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第１回選定委員会議事録 

 

◇司会  ただいまから第１回尾道市教科用図書選定委員会を開催いたします。 

     私は、本日の進行を務めます教育指導課確かな学力育成係指導主事でございます。 

     尾道市教科用図書選定委員会の開会に当たり、尾道市教育委員会委員長が御挨拶い

たします。 

◇委員長 皆さん、こんにちは。 

     第１回尾道市教科用図書選定委員会の開会に当たり一言御挨拶を申し上げます。 

     平成２８年度から使用する中学校教科用図書採択事務にかかわる第１回の選定委員

会を開催いたしましたところ、委員の皆様には御多用の中、出席をいただき、まこ

とにありがとうございます。 

     皆さんも御存じのとおり、教科用図書は学校教育において教科の主たる教材として

使用されるものであります。したがって、皆様方には学習指導要領の内容を身に付

けるために、本市の中学生に適切な教科用図書を選定していただくという大変重要

な役割をお願いするところであります。 

     昨今、教科用図書の採択につきましては、社会的な関心も高く、さまざまな報道が

行われておりますが、皆様方には適正かつ公正に選定業務を進めていただきますよ

う、そして限られた時間ではございますが、十分な審議を行っていただき、本市の

生徒にとって適切な教科書を選定する資料を策定してくださいますようお願いいた

します。 

     皆様の御尽力により行われます審議結果は、８月中に開催する教育委員会における

審査の後、採択され、平成２８年度から市内の中学生が使用することとなります。

皆様方には大変御苦労をおかけしますが、本市の将来を担う中学生のためにどうか

御尽力くださいますよう、重ねてお願いを申し上げ、御挨拶とさせていただきま

す。本日はどうもありがとうございます。よろしくお願いします。 

◇司会  本日は気温が高くなっておりますので、各自上着をとるなど調節をしてください。 

     それではまず、今回は初回でもありますので、それぞれの委員の自己紹介をお願い

します。紹介は、資料４ページの名簿順でお願いします。 

     （各自自己紹介） 

◇司会  ありがとうございました。 

     議事に先立ちまして、お手元の資料２ページから３ページの尾道市教科用図書採択

事務に関する規則第５条に従い、選定委員会の会長及び副会長をそれぞれ１名ずつ

選任していただきたいと思います。どなたか会長、副会長に立候補していただける

方はいらっしゃいませんでしょうか。 
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                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇司会  ないようでしたら、推薦をしていただいても結構でございます。推薦はございませ

んか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇司会  ないようですので、事務局の案を申し上げてもよろしいでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇事務局 それでは、事務局の案を示します。 

     こちらにお示しした事務局の案に承認いただけますでしょうか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◇司会  ありがとうございます。異議なしと認めます。 

     事務局案のとおりお願いしたいと思います。皆様、ありがとうございました。 

     それでは、会長と副会長は、会長席、副会長席に移ってください。あわせて各委員

の皆様は、席を１つずつ詰めてください。 

     では、先ほども申し上げましたが、暑い時期ですので、上着をおとりするなど調節

をしてください。 

     尾道市教科用図書採択事務に関する規則第６条により会長が議長となりますので、

これからの進行は会長にお願いします。よろしくお願いします。 

◇会長  皆さん、微力ながらこの会の進行を務めさせていただきます。御協力のほどよろし

くお願いいたします。 

     それでは、レジュメに従って進行してまいりたいと存じます。 

     まず、議案第１の教科用図書選択の手順と今後のスケジュールについて事務局から

説明をお願いします。 

◇事務局 失礼いたします。 

     教科用図書の採択手順と採択スケジュールについて御説明いたします。 

     まず、教科用図書採択事務でございますが、尾道市教科用図書採択事務に関する規

則に従って採択事務を進めてまいります。 

     始めに、教育委員会、選定委員会、調査員の役割について説明いたします。 

     まず、採択権者であります教育委員会の役割について説明いたします。 

     ４月２７日に示された広島県の採択方針に基づいて、尾道市の教科用図書の採択方

針を定めます。教育委員会会議におきまして、教科用図書選定委員会を設置いたし

ます。選定委員会には教科用図書調査員を設置いたします。市内の図書館に協力し

ていただき、教科用図書を展示いたします。全ての教科書について審議をし、１種

目につき１種類の教科書を採択いたします。採択した教科用図書については、採択

理由を明確にいたします。 
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     次に、教育委員会が設置する選定委員会の役割について説明いたします。 

     教育委員会が定めた教科用図書の採択方針に基づき、教科用図書を調査研究する観

点を定め、その観点を調査員に示します。教科用図書の展示会場、御調、因島、瀬

戸田、中央図書館に意見箱を設置するなど、広く市民の意見を聞くための措置を講

じます。全ての教科用図書について審議し、その結果について理由を付し、教育委

員会に審議報告書として報告します。 

     最後に、教育長が任命する調査員についてでございます。 

     選定委員会から示された調査の観点等に基づき、各教科用図書について綿密な調査

研究を行い、選定委員会に報告いたします。その際、特定の教科用図書に絞り込む

ことなく、全ての教科用図書の特徴について意見を付すこととなります。 

     次に、手順について説明いたします。 

     ここでは主に選定委員会の事務内容について順に説明いたします。 

     まず、採択基本方針に従って調査研究の観点を定めます。それはこの後、本日行い

ます。 

     次に、観点を調査員会に示し、調査員はその観点に基づき、全ての教科用図書の調

査研究を行い、報告書を作成いたします。 

     次に、選定委員会は、調査員が作成した調査研究報告書と各発行者が作成した教科

書編集趣意書、広島県教育委員会が作成する選定資料、教科書展示会アンケート等

を資料として教科用図書、いわゆる教科書の選定作業を行っていただき、種目ごと

に特徴を明確にした審議報告書を作成し、教育委員会へ報告していただくこととな

ります。教育委員会は、その報告をもとに総合的に判断して、教科用図書を１種目

ごとに１種採択いたします。 

     次に、採択のスケジュールについて説明いたします。 

     資料の５ページをごらんください。 

     教育委員会は、８月３１日までに広島県教育委員会に採択結果を報告することとな

っております。全体には、５ページのように大まかな日程を考えております。本日

の第１回選定委員会の後、３回の調査員会を行います。第２回から第５回の選定委

員会では、調査員からの報告や各種資料をもとに全ての教科書について審議報告書

を作成していただきたいと考えております。教科書展示会につきましては、６月１

４日から御調、因島、瀬戸田、中央の市内４つの公立図書館において開催するとこ

ろでございます。７月中旬以降のスケジュールにつきましては、今後この案をもと

に調整をさせていただきます。 

     採択の手順とスケジュールについての説明は以上でございます。 

◇会長  では、ただいまの事務局の説明について御質問がありましたらお願いします。 
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                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  ございませんようですので、続きまして議事の教科用図書の選択方針の説明をお願

