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名古屋市教育委員会定例会 

 

平成23年8月5日 

午前9時00分 

教育委員会室 

 

議 案 

 

第66号議案 平成24年度使用教科用図書の採択について 

 

出席者 

 

坂 井 克 彦 委員長 

三 林 久 美 委 員 

永 井 幸 代 委 員 

古 川   隆 委 員 

伊 藤   彰 教育長 

教育次長始め、事務局職員 16 名 

 

 

（坂井委員長） 

ただ今から、教育委員会臨時会を開催いたします。 

本日の審議に先立ちまして、7 名から傍聴の申し出がありました。また、報道関係者 1

名、公職者 1 名から傍聴の申し出がありましたので、名古屋市教育委員会傍聴規則第 2 条

により、許可いたしたいと思いますが、ご意見はございますでしょうか。 

 

（各委員） 

異議なし。 

 

（坂井委員長） 

それでは、傍聴人の方に入室していただきます。 

傍聴される方にお願いいたします。名古屋市教育委員会傍聴規則第 4 条により、次の 2

点を守っていただくことになります。1 点目は、委員その他出席者の言論に対し批評を加

え又は可否を表しないこと、2 点目は、私語その他会議の秩序を乱し、又は議事の妨害と

なるような行為をしないこと、の 2 点です。また、同規則第 5 条により、録音・ビデオ撮

影等については禁止しております。 

県の指導により、採択等に関わる会議録、委員名、選定資料、採択基準等は 8 月 31 日ま

で非公開となっておりますので、傍聴の方もご配慮ください。 

それでは、第 66 号議案「平成 24 年度使用教科用図書の採択について」を議題といたし

ます。 
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7 月 26 日に行いました臨時会では、高等学校と小学校用教科用図書、中学校用教科用図

書の「地図」、「音楽一般」、「音楽器楽合奏」、「美術」、「保健体育」、「書写」の６種目につ

いて、採択を行いました。 

また、8 月 3 日に行いました定例会では、中学校用教科用図書の「国語」、「数学」、「理

科」、「技術」、「家庭」の 5 種目について採択を行いました。 

本日は、引続いて中学校用教科用図書の「地理」、「歴史」、「公民」、「英語」、の 4 種目及

び特別支援学校・特別支援学級用教科用図書について採択を行います。 

では、はじめに「地理」の教科書について、採択を行いますので、事務局の説明をお願

いします。 

 

（安保指導室長） 

社会科の地理的分野に関する選定協議会での協議の主な内容を説明いたします。 

資料 5 の 3 ページをご覧ください。地理的分野では資料にありますように 4 者が検定を

通っています。 

 観点②「教材の適切性」については＜教出＞＜帝国＞に特筆すべき特徴があるとの答申

をいただきました。 

 ＜教出＞の 48 ページをご覧ください。小単元の終わりにある「学習のまとめと表現」の

「２表現しよう」にありますように、説明・論述する言語活動が取り入れられているとの

意見がありました。 

 また、＜帝国＞については、44 ページから 51 ページをご覧ください。これはアジア州

についてですが、地域の特色を大観させ、人口・気候などの課題追究につなげているなど

の工夫があるとの意見がありました。協議の結果、＜教出＞＜帝国＞は観点②について特

筆すべき特徴があるとされました。 

 観点④「興味・関心に対する配慮」については＜東書＞＜教出＞＜日文＞に特筆すべき

特徴があるとの答申をいただきました。 

 ＜東書＞の 21 ページから 41 ページにある写真資料をご覧ください。委員より、世界の

人々のくらしについて、分かりやすい写真資料が豊富に掲載されており、生徒に世界を身

近に感じさせる工夫があるとの意見がありました。 

  ＜教出＞については、117 ページから 120 ページ、見開きになっておりますが、宇宙か

らとらえた地球や日本列島の画像とともに、伊能忠敬の日本地図などが掲載され、地図へ

の興味・関心を高める工夫がされているとの意見がありました。 

 ＜日文＞については、184 ページをご覧ください。日本地誌の学習で北海道地方を 初

に配置し、生徒が興味を持ちやすい自然環境をテーマにしているなどの配慮がされている

との意見がありました。協議の結果、＜東書＞＜教出＞＜日文＞は観点④について特筆す

べき特徴があるとされました。 

 観点⑧「その他特筆すべき内容」については、＜教出＞に特筆すべき特徴があるとの答

申をいただきました。 

  ＜教出＞の 249 ページから 265 ページにわたる「身近な地域の調査」をご覧ください。

単元すべての学習を通して、名古屋市を例として写真・地形図・地図などが取り上げられ

ており、名古屋市の生徒にとって親しみをもちながら地域的な特色を幅広く学習できる構
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成となっているとの意見があり、協議の結果、＜教出＞は観点⑧について特筆すべき特徴

があるとされました。 

 以上、地理的分野について説明させていただきました。ご検討ください。 

 

（坂井委員長） 

 ありがとうございました。ただいま説明がございました。何かご質問はございますか。 

 新しい学習指導要領では、世界各地の生活と環境、あるいは日本各地の地理的特色を動

態地誌的な手法で学習、あるいは身近な地域の調査において社会参画、社会参加の視点等

を重要視しなさい、というような項目が入っております。これはなかなか難しい言葉です

けども、こういったものを教科書に具体的に、どういう風にとりこんで、とりわけ今、＜

教育出版＞について多かったですから、＜教育出版。の本を含めて、その他の教科書でど

んな風に含まれているのか教えてください。 

 

（三浦指導主事） 

 確かに、かなり難しい言葉が並んでいるように思います。まず今ご質問の、世界各地の

生活と環境というところでございますが、＜教育出版＞で説明をさせていただきます。16

ページ、15 ページから始まっておりますが、16 ページを見ていただくと、熱帯の地域と人々

の暮らしというところで、それぞれ熱帯の地域の人々の暮らし、あるいは自然環境につい

て触れてあります。そこから見ていただきますと砂漠の乾燥帯であるとか、温帯、低帯、

寒帯、それから高地の地域の暮らしというように、順次その各地域と暮らしを、自然及び

社会的状況と関連づけて考察をさせているというところでございます。それから 26 ページ

のところになりますと、世界の民族と言語ということで、言語の違い、28 ページになりま

すと、宗教の違い、それと人々の暮らしとの関連という風に、それぞれの世界の人々の生

活や環境の多様性を生活や宗教という関わり等に着目させながら進めている、ということ

が言えると思います。 

 それから、動態地誌的な手法でということになりますが、＜教育出版＞156 ページをご

覧ください。 

動態地誌的手法というのは、それぞれの地域の中核となるようなものを中心にして学習

を進めていくということであります。例えば、ここだと九州地方の環境問題と環境保全を

中心にして考察していくというところで、九州地方が自然環境に恵まれていること、それ

から環境保全に力を入れていること、あるいは、火山が起きて防災等にも力を入れている

といったようなですね、この九州地方に関しては環境保全と環境問題というものを中心に

して見ていく、中核として見ていく。それで全体的な九州地方をつかませていくというこ

とになります。そのあと中国四国地方等に行くわけですけれど、＜教育出版＞196 ページ

をご覧ください。ここは中部地方が載っております。196 ページは産業を中心とした考察

という事で、中部地方は非常に産業が盛んであること、ということから、中部地方を見て

いく。そこの産業が盛んなことを捉えて、気候の問題であるとか立地条件であるとか、交

通の便がいいであるとか、その産業というものを中心に、それぞれ中部地方を大まかに捉

えさせている。これは 7 つ動態的な産業であるとかまた、地域との結びつきであるとか 7

つ項目がありまして、それぞれの地方をその 7 つの中核としたもので見ていくものです。 
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今＜教育出版＞でお話をさせていただきましたが、＜東京書籍＞も今のところですと、

160 ページをご覧ください。九州地方はやはり環境保全、環境問題を中核にしてこの地域

を見ていく。それから、190 ページを見ていただきますと、中部地方は、左手になります

が、活発な産業を支える人々の暮らしという事で、産業が盛んであることから、この地域

を見ていくといったような流れになっております。他の地方を見ていただいても、地域的

な特色を動態地誌的、つまり、中核とするものから見せていくということについては変わ

っておりません。 

それから、身近な地域の調査において、社会参画の視点というところについて、お話を

させていただきます。これは＜教育出版＞で、先ほど室長の方からも説明がありましたが、

249 ページからのところで、名古屋を事例として挙げてありますが、この身近な地域の調

査という中で、社会参画の視点をとり入れた調べ学習を行うというのが、新学習指導要領

にうたわれています。ここでいいますと 251 ページ、地域調査の手引きというのが右側に

ございますが、まず地形図の図表から始まりまして、地域の観察、テーマの決定、テーマ

別の調査、それからまとめ、発表会を開く、レポートの作成という風に流れが進んでいく。

これを通して社会参画の視点というのを重視しています。 

＜東京書籍＞をご覧いただくと、＜東京書籍＞も同じように 233 ページに、地域調査の

手順という事で、情報を集める、テーマを決める、仮説を立てる、調査計画を立てる、調

査考察のまとめ発表という手順を踏むことによって、社会参画の視点を重視しているとい

うことがいえると思います。他の教科書についても同じように身近な地域の調査というと

ころで社会参画の視点を目指しているということがいえるという答申がされています。 

  

（坂井委員長） 

今＜教育出版＞について、名古屋市を題材に取り上げて、かなりの長いページ数をかけ

て、勉強の仕方等が書いてある。ということでした。これは選定協の 8 項目の中の観点⑧

にあたるということは分かるのですけれども、他のものがそれぞれ 8 項目のどこかに含ま

れておるのですか。選定協の観点項目が観点①から⑧までありますよね。今のような話は、

そこのどこかに入ってくるのですか。 

 

（三浦指導主事） 

今の動態地誌的等なお話でよろしかったでしょうか。 

 

（坂井委員長） 

はい。 

 

（三浦指導主事） 

動態地誌的というのは今いったどの教科書にも、このような中核とした題材で捉えてお

りますので、特別ここが、ということはないのですが、ただ、順序性のとこのお話で、先

ほど室長の方からも話がありましたけれど、＜日文＞の観点④のところ、興味関心のとこ

ろで、特に今の動態地誌との関連でいえば、＜日文＞の 184 ページ、他のところが九州か

ら順番に動態地誌的に見ていくのが、北海道から見ていくという形になっています。自然
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環境のさまざまなところを見ていくのが子どもたちに 初に取っ付きやすい、捉えやすい

のではないかということで、選定協の中でご意見がございました。 

 

（坂井委員長） 

特に新しい学習指導要領でまとめなさいよと言ったことについて、そんなに優劣がある

わけではないということですね 

 

（三浦指導主事） 

はい。今言われたところではありませんが、観点①の適切性のところでそれは話されて

おります。先ほども言いましたが、地図の概観等のところでは、＜教出＞と＜帝国＞が優

れているというようなお話をいただきました。 

 

（古川委員） 

先ほどの委員長の話と共通するかもしれませんけど、教育基本法で、今回、国際社会に

生きる、とあり、今までは民主的な平和という表現になっているのですね。特に子どもた

ちに今否応なしに、これは地理という分野についてまず考えてもらいたいと思うのですが、

テレビでも北方四島とか、竹島とか尖閣問題がでてきていますが、これについて教科書の

中の表現で、どういう風に違いますか。これが観点④の興味関心の配慮のというところの

項目の答申には書いてないですけど、その辺はどういう風に捉えたらいいのでしょうか。 

 

（三浦指導主事） 

各者とも、学習指導要領に求められている、日本地誌学習の報告文で扱っておりますが、

扱いには若干差があります。具体的には記載を基に説明をさせていただきたいと思います。

例えば、＜東書＞の 117 ページをご覧ください。ここで領土に限って言いますと、領土を

めぐる問題というところで、北方領土、それから、そこを読んでいただくと下から 2 行目

に竹島のことについて記述がございます。ここに書かれているのは、北方領土、それから

竹島についても日本固有の領土という風にふれられています。 

それから＜教育出版＞の 125 ページ。領域をめぐる問題というところで本文中に、北方

領土に関しましては、3、4 行目くらいのところに、北方領土は第 2 次世界大戦終局にソ連

に占領され、ソ連の解体後もロシア連邦によって不法に占拠されています。ということが

書いてあります。それから、下から 3、4 行目のところで竹島についても触れられています。

これも北方領土それから竹島について、日本固有の領土という事で記載が＜教育出版＞に

はございます。 

＜帝国書院＞は 125 ページをご覧ください。＜帝国書院＞は、領域のところにあるので

すが、今の北方領土、それから竹島についての記述は本文中にはございません。右側のコ

ラムのところで日本の北の端、北方領土ということころで触れられています。コラムの中

では北方領土、竹島ともに日本固有の領土という記述がございます。 

＜日文＞123 ページをご覧ください。本文中に、2 行目 3 行目のところで北方領土は日本

固有の領土でありながらということで、同様に不法に占拠されているという記述がござい

ます。それから、下から 3 行目になって竹島のところですけれど、ここは、1952 年から韓
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国が自国の領土と主張しています。ということで、竹島については日本固有の領土という

記述はございません。 

こうして見ていくと、本文中に竹島について日本固有の領土という記載がある、＜東書

＞、＜教出＞の方が、本文中で触れられているということでよいのではないかということ

の指摘は選定協でありました。 

 

（坂井委員長） 

これは文科省の方はどういうように、指導をしているのですか。例えば北方領土は我が

国の固有の領土だという風に言えと言っているとか、あるいは、竹島については韓国の間

で主張に相違があるということを含めて書けということがあるとかですね、そういうこと

があるんでしょうか 

 

（三浦指導主事） 

今回の学習指導要領で、北方領土については我が国固有の領土であるが現在ロシア連邦

に不法に占拠されているというのが、今までもあったのですが、今回竹島について、学習

指導要領で触れられました。我が国と韓国の間に竹島をめぐって主張に相違があることに

よって、北方領土と同様に、我が国の領土・領海について理解を深めさせることも必要で

あるという風に書かれています。北方領土と同様にというところで、日本固有の領土、我

が国固有の領土という風に書いた出版社と、我が国領土・領域について理解を深めるとい

うところに重きを置いて日本固有の領土と書いていない出版社もあるのではないかなとい

う風に理解しています。 

 

