

れていて、効果的に書く書き方とか、情報の集め方とか整理の仕方っていうのが入

っているんですけど、尾道の子が割と書く、学力調査なんかでわかりやすく書くと

か説明する力が弱いところがあるので、ここは丁寧に書く活動を入れているかなと

思いますがいかがでしょう。 

     例えば１年生でいえば、１２８、１２９に調べたことをレポートにまとめるまとめ

方がずっと書いてあったり、同じ１年生で、１８０、１８１に根拠を明確にして魅

力を伝えようというのだったり、こういうところも、最初だったら３６、３７にわ

かりやすく説明しようとマッピングの手法なんかも示していたり、これは評価して

もいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

◇会長  第１の②っていうことになりますかね。光村の第１の②。 

◇委員  第１の観点に書き加えましょうか。それともそれは、それか第５の観点に新たに丸

をつけるか。 

◇会長  もともと第１なんですよね、丸がついているところは。 

◇委員  そうですね。 

◇委員  ええ、もともと１なので。 

◇会長  さっきの古文のことだけで弱いですから、項目としては同じ項目に書き加えてとい

うことになるんですが。それか、言語活動の方で生かすか、第５の観点の方へ書く

か。例えばさまざまな表現技法とか、何年生、１年生でいうと、１年生の２１９ペ

ージからですね。 

◇委員  光村ですか。 

◇会長  はい、光村です。光村の１年生の２１９ページだとか、あと２８８ページ、資料の

工夫などが、表現についての指導が行き届いている、細やかであるっていうことで

書いたらいかがでしょうか。具体例が出ていますからね。さっきの丸の書体の特徴

とか文章の推敲、原稿用紙の使い方とか、全部これ具体例がちゃんと示してあっ

て、指導が行き届いているということ。 

     特に資料の工夫なんていうのは、言葉のことばっかり目を向けがちな国語科の中

で、グラフだとか引用だとかをどんなふうに自分の表現の中に使っていくかという
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ことで、学習指導要領の中にも適切な引用をしてっていうことが書いてありますか

ら、これも非常に今これからの子供たちに必要な力ですから。グラフを使ったり、

参考文献から引用をしてというのは。そういう資料の工夫のこととかもきちんと出

ているので、言語活動のところの第５のどっちですかね。 

     第５の観点のところに、「さまざまな「表現技法」や資料の工夫など」、それは一

例ですから、「など、表現活動の指導が細やかである、行き届いた配慮がある」と

いうことを書かせていただくということで、ここにも丸をするということでよろし

いでしょうか。光村にも丸をつけましたので、丸が２つのところが３者ということ

になります。 

     ほかにはいかがでしょうか。 

◇委員  今のは５の、５が２つあるんですかね。①、②。 

◇会長  ５のどっちですかね。 

◇委員  ②の方ですか。 

◇会長  ５の……。 

◇委員  ②でしょうね。読書ではないと思うんですけど。 

◇会長  表現力ですから、②ですね。 

◇委員  ②ですね。 

◇会長  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、国語の審議は以上とさせていただきます。 

     引き続きまして、書写へ参ります。 

     書写につきましては、確認ですが、東書は第４の①です。書写は、第４の観点の①

が特に特徴的という御報告をいただいたかと思いますが、どうですか。 

◇委員  ４の①です。 

◇会長  それから、学図につきましては第４の①。 

◇委員  はい。 

◇会長  書き順とかですね。三省堂は第２の①。 

◇委員  はい。 

◇会長  教出は第３の①。 

◇委員  第２の③。 

◇会長  第２の３ですか。 

◇委員  第２の③になっています。 

◇会長  自分の興味のあるところで聞いてしまうんで。失礼しました。 

     それから、光村が第５の①。 
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◇委員  はい。 

◇会長  ということになっております。その観点でよろしいかどうかということ、またその

記載されている表現はこれで適切であるかということ。ほかの観点の方がより特徴

的であるとか、ここにも丸がということがあればおっしゃってください。 

     まず、東書からいきましょうか。東書につきましては、教科書の右側に動きのパタ

ーンと形の特徴を示してあるということで、これ第４の観点として挙がっているん

ですが。内容の表記ということですかね。 

◇委員  具体例が示されている。 

◇会長  現行どこを使っている話だったですかね。 

◇委員  東書です。 

◇会長  東書ですか。 

◇委員  はい。 

◇会長  まずは、第４の①、特に特徴とされるところは確かにそういうことになるかと、そ

ういう工夫をされていますので、ここは丸をつけるということでよろしいでしょう

か。表現もこれでよろしいでしょうか。「示していてわかりやすい」とか、さらに

評価語を加えたいと思います。よろしいでしょうか。 

     ほかの観点はいかがでしょうか。特に評価すべきポイントはどうでしょうか。 

     大きくてわかりやすいっていうのがあったんですけど、第１の②のところで。そう

なると、大きくてわかりやすいだと、さっきと同じ評価ポイントの評価の方へ、第

４の方になってしまうので、表記ということですから。 

     基礎基本の技能についてきちんと押さえてあるっていうことでないと、やっぱり第

１の②になりませんので、大きくてわかりやすいということは、むしろさっきの第

４の①。 

 問題がありませんでしたら。じゃあ、とりあえずはここを第４の①のところを少し

字句修正した上で丸ということで、このまま次に行かせていただいて、また後で返

ってきますので、学図の方へ参ります。 

     学図は第４の観点の①、書き順を数字で示し、筆脈を赤の矢印で示していてわかり

やすいことを評価すべきかと思いますが。これも確かにそうなっておりまして、こ

れもこのまま生かした形で丸をつけるということでよろしいでしょうか。結局はこ

のわかりやすさ勝負ということですけれども。 

     さて、ほかに評価すべきポイントがありますでしょうか。 

     この最後の第５の観点の一番最後の文言の、最も少ないというのはどういうことだ

ったですかね。少ないのがマイナス評価で書いてあるのか、精選されていていいと

いうことで書いてあったのか。ここは選ばないんですけれども、この点誤記という
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ことでよろしいですかね。例えばここを選びたいわけではありませんから。議論を

尽くしませんけども、最も少ないということと。 

     さて、ほかにはいかがでしょうか。特にお声が上がらなければ、次に参りますが。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  それでは、次に参ります。 

     三省堂は第２の①、「生活の場面に応じた書体の使い分けが具体的に示されてお

り、実生活に即している」です。これは文章そのままでいいかと思いますが。生活

の場面に応じた書体の使い分けということを御確認ください。そうなっているかど

うか。それがわかりやすいページ等で御確認いただきたいと思います。６２ペー

ジ、１年生６２ページ。どっちでしたかね。あとは７８、８４ですね。６２、７８

です。書体の方は６２ですね。 

◇委員  一緒の書式です。 

◇会長  書式ですね、後の方は。これは書体のことだけだと、この６２ページ、６２、６３

にあるだけですかね。さらにその次のページもそうですね。あと、そこに引き続い

て、生活に生かそうと単元が続くわけですから、そうすると「書体の使い分けが」

という文言だけでは言い尽くしてないように思われますね。 

     次の単元もセットで考えた方がいいように思いますので、これは「書体を使い分け

よう」と「生活に生かそう」は単元名をそのまま利用しながら、「など、生活の場

面に応じた学習内容の活用が示されており」、「示されている」かな。ということ

で、表現変えさせてもらいたいと思います。これは７、８と単元がつながっている

ことにまた意味があるんだと思いますので。その上でここで１つ丸。よろしいでし

ょうか。 

     三省堂、ほかに評価ポイントがございますでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  ありませんようでしたら、教出の方に参ります。 

     教出は、第２の③だったですね、第２の③。教出。毛筆で学習したことを硬筆で別

の文字に生かす課題が収録されている、家庭学習でも学んだことを活用できるよう

に考察しているということですが、具体的な場所を御確認ください。その上で、御

確認いただいた上で、ここはこれでいかがでしょうか。 

     １６ページ、４７ページ。確かにそうなっていますね。ここは文言もこれでよろし

いでしょうか。そういたします。このままで使う。 

     教出について、ほかに評価するべきポイントがございますでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  特に出てきませんので、次に参ります。 
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     光村は第５の観点の①。ここは文言を変えた方がいいかと思うんですが、学習や日

常生活と関連づけがなされたのが幾つ、幾つ、幾つと出ているんですけども、これ

は「目的に応じて効果的に書こうなど、学習と日常生活を」、「学習や日常生活」

です、「学習と日常生活との関連づけが工夫されている」というふうに直すという

ことで。「目的に応じて効果的に書こう」、これかぎ括弧です、単元名なので、

「など、学習と日常生活との関連づけが工夫されている」ただ、日常生活との関連

っていうことだけだったら、これは項目が違う。 

     さっき同じような内容で、日常生活でというのがありました。三省堂のときには第

２の観点で出ていたんですよね。第２の①で出ていたんですが、光村の場合は、同

じように学習と日常生活との関連っていうのが言語活動の充実の方へ出ています。

いかがでしょうか。第２の方にはないもので、別の項目に書いているんですね。 

◇委員  生活の場面に応じた学習をすることは、日常生活につながっていく。 

◇会長  同じことを使い回して言っているところはないですか。日常生活における言語活動

ですからね。三省堂の方は書体の使い分けというようなことでしたけれども、こち

らの方は内容はほとんど同じか。 

◇委員  そうですね、どの書体をどの場面で使うかですから。 

◇会長  でも、第５の観点の方がふさわしいということになりますかね、そうすると。 

     じゃあ、これは光村の方は第５の観点を表現を変えましたけどということで使わせ

てもらって、三省堂の方もほぼ同じ内容なのに第２の観点はおかしいということに

なると、三省堂の方も第５の観点ではないかと。第５の観点にもつてきた上で丸。

三省堂の第２の観点は、次の②を特徴として挙げていくというのでいかがでしょう

か。③は使いにくいですね。また同じこと言っていますからね。 

◇委員  そうですね。 

◇会長  ということにさせてください。よろしいでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  結果を見ますと、東書から光村まで５者とも丸が１つなんですが、皆さんいかがで

しょう。 

◇委員  今、行書、芸術祭で行書の手本がこれから選ばれるようになると思うんです。この

中にあるやつから。今調べていたんですけど、東書は「大洋」と「和音」、１年生

がですね。２年生が「詩集」、２文字であれば「詩集」だけですね。３年生が…。 

◇委員  ２年生が「流れる雲」「豊かな自然」。 

◇委員  今、東書ですよね。 

◇委員  東書ですね。 

◇委員  行書でいうたら……。 
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◇委員  １年が「大洋」と「和音」ですね。 

◇委員  「大洋」ですよね。 

◇委員  ２年が「詩集」と……。 

◇委員  「大洋」と、「和音」というのも１年生ですよね。 

◇委員  はい。 

◇委員  「探究」「永遠」というのもありますね。 

◇委員  ２年生が国際……。 

◇委員  「詩集」。 

◇委員  「国際社会」。 

◇委員  これ４文字になります。 

◇委員  あれ２文字でしたっけ。 

◇委員  ２文字、大体２文字で書いている。 

◇委員  ２文字でしたっけ。 

◇委員  うん。それは、方向を変えるというんだったら別ですが。 

◇委員  じゃあそれぐらいですね。 

◇委員  これは、行書になるわけ、芸術祭は。 

◇委員  行書の中で……。 

◇委員  ２文字のが、３年も。 

◇委員  全部１、２、３とも２文字、今のところ。ここから選びましょうっていうことでや

るようになります。 

◇会長  これは芸術祭との関連で……。 

◇委員  といったときに、全部比べてはないんですが。 

◇委員  もしだから教科書が決まったら、そこの中から。 

◇委員  そうです、そこからここの部会員が集まって、どれにしようかな、大学、いろんな

先生と相談しながら。決まったら、一応それの手本みたいなのをまた書いていただ

いたり、もちろんこれも見ながら。で、授業の時間等にやったりする。今、大体も

う今年度のどの字を書くかというのは、今決めているところなんですけど。 

◇会長  それはこういうことで理解したらいいです。 

◇委員  それは恐らくこの中から選ばれたやつから選んでいくような形になる、今までだっ

たらそうなってはおるんです。 

◇会長  そのことはこう理解していいんですかね。芸術祭でその課題になるような文字が、

東書が選材といいますか、材料の選び方としてふさわしいということなのか。 

◇委員  いや、まだそれが調べ切れてないんです。 

◇委員  数があるかどうかというのを見たいわけだろう。 
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◇委員  そう、数とか字体であるとかですね。 

