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７月定例教育委員会会議録 

 

【篠原委員長】 皆さん、おはようございます。ただいまより７月定例教育委員会を行い

ます。 

 まず、６月の定例教育委員会会議録の承認について審議いたします。委員の皆様方、何

かご質疑ございませんでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 全委員異議なしと認めます。よって６月定例会会議録について承認と決

しました。 

 

【篠原委員長】 それでは、次に委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

６月25日（木） 

７月６日（月） 

７月11日（土） 

７月15日（水） 

７月16日（木） 

７月21日（火） 

午前10時より、市議会文教産業常任委員会に出席。 

午前10時より、市議会文教産業常任委員会に出席。 

午後５時より、八尾美術展表彰式典に出席。 

午前10時より、定例教育委員会協議会に出席。 

午前10時より、臨時教育委員会協議会に出席。 

午後２時より、社会を明るくする運動街頭キャンペーンに出席。 

 

【篠原委員長】 それでは、続きまして中原教育長から教育長報告をお願いいたします。 

開 催 年 月 日  平成２１年７月２２日（水） 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

開 催 時 間  午前１０時００分 

出 席 委 員 

 

篠原  委員長 

百瀨  委員長職務代理者 

山本 委員 

安藤  委員 

中原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

岡村教育次長兼学校教育部長・浦上教育推進担当部長・植田生涯

学習部長・奥田教育委員会事務局理事・杉分学校教育部次長兼総

務人事課長・森田学校教育部次長・橋本学校教育部次長兼施設管

理課長・田中学校教育部次長兼指導課長・松井生涯学習部次長兼

生涯学習スポーツ課長・倉本生涯学習部次長・岸本生涯学習部次

長兼文化財課長・網中教育政策課長・田中学務給食課長・浅野教

育サポートセンター所長・靍原人権教育課長・大谷八尾図書館

長・亀甲指導課長補佐 
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（教育長報告） 

６月24日（水） 

６月25日（木） 

６月29日（月） 

６月30日（火） 

７月１日（水） 

７月２日（木） 

７月３日（金） 

７月４日（土） 

 

７月６日（月） 

 

７月７日（火） 

７月８日（水） 

７月10日（金） 

７月13日（月） 

７月15日（水） 

 

 

７月16日（木） 

 

 

 

７月17日（金） 

７月21日（火） 

午前10時より、緊急経済雇用対策会議に出席。 

午前10時より、市議会文教産業常任委員会に出席。 

午前10時30分より、中河内地区人事協議会に出席。 

午後３時より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午前11時10分より、各派代表者会議に出席。 

午前10時より、市議会６月定例会本会議（３日目）に出席。 

午後３時より、府都市教育長協議会定例会に出席。 

午前10時より、社会を明るくする運動激励訪問に出席。 

午後７時30分より、美園小学校区タウンミーティングに出席。 

午前10時より、市議会文教産業常任委員会に出席。 

午後２時より、町名地番改正審議会に出席。 

午後２時30分より、部長会に出席。 

午前９時より、文化の日表彰審査会に出席。 

午前10時より、市議会６月定例会本会議（４日目）に出席。 

午後１時30分より、歴史民俗資料館運営委員会に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午後１時30分より、文化財保護審議会に出席。 

午後７時15分より、高美南小学校区タウンミーティングに出席。 

午前10時より、臨時教育委員協議会に出席。 

午後４時より、大阪府小学校長会・中学校長会と府都市教育長協議会

役員との懇談会に出席。 

午後７時30分より、亀井小学校区タウンミーティングに出席。 

午前10時より、市民表彰選考委員会に出席。 

午後１時30分より、総合計画企画会議に出席。 

 

【篠原委員長】 ありがとうございました。ただいまの委員長報告及び教育長報告につい

て、何かご質疑ございませんでしょうか。 

 特にありませんか。ご質疑がなければ、次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

７月の議案 

議案第３３号 

議案第３４号 

議案第３５号 

議案第３６号 

平成２２年度八尾市立中学校教科用図書の採択に関する件 

平成２２年度八尾市立小学校教科用図書の採択に関する件 

視覚に障害のある児童に対する「点字教科書」の採択に関する件 

八尾市生涯学習センター学習プラザ喫茶軽食コーナーの明渡等請求

の訴え提起について臨時代理承認の件 
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【篠原委員長】 議案第３３号「平成２２年度八尾市立中学校教科用図書の採択に関する