（坂井委員長） 

竹島に関しては若干文書が曖昧になっています。取りようによってどっちでもこっちで

も取れますよというようなことになっているので、たぶん教科書も別れたのではなかろう

かと。ということですね。 

 

（古川委員） 

今の文科省の見解に尖閣のことは何か書いてあるのですか。 

 

（三浦指導主事） 

尖閣については、書いてはありません。これはおそらく、そういう問題は存在しないと

いう方針に沿ったものであるという風に思います。領有権の問題はないという捉えなので

はないかなと考えております。 

 

（坂井委員長） 

日本政府は、尖閣諸島に関しては領土問題は存在しないといっていますよね。存在しな

いのだから書く必要はない。だから言うまでもなく日本のものだと。そういう姿勢なので

すかね。 
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（三林委員） 

ちょっと違う観点よろしいですか。観点③の発達段階への対応という項目と、それから

観点⑤の補充・発展的な学習の扱い。観点③の発達段階への対応というのは小学校からの

連続性ということを重視しているような観点かな思いますが、これについては＜帝国書院

＞だけが二重丸になっていまして、観点⑤の補充発展的な学習の扱いというところでは、

＜東書＞と＜帝国書院＞が二重丸になっていますが、これはもう少し発展的な学習に繋げ

ていくというような観点なのかなと思うんですが、ここの該当箇所を教えていただけます

でしょうか。 

 

（三浦指導主事） 

観点③の発達段階のところでは、＜帝国書院＞が特筆すべきものがあるとされています。

具体的には、＜帝国書院＞を見てみますと 52 ページ、身近なものから見たアジアというと

ころがございますが、53 ページのところに 100 円ショップの商品のふるさとというのがご

ざいます。身近なものから見たアジアのところで、生徒の身近なところ、100 円ショップ

等から学習を進めることが出来るといったようなことです。 

 

（三林委員） 

ごめんなさい。観点③のですね、各州の特色を追及する主題について発達段階を考慮し

て易しいものから順に高度なものになるように配慮している。ということで、そこがどう

いうところなのかなと。 

 

（三浦指導主事） 

52ページのところでありますけれど、アジアの学習を深めようというところがあります。

ここが 初に生産地をみるとアジアの国がわかるというところから入って、輸出品から見

た変化であるとか、次のページを見ると文化交流であるとか、結びつきであるというよう

なところになります。そこが順を追って高度になっていくという風に捉えてあると選定協

では話がありました。64 ページのところ、ヨーロッパの学習についても同様に学習を深め

ようというところから、フランスに住む人の話や、国境を自由に超えられるというところ

について、子供の思考の流れに沿った配列がされていると協議がされました 

 

（三林委員） 

つまりとっつきやすいところから入って、興味を伴ってすこし難しい方に広げていくと、

そういう風な感じですか。 

 

（三浦指導主事） 

 そのような観点でございます。 

 

（三林委員） 

小学校での学習を踏まえてとか、そういう意味合いとはちょっと違うのですね。 
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（三浦指導主事） 

＜帝国＞については、発達段階というのを、そういう事になるようにという所が特筆す

べきという話がございました。補充発展というところは＜東書＞と＜帝国＞のところで特

筆すべきことがあるとされました。＜東書＞の 9 ページをご覧ください。これは地球儀で

距離と方位を調べようというスキルアップのコーナーがございます。これは地図で学習し

たところは地球儀へ進めてその距離や方位を測って調べてみようといった様に進んでいく

こと、それから地理スキルアップというのは、9 ページ、11 ページ等にあります。これは

補充発展で、自分でやってみようという所があると評価をされています。それから＜東書

＞の 40 ページをご覧ください。深めようというところで、世界の気候区分というのがござ

います。その気候区分で 6 つの気候帯あるいは気候については、どうやって広がっていく

か考えてみるとか、場所ごとに気候がどう違うか整理するであるとか、と深めていくとい

うことが評価をされました。それから、＜帝国書院＞にも特筆すべきところがあるとされ

ました。これは＜帝国書院＞100 ページをご覧いただくと、さらに深めようという所で、

地球温暖化問題を取り上げています。それから、148 ページ、発電所と新エネルギーの所、

それから、190 ページの、さらに深めようというところですけれども、通信技術を生かし

た過疎地域の取り組みをみようというところがございます。 

こういった、さらに深めようのコーナーが、ここにあります持続可能な社会の形成に参

画する態度を育てる為に、環境あるいは産業問題の解決方法を取り上げていくというとこ

ろで、補充発展のところで特筆すべきと議論がされました。 

 

（三林委員） 

確認ですけど、今みたいな温暖化問題ですとか、新エネルギーだとか通信技術について

は他の教科書では扱ってないですか。 

 

（三浦指導主事） 

他にも様々に深めようというページはあるんですけど、さらに深めようということころ

で、統一性があるといったことが非常に評価をされています。 

 

（三林委員） 

 他の教科書も触れてはいるのですね。 

 

（三浦指導主事） 

 触れてはございます。 

 

（伊藤教育長） 

 原子力発電等についてはどういう風に、学習指導要領ではなっているのですか。あと差

があるかどうか教えてください。 

 

（三浦指導主事） 

 各者とも、系統地理の部分で新学習指導要領で触れるように求められているのですけれ
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ど、各者とも利点・課題について述べております。これも、見ていただけるといいかと思

います。 

まず＜東京書籍＞から、147 ページをご覧ください。温室効果ガスを排出することなく、

効率よく安定した電力が得られますが、安全性の向上や放射線廃棄物の 終処分場をどう

するかといった課題があります。という風に利点と課題について述べられております。た

だ、検定が 3 月 11 日前という事がございますので、その辺をご承知おきいただきたいと思

います。 

＜教育出版＞145 ページをご覧ください。ここには、下から 4 行目に、使用済み燃料の

処分や放射能の安全性を巡る課題を抱えています、という風に記載をされています。また、

同じく＜教育出版＞73ページに、地域から世界を考えようというコラムのようなところに、

ここで原子力発電と環境問題について、ヨーロッパの例を取り上げて、特集をしています。

この中では、チェルノブイリ事故についても若干取り上げられています。 

それから、＜帝国書院＞147 ページをご覧ください。下から 6 行目のところで、消費す

る電力の増加に伴い原子力発電の割合が大きくなっています。という記載がございます。

それから 149 ページ、先ほど言ったさらに深めようの所ですが、下からですね、9 行目、

10 行目の辺りのところで、二酸化炭素を排出することなく効果的に発展できますが、安全

性の向上や放射性廃棄物の 終処分場をどこに作るかという課題に触れています。 

＜日文＞は 171 ページをご覧ください。171 ページの右側のキーワードというコラムが

ございます。二酸化炭素の排出量は少ないけれども、やはり施設の安全性や、発電によっ

て発生する放射性物質の処理・処分等の課題も残されているといったような課題に触れら

れています。先ほど学習指導要領のところですけれど、資源エネルギーと産業という所で、

世界的視野から日本の資源エネルギーの消費の現状を理解させるとともに課題を取り上げ

て、日本の資源エネルギーと産業に関する特色を体感させるという所がございまして、こ

こに沿って原子力発電は捉えられています。発電の中で原子力発電は捉えられているとい

う風に把握しています。 

 

（伊藤教育長） 

初の説明の中で、教科書の見本本が出来ているのですが、それ以降訂正されたり、修

正されたりとかはないのですか。 

 

（橋本指導主事） 

現在、修正があったという届がきておりますのは、今まで皆さんのお手元にお届けして

いる物だけで、この地理につきましては、特に文科省の申請が通って、結果こういう風に

修正したというような報告はきておりません。ただ、この後、現在の進行中のものもある

かと思いますので、手続きが終わりますと、子どもたちの手に届く段階では、写真などの

差し替えがある教科書もあるという風には思います。 

 

（坂井委員長） 

今の関連ですけどね、これを使う来年の 4 月からは、原発について、もっとガラッと変

わってしまっているかもしれないですね。教科書はガラッと変わらないかもしれないけれ
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ども、世の中はガラッと変わっているかもしれない、というときに、それは何か別の対策

を講じる訳ですか。 

 

（三浦指導主事） 

名古屋市は教育課程を例示しております。その中で調整等していくことは可能であると

いう風に考えます。 

 

（古川委員） 

今の話ですが、そうすると今非常に微妙な問題が原発の問題ですよね。今後、来年まで

に、教科書の一部を中身が変えられる可能性があるというような答弁があったと思うので

すが、その場合は、その部分について私たちは確認を取る必要、確認を取ることができる

のでしょうか。例えば我々が選んだ教科書が、その部分について中身が変わっているにも

関わらず、何も私たちは知らずに通ってしまう、という可能性があることも想定しておか

なければいけないのか、ということでご質問させていただいたんですけれども。 

 

（橋本指導主事） 

教科書の採択は見本本で行うということになっているものですから、現在のもので、採

択のご協議をしていただくことになります。ただ、もし変わった場合にどう変わったかと

いうことについては、委員の皆さんにはお示しできると思っております。 

 

（伊藤教育長） 

ちょっと確認を。今日採択しますが、改めて教科書が変わった場合、そこからまた教科

書を変えるということはもう出来ないということですか。それを教えてください。 

 

（橋本指導主事） 

採択は 8 月 31 日までに行うことになっておりますので、日程的にもそれ以後の変更とい

う訳にはいきません。また、内容の変更につきましては、本文から何から全て変わるとい

うことではなく、写真や、修正自体が限られてるかと思いますので、ガラッとこう変わっ

てくることはないかと思います。 

 

（古川委員） 

それは想定外だけどね。部分的に、歴史なんかでも、ちょっと年表を変えたいので変え

るよというのが、ある出版社からきてるじゃないですか。そういう場合に私たちはどうし

たらいいのかということも、私たちが考えなければいけないですね。教育長がおっしゃっ

た意見とだぶるかもしれないけれど、今の微妙な原発の問題について変わった時に、採択

されたものをそのままやっていいかどうかっていうことなんですね。 

 

（橋本指導主事） 

見本本を使って期間内で採択することになっているものですから、その後の部分的な修

正等について、改めて採択し直すという訳にはいかないということです。 
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（坂井委員長） 

そうすると、運用でやっていくということですか。白表紙等で。 

 

（安保指導室長） 

この地理にしろ、社会的な事象そのものが、様々揺れ動いて表現や価値観等変わってい

く、あるいは政府の方針とも変わってくると。こういった事柄について、当然過去に作ら

れた教科書を使って授業をする訳ですけれども、教科書の旧になっているような古い考え

方をそのまま指導するわけではなくて、当然追いつかない部分については、リアルタイム

で教員の方が対応していかなければならないという問題という風に捉えています。 

従いまして、今現在この書かれている文書は、あくまでもその当時の見本本としての採

択を受けたものとして現在考えていくわけですが、将来に渡って、方針等が変わってきて、

この記述はまずいという事については、その都度こちらの方も指導していって子どもたち

に影響がないようにという風に変えていく。うまくいけば教科書の方も変わるという事に

なりますが、古い価値観で書かれているという事実をそのまま使われているものについて、

間違っていることがはっきりした場合には、年度更新の中で実際に差し替え等が許される

ものもありますので、大変わりにはなりません。リアルタイムではなかなかならないので

すが、そこは現場の先生が対応していくということでご理解いただきたと思います。 

 

（伊藤教育長） 

学習指導要領が変わっていくということも一般論としてあるのですか。 

 

（三浦指導主事） 

学習指導要領については、次の改定があるまでは変更はされません。 

 

（古川委員） 

ということは、変えるような指導のもとになるのはいわゆる、白表紙といわれるもので、

現場サイドで指導していく。こういう理解でいいのですか。 

 

（坂井委員長） 

教科書をではなくて、教科書で、というのが今回からの、指導が変わった所だそうです

ので、教科書は極端に言うと、参考資料というのは言い過ぎですが、教科書全てを教える

訳ではないということで、もしその記述が事実と変わってきたようなことがあれば、それ

は、教科書はこう書いてあるけども、今現在はこうなっているんですよ、という事をきち

んと教えていただくということが当然のこととして行われるであろうということですね。   

ちょっと話題を変えますけれども、＜教育出版＞の観点⑥の他教科等との関連で、道徳

教育との関連を図るという所がありますが、ちょっとこの地理の本については、やや、え？

という感じがするのですけれども、この道徳教育と地理との関係は一体どういう意味合い

があるのですか。 

 



12 

（三浦指導主事） 

教育基本法の改定があって、それに対応した学習指導要領案ということで、公共の精神、

あるいは社会の形成に参画する態度を養うというのが、教育基本法に出ております。それ

に対応した所という所で、例えば、社会参画によりよくというところであれば、先ほどの

お話をした、身近な地域のところの学習になりますし、例えば、教育出版で言いますと、

186ページ 187ページのところに、京都の街並みの景観保全のところがあるんですけれど、

その歴史的景観を守るといったようなところで、社会参画への意欲であるとか、伝統等を

守るといったような観点で、道徳との関連があると協議がされました。 

 

（坂井委員長） 

道徳というよりはむしろ、伝統文化みたいなニュアンスですかね。 

 

（三浦指導主事） 

はい。 

 

（坂井委員長） 

それからもう一つ、若干戻るかもしれませんけれども、領土問題で経済水域のことをき

ちんと書きなさいよ、というものが入っていると思いますが、これについては経済水域の

地図、多分どの教科書にも載っていると思うのですが、北方領土、竹島等を、どのように

扱いながら、日本の経済水域はこれだけだよと示しているのか、教科書によって差がある

のか、同じくらいのものなのか、それは分かりますでしょうか。 

 