いいたします。 

◇事務局 教科用図書の採択基本方針について説明いたします。 

     この採択基本方針は、平成２７年５月２９日の教育委員会会議で決定されたもので

す。 

     資料の６ページ、７ページをごらんください。 

     この採択基本方針は、広島県教育委員会が定めた採択基本方針に準じております。

このことについて、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律及び義務

教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律、施行規則の一部を改正する省令

が平成２６年４月１６日付で公布されたことに伴い、昨年度から県の採択基本方針

においても法令改正の趣旨が反映されました。これに基づき、本市においても昨年

度より縦１、採択基本方針の(３)開かれた採択の推進のイとウの項を立て、県の採

択基本方針に新たに示された内容を明記いたしました。このことによって、小・中

学校において使用する教科用図書の研究のために資料を作成したときはその資料

と、教育委員会の会議の議事録を作成したときにはその議事録、つまり審議報告書

と教育委員会会議の議事録は、採択後遅滞なく公表に努めることとなります。 

     さらに、その他開かれた採択を推進する視点から、有用と思われる情報についても

公表するよう努めることとなります。例えば研究のために作成した資料とは調査研

究報告書、有用と思われる情報の例としては名簿や選定委員会の議事録等です。選

定委員会の議事録は、発言者が特定されないよう配慮し、作成いたします。 

     なお、縦２、採択基準には、調査研究の方向性をより明確にするために、県の示し

た観点と同時に尾道教育みらいプランの政策の柱、基本方針に基づくことを明記し

ております。 

     続いて、採択基準と方法、組織及び手続について読み上げさせていただきます。 

     ２、採択基準。採択に当たっては、次の観点並びに尾道教育みらいプランの政策の

柱、基本方針に基づいて、県教育委員会が作成する選定資料を活用して十分な調査

研究を行う。 

     ア、中学校用教科用図書について。 

     （ア）基礎基本の定着、（イ）主体的に学習に取り組む工夫、（ウ）内容の構成、

配列、分量、（エ）内容の表現、表記、（オ）言語活動の充実。 

     イ、学校教育法附則第９条の規定による教科用図書について。 

     （ア）内容の特徴、程度、（イ）内容の構成、配列、分量、（ウ）内容の表現、表

記、（エ）印刷製本の状態。 
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 ３、方法、組織及び手続。教育委員会は、広島県教育委員会の指導、助言または援

助により、種目（教科用図書の教科ごとに分類された単位）ごとに採択を行う。 

     (1)中学校用教科用図書について。 

     ア、採択は、文部科学省中学校用教科書目録（平成８）２８年度使用に登載された

教科用図書のうちから行う。イ、採択組織及び手続については、尾道市教科用図書

採択事務に関する規則の定めるところによるものとする。 

     以降に示してある特別支援学級で使用する教科書については、今回の採択と直接関

係を有するものではなく、特別支援学級で発達段階に則して使用がされる教科書で

ございますので、ここでは割愛させていただきます。 

 教科用図書の採択基本方針についての説明は以上でございます。 

◇会長  それでは、ただいまの採択基本方針についての事務局からの説明につきまして御

質問ございましたらどうぞ。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  それでは、続いて議事の３に参ります。 

     教科用図書調査員の設置についての説明をお願いいたします。 

◇事務局 教科用図書調査員の設置について御説明いたします。 

     資料２ページの下から２行目をごらんください。 

     第８条、調査員は、学校の校長、教員のうちから教育長が任命する。 

     ２、調査員の人数は、次の表のとおり、教科ごとに定める。 

     ３、教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者及び選定委員会の委員は、調査

員となることはできない。 

 ４、調査員には、教科ごとに代表者を定める。 

     ５、調査員の会議は、教育長が招集するとされております。 

     調査員の任命については、近日中に行う予定でございます。 

     なお、今回の採択に係る調査研究は、世羅町、府中市、神石高原町からの申し出が

あり、尾道、世羅、府中、神石高原の２市２町で行う予定でございます。２市２町

で構成される調査員会は、それぞれの規約に従った人数の調査員が選出されること

となり、教科ごとに各種目の調査研究を行ってまいります。 

     教科用図書調査員の設置についての説明は以上でございます。 

◇会長  ただいまの御説明について御質問ございますでしょうか。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  では、続きまして議事第４に参ります。 

     選定委員会は、調査員に示す調査研究の観点について事務局から説明をお願いいた

します。 
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◇事務局 選定委員会が調査員に示す調査研究の観点でございますが、８ページ以降に事務局

案を示しております。 

     本年度の調査研究資料は、種目の次に発行者一覧、学習指導要領における教科、分

野の目標を掲載いたしました。また、国語、数学、理科、英語につきましては、各

種学力調査結果から見られる尾道市の中学校での課題を示しました。 

     次に、調査研究における観点です。 

     教科用図書調査研究の総括的な観点として、採択基本方針に示しました５つの採択

基準である第１の観点、基礎基本の定着、第２の観点、主体的に学習に取り組む工

夫、第３の観点、内容の構成、配列、分量、第４の観点、内容の表現、表記、第５

の観点、言語活動の充実を上げております。 

     また、５つの観点と尾道教育みらいプランとのかかわり、観点を具体的にした、詳

しい視点の案を８ページから４１ページにお示ししております。 

     この視点につきましては、資料の５１ページ以降にあります広島県教育委員会が作

成する選定資料を参考に考えました。県の選定資料では、視点に当たるところを観

点とし、さらに尾道教育みらいプランとのかかわりと視点を明記することとしまし

た。県の今年度の選定資料は６月中旬に送付予定のため、詳しい観点につきまして

は広島県教育委員会が前回作成した平成２３年度のものを参考にしております。ま

た、先ほど説明させていただきましたとおり、尾道の採択基本方針には、５つの観

点と並んで尾道教育みらいプランの政策の柱、基本方針に基づいて県教育委員会が

作成する選定資料を活用して、十分な調査研究を行うと明記しております。 

     そこで、観点の横に尾道教育みらいプランとのかかわりとして、プランに示した基

本方針や重点目標、施策などのうち、関連すると考えられるものを入れておりま

す。また、観点と尾道教育みらいプランとのかかわりを踏まえ、具体的に何につい

て調査するかを調査員がイメージしやすいよう、視点を示しております。視点は、

広島県教育委員会が平成２３年度に作成した選定資料の方法に示されたものを参考

にいたしました。 

     本日は、この事務局案をごらんになり、内容について皆様に御協議いただき、加筆

修正をしたいと思っております。お示しした基本方針等に記載している力をつける

ことを本市の中学生に適切な教科用図書を選定するための基準としていただきたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

     調査員が作成する調査研究報告書の記述に当たっての留意点として、各教科の教科

書の調査研究における視点、尾道教育みらいプランとのかかわり及び視点の表を調

査員に示し、全ての観点で調査研究を行うこととしたいと考えております。 

     調査研究の観点についての説明は以上でございます。 
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◇会長  ただいま御説明いただきました調査研究の観点案につきまして御質問及び御意見を