件」について審議いたします。 

 採択に関する教育委員会については公開で行うという方針を５月の定例教育委員会で確

認いたしましたので、このまま進行させていただきます。それでは、提案理由を田中次長

より説明願います。 

【田中学校教育部次長】 それでは、ただいま議題となりました議案第３３号「平成２２

年度八尾市立中学校教科用図書の採択に関する件」につきましてご説明いたします。本件

は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第９号の規定により委員会の議決を求

めるものでございます。 

 理由といたしましては、本年度は八尾市立中学校教科用図書の採択替えの年になってお

り、５月の定例教育委員会において、採択事務に関する件についてご審議をいただき、八

尾市義務教育諸学校教科用図書選定委員会に諮問していただいたところです。去る６月１

１日、７月９日両日にわたり、八尾市義務教育諸学校教科用図書選定委員会が開催され、

慎重なご審議をいただき、７月１５日に選定委員長より教育委員長に答申が行われました。 

 つきましては、平成２２年度八尾市立中学校教科用図書の採択について、よろしくご審

議賜りますようお願い申し上げます。 

【篠原委員長】 中学校の教科書の採択についてですが、八尾市の子どもたちの主たる教

材としての教科書でございますので、教育委員会としてその権限と責任において採択して

まいりたいと考えております。 

 はじめに、選定委員会からの答申に至るまでの経緯について承知したいと思いますので

説明願います。 

【田中学校教育部次長】 選定委員会からの答申に至るまでの経過でありますが、６月１

１日に第１回目の選定委員会を開催いたしました。委員辞令並びに委嘱状を交付しまして、

選定委員長・副委員長が選出され、その後、教育委員会の諮問文を含めて、国・府からの

通知、本市教育委員会の採択についての基本方針を提示いたしました。さらに、採択事務

の概要について説明し、周知いたしました。また、社会科歴史分野におきましては、選定

委員会規程に基づき、中学校の教頭または教諭の中から調査員を委嘱し、調査研究を行う

こととなりました。 

調査委員会を６月１７日に開催いたしまして、調査員への辞令交付に続き、事務局から

調査項目の観点を提示して調査研究を依頼し、その際、公平確保の徹底につきましても指

示をいたしました。その後、調査員により調査研究に努めていただき、７月３日に調査報

告を文書により提出していただきました。 

第２回目の選定委員会は７月９日に開催し、ご審議いただきました。その中でまず、教

育委員会より諮問された内容について選定委員全員で再度確認し、諮問文の趣旨に基づい

た審議を進めました。なお、選定に当たりましては、採択についての基本方針並びに検討

の観点等留意事項について話し合われ、それに基づいて審議することが確認されたところ

でございます。また、教科書の検討については、調査研究を依頼した調査員の報告書を重

視するとともに、学校長を通じて提出された各学校からの意見、さらには八尾市教育研究

会の意見等も参考にしながら、慎重に選定審議が行われたところでございます。また、選

定委員会としても、教育委員会に答申する方向については、本市の子どもにとって適切な
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教科書かどうかを答申することとなりました。 