◇会長  ただ、現在は東書の教科書から選んでいるわけだから。 

◇委員  今、東書から選んでいます。 

◇会長  選んでいるわけですから。 

◇委員  「友情」。 

◇会長  そういうふうに選ぶべき素材がきちっと豊富にそろっているかどうかですよね。 

◇委員  という観点が気にはなるところです。 

◇会長  見てみてください。 

◇委員  はい。１つしかないとか、学年に。 

◇委員  １年生だけとりあえず先に見てみましょう。 

◇委員  あるんですか。 

◇委員  １年生だけね。 

◇委員  ４ずつぐらいありますね。 

◇委員  ここにサンプルがあります。 

◇委員  ３年生は。 

◇委員  調べないとわかりません。 

◇委員  調べないとわからない。 

◇委員  楷書もそれが載っている、楷書も入るんじゃないですか。最初１年生だけ楷書を書

くようになっています。 

◇委員  毛筆教材。 

◇委員  だから、行書を書こうだから。 

◇委員  行書だけ調べて。 

◇会長  各者ごらんになって、行書の課題となるような文字がきちんと数がそろっているか

っていうのを各者ごらんいただいて、ここなら大丈夫だろうというところがあれ

ば、それも評価ポイントの一つ。 

◇委員  毛筆教材とは違う。 

◇委員  楷書もあるので、１年生の最初は楷書、途中から、ここは楷書なんです。それから

途中から行書に変わって、１年生から。そこからがもう行書になる。 

◇委員  東書は最後に全部行書です。 

◇委員  それはどこ。 

◇委員  東書です。 

◇委員  東書。ああそうか、そこらにもあるのか。 

◇委員  それは春夏秋冬です、春、夏、秋、冬にそれぞれ。 

◇委員  あれは字が小さいから、入れるかどうか。 
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◇委員  今のは、小さいのからも選んでいます 

◇委員  いや。 

◇委員  大きいやつだけで選ぼうと思ったときに、無理があるので。 

◇委員  小さいのを入れたら、教出は１２０ページにちっちゃいのがあるんだけど、「自

然」と「銀河」があります。 

◇委員  芸術祭の課題の数が多いです。それだけです。芸術祭のやり方を変えたら、変わっ

ていくと思うんですけど。 

◇委員  ねえ、それはないかな。 

◇委員  特にそこら入れるかどうかですね。 

◇委員  そうなんですね。 

◇委員  光村は「銀河」が最後にあります。 

◇委員  それはどこでした。 

◇委員  それはどこ、光村。 

◇委員  光村、最後に「銀河」があります。２文字の行書。 

◇会長  いかがでしょうかね。 

◇委員  光村は最後に行書で出ています。 

◇委員  あとはないです。 

◇委員  この選び方は、もしかしたら変えても、変えたら関係ないわけだろう。 

◇委員  選び方、それはそうです。 

◇委員  芸術祭のときの選び方を変えたら、別にこのものにない、ある、ないは関係が、何

個ある、何個あるというのは関係ないですよね。そういう意味なんです。今のとこ

ろ東京書籍を使って……。 

◇委員  でも、教科書が決まったら、そこから選ぶような形に考えているので。 

◇委員  今のところ。 

◇会長  候補になる文字が使いやすいかどうかっていうことはあるかもしれない。 

◇委員  そうですね。 

◇会長  ２文字の行書の作品が出てれば、こういうバランスになるということが、子供たち

の参考にもなる。 

◇委員  ２文字が入っとかないかんわけ、今のところは。２文字じゃないといけんわけ。 

◇委員  今のところは２文字です。 

◇会長  そこは動かないでしょう。今の観点で見ると、どこか特徴がありました。特に差異

が見つけられなかったということだったら、そこは特に。 

◇委員  三省堂は少ないかなと思って。でも、後ろの方に。 

◇委員  ３年生は少ない。 
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◇委員  「感謝」がある。 

◇委員  そのあたりが少ない。 

◇委員  文字数がふえてもいいのか。 

◇委員  文字数がふえると…。 

◇委員  芸術祭のやり方次第で変わるということですね。 

◇委員  適当な題材がなければ。 

◇委員  例えば「無限の目標」だったら、「無限」というのを取って「目標」と２文字で書

いてもいいのかということになってもいいのか。２文字って決まっているのです

か。 

◇委員  多分２文字でずっときていますね。 

◇委員  ずっと２文字。 

◇委員  全部。 

◇委員  多分。 

◇会長  課題の文字自体が変わることはあっても、その形というか、それは変わらないでし

ょうね。 

◇委員  だと思います。あした書写の実技講習会があるんですが。 

◇会長  そうなったときに使いにくい教科書は外して、候補となるものを上げといてもいい

んですけれども。でも三省堂がやや少ないかなという意見もあったんですが、まず

はその観点で差異がないようだったら、検討すべき項目ではありますけど、丸には

影響しないということかもしれないですね。 

◇委員  はい。 

◇会長  全者に丸１個あるんですが、いかがでしょうか。あとはどの特徴を優先的にするか

っていうことで、最終的にも判断いただくことになろうかと思いますけれども。 

 ただ、芸術祭については、今使っているものは特に問題はないということですか。

候補となる文字が少ないなっていうような御意見はないですか。 

◇委員  今、「理想」、去年何でした。 

◇会長  その実際の文字はともかく、選ぶのにもう少し豊富にあればなっていうような意見

があるとかということはないですか。 

◇委員  審査される先生から言われたのは、この中から選んでないじゃないかと言われたこ

とがあるんです。いや、選んでいるんですよ、この小さい字の候補から選んでいま

すっていうことで返答はしておるんですが。 

◇会長  でも、小さいのを使わざるを得ないぐらい少ないっていうことです。 

◇委員  そういうふうなことかもしれません。 

◇会長  そしたらそれ、大判のお手本が豊富に示してあるようなっていうところの者があれ
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ば、それが評価ポイントになるかもしれません。ただ、それは余り変わらない、厚

みもほとんど同じですから。ただ、ここでの差異は見つけにくいようですね。 

◇委員  はい。どんな字がいいか私もよくわからないですから。 

◇委員  見つける方がいいかということになりますよね。 

◇委員  それも難しいですね。 

◇会長  ということで、じゃあ書写は各者拮抗した特徴がありますが、評価ポイントが違い

ますので、何を優先して見るかということで、評価の丸の数では各者同じという形

で結論とさせていただきたいと思います。皆さんよろしいでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  では、国語と書写につきましての審議を以上とさせていただきます。 

                    

◇会長  では引き続きまして、審議結果報告書の検討に移ります。 

     事務局の方から資料の説明をお願いいたします。 

     まずは、事務局の資料説明をお願いします。 

◇事務局 それでは、失礼いたします。 

     このお配りいたしております資料、「選定委員会審議結果報告書（案）」というも

のをごらんください。 

     こちらの審議結果報告書は、選定委員会の報告書として教育委員会会議に提出され

るものとなっております。表紙を１ページめくっていただきますと、骨子案をつけ

ているんですけれども、この骨子の案に沿って、本日はこの資料の方を準備をして

おります。国語と書写につきましては、本日の審議内容を取り入れまして、また作

成してまいります。 

     この審議結果報告書の各種目の部分、ページでいいますと７ページから72ページに

なるんですけれども、この部分につきましては、第２回の選定委員会から第４回の

選定委員会で皆様に審議をしていただいたものとなっております。 

 第１回の選定委員会で申し上げましたように、採択基本方針に基づいてこの審議結

果報告書、教育委員会議の議事録は、採択後速やかに公表に努めることになってお

ります。さらに、その他開かれた採択を推進するという観点から、有用と思われる

情報についても、ホームページにて公表をしていくこととなります。何か御質問が

ありましたらよろしくお願いします。 

◇会長  質問はないと思うので、次に参ります。 

     では、早速審議結果報告書の具体的な検討に入ります。 

 報告書の記載内容について確認をしてまいります。その際、いま一度調査員の作成

した調査研究報告書、県の選定資料、趣意書、そしてアンケート結果の資料も活用



－23－ 

していただき、報告書の内容、評価について検討していただきたいと思います。 

     報告書につきましては、尾道教育みらいプランの趣旨との関連についても考慮いた

だき、本市の子供たちにふさわしい教科書を選定していただきますようお願い申し

上げます。 

 報告書の記載内容、丸、中点、黒丸の数や位置について御意見をいただきますよう

お願いいたします。誤字、脱字等につきましても、お気づきの点がございました

ら、あわせて御意見をいただきたいと存じます。 

     それではまず、社会の地理についてお願いします。特に、アンケートの結果を回覧

しておりますけれども、ごらんいただいて、報告の参考にしていただきたいと思い

ます。 

     お手元の資料では、具体的に９ページから１１ページをごらんください。 

     では、読み上げる形で確認をしながら説明しますので、御意見は後ほどお願いいた

します。 

 東書につきましては、ア、基礎基本の定着のところの③番、国際社会で主体的に生

きていくための基礎となる知識、技能を身につけさせるの項目を特に特徴があるも

の、すぐれていると認めて、次のように記述しています。「小単元の終わりに○○

州学習を振りかえろう、中単元の終わりに、この章の学習を確認しようを設けてい

る。また、見開きページには、地理スキルアップ、試してみよう、確認、えんぴつ

マークのコーナーを設けており、知識、技能の定着を身につけさせる工夫をしてい

る」もう、読みながらもう既に訂正しなきゃいけない。定着を身につけさせるとい

うのが同語反復になっているので、「定着を図る工夫をしている」と改めたいと思

います、早速ですが。 

     続けて、イです。主体的に学習に取り組む工夫の③、学んだことを生活に生かした

り、生活の中で学んだりする工夫として、ここをすぐれた特徴として、「小単元の

終わりのページに学習のまとめと表現の課題を掲載しており、発展的な課題や家庭

学習につなげるよう工夫している」としております。 

 この２つを特にすぐれている点として上げております。いかがでしょうか。 

     その他、中点については読みませんので、もし訂正等ありましたらご発言をお願い

いたします。 

     では、教出の方に参ります。一通り確認しました後、改めて御意見をいただきたい

と思います。こちらの方で一緒にいただいても結構です。 

     教出につきましては、特に丸をつけている項目はございません。中点の項目は、各

自お目通しください。 

     帝国に参ります。帝国は、ア、基礎基本の定着の③、国際社会で主体的に生きてい
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くための基盤となる知識、技能を身につけさせる工夫をすぐれている点として上げ

ております。そのすぐれている点は、「小単元の終わりに学習を振り返ろう、見開

きページに探してみよう、資料活用のコーナーを設け、知識、技能の定着を図る工

夫をしている」という説明です。丸がつきましたのはこの１点、他は中点ですの

で、各自ごらんください。 

     日文へ参ります。日文は、（ア）基礎基本の定着③、国際社会で主体的に生きてい

くための基盤となる知識や技能を身につけさせる工夫。「小単元の終わりに○○州

を振り返る、中単元の終わりに世界の諸地域を振り返ろうを設けている。また、見

開きページには言語活動、読み取ろう、考えよう、まとめよう、伝えよう、スキル

アップのコーナーを設けており、知識を構造的に捉えて整理する等の工夫をしてい

る」、ここをすぐれた点として丸をつけました。 

     もう一つ、イ、主体的に学習に取り組む工夫、学んだことを生活に生かしたり、生

活の中で学んだりする工夫として、「各章の初めのページに学習の活用、小単元の

終わりのページに学習のまとめを掲載している。振り返りの場を設定することで、

学んだことを活用することにつなげるよう工夫している」、ここをすぐれた点とし

て上げております。この２つがすぐれた点。 

     ほかは中点ですが、私の目が疲れてきたのか、イだけすごく大きい字に見えるんで

すけど。ここと、それから帝国や教出のオとかですね。フォントの大きさとかは事

務局の方でそろえてください。 

◇事務局 １行におさめた関係で逆に、フォントは一緒なんですけど。 

◇会長  そう見えるだけなんです。 

◇事務局 １行におさめた関係で大きさが変わりましたけど、おさめない方がいいですか。 

◇委員  記号だけ。 

◇事務局 わかりました。 

◇委員  丸のところじゃないんですけれども、１カ所、帝国のウの中点のその文章の結び

が、「統計データの一覧を記載していない」っていうことになると、あとほかのと

比べると、あれ、これ黒丸かなという、とられかねないので、もしそういうニュア

ンスでないんならば、「巻末資料としては索引のみである」ぐらいにしといた方が

いいかなという気がするんですけど。 

◇会長  それか、もうこの１行丸ごと削除ですかね。 

◇委員  ですね。ページ数が多いというだけならば、それはそれ事実ですから。 

◇会長  特に帝国のこの部分をマイナスポイントとして上げるのでなければ、そこは記載し

な方がいいという御意見です。じゃあ、ここはこの１文、「巻末資料として」以下

の丸までを削除ということでお願いいたします。 
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◇委員  丸ではないんですが、教出のイの中黒、ここの「振り返るマークをつけて課題を掲