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

◇委員  質問をまず１つさせてください。 

     今の説明であれば、尾道市が採択基準として（ア）から（オ）までの５つ示してい

るものは県の観点に当たるものを採択基準に充てていると。それから、県の方で視

点っていうものにしているものを尾道市の観点に充てているという説明ですよね。

前回の中学校の採択のときの県の視点を観点に充てていくということですよね。ま

だ選定資料は示されていないし、県の方の視点、場合によっては観点も示されてな

いものがあるから、基本は前回採択のときの県の資料のものを観点に示していると

いうことを確認しつつ、それで尾道市の採択基準の（イ）主体的に学習に取り組む

工夫というのは、今年度の採択、今回の採択で初めて出てきた観点ですよね。去年

の小学校の採択にもなかった観点で、ということは前回の県の採択の視点は存在し

ないということですよね。ということは、ここの尾道市の採択基準のイの観点をど

のようにしてつくったのかということをお伺いしたい、これが１点です。それ答え

ていただいてから、また関連するものであったり、付随するものを教えてもらおう

と思うんですが、いいですか。 

◇事務局 失礼いたします。 

     イにつきましては、昨年度の小学校の中にもございませんし、中学校の前回のもの

にもございませんでしたので、事務局の方で案としてつくらせていただいておりま

す。 

◇委員  つくられたというのは想定できるんですが、そのときの例えば何かを参考にしてこ

れができるのだとか、そういう考え方の基本みたいなのはありますか。 

◇事務局 広島版「『学びの変革」アクション・プラン」という今年度からスタートしている

事業がございまして、その事業趣旨に沿ったものをこの中に、教科の特性に応じて

取り上げております。 

◇委員  それについてもう少しいいですか。 

◇会長  どうぞ。 

◇委員  今さっき事務局からの説明では、６月の中旬ないしは下旬に県の方の選定資料がで

きてくると。その時点では、県の方の視点が出てくる。この県の方の視点と尾道市

の観点が当然バシっと合えばいいですが、合わない場合も当然考えられる。そのと

きに調査員たちはどういうふうに、どう考え分けて調査研究するのかというのをち

ょっと質問させてください。 

◇事務局 調査員は、まず尾道市でお示しする、今ここで審議をしていただきます観点に沿っ

て調査をいたします。そして、その際に県が示す選定資料も参考にしながら調査研
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究を進めてまいります。つくられる報告書の観点というのは、あくまでも本日ここ

で御審議いただきます観点に沿ったものとなります。 

◇委員  ２市２町での会になるということは、尾道市はこれだけよ、ほかの市町は市町ごと

にこういう観点とか視点とか、当然尾道教育みらいプランとのかかわりのほかはな

いと思いますので、ということになります。 

◇事務局 ここにつきましても、尾道市のものはみらいプランとのかかわりというところをこ

こで御審議をいただきますし、調査研究しますが、それぞれの市町の調査員もそれ

ぞれの市町においてこの観点以外に調査研究の方針となるようなものをもつてまい

ります。そこもあわせた上で調査研究は進めてまいります。 

◇委員  はい、わかりました。 

◇会長  もう一度確認しますけれども、後に県の方から出されます観点につきましては、あ

くまでも参考にという形でございました。 

     ほかにはいかがでしょうか。 

◇委員  確認してよろしいでしょうか。 

◇会長  はい。 

◇委員  県の出すのは参考ということになっているんですので、尾道は何かないか、例えば

国語の１０ページのイの③予習復習とありますけども、観点が県の視点だとする

と、県の中には予習復習と書いてない気がするんですが、それは置いときまして、

そのイの③が例えばもう少し先の社会の地理分野とかという場合は、同じイの③予

習復習云々という観点が、みらいプランとの対応関係では国語の方は学習意欲の向

上になっているのに、社会の地理的分野では家庭学習を充実する取組になってい

て、同じ観点なのにみらいプランとの対応関係が一致していないというのはどのよ

うなことでしょうか。 

◇事務局 確かに委員様のおっしゃられるとおり、同じ観点に対し違うところが関連として上

げられておりますので、そういったところにつきましては、本日この場で御意見を

いただきまして、より尾道みらいプランとのかかわりではこちらの方を示していっ

た方がいいだろうというところを御審議いただければと思います。 

◇委員  審議対象ということですね、学習意欲の向上というみらいプランとのかかわりを考

えるのか、それとも家庭学習との。そもそも国語の観点自体が、県の示してきた視

点の中には予習復習入ってないけど、そこは入れるということは、ここで決定すれ

ばいいと考えていいでしょうか。 

◇事務局 このイの観点につきましては、県からもまだ示されておりませんので、この場で御

審議いただければと思います。 

◇委員  ついでにもう一点、エの②ですけども、やはり国語だけちょっと表現が違います。 
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◇事務局 先ほどと同様の解釈で、ここでまた御意見をいただければと思います。 

◇会長  ここの真ん中の段の尾道教育みらいプランとのかかわりのところは、後ほど十分に

御審議いただきたいと思います。イについては大きな柱として入っているわけです

から、先ほどの御説明、県の方で取り組んでいる、特に力を入れているところにあ

わせた形でつくってみたということなんですが、先ほどの説明にもう少し加えて御

説明できることがあれば、それをぜひここに入れたんだっていう主体的に学習に取

り組む工夫っていうような、県がどのように整えていて、それを尾道市でも大きな

柱に据えようということになったらということですね。根拠のところを少し強調し

てお話いただけると理解しやすいんじゃないかと思いますけど、いかがでしょう

か。 

◇事務局 昨年２６年１２月に、「『学びの変革』アクション・プラン」というプランが示さ

れております。その中身で、今主体的な学びというところが入ってきておりまし

て、その中で課題発見・解決学習の充実というところが入っております。その視点

で授業を変えてく取組を進めております。その課題発見・解決学習の充実っていう

ところにつながるものとして、この主体的に学習に取り組む工夫という文言の方を

つくっているところでございます。 

◇会長  そうなりますと、問題解決、課題解決っていうのが、この観点、①から③まででも

う十分にあらわされているかということも御検討いただくことになるだろうと思い

ます。今の課題発見、課題を解決ということになると、（イ）の②がストレートに

それに対応するということになるんですか。 

     それに、①番の興味関心というのと、それから③番のこれは学習習慣でしょうか、

にかかわることを実際の学習、子供たちの様子を目にしながら、それがつけ加えら

れているということででき上がっていると考えてよろしいですかね。 

◇事務局 はい。 

◇会長  そういうことですけれども、皆さんいかがでしょうか。 

     修正の御意見等があれば。 

◇委員  今、事務局から説明されたのは、課題発見、解決学習というのは幾つか説明をいた

だいているのでわかるんですが、それが主体的に学習に取り組む工夫の全てかなっ

ていうのはちょっと、もうちょっと大きな枠で主体的な学びっていうのがあって、

その一つの方法論として課題発見、解決学習っていうのがあるのでは。 

     今まで学びの変革の話をいろんな場面で伺うと、主体的な学びっていうのは例えば

能動的な学びであるとか、深い学びであるとか、そういう学び方の話、学ぶスタン

スの話が中心で、課題発見・解決学習っていうのはもっとそれを具体化されたもの

になってるので、それから考えたときに、３つの今示されている観点っていうの
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で、例えば興味関心を高めるための工夫であったり、予習復習をしたり、学んだこ

