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平成２７年度第２回伊勢原市教科用図書採択検討委員会

平成２７年７月１３日（月）

伊勢原市役所 全員協議会室

午前９時００分 開会

○事務局・平成２７年度第２回伊勢原市教科用図書検討委員会を開会する。

○委員長・挨拶

○事務局・ただいま、検討委員全員の出席をいただいている。伊勢原市教科用図

書採択検討委員会設置要綱第６条第２項に基づき、過半数の出席をい

ただいているので、会議は成立する。

・資料の確認を行う。「平成２８年度伊勢原市立小中学校使用教科用図書

採択方針」、「発行者・発行数一覧」、「平成２８年度使用教科書の採択

について」また、お持ちいただいた資料で、「教科用図書編修趣意書」、

県の「教科用図書調査研究の結果」、中地区の「教科用図書調査研究の

結果」、はそろっているか。

・教科書を机の上に、２人に１セットとなるが、置かせていただいてい

る。教科・種目ごとに担当が入れかえるので、承知おきいただきたい。

・第１回検討委員会では、「伊勢原市教科用図書採択検討委員会設置要

綱」について、「教科書の定義等について」、「伊勢原地区教科用図書採

択の流れ」について、「平成２８年度義務教育諸学校使用教科用図書採

択方針」について、説明した。

・本日の配布資料「平成２８年度伊勢原市立小・中学校使用教科用図書

採択方針」について、再度確認する。（読み上げる）

・第１回検討委員会でも触れさせていただいた４月７日付の文部科学省

の通知「平成２８年度使用教科書の採択について」の「教科書採択方

法の改善について」確認する。（１）では、十分な教科書の調査研究期

間を確保すること。（２）では、調査研究については必要な専門性を有

し、公正・公平に調査研究できる調査員を選任し、調査員が作成する

資料は、採択権者の判断に資するよう一層充実したものにすることな

どが書かれている。

・また、文部科学省通知「教科書の改善について」の中に「児童生徒は、

教科書に記述されている内容を全て学習しなければならない」とする

従来型の教科書観から、「個々の児童生徒の理解の程度に応じて指導を

充実する」、「児童生徒が興味関心を持って読み進められる」、「児童生

徒が家庭でも主体的に自学自習ができる」といった観点へ、その考え

方を転換していくことの必要性が指摘されている。

・以上の点などを踏まえ、本日の検討協議を進めていただきたい。

・この検討委員会は、静謐な環境のもとで採択事務を行うために、非公

開となっているが、公式な会議であるので記録をとり、会議録をホー
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ムページで公表することを御承知おきいただきたい。また、情報公開

の請求があった場合は、これに応じていく。

・教育委員会は採択に当たり、本日の検討委員会での検討協議の内容を

参考にするため、教育委員が委員長の許可を得て出席しているので、

御承知おき願いたい。

・では、進行は、第６条第１項に基づき委員長に議長をお願いする。

○議 長・委員の皆様には、本検討委員会の趣旨を御理解いただき、適正かつ公

正な採択のための検討が行われるよう御協力をお願いする。

・では、本日の進行について、事務局より説明をお願いする。

○事務局・本日は、平成２８年度から中学校で使用する教科書１５種目について、

検討をお願いする。１種目２０分から３０分を原則とする。種目によ

り、教科書の発行者の数が異なるので、時間の前後が考えられる。

・まず、調査員が、伊勢原市、平塚市、秦野市・大磯町・二宮町の共同

調査研究の結果に基づき報告する。その後、報告についての質疑の時

間をとり、終了した時点で調査員は退出する。調査員退出後、検討に

入っていただく。必要が生じた時には調査員に再度入ってもらい、質

問することもできる。本日の検討委員会での検討協議の内容を参考に

し、教育委員会定例会において採択される。したがって、本日はその

ために意見を出していただく。結果的に一部の発行者への意見が多く

なるなどということは考えられるが、この場で１者に絞るということ

ではない。御承知おきいただきたい。

○議 長・「子どもたちにとってふさわしい教科書」、そして「使いやすい教科書」、先

生方にとって「指導しやすい教科書」、その点を視点に話し合いをして

いただきたい。

・それでは、国語から始める。

国 語

○調査員・報告（別紙「中学校用教科用図書調査研究の結果（平成２８・２９・３０・３１年

度用） 平成２７年７月 平塚地区・秦野地区・伊勢原地区・大磯地区

・二宮地区」のとおり）

【質疑】

○委 員・小学校から中学校へのスムーズな接続という意味で、１年生の導入期

において何か特徴的なことはあったか。

○調査員・１年の最初には、やはり取り組みやすい、親しみやすい詩が載ってい

ることが多い。教育出版のように、第１章を丸々小学校とつなげてと

いう形で扱っているものもある。どこの発行者も１年の初めは、特に

小学校とのつながりを意識した内容になっている。

○委 員・現学習指導要領では、言語活動の充実というのが各教科で求められて

いるが、根幹をなす国語科においては、どのような活動が取り上げら
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れているか。

○調査員・言語活動の新しい取り組みとしては、例えば三省堂がビブリオバトル

やワールドカフェといった活動例を示している。

○委 員・各者に共通の教材もあれば、独自の教材もあるというふうに思った。

どのような教材が印象に残り、生徒に読ませたいと感じたか。

○調査員・印象に残ったものは、学校図書に載っているビートルズの詩と英語の

訳である。目新しい作品であると思う。また、戦争がドキュメント風

に扱われている中、光村図書が扱っている戦争に関するテーマのもの

は、文学的な味わいがあると思った。「大人になれなかった弟たちに」

など、事実を報告するだけではなく、その当時の子どもたちの心情に

迫るような作品が載っているところが印象に残った。

○委 員・国語科として、伊勢原の子どもたちにこういう力を付けたいと考える

ことは何か。

○調査員・読書体験の多い少ないがあり、それによって、持っている言葉の数、

表現する力というのが子どもによって差があると思う。ぜひ良い作品

に触れて、読む楽しさを味わわせたい。

○委 員・最近の子どもたちは、読書をする機会というのは非常に少なくなって

いるように感じる。パソコンやインターネットから情報を仕入れるこ

とが非常に多くなっていると思う。教科書の文章を読むという観点か

ら非常に読みやすく構成されている、興味を引くような構成をされて

いるという点で、どこか特徴的なところはあったか。

○調査員・各単元が終わると、その下に読書の紹介がされており、その作者の作

品ばかりでなく、関連した内容のものも紹介されており、子どもも興

味が持てるのではないか。

（調査員退室）

【検討】

○議 長・それでは、皆様から御意見をいただき、検討を進める。

○委 員・授業をする中で、見通しと振り返りがとても大事にされている。冒頭

で１年間の学習の見通しと、そこでつけたい言葉の力について書かれ

ている教科書があった。特に光村図書、三省堂、東京書籍にはその工

夫が見られるが、中でも光村図書と三省堂は各単元で扱う言葉の力を

表にまとめてあり、非常にわかりやすいと思った。子どもには、見通

しを持って学習する態度というのをしっかりつけてほしいと思う。

○委 員・資料編が各者とも充実してきていると感じた。自分で読んで、自分で

勉強したいという学習の支えとして活用できるものがいいのではない

か。そういう意味では、三省堂、光村図書、東京書籍は、自分の考え

を広げたり、深めたりする手だてになるようなところが充実している

と思った。

○委 員・生徒が単元でつけたい力を身につけるための工夫として、学習の手引

きが有効だと考えている。各者とも学びの道筋が見えるようにしてあ
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るのがよいと思った。特に三省堂は、学びの道筋とともに、その単元