（三浦指導主事） 

選定協の中では特に論議はなかったですけれど、例えば＜教育出版＞でいきますと 124

ページ、先ほどの北方領土のところの左のページですけれど、そこにこうした経済水域の

記述がございます。それから、＜帝国書院＞でいいますと、124 ページ、それから、＜東

京書籍＞でいいますと 126 ページ。＜日文＞については 122 ページということで、この排

他的経済水域については、4 者とも記載がされております。 

 

（坂井委員長） 

どれも変わりはないということですね。 

他にご質問ございませんか。 

観点項目についてとか、領土問題とか、経済水域とか、あるいはその他お聞きになった

ような原子力の問題も質問して参りましたけれども、選定協の答申自体は＜教育出版＞。

我々が参考の一つとしている、現場の先生方の評価も、＜教育出版＞が一番上にきている

ということがございます。この辺りのことを考えていくと、これまでの話も＜教育出版＞

が例に上がっていたのが多かったですけど、そういう事等々を踏まえて、地理の教科書に

ついて、どうするか。まだ聞き足りなかったというのはございますか。 

 

（三林委員） 
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ちょっと離れてしまうかもしれないですが、＜教育出版＞は点字の加工がされています

ね。これはどういう意図なのですか。どういう目的でここを点字にされたのですか。 

 

（三浦指導主事） 

 やはり、人権の配慮といったことです。 

 

（三林委員） 

人権などをここで先生が触れるのですかね。 

 

（三浦指導主事） 

 触れるかどうかは分かりませんけれども、これは観点⑦のところで、選定協の場では表

記造本に配慮してあると評価がされています。 

 

（三林委員） 

これはかなり評価がされたということですね。 

これは地理だけですか。 

 

（橋本指導主事） 

歴史の教科書にもございます。 

 

（三林委員） 

公民にもありますね。教科が違いますけれども。 

 

（坂井委員長） 

他によろしいですか。 

では、選定協の答申や、あるいは先程言いましたように、我々が一つ参考にしておる現

場の先生の評価とか、あるいは領土に関する記述とか、原子力に関するものとか、あるい

は道徳や伝統文化への関わりとか、その他いくつかの観点を総合しまして、＜教育出版＞

を採択してはいかがかと思いますけれども。 

 

（各委員） 

異議なし。 

 

（坂井委員長） 

よろしいでしょうか。それでは地理の教科書につきましては、＜教育出版＞を採択する

ということにいたします。 

では続きまして、歴史の教科書につきましての採択を行います。事務局の説明をお願い

いたします。 

 

（安保指導室長） 



14 

 それでは社会科の歴史に関します選定協議会での協議の主な内容について説明させてい

ただきます。 

 資料5「選定資料」の4ページをご覧ください。 
 歴史では資料にありますように7者が検定を通っています。 

観点①「編集趣旨の適切性」については、＜教出＞に特筆すべき特徴があると答申をい

ただきました。 

委員からはタイトルに学習に役立つ工夫があるとの意見がありました。具体的な例とし

て教出 28 ページをご覧ください。「聖徳太子の政治と飛鳥文化」の学習の「あつく三宝を

敬え」というタイトルや、34 ページをご覧ください。「律令制下の人々のくらし」の学習

につけられた「木簡と計帳は語る」があげられました。他の教科書は学習事項がタイトル

になっている場合が多いのですが、教育出版のタイトルには、学習内容が象徴的に示され

ているので、学習課題を生徒自ら設定して学習に取り組みやすいようになっているという

意見があり、協議の結果＜教育出版＞は観点①について特筆すべき特徴があるとされまし

た。 

観点④「興味・関心に対する配慮」については、＜東書＞＜教出＞＜帝国＞＜日文＞＜

育鵬社＞に特筆すべき特徴があると答申をいただきました。 

＜東書＞の 112 ページをご覧ください。小判や大判などの貨幣が実物大のスケールで示

されています。このように、さまざまな形の資料提示があり、生徒の興味・関心を引く工

夫があると意見がありました。 

＜教出＞の 151 ページをご覧ください。150 ページから 151 ページにかけて、織物工業

の進歩に着目して時代の転換について学習するようになっています。小学校の校外学習な

どで見た機織り機など、生徒の経験が学習に結び付くよう工夫があるとの意見がありまし

た。＜帝国＞は 128 ページをご覧ください。「世界有数の百万都市 江戸」というトピック

スに、トイレなど、庶民のようすが生活と関連のある内容で大きく紹介されていると意見

がありました。＜日文＞の 136 ページをご覧ください。歌舞伎など江戸時代の文化を取り

上げていますが、左下の「豆知識」で幕の内弁当について紹介しています。このように、

現代につながる話題が紹介されていると意見がありました。＜育鵬社＞の 185 ページをご

覧ください。「なでしこ日本史 その 4」があります。その時代に活躍した女性にスポット

を当てて取り上げたトピックなどに工夫があると意見ありました。協議の結果、観点④に

ついては＜東書＞＜教出＞＜帝国＞＜日文＞＜育鵬社＞いずれも特筆すべき特徴があると

されました。 

観点⑤「補充・発展的な学習の扱い」については、＜教出＞＜帝国＞＜日文＞に特筆す

べき特徴があると答申をいただきました。 

＜教出＞は 148 ページをご覧ください。年表に十分なスペースがとられており、色分け

での区分や文字の大きさが適切で、歴史的事象の流れが捉えやすくなっています。また、

日本の動きと世界の動きが色分けされて区別してあり、日本と世界の出来事の関連が太い

矢印で示されるなど、関連がとらえやすくなっています。また、この年表に語句を記入し

たり、地図上に関連項目を当てはめたりした後、自分の言葉で時代の特色をまとめていく

学習に、きめ細やかな配慮があると意見がありました。 

＜帝国＞の 172 ページをご覧ください。「歴史に挑戦」のトピックスがあります。フラン
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スの自由民権思想を日本に紹介した中江兆民の著作を例に取り、立場の違う人が意見をの

べあっている様子が紹介されています。「挑戦状」のコーナーにあるように、立場の違う意

見を知った上で自分の意見をまとめていく流れがわかりやすく紹介されているという意見

がありました。 

＜日文＞の 142 ページをご覧ください。「歴史を掘り下げる」トピックスに「文化財を守

り伝える仕事」が紹介されており、人々が守り伝えてきたことを特に取り上げているのは

他者にない内容だと意見がありました。 

協議の結果、観点⑤については＜教出＞＜帝国＞＜日文＞に特筆すべき特徴があるとさ

れました。 

以上、歴史について説明させていただきました。ご検討ください。 

 

（坂井委員長） 

 ありがとうございました。観点についてはまだいろいろ質問があると思いますので後に

まわしまして、地理と同じく難しい話かもしれませんが、「教科書の改善について」という

文科省の初等中等局長からの通知が一年ほど前にありました。教科書を改善する項目とし

て、教育基本法で示す目的とか、教科書の質・量の格段の充実とか、正確性の確保とか、

演習上の配慮とか、そういったものが出されて、それに従って各教科書が作られ、それで

今現在こういう見本本ができている。そういったものに関して、実際、歴史の本がどんな

具合に作られたのかについて、お答えになれますか。 

 

（橋本指導主事） 

 まず教育基本法で示す目標等につきましては、教育基本法で、伝統や文化を尊重し、わ

が国と郷土を愛するとともに、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うということが

目標に掲げられておりまして、新学習指導要領では、歴史につきまして、受け継がれてき

た伝統や文化への関心を高めるということと、広い視野に立ってわが国の歴史に対する理

解を深めたうえで、愛情を育むということが目標に掲げられております。そういう点でい

きますと、各社の編集趣旨の適切性に関わるところですが、口絵や扉のところを見ていた

だきますと一番わかりやすいかと思いますので、順番に見ていただきたいと思います。 

＜東京書籍＞から順番にさせていただきたいと思いますが、＜東京書籍＞ではまず世界

遺産、そして日本の国宝が紹介されております。日本が世界に誇れる文化財を伝統や文化

で重視していくことが伝わってまいります。編集趣旨につきましては、その他、社会参画

する力というようなことも選定協では挙げられておりますが、これは＜東京書籍＞の場合

は、地域学習で育成されるということで、一番 後の方になりますが、地域学習の方で取

り上げることになっております。次に＜教育出版＞の扉を見ていただいてよろしいでしょ

うか。歴史の中の絵画ということが取り上げられております。日本の美と世界の美が共に

影響しあいながら今に受け継がれているという流れを端的に示しているものでして、次を

開けていただきますと、学習を始めようということが書いてあるわけですが、ここにこの

会社の編集の趣旨が述べられているわけですけども、子どもたちにこの教科書で共に生き

る力を育成してほしいと言う編集方針、歴史のなかにはそうした様々な風土や歴史の違い

があって、それが人々の暮らしに反映されているんだというようなことがあって、次に点
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字もあります。教科書の中のユニバーサルデザインということも出てくるわけですけども、

内容は点字で学ぶわけではありませんが、子どもたちがこういうところを触って、あれと

気づく、いろんな文字を利用している人たちがいるよ、ということに気づいていくという

ことも、共に生きるということの表現の一つにしているんじゃないかと思っております。

それから＜清水＞の扉を開けてください。歴史ってなんだろう、キャッチコピーをつけよ

うというのが出てまいります。＜清水書院＞は歴史の流れを文化的特色と関連させて整理

させるような工夫があるというふうに選定協では言っておりますが、ここにでている写真、

文化と歴史のことが様々関わって載せられておりますが、１ページめくっていただきます

と、この写真を使ってポートフォリオにまとめていこう、という手法が 初に紹介されて

おります。歴史の流れを大きく文化的特色と関連させて整理させるという編集趣旨がここ

に一番表れていると思います。＜帝国書院＞は、古墳が伝える過去からのメッセージが出

ておりますが、古墳から出土したもの、古墳の場所など、宇宙から撮った日本付近の写真

や年表とともに紹介されておりまして、工夫を重ねた人々の営みを過去から探っていこう

というようなメッセージでございます。開けていただいて、学習のはじめという端書を見

ていただきますと、交流を大切にしてきた日本の歴史を学ぶことがグローバル化の中でも

必要だというような編集方針が述べられております。続きまして＜日文＞をお願いいたし

ます。歴史との出会いということで、文化財に触れるということ、人に学ぶということ、

現地を訪ねるというようなこと、こうした活動を通して歴史の大きな流れや特色をつかむ

という編集方針が示されております。続きまして＜自由社＞をお開きください。＜自由社

＞の口絵のところは日本の歴史の舞台となっております。森の国・水田の国・町工場の国

という日本の歴史の舞台を大きく三つに分けて設定して、そうしたところから学びを進め

て、国民としての自覚を育んでいくという編集方針が示されております。続きまして＜育

鵬社＞でございますが、日本の美の形が紹介されております。日本に伝わってきた文化財

に美を感じ、日本の伝統と文化を永きにわたって守ってきたことを尊重しながら学習を進

めていくという方針が明らかになっております。選定協議会では今回検定を通過した 7 者

の教科書でそれぞれ伝統文化や身近な地域の学習などで教育基本法の趣旨を踏まえた編集

がなされているというふうに協議がされました。 

教科書の質・量面での格段の充実に関わるというところですが、基礎的・基本的な知識、

概念や技能の習得については、歴史的分野ではわが国の大きな歴史の流れを理解するとい

うところを一層重視するという方針が示されております。また各時代の特色を捉える学習

というのを新設いたしました。この時代を大きく掴んで表現する活動や、時代の転換の様

子を捉える学習などを通して、自分の言葉で表現していくことが大切だとしています。こ

の時代を体感し、表現する活動というところでは、前の時代との違いを予想したり、それ

から 後の学習のまとめのところで行っていくということになっておりますが、こうした

点につきまして選定協議会では、＜教育出版＞の学習のまとめや先ほど室長から説明をさ

せていただいたところ以外にも年表のところは非常にこうしたまとめを実施するのに効果

があるというご意見。それから＜教育出版＞の 82 ページ、83 ページを見ていただきます

と、前の時代のお金と次の時代のお金が出てきて、子どもたちがお金あるいは目で見たこ

の銅のお金と小判というものを比べたときに、どんな違いが出てくるんだろうという予想

を立てた上で、 後、どんな時代だったかと学び終えた後まとめていくというようなとこ
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ろに工夫があるという意見があり、特筆すべき事項と協議がされました。 

 ＜帝国出版＞につきましては、タイムトラベルというところが各所に紹介されています。

例えば、108 ページ、109 ページをご覧ください。これは時代の学習の始めのところに入っ

ているわけですけれども、これを見ていただきますと、さまざまな人々の活動が絵で紹介

されておりまして、それを見ていく中で、上の絵の中から探してみましょうという下に書

かれております。こういう非常に子どもたちが興味をひくような内容で、時代の様子をと

らえる工夫。ここで気づいたことから、次の学習をどんどん進めていく。こうした工夫が

特筆すべきだと協議がされました。 

 続きまして教科書記述の正確性の確保についてご質問いただきましたが、文科省の検定

では著者の一面的な見解を断定的に記述したり、定説とされる学説が確定していない場合

には、複数ある学説の 1 つのみを断定的に記述してはいけないというふうに検定の中で決

めております。そうした検定を経てきているものですから、検定に合格しているというこ

とは、表記に差はありますが、国の方針などを逸脱はしていないというふうに選定協の中

では話し合いがされておりました。具体的な記述内容については担当執筆者がそれぞれの

専門的な見地を生かして記述しているので、差が出ているというふうに考えております。 

 それから、児童が意欲的に学習に取り組むための編集上の配慮や工夫についてです。検

定審議会の報告の中では、この観点についていくつか観点を挙げています。それは例えば

個々の生徒の理解の程度に応じて、発展的な学習や構造的な学習を指導しやすいような教

科書を編成する、そういう工夫がいるということですが、これは観点⑤「補充・発展的な

学習の扱い」のところで協議されております。 

 それから、興味・関心を持って読み進められる話題や題材の工夫ということも挙げられ

ております。これは観点④「興味・関心に対する配慮」のところで取り上げられておりま

す。先ほどの観点⑤につきましては、＜教育出版＞、＜帝国書院＞、＜日本文教出版＞に

特筆すべき特徴があると答申をいただきました。今の観点④につきましては、＜東京書籍

＞、＜教育出版＞、＜帝国書院＞、＜日本文教出版＞、＜育鵬社＞に特筆すべき特長があ

ると、先ほど室長から説明をさせていただきました。そのほかには、生徒が家庭でも主体

的に自学自習できる工夫ということも挙げられておりまして、これは観点③「発達段階へ

の適応」になります。＜東書＞、＜教出＞、＜清水＞、＜帝国＞、＜日文＞に特筆すべき

特長があると答申をいただいております。 

 あと、本文記述と適切な関連付けがされたイラストや写真などの活用というものにつき

ましては、観点⑦「表記・造本」のところで＜東京書籍＞、＜教育出版＞、＜帝国書院＞

に特筆すべき特長があると答申をいただいております。 

 あともう 1 つですが、障害の有無に関わらず、すべての児童・生徒にとって学習しやす

い表記等の配慮というのも意欲的に取り組むために必要だと言われております。これにつ

きましてはどの発行者も色覚特性など、緑と赤の区別がつけにくいという特性もあるかと

思いますが、そういうことに配慮して対応して、判読しやすい配色ですとか、表示の工夫

をしているというふうに調査専門委員からの報告がありました。以上でございます。 

 