とを生活に生かそうと意欲をもたせる工夫というのは、少し何か表層上の浅いとこ

ろをそいでいるような気がします。 

     ただ、今もおっしゃられた、整合という意味では、ここで３つ決まったものが各教

科ともある程度の教科の特性、固有の何かは除いてばさっと整合してないと、何か

ここでは（イ）の観点が２つで、しかもそれが課題解決・解決学習が入っていたり

入ってなかったりするのは何かつじつまが合わない。 

◇委員  すみません。今、（イ）のところが少し意見が出ていると考えが出ているのかと思

うんですが、例えば国語とか社会とかという教科については、まずは授業の最初に

興味関心がもてるような工夫が教科書のにあると思うんですが、例えば国語とか社

会とかという教科については、まずは授業の最初に興味関心がもてるような、そん

な工夫が教科書の中にも見られるかということで、２つ目は授業の学びの中で課題

解決とか、あるいは見通しをもったり振り返ったりするという、一連の学習の流れ

として、そういう主体性をもつて学習に取り組めるかっていう観点、そして３つ目

については授業の後、あるいは学校以外の場面での自分で学んでいこうとか、ある

いは学んだことを実際の生活のところで生かしていこうという、その３つのところ

の考え方でこういうふうに観点を設定しているのかなと。今、教科によっては、確

かに２つしかないとこもあるんですけれども、やっぱり県の資料を見てみまして

も、過去２３年度のもので言えば、学習方法の工夫が３つのところもあれば２つの

ところもあって、教科の中ではなかなか３つの場面をきちっと設定できないところ

もあるのかなというふうに思います。 

     今、いろいろ御意見があるので、ここについて、この３つで全部教科を通していく

のか、あるいは教科によっては学んだことを生活に生かすとか、課題解決とかとい

うところはちょっと難しいというふうにそいでいくのか、ちょっとその考え方だけ

でも整理していただいたらいいのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。

会長さん、どんなでしょうか。 

◇会長  まず、今の御意見から言いますと、①から③というのは場面に、段階に応じて分け

られたものだっていうことなんですけれども、この３つが全ての教科について判断

を下せるように十分なり得るのかということについては、含みを持たせて今日決め

るかっていう、そういう御意見なんですね。 

     ただ、今出ました、今日出されました意見については、これだけでいいのかってい

うこともありましたので、課題解決的な学習っていうことだけが学びの変革と言わ

れていることではないのではないか、もっとポイントがあるんじゃないかっていう

御意見も出てまいりましたので、そうなるとこれを入れるかどうかの取捨選択だけ
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の問題ではないかと。ここは教科によって足し引きを調整するということについて

は、多分皆さんこれは御了解いただけるんではないかと思いますけど、その点はい

かがですかね。実際の観点を考えていくときに、教科の特性に合わせてこの観点が

全教科でぴしっとそろっていなくてもいけるのではないかということにつきまして

はいかがでしょうか。その上で先ほど委員さん方の方から出ました、果たしてこれ

が課題解決的な学習というだけでいいかということですね。そうしたことについて

は、いかがでしょうか。 

◇委員  では、もうちょっと意見、説明を出させてください。 

     １つは、最初に来る興味関心を高めるための工夫というのも、その意図はわかるん

ですが、例えば今年度の広島県教育資料の指導案で示されているような課題意識を

もたせるための工夫ならばわかるんですが、興味関心というと、何か意識を引こう

というものという感じが重きにあらわれ過ぎていて、少し軽く感じて、課題意識っ

ていうのは教科がどんな教科、あるいは科目であっても、音楽にはこれ、音楽や美

術の課題っていう言葉が出てこないですが、きっとあると思います。それを課題意

識をもたせるということがあった上で、課題発見なり解決学習というものが発生し

て、それを計画させるために自分の生活場面とか、日常に対するというんで、３つ

目のこの紙が来ているんだろうと思うんですが、そういう意味で少し興味関心であ

るとか、予習復習というような少し狭いところに入ってしまっているんで、そうい

う意味で言ったのと、先ほど会長さんおっしゃられたように、ある程度教科の中で

幅はあってもいいだろうとは思うんですが、それが課題解決的なっていうことは、

課題とかということはいっそない種目があるのではないかなと。それぞれの教科

で、それなりに課題意識を持たせて我が事として勉強さすよというのは同じだと思

うので、それが地図とかというのが、それそこまで入れろとは言いませんけどね。

ということです、はい。 

◇委員  もう一つは、具体的に①番の興味関心を高めるための工夫っていうのが、これが課

題意識を管理するということですね。課題意識を高めるという、もう少し高次のも

のにした方がいいんじゃないかという具体的な御意見をいただいています。 

 ③番の方も予習復習っていうふうには、これ観点の割には非常に現実的な言い方に

なってしまっているんですけれども、むしろ視点の中にあるような、これが学習習

慣として生きた学習になっていくように、教室の場を超えてっていう、そちらのや

はり観点の方も御意見が出ているかなと思います。それで、ここは今貴重な御意見

いただきましたので、そのような形に修正をさせていただいたらいかがかと思いま

すけど、いかがでしょうか。 

◇委員  １番の興味関心を課題意識にしてしまうと、２番の課題解決がない教科があるとい
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う例えば音楽とか入ってないので、その場合には１番は存在しないことになってし

まうのではないかと思うのですけど、逆に１番はそういう意味ではちょっと大ざっ

ぱなところで、もし全部に課題解決があるんだったらいいと思いますけど、そうじ

ゃない、ちょっと無理があるかも。 

◇委員  そこは個人的な意見を言わせていただくと、実は音楽や地理の勉強にやっぱり課題

解決できない科があるんだろうと思うんです。何か問いがあって学習しているわけ

で、実はこれについては全ての教科になくてはならんのではないかと思うわけで、

そういう意味では後の具体的な科目ごとといいますか、種別ごとにないこと自体が

ちょっとあるんで、そこは修正していく方がいいんじゃないかなというふうに思う

んですけれども。 

◇会長  ということで、ちょっと今事務局の方で記録をとられていると思いますので、ここ

の表現自体も今出た御意見をもう一度確認をしていただいて、修正の形でここを進

めさせていただくのがよいかとは思うんですが、ここで修正をしない選択をする

と、これはもう一回つくり直して、もう一回会議しましょうという展開もあるんで

すけれども、ただ調査員の先生方が調査を始められる時期ももう迫っておりますの

で、もう一度この観点からもう一回考え直して、出し直してっていうのはできるだ

け避けたいところだなと思いますので、できればここでいろいろ御意見をいただい

た形で修正を加えさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

     先ほど、特に出していただきましたことも踏まえて、前よりふさわしい表現でとい

うことで。 

     今、記録をとられている方、ちょっと復唱していただけますか。 

◇事務局 １のところは、「課題意識をもたせるための工夫」というのが、先ほど出していた

だいたところです。 

◇会長  そういうことでいかがでしょうか。 

◇委員  それはどの教科についても、２の課題解決的な分にこれも入るということでしょう

か。 

◇会長  そうですね。もう一度だけ復唱してください。 

◇事務局 課題意識をもたせるための工夫。 

◇委員  細かいことのようですが、「もたせる」でよろしいでしょうか 

◇委員  これ特に学習の初めの段階のことを想定しているんですので、喚起する工夫とか、

もたせるでもいいですけれども。ということで、いかがでしょうか。課題意識を喚

起するための工夫。 

◇会長  ②番、いかがでしょうか。落ちついてみると課題解決的な学習の中に見通しを立て

てっていうのがあるんですよね、入れ子的にですね。厳密に言うと、表現にこだわ
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ってしまうとなかなか進まないんですけれども、課題解決的な学習の中に振り返り

