
　「教科書に載っていることは正しい」そんなイメージを持っている人も多いと思
います。もちろん正しいに違いありませんが、実際には「編集された時点では」と
付け加える必要があります。
　その更新のベースにあるのは、文部科学省が扱う「学習指導要綱」があります。
教科書の更新はこの「学習指導要綱」をもとに検討され、一定の審査を経て出版
社での発行となります。最終的には文部科学大臣の検定をパスした教科書が生
徒に届くことになります。ところがここに来て新事実が続出してきた歴史の教科書
を見てみましょう。

　今までの教科書のイメージがガラッと変わった、最新版ビジュアル教科書。
　前の学年で使っていた教科書はどうしましたか。
　たぶん多くの人は処分したか、持っていたとしても、数冊程度でほとんど見るこ
ともなかったと思います。この数年間の間のあまりの違いに驚くのです。
　今の教科書はページ数も増え、厚みも出ています。サイズもＡ４サイズになり、
その分ランドセルの大きさもかなり大きくなっています。

昭和の教科書と
平成の教科書は
まるで別物

教科書は「4年に１回」生まれ変わっています

　「イイクニツクロウ鎌倉幕府」と覚えたと思います。ところがいくつかの説があり
ますが、現在は1185年とする説が有力で、教科書も1185年に鎌倉幕府の設立と
なっています。

鎌倉幕府の設立年数が違っている

　日本史を語るうえで、欠かせない人物の「聖徳太子」が教科書の中で地味な扱
いになっています。厩戸皇子（うまやどのみこ）は聖徳太子の事ですが、高校の歴
史教科書には厩戸皇子（聖徳太子）というようにカッコ書きになっているのも少な
くありません。
　また、聖徳太子の肖像画が教科書に掲載されなくなっています。
聖徳太子と言えば日本のお札の中で最も多く登場し、最高額の紙
幣に採用されていました。この肖像画がまさかの別人の疑いが出て
おり、教科書の扱いが地味になったようです。

「聖徳太子」が教科書の中で地味な扱いになっています

　聖徳太子のように、偉人の肖像画の別人説が浮上し、教科書の扱いが変わるこ
とも珍しくありません。源頼朝もその一人です。この肖像画は源頼朝と長く信じら
れておりましたが、1995年に新説が発表され、足利尊氏の弟の足利直義とされて
います。このほかに、北条時宗、武田信玄なども顔に疑問があるようです。
　別人説とは異なりますが、肖像画が「想像」で描かれたために、本人とは違う顔
が世間に広まってしまったケースがあります。
　まずは西郷隆盛。この肖像画はイタリアの銅版画家が隆盛の死後、弟の顔の上
半分と従兄の顔の下半分を併せて書いたものです。
また、理科や算数の教科書も多く変わっています。

偉人の肖像画の別人説

　今、理科の教科書には、太陽系の惑星は水星・金星・地球・火星・木星・土星・
天王星・海王星の「８つ」記されています。昭和世代が使っていた教科書は、太陽
系の惑星として「９つ」の天体名が載っています。ではひとつ除外された惑星は何
かというと、一番外側を回っていた「冥王星」。では、なぜでしょうか。理由は２００
６年に開かれた国際会議で惑星の定義が決まったからです。定義とは次の３つで
す。
①太陽の周りをまわっていること
②十分重く、重力が強いため丸い形をしていること
③周りに同じような天体が存在しないこと
　こうした経緯があるため、最新版の教科書の冥王星は、「太陽系外縁天体」つま
り太陽系の外側を回っている天体と紹介され、平成２４年の教科書から変わって
います。

２００６年から冥王星が惑星の仲間から外れています

　最近、日本の各地で地震や噴火が起きていますが、「休火山」だった富士山は活
火山の定義が変わったため、今の教科書では、「富士山は活火山」となっていま
す。ちなみに、２０１７年現在、日本の活火山は111選定されています。

「休火山」だった富士山は「活火山」

　私たち人類は、生物学の分類は哺乳類に属しています。つい最近まで、教科書
には「哺乳類は爬虫類から進化した」と書かれていました。最新の教科書ではそ
のような記述ではなく、哺乳類と爬虫類は別物で、「両生類から哺乳類と爬虫類
に分かれ、爬虫類から進化したのが、鳥類」という説が有力になってきたからで
す。つまり、「哺乳類のルーツは両生類」が新常識となっています。