 なお、７月１５日に選定委員長より、選定委員会としての答申を教育委員長に提出いた

だいたところでございます。以上が選定委員会の概要でございます。 

【篠原委員長】 今、田中次長からも説明がありましたように、７月１５日に選定委員長

から答申を受け取りました。その答申について、内容を確認したいと思いますので、詳し

く説明願いたいと思います。 

【田中学校教育部次長】 それでは、答申文を読み上げさせていただきます。 

 「平成２２年度使用八尾市立学校教科用図書の選定について（答申）」 

 「先に諮問のありました表記のことにつきまして、平成２１年６月１１日及び７月９日

に八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会を開催し、「八尾市立義務教育諸学校教

科用図書選定委員会規程」並びに「平成２２年度使用八尾市立教科用図書の採択について

の基本方針」に基づき、厳正かつ慎重に審議いたしました。 

 今回は、社会科歴史分野以外については新たな検定教科書がなかったことから、平成２

１年４月２２日付け教委小中第１１５２号通知のとおり、平成１７年度の調査研究結果を

活用するとともに、本市での教科書の活用状況、生徒の実態等を勘案し審議いたしました。 

 その結果、平成１７年度の調査研究並びに教科書選定が綿密に実施され、それによって

採択された教科書が各学校において適正に使用されており、大変有効な教科書であると判

断いたしました。 

 また、社会科歴史分野については、調査員を置き、調査研究資料をまとめるとともに、

各中学校、特別支援学校及び八尾市教育研究会の調査研究資料を勘案し、本市の生徒の実

態を踏まえて、厳正かつ慎重に審議いたしました。 

 その結果、社会科歴史分野について、平成１７年度に採択され、現在使用されている教

科書が、最も適切であると判断いたしました。 

よって、八尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会としまして、全ての種目につい

て、平成１７年度に採択され現在も使用されている教科書を引き続き使用することが最も

適切であると決しましたので、答申いたします。」 

 以上でございます。 

【篠原委員長】 田中次長から答申の内容を全文にわたって読み上げていただきましたが、

委員の皆様方、答申に関しまして何かご質問がございましたらお出しいただきたいと思い

ます。 

【安藤委員】 答申では、平成１７年度に採択されたものと同一の教科書が適切であると

のことですが、調査員また選定委員会においては、教科書を変えるべきというような大き

な問題点は取り上げられなかったということですか。 

【田中学校教育部次長】 その点につきましては、大きな問題はないと選定委員会でご判

断いただいたものでございます。 

 また、府の通知がございまして、それについて少し説明させていただきます。平成２１

年４月２１日付け府教委小中第１１４９号「平成２２年度使用教科書の採択について」と

いう通知ですが、文部科学省初等中等教育局長通知において、中学校用教科書については

中学校用教科書目録に搭載されている教科書から採択することが示されております。 

 さらに、平成２１年４月２２日付け教委小中第１１５２号通知により、社会科歴史分野
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以外に新たに文部科学大臣の検定を経た教科用図書がないことから、平成１７年度に採択

したものと同じ教科書用図書を採択することができると示されております。 

そのため、教科書を変えることも、同じ教科用図書を使用することも可能でありますが、

先程申しましたとおり、変えるべきという意見はなかったということでございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 採択ですので、今回色々な教科書を新たに採択してもいいと

いうことになるかと思いますが、逆に、同一教科書を採択してもいいということですか。 

【田中学校教育部次長】 そのとおりでございます。 

【中原教育長】 静謐な環境を保持するという国や府の指示がありますが、前回の採択の

ときは一部の団体が押しかけて、ある教科書を採択するなということで、静謐な環境が保

てなかったようなことがありました。当時は教育委員が回数を重ねて、協議・研究をした

中で採択が行われたわけですが、公正の確保が必要ですし、静謐な環境でしっかり調べて

いくことも必要なことです。今回は、公正の確保や静謐な環境については、特に問題はあ

りませんでしたか。 

【田中学校教育部次長】 まず、静謐な環境につきましては、６月１１日、７月９日両日

とも大変静謐な環境の中でご審議いただいたと思っております。 

 もう１点の公正の確保という点でございますが、選定委員からは、義務教育諸学校の教

科用図書の無償措置に関する法律施行令第１０条第２項に規定されている「教科用図書の

採択に直接の利害関係を有する者」でないことについて、誓約書をいただいております。

とりわけ、冒頭に事務局から文部科学省初等中等局長通知に触れ、教科書採択の公正を確

保するため、宣伝行為などに対して適切な対策を講じなければならないこと、また、静謐

な環境を確保して公正かつ適正な採択がとれるよう対応しなければならないことが重要で

あることを示して会議を始めさせていただきました。 

【安藤委員】 選定委員会の委員や調査員は厳正に選ばれたと思いますが、先程の報告に

ありましたように文部科学省からの通知を受けて選定委員会で審議していくということで

すけれど、調査員は選定委員会が選定していくのですか。 

【田中学校教育部次長】 選定委員会で選出いただいて、委嘱いたしております。 

【安藤委員】 それも公平公正に選ばれたという理解でよろしいですね。 

【田中学校教育部次長】 そのとおりでございます。 

【篠原委員長】 公正を確保し、静謐な環境の中で、選定委員会において十分ご審議をい

ただいた上での答申であるということで了解いたしました。 

 それでは、今後の審議の進め方でありますが、５月の定例会において説明がありました

とおり、社会科歴史分野以外の種目については、今回は新しい教科用図書がないことから、

前回の採択の経過を確認し、教科用図書が地域や生徒の実態に適したものであるかどうか

を検証した上で、平成１７年度に採択したものを軸に審議を進めてまいりたいと思います。 

 そして、その後に社会科歴史分野について、それぞれ調査研究資料や平成１７年度の採

択経過より委員の皆様方にご審議いただきたいと思っております。これにご異議ございま

せんでしょうか。 

【全委員】 異議なし 

【篠原委員長】 それでは、そのように審議を進めてまいりたいと思います。 

 それではまず、社会科歴史分野以外の教科用図書について審議を始めたいと思います。
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委員の皆様方、何かご質疑ございませんでしょうか。 