っていう段階もあるわけで、①番で問題発見をやっているわけですから、これは数

字で言えば課題解決的な学習のための工夫ということでいいんだろうと思うんです

けど、その中に見通しを立てるとか、振り返るっていうことが含まれているという

ふうに考えた方がいいかと思うんですけど、いかがでしょうか、何か適切な表現が

あれば。私たちがこうやって話をしてわかったつもりでも、調査に当たられる先生

はこの言葉をイメージしながら進められるのですから。この観点は全てだといって

もいいぐらい大事なところだと思いますので、少し知恵を拝借したいと思います。 

◇委員  視点も提示されるんでしょうか、調査というのも。 

◇事務局 はい。 

◇委員  ということは、視点の中に入っていくような、なるほどね。 

◇委員  視点の中に入れたら具体的に入れる。 

◇委員  先ほどの２番でいいんじゃないですか。 

◇委員  じゃあ、振り返りも視点の中に要る。 

◇委員  そうですね。 

◇委員  見通しや振り返りをする。見通しをもったり振り返りをする。見通しを立てたり、

見通しは立てるんですかね、もつんですかね。 

◇会長  立てるにしときましょうか。 

◇委員  立てるですか。 

◇会長  見通しを立てたり振り返ったりする手引きの工夫があるかということで、視点のと

ころの「見通しを立てたり振り返ったりする」っていうのを手引きの前へちょっと

移動させる形で、問題解決的な学習の工夫ということで。学習のための工夫ですけ

れども、どうでしょうか。 

◇委員  今見ていてちょっと気がついたんですが、県がつくっている５２ページの国語は、

学習方法の部分のところに課題解決的なとあります。５８ページの３、数学では問

題解決的なというふうにあります。課題解決と問題解決っていうのは同じことなの

か、教科でこういう言い方を分けるのか。もしそれが……。 

◇委員  県も二通りあるんですか。 

◇委員  県が今、後ろにつけているのが、これが県がつくった資料で、５２ページの国語の

イの⑤は課題解決的なになっています。５８ページの数学のイの⑤は問題解決的に

なっていることをちょっと今見つけてしまったんですが、問題解決と課題解決とい

うのはどうですかね、課題解決で統一しても教科的に大丈夫なんでしょうか。 

◇委員  理科はどうなっているんですか。 

◇委員  ないですね。 
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◇委員  理科は問題解決されるが探究に……。 

◇委員  探究になっていますね。 

◇会長  変えられているんですね。課題っていうのは、想像ですけども、恐らく課題解決と

いう際、現実的な問題解決と科学的な問題解決とが混在しているんじゃないかと思

います。社会科とか国語とかというの現実的な問題解決。自然科学の方は、何か問

題を設定して、仮説を立てて画期的な手法をするときに問題提起しますから、多分

その教科の特性に合わせて探究と使い分けているんじゃないかと思うんです。 

     ということなんで、県のものを踏襲するというのも一つの手かと思いますけれど

も。 

◇委員  そうですね。 

◇委員  ただ、ここは全体のところですから、この場合に課題といったり問題といったりし

ても、どちらにしても差し支えないと思います。 

◇委員  県の５８ページの数学の例なんですが、確かに視点としては課題解決的な学習です

けども、方向としては課題を提示しているので、これは現実に使い分けている気が

するんですけど。 

◇委員  ああ、そうですね。 

◇委員  だから、そういう意味では、別に課題解決でいいんじゃないかな。 

◇事務局 いいですか。 

◇委員  ③番は、いかがでしょうか。 

◇委員  先ほど視点のところの表現の方がより抽象的で観点にそぐうんじゃないかという話

があったと思うんですけども、そのとおりだと思いますんで、視点と観点を入れ替

えては。 

◇委員  ちょっと格好のいい言い方にしてしまうと、今度ぼけてしまうので、焦点がです

ね。教室以外で、教室で終わる学習ではなくてということを言いたいわけですか

ら、今委員がおっしゃってくださったように、入れかえたらどうかということなん

ですが、より視点の方が高次な言い方になっているということも。 

◇委員  ちょっとお願い、賛成なんですが、授業以外でというのがひっかかるんですね。 

◇委員  うん、ちょっとひっかかりますね。 

◇委員  多分授業をしていても、ほかの授業でもそのことを利用する、活用する。ほかの教

科でも使っていくとかという意味では、ほかの場面で、他の場面でも××っていう

ふうにした方が、授業だったら授業のとこはもうカットですよね。 

◇委員  学んだことを生活に生かしたり、さらに学ぼうとする意欲をもたせるとかというふ

うな、もうちょっとぽやんとした言い方だと抽象的ですかね。 

◇委員  多分県が言おうとしているのは、そういうニュアンスだろうとは思います。余り書
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き込むと、その観点と視点というのが、バランスが逆転しちゃうんで。 

◇委員  観点の中の予習復習をしたりという文言が恐らくすごく狭いと限定してしまうの

で、生活の中でということですね、生活の中で学習意欲を高める工夫っていうこと

にしていくのはいかがですかね。これはもう学校生活も家庭生活もっていうこと

で。 

     生活の中で学習意欲を高める工夫、視点の授業以外の場でというのも、ちょっと先

ほどでも問題かもしれないという御意見をいただきましたので。これも生活を通し

てとしか言いようがないんですけども、視点の方もですね。それに具体的に、まず

教科書自体の検討にも至っていませんけど、予習復習といったときに教科書にどこ

まで工夫があるかっていうことについては、ちょっと本当にあるのだろうかという

のが、なかなか限定されてしまうと、そういう工夫がたまたまあったところだけが

ポイントになってしまうので、ここは少し学習生活を向上させるという意味のこと

でいって、いろんな教科書会社の工夫があれば、それに対応できるようにした方が

いいかなと思います。ということで、ここの修正をしてもよろしいでしょうか。 

◇委員  はい。 

◇委員  大丈夫。 

◇会長  ３の観点は、生活の中で学習意欲を高める工夫、そして授業以外の場でというとこ

ろは生活を通してということでよろしいですか。 

◇委員  ほとんど同じ表現になってしまうんですけど、少し含みを持たせてということで

す。 

◇委員  はい。 

◇委員  特にイの基準、観点につきまして修正を行ったわけですけれども、ほかのところも

含めて皆さんいかがでしょうか。 

◇委員  ちょっと１つ。 

     みらいプランの中では、特にグローバル社会の問題、見据えというのが大きい項目

になっているんですが、これはその観点全体を通してということで解釈してよろし

いでしょうか。というのが、英語なんていうとやっぱりもういろんな国のことです

ね、それが教材としてたくさんあるんですね。ですから、それはそれとしてなんで

すが、ただ英語ばかりじゃなくて、やはり今の時代、特にほかの教科もグローバル

感覚という、そういった意識をもつて接していく、教員自身がその意識がもてるか

どうかというのもあるんですけれども、そういったようなこともこっちの観点には

なるのかなと思ったんですが、ただここらのみらいプランの中で見てみると、これ

から求められる力というと、グローバル社会を生き抜くための必要な力の中に、課

題を解決する力や、あるいは論理的思考力、そういったものも含まれているという
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ようなところから、全体を通してというような感覚で、項目としてはないけどもと

