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可茂地区採択協議会事務局 

 

平成27年度 第２回岐阜県教科用図書可茂地区採択協議会 議事録 

 

日 時：平成27年7月9日（木）9：30～16：40 

場 所：可児市総合会館分室 ２階大会議室 

出席者：可茂地区採択協議会委員29名（早退2名） 

 

◆事務局 

 本日は，大変ご多用のところ，お集まりいただきまして，誠にありがとうございます。 

  机上に資料３部を配布させていただいております。１つは表紙に「平成２７年度 第２回岐阜県教科

用図書可茂地区採択協議会」と示されたレジュメ，２つ目は「着眼点・調査項目」と示された着眼点お

よび意見書をとりまとめた資料，３つ目は中学校用教科書目録です。 

この資料についてですが，公正確保のため，採択協議会終了後，回収をさせていただきます。資料へ

の書き込みは結構ですが，委員の皆様が必要となる内容については机上のメモ用紙等にお控えいただき

ますようお願いいたします。 

 第２回可茂地区採択協議会に先立ちまして，事務局よりご説明をさせていただきます。 

各種目の教科用図書の調査研究の概要について説明させていただきます。 

教科書を調査研究にあたっては，共通した窓を設け，その窓から各教科書会社の教科書を調査するこ

とで，それぞれの良さが見えてきます。そういう窓のことを「着眼点」といいます。 

そこで，資料の「岐阜県教科用図書可茂地区採択協議会規約」第１１条に基づき，県の作成した選定

資料を参考にして，可茂地区の着眼点を重点化しました。 

これらは，各種目とも「教科の本質」「可茂地区の実状」を踏まえたものになっています。 

「着眼点」とはどのようなものかご説明いたします。 

例えば，資料「国語科着眼点」をご覧ください。 

 調査項目をご覧ください。学習指導要領では，基礎的・基本的な知識及び技能の習得，それらを活用

して思考力，判断力，表現力を育成することが大切にされております。そこで，着眼点にその内容を位

置付け，「生徒が確実に知識や技能を身に付け，それを活用することができる内容になっているか」と

いう着眼点を設定し，全ての者の教科書の調査研究が行われました。 

同様に「主体的に学習に取り組む態度を養うこと」「これら以外の学習指導要領に示された内容や内

容の取扱いにかかわること」「地域社会人の育成にかかわること」「印刷や造本」の調査項目について，

各種目で着眼点を明確にしています。 

このような着眼点をもとに全ての種目，全ての者の教科書について綿密な調査研究を実施し，重点化

した着眼点ごとに，その者の特徴を短くまとめたものが意見書です。その意見書をお手元の資料に種目

毎に綴って準備させていただきました。 

本日の発表は，この意見書に基づき，協議会の委員の皆様により分かりやすくするため，実際の教科

書の記述などをお見せしながら発表させていただきます。 

各種目調査研究報告の際に，この意見書をご覧になりながらお聞きください。 

答申者からのご説明の後，質疑，協議にうつります。委員の皆様からの積極的なご意見を頂戴したい
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と存じますので，ご協力の程よろしくお願いいたします。この際には，答申者の説明から感じられたこ

と，可茂地区の子どもたちにとってより～といったご意見をいただけると幸いです。 

会場の後方には，教科用図書法定展示会場において寄せられた意見が書かれたものを展示させていた

だいておりますのでご覧ください。なお，寄せられたご意見については，調査研究において反映させて

いただいていることを申し添えます。 

 本日，この会場後方及び前方に，調査研究を行った教科書の見本本が展示してあります。 

 会を始める前に，着眼点や意見書及び教科書の見本本をご覧になるための時間を改めて設けたいと思

います。 

また，答申の間に答申者が交代する時間がありますので，その時間に，必要な方は教科書をお席まで

おもちいただいても結構です。 

では短い時間ですが，これから９時４０分頃まで時間をとりますので，ぜひご覧になってください。

時間が近づきましたらお声をかけさせていただきます。 

 

◆事務局 

委員の皆様，席へお戻りください。（着席確認後） 

それでは副会長様，協議会の進行を進めていただきますようお願いいたします。 

 

◆議長 

それでは，これより第２回岐阜県教科用図書可茂地区採択協議会を開催します。まず，はじめに可茂

地区採択協議会会長よりご挨拶いただきます。 

 

◆可茂地区採択協議会会長 

本日は，ご多用の中，第２回可茂地区採択協議会にご出席いただきまして，ありがとうございます。

本日は，平成２８年度から使用する中学校用教科用図書について研究調査委員の皆様による調査結果を

もとに，１者を選定します。研究調査委員の皆様には，使命感をもって大変熱心に研究・調査を行って

いただいたと聞いております。 

本日はその結果を協議していただくこととなります。可茂地区の子どもたちのために，地域の実態を

踏まえたよりよい教科用図書が選定されますよう，協議をお願いいたします。 

 それでは，第２回採択協議会でのご審議の前に，教科書採択にかかわり，３点ご確認させていただき

ます。 

まず１点目は採択環境についてです。本採択に関わりましては，静謐な採択環境を確保し，採択決定

ののちは採択結果及び理由を公表していきます。可茂地区採択協議会においても，８月３１日までは，

静謐な採択環境を整え，そして，９月１日以降は積極的な情報公開を行っていきたいと考えております。 

２点目は情報公開についてです。 

第１回の地区協議会でも確認させていただきましたが，本協議会の情報公開にかかわる窓口は可茂地

区採択協議会の事務局とします。もし，仮に，９月１日以降，各市町村教育委員会に情報を公開するよ

う依頼があった場合は，請求された情報の窓口は，可茂地区採択協議会事務局であることを告げてくだ

さい。 

３点目は各市町村教委の採択に関わる情報公開についてです。４月７日付の文部科学省通知によると，

採択権者である各市町村・組合教育委員会において，採択結果やその理由を公表していくことが努力義
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務として課せられました。この地区協議会の協議結果を受けて，それぞれの市町村・組合教育委員会で

教科書の採択を行っていただくわけですが，これから報告いただく各種目における研究調査委員の調査

結果も参考にしていただければと存じます。 

本日は終日の協議となりますが，委員の皆様から積極的なご意見を賜り，実りある会といたしたいと

思います。委員の皆様のお力添えをいただきますことを切にお願いし，私からの挨拶とさせていただき

ます。 

 

◆議長 

 議題に入ります。 

 まず，はじめに，資料のにあります協議会規約の第９条より，本日は，委員の半数以上の方に出席い

ただいておりますので，会議が成立することを確認します。また先ほど会長の挨拶にもありましたが，

本採択協議会は公正確保のため非公開とします。  

協議会の採決についてのルールを確認します。 

本協議会においては，十分な協議を行った後，多数決で１者を選定させていただきます。 

 では，これより，種目ごとに答申者より，研究・調査の報告していただきます。それを受けて十分に

審議を行った上で，種目ごとに１者を選定していきます。報告順および時間については，資料に示した

とおりです。 

 また，先程説明のありましたように，資料に種目ごとの「着眼点」および，それに基づく「意見書」

が準備されています。これらの資料及び調査研究の報告をもとに審議を行いたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

では，日程表に従い，種目「国語」についての調査研究報告をお願いいたします。 

 

◆答申者（国語） 

 国語科国語種目に関する調査研究結果についてご報告いたします。お手元の資料をご覧ください。 

調査した発行者はここに示しました，東京書籍，学校図書，三省堂 教育出版 光村図書の５者です。 

 国語科では，学習指導要領に示されている目標及び内容に即して，言語活動の充実を大切にしており 

ます。また，主体的に学ぶ姿勢（アクティブ・ラーニング），及び学校図書館の活用についても十分に 

配慮していくことが求められています。 

今回の調査におきましては，１－（４）と２－（３）を着眼点より外しました。１－（４）について 

は，単位時間における繰り返し学習というのは，国語科においてはそれほど重要な観点ではないと考え

ます。また，２－（３）については，２－（１）における学習意欲を高めることで，家庭学習は自ずと

向上するものと考えたからです。 

可茂地区国語科が大切にしていること，生徒の実態を受けて，調査研究を各調査項目について進めま 

した結果，次のような結果を得ました。ご覧のように全者についてそれぞれの項目で調査をしてきまし

た。 

 調査項目１について述べます。どの教科書も，系統を大事にした単元構成の工夫があり，スピーチ， 

パネルディスカッション，インタビューなど，多様な言語活動の位置づけの工夫がありました。特に， 

その中でも東京書籍は教材のつながりに見通しをもつための工夫が大変優れておりました。 

 三省堂では，聞くこと・話すことが 3年間で 11単元，書く事では１２単元設定されており，多種多 
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様な言語活動が学習できる点で優れておりました。 

 光村図書は，言語活動と話題を組み合わせた単元が螺旋的に配置され，言葉の力と生きる力を総合的 

に高められる単元構成が素晴らしいと判断しました。 

 さらに，聞くこと話すことの単元が１６，書くことは 25単元設定されており，表現に関わる言語活 

動は 5者中最も充実しております。加えて，日常生活，現代社会，国際化に通じる発展的な課題をもと 

にした学習が設定されている点が素晴らしいと考えます。 

続いて，調査項目 2についてです。 ここでは 5者とも「学習のてびき」あるいは「学びの窓」，「学 

びの道標」など，主体的に学習に取り組むためのガイダンスがよく工夫されておりました。そのなかで

も，学校図書は学びの窓が 3 学年で 27 箇所設定され，3 段階で自己評価できるように工夫されている

点が素晴らしい。三省堂では学びの道標で学習目標，２つ学習の手順を６つ，示した上で「学び方を学

ぼう」で読み取りの道筋を視覚的に紹介している点が極めて優れていると考えます。5 者の学習材の数

を比較しましたところ，学校図書の読むこと教材は５８あり，教えきることが困難であると考えました。

逆に，三省堂は計２７とやや少なめでありました。光村図書は文学的文章１６説明的文章１６とバラン

ス良く取り入れている点で優れていると評価しました。 

調査項目の３では，どの教科書も読書活動の充実に関わる内容が盛り込まれていました。そのなかで，

読書紹介について調査しましたところ，学校図書では読書紹介が 105冊で他の 4者の半分以下であった

ところがやや残念でありました。 読書教材の内容について精査しますと，三省堂では読書郵便ブック

トーク，本の帯びやポップづくりなど，国語教室と学校図書間を結ぶ学習活動の位置づけが顕著であり

ました。   

つづきまして，調査項目４では，どの教科書も独自に職業観の形成であるとか，グローバル人材の育

成であるとか自己を見つめるであるとか地域社会人に育成に関わる内容が取り上げられておりました。

その中でも東京書籍においては 3年生の文学教材で，多治見市出身の堀江敏幸の『２つのアザミ』がと

りあげられていたり２年生の読書教材では，『白川郷－受け継がれる合掌造り』が取り上げられたりし

ており，岐阜県の生徒にとって郷土愛の育成につながる教科書である点が，評価できると考えます。 

調査項目５ 印刷造本では，見やすさ・耐久性等，ほぼ大きな差は見られませんでした。さらに，５

者ともユニバーサルデザインに対応したものになっていました。その中で，教育出版の表紙は若干簡素

な印象を受けました。 

可茂管内の生徒には，管内の国語科が大切にしている内容や学習指導要領に示されている目標，管内

の生徒の実態から考えまして，光村図書がより適していると考えます。 

以上，調査研究結果についてご報告させていただきました。 

 

◆議長 

ありがとうございました。答申者の説明から光村図書が可茂の子どもたちの現状からより顕著な特徴

があるとのご説明でした。ご意見・ご質問はございませんか。挙手を願います。 

◆委員 

説明の中で，「学習材」とあったが，意見書には「教材」となっている。どのような違いがあるので 

すか。また，学習材の一覧表は，学習材なのか，教材なのか，単元なのか教えてほしい。 

◆答申者 

全部「教材」という表現でもよかったが，国語科の特質において，教師側から見ると「教材」，子ど

もの側から見ると「学習材」，立ち位置の違いで，「学習材」としたが，同じものととらえてもらって結
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構です。画面の１つ１つのセルは，学習材あるいは作品を示しています。単元の中に，様々な言語活動

をするための教材，学習材が出てきて，ひと括りになって学びの枠組みをつくっています。こうして見

ると，なかなか読むこと，書くこと，聞くことの活動のなかみが見えてこないので，あえてソートをか

けて活動だけで集め，書くことはこの教科書はどうなんだろう，聞くことは・・・，と調査研究委員の

中で見てきました。国語は内容でまとめることと言語の活動でまとめることの２つの観点から見て，調

査をしました。 

◆委員 

可茂地区の子が，伝え合うことに弱さがあるとのことだが，その根拠はどこにありますか。 

また，堀江さんの作品について確認したい。 

◆答申者 

可茂地区管内でなく，県全体かもしれないが，表現，伝え合うことは課題であり，国語科の研究会で 

出てくる指導案の生徒の実態で，異口同音に伝え合う力が弱いとされています。具体的なデータを根拠

としたものではありません。 

 堀江さんの作品は，「二つのあざみ」というエッセイです。 

◆委員 

正しく読み取る力は，あらゆる教科の学習のベースとなる力だと思っていますが，全者を見比べた時， 

読む力を伸ばすという観点から教科書に特長があれば教えてほしい。 

◆答申者 

読むことの領域は，文学作品が黄，説明的文章が黄緑，詩が緑で示しています。これが光村図書。こ 

うして見ると，学校図書より少ないが，どの領域もバランスよく読むことの教材が含まれ，特に詩が充

実しています。東京書籍は，文学的作品が少なく，説明的文章が多い。光村は，文学作品，説明的文章

を読むときもバランスがよいと判断しました。平成２４年度の全国学力学習状況調査の福井県ではこう

なっている。２者の教科書を使っているところが多いです。 

◆議長 

 では，「国語」の教科書について確認をします。 

 可茂地区の「国語」の教科書として，光村図書を選定するということでよろしいでしょうか。賛成の

方は，挙手をお願いします。 

 賛成２８名です。全会一致により，可茂地区の「国語」の教科書として，光村図書を選定することと

します。 

 

続いて，種目「書写」についての調査研究報告をお願いいたします。 

 

◆答申者 

国語科「書写」に関する調査研究結果について報告いたします。お手元の資料をご覧ください。 

調査した発行者は東京書籍・学校図書・三省堂・教育出版・光村図書の５者です。５者について，指

導要領の趣旨及び岐阜県及び可茂地区の国語科指導の重点である 

「実生活で生きて働く国語の能力を確実に身につけること」 

「自ら国語の能力を高める意欲や態度を育成すること」 

について観点を絞り，精査しました。 

 絞り込んだ，主な「調査の着眼点」について説明します。 
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調査項目１では， 