（坂井委員長） 

 ありがとうございました。質問が若干抽象的になったものですから、答えが多岐にわた
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ったのですが、観点についての説明までしていただきました。教科書採択に際しまして、

我々は選定協議会に諮問をして、そしてその答申を受けるという形になっているわけです

が、その際にほかの資料も参考にするということになっております。その 1 つが学校現場

が中心でしょうけども、それぞれの教科の専門の先生方が教科書を見ていろんな意見をま

とめていただくという教科用図書調査専門委員会。それともう 1 つ、それぞれの学校ごと

に教科書を見ていただいて、優劣があればつけていただくという調査研究協議会。この 2

つのほかに、実はもう 1 つ我々が参考にすべき資料というのがございます。教科書センタ

ー等で市民の声というのがあります。これまで採択をいくつかの教科でやってまいりまし

たけども、これまでの教科に関して市民の声というのは、ほとんど皆無に近いということ

で、これについては言及をしませんでしたが、今回の歴史に関しましては、比較的たくさ

んのご意見をいただいたということがあります。我々の方も見てはおりますけども、事務

局側で市民の声について、概略と、何か特別に我々に聞かせたほうがいいということがあ

ると判断されたようなことにつきまして、あればそれも併せてお伺いしたいのですが、お

願いいたします。 

 

（安保指導室長） 

 市民の声に関して、これについての概略及び特にお伝えさせていただく内容があればと

いうことでご指摘をいただきました。教科書展示会につきましては、これを開きましたと

ころ、市民の声として文章を書いていただいて、出していただいたものが 397 枚ございま

した。机上にあります青いファイルで、すべてコピーを取ってございます。もうすでにご

覧いただいたものでございますけども、見ていただきますとおわかりのように、お寄せい

ただいたもののうち、社会科の教科書に関する声というものが全体の 8 割近くになってお

ります。またそのうち歴史的分野、あるいは公民的分野の教科書に関する意見というもの

が、その 8 割近くのさらに大半を占めているというような状況でございました。 

 特長といたしまして、中身を見ていただきますとおわかりになりますが、発行者の名前

を挙げて賛成あるいは反対の意見を寄せていただいているものが多数となっております。

発行者の名前を挙げて、実際にどこどこ社のものは大変よいから採用してほしいというス

トレートなご意見、あるいは逆によくないから採用してほしくないというような形で意見

が分かれているというところでございました。こういった市民の声につきましての状況は、

選定協議会でも資料として出しておりますので、見られた委員さんから指摘がございまし

た。これを見ますと、今言いました会社名ですが、自由社、育鵬社の教科書についての意

見というのがやはり大半。さらにその内容については意見が大きく 2 つに分かれていると

いうことが見てわかると。これに関しましてご意見としてあったことですが、素晴らしい

という声がたくさんあるということは、それだけ教科書に引きつける内容があるんだとい

うふうに思うこともできますが、逆に何があってもこれだけはだめだという声もたくさん

あります。両論、この 2 者の教科書についてはご意見があります。 

 教科書という教材、これは名古屋市が 1 つ決めますと、名古屋市全部の児童生徒がこの

教科書を使うということになってまいります。教科書という教材としてはそうした両論あ

るご意見があるものというのは適切ではないのではないかというご意見も選定協議会の中

ではあったということでございます。以上でございます。 
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（坂井委員長） 

 ありがとうございました。私もここにおいてあるものをほとんど 1 枚 1 枚全部ずっとめ

くって、一言一句とはいいませんけども、概ね読ませていただきました。今の指導室長の

お話の通り、明らかに大半は歴史の教科書に関するものでして、有り体に言えば、育鵬社

と自由社はちょっと違いますが、というのは自由社の方が育鵬社を批判しているという文

書もありますので、ところどころは違いますが、でもこの市民の声では大体この 2 つの会

社の教科書は一括りにしてご意見を出されているというケースが多かったですね。要する

にテーマとしては、この 2 者の教科書がいいという意見と、これだけはやめてくださいと

いう意見が完全に二分されている。私の感覚ではほとんど半々になっている感じでありま

す。そういう状況でありました。 

 選定協では今、二分されているものについてどう扱うかということの議論があったとい

うお話でしたけれども、委員の方でこれに関して何かご意見がおありでしたら発言してい

ただいてもよろしいかと思います。 

 

（古川委員） 

 一番 初に各社、歴史を学ぶとか学習を始めようというところで、大まかな考え方みた

いなことが書いてありますね。委員長のおっしゃる自由社と育鵬社については、どちらか

というと人物に焦点を当てているという感じが、私が読んだ中では読み取れるのですが、

そういうことに対して選定協では論議がされたのか、されたとするならば、どういった意

見があったかということがあれば教えていただきたい。 

 

（橋本指導主事） 

 人物中心ということにつきましてもご意見をいただきまして、人物の取り扱い方が教科

書会社によって、取り上げている人物がすべて同じではない。その人物が歴史上の非常に

有名な人物に焦点を当てて紹介がされている会社と、名前は出てこないのだけども、庶民

の姿にも、個別の人物ではないけれどもさまざまなスペースを割いている会社とがある。

子どもたちが歴史上のさまざまな業績を残した人物のことを学ぶのは非常に大事なことで

すが、庶民の姿にも目を向けていくことは大事だというようなご意見をいただきました。 

 

（古川委員） 

 あと同様に、個々のいろんな出来事、例えば 1 つの例ですと、南京の表現なども読んで

みると各社表現がかなりはっきり違いが出てきている部分。南京だけのことではなくて、

この辺についてはどういうことが論議されたのでしょうか。 

 

（橋本指導主事） 

 南京事件については具体的には特に議論はありませんでした。先ほど少しお話に出まし

たが、基本的な内容については検定を通っているので、国の方針等の中に入っているとい

う部分でしたが、この 4 月に、沖縄での集団自決に関わって 高裁の判決が出たというこ

ともありましたが、そうしたことは検定の内容に影響しているかということも含めて、国
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の方針やいろんなことがちゃんと記載されているかというご質問がありました。その中で、

沖縄戦に関する記述でいきますと、それぞれ例えば＜東京書籍＞の本を見ていただきます

と、213 ページになります。ご覧ください。真ん中辺りです。「民間人を巻き込む激しい戦

闘によって沖縄県民の犠牲は」と続いていって、その 後のところに「その中には日本軍

によって集団自決に追い込まれた住民もいました」というふうに、日本軍との関係も非常

に具体的に書いております。 

 それから＜教育出版＞でございますが、222 ページをご覧ください。「沖縄では」という

ところ。下のほうになりますけども、やはり激しい戦闘に巻き込まれたという文章に続い

て、その中で日本軍によってスパイと疑われて殺害された。あるいは集団で自決を強いら

れた人たちもいましたという記述で、やはり日本軍によってということが書かれておりま

す。 

 ＜清水書院＞でございますが、243 ページをご覧ください。沖縄戦のところで、これは

本文ではなくて、欄外の資料になっています。欄外の資料の中に沖縄戦のことが書いてあ

ります。5 行目辺りから「軍部や役所、民間機関が一体となった政治体制の中で捕虜にな

って悲惨な目に遭うよりは、自決せよと宣伝され」と書いてあって、誰がということはあ

まりはっきりしないのですが、起こった事実が書かれているというふうになります。 

 ＜帝国書院＞は 217 ページ。トピックの中で戦場となった沖縄を扱っております。真ん

中辺り、地図のすぐ左側です。「日本軍によって食糧を奪われたり、安全な場を追い出され、

砲弾の降りそそぐ中をさまよったりして、多くの住民が犠牲になりました」。3 行ほど飛び

まして、「人々は集団死に追い込まれたり、禁止されていた琉球方言を使用した住民が日本

兵に殺害されたりしました」ということがトピックの中で具体的に書かれております。 

 ＜日本文教出版＞をご覧ください。233 ページでございます。戦場となった沖縄という

記事がございまして、ページでは下のほうになります。「6 月には日本軍の組織的な抵抗が

終わりましたが」というのに続いて、「集団自決を迫られた人もあり」という表現になって

おります。これも誰が何かをさせたという表現ではなく、迫られたけど、誰に迫られたか

あまりはっきりとした形では書かれておりません。 

 続きまして＜自由社＞につきましては 238 ページ。コラムの戦時国際法と戦争犯罪とい

うところの右側、下のほう。沖縄戦の悲劇というところの 4 行目、「米軍が上陸する中で追

い詰められた住民が家族ぐるみで集団自決する悲劇が起こりました」。これは米軍が上陸す

る中で追い詰められて住民が集団自決をしたという表現になっております。 

 ＜育鵬社＞は 219 ページになります。一番下から 4 行目の真ん中辺りからです。「米軍の

猛攻で逃げ場を失い、集団自決する人もいました」。米軍の猛攻の中で集団自決したという

ような状況の記述でございます。 

 このように大変幅の広い記載になっておりますが、近現代のところでは、歴史家の評価

が分かれるような内容もありますので、先ほどの検定基準の中でも特定のものを押し付け

るような形にはならないように、とあったのですが、日本の国の方針というものも、 高

裁の判断は高等裁判所の判断を支持するという形だとすると、軍の関与に関しては合法的

な資料もしくは根拠があるというようなものですから、はっきりこうだったというような

ところが明らかにされていないことでありまして、日本軍によってという記述があるもの

から、そうではなくて状態を示すような記述にとどまっている会社までさまざまです。い
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ずれにしましても、選定協の中では検定の中で、さまざまな修正もかかって出てきている

ところがあると思われるので、国の方針等はきちんと踏まえているということで協議がさ

れました。以上でございます。 

 

（坂井委員長） 

 今は沖縄戦の話でありましたけど、他にも先ほど出ました南京の話とか、太平洋戦争と

いう名称そのものですね。それをどう見るかとか。あるいはアジア諸国にとって当時の日

本の姿勢がどうであったか。プラス方向もあったじゃないかという記述がある教科書もあ

りますし。もっと時代が下がってくれば、自衛隊の国際貢献をどう見るか。いろんな観点

があって、ざっと見ていくと、先ほどから名前が出ている＜自由社＞と＜育鵬社＞は割合

似てるなという感じはありますね。あとの 5 者についてはどれがすごくラジカルであるか

とか、どれが曖昧かというのはあまり一定ではないような気がします。 

 

（橋本指導主事） 

 教科書の執筆者を見ますと、たくさんの方のお名前が出ておりますので、それぞれの方

が専門のお立場あるいは研究に基づいて書かれていると思います。そうしたところで社の

方針としてこういう記述だというふうに責任編集者が方向性を統一されたと思われる会社

と、それぞれの執筆者の色が出ているところもあるかなと教科書担当としては見ておりま

す。 

 

（坂井委員長） 

 端書と言いますか、歴史を学ぶにあたってというのが全部書いてあります。タイトルは

違いますけども。若干ニュアンスの差があるのは 2 者と 5 者で。ほかの 5 者は大体におい

て過去を学びながら未来に生かそうという、若干違いますけど、大体そういうトーンが多

いですね。＜自由社＞、＜育鵬社＞に関しましてはこれまでずっと日本国が続いてきたと

いうことについては過去の人たちの大変な尽力があったということに思いを馳せなければ

いけないのだと。そういうことを考えながら歴史を学びましょうという感じで、ちょっと

違うかなということがありますけども。事務局の方がおっしゃったように、すべての教科

書は文科省の検定を通っておりますので、どれが何かをクリアしてないとかそういうこと

はないわけですので、当然のごとくここに出ている 7 者はすべて対象となるということで

す。 

 

（伊藤教育長） 

 今委員長からお話しがあった＜自由社＞や＜育鵬社＞の教科書について、日本国家とか

そういう観点が非常にわかりやすい記述になっていますが、世界史の扱いというのがちょ

っとよくわからないところがありますので、さらにご説明いただきたいのですが。学習指

導要領の中で歴史と言ったときに、日本史と世界史をどう扱うのかというのを、その辺を

いくつか確認したいと思います。 

 

（橋本指導主事） 
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今回、中学校の歴史の中の世界史の扱いですが、日本の歴史を学ぶために関連のある世

界の歴史を学習していくという位置づけになっております。そういう意味では、例えば古

代のところですとか、それから南蛮貿易のところですとか、近現代のところでは世界との

関わりというところを意識して書いていると思います。その量についてはさまざまありま

して、またその扱いもアジアとの関わりに重点を置いたところ、外国というのをアジアと

いう特色ではなく広く置いたところなどさまざまでございます。 

 

（伊藤教育長） 

 確認ですが、学習指導要領では日本の歴史があって、それとの関わりで記述をしていく

というような組み立てですか。 

 