で特につけたい力など、図などを使って詳しく説明してあり、苦手な

生徒にもわかりやすく示してあると思った。また、各単元でつけたい

具体的な力をまとめた表を示してあるのは、三省堂、光村図書だった

と思うが、年間を見通せて振り返りでも大変役立つと考えた。

○委 員・古典の学習について、小学校から中学校にどのようにつながっている

のかという視点で、１年生の教材に注目した。どの教科書も「竹取物

語」を扱っているが、子どもたちになじみの薄い古典に興味が持てる

よう、それぞれよく工夫されていた。各者ともに「竹取物語」に入る

前に古典への導入を図る読み物を入れているところがとてもよいと感

じた。その中でも、教育出版は現代でもわかる面白おかしさを紹介し、

興味を持てるようにしている。また、東京書籍では猫や犬などの身近

な動物が出てきて、子どもたちにとっても親しみやすい内容ではない

かと感じた。

○委 員・教科書で東日本大震災を扱っているのが、前回と比べて大きな違い

か。今度、中学生になる子たちというのは十代になる前に震災を経験

し、中学校に来て改めて教材を通して、文字を通して学んでいくこと

はとても大切だと思う。学校図書では写真集を使ってそれをもとに考

えさせる。東京書籍は写真とメディアの関係を取り上げている。光村

図書は、各学年で震災のことを取り上げて教材化している。

○委 員・良い本に出合う、そういう機会を増やしたい。読書案内などで紹介し

ている冊数からいうと、東京書籍、光村図書が充実していると思う。

また、光村図書は単元ごとにそういう読書案内があり、大江健三郎さ

んなどの著名人からのメッセージがあり、読書を広げていくきっかけ

になると思う。また、東京書籍は人権、科学、歴史などのテーマに沿

った本を紹介している。光村図書は、文学作品として定評があるもの

が多く取り上げられている印象を持っている。

○委 員・もちろん、読むことも大事だが、話を聞くこと、伝えること、伝える

ときに自分の言葉が相手にどう影響するかを考えることを大切にして

ほしい。いろいろな立場の意見を聞き、自分や相手の立場を考え、そ

れぞれの立場での意見を考えてほしい。東京書籍が相手の立場に立つ

ということに重点を置いているように思った。

○委 員・現行の学習指導要領１年の「書くこと」言語活動例に、「関心ある芸術

的な作品などについて、鑑賞したことを文章に書くこと」とあるが、

書き方として、根拠のまとめ方などが非常に丁寧なのは光村図書では

ないかと感じた。三省堂は、感想文の例が非常にわかりやすく、実際

に感想文を書く題材として非常に書きやすい例が多く載っている感じ

がした。東京書籍は、生徒にとって興味深い活動が載せられている感

じがした。

○議 長・ほかに意見はあるか。なければ、国語の検討は以上で終了するがよろ
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しいか。

（異議なし）

書 写

○調査員・報告（別紙「中学校用教科用図書調査研究の結果（平成２８・２９・３０・３１年

度用） 平成２７年７月 平塚地区・秦野地区・伊勢原地区・大磯地区

・二宮地区」のとおり）

【質疑】

○委 員・毛筆の手本は半紙原寸大のものと、Ｂ５判のものがあるが、指導して

いてどちらが使いやすいか、あと、毛筆の指導で教科書に求めること

はどんなことか。

○調査員・手本のサイズについて、生徒の机にすずり、下敷き、手本を置くと、

余裕はないが、特に１年生は楷書から行書へ移っていくというところ

で、大き目のものは意味があると思う。

・毛筆の指導で、指導者が筆の流れ、筆脈というのを全体に示すことは

可能だが、筆の穂先がどっちを向いているのかということが、写真や

図でわかると、説明がしやすい。起筆から終筆の流れが写真や図とか

で示されていると良いと思う。

○委 員・行書と楷書があるが、どんな流れで指導するか、割合的にはどう配分

しているのか。

○調査員・小学校からの流れもあり、１年生は楷書を復習するような形で行い、

行書へ移行していく。その割合については各者それぞれである。

○委 員・学校生活や日常生活の中に活用するという点で、実際の指導の中で工

夫している点はあるか。

○調査員・文字を書くのは国語科だけではなくて、ノートのとり方や作文、レポ

ートの提出、それから行事のポスターの作成、年度当初の学年、学級

の目標の掲示など、そういう場面で見やすく書くにはどうしたらよい

か、考えさせながら指導している。

（調査員退室）

【検討】

○議 長・それでは、検討を進めたい。

○委 員・姿勢や鉛筆、筆の持ち方については小学校からも指導しているところ

であるが、中学校でも再確認したい大切なことだと思う。各者ともに

姿勢とか、筆の持ち方を丁寧に示しているが、東京書籍は鉛筆と筆の

持ち方を実物大で示していた。教科書の上に手を当てて持ち方を確認

できるところは、中学校入学段階の生徒にとってはわかりやすいと感

じた。

○委 員・行書の導入において楷書と比較し違いを見付けることは大切である。

併記されているのは、教育出版、光村図書、東京書籍、三省堂であっ
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た。

○委 員・毛筆の筆使いで、墨の濃淡を使って筆先がわかるように示してあると

ころが非常によい。特に光村図書と東京書籍は筆の運びを「トン、ス

ー、トン」という音で示しており、小学校での指導とつながり、わか

りやすいと思う。

○委 員・習ったことを使うことが大事である。光村図書がレポートの書き方な

ど、情報を整理して発信する仕方を丁寧に示していると感じた。

○委 員・小学校は国語の教科書と書写の教科書が同じ発行者ということで、中

学校はどうか考えてみた。国語の教科書で使われている文章等が扱わ

れたら、子どもたちにとっては親しみやすいのではないかと思うが、

必ずしも国語と書写の授業の進み具合が一緒とは限らないので、指導

する上では、発行者が別々であっても特に問題ないのではないか。

○委 員・東京書籍と学校図書は大き目の、実物大に近い手本を多く取り入れて

いる印象を持った。

・書写の時間は限られた時間の中で指導するため、つけたい力がすっき

りまとめられていることも大事。学校図書は内容が厳選されていると

思う。

・日常生活に使えるという観点は大事だと思う。各者とも本当にいろい

ろ工夫をしている。東京書籍で扱っている入学願書は必ずと言ってい

いほど生徒は使うわけで、全員に身近な題材かと思った。

・教育出版は新聞づくり、合唱発表会のチラシなど、身近で、子どもた

ちがすぐ使ってみることができると思った。

○委 員・卒業した後も役に立つものがいいと思う。手紙を封書やはがきで出す

ときに、読みやすく見せる文章構成ができるように示されている光村

図書、東京書籍がよいと感じた。

○議 長・ほかに意見はあるか。なければ、書写の検討は以上で終了するがよろ

しいか。

（異議なし）

社 会（地理的分野）

○調査員・報告（別紙「中学校用教科用図書調査研究の結果（平成２８・２９・３０・３１年

度用） 平成２７年７月 平塚地区・秦野地区・伊勢原地区・大磯地区

・二宮地区」のとおり）

【質疑】

○委 員・印象に残った工夫されている点を教えてほしい。

○調査員・例えばインパクトがある写真など、視覚的に生徒の興味を引くような

工夫が見られた。それらがたくさんある方が生徒にとって良いのでは

ないかと思う。

○委 員・地理の授業では地図帳や様々な資料を使う中で、教科書をどのように
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使っているのか。

○調査員・地理は現在の様子を生徒たちに伝えるのが一番だと思う。教科書を使

って今日的課題を考えさせつつ、教科書だけではなく、そういう課題

がどういう場所で、どういう気候がある状況で、というようなとき

に、地図帳と併用していくようにしている。

○委 員・日本と世界の構成の比率は、どちらが多い方が良いということはある

か。

○調査員・１年生で世界の各地域を学習し、２年生で日本の地域となるが、２年

生の方が地理の授業にも慣れているので、日本の方をより多く学習し

ているのではないかと思う。

○議 長・神奈川県の調査研究結果を見ると、大体４者とも世界が４５％ぐらい

で、日本は５５％前後となっている。

（調査員退室）

【検討】

○議 長・それでは、皆様から御意見をいただき、検討を進める。

○委 員・地理の実際の授業は、教科書の中に掲載されている写真やグラフ、

表、地図帳などを使いながら行われているところだが、各者の教科書

はそれぞれ特徴を持って、資料の面でも工夫がなされている。子ども

たちが環境学習をする上でもそういった補助資料はすごく大事だろ

う。

○委 員・各者ともキャラクターを使って、考える視点を子どもに示している。

資料の読み取り方については、世界の姿を紹介していく中で、東京書

籍、帝国書院は写真に印をつけ、読み方を示したり、グラフの読み取

り方を示したりしていた。日本文教出版では複数の写真を比較してい

く中で活用する手法を示していたと思う。

○委 員・技能の定着を図るためには地図の活用というのは非常に重要になると

思う。教育出版、東京書籍、日本文教出版では、世界の諸地域の学習

において、地域ごとに最初に大きな地図を掲載して、これから学習す

る地域についての地形や国名等が理解しやすいようになっていると思

う。

○委 員・統計資料は、子どもたちが自分で調べたり、興味関心を持っていくこ

とが大事である。そういう中で、日本文教出版の都道府県別の花、木、

鳥は、生徒が興味を持って見るだろう。教育出版、東京書籍は巻末の

ところに国別や県別の統計資料があり、自分で調べ学習をする時や、

授業で使う時には役に立つと思った。

○委 員・各者ともに見開きで１単位時間という構成になっており、単元末のま

とめが用意されている。東京書籍はまとめが１つ紹介されており、教

育出版、帝国書院、日本文教出版はまとめが２つ紹介されている。帝

国書院では各単元のまとめが章末のまとめにつながっていると思っ

た。
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○委 員・章末のまとめでは、帝国書院は「確認しよう」「説明しよう」「探求