「（１）指導内容の学年間及び学年内の系統性，発展性」と，「（２）記録，要約，説明，討論等，基礎

的・基本的な知識・技能を活用して取り組む言語活動」に着目しました。 

調査項目２では， 

「（２）学習の進め方や思考の仕方，活動への取り組み方等の学び方」 

調査項目４では， 

「地域社会人の育成に資する３つの力との関連」に着目しました。 

また，調査項目５として，印刷や造本についても調査しました。 

以上の着眼点を元に，各者の特徴について報告します。 

東京書籍は，楷書から行書へと発達段階に応じた配列になっており，言語活動や実生活につながる具

体的な教材を多く取り入れています。 

学校図書は，既習事項を確認しながら次の段階に進む構成となっています。伝統と文化に親しめるよ

う古典教材も多く取り上げています。 

三省堂は，社会生活の中で目にする，チラシやポスターなどを取り上げ，身の回りの文字に関心を持

つことができるよう配慮されています。 

教育出版は，各自が選んで書写練習ができるように補充教材を多く掲載するとともに，身の回りの文

字に関心が持てるような内容を取り上げています。 

光村図書は，毛筆の学習で学んだことを硬筆でいかせるよう配列が工夫されています。また，社会生

活に生かすことのできる教材を資料として巻末にまとめて取り上げています。 

各者それぞれに工夫されたものとなっていました。 

そこで，先に述べました着眼点をもとに比較検討しました。 

まず，調査項目１の（１）「指導内容の学年間及び学年内の系統性，発展性」については，各者とも，

導要領に基づき，発達段階に応じた配列となっていました。 

次に，調査項目１の（２），調査項目２，調査項目４の観点 

「言語活動例が充実していること」 

「主体的に学習する態度を育成できるようになっていること」 

「地域社会と関わる学習活動が具体的であること」 

からみた結果，東京書籍と教育出版がより配慮ある内容になっていると判断しました。 

 そこで，東京書籍と教育出版の２者についてさらに精査しました。 

 先ほど，２者を選択した理由として，言語活動に関わる配慮がなされていることを述べましたが， 

調査項目１－(２)－①について，改めてみてみますと 

教育出版は「活動例が図示してあり，具体的な言語活動がイメージしやすく」なっています。 

一方，東京書籍は「各教科や総合的な学習，社会生活の中で使われる言語活動が取り上げられており，

学習した内容を使用できるような構成」となっています。 

以上から，各教科の学習や社会生活などで活用できる言語活動の取り上げ方としては，東京書籍の方

により特徴があります。 

 次に，調査項目２－（２）－①「見通しをもって学習に取り組むことができるようにするための配慮」

について見てみます。 

教育出版は，「見通しをもって自主的に学習に取り組めるよう，学習の進め方について例をあげて」
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示しています。 

一方，東京書籍は，「見通しをもって主体的に学習に取り組めるよう，学習の進め方を詳しく，明確

に示しており，さらに基礎基本を確認できる欄」も設けてあります。 

以上から，主体的に学習に取り組む態度を養うという点について，東京書籍の方により配慮が見られ

ると言えます。 

 次に，調査項目４－（１）「地域社会人の育成」に資する３つの力との関連についてみてみました。 

教育出版は，防災訓練におけるお礼状の書き方と展覧会の案内の書き方が示されています。 

一方，東京書籍は，学年ごとに地域社会と関わる活動，たとえば防災訓練や職場訪問を位置づけ依頼

状，お礼状，案内文書等の書き方を示しています。 

地域社会人に資する３つの力の育成を考えた時，東京書籍は，実生活につながるより具体的な教材を

示していると言えます。 

 最後に項目５の製本や教科書のサイズ・文字の大きさ，使いやすさ等について述べます。どちらも大

判見開きで，名前の入った見やすい手本が示されており，教育出版は手本の中に目標が示されています。

一方，東京書籍は，判型の横幅が広い分，手本の横に，書く時のポイントが示されています。東京書籍

は，手本をシンプルにし，より見やすくする配慮をしているといえます。 

また，資料としてある「漢字一覧表」においては，教育出版は行書の一覧が部首別に掲載されていま

す。一方，東京書籍は楷書と行書の両方が５０音順に示されています。資料としてあいうえお順に漢字

を探すことができ，行書と楷書を見比べることのできる東京書籍の方が使いやすいと言えます。 

 以上，比較検討した結果，可茂地区の生徒たちにとって，東京書籍の教科書が最も使いやすいという

結果になりました。 

 これで，調査結果の報告を終わります。 

 

◆議長 

ありがとうございました。答申者の説明から東京書籍が可茂の子どもたちの現状からより顕著な特徴

があるとの説明でしたが，ご意見・ご質問はございませんか。挙手を願います。 

 

◆委員 

 総合的に見て，私も東京書籍が適していると思います。 

◆委員 

 世の中は，書くより打つ文字になっていく中で，手で書くことのよさや美しさを学ぶことにおいて， 

総合的に見て東京書籍がよかったですか。 

◆答申者 

 手書きのよさに着目できるよう具体的な言語活動例が示されています。例えば，音楽会のポスターを 

手書きで書く，チラシ，案内文を書くという具体的な事例を通して文字のよさを自分たちでめざそうと 

する学習の流れを示しているのが東京書籍で，配慮がありました。 

◆委員 

教科書目録には，東京書籍だけがＡＢ判であり，情報量が多い方が比べた時によいだろうが，今後教 

科書会社が採用のために情報量を多くすることにならないでしょうか。 

◆答申者 

ページ数以上に，今回調査したのは，言語活動の具体性，生徒が自主的に取り組む学習の流れという 
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内容面で見てよかったものを選定しています。 

◆議長 

 では，「書写」の教科書について確認をします。 

 可茂地区の「書写」の教科書として，東京書籍を選定するということでよろしいでしょうか。賛成の

方は，挙手をお願いします。 

 賛成２８名です。全会一致により，可茂地区の「書写」の教科書として，東京書籍を選定することと

します。 

 

続いて，社会科「地理」についての調査研究報告をお願いいたします。 

 

◆答申者 

社会科（地理）教科書に関する調査研究結果について報告させていただきます。お手元の資料をご覧 

ください。 

 調査した発行者は，東京書籍，教育出版，帝国書院，日本文教出版の４者です。４者について，指導 

要領の趣旨を踏まえ，着眼点を７つに絞り込み，精査いたしました。 

まず，絞り込んだ調査の着眼点について，説明させて頂きます。お手元の資料意見書の調査項目の左

側の枠に，書いてあります数字が着眼点になります。 

１（１）指導内容の学年間および学年内の系統性，発展性はどうであるか。 

１（３）どのような体験的な学習，問題解決的な学習が取り上げられ，その程度や分量はどうであるか。 

２（１）学習意欲を喚起するための題材，素材，資料等がどのように取り上げられているか。 

２（２）学習の進め方や思考の仕方，活動への取組方等の学び方がどのように示されているか。 

３ 博物館や郷土資料館等の施設の活用に資する内容がどう取り上げられているか。 

４ 地域の課題を見いだし，地域社会の形成に参画し，その発展に努力しようとする態度を養う内容や 

程度はどのようであるか。 

５ 印刷，造本について 

 以上の観点で調査を致しました。 

 これらの観点でまず各社の特徴，よさについて端的に報告いたします。 

・東京書籍 

  問題解決的な学習を進めることができる構成が工夫されています。 

・教育出版 

  読みやすい体裁，色使いが工夫されています。 

・帝国書院 

  体験的・作業的な学習を通して，問題解決的な学習を進めることができるよう工夫されています。 

・日本文教出版 

  自ら進んで家庭学習が進めることができるような工夫がされています。 

以上のようにどの教科書にもよさがみられましたが，可茂地区の生徒の実態として，学習に主体的に 

取り組む姿に弱さが見られ更に学力学習状況調査の結果等から，活用する力に課題が見られます。した

がって，社会科では「課題をもつ」→「課題を追究する」→「まとめる」といった問題解決的な学習の

仕方を身につけ，資料をもとに思考力・判断力・表現力を育成していくことをねらって，着眼点をさら

に以下の２点に絞り込みました。 
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着眼点１つ目が１－（３）の体験的な学習や問題解決的な学習について 

２つ目が２－（２）の学習の進め方や思考の仕方，活動への取組等の学び方について 

これらの着眼点で精査いたしましたところ， 

 東京書籍と帝国書院の 2者は，体験や作業，資料を活用することを通して，問題解決的な学習を進め

る工夫がなされているため，この 2者に絞り込みました。そこで東京書籍・帝国書院の 2者を比較，検

討しました。 

 ２者ともに体験的，作業的学習を進めながら，基礎的・基本的な技能を習得できる構成になっていま

す。また，単位時間の学習のまとまりごとに学習課題を示すとともに，学習内容を確認したり，まとめ

たりする視点を示したコーナーを設けています。 

 次に２－（２）学習の進め方や思考の仕方，活動への取組等の学び方の着眼点から精査いたしました。 

 帝国書院は，各章の冒頭に単元の学習における追究の視点が示されていますが，あまり具体的ではあ

りません。 

一方，東京書籍は，各章の冒頭にその章の学習内容を示すとともに，各節の冒頭にも学習課題と追究

内容・方法を示した「学習テーマ」「追究テーマ」コーナーを位置づけ，主体的な学びを進めることが

できるよう構成されています。 

 そこで，生徒が主体的に問題解決的な学習を進める上で，東京書籍の教科書がより使いやすいという

結果になりました。 

 以上で調査結果の報告を終わります。 

 

◆議長 

ありがとうございました。答申者の説明から東京書籍が可茂の子どもたちの現状からより顕著な特徴

があるとの説明でしたが，ご意見ご質問はございませんか。挙手を願います。 

◆委員 

わかりやすいご説明をいただき，ありがとうございました。私も，総合的に見て，東京書籍がいろい 

ろなことが盛り込まれており，よいと思いました。 

◆委員 

 チームで精査をしていただき，推薦してもらっている教科書で，説明もよくわかりました。答申者の 

意向に全く同感です。 

◆議長 

 では，社会科「地理」の教科書について確認をします。 

 可茂地区の社会科「地理」の教科書として，東京書籍を選定するということでよろしいでしょうか。

賛成の方は，挙手をお願いします。 

 賛成２８名です。全会一致により，可茂地区の社会科「地理」の教科書として，東京書籍を選定する

こととします。 

 

続いて，社会科「歴史」についての調査研究報告をお願いいたします。 

 

◆答申者 

 社会科（歴史）教科書に関する調査結果について報告させていただきます。 お手元の資料をご覧く

ださい。 
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 調査した発行者は，東京書籍，教育出版，清水書院，帝国書院，日本文教出版，自由社，育鵬社，学

び舎の８者です。８者について，指導要領の趣旨及び岐阜県並びに可茂地区社会科が特に重要視してい

る着眼点に絞り込み，精査致しました。 

 まず，絞り込んだ調査の着眼点について，説明させていただきます。お手元の資料意見書の調査項目

の右側の枠に，書いてあります数字が着眼点になります。 

１（２）①は，言語活動の充実に関わる項目です。記録，要約，説明，討論等どんな言語活動がどの程

度，どんなふうに取り上げられているか。 

１（３）②は，体験的な学習や問題解決的な学習を行うにあたって，どのような工夫が見られるか。 

２（１）①は，学習意欲を喚起するための題材，資料等の分量はどうか。 

２（２）②は，学び方に関わる着眼点，学び方が身につくように，どのような配慮や工夫がされている 

か。 

３については，博物館，郷土資料館等の施設の活用に資する内容がどのように取り上げられているか 

４は，岐阜県に関わる内容がどのように，どの程度取り上げられているか 

５は，印刷・造本について 

 以上の観点で調査を致しました。 

 これらの観点で，まず，各者の特長，よさについて簡単に報告致します。 

・東京書籍：作業的，体験的学習をより多く示唆し，生徒が意欲的に学習に取り組めるような単元構成

になっている。 

・教育出版：学習課題に対するまとめ方を 2 段階で示し，丁寧な学習ができるように配慮されている。 

・清水書院：人物を時代別に整理するなど小学校の歴史学習との接続を大切にした工夫が見られる。 

・帝国書院：資料やコラムが充実しており，興味関心が高まるような工夫がされている。 

・日本文教出版：学習のまとめを大切にするとともに資料活用の技能の習得をねらった工夫が見られる。 

・自由社：日本や世界に貢献した人物を丁寧に扱い，発展的学習への示唆も興味深く解説されている。 

・育鵬社：世界遺産や人物を多く取り上げ，歴史学習への興味関心が高まるよう配慮されている。 

・学び舎：Ａ４版サイズを強みとして，資料等が見やすく，学習のタイトルにも引きつけられる。 

 以上のようにどの教科書にも工夫が見られましたが，同じ箇所（黒船来航）で，まず８社を比較検討

いたしました。 

黒船来航の授業では，黒船来航の資料により，課題化を図り，条約の内容から課題追求をし，当時の

日本人の反応で深めるのが一般的な学習の進め方になります。となると，来港の様子の資料，条約，開

いた港の地図，日本人の反応がわかる資料の４つは教科書に必須であります。そこで，８社を比較した

結果，全ての資料がバランスよく掲載してあったのは，東京書籍，教育出版，帝国書院の３社でした。 

 また，その他の着眼点についても精査したところ，東京書籍，教育出版により特長があるという結果

になりました。 

 そこで，東京書籍，教育出版の２者を比較検討しました。まず， 

「思考力・判断力・表現力を育むための言語活動の充実」「主体的な学び」の着眼点から，単元のまと

めの活動がどうなっているか比べました。 

「二度の世界大戦と日本」を例に挙げて 

 教育出版は，用語重視の傾向が見られ，知識の定着を大切にしている。 

 東京書籍は，「年表にまとめよう」など学び方を重視するとともに，自分で方法を考え，思考力・表

現力を育成しようという意図が見られる点で，より特長があると言えます。 

 次に，「学習意欲を喚起するための題材，資料」の着眼点から，精査しました。「近世の日本」の単元

の導入を例に挙げます。 

 教育出版は，興味を引きやすい貨幣の写真を使用している。 

東京書籍は，3 ページを使用し，詳しい年表，登場人物を掲載し，より見通しが持てるようにしてい

る。この点においても，東京書籍により特長があるという結果になりました。 

 また，教育出版も東京書籍，本文に時代区分年表を配置し，どこを学習しているのか意識できるよう

な構成になっていますが，東京書籍がより詳しく書いてあります。 

 以上，比較検討した結果，可茂地区の中学生にとって，東京書籍の教科書がより使いやすいという結

果になりました。 

 