いうことで解釈してよろしいでしょうか。 

◇委員  今の点につきまして、グローバル社会を生き抜くという点につきましては、どの教

科でも図っていくというところで全体を通しているというところの捉えでよいと思

います。 

◇委員  恐らくグローバル社会をっていうのが大目標なんだろうと思うんです。それはちょ

っと先の課題解決ができるっていうこともその中でしょうし、基礎基本の中の分

野、郷土を愛するっていうのも一方では合わせ鏡であったのでしょうし、今御回答

いただいたように、それはそれで一つみらいプランの目標の中にあるということは

念頭に置きつつ、項目化としてはより高次な項目なんで、観点の中に具体的にそう

いう言葉としては載せないということなんですが、教科によっては特にそういう色

彩の強い教科は教科の科目の方の視点のところでまたそれを入れていくということ

も考えられるかと思います。よろしいでしょうか。 

     ほかにはいかがでしょうか。 

◇委員  ちょっとさっきのイの③のことなんですが、生活の中で学習意欲を高めるっていう

のと学んだことを生活に生かそうとするのは、ちょっとまたニュアンスが違うよう

なんですが、どっちが重要なのかなと思っておるんですけど。他教科や、あるいは

生活の中に生かそうとする。ただ、これ先ほど言われたように、教科書によってそ

の観点があるないは大きな違いになってくる可能性はあるなと。例えば教科書、今

回はわかりませんけど、家庭学習用の問題をいっぱい載せている教科書というのは

最近出てきておるんでしょうか。それがあるとすごく有利になる。もうその時点で

教科書会社の特色で、別冊をつくって添付している教科書もあったりするんです。

でも、それは調査員さんがこれはすごくいいという本になれば、それはそれでいい

と思うんですけれども、観点がこちらの意図する観点に沿っていけばもちろんいい

と思うんで、その観点によって大分左右されるところが出てくるかなという気はち

ょっとしますけど、今それは違うんです。最初は、生活の中で学習意欲を高めるっ

ていったらどういう、それを具体的に視点で書けばいいかとは思うんですけど。学

んだことを生活に生かそうとするという方がイメージはしやすいんですけど。 

◇委員  それの方がより価値があると多分理解したろうと思うんですが、恐らく冒頭の観点

は、むしろそちらよりも、それも含んでいるけれども、学習習慣の確立だとかとい

ったような、こういう方にウエートがあるんじゃないかなと。そうなると、今のこ

とを片方がやっぱり含んでないような表現でもあるので、用語を生かした形の方に

するのが一番適当かと思います、それも書き加えてですね。 

◇委員  結局、今の件に関してですけども、国語に関してはみらいプランの学習意欲の向上
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に対応させていますが、それ以外の教科では家庭学習の充実ということに対応させ

ているので、明らかに見えてますな。そして、視点がまた抜かれていて、ここを主

体的に取り組む学習意欲ということができるか。国語の方に合わせていいかどう

か、ほかの科目はどう見ても家庭学習ですから、また授業場面でなく家で学習する

ということを言ってしまっているんですが。 

◇委員  余りにも予習復習だけでいいわけではないというふうに思いますし、国語の教科書

にしてしまっていたというのが問題だと思うんですが、私はむしろ生活の中で生か

すという方が観点としていいのかなと逆に思います。 

◇委員  生活の中で学習意欲を高めると、これはもう勉強する習慣をちゃんとつけろという

このものと、それから学んだことを学校で終わらさず、もっと生きた知恵につなげ

ていくような、学んだことに価値があるということを体験しながらいこうよってい

うその大きな目標等、そのどっちかだけっていうわけにはいかないんだよな。だか

ら、後から行った方はなかなか難しいんで、目標としては私たちは思うんだけれど

も、非常に大きな夢ですから、それは。現実的には、やっぱり先生方は言葉の勉強

の習慣をちゃんとつけているから、学力もしっかりつけてっていうところの方へ、

基礎基本、定着等もかかわるんですけど、そちらの方が問題でもありますし。両方

を記述するような形にしてはいかがと思うんですけども、生活の中で学習習慣を高

めたり、学んだことを生活に生かそうという風にですね。 

◇委員  先ほど授業以外の場面が出ているのが問題になったと思うんですけども、さまざま

な場面でという形に変えて、観点にもつていって生活に生かしたりっていうのを視

点にもつてくる。さまざまな場面というのは、もちろんほかの授業もあるしという

ことでどうでしょうか。 

◇委員  さまざまと言ってしまうと、少し焦点が拡散してしまうような気もしますよね。 

◇委員  さまざまな生活の場で。 

◇委員  すみません、ちょっと混乱してきたんですけど、観点のところに今入れる考え方と

して、１つは学んだことを生かす意欲ですよね、もう一つは家庭学習か、学習習

慣、この２のことは観点に入れ込むということですよね。 

◇委員  もともとは多分学習習慣の方が想定されているんだろうと思うんですが、ただもと

の中には生活に生かすっていう表現も入っていますよね。恐らくオリジナルの御提

案は、予習復習をしたりのところまでが学習習慣の方で学んだことを生活に生かす

って、やっぱりこの２点入っている。 

◇委員  そうですね。 

◇会長  その２点ともやっぱり必要だと判断して、この原案があるんだろうと思いますの

で、それやっぱりどちらかだけじゃなくて、両方を生かしときたいなと。とりまと
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めてしまうと、意味がわからなくなるので伝わらなくってしまう。ただ、予習復習

という言い方が余りにも具体的で狭いんじゃないかということがあったので、先ほ

どのように生活の中でっていう、学ぶっていうことを入れて表現をちょっと大きく

変えたわけで、このもとの学んだことを生活に生かそうとするっていうことは、こ

れはこれで残すべきかなと。これが初のことをやっている。勉強の習慣、予習復習

の習慣はないけども、学校で学んだことが生活の中で生きている、これはあるん

で、予習復習しているけども生きないとかということもあるんで、ただこれは別々

のことを言っているんだろうと。どちらもやっぱり学校教育としては大切だと、学

習習慣は学習習慣で必要ですし、ただ学んだことをそこで終わるんじゃなくて、本

物にしてほしいというのが願いですから、両方併記というのはそういうことだった

んですが。 

◇事務局 復唱します。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です

か。よろしいですか。 

◇会長  ああ、そうですね。今のいいんじゃないですか。ちゃんと聞き取っていただいて、

今のをもう一度。 

◇事務局 はい、復唱します。 

     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でよろしいですか。 

◇委員  非常に格好がいいと思います。 

     今、観点、目標としては非常に大きい。志が高い観点になったと思います。具体的

には予習復習を含むということね。さまざまに御意見いただいて修正いただきたい

んですけど、他の観点については、よろしいでしょうか。 

◇委員  すみません。あと一カ所です。 

     エの②ですけども、国語だけ図表の活用という言い方をしていますが。 

ここだけちょっと図表に限定するのはどうかなと思うのですが。 

◇委員  他教科のものをここの方に適用という形でもいいですね。 

◇委員  はい。 

◇会長  これ国語が文字テクストを対象とするので、あえて非連続テクストも合わせて使い

たいというふうなことを多分意図したのだろうと思うんですけど。教科のところに

入れても、問題はないですかね。 

図表が入るようなものって、説明文以外にないですよね。小説なんかにもちろん図

表はありませんから、鯨の鳴き声とかというような、そういう理科的なものとか、

社会的なもので図表が入るものがあるっていうことになんですかね。たしか観点に

書いてあると、それがないといけないかのようになってしまうんですね。 

◇委員  確かにね。 
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◇委員  県の視点を観点にもつてくると、ささいなことまで書いてあるところがピックアッ