【百瀨委員長職務代理者】 特に、八尾市の子ども達の実態を捉えていくことが大事であ

ると思います。その点について、選定において子どもの実態をどのように把握され、また

本市の教育の特色はどのように考えているのかを教えていただきたいと思います。 

【田中学校教育部次長】 昨年度の全国学力・学習状況調査の分析から、本市の子どもの

特徴といたしまして、様々な課題を解決するために構想を立てて実践し、評価・改善する

力、即ち活用する力について、全国平均を若干下回っており、それが八尾市の子ども達に

とって今の一番の課題であると捉えております。その課題解決に向けましては、教師が一

方的に指導し、知識を吸収させるだけではなく、記憶させていくという授業よりも、生徒

たち自身が疑問を持ち、調べ学習を通じて思考力・判断力・表現力を身につけさせていく

ような授業が必要であると考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 今の説明について、発展的な内容が必要であり、子ども達に

とってそれを押さえていきたい、また活用する力について、調べ学習で意欲を持たせるこ

とを考えていると受け止めさせていただきました。 

 もう１点、今回の選定に当たって、前回の資料をどのように活用されたかということに

ついて少しお聞かせ願いたいと思います。 

【田中学校教育部次長】 選定委員会には、各学校校長会の代表や、ＰＴＡの代表、教員

の代表、教育研究会の代表等が出席しておられました。前回の資料につきましては、選定

委員会で各選定委員にお示ししまして意見をいただいております。そこで出ました意見を

若干説明させていただきます。 

 「現在の教科書について、公正に使用されていて、特に問題があるとは聞いていな

い。」というご意見を校長会の代表からいただいております。 

ＰＴＡの代表におきましては、「うちの子どもは中学３年生で、先生方のご指導のおか

げもあり前向きに学習に取り組んでいる。教科書は、今現在適正であると思っている。」

というご意見もいただきました。 

 事務局側の人権担当からは、「現在使用されている教科書については、人権的な視点で

何らかの問題があるという意見は、今まで全く挙がってきていない。」と聞いております。 

 教員の代表におきましては、「日々の教育の中で先生方からも生徒からも何か特に問題

があるというようなことは聞いていない。」とのことでございます。 

教育研究会の代表も、「現在の教科書は適正に使用されており、八尾市の実情や生徒の

実態と照らし合わせても何ら問題があるとは認識をしていない。教育研究会としては、学

力向上への指導法の工夫や改善にどんどん取り組んでいきたい。」という意見もいただい

ております。 

【安藤委員】 今、校長先生、ＰＴＡ、教員、そして教育研究会の代表からのご意見を紹

介していただきましたが、今回、私も勉強のためにと思って教育サポートセンターへ行っ

て教科書を見ました。そういった中で市民の皆さんからのお話があれば聞かせていただけ

ますか。 

【浅野教育サポートセンター所長】 教科書センターでございますが、本年度は６月５日

から６月１８日の期間で法定外の展示を行い、また６月１９日より７月８日まで法定展示

を行いました。この期間の閲覧者でございますが、法定外展示は５名、法定展示は９名の
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閲覧者がございました。 