（橋本指導主事） 

 関わりと言いますか、日本の歴史を学ぶ上で重要と思われるものについて、特に中心に

取り上げていくということでございます。 

 

（坂井委員長） 

 学習指導要領の歴史的分野の目標というものの第 3 項目に、「歴史に見られる国際関係や

文化交流のあらましを理解させ、わが国と諸外国の歴史や文化が相互に深く関わっている

ことを考えさせるとともに、他民族の文化、生活などに関心を持たせ、国際協調の精神を

養う」という文章がございます。これに則ってやっているということですね。 

 

（橋本指導主事） 

はい、そうなります。目標としてはそこにあります。 

 

（坂井委員長） 

 東アジア関連については、＜清水書院＞と＜日文＞が「東アジアの動きとの関係を重視

しながら」と書いてあるが、特筆すべきではないけれど書いてあるということですね。 

 ということで、教科書センターの市民の声から関連してやってきた話は、いったんここ

で話題を変えまして、はじめに指導室長から説明があり、そのほかに担当指導主事のほう

から説明がありましたが、その他に、選定協の資料あるいはほかの資料に基づいてご質問

があればどうぞお願いいたします。 

 

（三林委員） 

 選定協からの答申の二重丸の数を単純に比較しまして、＜東書＞が 5 つ、＜教出＞が 7

つ、＜清水＞が 2 つ。＜帝国＞、＜日文＞が 5 つ。＜自由社＞と＜育鵬社＞がそれぞれ 1

つかと思いますが、これと現場の先生の調査研究報告書の表のランクとちょっと違うかな

と。二重丸が多いことすなわち一番いいという決め方をしていいかどうかはありますが、

基本的にそういう考え方をするとすれば、現場の先生がいいと思われている教科書と選定

協に差があって、特に＜教出＞と＜東書＞については逆転現象があるかなというところと、

それから＜東書＞、＜帝国＞、＜日文＞は同じ二重丸が 5 個ずつですが、圧倒的に＜東書
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＞のほうに先生の票が多いと。この辺の数字について選定協では何か議論があったかどう

か教えてください。 

 

（橋本指導主事） 

 それぞれ観点項目ごとに見ておりますので、縦に見て合計という形では議論は進めなか

ったものですから、結果としてそういう形になっているということでございます。それか

ら、よいところの中でさらに特筆すべきものはどこかというふうに加点方式でやっている

ものですから、ここがいいというふうに協議があると、名前が上がってくるところは増え

るというようなところではあります。今のお話の中で、特に＜東京書籍＞と＜教育出版＞

が学校の調査研究との違いがあるのではないかということですが、資料 8 をご覧いただい

てよろしいでしょうか。学校の調査研究の集計では多くの観点で、4 ページのところでご

ざいますが、＜教育出版＞あるいは＜東京書籍＞、特に＜東京書籍＞に二重丸や丸がつい

ております。2 者を比較して見ていただきますと、教材の適切性に関する項目、例えば基

礎・基本の習得、知識・技能の活用、というところや内容の正確性では＜東京書籍＞のほ

うが二重丸の数が＜教育出版＞より多くなっていて、一方そこを横に見ますと一重丸のほ

うは＜教育出版＞のほうが多いということになっています。 

 選定協ではこうしたことを踏まえまして、東書については選定資料の方の文書で示させ

ていただいたように、基礎・基本が定着できるように工夫がされている点を特筆すべきも

のだと協議をいたしました。 

 また、二重丸の多いところを見ていきますと、＜東京書籍＞は前回は B5 版のサイズでし

たが、今回 AB 版という大きいサイズに変えてまいりました。そうしたところが下のほうに

あります文字・図版の印刷や文章、図版の割り付けというところは大きく＜東京書籍＞の

方に 10 ポイントぐらい開いています。そうした変化を学校の先生方は高く評価されたので

はないかなということが読み取れると思います。 

 一方、＜教育出版＞のほうで先ほどのところを見ますと、例えば下のほうですと分量と

配列や標準字数との関連などの観点項目では東京書籍よりもやや高い評価があって、これ

は調査専門委員のほうが 3 年間の教育課程を意識しながら調査研究した報告とも一致をし

ています。それから文章表現や用語、漢字かな遣いなどは子どもにとってのわかりやすさ

という点についても、学校の調査研究では教育出版により多くの二重丸や丸をつけている

わけですが、それは中学 1 年生で学習する範囲に、小 6 で習った漢字については振り仮名

がつけられているとか、本文に資料番号がついているというようなことが評価されると考

えられます。そうしたところで後のところはほとんど同じぐらいのところです。観点⑤「補

充発展的な学習の扱い」のところでは、同じまとめのところを取り上げて選定協議会で議

論しておりますので、比べて見ていただきたいと思います。＜東京書籍＞のほうは 131 ペ

ージを見てください。＜教育出版＞のほうは先ほどの 148 ページになります。見ていただ

きますと、＜東京書籍＞のほうはまず次の事柄について説明しようと、朝鮮通信使、出島、

鉄砲の伝来などが出てきます。そういうことと右側の地図の中から選ぼうというもの。そ

して 後に年表で整理するようになっています。 

 一方＜教育出版＞のほうと見比べてみますと内容はほとんど同じ内容になっていますが、

例えば＜東京書籍＞が、この言葉について説明しようというふうに出していると思われる、
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こういうところを＜教育出版＞ではまず年表の中の穴埋めみたいなことから始めて、次に

2 番目、149 ページの上のところで人物と関わりの深い事柄を下の図から探そうという取り

組み。そして地図の中に穴埋めをして、 後にアドバイスを聞きながら、自分の言葉にし

てまとめていく。こういう流れにきめ細やかな配慮があると。補充的な内容になるかと思

いますが、学習指導要領でまとめのところが大事だと言っている中で、特筆すべきではな

いかという選定協の議論があって、＜教育出版＞の方に二重丸がついて、＜東京書籍＞の

方に二重丸がつきませんでした。 

 

（三林委員） 

 もう 1 つ観点で、観点①のところも、例えば今のお話で言うと＜東京書籍＞は一重丸で

＜教育出版＞が二重丸ですが、書いてあること自体はほとんど一緒なんですね。こちらの

報告書の方を見させていただくと、若干雰囲気が違っていまして、どちらも、主体的に社

会に参画する力を養成するというのは＜東書＞のほうで、＜教出＞のほうは生きる力を養

成できるように工夫されているみたいなことで、どちらも大事なことかなと思いますが。

もう 1 つの観点②のほうで、片方は「歴史スキルアップ」とか「深めよう」のところが採

り上げられていて、もう 1 つのほうはタイトル、先ほど室長のほうからもご説明があった

ような学習内容を象徴するようなタイトルが設定されている、これは非常に高く評価され

たと、そういう見方でよろしいですか。他に何かあれば教えてください。 

 

（橋本指導主事） 

 ご指摘の通りでございます。全体の編集趣旨の適切性のところで採り上げられています

が、編集上の創意工夫のところで、選定協ではタイトルが全編にわたって工夫されている。

これは子どもの学習にとって有効なものであるという協議があったものですから、ここに

あります創意工夫の方で特筆すべきものとしようという協議がございました。 

 

（三林委員） 

 タイトルが象徴するということは勉強する子どもにとっても非常に興味を引いていいと

いうことですね。 

 

（橋本指導主事） 

具体的なところで言いますと、先ほど見ていただきました＜教育出版＞の 34 ページ、木

簡と計帳は語るというところです。今、学習指導要領の中に課題解決的な学習を重視する

ということも方針の中に採り上げられております。教科書を覚えていって、例えば人物と

年号が結びつくとかそういうことだけではなくて、その時代のことを自分の言葉で説明し

ていくためには、疑問を持って、その疑問を解決していくということが大事だとなってお

ります。歴史の授業では一般的に子どもたちが学習課題というか、例えば限られたページ

の中でどんなことを勉強していくんだろうと。ここではどんなことが課題なんだろうとい

うことを自分たちで見つけて進めていくわけです。 

 そうしたときにこの木簡と計帳は語るというところに目が行きますと、木簡って一体何

が書いてあるんだろう、と子どもが自分の気づきで探し出せます。律令制下の人々の暮ら
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しという学習事項が右側に書いてありますが、これが大きく出てしまうと、ちょっと旧来

型の学習になってしまいます。ここを木簡から始めていくと、税のことが書いてあったり、

当時の暮らしが見えてくるのかと。どんな暮らしだったんだろう、というのをたどってい

って、またこの流れを見て 後にまとめていくというところからすると、このタイトルが

学習内容や課題に直結するようなものであるということが特筆すべき特徴だというふうに

協議されました。 

 

（三林委員） 

 個人的にはそこのちょうど上に世紀の定規があって、これが非常にいいなと思います。

こういうのは他にはないのですか。 

 

（橋本指導主事） 

 各者その辺工夫しておりまして、左側に縦に出ている会社もあります。あるいは年表を

開きやすくしてそれに対応しようとか、それから章の始まりのところでそういうことを示

したり、それぞれ工夫はしておりますが、毎回出てくるところは、＜日本文教出版＞もペ

ージの左側に縦に出ておりまして、そういう工夫がされておりますが、選定協の中ではこ

のことについては特に協議はされませんでした。 

 

（伊藤教育長） 

 昔と比べると随分ビジュアルになって、いろんな項目が各ページに配置されているので

すが、こういう教科書を使って先生たちはどんなふうに指導していくのですか。いっぱい

書いてありますよね。どんな進め方をしていますか。 

 

（橋本指導主事） 

 先ほど申しましたように、まず学習課題を見つけるために、教科書の中であったり教科

書を使わなかったりしますが、子どもたちがその時代の、先ほどの 34 ページのところです

と人々の暮らしですけども、人々の暮らしでどんな様子だったかを考えていきましょうと。

考えた中からそこから例えば木簡にどんなことが書かれているのだろうということになれ

ば、今度は 40 ページに木簡が語る人々の暮らしというのがトピックスで登場しています。

これは資料から歴史を探ろうということになります。こういうようにここを見て子どもた

ちが「ああ、そうか」と思うような場面があり。じゃあそこに書いてあるアワビはどうし

たんだろう、税として納めたものは誰が食べたんだろう、ということになりますと、ここ

の上の写真に出てくる。じゃあこれと人々、農民の食事はどんなものだったんだろう、そ

ういう気づきや子どもの疑問を解決していく中で、ここに書いてある本文を身につけてい

くという流れになります。 

 ですから読んで「どんなことが書いてあった？」、「これは何？」、「この意味はわかる？」

というような流れというよりは、子どもたち自身がここの中から見つけていく、資料を使

って問題解決学習をしていくというのが大きな流れかと思っております。 

 

（伊藤教育長） 



26 

 授業をするわけでしょう、教師たちが。今のは自分で自習するみたいだけれども。 

 

（橋本指導主事） 

そうした流れの中で、教師が主たる発問をまずして、投げかけですね。その投げかけに

子どもたちが答えていく。答えていく中でそういう学習活動が行われるということでござ

います。 

 

（坂井委員長） 

 どの教科書もそうですが、いろんな囲みとか資料とか小さい写真とかがものすごく多い

ですよね。全部は使い切れないですが、先ほどあったように質・量ともに特段にアップし

ろというのがありましたので。昔話をしてはいけませんけども我々が中学生のときは単純

な教科書でしたね。あのころは貧しかったせいもありますけども。こんなにきれいじゃな

かったし、こんなにたくさんいろいろと書いてなかったですよね。そうすると、書いてあ

ることだけずっと覚えていけばいいかという感じでしたが、これだとすごくいろんなこと

を覚えないといけなくて大変だな、という感じがしますが、そんなことはないですか。 

 

（橋本指導主事） 

 以前で言いますと教科書の太字を覚えてテスト対策を立てる、ということがありました

が、今はそういうことよりも、資料を活用して自分がどんな時代ととらえて表現していく

かということが重視されています。ここに出ているものを全部覚えるというのではなく、

そこからの気づきであったり活用の仕方であったり、学習の仕方を身につけていろんな場

面で社会的なものの見方、考え方が生かされていくというものです。冒頭でのお話にもあ

りましたが、歴史分野の学習を通じて社会的な見方、考え方を養っていくことが道徳とつ

ながるんだというようにも言われております。ですから書いてあることを覚えて、それを

覚えたことがどこかで役に立つわけですが、そういうことよりもむしろ気づきから、資料

を見て勉強していく。それが結果としてその時代を解き明かしていくことになるというこ

とに重点があるかと思います。 

 

（永井委員） 

 選定に直接は関係ないかもしれませんが、社会、歴史は表現の幅が割とあるのかなとい

う気がしました。教科書はどれか 1 つしか選べないので、子どもが読むと、こうだと思っ

て吸収していくわけなので、例えば白表紙の中に、この辺の表現はいろんな幅があってと

らえられているんだよ、世の中いろんな考え方があるんだよ、ということは、ある程度子

どもたちに話していくといいんじゃないかと、親としてはそんな感じがします。これだけ

教科書があって、検定を全部通っているので間違いではないですけど、多少表現の幅があ

るところがある。それは白表紙に多少は反映してもらえるのかなと思うのですが、その辺

はいかがでしょうか。 

 

（橋本指導主事） 

 指導内容以外に、指導上の留意点などの部分がありますので、そうしたところにはさま
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ざまなことを記入しております。例えば先ほど戦争のことが出てきましたが、今の教育課

程ですと戦争の悲惨な状況について名古屋空襲を取り上げて学習することもできるという

ことで、教育課程の中にはさまざまなこと、必要ならばそういうことを折り込んでいきま

す。 

 

（伊藤教育長） 

 神話についての記載がある教科書もあるのですが、これは学習指導要領ではどういうふ

うになっていますか。 

 

（橋本指導主事） 

 小学校の学習指導要領の国語には神話について触れるところがありますが、中学校社会

では神話を採り上げて特にというふうには記されておりません。 

 

（伊藤教育長） 

 記されてないから会社の方の判断で載せるということですか。 

 

（橋本指導主事） 

 はい。 

 