 調査結果の報告を終わります。 
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◆議長 

ありがとうございました。答申者の説明から東京書籍が可茂の子どもたちの現状からより顕著な特徴

があるとの説明でしたが，ご意見ご質問はございませんか。挙手を願います。 

◆委員 

 ペリーのところでバランスがよいとあったが，ペリー以外で東京書籍の方が教育出版よりよいという 

単元があったら示してほしい。 

 また，住んでいる地域に誇りをもたせるには，地域の人材を取り上げるのがよいが，杉原千畝など， 

地域の人がどのように記述されていますか。 

◆答申者 

 太平洋戦争の開始のあたりの単元は，どの者も地図が見やすいが，東京書籍は，全体の構成がわかり 

やすく，授業がしやすい。南京事件などでは，こういう言い方もあるという表現で，中立であり，バラ 

ンスがよい。 

 杉原千畝は，たくさんの会社が扱っているが，東京書籍は，世界に貢献した人物と説明され，バラン 

スがよい。郡上一揆から傘連判状もたくさん取り上げられている。逆に中世では信長しか使っていない 

ところもある。 

◆委員 

歴史の肝は史実だと思うが，史実をより客観的に捉えさせる上で，調査研究の基本的なスタンスはど 

のような構えでしたか。 

◆答申者 

文化の継承ということで，事実認識が大事になります。いろいろある中で，バランスや偏りがないこ 

とが重要であると捉えています。。 

生徒の中には大人になって歴史の専門家になる人もいるでしょうが，入口のところで，一番一般的な

もの，こういう言い方もあるという表現など，事実を大事にしながら，教育は文化の継承だという点を

大切にしながら，授業の中で授業者が偏らないことを考えながら調査研究しました。 

 

◆議長 

 では，社会科「歴史」の教科書について確認をします。 

 可茂地区の社会科「歴史」の教科書として，東京書籍を選定するということでよろしいでしょうか。

賛成の方は，挙手をお願いします。 

 賛成２８名です。全会一致により，可茂地区の社会科「歴史」の教科書として，東京書籍を選定する

こととします。 

 

続いて，社会科「公民」についての調査研究報告をお願いいたします。 

 

◆答申者 

 社会科・公民種目に関する調査研究結果についてご報告いたします。お手元の資料をご覧ください。 

調査した発行者は東京書籍，教育出版，清水書院，帝国書院，日本文教出版，育鵬社，自由社の７者 

です。 

社会科では，学習指導要領に示されている目標及び内容に即して，社会的な見方や考え方を養い，公 

民的資質の基礎を培うことを大切にしております。現代社会をとらえる見方や考え方に十分配慮してい
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くことが求められています。 

次に，着眼点について説明いたします。岐阜県並びに可茂地区が特に重要視している着眼点に絞り込 

み精査いたしました。絞り込んだ着眼点は，お手元の資料 意見書の調査項目の右側の枠に書いてあり

ます数字が着眼点になります。 

１（１）①は，他の分野との関連 

 （１）②は，現代社会をとらえる見方や考え方 

 （２）①は考えたことを説明したりまとめたりするなどの言語活動 

２（２）①は，主体的に学習に取り組むこと 

３については，新聞を活用した学習への配慮 

４については，持続可能な社会に関する学習活動 

５については，印刷・造本についてです。 

 これらの観点で，まず，各者の特長，よさについて報告致します。 

東京書籍：現代社会をとらえる見方考え方を繰り返し扱ったり学習の連続性に配慮した構成になってお 

り，基礎基本の定着，思考力・判断力・表現力を育むことに配慮があります。 

教育出版：言語活動を大切にし，学び方を意識した構成に特徴があり，自己と社会との関わりを考える 

内容構成があります。 

清水書院：平易な文章や生徒の視点に立った記述などにより，読みやすく，また，特設ページなどによ 

り主体的に考える力を身につけるような配慮があります。 

帝国書院：現代社会を捉える見方考え方の学習を大切にし，実社会との関連を意識した学習，思考力・ 

判断力・表現力を高める学習などに工夫があります。 

日本文教出版：現代の諸課題に対応する思考力・判断力・表現力を養う学習を重視した構成がなされて

います。 

育鵬社：現代社会への興味関心を高め，自ら考える態度を育てる工夫があります。 

自由社：歴史学習との関わりが強く意識されており，愛国心・愛郷心の涵養を目指す内容構成になって 

います。 

以上のようにどの教科書にも工夫が見られましたが，着眼点により比較検討しました結果，東京書籍 

と帝国書院の２者が使いやすいと判断しました。この２者は，他者と比較して，公民学習で大切な「現

代社会を捉える見方や考え方の学習」の内容構成に工夫があります。資料は，自分がまちづくりにどの

ように参画するかを考える学習で，主体的な学習としても効果的です。こうした点において配慮がよく

なされていると判断しました。 

そこで，東京書籍と帝国書院の２者を比較検討しました。 

１－（２）－①言語活動の充実という観点では，帝国書院は単元の終末に「トライアル公民」のコー 

ナーでディベートや話し合い活動を扱っています。東京書籍では単位時間の中に「公民にチャレンジ」 

のコーナーを設け，グループでの話し合い活動や学んだことをもとに，認識を深め価値判断を行う学習 

が２０か所位置づけていることに特長があります。 

次に，主体的に学習に取り組むという観点で，学年の発達や個の学習状況等に応じた家庭学習につな 

がる学習の程度を比較すると，帝国書院は，未来の社会をつくるために参考になる取り組みを紹介した

コラムを羅針盤マークで２０か所紹介しています。これに対し東京書籍では，本文での学習内容を補充

し，関連した知識を習得できるように「公民にアクセス」というコラムを５０か所設けています。現代

的な課題を深めたり，広げたりする扱いが考えられます。 
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東京書籍により特徴があるといえます。 

さらに４－（１）地域社会人の育成に関わることでは，「持続可能な社会の形成」と自己との関わり 

の観点で比較しました。資料をご覧ください。帝国書院ではこの課題を単位時間の所々で，扱い，最終

章でまとめるようになっています。東京書籍では，第一章で新しく，持続可能な社会について取り上げ，

各章末ごとに，持続可能な社会の在り方と章ごとの学習内容を結び付けた設題があります。また，最終

章，「より良い社会を目指して」では，持続可能な社会を実現するための探求の方法としてレポートを

作成する活動を示しています。実際の生徒のレポートの例もあります。 

以上，比較検討した結果，可茂管内の生徒には，東京書籍の教科書が最も使いやすいと考えました。 

これで，調査研究結果についてご報告を終わります。 

◆議長 

ありがとうございました。答申者の説明から公民については東京書籍が可茂の子どもたちの現状から

より顕著な特徴があるとの説明でしたが，ご意見ご質問はございませんか。挙手を願います。 

◆委員 

公民は，子どもたちが生活していく上で身近で常識として認知しておきたいと思いますが，まずは， 

子どもたちにとって見やすく，読みやすいことが第一で選ばれていると思いますが，教員にとっても使

いやすい内容になっているということで選ばれたと思って大丈夫ですか。 

◆答申者 

東京書籍の紙面構成は，地理，歴史との関係が重視されていて，ここのページのここのところは，１

年生のこの学習で使ってますよという表示がある。普通は，見開き１ページで１時間だが，２時間扱い

の時は，マークがついていて，教師に分かりやすく表示されており，使いやすい教科書です。 

◆委員 

 わかりやすい説明で，東京書籍のよさがわかりました。岐阜県の生徒につけたい力は，主体的に学     

ぶ力，活用する力ということだが，東京書籍の主体的に学ぶ力は伝わってきたが，活用する力で，帝国

書院より東京書籍の方がよいという面を教えてほしい。 

◆答申者 

東京書籍の活用する力については，持続可能な社会のまとめのところでは，レポートの例が示されて

いるが，東京書籍は各章末ごとに１年間継続して扱い，最終的に考えをまとめていくという形で，レポ

ートを完成していける。帝国書院もその扱いがあるが，単元の終わりに少し扱う程度で，比較すると東

京書籍の方が活用する力が身につく設定となっている。 

◆委員 

現代社会というキーワードの着目点の中の地域社会で，東京書籍の方が東日本の震災を扱いながら，

そことの関わりの中で学んでいくという，まさに現代社会の必要なところに結び付けたところに着目し

た調査を行っていてありがたい。よい選定と感じました。 

◆委員 

お願いがあります。東京書籍が使いやすいと思うが，７６ページ有権者数の推移，７９ページ選挙権

と被選挙権については，１８歳からになるので，書き換えてほしい。党首が並んだ写真も党首が代わっ

ているので載せなくてもいいと思っている。伝えておいてほしい。 

 

◆議長 

 では，社会科「公民」の教科書について確認をします。 
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 可茂地区の社会科「公民」の教科書として，東京書籍を選定するということでよろしいでしょうか。

賛成の方は，挙手をお願いします。 

 賛成２８名です。全会一致により，可茂地区の社会科「公民」の教科書として，東京書籍を選定する

こととします。 

 

続いて，社会科「地図」についての調査研究報告をお願いいたします。 

 

◆答申者 

社会科・地図に関する調査研究結果についてご報告いたします。お手元の資料をご覧ください。 

調査した発行者はここに示しました東京書籍，帝国書院の２者です。２者について，指導要領の趣旨

及び岐阜県並びに可茂地区社会科が特に重要視している着眼点に絞り込み，調査いたしました。 

社会科では，学習指導要領に示されている目標及び内容に即して，社会事象を多面的・多角的に思考， 

判断，表現できる生徒をめざし，問題解決的な学習を大切にしております。また，言語活動を充実した

り，環境問題といった今日的課題を取り上げたりするなど，生徒が主体的に学習できることにも十分配

慮していくことが求められています。 

 続いて，調査の着眼点について，説明させていただきます。お手元の資料「意見書」をご覧下さい。 

 １は言語活動，そして，体験的な学習や問題解決的な学習の充実が図られているか 

 ２は主体的に学習に取り組むことができるか 

 ３は環境問題など今日的課題を取り上げているか 

 ４は岐阜県を含めた中部地方を取り上げているか 

 ５は印刷・造本について です。 

 これらの観点で，２者の特長，よさについて簡単に報告します。 

東京書籍では，基礎・基本の定着をサポートし，教科書の内容との連携を図り，教科書の本文や資料

を補完したり，より深めたりする資料を豊富に取り上げています。 

帝国書院では，生徒が興味・関心をもって，日本・世界の諸地域を多面的・多角的に思考，判断，表

現できるために，様々な工夫がなされています。 

 ２者の地図帳とも言語活動の充実を図ったり，今日的な課題を多く取り上げたりするなど多くの工夫

がみられました。そこで，両者を以下の３点で精査しました。 

 １点目は「基礎的・基本的な知識・技能の習得及び活用する学習，並びに社会事象を多面的・多角的

に思考，判断，表現できる体験的な学習や発展的な学習の充実」という点です。これからご覧いただく

資料は，東アジアの鳥瞰図・俯瞰図です。まず東京書籍です。東京書籍は，自然を中心に描かれていま

す。一方，帝国書院の俯瞰図はご覧のとおりです。各州の俯瞰図に「地図をみる目」と題した着眼点が

記載されています。また，東アジアを自然だけでなく，観光名所や米，トウモロコシといった土地利用

を絵で示すなど，自然以外の面で考えることができる工夫がなされています。生徒がより興味・関心を

もって資料をみることができ，主体的に学習できると考えられます。 

 ２点目は「地図を使った社会科の学び方の定着」という点です。資料をご覧下さい。これは，帝国書

院の東アジアと日本の地図です。大陸から日本をみるという視点の地図です。このような視点の地図は

帝国書院独自であり，社会事象を多面的・多角的に学ぶことができる工夫がなされています。また，生

徒がこのような地図に触れることで，世界から日本を見るという見方の学び方を定着させることができ

ると考えます。 
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 ３点目は「岐阜県を含めた中部地方の扱い」という視点です。中部地方に関して，東京書籍は 8ペー 

ジ，帝国書院は 11ページあります。また，資料のように，帝国書院では，中山道の宿場町の記載がさ 

れています。歴史的側面からも中部地方の交通路を学ぶことができるような工夫がなされています。 

 以上，比較検討した結果，可茂管内の生徒にとって，管内の社会科が大切にしている内容や学習指導

要領に示されている目標，管内の生徒の実態から考え，帝国書院の地図帳が最も使いやすいという結果

になりました。 

以上，調査研究結果についてご報告させていただきました。 

 

◆議長 

ありがとうございました。答申者の説明から社会科（地図）については，帝国書院が可茂の子どもた

ちの現状からより顕著な特徴があるとの説明でしたが，ご意見・ご質問はございませんか。挙手を願い

ます。 

◆委員 

 環境問題について，災害も含め，そのあたりの扱いはどうなっていますか。 

◆答申者 

 環境問題に関して，両者とも大事にされていました。写真が地図帳の中にあり，両者とも今日的課題

として取り上げています。環境問題ではありませんが，領土問題も今日的な課題として調べてきました。

両者とも扱っていますが，帝国書院の方が写真など資料が多いので，領土問題を扱うときは，帝国書院

の方が学びやすいと考えます。 

◆委員 

 災害，防災教育についてはどうですか。 

◆答申者 

 両者とも力を入れていました。 

◆委員 

地理は東京書籍が選定されましたが，教科書との兼ね合い，教科書に合わせた学習については，どう

考えますか。 

◆答申者 

 東京書籍は，教科書とより結びつけて使っていけますが，実際には教科書だけで十分であり，あえて

地図帳まで同じでは資料が豊富すぎて地図帳本来の役目を失ってしまいます。帝国書院は，地図帳本来

の役目という点ではよいと感じました。 

◆委員 

 中部地方の中の岐阜県の扱いが見開きでもよいが，一目でわかるか，ページをめくらないと岐阜県が

見えないか。 

◆答申者 

 両者とも見開きで岐阜県が見えるようになっています。 

◆議長 

 では，社会科「地図」について確認をします。 

 可茂地区の社会科「地図」は，帝国書院を選定するということでよろしいでしょうか。賛成の方は，

挙手をお願いします。 

 賛成２７名です。全会一致により，可茂地区の社会科「地図」については，帝国書院を選定すること
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とします。 