閲覧者に対してはアンケートをとっておりますが、その中では、「八尾市で使用してい

る教科書会社以外の本の展示もあり、とても参考になった。」という意見や、「私の時代

の教科書に比べて、格段に見やすくなっている。」というご意見、また教員の方からは、

「内容が増えたことに対してどう子どもに伝えるか、少し考えるところがありました。」

といったご意見をいただいたところでございます。 

【山本委員】 選定委員のご意見や市民のご意見をお聞きしましたが、「何ら問題がない

と聞いている」とのことで、現場の教師の意見を聞いていることは分かりますが、選定委

員自身がこの教科書を見た意見をもう少し詳しく教えていただきたいと思います。 

【田中学校教育部次長】 全体的には、今現在使われている教科書が非常に使いやすいと

いう意見が多数でございました。もう１つの意見としましては、教科書を変えることによ

って子ども達や現場において混乱を招く可能性もあるだろうという意見もございまして、

大方の意見が今の教科書を選定するということで固まったと思っております。 

【山本委員】 委員の皆さんの意見はそれで一致して、違う意見の方はなかったというこ

とですね。 

【田中学校教育部次長】 選定委員会では、別の教科書にすべきという意見はございませ

んでした。 

【篠原委員長】 ４年前の採択のときは、全教科ですから大変だったことを記憶しており

ます。教科書の調査については、私も現場のときに調査員を仰せつかったことがありまし

て、基本的には各教科書は検定済みですので、あら探しではなく、できるだけ各教科書の

いいところを見るように指示をいただいてやりました。４年前も、いいところを探しつつ、

最もいいものを選ぶということで、７冊、８冊の中で「これが最もいいぞ」というものを、

自信をもって選んだと感じています。それを今現在使っていて、そして今回の選定委員会

では、現行の教科書を継続して採択することが適切であるというご意見で一致されたとい

うことで了解いたします。 

 それでは、基本方針に則りその答申を尊重した形で教科書の採択を行いたいと考えます。

委員の皆様方、答申の尊重についてご意見はございますか。 

 ないようですので、委員の皆様方のご意見も答申の尊重という方向であろうと拝察いた

します。 

 つきましては、今年度は社会科歴史分野以外については、新たな検定教科書はないとい

う状況でございますので、平成２２年度使用八尾市中学校教科用図書については、選定委

員会の答申を尊重し、社会科歴史分野以外の教科において現行の教科書を採択するという

ことにご異議ございませんか。 

【全委員】 異議なし 

【篠原委員長】 全委員異議なしと認めます。 

 