しよう」という３つの項目を立て、多面的に振り返ることができるよ

うになっていた。

○委 員・各教科書とも指導のねらいに応じて地図の表記などを工夫してあっ

て、地理的にもわかりやすく説明されている。帝国書院、東京書籍は、

気候の説明に地形の断面図を使ったり、ヒートアイランドの様子も色

分けしたりしてあって、内容が理解しやすいと感じた。

○委 員・ぱっと見たイメージというか、インパクトが非常にあるなという感じ

がしたのが東京書籍と帝国書院であった。生徒の興味を引くという観

点からすると、カラフルだったり、写真の掲載が非常に鮮やかだった

りするのも大事ではないか。

○議 長・地理を学習していく上で日本や世界の地域の諸事情、それを地域の特

色や課題として捉えていくこと、それが大切かと思うが、教科書では

どのような配慮をしているのか、そのあたりはどうか。

○委 員・各者とも、とても資料の工夫があり、量も豊富でよいと思うが、それ

ぞれの地域で生活文化や環境、歴史的背景があろうかと思う。そのよ

うな様々な事象について関連づけながら学習ができるようになってい

ると思う。

・中でも、東京書籍は多面的に学習できるように内容が段階的に配列さ

れていると感じた。帝国書院は、教科書の中に盛り込まれている写真

や統計資料についての説明が非常に丁寧にされていると感じた。

○議 長・昨年の１月、中学校、高等学校の社会科学習指導要領の解説が一部改

訂されて、竹島と尖閣諸島の扱いが明記されたと思うが、その点につ

いて事務局から説明いただきたい。

○事務局・県の調査結果資料にも掲載があるとおり、地理的分野、歴史的分野、

公民的分野のそれぞれに、学習指導要領解説が一部改訂された部分、

竹島や尖閣諸島について記載がある。発行者によって若干文章量や表

現方法に違いはあるが、改訂された内容は全て記述されている。

○議 長・ほかに意見はあるか。なければ、社会、地理的分野の検討は以上で終

了するがよろしいか。

（異議なし）

社 会（歴史的分野）

○調査員・報告（別紙「中学校用教科用図書調査研究の結果（平成２８・２９・３０・３１年

度用） 平成２７年７月 平塚地区・秦野地区・伊勢原地区・大磯地区

・二宮地区」のとおり）

【質疑】

○委 員・特に印象に残っている工夫点はどこか。また、教科書は授業でどのよ

うに使われているのか。
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○調査員・章末のまとめのページには、学習した内容を年表や地図、写真を配置

し、その章を大まかに振り返るようになっている。また、その中で表

現力を育てるために、２００字や４００字位で書いてみようというコ

ーナーがある。そのようなコーナーが豊富になってきた。

・授業では、教科書の本文から入ることもあれば、写真やグラフなどの

資料から学習課題を設定することもある。授業の導入で用いたり、課

題解決の資料として用いたり、まとめで用いたりしている。

○委 員・以前は１年生で地理、２年生で歴史、３年生で公民を学習していたが、

今はどういう形で学習しているのか。また、言語活動は各者どのよう

に扱われているのか。

○調査員・授業は１年、２年とも地理と歴史を並行して学習する。およそ大きい

単元の切れ目で地理と歴史を交互にやっている。３年では、歴史の特

に現代史の部分を前半にやり、それが終了して公民的分野へ移行す

る。

・地理と歴史とを並行してやっていく中で、やはり中学校の教科の目的

として、地理、歴史をベースにした中で、最終的に３年生でやる公民

という分野で現代とか将来の課題を考えてみようという大きな目標に

つながると思う。

・言語活動としては、章末のまとめなどで、一言作文や論述、意見交換

会など、どの発行者にも設けられているかと思う。

（調査員退室）

【検討】

○議 長・それでは、歴史的分野の検討に入る。

○委 員・各教科書ともに第１章には小学校の学習との接続を図る記載がある

が、発行者によって特徴があると感じた。例えば帝国書院の２ページ

や、日本文教出版の６ページにはイラストをふんだんに使った表現が

ある。小学校で学んだ主な出来事や人物について思い出させる工夫が

あると感じる。歴史学習の導入として、子どもたちの興味関心を高め

る上で有効ではないか。

○委 員・各者の導入のところで、歴史学習の学び方について工夫が凝らされて

いると感じた。どの発行者も導入では時代や年代区分などを学習する

ページが設けられているが、東京書籍や帝国書院、自由社では、歴史

学習における調べ方やまとめ方も丁寧に書かれているという印象を持

った。

○委 員・教科書の大きさで、Ｂ判である清水書院、自由社、ＡＢ判の教育出版、

東京書籍、帝国書院、日本文教出版、育鵬社、Ａ４判の学び舎。清水

書院は大きさは小さいが、中身がコンパクトにまとまっており、資料

集も充実している。ただ、判は大きい方が写真なども大き目で見やす

い印象を受けた。学び舎では、８９ページのところに石見銀山から出

た小判の実物大の写真が載せられていた。
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○委 員・歴史の流れを子どもにつかませていくには、今の学習が年表中のどこ