 

続いて，数学についての調査研究報告をお願いいたします。 

 

◆答申者 

 数学科の教科書に関する調査研究結果についてご報告いたします。お手元の資料をご覧ください。 

 調査した発行者は，東京書籍，大日本図書，学校図書，教育出版，啓林館，数研出版，日本文教の７ 

者です。７者について，学習指導要領の趣旨及び岐阜県並びに可茂地区数学科が特に重要視している着 

眼点に絞り込み，精査いたしました。絞り込んだ着眼点は，意見書の右側の枠に書いてある数字のこと 

です。 

１（１）①は，指導内容の系統性に関わる項目です。学年間の程度や分量はどのようであるかについて

見ました。 

 （２）①は，説明したり，伝えあったりするなど，言語活動の内容はどのようであるかについて見ま

した。 

 （４）①は，どのような補充的及び発展的な学習や活動が取り上げられているかについて見ました。 

２（１）①は，学習意欲を喚起するための題材，素材，資料等がどのような分量で取り上げられている

かについて見ました。 

 （２）①は，どのような学び方が取り上げられているか，について見ました。 

３については，数学的活動の楽しさや数学のよさを実感できる内容がいかに取り上げられているかにつ 

いて見ました。 

４については，「地域社会人」の育成に関わって，どのような内容が取り上げられているかについて見 

ました。 

５では，印刷，造本についていかに配慮されているかについて見ました。 

可茂地区数学科が大切にしていること，生徒の実態を受けて，調査研究を各調査項目について進めま

した結果，次のような結果を得ました。これらの観点で，まずは各者の特長やよさについて簡単に報告

致します。 

・東京書籍：「まとめ」と「たしかめ」と「補充」に分けてあり，生徒の力によって家庭学習に取り組

みやすい。 

・大日本図書：指導内容の学年間及び学年内の系統性，発展性が整理されており，可茂地区が目指す授

業の流れに合っている。 

・学校図書：「ふりかえり」「トライ」「クローズアップ」など，自分の力で取り組むものが，多く位置

付けてある。 

・教育出版：章末に「数学ミニ事典」「数学の広場」を位置付けるなど，学習意欲を喚起するための素

材が多く位置づけてある。 

・啓林館：「力を付けよう」「くり返し練習」に多くの問題が位置付けてあり，個に応じて進める学習で 

きるよう大変よく工夫されている。 

・数研出版：１問目では言葉の式を穴埋め，２問目以降は考え方を穴埋めとし，段階を追って理解を深

めることができるよう工夫してある。 

・日本文教出版：図版を多く採用し，見やすい造本になっている。また，小口に章を示して，開きやす

いように工夫されている。 



17 

 

このように，７者とも工夫が見られました。そこで，２年生の連立方程式を例にして７者を比較検討 

しました。他の単元でも概ね同様の傾向がみられます。 

資料①をご覧ください。これは，連立方程式が，７者によってどのように取り上げ方に違いがあるか 

比較したものです。たとえば，全体のページ数を見ても，多いものは２８ページあるのに対して，少な

いものは２２ページと２割も少ないものがあります。 

連立方程式の解き方には，代入法と加減法の２つがありますが，その扱いも様々であることが分かり 

ます。連立方程式の解の意味の説明は７者にあまり差がありません。しかし，代入法にかけてあるペー

ジ数は，かなり差があることが分かります。２つの解き方にかけたページ数は，多いもので全体の２５％，

少ないもので２０％です。 

それらを総合的に見て，網掛け部分が，他者に比べて上回っていると考える部分です。これを見てお 

わかりのように，東京書籍，大日本図書，学校図書が，他の４者より使いやすいと判断致しました。 

可茂地区の子どもたちにとってふさわしい教科書という観点から，１者を選定するために，さらに， 

東京書籍，大日本図書，学校図書について精査しました。 

３年生の円について調査研究をしていきます。円周角の定理の証明では，東京書籍が円を１２等分し 

た図で円周角を表示させているのに対して，大日本図書と学校図書は，円周角を任意の場所で提示でき

るようにしてあり，円周角を連続して意識させているのが分かります。 

また，その証明では，大日本図書と学校図書は，証明しやすい図を先に扱って，より難しいものへと 

進んでいるのに対して，東京書籍は，最初に難しい図での証明から入り，証明しやすいものは，その特

殊な例として後で扱っています。これらから，大日本図書と学校図書が優れていると言えます。 

再度，連立方程式について調査研究をしていきます。連立方程式を解くことは，２つの２元１次方程

式の共通の解を求めることです。ほとんどのものは，ご覧のように，それぞれの２元１次方程式の解を

表にして並べて表示しているだけです。 

しかし，学校図書は，２つの２元１次方程式の共通の解をそれぞれの表に網掛けをして，共通の解を

明確にしています。さらに，大日本図書は，２つの表を交わるように表示させています。これは，２つ

の２元１次方程式の共通の解は，ただ一つしかないことを意識づける表記と言えます。 

このことから，学校図書と大日本図書に特長があると言えます。 

次に，１年生の「正の数・負の数」の加法について，１単位時間の内容がどのように表記されている

のか，見ていきます。 

最初に東京書籍です。ご覧のように，１単位時間の内容がページをめくらないと見ることができない

ようになっています。次に学校図書について見てみます。同様にページをめくらないと見ることができ

ません。 

しかし，大日本図書は１単位時間の内容が見開きになっており，左ページに同符号，右ページに異符

号と比較しながら，見ることができるようになっています。大日本図書はほとんどの学年，単元につい

て，見開き２ページが１単位時間の内容となっており，生徒が教科書をめくる必要がなく，学習の見通

しが持てるという特長をもっています。 

 以上の点で，大日本図書に，より特長があると言えます。 

以上，比較検討した結果，可茂管内の生徒には，管内の数学科が大切にしている内容や学習指導要領

に示されている目標，管内の生徒の実態から考えまして，大日本図書が，最も使いやすいという結果に

なりました。 

以上，調査研究結果の報告を終わります。ご静聴，ありがとうございました。 
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◆議長 

ありがとうございました。答申者の説明から数学については，大日本図書が可茂の子どもたちの現状

からより顕著な特徴があるとの説明でしたが，ご意見ご質問はございませんか。挙手を願います。 

◆委員 

７者から３者，さらにはと絞り，わかりやすい説明でした。その中で３者に絞った後に，可茂地区の

子どもにとって使いやすい教科書，管内の生徒の実態に合わせているとありましたが，可茂地区の子ど

もの特徴があったら教えてほしい。 

◆答申者 

県内では，考えることを大切にした授業をどの地区でも行っています。可茂地区の数学科でも，その

ことを共通確認しており，今までやってきた授業や授業の進め方に合っているものを選定しました。 

◆委員 

例を２，３挙げ，説明，比較したところがあったが，連立方程式の解き方の順番が大日本図書だけが

代入法から入っているのはなぜか。また，どういう力，見方，考え方に適しているのか。その指導の流

れが子どもにとって，教師にとって何がよいか，６者は加減法なのになぜ１者だけが代入法か。 

また，主体的に学習に取り組む態度を養うことについて，各者の工夫，改善，特色を端的に教えてほ

しい。 

◆答申者 

論議したが，加減法の方が，上の第１式から第２式を引いたときに片方の文字が消える。２つのうち

１つを消す消去法の方法が代入をして消えるか，加減して消えるかということだが，どちらかというと

加減した方が簡単という意見もあったが，代入法からの方にしたのは，ある文字に式を代入することで

消えたとした方が子どもたちの考え方にスムーズに働くのではないか，考え方の方を大事にした。 

 ２つ目の質問は，各者において，振り返りと言ったり力をつけようと言ったり，特徴はそれぞれある

が，考えさせるという項目も同じようにあり，７者で大きな差はなかった。 

◆委員 

大量の資料の中から精査されており，ありがたい。分かりやすい説明にお礼を言いたい。可茂地区の

子どものことを思って先生方が選ばれた教科書，先生方が教えやすいと思って選ばれる教科書，これを

保護者としては扱っていただきたい。初めて参加していい経験になった。 

◆議長 

 では，「数学」について確認をします。可茂地区の「数学」の教科書は，大日本図書を選定するとい

うことでよろしいでしょうか。賛成の方は，挙手をお願いします。 

 賛成２６名です。全会一致により，可茂地区の「数学」の教科書については，大日本図書を選定する

こととします。 

 

続いて，理科についての調査研究報告をお願いいたします。 

 

◆答申者 

理科に関する調査研究結果についてご報告いたします。お手元の資料をご覧ください。 

調査した発行者は，東京書籍，大日本図書，学校図書，教育出版，新興出版社啓林館の５者です。理 

科では，学習指導要領に示されている目標等に即して，目的意識をもって観察・実験に取り組み，科学
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的に探究する能力の基礎と態度を育てるとともに，自然の事物・現象についての理解を深め，科学的な

見方や考え方を養うことを大切にしております。また，自然を愛する心情を育てることや安全指導につ

いても十分配慮していくことが求められています。 

各調査項目の着眼点につきましては，只今，申し上げましたことの他，次に述べる可茂地区で大切に 

していることを踏まえて，１ないし２に絞り込みました。 

・観察，実験の結果を確実に捉え，結果を表やグラフで表現し，分析・解釈に活用すること 

・理科を学ぶことの意義や有用性を実感すること 

まず，絞り込んだ調査の着眼点について，ご説明いたします。 

・１つ目の調査項目（２）は観察，実験の結果の処理，分析・解釈（３）は観察，実験の技能について

の内容 

・２つ目の調査項目（１）は学習意欲を高めるための内容（２）は理科の学習の進め方にかかわる内容 

・３つ目の調査項目は，安全指導にかかわる内容 

・４つ目の調査項目は，県や可茂地区の自然等の取扱状況 

・５つ目の調査項目は，文字の大きさ等の状況 

です。 

調査研究の結果は意見書にまとめました。 

 ここでは，各者の特長をご説明いたします。 

・東京書籍 

探究的な学習の過程や効果的な言語活動を通して，科学的な知識や概念の定着，科学的な思考力・

表現力の育成が図られるよう構成されています。 

・大日本図書 

観察記録の仕方についての丁寧な例示や，各ページに問いの提示があり，事実を確実に捉えること

が大切にされ，科学的な知識や概念が確実に定着するよう構成されています。 

・学校図書 

既習内容を確認したうえで学習を進めることができるよう構成されています。また，観察記録にス

ケッチと文章を示し，事実を詳細に捉えることが大切にされています。 

・教育出版 

思考の道筋が明確に示されており，教科書を読みすすめていくことで，理解が深まるよう構成され

ています。 

・啓林館 

探究的な学習の過程を通して，科学的な知識や概念の定着，科学的な思考力・表現力の育成が図ら

れるよう構成されています。 

 

どの教科書にも工夫が見られましたが， 

・探究的な学習の過程が重視され，科学的な思考力・表現力の育成が図られるよう構成されている 

という理由から，東京書籍，啓林館の２者を比較検討しました。 

可茂地区の子どもたちにとってふさわしい教科書という観点から，先ほど申し上げました２者につい 

て説明します。 

ご覧いただいてお分かりのように，調査項目 

・３ 安全指導に関すること 
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・５ 印刷・造本 文字の大きさ 

についてはほとんど差はありませんでした。 

一方，調査項目 

・１（２）言語活動にかかわって，「分析・解釈し表現する活動」については， 

東京書籍は，実験後に，「考察しよう」「モデルを使って考えよう」などの活動が示され，言語活動に

より，科学的な思考力・表現力の育成が図られるよう配慮されています。 

同じ学習について，啓林館の内容です。 

また，調査項目 

・１（３）問題解決的な学習の程度については， 

啓林館は，明確な結果を得ることができる実験方法を採用しています。 

東書が採用した実験方法です。 

東京書籍は，観察や実験のコツを，写真を使って示し，理解しやすいよう配慮されています。啓林館

は文章のみで説明されています。 

また，東京書籍は，観察，実験器具の基礎操作を詳細に示し，観察，実験技能を確実に習得できるよ

う配慮されています。 

啓林館の内容です。 

調査項目 

・２（２）学習の進め方，思考の仕方等の学び方についての内容，程度については， 

啓林館は，実験の結果を写真で提示し，モデルを示して事象についての分析・解釈を解説する構成に

なっています。東京書籍は，探究的な活動の過程が大切にされ，生徒が観察，実験によって得た結果を，

モデルを用いて分析・解釈することができるよう配慮されています。 

また，学習内容の定着を図ることについては， 

啓林館は，色シートを活用して，繰り返し復習ができるよう配慮されています。別冊の「マイノート」

を活用して一人で復習を進めることができるよう配慮されています。 

東京書籍の学習のまとめです。 

東京書籍は，つまずきが多いと予想される内容について，例題，練習，確認というスーモールステッ

プでの学習が設定され，丁寧な扱いになっています。 

啓林館の同じ内容の扱いです。 

以上，比較検討した結果，可茂地区の生徒には，東京書籍が，より適していると考えます。 

以上，調査研究結果についてご報告させていただきました。 

 

◆議長 

ありがとうございました。答申者の説明から理科の教科書については，東京書籍が可茂の子どもたち

の現状からより顕著な特徴があるとの説明でしたが，ご意見ご質問はございませんか。挙手を願います

。 

◆委員 

塩化ナトリウムの破砕，あのような実験をするときの注意が今回，教科書を読んであったか聞きたい。 

安全指導について，どこも真剣に扱っていると思うが，顕著な特徴が選ばれた教科書にはあったか。 

 意見書に中に，小学校の理科もだったが，県内の事象についての取り上げ方に大きな差がある。東京

書籍では，可茂地区，県内が使われているが，県内の事象を扱う上で，特徴があったか。 
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◆答申者 