【篠原委員長】 それでは次に、社会科歴史分野について審議したいと思います。社会科

歴史分野においては、過日、臨時の教育委員協議会を開催し、我々教育委員も、歴史分野

の全ての教科書、特に新たに検定を受けた自由社の教科書も含めて、教科書の特徴等を学

習してまいりましたが、委員の皆様方、何かご質問等はございませんでしょうか。 



－8－ 

【安藤委員】 前回の採択替えは４年前で、これまではあまり大きな問題はなかったと思

いますが、今回、なぜ自由社の教科書が加わったのかという経緯をお話いただけますか。 

【田中学校教育部次長】 今年の４月に自由社が社会科歴史分野の教科書を出されて、文

部科学大臣の認定が下りたということで、その１社だけが新しく教科書を出されたという

状況ですので、今回その教科書も対象に含めて選定委員会で選定していただき、採択を行

っていただくということでございます。 

【安藤委員】 採択に当たっては、中立ということがまず基本的にあって教科書を採択し

ていくと思いますが、今回の答申の文面を見ますと、適切であることは分かりますが、ど

れも並列的に見えます。それぞれ「ここがすばらしい」ということがあると思いますので、

それを示してもいいのではないかと思います。どうしても文章にした場合には、どんぐり

の背比べの中で当たり障りなく語っているように見受けられますが、その点はいかがでし

ょうか。 

【田中学校教育部次長】 答申にもありますように、これらの社会の教科書全てが文部科

学大臣の検定を合格しておりまして、それぞれの教科書に特徴がございます。その特徴を

捉えて八尾市の子ども達にとってどれがいいのかという観点で選定しておりますので、

「これがいけない」「これが劣っている」という表現はされておらず、より子ども達にと

って適切であるという表現になっております。 

【百瀨委員長職務代理者】 新学習指導要領も十分視野に入れて検討する必要があると思

いますが、この歴史の教科書におきましては、新学習指導要領の内容も今の指導要領の内

容を踏まえたものであると考えてよろしいですか。 

【田中学校教育部次長】 そのとおりでございます。 

【百瀨委員長職務代理者】 選定に当たっては、子ども達にとって教科書が活用しやすい

ものなのかが大事なポイントだと思いますが、東京書籍と自由社とでは、自分なりには東

京書籍のほうが活用しやすいと判断していますが、委員の皆さんはどう思われましたか。 

【安藤委員】 私もその視点が大切だと思いました。自由社の教科書は図や資料を多く採

用して理解を深める工夫がされており、東京書籍の教科書は、小さな資料はできるだけ実

物大で掲載され、具体的なイメージを持てるように工夫されていました。どちらも活用と

いう点においては、優れていると感じました。 

【中原教育長】 子どもが活用するという視点では、私は東京書籍のほうがより優れてい

ると考えております。自由社の教科書は、活字が小さく子どもから見ればとっつきにくい

ように思います。 

【篠原委員長】 活用という面から考えると、東京書籍が優っているというご意見ですが、

他の視点ではどうでしょうか。 

【山本委員】 教科書としての記述内容では、自由社は、文化や伝統に関する記述が充実

しており、東京書籍は、コラムの欄で様々な人権問題を取り上げていて、また世界の歴史

を背景に日本の歴史を国際関係的に捉えやすいように工夫しており、東京書籍のほうがよ

り優れていると思いました。 

【篠原委員長】 他の委員の皆様方は、記述内容ではどうでしょうか。 

【百瀨委員長職務代理者】 私も同じように感じました。 

【中原教育長】 前回の協議会の後、委員の皆さんに教科書を持って帰っていただいて、
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お読みいただいたと思いますが、とりわけ協議会では、例えば教科書の記述内容がどうだ

ったか、それから、子どもの現状や課題に照らし合わせて、八尾の子ども達にとって本当

にいいかどうかといったことについて議論が深まりました。子ども達にとって活用しやす

いものなのか、子どもの興味・関心を高めるものになっているのか、とりわけ意欲や興味、

関心を持って学習できるものになっているかという点を教育委員として議論して本日に至

ったわけです。教科書を選ぶのはなかなか難しいですが、本当に長時間の協議会で議論い

ただいたことにお礼申し上げたいと思います。 

【篠原委員長】 他に何かございませんか。私も、改めて今の教科書と新しく発行された

教科書を詳しく読みました。教える側から見た場合、あるいは教えられる側から見た場合

など、色々な場面を想定しながら読みましたが、読み物としては自由社のものも面白いと

思いました。ところが、余りにも詳しい面があったりして、却って子どもの学習意欲につ

いてはいかがなものかという感じもしましたし、総合点をつけたら東京書籍のほうがいい

と思いました。 

それでは、他にご意見がないようでしたら、東京書籍株式会社の「新編 新しい社会 歴

史」を採択することにご異議ございませんでしょうか。 

【全委員】 異議なし 

【篠原委員長】 全委員異議なしと認めます。よって社会科歴史分野の教科用図書につき

ましては、東京書籍株式会社の「新編 新しい社会 歴史」を採択することが適当である

ということに決しました。 

 以上で、八尾市立中学校教科用図書の採択に関する審議については全て終了いたしまし

た。 

 それではここで改めて、この度選定することになりました教科書名と出版社名を読み上

げて確認をしたいと思います。 

 まず、国語につきましては光村図書出版株式会社の「国語」、書写につきましては教育

出版株式会社の「中学書写」、社会の地理分野につきましては教育出版株式会社の「中学

社会 地理」、社会の歴史分野につきましては東京書籍株式会社の「新編 新しい社会 

歴史」、社会の公民分野につきましては教育出版株式会社の「中学校 公民 ともに生き

る」、地図につきましては東京書籍株式会社の「新編 新しい社会科地図」、数学につき

ましては東京書籍株式会社の「新しい数学」、理科の第１分野につきましては株式会社新

興出版社啓林館の「未来へ広がるサイエンス １分野」、理科の第２分野につきましては

株式会社新興出版社啓林館の「未来へ広がるサイエンス ２分野」、音楽の一般につきま

しては株式会社教育芸術社の「中学生の音楽」、音楽の器楽合奏につきましては株式会社

教育芸術社の「中学生の器楽」、美術につきましては開隆堂出版株式会社の「美術」、保

健体育につきましては東京書籍株式会社の「新しい保健体育」、技術・家庭の技術分野に

つきましては開隆堂出版株式会社の「技術・家庭 技術分野」、技術・家庭の家庭分野に

つきましては開隆堂出版株式会社の「技術・家庭 家庭分野」、そして英語につきまして

は学校図書株式会社の「ＴＯＴＡＬ ＥＮＧＬＩＳＨ」と決しました。 

 それでは採決に移らせていただきます。 

 議案第３３号について、原案を適当と認めることにご異議ございませんか。 

【全委員】 異議なし 
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【篠原委員長】 全委員異議なしと認めます。よって議案第３３号「平成２２年度八尾市