なのか、どこの時代のことなのか意識させることが大切なのではない

か。東京書籍は見開きの左下、日本文教出版は見開きの左端に年表が

書かれていて、そこに本時の学習が位置づけられている。教育出版は

見開きのテーマの枠が年表になっていて、帝国書院は右ページの右端

に時代名の見出しのガイドがある。このガイドが巻頭の年表とつなが

っており、見たい時代のページを開きやすい。これも一つの特徴だろ

う。

○委 員・学習指導要領では思考力、判断力、表現力を育成するため、言語活動

をどの教科でも重要視している。そういう意味では、今回もどこの発

行者も、章末に時代の特徴をまとめるなどの工夫が凝らされている。

・特に、自由社では、「一言で言うと何々の時代だった」という、まとめ

のコーナーが印象的だった。自分でそこにキーワードを入れてみて、

２００字から４００字ぐらいの作文を書き、さらに意見交換や発表会

をやってみようなど、工夫されていると感じた。

・帝国書院と東京書籍は、章の初めにそこで習う時代の大局を勉強し

て、さらに章の終わりのところでまとめと結びつけるような工夫も見

られたと思う。

○委 員・県の調査資料では、戦後以降の現代史の教科書に占める割合が発行者

によって若干異なっていることが示されている。学習指導要領にも、

現代社会についての理解が深まるように近現代の学習を一層重視す

る、ということが書かれているが、他国とのより良い関係を築いてい

く上でも、現代史をじっくり学習してほしいと思う。特に帝国書院、

東京書籍、日本文教出版は比較的ページ数の割合が多いと感じた。

○委 員・教育出版の年表では、世界と日本の位置づけの関連性があり、良いと

思う。学び舎では、教科書が大きい分だけ中のイラストなどがとても

見やすく、興味を引くという感じはするが、年表にうまく関連性がで

きていると、もう少し見やすくなったのではないか。

○委 員・社会科の学習の中で、学習課題を押さえ、基礎基本をきちんと確認し

ていくことは大切だと思う。見開き２ページに学習課題がはっきり示

されていて、どの発行者も右下に振り返りのコーナーを掲載してい

る。東京書籍、清水書院、自由社、育鵬社は学習課題があって、右下

の振り返りの中で言語活動も設けている。さらに学習の確認と説明と

いうステップになっているのが教育出版、帝国書院、日本文教出版で

あった。

・伊勢原の子どもたちに、どういう力をつけさせていくのか。言語活動

ももちろん大事であるが、まず基礎基本がきちんと押さえられ、それ

をきちんと振り返ることができるものがいいのではないか。

○議 長・ほかに意見はあるか。なければ、社会、歴史的分野の検討は以上で終

了するがよろしいか。
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（異議なし）

社 会（公民的分野）

○調査員・報告（別紙「中学校用教科用図書調査研究の結果（平成２８・２９・３０・３１年

度用） 平成２７年７月 平塚地区・秦野地区・伊勢原地区・大磯地区

・二宮地区」のとおり）

【質疑】

○委 員・最も印象に残った工夫点は何か。教科書は授業でどのように使われて

いるのか。

○調査員・授業において、子どもたちが写真や統計資料などから思考し、判断を

行い、そして一つの結論を得るという学習が大切かと思うが、そのよ

うな展開ができる工夫が各者ともに見られた。

・教科書は最も基本となる教材であり、まず教科書に一通り目を通した

り、子どもたちが声を出して読んでみたりというところから始め、そ

の中で図版などを見ながら子どもたちの考えを引き出していくように

努めている。必要があれば、その場で少人数班をつくり、ある課題を

与え、それで子どもたちがお互いに話し合う中から結論を導き出して

いく。教科書はこのような学習活動の補助として役立てている。

○委 員・将来、民主的な社会、国家の形成者として必要な資質を養うためには、

授業で自分の考えを述べたり、また議論などを通して互いの考えを深

めるような活動が必要になってくるかと思うが、そのような活動は取

り入れられているか。

・地理や歴史で学習したことが、公民の授業でどのように生かされてい

るのか。

○調査員・子どもたちが話し合い、友達から受けたアドバイスを参考にして、自

分の中で新たな気づきが生まれることは非常に大事なことかと思う。

授業の中で極力そのような学習活動を取り入れていきたいと考えてい

る。

・例えば平和主義の学習では、第二次世界大戦等、歴史で学習したこと

と関連づけて、憲法９条、平和主義の大切さなどを指導していきたい

と考えている。

・地理で南アメリカやアフリカを学習していく中で植民地化が行われた

ことに触れる。歴史分野では大航海時代、スペインやポルトガルを中

心に植民地化が行われていくことを学習し、地理で学習したことと関

連づける。さらに、植民地化が行われれば、現地の人々が奴隷化、あ

るいは、強制労働などで苦しんだり、病気で倒れていったり、という

ことを学習する中で、人権の部分にそれを関連づけていけると考え

る。

（調査員退室）
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【検討】

○議 長・それでは、公民的分野の検討に入る。

○委 員・対立とか合意、それから、効率や公正の概念について、それぞれの教

科書では、第１章や序章の中で具体的な事例を挙げて、社会的な見方

や考え方を学習させる工夫がなされている感じがした。

・特に東京書籍の各章のまとめや、日本文教出版の「チャレンジ公民」

では、ただ意見を戦わせるだけではなくて、それがその先に継続され

たり、発展したりするような課題が設定されており、繰り返し学習が

できるような工夫がなされているという感じを受けた。

○委 員・言語活動という部分についてはかなり各者も工夫されていると思う。

自由社、清水書院は卒業論文を書いてみようということで、ここで学

習したことを活用して、卒業期に当たって、論述という言語活動を行

う。また、ディベートやロールプレイなどの表現活動を取り入れてい

るのが、例えば東京書籍、教育出版、帝国書院、日本文教出版、育鵬

社である。

・公民の基本である、例えば対立と合意、効率と公正、それらを演習形

式で理解させる工夫が凝らされていたのは、東京書籍、教育出版、帝

国書院、日本文教出版であった。

○委 員・これから国際社会に生きる子どもには、冷静な目を育ててほしい。例

えば１つの場面を見て、１つの考え方だけではなく、別の角度や視点

から見ると違う、というように多角的、多面的に見ること。各者、デ

ィベートなどを通して、いろいろな考えを聞く工夫をしているが、帝

国書院のイエス・ノーというのは、ぱっと子どもが見てわかりやすい

のではないか。

○委 員・政治や経済の言葉は難しく、なじみが薄いが、各章のまとめとして東

京書籍、日本文教出版、自由社、育鵬社、清水書院では重要語句が示

され、ポイントがわかりやすいと思った。

○議 長・巻末の日本国憲法について、解説のあるものとないものがあるが、子

どもたちにとってはどうなのか、何か御意見はあるか。

○委 員・用語は子どもたちにとって難しいものだと思うので、東京書籍、教育

出版、清水書院、帝国書院、日本文教出版、育鵬社のように巻末に日

本国憲法の中の用語が説明されるということは、学習の助けになると

考える。

○委 員・地理的分野との関連で東京書籍、清水書院、日本文教出版には現代の

世界地図が掲載されていた。自由社には、巻末に我が国の領域を示す

地図が掲載されている。また、歴史的分野との関連では、東京書籍、

教育出版、清水書院、帝国書院、日本文教出版、育鵬社に現代史の年

表が掲載されていた。各者ともに他の分野との関連もさまざま工夫さ

れているが、資料の配置や掲載の仕方などについては東京書籍、日本

文教出版が全体的にバランスがよいのではないかと思った。
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○委 員・帝国書院には「地歴を振り返る」というコーナーがあり、既習内容

を意識的に振り返ることができるように配慮されている。

・東京書籍は「公民にアクセス」、「深めよう」などのコーナーが、日本

文教出版は「連携コーナー」が設けられ、小学校から学習してきた社

会科、それと地理、歴史との関連が示されている。

○議 長・ほかに意見はあるか。なければ、社会、公民的分野の検討は以上で終

了するがよろしいか。

（異議なし）

地 図

○調査員・報告（別紙「中学校用教科用図書調査研究の結果（平成２８・２９・３０・３１年

度用） 平成２７年７月 平塚地区・秦野地区・伊勢原地区・大磯地区

・二宮地区」のとおり）

【質疑】

○委 員・印象に残った工夫点はどんなことか。また、実際地図帳は授業の中で

どのように使っているのか。

○調査員・東京書籍は資料をふんだんに使っている地図帳であり、立体的な鳥瞰

図もたくさん掲載されている点が工夫点であると思う。

・帝国書院は、教科書に合わせながら作られていると思うので、比較す

ると資料は少な目ではあるが厳選されている。地理だと、教科書のほ

かに資料集、ワークなどもあり、生徒は持ち物が多いので、その点で

も配慮は必要かもしれない。

・地理の授業中は教科書と地図帳は必ず机上に置いて、教科書で大事な

地名が出てきたときには、どこにあるか地図帳を開く。併用して学習

することが重要だと思う。

○委 員・歴史や公民の授業で、地図帳を使うことはあるか。

○調査員・歴史や公民でも、大事な場所、地名は出てくるので、毎回ではないが、

教科書と併用して使っている。

（調査員退室）

【検討】

○議 長・それでは、皆様から御意見をいただき、検討を進める。

○委 員・帝国書院はたぶん我々が中学生のときに使ったような地図帳、そうい

うイメージが強い。東京書籍は、資料のボリュームがとても多いとい

うイメージが強い。帝国書院は、地域の特徴がつかめるように地図帳

の中で配慮されていて、なおかつ、地図帳の中に「やってみよう」「地

図を見る目」など、子どもたちの学習活動を促すようなものになって

いるという気がする。

・東京書籍は資料が多い分、例えば写真や絵が豊富だから、子どもたち

に視覚的に訴える地図帳であると感じた。
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○委 員・地図は地理だけでなく、歴史や公民でも使う。両者とも歴史的事象が