載している」ということと、エの中黒の見開きの部分、「右下に振りかえるという

項目があり、考察すべき視点としてステップという２問を提示している」、これは

問題を提示しているというのは、オの中に同じように記述があって、これもうお互

いにどう違うのかわからないと、単に問題を掲示しているだけという表現になって

いって、何でそれぞれ観点が違うというのがよくわからないところがありますね。 

◇会長  そしたら、これは一つのことを複数の観点で何度も繰り返して言及しているという

のが実態だと思われます。 

◇委員  はい。工夫のところも単に提示しているという言葉があるし、そこ何か工夫という

ふうに捉えたのは、単に提示しているだけではなくて、何かあるのかなという気が

して。 

◇会長  ただ、事務局の方でこの文を調整、すり合わせしていただくときに、丸以外の中点

については、特にプラス評価の表現ではなくてというふうに多分、そういうふうに

表現をされているようです。中点のところについては、特にだからここがすぐれて

いるという表現でなくてもということでお考えになってください。 

     ここも丸にすべきポイントではないかというのがさらに評価できるところがあれ

ば、それもあわせてお願いします。 

◇委員  帝国のアの「小単元の終わりに学習を振り返ろう、見開きページに探してみよう、

資料活用のコーナーを設けて」とあるんですけど、見開きページ、探してみよう、

資料活用っていうのは、この最後のところなんですかね。学習を振り返ろうの後ろ

にあるところが、見開きページの資料活用の意味ですか。 

◇会長  ページでいうと何ページですか。 

◇委員  見開きページには…。 

◇会長  探してみよう、資料活用がどこにあるでしょう。教科書末尾。 

◇委員  というのが、学習を振り返ろうのところは、基礎知識、技能の定着というよりも、

オの観点の多面的、多角的に考察させる工夫に当たるんじゃないかなと思ったんで

す。学習したことを一つにまとめて、いろんな角度から確認できるようにしてある

工夫じゃないかなと思うので、学習を振り返ろうのところはオの方に入れる方が適

しているのかなと思って。探してみようと資料活用のところは、恐らく知識、技能

の定着というところにつながるんじゃないかなと思ったんですが。探してみようと

資料活用というのは、ここのことでいいのかな、学習を振り返ろうの後ろのある資

料として出ているところになっていますかね。 

◇会長  今の学習を振り返ろうが、オの多面的の方ではないかと。 

◇委員  じゃないかなと思うんですが。 
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◇会長  ２６４ページの今手近に開いたところでは、北海道地方の学習を振り返ろうなんで

すけど、これは多面的、多角的な考察なのか、それとも基礎基本の定着なのかどう

か。１番は確認しようなので、１番から３番、３つついていますよね。１番は確か

に基礎基本の定着なんだろうと思うのですが、２番、３番となったときに、だんだ

んと、２番も穴埋めですから、基本的には確認なんでしょうが、３番のところは探

究しようとあるので。細かく言うと、学習を振り返ろうの「確認しよう」「説明し

よう」は基礎基本のところで、言語活動というオの方は、学習を振り返ろう「探究

しよう」っていうふうに分けた方がいい。 

◇委員  分けましょうか。 

◇会長  それをオの方につけ加える。今のはそうした上で、丸、評価をすべきという御意見

でしょうか。ただそこの方でもっていうことですかね、記述を。 

     ここ、オの表現を変えないとだめですね。オの方は「確認しよう、説明しようとい

う問いを設けている」って書いてあるけど、これは基礎基本の方だということだっ

たら、これ取らないといけないですね。 

◇委員  こちらは基礎基本かなと思うので。 

◇会長  むしろ探究しようっていうことで、発展的な学習活動を考えているっていうことで

すね。発展的な学習活動を用意しているということで、探究しようという言葉はや

っぱり大事なので、そんなふうに表現を変えさせてもらいます。で、今のは丸とい

うことですか。 

◇委員  評価できるかなと思って。自分の考えをちゃんと持てるような、学習したことをも

とに自分で考えることができるようなことになっているかなと思うんです。地理と

いうのは、ともすれば知識の注入で終わってしまうのかな、そうじゃないというこ

とを示しているのは評価できるかなと思います。 

◇会長  地理の教科書で歴史的なっていう視点のところが１つ、多面的な視点でということ

でしょうし、興味や疑問を基点に調査してみよう、調べてみようということで、た

だ覚える地理ではない、考える地理でということで評価できないかという御意見で

す。いかがでしょう、皆さん。 

     うなずいていらっしゃるようですので、これは、じゃあここも丸をつけますという

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、事務局の方、帝国はオも丸になりました。 

     ほかにいかがでしょう。 

◇委員  今のところ、オで丸をつけるんなら、結びのところを工夫して、例えば「学習を振

りかえろう、探究しようという問いを設けて××させている」、あるいは「××を
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工夫している」とかというふうにしといた方が、評価されるべきであるっていうの

がよくわかると思います。 

◇委員  多面的にとか、考えさせる工夫があるとかいうことですかね。 

◇会長  多面的、多角的に思考させる工夫がなされているということで、①の表題と同じよ

うになってしまいますが。文末はその評価できる文章表現に変えさせてください。 

     よろしいでしょうか。ほかにはどうでしょう。 

 今３者、丸２つになりました。よろしいでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  では、次参ります。社会の歴史分野です。 

     東書から確認しますが、東書、イ、主体的に学習に取り組む工夫①、課題意識を喚

起するための工夫、②、課題解決的な学習のための工夫、この両方にまたがってと

いうことになっているんですが、「大項目に入る前に前単元の」、大項目の前単元

で、項目と単元でそろってないんですが。「新しい単元に入る前に」でしょうね、

これは、「新しい単元に入る前に、前単元の年表が掲載されており、本単元との学

習とのつながりを視覚的に示し、歴史の流れがつかみやすくなっている。調べる手

順や方法、発信について具体的に説明しており、これから課題解決的な学習につな

げている」。「新しい」をのけて、「単元に入る前に」いいですね、単純に。「新

しい」を取って、「単元に入る前に」。ここは１個丸がついております。ほかはご

らんください。 

     じゃあ、教出行きます。教出は、これも②、発展的な学習に関する内容の記述の状

況。大項目、単元ごとにでしょうね、これは。「単元ごとに、○○から歴史を探ろ

うというコーナーを設け、本文の学習と関連したテーマを読み物として、発展的な

学習の事例を２０挙げる等、十分な内容、分量である」に丸がついています。 

     清水につきましては、丸はございません。 

     帝国はア③、基礎基本の定着の③、国際社会で主体的に生きていくための基礎とな

る知識や技能を身につけさせる工夫として、「時代区分別のコラム等の数は、古代

までが７、中世が４、近世が７、近代が２３、現代が１１で、近現代を最も多く扱

っている」となっております。ほかは中点です。 

     日文、ア、基礎基本の定着の①、単元目標の示し方として、「タイトルの横にどの

ように、なぜ等の問いかけの形式で追及する課題を提示している。また、スケール

をつけて、学習している時代が全体のどの位置なのかがわかるよう工夫している」

というところです。ほかは中点。 

     自由社につきましては、全て中点です。 

     育鵬社は、ア、基礎基本の定着の②、我が国の国土と歴史に関する理解と愛情を育
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てるための工夫。「索引に示されている人名の数は４３６人で最も多く、そのうち

現代で扱われている人物の数は５７人である。また、国宝、世界遺産の資料にマー

クをつけることにより、文化遺産を示している。神話、伝承等に関する事例数は３

である」、数字ばかり示していますが、ここに丸がついています。ほかは中点。 

     学び舎は全て中点です。 

     丸のつけ方もしくはその表現につきまして、説明表現につきまして御意見をお願い

いたします。 

◇委員  東書の先ほどの大項目の表現ですけども、確かに年表がついてあるのは章の頭であ

って、節の頭ではないんですよね。節が多分単元なので、そのさらに大きいくくり

という意味で、多分大項目というふうに言われていると思うんですけども。 

◇会長  その大項目は、例えばどういうものですか。 

◇委員  章の形です。章が幾つかの節から成り立っていて、節が多分単元に当たるという意

味だと思うんですけど。 

◇会長  では、ここを章にしましょうか。「新しい章に入る前に、前章の年表がある」。

「本単元の学習とのつながり」はこのままでいいと思うんですけど、そこ表現を変

えさせていただきます。 

     ほかにいかがでしょうか。 

◇委員  気になっているのが、教出の大項目というのは何を指しているのかわからなくて、

今。「○○から歴史を探ろう」というのが見つからなくて往生しているんですけ

ど、もしかしたら章の頭みたいな。 

◇会長  これも章にしときましょうかね。 

◇委員  どうなのかなと思って。 

◇会長  章の方が教科書のつくりに即していると。単元というと、大単元なのか、それとも

小単元なのか。章にさせてください、ここもあわせて。 

◇委員  学び舎ですね、学び舎のアの中黒の３行目に、「部ごとに」という部というのが、

教科書だと。ああ、ここにあった。ああ、わかりました。部というのがありまし

た。章のもう一つ上が部。 

◇会長  でもそれ、独自のもんですよね。教科書で部と呼ばれているので、かぎ括弧で

「部」。 

◇委員  余り一般、ほかの社とは比べると、余り一般的ではないのかな。 

◇会長  章の上で考えようと思うと、第１部、第２部っていう部扱いになりますから。部は

かぎでくくるということで。 

     ほかにいかがでしょうか。 

     今は、歴史につきましては、丸が１つつく発行者が４つとなっております。若干他
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教科に比べると丸のつけ方は厳しいですけれども。書道なんかもそうです。それだ

け差異が見出しにくいということではあるんですが。 

◇委員  丸がついているのは５者だと思います。 

◇会長  ５者ですか。東書、教出、帝国、日文、育鵬社。そうですね。中黒がついたのが３

つですね。 

     特に丸のつけ方等につきましてでも御意見ございましたらお願いいたします。 

     特に御意見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、歴史は以上とさせていただきます。 

     続きまして、公民の分野、社会の公民の分野です。２０ページからごらんくださ

い。 

     確認いたします。東書がア、基礎基本の定着の②、公民としての基礎的教養を培う

ための工夫として、「対立と合意、公立と公正の扱いについて、身近な学校での問

題や地域の問題を取り上げ、対立から合意に至る話し合いの手順を試してみようで

確認をさせる等、現代社会を捉える」、「を」が抜けていますかね、「を捉える見

方や考え方の理解につなげる工夫をしている」と。ここに丸が１個ついています。 

     そして、オ、言語活動の充実の②、目的に応じて適切に表現する力を育てるための

工夫として、「トライを設け、自分の考えをまとめた後、グループで話し合う活動

を記載することで、思考力、判断力、表現力の育成を図る」、これは記載すること

でというよりも、設けることでの方がよろしいかと思われます。設けることで。表

現を変えさせてください。 

     確認続けます。教出は、ア、基礎基本の定着の①、公民としての基礎的教養を培う

ための工夫として、「対立と合意、公立と公正の扱いについて、身近な学校での問

題や地域の問題を取り上げ、対立から合意に至る話し合いの手順をフローチャート

で示すことで、現代社会を捉える見方や考え方を理解しやすくしている」、ここが

１つ評価ということで、ほかは中点。 

◇委員  そこも「現代社会を」も抜けていると思います。 

◇会長  じゃあそこも「現代社会を」のところを入れてください。 

     清水につきましては、イ、主体的に学習に取り組む工夫の③、学んだことを生活に

生かしたり、生活の中に学んだりする工夫として、「マスコミの報道訂正の例を調

べたり、各政党のマニフェストを調べたりするなどの作業的、体験的な学習の事例

を掲載し、学んだことを生活に生かしたり、生活の中で学んだりする工夫をしてい

る」、ここが評価されております。ほかは中点。 

     帝国は、ア、基礎基本の定着の③、国際社会で主体的に生きていくための基礎とな
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る知識、技能を身につけさせる工夫として、「国旗・国歌について、本文中に「国