「哺乳類は爬虫類から進化した」のは昔の常識

　2017年の春、そんな話題が新聞の教育面で取り上げられました。今の中学生
は「超」のつく重さの通学かばんを持て余しているというのです。
　学校ごとに違いはありますが、ある中学生は通常で１０キロほどありました。新
聞に取り上げられたケースでは、「学校の指定かばん」が縦37センチ、横18セン
チ、高さ32センチで、その中に入れるのが、「その日に学習する教科書」「ノート」
「プリントをとじるファイル」「ワーク（問題集）」の4つです。ここに他の資料や部
活用の荷物が加わることもあります。この中でかばんを重くしている主因はプリン
トファイル。授業が進むほど閉じる枚数が増えていき、最大数センチになります。
国語、数学、英語、理科、社会の５教科で2.6キロもあり、教科書が薄くなった「ゆ
とり教育」のころと比べると、1.5倍の重さになるので、驚きです。

　今後、新しい学習指導要綱が導入されると教科書のページ数はさらに増え、中
学生のかばん、小学生のランドセルもさらに重くなりそうですが、「デジタル教科
書」の登場で授業風景は大きく変わっ
てきます。文部科学省が2020年から
全国の小中学校、高校で正式に導入す
る方針を正式に示したのです。
　紙の教科書とデジタル教科書、それ
ぞれのメリットを生かしながら、学ぶ
時代が、すぐそこに来ています。

教科書改訂で、サイズと厚さが大きくなり、
「中学生のかばんは重すぎる」

＜参考文献＞　青春出版社「こんなに変わった　小中高：教科書の新常識」

　毎年９月２３日頃を秋分の日といい、「先祖を敬い(うやまい)、亡くなった人をしの
ぶ（思う）日」として、１９４８年に法律で制定されました。まだ夏の気配が残るこの
時期ですが、秋分の日を境に、昼と夜の時間の長さが逆転していきます。秋分の３日
前の日を『彼岸(ひがん)の入(い)り』、３日後を『彼岸の明け』と言います。その前後３
日に挟まれた秋分の日は、『彼岸の中日』と呼ばれています。そもそも『彼岸』とは、
仏教用語で「煩悩(ぼんのう)に満ちた世界から解脱(げだつ)した悟(さと)りの世界」
を指すそうです。これは簡単に言えば、「亡くなった先祖達の霊が住む世界」の事で

す。その先祖の霊を供養する為に、私達はこの時期になるとお墓参りに行くんですね。ちなみに、３月にあ
る春分の日も同様の意味から、同じ「お彼岸」と呼ばれています。
　お供えするお菓子は、落雁(らくがん)やぼた餅やおはぎがあります。この「ぼた餅」と「おはぎ」、実は名
前が違うだけで同じ和菓子なのです。一般には、春分の日にはぼた餅、秋分の日にはおはぎですが、これ
は「ぼた→牡丹(ぼたん)」「おはぎ→萩(はぎ)」と、それぞれの花の咲く季節を指しているんです。日本なら
ではの、風流な決め方ですね。これからだんだん涼しくなっていくこの季節、夜に窓を開けて、中秋の名月
を愛でるのもまた、風流ですね。
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このコーナーでは、様々なクイズ・なぞなぞ等を出題します。正解者の中から抽選で、5 名の方に図書カード1000 円分をさし上げます。
塾長の手元にある応募用紙（アンケート用紙）に答えを記入して、塾長に提出してFAXしてもらってください。さあ、いろいろ智恵を借りながら、みんなで楽しくレッツチャレンジ！

Q.  やさしい人、イジワルな人、頭のいい人、お金持ちの人の４人がヤリ投げをしました。
　  ヤリが一番とばなかった人は一体どの人でしょうか。

カナダでＧ７サミット開催（6/8-9）
　主要７ヶ国首脳会議（【Ｇ７サミット】）が【カ
ナダ】の【シャルルボワ】で開催されました。貿
易問題や北朝鮮問題について話し合われ、最
終日には首脳宣言が採択されました。

　2018年 6月から 8月までの時事
問題をまとめました。
　定期テストに時事問題が出題され
るところも多いと思います。
下記の内容を参考にして勉
強に役立ててください。