立中学校教科用図書の採択に関する件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

【篠原委員長】 次に、議案第３４号「平成２２年度八尾市立小学校教科用図書の採択に

関する件」について審議いたします。提案理由を田中次長より説明願います。 

【田中学校教育部次長】 それでは、ただいま議題となりました議案第３４号「平成２２

年度八尾市立小学校教科用図書の採択に関する件」につきましてご説明いたします。本件

は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第９号の規定により委員会の議決を求

めるものでございます。 

 理由といたしましては、教科書が教科の主たる教材として学校教育において重要な役割

を果たしていることを鑑み、採択権者の判断と責任により、綿密な調査研究に基づき、適

切に採択が行われる必要がございます。その点につき、義務教育諸学校の教科用図書の無

償措置に関する法律第１４条に「義務教育諸学校において使用する教科用図書については、

政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を

採択するものとする。」と示されております。また、期間につきましては同法施行令第１

４条において、同一教科書を採択する期間は４年と定められております。 

つきましては、別紙の小学校用図書を平成２２年度八尾市立小学校教科用図書として採

択していただきたいと考えておりますので、よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。 

【篠原委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、小学校用図書については採

択替えの年に当たっていないことから、平成２１年度と同じ教科書を採択すると定められ

ているわけです。委員の皆様方、何かご質疑ございますか。 

 小学校は、新しい採択年度は再来年ですか。 

【田中学校教育部次長】 来年度が採択年で、再来年が実施となります。 

【篠原委員長】 他にご質疑ございますか。ないようですので、採決に移らせていただき

ます。 

 議案第３４号について、原案を適当と認めることにご異議ございませんか。 

【全委員】 異議なし 

【篠原委員長】 全委員異議なしと認めます。よって議案第３４号「平成２２年度八尾市

立小学校教科用図書の採択に関する件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

【篠原委員長】 次に、議案第３５号「視覚に障害のある児童に対する「点字教科書」の

採択に関する件」について審議いたします。提案理由を田中次長より説明願います。 

【田中学校教育部次長】 それでは、ただいま議題となりました議案第３５号「視覚に障

害のある児童に対する「点字教科書」の採択に関する件」につきましてご説明いたします。

本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条９号の規定により教育委員会の議

決を求めるものでございます。 

 理由といたしましては、平成１７年度より市内の小学校に視覚に障害のある児童が在籍

しており、点字教科書が必要になることから国及び民間ボランティア団体が作成する点字

教科書を学校教育法附則第９条に規定する教科用図書として承認していただきたく本案を

提出する次第でございます。恐れ入りますが、別紙「平成２２年度 小学校新６年使用教
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科書」をご覧願います。一覧に、国の予定点字教科書及び民間ボランティア団体の作成予