旗と国歌」というタイトルで示している。領土に関する問題については、「領土を

めぐる問題」という単元で見開き２ページで扱い、本文に係る資料、コラムにも解

説や写真とともに記載することで、知識、理解を身につける工夫をしている」、こ

こに丸がついております。以下、中点です。 

     日文。日文は、イ、主体的に学習に取り組む工夫の②、課題解決的な学習のための

工夫、そしてあわせて③の学んだことを生活に生かしたり、生活の中で学んだりす

る工夫、両方にかかわることとして、「持続可能な社会にするために、これからの

社会はどうしたらよいかというレポート作成において、持続可能な社会を実現する

ための探究の方法を９ページにわたって掲載している。また、携帯電話のルールづ

くりや株価の動き調べ等、多くの作業的、体験的な学習の事例を掲載し、思考力、

判断力、表現力の育成を図る工夫がある」。 

     もう一つ、ウ、内容の構成、配列、分量の②、発展的な学習に関する内容の記述の

状況とあって、として、「チャレンジ公民、アクティビティ、あすに向かってのコ

ーナーで３０点ほど設けられている。グラフ作成などの活動、話し合い活動が記載

されており」、これも「設けられており」ですね、「設けており」か、「活動を設

けており、発展的な学習につなげている」、この２点に丸。 

     自由社は、ア、基礎基本の定着の③、国際社会で主体的に生きていくための基盤と

なる知識、技能を身につけさせる工夫として、「国旗・国歌について、本文中に

「国旗と国歌」というタイトルで示している。領土に関する問題も、本文中に「我

が国の領域に関する課題」というタイトルで示し、本文に係る資料、コラムにも解

説、写真及びグラフとともに記載する等、知識、技能を身につける工夫をしてい

る」。 

     育鵬社は、ア、基礎基本の定着の③、国際社会で主体的に生きていくための基盤と

なる知識、技能を身につけさせる工夫として、「国旗・国歌について、本文中に

「国旗・国歌」というタイトルで示している。領土に関する問題も、本文中に「日

本の領土をめぐる問題」というタイトルで示し、本文に係る資料をコラムに解説、

写真を活用したり、側注や資料を用いたりして記載することで、知識、理解を身に

つけさせる工夫をしている」。 

     もう一つ、イ、主体的に学習に取り組む工夫の②、課題解決的な学習の工夫とし

て、「持続可能な社会を築いていくための国づくり構想というレポート作成におい

て、持続可能な社会を実現するための探究の方法を掲載し、課題解決的な学習の充

実を図る工夫をしている」というものです。この２点に丸をつけています。 

     以上のようなことを評価してきましたけれども、いかがでしょうか。 
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◇委員  帝国と今の育鵬社の中の⑤のところなんですが、「身につける」という「つける」

が漢字でこれは表記してあるんで、もともとの観点のところは、つける、つくは平

仮名で。ここだけは漢字になっている。 

◇会長  ではこれ、ほかにもあるかもしれませんが、全文見直していただいて統一していた

だくようにお願いします。観点にそろえていただくということです。 

◇事務局 はい。 

◇会長  表現につきましてもそうですけれども、アンケート等も参考にしていただいて、丸

をつける評価のポイントにつきましても確認していただきたいと思います。 

◇委員  丸にしてもいいかなと思っているのが、イの主体的に学習に取り組む工夫の学んだ

ことを生活に生かしたりする……。 

◇会長  ごめんなさい、どこの教科書ですか。 

◇委員  いろんなところで出ているんですけど、例えば清水はそこが丸になっているんで

す。帝国も見ていると、目次のところを見てもらったらわかるんですが、トライア

ルっていうので、単元の後ろに必ず主体的に学習に取り組めるような工夫をしてい

る。ここに書いてあるんですけど、これも特徴かなと思って見ていたんですが。 

◇会長  ロールプレイングや裁判のそのトライアルというのも一つですか。 

◇委員  それも一つですね。あと新聞、マンションの騒音とか、青果店を営むとか、とにか

く学んだことをそのままじゃなくて、考えてみようとかということで。 

◇会長  清水で評価されたように、また違う内容ですけれども、同じように工夫があるとい

うことです。 

◇委員  ここは１つだけ、ロールプレイング、裁判というのだけしか書いてないんですが。 

◇会長  これトライアルの書き方として、「トライアルにおいて、ロールプレイングや裁判

における主張の整理など」として、それは具体例の一つということで。 

◇委員  はい、そうですね。 

◇会長  ということを、トライアルにおいてというふうな、文頭に置いてもらった上で、こ

こに確認してはいかがかということなんです。これはうなずいていらっしゃる方も

あるということで、御賛同いただけているんじゃないかと判断いたします。ここに

１つ、帝国のイに丸をつけたいと思います、よろしいでしょうか。 

     よろしいようですね、皆さん。意見が切れたようですので、では公民は以上のよう

なことでよろしいでしょうか。 

     １つ、帝国に新たに、帝国のイに丸がついたところが変更点。その他、字句、表現

につきましてより適切なものになるように修正が、改めて繰り返しますけれども、

ないですか。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、地図へ参ります。地図、２６ページからごらんください。 

     地図２者ですけれども、東書には、東書は全て中点でした。 

     帝国の方は、アの基礎基本の定着の①、題材や活動の取り扱い、説明の仕方の工夫

として、「地図記号の説明や地図帳の活用方法を記載している。各ページに地図を

見る目ややってみようという項目を設ける等、題材や活動の取り扱いを工夫してい

る」、ここが評価ポイントの一つ。 

     もう一つ、イ、主体的に学習に取り組む工夫の③、学んだことを生活に生かした

り、生活の中で学んだりする工夫として、「一般図の後に資料図として見開き２ペ

ージで大きい地図２つを中心に掲載し、グラフ、写真などとあわせて示す等、さま

ざまな場面で活用できるよう工夫している」ということを評価されておられます。

いかがでしょう。 

     皆さんうなずいていらっしゃるので、これはもうこういう評価でいいのだろうと判

断いたします。よろしいでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◇会長  じゃあ、次参ります。数学です。数学につきましては３１ページ。 

     東書は（ア）基礎基本の定着の②、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、「各学習内容の導入で前学年の学習を提示し、学習の手がかりとな

る問いかけを示している。「ちょっと確認」で、これまでに学んだ内容を確認でき

るようにしている。また、例題と問いの間に確かめを配置して、学習内容の定着を

図る工夫をしている」、これが評価項目の一つ。 

 もう一つ、オ、言語活動の充実の②、自分の考えをまとめ、記述する活動の工夫と

して、「各学年の巻頭で学習内容に合わせたノートの書き方を掲載している。ま

た、各学年で生徒のレポートを例示し、書き方を説明するなど、自分の考えをまと

め、記述するための工夫をしている」、ここが評価されていることの２つ目です。 

 大日本につきましては、オ、言語活動の充実の②、自分の考えをまとめ、記述する

活動の工夫として、「単元の導入に工夫があり、苦手な生徒でも学習に入りやす

い。各学年の巻頭でノートのつくり方が示してある。また、各学年で生徒のレポー

トを例示し、書き方の説明をする等の工夫をしている」ということを評価しまし

た。 

     学図につきましては２点ありますが、まずはイ、主体的に学習に取り組む工夫の

②、課題解決的な学習のための工夫としまして、「学習の手がかりとなる問いから

始まっている。また、側注で数学的な考え方を示すなど、論理的な考え方の道筋を
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大切にしている」。 

     もう一点はオ、言語活動の充実の②、自分の考えをまとめ、記述する活動の工夫と

して、「各学年の巻頭にノートの使い方を示すことで、後から自分の考えを整理

し、家庭で振り返りができ、アクティブラーニングのイメージを設けている。ま

た、巻末で生徒のレポートを例示し、書き方を説明することで、自分の考えをまと

めるなどの充実を図っている」。 

     続きまして、教出は１点、ア、基礎基本の定着の②、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、これ「学」が２回ありますけど、１つ取ればいい

ですかね。「各学習内容の導入で、学習する前にとして学習の手がかりになる問い

かけを示している。補充問題として、巻末の繰り返し練習のページ、問題番号を記

し、学習の内容の定着を図る問題を示すことで、間違いやすい内容、見落としやす

い内容へ対応するよう工夫している」。 

     啓林館につきましては、ア、これは丸が１つですね。ア、基礎基本の定着の②、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、「各学習内容の導入

で、「広げよう」として学習の手がかりになる問いかけを、「振り返り」として例

題に関連する各学年の問題を示し」、２つですね、広げようと振り返り、「また、

問いの横に巻末の「力をつけよう」や別冊ナビブック等、学習内容の定着を図る工

夫をしている」。 

     続きまして、数研につきましては丸が１つ。ア、基礎基本の定着の②、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、「単元の入りが」、導入でしょ

うね、これ。少し砕けた日常生活用語の言い方になっているので、「単元の導入が

丁寧で」と訂正させてください、「数学が苦手な生徒に対応している。教科書の冒

頭に前学年の学習内容と問題を示し、振り返りとして関連する前学年の学習内容を

確認できるようする等、基礎的、基本堤な知識、技能の定着を図る工夫をしてい

る」。 

 日文につきましては、丸１つ。イ、主体的に学習に取り組む工夫の①、課題意識を

喚起するための工夫として、「数学に興味が持てるマイトライを掲載している。章

の導入では、学びの必然性、ストーリー性を重視した課題や身近な話を取り扱った

り、各章で数学史や生活に関連した課題や話題を取り扱ったりする等、課題意識を

喚起する工夫をしている」。 

     以上であります。中点のところは読みませんでしたけれども、そこは各自御参照い

ただきながらでお願いします。 

◇委員  東書のオの２行目の「書き方を説明するなど」、ここだけ「など」で、ほかはみん

な「等」になっていたと思うんですが。 
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◇会長  ほかの教科で「など」と使った記憶があります。 

◇事務局 統一したわけじゃないです。 

◇会長  多分「等」って使っているときは、単元名を引用して、その中で羅列っていうか、

何々やってみようとか、振り返ろうとか並べた後に「等」を使っていたように思い

ます。 

◇委員  でも、例えば日文だと、「扱ったりする等」、何々する動詞形についても「等」を

使うのかなと思って。 

◇会長  これ全文事務局の方で統一してください。どちらに統一しましょう。 

◇事務局 漢字でよろしい。「等」ですか。 

◇会長  「等」でいいですね。 

◇事務局 はい、「等」で。じゃあ、修正させていただきます。 

◇委員  その今の日文ですけども、日文のイの「マイトライ」なんですけども、ほかのは

「セクション」とかそういうものはかぎ括弧でくくってあるように思うんですが、

ここだけくくっていないと思うので。 

◇会長  一般名詞でないので、かぎ括弧で表現してください。 

◇委員  かぎ括弧でも、前は二重括弧になっていましたね。 

◇会長  基本的には二重かぎ使わずに、普通のかぎでいいと思います、一重で。二重になっ

ているものがあったら、一重に変えてください。 

◇委員  もう一点、啓林館のアの「また、」以降の文章の意味がよくわからなかった。「ま

た、問いの横に巻末の「力をつけよう」」って、問いと巻末と、これはどうなって

いたんだろうと思って。 

◇会長  これ、皆さん、現物御確認ください。啓林館のアのところのＡ３判の研究報告書で

御確認ください。どなたかお見つけになったら、ページ数を教えてください。 

◇委員  「力をつけよう」ですね。 

◇会長  「力をつけよう」は練習問題ですよね。 

◇委員  もとの文では、「問いの横に巻末の「力をつけよう」のページ」、つまりページ番

号が書いてある、そういう書き方になっています。 

◇委員  例えば問いの３とか、このページが数学１の……。 

◇会長  ７７ページとか。７７。そこじゃないんですか。 

◇委員  ４２ページ。例えば４２ページの問いの２のところの２２４ページの９、２２４ペ

ージ。 

◇会長  ああ、なるほど。 

◇委員  ９を見ると。 

◇会長  例題へたどり着けるわけですね、練習問題。 
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◇委員  そういうことです。 

◇会長  そう書かないといけませんね。 

◇委員  巻末の「力をつけよう」の関連ページを提示してとか、関連ページ……。 

◇会長  単元中の問いと、「力をつけよう」は巻末ですよね。 

◇委員  巻末ですね。 

◇会長  単元中の問いと巻末の「力をつけよう」が関連づけられているということですね。

問いの横に云々のところからは、「単元中の問いと巻末の「力をつけよう」が関連

づけられていることや」というふうに、丁寧に説明をさせてください。ということ

でいかがでしょうか。 

◇委員  啓林館のナビブックがこの間余り評価されてはなかったんですが、このナビブック

に加えて、教科書の中にも日常生活との関連っていうのをすごく意識されているな

と思うんです。イの主体的に学習に取り組むのところにこの日常生活やということ

があるから、これにナビブックという言葉を入れて、これは特徴として評価しても

いいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

◇会長  アの方からさっきの記述のところへ、別冊ナビブックのところを取ってしまう。 

◇委員  取ってしまって、ここに入れて評価するっていう。 

◇会長  それをイの……。 

◇委員  主体的に学習に取り組む工夫で、単元の途中にも当番表のつくり方とか、ナースウ

オッチの仕組みとか、結構いろんな事例があるのと、それからナビブックで生活に

結びつけたいので。 

◇会長  このイの記述の最後の一文、「また、数学で培った力を生かせるような題材を別紙

にまとめ、附属している」というのは。 

◇委員  ここはナビブックの特徴ですので。 

◇会長  のことですよね。じゃあ、ここへではナビブックのことを入れましょうかね。「ナ

ビブックにまとめ」、そうですね、「ナビブックにまとめている」。「別冊ナビブ

ックで、数学で培った力を生かせるような……」。 

◇委員  題材を示して。 

◇会長  そうですね、題材を示している。 

◇委員  また、意識を喚起しているとか、そういう。 

◇会長  どうしましょう。 

◇委員  では、下のところへ、別冊MathNaviブックという英語で書いておくと。 

◇会長  ああ、MathNaviブックですよね。これそのままにしてください。 

◇委員  MathNaviブック、しかも英語ですね。 

◇会長  ここちゃんと英語で書いとくことが、英語学習とつながるとかということもありま
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すから。ウのところの記述はそういうふうになっているので。 