グアテマラで大規模噴火（6/3）
　中米の【グアテマラ】でフエゴ火山が噴火
しました。火砕流が発生し、多くの犠牲者が
出ています。

金井宣茂さんが地球に帰還（6/3）
　宇宙飛行士の【金井宣茂】さんが約５ヶ月半
ぶりに国際宇宙ステーションから地球に帰還
しました。金井さんは宇宙空間での科学実験
などを行っていました。

南海トラフ被害を２０年で１４１０兆
円と算出（6/7）
　【南海トラフ地震】が発生した場合の被害
額は最悪の場合２０年間で１４１０兆円にな
るとの推計を土木学会が発表しました。首都
直下地震の推計は７３１兆円。
　南海トラフ地震が発生すると、関東から九
州にかけての太平洋沿岸に１０mを超える津
波が発生すると予想されています。

Ｇ７サミットとは
　主要７ヶ国（日本、アメリカ、イギリ
ス、フランス、ドイツ、イタリア、カナ
ダ）の首脳が年に一回集まり、国際的な課題につい
て話し合う会議。
　1998年から2013年まではロシアも含むＧ８だっ
たが、2014年にウクライナへの軍事介入問題など
でロシアの参加が停止された。

初の米朝首脳会談が行われる
（6/12）
　アメリカのトランプ大統領と北朝鮮の【金
正恩】朝鮮労働党委員長による初の米朝首脳
会談が【シンガポール】で行われました。
　北朝鮮の体制保証と朝鮮半島の完全な非
核化を確約する内容の共同文書を発表。トラ
ンプ大統領は今後も首脳会談を行うとしてい
ます。

東京五輪にあわせて祝日が移動
（6/13）
　東京オリンピックにあわせて祝日を移動さ
せる特別法が成立しました。五輪開会式前日
が「【海の日】」、開会式当日が「【体育の日】」、
閉会式翌日が「【山の日】」になります。
　東京五輪の開会式は７月２４日（金）、閉会
式は８月９日（日）に行われます。

「１８歳成人」法案が成立（6/13）
　成人の年齢を２０歳から【１８】歳に引き下
げる改正民法が成立しました。【２０２２】年
４月１日から１８歳が成人年齢となります。
　同時に結婚できる年齢が男女とも１８歳に
なりました（現在は男性１８歳、女性１６歳）。
なお、酒、たばこ、公営ギャンブルは２０未満
禁止で変わりません。

２０２６年Ｗ杯は３ヶ国共催（6/13）
　２０２６年のサッカーＷ杯がアメリカ、カナ
ダ、メキシコの３ヶ国で行われることに決ま
りました。３ヶ国による共催は初めて。２０２
２年の次大会は中東のカタールで行われま
す。

サッカーＷ杯が開幕（6/14）
　サッカーのワールドカップ【ロシア】大会が
開幕しました。日本はベスト16まで進出。優勝
はフランスで、２０年ぶり２回目。準優勝はク
ロアチアでした。

大阪で震度６（6/18）
　【大阪府】北部で震度６弱の地震が発生し
ました。マグニチュードは６．１。大阪府で震
度６弱以上を観測したのは観測開始以来初
めて。

「ゲーム障害」を認定（6/18）
　世界保健機関（ＷＨＯ）がゲームをやりすぎ
て日常生活に支障をきたす状態を「【ゲーム
障害】」と病気として認定することになりまし
た。

新燃岳で爆発的噴火（6/22）
　霧島連山の【新燃岳】で爆発的噴火が発生
しました。新燃岳は宮崎県と鹿児島県の県境
にある活火山で今年の３月にも７年ぶりの爆
発的噴火をしていました。

ＯＰＥＣが減産緩和で合意（6/22）
　石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）が昨年から続け
ていた原油生産量の減産量を緩和すること
で合意しました。減産緩和による原油価格の
安定が期待されています。

はやぶさ２がリュウグウに到着
（6/27）
　惑星探査機の「【はやぶさ２】」が地球から
約２億８０００万キロ離れた小惑星【リュウグ
ウ】に到着しました。２０１４年１２
月に打ち上げられた「はやぶさ２」
は試料を採取し、２０２０年末ご
ろに地球に帰還する予定です。

小笠原諸島返還５０年（6/26）
　【小笠原諸島】がアメリカから日本に返還さ
れて５０年になりました。小笠原諸島は父島、
母島など３０余りの島々で構成。第二次世界
大戦後はアメリカの施政権下となり、１９６８
年に日本に返還されました。