起こった場所などが一目でわかるように地図上に示されているので、

使いやすいのではないか。

・帝国書院の大陸側から見た地図、東アジアから見た日本の地図、これ

はやはり大きな特徴だと思う。日本が文化的な部分でも大陸から影響

を受けていること、縄文時代、弥生時代の文化がどうしてこちらか

ら入ってきたのか、そういう部分について視点を変えて見るとわかり

やすい。そういう大切な視点を示している地図帳ではないか。

○委 員・東京書籍は、目的に沿って作成された地図にキャラクターが出てき

て、疑問を投げかける形で生徒に考える視点を持たせている。そこが

東京書籍の特徴だと思った。

○委 員・帝国書院に「眺めてみよう」というコーナーがあり、写真やイラスト、

地形の断面図、土地利用と植生といったものを掲載し、生徒が地域を

多面的に捉えるような工夫がされていると感じた。拡大図は等高段彩

表現や鳥瞰図が使われており、地域の産業等、具体的に捉えられるよ

うに記号なども記載されていた。

○委 員・東京書籍は、生徒が見やすいように統計資料の枠や文字が大きく示さ

れていた。紙やインクにも配慮があり、蛍光灯にも反射しにくいよう

に見えた。

○委 員・県の資料によると、帝国書院の方が項目数が多くなっている。索引は、

国名、都道府県名は赤い文字で、人の名前や都道府県庁所在地につい

ては大文字で記されたり、世界遺産には印がついていたりという特徴

がある。

○委 員・東京書籍は、テーマごとに資料を検索できる資料索引が設定されてお

り、教科書での学習内容に適した資料が探しやすいように工夫されて

いると思う。索引では、国名、首都、都道府県名、県庁所在地等は赤

い文字で、自然の山、川は青い文字で印がされている。

○委 員・索引について、東京書籍が１７０ページ、帝国書院が１６８ページに

日本の部があるが、帝国書院は細かく出ていて、例えば町村合併で名

前が変わったところなども取り上げられていて、充実している。子ど

もたちは、地図上の位置を調べるときなど、まず後ろの索引を見て探

す。載っている件数が多いのは帝国書院であった。

○委 員・両者を比べ、地図の完成度が高いのはやっぱり帝国書院かと思う。例

えば、帝国書院５１ページ、東京書籍３７ページに同じヨーロッパの

地図が載っているが、立体的なところの見やすさに関して、帝国書院

の方が良いと感じる。しかし、資料的な扱いで見るというのであれば、

東京書籍の方が良いと感じるので、一長一短、甲乙つけがたい。

○議 長・ほかに意見はあるか。なければ、地図の検討は以上で終了するがよろ

しいか。

（異議なし）
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数 学

○調査員・報告（別紙「中学校用教科用図書調査研究の結果（平成２８・２９・３０・３１年

度用） 平成２７年７月 平塚地区・秦野地区・伊勢原地区・大磯地区

・二宮地区」のとおり）

【質疑】

○委 員・算数、数学は特に積み上げの教科というか、小学校との関連、つなが

りが非常に大切になる教科である。小学校の算数とのつながりを扱う

部分で、各者の教科書にどのような違いがあったか。

○調査員・章の冒頭に載せてあるものと、巻末にまとめて載せてあるものがあ

り、そこが大きな違いだと思う。授業をする上では、章の冒頭にある

方がやりやすいと思う。

○委 員・身の回りの事柄と数学とのかかわり、関連について取扱いに違いがあ

ったら教えていただきたい。

○調査員・取り扱っている題材に違いがある。視力検査のＣの文字、ランドルト

環の直径と視力の数値が反比例しているというのがあり、反比例の単

元で扱っている発行者が複数あった。今までになかった題材を扱うと

ころもあった。従来載せているものよりも、さらに発展した内容をさ

らにつけ加えてというところもあったので、発行者によって多少の違

いはある。

（調査員退室）

【検討】

○議 長・それでは、数学の検討に入る。

○委 員・言語活動の充実という点で各者さらに工夫されている印象を受けた。

話し合って解決する課題や、自分の考えを数学的に説明し、伝え合う

活動が設けられている。特に学校図書においては巻末に協同学習のペ

ージがあり、その中でレポートにまとめたり、説明したりする仕方に

ついてのページが設けられている点が印象に残った。

○委 員・啓林館は取り外しができるような別冊がつけられている。内容も充実

しているのだが、中学生の実態として、これを学校に持ってくるのを

忘れたり、なくしてしまったりする懸念があるかと思った。

○委 員・ボリュームも一つの視点であるが、それよりもバランスの良さが大事

だと感じる。設問の配置の仕方もとても大事であると思う。特に、東

京書籍、日本文教出版は、各単元の練習問題の数が多く設定されてい

る教科書だと思った。

・大日本図書では説明や解き方が示されている基本問題の数が多い。こ

れは自学自習に適していると思った。教育出版や啓林館は、章末や巻

末の問題数が多い。特に教育出版は、１年生で顕著である。学校図書

は、図形の学習で使用する付録が多く含まれている。実際に子どもた
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ちが操作して学習を深めることができるので、とても良い。

○委 員・復習しながら積み上げていくことが、数学ではとても大事なことと思

う。どの教科書も学年間のつながりを意識しながら作られているとい

う印象を持っている。特に数研出版は、巻頭に「チェックチャージ」

というものを設けており、前学年までの確認などを載せながら、生徒

が自らの理解に応じた学習ができるような工夫が伺える。

○委 員・子どもたちが自分で問題を解くだけでなく、こういうふうに解いた、

こんな解き方もある、と説明し合うなどの言語活動が大切で、各者と

も工夫が見られる。中でも、啓林館や大日本図書で多く扱っていると

いう印象を持った。

○委 員・小中の円滑な接続という点で、どの発行者も１年の最初は正の数、負

の数の単元で、導入には身近な題材を扱っていると感じた。啓林館は

見開きにキャラクターが見つけた日本一の写真を載せてあり、小学校

社会科で学習したことを話題にしながら導入できると思った。

・東京書籍は、見開きに山と海のイラストがあり、その周りに写真と標

高、水深をあらわす数字が大きく書かれ、生徒にとってイメージがも

ちやすいと感じる。基準を決めて、それからの増減や過不足などを正

の数、負の数で表すことができるという学習内容にもつながってい

く。

・学校図書は、見開きに日本列島のイラストが大きく載せられ、日本各

地では地域によって気温が違うこと、そういったことを意識させた上

で気温のほかに身の回りにあるマイナスのついた数を探してみようと

いうことで生徒に課題を投げかけていた。

○委 員・東京書籍では正負の数の利用で、バスケットボール部員の大きなイラ

ストが出てきたり、啓林館では恐竜の話が出てきたり、と興味関心を

持たせる工夫が見られた。

・東京書籍では例題と問題の間に確かめというところがあって、学習の

定着という面で良い工夫がされている。

○委 員・学校図書は教科書自体にカラフルさがあり、イラストも多かったり、

めりはりがあるという印象である。

○議 長・ほかに意見はあるか。なければ、数学の検討は以上で終了するがよろ

しいか。

（異議なし）

理 科

○調査員・報告（別紙「中学校用教科用図書調査研究の結果（平成２８・２９・３０・３１年

度用） 平成２７年７月 平塚地区・秦野地区・伊勢原地区・大磯地区

・二宮地区」のとおり）

【質疑】
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○委 員・最も印象に残った工夫点などあれば教えていただきたい。

○調査員・５者とも、実験や観察、考察というところに大変力を入れて丁寧に構

成されていると思う。特に今までの教科書より、目的はこういうもの

であるとか、考察はこういうところが大切であるという記述がさらに

丁寧になったことが、今回印象に残った。

○委 員・導入等で子どもたちの興味関心を高めるという点で、神奈川県内とか

伊勢原市とかに関するような資料は掲載されているか。

○調査員・５者とも全て神奈川県に関する内容は載っていた。特に地形に関する

ところが多かった。三浦半島や江ノ島、そして箱根、そういったとこ

ろの記載が多くあったが、残念ながら伊勢原に関しては掲載はなかっ

た。

（調査員退室）

【検討】

○議 長・それでは、理科の検討に入る。

○委 員・どの発行者も単元の初めなどに既習事項が確認できるように配慮され

ていると感じた。学校図書は、単元を学習する前に小学校での既習内

容を確認する場が設けられており、学習内容の系統性を踏まえて構成

されていると感じた。

・東京書籍は、これまでに学んだことと、この単元で学ぶこととして、

生徒が見通しを持って学習に取り組めるような配慮がされていると感

じた。

○委 員・啓林館の「マイノート」という別冊が全学年についているが、生徒が

自学自習をするという点でよいのではないか。また、各者ともに言語

活動の充実について配慮されているが、話し合いや発表の場が設けら

れていたり、観察や実験などについてのレポートの書き方なども具体

的に丁寧に取り扱われていたりしているという印象を受けた。

○委 員・なぜ科学を学ぶのかというところを子どもたちに実感してもらうこと

が大事だと思うが、各者ともコラムなどを通して取り上げている。教

育出版は、「ハローサイエンス」の中で、例えば２年生では、電磁場の

原理が実際ＩＣカードのシステムに利用されている、ということを記

載するなどして、日常生活と関連させた記述を多くしているという印

象を持った。

○委 員・生徒が実験に向かうときに、安全面はとても気を使わないといけな

い。安全への配慮という部分では、大日本図書は実験のときの注意書

きが色分けしてあり、ぱっと見て、ここは注意すべき点だということ

がよくわかるようになっている。

・啓林館は、それぞれ手順ごとに注意するところが赤字で書かれてあ

り、はっきり目立つようにしてある。実験上の安全に配慮されている

印象を受けた。

○委 員・県の調査によると、実験や観察、それと自然体験や科学的な体験の一
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層の充実という観点で、ものづくりとか、継続的な観察が多く取り上