（坂井委員長） 

 神話を載せても載せなくても、検定上は問題ないというか、関係ないということですか。 

 

（橋本指導主事） 

 古代までの日本というところ、あるいは律令のところなどにつきましては、特に神話を

採り上げてというふうにはされておりません。律令国家の確立に至るまでの過程。摂関政

治などを通して大陸の文物や制度を積極的に取り入れながら国家の仕組みが整えられ、そ

の後天皇や貴族の政治が展開したことを理解させるということで、仏教の伝来等について

はありますが、ここで神話を、というふうには記されておりません。ただ内容の取り扱い

で考古学などの成果を活用するところに、神話、伝承などの学習を通して当時の人々の信

仰やものの見方などに気づかせるように留意するということがあります。のちに古事記、

日本書紀などにまとめられた神話、伝承などの学習を通して当時の人々の信仰やものの見

方などについて気づかせるということは触れられております。ですから古事記、日本書紀

についての記述があるわけですが、その扱いについては各者さまざまとなっております。 

 

（三林委員） 

 もう 1 つ改定の中に近現代史の学習を重視するというのがありますが、全体が 3 割増し

という中で、各者近現代史の割合と言いますか、その扱いに差はあるのでしょうか。 

 

（橋本指導主事） 

 各者の幅は調査しておりません。ただ近現代史の中で特に現代のことを増やす、現代の
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ところで冷戦後の世界を取り入れるようにということでしたので、そうしたところはすべ

ての会社が取り入れております。 

 

（三林委員） 

 ボリューム的には分析はされていないということですか。 

 

（橋本指導主事） 

 量としてはどこが多いというふうには比較しておりませんでした。今見ていただきます

と例えば＜東京書籍＞ですと 238 ページのところ、第 1 節です。新たな時代の日本と世界

というところが出てきて、そうしたところに自衛隊の活動もあり、それからトピックスと

して 後のところに環境問題なども。これは発展学習ですから全員がやるわけではありま

せんが出ております。 

 ＜教育出版＞の 240 ページ辺りから世界の多極化と日本というところがございまして、

移り変わる戦後のまちを訪ねて。冷戦の終結とこれから、特 248 ページからの冷戦のこと

が関係するかと思いますが、そうしたところが増えております。トピックスとしては平和

を願う人々のことが採り上げられております。 

 続きまして＜帝国書院＞ですが、これからの日本と世界で見ていきますと、ちょっとこ

こは少ないように見えますが、236 ページ辺りから経済大国日本から新しい現代のところ

が特に書かれているかと思います。これは伝統文化のことで祇園祭が過去のことと比較し

て出ております。 

 それから＜日本文教出版＞ですと 260 ページ、激動する世界と日本というところに冷戦

のあとのことが紹介され、ここではトピックス歴史を掘り下げるではアイヌと沖縄の近代

と現代、公民へつながった公害法の歴史を調べるというのが採り上げられております。 

 ＜育鵬社＞ですと、冷戦以後のことが 240 ページからご覧ください。冷戦と昭和の時代

の終わりから戦後と現代の文化のところは他とはちょっと違うかなと思いますが。冷戦の

終結と日本の役割に続いて、歴史新聞を作ろうということで言っております。 

 ＜自由社＞は 262 ページから冷戦を採り上げております。ここは学ぶ内容というよりは、

コラムのエルトゥールル号事件のことですとか、世論調査に見る日本と日本人。ここでは

もし戦争が起こったらというような質問を出したりしてまとめる、ちょっと公民の内容へ

の接続のようなところを意識した構成になっているのではないかと思います。 

 ＜清水書院＞は 258 ページからが冷戦下の世界と日本の経済成長を取り扱う部分として、

日本文化としてのマンガを紹介して子どもの興味をつかんだり、沖縄の復帰と北朝鮮との

関係。社会主義国と冷戦の終結、変化と冷戦の終結。そして現代社会の課題ということで

比較的たくさん、ここはページを割いています。 

 

（三林委員） 

 重視するというのは必ずしもページが多いということではないかと思いますが、私の頃

は頭からずっとやっていくと現代にいくまでに歴史の授業が終わってしまうなんていうこ

とが多々あったので、その辺は配慮されるとか、重視するというのがどういう意味なのか

なと思うのですが。 
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（橋本指導主事） 

 重視したので、今の冷戦後の社会について新たに見ましょうということで、今まであま

り入ってなかったことが入りました。時間数のことでしたが、今回、学習指導要領が変わ

りまして、歴史は 130 時間と増えました。今までと同様学習の順序は地理と歴史を一緒に

勉強していって、そのあと公民という形は変わりませんが歴史については 1 年生から 3 年

生までに 130 時間勉強することになりました。時間数で言うと 3 年生に 40 時間勉強するこ

とになりますので、あと 90 時間は 1、2 年生で。時間数は増えておりますが、その辺は教

育課程で適切に時間配分を考えていくということになると思います。 

 

（坂井委員長） 

 特にどの教科書が近現代史で特筆すべきとか、よいという評価はないのですか。 

 

（橋本指導主事） 

 選定協の中の議論の中には特にはありませんでした。 

 

（古川委員） 

 先ほどの地理とも関連しますが、今回の改正で国際社会ということが私たちの中では重

要だと思うんですね。特に近隣諸国が経済的にも豊かになってきて、領土問題については

歴史の中ではあまり記述がないですが、この辺は文科省はどうなのでしょう。もちろん地

理のところで詳しく教えるということでしょうけども、歴史の中では必ずしも教えていか

なくてもいいという取扱いなのか。現在の状況も歴史のときに教えていけばいいという解

釈なのか、というのがわからないですが。 

 

（橋本指導主事） 

 地理と歴史は並行で勉強しますので、地理の学習指導要領の中には領土についての具体

的な記述はあります。ただ先ほどのご指摘の中で現代の学習が重視されたという、冷戦後

の中で近隣諸国との問題の 1 つとして領土問題は＜教育出版＞が採り上げておりますが、

他の会社はそういう形ではなく、地理と歴史、すべてが同じ会社が出しているわけではあ

りませんが地理の学習指導要領のほうでの扱いというふうに考えているかと思います。で

すから＜教育出版＞も本文ではなくて別のコラムのところで採り上げるという形で展開を

しております。 

 

（古川委員） 

では歴史としてはこの分野については指導しなくてもいいのでしょうか。 

 

（橋本指導主事） 

 必ず採り上げなくてはならないというふうには入っておりません。 

 

（坂井委員長） 
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 よろしいでしょうか。 初に申し上げましたように、答申自体は＜教育出版＞です。教

科調査専門委員会は評価がありませんのでございませんが、これは選定協の方にかなり影

響力があるという感じで受け止めていますので、選定協と似た判断だろうと思います。調

査研究協議会、各学校ごとの先生方の評価は若干＜東京書籍＞が上であるけども、事務局

側からすると本が大判になった、見やすくなったことも影響しているのではないかという

お話ですが、この辺はあえて優劣を生の数字で言うならば、＜東京書籍＞かなということ

があります。それから教科書センターなどの市民の声ですが、これは事前に各委員に渡さ

れておりますので、全部くまなく一文字ずつ全部読まれたかどうかはともかく、把握はさ

れていると思います。それから教科書につきましても事前に自宅へ持って帰ったりという

ことでかなり中身についてはおわかりになっているということだろうと思います。 

 ということを全体的に見ますと、これまでの他の教科書の選定と同じような手順でいき

ますと、＜教育出版＞か＜東京書籍＞のどちらかかなと私は思うのですけども。異論のあ

る方はいらっしゃいますか。 

特になければ、調査研究協議会のデータがどのぐらいの重みを持つかということはとも

かくとして、現実問題としてやはり＜東京書籍＞の方がいいことはいいんですね。となる

と両方の教科書は使えませんので、どちらか 1 つの教科書になるかと思います。その際の

終的な判断は生徒にとってどっちが学習しやすいか、先生にとってどっちが教えやすい

か。我々がこの教科書を使って勉強するわけじゃなくて、中学生が使うわけです。実際に

教えるのは中学校の先生ですから、中学校の先生や生徒さんが、今の段階でその観点から

するとどっちがいいのかということについて、我々の判断の参考になるような意見をいた

だければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（橋本指導主事） 

 選定協の中で議論がありましたのは、今、教科書の中で教科書を読んで覚えていくとい

う内容はもちろん大事だけども、やっぱり子どもたちが課題を解決するという問題解決学

習が重要だと、そういう意見があって、そうした観点で見ていくとどうなんだという議論

がありました。そうした中で子どもたちが学び方を身につけていくという点では＜教育出

版＞の教科書がきめ細やかな配慮があるということは先ほど説明させていただいた通りで

す。そうしたことが協議されて、選定協の答申の中にたくさん＜教育出版＞の名前が出て

いるということだと思います。 

 もう 1 点、学校の調査研究のほうでは先ほど触れさせていただきました、読みやすさと

言いますかわかりやすさの点で言うと、学校の調査研究では、若干ですが＜教育出版＞の

ほうが多くなっているかなというところが、配列表記のところの集計で読み取れるかな、

いうところでございます。 

 

（坂井委員長） 

 では 1 時間 40 分ぐらいやってまいりましたけども、歴史につきましては参考にすべき資

料等、それから皆さん方のこれに対する勉強、それから事務局側の説明等々、総合的に勘

案して、＜教育出版＞のものを採用するということでご異議はございませんか。 
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（各委員） 

 異議なし。 

 

（坂井委員長） 

 ではそのように取り扱わせていただきます。 

  

（午前 11 時 35 分から午前 11 時 43 分まで中断） 

 

（坂井委員長） 

 続きまして公民の教科書の採択を行います。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

（安保指導室長） 

社会科の公民的分野に関する選定協議会での協議の主な内容を説明いたします。 

 資料 5 の 5 ページをご覧ください。社会科（公民的分野）では、資料にありますように

７者が検定を通っています。 

 観点④「興味・関心に対する配慮」については＜東書＞＜清水＞＜帝国＞に特筆すべき

特徴があるとの答申をいただきました。 

 ＜東書＞の 32 ページ、33 ページをご覧ください。堅苦しくなりがちな学習をワークシ

ョップ的な手法を取り入れ、生徒の身近な問題から考えられるようにしているなど随所に

興味・関心をもって学習を進められるよう工夫されているとの意見がありました。 

 ＜清水＞の 23 ページをご覧ください。委員より、身近な寿司ネタからグローバル化につ

なげているなど、生徒の興味・関心を引くよう配慮されているとの意見がありました。 

  ＜帝国＞の 78 ページをご覧ください。委員より、新聞記事の対比により、国民の選択が

政治を動かすことについてとらえやすい視点を与えているとの意見がありました。協議の

結果、＜東書＞＜清水＞＜帝国＞は観点④について特筆すべき特徴があるとされました。 

 観点⑤「補充・発展的な学習の扱い」については、＜東書＞＜教出＞＜帝国＞に特筆す

べき特徴があるとの答申をいただきました。 

 ＜東書＞の 86 ページから 87 ページをご覧ください。86 ページの中ほどに「裁判員制度

についての課題、87 ページ下にある机マークで裁判員制度の導入理由の説明、同じく右下

のメモマークで裁判の役割や裁判官等の役割について考えさせるようにしてあり、見開き

ページごとに課題から確認、そして深めるという提示の工夫があるとの意見がありました。 

 ＜教出＞の 41 ページをご覧ください。右の欄外「トライ」のところで、憲法の条文の確

認から新聞記事やインターネットでの調査につなげている点に工夫があるとの意見があり

ました。 

 ＜帝国＞の 117 ページをご覧ください。右の欄外「チェック＆トライ」で販売方法の確

認からキャッシュレスの利点と問題点のまとめにつなげる点に工夫があるとの意見があり

ました。協議の結果、＜東書＞＜教出＞＜帝国＞は観点⑤について特筆すべき特徴がある

とされました。 

 観点⑧「その他特筆すべき内容」については、＜東書＞に特筆すべき特徴があるとの答
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申をいただきました。 

  ＜東書＞の 106～107 ページをご覧ください。コンビニエンスストアの経営者として、店

の場所を考えさせるなど、生徒が主体的に社会の形成に参画する態度を養う工夫がされて

いるとの意見があり、 協議の結果、＜東書＞は観点⑧について特筆すべき特徴があるとさ

れました。 

  以上、社会科の公民的分野について説明させていただきました。ご検討ください。 

 

（坂井委員長） 

ありがとうございました。なにかご質問はございますか。 

大きな項目というのは、現代社会のことを見ましょうねということと、それから政治、

経済、国際化、これはもうほとんど決まりなんですね。そういうふうにしなさいとなって

いるわけですね。 

 

（三浦指導主事） 

学習指導要領の観点に基づいて、各者が決めております。 

 

（坂井委員長） 

それに基づいてでしょうけれど、学習指導要領の改定のポイントで、法の意義や契約の

重要性、金融のしくみとか、国際社会のおける文化宗教の多様性を考えましょうというの

が、公民的分野にありますが、これは新しいことなんですか。仮に新しいこととすると、

それに関する記述でどんなものがあって、そこに何がしかの優劣があるのかということは。

ちょっと難しいですか、こういう質問は。 

 

（三浦指導主事） 

今言われた宗教文化の多様性等々、各社取り組んでいるというふうに思います。具体的

に、東京書籍で言いますと、162 ページをお開きください。文化の多様性ということで、

宗教が書いてありますが、そういう記述がございます。 

 

（坂井委員長） 

改定のポイントだから、入っているわけですよね。 

 

（三浦指導主事） 

入っていると思います。その件に関して、優劣、それから特筆ということで、選定協の

中で話し合われたことはございませんでした。 

 

（坂井委員長） 

わかりました。 

 

（永井委員） 

対立と合意、効率と公正がほとんどの教科書に出てきますが、公民を学ぶ全体にという
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よりは、現代の生活というところで、私達が生きていく基本姿勢として文科省がこういう

言葉を使ってということで理解していいでしょうか。 

 