     さて、さっきのところの「別冊ナビブックで、数学で培った力を生かせるような題

材を設けている」ぐらいにしときましょうかね、さらっと。表現を変えさせていた

だきました。 

     ほかにはいかがでしょうか。 

◇委員  それ以外。大日の丸がつけたもので、単元の冒頭……。 

◇委員  どこ、どこ。 

◇会長  教科書会社。 

◇委員  大日本です。 

◇会長  大日本、はい。 

◇委員  オの丸のところですが、「単元の導入に工夫があり、苦手な生徒でも」というの

が、もう一つの数研のように「数学が苦手な生徒にも」という、「数学が」という

のを入れた方がわかると思います。 

◇会長  以上のような、「数学が」っていうのを。 

◇委員  それともう一つ、これは私がどっちかわからないので、学図の２つ目の白丸の「ア

クティブラーニング」って出ているんですが、これ中点が要ったか要らなかった

か。資料がないとわからんので。中点がありそうな気もする。 

◇会長  アクティブとラーニングの中に中点が要ったんじゃないか、そうですね。 

◇委員  その２点です。 

◇会長  そっちの方がなじむ気はしますが。 

     これは教科書の趣意書をまた見ていただいて、これは事務局の方で調べてくださ

い。趣意書を見て、それに合わせてください。 

     ほかにはいかがでしょうか。丸のつけ方等についての御意見ございますでしょう

か。 

     現行の東書につきましては、アンケート等で御指摘がありました問題点について

は、解決されているということで前回確認されておりますので、その点はよいかと

思います。 

     では、数学は以上でよろしいでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◇会長  続いて、理科へ参ります。理科、３８ページからごらんください。 

     東書、丸が２つあります。イ、主体的に学習に取り組む工夫の③、学んだことを生

活に生かしたり、生活の中で学んだりする工夫として、「学びを生かして考えよう

（話す、書く）を各単元で設定している。また命題、練習、確認、チェック、学習
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内容の整理、確かめと応用という家庭学習に有効な構成にすることで、学んだこと

を生活に生かす工夫をしている」。 

     もう一つはエ、内容の表現、表記の①、効果的な内容の表現や適切に関連づけられ

た資料の提示として、「目次や学習の手引が全体を見通せるものになっていたり、

情報がわかりやすく整理されたりしている等、学習に関する資料を効果的に提示し

ている」。 

     大日本、丸が１つ。ア、基礎基本の定着の②、知識や概念の定着を図り、理解を深

めるための工夫として、「各単元の終末にまとめとしてキーワードや基本的な概

念、法則の解説を位置づけ、自分で説明して確認ができる等、学習したことの定着

を図り、理解を深めるための工夫をしている」。 

     学図につきましては、１つ。イ、主体的に学習に取り組む工夫の③、学んだことを

生活に生かしたり、生活の中で学んだりする工夫として、「各単元で活用力を問う

問い」という。ちょっと考えましょう、「単元末で応用問題を設定している。ま

た、単元末に学習のまとめと単元末問題を設定するなど、学んだことを生活に生か

す工夫をしている」、これは単元末の問題と学んだことを生活に生かすというのが

つながる説明がないと難しいかもしれません。問題がついているというのと生活に

生かすというのがつながらないので、ここも後で御検討ください。あと、「問う問

い」というのを直すのとですね、そこだけお願いします。 

     教出は丸が１つ。イ、主体的に学習に取り組む工夫の③、学んだことを生活に生か

したり、生活の中で学んだりする工夫として、「ハローサイエンスを随所に掲載

し、科学と実生活との関連、環境などについて考えるように設定している。問いか

けや活動の働きかけなど主体的に取り組む工夫をしている」。 

     啓林館は丸が２つ。イ、主体的に学習に取り組む工夫の②、課題解決的な学習のた

めの工夫として、「課題解決の手順を示したり、予想場面、計画場面の話し合いの

例を示したりする等、課題解決の方法を身につける学習を工夫している」。 

     もう一つはウ、内容の構成、配列、分量の②、補充的な学習や発展的な学習に関す

る内容の記述として、「別冊マイノートのサイエンスアプローチやステップアップ

によって、授業での学びを学習活動に展開できるよう内容の構成を工夫している」

というところです。 

◇委員  啓林館の文の内容に関することですけども、先ほどと同じでいくのが、「サイエン

スアプローチ」とか「ステップアップ」はかぎ括弧。「マイノート」もかぎ括弧で

すかね。 

◇会長  そうですね。もう固有の名詞の場合はかぎ括弧つきでということで、全編を通し

て。他教科のものも含めて、一度整理の意味でチェックしていただけたら。 



－38－ 

◇委員  理科の特徴なのかもしれませんが、男の子や女の子のキャラクターがというような

表記が結構あるんですが、★ちょっと違和感があるなと思うんですけど。男の子や

女の子とか書かないといけない、何かキャラクターとか取ってしまってもいいのか

なと思うんですけど。ほかの教科書にも恐らく男の子や女の子はたくさん出てくる

んですけど、理科だけ男の子や女の子、先生のキャラクターが説明をやっているの

で違和感があるかなと思うんですが。 

◇会長  ページで。 

◇委員  すいません、この表記の仕方です。 

◇会長  キャラクターがですか。 

◇委員  審議報告書のいろんな発行者の特徴を書くところに。 

◇会長  ああ、なるほど、エのところですね。 

◇委員  ええ。写真やイラストなどに男の子や女の子、先生のキャラクターがと書いてあり

ます。 

◇会長  キャラクターでいいと思います。男の子も女の子もキャラクターの一つですから。

じゃあ、そこを削除で。 

先ほどの巻末問題のところは、単元末に学習のまとめというのがあって、一回検討

した方がいいんじゃないですかね。「まとめを行ったり、学んだことを生活に生か

すチャレンジを設定するなどの工夫がある」。学んだことを生活に生かす問題はチ

ャレンジのことを指していると思うので、かぎ括弧つきで「チャレンジ」と。単元

末問題というと、数学のように何か練習問題がついていてというふうに感じるので

すが、そういうことではないようですので、調べてみよう、生活との関連で調べて

みようという内容ですから、表現を変えさせてください。 

     「問う問い」は「問いの設問」ぐらいにしときましょうかね。だからといって変わ

らないんですけど。課題でもいいんですけどね。単元末で活用力を問う課題、各単

元で。設問かな。これ括弧ぐらいにしとくかな。 

     具体的にはどんなもんですかね。設問じゃないかな。キャラクターが吹き出しでし

ゃべっている、クエスチョンマークがあるから問いか。クエスチョンとＳで、じゃ

あ、これかぎ括弧にしましょう。各単元で活用力を問う「？問い」です。問いって

いうのはこのままあるんですか、その形で、「？問い」って。じゃあそういうふう

にしてください。 

◇委員  後ろ側です。 

◇委員  クエスチョンマーク、問い。 

◇委員  両方かぎ括弧で閉じて。 

◇会長  かぎでくくる形で。そこは変えさせてください。 
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     ほかにはいかがでしょう。評価の丸のつけ方などございますでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◇会長  ございませんようですので、先へ移らせていただいてよろしいでしょうか。 

     音楽です。音楽は４３ページからごらんください。 

     教出は丸が２つ。１つ目はア、基礎基本の定着の②、歌唱の基礎基本の定着を図る

ための工夫として、「共通歌唱教材は各学年から１曲」、括弧の中飛ばします、

「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。また、能「羽衣」キリから「大のり」を取り上げ、謡における歌い方のポ

イントを示しており、基礎基本の定着を図る工夫をしている」。 

     もう一つは、主体的に学習に取り組む工夫の②、課題解決的な学習のための工夫と

して、「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に関連づける工

夫をしている」というのが２つ丸です。 

     教芸は３つ丸。１つ目は、基礎基本の定着の単元目標の示し方で、「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、学習の全

体が見通せる音楽学習マップ及び該当ページの学習目標の横に掲載することで、つ

けたい力が明確になっている」、こなれてないような気がしましたが。「掲載する

ことで」は、何を掲載しているんですか。要素を。 

◇委員  マップを掲載している。「及び」だから何か別の２つを掲載していることになると

思います。「の」が２つ重なっているんですね。 

◇会長  ですね。ちょっと表現がおかしい。これ後で現物確認しながら、またご意見くださ

い。 

     もう一つ、２つ目の丸は、イ、主体的な学習に取り組む工夫の③、学んだことを生

活に生かしたり、生活の中で学んだりする工夫として、「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年以下」、曲数省略しますが、「掲載して

いる。合唱曲に質の高い楽曲がそろっており、芸術活動への推進」、「芸術活動へ

の推進をする授業」、これもおかしいですね。これ事務局で、気になるので、表現

確認してください。「につなげていくことができる」。 

 （ウ）が３つ目の丸。内容の構成、配列、分量の①、教材の分量及び配列として、

「各学年とも歌唱教材及び創作合唱教材と合唱曲集、資料と」、括弧の中飛ばしま

す、「国家君が代の順で配列している。歌唱や創作等のヒントとなる「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

ており、創作活動が限られた授業時間の中でできるよう工夫している」ということ

です。若干気になる、こなれてない表現がありました。そこの確認もあわせてお願
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いいたします。 

     芸術活動の事業名は正しくは何ですか。 

◇事務局 芸術活動を推進する事業。 

◇会長  じゃあ、「への」を改め「を」ですね。ここは１つできました。 

     もう一つこなれてなかったのは。 

◇委員  アのところですけども、マップがあって、そのマップにどうも何ページのどことう

本文とのつながりが表記されているということを言っているようなんですが。 

◇会長  じゃあ、「及び」という文字を取って「に」。 

◇委員  マップにそういうのが全体が見通せるようなのがあって、ページが書いてあるとい

うことと、もう一つ、該当ページで、学習目標の横に、該当ページをなしにしてし

まえば、単純にこの目標の横にマークがついていると。学習マップ及び学習目標の

横にページ数という。 

◇会長  じゃあ、マップの後に「で」にして、学習目標につなげている。 

◇委員  学習目標の横。 

◇会長  よこ、また横が出てくる。 

◇委員  横は横で、左下。 

◇会長  学習目標の。 

◇委員  学習目標の右横に印がついておるということ。 

◇会長  ああ。そういうこと。 

◇委員  これを意識しようということです。これは旋律を主に。 

◇委員  難しいな、日本語は。それを全部一つの文章にまとめるんです。 

◇委員  学習マップというか。これあれのマップ。 

◇委員  ああ。 

◇委員  マップで全体を見通せるということと、あとは目標の横にマップとの関係が示して

あるということです。 

◇委員  そうですね。 

◇会長  ２つに分けましょう。 

◇委員  つけたい力を明確にするために学習マップがあって、さらにその学習目標の横にも

掲載している。それを逆転させた方が通りますが。 

◇会長  その方がいいですね。まず、「音楽学習マップで学習の全体が見通せるようにして

いる」で一度切る。次は、「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ップで示している」。「示すことでつけたい力を明確にしてい

る」ということにしますか。マップで全体が見通せる、音楽学習の全体が見通せる

ということは、それはそれで１つ。 
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◇委員  ２つのことですか。全体が見通せることと、つけたい力が明確になるというこの２

つのことですかね。では、「学習の全体が見渡せるマップを掲載している。また、

つけたい力を明確にするために、マップ及び学習目標の横に要素をマークで示して

いる」と２つに分けたらどうですか。 

◇会長  教科書の音楽マップの右下の学習の窓口の表現を使う、学習目標は目次及び本文の

教材例の上で示している。と書いてありますから、マップとは書いてないんで。じ

ゃあ、もう一回確認しますね。 

     「音楽学習マップによって学習の全体像が見通せるようにしている」、これが１

つ。２つ目の項目は、「つけたい力を明確にするために、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ている」、以上。目標の横にというとややこし