安全メガネの使用についての注意喚起は，東京書籍はアイコンマークで示してあり，加熱実験や試薬

実験では必ず使用する。アイコンを使うことによって，繰り返し同じ注意喚起を子どもにすることにな

り，何度も同じ学習をするうちに中３にもなれば加熱実験や薬品を使うときは安全メガネを使わなくて

はいけないと安全を自分で確保する力がつくように配慮されている。 

２つ目の質問だが，安全指導については，どの教科書も慎重に取り扱っている。アイコン表示の有無

の違いはあるが，どこも十分な配慮がある。 

地域性については，たまたま東京書籍は，加茂郡，可児郡，可児市，美濃加茂市の素材が使われてい

る量が多かった。東京書籍だけが可茂地区の自然が使われていた。他４者は，県内の事象は扱われてい

るが，可茂地区は扱われていない。どこまでが地域教材かは難しいが。 

可茂地区の子どもたちが身近に感じることができるという点では，東京書籍がややよい。 

◆委員 

啓林館のマイノートをどう考えているか。図版，写真を大きく扱ってよく見せるという点で，啓林館

と東京書籍についてどんなふうに判断したか。特に，大地の関係のところについては，なかなかその場

所に行けないので，どんなふうに扱って，どう判断したか。 

◆答申者 

啓林館は本冊と別冊に分かれていて，マイノートは問題集のような冊子になっている。トータルで見

ると，啓林館はマイノートという別冊があるが，東京書籍も章末問題，単元末の問題がついている。問

題数を単純に比較すると，啓林館が多いが，問題の質を見ると単純に比較できない。東京書籍の特徴は，

下にある図を使って説明する問題，文章化して説明を求める問題があり，啓林館にはない。どちらがよ

くてどちらが悪いかはこれだけでは判断しづらい。マイシートがあるかないかは結果に大きく影響する

ことはない。図版は啓林館も東京書籍も非常に気を遣った図版が多く採用されている。詳しい調査研究 

はしていないが，逆に言うと，大きな差はないととらえている。 

◆議長 

 では，「理科」について確認をします。可茂地区の「理科」の教科書は，東京書籍を選定するという

ことでよろしいでしょうか。賛成の方は，挙手をお願いします。 

 賛成２６名です。全会一致により，可茂地区の「理科」の教科書については，東京書籍を選定するこ

ととします。 

 

続いて，音楽（一般）についての調査研究報告をお願いいたします。 

 

◆答申者 

 音楽科一般種目に関する調査研究結果についてご報告いたします。お手元の資料をご覧ください。 

最初に，学習指導要領に示されている，音楽の授業を行う上で大切にされていることをお話しいたし 

ます。例として，「夢の世界を」の合唱を２通りの歌い方で歌ってみます。楽譜はモニターをご覧くだ

さい。 

  ・表現の工夫のない演奏 

  ・教科書に示されたねらいをもとに工夫した演奏 

２つの違いがわかっていただけましたでしょうか。 

前半から後半の「さー」で歌い方を変えました。モニターで示しています楽譜をご覧ください。教科 
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書には，「ＡとＢの響きの違いや曲想の変化を感じ取って・・」とあります。楽譜を見ると，Ａの部分

はどのパートも同じ旋律を歌い，Ｂの部分から合唱になります。Ｂに盛り上がりがあることは明らかで

す。ＡとＢで歌い方に変化をつけることで，表現が豊かになります。授業ではさらにＢの合唱部分をよ

りよく響かせるためにはどうするのかといった，質を高める学習もしていきます。 

 音楽の授業では，このように，音楽の捉え方，そしてとらえたことを演奏したり聞いたりする活動に 

生かしたりすることを通して，音楽の基礎基本を学んだり音楽の良さを味わったりするのです。しかも， 

教師にただ教えられるのでなく，生徒自ら気づいて工夫する過程でこれらの力は一層身につくのです。 

 前置きが少々長くなりましたが，今お話ししたことが教科書選択の大切なポイントとなります。音楽 

の教科書は，単なる曲集ではありませんし，資料集でもありません。楽曲を通して何を学ぶのかが明ら 

かにされているものでなければなりません。また，音楽の基礎基本は繰り返し学ぶことでよりよく身に 

つくものです。3年間を通して系統性や発展性が配慮される必要があります。またこれらは，可茂地区 

の実態に合っていることも前提になります。可茂地区には，小規模校が多く各学校に複数名の音楽担当 

教師がいる学校は都市部の大規模校に限られます。一人の教師が全校生徒を指導するということは，学 

年間のつながりを意識した指導が可能である利点があります。系統性への配慮は可茂地区の強みを生か 

す意味で大切な視点です。また，地区内の生徒の実態からは，より基礎基本の定着を図りやすい内容が 

求められると考えています。 

 以上のような基本姿勢をもち，選定に係る研究を進めました。 

調査した発行者はここに示しました教育出版社，教育芸術社の２者です。 

ここで，２者の特徴を概略的に述べます。 

２者とも，楽曲で学ぶ基礎基本が明らかにし，系統的に繰り返しの中で学べるよう配慮されています。 

２者のこうした意図は目次に全体的なデザインとして示されています。目次を見比べると，２者の特徴

がわかりやすいと思います。 

 教育出版社は，基礎，広がり，活用３つの柱で年間の教材をとらえ，年間を構成しています。楽曲を 

通して学んだ基礎基本を３つの柱の大きな流れの中で繰り返しながら定着させようという意図が感じ 

られます。 

 教育芸術社は，目次のほかに音楽学習ＭＡＰを掲載し，その学年で学ぶ基礎基本と，どの曲で学ぶの 

かを明確にしています。教材間のつながりを明示することで，学ぶべき基礎基本を一層明らかにし，繰 

り返しの中で確実に基礎基本を定着させようという意図が感じられます。 

可茂地区の音楽科が大切にしていること，生徒の実態を受けて，調査研究を各調査項目について進め 

ました結果，次のような結果を得ました。ご覧のように２者についてそれぞれの項目で調査をしてきま

した。先ほど概略で述べたように，それぞれに特徴はございますが，２者に大きな差はございません。 

可茂地区の子どもたちにとってふさわしい教科書という観点から，説明します。音楽科の本質にかか 

わる調査項目について，各者で同一の内容のところを比較検討しました。その具体的な根拠とともに報

告いたします。 

１ 系統性発展性について 

象徴的な点は先ほど概略で述べました，目次の比較です。教育芸術社は，音楽学習ＭＡＰで教材で学

ぶ内容を明確にしています。具体例で述べます。 

教育芸術社の「My Voice」や「指揮法」，「リズム創作」など３年間に渡って掲載されており，身に

付けた基礎基本をもとに，系統的に学習できるように構成されています。教育出版社は１年生に「Le

t’s Sing」で，発声の基礎を学ぶことができ，日々の合唱活動に生かすことができるような配慮が見
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られます。３年間の系統性という点で教育芸術社に工夫が見られました。  

２ 手順を追って学びやすい良さが現れている例を示す。 

教育出版は，「Lets Try」として，指揮やラップ，筝など様々な音楽活動が位置づいており，興味

関心をもちやすく，主体的に学習することができるように配慮されています。 

教育芸術社では，学習の最後に「ここが分かれば Grade Up」というページが位置づいており，学

習したことを確認したり，それをもとにさらに深めたりするなど，主体的に取り組めるようによく工夫され

ています。内容も具体的であり，生徒が順を追って学習が深められるようよく工夫されています。  

以上，比較検討した結果，可茂管内の生徒には，管内の音楽科が大切にしている内容や学習指導要領 

に示されている目標，管内の生徒の実態から考えまして，教育芸術社がより適していると考えます。 

以上，調査研究結果についてご報告させていただきます。 

 

◆議長 

ありがとうございました。答申者の説明から音楽（一般）の教科書については，教育芸術社が可茂の

子どもたちの現状からより顕著な特徴があるとの説明でしたが，ご意見ご質問はございませんか。挙手

を願います。 

◆委員 

説明から端的に言うと，芸術性，感性の教育出版，音楽のしくみ，理性の教育芸術と受け止めた。そ

れが，可茂の子にとってよいということか。個人的には，教育出版のシューベルト「魔王」の写真がい

い。しくみがわからないので，感性だけでああ，聞きたいと思うが，それでなく，こちらの字ばっかり

四角ばっかり，いっぱい書き込んで考えようという方が可茂の子にとっていいということか。 

◆答申者 

正直言って，私が現場で明らかに教育芸術社がいいと思っていた。今回，調査研究をして，大きな差

はなかった。教育芸術社は，基礎基本に特化したところから興味関心に広げている。教育出版は，興味

関心，資料を充実させた中に基礎基本がかなり含まれている。どちらにもよさがある。可茂地区の学校

の実態を見ると，大規模校は少ない。学校で教科部を開き，複数の先生で練り合う機会は少ない。若い

先生も結構いる。そういう先生が，子どもたちに責任をもって基礎基本を教えようとした時に，感性だ

けで教えきれるか。両者に特段の大きな開きはない。より私たち可茂地区の実態から見て教育芸術がよ

いと判断した。 

◆委員 

創作の分野にかかわって，両者の違いや特徴をどのようにとらえていますか。 

◆答申者 

誤解を恐れずに言うと，学校で扱う創作は大きく２通りある。自由な形式で，例えば，エアコンの音

のような環境音も音として音楽づくりをするやり方と曲を作る，伝統的な西洋の様式に則って作ってい

くのとがある。どちらかというと，感性を生かすのが教育出版，曲を作るのが教育芸術で，どちらにも

よさがある。同じ作曲の場面を比較すると，教育芸術は手順が細かく示してある。小節の中で最初の部

分だけヒントを与えている。子どもたちに曲を作りなさいと言ったときに，何もなしで作れるのは，よ

り教育芸術の方が説明が丁寧で，可茂地区の実態に合っていると考えます。 

◆委員 

発声の基本など，２，３年の教科書を見ると忘れがちなことを何度か教科書を見ることができ，この

ようなことが子どもたちにとって大切だと思いました。 
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◆議長 

 では，「音楽 一般」の教科書について確認をします。可茂地区の「音楽 一般」の教科書は，教育

芸術社を選定するということでよろしいでしょうか。賛成の方は，挙手をお願いします。 

 賛成２６名です。全会一致により，可茂地区の「音楽 一般」の教科書については，教育芸術社を選

定することとします。 

 

続いて，音楽（器楽）についての調査研究報告をお願いいたします。 

 

◆答申者 

 音楽科器楽種目に関する調査研究結果についてご報告いたします。 

 お手元の資料をご覧ください。 

器楽の調査につきましても，基本的な構えは一般と同じです。確かな基礎基本が学べる教科書，系統

的に学べる教科書，主体的に学べる教科書を選択したいと考えました。 

器楽の教科書には，様々な楽器が扱われています。和楽器で言えば，筝，和太鼓，篠笛，などです。 

掲載されているすべての楽器を扱うのでなく，学習指導要領の趣旨を踏まえて，どれかを学校ごとに選

択すればよいこととなっています。和楽器言えば，可茂地区は，筝か和太鼓を選択している学校がほと

んどです。したがって，本調査では，和楽器のうち筝と和太鼓の扱いを中心に研究を進めました。また， 

掲載されている楽器の種類に２者に若干の違いがありましたので，そのことについても後ほど触れたい 

と思います。 

調査した発行者はここに示しました教育出版社，教育芸術社の２者です。 

可茂地区音楽科が大切にしていること，生徒の実態を受けて，調査研究を各調査項目について進めま 

した結果，次のような結果を得ました。ご覧のように２者についてそれぞれの項目で調査をしてきまし

た。 

 音楽一般の教科書と同様に，目次から各者のデザインを見てみます。 

・教育出版社 

 扱われている楽器は，リコーダー，ギター，筝，三味線，篠笛，太鼓，尺八です。それぞれの楽器の 

説明や練習曲が示されています。また，合奏曲や名曲集など，楽器を演奏する楽しみが広がるよう配慮 

されています。 

・教育芸術社 

 扱われている楽器は，教育出版社が扱っているものに加え，打楽器も掲載していることが特徴です。 

教育芸術も，合奏曲や名曲集を掲載しています。また，一般の教科書同様音楽ＭＡＰを掲載し，どんな 

基礎を学ぶのかを明らかにしようとしています。 

可茂地区の子どもたちにとってふさわしい教科書という観点から説明します。 

音楽科の本質にかかわる調査項目「１・２・３」について，各者で同一の内容のところを比較検討しま

した。その具体的な根拠とともに報告いたします。 

１ 系統性発展性について 

概略で述べましたように，教育芸術社には，打楽器の双方が位置づけてあります。教育出版社にはあ

りません。打楽器は，誰でも音を発することができるという点で，扱いやすい教材です。中学校では音

楽の授業は週１時間ほどですので，短時間で音楽の良さに触れさせるためには，非常に有効です。教育
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芸術社は，「こんな奏法もあるよ」のコラムを用い，多様な奏法にも触れています。基礎基本の指導の

際，指導の幅が広がることが期待できます。大小様々な規模の学校がる可茂地区の実態にあわせ，しか

も発展的に活用しやすい内容だと考えられます。 

一方，２者とも取り上げている合奏曲や名曲の旋律等を比較してみると，教育出版社は，学校の実

態に応じて取り扱えるよう編曲したり，和楽器とリコーダーのアンサンブル曲を取り扱っ

たりするなど，学校の規模に差がある可茂地区の様々な生徒の実態に合わせて活用できる

よう工夫されています。  

実態に合わせ，より発展的に学べる点で，教育芸術社はよく工夫されていると考えました。 

２ 言語活動及び主体的な活動について 

筝のページをご覧ください。筝の特徴的な奏法に，引き色，後押しというのがあります。教育出版社

は，丁寧な説明で，この良さを感じさせようとしています。 

一方，教育芸術社は，「音を聴いて確かめよう」というコラムを用いて，音色の違いによる効果を主

体的に学ばせようとしています。 

言語活動について筝のページの創作について比較します。 

教育出版社では，「音のスケッチ」のページで，３つの活動を示して，生徒が主体的に創作に取り組

めるよう配慮しています。 

一方，教育芸術社は，マイメロディーのコーナーで同様の活動を示しています。手順やヒントを掲載

するとともに，イメージを言葉で書かせるなど，配慮があります。また，創作の冒頭部分を示すなど，

学びやすさについて十分配慮されています。基礎基本を一層の定着を課題としている本地区の実態から

みて，扱いやすい記述だと考えられます。 

３ 和楽器の指導について 

和楽器として筝の基礎が学びやすいかどうかについて 

２者の奏法例をご覧ください。２者を比べると，写真の角度に違いが見られます。筝は流派によって，

向かって斜めに座ることがありますが，指先を見る視線は，ほぼ正面からとなります。また，演奏時は，

親指のほうから筝を見ることになります。教育芸術社の写真は，生徒の視線に合わせて，写真が撮られ

ています。教育出版は，斜め方向からの写真，逆向きの写真が掲載されています。生徒にとってより分

かりやすいのは，教育芸術社の写真であると考えます。 

以上，比較検討した結果，可茂管内の生徒には，管内の音楽科が大切にしている内容や学習指導要領 

に示されている目標，管内の生徒の実態から考えまして，教育芸術社が，より適していると考えます。 

以上，調査研究結果についてご報告させていただきました。 

 