（三浦指導主事） 

学習指導要領ですが、内容の中で現代社会を捉える見方・考え方の基礎として、対立と

合意、効率と公正などについて理解させるというものがあります。内容の解説によれば、

現代社会を捉える概念的な枠組みの基礎となるものとして、今の対立、合意、効率、公正

などがあげられています。 

簡単に言いますと、対立は、様々な価値観の中で生じるトラブルや利害関係等、紛争だ

と思いますが、合意は、その中でお互いが成り立つように、また互いの利益が得られるよ

うになんらかの決定を行う、これが合意だと。効率・公正については、その合理の妥当性

について判断する基準となる考え方のひとつですが、効率というのが、効率よくやるとい

うことではなく、社会全体で無駄を省くといった考え方で、合意された内容が無駄を省く

善のものになっているか検討すること。公正というのは、合意の手続きについての公正

さや合意の内容の公正さについて検討することと規定がされています。 

一番わかりやすいと思ったものがありますので、ご覧いただきます。＜帝国＞の 25 ペー

ジ、対立から合意へというのがあります。マンションの中のスロープの設置のところです

が、ここにある合意、それから対立のところの中の判断基準となるのがというところで、

公平で偏っていないこと、これが公正。それから配分について無駄のないこと、これが効

率というふうに掲載されています。他の教科書もそれぞれ規定をして、文言の説明をして

います。 

 

（三林委員） 

観点⑧ですが、＜東京書籍＞だけが二重丸で、書いてあるコメントの後段のところはす

べて同じ、主体的に社会の形成に参加～、とすべて同じです。前段のところがそれぞれ違

うということで、特に先ほど説明はありましたが、経営者になってからのコンビニの例を

話していただきましたが、他は例えば＜帝国書院＞は地方政治の問題解決策を提案すると

いうような、この該当箇所を説明してもらえませんか。比較をさせていただきたいのです

が。 

 

（三浦指導主事） 

＜帝国書院＞ですと、68、69 ページをご覧ください。まちの活性化プランナーになって

みよう、というところが主体的に社会に参加する態度を養う工夫として選定協の中で話し

合われたものです。 

それから、＜教育出版＞ですと、206 から 211 ページのところです。見ていただいてわ

かるように先ほどの＜東京書籍＞のコンビニの店長になってというのは非常に具体的であ

って、子どもにとっては考えやすいのではないかということで、選定協の中では＜東京書

籍＞のほうに特筆すべきものがあったと意見がありました。 

 

（坂井委員長） 
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ちょっと地理のところとだぶるかもしれませんが、国際社会の中での日本の国というも

のをどう考えるかというのがありますよね。その中で領土問題は地理より公民のほうが詳

しいくらいですが、教科書会社によってかなり違いがあるのか、そのあたりをご説明いた

だけませんでしょうか。 

 

（三浦指導主事） 

領土問題につきましては、7 者とも取り上げております。北方領土につきましては、＜

帝国＞以外の 6 者が固有の領土と記載をしています。それから竹島問題につきましては、

＜東書＞、＜清水＞、＜自由社＞、＜育鵬社＞の 4 者が固有の領土と記載がされています。

尖閣諸島につきましては、＜帝国＞以外の 6 者は記載があります。 

 

（坂井委員長） 

それは検定に通っているのですから、文科省に文句をつけられる筋はないでしょうが、

実際に教える時には、それぞれの教科書を使った場合に教え方が変わってくるんですか。

それとも口頭で、白表紙ですか、例えば竹島は国の領土と言えるのか。教科書によって書

いてないものもあるから、書いていないけれどそうだよと言うのか。それとも、もっと韓

国が実効的な支配をしている感じですよとか。教科書を教えるわけではなくて、教科書で

授業をやるのですから、先生によって変わってきますよね、教え方が。それは教育委員会

の事務局としては、どういうふうに指示・指導をしていくのですか。 

 

（三浦指導主事） 

先ほど地理のところで、具体的に北方領土・竹島については我が国固有の領土であると

記載があったと。公民については、こういう内容の記載になっています。領土、国家主権、

主権の相互尊重、国際連合の働きなど基本的な事項を踏まえて理解させるというふうにな

っています。簡単に言うと、我が国と国際社会の関わりの中で、原則的に国家の主権が尊

重されなければならないといったところで捉えさせるというふうになっています。という

ことですので、先ほどの地理の分野と若干違うのが領域・領海を説明するということにな

ります。従って、北方領土が云々、竹島が云々ということに触れるか触れないかは、また

別の問題で、白表紙あるいは現場の先生というふうになってきますが、ただここでおさえ

なければいけないのは、我が国、これも学習指導要領にありますが、国家間の問題として

領土については我が国においても未解決な問題も残されており、平和的な手段による解決

に向け努力していること。国際社会において、国家や国際機関以外の組織が活動している

ことを理解させるというのがありますので、紛争が未解決の問題があるということは教え

なければいけないということになります。 

  

（坂井委員長） 

その他自衛隊の国際貢献とか、具体的に言えば湾岸戦争の頃の地雷除去の話があったと

思いますが、そういった自衛隊の貢献。もうちょっと時代が下がってくると、アフガニス

タン、イラクとかの話もありますけど、そういった問題とか、あるいは拉致問題とかです

ね、国内問題の話のようですが外国人の参政権の問題とか、そういったことについて差は
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あるんでしょうか。 

 

（三浦指導主事） 

自衛隊につきましては、どの者も触れておりますが、若干書きぶりといいますか、表現

に違いがございます。まず国際貢献という文言が入るか入らないかといったことで言いま

すと、＜教出＞、＜清水＞、＜帝国＞、＜育鵬＞の 4 者に記載がございます。それから災

害派遣という文言、あるいは資料等で取り上げていることについていうと、＜東書＞、＜

帝国＞、＜自由社＞の 3 者は記載があります。それから文民統制という言葉がございます

が、これにつきましては、＜教出＞、＜自由社＞、＜育鵬社＞の 3 者に記載が見られます。

また国連平和維持活動、憲法違反ではないかという意見があるということについては、7

者が記載をされている。それから拉致問題につきましては、7 者とも取り上げております。

ただこれは先ほど竹島の時、本文中に取り上げているという観点で見ますと、＜東書＞、

＜教出＞、＜帝国＞、＜育鵬社＞の 4 者です。後の 3 者は横の側注や、写真資料で取り上

げられているという違いがございます。それから外国人参政権については、これも全者取

り上げています。＜自由社＞は特設のページにありますが、あとの 6 者については本文中

に外国人参政権のくだりが出てまいります。若干細かい違いはありますが、選挙権の制限

等については、＜帝国＞以外は出ています。それから＜帝国＞は参政権なしという文言で

すので、基本的に選挙権・選挙民についてはどの者も触れている。ただ、地方参政権を認

める意見があると書かれているのが、＜東書＞、＜自由社＞、＜育鵬社＞。国籍条項につ

いて触れられている、緩和を含めてですけど、これが＜東書＞、＜教出＞、＜清水＞、＜

帝国＞、＜日文＞の 5 者については国籍条項についても触れられています。あと、さまざ

まございますが、大体主なところでは以上でございます。 

 

（坂井委員長） 

一定の傾向があるとかそういうことはないのですか。 

 

（三浦指導主事） 

特にそれによって、いろんな項目について、統一してそれがずっと述べられていること

はあまり見られませんでした。ですから、教科書によって触れてある触れていない、ある

いは色濃く本文に出している出していないというところで、特に傾向で分けることはなか

なか難しいです。 

 

（伊藤教育長） 

＜東京書籍＞は、観点⑤「補充・発展的な学習」に二重丸がついていますが、公民にア

クセスするですとか、深めようとかいう発展学習、まとめが書いてありますが、結構、難

しいですね、これって。私が難しいだけかもしれませんが、中学生の子ども達ができる問

題かなと。さっきから見ておるのですが、例えば、71 ページの選挙シュミレーションで、

当選者をドント方式で、これもずい分難しいなと。それから、88、89 ページの模擬裁判を

やってみよう、私も一応、法学部を出たのですが、ちょっとこれは非常に難しい。そらか

ら、いくつかあるのですが、チャレンジ 11、137 ページ、世界の国々の社会保障を比較し
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よう。今後どうあるべきかと。本当に難しい。それから、160、161 ページ、パレスチナ問

題について考えてみようなど、いろいろ実は書いてあるんですが、問題の解決には何が必

要か考えてみましょう、と非常に難しい投げかけがあります。こういう生徒自身が勉強を

していかないといけなくて、ずい分難しいなあという印象がありまして、他の教科書もざ

っと見るんですが、ここまで難しくないような気がするんですが。このあたりは選定協で

何かありましたか。 

 

（三浦指導主事） 

確かに難しい部分もありますが、選挙シミュレーションについては、ドント式と呼ばれ

る比例代表制の仕組みについては、今の教科書でも触れられているところがあると思いま

す。それから、その他の深めようであるとか、 後のパレスチナの、深めようについては

補充・発展というところで、興味・関心を持った生徒がやるようなかたちにと配慮がして

あります。確かに重い裁判のことで申しますと、内容的にもかなり難しい部分も、これは

選定協でということではありませんが、現場では弁護士の方を招いてお話を聞いたりする

ということもございますので、かなり突っ込んだところまでやっている現場もあるやに聞

いています。 

 

（伊藤教育長） 

他の教科書には、あまりないように思うのですが、他の教科書にもありますか。 

 

（三浦指導主事） 

例えば＜教育出版＞、読んで深く考えようというものがあります。174、175 ページ、貿

易とは何だろうと、それから同じ裁判で言いますと、＜帝国書院＞の 94、95 ページ、裁判

員制度に関わるようになって、こうした補充のところでかなり突っ込んだと言いますか、

難しい内容に触れられている。教科書でもかなり難しい問題に踏み込んで、この補充・発

展のところは書いてあるよう感じます。それから、＜日文＞で言いますと、114、115 ペー

ジもやはり裁判のシミュレーションを入れています。ただ、文字数等々で＜東書＞のほう

がかなり多い感じもいたします。ただ裁判のシミュレーション的なものについては、かな

り入れられています。＜自由社＞ですと、裁判ではありませんが、68、69 ページのところ、

権利の平等や新しい権利というところで、かなりとっつきにくいと思いますが、社会科好

きの生徒用のページが各教科書に見られるようにはなっています。 

 

（伊藤教育長） 

補充・発展学習については＜東京書籍＞はずい分難しいなという感想を持ちました。 

 

（坂井委員長） 

巻末に全部資料がありましたね、法律、日本国憲法に始まっていろんなものが。この載

せ方ですとか、ものによっては、今の憲法と大日本帝国憲法を対比するとか、あるいは現

在の日本国憲法の中の言葉の説明を丁寧にやっているところがあるとかですね。そういう

こともありまして、載せている法律等もそれなりに違っているのですけれども、こういっ
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たことは、選定協では特に議論にはならなかったのですか。 

 

（三浦指導主事） 

巻末資料については、法令が載っているところが多いですが、特徴としましては、＜東

京書籍＞と＜教育出版＞は、巻末に用語の解説を載せていることが挙げられます。それか

ら、本数には若干の違いがあるんですが、だいたい同じような参考例集が巻末に法令集と

して載っています。それから、＜東京書籍＞につきましては、世界の現状という資料で世

界地図と年表も後ろに持っていっているということがあります。選定協の中では、先ほど

の資料の観点⑦の表記・造本のところで、巻末に用語の解説があるというところと、AB 版

で大きくなったということも含めて、ここに特筆すべきものがあると判断がされています。 

 

（坂井委員長） 

用語の解説、ありましたよね。 

 

（三浦指導主事） 

巻末では＜東書＞と＜教出＞です。あとは法令集です。用語というのは、参考の法令集

の用語ということではなくて、本文中の用語解説という、例えば＜東書＞ですと 210、211

ページ、本文中の言葉の用語の解説がしてあるということでございます。本文中の用語の

解説が後ろの巻末にあるというのは、＜東書＞と＜教出＞です。＜教出＞は 238 ページで

す。あとのところは、中に入れ込んであるということです。 

 

（坂井委員長） 

その他、よろしいですか。 

選定協の資料を見る限り、＜東京書籍＞が上位になります。他の社会科の歴史、地理等

は相互に関連しているところが結構あると思うんですけど、常識的には同じ会社のほうが

整合性がありそうな気がしますが、仮に＜東京書籍＞を選択した場合、困ったことがおき

ないのか。あるいはそういったことを配慮して歴史と公民を同じ会社にしましょうという

ことをしているのかですね、教えてください。 

 

（三浦指導主事） 

社会科においては 1、2 年生で地理・歴史、3 年生でまず歴史を学んだあと公民を学ぶと

いうことで、小学校卒業後すぐに学習する地理・歴史と中学校生活を 2 年送ってから学習

する公民の教科書はかならずしも同じでなければならないことはないと考えています。他

の政令市を見ましても、前回の採択で、大阪市は 8 つの採択地区でやっていますが、その

中で歴史と公民が同一の地区は 1。あとの 7 地区は異なる採択をしております。神戸市に

おきましては、名古屋と同様に全市ですが、現在異なる会社の教科書を採用しています。 

 

（坂井委員長） 

要するに、支障はないというお話ですか。大丈夫ですね。今申しましたように、選定協

の方針は＜東京書籍＞です。たびたび言及しております学校メンバーの、これも＜東京書
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籍＞がトップです。逆転はしていませんので、まあいいかと思いますけど。先ほどの歴史

の本で、＜東京書籍＞に点が入っているのは、大きい版になって読みやすいという部分に

ずい分たくさん点数が入っているので、その分を引くとそんなに差はないかという気も私

はするんですけどね。率直に言うと。だけどそれを差っぴいても＜東京書籍＞のほうが現

場の先生方も評価をしているということがありますし、19 項目で現場の先生が判断してい

ますけど、そのうち 12 ないし 13 は＜東京書籍＞をトップに置いていますので、そういう

ものからして選定協と同じ判断をしているなという気がします。特にそういった＜東京書

籍＞をひっくり返すほどの材料を、今のところ持ち合わせはありませんので、公民の教科

書についてはこれまでの皆様方のご意見とか答申を踏まえまして＜東京書籍＞を採択する

ということにいたしたいですけど、よろしゅうございますか。 

 