げられているのは大日本図書である。神奈川県に関する資料の取扱

いという部分で、東京書籍のほか、大日本図書でも多く取り上げら

れている。子どもの関心を高める要素の一つだと思う。

○委 員・全部の発行者が科学技術の進歩、それと環境というテーマを扱ってい

る。大日本図書では、３年生の最後のまとめとして、自分で身の回り

の環境を調べて、持続可能な社会にする方法を自分で考えるという学

習活動を取り上げている。これまで学んだきたことを生かす最後の集

大成として、最後は自分の問題として学習のまとめができるような取

り上げ方をしていると感じた。

○委 員・中学ぐらいからどんどん専門的に難しくなってきて、自分と何の関係

があるのかなと、勉強している意味がわからないということを子ども

からよく聞くようになる。これが今の社会のどんなことに役に立って

いるか、活用されているのか、どの教科書も多くそういうのを取り上

げているが、東京書籍の「フロム・ジャパン」というところで、特に

身近に日本の技術の高さというのを取り上げているのが印象に残った。

○委 員・単元の配列は各学校の教育課程の編成に大きくかかわるもので、非常

に重要な視点になると思う。学校図書と教育出版は、教科書の前半を

第１分野、後半を第２分野という形に、啓林館は、逆に前半を第２分

野、後半を第１分野という構成にしている。これは各学校の実態に応

じて、柔軟に年間指導計画が作成できるような配慮ではないかと感じ

る。それに対して、東京書籍は、生徒の発達の段階や観察しやすい時

期などを考慮して、単元が配列されているという感じがした。大日本

図書は、１年生から３年生までの理科室の使用が重ならないような、

そういう配慮がされている感じがした。

○委 員・調査員からあった伊勢原市の実態として、各学校の実態に応じて、実

際には単元構成を入れかえているということだが、生徒にとってみる

と、教科書の配列の順番に進めれば一番混乱がないのではないか。た

だ、どんなに工夫しても、理科室の数や学級数など、各学校によって

置かれている環境というのは異なるので、各学校の実態に応じてやっ

ていくのだろう。

○委 員・単元を入れかえるということの配慮について各者工夫されているとは

思うが、生徒の立場から見ると、真ん中にある単元を最初にやるとい

うのは、違和感もあるのではないか。そういう意味では、初めに単元

構成に配慮されていれば、その方が使いやすいという視点はあるので

はないかと思う。

○議 長・ほかに意見はあるか。なければ、理科の検討は以上で終了するがよろ

しいか。

（異議なし）
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音楽（音楽一般）

○調査員・報告（別紙「中学校用教科用図書調査研究の結果（平成２８・２９・３０・３１年

度用） 平成２７年７月 平塚地区・秦野地区・伊勢原地区・大磯地区

・二宮地区」のとおり）

【質疑】

○委 員・教科書には多くの教材があると感じている。授業では教科書がどのよ

うに使われているのか。生徒が意欲的に活動している曲があれば、教

えていただきたい。

○調査員・授業時数が少ないため、全部は扱えない。共通教材は必ずやる。あと

は、文化祭の中で歌ったり、学年末で歌ったりする機会があれば、そ

こで何曲かピックアップして歌っていくような形で教科書を使ってい

る。

・子どもたちが好むような曲というのは、やはりテンポの速い曲だと

か、子どもたちが共感しやすい歌詞の曲である。

○委 員・歌唱などの表現と鑑賞、創作について、どのように関連させながら指

導しているか。

○調査員・できるだけ鑑賞したものを表現でも扱う。例えば、ビバルディの「春」

の最初のメロディを聞かせて、リコーダーで演奏するとか、創作で、

例えば最初の４小節を自分が吹いて、その後をどう続けるか、子ども

たちが作るなど、関連させている。

（調査員退室）

【検討】

○議 長・それでは、音楽一般の検討を進めていく。

○委 員・教育出版は表現と鑑賞の学習活動を関連させながら展開できるよう

に、題材構成が工夫されていると感じた。教育芸術社は、各教材にか

かわる共通事項が非常にわかりやすく示されている。

・挿絵や写真は教育出版の方が大きく示されているので、子どもがイメ

ージしやすいのではないか。

○委 員・創作について、教育出版では最初のメロディが示され、「次を創造して

みよう」など、続きのメロディを自分で教科書に実際に書き込める工

夫がされている。教育芸術社は、創作のポイントを吹き出しという形

で示し、子どもたちが興味関心を持てるよう工夫されていると感じ

た。

○委 員・生徒が関心を持てる曲が多いのは教育出版ではないかと思う。学校行

事で活用する曲は、教育芸術社の方も良いと思う。

○委 員・その曲をイメージさせやすくしているのは教育出版という感じがす

る。曲に合わせた背景や写真、イメージできるようなものが多く取り

入れられている。

○議 長・ほかに意見はあるか。なければ、音楽一般の検討は以上で終了するが
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よろしいか。

（異議なし）

音 楽（器楽合奏）

○調査員・報告（別紙「中学校用教科用図書調査研究の結果（平成２８・２９・３０・３１年

度用） 平成２７年７月 平塚地区・秦野地区・伊勢原地区・大磯地区

・二宮地区」のとおり）

【質疑】

○委 員・学習指導要領の解説には、和楽器については「３年間を通じて１種類

以上の楽器を用いた表現活動を通して」と示されているが、実際授業

ではどのような楽器を扱っているか。和楽器の指導は難しいと思う

が、外部指導者と協力して行うことがあるのか。

○調査員・本校では、１年生で三味線を外部指導者の方に来ていただいて学習す

る。三味線で「さくらさくら」のメロディを弾く。２年生は琴。これ

は鑑賞と関連させ、私が教える。３年生では力が要る和太鼓を外部指

導者の協力のもとで指導している。

○委 員・歌唱と鑑賞、それから創作と器楽がどのように関連して学習が展開さ

れていくのか。

○調査員・できるだけ同じ教材で、歌唱で扱った曲をそのままアルトリコーダー

でやった方が時間短縮できる。また、表現も時間がその分２倍とれる

ので、子どもたちの技能が向上しやすい。鑑賞・創作についても、で

きるだけ同じ教材があれば、一緒にやっている。

○委 員・音楽一般の教科書と器楽合奏の教科書は、同じ会社の方が使いやすい

か。

○調査員・今回のこの調査をやるに当たって、他市の先生から聞いた話では、器

楽と一般が違う教科書だと使いにくいとのことで、同じ方が良いと思

った。

（調査員退室）

【検討】

○議 長・それでは、引き続き器楽合奏の検討に入る。

○委 員・２者とも幅広いジャンルから曲が掲載されている気がする。また、２

者とも互いの音を聞き合って、グループ活動の中で、仲間と協力をし

たり助け合ったりする、そういった教育活動がしやすいようなつくり

になっているという気がした。

○委 員・器楽というのは結構個人差が大きいものと思う。そういう意味では、

指導方法にも工夫が必要。教育出版は、演奏者の手元を拡大した写真

を多用して、見やすく、わかりやすく工夫されている。アルトリコー

ダーもソプラノも、どちらもできるように、工夫がされていると思っ

た。
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・教育芸術社は、同じようにそれぞれの練習方法や演奏のポイントが記

載されている。リコーダーでは使用する音域をきちんと示して段階的

に学習できるように曲の配列を工夫していると感じた。

○委 員・器楽の基礎的な技能の習得では、子どもたちが知っている曲か、そう

ではないかで、かなり練習意欲も違ってくるかと思う。その点で、教

育芸術社、教育出版、両方とも魅力的な曲を取り上げているという印

象を持った。

○委 員・和楽器について、教育出版は各楽器の奏法や歴史、演奏家からの言葉

などが掲載されており、特に演奏家からの言葉は生徒の興味関心を高

めることができるのではないか。また、和楽器を使ったアンサンブル

が複数取り上げられていた。教育芸術社は各楽器の伝来ルートである

とか、他の楽器との比較などを掲載しており、理解を深める内容とな

っていると感じた。和楽器を使ったアンサンブル曲だけでなく、諸外

国の民俗音楽も取り上げられている点が特徴的であると感じた。

○議 長・ほかに意見はあるか。なければ、音楽、器楽合奏の検討は以上で終了

するがよろしいか。

（異議なし）

美 術

○調査員・報告（別紙「中学校用教科用図書調査研究の結果（平成２８・２９・３０・３１年

度用） 平成２７年７月 平塚地区・秦野地区・伊勢原地区・大磯地区

・二宮地区」のとおり）

【質疑】

○委 員・印象に残ったところや工夫点はどんなところか。

○調査員・一番工夫されていると思ったのが、開隆堂の人の表現に絞った美術史

年表で、わかりやすいと思った。

○委 員・教科書は授業の中でどのように使われているか。

○調査員・掲載されている各題材を参考にする。資料として活用する。

○委 員・どの教科書も生徒の作品が豊富に掲載されているが、教科書に載って

いる生徒作品は授業の中でどのように活用しているか。

○調査員・生徒の制作のヒントとして使っている。

（調査員退室）

【検討】

○議 長・それでは、美術の検討に入る。

○委 員・美術科においては、表現とか鑑賞の学習の基盤となる共通事項があ

る。各者とも題材ごとにねらいや目標、振り返りが明記されているな

ど、すごく配慮がなされている。特に光村図書は、題材の目標が４観

点で示され、それに加えて問いかけというコーナーがあって、左上に

示されているが、共通事項の内容を意識する上で大切だと思う。
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・開隆堂は、学習の振り返りとして自己評価を４観点で行うコーナーが