いので、聞いた人はわからない、見た人にしかわからないので、要はマークで学力

示しているんだっていうことがわかれば。 

     いかがでしょう。表現について御意見いただいて修正したところですが、丸のつけ

方等も含めていかがでしょうか。 

◇委員  今の「音楽学習マップ」、これもかぎ括弧で。 

◇会長  そうですね、はい。 

◇委員  それと表記なんですが、「レッツトライ」の「レッツ」のところのアポストロフィ

が反対になっているんで。 

◇会長  おお、本当だ。上の方ですね。 

◇委員  ええ、上の方と、下がちょっと「トライ」が違うんですけど、これどうも大文字み

たいです、Ｔの「トライ」。それと、その次の「レッツシング」のところのＳもや

っぱり反対のコンマで、アポストロフィが反対になっているので。「シング」のＳ

も大文字です。 

◇会長  本来教科書では大文字になっている。 

◇委員  なっている。 

◇会長  この辺も修正してください。 

◇委員  「トライ」の後にはびっくりマークつくんです。 

◇会長  シングの方もついているんです。エクスクラメーションマーク。 

◇委員  この「グレードアップ」も違う、Ｐが大文字になっているんです。 

◇会長  「トライ」の方はエクスクラメーションマークがつくんですかね。 

◇委員  エクスクラメーションマーク。 

◇会長  何か上のイのところではついてないんです。 

◇委員  ついてないですね。 

◇会長  だから、ウのところがついているんで、これも事務局で調べて、正確に表記してく
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ださい。 

     ほかにはいかがでしょうか。今の「グレードアップ」も一緒に見といてください。

「グレードアップ」は何かついているみたいで。 

◇委員  これはついています。 

◇委員  「レッツトライ」はついていますね。 

◇会長  ついているそうです。 

◇委員  これ読みにくいので、これ全部半角にします。 

◇会長  そうですね。それで読みにくかったですね。そこすごい違和感があったんですが。 

◇委員  数学のＭａｔｈＮａｖｉっていうのもあるでしょう。数学のＭａｔｈＮａｖｉ。あ

れも全角だと読みにくいので。 

◇会長  ああそうですか。じゃあ、それらも全部共通で。 

◇委員  はい。 

◇会長  基本、英字は半角で。 

◇委員  はい。 

◇会長  じゃあ、音楽以上でよろしいですか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◇会長  では、音楽一般の方は以上にしまして、音楽器楽合奏の方に参ります。４７ページ

からごらんください。 

     教出、丸１つです。エ、内容の表現表記の①、効果的な内容の表現が適切に関連づ

けられた資料の提示といたしまして、「各楽器の見出しとともにプロの演奏家が演

奏して見出しに掲載している。巻頭資料、リコーダー、箏のページ等にマーク、キ

ャラクター、色分けが効果的に使われ、基礎的、基本的な知識、技能の習得につな

げている」。 

     教芸の方は丸２つで、１つ目が、基礎基本の定着の②、器楽の基礎基本の定着を図

るための工夫として、「各楽器の構造や種類、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。奏法とともに音色に焦点を当てて楽器の理解につなげている」ということ。 

     もう一つは、内容の構成、配列、分量の①、教材数や配列①、「アルトリコーダ

ー、ギター、箏」、以下省略します、「で構成している。８、打楽器は、小学校と

の関連が図られ、１１、名曲スケッチでは、肖像画を掲載することで生徒が音楽に

親しみやすくしている」、「生徒が音楽に親しみやすくしている」、こなれていま

せんね。生徒が音楽に親しむよう工夫しているという表現ですかね。もしくは、生

徒が音楽に親しみやすくなるようにしているとかですね。どっちがいいですかね、
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なるようにしている、後の方でいいですかね。 

     以上です。ほかは全部中点ですが、いかがでしょうか。 

◇委員  教芸のウの①から⑨とあるんですが、今見たら、三味線の後ろが太鼓で、太鼓の後

ろが篠笛なんです。 

◇会長  順番ですね。 

◇委員  ５、６は順番が違う。大したあれではないんですが。 

◇会長  いやいや、気づいたところは直しましょう。 

◇委員  ５と６、逆かなという。これ、笛の方が。 

◇会長  ①から⑪で構成している、それが、ということになろうかと思うんですが。例えば

これが例えば和楽器を適切に配置しているということが言いたいのか、それとも学

習の手順としてこの手順が、非常に子供たちが勉強していく手順としてこの順番が

適切だっていうことが言いたいのか。どういうことなんでしょうかね。 

     それは同様に教出でも何々で構成しているわけですので、そのこと自体には余り意

味がないんだったら、結局３行目、「⑧打楽器は」という「打楽器は」からが本当

に評価すべきこと、ポイントになるんでしょうかね。そうすると、構成書かなくて

もいいんじゃないですかね。これほかの教科でいくと、目次と同じですから。数学

１、数と式、以下ずっと並べて構成していくなどということが情報として意味があ

るかということなんですが、皆さん御検討いただいて、また調査員の方の報告もあ

わせていただいて、教出も①から⑩、教芸の①から⑪。順番は余り関係ないですよ

ね。太鼓と篠笛が順番変わるだけですよね、さっき御指摘の。あとは打楽器が入る

とか、アンサンブルが入っているとかというのが違うだけで。合奏となっているわ

けだから、打楽器がない上には、ですよね。 

 でも、これこのまま情報としては残しときますか。何を今音楽の教科書が扱ってい

るかということが一目で見渡せるというメリットはあるんですけれど。 

     それ取るんだったら、教出何も書くことがなくなります。今の中学校の音楽の教科

書がどんなジャンルを扱っているかっていうことが見通せるという意味では、わか

りやすくはあるんですが、ただ評価するポイントというわけではない。 

     としましたら、せめて教芸の方の評価ポイントになっている「⑧打楽器は」から改

行して、次の段落にさせてください、区別つきやすいように。本当に微細な小わざ

にすぎないですけれども。いかがでしょうか。 

◇委員  じゃあ、今のと違うところで、教芸のエで、キャラクターが男性と女性キャラクタ

ーというのが、先ほどと同じようなあれでやれば、もう「キャラクターが」。 

◇会長  「男性と女性の」を取ってください。これも全部一括に検索していただいて、全文

章の中で男性と女性のフレーズは全部削除してください、不要だと思います。今私
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たちが見つけているところだけなので、ひょっとして漏れたらいけませんので、チ

ェックしてください。 

◇委員  そうすると、音楽学習マップというのもマップは半角で、かぎ括弧になるんですか

ね。 

◇会長  そうですね。これも全教科にわたって。今気づいたところは直しておきますけど

も、気づいてないところがあるかもしれません。総ざらいをしてください。 

◇委員  はい、わかりました。 

◇会長  よろしいでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  では、器楽合奏については以上ということで、文言の修正が多少ありましたが。 

     続けて美術に参ります。美術につきましては５１ページから。 

     開隆堂、丸２つの１つ目は、イ、主体的に学習に取り組む工夫の②、課題解決的な

学習のための工夫として、「鑑賞ポイントや作者の意図を取り上げてゆっくり作品

の理解につなげるとともに、題材別の学習の振り返りにおいて、表現・鑑賞活動を

通し記録を可視化して関連づける題材を具体的に示している」。 

     もう一つはエ、内容の表現表記の①、効果的な内容の表現が適切に関連づけられた

資料の提示として、「折り込みページや大型図版で、何を目標にし、何を学ぶかを

示したり、作品とともに表現技法を詳細に示したりする等、効果的な内容の表現を

掲載している」。 

     光村は丸１つですが、ア、基礎基本の定着①、単元目標の示し方として、「題材名

の横には関心・意欲・態度、発想や構想、創造的な技能、鑑賞の４観点に沿った目

標を、鑑賞を中心にした題材については関心・意欲・態度、鑑賞の２観点に沿った

目標を示し、学習後に達成状況をチェックする欄を設け、学習意欲を喚起する工夫

をしている」。 

     日文につきましては丸が２つです。イ、主体的に学習に取り組む工夫の②、課題解

決的な学習のための工夫として、「題材別に学習目標を提示し、課題発見につなが

る視点のポイント」、ここだけ何か囲み文字なんですね、これ本文のとおりだった

ら、他教科と同様にかぎでよいかと思います。「として文章で示している。また、

他の題材や表現技法との関連を参照」、ここも同じですね、「として示し、課題解

決の手がかりとなるよう工夫している」。 

     もう一つはウ、内容の構成、配列、分量の①、題材等の配列として、「題材をオリ

エンテーション、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

分野に分けて配列し、全題材数は１学年３０、２、３学年上２６、２、３学年下

30と豊富に扱っている」ということです。皆さんいかがでしょうか。 
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     中点のところは各自御確認くださいということなんですが、中点になっているけど

も、改めて見ていただいて、評価するポイント等ありましたら御意見等をお願いい

たします。 

     今、丸がついているところは、表現は多少修正の余地があるかもしれませんが、丸

をつけるべきこととしてよいかと思いますが。 

◇委員  いいですかね。 

◇会長  はい。 

◇委員  光村の今丸１つなんですが、オのデザインに込められた作者の思いや構想の場面と

いうところがあるんですが、今美術の２年、３年を見ているんですけど、例えば１

６ページとか。 

◇会長  光村でしたか。 

◇委員  はい。光村の美術の２、３。 

◇会長  光村の２、３の１６ですか。 

◇委員  １６ページの東山魁夷の作で、作者の言葉というのが、今の光村のオのデザインに

込められた作者の思いや構想の場面を表示しているなんですが、東山魁夷の作者

の言葉を載せているとか、隣のページは、これは生徒作品なんですが、作者が震

災で津波云々という光で表現したと、希望みたいなものとかという、こういうの

が作者の思いとかというのがおもしろいなと見させていただきました。 

◇会長  これは日文にもたしかある。 

◇委員  日文は、作者の言葉、ああそうですね。 

◇会長  ただそれがあるかないかというのだけだったら、両方同じになるかもしれません

が、きちんと豊富にあるということだったら、それは光村の特色としていいかと思

います。作者の言葉っていうのは、あるのはあるんですね。より丁寧にあるとは言

えませんが、あるのはありますね。ほかにあるからだめっていうわけではなくて、

評価するんだったら両方評価しなくてはいけないとは思いますが。これが開隆堂に

あれば、さすがに全部にあるなら。 

◇委員  はい、東山さんの思いがありますね。 

◇会長  ああ、開隆堂もありますね。（作者）ありますから、これは実は工夫なんですけ

ど、もう各者そろったんで。 

◇委員  そうですね。 

◇会長  確かにすぐれているけれども、特色として出しにくくなったということかと思いま

す。 

     光村は、エなんかどうですかね。というのは、開隆堂とは同じような項目で、同じ

ような表現で評価ポイントになっているんですよね。折り込みページ、大型図版。



－46－ 

それか表現技法だとか表現効果とかというところに焦点を当てているということで

開隆堂は評価されているんですが、同じように折り込みや大型図版でねらっている

ところが、生活とのつながりっていうところへ行っているんですが、ねらっている

ところはもう２者違うんですけれども、いかがでしょうか。 

     表現技法、表現効果は評価するけども、生活とのつながりというのは各者余り変わ

らんからなということであれば、同じような折り込みや大型図版を使いながらもね

らいが違うわけで、開隆堂の方を評価して、光村の方は中点ということでも結構で

すが。ただ、これもこれで評価すべきことだということであれば、御検討いただき

たいと思います。 

     特に御意見なければ。 

◇委員  調査員の方がたしかここで、小学校の図工からのつながりとかということを言われ

ていましたよね。多分このここの一日の生活と美術の関連っていうのも、生活との

結びつきというのはこの部分のことですよね。 

◇会長  調査員の方も言われていましたよね。 

◇委員  これは言われていたかなと思いますけど。 

◇会長  これも評価すべきポイントとしてよろしいでしょうかね。うなずいていらっしゃる

方も。 

◇委員  調査員の先生は、第５の観点として、その項目は全ての発行者で挙げておられたん

でしょう、今のところは。違いましたかね。 

◇会長  全ての会社で同じようにあるということですか。 

◇委員  そういうことで言われたように記憶しているんですが。 

◇会長  小学校との関連。 

◇委員  ごめんなさい、そこじゃない。ごめんなさい。 

◇委員  さっきの私の分ですね。私の分は、大小あるけど、大体載っている。 

◇委員  載っているということですね。ごめんなさい。 

◇会長  オの方は各者共通。丸はしないけれども、評価はしている。 

     今エの方で、開隆堂と同じように見開きや大型図版使いながら、小学校の学習との

関連や日常生活の中での美術との結びつきっていうことに焦点を当てた、これは工

夫としていいだろうかということです。では、ここに１つ丸をつけさせていただく

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  そのようにさせていただきます。結果、これ各者２つずつ丸ということになります

が、よろしいでしょうか。 

◇委員  すいません、開隆堂のイの丸のところなんですが、後半の「記録を可視化してい
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る」というのは、何を意味しているのかということがわかんなくて。振り返りは、