（各委員） 

異議なし。 

 

（坂井委員長） 

それでは公民の教科書は＜東京書籍＞です。 

 では、続きまして、英語です。説明をお願いします。 

 

（安保指導室長） 

英語科に関する選定協議会での協議の主な内容を説明いたします。 

 資料 5 の 15 ページをごらんください。 

 英語科では、資料にありますように、6 者が検定を通っています。 

 観点③「発達段階への適応」については、＜東書＞に特筆すべき特徴があるとの答申を

いただきました。 

 ＜東書＞NEW HORIZON１年の 132 ページをご覧ください。「英語の音とつづり」において、

基本的な発音のしかたや、発音のルールが分かりやすく示されていることや、文字の導入

については、4 ページにアルファベットの大文字と小文字のブロック体を、12 ページには、

単語の書き方を、また、27 ページには文の書き方を分かりやすく取り扱っています。これ

らの点から、今年度必修化された小学校の外国語活動から中学校の英語学習への接続がス

ムーズにいくように、多くのページ数をさいて丁寧に取り扱っているという意見が出され

ました。そして、協議の結果＜東書＞は観点③について特筆すべき特徴があるとされまし

た。 

 観点⑥「他教科等との関連」については、＜東書＞＜三省堂＞に特筆すべき特徴がある

との答申をいただきました。 

 ＜三省堂＞NEW CROWN は、学び、ことば、伝統文化、異文化、自然理解、社会理解、人

間理解の 7 つの領域をバランスよく配置しており、＜東書＞NEW HORIZON は、国際理解、

環境、情報化、人権、福祉、自然科学、伝統文化など多様な題材を読み物の中で取り扱っ

ているという意見がありました。 

 見本本で具体的に説明しますので、＜三省堂＞NEW CROWN１年の 32 ページをご覧くださ

い。このページでは日本の遊びを紹介しています。また、103 ページをご覧ください。こ



39 

こでは、日本の四季や行事に関する表現を学び、日本の伝統文化を英語で紹介できるよう

になっていますので、新学習指導要領で重視されている点を踏まえているという意見が出

されました。 

 また、＜東書＞NEW HORIZON2 年の 28 ページをご覧ください。ここでは、情報教育に関

連して、インターネットのメールでのメッセージの書き方を取り扱っています。あいさつ、

本文、終わりのあいさつ、署名といった、メールの基本スタイルを学び、病気で欠席した

友達に、安否を気遣うメールを送ることができるようになっています。 

 多様な題材を通して、他の教科とも関連をもった学習ができるようになっているという

意見が出され、協議の結果＜東書＞＜三省堂＞は観点⑥について特筆すべき特徴があると

されました。 

 観点⑦「表記・造本」については、＜東書＞に特筆すべき特徴があるとの答申をいただ

きました。NEW HORIZON1 年 119 ページをご覧ください。本編と応用編の 2 本立てで、内容

理解のための写真やイラストが豊富であるという意見が出され、協議の結果＜東書＞は観

点⑦について特筆すべき特徴があるとされました。 

  以上で英語科についての説明を終わります。よろしくご審議ください。 

 

（坂井委員長） 

ありがとうございました。ご質問はございますか。 

教科書の中にいろんな国や地域が出てくるんですけど、アメリカに偏りすぎではないか

という意見も英語の教科書にはあるそうですけれども、そういうことについて、アメリカ

に偏らずヨーロッパとかあるいはアジアでも英語を使っているところがありますよね。ア

フリカでもあると思うんですけど、そういったあちこちの国で英語をいっぱい使っている

ので、あまりアメリカとかイギリスとかそういった国ばかりを舞台にせずにやったほうが、

より国際的な人間になっていくんではないかという話もあるんですが、そういったことは

この教科書を選ぶ場合には、基準的なお考えはあるんでしょうか。 

 

（立石指導主事） 

選定協議会のほうでは、具体的にどの国や地域が取扱われているのかという意見はござ

いませんでしたが、調査専門委員会の場でどの教科書も地域に偏ることなく、基本的に取

り上げているという話し合いがございました。例えば、どの教科書を見ていただいても、

初の扉のところに世界中からの挨拶があります。小学校の外国語活動でも英語に限らず、

世界の挨拶というのを学んでまいりまして、教科書の入門期には特に配慮をしていろんな

地域からの挨拶を取り上げたり、読みもの教材の中でもアジアですとかアフリカですとか

そういう地域をとりあげております。 

 

（坂井委員長） 

＜三省堂＞の NEW CROWN にはマラウィが出てくる。マラウィなんてご存知ない方もいら

っしゃるのでは。それは逆に＜三省堂＞の配慮なのかな。一般的には英語の勉強をする人

はどうしても舞台はハワイとかサンフランシスコもありますけど、そういったところが多

いですけれども。 
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（三林委員） 

 観点③のところで、小学校の時からの継続性という観点からみたときに＜東書＞がいい

ということですが、小学校の英語授業は発音だとか綴りはどこまでやってらっしゃるので

すか。 

 

（立石指導主事） 

 基本的に小学校外国語活動では文字ですとか、発音の仕方は扱っておりません。聞いた

物をそのまま真似してコミュニケーションとして活動しております。 

 

（三林委員） 

 ということは、特別、導入のところで＜東書＞だけが特徴があるというわけではないの

ですか。 

 

（立石指導主事） 

 基本的に 6 者とも、中学に入りまして文字について、読むとか書くとかいう範囲が広が

っていきます。特に＜東京書籍＞については、発音と綴りの関係が 132 ページにあります

ように、自分でどう発音をすればいいのかわかるように書いてあります。 

 これは、この教科書の特筆すべき点である、というご意見がございました。 

 基本的に、子どもたちにとってわかる、英語独特の発音の仕方ですね、今までは聞いて

なんとなく真似をしてきましたが、実際は発音記号がある、その発音は実は日本語とは少

し違った発声をするんだ、ということを知ります。例えばＨの発音ですね、これは日本語

の発音にはないのですけれども、のどの奥からため息をついて「ハッ」と発音します。子

どもたちが自学自習をする場面でも、家でちょっと挑戦してみようかな、という気になる

のではないか、というご意見がございました。 

 それから 133 ページの基本的なルールですね、これが今までの教科書には明確に取扱わ

れておりませんでした。小学校で何となく真似をしてきたものが、実はそこにはルールが

あった、ということをここで初めて説明をいたします。 

 たとえば、Ａの文字を見て、子どもたちはＡＢＣソングを習っておりますので、これは

「エイ」と読むのだ、と思っていますが、この文字には「ア」という発音があるのだ、と

いうことを知ります。133 ページの 3 番の基本的なルールを覚えようの「ａ」のところの、

後ろに子音が来た場合、例えば帽子ｃａｐ（キャップ）ですね。さらにこの後ろにｅがく

るとｃａｐｅ（ケイプ）という読みにかわる、という非常に単純なルールなんですけれど

も、今まではきちんと伝えられていなかったことを、1 年生の時から導入しよう、という

ことです。 

 

（坂井委員長） 

 それぞれみんな面白いですよね。特にショートストーリーがありますけれども。そうい

うところでは差がつかないのですね。 
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（立石指導主事） 

 ストーリーの点では、学年が上がっていくにしたがって、内容のあるものを読ませると

いうふうに各者が編集しています。レッツ・リードですとか、さまざまな読み物教材の中

に入っていますが、発達段階に合わせたり、他の教科や領域との関連も考えたりしながら

配置していく、ということでは＜東京書籍＞、＜三省堂＞このあたりが評価されています。 

 

（坂井委員長） 

 いろいろなストーリーがあるからどれがいいのか、ということはないのですね。童話の

ようなものや、中学生の初恋物語のようなのは子どもたちが興味をもちやすいですね。 

 学校現場の評価も圧倒的に＜東京書籍＞が高いですね。他の追随を許さないくらいです

が、このことについて何か思いあたる点はありますか。 

 

（立石指導主事） 

 学校の調査研究協議会と、調査専門委員会の報告を踏まえて選定協議会で協議をした結

果、4 技能の統合的な言語活動を通してコミュニケーション能力が育成できるように編集

されている、ということで、たとえば 1 年生の目次をごらんいただけますか。ユニットの

グリーンのマーク、そのあとにプラスというオレンジのマークがございます。このユニッ

トのところで基本的な学習事項を習い、プラスで繰り返し言語活動をして活用しながら学

習に取り組むことができるように構成をされています。基本的に教師側にとっても指導し

やすく、学ぶ側にとっても学びやすい、という教科書である、というご意見がございまし

た。それから、全体を通して、写真やイラストが非常に鮮明である、それと無駄がない、

ということ、それもご意見としていただきましたので、生徒が興味や関心を持続させやす

い教科書である、というご意見がありました。 

 

（坂井委員長） 

 ほかにご意見はございますか。よろしゅうございますか。英語の教科書につきましては、

これまでの経緯を踏まえ、＜東京書籍＞を採択、ということでご異議はございませんか。 

 

（各委員） 

 異議なし。 

 

（坂井委員長） 

それでは、中学校用教科用図書の採択が終わりましたので、各種目について採択された

教科書発行者名について、前回までに採択したものも含め、順に確認させていただきます。 

「地図」、帝国書院。 

「音楽一般」、教育芸術社。 

「音楽器楽合奏」、教育芸術社。 

「美術」、日本文教出版。 

「保健体育」、大日本図書。 

「書写」、教育出版。 
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「国語」、教育出版。 

「数学」、啓林館。 

「理科」、大日本図書。 

「技術」、東京書籍。 

「家庭」、東京書籍。 

「地理」、教育出版。 

「歴史」、教育出版。 

「公民」、東京書籍。 

「英語」、東京書籍。 

 

以上です。 

後に、特別支援学校及び特別支援学級用教科用図書の採択に移ります。 

事務局の説明をお願いします。 

 

（安保指導室長） 

それでは､特別支援学校及び小学校･中学校の特別支援学級用教科用図書につきまして説

明させていただきます。 

  特別支援学校用教科用図書は、教育委員会 4 月定例会でお認めいただいた、採択基本方

針(3)に「特別支援学校用教科用図書は、特別支援学校知的障害者用教科用図書を採択する」

となっています。お手元に、特別支援学校知的障害者用教科用図書（いわゆる☆本）を置

かせていただきました。         

 基本方針(4)には、特別支援学校及び特別支援学校において使用する教科書は、いわゆる

☆本以外の、小学校及び中学校用として採択した教科用図書を、児童・生徒の特性に応じ

て採択することができるとお決めいただきました。 

 お手元の資料 4 選定答申の「平成 24 年度使用特別支援学校用教科用図書」をご覧くださ

い。 

 特別支援学校と特別支援学級を設置する学校では、学校長を長とする「教科用図書調査

研究協議会」を設置し、児童生徒の特性に応じて適切な教科用図書の調査研究をしてまい

りました。その結果が、6 月 17 日までに「平成 24 年度使用教科用図書調査研究報告書（特

別支援教育）」として提出されており、供覧資料として室内に置かせていただきました。 

 その報告書をまとめたものが、お手元の選定答申に掲載されておりますので、ご覧くだ

さい。「平成 24 年度使用特別支援学校用教科用図書」の下の部分です。                        

  名古屋市内にある特別支援学校 4 校につきましては、4 校とも特別支援学校知的障害者

用教科用図書を使用したいとの希望が上がっています。 

   特別支援学級のある小学校は、名古屋市内に 198 校あります。児童の実態に応じて採択

の希望が出されているため、学校によっては、2 種類以上を希望する学校もありますので、

合計が設置校数の 198 をこえることになります。平成 24 年度は、特別支援学校小学部知的

障害者用教科用図書の使用希望が 47 校、小学校用同学年本の使用希望が 181 校、小学校用

下学年本の使用希望が 23 校となっております。 

  また、特別支援学級のある中学校は、名古屋市内に 75 校あり、小学校と同様、生徒の実
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態に応じて、学校によっては 2 種類以上を希望する学校もあります。平成 24 年度は、特別

支援学校中学部知的障害者用教科用図書の使用希望が 62 校、特別支援学校小学部知的障害

者用教科用図書の使用希望 1 校、中学校用同学年本の使用希望が 51 校、中学校用下学年本

の使用希望が 4 校、さらに小学校の教科用図書の使用希望が 4 校となっております。 

  特別支援学校および特別支援学級として、一人一人の児童生徒の実態に合わせて採択希

望が出されたものでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

（坂井委員長） 

 ありがとうございました。ご質問はいかがでしょうか。 

特にご意見もないようです。 

特別支援学校及び小学校・中学校の特別支援学級用教科用図書につきましは、児童生徒

の実態に応じて、各学校ごとに希望してきているということです。 

各特別支援学校及び小学校・中学校の特別支援学級の希望をまとめたものが選定答申に

示されております。すべて読み上げることはいたしませんが、各学校の調査研究報告書通

り、採択してよろしいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし。 

 

（坂井委員長） 

 ご異議なしと認め、そのように取扱わせていただきます。 

それでは、これまで 3 日間にわたり、「第 66 号議案 平成 24 年度使用教科用図書の採択

について」につきまして審議をいたしましたが、これですべて終了いたします。 

 後に、事務局から今後の手続き等について説明をお願いします。 

 

（安保指導室長） 

 3 回にわたりまして、時間をかけていただき、慎重審議による採択をしていただき、あ

りがとうございました。採択された結果につきましては、早速、各学校に通知をさせてい

ただきます。各学校では、来年の 4 月に、すべての児童生徒が間違いなく教科書を手にす

ることができるよう事務的な手続きを速やかに開始いたします。 

 まことにありがとうございました。 

 

（坂井委員長） 

 ありがとうございました。 

本日予定の案件は終了いたしました。 

教育委員会臨時会を終了いたします。 

 

（午後 12 時 55 分終了） 