「働き方改革」法が成立（6/29）
　「働き方改革」関連法が参議院本会議で可
決、成立しました。これにより「高度プロ
フェッショナル制度」が来年の4月から導入さ
れることとなります。

「潜伏キリシタン関連遺産」が世界遺
産に登録（6/30）
　「【長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連
遺産】」がユネスコの世界文化遺産に登録さ
れました。日本の世界遺産としては２２件目
（文化遺産１８件、自然遺産４件）。
　潜伏キリシタン関連遺産は、島原の乱が
あった原城跡や大浦天主堂など１２の遺産
で構成されています。

羽生選手に国民栄誉賞を授与（7/2）
　フィギュアスケートの【羽生結弦】選手に
【国民栄誉賞】が授与されました。羽生選手は
史上最年少（23歳）での国民栄誉賞受賞とな
ります。

18都道府県で「路線価」が上昇（7/2）
　相続税など税金を計算する基準となる
2018年の【路線価】が発表されました。前年
比では18都道府県で上昇。全国平均でも３年
連続で上昇しました。

昨年度の国の税収がバブル期並みの
高水準に（7/4）
　財務省が2017年度の国の一般会計決算を
公表しました。昨年度の国の税収は58兆
7875億円でバブル期並みの高水準。景気回
復により所得税、法人税、消費税とも増えた
ことが要因です。

ギャンブル依存症対策法　可決
（7/6）
　カジノを含む統合型リゾート施設（IR）の整
備の前提となる【ギャンブル依存症対策法】
が参院本会議で可決、成立しました。予防や
社会復帰のための計画策定を政府などに義
務付ける内容で、ギャンブル依存症対策を定
める法律が成立するのは初。

麻原死刑囚らの刑を執行（7/6）
　【地下鉄サリン事件】（1995年）などを引き
起こした麻原彰晃こと松本智津夫死刑囚ら
計７名の死刑が執行されました。地下鉄サリ
ン事件は東京の地下鉄で神経ガスのサリン
がばらまかれ、多数の犠牲者が出た事件。
　オウム真理教はほかに弁護士一家殺害事
件や松本サリン事件にも関わっていました。

日本の人口　９年連続減少で１億２
５２１万人（7/11）
　総務省は人口動態調査を発表。これによる
と日本人の人口は前年比３７万人減少で約
【１億２５２１万】人。９年連続の減少となりま
した。また、生産年齢人口（１５歳から６４歳）
は約６０％となり、過去最低に。日本に住む
外国人は約２５０万人となりました。

聖火リレーのスタート地点が福島県
に決定（7/12）
　2020年東京五輪の聖火リレーが【福島県】
からスタートすることに決まりました。聖火リ
レーは3月26日にスタートし、7月24日まで
121日間で全国を回ることになります。

ヘルシンキで米ロ首脳会談（7/16）
　トランプ大統領とプーチン大統領による米
ロ首脳会談が【フィンランド】の【ヘルシンキ】
で行われました。「冷戦後最悪」とされる二国
間の関係改善について話し合われました。

日欧ＥＰＡに署名（7/17）
　日本と欧州連合（ＥＵ）が【経済連携協定
（ＥＰＡ）】に署名しました。協定は関税の撤廃
や削減を求めるもの。国内での承認手続きを
経て、来年の発効を目指すこととなります。

参院議員定数が６増（7/18）
　【参議院】議員の議員定数を【６】増させ、【２
４８】議席とする改正公職選挙法が可決、成
立しました。一票の格差を解消することが目
的。来年夏の参議院選挙から適用されます。

縄文遺跡群を世界文化遺
産推薦へ（7/19）
　文化審議会が「北海道・北東北の縄文遺跡
群」を世界文化遺産に推薦することを決定し
ました。縄文遺跡群には三内丸山遺跡（青森
市）などが含まれています。
　世界遺産への推薦は2020年から各国１件
のみ。世界自然遺産への登録を目指している
「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表
島」（鹿児島、沖縄県）とどちらを推薦するか
政府が検討することになります。

国会閉会　カジノ法案可決（7/20）
　【カジノを含む統合型リゾート実施法（IR
法）】が２０参院本会議に賛成多数で可決。野
党は内閣不信任決議案を提出しましたが、与
党などの反対多数で否決。事実上閉会となり
ました。これに伴い、現時点で北海道、大阪、和
歌山、長崎がIR誘致に向けて国に申請中。