あった。生徒が学習をすることで、こういう力をつけることができる

という意識を持たせることが主体的に学習を行う上ではとても大切な

ことだと思う

○委 員・小学校からの９年間を通して共通事項を学んでいく上で、小中との接

続、連携は大事である。図工と美術はどう違うのか、美術では何を学

ぶのかということを、子どもたちは興味関心を持ちながら中学生の美

術を始める。開隆堂は、美術の学習を端的に、「表すことの学び」「感

じることの学び」としており、わかりやすく説明している。

○委 員・自分の作品に対してコメントをつけたり、仲間の作品について互いの

意見を言い合ったりとか、そういったことが言語活動に通じる。主に

鑑賞において行われている。特に開隆堂は、問いかけをすることで、

生徒の鑑賞学習への興味関心を高める工夫がされていると思う。

○委 員・学習指導要領の美術科の目標に示されている、「美術文化についての理

解を深める」という部分では、各者ともそれぞれ配慮されていると感

じた。光村図書の「風神雷神図」、「ゲルニカ」は見開きになっていて、

迫力を感じさせる。

・日本文教出版は、調査員の報告にあったように紙質に特徴がある。開

隆堂は、美術史年表において人の表現に絞って図版を掲載しており、

時代による表現の違いがわかりやすい。

○委 員・はさみの使い方一つにしても技能には個人差があるため、技法の指導

は丁寧に行っているが、光村図書は技法について丁寧に扱っている印

象をもった。例えば、こうやって構図を決め、鉛筆はこう持ち、とい

う具合に。開隆堂も扱っているが、生徒の姿を用いて示される場面が

多かったと思う。

○委 員・美術が苦手な子どもたちは、美術は遠い世界のものと思ってしまうか

もしれないが、光村図書の、生活に根差しているユニバーサルデザイ

ンの紹介などに触れることで、こういう美術もあるのだ、と自分の身

近な美術の存在に気づけるのがいいと思った。

○議 長・ほかに意見はあるか。なければ、美術の検討は以上で終了するがよろ

しいか。

（異議なし）

保健体育

○調査員・報告（別紙「中学校用教科用図書調査研究の結果（平成２８・２９・３０・３１年

度用） 平成２７年７月 平塚地区・秦野地区・伊勢原地区・大磯地区

・二宮地区」のとおり）

【質疑】

○委 員・保健体育の中でも言語活動の充実が求められているが、教科書の中
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で、どのように扱われていたか。

○調査員・各者とも、言語活動に関する掲載がある。例えば、東京書籍では、巻

頭に保健体育の学習方法というのがあり、そこにブレインストーミン

グのやり方、ロールプレイングのやり方等も示されている。

○委 員・構成について、体育編と保健編が交互に繰り返しているものが１つ、

体育編が先になっているものが２つ、保健編が先なのが１つという形

になっているが、使いやすさに何か違いがあるのかどうか。

○調査員・今までの形と同様のものを使えば、慣れているので使いやすい、とい

うこともあるが、特にどちらが先でも影響はないと考える。

○委 員・スムーズな学びという意味で、小中の接続が重視されているが、教科

書の中ではどのように扱われていたか。

○調査員・各単元の最初のところで、小学校のときの学習から、今までの経験を

生かした中での質問が各者とも書いてあり、そういったところが子ど

もたちにもわかりやすいのではないか。例えば大日本図書でいうと

「考えよう」というところであったり、学研では「ウォームアップ」

というところだったり、自分が経験してきた内容を思い出しながら取

り組むような内容になっている。その点はつながりに配慮されている

と思う。

（調査員退室）

○議 長・それでは、検討を始める。

○委 員・東京書籍は、巻頭の「この教科書の使い方」、それと「保健体育の学習

方法」というのがあり、言語活動の充実を目指した授業展開に役立つ

工夫がされているという気がする。「やってみよう」「保健体育クイズ」

など、子どもたちの興味を引きつけるような工夫がされていると思う。

・学研は、ページ数、総ページは東京書籍と並んで多い教科書である。

県の調査によると、ページ数だけではなくて、中に含まれる資料の点

数も多い教科書だと示されている。特に性に関する指導の部分を見比

べると、学研の教科書は穏やかなイラストと顕微鏡の写真をうまく組

み合わせて説明がされていて、子どもたちの発達の段階を考慮してい

るという感じがする。

○委 員・大日本図書は、東京書籍と同様ＡＢ判で紙面が広く、東日本大震災の

写真など、一つ一つの写真や資料が大きく割り付けられている。既習

の知識を活用して、それで解決を試みる、そういう活用問題を設定し

ている点も印象に残った。

○委 員・大修館は判も小さく、ページ数も少ないが、いろいろな資料がコンパ

クトにおさめられている。その分シンプルでわかりやすいという印象

を受けた。また、「クエスチョン」というコーナーでは、生徒の身近な

課題から主体的に考えられるような工夫をしていると思った。「トラ

イ」というコーナーでも、自ら考え、判断して、表現する力が身につ

くように課題設定されていると思った。
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○委 員・大修館は単元末に、学んだことを振り返って再確認できるようになっ

ている。大日本図書の章末のまとめでは、重要語句や要点の再確認が

できるようになっている。これに対して学研や東京書籍は、まとめの

場面で、習得した知識を活用する学習活動ができるようになってい

る。

○委 員・保健体育は体のことを学ぶが、写真とかが多く載っているのもいい

が、先ほどもあったようにイラストなどで優しく伝えるのも大切であ

る。

○委 員・子どもたちの発達の段階を考慮して、そういったイラストや写真を載

せて、それを活用するというのが理想だと思う。中学校では小学校と

同じものではなくて、よりリアリティのある、もっと深みのある授業

を展開していくべきではないか。

○委 員・子どもたちにちゃんと伝えてほしいところがぼかされた説明ではな

く、注意すべき点などきちんと伝えていただくことが必要。リアリテ

ィのあるものでしっかり教えていただくことも視野に置いた方が良い

のではないか。

○議 長・指導内容については、学習指導要領の中で定められているので、それ

に対して指導する上でどういう資料が適切かというあたりは学校でも

工夫しているところである。

○委 員・小中高の系統性ということについて、東京書籍は、高校への系統性も

明記している。小学校で学んだことを記入する導入もあり、小中高の

系統性ある指導を意識した編集になっているというふうに感じた。ま

た、教科書に生徒が記入するスペースを設けたり、「やってみよう」

「考えてみよう」などクイズ形式で繰り返し学習内容を身につけたり

する工夫があったと思う。

○議 長・ほかに意見はあるか。なければ、保健体育の検討は以上で終了するが

よろしいか。

（異議なし）

技術・家庭（技術分野）

○調査員・報告（別紙「中学校用教科用図書調査研究の結果（平成２８・２９・３０・３１年

度用） 平成２７年７月 平塚地区・秦野地区・伊勢原地区・大磯地区

・二宮地区」のとおり）

【質疑】

○委 員・実際に授業の中で教科書はどのように使われているのか。

○調査員・実習例が非常にたくさん載っているので、資料的な扱い方をすること

が主になるが、情報モラルなど内容によっては教科書を読んでいく授

業もある。

○委 員・教育基本法に示されている伝統と文化について、各者どのように扱っ
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ているのか。生活と技術とのかかわりについて理解を深められるよう