いろいろ色がついて観点別に具体に何々しましたかというのが列挙してあるタイプ

になっていて、これ何を可視化しているんですか。 

◇会長  記録が残る形にしているということなんでしょうね。 

◇委員  振り返りのことじゃないですか。 

◇会長  振り返りのことじゃない。 

◇委員  振り返りのことじゃないんですかね、別のところですかね。振り返りにおいて表

現・鑑賞活動を記録し、記録を可視化して関連づける題材を具体的に。 

◇会長  じゃあ、可視化っていう意味わからないですね。 

◇委員  今見ているんですが、何を記録にとらせようとしているのかよくわからないし。 

◇会長  振り返りは特徴として挙げていいと思うんです。これは何を関連づけているんです

かね。何と何を関連づけるんですかね。 

◇委員  題材…。 

◇委員  調査員さんの例では、１年生の４８、４９、「私の歩み」というところを出され

て、資料を集めておこうとか、デザインしようというところで、どういう作業をし

たかを残しましたと。 

◇会長  じゃあ、各章とかセクションにある振り返りのことじゃないんですね。「私の歩

み」のことなんですね。それならばわからなくはないですけれど。でも、題材別の

学習の振り返りと「私の歩み」はまた別ですよね。「私の歩み」はポートフォリオ

をつくろうということでしょう。 

◇委員  そうですね。 

◇会長  記録を可視化するのはポートフォリオですよね。これ２つのことを一遍に言ってい

るんですかね。題材別の学習の振り返りにおいて自己評価する、これが１つあっ

て、あと「私の歩み」、かぎ括弧ですけど、自分の学習活動の歩みをポートフォリ

オにして評価するような工夫がしてあるということですね。２種類の自己評価があ

るということですよね。 

     じゃあ、こうしましょうか。「題材別学習の振り返り及び単元、私の歩みによって

学習活動を自己評価する工夫がある」というぐらいですかね。工夫がなされている

とか、そういうことですかね。 

     記録を可視化するのは、多分「私の歩み」とポートフォリオ、作品をとりためたの

を眺めることができるような。作品集をつくろうというんですから、これは可視化

だと思うんです。題材別の振り返りはそれとはまた別に振り返りがあるので、２つ

のことに分けて書いたらどうでしょうか。 

◇委員  この「私の歩み」にかかわるところをばさっと切っていいのならば、記録を可視化
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するとかなんとかの後、全部書かなくていいですね。 

◇会長  そうですね。 

◇委員  いうのは、１年生のテキストの最後のところにあるだけで、あとの２、３年でのテ

キストにあるわけではないので、それならば、題材別の学習の振り返りで自己評価

できるようにしている。 

◇会長  そこだけ残しますかね。 

◇委員  それの方がいいかな、わかりよいかな。どうでしょうか。ただ、表現・鑑賞活動を

通し云々という文言は、そのまま「私の歩み」の中のタイトル横に書いてある文章

そのものですよね。表現や鑑賞の学習活動の中で考えたことや気づいたこと、感じ

たことなどを記録しておきましょう。それらをもとに１年間を振り返り、そういう

のが振り返りなんですかね。伝わる方法を考えて、「私の歩み」にまとめてみまし

ょうという、この文言をそのままもつてきているんでしょうね。でも、振り返りの

かぎ括弧だけは何もせず振り返りという扱いにして。 

◇会長  「題材別学習の振り返りで自己評価できるようにしている。」１つ。さらにその振

り返りを積み重ねてのところにポートフォリオをつくる。もう一文別につけて、

「表現・鑑賞活動をポートフォリオ化する工夫をしている」というふうに、もう一

文簡単につけたらどうでしょう。「題材別学習の振り返りで自己評価できるように

している。各単元の表現・鑑賞活動をポートフォリオでまとめる工夫がされてい

る」という、その２つのことにわけては。 

◇委員  そうですね。 

◇会長  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  美術は結局各者丸２つずつということになるんですかね。 

     じゃあ、次参ります。 

◇委員  すいません、ここの開隆堂の丸の２個目なんですけども。 

◇会長  開隆堂の２個目、はい。 

◇委員  このページの下の２段目のところ、「等、効果的な内容の表現」と書いてあるんで

すが、効果的な内容あるいは内容の表現まで「な」がかかるんですけど、「効果的

な」がかかるんだと思うんだけど、これ「に」じゃいけないかな、「な」は何か、

内容にかかるのか表現にかかるのか。 

◇会長  「内容」を取ったらいいんじゃないですか。「効果的な表現」で。 

◇委員  ああ。そうですね。 

◇会長  「内容」を取りましょう。内容のない「内容」ですので。 

◇委員  それから、光村の丸の一番最後の丸が…、丸がないです。 
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◇会長  光村の一番最後の。 

◇委員  句読点の丸なんですけど、それが「工夫している」の最後の。 

◇委員  要るんですね。 

◇会長  ああ。そうですね。じゃあ、そのように変更させてください。 

      

◇会長  では、保健体育へ参ります。 

     保健体育、東書は丸２つ。イ、主体的に学習に取り組む工夫の③番、学んだことを

生活に生かしたり、生活の中で学んだりすることの工夫として、「各章には「やっ

てみよう」「考えてみよう」として単元に関する課題の観点を示し、学習活動の流

れについて見通しを持てるようにしている。また、「学習を振り返ろう」「日常生

活に生かそう」では、これからの日常生活に生かしていきたいことを考え、記入で

きるよう工夫している」。 

     ウ、内容の構成、配列、分量の①、単元、題材の資料等の配列として、「４つの単

元における内容項目の数が最も軽重をつけたものになっている。また、保健編と体

育編を学年別に構成することで、生徒が学習の内容やこれからの学習を見通すこと

が容易になっている。教科書の使い方を示し、教科間の関連をわかりやすくすると

ともに、他者とのかかわりを大切にした構成となっている」ということです。 

     最初の１文目が必要なのかどうか、御検討ください。軽重をつけているからいいの

か悪いのか。どこに重みをつけているからいいというんだったらいいんですけれど

も、ここのことだけだとただの特徴ということです。 

     大日本が丸１つ。イ、主体的に学習に取り組む工夫の②、課題解決的な学習のため

の工夫として、「実習や調査を実施するための資料や具体を示し、また写真やイラ

ストが興味、関心を高める内容になっており、体験的な学習実施に向けた工夫があ

る」。 

     大修館、丸が２つ。イ、主体的に学習に取り組む工夫の①、課題意識を喚起するた

めの工夫、「コラム、事例、トピックとして、生活に密着し、生活から学ぶ内容を

豊富に用意することで、学習意欲を高めることにつなげている」。 

     もう一つはウ、内容の構成、配列、分量の②、発展的な学習に関する内容の記述の

「全ての単元において発展的な学習のための資料が記載されている。相談コーナー

で生徒に疑問を投げかけ、発展的な学習の場が設定できるようにしている」。 

     学研が丸２つ。１つ目は、イ、主体的に学習に取り組む工夫の②、課題解決的な学

習のための工夫及び③の学んだことを生活に生かしたり、生活の中で学んだりする

工夫として、「実習や調査を実施するための資料や具体例が示してある。また、各

時間のエクササイズで考える、話し合う等の課題を設け、最後に学習内容を活用し
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て課題解決を行う「活用しよう」を設定する等、主体的に取り組む工夫がある」。 

     もう一つはウ、内容の構成、配列、分量の①、単元、題材や資料等の配列として、

「４つの単元における内容項目の数の最小が７で最大が１６と、業者の中で最もバ

ランスよく構成している」。 

     とすると、さっきの東書の軽重がつけてあるというのは、ますますもって書くべき

ことなのかということになります。ここは丸だったんですよね。 

     ということなんですが、皆さんいかがでしょうか。 

◇委員  東書の前半、「また」よりも前の部分に関しては、学研がこれでバランスがいいと

いう評価、逆に軽重をつけるとバランスが悪いということになるんですが。 

◇会長  なっちゃいますよね。調査員の方も事実だけを書かれたのではないかと思われるの

で、評価の言葉としてはここを削除したいなと思うんですけど、よろしいでしょう

か。「また」までを削除。 

◇委員  大日本のイの丸ですけども、「体験的な学習実施」という「実施」をつけていると

いうことには、何か特別に意味があるんでしょうか。 

◇会長  さっき読みながら、表現がこなれてないなと、すごく不自然な流れになってしまっ

て。「実施」取りましょう。「体験的な学習に向けた」の方が、よほどすっきりと

わかりやすいかと思います。 

     ほかにいかがでしょうか。丸のつけ方等についても御意見ございませんでしょう

か。 

◇委員  大修館の一番上のぽつのかぎ括弧は。 

◇会長  一重ですね。 

◇委員  一重になるんですね。で、半角にして。 

◇会長  はい、半角で。以下、同じ大修館の中では「トライ」とか「チャレンジ」とかいろ

いろあるので。 

◇委員  エのところは、これはかぎ括弧要るんですかね。 

◇会長  はい。 

◇委員  要るんですね。 

◇会長  本文の固有の名称については、全てかぎつけるということです。 

     ほかにはないと思いますので、次に行かせていただきます。 

 

◇会長  技術と家庭の技術分野です。６０ページからごらんください。 

 東書は丸１つ。イ、主体的に学習に取り組む工夫の①、課題意識を喚起するための

工夫として、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」「話し合ってみよう」を記載し、学ぶことの意義を示している。また、題材の
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初めに小学校での学習内容との関連や他教科との関連について、既習事項や他教科

での学習の観点についてヒントを出している。」 

     教図は丸１つ。イ、主体的に学習に取り組む工夫の①、課題意識を喚起するための

工夫として、「各題材に「考えよう」「調べよう」が記載されており、学習意欲を

高めることにつながっている」。 

     開隆堂は丸２つ。ア、基礎基本の定着③、技術を適切に評価し活用することに関す

る内容の工夫。「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つ

のページ」、６ページ。６ページですよね。 

◇委員  ６個じゃないですか。 

◇会長  ページって書いてあります。確認してください。「６ページにあり、関連する学習

内容をページで示すなど、持続可能な社会について意識させる内容になってい

る」。 

     もう一つは、主体的に学習に取り組む工夫の①、課題意識を喚起するための工夫と

して、「？」や「探究」、探究もかぎ括弧じゃないかと思いますが、「探究」のマ

ークによって問題を発見し、意欲的に思考させるよう工夫した内容になっている」

ということです。いかがでしょうか。 

◇委員  東書の２ですけど、題材ごとの始めと、題材の初めにの初めはこれでよろしいんで

しょうか。 

◇会長  題材ごとの初めって変ですよね。題材の初めで統一しといていいんじゃないかと思

いますが。 

◇委員  始まるの始めと最初の初の字が 

◇会長  これは。始めの部分、始めかな。 

     もう一つの疑問なのは、技術とかは、音楽とか美術とかは題材っていうことです

か。単元は、そこのところ。 

◇事務局 題材です。技術の調査員さんに確認しました。 

◇会長  単元。 

◇委員  単元でなくて題材。 

◇会長  題材。 

◇事務局 はい。 

◇会長  教科によって２種類あるということで。じゃあ、これは題材。何か、このままでも

よかったら、やっぱり「題材冒頭」でいいんじゃないですか。 

     ほかにいかがですか。今丸の数は１、１、２なんですけど、そのほかのことについ

て。それから、開隆堂の環境のページで６っていうのは何だったんですか。 

◇委員  残り１つは２４８、２４９なんですが、あとが……。 
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◇会長  合計６ページっていうこと。 

◇委員  合計６ページ。６カ所か。 

◇委員  ６カ所でいいじゃないですか。 

◇会長  ６カ所。 

◇委員  持続可能なでしょう。 

◇事務局 続けて６ページではなくて、１ページずついろんな場所にあるという意味。６つの

ページで。 

◇委員  ページに関係なく６カ所ということ。 

◇委員  ６カ所にある。 

◇会長  じゃあ、６カ所に変えてください。６つのページっておかしいです。６カ所とか。

６つのトピックということですね。 

     よろしいでしょうか。丸の数等も御意見ございませんですか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◇会長  ないようですので、家庭分野の方に参ります。 

     家庭分野、東書は丸１つ。イ、主体的に学習に取り組む工夫の①、課題意識を喚起

するための工夫として、「各項の初めのページに」、技術の家庭は題材じゃなくて

項目。その教科の流儀があるようなので、確かめとってください。 

     ここも「冒頭に」ですね。「「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」を設定する等、学習意欲を高め、課題意識を持たせる工夫を