◆議長 

ありがとうございました。答申者の説明から音楽（器楽）の教科書については，教育芸術社が可茂の

子どもたちの現状からより顕著な特徴があるとの説明でしたが，ご意見ご質問はございませんか。挙手

を願います。 

◆委員 

中学校は週１時間なのに，箏の学習まであり，とても驚いた。創作意欲，子どもの目線，細かい所ま

で考えてあり，教育芸術社がよいと思います。 

◆委員 

学校現場では，現在，教育出版を使用しているが，来年度変わると学習していく上で課題などはあり 
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ませんか。 

◆答申者 

教材の差し替え，先生によってはＣＤが使えなくなるが，そういったことは度外視して，来年度から 

使う教科書はどちらがいいかに絞って調査研究を行いました。 

◆委員 

中学校の音楽が週１時間であることを考えると，わかりやすい教科書がよいと感じました。子どもが 

見やすく，わかりやすい，１時間の中で指導しやすいと感じたので，教育芸術社がよいと考えます。 

 

◆議長 

 では，「音楽（器楽）」の教科書について確認をします。可茂地区の「音楽（器楽）」の教科書は，教

育芸術社を選定するということでよろしいでしょうか。賛成の方は，挙手をお願いします。 

 賛成２６名です。全会一致により，可茂地区の「音楽（器楽）」の教科書については，教育芸術社を

選定することとします。 

 

続いて，美術についての調査研究報告をお願いいたします。 

 

◆答申者 

 美術科に関する調査研究結果についてご報告いたします。資料をご覧ください。 

調査した発行者は，ここに示しました開隆堂，光村図書，日本文教出版の３者です。 

 美術科では，学習指導要領に示されている目標及び内容に即して，『表現及び鑑賞の幅広い活動を通 

して，美術の創造活動の喜びを味わい，美術を愛好する心情を育てるとともに，感性を豊かにし，美術 

の基礎的な能力を伸ばし，美術文化についての理解を深め，豊かな情操を養う』ことを大切にしており 

ます。また，生徒の発達段階を踏まえ，小学校からのスムーズな接続や高等学校から先への発展性，生 

涯にわたって表現や鑑賞などの活動に主体的に臨む力を育むことについても十分配慮していくことが 

求められています。 

岐阜県の子どもたち，可茂地区の子どもたちにとってふさわしい教科書という観点から，教科書を選 

定するために，美術科では，３者について比較検討しました。調査研究を各調査項目について進めまし

た結果，ご覧のような結果を得ました。 

どの教科書にもそれぞれについて工夫が見られましたが，特にふさわしいと考える点についてを比較 

して説明します。 

美術科では，「郷土の素材である木や土，和紙などを使った表現が大切にされているか」の視点。「言

語活動を充実させ，他の人や仲間とかかわりながら，いろいろな課題解決をする方法を学べているか」

という視点を特に大切にして教科書を見ました。 

まず，調査項目１について，その結果を報告します。 

着眼点（１）で示されている「指導内容の系統性，発展性」については，東濃地方で盛んに取り組まれ

ている焼き物の扱いから見ました。 

開隆堂では，扱いは極めて少なく，光村と日文の２者が詳しく，共に１年生で扱われています。 

光村図書は，４０ページで板作りによるマグカップの制作過程を絵付けの様子も入れて丁寧に扱い， 

また，４２ページでは，野焼きや縄文時代の火焔型土器を原寸で示しています。 

日本文教出版では，土を菊練りで練り上げるところと窯の中で赤々と炎に包まれる作品を示していま 
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す。また，資料作品のサイズ表記や作品の意図や工夫を機能面と美しさの視点から丁寧に記すことで，

生徒の発想や構想を支えています。作陶に必要な用具をより多く紹介し，制作過程では，ひも作りの積

み上げ方を断面図で示したり，粘土の接合に欠かせない「どべ」について特別に取り上げたりしていま

す。 

着眼点（２）の「言語活動の充実」と着眼点（3）の「体験的な学習や問題解決的な学習」について

は，どの教科書についても制作過程での生徒の思いや工夫などが大切に取り上げられ，アイディアスケ

ッチや発表など自分の思いを伝える手立てが示されています。 

調査項目２についてご説明します。 

この項目の中では，着眼点の（１）の「学習意欲を喚起するための題材，素材，資料等について」 着

眼点（2）の「課題解決に向けての多様な学び方」を身に着ける視点 着眼点（３）の「家庭でも制作

に取り組んだり，積極的に制作の準備や活用したりするための手立て」について見ました。 

３者ともに，小学校の学習から，中学校美術，さらには高等学校やその後に向けての流れの中でとら

えています。なかでも，鑑賞にかかわるページは，たいへん充実しています。見開きページを有効に活

用したり，実物大で示したりすることで，生徒の鑑賞や制作意欲を喚起しています。    

また，共同制作が大切にされ，ユニバーサルデザイン，環境デザイン等にも目を向け，人と関わって

作り上げる力を付けようとしています。 

美術の時間数が非常に少なくなっている中で，家庭での取組を充実させることは，たいへん重要なこ

とです。光村図書については，家庭や地域においても，気づいたことや作品などをデジカメで撮影した

り，スケッチブックにまとめたりしたものを扱うことで，生徒の学習活動の場や視野を広げています。 

調査項目３についてご説明します。 

３者ともさまざまな題材の制作過程や用具の使用方法，安全に対する配慮などが細かく丁寧に示され 

ていました。 

調査項目４についてご説明します。 

３者とも岐阜県の郷土である木や土，和紙などを活かした制作が取り扱われていました。中でも，光

村では，日比野克彦氏と篠田桃紅氏の作品や水うちわや合掌造りが掲載されていました。日文では，円

空仏や美濃焼，合掌造りなどの作品や建造物に加え，見開きで実物大の冨嶽三十六景の浮世絵を和紙に

印刷するという新しい試みの中で，視覚だけでなく触覚からも版画作品の良さを味わわせようとしてい

ます。こうした試みが生徒たちの感性をより磨くことにつながると考えます。また，和紙に版画を印刷

こするとは，ユネスコ無形文化遺産に登録された美濃の和紙や飛騨地方に伝統的に取り組まれている版

画作品を身近に感じることができるものになっています。 

調査項目５については， 

３者とも，色使いや特別支援教育・小中連携・防災教育などの視点から編集され，細かい配慮がなさ

れていますが，中でも，日文については，段組の間隔にまでも配慮され，変形サイズで造本することに

より，見開きページを始め，通常のページの資料作品が大きく見やすくなっています。 

また，印刷の鮮明さを，ゴッホを扱ったページで比較しますと，そのみずみずしい筆遣いまでを表現 

しています。このことは，他の鑑賞作品や資料や制作の様子を表す写真についても通ずることです。 

以上，比較検討した結果，可茂管内の生徒には，管内の美術科が大切にしている内容や学習指導要領 

に示されている目標，生徒の実態から考えまして，日本文教出版が，より適していると考えます。 

以上，調査研究結果についてご報告させていただきました。 
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◆議長 

ありがとうございました。答申者の説明から美術の教科書については，日本文教出版が可茂の子ども

たちの現状からより顕著な特徴があるとの説明でしたが，ご意見・ご質問はございませんか。挙手を願

います。 

◆委員 

一番始めに提示された表をもう一度見せてほしい。 

◆委員 

表中の◎でないものは，何かが足りないのか。 

◆答申者 

◎でないのは，よくできているということです。◎は特に特色があるものです。安全，技術的なとこ 

ろによく配慮があります。 

◆委員 

表の中の空欄は，どのようにとらえたらよいか。 

◆答申者 

開隆堂の空欄，例えば，１の指導内容，土の焼物の扱いがありません。岐阜県の合掌造りをはじめ， 

郷土に関わる素材が扱われておりません。 

◆委員 

美術を学ぶ視点について，大変勉強になりました。ご説明の通り，日本文教出版が可茂地区の子ども 

たちにふさわしいと思いました。 

◆議長 

 では，「美術」の教科書について確認をします。可茂地区の「美術」の教科書は，日本文教出版を選

定するということでよろしいでしょうか。賛成の方は，挙手をお願いします。 

 賛成２６名です。全会一致により，可茂地区の「美術」の教科書については，日本文教出版を選定す

ることとします。 

 

続いて，保健体育についての調査研究報告をお願いいたします。 

 

◆答申者 

 保健体育科４者に関する調査研究結果についてご報告いたします。お手元の資料をご覧ください。 

調査した発行者はここに示しました東京書籍，大日本図書，大修館，学研教育みらいの４者です。 

 保健体育科では，生涯にわたって健康を保持増進し，豊かなスポーツライフを実現することを重視し 

ております。学習指導要領に示されている目標及び内容に即して，一人一人が自分自身の日常を振り返 

り，仲間と考えを交流することで課題を追求していける授業展開を大切にしております。また，地域社 

会人として地域に貢献できる心の育成を目指しております。自分の命は自分自身が守るという防災安全 

教育についても内容として大きく取り扱っていくことが求められています。 

調査項目の５観点について精査いたしましたが，生徒の思考の流れに沿って授業を組み立てていくと 

きの使いやすさという着眼点を大切に調査研究しましたのでご理解ください。 

可茂地区保健体育科が大切にしているのは，体育授業におけるグループ活動のように教室における授 

業においても個々の考えを出し合い仲間の考えと比較しながら深めていく授業です。 

可茂地区中学校の生徒の実態を考慮しながら，４者についてそれぞれの項目で調査をし，次のような 
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結果を得ました。 

まず「東京書籍」です。大判の教科書で見開きの２ページを１単位時間で学習することを基本とし，

学習の流れを生徒の思考に沿って構成してあります。学習したことを生かす課題も大切にしており，普

段の生活に実践していく力の伸長を図っています。 

 次に「大日本図書」です。前者同様に少し大判の教科書となっており，資料等がとても見やすくなっ 

ています。基礎的な内容や重要な語句などのまとめがしてあり知識の定着が図りやすい教科書であると 

思います。例えば，Ｐ７７をご覧ください。浄水場のことが詳しく図で示してあります。Ｐ９６の自然 

災害の写真では，生徒の心にインパクトを与えています。分かりやすくまとめてある教科書であると感 

じました。 

 ３つ目は，「大修館」です。見出しで何を学習するかが明確になっています。Ｐ９４・Ｐ９５をご覧 

ください。「自然災害は人々の命をおびやかす」というように新聞の見出しのような表現がしてあり， 

強い印象を与えています。また，必要な知識がコンパクトにまとめられています。学習したことを振り 

返るとき，分かりやすく参考書的なまとめ方が特徴です。 

 最後に「学研教育みらい」です。以降「学研」と申し上げます。学研は，一単位時間で学習する流れ 

が明確であり，生徒の思考に沿って構成されています。Ｐ８０のように「探究しよう」では，海浜の潮 

の流れである「離岸流」について触れてあります。生徒の命を守る内容を大きく取り上げられているこ 

とで，課題も深めていくことが可能です。 

どの教科書にも工夫が見られましたが，可茂地区が大切にしている授業の仕組み方に一番近いのが，

東京書籍と学研の２者でした。以下，この２者を比較検討した結果を報告します。 

 まず，保健体育科の本質にかかわる調査項目「１－（１）」及び調査項目２－（１），（２）の２点に

ついて，２者で同一の内容のところを比較検討しました。その具体的な根拠とともに報告いたします。 

調査項目１－（１）について，３年，指導内容「喫煙の害」を例にとります。 

学研は，導入段階で，喫煙前と喫煙後の脳の血流量を示し，「なぜこんなことが起こるのでしょうか。」

と考えさせています。一方で，東京書籍は，同じ導入段階で，小学校の学習を振り返り，たばこの害に

はどのようなものがあったかを確認させています。また，小学校時代の既習内容から考えさせることは，

小学校からの系統性を高めるとともに，思考力を深めることにつながります。そして，「コール」と「ク

ール」というキャラクターを用いて，喫煙の恐ろしさの導入を図っています。この導入を経て，下記に

ある血管の収縮を学習させることは，より内容を深めることに繋がります。同じ血管の収縮の写真を提

示する段階においても内容の高まり度は違い，東京書籍の授業の流れの方が，生徒の思考に沿った内容

であると判断しました。 

次に調査項目２－（１），（２）について３年「感染症の予防」を例にとります。 

学研は，感染症であるインフルエンザについて，あまり触れられていませんが，東京書籍は，キャラ

クターの「コール」を用いて，インフルエンザの流行について触れています。そして，「コール」が下

記のように示している「免疫と予防接種」や「新型インフルエンザ」，「マスクの使用方法」，「手洗いの

方法」をリンクさせ，より発展性を持たせています。学研でも資料５で免疫の仕組みを示していますが，

東京書籍は，キャラクター「コール」から，Ｐ１４８，Ｐ１４９にリンクさせ，同じ免疫の仕組みにつ

いてより詳しく説明しています。これも，主体性をもってより思考力を深めていく学習活動になってい

ます。 

このように，東京書籍は，どの単元においても，この教科書の使い方の一連の流れが定着してありま

す。冒頭で触れました防災安全教育についても地震が起きた時の行動について予測できる危険や回避の
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方法も考えさせています。さらにここでリンクさせて様々な自然災害の危険についても示しています。 

以上，比較検討した結果，可茂地区の生徒には，一人一人が自分自身の日常を振り返り，仲間と考え 

を交流することで課題を追求していける授業展開を大切にしている「東京書籍」が，より適していると

考えます。 

以上，調査研究結果についてご報告させていただきました。 

 

◆議長 

ありがとうございました。答申者の説明から保健体育の教科書については，東京書籍が可茂の子ども

たちの現状からより顕著な特徴があるとの説明でしたが，ご意見ご質問はございませんか。挙手を願い

ます。 

◆委員 

細かい分析をしていただき，ありがたいと思いました。４者から２者に絞り込んで，わかりやすく， 

同じ項目で分析されており，ご説明の通り，私も東京書籍がよいと思いました。 

◆委員 

東京書籍に賛成です。がん教育について，文部科学省から通知があったが，東京書籍では，「がんに 

ついてもっと知ろう」が扱われています。平成２８年度から，この教科書を使って学習してもらえるな

ら，うれしく思います。 

◆議長 

 では，「保健体育」の教科書について確認をします。可茂地区の「保健体育」の教科書は，東京書籍

を選定するということでよろしいでしょうか。賛成の方は，挙手をお願いします。 

 賛成２６名です。全会一致により，可茂地区の「保健体育」の教科書については，東京書籍を選定す

ることとします。 

 