プされたまま、そのまま大きなところへぽんと来るから、そういうふうに思いま

す。ほかのところも、エあたりは何か非常に困難が大きな観点になるんかというよ

うなんは出てきますね。 

◇委員  これは後で、ほかは具体的には後で種別にやるんですけれども、全体に通用するよ

うな内容の表現、表記についての観点、これエの採択基準の内容の表現等っていう

と、ここと今開いているのでいいのと、例えば話し合いをしましょうとかという国

語の単元のときに、話し合いのさせ方についての子供たちが具体的にイメージし

て、さあやってみようかってモチベーションが上がるような、そんな文も図版も含

めて表記になっているかっていうことがあるんですが、例えば国語の分で巻末資料

と図表だけになっちゃうので、これは全教科に通ずる言い方だと。効果的な表現や

資料がつけられているかっていうことじゃないんですかね。むしろ学習する内容を

効果的に子供たちが獲得するための効果的な内容の表現や資料の提示になっている

か、それで全教科共通じゃないですかね。音楽の運指の図とかなんか込みですね。

効果的な内容の表現や関連資料の提示がなされていることですよね。 

◇委員  はい。 

◇委員  賛成です。 

◇委員  数学にもイラストや写真が必要なのがあって、理科でも写真に…。 

◇委員  絵についてはもう一点に絞り、効果的な内容の表現や関連資料の掲示がなされてい

るかというふうにして、そして教科にちりばめられている具体的なものは、この右

側の視点の方に示していくということで。 

◇委員  観点を効果的な内容の表現や関連資料の掲示がなされているかとして、具体的な中

身については視点の方にも記載すると。 

◇委員  ほかのものが全部体言どめで表現がちょっと変わるんですけど、それはいいです

か。 

◇委員  内容の表現や関連事業の提示の仕方。 

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。 

関連づけられた資料の提示。 

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。 

◇会長  ほかいかがでしょうか。 

◇委員  今の観点は、全ての教科を通じてというのがあって。 

◇会長  見ていたときに、ひょっとしたらちょっと修正が必要になってくるかもしれません

けど、基本的にはどの教科も。 

◇委員  ごめんなさい。英語で見ると、４１ページにあるんですが、積極的にコミュニケー
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ションを図ろうとするとか、実際にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成

するための工夫とか、そういったような言葉が入ってきて、課題解決といったよう

なものにはなってないんです、実際には。ただ、積極的にコミュニケーションを図

ろうとするっていうふうな指導要領の目標等の中にある観点ですかね、それでなっ

ているので外せない部分なんかもしれないんですけども、ここもちょっと見ると２

カ所ある。どうなんだろうかなと思いながら、ちょっと見ているんですけどね。 

◇委員  （イ）の主体的学習に取り組む工夫というのを、例えば先ほどまとめていただいた

３つの観点でいけば、英語での課題をもたせるためのであったり、課題解決につい

ては、少なくとも学習のセットの中ではあります。生活場面につながるような課題

かどうかは別よ、もっとわかりやすいテーブルにしようとか、自分の意図が通じや

すい観点かな、ええもんをつくろうとかね、というような課題解決はあるだろうと

思うんで、そこに無理はないとは思いますが、先ほど言われた、積極的にコミュニ

ケーションを図るっていうのは基礎基本が出ている中にあるので、それでカバーは

できると。先ほどのエの内容の表現表記についても、先ほどの統一のやつでしてお

いて、英語の場合は巻末資料というのを視点のところに入れるということで、統一

しますか 

◇委員  具体的には種別のときにもう少し修正をして、大枠はこれで。 

◇委員  今のイの③、修正加えましたよね。 

◇委員  はい。 

◇委員  これみらいプランとの関連ということになると、学習意欲の向上と、ほかは家庭学

習になっとったんですね。だから、学習意欲の向上と、例えば家庭学習の充実、あ

るいは学習習慣の確立とかという２つの項目がここにあった方がいいのかなと思っ

て。そしたら、ほかの教科もそれでいったらどうかなと。この尾道教育みらいプラ

ンにも入っている中身だと思うんで。後、学習習慣の確立というか、家庭学習の充

実ですかね。 

◇委員  みらいプランの中には、家庭学習の充実に取り組むというのが今後この中にあるん

で。 

◇委員  ああ、あるね。 

◇委員  みらいプランとのかかわりのときのみらいプランの取り出し方が、すごく大きなテ

ーマで入っているときと学習意欲の向上というものと、それからもっと取組なり事

業の実施レベルのものが同じように入っていますよね。それが統一できないのは仕

方がないんだけども、少なくとも教科が違っていったら全部違っていくというの

は、よほどのことがない限りないと思うんで。 

◇委員  これについては、昨年度、例えば書写とか美術は芸術祭のかかわりというなんがあ
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って、尾道は芸術祭をしていると。コンクールをするので、そのコンクールなんか

にも幾らかつながるようなものがいいんじゃないかっていうような議論もあったん

です。だから、書写とか美術のところには今回も芸術祭というのが入っているんじ

ゃないかと思うんですが、そういう前回の小学校のときの議論を踏まえての幾らか

階層の差っていうのは生じているというところがありますので、そこをよしとする

か、あるいはある程度統一性をもたせるかっていうのは御意見いただいたらいいの

かなと思いますが。 

◇委員  この冊子で言えば、目的レベルのものを上げるのか、それともこちらの主な取組レ

ベルのものを上げるかを何か統一できるならば、例えば先ほどので言えば芸術活動

の推進というような項目にくくってしまっといて、その意図はというたら芸術祭の

××とか。家庭学習のちょっと定着っていう、家庭学習を充実する取組というのと

思考力、判断力、表現力の育成というのは、なかなかこれ、何かとっても……。 

◇委員  レベルが違う、確かに。 

◇会長  そこで、みらいプランの列のレベルはそろえた方が格好がいいんじゃないですか

ね。何だか基準がばらついているなっていうのでは。芸術祭のような具体について

は、今の視点の中にそれとのかかわりを考慮するっていう形で入れていっていただ

いたらいいんじゃないかと思います。 

     ほかには。 

◇委員  ちょっと確認なんですけど、みらいプランとのかかわりというところでいくと、こ

の色の紙で言えば基本方針とか重点目標ぐらいにある文言以上と、基本方針、重点

目標の文言をベースに関連したものを入れていくぐらいの考え方でよろしいでしょ

うか。 

◇会長  そうですね。 

     現在のところ、大枠の話でここまでかかっているんですが、今後の展開をいかがい

たしましょうか。これは今日全ての種別の観点を仕上げておかないと、調査員、先

生方の仕事が始まらないっていうことですね。 

◇委員  ちょっと提案なんですが、幾らかここでちょっと意見を出していただいて、それ事

務局の方で集約していただき、その案を再度委員さんにお送りさせていただいて、

見ていただいて、了承していただければそれでということでさせていただきたいと

思うんですが、いかがでしょうか。 

◇会長  例えとして出たいろんなことを、１つの今日出ましたことを全ての種目に適用して

変えていく必要があるだろうと思います。だから、具体的な作業だけではなかなか

時間のかかる作業が今から残っていると思うんで、手順としては今おっしゃったよ

うに、一度これは事務局、今日皆さんに出していただいた貴重な御意見をもとにも
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う一度練り直していただく段階が本当に必要だろうと思います。ただ、その場合、