している」。技術と家庭が違うっておかしいですので、統一しましょう、家庭は。

題材なのか。 

     教図は全て中点。 

     開隆堂が丸２つ。１つ目はア、基礎基本の定着の③、環境の保全に関する内容の記

述として、「巻頭資料とＤ４環境に配慮した消費社会」の中で、循環型社会に関す

る内容を扱っている。また、ＡＢＣＤ全ての内容の最後に」、これＡＢＣＤって言

って通じるんですか。「持続可能な社会をつくるというページを設定し、生活構造

を考えさせるようにしている」。 

     家庭科ではＡＢＣＤって呼ぶのが普通なのか、開隆堂ではたまたまＡが家族・家

庭、Ｂ食生活、Ｃ衣・住生活、Ｄ身近な消費生活っていうような章立てになってい

るのか。恐らくそうじゃないかと思うんですが、そしたらここの表記も各章だとか

ですね、というようにしないといけないんじゃないですか。もしくはＡ何々、Ｂ

何々って全部手間でももう一回表記するかです。自分だけわかっていて、人に伝え

ようという意識がないこの書き方は、いかがでしょう。 
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     もう一つはイ、主体的に学習に取り組む工夫の①、課題意識を喚起するための工夫

として、「各項目の初めのページには」、これもさっきと同じですね、統一しまし

ょう、「「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」を設定している。学習の途中で細やかに振り返りの場を設定することで、主体

的な学習につなげている」ということです。でございますが、いかがでしょうか。 

◇委員  ＡＢＣＤは、やっぱりどこもそういうふうな構成にはなっているんですね。内容、

構成、配列とかというので。 

◇会長  全部Ａは同じで、Ｂは同じで。 

◇委員  そういうふうになっているように見えるんですが。ただ、教育図書ですね、あれも

……。 

◇会長  教育図書は、Ｄがでも循環型社会です。でも、環境だから、やっぱり近いのか。 

     それじゃあ、開隆堂のＡＢＣＤは下からコピーして見ておいてください。 

◇委員  ただし、教育図書だったら、Ｂが食生活と自立ってなっているんですけど、それど

うなっとる。選択、生活の課題と実践までいっているんだけど。 

◇会長  でも、分野としては近いっていうことなんですね。同じでいいような、表現が違う

けれど。 

◇委員  そうですね。 

◇会長  じゃあ、開隆堂のアの方のところも、下と同じように丁寧に書いてもらいましょ

う。 

     ほかいかがでしょうか。丸についての御検討もあわせてお願いします。 

     家庭分野についてはアンケートもいただいておりますので、それもごらんいただき

たいと思います。 

     いいですか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  では、家庭分野は文言の変更がありましたが、丸の数は、丸の位置はそのままでさ

せてもらいます。 

 

◇会長  英語へ参ります。英語は６９ページから。 

     東書は丸２つ。１つ目はイ、主体的に学習に取り組む工夫の①、課題意識を喚起す

るための工夫として、「生徒が実際に体験する学校行事や他教科と関連した内容を

取り扱う等興味が持ちやすく、意欲を高める工夫をしている」。 

     もう一つはエ、内容の表現・表記の①、効果的な内容の表現が適切に関連づけられ

た資料の提示として、「巻末語リストの巻末資料は、授業の中でも英語活動や家庭

学習に活用しやすいものになっている。巻末には分野別絵つき単語リストやボーナ
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スワードボックス、手紙、はがきの書き方、家族などの資料を掲載し、単語やさま

ざまなシーンでの英語の使い方などをまとめて紹介している」。 

     次、開隆堂につきましては、丸１つ。オ、言語活動の充実の①、４技能を統合的に

活用させる言語活動の充実をためる工夫。「プログラム終了後にまとめの問題を設

定し、活用力を高める工夫をしている。また、巻末ではできるようになったことリ

ストがあり、それを活用することが言語活動の充実を図るものとなっている」。 

     次、学図。２つあります。イ、主体的に学習に取り組む工夫の②、課題解決的な学

習のための工夫として、「ペア、グループでの会話として提示されたページ数が１

年６８、２年５５、３年５２であり、３学年のバランスがほぼとれている」と、内

容の構成や配列、分量の③、発展的な学習に関する内容の構成と分量として、「チ

ャプターという単元を設けて、習得した目標文や表現を実際に書いたり話したりす

る表現活動を取り入れている。また、１から３学年を通して、生徒が自分の言葉と

して英語を使えるように場面設定の工夫をしている」。 

     三省堂は丸が１つ。エ、内容の表現・表記の①、効果的な内容の表現が適切に関連

づけられた資料の提示として、「巻末語リストに冠詞、代名詞についての説明があ

る。また、枠の中に類義語のうち、日本語の使い方とはニュアンスが異なる語彙に

ついての詳しい説明がある」。 

     教出は丸１つ。エ、内容の表現・表記の①、効果的な内容の表現が切に関連づけら

れた資料の提示として、「巻末語リストの前に品詞の説明がある。「辞書について

一緒に学ぼう！」に説明と練習問題がある。別冊には教科書の活動をさらにプラス

した語句、文法の活用を示している」 

     光村は丸１つ。ウ、内容の構成、配列、分量の③、発展的な学習に関する内容の構

成と分量として、自己表現活動の「Go for It!」、これはかぎ括弧をつけます、職

場体験から学んだことを表現する内容を取り入れたり「Your Coach」、これもかぎ

括弧、では、進路に応じた学習方法の具体例を掲載するなど、自己表現活動や発展

的な学習につながるように内容が構成されているということです。いかがでしょう

か。 

◇委員  東書のエのところですけども、ボーナスワードボックスとかというのは、これも固

有名詞と考えた方が。 

◇会長  これは固有名詞ですね。かぎ括弧をつけましょう。 

◇委員  ややこしいのが手紙。 

◇会長  いや、これもかぎ括弧つけましょう。ただ、本文についてどうなっているか１回確

認して、そのとおりでかぎ括弧つけていきます。 

◇委員  「各ユニット終了後に」というのがオにあるんですけども、このユニットというの
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はお他ではレッスンだったり……。 

◇会長  チャプターだったり。 

◇委員  するので、これも固有名詞なのかなというふうに。 

◇会長  ただ、これはユニットとかチャプターは、これは一般名詞ではありますよね。どう

なんですかね。ユニット、チャプターとか使い分けがあるんですか。 

◇委員  チャプターってそのまま書いてあるんじゃないですかね、多分。チャプターってい

う……。 

◇会長 その教科書はチャプターでいっているんですよね。チャプター１なのか、レッスン１

なのか、そのあたりが。 

◇委員  プログラム、プロジェクトとか、皆。 

◇会長  それぞれ使い分けてはありますけど、用語としてはしかし一般名詞ですよね。 

◇委員  確かにこれではないんですよね。 

◇会長  それは単元とかというのと同じような表現なので、やっぱりさっきからかぎ括弧を

つけているのは、特定の単元の名称だったり、特定の何か工夫、技法だとか解説だ

とか設問だとかといったような、一定の工夫の名称にかぎ括弧をつけるんですけど

も、そういうふうに考えてください。チャプターやユニットは、もうそれで皆さん

なれていらっしゃるので。 

◇委員  そうすると、一般の言葉だとすると、各レッスンと文中のレッスンは小文字から始

まることになるんですかね。文頭は大文字から始まらないんですか。 

◇委員  小さいレッスン、小さくなってるのは、小文字になってるのは、あれ本当は大文字

のはずです。各レッスンの終了後のレッスンが……。 

◇会長  大文字。 

◇委員  三省堂は小文字になっていますが、これ全部大文字です。 

◇委員  前は大文字になんです。 

◇会長  では、これ直してください。各者。 

◇委員  それから、開隆堂のプログラムというあれは全部大文字なんですけど。 

◇委員  ああ、これ全部大文字。 

◇会長  教科書では。 

◇委員  ここに出ているのが全部、ユニットとかあれと一緒なんですよ。全部大文字なんで

す。 

◇会長  じゃあ、教科書自体に合わせときますかね。 

◇委員  それとも、全部単元で統一して、その方がわかりやすいですかね。プログラムとか

レッスンとか。 

◇委員  人が見たらわかりにくいです。 
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◇委員  ユニットとかという……。 

◇会長  英語で単元っていうのはオーケーなんですよね。 

◇委員  単元でいいです。 

◇委員  よく、教科書によって皆それ使っているから、レッスンでいった場合もあるし、み

んなそういう名前なんですよね。 

◇会長  じゃあ、全部単元でいきましょうか。英語、種類が多過ぎですよね。さっきの家庭

みたいに、もう家庭ではこういうふうになっているというのが決まっていればいい

ですけど、全部単元で統一してください。そしたら紛らわしくないと、確かにわか

りやすいので。そういうふうに統一させてください。 

     ほかにいかがでしょうか。丸のつけ方等ありますでしょうか。 

◇委員  東書の①のところの興味を持ちやすくっていう、持ちやすくっていう単語が漢字に

なっているんですけど、前は平仮名だったんですよ、あれは、ほかのところでは。

基本的には漢字ですか。 

◇委員  平仮名ですか。 

◇会長  漢字でいいんじゃないかと。統一してください。 

◇事務局 平仮名でしていたのですが…。 

◇会長  平仮名で統一しようとしていたんですか。 

◇事務局 していました、はい。 

◇会長  じゃあそうしてください。別にどっちになっているからといって実害はないので。

これ個人的な語感っていうか感覚なので。私だったら全部漢字でします。読みやす

い方がいいと思いますから。 

 ほかにはいかがでしょうか。英語についてもアンケートもいただいておりますの

で、ごらんください。 

     よろしいでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  御意見が途絶えておりますようですので、英語については以上とさせていただきま

す。 

 

◇会長  これで各教科につきまして審議報告書の検討を終了したことになります。審議の中

で特に表現の修正とかが多数ありましたので、そちらにつきましては事務局で修正

していただきまして、それは改めて皆さんにお集まりいただいて、また検討という

ことは大変難しゅうございますので、日程的に、私と副会長の方で確認をさせてい

ただきたいと、御一任いただきたいという、そういう進め方にいたしたいんですけ

ど、それでよろしいでしょうか。 
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                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  御了承いただいたものとみなします。では、私たちの方で責任をもつて最終確認を

させていただくということで、本日御検討いただきました報告書については、皆さ

ん御了承いただけますでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  御了承いただいたということにいたします。では、報告書について了承といたしま

す。 

     その他の資料につきましては、調査員名簿、会議経過以外は、第１回の資料と同じ

でございます。これらの資料についても了承していただけますでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  じゃあ、異議なしと認めます。審議報告書につきましては承認といたします。 

     では、今後の日程につきまして事務局の方から御説明をお願いいたします。 

◇事務局 失礼いたします。 

     本日の審議を受けまして、事務局の方で書面等を整えたり修正等させていただいた

りしまして、後日会長さん、副会長さんの方に確認をしていただき、８月２７日の

教育委員会会議で、この審議報告書を選定委員会会長様から教育委員会の方へ御報

告をしていただきます。教育委員会会議での審議を経て、教科用図書が採択されま

す。 

     採択結果及び採択理由は、平成２７年９月１日火曜までに広島県教育委員会に提出

をいたします。広島県教育委員会は、平成２７年９月１日火曜日以降、全採択地区

の採択結果を一括して公表する予定です。また、平成２７年９月１日以降、尾道市

教育委員会も採択基本方針に基づき、採択結果及び採択理由について速やかに公表

いたします。 

     採択結果の公表については、採択された教科書のみ採択理由を公表します。結果的

に選定結果と採択結果が異なる可能性があるので、混乱を避けるためにも、選定委

員会での審議経過につきましては口外されないようお願いいたします。また、これ

までの採択に係る情報の取り扱いに御留意くださいますようお願いいたします。 

     以上でございます。 

◇会長  ただいまの御説明につきまして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。 

     では、皆さんありがとうございました。 

     それでは、閉会行事をお願いいたします。 

◇司会  ただいまから平成２８年度使用中学校教科用図書選定に係る教科用図書選定委員会
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の閉会行事を行います。 

     閉会に当たり、事務局から一言挨拶をいたします。 

◇事務局 失礼いたします。 

     平成２８年度使用中学校教科用図書採択に係る教科用図書選定委員会を終えるに当

たり、教育委員として一言御挨拶申し上げます。 

     選定員の皆様には、御多用の折にもかかわらず、来年度から使用する教科書選定に

係る審議に御尽力いただき、まことにありがとうございました。 

     おかげをもちまして、選定委員が教育委員会に報告するための審議結果報告書が形

となりました。会長、村田副会長を初めとする各委員の皆様には熱心な審議を行っ

ていただき、感謝しております。 

     皆様御承知のとおり、教科書の採択権は教育委員会にあり、この後教育委員会会議

において採択を行います。採択に当たっては、皆様からの審議経過報告書をもと

に、本市の生徒に最も適した教科用図書を採択したいと思います。 

     教育長より皆様にくれぐれもよろしくお伝えするよう申し受けております。選定委

員の皆様、本当にありがとうございました。 

◇会長  お疲れさまでした。 

◇委員  ありがとうございました。 

◇司会  これで平成２８年度使用中学校教科用図書選定に係る教科用図書選定委員会の閉会

行事を終わります。 

     以上で尾道市教科用図書選定委員会を終了いたします。御協力ありがとうございま

した。 