続いて，技術家庭（技術）についての調査研究報告をお願いいたします。 

 

◆答申者 

失礼いたします。技術・家庭科（技術分野）教科書に関する調査研究結果についてご報告いたします。 

お手元の資料をご覧ください。 

 調査した発行者は，東京書籍，開隆堂，教育図書の 3者です。 

技術・家庭科では，学習指導要領に示されている目標及び内容に即して，基礎的・基本的な知識・技能 

の確実な習得，及びそれらを活用する学習の充実を図ることを大切にしております。 

 これを受け，調査項目の着眼点を絞って調査を行いましたので，このことについてご説明させていた 

だきます。お手元の資料，意見書の調査項目の右枠にある数字が着眼点となります。 

調査項目 1の（1）は，系統的・発展的な学習内容がどのような構成・配列になっているか。 

調査項目 1の（3）は，生徒が問題解決的な学習を見通しをもって取り組めるよう，どのような構成・ 

配列になっているか。 

調査項目 2の（2）は，生徒が主体的に学習に取り組むために，どのような学び方を取り上げているか。 

調査項目 3は，安全指導についてどのような内容が取り上げられているか。 

調査項目 4は，日本の伝統の理解や勤労観，職業観の育成に資するようどのような内容が取り上げられ 

ているか。 
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調査項目 5は，印刷や造本など読みやすいか。 

 これらの観点で，まず各者の特徴・よさについて簡単に報告いたします。 

東京書籍， 生徒の思考にそって学習の構成・配列がなされており，問題解決学習に取り組みやすい。 

また，見やすい写真が多く使われ作業工程がわかりやすい。 

開隆堂，丁寧な構成で知識・技能の習得の視点が示され，また，実験観察などの体験的な活動を多く 

取り入れています。 

教育図書，多様な実験や実習を通した体験学習が位置付いています。 

以上のように，どの教科書にも工夫が見られましたが，まず 3者を比較検討しました。プレゼンをご 

覧ください。 

材料と加工に関する技術についての内容構成を比較します。東京書籍，開隆堂は，材料や加工法につ

いて学習し，それを踏まえて設計や製作を行う構成となっています。また，「資料」「実験」「参考」等

のコーナーが数多く設けられ，興味や関心を高めたり，多様な体験活動が位置付けられたりしています。 

 以上の理由から，東京書籍と開隆堂の 2者が使いやすいと判断いたしました。この 2者については， 

他者と比較して基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得やそれらを活用する学習がより充実している 

と判断したからです。 

 さらに東京書籍と開隆堂の 2者を精査いたしました。 

調査項目 1（3），4（1）については，どちらも遜色ありませんが，調査項目 1（1）：指導内容の系統性， 

発展性，調査項目 2（2）の主体的に学習に取り組む態度を養う，観点についてプレゼンをご覧ください。 

東京書籍は，「ものづくり」の学習に入り，設計や製作を学ぶ際に具体的な作品例が示されているだ 

けでなく，それぞれの作品について「リンク」マークが付されて材料取り図や構想図が載っているペー

ジが用意され，系統性や発展性が強く意識された構成となっています。また，全体に「小学校」「他教

科」との学習内容のつながりが示してあります。このことは，生徒が学習の見通しをもって主体的に学

ぶことができる構成でもあり，調査項目 2（2）の観点にも合致しております。 

一方，開隆堂も同様に「リンク」マークを使ってつながりが示されていますが，教科内の内容に限ら 

れていました。 

 以上の点で，東京書籍の方により特長があると言えます。 

次に，安全指導についてです。これは「生物育成」の内容で使用する道具を扱っているものですが， 

東京書籍は安全や衛生に関する注意書きが示してあるのに対して，開隆堂は道具の紹介のみとなってお

り，東京書籍の方により特長があると言えます。 

また，東京書籍はきれいな写真を使いわかりやすく説明がされているのに対し，開隆堂はイラストを 

使った説明が多いという違いが見られます。プレゼンは運動伝達の作品例ですが，東京書籍は一つ一つ

に見やすい写真が使われ，わかりやすい作業工程となっています。 

以上，比較検討した結果，可茂管内の生徒には，管内の技術家庭科-技術分野が大切にしている内容や 

学習指導要領に示されている目標，管内の生徒の実態から考えまして，東京書籍がより適していると考

えます。 

以上，調査研究結果についてご報告させていただきました。 

 

◆議長 

ありがとうございました。答申者の説明から技術家庭科（技術分野）の教科書については，東京書籍

が可茂の子どもたちの現状からより顕著な特徴があるとの説明でしたが，ご意見・ご質問はございませ
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んか。挙手を願います。 

◆委員 

とてもよくわかりました。ページを見る限りでは，作業工程などがわかりやすく，東京書籍でよいと 

思います。実生活に役立つことが一番大事であると思いますが，実践に生かすという面ではどうですか。 

◆答申者 

東京書籍，開隆堂とも学習に入る前に，学習目標，考えてみよう，問題の発見というコーナーが設け 

られています。学習が終わった後も，振り返りなどが位置づけられていたり，いろいろな実験が示され

ているという工夫がありますが，東京書籍の方が家庭に帰っていろいろ実験，工夫してみるという視点

での資料が多く見られます。週１時間の教科なので，授業と生活を結ぶ学習が大事だと考えますが，そ

ういう点でも，東京書籍の方が学んだことを家庭に帰っていろいろ工夫するつながりの内容になってい

ると感じました。 

◆委員 

調査研究チームを尊重したいと思います。系統性を大事にすることと願う姿の具現に近いことで選ば 

れたということなので，賛成したいと思います。 

◆議長 

 では，「技術家庭（技術分野）」の教科書について確認をします。可茂地区の「技術家庭（技術分野）

」の教科書は，東京書籍を選定するということでよろしいでしょうか。賛成の方は，挙手をお願いしま

す。 

 賛成２６名です。全会一致により，可茂地区の「技術家庭（技術分野）」の教科書については，東京

書籍を選定することとします。 

 

続いて，技術家庭（家庭分野）についての調査研究報告をお願いいたします。 

 

◆答申者 

失礼します。技術・家庭科 家庭種目に関する調査研究結果についてご報告いたします。 

 調査した発行者は，東京書籍，教育図書，開隆堂の３者です。 

調査研究の視点は，学習指導要領の内容やその改訂の趣旨に沿うものであるか，可茂地区における教 

科の課題，生徒の実態，教師の実態に対して適切であるかということを，意見書にお示しした調査項目

と着眼点に絞って調査しました。 

本日は，時間の関係上，調査項目１の着眼点４と，調査項目２の着眼点２について調査研究の結果を 

ご報告いたします。 

はじめに，調査項目(１)－④についてです。授業で扱うべき基本的な調理と，それを補充的・発展的

に扱う調理例の紹介という視点で三者を調査しました。 

・中学校学習指導要領では「魚，肉，野菜を中心に日常良く用いられる食品を取り上げ，基礎的な日常

食の調理ができるようにする。」とされています。 

・東京書籍は，魚，肉，野菜を中心にした基礎的な調理の「実習例」と，補充・発展に使用できる「参

考例」が，誰にでも大変わかりやすく示されています。 

 これは肉料理の実習例です。ページの左上にも「実習例」と明示されております。     

 しょうが焼きとハンバーグの２品を実習例として取り上げ，実態に応じた選択が可能となっています。

そして，それぞれ２ページにわたってその調理の手順を分かりやすく示しています。 
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 こちらは補充・発展のための参考例です。ページの左上にも「参考例」と明示されております。２ペ

ージに６品，調理時間や調理方法を目立つ表示にして，これなら家庭で実践できそうだというものを

選んで役立てられるように，大変良く工夫されています。 

・教育図書は，学習指導要領に示された「魚，肉，野菜を中心にした調理」を意識するくくりがなく，

「主菜の調理」の中に「肉料理」があります。左１ページがハンバーグ，右１ページに豚肉のしょう

が焼きという構成です。 

そして次のページは，八宝菜と肉じゃが，卵焼きがこのような割り振りで取り上げられ，肉料理とし

ての参考例はあげてありません。 

また，「主食の調理」「汁物の調理」「デザート・間食の調理」など学習指導要領に示された内容以外

の何となくやってみたくなる調理例が多く紹介されており，これから増える若い教師や免外の指導者

が，ねらいよりも生徒の興味・関心を優先して実習してしまわないかと懸念されます。 

・開隆堂は，東京書籍と同様に，学習指導要領に示された魚，肉，野菜を中心にした調理を掲載してい

ます。これは，しょうが焼きの実習例とハンバーグの実習例です。それぞれ２ページで取り扱ってい

るのも東京書籍と同じです。次のページには，補充的・発展的な調理の例を，実習例３，実習例４と

して，２品紹介しています。大きくページが割かれている分，存在感は大きいですが，参考例の数は

他の２者より少なくなっています。 

次に，調査項目(２)―②：についてです。学習指導要領改訂の主旨に，実践的・体験的な学習活動， 

自己と家庭，家庭と社会のつながり，少子高齢化や家庭の機能低下に対応する子育て理解のための体験

等を重視することが述べられています。そこで，ここでは「幼児とのふれあい体験」について，その学

習の進め方をいかに具体的で見通しがもてるように記載されているか調査しました。 

・東京書籍は，ふれあい体験の流れや接し方のポイント，安全衛生面での注意事項などを学ぶ事前学習

のページのあと，この２ページを使って，体験の前にはどんなことを学習したり用意したりしていけ

ばよいか，体験当日はどんな流れでどのような活動をするのか，体験後はどんなことをすればよいの

かを大変具体的で見通しがもちやすいように提示されています。これは生徒ばかりでなく教師にとっ

ても大変指導しやすい工夫です。 

 また，学校の実態によって地域の親子を学校へ招く例や，写真や映像で学習する方法が，具体的に示

されています。 

・教育図書は，児童と上手に触れ合うためのコツや事前準備と注意点等の扱いに力を入れており，イラ

ストもあって分かりやすいのですが，当日の様子をイメージするのはこの写真２枚のみとなります。 

・開隆堂は，安全面での注意や仲良くなるためのヒントを紹介した次に，①幼稚園へ行く場合，②学校

へ幼児を招待する場合，③子育て支援センターや児童館に行ってみる場合，④映像やロールプレイン

グなどで幼児の世界を追体験する場合と，多用な学習活動例を挙げて，学校の実情にあった学び方を

選択できるように工夫されています。 

このように比較検討した結果，可茂管内の生徒には，東京書籍の教科書がより適していると考えます。 

理由は，次の３つです。 

 一つ目は，学習指導要領の内容がより指導しやすいここと 

 二つ目は，可茂地区の技術・家庭科の課題である実践的・体験的な学習（幼児とのふれあい活動等） 

を重視して，扱いやすいこと 

 三つ目は，現代の生徒の実態や，免外の教師が家庭科の指導に当たらなければならないことが多い可 

茂地区の学校の実情に，より即していることです。 
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以上，調査研究結果についてご報告させていただきました。ありがとうございました。 

 

◆議長 

ありがとうございました。答申者の説明から技術家庭科（家庭分野）の教科書については，東京書籍

が可茂の子どもたちの現状からより顕著な特徴があるとの説明でしたが，ご意見・ご質問はございませ

んか。挙手を願います。 

◆委員 

学習指導要領の趣旨に沿う，ねらいに沿うということと可茂地区の実態に合うということを大事にし 

たということだが，意見書では，東京書籍の内容のＡＢＣDが，現在の可茂の実態に合わせて作ってあ

るので，ＡＢＣDの食（Ｂ）から入っている。あとの２者は学習指導要領に沿うようにＡＢＣDとなっ

ている。それを今までやってきたのは，なぜそれがよくて踏襲しようとするのか。 

◆答申者 

ＡＢＣＤの通りに並んでいるのが開隆堂，教育図書である。東京書籍は組み替えてあるが，可茂の多 

くの学校がこの流れで進めている。Ａは家庭，家族，子どもの成長，Ｂが食生活の充実，Ｃが居生活と

住生活の充実，Ｄが身近な消費生活と環境であるが，東京書籍はＡＢＣD順でなく，食生活（Ｂ）から

入っている。家庭科の指導では，ここまでがＡだけ，Ｂだけという指導はない。食の中にも家族とのか

かわりをリンクして学習させるのがとても大事である。Ａに幼児とのふれあい体験があり，可茂地区の

ほとんどの学校では中３で履修している。それで，まず，体づくり，自分に最も近い所から入るという

ことで，多くの学校が食（Ｂ）から入っている。そういった順が私たちがより実践的な順で，そう取り

扱われているのが東京書籍である。 

◆委員 

あとはお願いになるが，大きい版の教科書を選ぼうとしているが，素敵だと思う。写真が生き生きし 

ていて，育児に関する体験では小さい子が可愛いと思う。食のところでは，料理が本当においしそうと

感じる。素敵な写真が使ってあり，私も東京書籍に賛成であるが，素敵な教科書なのに，時間数が少な

く，先生方が教科書をうまく使い，子どもが大事にするようにしてほしい。使った後，自分の家で使う

ようにしてほしい。料理の本を買ってこなくても，安全面のことも出ているので，ぜひ，そういう使い

方をして，子どもたちが大事にするような教科書にしてくれたらうれしい。 

◆委員 

私も免外で家庭科を教えています。その際に，専門教科でないので教えにくいのですが，今の教科書 

は，写真が子どもたちにこういう手順にしたらいいと示してあるので，教えやすいと思いました。免外

の私でも，自信をもって教えられるのではないかと思います。 

◆委員 

家庭科はあまりなじみはないが，３者を詳しく比較してあった。自分の中学の頃より見やすく，興味 

をひかれるので，子どもたちもすごく学習意欲がそそられるのではないかと思います。 

 

◆議長 

 では，「技術家庭（家庭分野）」の教科書について確認をします。可茂地区の「技術家庭（家庭分野）

」の教科書は，東京書籍を選定するということでよろしいでしょうか。賛成の方は，挙手をお願いしま

す。 

 賛成２６名です。全会一致により，可茂地区の「技術家庭（家庭分野）」の教科書については，東京
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書籍を選定することとします。 

 