定点字教科書を挙げております。 

 国語につきましては、本市が採択しております光村図書発行の教科書が国の点字教科書

となっておりますので、「国語６－１」及び「６－２」を、算数につきましては、本市採

択の東京書籍発行の教科書が国の点字教科書となっており、「算数６－１」から「６－

５」を採択していただければと考えております。社会につきましては、盲人情報文化セン

ター発行の「小学社会６－１」から「６－５」、また理科におきましては、「わくわく理

科６－１」から「６－３」は啓林館でございますが、本市の採択教科書と同じ出版社のも

のであり、これらを採択していただければと考えております。音楽につきましては、本市

は教育芸術社を採択しておりますことから、社会福祉法人日本ライトハウスが発行してお

ります「小学校音楽６」を活用する予定にしております。また家庭科につきましては、昨

年度作成いたしましたヘレンケラー協会作成の「わたしたちの家庭科５・６」を活用いた

します。なお、書写、図画工作、保健につきましては、文字以外の図・写真等が多く点字

化には適さないことから、市の単費で立体コピーやレーズライター等の消耗品を予算化し、

必要に応じて活用している状況でございます。なお、承認していただければ直ちに国に点

字教科書の無償給与の申請の手続を行いたいと考えております。 

【篠原委員長】 点字教科書につきましては、平成１６年度から毎年採択しておりますが、

委員の皆様方、何かご質疑ございますか。 

【山本委員】 保健の教科書はないのですが、保健というのは体のことや、生命のことな

どもありますので、やはり教科書は必要ではないかと思いますが、その点はお考えではな

いですか。 

【田中学校教育部次長】 委員の仰いました点も非常に重要な部分でございます。教科書

はございませんが、コピーをしたりして、子ども達が一番理解しやすいように市の単費で

作っていくという方向で考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

【安藤委員】 書写についてお聞きしたいと思いますが、先般、目の見えない方が世界の

大きなピアノコンクールで賞を取られました。そう考えた場合に、書写でも、「見えな

い」というだけで置いておくのではなく、そういう感性を教育に向けてほしいと思います。

教科書はありませんが、八尾独自に積極的に取り組んでいただけたらうれしいと思います

がいかがですか。 

【田中学校教育部次長】 その点につきましては、市といたしましても盲人協会と点字委

託契約をしておりまして、立体コピーを活用して、手で触って感覚を得るということも行

っております。 

【篠原委員長】 他にございませんか。それでは、ないようですので採決に移らせていた

だきます。 

 議案第３５号につき、原案を適当と認めることにご異議ございませんか。 

【全委員】 異議なし 

【篠原委員長】 全委員異議なしと認めます。よって議案第３５号「視覚に障害のある児

童に対する「点字教科書」の採択に関する件」について、原案を適当と認めることに決し

ました。 

 今回、小学校、中学校及び点字教科書の採択を行いましたが、それぞれ教科書が児童・
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生徒の学習に効果的に使われますようにお願いしておきたいと思います。 

 

【篠原委員長】 次に、議案第３６号「八尾市生涯学習センター学習プラザ喫茶軽食コー

ナー明渡等請求の訴え提起について臨時代理承認の件」について審議いたします。提案理

由を松井次長より説明願います。 

【松井生涯学習部次長】 ただいま議題となりました議案第３６号「八尾市生涯学習セン

ター学習プラザ喫茶軽食コーナー明渡等請求の訴え提起について臨時代理承認の件」につ

きましてご説明いたします。 

 八尾市生涯学習センター学習プラザ喫茶軽食コーナーの明渡等について訴え提起するに

ついて、市議会に議案提出するにつき急を要したため、教育長に対する事務委任等に関す

る規則第３条第２項の規定に基づき、平成２１年６月２５日付で教育長が臨時代理を行い

ましたので、委員会の承認を求めるものでございます。 

 本件の訴える相手方は、八尾市南本町２丁目２番２０号 社会福祉法人大阪肢体不自由

児者父母の会連合会 会長松尾ひろ子でございます。請求の主旨につきましては、被告に

対し、八尾市生涯学習センター学習プラザ喫茶軽食コーナーを明け渡すとともに、平成２

１年４月１日から明渡までの当該建物使用料相当損害金及び未払いの光熱水費の支払いを

求めるものでございます。 

 本件の概要でございますが、本件被告は八尾市生涯学習センター学習プラザ喫茶軽食コ

ーナーの使用期限が平成２１年３月３１日を以って満了しているにも拘らず立ち退かず、

正当な理由なく不法占拠していたため、平成２１年５月１５日付の立退要求書を送付した

ところであります。しかしながら立ち退かず、この状態を放置することは行政財産を適正

に管理する上で重大な支障を来すものであり、本件明渡を求めて訴えを提起するものでご

ざいます。 

 以上、誠に簡単な説明でございますが、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げま

す。 

【篠原委員長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方、何かご質疑ご

ざいますか。ないようですので、採決に移らせていただきます。 

議案第３６号につき、原案を適当と認めることにご異議ございませんか。 

【全委員】 異議なし 

【篠原委員長】 全委員異議なしと認めます。よって議案第３６号「八尾市生涯学習セン

ター学習プラザ喫茶軽食コーナー明渡等請求の訴え提起について臨時代理承認の件」につ

いて、原案を適当と認めることに決しました。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【篠原委員長】 それでは報告事項に移らせていただきたいと思いますが、何か報告事項

は予定されておりませんか。 

 それでは、報告事項がないようです。この際、委員の皆様方から何かご発言ございませ

んでしょうか。 

【百瀨委員長職務代理者】 今日、ずっと教科書について審議してきたわけですが、協議
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会でも２日間にわたって色々と議論し、我々全員が教科書を持って帰って熟読したりした

中で今日の審議に至ったと考えております。このような経過から、今日の審議は比較的ス

ムーズに進んだのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

【篠原委員長】 全くそのとおりで、特に今回は、社会科の歴史分野だけということで４

年前の採択とは相当違った条件の下で行っております。それから、いわゆる現場の声を最

も大事にするということで、選定委員会の答申をできるだけ大切にしたいという基本的な

スタンスを教育委員会としても持ちたいと考えております。今日の採択では、これまでの

教科書を引き続き使用することになりましたが、その教科書をもとにして、益々八尾の教

育が充実・発展するようお願いしたいと思います。 

 それでは、他になければ以上をもちまして７月の定例教育委員会を終了いたします。 

 本日の署名委員に安藤委員を指名したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。ご苦労さまでございました。 

 

 

（署 名）篠原委員長 

 

 

                                                    

 

安藤委員 

 

 

                                        

 