東京五輪・パラリンピックのマスコッ
ト名が決定（7/22）
　2020年東京五輪・パラリンピックのマス
コット名が「【ミライトワ】」（五輪）と「【ソメイ
ティ】」（パラリンピック）に決定しました。
｠　「ミライトワ」は、「未来」と「永遠（とわ）」を
あわせた言葉。
　「ソメイティ」は、桜の「ソメイヨシノ」から命
名されました。

火星に液体の水を発見（7/25）
　【欧州宇宙機関（ＥＳＡ）】が打ち上げた探査
機，【マーズエクスプレス】が【火星】周回軌道
上からレーダーを使って探知したところ、火
星の地下深くに液体の水（湖）があることが
確認されました。しかし低温で塩分が多いと
見られ、生命が存在する可能性は低いと考え
られています。

国際バレエで日本人が２位（7/29）
　世界三大バレエコンクールの一つとされる
バルナ国際バレエコンクールで五島温大さん
が２位となりました。日本人では他に３名も３
位となり、計４名が入賞しています。

火星が地球に大接近（7/31）
　【火星】が15年ぶりに地球に大接近しまし
た。火星の公転周期は687日で、2年2ヶ月ごと
に地球に接近しますが、楕円軌道のため地球
との距離が近いときと遠いときがあります。

豊洲市場の安全宣言（7/31）
　東京都の小池百合子知事が移転先となる
【豊洲市場】の安全宣言を行いました。開場は
10月11日に行われます。

ジンバブエ大統領選で現職が勝利
（8/3）
　ジンバブエの大統領選挙で現職のエマーソ
ン・ムナンガグワ大統領が勝利しました。野党
側は投票に不正があったと抗議しています。第100回「夏の甲子園」が開幕（8/5）

　第100回の記念大会となる全国高校野球
選手権が甲子園球場で開幕。開幕式後の始球
式では松井秀喜さんが登場しました。

広 島 、長 崎 で 平 和 祈 念 式 典
（8/6,8/9）
　6日に広島で、9日に長崎で【平和祈念式典】
が行われ、安倍首相らが参列しました。今年で
広島、長崎に原爆が投下されてから【73】年と
なります。

アメリカが宇宙軍の創設を発表
（8/9）
　アメリカが２０２０年までに陸海空軍など
に次ぐ第６の軍隊として「【宇宙軍】」を創設す
ると発表しました。「宇宙軍」は衛星などの宇
宙空間を対象とするもので、宇宙人との戦闘
を目的としたものではありません。

ソフトボール世界選手権で日本が準
優勝（8/12）
　２年に１度行われるソフトボール世界選手
権の決勝で日本が前回大会に続いて準優勝。
優勝は決勝戦で日本に勝ったアメリカでした。

国連分担率で中国が日本を抜いて２
位に（8/14）
　2019年～21年の国連予算分担率が公表さ
れ、【中国】が日本を抜いて２位となりました。
１位はアメリカ。分担率は経済指標などをもと
に３年ごとに見直されています。

「阿波おどり」観客が減少（8/15）
　12日から15日まで行われた【徳島】市「【阿波
おどり】」の観客が前年より15万人減少。「総
おどり」をめぐり実行委員会と踊り手グルー
プが対立していました。

8月15日以降のニュース
にも注目してみてくださ
い。あくまで編集時点で
の時事ニュースとさせて
いただきます。

平均寿命　男性８１歳　女性８７歳
　過去最高に（7/20）
　日本人の平均寿命は男性が【８１】歳、女性
が【８７】歳と過去最高を更新したことが厚
生労働省の調査で判明。世界では女性が２
位、男性が３位の長寿。男女ともに１位は【香
港】、男性の２位はスイスとなっています。

西日本豪雨　激甚災害に指定（7/24）
　政府は西日本を中心とする豪雨災害を
「【激甚災害（げきじんさいがい）】」に指定する
政令を閣議決定しました。これにより最大９
割程度が国の補助となります。気象庁は「【平
成30年7月豪雨】」と命名しています。

熊谷で国内最高気温を更新（7/23）
　埼玉県【熊谷市】で国内最高気温となる４
１．１度を観測しました。これまでの最高は高
知県四万十市の４１．０度（2013年）でした。