最後に，外国語（英語）の教科書についての調査研究報告をお願いいたします。 

◆答申者 

 失礼します。中学校英語科教科書に関する調査結果について報告させていただきます。お手元の資料

をご覧ください。 

 調査した発行者は，東京書籍，開隆堂，学校図書，三省堂，教育出版，光村図書の６者です。６者に

ついて，指導要領の趣旨及び岐阜県並びに可茂地区英語科が特に重要視している着眼点に絞り込み，精

査いたしました。 

 絞り込んだ調査の着眼点について，説明させていただきます。お手元の資料の左端の調査項目の欄に

書いてあります数字と文言が着眼点です。 

１(1)は，指導内容の学年間及び学年内の系統性，発展性についてということであり，私たちは，話

すことについて重きを置いた題材と書くことに重きを置いた題材について，しかも，６者がすべて取り

上げているという「電話での会話」の場面について学年を追うごとにどのような指導が加わったり変化

したりするのかその系統性を調査しました。また，書くことについては，ハガキ・手紙・メールなどを

書く活動の場面について学年を追うごとの系統性を比較調査しました。 

１(2)は，表現力を育むための言語活動をどう位置づけてあるか，教師側が仕組みやすいかという着

眼点から６者を調査しました。これについても，書くことは決められたテーマについて考えを書くとい

う活動を取り上げました。「……について賛成か反対か」の考えを述べる活動を扱っているのが２者，「卒

業にあたって」が２者，「尊敬する人物について」が２者とちょうど二つずつに分かれました。 

 また，話す活動で，６者とも扱っている「道案内」について指導内容を調べることで言語活動への取

り組みやすさを比べました。 

２(1)については，生徒が主体的に取り組むことができるようにするために，題材内容が生徒の学習

意欲を喚起するものであるかという着眼点から比較調査しました。 

３は，小学校英語との接続がスムーズに行くかどうかということで，１年生の教科書の入門期の扱い

方に着目して６者を比較調査しました。 

４(1)は岐阜県が目指す地域社会人を育成すべく，自立力・共生力・自己実現力について扱ってある

題材の量やその質について６者を比較調査しました。 

５(1)については，特に判型・紙質・製本の仕方・イラストの質・巻頭や巻末資料の中に学習到達目

標が記載されているかについて比較調査しました。 

これらの観点で，まず，各者の特長，良さについて簡単に報告します。 

東京書籍：学年の発達段階に応じて，言語材料・言語活動・題材の内容などが系統的・発展的に配置

され，無理なく着実に習得できるように工夫されています。学年・学期・単元ごとに活動の目標が明記

されており，生徒が見通しを持って学習できるように工夫されています。 

開隆堂：地域社会人としての要素を含んだ題材に，岐阜県の白川郷の「結い」 を紹介しています。

また，信念をもって力強く生きるノーベル平和賞を受賞したマララさんを扱っています。 

 学校図書：電話での会話の扱いが，１年では直接話す，２年では本人が出た場合と取り次いでもらう

場合の２パターン，３年生では伝言を頼む場合と後でかけ直す場合の２パターンが設定され，視覚的に

も分かりやすく工夫されています。 

三省堂：読み取りを深める題材の内容や分量が極めて豊富であり，また，地域社会人としての要素を
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含んだ題材に，キング牧師や今，話題のプロテニスプレーヤー錦織圭選手を紹介したりして学習意欲を

喚起しやすいと思われます。 

教育出版：巻末に Can Do List がついており，自分の到達度がどれぐらいかを自己評価できるように

なっています。また，別冊資料で教科書の復習をすることで定着を図ることができるよう工夫されてい

ます。 

光村図書：地域社会人としての要素を含んだ題材の量が６者中最多であり，岐阜県出身者の杉原千畝

氏の偉業について扱ったり，医療福祉に役立つロボットを開発している山海教授の活躍を扱ったりして

います。 

 以上のようにどの教科書にも特長となる点や工夫が見られました。６つの着眼点の中でも，中学校の

英語学習に求められる「コミュニケーション能力の基礎を養う」ために大事にしたいことは，指導内容

の系統性・発展性や，習得した知識・技能を活用して取り組む言語活動の充実，また，生徒の学習意欲

を喚起できる題材の良さの３点であると考えます。その３つの着眼点に重点を置き，６者を比較しまし

たところ，東京書籍と開隆堂，三省堂の３者が使いやすいと判断しました。 

  そこで，東京書籍と開隆堂，三省堂の３者をこれら３つの着眼点から精査しました。最初に着眼点２

の「学習意欲を喚起する題材の扱い」については，東京書籍の意見書にも記載しましたように，ユニバ

ーサルデザインやロボットとの生活のように興味を引きやすく視野を広げる題材があり，この点につい

ては先ほど述べましたように，他の２者も優れています。詳しくは，意見書をご覧ください。 

次に着眼点１(1)の題材の発展性・系統性について「手紙を書く活動」で３者を比較しました。開隆堂

については，どの学年でも手紙を取り扱った単元はありますが，書く活動として位置づけられているの

は３年生のお祝い・お礼のメールやお世話になった人への手紙のみです。三省堂については，１年生で

日本の学校生活を紹介するメール，２年生で外国人が使える日本語を教えるメール，３年生では国際交

流イベントのボランティアに応募する自己プロフィールを書く活動が仕組まれています。どの活動も題

材の内容と関連づけて位置づけられており，書く目的が明確であること，書くステップを丁寧に指導で

きる点で優れています。また，東京書籍は，１年生では３文程度の絵はがき，２年生では４文程度のメ

ール，３年生では５文程度のファンレターを書くという学年の発達段階を考慮した明確な到達目標が設

定され，作成のステップも明確に示されています。以上の点で，三省堂と東京書籍の２者に絞りました。 

最後に，着眼点１(2)の言語活動の充実については，話す活動「道案内」で２者を比較しました。東京

書籍では道案内は全学年に位置づいており，１年生では徒歩の道順，２年生では乗り物の乗り方，３年

生では乗り換えのある乗り物での行き方というように発展的に構成されています。対話も３往復，４往

復，５往復と学年を追って増えています。三省堂では，２・３年生で扱われていますが，対話の内容に

重点が置かれているため，自由度が高い半面，発話量は２年生のモデル文の方が多くなっています。 

このように，道案内については東京書籍の方が指導しやすい内容となっています。 

 最後になりますが，可茂地区の特徴として，専科教師が一人しかいない，初任者が多く配置される，

講師が多いという状況があります。ですから，あまり高度な活動を仕組むことは経験の浅さからくる指

導力不足から難しい状況であると考えられます。 

 したがって，教科書は学年の発達段階を踏まえた指導内容になっているもの，単元内や単位時間の中

でも，指導のステップができるだけ丁寧に示されているもの，を選ぶ必要があると考えました。 

 また，平成２５年３月に国が打ち出したグローバル化に対応した英語教育改革の流れにもありますよ

うに，活動目標や学習到達目標ができるだけ具体的に示されたものが指導しやすいと考えます。 

 以上，比較検討した結果，可茂管内の生徒には，管内の英語科が大切にしている内容や学習指導要領
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に示されている目標，管内の生徒の実態から考えまして，それら二つのことを「つなぐ」東京書籍がよ

り適していると考えます。 

以上，調査研究結果についてご報告させていただきました。 

 

◆議長 

ありがとうございました。答申者の説明から英語の教科書については，東京書籍が可茂の子どもたち

の現状からより顕著な特徴があるとの説明でしたが，ご意見・ご質問はございませんか。挙手を願いま

す。 

◆委員 

小学校英語との接続がスムーズにいくかどうかという入門期の取り扱いについて，視点をもって話し 

てもらい，今日的ポイントが大変よくわかった。３年間の出口，義務教育の出口に目を向けたとき，ど

んな言語活動が準備され，子どもたちにどんな力に到達させ，卒業を迎えさせるか，そのあたりについ

て，傾向や特徴的なものをとらえていたら教えてほしい。 

◆答申者 

どの会社も言語活動の扱いは大体同じ。岐阜県が採用しているもう１者のものは，非常にやりがいが 

あり，英語のできる子については，言語活動を楽しめる。可茂地区の現状を考えると，もう少し指導の

ステップが明確にされ，モデル文に自分の考えを付け足す活動をした方がこの地区の生徒の実態に合う

と考える。言語活動の楽しさを自分の考えや思いを伝える，書くにしても話すにしても，そういったこ

とを可茂の英語科，県全体の英語科としても表現していくことに重きを置いていきたいと考えている。 

◆委員 

可茂地区の教員や子どもたちの実態に沿っていることがよくわかった。教材の中身について，１者を 

記憶しているが，「お手紙」という小学校の国語教材とリンクしている教材があるが，読み物は，子ど

もたちにとって親しみのあるものがより適しているという思いがある。そういう視点でいくと，東京書

籍の教材には親しみやすさはあるか。 

◆答申者 

数はどの会社も一緒，題材の面白さという点では，東京書籍は，アウンサンスーチーさんのこととか 

ロボットのこととか職場体験学習，避難訓練と幅広く扱われている。先ほど言われたガマ君とかえる君

のは確かにある。他の会社だと思う。東京書籍の最後にも，もう１つ２つの会社で扱っている。題材は，

手紙とボタンの２つがある。 

◆委員 

先般，教育委員の皆さんと中学校を訪れた折に，マイケルジャクソンにファンレターを書こうという 

取組の授業を参観した。現場で生徒同士が意欲をもって授業に臨んでいて，よい学習活動であった。先

生方がわかりやすいように選定をしてくれたので，いい特徴をとらえてくれたと思っている。 

◆議長 

 では，「外国語（英語）」の教科書について確認をします。可茂地区の「外国語（英語）」の教科書は，

東京書籍を選定するということでよろしいでしょうか。賛成の方は，挙手をお願いします。 

 賛成２６名です。全会一致により，可茂地区の「外国語（英語）」の教科書については，東京書籍を

選定することとします。 

これをもちまして，全種目の調査研究報告並びに協議を終了いたします。 

なお，小学校用教科用図書に関しましては，今年度と同様の教科書を使用することにつきまして，
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拍手をもって承認に変えさせていただきたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

（拍手多数） 

小学校用教科用図書に関しましては，今年度と同様の教科書を選定することといたします。長時間に 

わたり，熱心な協議をいただき，誠にありがとうございました。 

今後の日程等について，事務局より連絡をお願いします。 

 

◆事務局 

 今後の日程等について連絡をします。 

明日より，各市町村組合教育委員会において，採択に関する協議を行っていただきます。各市町村組

合教育委員会においても，協議内容の議事録を確実に残していただくようにお願いします。 

各市町村組合教育委員会での協議結果が可茂地区採択協議会の採決と一致した場合は，すみやかに議

決書を事務局に提出してください。 

本協議会での選定案がいずれかの市町村組合教育委員会で議決されず不承認となった場合には，第１

回の協議会で確認しましたルールに基づいてお願いします。 

 改めて確認します。「可茂地区採択協議会資料」をご覧ください。 

 地区で同一の教科書を採択することとなっておりますので，採択権者であるいずれかの市町村組合教

育委員会でも協議会の選定案が議決されないと，教科書の採択が完了しません。 

 市町村組合教育委員会から議決が得られない場合，次のような手順で進めます。 

① ７月９日の第２回可茂地区採択協議会終了後， 

② ７月１０日以降に各市町村組合教育委員会において議決していただきますが，承認いただけなかっ

た市町村組合教育委員会は 

③ その理由等をまとめ会長へ所定の報告書を７月３０日までに提出していただきます。 

④ 報告書を受け取った後，会長等と該当の答申者が調査研究内容について確認をします。 

⑤ その後，会長もしくは，それに準ずる者が不承認の教育委員会を訪問し第２回協議会の内容をご理

解いただくことができるよう丁寧に説明いたします。 

⑥ これで，ご理解いただいた場合には，議決いただきます。 

⑦ ここでも，さらに，ご理解いただけなかった場合には，地区採択協議会委員へ第３回地区採択協議

会の開催を連絡します。この日は８月６日を予定しております。第３回地区採択協議会では，不承

認となった市町村組合教育委員会がその理由等について報告し，再協議を行っていただきます。第

３回協議会に用いる資料は本日の第２回地区採択協議会の資料を用いることとします。協議では報

告のあった市町村組合教育委員会の不承認理由に焦点をあて，第２回協議会の選定について納得い

ただけるよう議論を尽くしていただきます。再協議後，協議会にて再議決を行い，この再議決をも

って市町村組合教育委員会の議決とみなします。 

この手順をルールとします。 

最終的に，各市町村組合教育委員会は，８月１４日金曜日までに可茂地区採択協議会に議決書を提出

いただくことになります。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

続いて公正確保についてお願い申し上げます。 

本協議会での協議内容の一切につきましては，９月１日まで口外なさらぬようお願い申し上げます。

第１回協議会でも確認させていただいたとおり，ご家族に対しても同様に願います。 
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 なお，教科書の需要数の報告のため，各市町村組合教育委員会から各中学校への採択教科書発行者名

の通知については，８月１７日月曜日以降にお願いします。 

 また，本会当初に申し上げましたとおり，資料はすべて回収させていただきます。協議会終了後は， 

そのまま机の上に置いて，お帰りください。 

最後に情報公開についてお願い申し上げます。 

本協議会に関する情報公開の対象は 

①可茂地区採択協議会規約，運営方針 など 

②第１回，第２回の可茂地区採択協議会議事録 

③各種目の着眼点 

④選定結果一覧 

⑤選定理由 

⑥可茂地区採択協議会委員名簿 

⑦可茂地区研究調査委員名簿 

の７点です。情報公開の主たる窓口は，可茂地区採択協議会事務局とします。各市町村教育委員会にお

ける議決に関わる議事録（議事要旨），採択結果，採択理由の公開は，各市町村(組合)教育委員会の情

報公開条例に基づいて公開願います。 

なお，開かれた採択に関わる情報公開については，冒頭会長がご説明申し上げたとおりです。 

 以上です。 

最後に可茂地区採択協議会会長よりごあいさつをいただきます。 

◆可茂地区採択協議会長 

 本日は，ご多用の中，第２回可茂地区採択協議会にご出席いただき，長時間にわたり協議をして頂き

ましてありがとうございました。また，ご提案をいただきました答申者をはじめとする研究調査委員の

皆様方のご尽力に厚く御礼申し上げます。 

今後，本日の採択協議会の結果を基に，各市町村組合教育委員会において採択する教科用図書を決定

していただきます。各市町村組合教育委員会において，公正確保に留意され，適正に採択が行われます

ようよろしくお願い致します。本日は，誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