仕上げたものを各委員さんのところに御提示いただいて、持ち回りでということの

御提案なんですが、それでよろしいですかね。手順としては、一度今出た意見を集

約して、それを応用して例えば書道だったらこういうことになるということです。 

今日の意見を応用して当てはめていくと、一つ一つ修正することはできるんじゃな

いかと思います。その作業をしてでき上がった案を皆さんに見ていただいて、意見

があったらさらにということになりますが、それをこうやって集まって審議しなく

てもよろしいですか。   

◇委員  多分各委員さんにとっても、できたものを見ていただくとまたいろいろ出てくるん

じゃないかと思うんですが、一つ一つ見ていただいてそのままオーケーになればい

いですけれども、そこで出た意見をどう処理するかと。まとめ直していただいたも

のを自分で判断というわけにはいかないでしょうから、どういたしましょうという

ことで。 

◇委員  例えば今回意見が出たのをもとに、こういう趣旨でこういうふうに直しましたよと

いうのを何日か、十何時間といただいて、その後この委員会をもう一遍、出た分に

関しては、例えば最終的には会長一任でお願いするなり、どっか決定しないといけ

ませんね。 

◇委員  そうですね。 

◇委員  次の調査委員会までのリズムを考えたらそんなに余裕はないですから、ここで多分

延々と議論したものを修正して見せてもらっても同じことが発生すると思いますか

ら、それならば事務局で案をつくっていただいて、もう一遍議論のチャンスがあれ

ば、あと最終的には会長さんに一任すると、できるものはそうすればいいとは思い

ますが。 

◇会長  予定にない選定委員会をもう一回設けるということは、皆さんご負担ですから現実

的にはなかなか難しいだろうと思うんですけど。恐らくこのまま続けると、全ての

種目についてひとつ一つ多分いろんなことが出てきます。ただ、もうここまで出た

話で既に出た御意見を適用していけば、自然と直ってくる部分も当然あるだろう

と、その作業は事務局の方でしていただいてもいいでしょうか。 

◇事務局 もう一回、考え方をちょっと整理させていただきたいんですが、１つ目の観点のと

ころについては、まずイの主体的な学習のところの課題意識の部分、それから問題

解決的な学習のところ、それから学んだことを生かしたり学習習慣をつけたりと、

この３つの考え方で文言を整理するということ、それからエの内容の表現表記のと

ころは全ての科目で統一的な表現になるようにということで……。 

◇委員  必ずしも最終的に同じにならなくてもいいんで、先ほど出たのはもう全部いけるん
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じゃないかなと。 

◇事務局 それで案をつくらせていただくということ、それからみらいプランにかかわって

は、基本方針、あるいは重点目標にある文言をうまく組み合わせながらやっていく

と。事業レベルのことは視点の中に入れていくという、そういう大きな枠で考えて

よろしいかということですね。 

◇委員  そうですね。 

◇事務局 もう一つ確認したいのは、県の方もそうなっているんですが、例えばエとかオって

いうのは種目によっては一つの視点しか示されてないようなものがあって、数が教

科等にそろっていません。基本的には２３年度の県の資料を参考に枠組みは作成し

ているんですが、それについてはよろしいですか。例えば今おっしゃったような、

エのところを一つの観点で全部串刺していきましょうということになるのであれ

ば、ちょっとそこがぶれる可能性もあるんですけれども、県のものに準じて、項の

数を設定するというのは。 

◇委員  エは先ほどの話で一つになったのでは。 

◇委員  エはもう全部一つにしましょう。 

◇委員  オなどはやっぱり教科の特性によって、一つになったり二つになったりということ

があるかもしれません。その辺はよろしいんじゃないですか。 

◇会長  ということでよろしいですかね、はい。ではそれで、ちょっと一通り全部見て、事

務局の方にしてもらいます。 

◇事務局 はい、そういう形で。 

◇会長  このような手順で進めさせていただきますが、できるだけ皆さんの意見を反映され

る形で取りまとめていただくことになると思います。皆さんから集めて集約した意

見が生かされる形で表現していきたいということですが、出た複数の意見だけど重

なるところがある場合は、皆さんから出された御意見のとおりの表現にはならない

かもしれませんけども、そこは御一任いただくということで。 

     今後の手順だけ確認しまして、今日の皆さんの意見の大枠は事務局に修正していた

だいたことでよろしいかと思います。では、次の議事に進みます。 

     では、議事の５につきまして、教科用図書選定委員会の作成する審議報告書につき

まして事務局から説明をお願いします。 

◇事務局 選定委員会が作成する審議報告書について説明をいたします。 

     資料の４２ページをごらんください。 

     調査員会では、各種目全ての発行者について今後決定していきますという観点に基

づき調査研究を行い、作成された調査研究報告書が選定委員会に報告されます。選

定委員会では、調査員会の作成する調査研究報告書や県教育委員会が作成する選定



－24－ 

資料等を活用して、種目ごとに全ての教科用図書について特徴を明確にした審議報

告書を作成し、教育委員会に報告していただくこととなります。 

     教育委員会では、この報告書に基づく議論を経て採択を行います。調査員が作成し

た報告内容を総合的に考えて、５つの観点の特徴を明確にした資料を作成していた

だきたいと思っております。選定委員会の審議内容を教育委員会会議で報告する際

には、尾道市の子供たちにとって、どの教科用図書がふさわしいのか、選定委員会

としての意見を問われることもございます。したがいまして、選定委員会におきま

しても、尾道市の子供たちにとって、どの教科用図書がふさわしいのかという視点

で十分協議をしていただきたいと思っております。 

     審議報告書についての説明は以上でございます。 

◇会長  ただいまの御説明につきまして質問、御意見等がございましたらお願いします。 

                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◇会長  それでは、引き続きまして議事の６、その他について事務局からお願いします。 

◇事務局 採択における適正、公正の確保のために選定委員会委員の皆様へ留意していただく

ことを申し上げます。 

     資料は４３ページをごらんください。 

     禁止されている事項について、中ほどより下に丸で４点示しております。発行者か

ら教科書採択関係者へ金銭の提供、またはその申し出、発行者から教科書採択関係

者へ物品の提供、またはその申し出、発行者から教科書採択関係者への饗応、また

はその申し出、お酒や飲食等の接待も禁止されております。発行者から教科書採択

関係者へのその他の経済上の利益の供与、またはその申し入れ、商品券、引っ越し

のときの自動車の提供等も含みます。 

     なお、開かれた採択推進の観点から、採択結果及び採択理由、採択関係者の指名

等、採択結果等を広島県教育委員会に報告した後に公開します。適正かつ公正な採

択が行われるよう、公開までは教科書採択関係者であることを口外しないようにし

てください。 

     また、資料の４４ページからは一般社団法人、教科書協会の教科書の構成、宣伝に

関するお願いの写しを添付しております。これは教科書協会に加盟している各者に

対して、行動基準として定めている内容を示したものです。万一教科書発行者から

の宣伝行為等があった場合は、行動基準に反するのではありませんかという対応を

お願いいたします。 

     採択における適正、公正の確保を期すための御協力をお願いいたします。 

◇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〕 
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◇会長  ないですね。 

     それでは、事務局の方から連絡事項等はありましたらお願いします。 

     よろしいですか。 

◇事務局  ありません。 

◇会長  では、以上で第１回選定委員会の議事を終了いたします。 

     皆さんお疲れさまでした。 

○司会  御審議ありがとうございました。 

     次回の選定委員会の開催日時につきましては、調整後、通知をさせていただきま

す。御出席をよろしくお願いいたします。 

     なお、採択権者である尾道市教育委員会の権限と責任のもと、適正かつ公正な採択

を実施するため、配付資料につきましては議場に置いてお帰りください。 

     また、教科用図書の見本本を教育会館３階ロビーにて閲覧できる準備をしておりま

すので、ごらんください。 

     それでは、お気をつけてお帰りください。ありがとうございました。 