な配慮をされているか。

○調査員・例えば木材を使った制作物では、昔はくぎとか、ボンドとか、一切使

っていないという話を絡めながら指導していく。教科書の中には、

「匠」の話が載せられているものがある。今日の技術に至るまでの過

程に触れながら話をすることも可能な取扱いとなっている。

・生活と技術について、特にエネルギー問題の部分では、発電の問題か

ら、発電所から来た電気を使って、と話をする中で、電気の大切さ、

生活には不可欠いう話につなげていく。生活と技術の関わりについて

身近な例から気づかせる工夫がされている。

（調査員退室）

【検討】

○議 長・それでは、皆様から御意見をいただき、検討を進める。

○委 員・３者とも、教科書の冒頭で、ガイダンス的な内容が設定されており、

技術を学習する目的や技術が果たす役割が示され、３年間の学習を見

通した教科書になっていると感じた。

○委 員・県の資料によると、表記表現の部分で問題解決的な学習活動の数や言

語活動の充実に関する学習の数は、東京書籍、開隆堂は多目であった。

○委 員・ものづくりの体験が少ない子どもたちの実態から、開隆堂は、ものづ

くりの進め方ということで、材料のことから始まって、切断の仕方な

ど、丁寧に扱われていて生徒がイメージをつかみやすいと感じた。

○委 員・実際に作業を行うのに、教育図書が写真も大きく扱っており、わかり

やすいと感じた。実技の技能の内容説明についても、子どもの目線か

ら説明しているという印象である。

・東京書籍は、ものづくりなどの学習教材が豊富に載っており、各学校

の実態に応じて選択できるようになっていると感じた。作業では、安

全面の指導は欠かせないが、各者とも注意を促す記述など、具体的に

わかりやすく説明されている。

○委 員・エネルギー変換に関するところでは３者とも発電の仕組みについて取

り上げている。東京書籍は、さまざまな発電方式の仕組みと、特徴や

課題が１つの表にまとまっており、比較しやすい感じを受けた。

・教育図書は最もページ数が多い教科書になっており、写真やイラスト

で詳しく説明されているので、子どもたちにとってはわかりやすいと

思う。

○委 員・情報モラルに関しての学習は非常に重要である。東京書籍は１０ペー

ジ、開隆堂は１２ページにわたって扱っている。情報モラルはきちん

と系統立てて、著作権等も含めて、学習することがとても大切だと思

う。

○議 長・ほかに意見はあるか。なければ、技術・家庭、技術分野の検討は以上

で終了するがよろしいか。
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（異議なし）

技術・家庭（家庭分野）

○調査員・報告（別紙「中学校用教科用図書調査研究の結果（平成２８・２９・３０・３１年

度用） 平成２７年７月 平塚地区・秦野地区・伊勢原地区・大磯地区

・二宮地区」のとおり）

【質疑】

○委 員・教科書を授業の中でどのように使っているか。また、生活の課題と実

践という指導があるが、選択をして実習していく部分の取扱いは各者

どういうふうになっているのか。

○調査員・学校での教科書の取扱いについて、例えば食生活の学習では調理実習

に合わせ、魚料理の実習であれば、魚料理の特徴、衛生面を指導する

のに教科書を使っている。

・生活の課題と実践については、各者取扱い方が多少違っている。東京

書籍と開隆堂は、巻末にまとめられ、課題の進め方と課題が載ってい

る。教育図書は、各領域の学習の最後に入っている。

○委 員・社会の変化に対応した課題ということで、例えば環境教育、防災教育、

消費者教育などは、各者どのように取り扱っているのか。また、伝統

と文化については、どのように扱われているのか。

○調査員・各者とも持続可能な社会ということで扱いが見られ、その中に環境教

育や消費者教育、防災教育などを含んでいる。

・伝統と文化では、東京書籍と開隆堂には伝統文化とかかわりのあるよ

うなところに伝統文化マークが載っている。どの教科書も郷土料理に

ついては大きく扱われている。

（調査員退室）

【検討】

○議 長・それでは、皆様から御意見をいただき、検討を進める。

○委 員・各者ともに教科書の冒頭でガイダンス的な内容が設定されており、３

年間の学習の見通しを持たせる配慮がされている。東京書籍は、小学

校での学びとの関連性を取り上げている箇所が多く、学びの連続性に

配慮がされていると感じた。

○委 員・東京書籍は、１時間の授業展開を意識して、目標、始めの活動、まと

めというふうに設けられている。開隆堂は、各内容に見開きの扉が設

けられ、めあてと学習項目が示されている。また、最後には学習のま

とめを記入する形で設けられている。教育図書は、単元の始めに、自

立度チェック、クイズもあり、学ぶための動機づけになると思う。最

後には、振り返りの欄があり、基礎基本の確認にもなっていると感じ

た。

○委 員・言語活動の充実が求められる中、身近な例を出して話し合う場面はど
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の発行者も取り上げている。県の資料を見ると、言語活動の充実を図

るための資料は、若干開隆堂が多目であった。

○委 員・各者、伝統文化について掲載をしているが、海外の料理や住居が紹介

され、自分の生活と国際社会とのつながりについて気づかせることも

できる教科書になっている。

・調理実習を進めていく中で、安全に進めるためにはどうするか、衛生

的に進めていくためにはどんな注意が必要なのか、といったことが、

開隆堂、東京書籍は安全衛生マークというような具体的な形で、わか

りやすく示されている。

○委 員・調理の部分で言うと、東京書籍はレシピ本のような形で掲載されてお

り、教育図書、開隆堂と比べて、見やすく、わかりやすく手順が示さ

れていると感じた。

○委 員・調理ができることも大事だが、つくってあげたい、などという気持ち

を育ててほしい。教育図書では、自分が家族の中でどういう成長をし

てきて、変わってきているのか、家族との関係を見直すことができ、

自分のできること、家庭での役割を考える良いきっかけとなると思う。

○議 長・ほかに意見はあるか。なければ、技術・家庭、家庭分野の検討は以上

で終了するがよろしいか。

（異議なし）

英 語

○調査員・報告（別紙「中学校用教科用図書調査研究の結果（平成２８・２９・３０・３１年

度用） 平成２７年７月 平塚地区・秦野地区・伊勢原地区・大磯地区

・二宮地区」のとおり）

【質疑】

○委 員・小学校の外国語活動とのつながりへの配慮ということで、一番工夫さ

れていると思ったところはどこか。

○調査員・小学校で使ったような単語を教科書の最初の方で扱っているところな

どの工夫点がある。

○委 員・聞くこと、話すこと、読むこと、書くこと、その言語活動をバランス

よく配置して、コミュニケーション能力の基礎を養えるように各者工

夫しているかどうか。

○調査員・１つのパートごとに聞く活動、読む活動、話す活動、書く活動という

のが必ずあり、さらに、書くことだけのページ、読み物のページ、そ

れから会話をするページもある。どの教科書にもそのようなページが

扱われており、４技能がバランスよく学べる工夫がされていると思う。

（調査員退室）

【検討】

○議 長・今文部科学省は外国語教育の見直しを図り、現在高学年で行われてい



- 28 -

る外国語活動をさらに学年を下げ、５・６年生で英語の教科化を行う

方向である。そういう中で、小中の円滑な接続の重要性というところ

もあるが、御意見を伺いたい。

○委 員・各者とも、小学校での活動を振り返り、イラストを見ながら単語や文

を聞き取る活動が設定され、小学校と中学校との接続への配慮がされ

ていると感じた。三省堂は、タッチングゲームなど、小学校でも慣れ

親しんできた活動が例示され、生徒も無理なく学習できるのではない

か。

○委 員・１年生の最初は、挨拶や自分のことを紹介するなど、短い文の会話か

ら学習していくと無理がないと考える。光村図書は、数字や曜日、月

をあらわす単語など、日常で使う単語の導入から始まっている。学校

図書は一般動詞から始まっているのが特徴的で、小学校で慣れ親しん

だ表現、I like～から学習するよう配慮されている。東京書籍、開隆

堂は短い自然な会話から始まっている。各者とも、取り組みやすいよ

う配慮されていると感じた。

○委 員・絵や写真が多い紙面構成で、文字が見やすいかどうかは大事だと思う。

教育出版は非常に色使いが濃くて文字がちょっと沈んで見えるような

気がする。開隆堂、東京書籍、三省堂、光村図書は判が大きくて読み

やすくレイアウトされている。特に東京書籍と三省堂は文字が絵や写

真に埋没していなくて、文字が読みやすく、子どもたちにとって良い

のではないか。

○委 員・自分から学ぶ姿勢を育てるという視点で言うと、三省堂が目標やプロ

セスなどを提示しながら、ステップを踏んで、基礎の定着から活用ま

で進めるよう工夫している。最後に、巻末のＣＡＮ－ＤＯリストで、

自分が何ができるようになったか自己評価できるようになっている。

・開隆堂は、基本会話、聞く、例にならって話す、友達と実践的な会話

をする、書く、このような流れができている。特に書くという部分で

は、スペースが最初から設けてあり、習慣化が図りやすいと思う。

○委 員・生徒の興味関心や発達の段階に沿った題材、教材は大切だと思うが、

内容にある程度の深みがないと、中学生は継続的に関心を持って授業

を受けることは難しいと感じる。

・コミュニケーションは、困った状況を打開したり、インフォメーショ

ンギャップを埋めたりすることから、その必然性が生まれる。三省堂

はそのような要素が意図的によく組まれていると感じた。それが基礎

的、基本的な技能の習得とともに、思考力、判断力、表現力の育成に

もつながると感じた。

○議 長・ほかに意見はあるか。なければ、英語の検討は以上で終了するがよろ

しいか。

（異議なし）
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○議 長・これで全ての種目の検討が終了した。長時間にわたり、貴重な御意見

を多数いただいた。感謝申し上げる。ついては出された御意見を教育

委員に報告する。進行を事務局に戻す。

○事務局・本日の検討結果については、７月の教育委員会議定例会における採択

の参考にしていただく。７月３０日に開催され、採択される予定であ

る。

・今回の検討結果の報告、会議録については、後日、市のホームページ

で公表する。

・既にお知らせしているとおり情報公開請求があった場合は、８月末の

教育委員会議定例会以降に応じることになる。御承知おきいただきた

い。最後に、副委員長より挨拶をお願いする。

○副委員長・挨拶。

○事務局・平成２７年度第２回伊勢原市教科用図書採択検討委員会を閉会する。

１６時５０分 閉会


